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農環研ニュース

人が育つ組織を作る

研究統括主幹　長谷部 亮

近、日本社会全体で、人が育ちにくくなった

と言われています。最近読んだ本にそのこと

が書かれています（「人が育つ会社をつくる」慶応大

学教授　高橋俊介著、日経新聞社、2006）。その原

因としていくつか指摘されています。人を雇っても

すぐ辞めてしまうため、辞めるかもしれない人に育

成投資をしづらいこと、成果主義のプレッシャーが

厳しく、個人主義が組織内に蔓延し、人を育成しよ

うという余裕が持てなくなったこと、フラット化の

進展も指導伝承型OJTを困難にしていることなどで

す。

　民間企業ほどではありませんが、公的研究機関で

も事情はある程度似通っています。また、公的研究

機関の場合、これまでは「優秀な人材が機関に採用

試験を通じて自動的に集まってくる。人を育てると

いうよりは、人は勝手に育つ。」との認識が強かっ

たものと思います。言い換えれば、人材育成に関す

る意識や取り組みは必ずしも十分なものとは言えな

かったと思います。

　当たり前のことですが、どんな組織であっても人

材を持続的に育成し活用することが組織存続の根幹

です。「経営とは、組織の資源を活用して成果を得る

こと」と、ある財界人が述べています。研究所は、

研究成果を創出し、社会、国民に還元することが目

的です。申すまでもなく人材は研究所の重要な経営

資源であり、その有効活用が、組織の命運を担うこ

とになります。

　一昨年、3月に農林水産技術会議で決定した「農

林水産研究における人材育成プログラム」は以上の

ような背景のもとに策定されたものです。このプロ

グラムでは、農林水産研究に関わる研究職員に限ら

ずすべての職員に対して、人材育成の基本方針が定

められています。農業環境技術研究所でも、これを

受けて、研究所独自の人材育成プログラムとして、

昨年2月に、「人材育成プログラム−人材開発の基本

方針−」を策定しました。このプログラムに基づき

農業環境技術研究所では、研修、表彰、留学等のメ

ニューの充実・提供だけでなく、人材育成とは、組

織から与えられるものだけではなく、自らが自らの

力で成長することをめざす自律的キャリア形成の考

え方に基づき、キャリアデザインシートによるキャ

リア形成支援にも取り組んでいるところであります。

　人材育成というと、「組織が職員を育ててくれる。

自分が成長しないのは上司の指導力不足」と誤解し

ている方がいます。人材育成は、成長しようという

個人の意欲や努力と、組織によるサポートにより達

成されるものです。人材の育成は言うは易く行うは

難いものの典型です。人材育成の取り組みには派手

さがありません。また、人材育成の効果を測るのも

簡単ではありません。職員の理解も残念ながら十分

なものではありません。このため、ともすると人材

育成の取り組みは定型的かつ漫然としたものになり

がちです。そのようにならぬよう、所内外の研修参

加や、表彰応募への候補者の掘り起こしなど、積極

的な働きかけが、一層重要と考えています。このよ

うに、人材育成プログラムを単にかけ声や作文に終

わらせるのではなく、そのメニューの充実を図り、

実効性を高めることが、研究統括主幹としての私の

重要な任務と考えています。

　本年からの新しい取り組みも始めます。この秋に

は、所内の若手研究者の活性化を図るため、「農環研

若手研究者奨励賞」を創設し、第1回表彰式を11月

28日に東京で開催する農環研研究成果発表会の中で

行うことを予定しております。

　「人材が二流であれば、組織は二流」とも言われま

す。組織の改廃は外圧により進むと考えがちですが、

人材が育たなければ、組織は内から瓦解します。「有

能な職員を確保し、一流の職員を育てる」ことが、

農業環境技術研究所のミッションを達成するための

近道であることを肝に銘じて職務にあたりたいと考

えています。
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はじめに
平成17年7月に開催された第28回コーデック

