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希望ある日本の再生に向けて

農業環境技術研究所非常勤監事　堀 雅文

本は88位。国の競争力順位ではない、オリ

ンピックのメダル獲得数でもない。国民が

肌で感じる「幸福度」の順位である。英レスター

（Leicester）大学のホワイト（A. G. White）教授

らが2006年に発表したもので、国力や産業構造の

似通うドイツ（33位）やイギリス（41位）に比べて

格段に低い。【出典：White, A. G.（2007）“A Global 

Projection of Subjective Well-Being: A Challenge 

To Positive Psychology?”】

　50年前の日本はどうだっただろう。後に「団塊

の世代」と呼ばれることになる大量の子供たちが小

学校に通い始めたころである。みんな希望に燃え

ていた。貧しくても希望があった。敗戦という最

悪の状況から這い上がり、繁栄への道をひたすら

駆ける喜びがあったのではないだろうか。1964

年にはアジア初のオリンピックを開催し、79年に

はアメリカの社会学者エズラ・ヴォーゲルから

「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と絶賛された。

80年代には、後に「バブル」と呼ばれることになる

空前の好景気もあった。

　だが、この国はその後の10年で希望なき社会へ

変容をとげた。21世紀初頭の「構造改革」も、国民

の希望と幸福感を取り戻すことはできなかった。

結果が「幸福度88位」である。

　アメリカはどうか。英レスター大学の幸福度調

査では16位だ。イラク・アフガニスタン戦争で

3万人以上の戦死者を出し、繁栄の象徴であった三

大自動車メーカーがビッグスリーからデトロイト・

スリーに凋落し、貧富の格差が極端に拡大してい

る。それでも、アメリカ国民は未来への希望を捨て

ず、“Change We Can Believe In”（私たちの信じ

られる変化）を掲げる47歳の男を大統領に選んだ。

　この違いは何か。アメリカ人は明日をも知れぬ

狩猟民族だから、シナリオなき変化にも希望を見

いだせるのかもしれない。対して日本人は計画的

な農耕民族だから、シナリオなき変化を嫌う。な

らば、必要なのは日本人が希望を取り戻せるシナ

リオを示すことではないだろうか。20世紀後半の

日本が駆けてきた希望の道（民主化と経済成長の

道）は1990年代に断ち切られたような気がする。

その事実を厳粛に認めたうえで、新たな希望の道

を示す必要がある。21世紀初頭の「痛みを伴う改

革」が悲観社会に堕したのは、それが希望のシナリ

オを伴わなかったからだ。

　均衡ある国土の発展、画一的な教育制度、終身

雇用によるセーフティーネット、世代間互助と所

得再分配による年金制度など、戦後日本社会の骨

格をなしてきたこれらの制度は、人口増大と大量

生産型工業社会を前提としたものである。しかし、

そうした前提は既に崩れている。前提が崩れれば、

その前提に基づく制度が維持できないのは自明で

ある。

　古い前提を基にした制度を対症療法的に手直し

すれば、別の問題を引き起こしかねない。問題は

さらに複雑化し、その対策に莫大なコストがかか

る。必要なことは、21世紀の科学技術の進歩を最

大限に取り込みつつ、新たな前提の下で社会全体

の最適化を図る仕組みを構築することだ。もちろ

ん、新しい仕組みへの移行には大きな痛みを伴う。

それを国民に求めるには、痛みに耐えた後の「希

望のシナリオ」を示す必要があるだろう。農環研

には『希望のシナリオ』作成につながる研究を期

待する。

日
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全国の土の分布と性質をネットで検索
－土壌情報閲覧システムの公開－

農業環境インベントリーセンター　　高田 裕介

研究トピックス研究トピックス

多様な土壌の世界
わたしたちの足下の世界には、驚くほど多様な土壌

が分布しています。土壌の色だけでも赤・黄・青・灰・茶・
白・黒などと多彩です（図1）。このように土壌の色が違っ
て見えるのは、それら土壌がどのような場所で、どのよ
うな材料からできてきたのかという違いによるものです。
とくに土壌中の鉄または有機物の性質や量などが土壌
の色に大きく影響します。また、一見すると同じような
土壌でも、硬くしまった土壌やザラザラした手ざわりの
土壌、植物からできた土壌などもあります。
これらの土壌は多様な生物の生活の場として、また、

