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農環研ニュース

農業環境技術研究所に望むこと
基礎的研究とデータ蓄積の充実を

神奈川県農業技術センター　副所長　藤原 俊六郎
（農業環境技術研究所・評議員）

が国の農業の基本である「食料・農業・農

村基本計画」は、食料及び環境問題の克服

に貢献することが基本理念となっています。独法

の各研究機関と同様に、全国の都道府県に設置さ

れている公設農業研究機関（公設農研）においても、

地域に密着した生産と環境の両面からの研究活動

を展開し、成果をあげてきました。

しかし、公設農研では、近年の地方自治体の財

政悪化及び公務員制度の見直しにより、人員や研

究予算の削減が進行しています。また、研究評価

が積極的に行われ、研究成果の普及程度が大きな

評価項目となってきました。併せて、2005年の農

業改良助長法の改正にともない普及指導員の位置

づけが変わったことにより、研究成果の普及性を

強化するために、研究と普及の同一組織化がすす

みつつあります。

これは時代のひとつの流れですが、研究成果の

普及できる課題だけが注目されるようになると、

基礎的な調査研究業務は軽視されることが危惧さ

れます。

ひとつの例として、土壌保全事業があります。

この事業は、1947年に開始された土壌の全国的な

調査であり、その後60年の歴史の中で、「低位生

産地調査」、「地力保全基本調査」、「地力実態調査」、

「土壌環境基礎調査」、「土壌機能実態モニタリング

調査」を実施してきました。これらの調査は、全

国土壌図の作成をはじめ、常に耕地土壌の実態と

その変化要因を明らかにし、その時々の農業施策

を支える基礎データを提供しつづけてきました。

長い時間をかけ、多くの人達の努力によって進

められてきた土壌保全調査事業は、現在、予算や

人員が削減され、危機に瀕しています。生産の基

盤である土壌の基礎的なデータが欠落すれば、農

業生産の長期的計画立案が困難になり、食料の安

定生産や環境保全対策への対応が困難になると思

われます。

このような時代に、農業環境技術研究所では、

①農業環境のリスク管理、②自然循環機能の発揮、

③農業生態系機能の解明、の３目標を掲げ、地球

環境規模からゲノムレベルまで幅広い基礎的研究

活動を展開されています。さらに、各研究領域で

のモニタリング調査、農業環境インベントリーセ

ンターによる土壌及び昆虫、微生物のデータベー

ス作成と利用など、農業生産活動維持のための基

礎的な情報集積とその活用技術開発に取り組まれ

ています。これらの活動の中には土壌保全事業の

成果も活用、保存されており、公設農研にとって

も有益な組織となっています。

わが国の農業生産維持のためには、これからも、

公設農研は農環研と互いに協力し、あるいは指導

を受けながら、土壌保全事業に例をみるような、

その地域でしか収集できない貴重な情報の収集・

蓄積に努めて行く必要があります。このためにも、

各種モニタリング調査の継続、農業環境インベン

トリーセンターの充実を強く願うものです。

農業環境技術研究所で開発された技術、蓄積さ

れたデータを活用することにより、その地域に生

じた課題を効率的に解決することができます。そ

のためにも、競争型の研究資金等の応募に、公設

農研に不足する基礎的な視点からの共同研究者と

して参画していただくことにより、全国あるいは

個別地域課題を解決することが、わが国の農業生

産を支えてゆくためには重要と考えます。

また、農業環境技術研究所では国内外を対象と

した多くのセミナーを開催していますが、これは

公設機関の研究員にとっては、貴重な情報収集と

意見交換の場となっています。主催する側の苦労

は大きいとは思いますが、今後も充実させて頂き

たいと思います。

色々注文をつけましたが、公設農研の農業環境

技術研究所に対する期待は大きいので、よりいっ

そう各地域の公設農研と連携を深め、ともにわが

国の農業生産を支えてゆきたいと願っています。

わ
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農環研ニュース

はじめに

作物病原菌の生育を抑止する微生物は、作物病害の生

物的防除（バイオコントロール）に利用されています。バ

イオコントロールの適用を広げるためには、微生物がも

つ病原菌生育抑止能を人為的に高めることが求められま

すが、その目的のために、遺伝子組換え技術が有力な武

器になると期待されています。

しかし、バイオコントロール用の遺伝子組換え微生物

に限らず、日本で組換え微生物が野外利用された例はあ

りません。組換え微生物を野外環境下で利用するために

は、その有用性を高める一方で人や動植物への安全性の

確認はもちろん、生物多様性など環境への影響の評価手

法を確立して、生態系に対する安全性を確認する必要が

あります。

本研究では、キュウリ生育初期の根圏土壌（根の周り

の土）で定着性が高い細菌に、作物病原糸状菌の細胞壁

を分解する酵素（キチナーゼ）の遺伝子を導入した「組換

え根圏細菌」を作出し、キュウリ苗立枯病に対する防除

効果を確認しました。さらに、土壌から直接抽出した、い

わゆる環境DNA（eDNA）を解析することにより、この

組換え根圏細菌の接種が土壌微生物の多様性に及ぼす影

響を調べました。

キュウリ苗立ち枯れ病を抑制する遺伝子組換え根圏細菌

の作出

キュウリ苗立ち枯れ病を抑制するために、作物病原糸

状菌の細胞壁を分解する酵素（キチナーゼ）を土壌細菌

Pseudomonas putidaに導入しました。すなわち、海洋細菌

