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環境変化への思考深化（進化）と
新たな価値の創造

研究コーディネータ　田中 宥司

農業・食品産業技術総合研究機構・中央農業

総合研究所から、昨年、10月1日付けで研

究コーディネータとして着任いたしました。農業

環境技術研究所（以下、農環研）では、農業環境に

かかわる生物研究分野の研究調整を担当してまい

ります。どうぞよろしくお願いいたします。

　さて、人間活動のあるところに、常に変化があ

るのは当然です。しかし、ここ数年に起こってい

る身の回りの変化は、我々人間に大きな影響をも

たらす、インパクトの強い変化であるように思い

ます。今、思いつくだけでも、情報のグローバル

化、人口増加、地球温暖化、化石燃料の枯渇化、

金融危機、穀物の高騰等々が挙げられます。すで

に、目の前で氷河は崩れだしているような変化が

起こっているという感さえあります。さらに、我々

を取り巻く急激な環境変化が複雑に絡み合い、新

たな環境変化を生み出す可能性もあります。

　農業環境においても例外でなく、大きな変化が

起きているといえます。温暖化がもたらす農業環

境への影響、難分解性有機化学物質や重金属の問

題、生物多様性に関する問題など、数多くの問題

が津波のように押し寄せてきています。

　このような農業環境の問題においても、多様な

要因が絡み合い、均一な（ホモ）専門研究集団で

の解決は困難です。農環研では、平成18年度よ

り、第2期中期目標として、農業環境リスクの評

価および管理技術の開発、自然循環機能の発揮に

向けた農業生態系の構造・機能の解明と管理技術

の開発、農業生態系の機能解明を支える基盤研

究を重点課題として研究を開始しました。研究が

開始されるに当たって、この3つの重点課題を細

分化し研究課題レベルまで落とし込み、各研究課

題ごとにリサーチプロジェクトを発足させていま 

す。専門の異なる研究員がこのプロジェクトに参

画し、多様な（ヘテロ）研究集団として研究を推進

しております。申すまでもなく、研究に潜む問題

を多面的に分析し、効率的に研究成果を挙げるこ

とを狙ったものです。現在、第2期中期計画も3年

目であり、ここ数年の環境変化を踏まえ、課題の

見直し・重点化の作業に取り組んでいます。今後

はヘテロ研究集団という連携を強化し、更なるシ

ナジー効果が生まれるような体制の必要性を感じ

ています。

　時代はすでに変わりました。従来のリスク–ベネ

フィット型研究による価値創造だけでは通用しな

くなっています。地球上の有限な資源を利用しつ

つ、いかに持続可能なものとしていくか、新たな

価値を創造していくことが大きな課題であると思

われます。農環研にとって、農業環境の変化をい

ち早くとらえ、研究のテーマの選択【価値の評価】

をし、研究を通して発見や開発【価値開発】をし、

得られた情報や開発技術をユーザーに提供・普及

【価値の提供】していく。この価値のサイクルをス

パイラル状に発展・進化させることが、“生き残り”