養分や水や温室効果ガスなど様々な物質の貯留や移動
に重要な役割を担っています。とくに、農耕地の土壌に
は、安全な食料を安定して供給するという非常に身近
で重要な役割があります。最近では、土壌のもつこれ
らの役割を、公益的機能（作物生産機能、炭素貯留機能、
養分や水などの循環機能、水・大気浄化機能、生物多
様性の保全機能）と呼び、その機能を最大限に発揮す

るための土壌管理技術の開発が望まれています。土壌
がもつ公益的機能は土壌の種類やその性質によって大
きく異なるため、土壌の種類やその性質に応じた土壌
管理技術の適応が重要となります。
農業環境技術研究所（以下、農環研）では、全国各

地のさまざまな土壌をその性質によって区分し（土壌の
分類）、それぞれの土壌がどこに分布するかを明らかに
してきました（土壌図の作成：図1および図2）。その結
果は土壌の種類ごとに公益的機能を最大限に発揮させ
るための土壌管理や栽培・施肥管理などに利用されて
います。
この研究の中で作成したデジタル農耕地土壌図や土

壌に関する情報を体系化して公開すれば、多くの方が
農耕地土壌を身近に感じ、農作物の栽培や施肥管理、
研究開発、教育活動などに広く利用できます。そこで、
簡単な操作で土壌を調べることができる「土壌情報閲
覧システム」（http://agrimesh.dc.affrc.go.jp/soil_db/）
を作成し、インターネットに公開しました。

赤色土
黄色土

泥炭土
黒ボク土灰色

台地土

褐色
森林土

砂丘
未熟土

暗赤色土

灰色
低地土 岩屑土

グライ
台地土
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図1　農耕地に分布する多様な土壌とその分布



全国の土の分布と性質をネットで検索‒土壌情報閲覧システムの公開‒

農環研ニュース　No. 89  2011.1

システムの概要
「土壌情報閲覧システム」を開発する上で、最も大切
にしたことは、簡単な（直観的な）操作で全国各地の土
壌の種類やその性質をインターネットで検索できる仕組
みでした。そのため、これまで専門家が使用してきた土
壌図の操作性を一から考え直し、だれでも簡単に土壌図
が理解できるような仕組みをIT技術により実現しました。
「土壌情報閲覧システム」は土壌の種類ごとの説明
が閲覧できる（1）「土壌分類解説」、（2）農耕地土壌の分
布が分かる「土壌図閲覧」、（3）土壌分類の設定基準と
なる土壌断面の調査情報を閲覧できる「土壌断面データ
ベース閲覧」で構成されています。

土壌分類解説
土壌分類解説のページでは、わが国の農耕地にどの

ような種類の土壌が分布しているかを解説しています。
様々な土壌標本の写真を掲載し、土壌の多様性を視覚
的にも分かりやすく解説しています。また、調査地の景
観、全国的な土壌の分布状況がわかる土壌分布図、水
田・普通畑・牧草地・樹園地ごとの土壌分布面積表を
掲載しているので、それぞれの土壌が分布する場所が
一目でわかります。大学などの教育機関において土壌
教育の教材として活用できると考えています。
このページに掲載されている土壌分布面積表は、環

境省が作成している「日本国温室効果ガスインベントリ
報告書」でも引用されています。

土壌図閲覧
ここでは、日本全国のデジタル農耕地土壌図を閲覧

できます。全国の市区町村名を画面上で選択すると見
たい場所の農耕地土壌図が表示され、その場所の土壌
の種類が分かります。また、土壌図をクリックすると土
壌の解説ページが開き、その性質を知ることができます
（図2）。こうした情報を利用することにより、それぞれ
の田畑の土壌に適した栽培や施肥管理を行うことがで
きます。また、地域の土壌の分布状況が一目で分かる
ことから、農産物の品質の均質化や生産技術の普及可
能範囲の検討などにも利用できます。

