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研究成果を社会に届けるために

農業環境インベントリーセンター長　對馬 誠也

月1日付けで農業環境インベントリーセン

ターのセンター長に就任しました。2001年

に開始された研究所の第1期中期計画では同セン

ターで「微生物インベントリー」の構築にかかわり、

2006年からの第2期中期計画では生物生態機能研

究領域で、「微生物に関する研究成果」を多くの方

に利用してもらうため、関係者と取り組んできま

した。

　具体的には、研究所が発見した有用微生物につ

いて『技術化・商品化を引き受けてくれるパート

ナーを探し、成果を受け渡すこと』を目標として、

イベント会場での展示や各種講演会で、特許出願

した微生物などを積極的に宣伝しました。多数の

企業から問合せがありましたが、技術化・商品化

に至ったものはなく、成果が企業の要求する水準

にまで届いていないこと、開発の資金が必要であ

ることなど、現実の厳しさを痛感しました。

　微生物分野に限らず、研究機関、大学には、自

らの成果の発信が、強く求められるようになりま

した。我々も微生物を売り込むため、各地で開催

された各種の技術展示会等に参加する中で、デー

タベース等を含む研究成果が社会で利活用される

にはどうしたら良いかを考えるようになりました。

これまでの経験を通して、研究成果の発信につい

て感じたことを書きたいと思います。

　農水省は毎年秋に「アグリビジネス創出フェア」

を開催しています。また、バイオ分野では「国際バ

イオEXPO」など大規模なイベントが毎年開催され

ています。これらに参加して、1）参加する大学や

研究機関の数が年々増加していること、そして、2）

類似する成果（商品）が多数出展され、その中で自

分たちの成果をアピールするのは大変だというこ

とを実感しました。

　こうしたイベントのほか、行政、会社、大学・

研究機関などが参加して成果の活用や技術化に向

けた戦略などについて議論する機会も多く、つい

最近では、本年6月に京都で開催された第8回産

学官連携推進会議に参加しました。我々が現在取

り組んでいる「知的基盤の活用」へのヒントがなに

か得られないかという期待がありました。この会

議では、基調講演、特別講演、特別報告のほか、6

つの分科会に分かれて様々な議論がなされました。

わたしが参加した分科会「プロパテントからプロ

イノベーション」では、「プロパテント」（発明の保

護）の時代から「プロイノベーション」（発明の利用

促進）時代への移行が議論されました。中でも印

象的だったのは、中小企業の方からの、「新技術と

いうだけでは外国企業との競争に負ける。経営戦

略が必要だ。」という発言でした。

　こうした経験を通して感じたことは、1）発信

した研究成果を利用してもらうのは容易ではなく、

戦略が必要であること、2）研究成果をユーザー（商

品化する企業、情報の利用者）に渡すまでには、論

文や特許を出した後に、さらに時間、労力をかけ

た取り組みが必要だ、ということでした。加えて、

研究・技術に関しては、3）イノベーション（新し

い価値の創造）を起こすためには異分野融合がます

ます必要だ、と感じました。

　いままで研究者は、「論文成果」、「データベース」、

「技術」や「特許」を出すことで仕事は一段落と考え

ることが多かったと思います。成果を出しさえす

れば「誰かが利用してくれる」のであれば問題ない

のですが、このようなことは現在のように新しい

情報（成果）があふれている時代には難しいことは

明らかです。研究自体がますます専門分化してい

く一方で、新しい成果の創出には時にはこれまで

考えてもいなかった異分野との融合も求められま

す。こうした社会の変化に対応するため、各研究

者にとっては、成果のユーザーを常に意識するこ

とが、組織にとっては、効果的な「情報発信」のた

めの人材養成やシステム作りが重要であると考え

ます。具体的には研究者（研究者間の連携）−知

財管理−広報までが一体となって戦略的に取り組

むことが必要だと思います。
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北海道で発生した正体不明の害虫