ス委員会（FAO/WHO合同食品規格委員会）総会

において、野菜のカドミウム濃度国際基準値が採

択され、果菜類は0.05 mg kg-1FW（新鮮物重）と

されました。日本国内においても食品中カドミウ

ム濃度の基準値設定に向けた準備が進められてい

ます。農林水産省の実態調査では、ナスSolanum 

melongenaでは約7%が国際基準値を超過してお

り、カドミウム低減技術を早急に確立する必要が

あります。

我が国のナス品種には、全国各地で形、大きさ、

色あい、食感などが異なる地方色豊かな在来品種

が多数存在し、生食用、加工用など用途に応じて

使い分けされています。また、ナス栽培の特徴の

一つとして、土壌病害の回避や生産性の向上など

を目的に、接ぎ木栽培が広く普及していることが

上げられます。国内のナスの接ぎ木栽培の普及率

は60%以上に達しており、一般的な技術として定

着しています。そこで、ナス用台木品種の中にカ

ドミウム吸収を低く抑えることができる品種が存

在すれば、多様なナス品種のカドミウム吸収抑制

対策に活用が可能となると考えられます。

台木によるナス果実カドミウム濃度の違い
スズメノナスビSolanum torvumを台木として

ナス穂木を接ぎ木した場合、土壌の種類（沖積土

壌：褐色低地土および灰色低地土、火山灰土壌：

黒ボク土）、作型（6月定植7〜9月収穫、9月定植

10 〜 5月収穫）、穂木の種類（千両二号ほか3種類）

によらず、自根栽培およびその他の台木（ヒラナ

ス、台太郎、カレヘン、耐病VF、ミート、アシスト）

に接木した場合に比較して果実中カドミウム濃度

を約1／2 〜 1／4のレベルに低減できました（図

1にはその一部の結果を示します）。スズメノナス

ビの市販台木品種はトルバム・ビガー（図2）、ト

ナシム、トレロがあり、いずれも同様のカドミウ

ム濃度低減効果を示します。

スズメノナスビ台木のカドミウム吸収特性
スズメノナスビ台木に接ぎ木したナスの果実や

穂木の茎葉ではカドミウム以外の金属元素濃度に

スズメノナスビを台木としてナス果実中カドミウム濃度を低減

土壌環境研究領域　　荒尾 知人

研究トピックス研究トピックス

灰色低地土（1/2000a  ポット）

0.1N 塩酸抽出土壌カドミウム濃度 1.9ppm

穂木：千両二号

黒ボク土（1/2000a  ポット）

0.1N 塩酸抽出土壌カドミウム濃度 3.6ppm

穂木：千両二号
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図1　ナスの果実カドミウム濃度に及ぼす台木の効果（ポット試験）

カドミウム汚染土壌を用いた夏作ポット試験では、土壌の違いによらず、
果実カドミウム濃度が1／�以下に低減しました。
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スズメノナスビを台木としてナス果実中カドミウム濃度を低減

