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のうかんけん夏休み公開2015

　小中学校の夏休み時期にあたる7月25日（土曜日）に、

「のうかんけん夏休み公開」を開催し、小学生とその保護者

を中心に2415人もの方に来場いただきました。当日は、研

究所構内に里山を再現した「ミニ農村」や、農業環境インベ

ントリー展示館など3つの会場に14企画を用意し、参加した

子どもたちは普段できない体験に目を輝かせて取り組んで

いました。アンケートでも9割の方に「とてもたのしかった」、

「たのしかった」と回答いただきました。

　この催しは、子どもたちに科学に目を向けてもらい、農業

と環境のかかわりに関心をもってもらうことを目的に平成

25年度から始めたもので、農研機構「夏休み公開」と同じ日

に開催して会場間を無料バスで連絡しています。

（広報情報室）

のうかんけん夏休み公開 報  告

NIAES トピックス

　農業環境技術研究所は、8月7日（金曜日）、「サイエンスキ

ャスティング」の協力機関として6名の参加者を受け入れま

した。サイエンスキャスティングとは、つくば国際会議場など

が主催する中学生・高校生のための科学体験イベントです。

参加者は研究室を訪問して、そこで行われている研究につ

いて見たり、聞いたり、体験したりして調査し、翌日にその内

容を国際会議場でプレゼンテーションします。農環研は昨年

より協力機関として参加しています。

　多くの昆虫は、フェロモンとよばれる匂い物質を使って仲

間を呼び集めたり、外敵から身を守ったりしています。また、

植物は、匂いを利用して花粉を運んでくれる虫を集めるだ

けでなく、害虫を攻撃する天敵までも呼び寄せます。参加者

たちは、このような植物や昆虫のコミュニケーションについ

て講義を受けた後、植物や昆虫が出す匂いに昆虫がどのよ

うに反応するかを観察したり、実験設備を見学したりして、

「生物の匂いの役割と秘密にせまる研究」について学びま

した。

（広報情報室）

サイエンスキャスティング2015
匂いを利用した植物や昆虫のコミュニケーション

報  告

講師の田端純主任研究員と参加者
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食の安全

一般財団法人 消費科学センター 代表理事　大木 美智子

国際土壌年特集国際土壌年特集

　農業環境技術研究所ではわが国の様々な土壌の
標本（モノリス）を収集し、その一部を農業環境インベ
ントリー展示館で展示しています。展示館に入ると正
面にわが国の農地の代表的な土壌のモノリスが目に
入ってきます（写真１）。これらの一番右端に１本だけ
床におかれた背の高いモノリスがあります。これは泥
炭土のモノリスです。泥炭土以外の土壌は風化した岩
石がもとになってできていますが、泥炭土は植物遺体
が分解されずに堆積してできた有機物（泥炭）からで
きた特殊な土壌です。
　泥炭土のでき始めは、気温が低く水はけの悪い場
所で生育していたヨシやハンノキなどの植物が材料
になります。これらの植物からできた泥炭土を低位泥
炭土といいます。さらに泥炭の堆積が進み、泥炭層の
厚さが増えていく（1年に1mm程度）と、地下水や土砂
からの養分の供給がなくなって降水が唯一の養分供
給源になります。その結果、植生はミズゴケなど養分
が少なくても生育できる植物に変わります。このように
主にミズゴケからできた泥炭土を高位泥炭土とよんで

泥炭土   －有機物からできた脆弱な土壌－

います。前述のモノリスはこの高位泥炭土のモノリス
です。
　泥炭土が分布する場所（泥炭地）はその植生から独
特な景観を作りあげています。釧路湿原、尾瀬ヶ原、八
島ヶ原湿原（霧ヶ峰）などが有名です（一般に、排水の
悪い場所にできた湿性植物の草原のことを湿原とい
いますが、土壌は必ずしも泥炭土ではありません）。泥
炭土とその植生は環境変化に対して非常に脆弱なた
め、多くの湿原は国立公園などの一部となって保全さ
れています。
　一方、すでに開発された泥炭地もあります。北海道
の石狩川流域には泥炭土が広く分布していて、かつて
は広大な湿原(石狩泥炭地)でした。第二次世界大戦
後、食糧増産のため石狩泥炭地の大部分が、排水改
良と客土（よそから別な土を運びこむ土壌改良法）に
よって水田へと変わりました（写真2）。農地となった泥
炭土は、その特性から分解しやすく地盤沈下が起こり
やすい、という問題を抱えています。農地開発後、地盤
高が約3m低下したという報告もあります。このため、
耕起の際に下層の泥炭との混合を避けるなど、泥炭
土の特性に応じた適切な管理によって農地を保全す
る必要があります。
　国連は2015年を「国際土壌年」と定めました。土壌
は地球上の生命を維持するためになくてはならない
存在です。泥炭土に限らず土壌の重要性を理解し、適
切に管理し、守っていくことが私たちに求められてい
ます。