2008年8月中旬から9月にかけて、北海道内の

広域においてダイズやニンジンなど多種類の作物

を加害する見慣れないチョウ目幼虫が多発生しま

した（図1）。発生地域が広く、深刻な被害を受け

ているほ場も多いことから、早急な同定が求めら

れました。

幼虫による同定は困難であるため、加害中の幼

虫を飼育し、羽化させた成虫によって種名を同定

することにしました。8月下旬に北海道立中央農

業試験場内（夕張郡長沼町）で採集された幼虫を

飼育し、9月中旬に5個体の成虫（図2上）を羽

化させることができました。その成虫を農環研で

詳細に調べたところ、わが国では害虫としての記

録がないツトガ科ヘリキスジノメイガMargaritia 

sticticalis（Linnaeus）と同定することができまし

た。

また、8月4日から8月30日までに、北海道立

中央農業試験場のライトトラップに誘殺された、

本種と思われる530個体を調べ、すべて同じヘリ

キスジノメイガであることを確認しました。この

ことから、他の地域で発生した同じ形態をもつ幼

虫も同様に本種であると考えられます。

ヘリキスジノメイガとはどういう害虫か？

本種は、ヨーロッパからロシア、中国、アメリカ、

カナダなどの広域に分布する移動性の害虫で、様々

な種類の作物に被害を与えることが報告されてい

ます。わが国では、2007年まで成虫の採集記録し

かなく、幼虫の発生や作物への加害の記録はあり

ませんでしたが、2008年夏、北海道で初めてダイ

ズ、ニンジン、アズキ、テンサイ、カボチャ、シ

ロクローバー、アルファルファなどへの幼虫の加

害が確認されました。この他にも、ピーマン、ア

カクローバー、チモシーやデントコーンなど多種

類の作物や牧草への被害がありました。

北海道で新害虫ヘリキスジノメイガを確認

農業環境インベントリーセンター　　吉松 慎一

研究トピックス研究トピックス

3

図1　ヘリキスジノメイガの幼虫

図2　ヘリキスジノメイガの成虫

　　　上：2008年の飼育成虫（北海道夕張）
下：1982年に北海道知床で採集された成虫
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北海道で新害虫ヘリキスジノメイガを確認