はヒラナスを台木とした場合と比べて大きな違い

はありません（表1）。

カドミウムを添加した水耕栽培において、地上

部（穂木の茎葉、台木の茎）のカドミウム濃度は

スズメノナスビ台木で低くなりますが、根の濃度

には差がありませんでした（図3）。

また、自根植物の導管液で、スズメノナスビは

台太郎と比べてカドミウム以外の金属濃度には大

きな違いはありません（表2）。

これらのことから、スズメノナスビには根から

地上部へのカドミウムの移行を特異的に抑制する

何らかの機能が備わっていると考えられます。こ

のことについては現在研究を進めています。

台木利用によるナス果実カドミウム濃度の低減
国内のナス用台木調査（野菜・茶業試験場研究

資料, 9, 2001）ではトルバム・ビガーは寒地・暖

地によらず広く使用されており、トルバム・ビガー

の使用割合の少ない県でもスズメノナスビのトナ

シムまたはトレロが多く使用されていました。こ

れらのことから、スズメノナスビを台木とした接

ぎ木栽培でナスのカドミウム濃度を低減すること

は全国的に普及可能と考えられます。

本研究の一部は、農林水産省委託プロジェクト

研究「農林水産生態系における有害化学物質の総合

管理技術の開発」による成果です。

�

地上部（穂木の茎葉、台木の茎）のカドミウム濃度は
スズメノナスビ台木で低くなりますが、根の濃度には
差がありませんでした。

図3　台木の異なる接ぎ木苗のカドミウム濃度
（水耕試験/水耕液カドミウム濃度　0.09μmol L-1）

図2　トルバム・ビガー

表1　台木の異なるナス果実・茎葉の金属元素濃度 

同じ英字（ab）同志は1％レベルで有意差無し

表2　自根植物の導管液金属元素濃度　mg L-1

＊1％レベルで有意差有り
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研究トピックス

はじめに
使用済みのプラスチックは、自然界で分解を受

けにくく、かさばるため、廃棄処理が問題になっ

ています。プラスチック廃棄物の量は、国内で約1

千万t（環境省H16）、そのうち農業用途のものは、

年間18万t程度（農林水産省H17）あります。全体

の半量が再生処理されていますが、原油価格の高

騰により、最近、適切な回収・処理が難しい状況

になっています。廃棄物削減と地球温暖化防止の

ために、5年程前から政府やプラスチック産業界に

より、生分解性プラスチック（生プラ）の導入が図

られてきました。生プラが分解しやすいという特

徴を生かして、ゴミ袋、ワンウェイ食器、食品包

装材料などに用いると、コンポスト化前に分別を

する手間を省くことができます。また、農林水産・

土木資材（たとえば、マルチフィルム、育苗ポット、

杭、シート、紐、土嚢、袋、テープ）など自然環境

下で用いた後で回収が困難な物にも生プラを用い

る利点が大きくなります。生プラ製品には、使用

中は壊れない強度を保ち、使用後には速やかに分

解することが求められます。しかし、生プラの分

解は温度と湿度に依存するため、分解制御は難し

く、分解が容易な農業用生プラマルチフィルムで

も、栽培過程で必要な強度を保つように製造する

と、春の作付け時に残存している場合があります。

したがって、生プラの普及促進のためには、生プ

ラの化学構造を改変するだけでなく、簡便で確実

な分解技術が必要となります。

生プラ分解菌はどこにいるか？
生プラ分解制御には、分解能力が高い菌を手に

入れる必要があります。生プラ分解菌の分離は、

乳化状の生プラを混ぜた培地上で、乳化生プラを

分解して透明な領域を作る菌を選び出し、これら

が膜状やチップ状をした固体生プラを分解するか

調べることから始まります（図1）。今まで多くの

研究者が土壌中から分解菌の分離を試みてきまし

たが、固体生プラ分解活性を示す菌の分離効率は、

乳化生プラを分解する菌の1〜2%と非常に低いレ

ベルです。

マルチフィルムなどで良く用いられる生プラは、

ポリブチレンサクシネート（PBS）やポリブチレン

イネなどの葉の表面から生分解性プラスチック分解菌を発見

生物生態機能研究領域　　北本 宏子

�

図1　自然界から生プラ分解菌を分離する方法
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イネなどの葉の表面から生分解性プラスチック分解菌を発見