土壌断面データベース閲覧
このページ（図3）には、土壌分類の基準となる土壌

断面の調査情報（基準土壌断面データベース）が収録
され、全国7115調査地点の土壌断面記載表と理化学
性分析データを表示できます。土壌の多面的機能の評
価、大学等での土壌学の教育素材、調査事業等での土
壌調査のための予備調査や調査地点選定などに利用で
きます。
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図2　土壌図閲覧ページ
図2　土壌図の中をクリックすると対応する土壌解説資料が表示されます。
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これまでの利用者
「土壌情報閲覧システム」は4月の公開以降、半年間
で約22万件のアクセス（12月27日現在）がありまし
た。総アクセス数の70％程度が一般インターネット・
プロバイダーを介してのアクセスであり、農業従事者
や一般の方にも広く利用されていると考えられます。ま
た、とくにアクセス数が多かった組織を調べますと、都
道府県庁組織（30％）、中央省庁組織（28％）、一般企
業（17％）、研究開発系独立行政法人（13％）、および
大学（9％）でよく利用されています。

今後の予定・期待
「土壌情報閲覧システム」を公開してから、生産現場
で技術普及活動をされている方々を中心とした多数の
利用者からご意見が寄せられています。例えば、（1）担
当している農地の土壌の種類が知りたいので、緯度経
度を入力することでその場所の土壌の種類が分かるよ
うにしてほしい、（2）生産者に土壌図を見せながら指導
をしたいので印刷機能を付けてほしい、（3）画面を大き
くして使い易くしてほしいなどです。現在、これらのご
意見を反映させるため「土壌情報閲覧システム」の機能
改修を行っています。今後、更に使い勝手の良いシス

テムへと更新し、どなたでも農耕地の土壌をより身近に
感じていただけるようにしたいと思います。

農環研では、「土壌情報閲覧システム」を利用して様々
な研究を進めています。デジタル農耕地土壌図を用い
て、全国の農耕地土壌の作物養分の変動や蓄積、炭素
貯留機能、水質浄化機能、外来植物の侵入リスクなど
を研究・評価しています。また、基準土壌断面データベー
スを用いて、農業生産・環境の両側面から利活用しや
すい、新たな土壌分類体系を構築しています。これら
の研究・評価の結果はこの閲覧システム上で今後公開
する予定です。それを利用することで、市町村単位で
の農耕地の作物生産機能や環境保全機能などをこれま
で以上に高い精度で推定でき、国、都道府県や民間企
業が農業環境を評価したり、保全対策を検討する際に
活用できると期待しています。
　さらに、歴史的な農業環境資料としての価値が高

いデジタル・アーカイブも「土壌情報閲覧システム」で
閲覧することが可能になります。農環研の前身でもある
農商務省地質調査所などが明治から昭和初期にかけて
作成した大日本国土性図（縮尺10万分の1）を平成23
年度から公開する予定です。
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図3　基準土壌断面データベース閲覧ページ
図2　 調べたい土壌の種類を選択する［1］と該当する調査実施地区が地図上に表示されます。調査実施地区を選択する［2］と調査地点のリ

ストが表示されます。調査地点を選ぶ［3］と土壌断面記載表のpdfファイルを表示できます。
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散布した農薬やPOPsは何処へいくのか？
農薬（ここでは有機化学合成農薬）は、おもに農

作物を病害虫や雑草から守ることを目的として、農耕
地に散布されます。散布された農薬の大半は農耕地
にとどまりますが、一部は様々な場所に拡散します。
POPs（残留性有機汚染物質）は、人や生物への毒性
が高く、環境中で分解されにくく、長距離を移動する
ことができ、生物体内に蓄積されやすい化学物質で、
現在、国際条約によって21種類が指定されています。
その約半数が農薬で、わが国で過去に使われたものも
あります。日本では、使用禁止になって既に30年が経
過していますが、農耕地土壌に未だに残留しています。
環境中に存在する農薬やPOPsは、おもに水や空気

