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生物資源学部の前身は1921年に創立された三重高等
農林学校で、1987年には当時の農学部と水産学部が合併
し、日本で初めて生物資源という名称の学部が誕生しました。
そして、もう少しで設立100周年を迎えようとしています。
生物資源学部は山の頂から海の底までの広大なフィール

ドを対象として、生物学、森林学、農業経済学、環境学、農業
工学、農芸化学、水産学等の幅広い学問領域をカバーして
います。
今後も高等農林学校以来培ってきた本学部の強みを活

かし、地域の農林水産業および関連産業の振興を担う人材
を育成するため、教育・研究・社会貢献に取り組んでいきます。
このパンフレットは大学院生物資源学研究科・生物資源
学部の教職員の取組を紹介するもので、学部の内容が少し
でもおわかりいただければ幸いです。

三重大学生物資源学部長

梅川 逸人

山の頂から
海の底まで
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キ－ワード
農業。植物。生物学全般、特に遺伝の理解が重要で
す。

資源循環学科　分子遺伝育種学研究室

作物の品種改良とは？
人類は長い歴史の中で、野生植物を栽培化し、様々な作物をつくり出して

きました。広い意味では、このような過去から現在に至る作物の歴史すべてが
品種改良です。ただし、ここ数十年の間に品種改良の方法が洗練され、過去
とは比べ物にならないほど高い収穫量やおいしい味をもつ品種が生まれてい
ます。簡単に言うと、何らか遺伝的に変わったものを探してきて、それらを交配
によって組み合わせ、優良な個体を選抜する、これが品種改良です。

遺伝子組換え作物だけが遺伝子研究の出口ではない
一方、遺伝子をDNAの形で取り出して植物に組み込む、いわゆる遺伝子

組み換えによって、交配では取り込めない微生物の遺伝子などを利用して、
除草剤に耐性を持つ品種や害虫に強い品種が開発され、主にダイズやトウ
モロコシで大規模に栽培されるようになりました。ただし、遺伝子組換え技術に
よって改良できる作物の性質は限定的なものです。また組み換え作物に対す
る感情も人それぞれで、世界的に受け入れられたとは言えないのが現状です。

DNAやゲノムレベルの研究を品種改良に役立てる
遺伝子解析技術の進歩は目覚ましく、今では多種多様な作物でゲノムが解

読されています。DNAやゲノムのレベルで個々の作物にとって重要な性質を
解き明かし、それを遺伝子の単位で計画的に組み合わせる。そのようにすれ
ば、組み換え技術を使わなくても、品種改良に遺伝子の研究を大いに役立て
ることができます。漠然とDNAの研究がしたいというよりは、「農業」や「植物」
に対する関心が高い人と一緒に研究ができるといいですね。また、研究の内
容をまとめ、人に伝えるには、国語（と英語）の力も必要です。

教授　掛田 克行

遺伝子の研究を作物の
品種改良に役立てる

ムギ類の交配様式に関わる遺伝子研究。(左)オオムギ野生種の自家不和合性機構、(中)コムギの開
花・閉花受粉性制御、(右)in vitro花粉培養による発芽阻害因子のバイオアッセイ

資源循環学科

持続的な社会の基盤としての生物資源を，環境に配慮した方法で
循環的に効率よく利用するための技術の開発や新しい社会のデザ
インをすることができる人材を育成することにより、調和のとれた循環
型社会の構築に貢献することを目指しています。

作物、動物、樹木、微生物等の生命のしくみ、それらの生物を取り
巻く環境との関係、そして生物多様性についての学問を通して、食
料・有用物質等の生物資源利用のあり方を学び、それをもとに地域
社会の新しい持続型生産を可能とする専門知識や実践力を身につ
けることができます。

農林生物学教育コース

日本および世界の食料生産をはじめとする農林水産業の実態と
環境に配慮した持続的な利用のしくみを社会科学と自然科学の両
面から学ぶことで、地域に根ざしながら、世界的視野で活躍できる専
門知識と実践力を身につけることができます。

キーワード
生理・生態学、農業生産学、森林科学、社会・経済学、国際貢献

国際・地域資源学教育コース
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キ－ワード
遺伝子、DNA、ゲノム

研究に必要な科目
生物学（細胞、遺伝、遺伝情報）、化学、英語

資源循環学科　分子遺伝育種学研究室

私たち人間が生きていくためには、イネや野菜などの植物がとても大切で
す。いい植物をたくさんつくるためには、まず最初に人間が植物を理解しなくて
はいけません。私の研究は、分子レベルで植物を調べ、どんな性質や機能がど
んな遺伝子によってコントロールされているのか解明することを目標にしていま
す。特に注目しているのは、「花が咲いて種子ができるまで」の分子メカニズム
です。

食料生産を支えるための生物学

次の疑問は「どうやって自分の花粉を拒絶しているのか？」と「種子をつくり
出すためにどうやって花粉管を正しく伸ばしているのか？」です。これらについ
て遺伝子レベルで研究を進めています。

植物が子孫を残すための分子メカニズムを解明したい

植物はどうやって種（しゅ）の存続と繁栄（遺伝的多様性）の両面を達成し
ながら子孫を残しているのでしょうか？その謎を解くヒントの一つが自家不和合
性です。自家不和合性は、雌しべが花粉を選別し、同じ種の別個体の花粉だ
けを受け入れて種子（子孫）をつくるメカニズムです。これにより植物の遺伝的
多様性は維持されています。植物研究のモデル生物であるシロイヌナズナ
は、進化の過程で自家不和合性を失っています。その理由は何か？答えはゲ
ノム（生き物が生きていくために必要な遺伝子のセット）に隠されていました。
今から約40万年前の氷河期にヨーロッパ中央部で起きたたった一つの花粉
遺伝子の突然変異に原因があることを突き止め、その変異を修復することで
シロイヌナズナを自家不和合性に逆進化させることに成功しました。この結果
は、ダーウィンが1876年に提唱した「交配相手が少ない条件下では自殖が
繁殖に有利な性質となる」という説を裏付けるものです。

ダーウィンが提唱した自殖の進化を解く鍵は花粉遺伝子の変異にあり

准教授　諏訪部 圭太

植物を遺伝子レベルで
科学する

キ－ワード
食料生産、日本型食生活（和食）、草型、品種育成、植
物性タンパク質、生物学

資源循環学科　資源作物学研究室

世界人口は今年になって72億人を超えました。現在も増加し続けており、既
に10億人近い人々が栄養不足となっています。世界中の作物研究者が穀
類、マメ類、イモ類の研究を行い、食料の増産に取り組んでいます。イネやコム
ギ、トウモロコシの研究が進み、3大栄養素のうち炭水化物はかなり効率よく生
産されるようになりました。脂肪は炭水化物から体内で合成可能なことからタン
パク質を確保することが食料危機回避の鍵となります。

人口増加による食料危機が迫っている

コメとダイズを基本とした日本型食生活はバランスがよく健康的であることか
ら、世界中で評価が高く、ユネスコ無形文化遺産にも登録されています。主食
のコメに不足する含硫アミノ酸を多く含むダイズは植物性タンパク質源として
優れたものでコメとの相性も抜群です。
我が国はダイズ栽培の歴史が長く、多くの品種が存在します。これらの品種

の特性を明らかにし、それぞれの品種が能力を発揮できる栽培条件の検討、栽
培技術の開発、品種の改良などに取り組んでいます。

ダイズは良質な植物性タンパク質の供給源である

新しい草型、カラフルな豆が食生活を豊かにする
ダイズの生育パターンを明らかにし、草型を制御することで効率的な生産が

できるようになります。また、たわわに実っても倒れない背の低い草型（矮性）
や、黄色だけでなく赤、黒、緑、茶など機能性を有する色素を含んだ品種もでき
ています。近い将来、これらのダイズは人類の食を豊かにしてくれるでしょう。

教授　梅崎 輝尚

ダイズは人類を救う！

ダイズの草型（いろいろな矮性型）
左から正常型、矮性型（ヒュウガ矮性系統）、矮
性型（矢作）、二重矮性型

ダイズ種子（大きさと色の多様性）
上段左から大粒（美里在来）、中粒（フクユタカ）、
小粒（すずおとめ）、下段左から黒（丹波黒）、緑
（青豆）、赤（紅大豆）、茶縞（虎豆）
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キ－ワード
農業は実学であり、総合科学なので、高校で学ぶす
べての科目が必要です。

資源循環学科　資源作物学研究室

私たちの生存は、農業が生産する食料に大部分を頼っています。コンビニ
やスーパーなどでは、いつでも食料が調達でき、調理済み食品もあり、品数も
多く、とても豊かな食生活が可能です。一方で、加工品の製造工程、流通販
売時の廃棄、そして食べ残しにより、大量の食料が捨てられています。「これっ
て、もったいないね」と思うのです。

豊かな食生活と大量の廃棄物がある

Win-Winな農業をしよう
作物は、食用・飼料用に特

化した植物です。潜在的な光
合成能力や可食部の割合を
大きくするために、品種改良、
施肥、栽培管理を行います。土
壌に根を張る作物は、土壌環
境を整えることが重要で、堆肥
や肥料などを施用します。近
年、農業従事者の高齢化、専
業農家の減少により、圃場へ
の有機物施用量が減少し、地力の低下が生じています。これを解決するため
に、廃棄された食品残渣を受け入れ、中間処理としての堆肥を製造し、農地
に還元するための仕組みづくりをしています。要素技術としては、適切な堆肥
製造方法、堆肥の施用時期・方法、異業種間でのリサイクルループ構築につ
いて研究しています。

システム別の投入・産出・廃棄のWin-Winな関係

農業が持つ自然循環機能を利用する
植物の力を借りて、農業が持つ自然循環機能を利用することで、未利用有

機物は再び有機物へ変換されます。しかし、同時に作物は汚染物質を吸収・
蓄積します。この結果、食料に有害物質が含まれることもあるので、予防原則
に従い適切な栽培管理が必要です。これまでの農業技術を見直し、新しい環
境管理技術を追加して、適正技術として運用し、安全な食料生産を行い、持
続可能な社会を一緒につくりましょう。

准教授　長屋 祐一

Win-Winな関係を農業で保ち、
持続可能な社会を実現する

キ－ワード
生物学、生理機能、食品、遺伝

資源循環学科　園芸植物機能学研究室

果物の樹は異性を選り好みする
一本植えても実のならない果物は沢山ありま

すが、これは果物の樹に異性の好き嫌いがある
ためです。これらの花の雌しべは、特定の花粉の
受け入れを拒否して子供（種子）をつくりません。
種子ができないと着果できず、この現象を「不和
合性」と呼びます。不和合性は遺伝的に支配さ
れる現象で、雌しべと花粉に含まれるタンパク質が「好き嫌い」を決める原因
物質になっています。これらタンパク質の性質や、好き嫌いをなくす方法を研
究しています。

ナシの花

雌しべのタンパク質が花粉の遺伝子を攻撃
果物類の雌しべには、いろいろな種類の

リボ核酸（RNA）分解酵素（RNase）が含
まれていて、これが嫌いな花粉のRNAを分
解することにより不和合性となります。私た
ちは、植物体に部分的に不和合性を付与
させ、人工受粉や摘果（不要な果実を除去
する作業で、咲いた花の95%は不要）の
要らない栽培法の確立を目指しています。
一方、近年、銅や鉄イオンをナシの開花

前に散布すると、種子ができなくとも実がつ
くことを見つけました。なぜこれらイオンが種
無し果をつくるのかについて、研究を進め
ています。

複数の学問知識を結集して研究遂行
私たちの試みは、植物の持つ巧妙な機能を人間生活に利用しようとするも

ので、遺伝学・生化学・生理学・栽培学を駆使して研究を行い、その結果を社
会に還元します。様々な観点からのアプローチができる課題ですので、植物
生理学や栽培学に興味を持つ皆さんと一緒に、楽しみながら研究を進めてい
きたいと思っています。

教授　平塚 伸

果物は好きな異性との
結婚でできる

雌しべ（花柱）の横断面の顕微鏡写真
左：蛍光染色（真ん中で光っているのが花
粉管）
右：免疫組織化学染色（真ん中で青く染色
されているのが花粉を攻撃するRNase）

ナシ果実の横断面
左：銅イオンを含むボルドーで着果させた種
無し果実
右：人工受粉で着果させた種有り果実
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キ－ワード
農業は実学であり、総合科学なので、高校で学ぶす
べての科目が必要です。

資源循環学科　資源作物学研究室

私たちの生存は、農業が生産する食料に大部分を頼っています。コンビニ
やスーパーなどでは、いつでも食料が調達でき、調理済み食品もあり、品数も
多く、とても豊かな食生活が可能です。一方で、加工品の製造工程、流通販
売時の廃棄、そして食べ残しにより、大量の食料が捨てられています。「これっ
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境を整えることが重要で、堆肥
や肥料などを施用します。近
年、農業従事者の高齢化、専
業農家の減少により、圃場へ
の有機物施用量が減少し、地力の低下が生じています。これを解決するため
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境管理技術を追加して、適正技術として運用し、安全な食料生産を行い、持
続可能な社会を一緒につくりましょう。

准教授　長屋 祐一

Win-Winな関係を農業で保ち、
持続可能な社会を実現する

キ－ワード
生物学、生理機能、食品、遺伝

資源循環学科　園芸植物機能学研究室
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ています。
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会に還元します。様々な観点からのアプローチができる課題ですので、植物
生理学や栽培学に興味を持つ皆さんと一緒に、楽しみながら研究を進めてい
きたいと思っています。
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結婚でできる

雌しべ（花柱）の横断面の顕微鏡写真
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粉管）
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左：銅イオンを含むボルドーで着果させた種
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右：人工受粉で着果させた種有り果実
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キ－ワード
生物、分析化学、植物生理学、代謝生理学
植物や野菜が好きであること（食べることも含めて）

資源循環学科　園芸植物機能学研究室

高リコペントマトの需要が高まっている
トマト果実の赤色の主

成分であるリコペンはカロ
テノイドの一種であり、高い
抗酸化作用を持ち、効率
的に活性酸素を捕獲する
ことにより発ガンの危険性
を軽減するとされています。
近年、消費者の健康志向
の高まりからリコペン含量
の高いトマト果実の需要が
高まっています。

カリウム高濃度施与がトマト果実の糖度とリコペン含量を高めることを明らかに
水耕栽培した普通品種

の‘ハウス桃太郎’に対し
て、カリウムを通常濃度の
5倍程度高めて栽培する
と、果実のリコペン含量が
約3倍高まることを明らか
にしました。また、同時に果
実糖度も約1.5倍高くな
り、おいしく、健康によいト
マト果実が生産できます。

高糖度・高リコペントマト栽培の実用化のためには
このようにモデル実験の水耕栽培では、カリウム高濃度施与栽培で高品

質のトマトを生産できることがわかりましたが、これを実用化するには幾つかの
問題点があります。カリウム高濃度施与のタイミングを知ること、カリウム高濃
度施与することによる生理障害を回避する方法を確立することなどが主な課
題です。これらの課題が解決できれば、抗酸化活性の高い高付加価値トマト
が安定的に生産できるようになります。

准教授　名田 和義

高糖度・高リコペントマト果
実生産にはカリウムが効く！！

キ－ワード
生物、微生物、消化管、動物

資源循環学科　動物生産学研究室

おなかの中の働き者
動物の消化管には1,000種を超える微生物が多数生息しており、微生物

生態系が形づくられています。人の場合、消化管の微生物の重さは1kgにも
なります。もっと大きな家畜はその何倍もの重さの微生物を持っていることに
なります。消化管の微生物は、宿主動物の健康や栄養に役立っていて、体の
機能を正常に保つために必要不可欠な存在です。一方で、温室効果ガスで
あるメタンをつくる微生物も生息しています。メタンをつくる微生物はウシの消
化管に多いため、ウシから大量のメタンが放出されています（ウシにとってはこ
れが当たり前のことで、ウシに全く罪はないのですが…）。

どんな微生物がいるのか？調べてみよう
これまでにウシ、ヒツジ、ブタ、ダチョウなどの家畜の消化管にどんな微生物

がいるのか研究した結果、興味深い機能を持つ微生物をたくさん見つけまし
た。例えば、家畜の飼育に役立つ微生物や工業に役立つ微生物などです。
個々の微生物はそれぞれ機能を示しますが、微生物集団としての機能の研究
もしています。米ぬかという身近なものが、ウシから放出されるメタンを減らすこ
とも発見しました。

指揮者のように微生物を操りたい！！
消化管の微生物群集を制御することで、家畜の飼育に役立てたり、環境

への負荷が減るような家畜の飼育方法を開発したいと思っています。音楽に
例えるなら、まるで指揮者がオーケストラを操ることで美しい演奏を生み出すよ
うに、微生物を操ることができればよいなと考えています。

教授　松井 宏樹

We are not alone.
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キ－ワード
生物、分析化学、植物生理学、代謝生理学
植物や野菜が好きであること（食べることも含めて）

資源循環学科　園芸植物機能学研究室

高リコペントマトの需要が高まっている
トマト果実の赤色の主

成分であるリコペンはカロ
テノイドの一種であり、高い
抗酸化作用を持ち、効率
的に活性酸素を捕獲する
ことにより発ガンの危険性
を軽減するとされています。
近年、消費者の健康志向
の高まりからリコペン含量
の高いトマト果実の需要が
高まっています。

カリウム高濃度施与がトマト果実の糖度とリコペン含量を高めることを明らかに
水耕栽培した普通品種

の‘ハウス桃太郎’に対し
て、カリウムを通常濃度の
5倍程度高めて栽培する
と、果実のリコペン含量が
約3倍高まることを明らか
にしました。また、同時に果
実糖度も約1.5倍高くな
り、おいしく、健康によいト
マト果実が生産できます。

高糖度・高リコペントマト栽培の実用化のためには
このようにモデル実験の水耕栽培では、カリウム高濃度施与栽培で高品

質のトマトを生産できることがわかりましたが、これを実用化するには幾つかの
問題点があります。カリウム高濃度施与のタイミングを知ること、カリウム高濃
度施与することによる生理障害を回避する方法を確立することなどが主な課
題です。これらの課題が解決できれば、抗酸化活性の高い高付加価値トマト
が安定的に生産できるようになります。

准教授　名田 和義

高糖度・高リコペントマト果
実生産にはカリウムが効く！！
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生物、微生物、消化管、動物
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動物の消化管には1,000種を超える微生物が多数生息しており、微生物

生態系が形づくられています。人の場合、消化管の微生物の重さは1kgにも
なります。もっと大きな家畜はその何倍もの重さの微生物を持っていることに
なります。消化管の微生物は、宿主動物の健康や栄養に役立っていて、体の
機能を正常に保つために必要不可欠な存在です。一方で、温室効果ガスで
あるメタンをつくる微生物も生息しています。メタンをつくる微生物はウシの消
化管に多いため、ウシから大量のメタンが放出されています（ウシにとってはこ
れが当たり前のことで、ウシに全く罪はないのですが…）。

どんな微生物がいるのか？調べてみよう
これまでにウシ、ヒツジ、ブタ、ダチョウなどの家畜の消化管にどんな微生物

がいるのか研究した結果、興味深い機能を持つ微生物をたくさん見つけまし
た。例えば、家畜の飼育に役立つ微生物や工業に役立つ微生物などです。
個々の微生物はそれぞれ機能を示しますが、微生物集団としての機能の研究
もしています。米ぬかという身近なものが、ウシから放出されるメタンを減らすこ
とも発見しました。

指揮者のように微生物を操りたい！！
消化管の微生物群集を制御することで、家畜の飼育に役立てたり、環境

への負荷が減るような家畜の飼育方法を開発したいと思っています。音楽に
例えるなら、まるで指揮者がオーケストラを操ることで美しい演奏を生み出すよ
うに、微生物を操ることができればよいなと考えています。

教授　松井 宏樹

We are not alone.
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日本で余っている水田を活用して栽培される飼料用のイネやムギ、そして農
業生産や食品製造の過程で出ている副産物など、国内ではまだ飼料を生産
する潜在性が残っています。このような資源を家畜の飼料として有効利用す
ることで、国内の飼料自給率の向上とミルクや肉の安定生産を目指していま
す。

飼料自給率の向上を目指して

日本の飼料自給率は25%程度で、飼料原料の多くは海外に依存していま
す。例えば、日本はトウモロコシの最大の輸入国で、世界中で約1億トンのトウ
モロコシが食用＋飼料用に輸出されていますが、その約12％が日本の家畜
に給与されています。
世界では、発展途上国における人口増加や経済発展に伴い、ミルクや肉

の需要が増加しており、その結果、飼料原料の需要が高まっています。さら
に、近年、バイオエタノール生産の急増により、食料と飼料、燃料の間で穀物
の利用が競合しています。このように、日本への飼料原料の安定供給が危惧
されるため、国内での飼料生産の重要性が増しています。

准教授　近藤 誠

ミルクや肉の生産を支える
飼料資源

牧草は1年に数回しか収穫できません
が、牛は毎日えさを食べます。そのため、牧
草を保存することが必要です。牧草は密
封して、嫌気的に発酵を進めることで、長
期間の保存が可能となり、草のない時期
にもえさを与えることができます。このよう
な発酵飼料（サイレージ）は日本のみなら
ず、世界中の乳・肉生産に欠かせない飼
料です。 また、豆腐やビールなどの食品
製造で排出される食品副産物も同様に
発酵させることで、乾燥のエネルギーをか
けずに保存し、飼料として利用することが
可能となります。
私たちは、このような牧草や食品副産

物を発酵飼料として保存するための技術
や牛にとっての栄養成分の利用性を評価しています。

キーワード
化学、生物学、植物、動物、微生物

えさが足りない？

牧草もイネもおからも…発酵させて飼料として使う
フィリピン在来の牛と水牛で

の肥育成績や肥育後に得られ
た食肉がどのように違うか調べ
るために、若い牛と水牛を同じ
条件で一定期間肥育してみま
した。すると、増体成績につい
ては差がなく、食味試験の結果
では水牛肉の方が若干良いと
いう結果になりました。食肉に
ついてさらに分析をしてみると、
水牛肉は牛肉に比べてコレステロール含量が低く、和牛肉で多く食肉の熟
成期間中に芳香物質になるといわれる不飽和脂肪酸が牛肉と比べて多いこ
とがわかりました。

水牛肉は食肉としての価値があるのか？

資源循環学科　草地・飼料生産学研究室

日本ではほとんど飼育されていませんが、フィリピンなどの東南アジアでは水
牛は農耕用として飼育されてきました。しかし、近年、農業の機械化に伴って
水牛は急速に飼育頭数が減少してきています。水牛は牛と同様に乳・肉とも
に利用できますが、水牛乳の生産についてはイタリアを中心としたヨーロッパ
でモッツァレラ・チーズの加工に利用し、水牛の飼育頭数を伸ばしていますが、
フィリピンでは水牛の乳生産はそれほど多くはありません。水牛肉の生産につ
いてはブラジル、インド（輸出用）などに限られており、フィリピンでは農耕用とし
て飼育され、年をとった水牛を食肉用に利用することが多かったため、水牛肉
への人々のイメージはあまり良いものではありませんでした。

准教授　伴 智美

フィリピンでの水牛の利用
と特性について

キーワード
生物、動物、食料生産

フィリピンで水牛はどのように利用されているの？

これまでの研究から、水牛肉は十分食肉としての利用が可能であり、食肉
中のコレステロールも牛肉と比べて低いことからヘルシーな肉として付加価
値をつけての販売も可能であると考えています。研究対象としても水牛は血
中のコレステロール濃度が牛と比べて半分の濃度で、同じウシ科の動物でも
牛と水牛では脂質代謝に違いがあると考えられるため、水牛の脂質代謝の特
性についてさらに研究を続けているところです。

水牛の脂質代謝の特性を解明

資源循環学科　動物生産学研究室
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日本で余っている水田を活用して栽培される飼料用のイネやムギ、そして農
業生産や食品製造の過程で出ている副産物など、国内ではまだ飼料を生産
する潜在性が残っています。このような資源を家畜の飼料として有効利用す
ることで、国内の飼料自給率の向上とミルクや肉の安定生産を目指していま
す。

飼料自給率の向上を目指して

日本の飼料自給率は25%程度で、飼料原料の多くは海外に依存していま
す。例えば、日本はトウモロコシの最大の輸入国で、世界中で約1億トンのトウ
モロコシが食用＋飼料用に輸出されていますが、その約12％が日本の家畜
に給与されています。
世界では、発展途上国における人口増加や経済発展に伴い、ミルクや肉

の需要が増加しており、その結果、飼料原料の需要が高まっています。さら
に、近年、バイオエタノール生産の急増により、食料と飼料、燃料の間で穀物
の利用が競合しています。このように、日本への飼料原料の安定供給が危惧
されるため、国内での飼料生産の重要性が増しています。

准教授　近藤 誠

ミルクや肉の生産を支える
飼料資源

牧草は1年に数回しか収穫できません
が、牛は毎日えさを食べます。そのため、牧
草を保存することが必要です。牧草は密
封して、嫌気的に発酵を進めることで、長
期間の保存が可能となり、草のない時期
にもえさを与えることができます。このよう
な発酵飼料（サイレージ）は日本のみなら
ず、世界中の乳・肉生産に欠かせない飼
料です。 また、豆腐やビールなどの食品
製造で排出される食品副産物も同様に
発酵させることで、乾燥のエネルギーをか
けずに保存し、飼料として利用することが
可能となります。
私たちは、このような牧草や食品副産

物を発酵飼料として保存するための技術
や牛にとっての栄養成分の利用性を評価しています。

キーワード
化学、生物学、植物、動物、微生物

えさが足りない？

牧草もイネもおからも…発酵させて飼料として使う
フィリピン在来の牛と水牛で

の肥育成績や肥育後に得られ
た食肉がどのように違うか調べ
るために、若い牛と水牛を同じ
条件で一定期間肥育してみま
した。すると、増体成績につい
ては差がなく、食味試験の結果
では水牛肉の方が若干良いと
いう結果になりました。食肉に
ついてさらに分析をしてみると、
水牛肉は牛肉に比べてコレステロール含量が低く、和牛肉で多く食肉の熟
成期間中に芳香物質になるといわれる不飽和脂肪酸が牛肉と比べて多いこ
とがわかりました。

水牛肉は食肉としての価値があるのか？

資源循環学科　草地・飼料生産学研究室

日本ではほとんど飼育されていませんが、フィリピンなどの東南アジアでは水
牛は農耕用として飼育されてきました。しかし、近年、農業の機械化に伴って
水牛は急速に飼育頭数が減少してきています。水牛は牛と同様に乳・肉とも
に利用できますが、水牛乳の生産についてはイタリアを中心としたヨーロッパ
でモッツァレラ・チーズの加工に利用し、水牛の飼育頭数を伸ばしていますが、
フィリピンでは水牛の乳生産はそれほど多くはありません。水牛肉の生産につ
いてはブラジル、インド（輸出用）などに限られており、フィリピンでは農耕用とし
て飼育され、年をとった水牛を食肉用に利用することが多かったため、水牛肉
への人々のイメージはあまり良いものではありませんでした。

准教授　伴 智美

フィリピンでの水牛の利用
と特性について

キーワード
生物、動物、食料生産

フィリピンで水牛はどのように利用されているの？

これまでの研究から、水牛肉は十分食肉としての利用が可能であり、食肉
中のコレステロールも牛肉と比べて低いことからヘルシーな肉として付加価
値をつけての販売も可能であると考えています。研究対象としても水牛は血
中のコレステロール濃度が牛と比べて半分の濃度で、同じウシ科の動物でも
牛と水牛では脂質代謝に違いがあると考えられるため、水牛の脂質代謝の特
性についてさらに研究を続けているところです。

水牛の脂質代謝の特性を解明

資源循環学科　動物生産学研究室
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キ－ワード
特に事前に学習が必要な科目はありませんが、自然
科学、社会科学にとらわれず幅広く取り組む姿勢が
必要です。

資源循環学科　植物医科学研究室

植物の病気は約8割が糸状菌(カビ)が寄生することで引き起こされます。
病気の被害を抑えるためにはその原因となる菌類を正確に診断する必要が
あります。顕微鏡、電子顕微鏡、DNA塩基配列情報などを駆使して植物の糸
状菌病に関する基礎的な情報を現場に提供し、植物の病害防除を支える大
学病院のような役割を果たしています。学部学生が中心に担当しています。

植物病害防除の現場を支える

植物病害を引き起こす糸状菌を数多く取り扱い、農業試験場等と新たに
発生した病害に関する基礎的な情報を発信しています。特に、Cercospora
属菌群という5000種に上る植物寄生菌の分類学的研究を専門に行ってい
て、世界中の研究者と共同で研究を行っています。大学院生は上述の診断
に加え、特定の菌群の分類学的研究を担当します。

植物寄生菌の分類学的研究

活躍の場は世界中
植物の多様性が高いアジア圏はその寄生菌も多様性に富んでいます。生

物としての寄生菌の多様性研究もアジア各国の研究者と共に手がける重要
なテーマです。今後も植物病害防除に携わる人材育成と、植物寄生菌の分
類学研究分野におけるアジア地域の拠点の一つとなることを目標に研究を
続けています。

准教授　中島 千晴

植物の大学病院として

国内外のフィールドへ出かけ、光学機器、分子系統解析技術を駆使する

キ－ワード
キーワードは生物進化です。生き物が好きな人、生物
進化に興味がある人ならだれでも歓迎です。できれ
ば高校では生物㈼Bを勉強してきてください。

資源循環学科　植物医科学研究室

地球上のすべての生物は一つの祖先から生じた
現在地球上に存在するすべての生物は一つの祖先から進化したと考えら

れています。生物はその祖先からDNAを代々受け継いできました。DNAの中
には生物進化の歴史が秘められています。私たちは、ウドンコカビという植物
寄生菌を研究対象として、植物とウドンコカビがどのように関連し合いながら
進化してきたのかを、DNA解析技術を使って明らかにしようとしています。

地球を舞台にした生物進化のドラマ
ウドンコカビは一つの祖先から進化し、現

在は南極大陸を除くすべての大陸に分布
し、現在わかっている種類数にして約900
種、約１万種の被子植物に寄生することが
知られています。生きた植物に寄生するこ
とによってのみ生存することができる絶対
寄生菌という植物寄生菌です。ウドンコカ
ビはいつごろ、地球上のどこで誕生し、どの
ようにして地理的分布と寄生する植物をふ
やしながら現在に至ったのでしょうか。この
疑問を解き明かすために日夜研究に没頭
しています。

世界中の研究者とネットワークでつながる

教授　高松 進

DNAから生物進化を考える

マレーシアの熱帯雨林での調査

南米アンデス山中での調査

研究の舞台は世界で
す。そのため、世界中の
研究者とネットワークを形
成し、地球上のすべての
ウドンコカビの系図をつく
ろうとしています。

大陸の位置とそこに分布するウドンコカビの系統関係
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キ－ワード
特に事前に学習が必要な科目はありませんが、自然
科学、社会科学にとらわれず幅広く取り組む姿勢が
必要です。

資源循環学科　植物医科学研究室

植物の病気は約8割が糸状菌(カビ)が寄生することで引き起こされます。
病気の被害を抑えるためにはその原因となる菌類を正確に診断する必要が
あります。顕微鏡、電子顕微鏡、DNA塩基配列情報などを駆使して植物の糸
状菌病に関する基礎的な情報を現場に提供し、植物の病害防除を支える大
学病院のような役割を果たしています。学部学生が中心に担当しています。

植物病害防除の現場を支える

植物病害を引き起こす糸状菌を数多く取り扱い、農業試験場等と新たに
発生した病害に関する基礎的な情報を発信しています。特に、Cercospora
属菌群という5000種に上る植物寄生菌の分類学的研究を専門に行ってい
て、世界中の研究者と共同で研究を行っています。大学院生は上述の診断
に加え、特定の菌群の分類学的研究を担当します。

植物寄生菌の分類学的研究

活躍の場は世界中
植物の多様性が高いアジア圏はその寄生菌も多様性に富んでいます。生

物としての寄生菌の多様性研究もアジア各国の研究者と共に手がける重要
なテーマです。今後も植物病害防除に携わる人材育成と、植物寄生菌の分
類学研究分野におけるアジア地域の拠点の一つとなることを目標に研究を
続けています。

准教授　中島 千晴

植物の大学病院として

国内外のフィールドへ出かけ、光学機器、分子系統解析技術を駆使する

キ－ワード
キーワードは生物進化です。生き物が好きな人、生物
進化に興味がある人ならだれでも歓迎です。できれ
ば高校では生物㈼Bを勉強してきてください。

資源循環学科　植物医科学研究室

地球上のすべての生物は一つの祖先から生じた
現在地球上に存在するすべての生物は一つの祖先から進化したと考えら

れています。生物はその祖先からDNAを代々受け継いできました。DNAの中
には生物進化の歴史が秘められています。私たちは、ウドンコカビという植物
寄生菌を研究対象として、植物とウドンコカビがどのように関連し合いながら
進化してきたのかを、DNA解析技術を使って明らかにしようとしています。

地球を舞台にした生物進化のドラマ
ウドンコカビは一つの祖先から進化し、現

在は南極大陸を除くすべての大陸に分布
し、現在わかっている種類数にして約900
種、約１万種の被子植物に寄生することが
知られています。生きた植物に寄生するこ
とによってのみ生存することができる絶対
寄生菌という植物寄生菌です。ウドンコカ
ビはいつごろ、地球上のどこで誕生し、どの
ようにして地理的分布と寄生する植物をふ
やしながら現在に至ったのでしょうか。この
疑問を解き明かすために日夜研究に没頭
しています。

世界中の研究者とネットワークでつながる

教授　高松 進

DNAから生物進化を考える

マレーシアの熱帯雨林での調査

南米アンデス山中での調査

研究の舞台は世界で
す。そのため、世界中の
研究者とネットワークを形
成し、地球上のすべての
ウドンコカビの系図をつく
ろうとしています。

大陸の位置とそこに分布するウドンコカビの系統関係
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キ－ワード
寄生蜂、アシナガバチ、社会性蜂。

資源循環学科　昆虫生態学研究室

利己的な生物と一見利他的な働き蜂
生物は、擬人的に言うと、自分の遺伝子を少しで多く残そうと努力しています。言い

換えると、そのような個体の子孫のみが、現在見られるわけです。そのため、多くの場
面で、生物は極めて利己中心的です。しかし、社会性蜂においては、一部の個体は繁
殖を表面的にはあきらめて、巣の仲間のために尽くします。それらの実態に迫ります。

考える寄生蜂と動物の社会
寄生蜂は以下のような思い迷う場面に遭遇します。どこを探索すべきか？寄主と遭遇

後その寄主に産卵するかどうか？産卵決定後は卵の性を何にすべきか？これらの意思決
定をどのようにしているのでしょうか？その解明は、効率よい生物的防除に役立ちます。
アシナガバチの社会は、人間の社会と多くの共通点があります。給料のよい会社な

ら、少々ハードな仕事を押しつけられても一生懸命働きますが、そうでないなら、転職を考
えるでしょう。血縁者の会社なら、なかなか転職は考えません。しかし、骨肉の争いが起こ
ることもあります。こういったことってアシナガバチの社会と同じでは？人間も生物の一種
なのです。人間社会の解明のためには、いろいろな分類群における動物の社会の解明
も必要です。

子殺しをする寄生蜂と働かない働き蜂
同種によって既に寄生されている寄主に産卵す

ることを過寄生と言います。イネの大害虫ウンカの寄
生蜂であるクロハラカマバチとセグロカマバチは、過
寄生の際、先に生まれた個体を自分の毒針で刺し
殺します。種のレベルから見ると、この子殺しは許さ
れざる行為ですが、自分の遺伝子を残すには、とても
好ましい行為です。何と利己的なことでしょう？
アシナガバチの社会は、1頭の女王とその娘（働

き蜂）と息子によって形成されています。働き蜂は、
みんな一生懸命に巣のために働いていると思ってい
ませんか？実は、ヤマトアシナガバチでは、かなりの数
の働き蜂は働きません。アシナガバチは、働き蜂とし
て働くのか、あるいは、女王継承権を得るため働かず
体力を温存するのか、はたまた、越冬して次世代の
女王となるのか？どうしたら自分の遺伝子を沢山残せるかで揺れ動いているのです。

教授　山田 佳廣

みんな自分の遺伝子を
残したい

ヒメトビウンカに産卵するクロハラカ
マバチ。ウンカが既に寄生されてい
る場合、産卵の前に子殺しを行う。

ヤマトアシナガバチのコロニー。中央
のマークがない個体が創設女王、左
上の顔面と頭楯が黄色の個体と右
下の奥にいる個体はオス、残りは働
き蜂。石川善大撮影。

図１　南米アマゾンで発見した新種のキノコ 図２　ブナ林での調査

地球上には未知の菌類が多数潜在しています。実生活に役立つ生物資
源としての利用や農作物の病原菌としての防除を考えていくうえでも、個々の
菌類の正確な種同定や生態的特性などの基礎的な知見が欠かせません。
菌類は他の動植物に比べ、これらの基礎知識の蓄積において大きく後れて
いるのです。未知の部分が多いからこそ新たな発見に満ち溢れた生物、菌類
の研究を共に進めていきませんか？

菌類の多様性探索から生物資源としての新たな価値を見出す

キノコやカビと呼ばれる菌類（真菌類）は食品や医薬品の原材料として、ま
た、農作物の病原菌として我々の生活に密接にかかわっています。さらにスケ
ールを広げてみると、人類を含む多くの動植物が生きる陸上生態系におい
て、菌類は共生者・寄生者・分解者として重要な役割を果たしています。生物
資源としても生態的機能群としても重要な菌類ですが、推定種数150万の
多様性のうち、我々はたった1割程度しか知り得ていません。本研究室では、
このような菌類の未知の多様性や生態の解明を目指して研究しています。

助教　白水 貴

菌類の見えない多様性を
解き明かす

野外での調査・採集、得られた標本の観察、培養、DNAを対象とした分子
生物学的手法などを用い、菌類の多様性や生態の解明を進めています。これ
まで、日本やブラジル、ニュージーランドなどで調査を行い、菌類の新種を多数
記載するとともに、これらの生態や系統関係を解明してきました（図1、2）。ま
た、枯死材中にあるDNAを解析することで、肉眼で見えない菌糸の状態で潜
在している菌類を検出することに成功し、これらの進化を考えるうえで重要な
未知系統を発見することができました。

キーワード
系統、進化、真菌類、生態、生物資源、多様性、DNA、
微生物、分類

あなたは“菌類”を知っていますか？

野外調査と分子生物学的手法により菌類の未知の多様性を解明する

資源循環学科　植物医科学研究室

2120



キ－ワード
寄生蜂、アシナガバチ、社会性蜂。

資源循環学科　昆虫生態学研究室

利己的な生物と一見利他的な働き蜂
生物は、擬人的に言うと、自分の遺伝子を少しで多く残そうと努力しています。言い

換えると、そのような個体の子孫のみが、現在見られるわけです。そのため、多くの場
面で、生物は極めて利己中心的です。しかし、社会性蜂においては、一部の個体は繁
殖を表面的にはあきらめて、巣の仲間のために尽くします。それらの実態に迫ります。

考える寄生蜂と動物の社会
寄生蜂は以下のような思い迷う場面に遭遇します。どこを探索すべきか？寄主と遭遇

後その寄主に産卵するかどうか？産卵決定後は卵の性を何にすべきか？これらの意思決
定をどのようにしているのでしょうか？その解明は、効率よい生物的防除に役立ちます。
アシナガバチの社会は、人間の社会と多くの共通点があります。給料のよい会社な

ら、少々ハードな仕事を押しつけられても一生懸命働きますが、そうでないなら、転職を考
えるでしょう。血縁者の会社なら、なかなか転職は考えません。しかし、骨肉の争いが起こ
ることもあります。こういったことってアシナガバチの社会と同じでは？人間も生物の一種
なのです。人間社会の解明のためには、いろいろな分類群における動物の社会の解明
も必要です。

子殺しをする寄生蜂と働かない働き蜂
同種によって既に寄生されている寄主に産卵す

ることを過寄生と言います。イネの大害虫ウンカの寄
生蜂であるクロハラカマバチとセグロカマバチは、過
寄生の際、先に生まれた個体を自分の毒針で刺し
殺します。種のレベルから見ると、この子殺しは許さ
れざる行為ですが、自分の遺伝子を残すには、とても
好ましい行為です。何と利己的なことでしょう？
アシナガバチの社会は、1頭の女王とその娘（働

き蜂）と息子によって形成されています。働き蜂は、
みんな一生懸命に巣のために働いていると思ってい
ませんか？実は、ヤマトアシナガバチでは、かなりの数
の働き蜂は働きません。アシナガバチは、働き蜂とし
て働くのか、あるいは、女王継承権を得るため働かず
体力を温存するのか、はたまた、越冬して次世代の
女王となるのか？どうしたら自分の遺伝子を沢山残せるかで揺れ動いているのです。

教授　山田 佳廣

みんな自分の遺伝子を
残したい

ヒメトビウンカに産卵するクロハラカ
マバチ。ウンカが既に寄生されてい
る場合、産卵の前に子殺しを行う。

ヤマトアシナガバチのコロニー。中央
のマークがない個体が創設女王、左
上の顔面と頭楯が黄色の個体と右
下の奥にいる個体はオス、残りは働
き蜂。石川善大撮影。

図１　南米アマゾンで発見した新種のキノコ 図２　ブナ林での調査

地球上には未知の菌類が多数潜在しています。実生活に役立つ生物資
源としての利用や農作物の病原菌としての防除を考えていくうえでも、個々の
菌類の正確な種同定や生態的特性などの基礎的な知見が欠かせません。
菌類は他の動植物に比べ、これらの基礎知識の蓄積において大きく後れて
いるのです。未知の部分が多いからこそ新たな発見に満ち溢れた生物、菌類
の研究を共に進めていきませんか？

菌類の多様性探索から生物資源としての新たな価値を見出す

キノコやカビと呼ばれる菌類（真菌類）は食品や医薬品の原材料として、ま
た、農作物の病原菌として我々の生活に密接にかかわっています。さらにスケ
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助教　白水 貴

菌類の見えない多様性を
解き明かす

野外での調査・採集、得られた標本の観察、培養、DNAを対象とした分子
生物学的手法などを用い、菌類の多様性や生態の解明を進めています。これ
まで、日本やブラジル、ニュージーランドなどで調査を行い、菌類の新種を多数
記載するとともに、これらの生態や系統関係を解明してきました（図1、2）。ま
た、枯死材中にあるDNAを解析することで、肉眼で見えない菌糸の状態で潜
在している菌類を検出することに成功し、これらの進化を考えるうえで重要な
未知系統を発見することができました。