（農業環境インベントリーセンター　神山 和則）

に入るかどうか、栄養失調や飢え死にしないですむか

という安全についても考える必要があります。日本の

食料自給率は先進国の中で最も低く、食料の6割以上

を輸入に頼っているのが現状です。一方で世界の食

料需給事情は年々厳しくなっており、いつまでも安易

に輸入できると考えるのは危険です。環境の変動に対

応できる持続的な農業を実現し、農業生産力を上げ

ることが必要です。

　食の安全の確保は一般の消費者にとっても重要な

問題ですが、農業環境技術研究所がこの食の安全の

質と量のどちらの面でも重要な働きをしていることは

残念ながらあまり知られていないように思います。研

究所の広報物やホームページを見たりすれば、農作

物の放射性物質や農薬・化学物質汚染の研究、温暖

化対策の研究など、貢献していることがわかるのです

が、研究所の名前を聞いただけでは農村や農家の環

境問題を研究する所、都市住民の非農家の自分には

関係ないと考えられてしまうのではないでしょうか。広

報活動は色々と工夫・努力されているようですが、私

としても微力ながら折あるごとに農環研の重要性・必

要性を多くの人に知らせたいと思っております。なお、

私は女性研究員の活用という点でも農環研を高く評

価しています。仕事・子育てを両立しやすい雇用環境

の整備など手厚い支援をしており、女性研究員の比

率も現在の14％を2020年には30％にする目標との

こと、目標達成を祈ると共に研究所が食の安全を守る

ためのさらなる成果を挙げられることを期待して

います。

年の夏は本当に暑い夏でした。連日の猛暑に、

誰もが地球温暖化は確かに進みつつあるこ

とを信じさせられたのではないでしょうか。その影響

で野菜の品不足が報じられました。スーパーなどの売

り場には、見た所ふだんの食生活に不自由がないよう

に豊富に野菜が並んでいましたが、値札を見ると思わ

ずエーッと叫びたくなるほどの高値で、買うか買うま

いか迷ってしまうほどでした。この先温暖化・異常気象

の多発が続いたら、高値どころか売り場から消えてし

まう品も出てくるのでしょうか。

　毎年、春秋の彼岸には栃木県にある夫の実家の墓

参に行くことにしています。実家といっても既に両親は

他界し、百年を超えた古い家も取り壊して跡地と畑と

墓地の世話を親しい隣家に頼んであるわけで、墓参り

の後はそのお宅でビールと昼飯を頂きながら歓談す

るのが常となっています。今は合併して町となってい

ますが、中山間地のこの山村を初めて訪れてから五

十年余になります。実家の前にあった小学校は既に廃

校となっており、高齢化・過疎化が進んで今はこの集

落の何軒もの家が無人となっているようです。昔は見

事だった棚田や畑が、今はその多くが雑草に覆われ

ており、聞けば猪に荒らされるばかりなので耕作を諦

めたとのこと、ここでも今年の暑さが話題になりました。

ナスはほぼ全滅、米は昨年に比べて味が劣るなどな

ど、気候変動が農業に及ぼす影響と、農村の荒廃を思

い合せて先行き心配になりました。

　食の安全というと、一般的には食べて害はないかと

いう食べ物の質の安全のことを考えると思いますが、

もう一つ、食べ物の量の安全、つまり食べ物が十分手

今

国立研究開発法人農業環境技術研究所　評価委員

ぜいじゃく

写真2　石狩泥炭地
現存する自然植生（左）と農地開発された水田（右）

写真1　農業環境インベントリー展示館のモノリス
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　日本の代表的な農耕地土壌を2回に分けて紹介します。2回目は、平野（沖積平野）や旧湖沼に分布し、水田や畑
として利用されている低地土（全農耕地のうち48％）と有機質土（4％）です。

（農業環境インベントリーセンター　高田 裕介）

低地土
　低地土とは、河川が運んできた土砂が堆積してできた土壌です。代表的な低地土として、グライ低地土、灰色低地
土、褐色低地土があり、土壌の色の違いなどによって分けられています。土壌の色の違いは土壌中の水分状況に大
きく影響を受けます。グライ低地土（青灰色）は最も湿った低地土、褐色低地土は最も乾いた低地土で、灰色低地土
はその中間に位置付けられます。河川が運んできた土砂には養分が多く含まれ、古くから、低地土は食料を生産す
るのに適した土壌として認識されてきました。

有機質土
　有機質土とは、ヨシやミズゴケなど水辺や湿原でみられる湿性植物の遺体が堆積してできた土壌です。有機質土
は旧湖沼や湿地に分布し、堆積した植物の組織が分解されずに残っている泥炭土と、分解されて残っていない黒
泥土とに分けられます。有機質土には、温室効果ガスである二酸化炭素のもととなる有機物が多量に含まれている
ため、適切な排水管理や有機物施用など環境に配慮した農地管理が重要となります。