と“新たな価値創造”に結びつくものと考えていま

す。

　長い地球の歴史の中で、強いものが生き残り続

けることはない、環境変化に適応できるものが生

き残っていけるのも事実のようです。

（独）
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はじめに

農薬の水生生物への影響（生態影響）については、

我が国の農薬登録制度では、OECDテストガイド

ラインに準拠する3種の標準試験生物種（浮遊性

緑藻類・ミジンコ類・魚類）を用いた急性毒性試験を

実施することで、評価しています。しかし我が国

の水環境のうち、水稲用農薬による汚染が最も懸

念される河川では湖沼生態系の生物である浮遊性

の緑藻類やミジンコ類がほとんど生息しておらず、

必ずしも標準試験生物種が河川生態系の生物を代

表しているとは言えません。また河川に生息する

在来生物種を用いた評価法や知見は非常に少なく、

我が国特有の農業形態（特に水田稲作）や自然環境

（特に流れの速い河川環境）を考慮した、より適切

な生物種を使った新しい評価法が求められていま

す。そこで河川生態系の一次消費者として重要な

川虫であるコガタシマトビケラに着目して、農薬

の急性毒性試験法を開発し、「コガタシマトビケラ

1齢幼虫を用いた農薬の急性毒性試験法マニュア

ル」を作成し、公開しました。

川虫、コガタシマトビケラとは？

水中で生活する時期を持つ昆虫類のことを水生

昆虫といいます。特に河川に生息する昆虫類を川

虫（流水性昆虫）と呼びます。川虫は主に付着藻類

や河川に流入してきた有機物を食べて成長し、魚

などの捕食者の餌になるため、河川生態系の一次

消費者として重要な生物です。代表的な川虫とし

て、トビケラ類、カゲロウ類、カワゲラ類が挙げ

られます。我が国に広く分布するトビケラ類の一

種、コガタシマトビケラの幼虫は河川の上流から

下流にかけて生息し、個体数も多く生態系の中で

特に重要な川虫であるため、河川生態系の一次消

費者に対する農薬の影響を評価する試験生物に適

しています。

１齢幼虫を用いた急性毒性試験法マニュアル

マニュアルでは、コガタシマトビケラ1齢幼虫

（図1）の性質にあわせて開発した急性毒性試験法に

ついて平易に解説しています。また、試験事例と

して、代表的な殺虫剤の1齢幼虫に対する毒性デー

タを紹介しています。マニュアルの主な構成と特

徴は以下の通りです。

コガタシマトビケラ１齢幼虫を用いた農薬の急性毒性試験法マニュアル

有機化学物質研究領域　　横山 淳史　大津 和久　堀尾 剛

研究トピックス研究トピックス

�

図2　コガタシマトビケラ1齢幼虫を用いた急性毒性試験の流れ

図1　コガタシマトビケラ1齢幼虫
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コガタシマトビケラ１齢幼虫を用いた農薬の急性毒性試験法マニュアル