キーワード
系統、進化、真菌類、生態、生物資源、多様性、DNA、
微生物、分類

あなたは“菌類”を知っていますか？

野外調査と分子生物学的手法により菌類の未知の多様性を解明する

資源循環学科　植物医科学研究室
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教授　木佐貫 博光

キーワード
植生、生態系保全

研究に必要な科目
生物基礎（植生の多様性と分布、生態系とその保全）
生物学（生態と環境）

資源循環学科　森林保全生態学研究室

森にはたくさんの生き物がいますが、森林生態系の礎は何といっても樹木
です。単に樹木といっても、葉や木の形や大きさは様々です。さらに、繁殖のた
めの交配に風を利用するものもあれば、ハチやチョウなどの昆虫を利用するも
のもあります。種子を広げる手段も、風、鳥、小型哺乳動物など、樹木の種類
によって異なります。このように樹木は、周囲の自然環境や生物的な環境と
相互に影響して生きています。

樹木は森林生態系の礎

時間をかけて体力を駆使して原生の森や壊れた森で動植物をつぶさに観
察や測定し、樹木と森の生き物たちとの知られざるつながりを解き明かしてい
きましょう。その先には、壊れた森林の自然を効果的に再生するヒントが見つ
かるかもしれません。

木を見て森に戻そう

今生物のつながりがおかしい
今、国内の森林では大型の草

食動物がとてもふえてしまってい
ます（図1）。シカなどの大型草食
動物の増加によって、植物の種
類と量が減り、えさやすみかとして
利用してきた生物とのつながりが
変になっています（図2）。一方、
ふえ過ぎた動物を減らすだけで
は、ササなどの別の植物がふえて
しまうこともあったりして、もとのよ
うな豊かな森に戻すのはとても難
しいようです。また、ササを刈り払
っても、数年間では余り効果がみ
られません。このように、自然の植
生を人間がコントロールすること
は、とても難しいうえに長い時間を
要することがわかってきました。

図１　増えすぎたシカ

図２　壊れた森（紀伊半島の大台ケ原にて）

樹木と森林の多様な生物
とのつながり

キ－ワード
行動、花、昆虫、生態、化学

資源循環学科　昆虫生態学研究室

もともとはハチやチョウに頼らない花粉媒介システムが当たり前だった
花に来る虫と言えばミツバチやチョウ。だけど、花を咲かせる植物が地球上

に出現したのはかれこれ1億年も前のこと。このころ、ミツバチもチョウも地上
にはいなかったと考えられます。では、当時の植物はだれに、どのようにして花
粉を運んでもらっていたのでしょうか。この神秘を明らかにすることで、果樹の
生産性の向上も期待できます。

昆虫の行動の謎
しかしまだ、わからないこともいろいろあります。
花は要所要所でしか香りを出さないのに、昆虫は本当にずっと花の中に入っ

ているのか、それとも香りの出ているときだけ花の中にいるのかは謎です。花は
構造上、中をのぞきにくい上に虫は夜間に花に入るようなので、行動を押さえる
のも容易ではありません。虫の本来持っている概日リズムと訪花のタイミングと
の関係も解明して太古の花粉媒介のメカニズムを解明したいと考えています。

花は香りでだまして虫を呼ぶ
耳慣れない果物ですが、「チェリモヤ」

や「アテモヤ」といったトロピカルフルーツ
があります。これらは比較的古い形質を保
持するグループに属しており、一つの花が
♀から♂にと機能的に変化します。ミツバ
チやチョウの訪花を受けません。何が花
粉を運ぶのか調べてみると、「ケシキスイ」
というごく小さな甲虫の仲間が香りに引き
つけられて訪花していることがわかりまし
た（図１）。植物は「ケシキスイ」のエサであ
る熟した果物に特有の香りを、虫を呼びた
いタイミングで放出しているようなのです
（図２）。原始的と言われるこれらの植物で
すが、どうやら非常に高度に計算された
（ように見える）花粉媒介システムを進化
させていることがわかってきたのです。

准教授　塚田 森生

図１　チェリモヤの花粉を身に着けたモンチ
ビヒラタケシキスイ

図２　花のステージ変化と甲虫の移動に関
する仮説のイメージ図

花と虫との深い関係
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教授　木佐貫 博光

キーワード
植生、生態系保全

研究に必要な科目
生物基礎（植生の多様性と分布、生態系とその保全）
生物学（生態と環境）

資源循環学科　森林保全生態学研究室
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のもあります。種子を広げる手段も、風、鳥、小型哺乳動物など、樹木の種類
によって異なります。このように樹木は、周囲の自然環境や生物的な環境と
相互に影響して生きています。

樹木は森林生態系の礎

時間をかけて体力を駆使して原生の森や壊れた森で動植物をつぶさに観
察や測定し、樹木と森の生き物たちとの知られざるつながりを解き明かしてい
きましょう。その先には、壊れた森林の自然を効果的に再生するヒントが見つ
かるかもしれません。

木を見て森に戻そう

今生物のつながりがおかしい
今、国内の森林では大型の草

食動物がとてもふえてしまってい
ます（図1）。シカなどの大型草食
動物の増加によって、植物の種
類と量が減り、えさやすみかとして
利用してきた生物とのつながりが
変になっています（図2）。一方、
ふえ過ぎた動物を減らすだけで
は、ササなどの別の植物がふえて
しまうこともあったりして、もとのよ
うな豊かな森に戻すのはとても難
しいようです。また、ササを刈り払
っても、数年間では余り効果がみ
られません。このように、自然の植
生を人間がコントロールすること
は、とても難しいうえに長い時間を
要することがわかってきました。

図１　増えすぎたシカ

図２　壊れた森（紀伊半島の大台ケ原にて）
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とのつながり
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にはいなかったと考えられます。では、当時の植物はだれに、どのようにして花
粉を運んでもらっていたのでしょうか。この神秘を明らかにすることで、果樹の
生産性の向上も期待できます。

昆虫の行動の謎
しかしまだ、わからないこともいろいろあります。
花は要所要所でしか香りを出さないのに、昆虫は本当にずっと花の中に入っ

ているのか、それとも香りの出ているときだけ花の中にいるのかは謎です。花は
構造上、中をのぞきにくい上に虫は夜間に花に入るようなので、行動を押さえる
のも容易ではありません。虫の本来持っている概日リズムと訪花のタイミングと
の関係も解明して太古の花粉媒介のメカニズムを解明したいと考えています。

花は香りでだまして虫を呼ぶ
耳慣れない果物ですが、「チェリモヤ」

や「アテモヤ」といったトロピカルフルーツ
があります。これらは比較的古い形質を保
持するグループに属しており、一つの花が
♀から♂にと機能的に変化します。ミツバ
チやチョウの訪花を受けません。何が花
粉を運ぶのか調べてみると、「ケシキスイ」
というごく小さな甲虫の仲間が香りに引き
つけられて訪花していることがわかりまし
た（図１）。植物は「ケシキスイ」のエサであ
る熟した果物に特有の香りを、虫を呼びた
いタイミングで放出しているようなのです
（図２）。原始的と言われるこれらの植物で
すが、どうやら非常に高度に計算された
（ように見える）花粉媒介システムを進化
させていることがわかってきたのです。

准教授　塚田 森生

図１　チェリモヤの花粉を身に着けたモンチ
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根毛の代わりに菌糸を使い、緑色植物なのに光合成をさぼり栄養獲得を
共生菌に頼っている。根づいたら動くことができない植物は、長い年月をかけ
て周囲の菌類とうまく付き合う術を身につけてきたのでしょう。菌根共生は豊
かな森林生態系を支える縁の下の力持ちです。森の中に飛び出し、一緒にこ
の不思議を解き明かしていきませんか。

豊かな森を土の下から支える

植物の根とカビ・キノコのような菌
類との関係は古く、植物が陸地に進
出した4億年前に始まります。この関
係を菌根共生といい、現存植物の8
割以上に見られます。マツぼっくりや
ドングリの木の根は、この菌ですっぽ
りと覆われるため根毛はありません
（図１）。共生菌は土に伸ばした菌糸
から養水分を吸収して樹木に渡す
代わりに、樹木から光合成産物をも
らいます。

教授　松田 陽介

図１　白色と黒色の菌根（矢じり）と菌根の輪切り
（青色部分は菌糸層）

森の営みを支える菌根菌
ネットワーク

キノコのない季節でも菌根の
遺伝子解析から共生菌を特定
することができます。里山に咲く
無葉緑・緑色植物の菌根には、
周囲に生育する樹木と同じ仲
間の菌が共生することがわかり
ました。それらの光合成産物（炭
素源）は共生菌に部分的もしく
は完全に頼っていることもわか
りました。背丈の低い、真っ白な
植物や緑色植物の中には、菌の助けを借りて炭素をもらっているユニークな
仲間がいるのです（図２）。潤沢な光を浴びて生育する大きな樹木と薄暗い森
の中で生きる小さな草花が同じ仲間の菌を共有し、菌糸のつながりを通して
様々な光環境に合わせて光合成産物を融通し合っているのかもしれません。

図２　菌根菌ネットワーク

キーワード
生物学、生態学、英語、微生物（菌類）

キノコは木の子、普遍的な共生関係、菌根

菌根共生の【見える化】が森の世界を解き明かす

資源循環学科　森林微生物学研究室

すべ

准教授　鳥丸 猛

キーワード
野外調査（フィールドワーク）によって生物を直接観
察しますので生物学全般の知識が必要です。街中の
公園などの平坦な場所ではなく、森林内を山登りし
ますので、基礎的な体力も必要です。

資源循環学科　森林保全生態学研究室

樹木という生き方
生物多様性という言葉は広く

認識されていますが、多様である
ことが実際に自然界、そして人類
社会にどのような影響をおよぼし
ているのかについて、イメージのみ
で語られることが見受けられます。
特に、森林を構成する樹木は人
間よりもサイズが大きく（図1）、寿
命の長い生物ですが、私たちは人
間が通常動き回る範囲や時間感
覚でそのような生き物の生き方を
とらえて保全・保護しようと考えて
しまっていないでしょうか？樹木の
芽生え、成長、繁殖、死亡を追跡
調査して（図2）様々な樹種の生き
方を明らかにすることで、持続的な
生態系保全につながる研究を目
的にしています。

樹木の広大な時間・空間スケール
台風は森林を破壊するばかりでなく破壊されることによって森林内部は明

るくなり、新たな芽生えを生じさせる大切なイベントです。これまで、長期間にわ
たり大面積で樹木をモニタリングしてきた結果、台風の強さや発生する頻度に
よって死亡しやすい樹種が異なることを明らかにしてきました。また、種子から
DNAを抽出して親子鑑定を行うことによって、花粉が遠く離れたところからも
受精していることを明らかにしてきました。

気候変動と森林
地球温暖化に代表される、急激な気候変動に直面する樹木がどのように

適応していくか、自然環境の保全に取り組む上で森林はますます重要な舞台
になっていきます。人間とは一味違う樹木の生きざまに触れてみませんか？

図１　ブナの巨木（青森県白神山地）

図２　樹木の幹の太さの測定

樹木の生きざまをとらえる
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根毛の代わりに菌糸を使い、緑色植物なのに光合成をさぼり栄養獲得を
共生菌に頼っている。根づいたら動くことができない植物は、長い年月をかけ
て周囲の菌類とうまく付き合う術を身につけてきたのでしょう。菌根共生は豊
かな森林生態系を支える縁の下の力持ちです。森の中に飛び出し、一緒にこ
の不思議を解き明かしていきませんか。

豊かな森を土の下から支える

植物の根とカビ・キノコのような菌
類との関係は古く、植物が陸地に進
出した4億年前に始まります。この関
係を菌根共生といい、現存植物の8
割以上に見られます。マツぼっくりや
ドングリの木の根は、この菌ですっぽ
りと覆われるため根毛はありません
（図１）。共生菌は土に伸ばした菌糸
から養水分を吸収して樹木に渡す
代わりに、樹木から光合成産物をも
らいます。

教授　松田 陽介

図１　白色と黒色の菌根（矢じり）と菌根の輪切り
（青色部分は菌糸層）

森の営みを支える菌根菌
ネットワーク

キノコのない季節でも菌根の
遺伝子解析から共生菌を特定
することができます。里山に咲く
無葉緑・緑色植物の菌根には、
周囲に生育する樹木と同じ仲
間の菌が共生することがわかり
ました。それらの光合成産物（炭
素源）は共生菌に部分的もしく
は完全に頼っていることもわか
りました。背丈の低い、真っ白な
植物や緑色植物の中には、菌の助けを借りて炭素をもらっているユニークな
仲間がいるのです（図２）。潤沢な光を浴びて生育する大きな樹木と薄暗い森
の中で生きる小さな草花が同じ仲間の菌を共有し、菌糸のつながりを通して
様々な光環境に合わせて光合成産物を融通し合っているのかもしれません。

図２　菌根菌ネットワーク

キーワード
生物学、生態学、英語、微生物（菌類）
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樹木という生き方
生物多様性という言葉は広く

認識されていますが、多様である
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ているのかについて、イメージのみ
で語られることが見受けられます。
特に、森林を構成する樹木は人
間よりもサイズが大きく（図1）、寿
命の長い生物ですが、私たちは人
間が通常動き回る範囲や時間感
覚でそのような生き物の生き方を
とらえて保全・保護しようと考えて
しまっていないでしょうか？樹木の
芽生え、成長、繁殖、死亡を追跡
調査して（図2）様々な樹種の生き
方を明らかにすることで、持続的な
生態系保全につながる研究を目
的にしています。

樹木の広大な時間・空間スケール
台風は森林を破壊するばかりでなく破壊されることによって森林内部は明

るくなり、新たな芽生えを生じさせる大切なイベントです。これまで、長期間にわ
たり大面積で樹木をモニタリングしてきた結果、台風の強さや発生する頻度に
よって死亡しやすい樹種が異なることを明らかにしてきました。また、種子から
DNAを抽出して親子鑑定を行うことによって、花粉が遠く離れたところからも
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図１　ブナの巨木（青森県白神山地）
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樹木の生きざまをとらえる
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教授　石川 知明

キーワード
数学（統計）、作業分析、経済学

資源循環学科　森林利用学研究室

日本の森林・林業の現状は？
日本は国土面積の約７割が森林という世界的にも森林に恵まれた国で

す。資源の乏しい日本にとって、森林、そこから生産される木材は貴重な資源
であり、有効に活用していくことが大切です。

林業はもうからない？
ところが、世界的な木材価格は低迷しています。一方、森林に生えている

木を切り倒して、丸太に切り、製材工場まで運ぶ経費は高騰しています。この
ため、木材を生産する林業はもうからない、国内の豊かな資源を活用できない
というのが現状です。

林業で儲けるために
林業がもうからないという

ことは、資金不足のために必
要な森林管理ができず、不
健康な森林の増加につなが
ります。不健康な森林は、ゲ
リラ豪雨で山崩れを起こした
り、生物多様性の低下を招
きます。そこで、経費の削減
を主な目的として、労働生産
性の高い林業機械（高性能
林業機械）を導入した場合
の経費削減の効果などを調
査し、研究しています。

林業でもうける

図１　高性能林業機械による木材搬出作業

図２　高性能林業機械による木材搬出作業

禅の言葉に「石上栽花後　生涯自是春」というのがあります。悟りを開くこ
との難しさを石に花を植えることに例えたものとされていますが、実際、土がな
い岩の上に植物を育てることはほとんどできません。三重県では北部の鈴鹿
山地で石灰岩、鳥羽市や多気町周辺で蛇紋岩や閃緑岩などの採掘が行わ
れていますが、採石後の現場を緑に戻す研究はこれまでほとんど無く、荒れた
土地の拡大が地元住民との大きな問題となっています。

准教授　水野 隆文

岩場に花を咲かせるためには
－採石場を緑化する試み－

蛇紋岩土壌での生育試験

菅島のイブキジャコウソウ

キーワード
土壌、植物、緑化、化学、地学

採石場緑化の問題 

私たちの研究室では鳥羽市菅島の蛇紋岩採石場周辺に分布する特殊な
植物相について研究を行っており、金属の濃度やpHが高くても植物が生育で
きるメカニズムについて明らかにしてきました。このなかで、菅島にも自生するイ
ブキジャコウソウという植物が、広く緑化植物として利用され始めたことに着目
し、「菅島の採石場で採取したイブキジャコウソウで採石場跡地の緑化ができ
ないか？」という考えを持つに至りました。

菅島のイブキジャコウソウは海外の園
芸品種に比べ生育が遅いものの、蛇紋
岩土壌への適応能力が高く、ゆっくりと
生育できることをすでに確認しています。
今後、これを膨大な面積の採石場を緑
にするために利用するには、移植や栽培
の方法を工夫し、また保水性を高めるた
めのシートなどを利用した技術改良が必
要になってきます。研
究室ではこれらの研究
の他、採石場での生育
を助ける微生物（菌根
菌）の解析などを進め、
実際に使える緑化技
術の開発につなげた
いと考えています。

蛇紋岩植物の研究とその応用

イブキジャコウソウの栽培と緑化への利用

資源循環学科　土壌圏生物機能学研究室
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教授　石川 知明

キーワード
数学（統計）、作業分析、経済学

資源循環学科　森林利用学研究室
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准教授　板谷 明美

キーワード
森林、GIS、リモートセンシング

研究に必要な科目
生物、数学、英語

資源循環学科　森林利用学研究室

森林は広い！
森林はとても広いで

す。日本も国土の2/3
が森林です。そのため
森林全体の様子やそ
の変化などを調べよう
とするととても時間が
かかります。森林の情
報を得るために高いと
ころから撮影されてい
る航空写真や衛星画
像などのリモートセンシ
ングデータは大変有効
です。日本では、全国
の航空写真が1950年代ごろから約5年おきに撮影されています。これら時系
列の航空写真をGISやGPSを用いて他の情報とともに分析すれば、広域の
森林の長期的な変化、例えば樹木の成長や開発による森林への影響などを
明らかにすることができます。

津駅の西側も昔は里山でした
かつて我が国の丘陵地では、森林である斜面上部からの湧水を利用し、谷

およびその周辺につくられた水田に水を供給する里山の風景をあちらこちら
で見ることができました。しかし、至るところでその風景は失われています。
1960年代から現在までの航空写真と地形図を分析した結果、津駅の西側
もかつては森林や水田が広がる里山でしたが、宅地開発などにより約50％の
森林が失われ、地形も平坦になっていることがわかりました。

鳥のように
広い森林を長い期間観察して、いつ、どこで、どのような変化が起きたのか

を調べることは、人間が自然環境を理解し、共生していくために大変重要で
す。森林がいつまでも私たち人間に豊かな恵みを与えてくれるように、今後も
鳥の目で森林を観察していきたいと思っています。

リモートセンシングとGISによる森林観測と管理

鳥のように空から森を観る

日本は木の文化、家と言えば木造が大半を占めている。古今東西、日本人
は木のことを知りそれを住宅へ活かし、四季折々の住まい方の工夫をしてき
た。一方、自然の力は驚愕に値する。その中で自然と共存する術を人間は蓄
積してきたし、これからも蓄積し続けなければならない。「想定外」、最近よく耳
にする言葉だ。天災と人災を決して混同してはならない。

教授　中井 毅尚

キーワード
木本植物、木材、住環境、省エネルギー

木造住宅は日本の文化！

「木材はあたたかく、環境にやさしい材料」といった意見を巷でよく耳にす
る。その意見に対する答えは、正しいとも言えるし、正しくないとも言える。木材
は、材料学的には「高分子複合材料」であると同時に「多孔質材料」である。
材料学として木材を深く学べる大学は全国で限られており、その中の1つが三
重大学である。立地にも恵まれ伊勢神宮のお膝元でもある三重大学で木材
をサイエンスしてみませんか！

木材が環境にやさしい材料は本当？

我々日本人は、「快適」かつ「省エネルギー」な住宅の開発に近年とくに尽
力している。前者は人間の体感が、後者は住宅の性能向上が重要となる。現
状、我が国の省エネルギー基準は欧米に対してかなり遅れており、住宅の性
能向上は急務である。しかし、日本人がストレスを感じない住宅は果たして省エ
ネルギーと両立可能なのか？「馴化」、この言葉を住宅と木材を通して追及し
ていきたい。

快適性と省エネルギーの両立へ！

資源循環学科　木質資源工学研究室

住宅と木材

居住性と体感
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准教授　板谷 明美
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森林、GIS、リモートセンシング

研究に必要な科目
生物、数学、英語

資源循環学科　森林利用学研究室
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准教授　野中 寛

キ－ワード
植物、バイオマス、森林、木材、環境、素材、エネルギ
ー、化学

資源循環学科　木質分子素材制御学研究室

いずれ枯渇する化石資源にいつまでも頼れるわけではありません。太陽光、
風力、地熱で電気はつくれますが、モノは生まれません。その点、植物は大気
中の二酸化炭素（CO2）と土壌中の水（H2O）から、光合成により自身の植
物体をつくり出します。私たちは、米や小麦、野菜や果実など様々な植物を食
していますが、これからの時代、植物をマルチな用途に「バイオマス資源」とし
て活用することが必要です。

これからは植物の時代だ！

森林は地球上の陸地面積の30％を覆い、日本の国土面積の2/3を占め
ます。ですから、とりわけ日本では木をうまく使うことが重要です。木の幹は、セ
ルロース、ヘミセルロース、リグニンという高分子と少量の匂い成分からできて
います。同様の成分で構成される竹や穀物茎なども研究対象です。よく燃え
るので、石炭や重油の代わりの燃料として使えますが、せっかく植物がCO2と
H2Oから創った有機物を燃やすのは、いかにも勿体ないですよね！

木が最大のターゲット。燃やすだけでは能がない！

まず木材から匂い成分を抽出すると、アロマ成分や抗菌物質がえられます。
次に高分子ですが、簡単に溶かせない上、互いが絡まって繊維を形成し、繊維
同士はさらに接着しています。これらの分離は現状とても難しいのですが、成功
すれば、樹脂やフィルム、繊維、機能性食品、医薬品として使えます。また、うまく
変換できれば、多様な化学原料や液体燃料もつくることも可能です。樹皮が
漢方薬、葉が茶として使える杜仲の木のような植物の探索もおもしろい課題で
す。ぜひ、植物
成分の抽出、
分離、変換を
究めて、植物
に依 存する
「植物社会」を
切り開いてい
きましょう！

植物成分の抽出、分離、変換を究める！

植物の無限の可能性を引き出そう！

植物社会を切り開け！

助教　内迫 貴幸

キーワード
数学、物理学（力学）、生物学（植物）、英語

木材を利用して森林を守る

資源循環学科　木質資源工学研究室

木材は再生産可能で、使い道の多い優れた材料です。特に森林資源に
恵まれた日本では、古くから生活に密着した材料として、利用されてきました。
木材の生産には数十年が必要ですが、戦後を中心に積極的に造成されたス
ギやヒノキの人工林は、木造の建築物に利用できる大きさに成長しています。
資源に乏しいといわれる日本ですが、この貴重な資源を伐採（収穫）して利用
し、再び植林して育成することが、日本の森林を守ることにつながります。

個性的な材料を活用
木材は軽くて丈夫ですが、鉄やコンクリ－トに比べて容易に加工するするこ

とができます。つまり省エネです。一方、生物材料である木材は個性的で、樹
種や産地、節の有無によっても強さが違い、これを生産過程で制御すること
は簡単にできません。したがって、木材を建築物や家具に利用する場合、使
用する木材の特性や、接合方法、製造後の維持管理には、他の材料にはな
い特別な配慮が必要です。私たちの研究室では、こうした木材の個性を理解
した上で、木材自身や木造接合部の力学的な特性を明らかにし、木材を用い
た構造の安全性や信頼性を向上させる研究を進めています。

木材利用の未来
環境保全や衣食住の安全性、健康に対する関心が高まりつつある中、循

環利用が可能な木材は、今以上に重要な資源として見直されると考えられま
す。木材は構造材料にとどまらず、極めて用途の広い材料です。住宅の床や
壁に木材を用いることで、安全性や心身の健康維持に効果があるとの研究
報告もあります。個性的で未知の可能性を秘めた木材の特性を解明し、新た
な活用方法を皆さんと一緒に考えていきたいと思います。

環境に優しい木材の利用
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准教授　野中 寛

キ－ワード
植物、バイオマス、森林、木材、環境、素材、エネルギ
ー、化学

資源循環学科　木質分子素材制御学研究室

いずれ枯渇する化石資源にいつまでも頼れるわけではありません。太陽光、
風力、地熱で電気はつくれますが、モノは生まれません。その点、植物は大気
中の二酸化炭素（CO2）と土壌中の水（H2O）から、光合成により自身の植
物体をつくり出します。私たちは、米や小麦、野菜や果実など様々な植物を食
していますが、これからの時代、植物をマルチな用途に「バイオマス資源」とし
て活用することが必要です。

これからは植物の時代だ！

森林は地球上の陸地面積の30％を覆い、日本の国土面積の2/3を占め
ます。ですから、とりわけ日本では木をうまく使うことが重要です。木の幹は、セ
ルロース、ヘミセルロース、リグニンという高分子と少量の匂い成分からできて
います。同様の成分で構成される竹や穀物茎なども研究対象です。よく燃え
るので、石炭や重油の代わりの燃料として使えますが、せっかく植物がCO2と
H2Oから創った有機物を燃やすのは、いかにも勿体ないですよね！

木が最大のターゲット。燃やすだけでは能がない！

まず木材から匂い成分を抽出すると、アロマ成分や抗菌物質がえられます。
次に高分子ですが、簡単に溶かせない上、互いが絡まって繊維を形成し、繊維
同士はさらに接着しています。これらの分離は現状とても難しいのですが、成功
すれば、樹脂やフィルム、繊維、機能性食品、医薬品として使えます。また、うまく
変換できれば、多様な化学原料や液体燃料もつくることも可能です。樹皮が
漢方薬、葉が茶として使える杜仲の木のような植物の探索もおもしろい課題で
す。ぜひ、植物
成分の抽出、
分離、変換を
究めて、植物
に依 存する
「植物社会」を
切り開いてい
きましょう！

植物成分の抽出、分離、変換を究める！

植物の無限の可能性を引き出そう！

植物社会を切り開け！

助教　内迫 貴幸

キーワード
数学、物理学（力学）、生物学（植物）、英語

木材を利用して森林を守る

資源循環学科　木質資源工学研究室

木材は再生産可能で、使い道の多い優れた材料です。特に森林資源に
恵まれた日本では、古くから生活に密着した材料として、利用されてきました。
木材の生産には数十年が必要ですが、戦後を中心に積極的に造成されたス
ギやヒノキの人工林は、木造の建築物に利用できる大きさに成長しています。
資源に乏しいといわれる日本ですが、この貴重な資源を伐採（収穫）して利用
し、再び植林して育成することが、日本の森林を守ることにつながります。

個性的な材料を活用
木材は軽くて丈夫ですが、鉄やコンクリ－トに比べて容易に加工するするこ

とができます。つまり省エネです。一方、生物材料である木材は個性的で、樹
種や産地、節の有無によっても強さが違い、これを生産過程で制御すること
は簡単にできません。したがって、木材を建築物や家具に利用する場合、使
用する木材の特性や、接合方法、製造後の維持管理には、他の材料にはな
い特別な配慮が必要です。私たちの研究室では、こうした木材の個性を理解
した上で、木材自身や木造接合部の力学的な特性を明らかにし、木材を用い
た構造の安全性や信頼性を向上させる研究を進めています。

木材利用の未来
環境保全や衣食住の安全性、健康に対する関心が高まりつつある中、循

環利用が可能な木材は、今以上に重要な資源として見直されると考えられま
す。木材は構造材料にとどまらず、極めて用途の広い材料です。住宅の床や
壁に木材を用いることで、安全性や心身の健康維持に効果があるとの研究
報告もあります。個性的で未知の可能性を秘めた木材の特性を解明し、新た
な活用方法を皆さんと一緒に考えていきたいと思います。

環境に優しい木材の利用
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准教授　中島 亨

キーワード
農産物価格、価格競争、マーケティング、経済学、
統計学

資源循環学科　生物資源経済学研究室

価格競争や消費者行動の実態を明ら
かにすることは、農産物の生産者・消費
者双方にとって有益な価格形成の実現
に向けた第一歩となります。価格競争の
実態が明らかになれば、その状況を改善
する政策・プログラムの立案も行いやすく
なります。また、消費者行動の実態が明
らかになれば、まだ市場に流通していない
製品の売れ行きを予測したり、新たな食
品の開発に役立つ情報を提供することができます。これらの研究には経済学
や統計学の知識が不可欠ですが、その理論や方法論は社会に出て政策立案
や商品開発を行う上で間違いなく大きな武器となります。

農産物の売買にまつわる今日の課題

インドネシアの油ヤシ流通を対象とした研究では、価格競争に関する経済
モデルを使った統計分析を行い、油ヤシの買取価格の競争が不十分な時期
があり、農家が正当な水準よりも安い価格で油ヤシを販売していたことを明ら
かにしました。また、その後商機を求めて買付業者が多数参入し、取引価格情
報が携帯電話等で入手可能になったことで、価格競争が正常に行われ、農
家の販売価格が正当な水準まで上昇したことがわかりました。一方、先進国
におけるマーケティングに関する分析では、消費者が食品の栄養成分、味
覚、パッケージといった特徴のそれぞれに、どのくらいの金銭的価値があると考
えているかを明らかにする研究を行っています。

開発途上国の多くの農家は、収穫量を増大させたり労働量を減らしてくれ
る高度な技術を使ったり、高収量品種の種を買ったりすることができません。そ
れだけでなく、収穫物を保管する施設を持つことができず、取引価格について
の情報が少ないため、買い手が示す価格で農産物を売らなくてはならないこと
が多いのが現状です。一方で、先進国では食品に対する消費者のニーズが
多様化しており、生産者には消費者の好みを踏まえた製品開発が求められて
います。

売り手と買い手の行動を科学的に明らかにする

生産者・消費者双方に有益な農産物価格形成を求めて

農産物の価格はどのように
決まっているのか？

農産物直売所は生産者と消費者の距離が近
く、双方の声を反映した商品提供や価格形成
が行われやすい

教授　徳田 博美

キ－ワード
青果物、農産物流通、グローバリゼーション

資源循環学科　生物資源経済学研究室

さくらんぼに関する日本の交易条件の変化

青果物（野菜、果物）は、私たちの重要な食料の一つです。その青果物が、
これからも今までと同じように食べられなくなるかもしれません。現在、世界の
食料需給は、人口の増加、発展途上国の経済成長などによって逼迫してくる
と考えられています。青果物も状況は同じです。その一方で、国内の生産も減
少することが危惧されます。

危うさ増す青果物供給

青果物の生産は、農業の
中でも人手を要する分野であ
るので、近年の農業従事者
の高齢化、減少は、他の農業
分野以上に深刻な影響を及
ぼしています。その一方で最
近、発展途上国などでの青果
物輸入が増加し、輸入競争
が激しくなり、国際価格も上
昇しています。そのため、日本
もこれまでのようには輸入できなくなっており、数年前に水産物で話題になっ
た「買い負け」が青果物でも起きつつあります。

国内生産と輸入の両面での供給不安の実相

基盤整備された果樹園

青果物の安定供給は、国内生産が
基本となります。国内生産を拡大して
いくには、少ない労働力で効率的に生
産できる仕組みをつくっていく必要が
あります。それには、果樹園の基盤を
整備して、機械を利用しやすくしたり、
野菜作の機械利用の共同化を進め
たりして、新たな技術開発と、それを生
かせる生産の仕組みを整備すること
が大切です。

これまでの青果物生産を支える仕組み

これからも青果物が
食べ続けられるように
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准教授　中島 亨

キーワード
農産物価格、価格競争、マーケティング、経済学、
統計学

資源循環学科　生物資源経済学研究室

価格競争や消費者行動の実態を明ら
かにすることは、農産物の生産者・消費
者双方にとって有益な価格形成の実現
に向けた第一歩となります。価格競争の
実態が明らかになれば、その状況を改善
する政策・プログラムの立案も行いやすく
なります。また、消費者行動の実態が明
らかになれば、まだ市場に流通していない
製品の売れ行きを予測したり、新たな食
品の開発に役立つ情報を提供することができます。これらの研究には経済学
や統計学の知識が不可欠ですが、その理論や方法論は社会に出て政策立案
や商品開発を行う上で間違いなく大きな武器となります。

農産物の売買にまつわる今日の課題

インドネシアの油ヤシ流通を対象とした研究では、価格競争に関する経済
モデルを使った統計分析を行い、油ヤシの買取価格の競争が不十分な時期
があり、農家が正当な水準よりも安い価格で油ヤシを販売していたことを明ら
かにしました。また、その後商機を求めて買付業者が多数参入し、取引価格情
報が携帯電話等で入手可能になったことで、価格競争が正常に行われ、農
家の販売価格が正当な水準まで上昇したことがわかりました。一方、先進国
におけるマーケティングに関する分析では、消費者が食品の栄養成分、味
覚、パッケージといった特徴のそれぞれに、どのくらいの金銭的価値があると考
えているかを明らかにする研究を行っています。

開発途上国の多くの農家は、収穫量を増大させたり労働量を減らしてくれ
る高度な技術を使ったり、高収量品種の種を買ったりすることができません。そ
れだけでなく、収穫物を保管する施設を持つことができず、取引価格について
の情報が少ないため、買い手が示す価格で農産物を売らなくてはならないこと
が多いのが現状です。一方で、先進国では食品に対する消費者のニーズが
多様化しており、生産者には消費者の好みを踏まえた製品開発が求められて
います。

売り手と買い手の行動を科学的に明らかにする

生産者・消費者双方に有益な農産物価格形成を求めて

農産物の価格はどのように
決まっているのか？

農産物直売所は生産者と消費者の距離が近
く、双方の声を反映した商品提供や価格形成
が行われやすい

教授　徳田 博美

キ－ワード
青果物、農産物流通、グローバリゼーション

資源循環学科　生物資源経済学研究室

さくらんぼに関する日本の交易条件の変化

青果物（野菜、果物）は、私たちの重要な食料の一つです。その青果物が、
これからも今までと同じように食べられなくなるかもしれません。現在、世界の
食料需給は、人口の増加、発展途上国の経済成長などによって逼迫してくる
と考えられています。青果物も状況は同じです。その一方で、国内の生産も減
少することが危惧されます。

危うさ増す青果物供給

青果物の生産は、農業の
中でも人手を要する分野であ
るので、近年の農業従事者
の高齢化、減少は、他の農業
分野以上に深刻な影響を及
ぼしています。その一方で最
近、発展途上国などでの青果
物輸入が増加し、輸入競争
が激しくなり、国際価格も上
昇しています。そのため、日本
もこれまでのようには輸入できなくなっており、数年前に水産物で話題になっ
た「買い負け」が青果物でも起きつつあります。

国内生産と輸入の両面での供給不安の実相

基盤整備された果樹園

青果物の安定供給は、国内生産が
基本となります。国内生産を拡大して
いくには、少ない労働力で効率的に生
産できる仕組みをつくっていく必要が
あります。それには、果樹園の基盤を
整備して、機械を利用しやすくしたり、
野菜作の機械利用の共同化を進め
たりして、新たな技術開発と、それを生
かせる生産の仕組みを整備すること
が大切です。

これまでの青果物生産を支える仕組み

これからも青果物が
食べ続けられるように
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日本国民1人当たりの食用魚介類の供給量は人口100万人以上の国の
中でトップとなっています。魚介類は日本人の食生活と健康を支える上で欠か
せない大事な食料です。しかし、こうした食料の供給を担っている漁業・水産
業において、現在、水揚げ量の減少、漁業従事者の減少、漁業者高齢化の
進展、水産物消費と魚価の低迷など様々な問題を抱えています。

教授　常 清秀

限られた水産資源の価値を
最大限に利用するには、その
水産物商品に対してマネジメ
ントをする必要があります。現
在、私たちは、商品の安全性
の確保、自然環境保全および
水産資源の有効利用を前提
とした個々の水産物商品のコ
ンセプトから、商品の流通・販
売・消費の方法までを総合的
に提案できるように、日々地道
な調査研究を行っています。

三重県尾鷲市尾鷲漁協市場（産地市場）見学の様子

水産物の基本的流通ルート

キーワード
水産物の需要と供給、水産物の流通、フードシステ
ム、食文化。なお、社会学および経済学分野は幅広い
知識が必要です。したがって、高校の「現代社会」や
「政治・経済」および「地理」の科目も重要です。

食料供給における漁業の役割

私たちは、水産物（マリンフード）の生産→流通・加工→消費の全過程を一
つのシステムとしてとらえ、そのシステムがより効率的・合理的に機能できるよ
うに、学部生・大学院生とも一緒に漁村から都会まで幅広いフィールドで、漁
家経営や流通・販売の実態および消費者ニーズなどに関する調査を行い、
問題の再発見とその解決策を求めています。

マリンフードシステムの再構築

第一次産業のマネジメントが大変重要です

資源循環学科　資源経済システム学研究室

魚を食べていますか？

教授　波夛野 豪

キーワード
有機農産物、産消提携、CSA、食品循環資源、現代社
会、政治経済、倫理社会

資源循環学科　循環経営社会学研究室

現在の社会は、食の安全性の危機
などの、食と農が離れてしまったことに
起因する問題が数多く見られるように
なっています。世界的に見て、食料は
必要な人のところにきちんと届くように
なっているのでしょうか？生ごみは燃や
すべきごみでしょうか？将来に向けて、
世界各地で農業が健全に続けられるためには、環境にも作物にも無理のな
い栽培方法にシフトする必要があります。有機農業を行うことは、生産の持続
性と農産物の安全性を高めることにもつながります。

一般のマーケットでは見かけない有機
農産物を求めて、新たな流通システムを
つくる方法が試みられています。それに
は、つくる人、買う人それぞれの相手を見
つけることや、価格・流通方法も自分で
決める必要があります。しかし、本来の意
味のファーマーズマーケットやCSA
（Community Supported Agriculture）
のように、面倒なことを楽しげにやっている人々が増えつつあります。こうした食
と農の関係の回復という視点から生産・流通・消費のシステムを問い直し、これ
からの地域社会のあり方を構想する上で、有機農業の研究は有用な示唆を導
き出せると考えています。

食と農が離れてしまったことによる弊害と環境問題、安全問題

このため、有機農業が世界に広がっています。しかし、普及が進んでいる西
欧でも割合は5%から10%程度、日本では先進国中で最低の1%未満となっ
ています。よいとわかっているものがなぜ広がらないのでしょうか？その一因に
消費者が、安全は求めても普通の農産物よりも高い価格を求めないことがあ
ります。また、現在の流通・分配システムに問題があり、有機農業を支えるため
に必要な仕組みが社会から失われていることがわかってきました。

世界での有機農業の広がりと日本での停滞

食と農の関係の回復と今後の地域社会

有機農業を持続するために
は何が必要か

有機農家に生ごみ堆肥化を学ぶ子供たち

名古屋市で毎週土曜に開催されている
オーガニックファーマーズ朝市村
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日本国民1人当たりの食用魚介類の供給量は人口100万人以上の国の
中でトップとなっています。魚介類は日本人の食生活と健康を支える上で欠か
せない大事な食料です。しかし、こうした食料の供給を担っている漁業・水産
業において、現在、水揚げ量の減少、漁業従事者の減少、漁業者高齢化の
進展、水産物消費と魚価の低迷など様々な問題を抱えています。

教授　常 清秀

限られた水産資源の価値を
最大限に利用するには、その
水産物商品に対してマネジメ
ントをする必要があります。現
在、私たちは、商品の安全性
の確保、自然環境保全および
水産資源の有効利用を前提
とした個々の水産物商品のコ
ンセプトから、商品の流通・販
売・消費の方法までを総合的
に提案できるように、日々地道
な調査研究を行っています。

三重県尾鷲市尾鷲漁協市場（産地市場）見学の様子

水産物の基本的流通ルート
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水産物の需要と供給、水産物の流通、フードシステ
ム、食文化。なお、社会学および経済学分野は幅広い
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資源循環学科　資源経済システム学研究室

魚を食べていますか？

教授　波夛野 豪

キーワード
有機農産物、産消提携、CSA、食品循環資源、現代社
会、政治経済、倫理社会

資源循環学科　循環経営社会学研究室
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名古屋市で毎週土曜に開催されている
オーガニックファーマーズ朝市村
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サハラ砂漠以南のアフリカ諸国では、コメ消費量および生産量が増加し
続けています。これらの国々では、旧宗主国から独立した1960年代以降、人
口が急激に増加しました。同時に都市部で発達した第二次・三次産業が、農
村から都市部への人口流入を促しました。都市住民は伝統的に消費してきた
穀類やイモ類からコメ消費へ転換する傾向が強く、都市部を中心にコメ消費
量が急激に増加しました。また、コメは高値で取引される場合が多く、新規に
稲作へ参入する農家も増加しました。

准教授　関谷 信人

キーワード
灌漑水田、天水田（天水低湿地）、陸稲、在来品種、稲
作の基本技術

アフリカでコメ！？

私はJICAと共同でタンザニア稲作を支援し
ています。タンザニアでは、日本やアジアで実
践されている稲作の基本技術が欠落し、生産
性が著しく低い状況でした。政府は基本技術
の重要性を認識していたものの、普及制度が
機能せず農家まで技術が伝達していない状況
でした。そこで、農業大学校が篤農家に基本
技術を訓練し、彼らが一種の普及員として地
元の仲間に技術を伝達する新しい体制を構築
しました。そして、全国44カ所（約2万ｈａ）の灌
漑水田に基本技術を普及し、生産性を約1.5
倍まで増加させました（図1）。また、稲作に適さ
ないと考えられていた畑作地帯へ陸稲の新品
種ネリカ米を普及させ、約1000農家が新たにコメ作りを開始しました（図2）。

タンザニア稲作支援：基本技術の普及

図1　農業大学校での技術研修

タンザニア稲作支援は基本技術の普及か
ら増収技術の開発という新たな段階へ進み
ます（図3）。タンザニア稲作の生産性は、理
論値よりも大幅に低いことが知られています。
水不足は低生産性の大きな要因であり、節
水栽培技術の開発は非常に重要です。しか
し、潤沢に給水しても実際の生産性は理論
値よりも低いことが分かってきました。今後、制限要因を解明し、克服技術の
開発に取り組んでいきます。

タンザニア稲作支援：増収技術の開発

図3　増収技術の開発

図2　ネリカ米と栽培農家

資源循環学科　国際資源植物学研究室

アフリカのコメ作りに
貢献したい！

准教授　松井 隆宏

キーワード
内容は広い意味で「経済」に含まれますが、手法とし
ては、「統計」や「微分・積分」（→ミクロ経済学）、およ
びそれらを組み合わせたもの（→計量経済学）を使
います。