由来のキチナーゼ遺伝子に、遺伝子発現を高いレベルで

引き起こす活性をもつプロモーター配列を連結し、抗生

物質カナマイシン（Km）に対する耐性遺伝子をマーカー

遺伝子とする広宿主域ベクターに組み込んだキチナーゼ

遺伝子発現ベクター pKAC907を構築しました。次に、

キュウリ根圏から根圏定着性の高いP. putida B101株を選

抜し、この菌株にpKAC907を電気穿孔法を用いて導入

しました。得られたキチナーゼ遺伝子発現ベクターを有

する組換え根圏細菌、P. putida B1017株は、培地中で高

いキチナーゼ生産能を示しました。また、寒天培地上に

キュウリ苗立枯病の病原糸状菌Rhizoctonia solaniととも

に対峙培養してR. solaniの菌糸成長阻害能を比較したと

ころ、キチナーゼ遺伝子ベクターを導入したB1017株で

は、分泌するキチナーゼの影響で病原菌R. solaniの生育

を阻害する能力が高まりました（図１）。P. putida B1017

株は、植継ぎを三回繰り返した後でも98％の細菌がキチ

ナーゼ遺伝子発現ベクターを保持しており、このキチナー

ゼ遺伝子発現は比較的安定して保持されることも確認さ

れました。

組換え根圏細菌による土壌病害の抑制

病害を抑制する組換え細菌の土壌中での挙動を調べる

ためには、この菌と他の土壌細菌を区別する必要がありま

す。そこで、根圏分離株B101株に株抗生物質リファンピ

シン（Rif）耐性をもたせ、pKAC907を導入したRif-Km

耐性を持ち、かつキチナーゼ生産能を有する組換え根圏

細菌P. putida B1017R株を作出しました。B1017R株を

用いて、組換え微生物のキュウリ苗への接種法や発病抑制

条件を閉鎖系温室で検討したところ、P. putida B1017R

株は、高濃度の菌液（3×108 cfu/ml）に催芽した種子を

１時間浸漬するだけでキュウリ苗立枯病に対する防除効果

を得ることができました（図２－実験１）。また、病原菌

で汚染されている土壌へキュウリを移植する時に組換え

菌を接種しても発病を抑えられることが明らかになりまし

た（図２－実験２）。作出した組換え根圏細菌の土壌及び

根圏での生残性を検討したところ、キュウリ根圏から選抜

した根圏への定着性が高い株を宿主とした組換え根圏細

菌P. putida B1017R株は、実験室継代培養株を宿主にし

た場合に比較して土壌中で高い生残性を示しました。また、

組換え微生物の培養液に浸漬したキュウリ種子を播種し

た場合、根圏に接種した組換え根圏細菌は、1週間後でも

接種時の10%程度の組換え微生物が生残していました。

組換え根圏細菌の接種は土壌の微生物相に影響を及ぼす

か？

組換え根圏細菌を接種すると、土壌に本来生息してい

る微生物相に何らかの影響を及ぼす可能性があります。

そこで、組換え根圏細菌B1017R株の培養液に浸漬した

キュウリ種子を農業環境技術研究所の果樹園土壌に播種

し、経時的に根圏の全糸状菌数及び全細菌数を培養法で

研究トピックス
キュウリ苗立枯病を抑える遺伝子組換え微生物の土壌微生物相への影響

（現：*生物生態機能研究領域、**日産化学、***農林水産技術会議事務局）

企画戦略室　　藤井　毅　　田村　季実子*　　大野　雅弘**　　長谷部　亮***
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図１　組換え根圏細菌の病原糸状菌菌糸生長阻害能
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キュウリ苗立枯病を抑える遺伝子組換え微生物の土壌微生物相への影響

測定しました。また、培養法で検出できない微生物を調

べるために、土壌から直接DNAを抽出し、そのDNAか

らPCR法で糸状菌及び細菌のリボソームDNAを特異的

に増幅し、変性剤濃度勾配ゲル電気泳動（DGGE）法で

糸状菌相及び細菌相を、非組換え株（B101R）を接種

した区と比較しました。その結果、培養法による総細菌

数及び総糸状菌数ともに、組換え体接種及び非接種区の

間で差は認められませんでした。また、土壌から直接抽

出したDNAを鋳型にし細菌16S rDNA及び糸状菌18S 

rDNAを標的としたPCR-DGGE 解析によっても、細菌

相及び糸状菌相ともに組換え根圏細菌接種区と非接種区

の間で顕著な差は見出されませんでした（図３）。

このように、病原糸状菌の細胞壁を分解する酵素キチ

ナーゼを高発現するように改良した組換え根圏微生物は、

キュウリ根圏に定着して、キュウリ苗立枯病の発病を抑

制しました。また、この組換え根圏細菌を土壌に添加し

た場合、土壌に生息する微生物、特に細胞壁にキチン質

を有する糸状菌類に影響を及ぼすことが予想されました

が、実際には組み換え根圏細菌の接種は土壌糸状菌叢に

顕著な影響を及ぼさないことが明らかになりました。

今回開発した組換え微生物は、すぐに実用化できるも

のではありません。実用化のためには、さらに環境への影

響を生じないような工夫が必要です。プラスミドに存在す

る組換え遺伝子を染色体に移し換え安定化させると同時

に、薬剤耐性遺伝子を除去する必要があります。さらに、

出来うれば組換え微生物が、その役割を果した後には自

動的に死滅するようなスイサイド（自殺）システムを導入

するなど、更なる改良を加えることが考えられます。

4

図２　組換え根圏細菌のキュウリ苗立枯病抑止効果の検討
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図３　PCR-DGGE法による組換え微生物を接種したキュウリ根圏の細菌相

