
資源循環学科 資源循環学科 

生物資源学研究科チーム 
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TEL 059-231-9626
e-mail bio-somu＠ab.mie-u.ac.jp
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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

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 
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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

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

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

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

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 
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

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

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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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

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
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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ⅡBを勉強してきてください。 

資源循環学科

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 
行動、花、昆虫、生態、化学 

資源循環学科

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 

キ－ワード 
寄生蜂、アシナガバチ、社会性蜂。 

資源循環学科

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。
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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

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 

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 
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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
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資源循環学科
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植物はタネが落ち、発芽した場所で一生を過ごします。例えば有害な金属
で汚染された土地であっても、植物は様々なメカニズムを使ってその環境に適
応しようとします。そのような植物の中には、体内に金属を積極的に蓄積し、
耐性を持つことでその環境において有利な生育条件を獲得しようとするもの
が存在します。

准教授　水野 隆文 

金属を貯めこむ不思議な 
植物の研究 

現在コシアブラというマンガンを高濃度
にためこむ植物の研究を進めていますが、
福島の原発事故後、この植物が高い放
射性セシウム蓄積性を示すことが報告さ
れるようになっています。現在このメカニ
ズムの解明に向け、他大学と連携した研
究を進めており、将来的には植物による
放射性セシウム除
去技術の開発につ
なげたいと考えてい
ます。

コシアブラ

コシアブラからのマンガン資源の回収

キーワード 
植物、環境浄化、生物多様性、化学（無機化学） 

植物と土壌 

土壌中の金属に対する高い集積性を持つ植物を超集積性植物といいます。
これらの中にはカドミウムや鉛などの有害金属や、金やニッケルマンガンなどの
工業上価値のある金属を集めるものも存在します。当研究室ではニッケルとマ
ンガンという金属を貯める植物をモデルとして、植物の環境適応とその結果も
たらされる特殊な植生（エコロジー）について研究しているほか、その特殊能力
を環境浄化や金属資源、有機金属肥料として利用することを学んでいます。

金属超集積性植物の発見とその利用 

植物の能力を環境修復に 

資源循環学科

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 な々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

すべ
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資源循環学科
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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

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

最も重たい「人命」と「財産」の保全を研究課題として取り扱っています。
まさに、「国の基本」に関わる研究分野です。世間でいう「派手さ」や「面白さ」、
「わくわくするようなもの」はないかもしれません。地味ではあるけれども、人間
社会が存続する限り、その安全安心を確保するための砂防研究を着実に発
展させ、より効果的・効率的な対策手法を実社会に還元する役割を担ってい
ます。土砂害減災に興味と使命感を感じる皆様と一緒に研究を進めていきた
いと思います。

「国の基本」を担う土砂害減災のための研究 

教授　山田　孝 

土砂災害から人命と財産を
守るための研究 

悲惨な土砂災害をもたらす
土石流の発生実態とそのメカ
ニズムは、世界的に見てもまだ
十分には明らかにされていません。
そこで、世界的にみても土石流
発生頻度の高い三重県いなべ
市の藤原岳を対象として、土石
流がどのようにして発生するの
かを現地観測し、その発生予測
手法と対策手法の提案を目指
して研究を鋭意進めています。

土石流発生予測のための研究イメ－ジ

キーワード 
物理、地学、生物、数学、地理 

近未来に必要な土砂害減災の方法とは？ 

土石流の発生をどのようにしたら予測できるのか？ 

資源循環学科

我が国では、豪雨や地震などによる土石流や地滑り、深層崩壊と河道閉塞、
がけ崩れ、雪崩、噴火による泥流、火砕流、溶岩流などによる悲惨な土砂災
害が毎年、1000～1500件も発生しています。土砂災害から人命・財産を守り、
安全安心な地域社会基盤を創造するためにも、その効果的な対策手法の構
築が必要です。一方で、近年の大規模な気候変動や地殻変動による土砂
害リスクの増大、中山間地などでの人口減少・高齢化などによる地域コミュニ
ィティ力の低下など、これからの土砂害減災を講じていくうえでの課題は山積
しています。これからの地域社会の変動予測をもとに、土砂害減災のための
土砂移動現象の解明と砂防技術の開発、公助、共助、自助の連携システム
あるいは共助・自助による自衛システムの構築手法を提案することを目的とし
ています。
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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

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

最も重たい「人命」と「財産」の保全を研究課題として取り扱っています。
まさに、「国の基本」に関わる研究分野です。世間でいう「派手さ」や「面白さ」、
「わくわくするようなもの」はないかもしれません。地味ではあるけれども、人間
社会が存続する限り、その安全安心を確保するための砂防研究を着実に発
展させ、より効果的・効率的な対策手法を実社会に還元する役割を担ってい
ます。土砂害減災に興味と使命感を感じる皆様と一緒に研究を進めていきた
いと思います。

