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農環研ニュース

都市生活者に「農的」な環境を

千葉大学　学長　古在 豊樹
(農業環境技術研究所・評議員）

十五年以上の歴史を有する農業環境技術研究

所の設置目的が、「農業生産の対象となる生

物の生育環境の技術上の基礎的な調査や研究を行い、

その生育環境の保全と改善に関する技術の向上に役

立つ」ことであることを承知した上で、教育にたず

さわる者の視点から、都市生活における「農的」な

環境の必要性について感じていることを述べて見た

い。

　日本の食料自給率が40％以下であることや地球温

暖化を憂える青少年でさえも、「農業生産環境」の実

感はほとんどない。毎日の食事･生活と農業生産環

境を実感で関係づけるための農業体験がほとんどな

い。日本農業の石油依存度を肌で感じられる人はさ

らに少ない。農作業や農業環境は映像や本からでは

実感しにくい。とは言いながら、現在、日本の人口

が約1.27億人であるのに対して、農業人口は約300

万人以下であり、そのうち、40歳未満は30万人弱

であるので、都市生活者･青少年が農業生産の環境

や現場を日常的に体験することは現実には不可能で

ある。なお、農的体験は人間･自然との関わりが、

自然体験より強い面があり、また、生活空間におけ

る「日常的」な農的体験で得られるものは、年に数

回または数年に１回の農業体験でのそれとはかなり

異なる。

　さて、都市生活者、特に、青少年の農業体験不足が、

間接的に、農業の理解者・応援団を少なくし、農業･

農業生産物の（悪意なき）無理解者を増やしている。

そして、日本の農業、食料･食品、生態系、健康の

健全な維持を困難にさせている。さらには、複雑系

としての生物や自然の不可思議さに関する身体感覚

を失い、心と身体のバランスを上手にとれない人々

を増やしている。そして、「生きること」、「生かされ

ていること」の意味が分かりにくくなっている。こ

のような背景により、市民農園や家庭園芸を楽しむ

人は増えつつあるが、客観的に最も農的体験を必要

としている人は、現在は、農園芸に関心がない人や、

興味はあるがどこから手をつけて良いかわからない

人なのである。「農業生産・農業生産環境」に責任を

もつ組織･人間は、上述の問題に対してどのように

対処すれば良いのだろうか。

　上述の状況を踏まえると、農業体験の代わりに、

学校・大学や地域・家庭における「農的」な体験で、「農

業体験」を代替するのが効果的である。そのために

は、現在の学校での課外活動的･総合学習的な食育・

環境・自然教育を抜本的に改革・拡大して、可能な

限り正課的に扱うべきであろう。それには、農業試

験場・農家組織と学校との連携が必要である。他方、

行政は、市民の「農的」体験の場と支援を格段に増

やす必要がある。都市における日常的な「農的」体

験は、市民の生活スタイルを大きく変化させる。居

住区内での学校農園、家庭農園、市民農園、職場農園、

ベランダ園芸、壁面緑化･屋上農園などにおける「農

的」体験は、生態系における命（いのち）の時間的、

空間的なつながりを実感させ、生きる喜びを創出し、

情緒障害･うつ症状を軽減し、地域犯罪を少なくし、

省資源･環境保全への意識を高め、生ゴミをなくし、

食物･自然環境を大切にし、そして、農業･農業環境

への理解者を増やす。さらには、大災害時の自力更

正に威力を発揮する。ひいては、日本の医療福祉費、

防犯･防災費、教育費、石油消費などを軽減し、食

料自給率を高める。

　上記の「農的」体験事業は、個別的には、担当省

庁・自治体・担当課および多くのNPOにより既に数

多く行われている。しかし、有機的連携が十分でない。

どこかの組織が主体となって、農林水産省、文部科

学省、厚生労働省、国土交通省、総務省、地方自治

体、民間、市民グループなどのネットワークを構成し、