　国際土壌年を記念して行われている巡回展「土っ
てなんだろう？」に合わせ、6月14日、私たちは“土の呼
吸（CO2）を測る装置”を車に積み込み、この巡回展を
主催し最初の開催地である、埼玉県立川の博物館（か
わはく）に行ってきました。
　館内には、土のでき方や土の中の生きものなどに
ついて工夫を凝らした説明展示があり、私たちは、そ
の生きものの活動の結果、「土からCO2が出ている」と
いうことを持ち込んだ装置で実演しました。説明後に
質問に来て、土の炭素貯留による温暖化緩和の話を

じっくり聞いていかれる方もいて環境への関心の高さ
がうかがえました。

（物質循環研究領域　大浦 典子、岸本 文紅）

畑の土にチャンバー（箱）をかぶせて、チャンバー内のCO2がだんだ
ん増えていくことを実測

広めよう、かけがえのない土壌の大切さ代表的な日本の農耕地土壌２
低地土と有機質土

国際土壌年特集国際土壌年特集 国際土壌年特集国際土壌年特集

グライ低地土
岡山県玉野市

黒泥土
千葉県東金市

泥炭土
北海道美唄市

灰色低地土
香川県坂出市

褐色低地土
茨城県つくばみらい市

見て、測って、土を考える  in  

　7月29日・30日に、霞が関の中央府省庁で「子ども
霞が関見学デー」が開催されました。農環研は、農林
水産省の農林水産技術会議事務局と生産局が、国際
土壌年にちなんで出展する「土の不思議」に協力し、
光る泥だんご作りや土壌モノリスの展示、土壌生物の
観察、土による水の浄化実験を行いました。泥だんご
作りは事前申し込みが定員をはるかに超える人気と
なり、水の浄化実験にはたくさんの子どもたちが参加
しました。
　農林水産省には、この2日間で全府省庁トップとな
る4787人の来場者があり、アンケートでは「土の不思

議」が農林水産省の企画の中でもっとも満足度の高
い企画となりました。

（広報情報室）

水の浄化実験を体験する子どもたち

子ども霞が関見学デーに協力

　国際土壌年に関連して、つくば市教育指導課から土
壌に関する科学出前レクチャーの要請があり、土壌環
境研究領域の赤羽幾子主任研究員が、茎崎中学校科
学部の生徒を数回にわたって指導しました。レク
チャーで生徒たちは、土壌についての基礎知識を学
び、「光る泥だんご」を題材として、土壌の物理性を調
べる実験をしました。その後、生徒たちはレクチャーか
ら学んだことをもとに、校区周辺で採集した土壌を
使って「光る泥だんごに適した土を探る」というテーマ
で研究を続け、つくば市主催の科学研究作品展で、み
ごと銀賞を獲得しました。

　なお、この取り組みの一環として、10月31日・11月1
日に開催される「つくば科学フェスティバル2015」で
は、農環研と茎崎学園の連携企画「光る泥だんごをつ
くろう！」を出展します。

（広報情報室）

土壌の色を調べる

茎崎中学校で出前授業

かわはく
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生物の特性は、偶然によって変化する場合があるから
です。そこで、日本各地からブタクサハムシを採集して
調べることにしました。採集したブタクサハムシは、つ
くば市での臨界日長に近い日長（13時間）で飼育し、
休眠率を調べました。さらに、採集地点の緯度、標高、
およびブタクサとオオブタクサのどちらで採集された
かが、休眠率に対して影響を及ぼすかどうか重回帰
分析をしました。その結果、これらの要因はいずれも
有意な効果を示し、緯度が高いほど、標高が高いほど、
またオオブタクサよりブタクサで採集した地点の方が、
休眠率が高いことがわかりました（図3）。ブタクサや
オオブタクサは、緯度が高い地域ほど、また標高が高
い地域ほど早く枯れます。またブタクサはオオブタクサ
より早く枯れます。このことから、得られた結果は、寄主

植物が早く枯れる地域ほどブタクサハムシが早く休眠
に入ることを意味し、各地の環境に適応したことを示
しています。

今までに知られていない適応・進化の速さ
　今まで、外来生物が侵入地の気候環境に適応する
のには、比較的長い期間を要すると考えられていまし
た。けれども、ブタクサハムシでは6年以内というきわ
めて短い期間で新たな環境に適応・進化していました
（表1）。この結果から、昆虫のなかには、侵入地の環境
に適応するように生理・生態的特性が短期間に変化
するものがいることがわかり、このことは、外来生物に
対する対策をたてるときには、短期間に特性が変化す
る可能性を考慮する必要があることを示しています。
　この成果は、侵入害虫の被害リスクの予測に役立
つだけでなく、気候変動にともなう昆虫の分布の変化
を予測する場合にも活用することができます。