Ⅲ章では、コガタシマトビケラの生態、1齢幼虫

の特徴・性質について概説しています。

Ⅳ章では、試験生物の取り扱いを含めた急性毒

性試験法を解説しています。試験する農薬の性質

（水中光分解性や水−オクタノール分配係数）に

よって試験法・試験条件を適宜、選択することがで

きます（図2）。光分解しやすい農薬は、非底面照

射式試験法、それ以外の農薬は底面連続光照射式

試験法を適用します。後者は光に向かう幼虫の性

質を利用して、幼虫が液面に浮上するのを防止し

ます。また急性毒性の判定は、試験液をピペット

で撹拌して水流刺激を1齢幼虫に与え、水流刺激

に対する幼虫の伸身開脚反応（腹部を伸ばし脚を広

げる反応）の有無で判定します（図3）。遊泳・ほふ

く運動している幼虫や、水流刺激に対し伸身開脚

反応を示す幼虫は正常と判断します（農薬の影響な

し）。死亡（全く動かない）や、ひん死状態（けいれん、

まひ症状）で伸身開脚反応を示さない幼虫は農薬の

影響を受けたと判定します。

Ⅴ章では、開発した急性毒性試験法を用いた30

種類の殺虫剤の試験事例を紹介しています。図4

の48h EC50値は、試験開始48時間後に半数の

個体が影響を受ける濃度で、この値が小さいほど

殺虫剤の毒性が強いことを示します。既存の試験

生物種であるミジンコ類と比べると、1齢幼虫に

対する殺虫剤の急性毒性は、有機リン系やカーバ

メート系殺虫剤では同程度（感受性差10倍以内）で

したが、ネオニコチノイド系殺虫剤では1,000 〜

100,000倍も高いことが判明しました（図4）。こ

の結果は、ミジンコ類だけでは川虫に対する農薬

の影響を適切に評価できないことを示唆しており、

コガタシマトビケラは川虫を代表する試験生物と

して有用であると考えられます。

化学物質の生態影響評価に携わる研究者ばかり

でなく、広く水環境に関心のある方々に本マニュ

アルを活用していただくことによって、持続可能

な農業生産活動と環境保全の両立の一助になれば

と期待します。

マニュアルの公開及び印刷物配布
農業環境技術研究所のウェブサイトの技術マ

ニュアル・資料のコーナーから、本マニュアルお

よび室内飼育法を詳細に解説した「コガタシマトビ

ケラの飼育法マニュアル」の電子ファイル（PDF）

をダウンロードしてご利用いただけます。

また、冊子をご希望の方には、配布いたします

ので下記にお問い合わせください。

問い合わせ先：
〒305-8604　つくば市観音台3-1-3

（独）農業環境技術研究所
有機化学物質研究領域長（電話・FAX：029-838-8301）
広報情報室広報グループ（電話・FAX：029-838-8191）

�

図3　�試験個体に対する農薬の急性毒性の�
判定フローチャート

図4　殺虫剤のコガタシマトビケラ1齢幼虫に対する急性毒性

 ●はコガタシマトビケラの�8h EC50（�8時間半数影響濃度）、○はミジンコ類（文献値）
の�8h EC50、→は�8h EC50がその値以上であることを示します。●と○の間隔が大
きいほどコガタシマトビケラとミジンコ類との感受性差が大きいことを示します。
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はじめに

作物の生育、病害発生や温室効果ガス発生など

の農業生産に関わる諸現象と、微生物や線虫など

土壌生物相との関連性を明らかにするためには、

多くの土壌サンプルについてその中の生物相の種

構成などの情報を蓄積し、相互に比較することが

必要です。そのためには、各生物群の群集構造（種

構成や密度など）を分析するための標準的な手法の

開発が不可欠です。90年代以降、DNA情報に基づ

いて微生物群集の構造を分析するPCR-DGGE法

（PCR増幅−変性剤濃度勾配ゲル電気泳動法）が普

及しています。しかし、実験条件が研究者によっ

て異なるため、サンプルを相互に比較するための

情報の蓄積が進んでいません。そこで、手法の共

通化、標準化を図ることを目的とし、農耕地土壌

の細菌、糸状菌、線虫各々について土壌生物相解

析法のマニュアル（図1）を作成しました。

解析条件の標準化

解析条件の中で最も重要なプライマーセット

（DNAの増幅範囲を決める試薬のセット）の選択

については、糸状菌および細菌用セットの場合、

サンプル土壌から抽出した鋳型DNAをいくつか

のセットでPCR増幅し、電気泳動して得られた

DGGEバンドの数や、バンドパターンに基づいて

算出した群集の多様度をセット間で比較するなど

して検討しました（図2）。線虫用プライマーの場

合、電気泳動像の鮮明さなどを検討してあらかじ

め1つに絞りました。このような検討により、細菌、

糸状菌、線虫各々について最適のプライマーセッ

トを選択しました。また、各々に適したPCR増幅

条件や電気泳動条件なども検討し、マニュアルに

記載しました。さらに、ゲル間のバンドパターン

の相互比較を可能にするためのマーカ（既知の生物

種のDNA断片のセットで、バンドの位置の基準に

なる）も開発しました。このマーカは製品化され既

土壌ＤＮＡによる土壌生物相解析マニュアルの作成

生物生態機能研究領域　　岡田 浩明　森本 晶　星野（高田） 裕子

5

図1　PCR-DGGEによる土壌生物相解析マニュアルの概要

 　土壌または線虫から抽出したDNAをもとに、対象とす
る生物群のリボソームRNA遺伝子断片をPCRによって
選択的に増幅します。得られた産物を変性剤濃度勾配ゲル
電気泳動（DGGE）にかけることで、土壌中の多様な生物
種を個々のバンドとして検出することができます。
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土壌 DNA による土壌生物相解析マニュアルの作成