全国的、総合行政的、草の根的に実施しないと効果

が薄い。困難ではあるが、日本が持続可能な福祉社

会を実現し、21世紀における世界のモデルになるに

は、この総合事業をなしとげる必要がある。

百
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はじめに

除草剤に耐性をもつ遺伝子組換えダイズは、除草

管理の容易さや労力、コスト削減などの理由から、

世界各国でその栽培面積を拡げています。現在、日

本では遺伝子組換えダイズは商業栽培されていませ

んが、日本を含め中国や韓国など東アジアの河原や

空き地などには、ダイズの近縁野生種であるツルマ

メが生えており（図1）、遺伝子組換えダイズが栽培

された場合、周囲に生えているツルマメへの交雑を

危惧する声があります。しかし、ダイズやツルマメ

は同一花の中で受精する性質（自殖性）が強く、花

粉が他の花へ移行して受精（他殖）する可能性は極

めて低いことが知られています。また、開花時期も

異なるため、遺伝子組換えダイズとツルマメとの自

然交雑は起こりにくいと考えられます。

交雑しやすくする2つの条件

本実験では、野外の研究ほ場において、遺伝子組

換えダイズとツルマメが交雑しやすい条件を設定し

ました。1．遺伝子組換えダイズとツルマメを隣接

して栽培したため、夏季にはつる性のツルマメは組

換えダイズに巻きついた状態となりました（図2）。

2．開花期をより重複させるため組換えダイズを3

回に分けて、播種しました。その結果、25 〜 32日

間開花が重複しました。その中でも遺伝子組換えダ

イズを7月20日に播種した組合せで両種の開花最

盛期は、最も近くなりました（図3）。

ほ場で遺伝子組換えダイズとツルマメが交雑する可能性は低い

生物多様性研究領域　　吉村 泰幸・松尾 和人・水口 亜樹

研究トピックス研究トピックス

�

図１　セイタカアワダチソウにからみつくツルマメ

（茨城県つくば市）

図２　遺伝子組換えダイズに巻きついたツルマメ

（撮影日2005年8月31日）

ツルマメ

遺伝子組換えダイズ

図３　遺伝子組換えダイズとツルマメの開花期間の比較
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ほ場で遺伝子組換えダイズとツルマメが交雑する可能性は低い

図４　遺伝子組換えダイズとツルマメの自然交雑個体（左）およびその莢と種子

交雑種子の色と大きさ

収穫したツルマメの種子について合計32,502粒

を検定したところ、1粒の種子が組換えダイズと交

雑していました。この交雑種子は、開花最盛期が最

も近かった組合せのツルマメ種子11,860個の中か

ら見つかりました（表1）。この交雑種子を栽培し、

得られた莢と種子の大きさは中間的で、種子の色は

大部分が茶褐色でこれも中間的でした（図4）。

おわりに

これまで遺伝子組換えでないダイズとツルマメの

自然交雑についての報告はありますが、遺伝子組換

えダイズを用いた例は世界で初めてです。この結果

は、条件によっては組換えダイズとツルマメとの交

雑が起こることを示しています。しかし、この実験

のように人為的に両種の開花期を重複させた上、極

めて近接して栽培しても、得られた交雑種子はわず

か1個であったことから、ツルマメと遺伝子組換え

ダイズが自然に交雑する可能性は極めて低いことが

明らかとなりました。

�

表１　異なる日に播種した遺伝子組換えダイズと隣接栽培したツルマメ種子の検定数および自然交雑数

自然交雑個体 遺伝子組換え
ダイズの種子

遺伝子組換え
ダイズの莢

自然交雑個体
由来の種子

自然交雑�
個体の莢

ツルマメ種子

ツルマメの莢
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農業環境インベントリーセンター　　中谷 至伸