郷に入れば郷に適応ー外来昆虫ブタクサハムシは、新しい環境に急速に適応していたー

外来昆虫ブタクサハムシ
　1996年8月、千葉市においてブタクサを食べている
日本では未記録の甲虫が見つかりました。これは、北
米（メキシコからカナダ南部）に生息するハムシの一
種であることが判明し、ブタクサハムシ（図1）という和
名がつけられました。成虫の体長は3.5～
5mmで、成虫と幼虫ともに、おも
に花粉症の原因となるブタク
サやオオブタクサを食べま
すが、栽培作物であるヒマ
ワリも食べて被害を与える
ことがあるため害虫に指定さ
れました。ブタクサハムシは発見後、
急速に分布を拡大し、1999年までの3年間で北は岩
手県、南は熊本県まで分布をひろげ、現在は沖縄県を
除く都道府県に定着しています。
　このように短期間に、気候が大きく異なる地域に分
布をひろげたのは、定着当初、各地の気候に適応して
いなかったブタクサハムシが、それぞれの地域に急速
に適応していった可能性があると考えられます。昆虫
が気候や季節に適応する特性として、光周性が重要
です。光周性は生物が日長に反応する性質で、昆虫で
はとくに短日に（昼間の時間が短く）なると休眠して越
冬する現象が知られています。そこで、この虫の光周
性に着目して、この特性が変化したかを調べました。

休眠に入る季節が遅くなった
　ブタクサハムシは、成虫で越冬しますが、短日にな
ると産卵せずに休眠することが報告されています。
1999年につくば市で採集されたものでは、50％の個

体が卵を産まなくなる（休眠する）日長（臨界日長）は、
14時間より長いと推定されていました。そこで、2005
年以降ほぼ毎年、つくば市で採集したブタクサハムシ
をさまざまな日長条件で飼育し、光周性を調べました。
その結果、2005～2012年に採集したものでは、
1999年のものに比べて、同じ日長における休眠率が
低く、臨界日長は2時間近く短くなっていました（図2）。
この結果は、休眠に入る季節が遅くなったことを意味
し、この変化が、1999年から2005年までのわずか6
年以内に起こったことがわかりました。

新たな環境への適応
　さて、光周性が変化したことはわかりましたが、この
変化が気候に対する適応であるというためには、つく
ば市のデータだけでは証拠が不十分です。なぜなら、

研究トピックス

郷に入れば郷に適応
ー外来昆虫ブタクサハムシは、新しい環境に急速に適応していたー

生物多様性研究領域　田中 幸一

　人間活動のグローバル化にともない、海外から侵入する外来生物が増えています。そのなかには、農作物や在来
生物に大きな問題を起こしているものも少なくありません。しかし、外来生物にとって侵入地の環境は原産地と異な
るため、侵入地に定着するためには、新しい環境に適応する必要があります。その過程や機構を明らかにすること
は、外来生物の分布拡大や被害リスクを予測して的確な対策を講じるために重要です。そこで、近年わが国に侵入
し分布を拡大した外来昆虫が、侵入地の環境にどのように適応したかを調べました。

図１　ブタクサハムシの成虫と卵塊
雌成虫は、春から夏にかけて卵を産みますが、日長が短くなると
産卵しなくなります（休眠といいます）。

図2　つくば市で採集したブタクサハムシの各日長における休眠率
休眠率は産卵しなくなった個体の割合。2005～2012年には一定方向の変化
がなかったため、平均値（●）と最小値・最大値（縦線）で示しています。

図3　採集地点の緯度と日長13時間における休眠率との関係

表1　外来昆虫が侵入地の環境に適応するのに要した期間
　　　ブタクサハムシが短期間に適応したことがわかります。

緯　度（北　緯）
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です。光周性は生物が日長に反応する性質で、昆虫で
はとくに短日に（昼間の時間が短く）なると休眠して越
冬する現象が知られています。そこで、この虫の光周
性に着目して、この特性が変化したかを調べました。

休眠に入る季節が遅くなった
　ブタクサハムシは、成虫で越冬しますが、短日にな
ると産卵せずに休眠することが報告されています。
1999年につくば市で採集されたものでは、50％の個

体が卵を産まなくなる（休眠する）日長（臨界日長）は、
14時間より長いと推定されていました。そこで、2005
年以降ほぼ毎年、つくば市で採集したブタクサハムシ
をさまざまな日長条件で飼育し、光周性を調べました。
その結果、2005～2012年に採集したものでは、
1999年のものに比べて、同じ日長における休眠率が
低く、臨界日長は2時間近く短くなっていました（図2）。
この結果は、休眠に入る季節が遅くなったことを意味
し、この変化が、1999年から2005年までのわずか6
年以内に起こったことがわかりました。

新たな環境への適応
　さて、光周性が変化したことはわかりましたが、この
変化が気候に対する適応であるというためには、つく
ば市のデータだけでは証拠が不十分です。なぜなら、