を介して、時には土壌とともに拡散します。拡散の途
中で様々な要因で分解しますが、その分解の仕方や速
度は物質によって異なり、特にPOPsは上記の性質を
持っているため、POPsを使っていない場所の環境や
人の健康に有害な影響を及ぼすおそれがあります。
農薬やPOPsが人の健康や環境に与える影響を評

価するには、これらが環境中をどのように挙動するか
を知る必要があります。けれども、工場排水のような
点源的な汚染とは異なり、農耕地は広いため面源的

に汚染し、環境への放出経路もさまざまです。そこで
農環研では、さまざまな測定方法を工夫して、農薬や
POPsの環境中での挙動を「測る」研究をしています。

農薬やPOPsを測る
（1）水

わが国の農耕地の約半分を占める水田は、様々な生
物が生息する河川や湖沼とつながっています。そのた
め、水田で散布された農薬は、水に溶解したり浮遊物
質に吸着して移動することで、水生生物に影響を及ぼ
す危険性があります。
茨城県の霞ケ浦に流れ込む桜川において、除草剤

の流出実態を調査したところ、水稲用除草剤が、4月
から7月まで河川水中で検出されました。検出される
時期やピークは除草剤によって異なりますが、それぞ
れの除草剤が水田で使用する時期と一致します（図1）。
また、除草剤は7カ所の調査地点のうち水田地帯（③）
で最も多く検出されました。③のピークの値でも、河
川に棲息する藻類の生存を脅かさない濃度ですので、
あまり心配することはありませんが、除草剤処理後の
止水管理を徹底することが大切です。
POPsに指定されているダイオキシン類は、複数の

化合物の総称であり、その種類（塩素の数や付く位置）
によって由来が推定できます。我々は、この方法によ
り茨城県の牛久沼の底に堆積している底質の汚染源を
調べました。その結果、ダイオキシン類の最も大きい
汚染源は畑地や市街地、次いで水田であることがわか
りました。水田の場合、過去に使われていた除草剤に

環境中の農薬やPOPsを測る

有機化学物質研究領域長　　與語 靖洋
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図1　水稲用除草剤は、使用される時期に多く検出される
図2 　50％メタノールで土壌中ディルドリンを測ると
作物残留量が推測できる
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ダイオキシン類が不純物として混入していたことがお
もな要因と考えられますが、畑地や市街地では燃焼な
ど意図しない発生源が寄与していると思われます。

（2）土壌
農薬は土壌中の有機炭素や粘土鉱物に吸着します

が、他の場所へ拡散する時や作物を含む生物へ吸収
される時は水を介します。そのことを裏付けるものと
して、除草剤の濃度と雑草への効果との関係を見ると、
土壌に残留する全量よりも、土壌溶液中の濃度との相
関が高いことが知られています。
POPsの土壌中挙動や環境中挙動も原理的には農薬

と同じですが、農薬よりも土壌に強く吸着されるので、
作物には吸収されにくいです。しかし、POPsの1つ
であるディルドリンは、ウリ科に特異的に吸収される
ことがわかりました。その吸収量を推定する場合は、
農薬と異なります。キュウリ茎葉中のディルドリンの
濃度は、土壌に吸着したディルドリンを水とメタノー
ルを50％ずつの割合で混合して抽出した濃度との相
関が高いことがわかりました（図2）。

（3）大気
農薬は、散布時や散布後に大気中に拡散します。農

薬が対象作物以外に飛散することをドリフトといいま
す。ドリフトには、ノズルから直接飛散するスプレー
ドリフトと、農薬が落下した場所から間接的に大気に
拡散するベーパードリフトがあります。スプレードリ
フトの調査では、ろ紙に落ちた農薬の分析、感水紙、
レーザーで水滴を測定するなどをします。ベーパード
リフトは一定速度で大気を吸引するアクティブサンプ

リング、または自然の風に任せるパッシブサンプリン
グをして農薬を分析します。ベーパードリフトでは、
農薬はガス状または粒子に吸着した状態（粒子状）で
大気中を拡散しますが、畑作用除草剤をアクティブサ
ンプリングすると、農薬の成分によって、大気中に存
在する状態が大きく異なることがわかりました（図3）。
また、東アジアの複数地点で農薬やPOPsをパッシ