サクシネートアジピン酸（PBSA）など、ジオール

とジカルボン酸の重縮合によって得られる、常温

で固体のエステル化合物です。一方、植物の表面

を覆うクチクラ層はクチンで構成されていますが、

クチンは、常温で固体の長鎖脂肪酸エステル化合

物で、生プラと構造がよく似ています。植物病原

菌のクチン分解酵素（クチナーゼ）は古くから知ら

れています。しかし、植物の葉の表面には、植物

病原菌だけでなく、植物の健康を維持する葉面常

在菌も棲息しています。葉面常在菌は、風雨があっ

ても数が変わらないほど強く葉に付着しているこ

とから、筆者らは、常在菌には葉の表層のクチン

を分解する能力が備わっているのではないか、そ

れならば、生プラも分解するかもしれないと考え

ました。常在菌であれば、農業環境中に散布して

も安全性が高いと考えられます。

植物常在菌の中に生プラ分解菌がいる
農業環境技術研究所で採集したイネの葉から生

プラ分解菌の分離を試みたところ、乳化状の生プラ

を分解する微生物（酵母株）が分離され、いずれの

株も固体状のPBSやPBSAフィルムを分解しまし

た（図2）。国内各所で栽培されたイネ種子（農業生

物資源研究所ジーンバンク由来）11品種のうち8

品種から乳化した生プラを分解する菌が分離され、

このうち7株はPBSやPBSAフィルムを分解し、

土壌細菌に比べて効率よく、固体の生プラを分解

する株を分離することができました。イネ葉および

種子から分離した分解菌は、全て酵母Pseudozyma 

antarcticaと同定されました。Pseudozyma属酵母

は、植物からよく分離される植物表面常在菌です。

また、カリフラワーやアブラガヤから分離された

各種のPseudozyma属酵母株（理化学研究所バイオ

リソースセンター由来）のうち、4割がPBSAおよ

びPBSフィルムを分解しました。

葉面棲息酵母は、各種の生プラを分解する
PBS、PBSA、ポリカプロラクトン（PCL）などは、

軟質系プラスチックに分類され、常温で酵素的に分

解されますが、育苗ポットなどに用いられるポリ乳

酸（PLA）は、常温では生分解されず、60℃程度の

高温・高湿度下で物理的に低分子化された後、はじ

めて生分解を受けるようになります。筆者らがイネ

から分離したP. antarcticaの生プラ分解基質特異

性を調べたところ、常温下で固体のPCLを分解し、

時間はかかりますがPLAも分解しました（図2）。

P. antarcticaは新規の生プラ分解酵素を生産する
P. antarcticaから生プラ分解活性を示す単一の

酵素を精製し、同定したところ、今までに報告が

ない新しい酵素であることが明らかになりました。

精製した酵素は、PBS、PBSA、PCL、PLA各々

を分解する広い生プラ分解基質特異性を持ってい

ました（図3）。

このように、植物表面から多様な生プラを強力

に分解する微生物を簡単かつ高頻度に分離できる

ようになったため、今後はこれらの微生物や酵素

を用いて、新しい生プラ分解制御技術を開発する

予定です。

＊本研究は、（独）産総研、筑波大学との共同で

行ったものです。

�

図2　 イネから分離したP. antarctica による各種の生プラ製
フィルム分解活性

図3　 イネから分離したP. antarctica から抽出した分解酵素
による各種の生プラ（乳化状）分解活性
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研究トピックス