（左：16S-rDNA DGGE）及び糸状菌相（右：18S-rDNA DGGE）の解析
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研究トピックス

導入天敵昆虫等の新たな生態系影響評価方法と導入判断基準

生物多様性研究領域　　望月　淳

はじめに

近年、外来生物の生態系に与える影響が問題と

なっています。海外からの導入天敵昆虫等（ダニ

類を含む）は、侵入害虫により生じる農業被害を

防止するため、その原産国より意図的に導入され

る天敵です。このような利便性のある昆虫類であっ

ても、外来生物であるので、これらのわが国の生

態系に与える影響を評価する必要があります。そ

のため、環境省は平成11年に「天敵農薬に係る環

境影響評価ガイドライン」を策定し、導入天敵昆

虫等の生態系影響評価方法を示しています。しか

しながら、この方法は、定性的なものであり、海

外の天敵昆虫等を導入する際に必要な事前評価の

ための判断基準や導入判断基準について、必ずし

も明確ではありません。そこで、すでにヨーロッ

パで提唱されている評価指標を使用して導入天敵

昆虫等の定量的評価手法を参考に、わが国の環境

にも適用可能な新たな基準を作成し、客観的で透

明性の高い導入判断基準を提示してみました。

導入昆虫の生態系影響評価手法

導入天敵昆虫等が生態系に与える影響を、その

可能性と程度とに分けて、定着等の６つの評価項

目について、それぞれわが国に適合した５段階の

基準を設けました。導入天敵昆虫等の事前評価に

係る時間やコストを最小限にするため、評価のプ

ロセスを２ステップで行います。評価の第１ステッ

プでは、種ごとに定着、分散性、寄主範囲の各評

価項目について、１次基準に基づき、それぞれの

影響の可能性（L）と程度（M）を５段階評価しま

す（表１）。各項目におけるL×Mの値の総和を、

対象とする天敵種の生態系影響１次指標とします。

評価の第２ステップは、わが国の生態系影響評価

で必要な「稀少種や地域固有種への直接影響、近縁

天敵との競争、近似種との交雑」の３項目からな

る２次基準を新たに設け（表２）、これらに対する

L×Mの和を求め、１次指標と合わせて、総合指

標とします。

導入昆虫の導入判断基準

わが国及び海外の導入天敵に関する生態系影響

表１　導入天敵昆虫の生態系影響評価１次基準

L：生態系影響の可能性

L 定着（可能性） 分散性（導入ステージの余命） 寄主範囲（天敵の摂食量≒体長）

1 越冬、越夏不能 1週間未満 1mm未満

2 年 1化、休眠性なし 1週間以上2週間未満 1mm以上 3mm未満

3 年 2化以上、休眠性なし 2週間以上3週未満 3mm以上 5mm未満

4 年 1化、休眠性有り 3週間以上4週間未満 5mm以上 10mm未満

5 年 2化以上、休眠性有り 1ヶ月以上 10mm以上

M：生態系影響の程度

M 定着 分散性（導入ステージの移動速度） 寄主範囲（標的種との関係）

1 ごく限られた地域だけ 10cm/s 未満（無風、以下同じ） 同属の種

2 10％未満の地域 10cm/s 以上 50cm/s 未満 同科の種

3 10以上 25％未満の地域 50cm/s 以上 1m/s 未満 同目の種

4 25以上 50％未満の地域 1m/s 以上 2m/s 未満 同綱の種

5 50％以上の地域 2m/s 以上 門内あるいは門をまたがる

5
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の事例（約60種）を参考に指標を計算すると、生

態系影響が報告されていない種は１次指標が40未

満でした。そのためこの数値を第１ステップでの

導入基準値としました。したがって、１次指標が

40を超えない種は、第２ステップの評価を行うこ

となく、わが国への導入が可能であり、１次指標

が40を超える種については、第２ステップの評価

を行うべきです。生態系影響が海外でも指摘され

ている種は、すべてが総合指標が80を超えている

ので、総合指標が80を超える種は、導入を見送る

か、野外に逃亡しない方策をとる必要があります。

表３にはわが国に導入された外来天敵昆虫等の生

態系影響指標の計算例を示します。

おわりに

本手法は、対象種の既往のデータを利用して、

比較的容易に生態系影響指標が算出でき、「導入判

断基準」に基づいて天敵導入の可否を判定できま

す。そのため「天敵農薬に係る環境影響評価ガイド

ライン」に先立って、本法による事前評価を行う

べきです。海外から導入する天敵昆虫等は、たと

えわが国に同一種が生息する場合でも、遺伝的に

異なる可能性があるので、導入に当たっては、こ

の評価方法を適用すべきです。

表３　導入天敵の生態系影響指標の計算例