ブサンプリングすると、地域によって捕集される物質
が異なることがわかりました。さらに、気象データか
ら大気の流れを求め、合わせて解析すると、わが国で
捕集される物質の一部がアジア大陸起源であることも
わかりました。

環境中の農薬やPOPsの測定に今後何が求められるか？
我々は、ここに示した以外にも、環境中の農薬や

POPsの挙動に対して、超微量分析、多成分一斉分析、
簡易分析など、「測る」技術を、単独または共同研究
で数多く開発してきました。それら測定技術開発の背
景には、常にその時代の社会的ニーズが大きな位置を
占めています。その観点から、今後は「多様化」や「複
合影響」が「測る」ためのキーワードになるでしょう。「多
様化」には、食の安全における食文化や栽培方法の多
様化、COP10で知られる生物多様性に対する影響（評
価）があります。また、実環境には天然・人工を含む
さまざまな化学物質が存在し、分布・吸着・減衰が時
間的・空間的に変化しています。これらの「複合影響」
を測る技術も求められます。実際は多様化と複合影響
が絡み合って、リスクが生じることから、今後は、こ
のような複雑な状況に対応した「測る」技術の開発や、
データ解析の高度化をしていく必要があるでしょう。
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研究成果発表会2010
報　告

平成22年11月17日（水）、新宿明治安田生命ホー
ル（東京都新宿区）において、「未来につなげよう安
全・安心な農業と環境」をテーマとして、研究成果発
表会2010を開催しました。
近年、地球温暖化や生態系の変化、農産物の安全

性確保に関する問題が顕在化し、世界的に食や環境の
安全性への関心が高まる中、農業環境技術研究所では、
農業生産を支える環境の安全性を確保するため、農業
環境のリスクの評価や管理に関する研究開発を重点的
に実施してきましたが、そうした最新の研究活動や成
果を広く一般の方々に紹介しようというのが、この発
表会の目的です。今回は新たな試みとして、研究成果
の内容を参加者の方々により理解して頂くために、司
会・ファシリテータとして科学ライターの松永和紀氏
をお招きし、それぞれの成果紹介の後に、発表者との
対談をお願いしました。当日の参加者総数は154名で、
一般の方28名、企業・団体から50名、大学から4名、
公設の研究機関より12名、農林水産省などの行政か
ら18名の参加を頂きました。当所からの参加者は42
名でした。

発表会では、佐藤洋平理事長による開会挨拶、農
林水産省農林水産技術会議事務局の松田紀子研究総
務官による来賓挨拶に続き、長谷部亮研究統括主幹が、
「農業環境研究10年の歩み」と題して、当所が独立行
政法人に移行してから10年間の研究の狙いや成果に
ついて報告しました。

引き続き研究成果の紹介に移り、農業が育むもう一
つの自然「茶草場の生物多様性」（生物多様性研究領
域 楠本良延）、全国の土の分布や性質をネットで検索
「土壌情報閲覧システム」（農業環境インベントリーセ
ンター　高田裕介）、イネを使って環境修復「カドミウ
ム汚染土壌の浄化技術」（土壌環境研究領域 村上政

治）、50年後の生育環境でイネを栽培「高CO2濃度の
影響評価」（大気環境研究領域 長谷川利拡）、世界と
協力して温暖化防止に貢献「農業由来の温室効果ガス
削減技術」（研究コーディネータ　八木一行）につい
て発表を行いました。発表後の対談では、茶産地全域
での茶草場の分布や耕作放棄地を茶草場として利用
する可能性、土壌情報閲覧システムについて土地利用
変化に伴うデータ更新の見込みや県単位のような地域
的まとまりをもった単位でのデータ提供の方法、カド
ミウム汚染土壌対策としてファイトレメディエーショ
ン手法とその他開発中の手法との比較や実用化に向け
ての課題、高CO2濃度のイネへの影響研究で、影響
評価のみではなく高CO2濃度に積極的に適応するイネ
を作出するような戦略の展望、温室効果ガス削減につ
いてはカドミウム除去や生物多様性など他の環境改善
手法とのトレードオフや農業分野でのCDM＊への展
開、などが主な議論となりました。
また、開会前と休憩時間にロビーで実施した小課題