はじめに

栽培暦は、農作物の生育を栽培法などとともに時

間を追って記録したもので、新しい栽培技術の普及

や産地形成のための働きかけの手段として、栽培試

験結果のとりまとめとして、また、地域研究の一環と

してなど、様々な目的で作成されてきました。これは、

見方を変えれば、その場所で作物が実際に生長した、

あるいは、しうることを示しており、農業活動のファ

クトデータ（実践記録データ）といえます。したがって、

これを有効活用すれば、リモートセンシング画像な

どの解釈を助けたり、気象データと組み合わせて作

物成長モデルを高度化するうえで大変役立ちます。

ところが、栽培暦はそれぞれの目的にあうように

多様な書式で記載され、それぞれの使命を終えた後

は、保存にも特段の配慮がされてこなかったので、

収集や再利用には多大な労力が必要でした。そこで、

インターネット技術を利用して、栽培暦を広く収集・

保存し、利用しやすい形で提供するデータベースを

構築しました。

多様な栽培暦とその数値化

作成する目的や、対象とする作物が多様であるた

め、栽培暦の記載方法や記載内容はきわめて多様で

す。このような栽培暦をデータベース化するために、

このデータベースでは、栽培暦を、作物名や年次な

どを記載した「概要」、記載事項や書式などを定めた

「数値化規約」、およびそれに基づいて記される「数値

化された暦」の3つのテーブルに分離して、保存し

ます（図1）。この保存方式をとると、様々な書式の栽

培暦を統一的に記録することが可能となり、しかも

栽培暦の本体は単純な数値の表とすることができま

す。したがって、同一書式の栽培暦同士は、直接的

に内容を数値として比較することができ、異なる書

式であっても、比較的単純な数値処理を介在させる

ことにより、対応する栽培暦の要素を比較することが

できます。栽培暦データベースには、この他に、暦

が対象とする領域の輪郭や現地の写真なども保存す

ることができます。

栽培暦の集積と共有

栽培暦は、数多く収集され様々な人に利用されて

初めて新たな価値を生みます。そこで、この栽培暦

データベースは、インターネット上に構築して広く

一般に公開することにしました（図2）。利用者は、

http://dccw.dc.affrc.go.jpにアクセスすることで、

登録などの手続きなしに公開されている栽培暦の検

索や取得をすることができます。

そして、広く栽培暦を収集するため、栽培暦の共

有に賛同する研究者や研究機関自らが、所有する栽

培暦を登録できるよう、登録作業もインターネット上

から実行できるようにしました。研究者や研究機関に

とっても、データベースに登録することは貴重な栽培

広域的な栽培暦情報を集積・共有するためのWebデータベース

生態系計測研究領域　　大野宏之＊、石塚直樹、坂本利弘 ＊現　農業・食品産業技術総合研究機構
　中央農業総合研究センター　農業気象災害研究チーム

�

図1　栽培暦の記録方式の模式図

��00�年に調査された香川県香川地域の水稲の栽培暦を
例に、データベースが栽培暦を記録する方法を示しまし
た。栽培暦は、「概要」、「数値化規約」、「数値化された暦」
の�つのテーブルに分割して記録されます。
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広域的な栽培暦情報を集積・共有するためのWebデータベース

暦を散逸することなく保持できるとともに、広く社会

に還元することにつながります。

このようなオープンなデータの利用のほかに、こ

のデータベースには、特定の栽培暦を特定の利用者

に限定して公開する機能があります。この機能を利

用すると、研究遂行上の理由などから、将来的には

公開可能ながら現時点では一般公開できない栽培暦

を所有する研究グループが、大切な栽培暦をグルー

プ内に限定して共有でき、効率的に研究を推進する

ことができます。そして、研究終了後はそれを全世

界で有効に再利用することができます。

栽培暦データベースの利用例

MODISやAMSR-Eなどのように、観測頻度が高

い衛星センサーで水田を観測し、植生を示す指数や、

濡れた地表面に反応する指数を計算して観測時刻順

に重ね合わせると、水稲におけるこれら指数の季節

変化を観測することができます。栽培暦データベー

スから中国黒竜江省の栽培暦をダウンロードし、こ

れと比較しました（図3）。

すると、AMSR-E画像から計算されるNDPI36と

よばれる指数の示す特徴的な変化が、移植時期と収

穫時期に対応していることがわかりました。これを利

用すると、これまで衛星画像では困難とされていた

水稲の移植や収穫時期の把握が衛星画像で可能とな

ることが期待されます。

�

図2　栽培暦データベースの画面

�栽培暦データはインターネット上に公開され、Webブラ
ウザから利用することができます（上段）。キーワード（作
物名など）や地理範囲を指定して検索すると、条件に合致
した栽培暦が対象範囲の地図とともにリストアップされ
ます（下段）。検索結果は、表示するだけでなくダウンロー
ドすることもできます。

図3　中国黒竜江省の水田（北緯46.94度、東経130.28度）における衛星データから導出された指数と栽培暦の重ね合せ

��00�〜�00�年の毎日の衛星データを処理し、平均的な季節変化を計算して栽培暦と重ねて示しました。MODIS画像から
計算された植生に反応する指数（NDVI）、濡れた地表面に反応する指数（LSWI）は水稲栽培の季節変化を表わしています。また
AMSR-E画像から計算されるNDPI��指数も水分条件に反応し、移植の時期に顕著に増加した後低い値となり、収穫期より再
び増加を示しています。
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（有機化学物質研究領域長　與語 靖洋）