はじめに

ヒョウタンカスミカメ族の多くはダニ類や小昆虫

を捕食するとされ、自然環境ではダニ類などの天敵

としての役割を果たしていると考えられます。本族

中、最も普通にみられるヒョウタンカスミカメ（Pilophorus  

setulosus）は、里山を中心とした農業生態系に多く生

息し、種々の落葉広葉樹上で生活しています。本族、

特に最大の属であるヒョウタンカスミカメ属（Pilophorus  

Hahn）は体色・体形などが互いに類似した種が多

く（図1）、生物相の調査などで頻繁に発見されるも

のの、図鑑など同定に利用できる資料が乏しく、こ

れまで分類の専門家でなければ同定は困難でした。

そこで、種の同定に用いる形質をわかりやすく図示

した図説検索表を作成・公開することで、同定を容

易にする手段を提供しました。

ヒョウタンカスミカメ族

ヒョウタンカスミカメ族はカスミカメムシ科チビ

カスミカメ亜科に含まれ、全世界でおおよそ150種

ほどが知られる比較的小規模なグループで、わが国

ではこれまでに17種が確認されています。体長約2

〜 4mmほどの微小なカメムシで、このうちヒョウ

タンカスミカメ属は細長い体形で、外見がアリに似

ていることで知られています。これらの種では背面

に特徴的な銀白色の鱗毛列を形成し、あたかもアリ

の腹部がくびれているかのように見えます（図2）。

本族の種はほとんどが捕食性だといわれています

が、詳しい生態に関しては解明されておらず、また

正確な同定すら難しい状況にありました。

日本産ヒョウタンカスミカメ族（カメムシ目）のWebでの図説検索表

�

図１　�ヒョウタンカスミカメ属3種；A：ヒョウタンカスミカメ，�

B：ホソヒョウタンカスミカメ，C，ヨモギヒョウタンカスミカメ．

図２　�左：クロヒョウタンカスミカメPilophorus�typicus 成虫

（矢印は銀白色鱗毛列）。右：鱗毛列の拡大図。
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日本産ヒョウタンカスミカメ族（カメムシ目）のWebでの図説検索表

Webで公開した図説検索表

日本産ヒョウタンカスミカメ族17種について種

の検索表を作成し、鱗毛の形態など識別点となる形

質をすべて図示しました。これらを組み合わせて

ヒョウタンカスミカメ族の図説検索表を作成、Web

公開しました（図3）。農業環境技術研究所の研究・

技術情報のページ（http://www.niaes.affrc.go.jp/

techdoc/index.html）からアクセスできます。

画面の左に体の全形図を表示し、右側で拡大して

いる部位がどこかわかるように矢印で示しました。

利用者は指示された形質を観察し、2つの選択肢か

ら合致する方を順次選ぶことで該当する種に到達で

きます。なお、当ページには英語版も用意してあり

ます。現在のところ検索表だけですが、個々の種に

ついて解説および画像を充実させる予定です。

図３　�ヒョウタンカスミカメ族の図説検索表画面　並列する2者から形質が合致する方を選び�

次の分岐点に進みます。これを繰り返すことで，最終的に1つの種に到達できます。

�

並列する�者から

形質が合致する方

を選び次の分岐点

に進む。

最終的に1つの

種に到達する。
クリックすればブラ

ウザ上の次ページに

移動する。
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農業生産者NPO「田舎のヒロインわくわくネット