単位でのポスター発表でも、熱心な議論が交わされま
した。
参加者の半数以上の方からアンケートに対する回答を

頂き、松永和紀氏と発表者の対談の効果により、研究成
果の内容についての理解が進んだという意見やそれぞれ
の発表が従来よりも理解しやすかったという感想などが
多く寄せられた反面、より踏み込んだ提案を期待する意
見も見受けられました。なお、講演内容の詳細および発
表に利用したスライド資料は、当所のWebページ
（http://www.niaes.affrc.go.jp/sinfo/sympo/h22/1117.html）
でご覧いただけます。

（企画戦略室長　井手 任)
＊クリーン開発メカニズム：先進国と途上国が途上国において共同
で温室効果ガス削減プロジェクトを実施し、そこで生じた削減分の
一部を先進国がクレジットとして得て、自国の削減枠に充当できる
仕組み。

司会・ファシリテーターを務めた松永和紀氏
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12月1日、くまもと県民交流館パレアにおいて、「農

業環境技術公開セミナー in熊本」を熊本県と共催で

開催しました。このセミナーは、都道府県と当研究所

の相互理解や協力関係を深め、農業環境研究を広く一

般に紹介することを目的として、一昨年の福島県、昨

年の滋賀県に続いて開催したものです。

九州地域では、ここ数年、夏期の高温による玄米の

品質低下が大きな問題となっており、地球温暖化の進

行による水稲への影響が懸念されていることから、こ

のセミナーでは「地球温暖化に立ち向かう新たな稲作

と水田管理」をテーマに、当研究所から「気候変動が

コメ生産に及ぼす影響」、「水田からのメタンの発生を

抑える水管理」、熊本県農業研究センターから、「熊本

県下の水稲に及ぼす気候温暖化・変動とその対策技

術」、「熊本県における水田及び露地畑からの温室効果

ガスの発生とその低減技術」、そして、（独）農研機構九

州沖縄農業研究センターからは、「高温障害によるコ

メの品質低下の実態と対策」に関する研究成果が紹介

されました。また、隣接する会議室では、当研究所と

熊本県農業研究センター、九州沖縄農業研究センター

から、最新の研究成果のポスター展示も行いました。

当日は天候にも恵まれ、県内外から155人の参加者

がありました。講演会に参加した一般の方から、現場

にとって十分活用でき有意義だったなど、この取組を

評価する声をいただいており、今後、この様なセミナー

を積極的に開催したいと考えています。

（連携推進室長　鳥谷 均）

報　告

「食の安全を求めて　～農場から食卓まで～」
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」中間成果発表会

農業環境技術公開セミナー in 熊本
地球温暖化に立ち向かう新たな稲作と水田管理

わが国の食品安全行政では、リスク分析の考え方

を導入して、農畜水産物の安全確保に努めています。

農林水産省から委託を受けているこのプロジェクトで

は、重金属や残留性有機汚染物質（POPs）、かび毒、

病原微生物など、農畜水産物において重要度が高い

危害要因について、生産から流通加工までの工程を通

して、科学的なデータ整備や解析、リスク低減のため

の技術を開発しています。

そこで、これまで得られた知見を紹介し、今後の

研究方向について議論する場として、11月5日（金）、

つくば国際会議場において標記中間成果発表会を、農

林水産技術会議事務局、（独）農業・食品産業技術研

究機構、（独）水産総合研究センターとの共催で開催

しました。午前中は、豊橋技術科学大学の三枝正彦特

任教授による「土壌科学と有害化学物質」と、千葉大

学の松田友義教授による「食品安全確保におけるGAP

の役割」の基調講演が行われました。午後には、ミニ

講演が9題、ポスター発表が38題ありました。また、

エゴチャット（スライドショーに解説をコンピュータ

の音声でつけたもの）も注目を浴びていました。参加

者数は、プロジェクト関係者以外に、行政、国公立試

験研究機関、独法、大学、民間、一般、報道など、合

わせて390名でした。

（有機化学物質研究領域長　與語 靖洋）

松田友義教授三枝正彦教授 会場の様子

写真提供：熊本県農業研究センター　城秀信氏写真提供：熊本県農業研究センター　城秀信氏
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作物害虫に対する天敵類の働きや訪花昆虫による花