研究トピックス

郷に入れば郷に適応
ー外来昆虫ブタクサハムシは、新しい環境に急速に適応していたー

生物多様性研究領域　田中 幸一

　人間活動のグローバル化にともない、海外から侵入する外来生物が増えています。そのなかには、農作物や在来
生物に大きな問題を起こしているものも少なくありません。しかし、外来生物にとって侵入地の環境は原産地と異な
るため、侵入地に定着するためには、新しい環境に適応する必要があります。その過程や機構を明らかにすること
は、外来生物の分布拡大や被害リスクを予測して的確な対策を講じるために重要です。そこで、近年わが国に侵入
し分布を拡大した外来昆虫が、侵入地の環境にどのように適応したかを調べました。

図１　ブタクサハムシの成虫と卵塊
雌成虫は、春から夏にかけて卵を産みますが、日長が短くなると
産卵しなくなります（休眠といいます）。

図2　つくば市で採集したブタクサハムシの各日長における休眠率
休眠率は産卵しなくなった個体の割合。2005～2012年には一定方向の変化
がなかったため、平均値（●）と最小値・最大値（縦線）で示しています。

図3　採集地点の緯度と日長13時間における休眠率との関係

表1　外来昆虫が侵入地の環境に適応するのに要した期間
　　　ブタクサハムシが短期間に適応したことがわかります。

緯　度（北　緯）
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ワークショップ-１
気候変化が稲作におよぼす影響について、
アジア各国の研究者と活発な議論