ワーク」（ヒロインネットワーク）と農業環境技術研

究所（農環研）との交流会が平成19年12月4日〜 5

日に農環研で開催されました。ヒロインネットワーク

からは23名が全国各地から参加し、農環研からは30

名が参加しました。この交流会は、科学技術基本計画

において強調されている「研究活動を社会・国民に開

示すること」及び「国民と研究者の双方向コミュニケー

ション活動を推進すること」を実践する一環として昨

年に引き続き企画されたものです。

初日には、ヒロインネットワークからの参加者に、

農環研の温室効果ガス発生制御施設、ミニ農村、農業

環境インベントリー展示館を視察していただき、農環

研の研究者が現場で試験研究や農業環境資源の説明

をしました（写真1）。また、ヒロインネットワーク

の参加者には、農林水産省所管の独立行政法人研究機

関の研究成果などを展示している「食と農の科学館“つ

くばリサーチギャラリー”」を見学していただきまし

た。その後、農環研で夕食をとりながらヒロインネッ

トワーク参加者全員から農業生産者の「生の声」を聞

かせていただき、和やかにかつ活発に交流しました。

二日目には意見交換会を開きました（写真2）。佐

藤洋平農環研理事長と山崎洋子ヒロインネットワーク

理事長のあいさつに続き、ヒロインネットワークから

次の6つの話題提供がありました。稲作におけるスク

ミリンゴ貝(ジャンボタニシ)の被害について（西村

ふじ子／長崎県諫早市）、SOS 動物園の動物のエサが

危ない−温暖化と動物の命−（西窪あけみ／京都府南

山城村）、くわいの赤枯病とアブラ虫対策（小林優子

の代理／埼玉県さいたま市）、今、有機農業から見え

るもの（安田弥生／東京都八王子市）、今、牛の寿命

が短くなっている−品種改良か飼料か？−（外ノ内登

美／茨城県小美玉市）、里山づくりとこどもエコスクー

ル−環境教育モデル構築と普及活動−（吉村恵理子／

福井県坂井市）。

提供されたこれらの話題には、農環研の研究者に

とってたいへん興味深い内容がありました。また、そ

の中で出された問題提起・質問は、地域的な、あるいは、

各生産者に固有のものでしたが、それらは、外来生物、

温暖化、農薬、有機農業、遺伝子組換え作物、害虫な

ど農環研の研究と密接に関連する内容であり、農環研

の各専門分野の研究者が回答し、活発に情報交換を行

いました。

農環研から提供した話題は、農薬拡散−スプレード

リフトとベーパードリフト（與語靖洋／有機化学物質

研究領域）、無線通信を用いた野生獣類の接近監視・警

報システム（岩崎亘典／生態系計測研究領域）、霞ヶ浦

に侵入した外来生物−侵入淡水貝類の現状−（伊藤健

二／生物多様性研究領域）、作物輸入港で野生化した

除草剤耐性遺伝子組換えセイヨウナタネの生育地特性

と発生消長（松尾和人／生物多様性研究領域）であり、

これらに対して、ヒロインネットワークから農業現場

に即した意見、質問が出され、情報交換を行いました。

熱心な質疑と情報交換で予定の時間を延長する意見

交換会となりましたが、閉会のあいさつでは、ヒロイ

ンネットワークから農環研に対して、農業生産者にも

役立つ研究と情報提供をお願いするとの要望が出され

ました。

農業生産者NPO「田舎のヒロインわくわくネットワーク」と
農業環境技術研究所との交流会

写真１　温室効果ガス発生制御施設の視察 写真２　意見交換会

（連携推進室長　木村 龍介）

報　告
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第29回農業環境シンポジウム
「農業・農村における身近な生物多様性の保全と活用をめざして」