近年、水産資源の減少や漁業の衰退が、大きな社会的な関心事となって
います。そして、こうした事態を引き起こした我が国の漁業の問題は、しばしば
「不合理漁獲」という言葉で表現され、一般に、水揚げの集中による値崩れ
や過剰投資、乱獲、小型魚の漁獲など、多様な問題を指します。こうした不合
理漁獲により、漁業は産業としてもうからないものになってきており、消費者に
とっても、「魚が食べられなくなる」という問題が迫ってきています。

「不合理漁獲」で魚が激減

最終的には、「どのように制度を設計すれば、漁業者の合理的な行動の帰
結として不合理漁獲の発生を抑制することができるか」を具体的にデザイン
することにより、水産資源を持続的に利用することを目指しています。

水産資源を持続的に利用するには

「不合理漁獲」は不合理か？
こうした問題の多くは、「漁獲の利益は占有、資源への影響は共有」といっ

た、漁業者個人の最適行動の観点から一応の説明がなされますが、それで説
明されるのは一部の問題のみです。特に、大きな漁業者組織が存在するにも
かかわらず乱獲や小型魚の漁獲が行われるような場合には、こうした観点から
では説明がつきません。
しかし、こうした漁獲は本当に「不合理」なのでしょうか？上述のように一部

の問題については一応の説明がなされていますし、その他についても、何らか
の合理性があると考えられます。
私たちは、資源管理がうまくいっているところとそうでないところでは構成員

（漁業者）の特性にどのような違いがあるのか、また、資源管理意識の高い漁
業者とそうでない漁業者では特性にどのような違いがあるのかについて調べ、
不合理漁獲の背後にある「合理性」について研究しています。

魚の乱獲は
なぜ防げないのか？

資源循環学科　資源経済システム学研究室
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モンゴル草原で草を食べるモウコノウマ

日本では草原はわずかしかありませんが、世界的にみると森林よりも広く、
全陸地面積の約40％が草原です。草原は直接的に農作物を生産する場だ
けではなく、家畜のエサとなる草の生産を介して肉や乳を生産する等、私たち
の食糧生産の場として欠かせません。それ以外にも、生物の保全、土壌や気
候等の環境保全、憩いや娯楽など、草原は私たちの環境や生活の質を向上
する多くの機能を持っています。

准教授　吉原 佑

キーワード
生態学、動物－植物－土壌相互関係、モンゴル、生物
多様性、生産性、放牧、動物行動、動物管理、ヒツジ 

草原はすごい

草原には、地上に植物、家畜や野生動物、地下には土壌や土壌生物等が
存在し、それらが相互作用することで機能が創出されています。したがって、草
原の機能を高度に利用するためには、草原を構成する多様な生物や環境を
含めた全体のシステムを理解する必要があります。

草原の生物や環境すべてが研究対象

近年、過剰に生産性や利益を追求するあまり、世界で草地利用・家畜生産
システムに深刻な問題が生じています。例えば、モンゴルのような乾燥地では
過放牧による草原の劣化（砂漠化）、欧米や日本のような集約畜産システム
では生産病や家畜福祉等の問題が起こっています。このような問題を解決す
るために、フィールドでの植生や土壌調査、動物の行動や健康性調査を中心
に、ラボでの生物・化学・遺伝子実験と統計解析を組み合わせています。

持続的な草地利用・家畜生産システムを守るには

資源循環学科　国際資源利用学研究室

持続的に家畜を生産するた
めに草原を科学する

共生環境学科共生環境学科
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教授　立花 義裕

共生環境学科　気象・気候ダイナミクス研究室

温暖化  正しく理解  気象力
温暖化や地球環境のことを正しく理解している人、それは気象力が高い人です。
大災害をもたらす台風。温暖化時代の台風はどうなる？最近の冬は「寒冬」が多

いけれど、なぜ寒い冬が続くの？猛暑が続く夏。その原因は温暖化だけ？温暖化の
「おかげ」で農業に打撃をもたらすような冷害はもう発生しないの？実はこのような
異常気象の「なぜ？」に対する完全な答えを人類はまだ得ていないのです。

地球love  ワクワクするぞ  気象力
気象力が身につくと地球の不思議にワクワクする人、地球を愛する人、そし

て地球に優しい人になります。愛する地球には、謎や未知がたくさんあります。
気候・気象にも謎がいっぱいです。地球を愛し、地球に愛される人、つまり気象
力の高い人がふえたほうがよいのです。研究で新発見をしたときの喜びを学生
たちと分かち合った瞬間が、もっとも楽しいときで、もっともワクワクするときです。

陸と海  両方知りたきゃ  気象力
異常気象や気候変動は農業・食糧問題に直結し、水産資源の変化にも

影響します。植生の変化は地球の気候や気象を変えます。そして、黒潮などの
海洋も気候や気象を変えます。地球上の生物圏を正しく理解するためには気
象や気候のことをわかっていなければなりません。

気象力  何でもグローバルで  みちゃう癖
気象力が高まるとグローバルで見る癖がつきます。大気は地球全体を覆って

います。気象を理解するためには、地球全体のことを考えなければなりません。
そのような見方によって、国際的な政治問題、社会問題の解決にも応用の利
く国際感覚が自然に身につきます。地球科学者を目指す学生、国家公務員を
目指す学生、ウェザーキャスターを目指す学生と一緒に「科楽」しませんか。

異常気象
　　　予知に挑む
　　　　　　　研究室

図１　練習船勢水丸からバルーンを上空に飛ば
して、上空の気流や気温湿度を観測しています。

図2　スーパーコンピューターを駆使して地球全体の大気
の流れや気温の変化のシミュレーションを行っています。日
本の気象はもとより、北極南極の海氷と気象、アフリカの
干ばつなど、地球規模での気象・気候研究を行っています。

キーワード
気候変動、北極南極、気象観測、台風、猛暑

共生環境学科

多様な生態系でなりたつ地球生命圏の環境、陸圏、海洋圏、大
気圏が連動する複雑な地球生態システムを現場レベルで理解し、数
理的に紐解くことで、人類、生物と自然環境が共生できる生物生産
システムと持続可能な社会の実現を目指しています。

気候変動や異常気象発生などの地球環境の変化は、大気・海
洋・土壌・植生・陸水・生態圏と人間活動で構成される地球システム
と連動して引き起こされることを学ぶとともに、生態調和型スマート生
物生産技術を身につけることができます。

地球環境システム学教育コース

気候変動や人をとりまく環境変化に対応する循環型社会の構築
に向けて、自然エネルギーの活用や食料の安定供給のために不可
欠な生物生産基盤について学ぶとともに、地域の風土や環境の保
全と修復技術を身につけることができます。

キーワード
気象学、生態学、環境科学、ICT（情報通信工学）、農業工学

地域環境デザイン学教育コース
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教授　立花 義裕

共生環境学科　気象・気候ダイナミクス研究室
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理的に紐解くことで、人類、生物と自然環境が共生できる生物生産
システムと持続可能な社会の実現を目指しています。

気候変動や異常気象発生などの地球環境の変化は、大気・海
洋・土壌・植生・陸水・生態圏と人間活動で構成される地球システム
と連動して引き起こされることを学ぶとともに、生態調和型スマート生
物生産技術を身につけることができます。

地球環境システム学教育コース

気候変動や人をとりまく環境変化に対応する循環型社会の構築
に向けて、自然エネルギーの活用や食料の安定供給のために不可
欠な生物生産基盤について学ぶとともに、地域の風土や環境の保
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教授　関根 義彦

海洋物理学とは
海洋は大きなスケールで見ると地球表面の約7割を覆う極めて薄い膜です。しかし、

地球に比べてはるかに小さい人間にとっては広く深い大海原であり、台風時には高潮が
みられ、地震の発生に伴い津波も生じます。反面、陸地と比較して気候を温和にするあ
りがたい面もあります。そのような海洋を研究するために必要な学問が海洋物理学となり
ます。海洋物理学は風波やうねりなどの海洋波動から潮流や海流などの流れ、水温や
塩分分布などの基本的性質や変動過程を物理学を基礎に理解する学問です。

海洋物理学から見る地球温暖化
大気に比べ大きい海水の熱容量から、大気の気温が10℃上昇しても、海面から30メー

トルまでの海水が大気を冷却すれば海水温の上昇は1℃であり、300メートルの層で冷却
すれば0.1℃のわずかな海洋の温暖化で済みます。しかし現実はそう単純ではなく、海上を
吹く風や、深い場所の冷たい海水の存在など様々な要因による複雑な海洋のシステムを
通して地球温暖化と密接につながっています。これら海洋の影響の定量的な理解が、温暖
化全体を理解する上では重要となります。また刻一刻と変化する人間活動の影響が、今後
の海洋全体のシステムにどのような影響を与えるのか、多くの面から注目もされています。

海洋観測と数値実験で海を理解する
研究室では三重大学所有の練習船“勢水丸”を用いた海洋観測をはじめ、数

値シミュレーションを用いた研究が行われています。
勢水丸に搭載された海洋観測測器を用いて、海洋の密度・水温・塩分濃度を

観測することで、海流の詳しい流れや起源を明らかににします。また、伊勢湾で発
生する津波をコンピュータで再現し、その詳細を調べる研究なども行っています。

地球環境を理解したい方へ
大気と海洋は気体と液体の差はありますが、流体という

点で共通し、両者をまとめて「地球流体」、その力学を「地
球流体力学」として一括した議論や講義が行われます。

海洋や大気に関連する分野を専攻するこれから「気
象予報士」の資格を取りたいと考えておられる皆さん、さ
らに将来海洋や大気の環境に関連する仕事につくこと
をお考えの皆さんは、海洋物理や大気力学の本質と詳
細を理解され、さらに現在いろいろと問題となっている地
球の環境問題の対策と解決を考える基礎を学んでいた
だければ幸いです。

勢水丸を用いた海洋観測の様子。
測器を海に沈めることで“海を測る”

キ－ワード
黒潮、親潮、津波、海と気象

本物の海洋深層水に触れよう
観測で ～水深4000mの世界～

自分で観測した結果を解析し、研究
した結果を発表する様子。

共生環境学科　海洋気候学研究室

准教授　西井 和晃

エルニーニョと夏の気温

夏の気温を決めるのはエルニーニョだけじゃない
日本の場合、上空の偏西風の吹き方が普段とは異なることが、猛暑や冷

夏の主な直接的な原因です。エルニーニョはこの日本上空の偏西風の吹き
方を変える犯人の１人に過ぎません。そのため、エルニーニョが日本の夏の気
温を下げるような偏西風の吹き方にしようと頑張っても、他の犯人が邪魔をす
れば、気温が下がらなかったり、むしろ猛暑になったりするかもしれません。この
犯人として、ユーラシア大陸上の偏西風を伝わって、西からやってくる大規模
な波が考えられています。

「今年の夏はエルニーニョが発生するから、冷夏になる」といったニュースは
聞いたことはありますか？エルニーニョとは、太平洋の赤道付近の東部の海面
水温がいつもよりも高くなる現象のことです。反対に、ここで海面水温が下が
る現象はラニーニャと呼ばれます。図１の各点は1958年から2015年まで各
夏（6～8月平均）のエルニーニョの強さ（x軸）と津の気温（y軸）を表していま
す。確かにエルニーニョの夏（図の右半分の点）の方が、ラニーニャの夏（左
半分の点）より全体的に気温が低い傾向が読み取れます。でも、いつもエル
ニーニョの夏に気温が低いとは限らないことも、図から読み取れると思います。

偏西風上の波の予測
この波の発生や位相（波の山や谷の位置）を数週間以上前からピタリと予

測することは困難ですが、発生確率を推定することはある程度可能です。この
波がどのように発生して、どう偏西風の中を伝わっていくかを研究することを通
じて、発生確率予測の精度向上に貢献したいと考えています。

キ－ワード
異常気象、偏西風、気候変動、気候変化

研究に必要な科目
天気を理解し研究するためには、物理と数学の知識
が必要です。

猛暑や冷夏をもたらす
犯人は？

共生環境学科　気象解析予測学研究室

点は各夏のエルニーニョの強さと津の平均気温の関係
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教授　関根 義彦

海洋物理学とは
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みられ、地震の発生に伴い津波も生じます。反面、陸地と比較して気候を温和にするあ
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の海洋全体のシステムにどのような影響を与えるのか、多くの面から注目もされています。
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研究室では三重大学所有の練習船“勢水丸”を用いた海洋観測をはじめ、数
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点で共通し、両者をまとめて「地球流体」、その力学を「地
球流体力学」として一括した議論や講義が行われます。
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犯人として、ユーラシア大陸上の偏西風を伝わって、西からやってくる大規模
な波が考えられています。

「今年の夏はエルニーニョが発生するから、冷夏になる」といったニュースは
聞いたことはありますか？エルニーニョとは、太平洋の赤道付近の東部の海面
水温がいつもよりも高くなる現象のことです。反対に、ここで海面水温が下が
る現象はラニーニャと呼ばれます。図１の各点は1958年から2015年まで各
夏（6～8月平均）のエルニーニョの強さ（x軸）と津の気温（y軸）を表していま
す。確かにエルニーニョの夏（図の右半分の点）の方が、ラニーニャの夏（左
半分の点）より全体的に気温が低い傾向が読み取れます。でも、いつもエル
ニーニョの夏に気温が低いとは限らないことも、図から読み取れると思います。

偏西風上の波の予測
この波の発生や位相（波の山や谷の位置）を数週間以上前からピタリと予

測することは困難ですが、発生確率を推定することはある程度可能です。この
波がどのように発生して、どう偏西風の中を伝わっていくかを研究することを通
じて、発生確率予測の精度向上に貢献したいと考えています。
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天気を理解し研究するためには、物理と数学の知識
が必要です。

猛暑や冷夏をもたらす
犯人は？

共生環境学科　気象解析予測学研究室
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助教　山田 二久次

キーワード
環境に関する問題には理科全般の知識が必要です。
また、社会の仕組みを把握する必要があります。アン
ケート等の数値データの解析を行う場合には数学的
知識も必要になります。

様々な人間活動の結果、環境問題が深刻化しています。環境問題の解決
には技術の向上だけでなく、それに関与している私たちの意識や生活スタイ
ル、政策や管理システムなどを変更していく必要があります。また、環境の悪
化は私たちが生活している陸上だけでなく、海域にまで及んでいます。海域は
食糧生産の場だけでなく、観光やレジャー等様々な形で利用されています。海
域を持続的利用するためには、これらの環境問題を解決していく必要がありま
す。

海にも多くの問題がある

研究を通して海洋環境が改善されることを望みます。地域の環境が向上さ
れるよう、皆さんと一緒に頑張っていければと考えています。

海域の環境問題解決に貢献したい

人の意識や制度を知る
現在沿岸域等で起こっている環境問題を解決するためには、関係する

人々がどのように考えているか、制度上どのような不備があるか等を知る必要
があります。そのために関係者にインタビューやアンケートを行い、実態を把握
します。また、問題点の抽出だけでなく、地域等で行っている環境活動、環境
教育のすぐれた点等の評価も行っています。得られたデータを分析することに
より、問題点や成功要因等について検討します。

海をずっときれいに

環境活動によって変化した関係者のネットワーク

共生環境学科　海洋気候学研究室

准教授　万田 敦昌

キーワード
気候変動、大気海洋相互作用

地球の表面積の7割を占める海は、大気を暖めたり冷やしたり、水蒸気を
大気に与えたりすることで、地球の気候に大きな影響を及ぼしています。海が
猛暑や寒波、大雨や干ばつの原因となっていることも多いと考えられている
のです。しかしながら、海と大気の変化の仕組みは複雑で、気候変動における
海の役割を明らかにするために今後解明していかなければならない研究課題
がまだまだ数多く残されています。

海が気候に及ぼす影響

図1は本研究室で行った、将来の海水温の上昇が集中豪雨に及ぼす影
響を調べたシミュレーション結果です。海面からの蒸発量は、水温が高くなると
急激に増加することが知られています。海水温の上昇は集中豪雨の雨量を
増すばかりでなく、その発生時期を早める効果があることが分かりました。本研
究室では集中豪雨の他に
も、低気圧、台風など様々
な大気現象に対して海が
どのような役割を果たして
いるのかを明らかにしていく
とともに、海の将来の変化
が気候変動にどのような影
響を与えるのかを調べてい
きます。

海の将来と未来の気候

海には不思議がいっぱい
人類は冥王星にまで探査機を送るようになりましたが、地球の海に関して

はわからないことだらけです。海水の循環が気候の長期変動に極めて重要な
影響を及ぼしていると考えられていますが、その循環が実際どうなっているか、
ということも十分に分かっていません。また、海の水温は、集中豪雨の発生時
期や場所、台風の強まり方や進路など、気象に極めて大きな影響を及ぼすこ
とが分かってきましたが、海の水温がどうやって決まるか、という一見簡単に見
える問題も詳しく調べてみると仕組みは複雑で、まだよく分かっていないことが
多いのです。

海が気候の将来を左右する

共生環境学科　未来海洋予測学研究室

図１.（a）平成24年7月九州北部豪雨の再現シミュレーション、
および（b）地球温暖化による海水温上昇を考慮したシミュレー
ションで得られた4日雨量の分布。右は左よりも大幅に雨量が
増加している。
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助教　山田 二久次

キーワード
環境に関する問題には理科全般の知識が必要です。
また、社会の仕組みを把握する必要があります。アン
ケート等の数値データの解析を行う場合には数学的
知識も必要になります。

様々な人間活動の結果、環境問題が深刻化しています。環境問題の解決
には技術の向上だけでなく、それに関与している私たちの意識や生活スタイ
ル、政策や管理システムなどを変更していく必要があります。また、環境の悪
化は私たちが生活している陸上だけでなく、海域にまで及んでいます。海域は
食糧生産の場だけでなく、観光やレジャー等様々な形で利用されています。海
域を持続的利用するためには、これらの環境問題を解決していく必要がありま
す。
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研究を通して海洋環境が改善されることを望みます。地域の環境が向上さ
れるよう、皆さんと一緒に頑張っていければと考えています。

海域の環境問題解決に貢献したい

人の意識や制度を知る
現在沿岸域等で起こっている環境問題を解決するためには、関係する

人々がどのように考えているか、制度上どのような不備があるか等を知る必要
があります。そのために関係者にインタビューやアンケートを行い、実態を把握
します。また、問題点の抽出だけでなく、地域等で行っている環境活動、環境
教育のすぐれた点等の評価も行っています。得られたデータを分析することに
より、問題点や成功要因等について検討します。

海をずっときれいに

環境活動によって変化した関係者のネットワーク

共生環境学科　海洋気候学研究室

准教授　万田 敦昌

キーワード
気候変動、大気海洋相互作用

地球の表面積の7割を占める海は、大気を暖めたり冷やしたり、水蒸気を
大気に与えたりすることで、地球の気候に大きな影響を及ぼしています。海が
猛暑や寒波、大雨や干ばつの原因となっていることも多いと考えられている
のです。しかしながら、海と大気の変化の仕組みは複雑で、気候変動における
海の役割を明らかにするために今後解明していかなければならない研究課題
がまだまだ数多く残されています。

海が気候に及ぼす影響

図1は本研究室で行った、将来の海水温の上昇が集中豪雨に及ぼす影
響を調べたシミュレーション結果です。海面からの蒸発量は、水温が高くなると
急激に増加することが知られています。海水温の上昇は集中豪雨の雨量を
増すばかりでなく、その発生時期を早める効果があることが分かりました。本研
究室では集中豪雨の他に
も、低気圧、台風など様々
な大気現象に対して海が
どのような役割を果たして
いるのかを明らかにしていく
とともに、海の将来の変化
が気候変動にどのような影
響を与えるのかを調べてい
きます。

海の将来と未来の気候

海には不思議がいっぱい
人類は冥王星にまで探査機を送るようになりましたが、地球の海に関して

はわからないことだらけです。海水の循環が気候の長期変動に極めて重要な
影響を及ぼしていると考えられていますが、その循環が実際どうなっているか、
ということも十分に分かっていません。また、海の水温は、集中豪雨の発生時
期や場所、台風の強まり方や進路など、気象に極めて大きな影響を及ぼすこ
とが分かってきましたが、海の水温がどうやって決まるか、という一見簡単に見
える問題も詳しく調べてみると仕組みは複雑で、まだよく分かっていないことが
多いのです。

海が気候の将来を左右する

共生環境学科　未来海洋予測学研究室

図１.（a）平成24年7月九州北部豪雨の再現シミュレーション、
および（b）地球温暖化による海水温上昇を考慮したシミュレー
ションで得られた4日雨量の分布。右は左よりも大幅に雨量が
増加している。
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教授　坂本 竜彦

キ－ワード
地球システム、地球の進化、持続可能な社会、自然エ
ネルギー、地域内循環システム、地学

何気なく手にした、一粒の砂に「地球」や「宇宙」の記録が秘められている
ことを発見したとき、この地球環境が物すごい年月をかけて形成されてきた「か
けがえのないもの」であることに気づきます。私の研究の一つは、地球深部掘
削船で世界の海に出かけていき、深海堆積物を採取、これを連続的に分析
することから地球システムの進化を研究することです。

一粒の砂に「これまで」の地球の進化を見る

地球の歴史を学ぶとき、地球は複雑な要素が相互に関連しながら、絶妙な
バランスを保った一つの生命体のように進化するシステムであることがわかり
ます。私たちが呼吸する酸素は何億年という長い年月をかけて微細な光合成
生物がつくり出したものです。私たちが使う化石燃料は、数億～数千年前に
生きていた植物の化石です。しかし、今人類はその化石燃料を200年という
短い時間で使い切ろうとしています。化石燃料の燃焼が、大気中の二酸化
炭素量の増加につながり、将来の地球温暖化が懸念されています。

限界を迎えつつある「いま」の地球システム

そこで、もう一つの研究は、未来に向か
って、持続可能な地球システムを実現す
るための「グリーンイノベーション」につい
てです。具体的には「自然エネルギー社
会」への具体的なビジョンや方策です。
身近な地域の自然エネルギー（太陽、風、
水、生命）によるエネルギー自給自足を達
成し、第一次産業と結びつけて地域の
経済が活性化する「地域内循環システ
ム」を小規模な自治体レベルから住民参
加の中でつくり上げていくこと～そこにこ
れからの持続可能な社会の未来像があ
ります。地球レベルの大きな視野、新しい自然エネルギーの研究・開発、小規
模分散型の地域内循環システムとそれが機能的に結びついた社会、自然と
調和した「地球とともに生きる」持続可能な未来社会の展望を一緒に学び、
一緒に実現可能な未来ビジョンをつくりませんか？

持続可能な「これから」の地球システムをいかに創っていくのか？

持続可能な地球システムと人間社会のモデル

地球とともに生きる
～持続可能な未来のために

共生環境学科　地球システム進化学研究室

教授　渡邊 晋生

庭先にあらわれた霜柱

キーワード
土は全ての基盤です。それゆえ、理科（物理、化学、地
学、生物）全般の知識が関連します。そして、現象予
測には数学（微積分）も重要です。

凍土が熱い！

凍土の遮水性の確認実験

凍土は、身近にある未理解な土で
す。凍土による通気阻害と温暖化ガ
スの関係、凍土の不均一融解と地下
水の涵養や窒素炭素循環との関係、
まだまだ解明したいテーマが豊富で
す。凍土の理解は燃料電池やメタン
ハイドレートなどの材料開発や食品工
学、火星農業など宇宙開発のヒントを
生み出すかもしれません。あなたも凍
土に熱い気持ちをぶつけてみません
か？

凍土の先には？

冬の朝、霜柱を踏むのは楽しいで
す。土が少しでも凍結する地域は、全
陸地の約70％に及びます。土の凍結
に伴う水分や溶質の移動は、地盤構
造や微生物活性の変化を引き起こし、
永久凍土の融解や気候変動、農林地
管理、凍結災害と密接に関連します。
また、土は凍結するとコンクリートのよう
に硬く、難透水性になります。寒冷地
や凍土の利活用を進めるため、土の凍結メカニズムを理解したいと思います。

土が凍結？

土中には0℃以下でも凍結しない水が存在します。私たちは様々な手法で
この不凍水を測ります。近年では、凍土中の不凍水圧の直接測定に成功し
ました。また、実験室に現場を模した凍土を再現し、土中の温度や不凍水量、
溶質濃度をモニターします。そして、例えば凍土への水が浸潤する時、三つの
ステージを経ること、各ステージの浸潤速度や期間が凍結前の水分量による
ことを明らかにしました。また、土の凍結の数値シミュレーションを通して、将来
予測や土壌環境保全技術の改良を試みています。

凍土の中の水の挙動

共生環境学科　土壌圏システム学研究室
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教授　坂本 竜彦

キ－ワード
地球システム、地球の進化、持続可能な社会、自然エ
ネルギー、地域内循環システム、地学

何気なく手にした、一粒の砂に「地球」や「宇宙」の記録が秘められている
ことを発見したとき、この地球環境が物すごい年月をかけて形成されてきた「か
けがえのないもの」であることに気づきます。私の研究の一つは、地球深部掘
削船で世界の海に出かけていき、深海堆積物を採取、これを連続的に分析
することから地球システムの進化を研究することです。

一粒の砂に「これまで」の地球の進化を見る

地球の歴史を学ぶとき、地球は複雑な要素が相互に関連しながら、絶妙な
バランスを保った一つの生命体のように進化するシステムであることがわかり
ます。私たちが呼吸する酸素は何億年という長い年月をかけて微細な光合成
生物がつくり出したものです。私たちが使う化石燃料は、数億～数千年前に
生きていた植物の化石です。しかし、今人類はその化石燃料を200年という
短い時間で使い切ろうとしています。化石燃料の燃焼が、大気中の二酸化
炭素量の増加につながり、将来の地球温暖化が懸念されています。

限界を迎えつつある「いま」の地球システム

そこで、もう一つの研究は、未来に向か
って、持続可能な地球システムを実現す
るための「グリーンイノベーション」につい
てです。具体的には「自然エネルギー社
会」への具体的なビジョンや方策です。
身近な地域の自然エネルギー（太陽、風、
水、生命）によるエネルギー自給自足を達
成し、第一次産業と結びつけて地域の
経済が活性化する「地域内循環システ
ム」を小規模な自治体レベルから住民参
加の中でつくり上げていくこと～そこにこ
れからの持続可能な社会の未来像があ
ります。地球レベルの大きな視野、新しい自然エネルギーの研究・開発、小規
模分散型の地域内循環システムとそれが機能的に結びついた社会、自然と
調和した「地球とともに生きる」持続可能な未来社会の展望を一緒に学び、
一緒に実現可能な未来ビジョンをつくりませんか？

持続可能な「これから」の地球システムをいかに創っていくのか？

持続可能な地球システムと人間社会のモデル

地球とともに生きる
～持続可能な未来のために

共生環境学科　地球システム進化学研究室

教授　渡邊 晋生

庭先にあらわれた霜柱

キーワード
土は全ての基盤です。それゆえ、理科（物理、化学、地
学、生物）全般の知識が関連します。そして、現象予
測には数学（微積分）も重要です。

凍土が熱い！

凍土の遮水性の確認実験

凍土は、身近にある未理解な土で
す。凍土による通気阻害と温暖化ガ
スの関係、凍土の不均一融解と地下
水の涵養や窒素炭素循環との関係、
まだまだ解明したいテーマが豊富で
す。凍土の理解は燃料電池やメタン
ハイドレートなどの材料開発や食品工
学、火星農業など宇宙開発のヒントを
生み出すかもしれません。あなたも凍
土に熱い気持ちをぶつけてみません
か？

凍土の先には？

冬の朝、霜柱を踏むのは楽しいで
す。土が少しでも凍結する地域は、全
陸地の約70％に及びます。土の凍結
に伴う水分や溶質の移動は、地盤構
造や微生物活性の変化を引き起こし、
永久凍土の融解や気候変動、農林地
管理、凍結災害と密接に関連します。
また、土は凍結するとコンクリートのよう
に硬く、難透水性になります。寒冷地
や凍土の利活用を進めるため、土の凍結メカニズムを理解したいと思います。

土が凍結？

土中には0℃以下でも凍結しない水が存在します。私たちは様々な手法で
この不凍水を測ります。近年では、凍土中の不凍水圧の直接測定に成功し
ました。また、実験室に現場を模した凍土を再現し、土中の温度や不凍水量、
溶質濃度をモニターします。そして、例えば凍土への水が浸潤する時、三つの
ステージを経ること、各ステージの浸潤速度や期間が凍結前の水分量による
ことを明らかにしました。また、土の凍結の数値シミュレーションを通して、将来
予測や土壌環境保全技術の改良を試みています。

凍土の中の水の挙動

共生環境学科　土壌圏システム学研究室
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教授　亀岡 孝治

キーワード
農作物、気象計測、植物生理学、ICT、土壌水分

研究に必要な科目
数学、物理、生物、化学、地学、技術・家庭

最近になって「田畑」でも使える比較的安い植物計測用センサや基盤技
術が登場し、農作物の現場での計測への期待が高まっています。近い将来、
新しいセンサを用い、「田畑」の農作物の情報が送られてくることになるでしょ
う。しかし、農家が本当に必要なのは最適な栽培のための農業情報サービス
です。「田畑」の「情報」をもとに「知識」を創り出し、さらに「情報サービス」を
実現することが求められています。

期待されるリアルタイム高速センシング

農業現場でのICT（情報通信技術）の活用は、持続可能な食糧供給シス
テムを実現する科学的農業のための切り札と考えられます。ここでは、植物の
生育環境と、植物の元気さの計測をもとに、太陽のもとで育つ植物・果実の
中を動く水・物質、茎から根まで届く光、土壌中の根の成長などをICTを用いて
読み解こうとしている研究を紹介します。

研究の背景、動機づけ

ICTは「スマート農業」の切り札
私たちはICTを用いて「田畑

」の気象環境と土壌水分のモ
ニタリングの仕組みをつくってき
ました（図１）。しかし、農作物の
栽培管理のためには、生育環
境計測に加え、植物生理学に
基づく新しい農作物の状態の
計測が重要です。そこで私たち
は、農作物中の水・ミネラルの
流れ（樹液流、蒸散流）、群落
光合成を起点とする植物体内
のエネルギー物質（糖・アミノ
酸）の流れ（転流）の計測に取
り組んでいます（図２）。

農作物の健康診断
－田畑の環境と植物の元気さを測る－

図１　ICTを用いたミカン畑の生育環境情報取得のイメージ

図２　植物の健康診断項目のモデル

共生環境学科　フードシステム学研究室

助教　伊藤 良栄

キ－ワード
農家の人と接することが多いので、異世代とのコミュ
ニケーション能力。科目では、数学、物理、生物、情
報、英語などでしょうか。

皆さん、農業が一番水を使っているって知っていました？FAOによると、世
界の水資源の約7割が農業用水として使われています。世界の人口は現在
約70億人で、国連の予測によれば今世紀末には100億人を突破するそうで
す。20世紀は石油をどう確保するかという時代でしたが、21世紀は水資源が
石油にとって代わると言われています。農業は工業など他の産業に比べて収
益が低いので、たくさんお金を投資することができません。（プリウス1台買うの
にお米が何俵必要か計算してみてください。）とはいえ、農業で節水できれば、
より多くの人口を養うことが可能になります。

一番水を利用する産業って何？

お金さえかければ、田んぼの水位をはかるメータなどは簡単につくることがで
きます。でも、それじゃダメなんです。農家の人が便利だと思って、実際に買っ
て使ってくれるものでなければいけません。何万円もする立派な装置なんて、
だれも買ってくれませんよ。私たちの目標は、農業用資材が豊富においてある
DIY店の店頭に並ぶような製品をつくることです。

コメリで買えるアイテムづくり

今や大学1年生の9割がスマホを使
っています。スマホはGPSやカメラなど
のセンサを搭載し、簡単にインターネッ
トに接続できる小っちゃな持ち運び可
能なコンピュータです。私たちは、これら
の技術を利用して、測る農業、見える
農業の研究をしています。今までの農
業は、経験豊富なおじいちゃん・おばあちゃんが小さな田んぼや畑をこまめに回
って、丹精込めて作物を育てているというイメージでしたが、これからはもっと広
い面積をより少ない人数で面倒を見なければいけません。農業経験がほとん
どない若手就農希望者をどう育てていくかという問題もあります。そんなとき、
田んぼや畑に設置したセンサから上がってくる情報を参考にして、スマホが「ど
こどこの田んぼに水が来ていないよ」とか「水をかけ過ぎだからちょっと節水し
て」とかアドバイスしてくれたらありがたいですよね。

スマートフォンなどのICTを利用した先進農業

スマホで節水

熊野市みかん園での観測

共生環境学科　フードシステム学研究室
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教授　亀岡 孝治

キーワード
農作物、気象計測、植物生理学、ICT、土壌水分

研究に必要な科目
数学、物理、生物、化学、地学、技術・家庭

最近になって「田畑」でも使える比較的安い植物計測用センサや基盤技
術が登場し、農作物の現場での計測への期待が高まっています。近い将来、
新しいセンサを用い、「田畑」の農作物の情報が送られてくることになるでしょ
う。しかし、農家が本当に必要なのは最適な栽培のための農業情報サービス
です。「田畑」の「情報」をもとに「知識」を創り出し、さらに「情報サービス」を
実現することが求められています。

期待されるリアルタイム高速センシング

農業現場でのICT（情報通信技術）の活用は、持続可能な食糧供給シス
テムを実現する科学的農業のための切り札と考えられます。ここでは、植物の
生育環境と、植物の元気さの計測をもとに、太陽のもとで育つ植物・果実の
中を動く水・物質、茎から根まで届く光、土壌中の根の成長などをICTを用いて
読み解こうとしている研究を紹介します。

研究の背景、動機づけ

ICTは「スマート農業」の切り札
私たちはICTを用いて「田畑

」の気象環境と土壌水分のモ
ニタリングの仕組みをつくってき
ました（図１）。しかし、農作物の
栽培管理のためには、生育環
境計測に加え、植物生理学に
基づく新しい農作物の状態の
計測が重要です。そこで私たち
は、農作物中の水・ミネラルの
流れ（樹液流、蒸散流）、群落
光合成を起点とする植物体内
のエネルギー物質（糖・アミノ
酸）の流れ（転流）の計測に取
り組んでいます（図２）。

農作物の健康診断
－田畑の環境と植物の元気さを測る－

図１　ICTを用いたミカン畑の生育環境情報取得のイメージ

図２　植物の健康診断項目のモデル
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教授　葛葉 泰久

キ－ワード
自然現象のメカニズムを探るためには、数学と物理・
地学の知識が必須で、化学もあるに越したことはあ
りません。でも、高校で地学をやっている人は少ない
でしょう。物理をやっていない人も多いと思います。
でも心配ありません。全部大学で基礎から教えます。

日本は、地震や津波、台風などによる自然災害に見舞われる確率が高い、
世界でも有数の「自然災害大国」です。それぞれの自然災害の原因は、その
性格が全く異なる部分と、共通する部分があります。自然災害に立ち向かおう
とするよりは、その性質をよく理解して、被害が少なくなるようにやり過ごすこと
が大切です。

自然災害のメカニズムを探る

ここまで主に気象災害・水災害のことを書きましたが、日本で最も恐れられ
ている災害は地震でしょう。そういう意味もあり、私の研究室では最近、南海ト
ラフによる地震の研究にも取りかかったところです。台風や洪水はもちろん、
地震のメカニズムを探ろうという人、一緒に研究しませんか？

洪水から地震へ

「近年の気候変化」とい
うようなことを除外すれば、
気象災害・水災害は「神
がサイコロを振った結果」
にすぎません。６の目が出
た年に豪雨が起こるという
ようなイメージです。例えば
この図は１２０年に１回の
豪雨（日降水量）の等値
線図です。この図に示した
ような降水が１２０年に１回
は生起するということです。
でもサイコロなので、「１２０
年に１回」の目が来年出る
こともあれば、２年連続出
ることもあることに注意す
る必要があります。

気象災害・水災害はサイコロだ

自然災害から命を守る

「１２０年に１回」起こる豪雨（日降水量）の等値線図（陸上だけ
見てください）

共生環境学科　水環境・自然災害科学研究室

教授　松村 直人

キ－ワード
生物、物理、数学。意外と思われるかもしれませんが、
森林の現状把握には数学的手法が必要で、将来の動
きを予測し、森林計画を作成するためには、生物学的
知見に基づいた数理モデルの応用が重要です。

森林は私たちの身近な利用可能資源です。手元にある森林を利用して、
人類は経済的に発展してきました。今日、それが行き過ぎて、ある地域では森
林面積が激減し、また、ある地域では、森林は存在するものの、質的に非常に
貧しい森林となってしまいました。一方、水源の豊かな森や私たちをリフレッシ
ュしてくれる健康の森も、森林の多面的な姿です。現在の森林の状態を適正
に認識し、今後も「持続的に」健全な森林を維持するために必要な仕組みづ
くりに取り組んでいます。

世界の森林を減らさないために

森林の整備水準や管理状態が適正なのか、世界共通のモノサシで評価
し、世界水準の森林経営を判定できる成績表をつくり、お互いに客観的に森
林経営を評価します。そのような理論と現実の森林づくりという実践にも取り
組み、豊かな森林を維持し、次世代に残せるようにしたいですね。

森林管理の成績表づくりと豊かな森林を次世代へ残す

地域の森林資源を適正に把
握し、森林の成長量を評価しま
す。成長量以上に利用しなけれ
ば森林の蓄積は維持されます。
人工林については、固定試験地
を設定し、間伐計画に合わせた
収穫量の予想計画を立てます
（図１）。天然林についても、健
全度を評価し、将来にわたり存
続できるように監視して、地域の
森林管理計画を作成します。ま
た、幾つかの指標について注目
し、その地域に望ましい森林の
配置計画を立て、地域住民と一
体となって、森林を維持する方
法を考えます（図２）。

森林の成長量を評価し、地域に適切にレイアウトする

図１　森林調査の一コマ（スギ人工林）

森林の管理計画とは？

図２　町内の森林分布と道路から200m以内の利用
可能エリア

共生環境学科　緑環境計画学研究室
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教授　葛葉 泰久

キ－ワード
自然現象のメカニズムを探るためには、数学と物理・
地学の知識が必須で、化学もあるに越したことはあ
りません。でも、高校で地学をやっている人は少ない
でしょう。物理をやっていない人も多いと思います。
でも心配ありません。全部大学で基礎から教えます。

日本は、地震や津波、台風などによる自然災害に見舞われる確率が高い、
世界でも有数の「自然災害大国」です。それぞれの自然災害の原因は、その
性格が全く異なる部分と、共通する部分があります。自然災害に立ち向かおう
とするよりは、その性質をよく理解して、被害が少なくなるようにやり過ごすこと
が大切です。

自然災害のメカニズムを探る

ここまで主に気象災害・水災害のことを書きましたが、日本で最も恐れられ
ている災害は地震でしょう。そういう意味もあり、私の研究室では最近、南海ト
ラフによる地震の研究にも取りかかったところです。台風や洪水はもちろん、
地震のメカニズムを探ろうという人、一緒に研究しませんか？

洪水から地震へ
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気象災害・水災害は「神
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教授　松村 直人
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講師　松尾 奈緒子

乾燥地植物にあこがれて、
砂漠に通う

中央アジアのキジルクム砂漠は夏
と冬の温度差が大きく、雨もほとんど
降りません。さらに土壌の表面には塩
が集積しているような厳しい環境で
す。でも、このような環境でも植物は
生きています（図１）。私たちは葉の有
機物や枝の中の水の安定同位体比
を分析し、以下のような乾燥地植物
の多様な生き方を明らかにしました。
・根を地下深くまで伸ばして塩分濃度の低い土壌深層水を利用し、効率よく
光合成している植物

・1年のうち短い雨季の間だけ塩分濃度が低下する土壌表層水を利用して
成長している植物

キーワード
植物生理生態学、生物

今、アジアやアフリカの乾燥地生態系で何が起こっているか？

安定同位体を使って乾燥地植物の生存戦略を明らかにする

私たちが提案する手法が乾燥地の植物だ
けでなく、乾季・雨季のある熱帯季節林の落
葉広葉樹のフェノロジーなど、様々な気候帯
の植物の生き方を知るために使用できること
を試しています（図２）。壊れていく生態系をど
うにか修復・保全したいという目標は変わりま
せんが、同時に植物の多様な生き方から人
が学ぶこともとても多いと感じています。

雨の少ない乾燥地から多い森林まで、様々な植物の生き方を知りたい

アジアやアフリカに広がる乾燥地域では砂漠化による生態系劣化が深刻
な問題となっています。こうした生態系を修復・保全するために、乾燥地植物
がどのように生きているのか、環境変動に対してどのように反応するのかを理
解したいと考えています。そして、乾燥地生態系が果たす役割を正しく評価し
たいと考えています。

共生環境学科　緑環境計画学研究室

図１　中央アジア・キジルクム砂漠の夕景、地味だ
けど力強い植物たち

図２　タイ北部チーク落葉樹林のタワ
ー上での光合成観測、地上25mぐらい

教授　大野 研

キーワード
景観、自然の営み、人間の営み、生態系、文化、地域、
田舎、都会、地域づくり、村づくり、街づくり、持続可能

そもそも景観ってなんだう？

欧州では、多くの国が欧州景観条約を採択しています。欧州景観条約は、
生物多様性に関する条約や地球温暖化防止条約と同じような国際条約の
一種です。その条約の最終目的は、個人や社会の物理的・精神的豊かさの
実現ですが、その重要な鍵となるのが景観であるとしています。すなわち、一人
一人が自分に誇りを持てるような社会を実現するためには、人々が地域の景
観を正しく認識し、尊重することが重要であると考えています。

景観を正しく認識して、尊重する

私たちの周囲の場所のすべてが景観です。だれもが目を見張るような、一
般的に素晴らしいとされている場所のみが景観ではありません。私たちの周り
の景観は、ありふれたつまらないものではありません。すべての景観は、その地
域の自然と人間の歴史の結果を反映した場所ごとに異なった特徴を持った
唯一無二のものです。これを正しく認識して、地図にすれば、多くの人にその
地域を理解させることができ、尊重してもらえるようになります。しかし、実はその
場所の景観を正しく理解することが、難しい問題なのです。我々の研究室は、
その問題に取り組んでいます。これがうまくいけば、例えば大災害を受けても、
アイデンティティを失わずに復興まちづくりができる筈です。ただ以前と緯度経
度が同じというだけでは、ふるさとを感じることができないですからね。

景観特性マップつくり

共生環境学科　環境解析学研究室

我々が景観である

地面のでこぼこの上に、植物が生え、
その場所を人間が様々に利用した結果が景観

人間が知覚、つまり、五感で
感じることができる空間のこと
を景観と言います。景観は、多
くの自然現象（雨が降って川
ができたり、火山の噴火で山が
できたり、様々な植物が生えた
り）と人間の活動（農地を造っ
たり、街を造ったり、道路を通し
たり）に影響をうけます。ですか
ら、ある場所の景観は、その地
域の自然の歴史と人間の歴史を映す鏡のようなものです。
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講師　松尾 奈緒子
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砂漠に通う
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キーワード
植物生理生態学、生物
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教授　大野 研