　近年の夏季の高温により、西日本ではコメの品質低下が

顕在化しており、今後、気候変化の稲作におよぼす影響が深

刻化するのではないかと心配されます。気候変化が将来、稲

作にどのような影響をおよぼすのかを予測、評価し、将来の

気候に適した稲作技術(適応策)を開発することは、わが国だ

けではなく、水田が広く分布するモンスーンアジアに共通の

課題です。これらの課題に関わる最新の研究成果をアジア

各国の研究者間で共有するため、このワークショップを食

糧・肥料技術センター（FFTC）と共同で開催しました。会場で

は、国レベルでの影響評価から農家レベルでの適応策の実

践例まで、幅広い内容について、アジア9か国から計14件の

報告があり、活発な議論が行われました。

　また、気候変化の影響を正確に評価するためには、気候

モデル、作物モデ

ル、社会経済モデ

ルなど、さまざま

な予測モデルを

開発・改良するこ

とが重要です。ワ

ークショップでは、

気候変化の影響

評価に必要となる、さまざまなモデルの研究を進めている

国際共同研究プロジェクト（AgMIP）のリーダを招き、アジア

各国の研究者がAgMIPにどのように関わっていくのかにつ

いて意見交換を行い、今後の研究方向を話し合いました。

（大気環境研究領域　宮田　明、西森 基貴、

長谷川利拡、石郷岡康史）

ワークショップ-2
モンスーンアジアにおける持続的農業の展望：
生物多様性に配慮した農法と景観管理

　ワークショップ-2では、アジアモンスーン地域における生

物多様性の保全と持続的農業のあり方について検討するこ

とを目的としました。アブバカル（Morales-Abubakar）氏に

よる基調講演では、さし迫る食糧問題と環境問題を解決す

るため、持続的な方法で農産物の増産を図るアジア稲イニ

シアティブ活動の紹介がありました。そこでは、農業生態系

の生物多様性を活用する水田漁業などを稲作と併用するこ

とで農家収入が増加する事例が紹介されました。宮下直氏

による特別講演では、農地周辺の景観構造が生物多様性や

生態系サービスに及ぼす影響メカニズムについて紹介があ

りました。日本、韓国、中国、ベトナムからの国別リポートでは、

各国における環境保全型農業に関する国内事情やその取

り組みによる生物多様性保全効果について報告されました。

これらの講演を通じて、生物多様性に配慮した農法と景観

管理は、農家の経済状況や国レベルの施策によって取り組

み方法が大きく異なること、またそのことが生物多様性研究

の方向性にも表れていることがうかがわれました。このよう

な状況を克服するため、研究者による国際的ネットワークの

構築と環境保全型農業の社会的経済的側面を研究する必

要性が総合討論で議論されました。

（生物多様性研究領域　安田 耕司、池田 浩明）

NIAES トピックス

　シンポジウム初日の全体会合では、農業環境技術研究所 

宮下理事長、食糧・肥料技術センター（FFTC）永井副所長、

農研機構 井邊理事長のあいさつの後、基調講演と最新の研

究成果を報告する7題の講演が行われました。

　基調講演をいただいた東京大学および国連大学の武内

和彦教授は、国連生物多様性条約第10回締約国会議

（COP10）にて発足した「SATOYAMAイニシアティブ」の推

進に指導的な役割を果たされている生態学者で、アジアに

おける農業環境研究の世界的指導者のひとりです。講演で

は、アジア農村地域における生態系の回復能力（レジリエン

ス）の評価から、伝統的生物生産方式を生かし近代的知識・

技術と組み合わせることにより、気候変動適応対策と生物多

様性対策の両立が可能であることを示されました。これに続

く講演では、インドネシアとスリランカの研究者からそれぞ

れの地域における農業環境課題が紹介されたほか、水資源

からみた課題、地球温暖化に対応するための緩和策・適応

策、およびその食料生産への影響など、モンスーンアジアの

農業環境をめぐる重要な研究課題について最新の成果が

報告されました。

　最後に、翌日の分科会形式ワークショップと関連する国際

ネットワークの紹介を行うとともに、今後の研究の研究方向

や連携強化について総合討論を行いました。限られた時間

での議論ではありましたが、モンスーンアジアにおける農業

環境研究を推進するために、地域国際連携のプラットフォー

ムとしてMARCO活動を継続することの必要性が確認される

など、意義あるシンポジウムとすることができました。

（研究コーディネータ　八木 一行）

MARCOシンポジウム2015
モンスーンアジアにおける農業環境研究の挑戦

　モンスーンアジアの農業環境は、その恵まれた気候条件から水田耕作を中心とした高い持続的生産性と豊富な生物多様性

を維持してきました。しかし、地域の急速な人口増加と経済発展にともなって、農業環境に関するさまざまな問題が顕在化して

います。これに対し2006年、農環研を中心にMARCO(モンスーンアジア農業環境研究コンソーシアム)を設立し、国際的な連携

を推進してきました。今年の8月26日から28日にはつくば国際会議場でMARCOシンポジウム2015を開催し、気候変動、生物

多様性、土壌保全を中心に最新の情報交換を行い、今後のモンスーンアジアにおける農業環境研究の研究方向や連携強化に

ついて議論しました。

全体会合

武内教授による基調講演
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ワークショップ-１
気候変化が稲作におよぼす影響について、
アジア各国の研究者と活発な議論

　近年の夏季の高温により、西日本ではコメの品質低下が

顕在化しており、今後、気候変化の稲作におよぼす影響が深

刻化するのではないかと心配されます。気候変化が将来、稲

作にどのような影響をおよぼすのかを予測、評価し、将来の

気候に適した稲作技術(適応策)を開発することは、わが国だ

けではなく、水田が広く分布するモンスーンアジアに共通の

課題です。これらの課題に関わる最新の研究成果をアジア

各国の研究者間で共有するため、このワークショップを食

糧・肥料技術センター（FFTC）と共同で開催しました。会場で

は、国レベルでの影響評価から農家レベルでの適応策の実

践例まで、幅広い内容について、アジア9か国から計14件の

報告があり、活発な議論が行われました。

　また、気候変化の影響を正確に評価するためには、気候

モデル、作物モデ

ル、社会経済モデ

ルなど、さまざま

な予測モデルを

開発・改良するこ

とが重要です。ワ

ークショップでは、

気候変化の影響

評価に必要となる、さまざまなモデルの研究を進めている

国際共同研究プロジェクト（AgMIP）のリーダを招き、アジア

各国の研究者がAgMIPにどのように関わっていくのかにつ

いて意見交換を行い、今後の研究方向を話し合いました。

（大気環境研究領域　宮田　明、西森 基貴、

長谷川利拡、石郷岡康史）

ワークショップ-2
モンスーンアジアにおける持続的農業の展望：
生物多様性に配慮した農法と景観管理

　ワークショップ-2では、アジアモンスーン地域における生

物多様性の保全と持続的農業のあり方について検討するこ

とを目的としました。アブバカル（Morales-Abubakar）氏に

よる基調講演では、さし迫る食糧問題と環境問題を解決す

るため、持続的な方法で農産物の増産を図るアジア稲イニ

シアティブ活動の紹介がありました。そこでは、農業生態系

の生物多様性を活用する水田漁業などを稲作と併用するこ

とで農家収入が増加する事例が紹介されました。宮下直氏

による特別講演では、農地周辺の景観構造が生物多様性や

生態系サービスに及ぼす影響メカニズムについて紹介があ

りました。日本、韓国、中国、ベトナムからの国別リポートでは、

各国における環境保全型農業に関する国内事情やその取

り組みによる生物多様性保全効果について報告されました。

これらの講演を通じて、生物多様性に配慮した農法と景観

管理は、農家の経済状況や国レベルの施策によって取り組

み方法が大きく異なること、またそのことが生物多様性研究

の方向性にも表れていることがうかがわれました。このよう

な状況を克服するため、研究者による国際的ネットワークの

構築と環境保全型農業の社会的経済的側面を研究する必

要性が総合討論で議論されました。

（生物多様性研究領域　安田 耕司、池田 浩明）
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　シンポジウム初日の全体会合では、農業環境技術研究所 