天敵の種類 /評価項目 定着 分散性 寄主範囲 1次指標 直接影響 競争 交雑 総合指標

ヒメクサカゲロウ L 5 1 4 3 4 2

M 5 2 5 3 2 2

LxM 25 2 20 47 6 10 4 67

オキシデンタリスカブリダニ LxM 10 4 3 17 2 10 1 30

ククメリスカブリダニ LxM 2 4 5 11 1 10 1 23

ベダリアテントウ LxM 20 9 6 35 3 2 1 41

ナナホシテントウ＊ LxM 25 20 20 65 6 15 12 98

＊ナナホシテントウは、日本を含むアジアに広く分布する種で、他国産の導入は行われていないが、欧米で環境影
響が報告されているので、導入事前評価として指標を計算した。

表２　導入天敵昆虫の生態系影響評価２次基準

L：生態系影響の可能性

L 稀少種や地域固有種への直接影響 近縁天敵との競争 近似種との交雑

1 生息場所・時期が異なる 寄主範囲が重ならない なし

2 生息場所・時期が重なることがある 寄主範囲が一部重複 種間交雑率が低い

3 生息場所・時期が常に一部重なる 寄主範囲が50％程度 重複種間交雑率高、雑種性比が偏る

4 生息場所・時期が5割程度重なる 寄主範囲が大部分重複 種間交雑率高、雑種性比は1：1

5 生息場所・時期が完全に一致する 寄主範囲がほぼ一致 種間雑種は、親より強勢

M：生態系影響の程度

M 稀少種や地域固有種への直接影響 近縁天敵との競争 近似種との交雑

1 希少種等は寄主となりえない 常に勝敗に優劣なし /劣勢 形態的な差が大きい

2 希少種等の近縁種＋30種以上が寄主 寄主の存在下で共存 雌雄交信信号に種間差がある

3 希少種等の近縁種＋10以上30種未満が寄主 1-2種に対しては勝利 近似種の雌が多回交尾可能

4 希少種等の近縁種＋10種未満が寄主 数種の相手に勝利 近似種の雌が1世代に2-3回交尾

5 標的種より希少種の近縁種を好む 広い範囲の相手に勝利可 近似種の雌は1世代に1回交尾

6
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研究トピックス

生物多様性保全のための農業景観調査情報システム

（現：*農林水産技術会議事務局、**東京大学農学生命科学研究科）

生物多様性研究領域　　楠本　良延　　井手　任*　　大黒　俊哉**　　山本　勝利

はじめに

わが国の国土のほとんどは農林畜産業を中心と

した人間活動により歴史的に攪乱を受け続けてき

ました。そのため、土地の利用・管理の結果形成

された生態系や景観が生物多様性に大きな影響を

及ぼしています。わが国の生物多様性の保全を図

るためには、生態系または景観のレベルで生物多

様性を捉え、それらの状態をモニタリングすると

同時に、その変化と生物多様性との関連性を検討

することが不可欠です。

そこで、英国でのCountryside Information 

System（CIS） 及 びCountryside Survey（CS）

の例を参考に、客観的に区分したわが国の農業生

態系から代表的な景観タイプを統計的に抽出して

モニタリング地区を定め、各モニタリング地区に

おいて種、生態系、景観の各レベルにわたる詳細

なデータを、体系的、効果的に収集・蓄積・利用

するための枠組みとして農業景観調査情報システ

ムRuLIS（Rural Landscape Information Sys-

tem）を構築しました。ここでは、その概要と、活

用法を提示します。

農業景観調査情報システム（RuLIS）の概要

国土全域を対象に、３次メッシュ（約１km×１

km）を単位として、気象、土壌、地質、地形、植生、

交通立地の因子に関わる数値地図情報を多変量解

析の手法により統計的に処理し、全国農業生態系

を46クラスに区分しました（図１）。同時に、利

根川流域に分布する下流域低地水田景観（クラス

6-f）、下流域台地谷津田景観（クラス6-g）、下流

域台地市街化景観（クラス6-h）、内陸部水田景観（ク

ラス6-d）から各８地区をランダムに抽出し、合計

32メッシュのモニタリング地区において、空中写

真の判読等により土地被覆図（現況及び1970年代）

を作成しました。一方、植生については、抽出し

た各モニタリング地区内において、放棄水田、畦畔、

二次林、水田脇斜面植生を対象に、種組成、種ご

との高さ及び被度、位置情報等を中心としたデー

タを収集しました。このように生物相の調査を行

いデータベースとして構築しています。
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図１　農業生態系区分模式図
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RuLISを活用した植生群落タイプの解析