キーワード
景観、自然の営み、人間の営み、生態系、文化、地域、
田舎、都会、地域づくり、村づくり、街づくり、持続可能
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准教授　福島 崇志

キーワード
農業工学、青果物輸送、センシング、ものづくり

研究に必要な科目
数学（高校で習う全て）、物理（力学、電気、熱、波動）、
生物（植物）、英語

スーパーで購入した青果物。冷蔵庫の中で腐ったりした経験はありません
か？見た目には綺麗な青果物でも、目に見えない傷により、鮮度が落ち、早く
傷むことがあります。原因は、収穫後の環境条件や輸送中の負荷によるもの
です。昔に比べ、輸送技術や貯蔵技術は格段に進歩しました。しかしながら、
日本のより繊細かつ高品質な青果物を世界に広めるためには、さらなる輸送・
貯蔵技術の進展が必要です。

国産青果物の輸出：美味しいまま、大事に運ぶ

私たちの研究室では、食料生産現場に対してメカトロニクスにより貢献す
ることを目指しています。今や食料生産の現場では、機械やセンサが当たり前
のように使われ、農産物の品質評価や加工にも機械は必須です。さらに近年
では、インターネットの発展により食料生産のスタイルも大きく変化しつつあり
ます。生物資源学部は私たちのような皆さんのイメージにない分野もあります。
多様な学問が集まるこの学部の魅力に触れてみてください。

農業工学：現場に活かす応用学問

ものづくり：Do It Yourself with Scienc
これまで輸送中の負荷を評価す

るためには、ダンボール内や輸送コ
ンテナ内で代表値として環境情報
や振動データなどが計測されまし
た。しかし、それは青果物自身が受
ける負荷でしょうか？機械的な負荷
は対象の重心や慣性モーメントな
ど、力学的な特性が大きく関わりま
す。また、温度やガス濃度は空間の
熱・流体特性により異なります。青
果物が暴露される負荷はこれらを一
括して取り扱う必要があります。私
たちの研究室では、3Dプリンタによ
る外観設計及び青果物の物理的特性の再現、自作センサユニットによる環
境・負荷情報のセンシングを融合したモニタリングデバイスを開発しています。

食料生産を支える工学

共生環境学科　応用環境情報学研究室

自作のセンサユニット

3Dプリンタによるデバイス外観製作

教授　佐藤 邦夫

研究に必要な科目
現実の物を対象とするのであれば、物理、生物、化
学、どれも大切でしょう。

グローバルな広がりをもつ環境問題に取り組むには、まず過去、現在、未来
の状況を知る必要があります。その意味で、環境計測は大切ですが、実際に
環境問題を改善しようとする場合、真に環境負荷の少ない新しい「環境技術
」を開発する必要があります。

環境計測の後、どのように改善するか

自然エネルギー利用の促進を叫ぶ人がいれば、それだけでは足りないという
人もいます。つまり、この道は決して容易ではないのですが、逆に言えば大変
やりがいのある分野でもあるのです。
私たちと一緒に、環境技術を進展させてみませんか？

環境技術の進展のために

結局、エネルギーが大切／太陽光やバイオマスなど、自然エネルギーの有効利用
そもそも、大量の二酸化炭素を排出しているの

は、原始時代に人間が利用を始めた「燃焼」とい
う行為です。それは当初、灯りや暖をとり、調理をす
るためのものでしたが、次第に物をつくったり、改造
したりするための補助力として使われるようになり
ました。すなわち、大部分の「燃焼」は「エネルギー」として
使われているのです。それでは、環境問題を改善するため
に、エネルギーの消費を止めてしまってよいのでしょうか？人
の暮らしに必要な最低限のエネルギーしか消費していなか
った江戸時代、日本の人口はほぼ3000万人で一定でし
た。つまり、今よりも生活の質（これは健康や寿命の質を含
みます）がかなり劣った状態でも、日本の国土では、エネル
ギーなくして1億2千万人の人口を養うことはできません。
もう希望がないのでしょうか？いえいえ、私たちには頭脳があり、思考するこ

とができます。この思考力を人の生活の改善に使うことが技術（エンジニアリ
ング）です。もちろん不要不急のエネルギー消費は極力抑え（これも技術で
す）、それでも必要となるエネルギーは太陽光やバイオマスなど、自然エネルギ
ーの有効利用に頼ることが考えられています。日本はもともとリサイクル技術
が進んでいます。最近では都市下水さえもエネルギーや資源の基（元）にして
しまう技術も芽生えています。

太陽光発電システム

バイオマス混焼ボイラー

環境を何とかしたい

共生環境学科　応用環境情報学研究室
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准教授　福島 崇志

キーワード
農業工学、青果物輸送、センシング、ものづくり
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か？見た目には綺麗な青果物でも、目に見えない傷により、鮮度が落ち、早く
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た。しかし、それは青果物自身が受
ける負荷でしょうか？機械的な負荷
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熱・流体特性により異なります。青
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括して取り扱う必要があります。私
たちの研究室では、3Dプリンタによ
る外観設計及び青果物の物理的特性の再現、自作センサユニットによる環
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環境を何とかしたい

共生環境学科　応用環境情報学研究室
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助教　山下 光司

キーワード
魚の養殖、給餌法、自発摂餌、生物、環境、生態、環境
技術、物理

海でのマダイやブリなどの養殖では、たくさんの餌を使います。これまではその日に魚
が食べると思われる餌の量を人が見積り、魚に与えるやり方でした。そうすると、どうして
も見積りした餌の量が足りなかったり、多過ぎる時があります。多過ぎる時はそのまま無
駄になって海を汚す結果になっていました。そこで、餌のやり方を根本的に変え、魚自
身の必要とする分量だけを適切に与え、無駄な餌を出さない新しい給餌方法が求めら
れています。その一つの方法が魚の学習能力を利用した「自発摂餌給餌法」です。

無駄な餌を出さない新しい給餌方法を求めて

魚も「自発摂餌」で食事の時間と量を自分で決める

自発センサは自発摂餌においてはとても重要で、飼育する魚の特性に合ったも
のでなくてはなりません。研究では、いろいろな魚に合った様々な自発センサの開
発や実用規模での適応試験、魚の飼育環境と摂餌行動との関係などを調べたり
しています。今後、より多くの飼育試験を重ねると共に自発摂餌システムの改善を
行い、多くの魚種での実用的な給餌法として広まっていくことを期待しています。

今後の展望

多くの魚は、たまたま餌でないものをくわえたり、それに
接触したりすることで、何度か「餌を得る経験」をすると、
魚は「餌でないものに働きかけて餌を獲得することがで
きる」ということを学習し記憶します。そうすると、魚は必
要とする餌を必要とする時「自発的に摂餌」するように
なります。自発摂餌給餌法はこのような魚の学習能力を
利用した給餌法です。自発摂餌システムは、魚の
「餌を得る経験」を提供し、自発摂餌の学習を強
化し、魚が必要とする時必要とする餌を「自発的
に摂餌」できるような仕掛けです。図1に主な構
成を示します。魚がくわえたり接触したりすると信
号の出るセンサ（自発センサと呼びます）があり、
それから信号が出ると給餌機から少量の餌（報
酬量と呼びます）が出るようになっています。この
自発摂餌という給餌法は、マダイの実用規模（1生簀1万尾以上）の海面養殖
（図２）において、従来の給餌機を用いた場合に比較して、成長では遜色なく、餌
では１割程度削減できることが１年以上の飼育結果から明らかになっています。

図 1　自発摂餌システムの構成

海にも魚にもやさしい
自発摂餌システム

図２　マダイの実用規模の自発摂餌飼育試験例
愛媛県宇和島市小池地区の海面。一つの生簀
には1万尾以上入っています。太陽電池パネルを
用いた独立電源だけで動作。

共生環境学科　生産環境システム学研究室

教授　陳山 鵬

研究に必要な科目
数学、物理、英語

なぜ設備診断技術が必要か

本研究室では設備診断技術に関する基礎研究と応用研究を行い、石油
化学プラント、製鉄、商業・オフィス施設、ものづくり、発電および河川・ダムな
どにおける設備の保全・診断技術、航空機油圧・空調システムの異常早期検
出技術および電動工具安全技術などに関して企業と共同研究も行ってきま
した。
また、設備の健康状態を診て判定するためのスマート診断装置も企業と共

同で多種類開発しました。これらの診断装置は生産現場で生産設備の安全・
安心に役立っています。

様々な設備を診断し、スマート診断装置も開発した

将来、様々な設備の異常が自動的かつ早期に検出・判明され、故障や事
故が未然に防止されます。また、設備に軽微な異常が発生した場合、その異
常を設備自身で修復できるような自癒力を持つようになり、人間の生活や生
産に欠かせない様々な設備はもっと安全・安心になります。

設備診断の自動化・知能化を実現させ、設備に自癒力を持たせる

ここでいう「設備」とは工業・農業
などの生産現場や発電所などに使
われている機械や装置、および社会
インフラ施設の橋やトンネルなどを
含めたものです。設備は人間と同じ
ように年をとることにより、あちらこち
らに不具合が生じたり、様々な原因
で急な病気（異常）にかかったりしま
す。原子力発電所や化学工場など
にある重要な設備、橋やトンネルな
どのようなインフラ施設の重大な事
故は、経済的や人的な損失だけでなく、時には地球環境にも悪影響をもたら
します。本研究では、安全・安心で持続可能な社会発展や工業・農業生産に
貢献でき、様々な設備の健康診断を自動的に実施できるスマート設備診断
技術の確立を行っています。

社会安全・安心のための設備
診断技術

社会安全・安心のためにスマート設備診断システム

共生環境学科　生産環境システム学研究室
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助教　山下 光司
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准教授　森尾 吉成

キーワード
研究に必要な科目は、数学、情報学がベースになりま
すが、脳科学や心理学が気の利く行動の発現メカニ
ズムや効果を説明する上で非常に重要な科目だと感
じています。

気の利く行動は人を幸せにする！

開発した首振りカメラは、青と赤のカラー
マーカをつけた専用の服を着た人を見つけ
ると自動的に追跡を始め、人の姿勢や、旋
回したり、屈伸したり、腕を動かしたりする動
作を認識することによって、人の行動を理
解する機能を持ちます。開発したカメラを重
労働で困っている農家の畑に導入し、カメ
ラから40mまでの距離で、農作業をする人の位置と動作を自動的に追跡させ
ることに成功しました。

気の利く人は、人が気づかぬうちに行動を起こし、人を幸せにしますよね！　
気の利いた行動は、周りの人々が円滑に活動するための潤滑油の働きをしま
すので、仕事を早く楽しく行える環境をつくってくれます。また、時には、気の利
く行動によって、重大事故を未然に防いでくれる場合もあります。気の利く行
動は、社会にはなくてはならない存在ですが、最近少なくなっていると感じてい
ます。私たちの研究では、同じ空間や同じ仕事を一緒にする人々や、人と一緒
に動く機械やロボットが、気の利く行動を少しでも多く考えられるようにする気
づきを提供するために、ファインダーを覗けば気の利く行動を幾つか提案して
くれるカメラをつくることにしました。

首を上下左右に自分で振りながら人を追跡するカメラを開発しました！

作業をする人の姿勢や、旋回したり、屈伸したり、腕を動かす動作から作業
内容を理解して、作業する人が喜ぶ手助けを考える機能と、その手助けの内
容をカメラにしゃべらせる機能を開発中です。脳科学や心理学の知識も取り
入れながら、手助けされた人の反応も予測できる機能も開発したいと思ってい
ます。気の利く行動を考えるのは自由に設計できますので、挑戦しがいがあり
ます。楽しいです！

気の利く行動を提案できる人工知能を開発しています

気の利く行動を教えてくれる
カメラをつくる

上下左右に首を振るカメラ

農家の方の作業動作パターンの一例

共生環境学科　生物環境制御学研究室

教授　村上 克介

植物栽培実験では、露地で行えばその結
果は温湿度や日射、二酸化炭素濃度、土壌
水分などにより異なってきます。蛍光ランプの
実用化以降に実現した「人工環境制御装置
」では光やその他の条件を可能な限りそろえ
ることができ、自然環境では行えない高精度
な反復実験を行うことができます。また、人工
環境で均質な苗を栽培し、露地に定植する
野菜生産方式が普及しています。最近ではレタス、ベビーリーフなどの軟弱葉菜類
を主体に、最終収穫まで完全人工光で栽培する植物工場も運営されています（図
1）。変化が多い自然光に対して確実な環境を用意できるのが人工光栽培です。

人工光の発明

なぜ人工光で植物を栽培するか

エジソンによって白熱電球が発明されたのは1879年、電気の利用による
照明はそのときに始まりました。以来130余年、人類の歴史からいえばそう長
い期間ではありません。そのほぼ60年後蛍光ランプが、そしてその60年後に
はLEDが登場し、照明は進化してきました。

人間生活における照明と植物栽培における照明の違い
ヒトの目には明暗に対応する虹彩（絞り）があるため、広い範囲の明るさ（照度）に対

応して視覚情報を得ることができます。ヒトは光をもっぱら情報として利用しますが、植物
にとっては光は光合成に用いるエネルギー源が主です（情報としての利用もあります）。
したがって、人間が活動するのに必要な照度と、植物栽培に用いる照度は大きく異な
り、少なくとも居室内照度の10倍程度が必要になるのです。そこで、発光効率のよい光
源が特に必要になります。光の質からいうと、植物の光合成に使われる波長はほぼ人
間の視覚と同じなので、居室照明に使う光源を活用して植物を育てることができます。

我が国の得意とする技術を応用して
日本の得意とする、電機、機械、情報、計測、制御や省エネルギーなどの工業技

術を利用・活用すれば、植物栽培環境を制御することが可能です。時には研究室で
農業に適した計測装置をつくることもあります。ヒトと異なる植物生物の特徴も勉強
しておく必要があり、それを踏まえることで植物に適した人工環境が実現します。最近
ではウニの幼生や藻類の増殖など水産関係の光環境制御にも取り組んでいます。

共生環境学科　生物環境制御学研究室

人工光で植物栽培

図１　伊勢市にある植物工場「伊勢菜園」
（2012年度当研究室と共同研究を実施）
小橋電機株式会社田島ゆづる氏提供
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教授　鬼頭 孝治

研究に必要な科目
数学（論理的記述、説明に数学は欠かせません）、物理
（機械やセンサの理解に特に力学、電磁気学）、生物
（対象となる生物の特性を知らなくては機械もセンサ
をつくれません）、化学（センサに関して生物内のミク
ロの世界の解明に）、英語（国際化の時代ですから）

おいしい果実を見分け、重労働から解放するには

桃の熟度判定はセンサによる情報に基づいています。最近のセンサ技術
の発展は目覚ましいですが、人間の能力を上回るものもあればまだまだのもの
もあります。もちろん総合的にはその情報に基づき判断する頭脳の能力も重
要です。特に農業分野では屋外で使われるため、
目まぐるしく変化する
環境の影響を受けず
にかつ正確に、ここで
は色やにおいを測定
するセンサが必要とさ
れます。

果物の収穫作業は、ほとんどが人手によって行われています。その理由は
果実の熟度具合が個体ごとに異なることや、実のなる位置が空間に広く分
布しているため、稲刈りのように機械を使って一斉に収穫することが難しいか
らです。農家の人は長年の経験に基づき、一つひとつ熟度を判断しながら、ま
た高い木になる果実を苦労して収穫しています。このような人手に頼る収穫
では、品質にばらつきが生じてしまうことも間々あります。したがって、収穫作業
を機械化するためには熟度を判断する機能と果実を傷つけることなく収穫す
る機能が必要となります。

桃の熟度を色とにおいで判断し、傷つけずに収穫する
農家における収穫の段階で、熟度を判定し適熟な桃を傷つけずに収穫す

る、農作業者の助けとなる収穫装置の開発を行っています。対象とする果実
は桃で、品質のばらつきが大きく、かつ傷つきやすい果実の代表です。収穫装
置は人が手に持って使用する形状で、装置を桃に入れスイッチを押すと、セン
サによって熟度を計測し、適熟と判断すれば、機械が自動的に傷つけずに収
穫する装置を目指しています。このとき熟度を判断することは大変難しいので
すが、センサで色や大きさ、においを計測してそれらの情報から総合的に判断
しようとしています。そのために、実際に木になる桃からそれらの情報を測定し
て、熟度との関係を明らかにしています。また桃を傷つけずに収穫する機構
に、絞り開閉機構を採用し、その課題を探っています。

センサは自動化の要

桃収穫装置 桃の表面色の変化

おいしい果実を楽に収穫しよう

共生環境学科　エネルギー利用工学研究室

教授　王 秀崙

キーワード
数学、物理の知識が必要ですが、植物の基礎知識も
望ましい。

なぜ農産物のワラを利用するか？

農産物のワラに対し、下記
に示すように破砕、浸漬、離
解、成形、乾燥等一連のプロ
セスを経て水の中で繊維単
離化処理を行い、パルプをつくります。それからパルプを型に充填し、ホットプ
レス機を用いて圧縮と加熱を同時に行い、水分を取り除いて繊維同士を再
結合させて板状材料バイオボードを作製します。作製過程において添加剤や
接着剤等は一切使っていません。

有限な化石資源はいずれ枯渇し
ます。人類の持続的発展を実現す
るには、再生可能な生物資源の利
活用が必要不可欠です。生物資
源としての植物バイオマスは海の
中の海藻・海草から陸上の植物、
山の樹木まで無尽蔵です。食糧生
産過程において副産物としてのワラも立派な植物バイオマスですが、その多く
は廃棄され有効に利用されていません。本研究では農産物のワラを物理的に
離解処理し、繊維を単離させた後、水の中で再結合させて板材を作製します。

環境に優しい手法で開発

本研究の手法で作製したバイオボードの原材料は農産物の副産物でバイ
オマスです。ワラを機械パルプの製法でワラパルプにし、すべての成分を利用
します。しかも何の添加物も加えていません。したがって、作製したバイオボード
は純粋なバイオマスであり完全生分解可能なバイオマスマテリアルです。使
用後、燃料・堆肥等にも再利用できます。本研究で開発したバイオボードは将
来包装材や農業資材及び建築断熱材として利用することが期待されます。
バイオボードは材料として使用した後、大地に戻され自然に分解され、二酸化
炭素を発生しますが、新しい農産物に吸収されて炭素循環のサイクルに入り
ます。

再生可能な材料

農産物等のワラを再生可能
な材料に！

稲ワラを用いて作製したバイオボード

稲ワラ

共生環境学科　エネルギー利用工学研究室
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教授　鬼頭 孝治

研究に必要な科目
数学（論理的記述、説明に数学は欠かせません）、物理
（機械やセンサの理解に特に力学、電磁気学）、生物
（対象となる生物の特性を知らなくては機械もセンサ
をつくれません）、化学（センサに関して生物内のミク
ロの世界の解明に）、英語（国際化の時代ですから）

おいしい果実を見分け、重労働から解放するには

桃の熟度判定はセンサによる情報に基づいています。最近のセンサ技術
の発展は目覚ましいですが、人間の能力を上回るものもあればまだまだのもの
もあります。もちろん総合的にはその情報に基づき判断する頭脳の能力も重
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を機械化するためには熟度を判断する機能と果実を傷つけることなく収穫す
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る、農作業者の助けとなる収穫装置の開発を行っています。対象とする果実
は桃で、品質のばらつきが大きく、かつ傷つきやすい果実の代表です。収穫装
置は人が手に持って使用する形状で、装置を桃に入れスイッチを押すと、セン
サによって熟度を計測し、適熟と判断すれば、機械が自動的に傷つけずに収
穫する装置を目指しています。このとき熟度を判断することは大変難しいので
すが、センサで色や大きさ、においを計測してそれらの情報から総合的に判断
しようとしています。そのために、実際に木になる桃からそれらの情報を測定し
て、熟度との関係を明らかにしています。また桃を傷つけずに収穫する機構
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農産物のワラに対し、下記
に示すように破砕、浸漬、離
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離化処理を行い、パルプをつくります。それからパルプを型に充填し、ホットプ
レス機を用いて圧縮と加熱を同時に行い、水分を取り除いて繊維同士を再
結合させて板状材料バイオボードを作製します。作製過程において添加剤や
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ます。人類の持続的発展を実現す
るには、再生可能な生物資源の利
活用が必要不可欠です。生物資
源としての植物バイオマスは海の
中の海藻・海草から陸上の植物、
山の樹木まで無尽蔵です。食糧生
産過程において副産物としてのワラも立派な植物バイオマスですが、その多く
は廃棄され有効に利用されていません。本研究では農産物のワラを物理的に
離解処理し、繊維を単離させた後、水の中で再結合させて板材を作製します。

環境に優しい手法で開発

本研究の手法で作製したバイオボードの原材料は農産物の副産物でバイ
オマスです。ワラを機械パルプの製法でワラパルプにし、すべての成分を利用
します。しかも何の添加物も加えていません。したがって、作製したバイオボード
は純粋なバイオマスであり完全生分解可能なバイオマスマテリアルです。使
用後、燃料・堆肥等にも再利用できます。本研究で開発したバイオボードは将
来包装材や農業資材及び建築断熱材として利用することが期待されます。
バイオボードは材料として使用した後、大地に戻され自然に分解され、二酸化
炭素を発生しますが、新しい農産物に吸収されて炭素循環のサイクルに入り
ます。

再生可能な材料

農産物等のワラを再生可能
な材料に！

稲ワラを用いて作製したバイオボード
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共生環境学科　エネルギー利用工学研究室
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斜面が安定かどうか評価できる装置の開発
（SAAMシステム）

地盤の強度や排水性を向上できる装置の開発
（エコジオ工法）

教授　酒井 俊典

キーワード
数学、物理（力学）、地学、英語

運動場の土を見ると、雨の日と晴れの日で様相が違うことに気づくでしょう。
また、津市と沖縄の土は色も堅さも違います。これは、人が個人個人で性格が
違うのと同じで、土も場所や条件によって性格が大きく違っていて、地盤を形
づくっている土は世界に一つとして同じ性格ものは存在しません。

地盤の性格は千差万別

近い将来発生が予想されている南海トラフ巨大地震や、平成23年9月の
台風12号による紀伊半島災害のような、種々の自然災害によって発生する
地盤の病気に対する備えや適切な処置方法を考えることは、人が安心して快
適な生活をする上で必要です。研究室では、地盤のお医者さんとして、どうした
ら地盤の病気を見つけられるか、あるいはどういった方法で地盤の病気を処置
したらよいかについて研究を行っており、具体的には、斜面が崩れる理由やそ
の対策、軟弱な地盤を強くする方法などについて研究開発をしています。

地盤の病気を防ぐ手法や装置を開発しています

地盤災害は地盤の病気
地盤災害は地盤が弱ってきたり、予想外の力を受けたりすると崩れたり壊

れたります。これは人が体調を崩したり事故に遭ったりして病気やけがになる
のと同じです。人は病気になる前に検査をして処置すれば大事に至りません
が、地盤も大きな災害になる前に適切な検査や処置ができれば大きな災害に
なりません。お医者さんが患者さんを診て処置するのと同じように、性格が千
差万別の地盤が病気にならないように、あるいは病気になったときにどういっ
た処置をするのがよいかを考えることは、人が安全で快適な生活をするために
大変重要です。

地盤のお医者さんです

共生環境学科　土資源工学研究室

教授　春山 成子

キーワード
環境変動、完新世、自然地理学、地形学、開発と土地
利用問題

衛星画像から見るアジアは美しく、多様性に富んでいます。長い環境レンジ
と短い環境変化のレンジが凝縮されているのが見てとれます。アジア地域で
は土地被覆変化が激しく、環境変化への人間活動のインパクトが大きいので
す。これが海面変動とも関係しています（図１）。この地域で発生しているもの
は何か？どのような問題が発生しているのか？みずから考え、現地で検証し、問
題解決に向けた手法を見出すことにむけて研究を進めます。

宇宙から見る、考える、感じる

モンスーンの指標がアジアと異なるアフリカ地域の完新世の環境変動を
解明し、人間史から変動を考えていきます。

完新世の環境変動の解明

土地利用変化の社会へのインパクト評価
東南アジア地域の低地の自然環境変化と開発、土地利用変化の社会へ

のインパクト評価、並びに災害リスクのゾーニング手法の開発を行います。

モンスーンアジアの
環境を知る

図１　メコンデルタでは地球温暖化に関わり矢印の地域までが水没？

共生環境学科　応用地形学研究室
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斜面が安定かどうか評価できる装置の開発
（SAAMシステム）

地盤の強度や排水性を向上できる装置の開発
（エコジオ工法）

教授　酒井 俊典

キーワード
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運動場の土を見ると、雨の日と晴れの日で様相が違うことに気づくでしょう。
また、津市と沖縄の土は色も堅さも違います。これは、人が個人個人で性格が
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の対策、軟弱な地盤を強くする方法などについて研究開発をしています。

地盤の病気を防ぐ手法や装置を開発しています

地盤災害は地盤の病気
地盤災害は地盤が弱ってきたり、予想外の力を受けたりすると崩れたり壊

れたります。これは人が体調を崩したり事故に遭ったりして病気やけがになる
のと同じです。人は病気になる前に検査をして処置すれば大事に至りません
が、地盤も大きな災害になる前に適切な検査や処置ができれば大きな災害に
なりません。お医者さんが患者さんを診て処置するのと同じように、性格が千
差万別の地盤が病気にならないように、あるいは病気になったときにどういっ
た処置をするのがよいかを考えることは、人が安全で快適な生活をするために
大変重要です。

地盤のお医者さんです

共生環境学科　土資源工学研究室

教授　春山 成子

キーワード
環境変動、完新世、自然地理学、地形学、開発と土地
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衛星画像から見るアジアは美しく、多様性に富んでいます。長い環境レンジ
と短い環境変化のレンジが凝縮されているのが見てとれます。アジア地域で
は土地被覆変化が激しく、環境変化への人間活動のインパクトが大きいので
す。これが海面変動とも関係しています（図１）。この地域で発生しているもの
は何か？どのような問題が発生しているのか？みずから考え、現地で検証し、問
題解決に向けた手法を見出すことにむけて研究を進めます。

宇宙から見る、考える、感じる

モンスーンの指標がアジアと異なるアフリカ地域の完新世の環境変動を
解明し、人間史から変動を考えていきます。

完新世の環境変動の解明

土地利用変化の社会へのインパクト評価
東南アジア地域の低地の自然環境変化と開発、土地利用変化の社会へ

のインパクト評価、並びに災害リスクのゾーニング手法の開発を行います。
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共生環境学科　応用地形学研究室
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助教　近藤 雅秋

キーワード
数学（全般、特に微分積分）、理科全般、情報、体育、工
作などです。大学で勉強しなければならないことも
多いですが、基本となることは高校での学習だと思
います。それから、体育や工作を軽視する考えはなく
これらも重要だと思います。

水と一言で言っても、その範囲は広く、雨的なことや、動的なことや、質的な
ことがあり、対象とする場所も、湖沼・貯水池、水路・河川、内湾など様々です。
近年は生物的要素も考えなくてはなりません。植物動物の生き物をはぐくむ物
理環境について現象をひもとき理解することが重要です。近年のテーマの一
つは沼沢地環境および周辺環境です。

水と言っても

定量的に考える

沼沢地を含めその周辺には生物環境としての物理環境を解明する必要性
がある問題がたくさんあります。例えば、水生生物の環境です。また、地元の年
配の方に聞いてみると環境は随分変化したことがわかりました。これからも住
宅や道路などの建設で都市化の中にあるので、これに伴って問題も変わるこ
とでしょう。

諸行無常、これから…

沼沢内を測量し
て微地形図を作成
しました。GISデー
タ等を用いて沼沢
地周辺の地形や
地質を把握しまし
た。三角堰を設置
し測定を行って湧
水モデルを作成し
ました。都市化など
周辺環境が変化
すると湧水量がど
れくらい変化する
のか定量的に求め
てみました。

水環境を大切に

周辺地形の解析結果

共生環境学科　水資源工学研究室

教授　加治佐 隆光

キーワード
範囲は広いのが一番、数学、国語、英語、理科、社会

最近、私の研究室では、兵庫県の酸性水白濁の問題にキレート剤の混入
が有効ということを確かめました。三重県のため池は徹底してその底泥を乾燥
させ水質が改善する様子を調査しました。

手を加えて解決したい

皆さんの周りには、「大自然が一番」と言いながら、「ぬかるんだ道は嫌い」と
言う人はいませんか？「大雨の前にはカラにすべきだ、渇水の前にはもっと貯
めるべきだ、ダムなのだから」と言う人はいます（図１）。隅 ま々で稲を植えている
国もあれば、そうでない国もあります（図２）。私たちは、いろいろと複雑なことの
中で解決策を研究します。ですから、まずは総合的な考えができる学生の入学
を歓迎します。就職先は、総合性のある公共的なところを想定しています。

総合的な見方

手を加えないことも大切？
他に、徳島県では、水漏れを丁寧に点検すべき水路の区間と、放置できる

区間とを効率的に分けていく方法を提案しました。また、三重県では、温泉を
掘ったらだれかが困りそうな場所と、自由に掘ってよい場所とを区別していく方
法を提案しました。これらは大学院生の提案です。

図１　ダム（空きが大切か、貯水量優先か） 図２　研究水田（背景の水面に注目！）

これもまた水の研究

共生環境学科　水資源工学研究室
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助教　近藤 雅秋

キーワード
数学（全般、特に微分積分）、理科全般、情報、体育、工
作などです。大学で勉強しなければならないことも
多いですが、基本となることは高校での学習だと思
います。それから、体育や工作を軽視する考えはなく
これらも重要だと思います。
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諸行無常、これから…

沼沢内を測量し
て微地形図を作成
しました。GISデー
タ等を用いて沼沢
地周辺の地形や
地質を把握しまし
た。三角堰を設置
し測定を行って湧
水モデルを作成し
ました。都市化など
周辺環境が変化
すると湧水量がど
れくらい変化する
のか定量的に求め
てみました。

水環境を大切に

周辺地形の解析結果

共生環境学科　水資源工学研究室

教授　加治佐 隆光

キーワード
範囲は広いのが一番、数学、国語、英語、理科、社会
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教授　石黒 覚

研究に必要な科目
物理と関係が深い

人間社会と同じように構造物も高齢化が進行しています。社会基盤を構
成する橋、道路、鉄道、上下水道施設など、日本の高度成長期につくられた
多くのものが高齢化の時期を迎えています。また、農業基盤においてもダム、
頭首工、揚排水機械、水路など、農業用水を確保・配水する水利施設の多く
が高齢化しています。水路に至っては、約40万kmの延長があり、地球約10
周分にもなります。現在、主要な水利施設の状態を点検・診断し、必要に応じ
て補修・補強などの対策を行って寿命を延ばすことが求められています。

高齢化した構造物がふえている

サーモグラフィーでコンクリート水路を検査する

老朽化した構造物を一度に新しくつくりかえるためには多額の経費がかか
るため、必要に応じて構造物を補修・補強しながら寿命を延ばし、優先的なも
のから少しずつつくりかえる必要があります。非破壊検査は、構造物の健康診
断をするのに役立ちます。研究室では、開水路や管水路など、各種水路の診
断に有効な非破壊検査方法の構築を目指しています。

人間と同じように健康診断をして寿命を延ばすことが大切

非破壊検査には多くの方法があ
り、構造物を壊さずに内部の状況を診
断するのに使われます。サーモグラフ
ィー法も非破壊検査ではよく使われま
す。写真１は、摩耗した表面を補修し
たコンクリート開水路の状況、図１は、
その水路壁面のサーモグラフィーによ
る熱画像です。コンクリート内部に空
隙やはく離などがある場合、太陽の日
射を受けると表面温度に差が生じ、そ
の温度差をサーモグラフィーで測定し
て、内部の状況を検査します。熱画像
の赤い部分は周囲より温度が高い部
分を示しており、その内部に空隙やは
く離などの存在が推定されます。

写真１　水路は流水で摩耗する

図１　補修した壁面の熱画像の例

非破壊検査で構造物を
診断する

共生環境学科　環境施設工学研究室

教授　成岡 市

キーワード
あなたの想像をかき立てる科目すべてです。

動物の体内にいろいろ
な「管」があるように、土壌
の中にも似たような姿の管
（「管状孔隙」と呼びます）
があることが少しずつわか
ってきました。土壌構造を
「軟X線」という波長の長
い特殊な電磁波で透かし
てみると、土壌内部の立体構造だけでなく、水・ガス・溶質・土壌生物などの様子
が影絵のように見えてきたのです。この研究方法は、日本で開発されました。

土壌の中に血管があるって？

この研究は、次のような研究課題につながっています。
(1)「劣化土壌と不毛地の改善」：劣化した土壌や不毛地に対する土壌科学
的・農地工学的視点による改善方法を発想・考案しています。
(2)「農業農村整備」：農村地域で発生している農地工学的諸問題の解明、
農地・農村整備などに関する研究に取り組んでいます。
(3)「地域農産物の特産化」：土壌と作物の生育との関係に取り組んでいま
す。最近では、機能性トマトの特産化に取り組んでいます。
(4)「自然災害復旧技術」：自然災害発生後の農地
の復元・整備に取り組んでいます。
(5)「土壌汚染問題、耕作放棄農地の土壌劣化、沿岸域
環境の保全」：問題土壌（非常に特異な化学・物理・生物
性が存在するために容易に生産性の上がらない、あるいは
作物生育すら難しい土壌）に取り組んでいます。最近では、
酸性硫酸塩土壌、塩類土壌などの対策現場に出ていま
す。

これから

始めの一歩から今日まで30年間もかかっていますが、実はまだ十分に解明されていません
だって、動物の身体が全体的秩序が発揮されてこそ健康が保たれている

のと同様に、土壌も「土壌環境」という秩序があってこそ生き物を健康状態で
支えることができる…、でもその仕組みがよくわかっていないということですね。

土壌は生きもの
そこにあるのは血管？

水田土壌の軟X線影像。
黒い筋が土壌の中にある管です。
上が空方向で下が地下方向。
右下スケール長は10mm

畑土壌の軟X線影像。右下ス
ケール長は10mm

問題土壌（酸性硫酸塩土壌
の現場地表面、ブルネイ国）

共生環境学科　農地工学研究室
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教授　石黒 覚

研究に必要な科目
物理と関係が深い

人間社会と同じように構造物も高齢化が進行しています。社会基盤を構
成する橋、道路、鉄道、上下水道施設など、日本の高度成長期につくられた
多くのものが高齢化の時期を迎えています。また、農業基盤においてもダム、
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断するのに使われます。サーモグラフ
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共生環境学科　環境施設工学研究室

教授　成岡 市
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動物の体内にいろいろ
な「管」があるように、土壌
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があることが少しずつわか
ってきました。土壌構造を
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酸性硫酸塩土壌、塩類土壌などの対策現場に出ていま
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これから

始めの一歩から今日まで30年間もかかっていますが、実はまだ十分に解明されていません
だって、動物の身体が全体的秩序が発揮されてこそ健康が保たれている

のと同様に、土壌も「土壌環境」という秩序があってこそ生き物を健康状態で
支えることができる…、でもその仕組みがよくわかっていないということですね。

土壌は生きもの
そこにあるのは血管？

水田土壌の軟X線影像。
黒い筋が土壌の中にある管です。
上が空方向で下が地下方向。
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畑土壌の軟X線影像。右下ス
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教授　保世院 座狩屋

キーワード
数学「高校レベルの全て」、理科「物理、静力学、地学、
化学、生物」、英語

災害対策について、近年世界的に環境問題が注目されるようになり、建設
廃棄物をリサイクルするセメント複合材の研究が進んでいます。材質、強度、
経済性、環境への負荷などあらゆる面ですぐれた植生可能なポーラスセメント
複合材の開発とともに災害に耐え得る堤防やのり面保護「図１」の最先端
技術の開発を目的としています。

災害を防ぐために

私たちの研究グループは、発展途上国における堤防破壊や産業廃棄物の
再利用に関する調査研究を行い、環境に適した災害対策を検討しています。
今後、それぞれの国や地域に合った災害対策をサポートして、国際社会に貢
献できる研究を進めています。環境保全を考慮した災害対策はまだは発展途
上です。人々の暮らしの安全を求めて、日々新しい材料や技術の研究が欠か
せません。

技術は国境を超えて ～環境に適した対策～

一石三鳥 ～リサイクル材が、環境、経済、災害対策に大きな効果を発揮～
私たちが考案した植生可能なポーラスセメント複合材は、国内外の多くの

場所で有効利用されています。リサイクル材を使用するため環境に優しく、地
滑りに効果が高く、廃材を使うため経済的にも安価で、土砂災害対策に適し
ています。また、植生可能ですので、環境保全にも適しています。メッシュ、モル
タル、リサイクル材の３素材の相乗作用によって、引っ張り力を補い、表面の
土に摩擦力を与え、土砂災害に強い基盤をつくり上げます。

「災害対策・環境保全」
～地域からグローバルへ

図１　斜面の補強・のり面保護

共生環境学科　国際環境保全学研究室

石垣棚田景観の中のコンクリートの壁 石垣強度を測る模型実験

准教授　岡島 賢治

石垣を造る技と伝統を
まもる！

キーワード
物をつくる、評価するには「数学」、「物理」を使います
。そして、石を扱いますので、「地学」を知っていると
おもしろいです。また、地域の石組みは多様ですが伝
統や文化への理解が必要ですので、「歴史」の素養も
必要です。

石工職人はもうほとんどいない事実！

心のふるさとの風景を残したい

「石垣」は「壁」として、私たちの身の回りでよく目にするものです。しかし、
今、この石垣をつくることのできる職人「石工（いしく）」がほとんどいません。戦
後日本社会の土木技術は、大変進歩しました。しかしその中で、壁を作る技術
は「石垣」から「コンクリートの壁」へと移り、決まりとして「石のみ」で一般の道
路などの壁をつくることはできなくなりました。すると、石を組んで石垣をつくる
技術は必要ではなくなり、日本からどんどん石工がいなくなっていったのです。
すると、石垣の補修もコンクリートでされるようになってきました。

「石のみ」で作られた石垣は弱いのか？
「石のみでつくられた石垣」と「コンクリートの壁」はどちらが強いのでしょう

か？このような単純な疑問について、これまで実は真剣に取り組まれてきませ
んでした。「石垣」には長い歴史の中で幾つかの石の組み方が考案されてい
ます。そして、禁じ手とされる石の組み方もあります。そのような様々な石の組
み方や、禁じ手とされる石の組み方がコンクリートの壁と比べてどのくらい弱い
のでしょうか。これを明らかにすることで、もしかするとコンクリートより石垣のほ
うが実はよかったということもありえます。

「石垣」は、ひっそりとですが、いい風景だなと感じる場所の多くに存在して
います。それをつくる技術・伝統が失われつつありますが、未だ多くの人はその
危機に気づいていません。一度失われた技術・伝統はなかなか元に戻らない
のです。石垣をつくる技術が失われた後で、いい風景だなと感じる場所の変
化に気づいても手遅れです。「石垣」を残すためには、「石垣」をつくる技術を
伝承しなければなりません。「石垣」をつくる技術を残すためには、技術を持つ
「石工」が働ける仕事をつくる必要があります。「石垣」の持つ強さと美しさの
謎を解明し、もう一度「石垣」をつくる仕事をつくり出し、心のふるさとの風景を
守っていきたいと考えています。

共生環境学科　環境施設工学研究室
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教授　保世院 座狩屋

キーワード
数学「高校レベルの全て」、理科「物理、静力学、地学、
化学、生物」、英語

災害対策について、近年世界的に環境問題が注目されるようになり、建設
廃棄物をリサイクルするセメント複合材の研究が進んでいます。材質、強度、
経済性、環境への負荷などあらゆる面ですぐれた植生可能なポーラスセメント
複合材の開発とともに災害に耐え得る堤防やのり面保護「図１」の最先端
技術の開発を目的としています。

災害を防ぐために

私たちの研究グループは、発展途上国における堤防破壊や産業廃棄物の
再利用に関する調査研究を行い、環境に適した災害対策を検討しています。
今後、それぞれの国や地域に合った災害対策をサポートして、国際社会に貢
献できる研究を進めています。環境保全を考慮した災害対策はまだは発展途
上です。人々の暮らしの安全を求めて、日々新しい材料や技術の研究が欠か
せません。

技術は国境を超えて ～環境に適した対策～

一石三鳥 ～リサイクル材が、環境、経済、災害対策に大きな効果を発揮～
私たちが考案した植生可能なポーラスセメント複合材は、国内外の多くの

場所で有効利用されています。リサイクル材を使用するため環境に優しく、地
滑りに効果が高く、廃材を使うため経済的にも安価で、土砂災害対策に適し
ています。また、植生可能ですので、環境保全にも適しています。メッシュ、モル
タル、リサイクル材の３素材の相乗作用によって、引っ張り力を補い、表面の
土に摩擦力を与え、土砂災害に強い基盤をつくり上げます。

「災害対策・環境保全」
～地域からグローバルへ

図１　斜面の補強・のり面保護

共生環境学科　国際環境保全学研究室

石垣棚田景観の中のコンクリートの壁 石垣強度を測る模型実験

准教授　岡島 賢治

石垣を造る技と伝統を
まもる！

キーワード
物をつくる、評価するには「数学」、「物理」を使います
。そして、石を扱いますので、「地学」を知っていると
おもしろいです。また、地域の石組みは多様ですが伝
統や文化への理解が必要ですので、「歴史」の素養も
必要です。

石工職人はもうほとんどいない事実！

心のふるさとの風景を残したい

「石垣」は「壁」として、私たちの身の回りでよく目にするものです。しかし、
今、この石垣をつくることのできる職人「石工（いしく）」がほとんどいません。戦
後日本社会の土木技術は、大変進歩しました。しかしその中で、壁を作る技術
は「石垣」から「コンクリートの壁」へと移り、決まりとして「石のみ」で一般の道
路などの壁をつくることはできなくなりました。すると、石を組んで石垣をつくる
技術は必要ではなくなり、日本からどんどん石工がいなくなっていったのです。
すると、石垣の補修もコンクリートでされるようになってきました。

「石のみ」で作られた石垣は弱いのか？
「石のみでつくられた石垣」と「コンクリートの壁」はどちらが強いのでしょう

か？このような単純な疑問について、これまで実は真剣に取り組まれてきませ
んでした。「石垣」には長い歴史の中で幾つかの石の組み方が考案されてい
ます。そして、禁じ手とされる石の組み方もあります。そのような様々な石の組
み方や、禁じ手とされる石の組み方がコンクリートの壁と比べてどのくらい弱い
のでしょうか。これを明らかにすることで、もしかするとコンクリートより石垣のほ
うが実はよかったということもありえます。