宮下理事長、食糧・肥料技術センター（FFTC）永井副所長、

農研機構 井邊理事長のあいさつの後、基調講演と最新の研

究成果を報告する7題の講演が行われました。

　基調講演をいただいた東京大学および国連大学の武内

和彦教授は、国連生物多様性条約第10回締約国会議

（COP10）にて発足した「SATOYAMAイニシアティブ」の推

進に指導的な役割を果たされている生態学者で、アジアに

おける農業環境研究の世界的指導者のひとりです。講演で

は、アジア農村地域における生態系の回復能力（レジリエン

ス）の評価から、伝統的生物生産方式を生かし近代的知識・

技術と組み合わせることにより、気候変動適応対策と生物多

様性対策の両立が可能であることを示されました。これに続

く講演では、インドネシアとスリランカの研究者からそれぞ

れの地域における農業環境課題が紹介されたほか、水資源

からみた課題、地球温暖化に対応するための緩和策・適応

策、およびその食料生産への影響など、モンスーンアジアの

農業環境をめぐる重要な研究課題について最新の成果が

報告されました。

　最後に、翌日の分科会形式ワークショップと関連する国際

ネットワークの紹介を行うとともに、今後の研究の研究方向

や連携強化について総合討論を行いました。限られた時間

での議論ではありましたが、モンスーンアジアにおける農業

環境研究を推進するために、地域国際連携のプラットフォー

ムとしてMARCO活動を継続することの必要性が確認される

など、意義あるシンポジウムとすることができました。

（研究コーディネータ　八木 一行）

MARCOシンポジウム2015
モンスーンアジアにおける農業環境研究の挑戦

　モンスーンアジアの農業環境は、その恵まれた気候条件から水田耕作を中心とした高い持続的生産性と豊富な生物多様性

を維持してきました。しかし、地域の急速な人口増加と経済発展にともなって、農業環境に関するさまざまな問題が顕在化して

います。これに対し2006年、農環研を中心にMARCO(モンスーンアジア農業環境研究コンソーシアム)を設立し、国際的な連携

を推進してきました。今年の8月26日から28日にはつくば国際会議場でMARCOシンポジウム2015を開催し、気候変動、生物

多様性、土壌保全を中心に最新の情報交換を行い、今後のモンスーンアジアにおける農業環境研究の研究方向や連携強化に

ついて議論しました。

全体会合

武内教授による基調講演
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受賞報告

湿潤熱帯アジア農村ランドスケープにおける
生物多様性と生態系サービス評価
　近年、生態系サービスという考え方が広まっています。こ

れは、多様な生物や生態系があることで、私たちは多くの自

然の恵みを享受できるという概念です。しかし、農耕地など

に多様な生物がいることが実際に地域の人たちにどのよう

な恵みをもたらしてくれるのか、まだまだ十分な知見が得ら

れていません。

　大久保研究員は、インドネシア西ジャワの農村を調査し、

果樹や建材樹などを混植したタルンとよばれる伝統的な土

地利用が、作物の受粉や病害虫抑制に必要な生物の多様

性を高める機能を持つこと、このタルンで栽培作物の多様

性を高めることが収益性の向上につながることなどを明ら

かにしました。成果は多くの国際誌論文や著書にもまとめら

れ、世界の生物多様性保全に関する政策提言に大きく貢献

しています。

NIAES トピックス

ワークショップ-３
モンスーンアジアの土壌劣化における土壌保全の挑戦

NIAES トピックス

ちびっ子博士2015
のうかんけん昆虫採集教室

　ワークショップ-3では、MARCOシンポジウムにおいてこれ

までにも取り上げてきた、地域内の土壌情報の利活用や土

壌資源保全について、6か国10名の研究者の講演が行われ、

各国における取り組み状況や今後の課題が報告されました。

フィリピン、インドからは土壌劣化の現状と対策について統

計にもとづく報告、インドネシアからは泥炭土の劣化につい

ての研究、韓国から水田土壌およびイネのカドミウム・ヒ素

汚染の軽減手法、中国から都市土壌劣化および農地土壌に

おける炭素・窒素変動、日本からは、農耕地の土壌侵食、包

括的土壌分類体系および土壌図、重金属汚染、農耕地の炭

素・窒素循環についての研究報告が行われました。

　なお、今年は国連が土壌への社会的関心を高めるために

定めた国際土壌年であり、このワークショップはそれを記念

して開催されました。総合討論では、国際土壌年を主導する 

地球土壌パートナーシップ [事務局は国連食糧農業機関（F

AO）]の枠組みの一つである、アジア土壌パートナーシップ

の今後の活動方針についても、参加者による活発な議論が

行われました。

（研究コーディネータ　荒尾 知人、農業環境 　　

インベントリーセンター　高田 裕介、大倉 利明）

エクスカーション

　シンポジウムの最終日（8月28日）に見学旅行を実施しま

した。まず、午前中に龍ケ崎市塗戸町で100ha以上の水田で