利根川中下流域を代表する農業生態系クラスを

事例として、上記の方法により得られたモニタリ

ング地区の植生データをもとに、統計的な手法を

用いて群落タイプを類型化しました（図２）。この

結果は、別途茨城県南部において集中的に実施し

た植生調査の結果とほぼ一致し、指標種もおおむ

ね共通していることが確認されました。以上から、

本調査・解析システムで得られた植生情報は、当

該クラスの植生分布状況を精度よく示していると

考えられます。また、これらの群落タイプの立地

や管理履歴にもとづいて作成した植生変動の模式

図（図２）を用いることにより、休耕田・放棄水

田に出現する植生タイプが管理形態の変化に伴っ

てどのように変化するかを予測することが可能と

なりました。

RuLISを活用した生物多様性のポテンシャル評価

土地被覆状況に関するデータから、景観構造の

変化を解析・推定することが可能です。たとえば、

チョウ類の生息にとって重要とされる「水田－のり

面（草地）－森林」の組み合わせからなる景観を

抽出する指標として、土地被覆図に示された水田

と森林の境界長に着目し、土地利用タイプとの関

係を次式のようにモデル化することができます。

　Y＝0.0026X1＊＋0.0023X2＊＋839

　　　　Y：チョウ類の生息ポテンシャル

　　　　X1：水田面積、X2：森林面積

さらに、このモデルを全国で均質なデータが整

備されている国土数値情報の複数年次のデータに

適用することにより、各年次の生物生息ポテンシャ

ル図を作成し、生物生息環境の変動を評価するこ

とが可能です（図３）。下流域台地谷津田景観（ク

ラス6-g）では、最近の25年間で、チョウ類の生

息に適した景観構造が顕著に減少していることが

示されました（図３）。また、水田と森林の境界長

については、クラスごとの景観の特徴を反映して、

下流域台地谷津田景観では水田面積と相関が高く、

一方、下流域低地水田景観では樹林地面積と相関

が高いことが示されました。

おわりに

農業景観調査情報システムは、地域スケールか

ら国土スケールに至る生物相の長期モニタリング

のフレームとして活用できます。具体的なインター

フェースの開発、データフォーマットやデータ管

理の方法等については、実用化に向けての検討を

さらに進めます。

8

図２　 休耕田・放棄水田植生の群落タイプの推移と立地条件・

管理履歴との対応模式図

図３　 利根川流域台地谷津田景観域における森林－水田の境界長を

指標とした生物生息ポテンシャルの推移
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ペンシルベニア州立大学・昆虫学科での１年間

2005年９月から一年間、アメリカ合衆国ペンシ
ルベニア州立大学（http://www.psu.edu/）に派遣
されました。派遣先では、新しい技術の習得だけ
でなく、研究を進める上で必要な論理の組み立て
方などを基礎から学習し直し、貴重な体験をする
ことができました。派遣中の研究内容や、アメリ
カでの生活などについて報告いたします。

在外派遣にいたる経緯
当時の上司、グループ長に勧めていただいたこ
とがきっかけでした。いつかは海外の先進的な研
究室で研究をしてみたいと考えてはいたのですが、
いざ話が具体的になると、一体どこに行ったらい
いものかあてはなく、現在かかえるプロジェクト
や共同研究を中断して、外国で勉強する価値があ
るのか不安もありました。しかし、それまで労力
に比例した成果がなかなかあがらず悩んでいたこ
とや、家族が応援してくれたことから、在外派遣
で渡米することを決意しました。
まず派遣先の選択ですが、これまで感銘を受け
た論文の著者を徹底的にインターネットで検索し、
彼らの現在の研究テーマを調べてみました。その
中で、自分の目指す研究の方向性と一致する研究
室を選んで、魅力的な順にメールを送ってみまし
た。突然メールを送るのはいささか勇気が要りま
したが、できるだけその研究者とつながりのある
日本国内の研究者にお願いして、紹介人になって
いただきました。ラッキーなことに、２番目にメー
ルを送った研究者、ビヨンスタッド教授から返事
をいただいきました。まず、下見に渡米し、やっ
ていけそうな雰囲気を確かめて最終決定しました。
学会や旅行で海外へ出かけたことはあるものの、
実際に外国に住むのは初めてでしたので、何をや
るのも緊張し失敗が色々ありました。下見したと
きに、仲良くなった研究室の友達が助けてくれた
ので、とても有り難かったです。

在外派遣中の研究内容
派遣先では、「農業環境変動に伴うトンボ種個体
群存続性の予測」を中心のテーマとして、統計解
析と理論研究を行いました。データは茨城県南部
で２年間にわたり収集したものを用いました。ト
ンボはご存じの通り、幼虫期をヤゴとして池や川
などで過ごします。当然池の環境が良くなくては
絶滅してしまいますが、時には干上がってしまっ
たり、時には草刈りなどがあったり、常に攪乱に
さらされています。ただし、一つの池で一度絶滅