「石垣」は、ひっそりとですが、いい風景だなと感じる場所の多くに存在して
います。それをつくる技術・伝統が失われつつありますが、未だ多くの人はその
危機に気づいていません。一度失われた技術・伝統はなかなか元に戻らない
のです。石垣をつくる技術が失われた後で、いい風景だなと感じる場所の変
化に気づいても手遅れです。「石垣」を残すためには、「石垣」をつくる技術を
伝承しなければなりません。「石垣」をつくる技術を残すためには、技術を持つ
「石工」が働ける仕事をつくる必要があります。「石垣」の持つ強さと美しさの
謎を解明し、もう一度「石垣」をつくる仕事をつくり出し、心のふるさとの風景を
守っていきたいと考えています。

共生環境学科　環境施設工学研究室
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講師　坂井 勝

土俵－大気－植物の物質循環

キーワード
自然現象を理解し予測するためには、理科（物理、生
物、化学）や数学（微分積分など）といった基礎的な科
目が大切です。

土と水と植物と

畑地の水分・地温計測

今後、地球温暖化の影響で降水量の増加や地温の上昇が予想され、土
壌と水と植物の関係は今までとは変わっていく可能性があり、その予測が大
事になっています。このような将来に対応するためにも、皆さんとともに土壌と
水と植物の関係をひもといていきたいと考えています。

土と水と植物とその将来

土は農作物などの生物生産の場に欠かせ
ない存在です。畑に限らなくても、街中や山林
の植物のほとんどが土に根を張って生えていま
す。雨が降って土壌に浸み込んだ水は、土壌
に蓄えられた後に植物たちの根に吸われ、葉っ
ぱから蒸散して大気中に戻っていきます。私た
ちが生活している周りで起こっている自然界の
水循環について、土壌と植物は大きな役割を
果たしていると言えます。このような水循環を解
明し、畑地における効率的で低環境負荷な水・
施肥管理を目指すために、土壌中の根の吸水メカニズムを明らかにします。

土壌の水循環と植物の役割

土の中において、植物の根はどの深さ
から水を吸っているのでしょう？単に土壌
水といっても、植物が使いやすい水と、土
に強く保持されて植物が使いづらい水が
あります。また植物も、より使いやすい水か
ら選択的に吸うといった報告や、深層で
吸い上げた水を地表面付近で吐き出すと
いった報告があります。私たちは畑地や、
現場を模擬した実験室内の実験におい
て、土壌水分量をモニターし、根の吸水現象を把握します。また、モデルを使っ
た数値シミュレーションにより、現象の解明や予測を試みています。

植物の根は土のどこから水を吸う？

共生環境学科　土壌圏循環学研究室

教授　取出 伸夫

キーワード
土壌汚染、シミュレーション、窒素・炭素循環、セシウ
ム汚染

土壌汚染を科学する

人類は大地の恩恵を受けながら、持続的に土壌を利用してきました。人間
の出す廃棄物も、土壌の持つ緩衝作用で受け止めながら物質循環に組み込
まれてきました。しかし、土壌の許容範囲を超える廃棄物の投入や、自然界に
普通には存在しない放射性物質は、今までの人類の歴史では見られなかった
様々な土壌汚染を引き起こしています。

変化を和らげる緩衝作用と土壌汚染

地表面付近では、水分が浸潤や蒸発などにより、いろいろな方向に流れて
います。この土壌水分の流れと、水分に溶解している化学物質の移動を研究
してきました。化学物質の多くは土壌に吸着され、土壌の持つ様々な緩衝作
用により濃度変化は和らげられます。また、化学物質は、土壌の空気中をガス
態としても移動します。たとえば、土壌に投入された有機物は、分解されて無
機化され、二酸化炭素は光合成により、また窒素成分は再び栄養成分として
植物に再び取り込まれます。この土壌中の窒素・炭素循環をモデル化し、水
分流れの移動シミュレーションに組み込むことにより、過剰な有機物投入によ
る地下水の硝酸汚染の予測に取り組んでいます。

有機物分解による土壌中の窒素・炭素循環と地下水の硝酸汚染

土壌中の化学物質移動の研究は、福島における土壌中のセシウム移動
の予測にも応用されています。土壌汚染という負の遺産を減らすために、より
精度の高い汚染物質の移動予測を目指すことが使命だと考えています。

土壌中のセシウム移動

共生環境学科　土壌圏循環学研究室
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講師　坂井 勝

土俵－大気－植物の物質循環

キーワード
自然現象を理解し予測するためには、理科（物理、生
物、化学）や数学（微分積分など）といった基礎的な科
目が大切です。

土と水と植物と

畑地の水分・地温計測

今後、地球温暖化の影響で降水量の増加や地温の上昇が予想され、土
壌と水と植物の関係は今までとは変わっていく可能性があり、その予測が大
事になっています。このような将来に対応するためにも、皆さんとともに土壌と
水と植物の関係をひもといていきたいと考えています。

土と水と植物とその将来

土は農作物などの生物生産の場に欠かせ
ない存在です。畑に限らなくても、街中や山林
の植物のほとんどが土に根を張って生えていま
す。雨が降って土壌に浸み込んだ水は、土壌
に蓄えられた後に植物たちの根に吸われ、葉っ
ぱから蒸散して大気中に戻っていきます。私た
ちが生活している周りで起こっている自然界の
水循環について、土壌と植物は大きな役割を
果たしていると言えます。このような水循環を解
明し、畑地における効率的で低環境負荷な水・
施肥管理を目指すために、土壌中の根の吸水メカニズムを明らかにします。

土壌の水循環と植物の役割

土の中において、植物の根はどの深さ
から水を吸っているのでしょう？単に土壌
水といっても、植物が使いやすい水と、土
に強く保持されて植物が使いづらい水が
あります。また植物も、より使いやすい水か
ら選択的に吸うといった報告や、深層で
吸い上げた水を地表面付近で吐き出すと
いった報告があります。私たちは畑地や、
現場を模擬した実験室内の実験におい
て、土壌水分量をモニターし、根の吸水現象を把握します。また、モデルを使っ
た数値シミュレーションにより、現象の解明や予測を試みています。

植物の根は土のどこから水を吸う？

共生環境学科　土壌圏循環学研究室

教授　取出 伸夫

キーワード
土壌汚染、シミュレーション、窒素・炭素循環、セシウ
ム汚染

土壌汚染を科学する

人類は大地の恩恵を受けながら、持続的に土壌を利用してきました。人間
の出す廃棄物も、土壌の持つ緩衝作用で受け止めながら物質循環に組み込
まれてきました。しかし、土壌の許容範囲を超える廃棄物の投入や、自然界に
普通には存在しない放射性物質は、今までの人類の歴史では見られなかった
様々な土壌汚染を引き起こしています。

変化を和らげる緩衝作用と土壌汚染

地表面付近では、水分が浸潤や蒸発などにより、いろいろな方向に流れて
います。この土壌水分の流れと、水分に溶解している化学物質の移動を研究
してきました。化学物質の多くは土壌に吸着され、土壌の持つ様々な緩衝作
用により濃度変化は和らげられます。また、化学物質は、土壌の空気中をガス
態としても移動します。たとえば、土壌に投入された有機物は、分解されて無
機化され、二酸化炭素は光合成により、また窒素成分は再び栄養成分として
植物に再び取り込まれます。この土壌中の窒素・炭素循環をモデル化し、水
分流れの移動シミュレーションに組み込むことにより、過剰な有機物投入によ
る地下水の硝酸汚染の予測に取り組んでいます。

有機物分解による土壌中の窒素・炭素循環と地下水の硝酸汚染

土壌中の化学物質移動の研究は、福島における土壌中のセシウム移動
の予測にも応用されています。土壌汚染という負の遺産を減らすために、より
精度の高い汚染物質の移動予測を目指すことが使命だと考えています。

土壌中のセシウム移動

共生環境学科　土壌圏循環学研究室
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生物圏生命化学科生物圏生命化学科
准教授　飯島 慈裕

キーワード
基礎学問にプラスして、人の話を聞くこと、人にわか
りやすく伝えること、学問（知りたい、伝えたいと思う
知的欲求）の壁を作らないことが大切です。

地球の将来を広い視野で
考えよう

図１　シベリアでの現地調査時の議論の様子

皆さんが育ってきた時代、地球はどうもおかしくなってきたと騒がれていま
す。それは人間が地球規模で環境を変えていると自覚しながらも、豊かな生活
は変えたくないと思うまま時代が過ぎてきたことと重なっています。今から30年
後、皆さんの子・孫の世代の地球を想像できますか？北極海の氷が夏に解け
きる、冬に雪が積もらず、強烈な嵐、逆にひどい干ばつがくるかもしれない世界
で、人はどう暮らしていけるでしょう？その環境変化にどう説得力を持って対応
できるでしょう？

地球、そして私たちの30年後を想像しよう

三重大学のある津にゆかりの戦国武将・藤堂高虎は、『大事は小事、小事
は大事なり』との言葉を残しています。大変なことが起きると、皆こぞって対策
や智恵を出し合って一生懸命解決しようとします。しかし、地球の環境変化は
忍び寄るように徐々に深刻さを増す一方、切迫した関心事とはなりにくい大問
題です。これに先回りして対処していくには、今まさに困難に直面している地
域的な事態の数々から学び、その対応の有効性を広い視野で考えることがキ
モです。日本を含むアジアは、熱帯から北極域までの気候帯に多様な生態系
が広がり、様々な環境変化に直面しています。その一つ一つに真剣に向き合
うには、地球科学の知識を貪欲に取り入れて現象を多面的に理解しつつ、さ
らに社会に働きかけていく姿勢が大切です。

小事は、本当の大事

私は、ユーラシア各地でこ
の20年あまりに深刻化してき
た環境変化を、気候学・生態
学・地形学などの自然科学を
軸に、文化人類学・農業経済
学・医学などの社会科学的分
野と協働して、現地の研究者
や住民を巻き込んだ『超学際』
の枠組みで考えています。
決まった方法論はない、全く新しい「地球の学」です。それに挑戦する将来の
当事者である皆さんの力にとても期待しています。

超学際ってどうするの？

共生環境学科　フューチャー・アース学研究室
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生物圏生命化学科生物圏生命化学科
准教授　飯島 慈裕

キーワード
基礎学問にプラスして、人の話を聞くこと、人にわか
りやすく伝えること、学問（知りたい、伝えたいと思う
知的欲求）の壁を作らないことが大切です。

地球の将来を広い視野で
考えよう

図１　シベリアでの現地調査時の議論の様子

皆さんが育ってきた時代、地球はどうもおかしくなってきたと騒がれていま
す。それは人間が地球規模で環境を変えていると自覚しながらも、豊かな生活
は変えたくないと思うまま時代が過ぎてきたことと重なっています。今から30年
後、皆さんの子・孫の世代の地球を想像できますか？北極海の氷が夏に解け
きる、冬に雪が積もらず、強烈な嵐、逆にひどい干ばつがくるかもしれない世界
で、人はどう暮らしていけるでしょう？その環境変化にどう説得力を持って対応
できるでしょう？

地球、そして私たちの30年後を想像しよう

三重大学のある津にゆかりの戦国武将・藤堂高虎は、『大事は小事、小事
は大事なり』との言葉を残しています。大変なことが起きると、皆こぞって対策
や智恵を出し合って一生懸命解決しようとします。しかし、地球の環境変化は
忍び寄るように徐々に深刻さを増す一方、切迫した関心事とはなりにくい大問
題です。これに先回りして対処していくには、今まさに困難に直面している地
域的な事態の数々から学び、その対応の有効性を広い視野で考えることがキ
モです。日本を含むアジアは、熱帯から北極域までの気候帯に多様な生態系
が広がり、様々な環境変化に直面しています。その一つ一つに真剣に向き合
うには、地球科学の知識を貪欲に取り入れて現象を多面的に理解しつつ、さ
らに社会に働きかけていく姿勢が大切です。

小事は、本当の大事

私は、ユーラシア各地でこ
の20年あまりに深刻化してき
た環境変化を、気候学・生態
学・地形学などの自然科学を
軸に、文化人類学・農業経済
学・医学などの社会科学的分
野と協働して、現地の研究者
や住民を巻き込んだ『超学際』
の枠組みで考えています。
決まった方法論はない、全く新しい「地球の学」です。それに挑戦する将来の
当事者である皆さんの力にとても期待しています。

超学際ってどうするの？

共生環境学科　フューチャー・アース学研究室
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教授　奥村 克純

キ－ワード
動物細胞、遺伝子、食品機能、エピゲノム・エピジェネ
ティクス、生活習慣病
農芸化学、生物化学、分子細胞生物学、分子生命科学

生物圏生命化学科　分子細胞生物学研究室

私たちの基本単位は細胞ですが、どの細胞もDNAの配列は同じです。では、
なぜ私たちは同じ細胞のかたまりではなく、皮膚や心臓、肝臓などの細胞がある
のでしょうか？それは、細胞によって遺伝子のスイッチのON/OFFが異なるからで
す。DNA配列は同じでもメチル化という修飾を受けると遺伝子がOFFになりま
す。このような修飾をエピゲノムといい、その制御メカニズムを研究する分野をエ
ピジェネティクスといいます。私たちの個々の細胞はこのエピゲノム状態がうまく
保たれていますが、これが変化したり、おかしくなったりするとどうなるのでしょうか？

ヒトのどの細胞も遺伝子は同じ。では、なぜ様々な細胞があるのか？

葉酸などのビタミンやメチオニン(アミノ酸)が不足するとDNAの低メチル化が
起こり、「栄養因子の欠乏」→「エピゲノム異常」→「がんなどの生活習慣病」と
いう流れが起こる可能性があります。私たちの研究グループはこのようなエピジェ
ネティクスと生活習慣病、さらに広い視野で環境因子や天然資源由来の機能
性物質とエピジェネティクスについて研究を展開しようとしています。

アンバランスな食生活がDNAを傷つけ、生活習慣病に至る！？

DNAが低メチル化状態になるとDNA損傷を誘発する！

遺伝子のスイッチON/OFFと
エピジェネティクス

私たちは、DNAが低メチル化状態にな
ると遺伝子がONになるだけでなく、DNA
が切断されることを発見しました。現在そ
の分子メカニズムを遺伝子ノックダウン法
やDNA１分子上のDNA複製の様子を蛍
光顕微鏡下に可視化する独自技術など
によって明らかにしようとしています（図１、
図２）。DNAが切断されると修復されます
が、それが追いつかないと染色体異常や
様々な遺伝子のON/OFFの異常、さらに
は細胞が機能異常を起こすことになりま
す。すなわち、「DNAのエピゲノム異常」
→「DNA損傷」→「染色体・遺伝子の
ON/OFF異常」→「細胞の機能異常」
→「疾患(病気)」に至ることになります。

図２　分子コーミングによる複製フォークの
DNA１分子可視化解析

図１　ビジュアルにひもとく細胞核内の世界
(研究成果が表紙に掲載)

生物圏生命化学科

多様な生物の代謝・物質・機能を解析することを通して生命化学
の分野における幅広い知識と応用力を有する人材を育成することに
より、人類の健康増進及び農・水産業の発展に貢献することを目指
しています。

地球上に生息する多様な生物に関する生理機能、および生物が
産生する有用物質の構造と機能に関する化学を中心に、食品分
野、環境・エネルギー分野、医療分野および生物工学分野などに寄
与するバイオサイエンスとバイオテクノロジーについて総合的に学ぶ
ことができます。

生命機能化学教育コース

多様な海洋生物の生命機能の基礎的性質を化学的に明らかに
し、医薬品・食品・香粧品などの原料となる海洋生物資源の有効利
用に寄与するバイオサイエンスとバイオテクノロジーについて総合的
に学ぶことができます。

キーワード
応用生命化学、海洋生命化学、微生物学、生物機能化学、
食品・生物工学

海洋生命分子化学教育コース
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教授　奥村 克純

キ－ワード
動物細胞、遺伝子、食品機能、エピゲノム・エピジェネ
ティクス、生活習慣病
農芸化学、生物化学、分子細胞生物学、分子生命科学

生物圏生命化学科　分子細胞生物学研究室
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多様な生物の代謝・物質・機能を解析することを通して生命化学
の分野における幅広い知識と応用力を有する人材を育成することに
より、人類の健康増進及び農・水産業の発展に貢献することを目指
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地球上に生息する多様な生物に関する生理機能、および生物が
産生する有用物質の構造と機能に関する化学を中心に、食品分
野、環境・エネルギー分野、医療分野および生物工学分野などに寄
与するバイオサイエンスとバイオテクノロジーについて総合的に学ぶ
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生命機能化学教育コース

多様な海洋生物の生命機能の基礎的性質を化学的に明らかに
し、医薬品・食品・香粧品などの原料となる海洋生物資源の有効利
用に寄与するバイオサイエンスとバイオテクノロジーについて総合的
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キーワード
応用生命化学、海洋生命化学、微生物学、生物機能化学、
食品・生物工学

海洋生命分子化学教育コース

74 75



助教　緒方 進

「ビタミン」と聞いて、皆さんは何を思い浮かべますか。おそらく「体に良い」というイメー
ジはお持ちでしょうか。しかし、具体的にどんな働きを持っているのかはご存じでしょうか。
ビタミンは、私たちにとって「栄養素」の一つです。つまり、私たちは、糖質、脂質、タ

ンパク質、そしてミネラルと同様、これらを「食物」として摂取しなければ生きていくことは
できません。また、ビタミンが不足すると「欠乏症」になります。その原因が明らかでなか
った、ほんの100年前までは、不幸なことに多くの死者も出ました。その後の食糧事情
の改善や、栄養学への理解が深まると、多くの欠乏症は、現代社会ではほとんど認め
られなくなりました。

ただ、どのような分子機構により、ビタミン不足が欠乏症に至るのか、いまだ不明な点
は多く、まだまだ未知の作用を秘めていることが、近年の研究で明らかになりつつありま
す。さらに栄養素として必要な量以上を摂取した場合、本来の役割（生理作用）とは異な
った機能（薬理作用）を発揮するビタミンもあり、その点についても注目を浴びています。

ビタミンとは？

ビタミンは、溶媒に対する溶けやすさから、「水溶性ビタミン」と「脂溶性ビタミン」に
分類されます。さらに水溶性ビタミンには、大まかにビタミンB群と、ビタミンCがあります。
特に対象としている、ニコチン酸とニコチンアミドは、ビタミンB群の一つです。こ

れらはタバコに含まれる「ニコチン」と名前は似ていますが、生理物質としては全くの
別物です。具体的にニコチン酸とニコチンアミドは体の中でニコチンアミドアデニン
ジヌクレオチド(NAD)になります。動物はもちろんのこと、微生物に至るまで、すべて
の生物では、このNADを酸化還元反応の原動力（補酵素）として利用してエネルギ
ー分子（ATP）をつくり出します。すなわち、NADは私たちの生命活動には不可欠な
因子なのです。さらに、このNADは、幾つかの酵素の材料（基質）としても利用され、
その中には、遺伝子発現の制御、染色体構造の安定性や、さらに老化の制御にか
かわるものもあります。このようなビタミンの作用のより深い理解と、健康増進のため
の有効利用を目的とした研究を展開しています。

水溶性ビタミンの一つ、ニコチン酸、ニコチンアミドをターゲットに

私たちにとって「食べること」は生命活動の維持のためには必須なことで
す。その日常的な行動の中から、ビタミン、さらにその他の食物に含まれる様々
な因子が健康増進につながることを、より科学的に検証し、有効利用すること
を目指しています。

ビタミンを初めとする食物に含まれる様々な因子の有効利用

ビタミンの底力

生物圏生命化学科　分子細胞生物学研究室

元気で活発な状態を「熱気」と表わ
し、また死を「冷たくなる」と表すように、
熱は生命のシンボルです。
ヒトは約100Wの発熱体で、これ

は数台のノートパソコンを動かすエネ
ルギーに相当します。他方、微生物
は、「体重」を揃えて比べると、ヒトの
何十倍も発熱します。その熱を測定
すれば、微生物の増殖過程を自動的
に正確に測定できます。

微生物は“熱い”

教授　田中 晶善

“熱”を目印に生命現象を測る

キーワード
化学、物理、エネルギー、微生物、食品、土壌、タンパ
ク質

キ－ワード
ビタミン、栄養学、生化学、食物、健康

“熱”は生きている証

食品中の微生物増殖（腐敗や発酵）
は発熱シグナルとして測定できます。
右の図は、種々の食品の腐敗に伴

う発熱を測定したものです。魚介類は
「足が速い」（腐敗しやすい）ことが容
易にわかります。このような測定を、温
度を変えたり、防腐剤を加えたりして測
定すれば、食品の管理に役立つデー
タを得ることができます。化粧品や薬
品の製造など微生物の混入が許されない現場で役立つデータも得られます。

腐敗過程の測定

腐敗過程の測定

土壌中には膨大な数と種類の微生物が存在し、生物圏の物質循環を支
えていますが、その９９％以上は実態が分かっていません。しかし、土壌微生物
がどのような栄養分を好んで分解するのか、分解に伴う発熱を詳しく測定すれ
ば、実態が分からない微生物もひとまとめにしてその特徴を調べることができ
ます。このようなデータの集積により、土壌環境の分析に応用することが期待
できます。
このほか、一匹の蚊が飛ぶエネルギーを測定できるほど敏感な熱量計を使

うと、タンパク質分子の構造が形成されたり壊れたりするときに出入りする熱を
測定できます。その分析から、タンパク質分子の構造がどのように保持されて
いるかを理解することも可能です。

土壌環境の分析やタンパク質分子の研究にも

生物圏生命化学科　分子生物情報学研究室
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助教　緒方 進
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ジはお持ちでしょうか。しかし、具体的にどんな働きを持っているのかはご存じでしょうか。
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キーワード
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キ－ワード
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ば、実態が分からない微生物もひとまとめにしてその特徴を調べることができ
ます。このようなデータの集積により、土壌環境の分析に応用することが期待
できます。
このほか、一匹の蚊が飛ぶエネルギーを測定できるほど敏感な熱量計を使

うと、タンパク質分子の構造が形成されたり壊れたりするときに出入りする熱を
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生物圏生命化学科　分子生物情報学研究室
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教授　稲垣 穣

キ－ワード
生物の営みを分子の営みとしてとらえる研究方法を
取ることから、化学（有機化学・分析化学）、そして、物
理（熱力学）、数学（関数）の総合的な力が必要です。

φX174ファージは、ウイルスの中で
最も小さい正二十面体型ウイルスで
す。正20面体の12カ所の頂点には、
2種類のタンパク質（GとH）できたス
パイク突起があり、このスパイクで大
腸菌表面に刺さり遺伝子を注入して
感染しますが、詳しくは不明のままで
す。

小さなウイルスでもまだ謎ばかり

生き物を部品に分解して試験管の中で確かめる

ファージはまず、スパイクで大腸菌の表面に結合します。そしてタンパク質が
糖鎖に強く結合することから大腸菌にめり込んでいき、そこでスパイクが開い
て遺伝子が飛び出すと考えられます。本当にそうなのか？を確かめるためには、
これからたくさんの部品をつくって実験を積み重ねていく必要があるでしょう。そ
して最後には、その部品を再び集めてもとに戻してみたいと思います。

ウイルスの感染メカニズムを追求する

ファージの感染の仕組みを
研究しています

スパイクを構成している2種類のタ
ンパク質を遺伝子組み換えの手法で
つくり、大腸菌の表面を覆っている糖
鎖を純粋に取り出して、それらが本当
に結合するか？を一つひとつ試験管
の中で確かめました。その結果、確か
にタンパク質がリポ多糖と結合し、一
つのタンパク質は、他のタンパク質よ
りも100倍強く大腸菌の糖鎖と結合
することがわかりました。

ファージと糖鎖が結合する！

大腸菌の生えた寒天培地にできたプラーク

生物圏生命化学科　生理活性化学研究室

助教　三宅 英雄

キ－ワード
ゲノム、DNA、RNA、タンパク質、微生物を対象

関連教科
化学、生物、物理、数学

バイオマスは、生物由来の有機資源であり、生命と太陽エネルギーがある
限り持続的に再生可能な資源です。さらにバイオマスには、大気中のCO2を
増加させない「カーボンニュートラル」と呼ばれる特性があります。化石燃料や
化成品の原料をバイオマスから生産された燃料や物質に代替することによ
り、地球温暖化を引き起こすCO2の排出削減に貢献することができます。

バイオマスの利用とカーボンニュートラル

スーパー微生物をつくる！

バイオマスの分解やブタノールをつくには様々な酵素が関与しています。こ
れらは非常によくできた機械のようなものであり、その大きさは10億分の1メー
トル（ナノメートル）という非常に小さなサイズです。ナノレベルのサイズの研究
を通じてエネルギー問題や環境問題に取り組んでみませんか？

ナノレベルの世界から酵素の仕組みを探る

バイオマスから
液体燃料をつくる！

これまでイネやサ
トウキビなどの非食
用部を分解すること
ができるクロストリジ
ウム・セルロボラン
スの研究を行ってき
ました。この菌は「セ
ルロソーム」と呼ば
れる酵素複合体を
菌の表面につくるこ
とでバイオマスをグ
ルコースのような糖に効率よく分解することがわかりました。一方、クロストリジ
ウム・ベイジェリンキは、糖を代謝してガソリンと同じくらいのエネルギーを持つ
「ブタノール」をつくることができますが、バイオマスを分解して糖にすることはで
きません。そこで、クロストリジウム・セルロボランスのセルロソームをクロストリジ
ウム・ベイジェリンキに組み込むことで、未利用のバイオマスから直接ブタノー
ルをつくることができるスーパー微生物をつくっています。

スーパー微生物の創製

生物圏生命化学科　分子生物情報学研究室
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教授　稲垣 穣

キ－ワード
生物の営みを分子の営みとしてとらえる研究方法を
取ることから、化学（有機化学・分析化学）、そして、物
理（熱力学）、数学（関数）の総合的な力が必要です。
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にタンパク質がリポ多糖と結合し、一
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バイオマスの分解やブタノールをつくには様々な酵素が関与しています。こ
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トル（ナノメートル）という非常に小さなサイズです。ナノレベルのサイズの研究
を通じてエネルギー問題や環境問題に取り組んでみませんか？

ナノレベルの世界から酵素の仕組みを探る

バイオマスから
液体燃料をつくる！

これまでイネやサ
トウキビなどの非食
用部を分解すること
ができるクロストリジ
ウム・セルロボラン
スの研究を行ってき
ました。この菌は「セ
ルロソーム」と呼ば
れる酵素複合体を
菌の表面につくるこ
とでバイオマスをグ
ルコースのような糖に効率よく分解することがわかりました。一方、クロストリジ
ウム・ベイジェリンキは、糖を代謝してガソリンと同じくらいのエネルギーを持つ
「ブタノール」をつくることができますが、バイオマスを分解して糖にすることはで
きません。そこで、クロストリジウム・セルロボランスのセルロソームをクロストリジ
ウム・ベイジェリンキに組み込むことで、未利用のバイオマスから直接ブタノー
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准教授　増田 裕一

キ－ワード
薬、ペプチド、有機化学、生化学、計算化学

研究に必要な科目
化学、生物、物理、英語

薬の「形（立体構造）」に着目

将来的には、アミノ酸の組み合わせを変えるだけで環状ペプチドの形を自
在にコントロールする方法を確立し、創薬に役立てたいと考えています。自分
で分子を設計・合成し、その効果を試してみて、薬を創っていく楽しさを共有で
きたらと考えています。

薬の「形」を自在にコントロールしたい

私は、薬の分子として「環状ペ
プチド」に注目しています。アミノ
酸がつながったものが「ペプチド」
で、ペプチドの端と端がつながっ
て輪になったものが「環状ペプチ
ド」です。環状ペプチドは骨格が
柔軟であり、多様な「形（立体構
造）」をとることができるので、薬と
しての応用が期待されています。
しかし、骨格が柔軟であるが故に、望み通りの形に分子を設計することがとて
も難しいのです。私は、X線結晶構造解析、核磁気共鳴、計算化学などの手
法を用いて、環状ペプチドの正確な形を解明し、薬の分子設計に応用する研
究を行っています。設計通りの形になっているのか、有機合成して実際の形を
調べるとともに、薬の効果を検証して、環状ペプチドの形を最適化していきま
す。

薬はなぜ効くのか？
薬の分子が体の中のタンパク

質にはまり込むと、薬の効果のス
イッチが入ります。この「薬とタン
パク質」の関係は、「鍵と鍵穴」に
例えられます。良い薬を創るには、
鍵穴（タンパク質）に対し、うまく
当てはまる鍵（薬）を作ることが重
要です。

薬の「形」を創る

生物圏生命化学科　創薬化学研究室

准教授　勝崎 裕隆

キ－ワード
化学分析、食品、健康、化学（有機化合物）

中国のとても古い書物に、ゴマは体によいと
されています。しかし、その科学的証拠となると、
ここ数年の研究の成果です。まだまだ未知な部
分が多いです。ゴマ以外の食品に関しても同
様です。科学的根拠に基づく食品の健康を追
求します。

なぜゴマは体によいのか

こういった機能が、食と健康維持を科学的に
サポートしていくことに期待できます。
さらに高度な化学分析を駆使して、皆さんと

一緒に食や生物の神秘を解明、応用していき
たいと考えています。

化学の力でゴマ以外の成分の神秘を探る

ゴマの成分を精製し、高度な機器による化学
分析を行ってきました。その結果、ゴマの成分に
も体に入ってから体によいことをするためのやる
気スイッチがあることがわかりました。さらに、こ
のスイッチを入れるのにも、化学構造に基づくタ
イマーがあることもわかりました。これらは１成分
ではなく多くの成分がゴマには含まれています。
１回の食事で、これら成分が複雑に絡み合って
あらゆる時間において効くというスイッチを入れ
るため、ゴマは人の健康を維持することが可能
だと考えています。

ゴマの神秘な機能持つ化学成分を明らかに

健康へのゴマの神秘
開けゴマ

研究の過程のイメージ

生物圏生命化学科　生物機能化学研究室

図１　薬がタンパク質にはまり込むことが、薬効のきっか
けとなる

図２　環状ペプチドの実際の「形」を見ることが重要
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教授　寺西 克倫

キ－ワード
生命の仕組みを分子レベルで研究するため、化学、
生物、生化学などの基礎的な学問の知識が必要で
す。

地球上の自ら光をつくる生物種は、想像を超えるほど多く存在します。動物
では2000種以上、その他細菌やキノコにも多くの発光種が存在します。現
在知られている限りでは、生物の光は化学反応によってつくられることが知ら
れていますが、そのメカニズムは数種類の生物に関してのみ解明されており、
ほとんどは謎に包まれています。
一方、これまで解明された光る原理は、医学、薬学などの生命科学の先端

技術に応用されています。また、宇宙開発にも使われています。
現在の多くの科学研究によっても解明できない生物の発光現象とその応

用は、未来の科学をつくる重要なテーマです。

生物の光は華麗、でも不思議だらけ

生物の発光の仕組みを分子レベルで探求する

ボイルの法則の発見者であるロバート・ボイル(1627-91年)、雷が電気で
あることを発見したベンジャミン・フランクリン(1706-90年)も生物の発光に関
する研究を行いました。今日までの100年ほどの分子化学の歴史において生
物の発光の研究は進みましたが、多くは未解明であり、新しい研究の発想が
要求されています。若い皆さんの発想力と創造力で歴史に名を残す偉大な研
究をしてください。

発光研究の歴史に名を残す

これまでクラゲ、ホタルイカの発光の仕
組みを研究してきました。また、それらの発
光原理を用いた人工的な発光分子システ
ムをつくり、これまでの方法では目で見るこ
とができなかった生命現象を可視化イメー
ジングできる技術を開発してきました。

仕組みが解明されていない一つに菌類
（キノコ）の発光があります。現在は、華麗
に輝く菌類（写真）に心が引かれ、この仕
組みの解明に取り組んでいます。

研究材料の光るキノコ

生物の“光”を探求する

生物圏生命化学科　生物制御生化学研究室

代謝物の解析は様々な食品の分析や加工プロセスの解析などにも使わる
汎用技術であり、卒業後は食品、バイオ関連企業での品質管理や商品開発
分野での活躍が期待されます。一方で、生物の代謝物情報から育成条件や
輸送過程を類推することも商品の品質維持等には有効であり、そのためには
代謝の機構を理解するセンスを養うことも重要です。我々の周りには色んな
生物現象があって、それらは代謝物のやり取りによって成立していることも結
構あります。真面目にやることは当然ですが、面白おかしく頑張りましょう。

新規の代謝産物の同定とその機能と利用法の開発

准教授　岡咲 洋三

生物が作る多様な代謝
産物とその役割を調べる

大学の有機化学の講義では
様々な物質の物性や分離技術
を習うことになります。私のところ
ではそのような技術を使って、植
物の体内に蓄積する代謝物の
分析を行ってきました。その研究
の過程で、栄養素の一種である
リンが不足した際に蓄積する新
規の代謝物（GlcADG）を同定しました（図２）。この脂質にはリン欠乏ストレス
を緩和する機能があることが分かりましたので、今後はこの脂質を利用して植
物のストレス抵抗機構の改良を進めたいと考えております。

図1

我 ヒ々トを含む全ての生物は、
体内で絶えず様々な有機化合
物（代謝物）を生産しています。
これらの代謝物を我々は食事と
して摂取すると共に、古来より染
料や薬として利用してきました
（図１）。このような代謝物には一
体どのような物があるのでしょうか？また、何のためにそれらの化合物は合成さ
れているのでしょうか？私は生物に含まれる様々な代謝物を対象とし、その構
造と生体中での機能に注目して研究を行っています。

キーワード
生物、分析、有機化学、代謝

研究の背景、動機付け

環境に由来するストレスを緩和する新規の代謝物の同定と、その生合成機構の解明

生物圏生命化学科　生物機能化学研究室

図２
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教授　寺西 克倫

キ－ワード
生命の仕組みを分子レベルで研究するため、化学、
生物、生化学などの基礎的な学問の知識が必要で
す。

地球上の自ら光をつくる生物種は、想像を超えるほど多く存在します。動物
では2000種以上、その他細菌やキノコにも多くの発光種が存在します。現
在知られている限りでは、生物の光は化学反応によってつくられることが知ら
れていますが、そのメカニズムは数種類の生物に関してのみ解明されており、
ほとんどは謎に包まれています。
一方、これまで解明された光る原理は、医学、薬学などの生命科学の先端

技術に応用されています。また、宇宙開発にも使われています。
現在の多くの科学研究によっても解明できない生物の発光現象とその応

用は、未来の科学をつくる重要なテーマです。

生物の光は華麗、でも不思議だらけ

生物の発光の仕組みを分子レベルで探求する

ボイルの法則の発見者であるロバート・ボイル(1627-91年)、雷が電気で
あることを発見したベンジャミン・フランクリン(1706-90年)も生物の発光に関
する研究を行いました。今日までの100年ほどの分子化学の歴史において生
物の発光の研究は進みましたが、多くは未解明であり、新しい研究の発想が
要求されています。若い皆さんの発想力と創造力で歴史に名を残す偉大な研
究をしてください。

発光研究の歴史に名を残す

これまでクラゲ、ホタルイカの発光の仕
組みを研究してきました。また、それらの発
光原理を用いた人工的な発光分子システ
ムをつくり、これまでの方法では目で見るこ
とができなかった生命現象を可視化イメー
ジングできる技術を開発してきました。

仕組みが解明されていない一つに菌類
（キノコ）の発光があります。現在は、華麗
に輝く菌類（写真）に心が引かれ、この仕
組みの解明に取り組んでいます。

研究材料の光るキノコ

生物の“光”を探求する

生物圏生命化学科　生物制御生化学研究室

代謝物の解析は様々な食品の分析や加工プロセスの解析などにも使わる
汎用技術であり、卒業後は食品、バイオ関連企業での品質管理や商品開発
分野での活躍が期待されます。一方で、生物の代謝物情報から育成条件や
輸送過程を類推することも商品の品質維持等には有効であり、そのためには
代謝の機構を理解するセンスを養うことも重要です。我々の周りには色んな
生物現象があって、それらは代謝物のやり取りによって成立していることも結
構あります。真面目にやることは当然ですが、面白おかしく頑張りましょう。

新規の代謝産物の同定とその機能と利用法の開発

准教授　岡咲 洋三

生物が作る多様な代謝
産物とその役割を調べる

大学の有機化学の講義では
様々な物質の物性や分離技術
を習うことになります。私のところ
ではそのような技術を使って、植
物の体内に蓄積する代謝物の
分析を行ってきました。その研究
の過程で、栄養素の一種である
リンが不足した際に蓄積する新
規の代謝物（GlcADG）を同定しました（図２）。この脂質にはリン欠乏ストレス
を緩和する機能があることが分かりましたので、今後はこの脂質を利用して植
物のストレス抵抗機構の改良を進めたいと考えております。

図1

我 ヒ々トを含む全ての生物は、
体内で絶えず様々な有機化合
物（代謝物）を生産しています。
これらの代謝物を我々は食事と
して摂取すると共に、古来より染
料や薬として利用してきました
（図１）。このような代謝物には一
体どのような物があるのでしょうか？また、何のためにそれらの化合物は合成さ
れているのでしょうか？私は生物に含まれる様々な代謝物を対象とし、その構
造と生体中での機能に注目して研究を行っています。

キーワード
生物、分析、有機化学、代謝

研究の背景、動機付け

環境に由来するストレスを緩和する新規の代謝物の同定と、その生合成機構の解明

生物圏生命化学科　生物機能化学研究室

図２
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准教授　末原 憲一郎

バイオプロセスの特長と光計測

キーワード
理科（物理、化学、生物）、数学、情報科学、電気電子
回路（センサ）

植物細胞の糖代謝速度解析例
（植物種によってパターンと速度が異なる）

光を使った計測制御法は様々な分野へ応用が期待できます。例えば光計
測で得られる情報を使った有機質廃棄物の処理や流通工程の管理、食品
加工や農業、医療現場への応用など、生物反応にかかわる様々な場面が応
用の対象になります。また、より簡易に光計測ができるようなセンサの開発も
重要だと思っています。

光計測法の未来は？

発酵食品や医薬品生
産、堆肥化や下水処理
など、私たちの身の回りに
は、生物反応を利用した
バイオプロセスがたくさん
あります。個体（動物・植
物・微生物）、細胞、物質
（酵素）、遺伝子など様々なレベルの生物反応が利用されていますが、それを積
極的に活用するには、はかることと調節すること（計測制御）が重要になってきま
す。そこで、生物反応への影響が比較的小さい光を使った計測法に注目し、主
に赤外線を使った有機成分の分析や生物反応のシミュレーション、生物の機能
を模倣した情報処理（色彩画像解析）に関する研究を目指すようになりました。

生物の営みもバイオプロセスです

畑に堆肥（生ゴミや糞尿の発酵物）を
撒くのは、長い時間をかけて堆肥の成分
を食品に再構成することでもあります。そ
のとき、代謝の起点となる糖が合成され
て農産物ができます。人間は植物が再
構成した糖を食べていますが、残念なが
ら私たちが食糧・食料にできる糖の種類
は限られています。人間が利用しにくい
糖（木糖など）を植物細胞に食べてもらい、これを飼料や食品加工原料、バイ
オ燃料、医薬品生産へとつなげるための基礎研究（植物細胞の糖代謝解
析、バイオリアクタ設計・計測制御）を行っています。

廃棄物から食品や有用物質ができる？

バイオプロセスを積極的に利用、
豊かな生活・きれいな環境を

生物圏生命化学科　食品生物情報工学研究室

教授　橋本 篤

食品の品質計測（動機付け）

キーワード
食品の味は極めて複雑です。理科（物理、化学、生物）
全般の知識が関連します。そして、数学や情報科学、
さらには文化的な側面も重要となります。

光（赤外線）で食味！

コーヒー飲料中の糖成分の分布
（研究の成果）

赤外線を利用した味見の試みはまだまだ未熟です。しかし、食味と香味の
関係を客観的に評価したり、食品の成分や食品名から健康に関する情報を
提供するなど、ある部分では光センシングデータに基づいて人間に必要な情
報を提供できるアドバイザー的な役割を果たす可能性を秘めていると思いま
す。

食品の光（赤外線）センシング情報の展開は？

嗜好食品はブランドごとに特徴的
な品質があり、消費者個々の好みの
差が大きいので、消費者のニーズに
合わせた味を有する製品をつくること
が重要な課題です。また、加工食品の
多くは、農業現場の風土や気候の影
響を大きく受ける農産物などを原料と
し、複雑な加工工程を経て生産されます。したがって、食品の品質は食味検
査員による官能試験に基づいた定性的かつ主観的な手法が通常です。そこ
で、食品の味を客観的に評価したいと思い、食品の赤外線の吸収パターンを
利用した研究を進めています。

生きるのに欠かせない食品の味

アルコール飲料（ワインなど）、コーヒー
飲料、アイスクリーム、および茶の赤外分
光スペクトル情報を利用し、それら食味情
報の抽出・取得方法を研究しています。ま
た、コーヒー飲料を対象として、官能評価
値の予測方法を提案しました。さらに、香
味情報の評価も試みています。これらの
成果は、複雑で長時間を必要とする化学
的・物理的前処理を必要とせず、迅速かつ簡易な食味情報の抽出・取得方
法であるといえます。

赤外線を利用した味見とは

生物圏生命化学科　食品生物情報工学研究室
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准教授　末原 憲一郎
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教授　粟冠 和郎

キーワード
微生物学、生物化学、分子生物学、遺伝子工学、蛋白
質工学、生物工学等の知識と技術を駆使します。ま
ず、興味を持つことが大切です。好きこそものの上手
なれ。

IPCC（気候変動に関する政府間パネル）の報告書（2014年）で述べられ
ているように、地球温暖化抑制のためには、再生可能エネルギーなど低炭素
エネルギーの利用を大幅にふやす必要があります。バイオマスの燃料化は、
温暖化抑制のための重要な課題であり、バイオマスを分解する酵素の研究は
大変重要で、学術的にもおもしろいものです。

地球温暖化とバイオマス

陸上の未利用バイオマスには、農
産廃棄物や建築廃材などが含まれ、
植物細胞壁からできています。植物細
胞壁は、リグニンの他、セルロースやヘ
ミセルロース（セルロース以外の多くの
多糖類の総称です）から構成されてい
ますので、これらの物質を分解するた
めには多くの種類のバイオマス分解
酵素（セルラーゼやヘミセルラーゼ）が必要です。様々な微生物が多種類の
バイオマス分解酵素を分泌生産しますが、嫌気性細菌（酸素がないところで
生育する細菌です）の中には、セルロソーム（図１）と呼ばれる多酵素複合体
を形成するものがいます。バイオマスを効率的に分解する技術を開発するた
めには、個々のセルラーゼやセルロソームを遺伝子やタンパク質レベルで理
解し、さらに改良する試みが必要で、そんな研究をしています。