に市販されています。このようにして確立した標

準的な手法により図3のような鮮明なDGGEバン

ドパターンが得られます。

おわりに

今後、本マニュアルに基づいて得られた相互に

比較可能な土壌生物相のDNA情報が蓄積されるこ

とにより、農業生産活動において土壌生物が主因

となる、あるいは土壌生物が影響をおよぼす様々

な現象と、土壌生物相との関連がより明らかにさ

れることが期待されます。現在当研究所では、北

海道から九州に至る全国の様々な栽培管理条件下

の農耕地の土壌、あるいはそれから抽出したDNA

を収集し、このマニュアルに基づいた解析で得た

DGGEバンドパターンを生物相の情報として蓄積、

データベース化し、土壌の理化学性や栽培管理条

件とこれらの情報との関係を解明する作業を進め

ています。

�

図3　PCR-DGGEによる土壌生物相解析の例

 各レーンには異なる土壌に由来するDNAを泳動し、それぞれの生物相をバンドパターンとして
検出。「M」はサンプル間の比較を行うためのマーカ。

図2　プライマーセット（1）、（2）、（3）を用いたＤＧＧＥのバンドパターンによる糸状菌群集の多様度

 カラムの模様は土壌の種類を示す。多様で再現性が高いバンドパターンが得られることなどから
（1）を選択。

（

多

様

度

）
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温暖化はコメ生産に影響するのか？

地球温暖化の進行が、コメの生産性や品質に大き

な影響をおよぼすことが懸念されています。温暖化

や異常気象にともなうコメの生産変動を正確に予測

し、将来の収量低下のリスクを評価するためには、

近年の気候変動が実際のコメ生産に及ぼしている影

響や要因を総合的に解析する必要があります。そこ

で、私たちは日本各地の水稲生産の変動要因を調べ

る目的で、アメダス地点ならびに気象官署における

気象データに物理環境モデルと生育モデルを組み合

わせた、「モデル結合型作物気象データベース」を開

発しました。

データベースの構造

データベースには、全国のアメダス地点（約850

地点）における1980年以降（地域によっては1976年

以降）の日別気象データが収納されています。アメダ

スでは気温、風速、降水量、日照時間の4つの基本

要素のみが測定されていますが、これに加えて各ア

メダス地点における、日射量と湿度の推定値と、蒸

散要求量の計算値も収納しました。後者はいずれも

作物生産に重要な影響を与える要素です。ここで日

射量は日照時間を用いた実験式より、湿度について

は近隣の気象官署のデータを利用して推定されてい

ます。また気象データの収納された各地点における、

地力保全基本調査による土壌データ（日本土壌協会）

も付加しました（図1）。

データベースには「物理環境モデル」と「生育モデ

ル」が組み込まれており、水稲の生育期間における

水田水温（日別）の推移、稔実や登熟に影響をおよぼ

す出穂・開花期における穂温（時別）、主要品種の生

育ステージやLAI（葉面積指数）などの評価が可能で

す（図1）。これらのモデルは、実測データに基づく詳

細な検証がすでになされています。

データベースの利用法

データベース上のメニュー画面、もしくはGoogle 

Earthの地図上から、任意のアメダスもしくは気象官

署地点を選ぶことによって、気象データを容易に取

り出すことができます（図2）。また選択した地点を対

象として、特定品種に対する出穂日や生育状況、出

穂日における穂温、葉温などの日変化を気象データ

から推定することができます（図3）。本データベース

はExcel上で動作するようになっていますが、日別気

象データに関しては、テキスト形式で取り出すことも

できます。

水稲の温暖化影響評価のための「モデル結合型作物気象データベース」

大気環境研究領域　　桑形 恒男　吉本 真由美　石郷岡 康史　長谷川 利拡

�

図1　モデル結合型作物気象データベースの構造

 赤枠で囲んだ中央部分（黄色）がデータベース本体に該当
し、アメダス全地点（約850地点）における日別気象デー
タが収納されています。各地点における日射量と湿度は、
日照時間や近隣の気象官署（全国に約150地点）のデータ
を利用して推定されています。
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水稲の温暖化影響評価のための「モデル結合型作物気象データベース」