第29回農業環境シンポジウムが2008年2月1日

（金）に東京国際フォーラムにおいて農業環境技術

研究所の主催、農林水産省と日本学術会議の後援に

より開催されました。内容豊かな講演と多くの参加

者、そして活発な質疑応答・意見交換等により大変

盛況でした。当日の参加者数は260名（内訳は、独

法研究機関19％、大学10％、研究機関20％、行政

14％、民間18％、NPO1％、その他18％）でした。

農村には水田、畑、樹園、草地、林地等を含む農

業生態系があり多様な生き物が棲息しています。国

内外において1980年代以降農業生態系の生物多様

性を保全し自然と調和した豊かな環境を確保しよう

とする動きがあります。一方、過度の農業開発によ

り農村地域を棲みかにしている生き物の中には棲息

の場を失っている種類も多くみられます。

近年、保全生態学や昆虫生態学等の研究者は農業

生態系に棲息する生き物の実態を正面から見据え、

生物多様性の現状を理解し、保全と活用を目指した

調査・研究を進めています。今回の農業環境シンポ

ジウムはそれらの中から主な研究成果を公開し、農

業生態系における身近な生物多様性の保全と活用を

めざした研究や事例を広く考えるとともに、今後の

研究や政策に活かすことを目的に開催されました。

講演は、1.生物多様性の保全のための地域区分と

管理（基調講演）、大澤雅彦教授（東京大学大学院）、

2.農村ランドスケープと生物多様性、山本勝利・

楠本良延（農環研）、3.生物多様性にとっての水田

生態系管理、日鷹一雅（愛媛大学）、4.農業に有用

な生物多様性、田中幸一（農環研）、5.放牧で草原

の生物を維持する−北上山地安家森のチョウを例

に−吉田信代（農研機構・東北農研セ）で、最後に、

6.総合討論（−これからの農林畜産業と生き物との

共存に向けて—座長　平井一男（農環研）、コメン

テーター高橋佳孝（農研機構・近中四農研セ））が

行われました。

今回のシンポジウムでは農環研の成果発表を含

め、他機関の研究成果も発表していただきました。

また、近年人口に膾炙している生物多様性の具体的

中味を知りたいという期待もあったと思われ、予想

を超えた人々にご出席いただき盛況でした。さらに

農業に関する生物多様性に対する多様な意見・質問

も出され、今後の研究推進や公開セミナーの持ち方

について参考になることが多々ありました。主な意

見・質問として、生物多様性研究の受け手は誰か、

生産者が直面している現状をもっと考えてほしい、

農業環境シンポでは学会シンポとはちがう観点の内

容を扱ってほしい、総合討論の時間を多くしてほし

い等々が出されました。受付で配布した質問用紙に

も多くの質問や意見が寄せられ、未回答部分につい

ては近々に農環研HPに掲載する予定です。

報　告

（生物多様性研究領域長　平井 一男）
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農環研ニュース

（広報情報室広報グループ）

NIAESトピックス

平成19年度課題評価会議の開催
報　告

平成19年度の農業環境技術研究所課題評価会議

が平成20年1月24日（木）〜 25日（金）に研究所

大会議室において開催されました。この会議では、

研究所で実施されている第2期中期計画に定められ