NIAESトピックス

第8回有機化学物質研究会
「農薬由来のPOPsによる土壌汚染の環境修復に関する最近の動向」

報　告

　通称POPs（Persistent Organic Pollutants）と呼ば

れる残留性有機汚染物質は、1）環境中で分解性がと

ても遅く（難分解性）、2）大気や海洋を介して地球規

模で移動し（長距離移動性）、3）食物連鎖の上位の生

物に蓄積しやすく（生物蓄積性）、4）ヒトを含む生物

に強い毒性がある（有害性）という4つの性質を持っ

ており、結果として、ヒトや環境に悪影響を及ぼす危

険性があります。そのため、POPsの使用量削減や廃

絶を目指して、平成16年に「残留性有機汚染物質に

関するストックホルム条約（POPs条約）」が発効し、

国際的に規制されています。現在12物質がPOPsに

指定されていますが、類似の性質を持った化学物質は

他にもあり、最近、それらをPOPs指定物質として追

加すべきかについても検討されています。

　わが国においても、近年POPsであるドリンやヘプ

タクロルなどが作物に残留する問題が取り上げられ

ています。そのため、農林水産省では、これらの対策

に向けて、様々な政策、事業、プロジェクト研究を実

施してきました。農業環境技術研究所（以下、農環研）

でも研究の立場から対策に取り組んできました。標記

の有機化学物質研究会でも、過去数回にわたり成果を

報告してきましたが、第8回研究会では、POPsで汚

染された土壌の修復（土壌中からPOPsを取り除くこ

と）に焦点を絞って、平成20年9月17日、農環研・

大会議室において開催しました。118名（内農環研関

係者以外：83名）の参加がありました。

　講演では、（1）環境省・環境保健部・環境安全課

の木野修宏氏から「POPsに関する国内外の現状と取

り組み」、（2）国立環境研究所の循環型社会形成推進・

廃棄物研究センターの野馬幸生氏から「POPsの無害

化処理技術について」、（3）農林水産省・消費安全局・

農産安全管理課・農薬対策室の渡辺高志氏から「POPs

汚染対策事業の実態」、（4）国際環境ソリューション

ズ株式会社の保高徹生主任研究員から「土壌・地下

水汚染のリスク／便益評価に基づくリスクマネジメ

ントについて」、（5）農環研の高木和広主任研究員か

ら「POPs汚染土壌のバイオレメディエーション技術

の最近の動向」、（6）農環研の大谷卓上席研究員から

「POPs汚染土壌のファイトレメディエーション技術

の最近の動向」、に関する最近の話題や研究成果が紹

介されました。このレメディエーションは「修復」の

意味で、バイオは微生物、ファイトは植物を利用した

修復です。

　各講演後や、総合討論（パネルディスカッション）

において、活発な議論が交わされました。具体的には、

POPsの指定に関する国際的取り決め、各種分解処理

法の分解効率、埋設農薬（POPs）の実態、農耕地の

ような低い濃度で広く汚染している場合（面源汚染）

や、工場跡地など濃度が高く汚染地点も特定できる場

合（点源汚染）における経済的に見合う対策、POPs

分解菌の実用化可能性、ウリ科植物のPOPsの特異的

吸収などがありました。結果として、POPsによる土

壌汚染の修復だけでなく、新規候補物質を含むPOPs

に関する国内外の状況を総合的に把握して、理解を深

めることができるとともに、わが国におけるPOPs研

究の緊急性・重要性について、改めて認識することが

できました。

　農環研では、平成20年度から5年間の計画で、農

林水産省委託プロジェクト「生産・流通・加工工程に

おける体系的な危害要因の特性解明とリスク低減技術

の開発」の中で、「野菜等におけるPOPsのリスク低

減技術の開発」の課題において、大学、他の独立行政

法人、都道府県農業関係試験研究機関と協力しながら、

POPsの土壌汚染対策の実用化に向けた研究を行うこ

とで、食の安全確保に向けて研究を進める予定です。

　なお、詳細について知りたい方は、農環研までお問

い合わせください。

�

パネルディスカッションの様子
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（研究統括主幹　長谷部 亮）