セルラーゼやヘミセルラーゼは、デ
ンプン分解酵素であるアミラーゼと同
じく加水分解酵素です。最近、好気性
のカビが加水分解酵素に加えて、バイ
オマスを酸素存在下で酸化的に分解する酵素を生産することが報告されて
います。酸素がないところで生育する嫌気性細菌にも特有の分解メカニズム
があるのではないかと考えており、その一つが黄色色素です（図２）。現在、そ
の機能を解明中です。

バイオマス、セルラーゼ、セルロソーム

バイオマスを酵素で分解する

加水分解酵素以外の酵素・物質の働きは？

図１　セルロソームの模式図
骨格タンパク質中の結合部位（コヘシン）と触媒
サブユニット（セルラーゼやヘミセルラーゼ）中の
結合部位（ドックリン）が特異的に結合することに
よりセルロソームは形成されます。

図２　嫌気性細菌による黄色色素の生産とセル
ロースの分解

生物圏生命化学科　応用微生物学研究室

准教授　磯野 直人

キーワード
糖、炭水化物、食物繊維、オリゴ糖、酵素、食品、健康

研究に必要な科目
化学、生物

「甘い」、「カロリー源」、「太る」などでしょうか？　実は苦い糖や、カロリーの
ない糖もあります。また、おなかの調子を整えるオリゴ糖や、免疫力を高める食
物繊維などの「カラダにいい糖」もあり、機能性食品や医薬品として利用され
ています。「カラダにいい糖」は天然の食品素材の中にも含まれていますが、
量が少なかったり、純度が低くて効果が十分に得られなかったりすることがあ
ります。そのため、「カラダにいい糖」を酵素や微生物の力でつくる技術が必
要とされています。

「糖」はどんなイメージ？

私たちは微生
物や植物がつくる
酵素の性質や遺
伝子情報を調べ
て、「カラダにいい
糖」を合成する方
法の開発に役立
てています。最
近、私たちは食物
繊維であるβ-グルカンを人工合成する実用的な方法を世界で初めて開発し
ました。この方法では、グルコース、スクロース、植物プランクトンの酵素、乳酸
菌の酵素を混ぜて温めるだけで、だれでも簡単に高純度のβ-グルカンをつくる
ことができます（図1）。しかも、低コストです。この食物繊維には、免疫力の増
加やがんを治す効果があることがわかっています。

食物繊維やオリゴ糖をつくる方法を開発しています

図１　カラダにいい糖の作り方（例）

このようにつくった「カラダにいい糖」がトクホなどの機能性食品や、医薬品
の素材となることを期待して研究しています。ほかにも、いろいろな糖をつくる
方法を開発したいと考えています。皆さんも一緒に研究してみませんか？

機能性食品や医薬品素材としての利用を目指して

カラダにいい糖をつくる

生物圏生命化学科　食品化学研究室
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教授　粟冠 和郎
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バイオマス、セルラーゼ、セルロソーム

バイオマスを酵素で分解する

加水分解酵素以外の酵素・物質の働きは？

図１　セルロソームの模式図
骨格タンパク質中の結合部位（コヘシン）と触媒
サブユニット（セルラーゼやヘミセルラーゼ）中の
結合部位（ドックリン）が特異的に結合することに
よりセルロソームは形成されます。

図２　嫌気性細菌による黄色色素の生産とセル
ロースの分解

生物圏生命化学科　応用微生物学研究室

准教授　磯野 直人

キーワード
糖、炭水化物、食物繊維、オリゴ糖、酵素、食品、健康

研究に必要な科目
化学、生物

「甘い」、「カロリー源」、「太る」などでしょうか？　実は苦い糖や、カロリーの
ない糖もあります。また、おなかの調子を整えるオリゴ糖や、免疫力を高める食
物繊維などの「カラダにいい糖」もあり、機能性食品や医薬品として利用され
ています。「カラダにいい糖」は天然の食品素材の中にも含まれていますが、
量が少なかったり、純度が低くて効果が十分に得られなかったりすることがあ
ります。そのため、「カラダにいい糖」を酵素や微生物の力でつくる技術が必
要とされています。

「糖」はどんなイメージ？

私たちは微生
物や植物がつくる
酵素の性質や遺
伝子情報を調べ
て、「カラダにいい
糖」を合成する方
法の開発に役立
てています。最
近、私たちは食物
繊維であるβ-グルカンを人工合成する実用的な方法を世界で初めて開発し
ました。この方法では、グルコース、スクロース、植物プランクトンの酵素、乳酸
菌の酵素を混ぜて温めるだけで、だれでも簡単に高純度のβ-グルカンをつくる
ことができます（図1）。しかも、低コストです。この食物繊維には、免疫力の増
加やがんを治す効果があることがわかっています。

食物繊維やオリゴ糖をつくる方法を開発しています

図１　カラダにいい糖の作り方（例）

このようにつくった「カラダにいい糖」がトクホなどの機能性食品や、医薬品
の素材となることを期待して研究しています。ほかにも、いろいろな糖をつくる
方法を開発したいと考えています。皆さんも一緒に研究してみませんか？

機能性食品や医薬品素材としての利用を目指して

カラダにいい糖をつくる

生物圏生命化学科　食品化学研究室
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教授　木村 哲哉

キーワード
生物、化学、遺伝子、酵素、微生物、植物

最新の遺伝子工学はよい性質を持った微生物をさらに強力にする可能性
を秘めた技術です。しかし、まだまだ一つの遺伝子を改良するだけでも大変で
す。まして、複雑な植物の細胞壁繊維を分解できるように改良しようとしたら大
変です。夢の実現には、日々の地道な実験の積み重ねしかありません。うれし
いことに（?）微生物は一晩で増殖してきます。観察しようとしたら…夜は寝な
いで微生物を見守ることもしばしば。若いときは体力も十分！未来の成果を夢
見て（本当に寝てはいけませんよ）実験しませんか？

地道な研究が未来のエネルギー問題を解決

原発事故以来、温室効果ガス削減や安全なエネルギー確保が一段と重
要になっています。微生物は、人類がまだ知らない多くの力を秘めています。
私たちは、この微生物の中でも、酸素のない環境で生育する嫌気性細菌が、
水素ガスを大量に生産することを利用して、人類のエネルギー問題を解決で
きないか挑戦しています。

微生物の能力を使えばエネルギー問題だって解決できる

遺伝子工学の力を使ってスーパー細菌をつくる

微生物の力で
水素ガスを生産

私たちの研究対象として
いる嫌気性細菌は、三重大
学キャンパスの土壌から単
離されました。この菌は、カニ
やエビなどの殻を分解して
水素ガスをたくさんつくること
ができます。ブドウ糖1gで換
算すると、100mLの水素を
一晩で生産することができ
ます。残念なことに、この菌
は植物の繊維（セルロース）は分解できません。一方、嫌気性菌のなかにはセ
ルロースを効率よく分解できるものがいます。そこでセルロース分解酵素遺伝
子の一つを取り出して、水素生産菌へ入れたらセルロース成分の一部を分解
できるようになりました。未来には、夜に生ゴミを入れておいたら朝には電気自
動車が充電できているなんて夢が実現するでしょうか？

嫌気性細菌による水素ガス生産のイメージ図

生物圏生命化学科　微生物遺伝学研究室

カビという生物に対してどのようなイメージを持っていますか？食品を腐敗さ
せたり、病気をもたらす不潔で有害な印象が強いかと思います。しかしカビは
非常に多種多様で、医薬品や食品添加物・産業用酵素の生産、お酒や醤
油といった発酵食品に利用されるなど、私たちの生活には欠かせない存在で
もあるのです。植物細胞壁を分解する酵素（セルラーゼやヘミセルラーゼ）の
生産力が強いものは、未利用バイオマスを化石資源の代替として利用するバ
イオリファイナリー分野で有効であると期待されています。

助教　國武 絵美

キーワード
微生物、糸状菌、遺伝子、タンパク質、
遺伝子発現制御、生物、化学

カビは悪者？

植物バイオマスは魅力的な資源です
が、植物細胞壁は強固で複雑な構造をし
ているため、利用可能な状態にまで分解
することが容易ではありません。そこで私は
カビのバイオマス分解力を強化するため、
（ヘミ）セルラーゼの生産制御機構の解明
に取り組んでいます。カビの（ヘミ）セルラ
ーゼは植物バイオマス由来の糖が存在す
る時にだけ生産するように制御されていま
す。これは転写調節因子により酵素遺伝
子の発現が調節されることで起きますが、
そのメカニズムの全容は解明されていませ
ん。私はどのように転写調節因子が働くの
か、他にどのような因子が制御に関わるの
かを分子生物学的手法を用いて解析して
います。そしてこれらの制御因子を改変し、
効率的に（ヘミ）セルラーゼを生産できるカ
ビの育種を行っています。

カビの酵素生産制御メカニズムを分子レベルで解明する

将来的にはカビの代謝系を改良し、植物バイオマスを化学品や有用タンパ
ク質に効率的に変換できるカビを作りたいと考えています。微生物の中でもカ
ビは高等な生物で多くの遺伝子を保有しており、まだまだ能力を隠し持ってい
そうです。カビの力を低炭素社会の実現に役立てる、そんな研究を一緒に行
ってみませんか？

植物バイオマスから簡単に有用物質を合成できるカビをつくる

生物圏生命化学科　微生物遺伝学研究室

カビの力で植物バイオマス
を効率的に分解

図１　本研究のイメージ図

図２　麹菌の培養上清を用いた稲わらの分
解。ヘミセルラーゼ遺伝子特異的な転写活
性化因子を高発現すると植物細胞壁分解
酵素群が高生産されるため、稲わらの分解
が促進しました（右）
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教授　木村 哲哉

キーワード
生物、化学、遺伝子、酵素、微生物、植物

最新の遺伝子工学はよい性質を持った微生物をさらに強力にする可能性
を秘めた技術です。しかし、まだまだ一つの遺伝子を改良するだけでも大変で
す。まして、複雑な植物の細胞壁繊維を分解できるように改良しようとしたら大
変です。夢の実現には、日々の地道な実験の積み重ねしかありません。うれし
いことに（?）微生物は一晩で増殖してきます。観察しようとしたら…夜は寝な
いで微生物を見守ることもしばしば。若いときは体力も十分！未来の成果を夢
見て（本当に寝てはいけませんよ）実験しませんか？

地道な研究が未来のエネルギー問題を解決

原発事故以来、温室効果ガス削減や安全なエネルギー確保が一段と重
要になっています。微生物は、人類がまだ知らない多くの力を秘めています。
私たちは、この微生物の中でも、酸素のない環境で生育する嫌気性細菌が、
水素ガスを大量に生産することを利用して、人類のエネルギー問題を解決で
きないか挑戦しています。

微生物の能力を使えばエネルギー問題だって解決できる

遺伝子工学の力を使ってスーパー細菌をつくる

微生物の力で
水素ガスを生産

私たちの研究対象として
いる嫌気性細菌は、三重大
学キャンパスの土壌から単
離されました。この菌は、カニ
やエビなどの殻を分解して
水素ガスをたくさんつくること
ができます。ブドウ糖1gで換
算すると、100mLの水素を
一晩で生産することができ
ます。残念なことに、この菌
は植物の繊維（セルロース）は分解できません。一方、嫌気性菌のなかにはセ
ルロースを効率よく分解できるものがいます。そこでセルロース分解酵素遺伝
子の一つを取り出して、水素生産菌へ入れたらセルロース成分の一部を分解
できるようになりました。未来には、夜に生ゴミを入れておいたら朝には電気自
動車が充電できているなんて夢が実現するでしょうか？

嫌気性細菌による水素ガス生産のイメージ図

生物圏生命化学科　微生物遺伝学研究室

カビという生物に対してどのようなイメージを持っていますか？食品を腐敗さ
せたり、病気をもたらす不潔で有害な印象が強いかと思います。しかしカビは
非常に多種多様で、医薬品や食品添加物・産業用酵素の生産、お酒や醤
油といった発酵食品に利用されるなど、私たちの生活には欠かせない存在で
もあるのです。植物細胞壁を分解する酵素（セルラーゼやヘミセルラーゼ）の
生産力が強いものは、未利用バイオマスを化石資源の代替として利用するバ
イオリファイナリー分野で有効であると期待されています。

助教　國武 絵美

キーワード
微生物、糸状菌、遺伝子、タンパク質、
遺伝子発現制御、生物、化学

カビは悪者？

植物バイオマスは魅力的な資源です
が、植物細胞壁は強固で複雑な構造をし
ているため、利用可能な状態にまで分解
することが容易ではありません。そこで私は
カビのバイオマス分解力を強化するため、
（ヘミ）セルラーゼの生産制御機構の解明
に取り組んでいます。カビの（ヘミ）セルラ
ーゼは植物バイオマス由来の糖が存在す
る時にだけ生産するように制御されていま
す。これは転写調節因子により酵素遺伝
子の発現が調節されることで起きますが、
そのメカニズムの全容は解明されていませ
ん。私はどのように転写調節因子が働くの
か、他にどのような因子が制御に関わるの
かを分子生物学的手法を用いて解析して
います。そしてこれらの制御因子を改変し、
効率的に（ヘミ）セルラーゼを生産できるカ
ビの育種を行っています。

カビの酵素生産制御メカニズムを分子レベルで解明する

将来的にはカビの代謝系を改良し、植物バイオマスを化学品や有用タンパ
ク質に効率的に変換できるカビを作りたいと考えています。微生物の中でもカ
ビは高等な生物で多くの遺伝子を保有しており、まだまだ能力を隠し持ってい
そうです。カビの力を低炭素社会の実現に役立てる、そんな研究を一緒に行
ってみませんか？

植物バイオマスから簡単に有用物質を合成できるカビをつくる

生物圏生命化学科　微生物遺伝学研究室

カビの力で植物バイオマス
を効率的に分解

図１　本研究のイメージ図

図２　麹菌の培養上清を用いた稲わらの分
解。ヘミセルラーゼ遺伝子特異的な転写活
性化因子を高発現すると植物細胞壁分解
酵素群が高生産されるため、稲わらの分解
が促進しました（右）
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准教授　西尾 昌洋

キーワード
化学、食品、健康

今後は、ルテインのナノ粒子化をPVPナノ粒子がいいのか、その他のナノ
粒子化によってより網膜保護作用が強くなるのかを詳細に検討していかなけ
れば、点眼薬にはすることができません。このナノ粒子化に焦点をあてて実験
を組んでいこうと考えています。

ルテインのナノ粒子化は種類によって異なる

食品の購入の際、カロリー量や食塩量にだけ目がいっていませんか？もしそ
のようなヒトがいれば、もっと違う視点で食物を見ることをお勧めします。食品
成分には、もちろん塩も存在しますが、カロテノイド等の物質も含まれていま
す。つまり、カロテノイド等の機能性って何があるのでしょうか。この機能を解
析するのが、私たちの使命であります。

カロテノイドって機能性の観点でいうとどんなもの？

食品から医薬品への変換（ルテインの点眼剤）
海苔の成分には、カロテノイド類が多いとされています。中でも、ルテインと

いう物質に私たちは注目しています。ルテインは、もともとマリーゴールドに多く
存在しており、その花弁が赤いのはルテインの色であり、生体（ヒト）では合成
することができません。しかし、このルテインは、生体内とくに眼の網膜に非常
に多く存在しています。これは、一体どうしてでしょうか？実は、ルテインが青色
光からの網膜の保護作用により眼の健康を維持しています。私たちは、ルテ
インを眼に点眼できないかと考え、次の実験を行いました。
ルテインはカロテノイドという仲間にあり、疎水性が強く点眼剤に入れると

油脂成分が分離し不向きです。しかし、ルテインをナノミセル化すると点眼剤
に入れても液体が二層化せず画一な液を点眼することが可能になります。
ルテインをPVPという物質で処理するとナノ粒子ができます。このナノ粒子を
点眼薬に入れて動物実験（光障害モデル）を行うと、PVPナノ粒子化したル
テインは、網膜
まで行きつき網
膜を保護するこ
とを見つけまし
た。

図1　網膜光障害のイメージ図

食品機能を解析？
動物や細胞で！

生物圏生命化学科　栄養化学研究室

教授　梅川 逸人

キーワード
健康、食品、未利用食品資源、化学、生物

その他、たまり醤油粕からがん細胞の増殖抑制成分の精製や、廃棄海苔
やお茶の出し殻などから種々の有効成分を取り出す研究も行っています。そ
れらの食品廃棄物に含まれる生体調節機能を有する成分を精製できれば、
機能性食品として再利用することも可能となってきます。これからもそういった
研究に取り組んでいきたいと考えています。

食品廃棄物の機能性食品への利用

厚生労働省の調査では、悪性新生物（がん）と血管障害による死亡率は
死亡者全体のほぼ３分の２を占め、がんと心疾患の死亡率は年々増加し続け
ています。同省では健康づくりのためのセルフメディケーションを奨励しており、
生体調節機能を持った食品の利用が重要になってきています。一方、食品産
業から排出される食品廃棄物は約2千万トンで、このうち食品製造業が約８割
を占め、発生の抑制はなかなか進んでいません。私たちは食品廃棄物から機
能性成分を取り出し、健康の維持や増進に役立てる研究を行っています。

生活習慣病の増加と食品廃棄物

たまり醤油粕から得られた降圧ペプチド
醤油製造時

に発生する搾
り粕は年間10
万トンにも達
し、その処理が
問題となってい
ます。寿司や刺
身に用いられる
たまり醤油は、
一般の醤油とは異なりほとんど大豆から作れています。たまり醤油は一般のこ
いくち醤油に対してペプチド含量が２倍ほど多く、比較的大きなペプチドを豊
富に含んでいることが知られています。私たちは、たまりの醤油粕から血圧上
昇を引き起こすアンジオテンシン変換酵素の活性を阻害するペプチドを初め
て精製し、ラットを用いた実験からそのペプチドが実際に降圧作用を有するこ
とを確かめました。

ラットの血圧測定たまり醤油粕

機能性食品への循環

生物圏生命化学科　栄養化学研究室
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准教授　西尾 昌洋

キーワード
化学、食品、健康

今後は、ルテインのナノ粒子化をPVPナノ粒子がいいのか、その他のナノ
粒子化によってより網膜保護作用が強くなるのかを詳細に検討していかなけ
れば、点眼薬にはすることができません。このナノ粒子化に焦点をあてて実験
を組んでいこうと考えています。

ルテインのナノ粒子化は種類によって異なる

食品の購入の際、カロリー量や食塩量にだけ目がいっていませんか？もしそ
のようなヒトがいれば、もっと違う視点で食物を見ることをお勧めします。食品
成分には、もちろん塩も存在しますが、カロテノイド等の物質も含まれていま
す。つまり、カロテノイド等の機能性って何があるのでしょうか。この機能を解
析するのが、私たちの使命であります。

カロテノイドって機能性の観点でいうとどんなもの？

食品から医薬品への変換（ルテインの点眼剤）
海苔の成分には、カロテノイド類が多いとされています。中でも、ルテインと

いう物質に私たちは注目しています。ルテインは、もともとマリーゴールドに多く
存在しており、その花弁が赤いのはルテインの色であり、生体（ヒト）では合成
することができません。しかし、このルテインは、生体内とくに眼の網膜に非常
に多く存在しています。これは、一体どうしてでしょうか？実は、ルテインが青色
光からの網膜の保護作用により眼の健康を維持しています。私たちは、ルテ
インを眼に点眼できないかと考え、次の実験を行いました。
ルテインはカロテノイドという仲間にあり、疎水性が強く点眼剤に入れると

油脂成分が分離し不向きです。しかし、ルテインをナノミセル化すると点眼剤
に入れても液体が二層化せず画一な液を点眼することが可能になります。
ルテインをPVPという物質で処理するとナノ粒子ができます。このナノ粒子を
点眼薬に入れて動物実験（光障害モデル）を行うと、PVPナノ粒子化したル
テインは、網膜
まで行きつき網
膜を保護するこ
とを見つけまし
た。

図1　網膜光障害のイメージ図

食品機能を解析？
動物や細胞で！

生物圏生命化学科　栄養化学研究室

教授　梅川 逸人

キーワード
健康、食品、未利用食品資源、化学、生物

その他、たまり醤油粕からがん細胞の増殖抑制成分の精製や、廃棄海苔
やお茶の出し殻などから種々の有効成分を取り出す研究も行っています。そ
れらの食品廃棄物に含まれる生体調節機能を有する成分を精製できれば、
機能性食品として再利用することも可能となってきます。これからもそういった
研究に取り組んでいきたいと考えています。

食品廃棄物の機能性食品への利用

厚生労働省の調査では、悪性新生物（がん）と血管障害による死亡率は
死亡者全体のほぼ３分の２を占め、がんと心疾患の死亡率は年々増加し続け
ています。同省では健康づくりのためのセルフメディケーションを奨励しており、
生体調節機能を持った食品の利用が重要になってきています。一方、食品産
業から排出される食品廃棄物は約2千万トンで、このうち食品製造業が約８割
を占め、発生の抑制はなかなか進んでいません。私たちは食品廃棄物から機
能性成分を取り出し、健康の維持や増進に役立てる研究を行っています。

生活習慣病の増加と食品廃棄物

たまり醤油粕から得られた降圧ペプチド
醤油製造時

に発生する搾
り粕は年間10
万トンにも達
し、その処理が
問題となってい
ます。寿司や刺
身に用いられる
たまり醤油は、
一般の醤油とは異なりほとんど大豆から作れています。たまり醤油は一般のこ
いくち醤油に対してペプチド含量が２倍ほど多く、比較的大きなペプチドを豊
富に含んでいることが知られています。私たちは、たまりの醤油粕から血圧上
昇を引き起こすアンジオテンシン変換酵素の活性を阻害するペプチドを初め
て精製し、ラットを用いた実験からそのペプチドが実際に降圧作用を有するこ
とを確かめました。

ラットの血圧測定たまり醤油粕

機能性食品への循環

生物圏生命化学科　栄養化学研究室
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植物細胞壁の分解機構を知ることにより、どんな植物残渣も糖に分解して
しまう魔法の酵素剤をつくり、微生物の発酵変換により、できた糖を燃料にす
ることを目標に研究を進めています。石油に代わって、草やわらで走る車を夢
見ています。ぜひ、皆さん、一緒に取り組みましょう。

魔法の酵素剤への挑戦

植物の細胞壁は、たくさんの多糖類を含んでいて、地球上で生産される有
機物質のうちで最も量が多いです。また、光合成で生産されるために、毎年、
持続的に生産されています。落ち葉とか、枯れ草とか、この膨大な生物資源
を、食糧生産、燃料生産に活用できないかと考えています。

教授　苅田 修一

キーワード
微生物学、タンパク質、酵素化学、バイオマス利用、
微生物変換

持続的に生産される植物資源

植物細胞壁にはたくさんの糖
類が含まれています。残念ながら、
これらの糖類は、なかなか糖化す
ることができません。しかし、わらや
草を食べている草食動物は、これ
を分解して糖に換えることができ
ます。これは草食動物に共生する
消化管微生物が分解酵素を出す
からなのです。また、土の中にも、枯れ草や落ち葉を分
解している微生物がたくさんいて、分解酵素を出してい
ます。そこで、このような微生物の出す植物細胞壁分
解酵素について研究しています。これまでに、微生物か
ら、たくさんの植物細胞壁分解酵素遺伝子を見つけ、
酵素の構造や特性を解析してきました。特に、これらの
植物細胞壁成分は水に溶けることがありません。です
から、酵素は分解するために、植物細胞壁表面に結合
する必要があります。そこ
で、このような分解酵素
が植物細胞壁のどこに、
どれくらい結合するのかを
分析しています。

植物細胞壁分解酵素の謎に迫る

植物細胞壁に含まれる
多糖類を利用する

植物細胞壁から取った多糖類で紙はできています。微生
物にかかれば、簡単に分解できます。右の写真は、牛の
胃のなかのワラの表面を電子顕微鏡でみたものです。微
生物が集まって分解しています。

植物細胞壁分解酵素の構造

植物細胞壁表面のモデル（よくつく酵素は、よく分解する）

生物圏生命化学科　食品発酵学研究室

准教授　柿沼 誠

キ－ワード
海藻、環境ストレス、ストレス応答、病障害

皆さんはよく、海苔が巻かれたおにぎりやお寿司を食べていると思います。
海苔は水温が低くなる秋から春にかけて、海で養殖されています。海の生き物
のうち、実は海苔が一番多く養殖生産されています。しかしながら、最近は海
の状態が悪化してきているため、養殖されている海苔に病気や障害が頻繁に
起こっています。

海苔は重要な海の生き物の一つです

ストレスに対する海苔の反応を明らかに

海苔が色々なストレスを感じて反応するまでの仕組みを分子レベルで理解
することで、ストレスに強くておいしい海苔をつくるためのヒントをつかむことが
できるかもしれません。また、海という特殊な環境に生息する生物には、興味
深い現象がたくさんあります。その仕組みの解明に挑んでみませんか？

海の生物の現象を探る

海の状態がある一定の範
囲を超えると、海苔は“ストレス”
を感じます。ストレスの原因は
幾つかありますが、私たちが注
目しているのは水温と栄養で
す。水温がわずかに上昇した
り、海水中の栄養（窒素、リン
など）が不足したりすると、海苔の生長や代謝がうまく進ま
なくなり、変な形の海苔、色のおかしい海苔、おいしくない
海苔ができてしまいます。このとき、海苔の細胞の中で何
が起こっているかを、遺伝子やタンパク質レベルで調べて
います。

強くておいしい
海苔をつくるためには？

水温が上がると海苔の形態異常がおこる

栄養が不足すると海苔
は色あせてしまう

生物圏生命化学科　海洋生物化学研究室
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植物細胞壁の分解機構を知ることにより、どんな植物残渣も糖に分解して
しまう魔法の酵素剤をつくり、微生物の発酵変換により、できた糖を燃料にす
ることを目標に研究を進めています。石油に代わって、草やわらで走る車を夢
見ています。ぜひ、皆さん、一緒に取り組みましょう。

魔法の酵素剤への挑戦

植物の細胞壁は、たくさんの多糖類を含んでいて、地球上で生産される有
機物質のうちで最も量が多いです。また、光合成で生産されるために、毎年、
持続的に生産されています。落ち葉とか、枯れ草とか、この膨大な生物資源
を、食糧生産、燃料生産に活用できないかと考えています。

教授　苅田 修一

キーワード
微生物学、タンパク質、酵素化学、バイオマス利用、
微生物変換

持続的に生産される植物資源

植物細胞壁にはたくさんの糖
類が含まれています。残念ながら、
これらの糖類は、なかなか糖化す
ることができません。しかし、わらや
草を食べている草食動物は、これ
を分解して糖に換えることができ
ます。これは草食動物に共生する
消化管微生物が分解酵素を出す
からなのです。また、土の中にも、枯れ草や落ち葉を分
解している微生物がたくさんいて、分解酵素を出してい
ます。そこで、このような微生物の出す植物細胞壁分
解酵素について研究しています。これまでに、微生物か
ら、たくさんの植物細胞壁分解酵素遺伝子を見つけ、
酵素の構造や特性を解析してきました。特に、これらの
植物細胞壁成分は水に溶けることがありません。です
から、酵素は分解するために、植物細胞壁表面に結合
する必要があります。そこ
で、このような分解酵素
が植物細胞壁のどこに、
どれくらい結合するのかを
分析しています。

植物細胞壁分解酵素の謎に迫る

植物細胞壁に含まれる
多糖類を利用する

植物細胞壁から取った多糖類で紙はできています。微生
物にかかれば、簡単に分解できます。右の写真は、牛の
胃のなかのワラの表面を電子顕微鏡でみたものです。微
生物が集まって分解しています。

植物細胞壁分解酵素の構造

植物細胞壁表面のモデル（よくつく酵素は、よく分解する）

生物圏生命化学科　食品発酵学研究室

准教授　柿沼 誠

キ－ワード
海藻、環境ストレス、ストレス応答、病障害

皆さんはよく、海苔が巻かれたおにぎりやお寿司を食べていると思います。
海苔は水温が低くなる秋から春にかけて、海で養殖されています。海の生き物
のうち、実は海苔が一番多く養殖生産されています。しかしながら、最近は海
の状態が悪化してきているため、養殖されている海苔に病気や障害が頻繁に
起こっています。

海苔は重要な海の生き物の一つです

ストレスに対する海苔の反応を明らかに

海苔が色々なストレスを感じて反応するまでの仕組みを分子レベルで理解
することで、ストレスに強くておいしい海苔をつくるためのヒントをつかむことが
できるかもしれません。また、海という特殊な環境に生息する生物には、興味
深い現象がたくさんあります。その仕組みの解明に挑んでみませんか？

海の生物の現象を探る

海の状態がある一定の範
囲を超えると、海苔は“ストレス”
を感じます。ストレスの原因は
幾つかありますが、私たちが注
目しているのは水温と栄養で
す。水温がわずかに上昇した
り、海水中の栄養（窒素、リン
など）が不足したりすると、海苔の生長や代謝がうまく進ま
なくなり、変な形の海苔、色のおかしい海苔、おいしくない
海苔ができてしまいます。このとき、海苔の細胞の中で何
が起こっているかを、遺伝子やタンパク質レベルで調べて
います。

強くておいしい
海苔をつくるためには？

水温が上がると海苔の形態異常がおこる

栄養が不足すると海苔
は色あせてしまう

生物圏生命化学科　海洋生物化学研究室
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キ－ワード
バイオテクノロジー、ブルーオーシャン戦略、化学、生
物学、英語

バイオテクノロジーを駆使した合成生物学
約46億年前に地球が誕生し、最初の生命は約38億年前に海の中（ブル

ーオーシャン）で誕生しました。さらに、長い時間をかけて生物は進化し、現在さ
まざまな生物種が地球上に存在しています。一方、生物は異種からの遺伝子
情報を獲得することで合目的に進化し、細胞を機能的に変化させることで環
境に順応していったと考えられます。このことは、ある種の細胞に存在しない
遺伝子を人工的に導入することで、機能的な細胞を合目的につくり出すこと
を意味します。

目から鱗とは、「何かがきっかけとな
り、急に視野が開けて、物事の実態が
理解できるようになること」の例えでで
す。体が透けたキンギョを開発するこ
とで“生命現象”の実態が少しでも理
解できるようになるのではないか？と考
え、2010年に透明キンギョ「ミエミエ
（三重・見栄・見え）」を開発することに
成功しました（図１）。

教授　田丸 浩

目から鱗（ウロコ）の“透明キンギョ”

“モノづくりバイオ”による
ブルーオーシャン戦略

図１　透明キンギョのイメージ図

キンギョは室町時代（約500年前）
に中国から渡ってきた愛玩動物であ
り、我が国には現在まで25種類のキ
ンギョが系統保存されています。透明
キンギョに蛍光タンパク質遺伝子を
導入することで体の中を容易に観察
することができ、スイホウガン（水泡眼）
に抗原タンパク質を投与することで、
特異的抗体を取得することができます。このことは、愛玩動物として古来より
養殖されてきたキンギョに組み換えタンパク質や抗体を生産させることがイノ
ベーション（技術革新）を生み出し、新たな価値創造が実現できます。

キンギョによる“モノづくりバイオ”

図２　スイホウガン（水泡眼）

生物圏生命化学科　水圏生物利用学研究室

准教授　伊藤 智広

キーワード
健康、美容、食品、ゼロエミッション、生物、化学、実験
動物学、英語

我が国の食品産業における廃棄物の年間発生量は約2,000万トンにの
ぼり、そのうちの7割が飼料や肥料を中心に再生利用されています。では、残
りの3割は全く再利用できないモノなんでしょうか。そこで私は「新しい再利用
方法を見つければ、もっと残渣は減るのでは？」という単純な考えから、ほとんど
再利用されていない未利用資源（水産物中心に）が持つ美容や健康への有
効性について生化学的および分子生物学的、実験動物学的手法を用いて
検証しています。

未利用資源を『資源』に変えたらいいんじゃない!?

今後は、このechinochrom Aをゼブラフィッシュ初期胚に暴露させ、生体
における美白効果を検証し、美白剤としての開発を企業とタッグを組んで進め
たいと考えています。
その他にも南西諸島海域におけるクロマグロ養殖場では生簀に陰日性サ

ンゴが付着し、生け簀のバランスを不安定にさせるので、このサンゴの色素か
ら健康や美容に良い成分も探し求めています。皆さんの新しい発見で「ゼロ
エミッション型社会の構築」と人々の「健康」や「美」に貢献してみませんか。

さぁ、機能を見つけて応用展開しよう！

日本人のウニ消費量は世界No.1！という
ことは……。そう、私達がウニを食べれば食
べるほど、世界中でウニの殻が大量に排出
するのです（図１）。そこで私たち研究チーム
はムラサキウニ殻の有効利用として、殻色素
に着目しました。皮膚が紫外線刺激を受ける
ことでメラニン色素が生合成される状態（日
焼け）を示すモデル細胞系を用いてメラニン
の生合成量を測定したところ、なんとウニ殻
色素を加えた細胞ではメラニンの生合成量
が低下したのです（図2）。これはウニ殻色素
に含まれるechinochrom Aという成分が、メ
ラニン色素の生合成を制御する小眼球症
関連転写因子遺伝子の発現を下方制御したことが要因でありました。

ムラサキウニの殻色素：女性に朗報、美白効果！

えっ！そのゴミ（加工残渣）ホントに捨
てちゃうの？よく見れば宝の山かもよ！

生物圏生命化学科　水圏材料分子化学研究室

図１　青森県風間浦村の山中に不法
投棄されたキタムラサキウニ殻

図２　ムラサキウニ殻色素に含まれる
echinochrome Aによるメラニン生成阻
害効果
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キ－ワード
バイオテクノロジー、ブルーオーシャン戦略、化学、生
物学、英語

バイオテクノロジーを駆使した合成生物学
約46億年前に地球が誕生し、最初の生命は約38億年前に海の中（ブル

ーオーシャン）で誕生しました。さらに、長い時間をかけて生物は進化し、現在さ
まざまな生物種が地球上に存在しています。一方、生物は異種からの遺伝子
情報を獲得することで合目的に進化し、細胞を機能的に変化させることで環
境に順応していったと考えられます。このことは、ある種の細胞に存在しない
遺伝子を人工的に導入することで、機能的な細胞を合目的につくり出すこと
を意味します。

目から鱗とは、「何かがきっかけとな
り、急に視野が開けて、物事の実態が
理解できるようになること」の例えでで
す。体が透けたキンギョを開発するこ
とで“生命現象”の実態が少しでも理
解できるようになるのではないか？と考
え、2010年に透明キンギョ「ミエミエ
（三重・見栄・見え）」を開発することに
成功しました（図１）。

教授　田丸 浩

目から鱗（ウロコ）の“透明キンギョ”

“モノづくりバイオ”による
ブルーオーシャン戦略

図１　透明キンギョのイメージ図

キンギョは室町時代（約500年前）
に中国から渡ってきた愛玩動物であ
り、我が国には現在まで25種類のキ
ンギョが系統保存されています。透明
キンギョに蛍光タンパク質遺伝子を
導入することで体の中を容易に観察
することができ、スイホウガン（水泡眼）
に抗原タンパク質を投与することで、
特異的抗体を取得することができます。このことは、愛玩動物として古来より
養殖されてきたキンギョに組み換えタンパク質や抗体を生産させることがイノ
ベーション（技術革新）を生み出し、新たな価値創造が実現できます。

キンギョによる“モノづくりバイオ”

図２　スイホウガン（水泡眼）

生物圏生命化学科　水圏生物利用学研究室

准教授　伊藤 智広

キーワード
健康、美容、食品、ゼロエミッション、生物、化学、実験
動物学、英語

我が国の食品産業における廃棄物の年間発生量は約2,000万トンにの
ぼり、そのうちの7割が飼料や肥料を中心に再生利用されています。では、残
りの3割は全く再利用できないモノなんでしょうか。そこで私は「新しい再利用
方法を見つければ、もっと残渣は減るのでは？」という単純な考えから、ほとんど
再利用されていない未利用資源（水産物中心に）が持つ美容や健康への有
効性について生化学的および分子生物学的、実験動物学的手法を用いて
検証しています。

未利用資源を『資源』に変えたらいいんじゃない!?
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たいと考えています。
その他にも南西諸島海域におけるクロマグロ養殖場では生簀に陰日性サ

ンゴが付着し、生け簀のバランスを不安定にさせるので、このサンゴの色素か
ら健康や美容に良い成分も探し求めています。皆さんの新しい発見で「ゼロ
エミッション型社会の構築」と人々の「健康」や「美」に貢献してみませんか。

さぁ、機能を見つけて応用展開しよう！

日本人のウニ消費量は世界No.1！という
ことは……。そう、私達がウニを食べれば食
べるほど、世界中でウニの殻が大量に排出
するのです（図１）。そこで私たち研究チーム
はムラサキウニ殻の有効利用として、殻色素
に着目しました。皮膚が紫外線刺激を受ける
ことでメラニン色素が生合成される状態（日
焼け）を示すモデル細胞系を用いてメラニン
の生合成量を測定したところ、なんとウニ殻
色素を加えた細胞ではメラニンの生合成量
が低下したのです（図2）。これはウニ殻色素
に含まれるechinochrom Aという成分が、メ
ラニン色素の生合成を制御する小眼球症
関連転写因子遺伝子の発現を下方制御したことが要因でありました。

ムラサキウニの殻色素：女性に朗報、美白効果！

えっ！そのゴミ（加工残渣）ホントに捨
てちゃうの？よく見れば宝の山かもよ！

生物圏生命化学科　水圏材料分子化学研究室

図１　青森県風間浦村の山中に不法
投棄されたキタムラサキウニ殻

図２　ムラサキウニ殻色素に含まれる
echinochrome Aによるメラニン生成阻
害効果
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教授　岡垣 壮

キーワード
化学（糖、アミノ酸、緩衝液）、生物（細胞、遺伝子、タ
ンパク質、核酸）、英語

血管は様々な病気と深いつながりがあります。動脈硬化症は、様々な生活習
慣病（心疾患、脳梗塞、高血圧）の原因となります。毛細血管の新生は腫瘍組
織の増大を引き起こし、糖尿病になると血管の壁がもろくなります。我々はこれ
らの病変に際して平滑筋細胞内でどのような遺伝子やタンパク質が関与して
いるかを調べています。そのためにマウス等の実験動物の血管の細胞をバラバ
ラにして無菌培養して調べます（図１、図２）。血管の役割をもっと知りましょう。

血管が関係する病気との関連を調べたい

血管は血流の流れをコントロールすることによって、血圧調整をしています。
実は血管の壁は筋肉の細胞でできているのです。血管はホースのように一定
の構造を保っているのではなく、筋肉のように伸び縮みします。血管の筋肉が
どうやって働いているのかを調べてみましょう。

血管は筋肉からできている

血管を構成している細胞は内皮細胞と平滑筋細胞です。血管は他の臓器
と異なり、成人になっても健康状態によって容易に性質が変化します。皆さん
が指をけがして出血したことを想像してみてください。指の組織が回復するた
めには細胞を再生する必要があります。けがをした部分で細胞を増殖させるた
めには、新しく毛細血管をつくってそこまで栄養素を運ばなくてはなりません。
太い血管から枝分かれをして毛細血管ができるときに、血管が延びるガイドラ
インをつくるのが内皮細胞です。そのガイドラインができた後で平滑筋細胞が
血管の壁をつくります。平滑筋細胞は収縮や弛緩をすることによって、血管の
断面を広げたり縮めたりして血圧を調節しています。

血管の構造と構成する細胞の種類

血管をつくっている
筋肉細胞を調べよう

図１　クリーンベンチ内で無菌的にディッシュ内
培養している血管細胞の植え継ぎをしている実
験風景

図２　クリーンベンチ内で血管の細胞のディッシ
ュの培養液の交換をしているところ。プラスチック
ディッシュの底に血管の細胞が接着している。

生物圏生命化学科　生物物性学研究室

准教授　大井 淳史

キーワード
筋肉・分子機械、生物・物理・化学

生体内で細胞運動を担っているタンパク質は、それ自体が非常に小さな精
巧につくられた機械だと考えることができます。筋肉を構成するタンパク質は、
こうした分子機械の中では最も古くから研究されてきたものの一つですが、
ATP分子の持つ化学エネルギーを運動という力学的エネルギーに変換する
仕組みについては未解明な部分もあります。マクロなサイズの機械の場合と
は異なり、ブラウン運動が無視できなくなるような小さな機械が動く仕組みを理
解するには、様々な研究上のアプローチが必要になります。

分子機械のメカニズム

陸上に棲む恒温動物では、筋肉を
構成するタンパク質に動物種間の違
いはほとんどありません。一方、地球上
の多様な環境に適応してきた魚類で
は、タンパク質の発現の仕方やタンパ
ク質自体に多くのバリエーションが存
在しています。例えば、棲息温度域の
広い淡水魚では、筋肉のタンパク質
の一つであるアクチンが、わずかな数のアミノ酸置換によって温度の変動に
対する耐性を獲得していました。

多様な環境に適応した魚類を対象として

動くタンパク質を追う

コイ骨格筋アクチンに存在するアミノ酸変異

主に魚類筋肉の比較生理学・比較
生化学的なデータから、筋肉という分
子機械のメカニズムを解明することを
目指しています。また、こうした研究から
得られた知識をもとに、食品としての
筋肉の保蔵技術や加工技術の開発
も行っています。最近では、漁獲直後
のアオリイカの筋肉を鎮静化すること
で外套筋の透明度を長く保持することに成功し、既に実用化されています。

今後の展望や展開

アオリイカの鮮度保持

生物圏生命化学科　生物物性学研究室
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教授　加納 哲

キ－ワード
化学、生物学、タンパク質

サメの体には浸透圧を調節するために0.3～0.5Mとたくさんの尿素が含ま
れています。尿素が細胞の中に多く入ると、タンパク質の立体構造を破壊し
て、生命維持は困難になります。コイやマグロなどの硬骨魚類、さらに哺乳類
でも、尿素が細胞中に入れば生命維持は困難です。ところが、サメは尿素を
細胞中に含んでいても平気で泳ぎ回っています。なぜサメはタンパク質を変
性させる尿素が細胞中に入っていても生きてゆけるのか筋肉中のタンパク質
分子を使って研究しています。

サメのタンパク質は壊れにくい

サメの筋収縮タンパク質分子の尿素変性に対する抵抗性のメカニズムを
調べています。特に筋収縮の中心的役割を果たしているミオシン分子が、ど
のように尿素変性に耐えるために分子構造を変えてきたかを調べています。
今までにミオシン分子の特定部位の幾つかのアミノ酸が置き換わって尿素変
性に耐えられる構造へと適応していることがわかってきました。