幼虫は老熟すると体長約25mmになります。頭

部は黒褐色、胴部は黒色で、胴部側方には乳白色

の幅広い帯を持ちます。体が淡色の個体も少数な

がら見つかります。幼虫は葉面を削り取る様に食

害しますので、被害葉は網目状に穴が開いたり、

葉脈が残り白色になります。ダイズほ場では、周

辺部から侵入してきた幼虫によってほ場の周縁部

がとくに激しく食害されました（図3）。また、ニ

ンジンほ場では、茎葉が激しく食害されて、ほう

き状になるなどの被害が生じました。成虫の翅（は

ね）は全体的に茶褐色で、前翅の外縁部に沿って

縦長の黄色い斑紋があるのが特徴です（図2）。

病害虫発生予察情報

今回の研究は、北海道立中央農業試験場と協力し

て取り組んだものです。都道府県では、新たな害虫

が発生した場合や、ある害虫の多発生が予測される

場合には、病害虫発生予察情報を出して農家などに

注意を喚起しています。昨年の本種の発生に関して

は、日本で初めて発生した害虫であり、発生した幼

虫の個体数が多かったため、種名が確定していない

が新害虫が発生したという注意喚起が北海道病害

虫防除所から出されました（2008年9月1日第一

報、9月4日改訂版）。そして種名が確定した後の

10月22日に平成20年度病害虫発生予察情報第18

号特殊報第1号が発表されました。それだけ注目さ

れた害虫であった訳です。被害の発生は、北海道

の14支庁のうち、石狩、空知、後志、上川、留萌、

網走、宗谷の7支庁の管内に及びました（図4）。

今後の問題

昨年（2008年）の北海道における幼虫の多発

生は、春以降に大陸から飛来した成虫の後世代が

増殖したことによると考えられます。本種は、冬

季は土中でまゆを作って越冬しますので、それが

今年度の発生につながる可能性があります。また、

成虫は、これまで本州や九州でも採集されていま

すので、今後は北海道以外においても本種の発生

に十分注意する必要があります。大陸における本

種の近年の発生状況も気になるところです。

4

図3　�ヘリキスジノメイガにより被害を受けたダイズほ場
周縁部の白くなった部分が被害を受けています

図4　�2008年にヘリキスジノメイガによる作物の被害が
認められた支庁（黄色で塗りつぶした支庁）
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研究トピックス

はじめに
メラミンは樹脂、塗料の原料として工業的に大

量に生産・利用されている有機窒素化合物です。

近年、食品・飼料原料に意図的に混入される事件

があり、ペットや人間に対する健康被害が大きな

問題になりました。メラミンによる健康被害はメ

ラミンとその代謝物であるシアヌル酸との複合効

果や、その代謝過程の途中で生じるアンメリンお

よびアンメリドによると考えられています。

エコリサイクル事業の一環として、工場内で大

量に発生した塗料を含む汚泥を、肥料に再生して

利用することが検討されていますが、塗料汚泥か

ら製造された肥料（堆肥）には、メラミンが残留

するため、安全性の観点から農耕地への施用が禁

止されています。リサイクル事業を継続するには、

堆肥の中からメラミンやその代謝物であるシアヌ

ル酸を安全・安価に分解・除去する必要があります。

メラミンはその分子構造の中にトリアジン環を

持ち、その類縁化合物として除草剤シマジンが知

られています。農環研では、独自に開発した土壌・

木炭還流法を用いてシマジンを含むトリアジン系

農薬分解細菌の集積・単離に成功しており、ほか

にも多数の分解細菌を保有しています。そこで、

これらの分解細菌と組み合わせて土壌・木炭還流

法を実施することにより、新たなメラミン分解細

菌の集積・単離を試みました。

土壌・木炭還流法によるメラミン分解菌の迅速集積
還流装置（図1）に、木質炭化素材（特殊な木炭）

3g、水田土壌1gを入れ、さらに、研究所が保有す

る5種類のトリアジン系農薬分解関連細菌を接種

し、メラミンを炭素・窒素源とする無機塩培地を

還流することにより、メラミン分解細菌の集積試

験を行いました。試験開始から45日目以降に還流

液中のメラミン消失速度が高まったことから、メ

ラミン分解細菌が集積したと判断しました（図2）。

メラミン分解微生物を土壌中から発見 
　−シマジン分解微生物との組み合わせでメラミンを完全に分解−

有機化学物質研究領域　　髙木 和広

�

図2　土壌・木炭還流法によるメラミン濃度の変化

　　　�黒矢印はメラミンを含む還流液を交換した時点を示す。メラミン分
解菌が木炭上に集積し、数が増えてくると、メラミン分解速度が速
くなり、より高濃度のメラミンが短期間で分解されるようになった。 図3　メラミン分解菌（ATD6株）の顕微鏡写真

図1　土壌・木炭還流法
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メラミン分解微生物を土壌中から発見 −シマジン分解微生物との組み合わせでメラミンを完全に分解−