NIAESトピックス

土壌モノリスで文部科学大臣表彰を受賞

　農業環境インベントリーセンターの中井信、浜崎

忠雄 （現鹿児島大学）、大倉利明、太田健（現農研

機構）、小原洋の5名が、「土壌モノリスを活用した

土の理解増進」で平成20年度文部科学大臣表彰科

学技術賞（理解増進部門）を受賞しました。

　受賞者らは、地中にあってふだんは目にするこ

とのない深さ1m以上の土壌断面を樹脂で固定した

「土壌モノリス」（土壌断面標本）の作製法を開発し

ました。その後、30年にわたって研究所や博物館

の専門家に作製法を指導し、土壌モノリスの普及を

図ることによって、作物生産や環境保全と土壌の形

態や機能の関係について、幅広い人々の理解増進に

貢献しました。

　その中で、農業環境技術研究所に土壌モノリス館

を開設して累計3万人以上の来訪者を迎えるととも

に、土壌モノリスについてのWebサイトを開設し

て、土壌モノリスの情報を広く発信しています。ま

た、土壌モノリスを 「サイエンスキャンプ」 などの

青少年向けのプログラムやイベントに活用するとと

もに、博物館や大学の特別展示への貸し出し、放送

局や出版社の撮影による情報提供なども数多くおこ

なってきました。さらに、アジアや南米の農業試験

場や大学などの専門家に作製法を指導し、各国で自

国の土壌モノリスを作製・展示するなど国際貢献に

も寄与しています。

報　告

（研究コーディネータ　谷山 一郎）

NIAESトピックス

若林農林水産大臣が農業環境技術研究所を視察

　さる7月7日、若林農林水産大臣が農業環境技術

研究所を訪問されました。農林水産大臣が農業環境

技術研究所を訪問されるのは、独法化後、初めての

ことです。今回の訪問は筑波農林研究団地ご視察の

一環であり、当日は農業環境技術研究所のほかに、

森林総合研究所、農業・食品産業技術総合研究機構、

農業生物資源研究所などを視察されました。

　来賓室にて佐藤理事長より研究所の概要をご説明

した後、研究所の構内にある2か所の屋外研究施設

にご案内しました。洞爺湖サミットの開催中でもあ

り、農業環境技術研究所が中心となって進めている

地球温暖化対策研究についてご紹介しました。

　農業環境技術研究所では、大気中の二酸化炭素濃

度の上昇がコメ生産に及ぼす影響を調べています。

今回、温室内で実際に将来の大気中の二酸化炭素濃

度条件下で水稲を栽培している施設（クライマトロ

ン施設）をご視察いただき、これらの研究によりコメ

生産力の長期的な予測や新たな生産技術開発などに

役立つ成果が得られつつあることをご説明しました。

　また、農業環境技術研究所では、農業活動が地球

温暖化に与える影響についても研究しています。水

田や畑から発生し、地球温暖化の原因の一つとなっ

ているメタン、亜酸化窒素ガスを長年測定している

施設（温室効果ガス発生制御施設）もご覧いただき、

ここで得られた研究成果がIPCC（気候変動に関す

る政府間パネル）で利用されるなど国際的にも高く

評価されていることをご説明しました。若林大臣は

前環境大臣であったこともあり、たいへん熱心にお

聞きになられました。

報　告
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受賞者：左から大倉、浜崎、太田、中井、小原



農環研ニュース

　茨城県のものづくり産業の実力を広くPRし、県内
の中小企業に新たなビジネスチャンスを創出するこ
とを趣旨とした「いばらき産業大県フェア2008 〜も
のづくりと知の集積産業大県いばらき〜」が7月30
日（水）、31日（木）の両日、東京ビッグサイトで開催
されました。広さ約90×90mの会場に、県内の企業、
大学、研究機関など229の団体のブースが設けられ、
ものづくりと知の集積のPRが行われていました。天
気にも恵まれたため、2日間で13,000人におよぶ方々
が来場され、各ブースの展示物を熱心にご覧になり、
商談に花を咲かせていました。
　当研究所は、3×3mのブースで、「もみ殻成形炭の
効果」、「微生物のプラスチック分解」、「低コストでよ
り安全な新しい土壌消毒法」に関する研究成果をパネ
ルで展示したほか、パンフレットやDVDをつかって
最新の研究成果の紹介をしました。当ブースにも、県、
研究機関、農業関係企業、NPO法人、大学など43団

体の方がいらっしゃり、研究成果や知的財産に関して
有意義な議論を行ない、今後の共同研究につながる情
報も得ることができました。

（連携推進室長　鳥谷 均）

NIAESトピックス

いばらき産業大県フェア2008に出展

報　告

NIAESトピックス

つくばエキスポセンター特別展「ちいさな地球」で講演

（広報情報室　広報グループ）

　8月2日（土）、3日（日）、つくばエキスポセンター
（つくば市吾妻）で、鳥谷均連携推進室長、小野信一
土壌環境研究領域長が家族連れを対象にイネと土に
ついての講演を行いました。これは、つくばエキスポ
センターが開催する特別展「ちいさな地球」の関連イ
ベントとして行われたもので、参加した人たちは実験・
観察・クイズを交えた講演を楽しんでいました。

「赤外線放射温度計でイネの体温をはかってみよう」
8月2日（土）鳥谷室長

　ポット栽培のイネの葉や水で湿らせた素焼きタイ
ルの温度を赤外線放射温度計で測ってみたり、乾燥度
試験紙をイネや腕に貼ってみたりと、盛りだくさんの
実験を通して蒸散という現象を理解させる講演でし