た研究課題の進捗状況とこの1年間の研究成果を、

各分野の専門家によって評価するとともに、次年度

の計画を検討しました。外部評価委員として永田徹

（前茨城大学教授）、三枝正彦（豊橋技術科学大学特

任教授）、秋山侃（岐阜大学教授）、山本廣基（島根

大学理事）の4先生をお迎えし、当所からは管理職

11名が内部評価委員として評価に加わりました。

会議では、はじめに各研究課題を担当するリサー

チプロジェクト（RP）のリーダーが報告書に基づ

いて概要を説明した後、進捗状況の確認や成果の意

義等について活発な討議が行われました。その後、

研究課題それぞれについて、中期計画に照らした進

捗状況、研究のレベル、波及効果などの観点から5

段階で評価され、それらの結果を総合して最終的な

評価が決定されました。この評価結果は、今後の研

究課題の運営に活かされるとともに、次年度の研究

予算などにも反映されることとなっています。また

3月に開催される評議会及び農林水産省の独立行政

法人評価委員会の評価資料としても活用されます。

研究課題の検討後には、各RP等から提出された

「普及に移しうる成果」案についての検討が行われ、

9タイトルが採用されました。これらの成果は、後

日別途選定される主要研究成果と合わせて、「研究

成果情報」として刊行・公表される予定です。

（企画戦略室長　安田 耕司）

NIAESトピックス

「TXテクノロジー・ショーケース・イン・ツクバ2008」に出展
報　告

平成20年1月25日〜 26日に、TXテクノロジー・

ショーケース・イン・ツクバ2008（第7回つくば

テクノロジー・ショーケース）が、独立行政法人産

業技術総合研究所（つくば中央 共同講堂）におい

て開催され、農業環境技術研究所からも研究所概要

の展示のほか3件の研究成果を展示・紹介し、成果

の活用について情報交換を行いました。

つくばテクノロジー・ショーケースは、つくばサ

イエンス・アカデミー（理事長　江崎玲於奈）の主

催により、2002年から毎年開催されている研究展

示会です。7回目となる今回は、飯島澄男氏の特別

講演「ナノカーボンの科学と産業応用」、一般研究者・

ポスドク研究者・高校生による研究成果展示のほ

か、ミニシンポ、企画展示、研究所広報展示などが

行われました。また、1日目には、出展成果につい

て、研究者が1分間で紹介する「インデクシング発

表」があり、さまざまな研究成果が次から次に発表

され、発表者にとっても、参加者にとっても、エキ

サイティングな時間となりました。

なお、つくばテクノロジー・ショーケースは、今

回から主要な参画機関が順に会場を提供して実施す

ることになり、次回は、独立行政法人農業・食品産

業技術総合研究機構が、開催を担当する予定です。

農業環境技術研究所からの出展

・ ICP−DRC−MSによるヨウ素−129の迅速測定

（土壌環境研究領域 藤原英司）

・ イムノクロマトキットを用いて玄米等のカドミウ

ム濃度を簡易に測る（土壌環境研究領域 阿部 薫）

・ マイクロフォース（microForce）の構築とその利用 

（生物生態機能研究領域 小板橋基夫）
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NIAESトピックス