サメの筋収縮タンパク質の構造適応

ミオシンの分子は巨大で複雑な構造をしています。今はミオシン分子の中で
も比較的簡単な構造部分を調べていますが、複雑な構造部分も調べ、サメは
どのようなメカニズムで尿素変性に耐える能力を獲得しているのか調べてゆき
たい。

尿素変性の分子メカニズムを解明したい

研究の対象にしているシロシュモクザメ

なぜサメは尿素に強いのか？

生物圏生命化学科　生体高分子化学研究室

准教授　舩原 大輔

キ－ワード
二枚貝、筋肉、タンパク質、化学、生物学

貝柱は最強の筋肉

筋肉はいろいろなタンパク質からできていますが、それぞれのタンパク質の
形や役割は、貝柱とそれ以外の筋肉でほぼ同じです。タンパク質は２０種類の
アミノ酸がつながってできていますが、ただそのアミノ酸の並び方が少しだけ
異なるだけなのです。ほんの少しの違いが、筋肉の性能を大きく変えていま
す。そのわずかな違いに注目することで、貝柱の仕組みを明らかにすることが
できるかもしれません。

生きているアサリやハマグリのピッタリと閉じた殻を手で開けられますか。難
しいでしょう。アサリやハマグリなどの二枚貝は貝柱で殻を閉じますが、貝柱は
大変大きな力を出すことができます。その力の大きさは1平方センチメートルあ
たり１０ｋｇ以上にも達します。さらに驚くべきことには、貝柱はエネルギーをほと
んど使わないスーパー筋肉なので疲れません。いつまでも殻を閉じ続けること
ができます。不思議でしょう。そのメカニズムをぜひとも解き明かしたいと思いま
せんか。

普通の筋肉とどこが違うのか

ふだん何気なく見ている生命現象でもわかっていないことはたくさんありま
す。生命現象は、生体高分子（遺伝子、タンパク質など）の働きを知ることによ
って、説明することができます。数々の生体高分子が織りなす生命の不思議
さや、生物の適応能力のすばらしさに魅了されることでしょう。

身近にある生命現象を知る

貝はどうやって殻を
閉じ続けているのか

生物圏生命化学科　生体高分子化学研究室
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教授　加納 哲
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キ－ワード
キーワードは界面です。生物、化学、物理の基礎をし
っかり学びましょう。

毎日行っている洗浄

「目で見てキレイ」で大丈夫？

洗浄は、健全な生活を営む上で欠かす
ことのできない作業です。私たちの1日の
生活を振り返ってみましょう。洗顔、手洗
い、歯磨き、入浴、食材・食器洗い、衣類の
洗濯、部屋の掃除、風呂掃除など、1日の
多くの時間を洗浄に費やしています。これ
は、食品工場でも同じこと。1日8時間の稼
働時間のうち、4時間近くを設備や機器の洗浄操作に費やしている工場も少
なくありません。洗浄の効率化は、あらゆる製造現場において急務なのです。

食品工場の洗浄操作

界面を制御する
洗浄は「界面」の技術です。ブラシを使

ってゴシゴシこする（物理力）だけでは、たく
さんの労力と時間が必要です。洗浄を考え
る第一歩は、汚れと洗浄対象物の特性を
把握し、汚れの付着を支配する分子間力
を解明することです。それをもとに、アルカリ
剤、界面活性剤、酸化剤など、汚れと洗浄
対象物の界面状態を有効に変化させる洗剤成分（化学力）を選定します。適
切な化学力（洗剤）を使用すれば、汚れの除去に必要な物理力（ゴシゴシの
回数）はわずか10分の1以下にまで減少するのです。

塩素系フォーム洗浄による効率化

食品衛生では、微生物制御対策が最
も重要な課題です。そのため、肉眼では見
ることのできない微生物レベルでの清浄
度が求められています。すなわち、工業洗
浄では「目で見てキレイ」が洗浄の終点で
はないのです。食品製造現場において清
浄度を簡便に評価するための検査技術
の開発も、洗浄に関連する重要な課題の一つです。

ふき取りによる清浄度評価

食品工場の洗浄を
科学する

教授　福﨑 智司

生物圏生命化学科　海洋微生物学研究室

キ－ワード
微生物、細菌、微生物ハンター、機能、有効利用

研究に必要な科目
意外に思うかもしれませんが微生物学に最も必要な
科目は「化学」です。特に化学反応式についての理解
が必要であり、代謝を理解することが重要です。

目に見えない小さな生き物は、微生物と呼ばれています。大きさで言うと約
0.1mm以下の世界です。その中でも細菌と呼ばれる微生物は海水1ml中に
百万匹も入っていると言われています。とても透き通ったように見えるきれいな
海水にもそれだけの数が存在するのです。
しかし、このような細菌の多くは、我々には培養すら困難な未知の世界なの

です。

海洋中に存在する未知の微生物

あなたも微生物ハンターに
私たちの研究室では、このような

未知の微生物の機能を理解し、応
用することを目的としています。主な
研究はこれまでに報告のない、新し
い細菌を海洋環境から見つけ出し、
どのような能力を持っているかを調べ
ることです。まさに「微生物ハンティン
グ」です。 勢水丸での海底泥サンプルの採集

微生物が持っている特性を有効利用
今、私たちが手掛けていることは

海藻を分解してしまう細菌を多く見つ
けることです。これらの細菌は海藻に
含まれる多糖類を分解する酵素をた
くさん持っています。これらの酵素を
応用することで海藻から新しい化成
品やエネルギーをつくろうとしていま
す。さらに、海藻をよく食べる生物の
消化管からこのような海藻を分解してしまう細菌を見つけようとしています。こ
れまでに目を向けられていない新しい研究対象に皆さんとともに挑んでいきた
いと考えています。

新種の海藻分解細菌

准教授　田中 礼士

海の微生物ハンター

生物圏生命化学科　海洋微生物学研究室
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キ－ワード
筋肉・酵素、生物・物理・化学

タンパク質分解酵素「カテプシン」の不思議
生体内で新陳代謝を担っているタンパク質分解酵素は、それ自体が非常

に小さな、精巧につくられた分子機械だと考えることができます。その中でもリ
ソゾームに含まれるカテプシンは、こうした分子機械の中では最も古くから研
究されてきたものの一つですが、自身もタンパク質であるカテプシンがタンパク
質を分解するという機械自体を破壊するような酵素の働きについては未解明
な部分もあります。マクロなサイズの機械の場合とは異なり、生体成分の崩壊
具合の顕微鏡観察も必要となるような、小さな機械が働きながら大きな機械
を破壊する仕組みを理解するには、様々な研究上のアプローチが必要になり
ます。

魚類に特異的なカテプシン高活性
陸上にすむ恒温動物と水中にすむ魚類では、筋肉中に含まれるカテプシン

群に種間の違いはほとんどありません。一方、魚類に含まれるカテプシンでは、
陸上動物と比較すると有意に活性が高いことがわかっています。また、サバや
カツオのような海産赤身魚の方が、コイのような淡水魚やタイのような海産白
身魚よりも、カテプシンの活性が格段に高いことがわかりました。そのため、サ
バ肉などは｢すり身｣になりにくい性質を有しています。

教授　青木 恭彦

主に魚類筋肉中タンパク質分解酵素
(カテプシン群)の比較生理学・比較生化
学的なデータから、死後筋肉におけるカ
テプシン発現のメカニズムを解明するこ
とを目指しています。また、こうした研究か
ら得られた知識をもとに、食品としての筋
肉の保蔵技術や加工技術の開発も行
っています。最近では、ゴマサバ肉のpH
を下げることによってカテプシンの働きを
抑え、｢すり身｣をつくることに成功し、三
重県で既に実用化されています。

カテプシンの謎と製品開発に挑む

死後筋肉中のカテプシンの動き

魚はなぜ腐りやすい？

生物圏生命化学科　水産物品質学研究室

キ－ワード
微生物、遺伝子、酵素、生物化学工学、バイオリファイ
ナリー、有用化学品

海は生物遺伝資源の宝庫
地球上には、まだ知られていない生物やそれらの持つ遺伝資源（生物遺伝

資源）が存在するとされています。特に、地球の総面積の約70%を占める海
には、陸上とは異なる特殊な環境が存在していることから、未知なる生物遺伝
資源の宝庫として期待されています。実際に、近年の飛躍的な解析技術の
発展により、多くの未知生物が存在することが明らかになってきています。

有用微生物や遺伝子を探して、調べる
私たちの研究室では、主に海洋環境中から、人類の役に立つ有用な微生

物や遺伝子を探して、調べています。これまでに、環境汚染物質を分解して浄
化する新規の微生物や、バイオ燃料・バイオ化学品の生産に役に立つ遺伝
子、水産物の品質向上に寄与する遺伝子などを見つけて、その機能や有用
性を明らかにしてきました。

微生物や魚類を用いた“ものづくり”
これまでに海の中から見つけた微生物を改良したり、遺伝子を他の微生物

や魚類に組み込んだりして、酵素や抗体などの「有用タンパク質」や、燃料、
ポリマー原料、化粧品原料などの「有用化学品」を生産する“ものづくり”研究
を推進しています。さらに再生可能資源からの持続可能な生産系の構築や、
水産物の機能性向上にも取り組んでいます。
海には、まだまだ未知の生物遺伝資源が眠っています。皆さんも、新しいア

イデアや手法を駆
使し、新規微生物
や遺伝子を発見
し、人類の役に立
つ“ものづくり”研
究に参加しません
か。

助教　岡﨑 文美

海の生物遺伝資源を活用
した“ものづくり”研究

海の生物遺伝資源からの“ものづくり”研究

生物圏生命化学科　水産物品質学研究室
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海洋生物資源学科海洋生物資源学科

キ－ワード
マリンバイオテクノロジー、マリンポリフェノール、
抗酸化物質、機能性成分、バイオリファイナリー

世界で進む海藻利用の研究
海藻類の中で、褐藻類は最も大型のバイオマスです。例えば、私たちになじ

みの深い藻種であるマコンブの場合、全長が約10m、北東太平洋に分布す
るオオウキモ（英名：ジャイアントケルプ）に至っては、最大50m以上の長さに
達することが知られています。褐藻類の多くは、海中林や藻場と呼ばれる大
規模な海藻群落を形成します。よって、資源として物量の確保が比較的容易
と考えられることから、従来からの食用としての用途に加え、バイオリファイナリ
ー（バイオマスを原料にバイオ燃料や化成品、樹脂などを製造する技術）原料
としての活用など褐藻類の利用に関する研究が世界中で進められています。

私の研究室では、「探す」、「解析する」、「利用する」をキーワードに、海藻
類、特に褐藻類のつくり出す有用有機化合物について、機能性食品や化粧
品への応用を視野に入れながら研究に取り組んでいます。

マリンポリフェノール～フロロタンニン類～
近年、ポリフェノール類の持つ抗酸化作用（酸化ストレスを軽減させる働き）と健

康維持機能に注目が集まっています。よく知られたポリフェノール類として、茶葉に多
く含まれるカテキンやブドウ、ベリー類の色素として知られるアントシアニンなどが挙げ
られます。褐藻類には、フロロタンニン類と呼ばれるポリフェノール類が含まれていま
す。私の研究室では、このフロロタンニン類について化学構造や生理機能を明らか
にする研究に取り組んでいます。研究の結果、フロロタンニン類は、陸上植物由来
のポリフェノール類をはるかに凌駕する高い抗酸化作用を持つことがわかりました。

准教授　柴田 敏行

マリンバイオへの誘い～「探す」、
「解析する」そして「利用する」～

日本の領海と排他的経済水域を合わせた
管轄面積は、447万km2（世界第6位）に上り
ます。海洋に生息する生物は、鉱物資源と同
様、貴重な天然資源の一つであり、日本の持
つ管轄水域の規模から判断すると、莫大な量
の資源が存在していると考えることができま
す。これからは、海藻類以外の海洋生物も研
究対象に広げながら、マリンバイオの研究が
未来の豊かな日本をつくる一助になると信じて、研究活動を進めていきたいと
思います。皆さんも一緒に“マリンバイオのフロンティア”を目指しませんか？

目指せマリンバイオのフロンティア

マリンバイオ研究

生物圏生命化学科　海洋食糧化学研究室
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海洋生物資源学科海洋生物資源学科

キ－ワード
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研究に必要な科目
特に 生物、化学、英語

海の水を顕微鏡でのぞくとそこはミクロの世界、すなわちプランクトンの世
界です。プランクトンは海洋生態系を底辺から支えているとても重要な存在で
すが、一方で、ふえ過ぎると赤潮を起こして魚類を殺してしまいます。また、種に
よっては強力な毒を持つものがあり、それらをエサとして取り込むアサリやホタ
テ貝のような有用二枚貝類を毒化させます。つまり、水産業はそんなミクロの
生物の脅威にさらされているのです。そういったミクロの脅威に立ち向かうため
には、原因となる有害・有毒プランクトンが、まずはどのような海洋環境のとき
に大発生するのかを知ることが必須です。

有害・有毒プランクトン研究

地球温暖化の影響で、近年、海水の温度が上昇傾向にあります。それと連
動して、これまで我が国の南方で増殖していた有害・有毒種が北上しつつあり
ます。このようなことは日本だけの問題ではなく、世界的な事象となっているこ
とも事実です。今後、私たちは他国の研究者とも協力しつつ、地球環境の変
化に伴い発生する新たなミクロの脅威に立ち向かっていきます。

地球環境の変化による有害・有毒プランクトンの分布域拡大に対して

有害・有毒プランクトンの出現動向
有害・有毒プランクトンの中には、周りの環境が増殖に適さなくなると、陸上

植物のようにタネをつくって海底の泥の中に潜ってしまうものがあります。私た
ちは、フィールドに出かけていって泥を採取し、その中のタネを用いて研究して
います。具体的には、タネの発芽と環境要因（水温、光など）との関係などを調
べています。これ
と同時に、現場
海水中のプラン
クトンを追うこと
で、これまで対象
とする有害・有毒
種の出現動向を
明らかにしてきま
した。

教授　石川 輝

有害・有毒プランクトン
そのミクロの脅威に立ち向かうために

（左）麻痺性貝毒産生有毒プランクトン（アレ
キサンドリウム・カテネラ：4細胞連鎖）と（右）そ
のタネ（矢印）
写真中の黒い棒は50マイクロメートルのスケ
ールを示す

三重大学練習船勢水丸で
の伊勢湾海底泥採集
採泥には重錘式柱状採泥
器を用いている

海洋生物資源学科　生物海洋学研究室

プランクトンから魚類・鯨類までの様々な水生生物を対象にして、
海洋における生物と環境との関係を理解し、遺伝子レベルから生態
系レベルにわたる多様な視点から、海洋生物資源の保全と持続的
有効利用法について総合的に学ぶことができます。

キーワード
海洋生物、水産増養殖、水産資源管理、海洋生態系保全、
生物多様性

海洋生物資源学教育コース

海洋生物資源学科

海洋環境や海洋生物資源を取り巻く様々な問題に対して多面的
な視野からの解決能力を有する人材を育成し、豊かな社会の実現に
貢献することを目指しています。
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キ－ワード
生物学＋化学＋さかなのことが好き！ですね。

食事は重要です
食事をすることは、生き物にとって生命を維持するための最も重要な活動

です。でも、おいしくない料理や食べたくないときの食事はナンセンス！って思い
ませんか？実は魚も私たちと全く同じなのです。どのような食事（エサ）をおいし
いと思っているのだろうか？いつ食事をしたい（エサを食べたい）と思っている
のだろう？なんて考えて研究をしています。特に魚釣りが好きな人はいつもこの
ようなことを考えていますよね？！

さかなの味覚と摂餌行動
電気生理学という手法を用いて様々な物

質に対する味覚反応を調べてみると、さかな
はアミノ酸によく反応することがわかりました。
また、おいしいエサの条件としては、複数のア
ミノ酸の組み合わせや、アミノ酸とATP関連
物質との共存が重要なこともわかってきまし
た。いつエサを食べたいかについては、さかな
の学習行動を利用して調べます。具体的に
は、水槽の中のスイッチを口でくわえて引っ張
るとエサが出てくるさかな用エサ自販機を使い
ます。さかなも学習によって自販機が使えるの
です。自販機にコンピュータを接続しておけば
いつ自販機を利用したか簡単にわかりますよ
ね。これによって食べ残しがない効率のよい
エサやり方法を考えます。

教授　神原 淳

図１　さかなの味覚器が反応する物質を
神経から活動電位を導出して調べます。

未来の養殖技術をめざして
将来の人類の食を支えるタンパク源として

養殖魚の重要性が再認識されています。一
方、養殖は環境に負荷を与えます。環境に優
しく、それぞれの養殖魚の摂餌の特性を生か
した未来の養殖技術開発に取り組んでいま
す。

図２　さかなの学習行動を利用したエサ
自販機

さかなの摂餌を科学する

海洋生物資源学科　水族生理学研究室

キ－ワード
化学、生物、地学、数学

海の食物連鎖は、顕微鏡でしか見えない小さな植物プランクトンの有機物
生産によって支えられていますが、その彼らも海水中に必要な無機物や微量
成分がなければ活動できません。海洋で最も一般的に観測される化学的特
徴として、「生物に関連する元素は表層水よりも深層水に豊富に存在する」
という事実があります。生物は大気中の炭素をせっせと深層へ運んでは貯蔵
していますが、この生物ポンプは温暖化にも関連しています。化学成分の分
布は、海の仕組みを理解することに大変役立ちます。

海水の化学成分の分布はなぜそうなっているのか

自然の中で起きている現象を科学する
練習船に乗船し、現場で実際の

海を調べることによって、大きな自然
の一つである海洋という系の中で起
きている様々な現象を良く理解する
ことができます。さあ、航海に出かけま
しょう。

海中の一次生産速度の観測

湧昇海域における生物生産
栄養塩をため込んでいる深層水が、太陽

光の降り注ぐ海洋表層に運ばれると植物プ
ランクトンによる生産がとても活発になりま
す。このような湧昇現象を生じる海域は、生
物海洋学的に重要でありかつ興味深い場
所です。海の中にも山があって海山と呼ば
れますが、そのような地形の所では時折湧昇
が発生します。御前崎沖合の金洲ノ瀬とい
う場所では、一日の間に３倍以上も植物プラ
ンクトンがふえましたが、この増加した有機物
が巡り巡って豊かな海域の生態系を維持し
ているのです。

金洲ノ瀬におけるクロロフィルa濃度の断面図

助教　田口 和典

海の生産と物質循環

海洋生物資源学科　生物海洋学研究室
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キ－ワード
生物学（生態、植物）。潜水調査したい人は泳げること
が望ましいです。

海藻は陸上の草木に相当する生物です。しかし、海の中には海藻がほとん
ど生えていない砂漠のような場所があり、磯焼けと呼ばれています。国内で陸
地が砂漠化したら大騒ぎですが、海面下では磯焼けが日本中、そして世界中
に広がっています。磯焼けの海は、魚もエビも貝もほとんどいない寂しい海で
す。この磯焼けの海域に海藻を取り戻そうと、海藻の生理や生態を研究して
います。

海の中の砂漠とは？

磯焼けが広がっている要因はガンガゼだけでなく、魚の食害や温暖化、水
質悪化、栄養不足など、多くのことが考えられています。しかし、これまでの研
究では、ほんの一部の磯焼けにしか対応できません。これから室内での培養
実験や潜水調査で海藻の生理と磯焼けのメカニズムを明らかにしていく必要
があります。海中砂漠を緑化して多様な生物を呼び戻しましょう。

様々な砂漠化の要因に対応する

海の砂漠に海藻が生えた！
三重県南部の磯焼け海域では、海藻を食べるウニであるガンガゼだけが高密

度で生育していることが、潜水調査によってわかりました。海水温や光量は海藻
の生育に十分だったことから、磯焼けの原因は
ガンガゼが海藻を食べ尽くすためと推測しまし
た。そこで、実際に磯焼け海域からガンガゼを除
去することで、海藻をふやすことに成功しました。
また、ガンガゼ除去にかかる時間を計算し、磯焼
け対策にどれくら
いの期間が必要
かもわかるように
なりました。これは
ダイビングができ
る学生にも協力
してもらってでき
た研究です。

准教授　倉島 彰

海中砂漠の緑化計画

ガンガゼ除去前の磯焼け（上）とガン
ガゼをして海藻がふえた海（下）。上
の写真の黒い点がガンガゼ。枠は
1m四方。

ガンガゼの除去作業を行う学生達

海洋生物資源学科　藻類学研究室

キ－ワード
視覚器、視物質、遺伝子、環境への適応、進化、種

魚は紫外線が見える
脊椎動物の祖先は赤、緑、青、紫外線を見ることができましたが、ほ乳類は

進化の過程で紫外線感覚を失いました。ところが魚の中には紫外線を見るこ
とのできるものがいます。陸上よりもはるかに複雑な水中の光環境に適応す
るために、魚は色覚を多様に進化させています。

視物質と視細胞の関係
視物質とは網膜の視細胞に含まれる光を吸収するタンパク質のことで

す。水深約200mにすむスケトウダラには異なる2種類の緑視物質を含む複
錐体細胞があります。水深約20mの岩礁
にすむイシダイは複錐体に赤と緑の視物質
を、中心の単錐体細胞に青視物質を含んで
います。さらに浅瀬にすむメジナには紫外線
視物質を含む単錐体があります。このよう
に、魚はすんでいる水深の違いで視物質の
種類や視細胞の配列が異なります（図1）。

准教授　宮﨑 多惠子

魚が見ている世界は
カラフル！

魚の色覚と生息水深の関係 ～サバ亜目の例～
光が水中に入ると、赤や紫外線域は表層付近で

急激に減衰しますが、緑域の光は深くまで透過しま
す。サバの仲間は深海から表層まで鉛直方向に広
く分布しているのですが、彼らの視物質の遺伝子を
調べてみると、生息水深の光の波長によく一致して
いることがわかります。つまり、深海性のクロタチカマ
スやタチウオは緑の遺伝子を1種類しか発現してい
ませんが、中層性のクロマグロやマサバは青と緑の
遺伝子を発現させ、緑は2種類に増やしています。さ
らに浅海性のアカカマスは青の遺伝子も2種類発現しています（図2）。

伊勢湾と熊野灘という内湾性と外洋性の対照的な海に面する三重県には
多種多様な魚がいます。彼らの色覚を調べることで、魚類の種多様性の仕組
みを明らかにしようと考えています。研究で得られる情報は、魚の増養殖や水族
館の展示技術の向上につながると期待しています。

図1　魚の錐体細胞と含まれる視物質
の種類

図2　サバの仲間の色覚と生
息水深の関係

海洋生物資源学科　水族生理学研究室
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キ－ワード
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キ－ワード
養殖・魚病・微生物・免疫・ワクチン、生物学（細胞、遺伝
子、恒常性）・化学・英語

魚の病気（魚病）をワクチンで予防
魚は下等な脊椎動物であるにもか

かわらず、私たち人間に匹敵する高度
な免疫機能を備えています。このこと
は、魚病もワクチンで予防できることを
意味します。集約的に魚類を飼育して
いる養殖漁場では、様々な魚病が発
生し、甚大な産業的被害を引き起こし
て問題となっています（図1）。魚病を
効果的に予防できる魚類ワクチンの開発は、大切な水産資源である“養殖魚
を病気から守る”ための重要な研究課題です。

変温動物である魚類は哺乳類など
とは異なり、その免疫機能が温度の
影響を受けるという興味深い性質を
持っています。私たちの研究室はこの
魚類に特有な免疫機構に着目し、病
原ウイルスを不活化してつくったワク
チンを魚に注射して投与後、最適な
飼育水温に調節して免疫を誘導させる方法により、ワクチンの有効性を向上
させることに成功しました（図2）。

近年における分子生物学の急速な進歩により、魚類のユニ－クな免疫機
構は徐々に明らかになってきましたが、いまだ十分に解明されていないのが現
状です。魚類免疫学は脊椎動物における免疫系の進化を解明するという点
においても、今後の進展が期待される学問領域の一つといえるでしょう。私た
ちも「なぜ魚類ワクチンが効くのか？」、「魚類に特有な免疫機構の仕組みは？
」などについて遺伝子レベルで研究を進めています。

准教授　一色 正

図１　ウイルス病にかかった養殖ヒラメ。激しい出
血症状のため、商品価値も損なわれてしまう。

図２　注射によるワクチンの投与

魚の免疫機能を利用した注射ワクチンの研究開発

魚類の免疫機構を解明する

魚を病気から守る

海洋生物資源学科　先端養殖管理学研究室

キ－ワード
食料生産、魚介類、餌、動物プランクトン、植物プラン
クトン、バイオマス

海産魚の人工生産を可能にした三重大学の初期餌料生物研究の歴史的意義
世界的な魚食の普及と健康への

貢献に対する理解が後押しして、現
在、世界の養殖生産は総漁業生産
量の4割を超えるまでに成長しました。
水産養殖のスタートは健康な魚介類
の種苗の供給ですが、三重大学生物
資源学部はノーベル賞級の貢献をこ
の分野でしています。海産魚の種苗
は十分な量の小さな動物プランクトンがないと生産できないのですが（図1）、
今から50数年前に生物資源学部の前身の一つである当時の三重県立大
学水産学部の伊藤 隆教授が、今では世界中で広く用いられているシオミズ
ツボワムシという塩水性の動物プランクトンを世界で初めて初期餌料として用
いることを提案し、そして成功したのです。この成功により海産魚の人工生産
の扉が初めて開かれました。

初期餌料生物として最も重要なワ
ムシの培養研究で得られた様々な研
究成果は、いまではミジンコ類や動物
プランクトンの餌になる植物プランクト
ンの培養にも応用可能となっていま
す（図2）。今後はこれまでに得られた
知見を、植物プランクトンを用いたバイ
オマス生産等の先端科学分野にも
活用していきたいと考えています。

教授　吉松 隆夫

図1　海産魚の赤ん坊（仔魚）は十分な量の動物
プランクトンがないと育ちません。

図2　浅海増殖学研究室の初期餌料生物チーム
が現在熱心に研究に取り組んでいる生物。
左からシオミズツボワムシ、共生褐虫藻を持つシャ
コガイなどの海産動物類、ミジンコ類、植物プラン
クトン類。

初期餌料生物の生産性の向上や培養の安定化を目指して
私たちの研究室ではこのワムシを初めとする様々な初期餌料生物に関する

研究をこれまで行ってきました。それらの研究成果によって初期餌料生物の生産
性の向上や培養の安定化、更には大幅なコスト削減が可能となってきました。ち
なみにワムシ培養密度の世界記録は私たちの研究グループが持っています。

バイオマス生産等の先端科学分野への応用も

海産魚種苗を人工生産する
ための初期餌料生物の培養

海洋生物資源学科　浅海増殖学研究室
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キ－ワード
外来魚、生態・生活史、魚類相、生物多様性

研究に必要な科目
『生物』全般。特に「生物の多様性と生態系」、「生態と
環境」、「生物の進化と系統」など。あともちろん『水
産』も。

天然資源を扱う「漁業」は「狩猟」―獲れば減る―
我々は米や野菜は田畑から、肉類は牧場や養豚場、養鶏場の家畜から得

ていますね。しかし、魚はその半分以上が海や川などで捕まえられた“天然も
の”です。養殖にしても、そのエサのほとんどは天然の魚が原料です。魚に関し
ては、我々はまだ狩猟時代にいるのです。
つまり、最近話題のウナギやマグロのように、獲りすぎたり、環境が悪化した

りすれば魚は減ってしまいますし、実
際に多くの魚が減っています。この
ような魚を増やすために、これまでは
人工的に稚魚を育てて海や川に放
流してきました。しかし、放流は必ずし
も良いことではないのです。

放流すれば増えるというワケではないし、増えればいいと言うものでもない
例えば、開発などで環境が悪くなって魚が減ったのなら、いくら放流しても死

んでしまうだけです。オオクチバスなど外来魚が原因で減っているときも同じで
すね。獲りすぎが原因の場合は効果がありそうです。しかし、放流によって魚を
増やそうとすると、病原菌や本来そこにはいなかった生物（外来生物）を持ち
込むことになったり、遺伝的な多様性が損なわれたり、と生物多様性や環境
に悪影響を与えることが分かってきました。

なんで減ってる？どうすれば増える？

准教授　淀 太我

放流せずに魚を増やす

海洋生物資源学科　魚類増殖学研究室

教授　吉岡 基

キーワード
海、クジラ、イルカ、スナメリ、環境、保全、資源

三重県の海岸には、わかっているだけで年間30-50頭のスナメリの死体が
漂着します。こうして打ち上がった死体から標本を集めて調べることで、スナメリ
の生活の様子が少しずつわかってきました。環境汚染物質の蓄積濃度や死因
を明らかにすることで、スナメリや海に対する人間活動の影響を評価することが
できます。海やスナメリは、陸上で暮らすヒトの「鏡」とも言えます。スナメリの調
査を継続的に行うことは、環境に何が起きているかを知り、また私たちが何をす
べきかを教えてくれることにつながります。

モニタリングを続けて人間生活を考える

三重大の前の海にもイルカがいる？！
三重大のキャンパスは、伊勢湾という大きな湾に面した場所にあります。そ

の伊勢湾には、体長２ｍに満たないイルカ「スナメリ」が1年中生息していま
す。スナメリを含むクジラやイルカは、海の生態系の頂点に立つ動物たちで
す。そのスナメリが伊勢湾という環境の中でどのように生活し、どのように私た
ち人間の生活と関わっているのか。そんな疑問を解くために、今、研究室だけ
ではなく、サークルの学生たちといっしょに調査・研究を行っています。

研究の背景、動機付け

伊勢湾のスナメリは、他の海（瀬戸内海や有明海など）にいるスナメリとは
遺伝的にも異なる独立した集団です。飛行機による調査で、約3000頭が湾
内に生息していることがわかりました。食べ物も、海の底にいる生物から、魚類
まで広い範囲に及んでいます。季節によって、一部のスナメリは湾外へも出て
いくようです（でも、水深の深い熊野灘までは行きません）。

明らかになりつつあるスナメリの生活

三重大近くの海岸に漂着したスナメリ。 スナメリから得られる研究用標本の例。死体で海岸に
打ち上がった場合は、できるだけ多くのデータや研究用
試料を採取します。

乱獲や環境悪化等により資源量・漁獲量が激減し
ているニホンウナギのシラス（稚魚）。鰻養殖には
100％天然の稚魚が使われています。安くたくさん
鰻丼を食べたいという我々の欲が、ニホンウナギを
絶滅危惧種にしてしまいました。

放流せずに魚を増やすにはどうすればいいか。魚が減っている原因を突き
止め、取り除き、魚が増えられる環境を整えること、どれくらいなら獲っても大丈
夫かを明らかにする事が必要です。そ
のためには、どんな環境にはどんな魚が
どれくらいいるのか、それぞれの種がど
んな生態をしてどう暮らしているのかを
突き止めなくてはなりません。畑や牧場
とちがって、自然界には多種多様な魚
が暮らしています。手遅れになる前に調
べなくてはならない魚がいっぱいです。 投網を使った河川での魚類採集調査風景

海洋生物資源学科　魚類増殖学研究室

イルカを知り、ヒトを知る
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キ－ワード
外来魚、生態・生活史、魚類相、生物多様性

研究に必要な科目
『生物』全般。特に「生物の多様性と生態系」、「生態と
環境」、「生物の進化と系統」など。あともちろん『水
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ては、我々はまだ狩猟時代にいるのです。
つまり、最近話題のウナギやマグロのように、獲りすぎたり、環境が悪化した

りすれば魚は減ってしまいますし、実
際に多くの魚が減っています。この
ような魚を増やすために、これまでは
人工的に稚魚を育てて海や川に放
流してきました。しかし、放流は必ずし
も良いことではないのです。

放流すれば増えるというワケではないし、増えればいいと言うものでもない
例えば、開発などで環境が悪くなって魚が減ったのなら、いくら放流しても死

んでしまうだけです。オオクチバスなど外来魚が原因で減っているときも同じで
すね。獲りすぎが原因の場合は効果がありそうです。しかし、放流によって魚を
増やそうとすると、病原菌や本来そこにはいなかった生物（外来生物）を持ち
込むことになったり、遺伝的な多様性が損なわれたり、と生物多様性や環境
に悪影響を与えることが分かってきました。

なんで減ってる？どうすれば増える？

准教授　淀 太我

放流せずに魚を増やす

海洋生物資源学科　魚類増殖学研究室

教授　吉岡 基

キーワード
海、クジラ、イルカ、スナメリ、環境、保全、資源

三重県の海岸には、わかっているだけで年間30-50頭のスナメリの死体が
漂着します。こうして打ち上がった死体から標本を集めて調べることで、スナメリ
の生活の様子が少しずつわかってきました。環境汚染物質の蓄積濃度や死因
を明らかにすることで、スナメリや海に対する人間活動の影響を評価することが
できます。海やスナメリは、陸上で暮らすヒトの「鏡」とも言えます。スナメリの調
査を継続的に行うことは、環境に何が起きているかを知り、また私たちが何をす
べきかを教えてくれることにつながります。

モニタリングを続けて人間生活を考える

三重大の前の海にもイルカがいる？！
三重大のキャンパスは、伊勢湾という大きな湾に面した場所にあります。そ

の伊勢湾には、体長２ｍに満たないイルカ「スナメリ」が1年中生息していま
す。スナメリを含むクジラやイルカは、海の生態系の頂点に立つ動物たちで
す。そのスナメリが伊勢湾という環境の中でどのように生活し、どのように私た
ち人間の生活と関わっているのか。そんな疑問を解くために、今、研究室だけ
ではなく、サークルの学生たちといっしょに調査・研究を行っています。

研究の背景、動機付け

伊勢湾のスナメリは、他の海（瀬戸内海や有明海など）にいるスナメリとは
遺伝的にも異なる独立した集団です。飛行機による調査で、約3000頭が湾
内に生息していることがわかりました。食べ物も、海の底にいる生物から、魚類
まで広い範囲に及んでいます。季節によって、一部のスナメリは湾外へも出て
いくようです（でも、水深の深い熊野灘までは行きません）。

明らかになりつつあるスナメリの生活

三重大近くの海岸に漂着したスナメリ。 スナメリから得られる研究用標本の例。死体で海岸に
打ち上がった場合は、できるだけ多くのデータや研究用
試料を採取します。

乱獲や環境悪化等により資源量・漁獲量が激減し
ているニホンウナギのシラス（稚魚）。鰻養殖には
100％天然の稚魚が使われています。安くたくさん
鰻丼を食べたいという我々の欲が、ニホンウナギを
絶滅危惧種にしてしまいました。

放流せずに魚を増やすにはどうすればいいか。魚が減っている原因を突き
止め、取り除き、魚が増えられる環境を整えること、どれくらいなら獲っても大丈
夫かを明らかにする事が必要です。そ
のためには、どんな環境にはどんな魚が
どれくらいいるのか、それぞれの種がど
んな生態をしてどう暮らしているのかを
突き止めなくてはなりません。畑や牧場
とちがって、自然界には多種多様な魚
が暮らしています。手遅れになる前に調
べなくてはならない魚がいっぱいです。 投網を使った河川での魚類採集調査風景

海洋生物資源学科　魚類増殖学研究室

イルカを知り、ヒトを知る
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キ－ワード
海洋生態学、無脊椎動物、外来種、絶滅危惧種、貝
類、カニ類、ベントス

海には皆さんの知っている魚やクジラ、イルカより、ずっと多くの貝やカニ、ヒ
トデなどの背骨のない生物がすんでいるのを知っていますか？これらの生物に
はまだ名前のつけられていない種がたくさんあり、その生態の多くは謎に包まれ
ています。また、日本の海には外来種がたくさんすんでいて、その一方で絶滅に
瀕している種もたくさんいることがわかってきました。海の生物資源と生物多様
性を守るために、これらの生物の生態を明らかにすることが研究の目的です。

未知の種・未知の生態

外来種はどこからやってきたのか？
海の外来種は意外と身近で見られま

す。例えば、港に魚釣りに行って、岸壁
を見ると黒い二枚貝がびっしり付いてい
るのを見ることができます。これが地中
海原産の外来種ムラサキイガイです。そ
のすき間にそれに似ているけれどもちょ
っと小柄なコウロエンカワヒバリガイとい
う貝を見ることもあります。この貝も外来種で、兵庫県の香櫨園（こうろえん）と
いう場所で初めて見つかりました。コウロエンカワヒバリガイは長らく殻の形の
よく似たアジア原産のカワヒバリガイという貝の亜種と考えられてきました（だ
から名前も○○カワヒバリガイと名づけられました）。しかし、実はこれらはまった
く別の種でコウロエンカワヒバリガイはオーストラリアやニュージーランドが原
産の貝だったのです。それは日本と原産地の貝の内臓の形態やタンパク質や
ＤＮＡを比べることではっきりわかりました。「外見じゃないよ、中身だよ。」という
のはわかっちゃいるけど専門家でもだまされるのですね。

きっと、誰もが一度は水族館でイルカ
を見たことがあると思います。水槽の中
で泳ぐイルカは美しく魅了されますが、野
生動物であるイルカは、決して望んで水
族館にやってきたわけではありません。
水族館に来たイルカには、できるだけ健
康で幸福に生きてもらいたいものです。
そこで大切になってくるのが、イルカを理解するということです。人間と同じ言
葉を話せない動物だからこそ、知っておかなければならないことも多くなります。

びっしり集まって付着するコウロエンカワヒバリガイ

人と海洋生物とのつきあい方
四方を海に囲まれている日本は海を介して多くの国と交流があり、それとと

もに多くの外国の生き物が入ってきています。その中には日本の自然環境に
定着し、生態系や産業に大きな影響を与える種もいます。新たな外来種が入
ってきているかどうかを調べるには、その前に日本にもともと何がすんでいるの
かをはっきりさせておく必要があります。私たちは野外調査を中心に生物相の
調査やそれぞれの種の生態を調べています。皆さんも一緒に生きた海洋生物
を調査してみませんか？

准教授　木村 妙子

海の生物多様性をさぐる

海洋生物資源学科　海洋生態学研究室

助教　船坂 徳子

キーワード
イルカ、クジラ、水族館、保全、繁殖、長期飼育、健康
管理

水族館でのイルカの展示は海洋環境の保全など教育的効果が高く、また飼
育個体から得られた知見は野生の鯨類を保全していくために活かされます。ま
だまだ謎が多い鯨類では、やらなければならないことはまずは基礎的なことなの
で、その研究成果によってすぐに水族館のイルカが幸せになるわけでも、病気
にかからなくなるわけでもないかもしれません。ですが、水族館で海のことを教え
てくれ、美しい姿を見せて私たちに見せてくれるイルカたちのために、人間ができ
る努力のひとつとして動物を理解するための研究を行うことは、先は長いかもし
れませんが現場に役立つ研究になると信じています。

イルカを理解する、ということ

水族館のイルカはどこから来たの？

水槽を家として暮らすイルカも、人間
と同じように成長をするし、病気にもかか
るし、ごはんを食べ、子供を作ります。私
たちは、イルカがどのように成長するの
か、繁殖しているのかを調べて、より良い
環境で長く健康に生活するためにはどう
したら良いのかを考えています。また、イ
ルカの日々の健康管理のため、呼吸数
や心拍数といったさまざまな指標の基
準値を出すことにも力を入れています。

日々の暮らしの豊かさを考える

海洋生物資源学科　魚類増殖学研究室

水族館のイルカを理解する

水族館で生まれたハナゴンドウの赤ちゃん

糞便採取の風景。動物が自ら姿勢を取る受診動
作によりいろいろな検査ができます。
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キ－ワード
海洋生態学、無脊椎動物、外来種、絶滅危惧種、貝
類、カニ類、ベントス

海には皆さんの知っている魚やクジラ、イルカより、ずっと多くの貝やカニ、ヒ
トデなどの背骨のない生物がすんでいるのを知っていますか？これらの生物に
はまだ名前のつけられていない種がたくさんあり、その生態の多くは謎に包まれ
ています。また、日本の海には外来種がたくさんすんでいて、その一方で絶滅に
瀕している種もたくさんいることがわかってきました。海の生物資源と生物多様
性を守るために、これらの生物の生態を明らかにすることが研究の目的です。

未知の種・未知の生態

外来種はどこからやってきたのか？
海の外来種は意外と身近で見られま

す。例えば、港に魚釣りに行って、岸壁
を見ると黒い二枚貝がびっしり付いてい
るのを見ることができます。これが地中
海原産の外来種ムラサキイガイです。そ
のすき間にそれに似ているけれどもちょ
っと小柄なコウロエンカワヒバリガイとい
う貝を見ることもあります。この貝も外来種で、兵庫県の香櫨園（こうろえん）と
いう場所で初めて見つかりました。コウロエンカワヒバリガイは長らく殻の形の
よく似たアジア原産のカワヒバリガイという貝の亜種と考えられてきました（だ
から名前も○○カワヒバリガイと名づけられました）。しかし、実はこれらはまった
く別の種でコウロエンカワヒバリガイはオーストラリアやニュージーランドが原
産の貝だったのです。それは日本と原産地の貝の内臓の形態やタンパク質や
ＤＮＡを比べることではっきりわかりました。「外見じゃないよ、中身だよ。」という
のはわかっちゃいるけど専門家でもだまされるのですね。

きっと、誰もが一度は水族館でイルカ
を見たことがあると思います。水槽の中
で泳ぐイルカは美しく魅了されますが、野
生動物であるイルカは、決して望んで水
族館にやってきたわけではありません。
水族館に来たイルカには、できるだけ健
康で幸福に生きてもらいたいものです。
そこで大切になってくるのが、イルカを理解するということです。人間と同じ言
葉を話せない動物だからこそ、知っておかなければならないことも多くなります。

びっしり集まって付着するコウロエンカワヒバリガイ

人と海洋生物とのつきあい方
四方を海に囲まれている日本は海を介して多くの国と交流があり、それとと

もに多くの外国の生き物が入ってきています。その中には日本の自然環境に
定着し、生態系や産業に大きな影響を与える種もいます。新たな外来種が入
ってきているかどうかを調べるには、その前に日本にもともと何がすんでいるの
かをはっきりさせておく必要があります。私たちは野外調査を中心に生物相の
調査やそれぞれの種の生態を調べています。皆さんも一緒に生きた海洋生物
を調査してみませんか？