データベースの活用法

本データベースを既存の作物データベースや栽培

試験データと組み合わせることによって、近年の温

暖化傾向や気象変動が水稲におよぼしている影響を

解明する上で必要なデータセットを、きわめて容易

に作成することができます。そして、これらデータを

解析することによって、水稲生産の将来予測や収量

低下のリスク評価、温暖化や気候変動に対する適応

技術の開発などに大きく貢献することが期待されま

す。

現在、本データベースのWeb公開版の準備を進め

ており、平成21年3月までには公開できる予定です。

また、DVD版についても同時に配布を予定していま

すので下記にお問い合わせください。

問い合わせ先：
〒305-8604　つくば市観音台３−１−３

（独）農業環境技術研究所
広報情報室 広報グループ（電話･FAX：029-838-8191）
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図3　データベース上での計算例

 任意の観測地点を選択し、特定品
種に対する出穂日や生育状況を
生育モデルによって予測するこ
とができます（上の表）。出穂日に
おける穂温、葉温などの日変化
は、物理環境モデルによって推定
することができます（下の表、グ
ラフは穂温の計算例）。

図2　気象データの表示例（Google�Earthの地図上からの選択）

 データベース上のメニュー画面もしくはGoogle Earthの地図上から、任意のアメダス地点を選
ぶことによって、日本各地の日別の気象データを容易に取り出すことができます。
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NIAESトピックス

MARCOワークショップ 「アジアにおける自然資源管理のための
土壌情報システムの新しい取り組み」

報　告

　土壌情報システム（SIS）は作物生産のための土壌情報だ
けでなく、環境影響評価や環境保全、野生生物の生息地
および地球温暖化やエネルギー問題解決のための重要な
情報を提供しています。アメリカやヨーロッパでは、特
に環境の視点からSIS利用が進められていますが、アジ
アでは、一部の国で土壌図のデジタル化や土壌データの
データベース化を主体とするSISの開発と利用が進めら
れているにすぎません。
　そこで、欧米および東・東南アジアの研究者と作物生産
や環境保全のために有用なSISの研究開発や現場への普
及について情報交換を行うとともに、東・東南アジアで共
通なSISのプラットホームの構築について協議するため、
アジア太平洋食糧肥料技術センター（FFTC）との共催、農
林水産省生産局などの後援によるワークショップを、10
月14、15日につくば国際会議場で開催しました。
　講演者は、アメリカ、韓国、台湾、フィリピン、ベトナム、
タイ、マレーシア、日本から14名、ポスター発表は11件、
出席者は国内外あわせて81名でした。
　講演およびポスターセッションでは、各国の土壌分類
システム、土壌図・土壌データの整備状況、土壌データ
の土地生産力評価や環境アセスメントへの適用、モデル

を適用した土壌特性の予測手法および土壌情報システム
の公開状況などが紹介され、それぞれの問題点や今後の
対応について報告されました。総合討議では、アジア土
壌情報システム構築のための、目的、土壌分類システム、
縮尺、フォーマットおよび記載項目・分析法の洗い直し
などが議論されました。
　なお、MARCOとはMonsoon Asia Agro-Environmental 
Research Consortium（モンスーンアジア農業環境研
究協議会）の略で、2006年に農環研が創設した、ア
ジアにおける農業環境研究発展のための組織で 
す。MARCOでは、国際シンポジウムなどの開催による
情報交換、ウェブサイトなどを利用した情報公開および
研究者の招へいや派遣による技術移転などを行っていま
す。
 （研究コーディネータ　谷山 一郎）