（研究コーディネータ　今川 俊明）

報　告

土・水の研究と私たちの健康な生活に関するシンポジウム
農業環境技術研究所が主催する第25回土・水研究

会『土・水の研究と私たちの健康な生活』が2月20日

つくば農林ホールにおいて開催されました。参加者は、

政府機関、都道府県、民間企業、大学、独立行政法人

などから合計で148名でした。

陽 捷行氏（北里大学）の講演では、20世紀の科学

技術の検証と反省に基づいて「農・環境・医の連携」

を目指した21世紀の新しい科学の潮流が述べられ、

さらに北里大学が実施中のいくつかの新しい試みが

紹介されました。幅広い角度から今後の科学技術のあ

り方を見つめ直す内容で、インパクトのある講演でし

た。

田村憲司氏（筑波大学）の講演は、環境教育とし

ての「土壌教育」の重要性を訴えた内容で、その理念

および既に実施されてきた「土壌の観察会」の様子が

写真などで詳しく紹介されました。かけがえのない自

然資源としての土壌について、地域・学校・家庭が連

携しながら理解を深めてゆくことの必要性が強調さ

れ、示唆に富んだ内容でした。

登坂ユカ氏（いばらき園芸療法研究会）の講演では、

園芸という本来は農業分野の活動を医療という別の

分野で活用する試みが紹介されました。園芸療法の歴

史、定義、海外と国内の活動の流れが述べられ、多く

のケーススタディが紹介されました。

渡部 裕氏（喜多方市教育委員会）の講演では、「喜

多方市小学校農業科」について、基本的な考え方など

が述べられ、具体的な指導内容が写真などで紹介され

ました。「なすことによって学ぶ」という、現在の教

育が見落としがちなテーマに挑戦し、土や作物にふれ

ながら農業体験をする教育の成果が期待されます。

阿部 薫氏（農業環境技術研究所）の講演では、農

村地域の水質保全について生活廃水、畜産排水や園芸

排水の浄化について、バイオジオフィルターや現在実

施中の研究について紹介されました。これらは植物を

利用した環境にやさしい浄化技術であり、今後の普及

が期待されます。

川崎 晃氏（農業環境技術研究所）の講演では、土壌

中の微量元素や微量放射性物質の存在比の分析から

農産物の産地を判別する技術が紹介されました。産地

偽装の問題が昨今のニュースを賑わせており、産地を

判別する技術が注目されています。米についてはほぼ

技術が確立されていますが、野菜その他の農産物につ

いては、さらなる研究の進展が期待されています。

平成20年2月27日、第24回気象環境研究会が農

環研において開催されました。埼玉県熊谷市と岐阜県

多治見市で日本の最高気温を更新する40.9℃を記録

するなど、昨年8月〜 9月は日本の広い範囲で異常高

温に見舞われました。こうした異常高温は、これまで

室内実験から予測されていた高温不稔が起こりうる

温度域にありました。そこで、農環研は、作物研究所

や中央農業総合研究センターの研究者とともに緊急

調査を行い、上記研究会でその結果を報告しました。

研究会には、ほとんどの都道府県の研究者を含め行政

部局、企業、大学など所外から133名、所内から32名、

計165名が参加しました。

研究会では、関東・東海の多くの地域で7月下旬か

ら8月上旬に出穂、開花をむかえていたこと、当所で

開発したモデルによる推定では、水田が広がる農村地

域の気温や穂温及び水稲群落の温度がそれほど高く

なかったことから、昨年の作況に大きな影響はなかっ

たことが報告されました。また、品質についても、乳

白米などの品質低下はあまり見られなかったことが

報告されました。

一方、最高気温を記録した時期に出穂、開花した

水稲に注目すると、場所によっては籾に実がならない

不稔の発生が20％を超えていたことが報告されまし

た。また、不稔については品種や施肥量が、品質につ

いては日射量や蒸散量が大きく影響していることも

指摘されました。

このように、今回の緊急調査から高温が水稲生産へ

及ぼす影響とその対策を考える貴重な情報を得ること

ができました。

（土壌環境研究領域長　小野 信一）

NIAESトピックス

第24回気象環境研究会
「2007年夏季異常高温が水稲生産に及ぼした影響を検証する」

報　告
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NIAESトピックス

「食と農の科学館　つくばリサーチギャラリー」で

は、青少年向けの「アグリキッズ教室」、一般消費者

向けの「アグリサイエンスセミナー」など、さまざま

なイベントを開催しています。

2月10日（土）、11日（日）の2日間、アグリキッ

ズ教室「木枯らしの中の昆虫を探そう」を、農業環

境技術研究所が協力して開催しました。

今年は、虫たちが冬の間どのような場所にどのよ

うな姿でいるのか、冬越しをしているさまざまな卵、

幼虫、さなぎ（蛹）、まゆ（繭）、成虫を展示しました。