粉媒介は、農業が生物多様性から受けている重要な生

態系サービスのひとつです。近年、生物多様性の急速

な損失が懸念されていますが、持続的に食料を生産す

るためには、天敵や花粉媒介虫など、農業にとって有

用な機能的生物多様性の維持・増進が不可欠です。

そこで、農環研、果樹研究所、アジア太平洋食料

肥料技術センター（FFTC）は、11月9、10日、つく

ば国際会議場（茨城県つくば市）で「アジア太平洋地

域における持続可能な食料生産のための機能的生物

多様性の増強に関するMARCO（モンスーンアジア農

業環境研究コンソーシアム）－FFTC国際セミナー」

を開催し、アジア太平洋地域において機能的生物多様

性の増強をはかるための問題点と解決策を討議しまし

た。

基調講演では、この分野に関して先進的なイギリス

の事例と、日本における天敵利用のための生息地管理

の事例が紹介され、その後、参加各国より、花粉媒介

虫と天敵を中心とした研究事例が紹介されました。総

合討論では、今後取り組むべき問題点等について討議

し、最後に、多様性研究の推進に向けた協力体制を築

いていくことを合意して閉会しました。なお参加者数

は、海外25名、国内38名、合計63名でした。

（生物多様性研究領域長　安田 耕司）

11月24日（水）から26日（金）までの3日間にわ

たり、幕張メッセ（千葉市美浜区）において、「アグリ

ビジネス創出フェア2010」が開催されました。この

フェアは、各研究機関がもつ農林水産・食品産業分野

の技術や研究成果を展示し、新たな研究開発や成果

の実用化に向けた参加者間の連携を促進する技術交

流展示会です。本年度のフェア出展者数は、全国の大

学、企業、都道府県の試験研究機関、独立行政法人

等182機関、参加者数は、3日間の合計で26,854人

（前年度比1,914人増）と過去最高となりました。

農業環境技術研究所は、同フェアの後援団体の一

つとして参加し、以下のとおりブース展示を行い、研

究成果を国民へ普及させ、産業界へ円滑に移転するこ

とにつとめました。

［ブース展示］

・ 農林水産省委託事業「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」、「新農業展開ゲノムプロジェクト」に関す

る研究成果の紹介

・ 実施許諾を求めている農業環境技術研究所が所有

する知的財産の紹介

（連携推進室長　鳥谷 均）

報　告

報　告

アグリビジネス創出フェア2010

農業に役立つ生物多様性の維持・増強をはかるために

MARCO－FFTC国際セミナー

幕張メッセ会場の様子

各国から集まった研究者たちと
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10月30日（土）、31日（日）の2日間、つくばカピ
オ（茨城県つくば市）で、「つくば科学フェスティバ
ル2010」が開催されました。
このイベントは、青少年が楽しみながら科学の楽し

さ、大切さを学ぶ科学イベントとして、つくば市など
が毎年開催しているものです。2010年は市内の約50
の研究機関や学校・団体が、科学実験や体験・展示
など、さまざまな企画を実施しました。
農業環境技術研究所は2日間にわたってブースを運

営し、「温暖化でお米はどうなる？」というテーマで、
夏の暑さで不稔粒を生じた稲の穂、高温障害によって
白濁したお米、水田での大規模な実験（FACE実験）
の模型、気温を正確に測れる手作り強制通風筒などを
展示・解説したほか、恒例となったクイズを行い、た
くさんの方に参加いただきました。 （広報情報室長　廉沢 敏弘）