メラミン分解菌の単離と同定
還流液からメラミン分解細菌を単離し、菌学的な

性質および遺伝子塩基配列をもとに、新種のノカル

ディオイデス属細菌（Nocardioides sp.）ATD6株と

同定しました（図3）。

メラミン分解・代謝経路の同定
分離した分解細菌ATD6株のメラミン分解代謝経

路を調べたところ、ATD6株は、メラミンをアンメ

リン、アンメリドを経てシアヌル酸まで分解しました

が、シアヌル酸を分解することはできませんでした

（図4、図5）。

複合微生物系によるメラミンの完全分解
一方、シマジン分解細菌CDB21株はメラミンを

分解できませんが、シアヌル酸を分解することが

知られており、ATD6株と組み合わせて培養して

みると、メラミンから生成したシアヌル酸が分解

されました。さらに、CDB21株の生育を助ける別

の細菌（CSB1株）を加えると、シアヌル酸の分

解速度は高まり、完全に分解されました（図6）。

このように、新規のメラミン分解細菌と既存のシ

マジン分解細菌群を組み合わせた新たな複合微生

物系により、メラミンを完全に分解できることが

分かりました。現在、ピルビン酸や低級アルコー

ルを培地に添加してシアヌル酸の分解速度をさら

に高めることも検討しています。

実用化にむけて
この複合微生物系を木質炭化素材に高密度で集

積させ、廃棄物に添加することで、メラミンやシ

アヌル酸を効率的に分解する処理技術の開発をめ

ざします。なお、この成果は、興和㈱興和総合科

学研究所との共同研究によるもので、特許出願中

です（特願2008-311318）。

�

図4　ATD6株によるメラミンの分解代謝経路

図5　ATD6株によるメラミンの分解 図6　ATD6株を含む複合微生物系によるメラミン、シアヌル酸の分解
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研究トピックス

はじめに
日本の河川や湖沼などの淡水系にはブラックバ

スやジャンボタニシなど、数多くの外来生物が侵

入しています。これらの外来種は在来の生態系へ

の影響だけでなく、農業や水産業などの人間の生

活に直接・間接的にさまざまな影響を及ぼすことが

知られています。カワヒバリガイは、そんな厄介者

のひとつとして近年話題になっている小型の二枚

貝です（写真1）。この貝はムール貝などと近縁な

真水に住む二枚貝で、殻長は最大で3-4cmほどに

なります。これまで関西のごく限られた地域にのみ

生息していると考えられていましたが、近年関東近

郊でも生息が確認されるようになりました。

カワヒバリガイの分布拡大
カワヒバリガイはもともと中国や朝鮮半島に生

息していた貝ですが、現在では東アジア各国と南

米までその分布域を拡大しています。日本国内で

は1980年代後半にシジミなどの輸入水産物と共に

侵入・定着したものと考えられています。最初の

発見から約10年の間は西日本の木曽川水系と琵琶

湖-淀川水系だけで生息が確認されていましたが、

2004年には愛知県の矢作川、2年後の2005年に

は群馬県の鏑川周辺と茨城県の霞ヶ浦にて相次い

で報告されるようになりました（図1）。

農業環境技術研究所では2006年以降、利根川水

系の下流域を中心にカワヒバリガイの分布調査を

行っています。これまでの調査の結果、カワヒバリ

ガイは利根川本川では河口から約120kmまでの範

囲に生息していること、江戸川や小貝川、霞ヶ浦

など、利根川周辺の河川や湖・沼、用水路など様々

な場所に生息していること、そして、この集団は遅

くとも2004年以前にこの地域に侵入していたこと

などが明らかになりました。利根川下流域とその上

流にあたる群馬県の分布の間には広い範囲で生息

がみられない地域があり、遺伝解析の結果からもこ

の二つの集団は直接的な交流がないことがわかっ

ています（図2）。おそらく、群馬の集団と利根川

下流域の集団は異なる経路でそれぞれ独立に侵入

したのでしょう。

分布拡大に伴い、近年各地でカワヒバリガイに

よる利水施設への被害が報告されています。写真

2は利根川周辺の利水施設に発生したカワヒバリガ

イですが、ここではカワヒバリガイの発生によって

水の流れが妨げられるとともに、水質観測装置を設

置した管が閉塞してしまいました。現地では隣接す

特定外来生物カワヒバリガイの分布拡大と被害の現状

生物多様性研究領域　　伊藤 健二
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図1　日本国内のカワヒバリガイ分布図

写真1　カワヒバリガイ
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特定外来生物カワヒバリガイの分布拡大と被害の現状