さらに、実際に昆虫がもぐっている朽ち木や落ち葉

を会場に運び、子どもたちに探してもらうコーナー

を設け、用意したジュニア向け昆虫図鑑で、見つけ

た昆虫を調べてもらいました。

また、珍しい昆虫の標本や、昆虫をモチーフとし

た世界各国のオブジェのコレクションの一部を展示

したほか、冬越し中の昆虫たちを紹介するスライド

ショー、小さなお子さんのためのぬり絵コーナーな

どを用意しました。

当日は、農業環境技術研究所の研究者が説明を担

当しました。朽ち木の中の虫を探すコーナーでは、

子どもだけでなく大人も夢中になり、用意した朽ち

木はわずかな時間でばらばらになってしまいまし

た。

2日間とも500人を越える来場者があり、朽ち木

コーナーのほか、土の中の小さな虫を顕微鏡で観察

したり、小枝についたさなぎやまゆ、卵のうにさわっ

てみたりできるコーナーに人気がありました。中に

は、1日目に持ち帰ったまゆからきれいに糸を繰り

出して2日目に見せにきてくれた小学生、自分のルー

ペと図鑑を持参した熱心な子どももいて、研究者に

とってはうれしい反響がありました。

アンケートへの回答には、「楽しかった」「野外に

出て、昆虫を探してみたい」という声が多くあり、

イベントの目的は十分に達せられたと感じました。

アグリキッズ教室「木枯らしの中の昆虫を探そう」

（広報情報室広報グループ）

報　告

小枝についたマユやミノムシを展示

珍しい昆虫標本はいつも人気の的 竹細工の昆虫オブジェ 朽ち木の中の虫のさがし方を実演

昆虫が産卵した朽ち木を展示

11
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　今年も、科学技術週間にともない、農業環境技術研究所の一般公開を行います。
　「未来につなげよう　安全な農業と環境」をテーマに、体験・実演を中心に計画しています。また、
研究成果のパネル展示と土壌・昆虫・微生物標本、肥料などの展示を行うほか、ミニ講演会を開催し
一般の方や児童・生徒にもわかりやすく研究の成果をご説明します。皆様のご来所をお待ちしており
ます。

◇開 催 日 時◇
 平成20年4月18日（金曜日）10：00 〜 16：00
 ※19日（土）は、つくばリサーチギャラリー農環研ブースで企画展示を予定しています。
◇主 な 内 容◇
 実演・体験
  ・GISとリモートセンシングで探る農業環境120年の変化
 展示
  ・微生物でプラスチックを分解する
  ・身近に迫る外来植物
  ・川にすむ小さな生き物たちをしろう！
  ・農業環境インベントリー展示館
  ・世界の昆虫オブジェ
 ミニ講演会
  ・「微生物でプラスチックを分解する」11：00 〜 11：25、14：00 〜 14：25
  ・ 「霞ヶ浦に注ぐ河川の水質−生活・農業活動とのかかわり−」 

11：20 〜 11：50、14：25 〜 14：50
 展示・体験
  ・水のコーナー（利き水体験あり）
 展示・実演
  ・地球温暖化は作物にどんな影響を与えるか？
  ・土の中の水と簡易灌水装置
◇交　　　　通◇
 ○ JR常磐線「牛久駅」下車 

→路線バス「つくばセンター」行、「筑波大学病院」行、「谷田部車庫」行 
「農業環境技術研究所」下車徒歩3分

 ○ つくばエクスプレス「みどりの駅」下車 
→路線バス「谷田部車庫・農林団地中央・榎戸」行、「農林団地中央」下車徒歩12分

 ○ つくばセンター（エクスプレス「つくば駅」） 
→路線バス「牛久」行、「農業環境技術研究所」下車徒歩5分

◇問い合わせ先◇
　　　○広報情報室広報グループ　電話：029−838−8191
　　　詳細案内は
　　　http://www.niaes.affrc.go.jp で！

昨年の一般公開の様子

印刷　（株）高山

農環研ニュース　No.78　平成20年3月31日
発　　行　独立行政法人 農業環境技術研究所　〒305-8604 茨城県つくば市観音台３-１-３
電　　話　029-838-8197（広報情報室　広報グループ）
ホームページ　http://www.niaes.affrc.go.jp/

お知らせ

1�


	表紙
	巻頭言
	研究トピックス
	ほ場で遺伝子組換えダイズとツルマメが交雑する可能性は低い
	日本産ヒョウタンカスミカメ族（カメムシ目）のWebでの図説検索表

	NIAES トピックス　報告
	農業生産者NPO「田舎のヒロインわくわくネットワーク」と農業環境技術研究所との交流会
	第29回農業環境シンポジウム「農業・農村における身近な生物多様性の保全と活用をめざして」
	平成19年度課題評価会議の開催
	「TXテクノロジー・ショーケース・イン・ツクバ2008」に出展
	土・水の研究と私たちの健康な生活に関するシンポジウム
	第24 回気象環境研究会「2007年夏季異常高温が水稲生産に及ぼした影響を検証する」
	アグリキッズ教室「木枯らしの中の昆虫を探そう」

	NIAES トピックス　　お知らせ