報　告

日本鳥学会黒田賞：
天野達也研究員

天野達也研究員（生物多様性研究領域）は、第1回
（2010年度）日本鳥学会黒田賞を受賞しました。この
賞は、鳥類学で優れた業績を挙げ、これからの日本の
鳥類学を担う同学会の若手会員に授与するもので、本
年度が第1回となります。9月18日から東邦大学習志
野キャンパスで開催された日本鳥学会2010年度大会
において、受賞記念講演が行われました。
天野研究員は、これまで多くの研究を手がけ、25

編の論文を国際誌に発表しています。時間空間的異質
性の高い農地生態系に生息する鳥類の場所選択や移
動に関する意志決定パターンの解明と行動予測モデ
ル、および、日本の農地生態系の変遷に伴う鳥類群集
の変化の要因の解明の研究が評価されました。

平成22年度（第3回）農環研若手研究者奨励賞：
村上政治主任研究員、水口亜紀特別研究員

村上政治主任研究員（土壌環境研究領域）は、「カ
ドミウム高吸収イネ品種を用いたカドミウム汚染水田の
浄化技術の開発に関する研究」により、水口亜紀特別
研究員（生物多様性研究領域）は「遺伝子組換え植物
の生物多様性影響に関する研究」により受賞しました。
この表彰は、農業環境技術研究所に勤務する40歳

以下の研究者（研究職職員および農環研特別研究員）
の中から、とくに優れた業績をあげた者を表彰するも
のです。

（広報情報室長　廉沢 敏弘）

つくば科学フェスティバル2010

受賞報告

FACE実験模型を使って解説

2011年1月7日、所内での表彰式後に受賞者を囲んで

11
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サイエンスカフェと出前授業

第2回 農環研サイエンスカフェ

サイエンスカフェとは、喫茶店などの身近な場所で

お茶を飲みながら、研究者と一般の方々が科学につい

て気軽に語り合う試みです。農環研では昨年から、女

性研究者を身近に感じてもらうために開催していま

す。2回目となる今回は、12月11日（土）にレストラ

ン滝（つくばエキスポセンター内）で「温暖化からお

米をまもる！」というタイトルで実施しました。話題提

供者の吉本真由美主任研究員（大気環境研究領域）は、

温暖化の米への影響、農業気象を研究することになっ

たきっかけ、研究に対する想いなどを紹介しました。

参加した米販売業の方から今年の米の品質がとても悪

いことを話していただく場面もあり、農業気象研究の

魅力と大切さを実感する会となりました。

出前授業

農環研の研究者が高校や大学などを訪問し、自身の

研究内容や経歴について講演を行い、研究の魅力を伝

えるとともに、学生に研究者という職業に興味をもっ

てもらおうという取り組みです。

今年度はこれまで、10月20日（水）に宇都宮大学、

11月13日（土）に日本生物工学会2010年度技術セ

ミナーで開催しました。

宇都宮大学では、土壌環境研究領域の赤羽幾子研

究員が、大学が主催する就職・進路ガイダンスの中で

出前授業を行いました。そのため学生の関心も高く、

研究の魅力、大学院進学とその後研究者になるまでの

キャリアパスについての話を熱心に聞いていました。

日本生物工学会技術セミナーとの共催で行った出前

授業では、生物生態機能研究領域の北本宏子主任研究

員が、研究者を目指す学生やポスドクなどの女性や大

学教員に向けて、研究の背景として自身の経歴や経験

を紹介するとともに、女性研究者としての生活やポスド

クなどの問題などを議論し、大きな反響がありました。

（広報情報室　広報グループ）

報　告

農業環境技術研究所は、平成21年度に文部科学省の「女性研究者支援モデル育成」事業に採択され、「双方向
キャリア形成プログラム農環研モデル」の一環で女性研究者の裾野拡大を目指したさまざまな活動を行っていま
す（詳しくはホームページをご覧ください）。今年度に実施したサイエンスカフェと出前授業をご紹介します。
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広島県福山市でのセミナーにて授業中の北本研究員

宇都宮大での赤羽研究員

天気図を描く吉本研究員

サイエンスカフェ
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