してしまっても、また環境条件が良くなって周り
の池から新しいトンボが飛来すれば、再び発生す
るでしょう。つまり、あるトンボ種がある池に居
るか居ないかは、その池自体の環境条件の良さと、
周りの好適な池とのつながりの、両方の影響を受
けていると考えられます。これらを評価するには、
個々の影響単独での強さ、双方から受ける分離で
きない影響、どちらでも説明できない部分に分け
て考える必要があります。
そこで、次のような３つの回帰分析を行い、そ
れぞれの決定係数をもとに、３つの要因の影響を
評価する手法を開発しました。まず、トンボ調査
にあわせて収集した池内の環境要因（池内・池周
囲の植物被覆面積、池底の堆積物量、外来魚量、
餌生物量、水質、周囲の土地利用、等々）とトン
ボの発生量を重回帰分析しました。次に、個体の
移動やなわばり構造などによって出現する様々
な空間的なトレンドを、大スケールから小スケー
ルに分解し、データ側から逆に推定してしまう
PCNM（主座標分析近接距離行列法）でモデル化
しました。最後に、池同士のネットワークを評価し、
ネットワークの強さで回帰した結合度モデルを構
築しました。この３つの回帰モデルを変動分割法
で評価したのが、図１です。モデルは調査したト
ンボ種すべてを含めて解析することも可能ですが、
この例ではモノサシトンボというイトトンボの仲
間に的を絞って解析しています。
池同士のネットワークは完全に空間トレンドの
一部として評価され、空間トレンドの半分程度の

図１　モノサシトンボの個体数を決定する要因。Ｓ：空間トレ

ンド（様々な要因から出現する空間的な構造）、Ｅ：環境要因、Ｃ：

池ネットワークの強さ。数値は各要因の影響の強さを表し、全

部を足し算すると100になるように設定してある。
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影響を持っています。一方、環境要因は半分程度
が空間トレンドに含まれ、残り半分は環境要因が
単独で影響しているようです。空間トレンドを持
つ環境要因では、集落ごとの池の管理体系や、複
数の池を含む土地利用の存在などが影響し、環境
要因自体が空間トレンドを持っていた、と考える
ことができます。つまりこの手法を用いれば、モ
ノサシトンボを維持するために、池の好適な環境
をまず大切にすること、そして次にモノサシトン
ボが多く発生している地区では、池間ネットワー
クを維持するためになるべく池をつぶさない努力
が必要であることが判ります。今後、様々な地域
やトンボ種で、この方法を試してみるつもりです。

アメリカでの生活
日本に一番なじみのある国のアメリカ合衆国で
すが、判らないことだらけでした。大学があるス
テート・カレッジ市は、大変安全で、家や車に鍵
をかけなくても、物がなくなることは滅多にあり
ません。物価は、日本よりもかなり安く、必要な
物はほとんど揃います。ただし、食べ物が口に合
わなかったため、大都市にでると必ず日本料理屋
に飛び込みました。医療は十分発達していますが、
これも日本とずいぶん違います。公的健康保険が
無いので、患者自身の責任で学生健康保険などに
はいる必要があります。医者は、保険内容を全く
把握していないので、患者自身が分厚い契約事項
を読んでおかなくてはなりません。私の場合、長
女の出産があったため病院に通うことが多く、保
険ではいつも苦い思いをしました。
英語は、普段から論文や学会で使うので、問題

ないだろうとタカをくくっていました。しかし、
渡米直後は、電話・水道などの契約も、電話では
用事が足りず、病院での説明も全く判らず、すっ
かり自信をなくしてしまいました。日本に来てい
る留学生の気持ちがよくわかりました。ある程度、
英語に慣れた後も、研究室での議論やセミナーで、
言いたいことが言えず、落ち込んでしまうことが
多々ありました。結局、恥をかいてもどんどん発
言する以外に、上達する方法は無いようです。一方、
研究面では、ポスドクでも一人前の学者として対
等につき合ってもらえるので、面白い発想を真剣
に議論できれば、すぐにでも共同研究に発展しそ
うです。
アメリカの研究者と日本の研究者との大きな違
いは、プライベートを大切にすると言うことでしょ
うか。５時には、家に帰ってバーベキューしたり
ゲームをしたり、近所の友達とよく遊びました。
仕事が終わっても楽しい時間がもてるというのは、
非常に豊かな毎日だと実感しました。日本に帰っ
てきても、余裕のある生活を心がけたいと思って
います。

今後、海外での研究を検討される方へ
外国に限らず、時折、環境を変えることは研究
者にとって重要なことだと思います。行った先々
それぞれで、違ったすばらしい体験ができるでしょ
う。ただ、アメリカ合衆国は英語が通じること、
多くの研究分野の中心的存在であること、外国人
を受け入れる体制が整っていることから、是非お
勧めしたいです。

（生物多様性研究領域　　山中　武彦）

アパートの裏で、近所の友達とバーベキュー。アパートは大学に近い二軒長屋で、生物系の

ポスドクや大学院生などが多く生活する通りにある。
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農環研ニュース

農業環境技術研究所は、平成18年度、第Ⅱ期の中期
目標期間を迎え組織を見直すとともに、今後５年間にわ
たる新たな研究計画を策定して15の研究課題（リサー
チプロジェクト：RP）を立ち上げました。それに伴い
年度当初４月に、設計検討会を開催して各RP毎に１年
間の研究計画を策定し研究を推進してまいりました。課
題評価会議は、１年間の各RPでの研究活動を総括して
評価することを目的に、平成19年２月６日（火）～７
日（水）の２日間、農業環境技術研究所大会議室で開催
されました。外部評価委員として、永田徹（前茨城大学
教授）、三枝正彦（東北大学センター長）、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、当所の管理職12名からなる内部評価委員を加え
た計16名が、各RPの研究の進捗度、研究の質、研究の
波及効果等を勘案して５段階で各研究課題を評価いたし
ました。
会議はRP毎に作成した報告書とRPリーダーの概要説
明に基づいて進行し、課題毎に熱心な議論が展開されま
した。評価結果は、来年度の研究課題の運営に反映させ
るとともに、４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平成18年度業務実績評価で