准教授　木村 妙子

海の生物多様性をさぐる

海洋生物資源学科　海洋生態学研究室

助教　船坂 徳子

キーワード
イルカ、クジラ、水族館、保全、繁殖、長期飼育、健康
管理

水族館でのイルカの展示は海洋環境の保全など教育的効果が高く、また飼
育個体から得られた知見は野生の鯨類を保全していくために活かされます。ま
だまだ謎が多い鯨類では、やらなければならないことはまずは基礎的なことなの
で、その研究成果によってすぐに水族館のイルカが幸せになるわけでも、病気
にかからなくなるわけでもないかもしれません。ですが、水族館で海のことを教え
てくれ、美しい姿を見せて私たちに見せてくれるイルカたちのために、人間ができ
る努力のひとつとして動物を理解するための研究を行うことは、先は長いかもし
れませんが現場に役立つ研究になると信じています。

イルカを理解する、ということ

水族館のイルカはどこから来たの？

水槽を家として暮らすイルカも、人間
と同じように成長をするし、病気にもかか
るし、ごはんを食べ、子供を作ります。私
たちは、イルカがどのように成長するの
か、繁殖しているのかを調べて、より良い
環境で長く健康に生活するためにはどう
したら良いのかを考えています。また、イ
ルカの日々の健康管理のため、呼吸数
や心拍数といったさまざまな指標の基
準値を出すことにも力を入れています。

日々の暮らしの豊かさを考える

海洋生物資源学科　魚類増殖学研究室

水族館のイルカを理解する

水族館で生まれたハナゴンドウの赤ちゃん

糞便採取の風景。動物が自ら姿勢を取る受診動
作によりいろいろな検査ができます。
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キ－ワード
二枚貝、アコヤガイ、生物、遺伝育種学、繁殖、養殖、
細胞生物学

二枚貝類は水産対象種として重要で、三重県はシジミ、アサリ、マガキ、ア
コヤガイ真珠の産地で古くから漁業が盛んに行われてきました。ここで紹介す
るのはアコヤガイ真珠の品質改良に関する研究です。国内の真珠養殖産業
は疾病、漁場環境の悪化などにより、低迷を続けています。どうすれば良質の
真珠が効率的にできるのかを明らかにし、それを基盤としてアコヤガイ養殖技
術の改良を目指しています。

良質の真珠を求めて

真珠養殖業の競争力を高めるには、貝の育種による改良、挿核技術の改
良、養殖法の改良、漁場改善を地道に続ける必要があります。大学の使命と
しては、高品質真珠形成メカニズムと品質を落とす要因を理解すること、それ
を技術革新につなげていくことだと思っています。真珠研究はミクロの美しさ
から、自然の美しさにまで、実際に触れることができるすばらしい領域です。

養殖技術の革新につなげよう

真珠の美しさと真珠タンパク遺伝子発現との関係
真珠は炭酸カルシウムとタンパク質でできています。真珠は遺伝子発現の

産物でもあるのです。美しい真珠と商品価値のない真珠の結晶構造がどう違
うのか、さらに真珠品質と真珠タンパク遺伝子の発現量との関係を明らかに
しました。目で見て美しい真珠には、電子顕微鏡で何万倍に拡大しても、その
表面と断面には息をのむような美しい秩序（図）があります。真珠は年輪のよ
うに一層一層形成されます。アコヤガイは養殖中に一度でも大きなストレスを
受けると、遺伝子発現が変化し、さらに真珠結晶構造が乱れて、品質の低下
に直結します。

教授　古丸 明

図　A 真珠の全体像, B真珠の表面構造, C 真珠の断面構造

貝類の不思議な世界を
科学しよう

海洋生物資源学科　水圏資源生物学研究室

助教　伯耆 匠二

キーワード
無脊椎動物、二枚貝、摂餌生態、珪藻、野外調査、
飼育実験

いくつかの無脊椎動物を対象に実験を重ねた結果、二枚貝は、水中に舞
い上がった堅い底生珪藻を「独占して」利用できる特別な分類群であること
が分かってきました。その一方で、岩に強く張り付く珪藻や、大きな群体を作る
珪藻を食べることはできません。実はこのように、珪藻も非常に多様な分類群
であり、各々が独特の被食防御戦略を持っています。おそらく、無脊椎動物の
摂餌生態や消化機構によって、餌として利用可能な珪藻の種類はまったく異
なると考えられます。このような、珪藻とそれを食べる無脊椎動物たちとの攻
防、そして、無脊椎動物間における珪藻をめぐる競合・食い分けの関係を解き
明かすべく、三重の川、海を舞台に研究を展開していきたいと考えています。

干潟の海底で水中の微粒子を食べるアサリ。その主な餌は、従来「植物プ
ランクトン」と考えられてきました。しかし近年になって、干潟の海底付近には
「底生珪藻」が高密度に舞い上がっており、これらがアサリの重要な餌になっ
ていると考えられるようになってきました。しかし、これらの底生珪藻が本当にア
サリの餌となるのでしょうか？というのは、多くの底生珪藻は、被食防御戦術
（食べられないための工夫）として、非常に強固なSiO2（シリカ）の殻で身を守
っているためです。

底生珪藻と無脊椎動物たちの攻防を解き明かす

アサリvs底生珪藻

「すりこぎ」で底生珪藻を効率的に粉砕

海洋生物資源学科　水圏資源生物学研究室

「餌」を通して無脊椎動物の
生き様を紐解く

そこで、アサリのウンチを観察してみたところ、
底生珪藻の90%以上が粉々に破壊されてい
ました。では、一体、アサリはどのように堅い底
生珪藻を破壊したのでしょうか？二枚貝には、物
を噛み砕くための「歯」の代わりに、特有の構
造「桿晶体」を持ちます。この桿晶体が、消化
管の中でぐるぐると回転することで、「すりこぎ」
のように底生珪藻の細胞殻を破壊していたの
です。

図１　底生珪藻Navicula sp.の細胞殻

図２　アサリに破壊された底生珪藻
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キ－ワード
DNA、進化、希少種、外来種

DNA情報から何がわかるか
DNA鑑定で殺人事件の犯人が特定、生き別れになった親子が再会といっ

た話は、21世紀に入り、テレビ、新聞などでよく耳にするようになりました。DNA
は皆さんがご存じのとおり、たった４種類の核酸からなる遺伝暗号です。最近
の研究でこの遺伝暗号には生物の体をつくるプログラムだけでなく、生態、生
理、行動といった様々な生命現象に関係する情報も含まれていることがわかっ
てきました。こうした情報の解明により、どんなことがわかるのでしょうか。

遺伝子から生物の多様性の謎と歴史を探る
DNAには、その生物の進化の歴史、分布拡大過程、個体数変動、交雑の

有無、近親交配の程度といった情報も含まれており、こうした情報は私たち人
間にとって“目に見えない生態”とも言うべき情報です。私たちはこの隠された
情報を明らかにすることにより、生物進化の道筋の解明だけでなく、希少種保
護、外来種駆除といった環境問題への取り組みをも行っています。

魚の放流は魚を変える
現在、日本各地では環境破壊、

乱獲等による水産資源の減少を補
うため、養殖魚の放流が盛んに行わ
れています。アマゴは本州・四国に
生息するサケマスの仲間で別名渓
流の女王とも呼ばれる美しい魚で
す。しかしながら、他の魚と同様個体
数と生息地は年々減少傾向にあり、
このため養殖魚の放流が行われて
います。我々はこの放流が天然のア
マゴに与える影響を見るため、アマ
ゴの模様とDNAを調べてみました
（右図）。その結果、アマゴの放流を
行うとアマゴのDNAだけでなく、色
彩パターンまで変わることが明らか
になりました。

教授　河村 功一

アマゴの放流はアマゴのDNAだけでなくアマゴの形
も変える（和歌山県古座川のアマゴの調査結果）

DNAが語る生物の
知られざる過去

海洋生物資源学科　水圏分子生態学研究室

教授　原田 泰志

キ－ワード
水産資源、生態、数学、情報、生物

魚介類の中には、とり過ぎで数を減らしたり、小さいうちにとられて有効な利
用ができていなかったりするものがあります。また、漁業以外の環境破壊や災
害などの原因で数を減らしている生き物もいます。
これらの生き物を守り、ふやし、あるいは有効に利用することは重要な課題

です。

例えば...
底引き網漁業では様々な魚がとれますが、中には、大きくなるまでとるのを待

てばとても高く売れるのに、小さいうちに大量にとられてしまい、有効に利用で
きていない魚がいます。網目を大きくすればよいようなものですが、そうすると他
のとりたい魚でとれないものが出てくる等、別の問題が生じてきます。また、制
限サイズを大きくし過ぎると、とってよい魚が少なくなって、かえって漁獲金額が
少なくなるかもしれません。何とかこのような問題を解決できないか。

解決するには...
このような水産資源管理の問題にこたえるには、生物の数や量、そしてそ

の変動を知ること、さらには、変動を左右する、成長や繁殖、漁獲による死亡、
自然の要因による死亡について評価することが必要です。そのためには、野
外集団の定量的調査や実験を行うだけでなく、漁獲のデータの解析が重要
な手法です。さらに、個体群動態と管理保全方策を数理モデルでコンピュー
タの中に表現し、どのような方策が有効であるかをシミュレーションすることは、
重要な手法です。その結果、有効であると考えられれば、実施を考えます。
このように、生き物の数や量とその変動の法則を理解し、数で生き物をあら

わしてそれを守っていく方法を考える
ということが必要です。また、生物の
生態の研究でも、数学モデルを使っ
た研究が盛んに行われています。
数学やコンピュータが好きで、それ

を生物の問題に生かしたいあなた、
生物が好きだけど数学も嫌いじゃな
いあなた、出番かもしれません。

研究の背景

水の中の生き物の資源管理・
保全と生態の研究

　練習船勢水丸の底引き網での漁獲物

海洋生物資源学科　海洋個体群動態学研究室
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附属教育研究施設附属教育研究施設

キ－ワード
魚、遊泳能力、臨界遊泳速度（Ucrit）

研究に必要な科目
主に生物学、物理学、数学

魚の遊泳能力は種によってまったく違う
魚類にとって泳ぐ力（遊泳能力）は、種が生存

してゆく上で最も重要かつ基本的な能力の一つ
です。しかし、人間には走るのが得意な人もいれ
ばそうでもない人もいるように、魚にも遊泳能力
の高いものもいれば低いものもいます。また、走る
のが得意な人でも短距離走と長距離走どちらも得意な人は少ないはずで、魚も長
距離向き・短距離向きのものが存在します。私たちは主に河川に生息する魚類につ
いて、遊泳能力をはかることで、流れのある環境への適応性を評価しています。

准教授　森川 由隆

河川に生息している種であっても遊泳能力に優れているものばかりではない
ほとんどの魚類は遊泳に関わる筋肉として、血合筋（赤色筋）と普通筋（白色

筋）の２種類を持っています。前者は疲労に強いことから、長距離回遊や河川の
流れに耐えるなど主に持続的な遊泳時に使われるのに対し、後者は大きな力を
発揮できる反面すぐに疲労することから、主に瞬発的な遊泳が要求される場合、
たとえばエサへの攻撃や外敵からの逃避、あるいは急流遡上時などに使用され
ます。私たちは、回流水槽という任意の流速を発生させることができる装置を使
用して、日本の河川に生息している在来魚類や現在社会問題にもなっているブ
ラックバス類などの外来種について、持続的・瞬発的の両面から遊泳能力を計
測してきました。その結果、渓流など流れの速いところに生息するイワナは持続
的な遊泳能力があまり高くないことや、ブラックバス類の１種であるコクチバス
は、日本の河川に広く分布するオイカワと同等の持続的な遊泳能力を持ち、瞬
発的な遊泳能力に至っては、同種をはるかに上回ることがわかりました。

遊泳能力を知ることで種や環境の保全をはかる
魚類の遊泳能力を知ることができれば、河川の護岸工事や河口堰の建設

など、流れの人為的な変化によって引き起こされる生態系への影響を評価す
ることができます。たとえば、河口堰を建設する際には魚が堰の上流と下流を
行き来できるように通り道（魚道）を設置しますが、その中を流れる水の流速が
どのくらいまで許容されるのかについては、そこに生息する魚類の遊泳能力か
ら判断せねばなりません。また、遊泳能力を知ることは、近年河川への侵出が
確認されているブラックバス類などの肉食性外来魚について、流域への適応
メカニズムを解明する上でも貴重な情報になります。

魚の体力測定

ニジマスの遊泳能力をはかっている様子

海洋生物資源学科　応用行動学研究室
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キ－ワード
現象を正確に記述するためには丹念に観察し、整理、
解析することが重要です。そのためには生物以外に
も数学や物理、化学の知識が必要です。

「もったいない」

教授　奥田 均

研究の芽は現場から

こんなに美味しいのにスーパーでは余
り見かけないし、とりわけ宣伝もされていな
い。味は確かでも、小粒で、凸凹していて、
少し酸っぱくて、棚もちが悪いから流通に
乗りにくかった。やむなく生産者が自家消
費していたミカン、それが※キクミカンです。
※品種ではなく夏の極度の乾燥がもた

らす果実の生理障害の一つ。

キクミカン

アンケート調査
消費者の方にも召し上がって評価して

いただきたいとの思いから、露地ミカン、マ
ルチミカンのうちキク形状のあるキクミカン
を食べ比べてもらったところ、キクミカンを
支持する方が最も多いことがわかりまし
た。

合理的な水管理
消費者に喜んでもらえるキクミカンをつくれば生産者の経営も改善し後継

者もあらわれてくるはずです。しかし、ウンシュウミカンをキクミカンにするには
様々な条件が必要です。とりわけ注意することは過度な乾燥です。夏の高温
乾燥はキクミカンに不可欠ですが、一方で樹を衰弱させてしまいます。そこで、
キクミカンを意図して安定的に生産するための合理的な水管理の研究に取
り掛かり、樹を傷めずに適度にキクミカンを発生させるための３つの基準（①着
果ストレス、②シートマルチ、③乾燥指数）を提案しています。

もうすぐ、皆さんの手元に届く日も近い
様々な機会を通じてキクミカンの広報に努めてきました。その結果、キクミカ

ンを扱う販売店が着実に増加してきており、近所のスーパーで目にする日も近
いものと期待しています。

各果実タイプの支持率

附属紀伊・黒潮生命地域フィールドサイエンスセンター
附帯施設農場

附属教育研究施設

フィールドサイエンスセンターの各施設は、広範囲な複合的なフィ
ールドを研究対象とするために設置された教育研究施設です。様々
な農林水産物・環境・自然エネルギーなどに関する教育研究を実施
するフィールドとして、極めて重要な役割を果たしています。

三重県

三重大学

1 農場

2 演習林

4 勢水丸

5 鯨類研究センター

附属教育研究施設・演習林は、全国ロード
ショーの映画「WOOD JOB!（ウッジョブ）～神
去なあなあ日常～」のロケ地となりました。

伊
勢
湾

熊
野
灘

3 水産実験所

1

4

3

2
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大豆は、私たちの食生活に欠かせない豆腐や味噌、醤油などの原料です
が、日本での自給率は2-3％と極めて低いです。これは、海外産の価格が国産
に比べて低いことが大きな原因ですが、一方で、国内での大豆栽培が難しく、
生産量が毎年安定しないことも無視できない要因となっています。国内での
大豆栽培の問題点の内、大豆自身の問題点を明らかにするために研究を行
っています。

准教授　長菅 輝義

大豆の茎や葉は、土壌中に水が十分に含まれるとよく育ちますが、気温が
高まるとさらに促進されることもわかってきました（図2）。温度によって活性が
変わる生体内の代表的な物質はタンパク質ですから、成長をコントロールする
タンパク質が葉・茎・根のどこにあるのか？そして、その器官でどのような役割を
果たしているのか？これらについて今後解析していく予定です。

図2　大豆の成長と気温との関係

図1　附帯施設農場での田植え

キーワード
大豆、茎葉、光合成、水
研究材料が大豆ですから、生物を勉強しておくと理解が早
まると思います。研究はフィールドワークがメインであり、
高野尾町の豊かな自然に囲まれた附帯施設農場内にて行
います。爽快な景色に心も和むことと思います（図1）。

生産量の不安定さも日本の大豆自給率が低い一因

日本では、梅雨の前後に大豆の種を畑にまきます。そのため、生育初期に
は土壌がよく湿っており、大豆も元気に育ちます。一見悪いことは一つもなさ
そうに思えますが、残念なことに、茎や葉が元気に育ち過ぎてしまうと、お互い
に影をつくり合って光合成に必要な光が葉全体に当たりがたくなってしまいま
す。また、肝心な豆の成長も、茎葉が成長し過ぎると逆に抑制されることもわ
かってきました。そのため、この茎や葉の成長をコントロールすることが大豆の
生産量を安定させるポイントであると考えて、茎や葉の成長と土壌中の水の
量との関係を調べています。

大豆の茎や葉の成長をコントロールしたい

大豆の茎や葉の成長をコントロールするタンパク質を明らかにしたい！

大豆の安定生産を目指して

附属紀伊・黒潮生命地域フィールドサイエンスセンター
附帯施設農場

キ－ワード
食品、分析、機能性

食べ物に含まれている成分を測定するということ
普段食べている物には一体何が含まれているのでしょうか？私たちは、普段

余り意識せずに食べていることが多いのです。また、どこかの誰かが「体にい
いよ」というと、たちまちブームとなりますが、一方で食事のバランスについても
考えなければなりません。そこで、私たちの研究室では、食べ物に含まれる成
分を測定することを行っています。

様々な農作物の成分を明らかに
食べ物は主に植物、動物、そして微生物がつくり出します。これらの原料や

加工された食品の成分を調べることにより、栄養だけでなく、機能性も明らかに
なりつつあります。私たちの研究室では、炭水化物、タンパク質、脂質、ミネラ
ル、ビタミンの定量だけでなく、様々な機能性について研究を行ってきました。

准教授　三島 隆

いろいろな食べ物の成分
をやみくもに測っていても、特
別なものが簡単に見つかる
ことはありません。しかし、十
分な知識を蓄え、視点を変え
て見てみると、案外これまで
見えていなかったものが見え
るようになるのかもしれませ
ん。私たちは、日常の食生活
の中に、それらを見出せない
か、また、古くからよいとされて
いる食べ物の化学的な真相
を探っています。

健康な生活は食事から

食べ物の中を覗いてみると

ミニトマトの味と機能の分析アミノ酸組成測定

抗酸化能測定

ミニトマトを育てる

粉砕する

サンプルのでき上がり 分析装置で分析

ろ過する

洗う 切る

附属紀伊・黒潮生命地域フィールドサイエンスセンター
附帯施設農場
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いる食べ物の化学的な真相
を探っています。

健康な生活は食事から

食べ物の中を覗いてみると

ミニトマトの味と機能の分析アミノ酸組成測定

抗酸化能測定

ミニトマトを育てる

粉砕する

サンプルのでき上がり 分析装置で分析

ろ過する

洗う 切る

附属紀伊・黒潮生命地域フィールドサイエンスセンター
附帯施設農場
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森林の多面的機能
●土砂の保持
●洪水の緩和
●水源の保全
●バイオマス生産
　　　　　　etc　　　+
●景観・癒し

水

蒸発散

降雨

地下水

森

大気 日射

渓流水

土砂生産 土 地盤

地表流地表流

水質形成水質形成

土砂災害

森林水文学

ぬたの谷量水堰堤での水文観測
（1987年から継続・森林環境砂防学）

治山砂防学

キ－ワード
地球温暖化、地域活性化、森林保全、木材利用

「環境に良い」「地方を元気に」に根拠はあるのか

助教　渕上 佑樹

地球温暖化などの環境問題や地方の過疎化などの社会問題を解決するた
めの取り組みを行うときに、その取り組みが具体的に「効果があるのか/ないの
か」、「効果はどのくらいなのか」がわからなければ、その取り組みを本当に進め
て良いかどうかの判断ができません。当たり前のことのように聞こえますが、実際
のところ、社会には効果があいまいな取り組みが行われている事例がたくさんあ
ります。その取り組みは本当に環境にやさしいのか、または地方を元気にするこ
とができるのか、「効果」を明らかにすることは基本でありとても重要なことです。

木材が適切に利用される社会づくりを目指す

木材の公益的価値の定量化
効果を具体的に表すことを「定量化」とい

います。環境問題の取り組みを定量化する手
法として、「ライフサイクルアセスメント（LCA）」
があります。この手法を使うと、例えば国産材
の家具を使うことでどのくらいの温室効果ガス
（CO2など）が大気中に放出されるのかを計算
することができます。この計算には家具の生
産・輸送・使用・廃棄など全ての過程（ライフサ
イクル）が含まれます。地方の過疎化などの社
会問題については、「経済波及効果」といっ
た指標を使って、雇用の増加数などを試算す
ることができます。このような手法を使って、木
材（特に国産材、地域材）の利用を進めること
の地球環境や地域経済に与える影響を定量
化すること、最も効果の高い（またはバランスの良い）取り組みを提案すること
が私の研究です。

木材の利用と地球環境・
地域経済の結びつきを知る

製材工場の調査の様子

地域で地産地消される木材製品の
CO2排出量の内訳（京都）

附属紀伊・黒潮生命地域フィールドサイエンスセンター
附帯施設演習林

定量化は「より効果的な取り組みを行う」ための第一歩でもあります。現
在、国や地方自治体で建築物の木造・木質化が進められるなど、各所で木材
利用が進んでいます。これらの取り組みの中で、環境や地域経済に関わる
「効果の定量化」と「効果改善の検討」が必ず行われるような社会の仕組み
ができることが、最終的には必要だと考えています。

准教授　沼本 晋也

自然災害が発生する過程を考えるには、ふだんから
のモニタリングが重要です。森には様々な顔があり季
節変化や成長・衰退の中で持続しています。さらに、
日々の雨量・湧水・渓流の流量や、落葉落枝、土壌状
態など、樹木群だけでなく、森林環境を形づくる様々な
要素を常に観察して季節変化も含めた一般的な姿を
知っておくこと、つまり、「普段の森の姿＝動き方」を
知ってこそ異変だと気づくことができるのです。時間的に緩やかな土砂や地盤
の動きの変化を観測からとらえることで、長期的な災害発生の可能性や安定
性について予測・評価できるようになります。演習林で継続されている森林水
文観測や、土壌流出観測、斜面モニタリングなどはその一例です。

キーワード
森林環境・水文・気象・土砂災害・防災（治山・砂防）

研究に必要な科目
自然環境に関する科目（地学・地理・物理・生物）

切っても切れない森との関係
国土の約7割が森林に覆われた日本

では、森は生活の場であり、また畏敬の
対象でもあり、古来より日本人は森に支
えられて生活してきました。しかし、木材利
用・エネルギー資源の変遷や経済・社会
状況の変化から手入れ不足の森がふ
え、荒廃を心配する声もあります。一方
で、近年の大きな土砂災害は、一見豊か
な森に覆われた山地斜面や河川で起こっていることが多く、極端気象も珍しく
ない今、しっかりと身近な森と山地・河川を見つめるべき時代といえるでしょう。

森林の多面的機能：森と土と水の関係

ふだんの森を知ることから

長期的な視点で見ると、日本列島という脆弱で変化しや
すい地盤の上に生活する私たちにとって自然災害は常に
身近に存在するものであり、いつ大きな災害に見舞われる
かわかりません。人々は被災地を見て、自分たちの生活域に
ある河川の改修などを期待するかもしれませんが、多くの土
砂災害は、山地の森林斜面や渓流で発生しているのです。
多様な機能を持つ森林の変化を、生活者はもちろん様々な
立場の人が見て気づく・気づけることが重要で、現場ではい
つ・どこで・どのように現象が起こるのかという「なぜ？」を解明することが必要です。

ふだんの森を知ることから

附属紀伊・黒潮生命地域フィールドサイエンスセンター
附帯施設演習林

森が教えてくれること

森林流域からの流出量を測る

台風豪雨による演習林の大
規模崩壊
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キ－ワード
生物学（分類学、生態学、遺伝学など）、英語、化学、統
計学

わかっているようでわかっていない－魚

教授　木村 清志

約5億年前、魚が地球上に姿を現し、その後彼らは極めて多様な種に分化
しました。人は魚を重要な食糧源として利用し続け、一方魚は水域の生態系
で捕食者としてまた被食者として非常に重要な地位を占めてきたにもかかわら
ず私たちは魚のことをあまり知りません。生態はもちろん、すべての生物学の
基礎となる分類学ですら、わからないことがまだまだたくさん残っているのです。

神に近づく
もし神が地球上のすべての生物をつくったとしたなら、その体系を明らかに

した研究者は神に一歩近づいたことになるのかもしれません。すばらしい達成
感を得ることができます。このような研究は基礎生物学に対して大きく貢献す
るだけではなく、このような研究なしに水産資源学や生態学、遺伝学などの発
展はありません。

今日から君も新種ハンター？
私たちは魚の系統、種分化、分類

学の研究を行い、魚たちの真の体系
を明らかにしようとしています。この研
究の過程で今まで名前がついていな
い魚を見つけることもあります。これが
新種です。これまで私たちの研究室で
は30種の新種を発見し（図1）、それぞ
れに新しい名前を与えてきました。でも
新種発見はあくまでも副産物。真の目
的は、自然の体系を明らかにする、例
えばある属や科は一体どのような種で
構成されているのか、またそれらがどこ
にいるのか、それぞれの種はどのような
経路で種分化し、現在に至っている
のかを知ることです。

一歩、神に近づく！
－魚の世界と地球の歴史

図1　私たちが発見し命名したアジ科ムロアジ属
魚類の1種、Decapterus smithvanizi Kimura, 
Katahira and Kuriiwa 2013．インドネシアから
アンダマン海に生息する。

図2　インド洋－太平洋域に生息するアジ科ムロ
アジ属魚類の分子系統樹。

附属紀伊・黒潮生命地域フィールドサイエンスセンター
附帯施設水産実験所

准教授　森阪 匡通

キーワード
イルカ、クジラ、コミュニケーション、音響、行動、
心理、保全、進化

附属鯨類研究センター

イルカは
何を伝え合っているのか？

現在、船舶など人間活動による水中の雑音が増え続けており、イルカやク
ジラへの影響が懸念されはじめています。これまで培った音響のテクニックを
用いて、インドなど海外で保全活動を支えています。また、彼らの音を深く知る
ことで、個体の関係性や、繁殖状態など体の内部のことも、音から知ることが
できるのではないかと考え、全国各地の水族館で研究を続けています。

音のテクニックで保全や繁殖の研究を支えたい

ミナミハンドウイルカ（図１）の発する
コミュニケーションの音であるホイッス
ル（図２）には地域差があり、また個体
情報が含まれている可能性を見いだし
ました。またハンドウイルカの赤ちゃん
は生後すぐにホイッスルを発し、この音
でお母さんに「おっぱいほしいよー」と
おねだりしているようです。イルカといっ
ても様々な種類のイルカがいます。シロイルカ（ベルーガ）においては、ホイッス
ルではなく、PS1コールと私たちが名付けた音で個体情報をやりとりしていまし
た。彼らは自分のPS1コールを出して1秒程度待ち、誰も返事をしてくれなかっ
たらもう一度PS1コールを出し、「返事してよー」と催促していました。みなさん
もメールやＬＩＮＥなどで相手がしばらく返事してこなかったら不安になりますよ
ね。そういう感覚はヒトだけではなく、イルカなどでも共通するものなのでしょう。

図1　御蔵島のミナミハンドウイルカ

水中では音が効率よく遠くまで
届く一方、光は陸上ほど届かない
ため、水中生活をしているイルカは
音に頼った生活をしています。音
でまわりの環境を探索（エコーロケ
ーション）し、そして音で仲間と情
報を交換（コミュニケーション）して
いるわけです。逆に言うと、彼らの
発する音に含まれる情報を丁寧に紐解いていけば、イルカのことがいろいろわ
かってくるはずです。このように考え、イルカの音やその周辺領域（行動、心
理、保全）に関する様々な方向からの研究を行っています。

研究の背景、動機付け

イルカも返事がないと不安になる？！

図２　ホイッスル（ピュイピュイピュイと聞こえる）
の音響スペクトログラム。縦軸が音の高さ(周波
数; kHz)、横軸が時間 (秒; s)
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Katahira and Kuriiwa 2013．インドネシアから
アンダマン海に生息する。

図2　インド洋－太平洋域に生息するアジ科ムロ
アジ属魚類の分子系統樹。

附属紀伊・黒潮生命地域フィールドサイエンスセンター
附帯施設水産実験所

准教授　森阪 匡通

キーワード
イルカ、クジラ、コミュニケーション、音響、行動、
心理、保全、進化

附属鯨類研究センター

イルカは
何を伝え合っているのか？
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ジラへの影響が懸念されはじめています。これまで培った音響のテクニックを
用いて、インドなど海外で保全活動を支えています。また、彼らの音を深く知る
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図1　御蔵島のミナミハンドウイルカ
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ため、水中生活をしているイルカは
音に頼った生活をしています。音
でまわりの環境を探索（エコーロケ
ーション）し、そして音で仲間と情
報を交換（コミュニケーション）して
いるわけです。逆に言うと、彼らの
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研究の背景、動機付け

イルカも返事がないと不安になる？！

図２　ホイッスル（ピュイピュイピュイと聞こえる）
の音響スペクトログラム。縦軸が音の高さ(周波
数; kHz)、横軸が時間 (秒; s)
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Captain　前川 陽一 Chief Officer　中村 亨

キ－ワード
船、海洋観測、生物採集、大気観測、フィールド調査。洋上観測調査は、科学全般
に通じる活動であるばかりではなく、グループでの共同作業や船内生活の中か
ら協調性や思いやりのある人を育む副産物もあります。

海洋観測、生物採集をする練習船です
練習船「勢水丸」（せいすいまる）は、海の生き物、環境、洋上気象を調査

研究する、フィールドサイエンティストを育てるトレーニングシップです。

海ばかりではありません
海洋と大気には密接なつながりがあります。洋上では様々なセンサーを取り

付け、ヘリウムガスを充填したバルーンを大空に放ち、1万メートル以上の上空
までの観測も行います。遥か上空から海の底まで調査することができるのです。

どんなことをしているのか？
陸上で気温や湿度、風の向きや強さをはかるように、海洋の水温や塩分濃

度、海流の向きや強さをはかります。また、生き物は網やカゴ、釣り針など生き
物の生活スタイルに合わせて使用する道具を考えサンプリングします。時には
海底の泥と一緒に獲ったり、岩盤ごと採集することもあります。

動く研究室
～練習船勢水丸～

海洋観測の様子
～海洋の温度・塩分などの環境を計測～

生物採集の様子
～採集された岩についている生き物をさがす～

附属練習船勢水丸

キ－ワード
船、海洋観測、生物採集、大気観測、フィールド調査。洋上観測では、船という限
られた空間の中で生活し協力して観測を行います。そこから、自分の役割を果た
す責任感や協調性、仲間に対する思い遣りを育むことができます。

電気推進システムを採用した省エネ船

【機関部4名】
機関長　前 一弥

一等機関士　山本 元樹
二等機関士　谷 かすみ
操機手　岡 藤洋
【無線部2名】

通信長（兼務）　前川 陽一
二等通信士　原澤 平
【司厨部2名】
司厨長　植田 雅道
司厨員　和氣 司

勢水丸は様々な観測設備を持ち、
日本中の海で海洋観測、生物採集、
大気観測などを行います。また、電気
推進（電気自動車と同じように電気で
プロペラを回す）で動くため、エコな運
転ができ、船体の震動や騒音が小さく
観測にも適しています。

練習船　勢水丸

【甲板部9名（教員含む）】
船長　前川 陽一
一等航海士　中村 亨
二等航海士　奥村 順哉
三等航海士　田中 香月
甲板長　足立 光正
甲板次長　西岡 正生
操舵手　平賀 英樹
操舵手　森 憲一
操舵手　大田 昇

練習船　勢水丸

乗組員の仕事
乗組員は甲板部、機関部、無線部、司厨部に分かれ、それぞれ役割が異な

ります。甲板部は航海中の見張りや船体の整備、機関部は発電機の運転や
機械類の保守整備、無線部は通信業務や船内事務、司厨部は乗船者の食
事作りを担当します。専門業務に加え、出入港作業や観測は乗組員全員で
作業に当たります。

海に親しむ
地球の7割は海で、そこには未知の

世界が広がっています。海上での研
究は、気象や海象に左右され予定通
りに行かないことも多いですが、水平
線から昇る朝日やイルカの群れなどす
ばらしい景色を見ることができます。勢
水丸で、海に親しみ海洋についての
理解を深めてみませんか？

船首から見たイルカの群れ

附属練習船勢水丸
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附帯施設農場
稲、野菜、果樹の育成、農産物の加工等が専

門です。実習に合わせて野菜苗などを準備します
が、植物の生育は天候にも左右されるので、調整
はなかなか大変です。ジャム、味噌などの加工品
づくりや、トラクターなどの農業機械の操作も指
導します。松阪牛も育てています。

附帯施設演習林
森林を持続的に利用するための間伐の方法や、

森林からの木材の搬出方法等の指導をします。ま
た、実習で歩く林道の整備や修復を日常業務として
行い、実習の安全確保に努めています。森林の動
物相の調査も行っています。WOOD JOB!

附帯施設農場に事務所を構える附属教育研
究施設チームでは、農場、演習林、水産実験所、
勢水丸の４施設にかかわる事務作業をしていま
す。各施設の利用を検討している際などには、お
気軽にお問い合わせください。

附帯施設水産実験所
磯採集実習では、海に入って泳ぎながら生物を観察・採集します。そのとき、

監視や安全確保を行います。また、船で沖に出ての海洋調査や魚類採集時
の作業を補助します。水産実験所は離島にあるので、宿泊実習生活のサポ
ートや災害対策の準備も重要な業務です。

附属教育研究施設事務室

三重大学生物資源学部の特徴の一つとして、附属教育研究施設が充実
していることが挙げられます。東紀州地方の森林地帯に位置する演習林、伊
勢平野の田園・里山地域に位置する農場、志摩地方のリアス式海岸地域に
位置する水産実験所、そして黒潮が流れ貴重な漁場でもある熊野灘を航行
する練習船「勢水丸」まで…文字どおり「山の頂から海の底まで」のフィールド
を使って、様々な実験・実習が行われます。この実習を支えるのが、附属教育
研究施設の技術職員の皆さんです。

実験実習を支えます！

【構成員】
センター長　　教授　吉岡 基
副センター長　准教授　森阪 匡通
センター教員　教授　梅川 逸人
　　　　　　　教授　神原 淳
　　　　　　　教授　河村功一
　　　　　　　准教授　淀 太我
　　　　　　　助教　船坂 徳子
特別研究員　　瀬川 太雄
技術補佐員　　神田 育子

キ－ワード
クジラ、イルカ、海生哺乳類、野生動物、繁殖、生態、保全、利用、水族館

附属鯨類研究センター

野生のミナミハンドウイルカの親子ホルモン検査のための尾びれか
らの採血

飼育イルカの繁殖の促進

野生鯨類の生態解明と保全
三重大学のキャンパスが面する伊勢湾にはスナメリという小さなイルカが周

年生息し、毎年、数十頭の死体が海岸に漂着してします。また、三重県南部
の海、熊野灘沖にはマッコウクジラを含む、約20種の鯨類が季節によってさま
ざまに来遊しています。これら三重県沿岸の鯨類も含め、日本や世界各地の
野生鯨類の生態の解明を通して、その保全と利用に関する研究を行います。

研究者間の交流や啓発活動
国内には、鯨類研究を行っているさまざまな研究者がいますが、そうした研

究者やこれらの動物に関心のある学生との交流に関する活動、さらに学部学
生の学内外の実習
（学芸員実習を含む）
や教育プログラム開
発等の教育支援に
関する活動も今後行
う予定にしています。

日本には多くの水族館があり、そこではイルカを飼育している施設が少なく
ありません。野生からの個体の導入をできるだけ減らし、飼育鯨類の持続的な
展示につながるよう、繁殖に関わる生理、行動、遺伝等に関わる基礎研究と
精子の凍結保存など人工繁殖技術に関する応用研究を行います。

鯨類研究センターは、平成28年12月、生物資源学研究科附属教育研究施設
のひとつとして、鯨類の繁殖や生態の研究を行うとともに、関連研究者間の交流
やその成果を啓発する活動を行う組織として新たに設置されました。鯨類は、漁
業、水族館等での飼育展示、ウォッチング等の観光産業など、重要な海洋生物資
源としてさまざまな形で利用されています。本センターでは、こうした鯨類を持続的に
利用するための研究を生理学、生態学、動物行動学、生物音響学、分子生物学、
生化学等の研究手法を駆使し、基礎から応用に至るまで幅広く進めていきます。

TEL：059-230-0044　e-mail：f-somu@bio.mie-u.ac.jp

お問い合わせ先

附属紀伊・黒潮生命地域フィールドサイエンスセンター
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渡邉文二奨学金の授与式

総務って何？

１階事務室総務担当

公開講座って何？
生物資源学部では毎年秋に公開講座を開講しています。公開講座とは一

般の方が自然や科学になじんでもらえるよう、講義や実験を通して学問の糸
口を毎回違う切り口で紹介してくれる、そんな講座です。高校生以上を対象と
した講義で、身近な環境問題や関心の高い健康などを中心に、より専門的に
掘り下げて興味深く説明してくれます。

奨学金って何？

普段事務の人とかかわることは少ないですよね。何となくわかりづらい私た
ち事務の仕事を少しだけ紹介します。生物資源学部には建物の１階に事務
室があり、全部で２8名います。その中で総務と学務に分かれて仕事をしてい
ます。私たち総務、学科事務の仕事は、様々な事務手続があり、多岐にわたっ
ていますが、皆さんと関わりの深い奨学金と公開講座について紹介します。

産学連携コーディネーター　前川行幸

平成２７年度から生物資源学部の産学連携コーディネー
ターとして、三重大学ファンタジスタの一環となる
COC+および地域サテライトの構築に参画しています。
特に東紀州サテライトの構築について、尾鷲地域を中心
に、三重県、三重県の出先機関や研究所、尾鷲市役所、東
紀州のNPO、地域の有力企業等と協働して地域貢献の
ための連携のあり方や活動拠点の形成を進めていま
す。今後とも生物資源学部の地域貢献強化の一翼を担
っていきますので、ご協力をよろしくお願いいたします。

生物資源学部では独自の給付型奨学金
制度を二つ設けています。どちらも経済的に
厳しい状態にあるものの、将来、農業、水産、
土木業等の研究、または事業に携わる志を持
つ優秀な学生に経済的支援をすることで、勉
学に励んでもらえるよう設けられた制度です。
・渡邉文二奨学金は三昌物産株式会社の創設者・故渡邉文二氏の篤志
によって設立されました。学部３年生を対象としています。
・朝日土木株式会社奨学金は朝日土木株式会社の篤志によって設立され
ました。大学院1年次の外国人留学生を対象としています。

教育研究推進センター

■事務室ってどんなところ？

生物資源学研究科チーム

お問い合わせ先

TEL 059-231-9631
e-mail bio-gakumu@ab.mie-u.ac.jp

学務担当

TEL 059-231-9626
e-mail bio-somu@ab.mie-u.ac.jp

総務担当
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お気軽に窓口へ

研究室事務
資源循環学専攻
共生環境学専攻
生物圏生命学科専攻

教育・研究のサポートをしています
研究室で必要な物品の調達や予算の管理、分析機器の管理運営の補

助、学科・専攻で契約しているOS（Windows）の貸出／プロダクトキーの発
行など、先生方や学生さんの研究活動を縁の下で支えています。また、大学で
は、急な会議の開催や教室の変更、補習などもしばしば行われます。そんな時
は、私たちが教室の予約や鍵の貸出、発表機材の調達を行っています。コピ
ー機や印刷機、照明器具等に不具合が生じた際も、業者への連絡、修理に
係る諸手続を請け負っています。さらに、一大イベントである入学試験や卒業
式、オープンキャンパスなどの学内行事に際しても、裏方の補助業務を担当し
ています。

迅速な連絡、情報配信を心がけています
生物資源学部は、教員数と学生数が多いのが特徴です、そのため、郵便

物や配達物、学内の配布物や回覧書類など、取り扱う点数もかなり多くなりま
す。郵便物等に関しては、電話やE-mailによる連絡、先生方のメールボックス
への配達など、様々な形で確実にお手元に届くようにしています。また、就職
情報や学生生活に必要な情報に関しては、Moodle（教員・学生の連絡用グ
ループウェア）を利用して学生さんのスマホへ配信するなどしています。いつも
快適な教育研究が遂行できるように、私たちが真心でサポートします！

研究室事務の窓口は、1Fの事務室中央に資源循環学専攻、共生環境
学専攻、生物圏生命科学専攻が一緒に協力して業務を行っています。先生
方、学生さん、そして代理店や納入業者の皆さんのパートナーとして、各種の
橋渡し業務を行っています。業務の内容は、事務員のキャリアに合わせて
様々です。「どこに相談すればいいの？」そんなときは、お気軽に窓口にお越し
ください。電話やFAX、E-mailでのお問い合わせも受け付けています。

私たちが真心サポートします

学務って何？

１階事務室学務担当

大学院生物資源学研究科について－学部卒業後の進路の一つとして－
学部を卒業し、より専門的な知識を得たい場合は、大学院に進学をしてさら

に研究を進めることができます。２年間の博士前期課程を修了すると修士の
学位を得ることができ、その後、更に３年間の博士後期課程を修了すると博
士の学位を得ることができます。
学部から大学院への進学率は、ここ数年３０～４０％の範囲にあります。

いつも学生さんとともに
大学生活で困ったことがあれば、いつでも、どんなことでも学生さんと一緒に

考えますので、学務担当へ来てください。お待ちしています。

私たち学務担当は、学習のことから学生生活のことまで、学生さんにかかわ
る様々な業務に携わっています。高校までとは違う履修システムや大学生活
など、学生さんの戸惑いもたくさんあると思います。そんなときに気軽に質問や
相談に来てもらえるような環境づくりを心がけています。学生さんたちが立派
に成長され大学より送り出せることが、私たち学務担当としての大きな喜びで
す。

生物資源学部について－入学から卒業まで－
三重大学では、1年間を2学期に分け、4月1日～9月30日までを前期、10

月1日～3月31日までを後期としています。1回の授業時間は90分です。各学
期の最後に定期試験が行われ、合格すると単位が与えられます。授業科目は
「教養教育科目」と「専門教育科目」に分かれており、１年次では専門教育の
基礎となる教養教育科目（統合科目や外国語など）を重点的に学習します。２
年次からは、専門知識を高めるために専門教育科目の学習がスタートします。
２年次・３年次で専門教育の学習を重ね、４年次からは研究室での卒業論文
の執筆を経て、卒業に必要な単位がそろうと春には晴れて卒業となり、学士
の学位を得ることができます。
また、高校での担任の先生のような役割の教員が、入学から卒業までの学

習及び学生生活などをサポートする体制をとっており、各学期終了後の成績
表の配付もこの教員が行います。

事務室ってどんなところ？
私たちのお仕事教えます！
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