報　告

NIAESトピックス

研究成果発表会2008 「未来につなげよう安全な農業と環境」

　平成20年11月28日新宿明治安田生命ホールにお
いて、標記発表会を開催しました。この発表会は、研
究所の独法化後2年ごとに開催しており、今回は第4
回目となります。当日は一般の方42名、企業・団体
91名を含む、総数207名の参加を得ました。
　佐藤洋平理事長の開会挨拶、農林水産技術会議事務
局新井毅研究開発官の挨拶に続いて、九州大学大学院
の矢原徹一教授による特別講演「生物多様性の保全と
私たちの未来」が行われ、日本を含む世界の生物多様
性損失の状況が紹介された後、九州大学キャンパス移
転時の生物多様性保全事業を例にとり、保全と開発の
両立の可能性、その際の科学の役割、未来ビジョン構
築における価値観の重要性などの問題提起がありま
した。続いて農環研の研究成果として、地球温暖化
がコメの収量に及ぼす影響（大気環境研究領域　横沢
正幸）、関東地方における120年前と現在の農業利用
を地図上で比較できる「歴史的農業環境閲覧システム」

（生態系計測研究領域　岩崎亘典）、外来植物の蔓延に

よる日本の自然環境への影響（生物多様性研究領域　
池田浩明）、植物の葉の表面に生息している生分解性
プラスチック分解菌の発見とその利用（生物生態機能
研究領域　北本宏子）、植物の力を利用した土壌環境
の修復（有機化学物質研究領域　大谷卓）の発表を行い
ました。多くの質問・意見が出され、里山の保全にお
ける経済原理の導入や農耕地での外来生物の問題な
どについて活発な議論が行われました。
　休憩時間には、農環研若手研究者奨励賞表彰式が行
われ、3名の受賞者に対し表彰状と副賞が授与されま
した（詳細は10頁）。またロビーには、奨励賞受賞者
の研究課題を含む18課題のポスターが掲示されまし
た。
　なお、講演内容の詳細については、農業環境技術
研究所 研究成果発表会2008 講演要旨（http://www.

niaes.affrc.go.jp/sinfo/sympo/h20/1128/proceeding.html）
でごらんいただけます。
 （企画戦略室長　安田 耕司）
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NIAESトピックス