評価の参考とされる予定です。
また、小課題の検討後、「普及に移しうる成果」の候
補について検討が行われ、６タイトルが採用となりまし
た。これらの成果は、広報情報委員会（広報部会）で別
に選定される主要成果と合わせて、後日刊行物の形で公
表される予定です。

平成18年度の農業環境研究連携推進会議が、平成19
年２月23日（金）に農業環境技術研究所大会議室で開
催されました。
この会議は、昨年までは「農業環境研究推進会議」と
してとり行なわれておりました。今年からはさらに多く
の方々に当所の成果をアピールし、より広い連携関係を
築き上げることを目的として、都道府県の農業試験研究
機関等にも参加を呼びかけ、会議名にも「連携」の二文
字を入れて内容も新たに開催されました。
会議の冒頭の理事長挨拶に続いて、まず、昨年の会議
で行政部局等から寄せられた要望事項に対するこの１年
間の対応について、研究統括主幹から説明がなされまし
た。続いて農水省の行政部局、独法検査機関等から、農薬、
環境保全、外来生物、地球温暖化、リスク管理等のさま
ざまな事項に関して、それぞれの立場からの情勢報告が
なされ、また、それらの問題を解決するための農業環境
技術研究所に対する要望が挙げられました。特に、都道
府県からは、問題解決のための共同研究のみならず、研
修などによる人材育成への協力を期待する旨の発言があ
りました。
昼食後会議後半では、今年度の農業環境技術研究所の

「普及に移しうる成果」の中から３課題の紹介がありま
した。続いて、［重要問題の検討］が行われ、農業環境技
術研究所の研究テーマの中で重要なキーワードとなって
いる「リスク評価」について、シンポジウム形式で「農業
環境におけるリスク評価」と銘打って５人の演者から発

表がありました。このうち、外部からは、（独）産業総
合技術総合研究所（産総研）の内藤航博士が「環境リス
ク研究の現状と課題」というタイトルで講演され、産総
研での研究を例に、環境リスクとは何か、環境リスクを
研究するための方法にはどんなものがあるか、について
紹介されました。農業環境技術研究所からは、４人の演
者から、1）農薬の環境リスク、2）地球温暖化の農業に
及ぼす影響評価、3）窒素・リンによる水質汚染、4）農
業環境リスク指標について、現在農業環境技術研究所で
行われている研究が紹介されました。

所内トピックス
平成18年度課題評価会議の開催

（企画戦略室　　齋藤　貴之）

（企画戦略室　　齋藤　貴之）

平成18年度農業環境研究連携推進会議の開催

11

農環研74.indd   11農環研74.indd   11 07.3.23   10:22:24 AM07.3.23   10:22:24 AM



農環研ニュース

所内トピックス

TXテクノロジー・ショーケース・イン・ツクバ2007
（第６回つくばテクノロジー・ショーケース）

つくばサイエンス・アカデミー（江崎玲於奈理
事長）＜http://sat.zencom-inc.co.jp/＞は、学園
都市つくばの様々な分野の研究者や研究機関・企
業等の交流・ネットワーク形成、科学・技術の社
会への啓発活動、さらにはそのための各種事業の
開催を目的とする組織です。主催行事の一つ「つく
ばテクノロジー・ショーケース」は、「つくばにお
けるあらゆる分野の研究成果を一堂に会して、社
会への提示と、研究者自らによるPRの場にしよう」
という催しです。
昨年度はつくばエクスプレスの開業に合わせて

「TXテクノロジーショーケース・ツクバ・イン・
アキバ」として東京・秋葉原で開催されましたが、
第６回となる今年は再びつくばに戻ってきました。
平成19年１月30日（火）につくば国際会議場

（エポカルつくば）で開催された今回のショーケー
スは４つの部門に分かれて行われました。

● 科学技術の産直フリーマーケット（研究課題ご
とのポスター発表：76件）
● 研究祭企画展示（それぞれのテーマに基づいた
大型出展：４件）
● 研究祭ミニシンポ（テーマごとの公開シンポジ
ウム：４件）
● イブニング・セミナー（講演会）

農業環境技術研究所は共催に加わった他、ポス
ター発表と企画展示に参加いたしました。
ポスター発表は、「ライフサイエンス（生命科学、
医療・福祉・介護、食品、農業科学）」部門で、「レー
ザーを用いた農産物中微量元素の迅速定量（馬場