「国の基本」を担う土砂害減災のための研究 

教授　山田　孝 

土砂災害から人命と財産を
守るための研究 

悲惨な土砂災害をもたらす
土石流の発生実態とそのメカ
ニズムは、世界的に見てもまだ
十分には明らかにされていません。
そこで、世界的にみても土石流
発生頻度の高い三重県いなべ
市の藤原岳を対象として、土石
流がどのようにして発生するの
かを現地観測し、その発生予測
手法と対策手法の提案を目指
して研究を鋭意進めています。

土石流発生予測のための研究イメ－ジ

キーワード 
物理、地学、生物、数学、地理 

近未来に必要な土砂害減災の方法とは？ 

土石流の発生をどのようにしたら予測できるのか？ 

資源循環学科

我が国では、豪雨や地震などによる土石流や地滑り、深層崩壊と河道閉塞、
がけ崩れ、雪崩、噴火による泥流、火砕流、溶岩流などによる悲惨な土砂災
害が毎年、1000～1500件も発生しています。土砂災害から人命・財産を守り、
安全安心な地域社会基盤を創造するためにも、その効果的な対策手法の構
築が必要です。一方で、近年の大規模な気候変動や地殻変動による土砂
害リスクの増大、中山間地などでの人口減少・高齢化などによる地域コミュニ
ィティ力の低下など、これからの土砂害減災を講じていくうえでの課題は山積
しています。これからの地域社会の変動予測をもとに、土砂害減災のための
土砂移動現象の解明と砂防技術の開発、公助、共助、自助の連携システム
あるいは共助・自助による自衛システムの構築手法を提案することを目的とし
ています。

2928



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 

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 
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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 

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 

3130



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

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！ 

教授　徳田 博美 

キーワード 
青果物、農産物流通、グローバリゼーション 

資源循環学科

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　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

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！ 

教授　徳田 博美 

キーワード 
青果物、農産物流通、グローバリゼーション 

資源循環学科

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
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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 

3332



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

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

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

魚を食べていますか？ 
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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。 
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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
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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

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

アフリカのコメ作りに 
貢献したい！ 
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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
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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

アフリカのコメ作りに 
貢献したい！ 
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共生環境学科 共生環境学科 

20世紀の時代は16億人から70億人に爆増した人口に食糧を提供することに
成功しましたが、今世紀はさらに著しい人口増加が予測されています。私たちの身
の回りにある未利用な資源や人の手が入りにくい国土を利用していくことが、自
給率の低い日本にとってより大事になっています。そのためには、植物を素材化
学的に深く理解し、「資源循環」による食糧生産技術を発展させ続けることです。

21世紀人類生存の原点 

皆さんが牛乳をおいしく感じるのは、自然の恵みを感じる
からですか？それとも、まろやかな香りや甘さでしょうか？牛乳
を好きな理由はそれ以外にもたくさんあるかもしれませんが、
おいしさには牛乳に含まれる脂肪が大きく関係しています。
この牛乳の脂肪分は、実は「牛」の胃袋に棲息する「微

生物」が牛の食べたエサを分解して生産する短鎖脂肪
酸の一つである「酢酸」を利用して合成されます。また、
この「酢酸」は、牛が食べる「草」が分解（消化）される
過程で生成されるため、穀物をいっぱい与えてもおいしい
牛乳にはなりません。もともと、牛は、草食動物の仲間で草やわらを食べて成
長し子供を育てることができます。
私の研究テーマは、牛や羊が好んで食べる栄養豊富な草や飼料の開発を

通じて、私たちの生活に欠かせない乳や肉を提供することです。

教授　後藤 正和 

草食動物たち

草の形（左から光学顕微鏡、走査型電子顕微鏡、透過型電子顕微鏡観察）

草からミルクができる 

キーワード 
牛、草、資源循環、飼料化学、乳肉生産 

牛と羊に脱帽 

お米や野菜の品種が収量性、耐病性、早晩性等の経済形質に大きな違
いがあるように、牛や羊のエサ用に開発された「牧草」の嗜好性や栄養性も
草種、品種、栽培方法、収穫時期等に大きく影響されます。こうした栄養形質
を牧草の解剖形態や化学構造と関連づけて調べているうちに、農林水産系
や食品系の副産物でもどのように加工すればもともとの牧草と同じ効果が期
待できるかがわかってきました。

草もいろいろ使い方もいろいろ 

資源循環学科
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