る河川にも大規模な発生がみられるため、周辺地

域でも新たな被害拡大が懸念されています。また、

西日本ではカワヒバリガイの密度の高い地点では

在来の水生昆虫の数が少ないという報告や、カワ

ヒバリガイを中間宿主とする寄生虫が原因で魚病

が発生するなど、在来環境への影響と思われる知

見も報告されています。

これからの求められる研究と対策
様々な調査の結果、カワヒバリガイは自然河川

のみならず、利水施設などを経由してその分布と被

害を拡大しつつあることがわかってきました。これ

らの問題を解決するためには、まずカワヒバリガイ

の分布や移動の実態をより広い範囲で把握するこ

とが必要です。また、利水施設のような人為的に管

理されている場所では、施設の管理運営方法を改

善することでその施設を経由するカワヒバリガイ

の移動を抑制できるかもしれません。これらは、利

水・治水に関わる現場と研究者が協力して取り組

んでいくべき重要な課題だと考えられます。

8

写真2�
利水施設に発生した�
カワヒバリガイ

図2　利根川水系におけるカワヒバリガイの分布

 図中の丸は調査点を示し、調査は地点毎に調査員1人が
10分間河岸や湖岸を探索することで行った。丸の中の
赤塗りが広いほど採集個体数が多いことを意味する。
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NIAESトピックス

平成20年度 農業環境技術研究所評議会 の開催

報　告

平成20年度独立行政法人農業環境技術研究所評議
会が3月19日に農環研において開催されました。評議
員のメンバーは以下の通りです。
［外部専門家・有識者］大沼あゆみ（慶應義塾大学経

済学部教授、欠席）、古在豊樹（千葉大学環境健康フィー
ルド科学センター教授）、三枝正彦（豊橋技術科学大学
先端農業・バイオリサーチセンター特任教授）、根本久

（埼玉県農林総合研究センター副所長）、松永和紀（サ
イエンスライター）、山崎洋子（NPO田舎のヒロイン
わくわくネットワーク理事長）、［関係研究機関・行政
機関］西郷正道（農林水産省大臣官房環境バイオマス政
策課長、欠席）、大塚柳太郎（国立環境研究所理事長）
堀江武（農業・食品産業技術総合研究機構理事長、欠席）、
鈴木和夫（森林総合研究所理事長）、玉井恭一（水産総
合研究センター瀬戸内海区水産研究所長）

農環研理事長挨拶の後、前回評議会における指摘事
項とその対応の報告、評議会における評価方法の決定、
研究課題重点化点検の説明と質疑、農業環境技術研究
所の平成20年度業務実績についての報告と質疑が行
われました。評価の結果は、研究所の今後の運営の改

善、調査・研究の効率化・重点化に反映することとし
ております。最後に各評議員から講評をいただきまし
た。主なものは以下です。
　・ 領域横断的研究分野をカバーできる人材の育成や融

合的プロジェクト研究の推進に力を入れて欲しい。
　・ 2年後の3法人統合に向け、研究の方向性をより明

確にすることを期待する。
　・ 重要な研究を継続できる環境の維持を期待する。

（企画戦略室長（現生物多様性研究領域長）　安田 耕司）

報　告

NIAESトピックス

第25回 気象環境研究会 
「開放系大気CO2増加（FACE）実験　−過去、現在、未来−」

2月27日、（独）農業生物資源研究所の共催、（独）
農業・食品産業技術総合研究機構東北農業研究セン
ターの後援により、標記の研究会を開催しました。
1998年に岩手県雫石町で開始された世界初のイネ
FACE実験（雫石FACE）では、野外（開放系）で、
大気CO2濃度を人工的に高めた環境でイネを栽培す
ることにより、将来の高CO2濃度環境がイネや水田
生態系に及ぼす影響について実証的な研究を行って
きました。雫石FACEでの実験が昨年までで一段落つ
いたことから、農業環境技術研究所はFACEによる新
たな研究の展開をめざして、試験地をつくば周辺に移
す準備を進めています。この機会に雫石FACEの研究
を振り返るとともに、今後のFACE研究を議論する
場として本研究会を開催し、115名の研究者やFACE
関係者にご参加いただきました。まず、雫石FACEの
生みの親である小林和彦氏（東京大学）［右写真］から
イネFACE実験を開始するに至った経緯について、続
いて岡田益己氏（岩手大学）から雫石FACE用に開発
され、世界に普及したFACEのCO2濃度制御技術に
ついて、ご講演いただきました。つぎに、雫石FACE