浩司）」、「環境」部門で「微量液体連続霧化装置と
これを使用した標準ガス発生装置（小原裕三）」「３
つの温室効果ガス（CO2、CH4、N2O）を同時かつ
自動で分析（須藤重人）」の計３件を出展いたしま
した。
また、企画展示では、農業・食品産業技術総合
研究機構及び農業生物資源研究所との共同で、「環
境、エネルギー問題の解決に向けての農からのア
プローチ」と題したブースを設け、農業分野から
の環境問題への取り組みについてご紹介いたしま
した。農環研からは「温暖化したら食料生産はどう
なる？」「遺伝子組換えダイズは近縁の野生種ツル
マメと交雑するか？」「Web版アジア太平洋外来
生物データベース（Asian-Pacifi c Alien Species 
Database；APASD）」「微生物インベントリー
（microForce）－微生物インベントリー利用システ
ムの開発－」の４件を出展いたしました。
会場はつくばならではの各機関の研究者や研究
者OB、さらに企業関係者等で賑わい、1000人近
い来場者がありました。これはつくばでの開催で
は過去最高の人数で、このテクノロジーショーケー
スが行事として確実に定着していることをうかが
わせます。農環研からの温室効果ガス分析装置の
展示にはメディアの取材があり、また各ポスター
発表にも多数の研究者・技術者が訪れ、担当者と
の間で有意義な議論が繰り広げられました。

本行事の公式ホームページ
http://sat.zencom-inc.co.jp/showcase06/
にも、当日の写真などが掲載されています。

（企画戦略室　　齋藤　貴之）
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所内トピックス

アグリキッズ科学教室「冬をすごす昆虫のすがた」
食と農の科学館（つくばリサーチギャラリー）で開催

みなさんは、昆虫たちがどのようなすがたで、

冬越しを行うかご存知でしょうか？　冬眠で・卵

で・幼虫で……？　雑木林の朽木の中や落ち葉の

下、土の中など、様々なところでいろいろなすが

たで過ごしている昆虫たちを見つけるコツはある

のでしょうか？

食と農の科学館（つくばリサーチギャラリー）

では、青少年対象のイベント「アグリキッズ科学教

室」や、一般消費者対象の「アグリサイエンス教室」

などを開催しています。

農業環境技術研究所では、小中学生を対象に、「冬

をすごす昆虫のすがた」を通し自然に触れ、環境

について考えてもらおうと、2007年１月27日（土）

～ 28日（日）の二日間にわたり「アグリキッズ科

学教室」の開催に協力しました。

当日は、昆虫標本のほか、実際に冬越しをして

いる生きた昆虫の展示や、朽木や落ち葉の中にい

る昆虫にはどのようなものがあるか、どうやって

探すかを体験できるコーナーを設け、落ち葉・土

壌中にいる小さな虫の採集や観察の仕方などを当

研究所の研究員が紹介しました。また、子供たち

へのカブトムシの幼虫の配布を行いました。

二日間とも、開催時間前から行列となり、来館

者は合計で1,300名を超えました。カブトムシ

の幼虫の配布では、実際に飼育している子供同士

の情報交換がみられたり、孫と一緒に増やしてみ

たいという方などもおり、ちょっとしたカブトム

シ談義が交わされました。カブトムシの幼虫は１

時間足らずでなくなってしまったのですが、朽木

や落ち葉の中の昆虫コーナーでは長い時間昆虫を

触ったり探したりして楽しむ子供たちの姿が見ら

れました。(表紙写真）

また、地元の新聞に取り上げられたため、どの

ような昆虫が見られるかの問い合わせが相次ぎま

した。実際、当日は越冬中のオオムラサキやゴマ

ダラチョウの幼虫、シジミチョウの仲間の卵（成

虫の標本とあわせ）、ホソミオツネントンボや各種

スズメバチの越冬成虫、朽木や落ち葉にはコクワ

ガタやウバタマムシの幼虫など、いろいろな昆虫

を展示することができました。土の中にいる、小

さな小さな昆虫も顕微鏡で飽きることなく観察す

ることもできました。

何が見られるから、でなく、何が見つかるかし

ら？何を見つけることができるかしら？という視

点で冬をすごす昆虫や自然に目を向けてもらう

きっかけとなる、子供も大人も楽しめるイベント

となりました。

この二日間に訪れたアグリキッズが、将来、日

本の農業を担う研究者となることをひそかに期待

しています。

（広報情報室　　福田　直美）
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所内トピックス

　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～来て　みて　ためして　聞いてみよう～」をテーマに、体
験・実験・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19年４月20日（金曜日）10：00～16：00
◇主 な 内 容◇
　　　①地球温暖化と農業との関係を探る（展示・実演）
　　　　　　　各種測定機器の展示と実演、研究紹介
　　　　　　　温室効果ガスの測定施設の紹介、研究紹介
　　　②ミクロの世界を探る（体験コーナー）
　　　　　　　土壌線虫の分離と観察実験
　　　　　　　土壌のミクロ世界を覗く
　　　　　　　水生昆虫のミクロの世界を見てみよう
　　　③農業環境100年の変化を探る（体験コーナー）
　　　④ミニ講演会
　　　　　　　「カドミウムで汚染した土壌を修復する技術」
　　　　　　　「農業環境に生息するかびの力～良いかび、悪いかび、普通のかび？～」
　　　⑤農業と環境に関わる様々な標本展示
　　　　　　　土壌・昆虫・微生物標本、肥料など
　　　　　　　身近な植物の紹介コーナー
　　　⑥野菜の収穫体験
◇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.74　平成19年3月30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/
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