た。子ども達はイネの葉も人と同じように汗をかいて
いること、汗をかくと温度が低くなることなどを実感
していました。

「私たちの食べ物を作る大切な＜土＞のお話」
8月3日（日）小野領域長

　土に触れて匂いを嗅いだり、イネの根を見たりと、
観察やクイズからイネの生育に土が大切であること
を教える講演でした。ひとつぶの米から千粒もの米が
収穫できることには会場から驚きの声があがりまし
た。最後に、私たちが毎日食べているものはみんな土
の養分からできているという説明に多くの参加者が
うなずいていました。

報　告
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農環研ブース風景

乾燥度試験紙でイネの蒸散を確認する（8月2日） 元気に手をあげてクイズに答える（8月3日）
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サマー・サイエンスキャンプ2008の実施

7月30日から8月1日に、農業環境技術研究所では、
全国から8名の高等学校や高等専門学校生を受け入れ、
サマー・サイエンスキャンプを実施しました。

サイエンスキャンプは、文部科学省の「サイエンス・
パートナーシップ・プロジェクト」の一環として毎年実
施されている科学技術体験合宿プログラムです。

10回目となる今年は、二つのプログラムを実施しま
した。
Aコース：「体験してみよう！土の不思議」

私たちの生活に身近な土（土壌）を対象に取り上げ、野
外観察と室内実験を通じて、農業環境で土が果たしてい
る役割、特に土の三大機能（生産・分解（（浄化））・養水
分の保持）を理解してもらいました。プログラムでは「土
とは何か」について講義ののち、実験圃場で実際の土の
調べ方を学び、自分たちで観察や試料採取を行いました。
その後実験室で採取した試料の分析を行いました。

Bコース：「アレロパシーによる植物間相互作用を調べ
てみよう」

植物から放出される天然の生理活性物質による植物間

の相互作用をアレロパシー（他感作用）といいます。この
作用は、外来植物の分布拡大や作物の連作障害などに関
係しています。一方、アレロパシーの利用により除草剤
の使用量を減らすなど、農業にも役立つ技術開発が期待
されています。プログラムでは、アレロパシーとは何か
を学んだ上で、さまざまな植物のアレロパシー現象を観
察し、採取した植物や土の試料でアレロパシー活性の測
定を行いました。

各コースとも、最終日にはプログラムの内容をまとめ
た発表を行いました。学校も学年も違う高校生たちが協
力して、3日間のまとめを堂々と発表しました。

また、3日目の昼食時には所内の若手研究者によって、
「研究者への道」と題したキャリアガイダンスを行いまし
た。参加者から研究者をめざすにあたって不安に感じて
いることや疑問に思っていることが次々質問され、研究
者は先輩として、研究者になる道筋はいろいろあること
など、親身に答えていました。「やっぱり研究者をめざし
たい」と思えるキャンプになったのではないでしょうか。

（広報情報室　広報グループ）

今年も、「つくばちびっ子博士」として、小中学生を対
象にした公開プログラムを、7月23日、8月6日、8月20
日（いずれも水曜日）に実施しました。

昨年と同様に、7月23日は「昆虫採集教室」、8月6日、
20日は「農業環境インベントリー展示館の見学」です。
「昆虫採集教室」：昨年の反省を踏まえ、参加者を小学

校3年生以上とし、時間も長めに設定しました。研究所
構内で昆虫採集を行った後、採集した昆虫の名前の調べ
方と標本の作製方法について学びました（農環研の昆虫
の研究者が採集のコツや、標本について丁寧に指導しま

した）。
「農業環境インベントリー展示館の見学」：展示館には、

土壌モノリス標本、昆虫標本、微生物標本、肥料・培養
土の標本など、農業と環境にかかわるさまざまな標本が展
示されています。担当の研究者が、標本の作り方や標本か
らどういうことがわかるかを、分かりやすく説明しました。

参加した小中学生（合計187名）だけでなく一緒に来
られた家族の方も、標本のもつ意味や不思議に触れ、興
味深い体験になったことでしょう。

（広報情報室　広報グループ）

つくばちびっ子博士2008の開催

NIAESトピックス
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