平成20年度（第1回）農環研若手研究者奨励賞
— 3名の研究者を表彰 —

　さる11月28日、新宿明治安田生命ホールにおい

て開催しました農環研研究成果発表会の席上で、平成

20年度（第1回）農環研若手研究者奨励賞を受賞した3

名の表彰式を行いました。受賞者には、佐藤理事長か

ら表彰状と記念品が授与されました。また、受賞者の

研究業績は、会場のロビーにポスターとして展示しま

した。

　受賞者とその業績は次のとおりです。

•　職員の部

「残留性有機汚染物質の動態の解明に関する研究」

有機化学物質研究領域　清家伸康 主任研究員

　水田土壌中のダイオキシン類は、過去に使われた除

草剤に由来すること、イネは土壌から吸収しないこと

を明らかにするとともに、水田土壌における残留量は

今後も減少すると予測しました。また、ドリン類やヘ

プタクロル類について、栽培前の土壌を測定すること

によって作物残留濃度を予測する手法を開発すると

ともに、低吸収品種の選抜を行いました。

「土壌くん蒸処理が微生物群集構造に与える影響の分

子生物学的手法による解析」 

生物生態機能研究領域 星野（高田）裕子 主任研究員

　土壌から直接抽出したDNAを解析する手法を確立

し、培養困難な微生物を含めた微生物群集への代替薬

剤（クロルピクリン、D-D）の影響を明らかにしました。 

また、土壌抽出DNAを用いた土壌微生物・線虫の解

析手法のマニュアル化を行い、関係者によって現在多

くのデータが蓄積されつつあります。

•　特別研究員の部

「気候シナリオのダウンスケーリングと地球温暖化に

よる農作物の影響評価への適応」

大気環境研究領域　飯泉仁之直 農環研特別研究員

　全球気候モデルから得られる温暖化予測をダウン

スケーリングし、日本の気候変化シナリオを作成しま

した。また、社会・経済シナリオと気候変化シナリオ

から、水稲収量への影響を評価しました。さらに、温

暖化で発生が増えると懸念される異常気象に備えて、

農作物共済の影響評価モデルを構築中です。

　本表彰制度は、所内の若手研究者の活性化を図るた

め、農業環境技術研究所に勤務する40歳以下の研究

職職員または農環研特別研究員いわゆるポスドク研

究員の中から特に優れた業績をあげた者に対し、毎年、

表彰するもので、本年が第1回目となります。次回は

来年、秋を予定しています。

 （研究統括主幹　長谷部 亮）

報　告
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　「農業環境技術公開セミナー in 福島」が平成20年9
月18日（木）、農業環境技術研究所と福島県農業総合
センターとの共催により、福島県農業総合センター（福
島県郡山市）で開催されました。このセミナーは、農
業環境技術研究所と都道府県・市町村の間での相互理
解と連携・交流・協力関係を深めることを目的としたも
のです。当日は地元福島県および県内の市町村関係者、

近隣の農業関係者や市民など、約100名の方にご来
場いただきました。
　本セミナーでは農業環境問題に関する最近の研究
成果が、講演とポスターによって紹介されました。多
目的ホールで行われた講演では、農業環境技術研究所
から「地球温暖化が作物生産に及ぼす影響」（吉本真由
美）、「外来植物と農業生態−アレロパシーの機能と利
用−」（藤井義晴）、「より安全な土壌消毒法をめざして」

（小原裕三）に関する話題提供を行いました。また、福
島県農業総合センターからは、「水田からのメタンの
発生を抑えるための水管理」（齋藤隆生産環境部副主任
研究員）や「ふくしま型有機栽培の拡大」（小澤一夫有機
農業推進室長）の研究成果が紹介されました。
　ポスター展示は多目的ホールに隣接する成果展示
室で行われ、農業環境技術研究所と福島県農業総合
センターから、それぞれ平成19年度の代表的な研究
成果が紹介されました。講演・ポスター発表会場では、
それぞれの発表に対して参加者が熱い議論を展開し
ていました。
 （連携推進室　齋藤 貴之）

NIAESトピックス

農業環境技術公開セミナー in福島

報　告

NIAESトピックス

アグリビジネス創出フェア2008

　平成20年10月29日、30日の2日間にわたり、東
京国際フォーラム展示ホールにおいて、「アグリビジ
ネス創出フェア2008」が開催されました。
　このフェアは、農林水産・食品産業にかかわる新し
い技術や研究成果の実用化・産業化を推進するため、
農林水産省が主催して毎年行われている技術交流展示
会です。210の企業・大学・団体がブース展示を行い、
2日間で1万人をこえる来場者がありました。
　農業環境技術研究所は、「未来につなげよう 安全な
農業と環境」というテーマで展示ブースを開設し、以
下のような研究成果を担当研究者が説明しました。

（1） 水稲の温暖化影響評価のための「モデル結合型作
物気象データベース」（桑形恒男・吉本真由美・今
川俊明）

（2） 温室効果ガスの自動サンプリング装置と温室効果
ガス3成分同時分析計の開発（秋山博子・須藤重人）

（3） エタノールを用いた新規土壌くん蒸方法の開発（小
原裕三）

（4） 核磁気共鳴（NMR）による固体の非破壊状態分析
（平舘俊太郎）

（5） 微生物インベントリー（對馬誠也・北本宏子・小板
橋基夫・藤井毅）

（6） 生分解性プラスチックを強力に分解する微生物（北
本宏子・小板橋基夫・藤井毅）

（7） インターネットによる歴史的農業環境閲覧システ
ム（岩崎亘典・デイビッド スプレイグ）

（8） 1ｋｍメッシュ単位で推定した農業統計データ
ベース（神山和則）

 （広報情報室　廉沢 敏弘）

報　告
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福島県農業総合センター岡所長の開会あいさつ
（写真提供：福島県農業総合センター）
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つくば科学フェスティバル2008

平成20年11月8日（土）、9日（日）の2日間、つくば
カピオで行われた「つくば科学フェスティバル2008」に、
農業環境技術研究所は「土の不思議」というテーマで出
展しました。わたしたちの身近にある「土」ですが、植
物をはぐくむことのできる「土」についてどのくらい
知っているでしょうか?