水稲生産を行う農業生産法人、有限会社横田農場を訪問し

ました。横田農場では、農地の集積と大区画化、多品種の組

合せによる田植えや収穫期間の拡大などにより、大面積にも

かかわらず移植、収穫作業をそれぞれ1台の機械で行う効

率的な経営が行われています。一方、一部の区画では有機

栽培を取り入れたり、小学生を対象に田植えや収穫作業を

体験してもらったり、自社生産の米粉を使用したスイーツを

生産・販売したりするなど、多角的な経営にも取り組まれて

います。さらに、農匠ナビ1000（農業生産法人が実証するス

マート水田農業モデル、代表機関九州大学）事業で、水位、

水温等のセンサーを利用した水管理なども試験中です。今

回のエクスカーションでは、今年竣工した最新のライスセン

ターと有機栽培水田を見学しました。参加者からは、今後の

大規模農家経営の見通し、規模拡大における問題点、水位・

水温センサーの活用方法など、さまざまな質問が寄せられ

ました。午後には、つくばみらい市筒戸にあるFACE（開放系

大気CO2増加）実験施設を訪問し、50年後のCO2濃度を想

定した水田実験の様子を視察しました。ここでは、屋外の開

放条件でのCO2の制御方法やその精度、CO2濃度が上昇し

たときの植物の反応などに関して多くの質問が寄せられま

した。最後に、農環研に戻り、農業環境インベントリー展示

館、温室効果ガス発生制御施設、昆虫標本館などを視察し、

見学を終了しました。

（大気環境研究領域　長谷川利拡） 　恒例となった「のうかんけん昆虫採集教室」を、7月28日

（火曜日）と31日（金曜日）に実施しました。今年もたくさんの

小中学生に応募いただき、抽選で選ばれた参加者（小学校3

年生以上）が、3～4人ごとのグループになり、昆虫の研究者

から昆虫採集と標本作りを学びました。

　このイベントは、つくば市などが主催する「つくばちびっ子

博士」のプログラムとして、毎年この時期に実施しています。

今までたくさんの子どもたちが参加し、昆虫や自然環境・農

業への理解を深めてもらう機会となっています。

（広報情報室）

報  告

報  告

　農業環境技術研究所 生物多様性研究領域の 大久保 悟 主任研究員が、日本造園学会の平成26年度学会賞（研究論文部

門）を受賞しました。この賞は、「造園に関する学術的研究論文で造園学の進歩、発展に顕著な貢献をした者」に授与されるもの

です。業績の概要は次のとおりです。

日本の谷津田景観（写真左）と同じような風景を、インドネシア西ジャワの農村（写真右）にみることができます。自然の恵みを利
用していた、かつての日本の里山の様子を理解するために、インドネシアの農村で調査した結果が今回の受賞業績になりました。

日本 インドネシア

横田農場のライスセンター
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NIAES トピックス
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のうかんけん夏休み公開2015

　小中学校の夏休み時期にあたる7月25日（土曜日）に、

「のうかんけん夏休み公開」を開催し、小学生とその保護者

を中心に2415人もの方に来場いただきました。当日は、研

究所構内に里山を再現した「ミニ農村」や、農業環境インベ

ントリー展示館など3つの会場に14企画を用意し、参加した

子どもたちは普段できない体験に目を輝かせて取り組んで

いました。アンケートでも9割の方に「とてもたのしかった」、

「たのしかった」と回答いただきました。

　この催しは、子どもたちに科学に目を向けてもらい、農業

と環境のかかわりに関心をもってもらうことを目的に平成

25年度から始めたもので、農研機構「夏休み公開」と同じ日

に開催して会場間を無料バスで連絡しています。

（広報情報室）

のうかんけん夏休み公開 報  告

NIAES トピックス

　農業環境技術研究所は、8月7日（金曜日）、「サイエンスキ

ャスティング」の協力機関として6名の参加者を受け入れま

した。サイエンスキャスティングとは、つくば国際会議場など

が主催する中学生・高校生のための科学体験イベントです。

参加者は研究室を訪問して、そこで行われている研究につ

いて見たり、聞いたり、体験したりして調査し、翌日にその内

容を国際会議場でプレゼンテーションします。農環研は昨年

より協力機関として参加しています。

　多くの昆虫は、フェロモンとよばれる匂い物質を使って仲

間を呼び集めたり、外敵から身を守ったりしています。また、

植物は、匂いを利用して花粉を運んでくれる虫を集めるだ

けでなく、害虫を攻撃する天敵までも呼び寄せます。参加者

たちは、このような植物や昆虫のコミュニケーションについ

て講義を受けた後、植物や昆虫が出す匂いに昆虫がどのよ

うに反応するかを観察したり、実験設備を見学したりして、

「生物の匂いの役割と秘密にせまる研究」について学びま

した。

（広報情報室）

サイエンスキャスティング2015
匂いを利用した植物や昆虫のコミュニケーション

報  告

講師の田端純主任研究員と参加者