今年の科学フェスティバルでは、身近でも意外に知ら
ない「土」について、その種類や調査の方法、土の持つ
機能や、土の中の生き物など、さまざまな角度から紹介
するポスターや標本などを用意し、研究者が解説を行い
ました。また、土の持つ浄化機能（水をきれいにする力）
の実験を行いました。実験に参加できるのは小中学生で
すが、実験を見守る保護者からも、青インクを入れた水
がきれいになるのを見て、思わず「すごい!」と声が出て

いました。さらに、「クイズ：土壌博士に挑戦！」を行
うなど、多くの方に「土の不思議」を知っていただきま
した。

つくば科学フェスティバルは、つくば市・つくば市教
育委員会主催で、市内の学校・研究所などが、青少年向
けに科学技術に親しんでもらう機会として毎年開催して
いる科学イベントです。今年も、科学実験や体験・展示
など、さまざまな企画が実施されました。特に今年は、
つくばにある高エネルギー加速器研究機構名誉教授で、
ノーベル物理学賞を受賞した小林誠先生の記念講演が行
われるなど、例年にない盛り上がりでした。
 （広報情報室　広報グループ）

平成20年11月22日（土）から24日（月・祝）まで、東京・
お台場にある国際研究交流大学村で、「サイエンスアゴ
ラ2008」が開催されました。サイエンスアゴラは、科
学技術を一般の人に分かりやすく紹介する交流の広場

（アゴラ）として、科学技術振興機構（JST）が2006年から
毎年開催しています。今回も科学技術にかかわるシンポ
ジウム、ワークショップ、展示など多彩な企画が実施さ

れました。
23日（日）に日本科学未来館で行なわれた「研究者とか

たるミニトーク『温暖化でお米はどう変わる?』」では、
農業環境技術研究所の吉本真由美主任研究員が話題提供
者となりました。この企画は、いくつかの丸テーブルに
分かれて座った参加者が飲み物を飲みながら語り合う、
サイエンスカフェの形式で行なわれました。

高温によって多発している米の白未熟粒を手にとって
見てもらいながら地球温暖化について説明し、将来の米
の収量予測、米の登熟不良や高温不稔の発生とそのメカ
ニズム、さらには、シミュレーションモデルによって穂
温と高温不稔との関係を明らかにする自身の研究、農業
気象を研究することになったきっかけや研究に対する想
いにまで話題がおよびました。参加者たちは親しみやす
い話に引き込まれ、ミニトークは好評のうちに終了しま
した。
 （広報情報室　広報グループ）

サイエンスアゴラ2008「研究者とかたるミニトーク」

NIAESトピックス

報　告

NIAESトピックス

報　告

12


	表紙
	巻頭言
	研究トピックス
	コガタシマトビケラ１齢幼虫を用いた農薬の急性毒性試験法マニュアル
	土壌ＤＮＡによる土壌生物相解析マニュアルの作成
	水稲の温暖化影響評価のための「モデル結合型作物気象データベース」

	NIAES トピックス
	MARCO ワークショップ 「アジアにおける自然資源管理のための土壌情報システムの新しい取り組み」
	研究成果発表会2008 「未来につなげよう安全な農業と環境」
	平成20 年度（第1 回）農環研若手研究者奨励賞— 3 名の研究者を表彰 —
	農業環境技術公開セミナーin 福島
	アグリビジネス創出フェア2008
	つくば科学フェスティバル2008
	サイエンスアゴラ2008「研究者とかたるミニトーク」