の成果に基づいて、高CO2濃度環境が水稲の生理・
生育・収量、水稲群落微気象、病害、植物の無機養分、
土壌微生物、メタン放出・土壌炭素に及ぼす影響を、
それぞれの専門家からご報告いただきました。「次期
作物FACEへの期待」というテーマでの総合討論では、
イネの遺伝子レベルでの研究や水田生態系の物質循
環の研究との連携について、活発な議論がなされまし
た。本研究会の議論を今後のFACE研究に活かしてい
きたいと考えております。

（大気環境研究領域　宮田 明・長谷川 利拡・酒井 英光）
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NIAESトピックス

2部門で文部科学大臣表彰を受賞

平成21年度科学技術分野の文部科学大臣表彰受賞

者が文部科学省から公表され、2部門で文部科学大臣

表彰科学技術賞を受賞しました。

科学技術賞（研究部門）「植物のアレロパシー現象とそ
の作用物質の解明に関する研究」
　受賞者：藤井義晴（生物多様性研究領域）

藤井上席研究員は、アレロパシー現象を作用の経

路ごとに評価する、新たな4つの生物検定法を開発

して、約4,000種の植物を検定し、ムクナ、ヘアリー

ベッチなどが強いアレロパシー作用を持つこと、現

場でも雑草抑制作用があることを明らかにしました。

これらに含まれるアレロパシー物質を分析すること

により、ムクナからL−ドーパを同定、ヘアリーベッ

チからはシアナミドを世界で初めての天然物として

発見しました。また、このほかに9種の新規生理活

性物質を発見し特許を取得しています。

これらの研究の結果、ヘアリーベッチは、果樹園

や水田での雑草抑制の能力が高い緑肥植物として全

国で利用され始めており、これを利用してJAS有機

認証を得た果樹農家や稲作農家があります。

この成果はアレロパシー検定法の国際基準となり、

新たに同定されたアレロパシー物質は、従来の合成

農薬に替わる安全性の高い農薬の開発に役立ち、そ

の成分を含む植物を有機農業に直接利用して安全な

食料生産に寄与することが期待されます。

科学技術賞（理解増進部門）「ミニ農村の創造・展示
による農村の生物多様性の理解増進」
　�受賞者：守山�弘（名誉研究員、元環境管理部上席研
究官）、松本�公吉（研究技術支援室）、原田�直國（生物多
様性研究領域契約職員）、井手�任（企画戦略室長）、
山本�勝利（生物多様性研究領域主任研究員）の5名

筆頭受賞者である守山名誉研究員は、農村環境に

特有の生き物が、農業に関連する人の働きかけによ

る小規模なかく乱によって維持されてきたこと明ら

かにし、二次林、ため池、田畑、社寺林を備えた実

物大の農村環境モデル（ミニ農村）を造成すること

によって、ため池や二次林など生息空間の配置が生

き物の存続にとって重要な要因であることを示しま

した。さらに、多くの著書や講演などによって農村

の二次的な自然のなりたちと生物多様性保全におけ

る重要性を提唱し、また、ミニ農村の展示によって

理解の増進につとめました。

また、松本研究技術支援室員は、周辺地域の伝統

的な管理方法を参考にしながらミニ農村の維持管理

を担当してきました。

これらの成果は、生物多様性国家戦略における人

間の働きかけによって維持されてきた自然の重要性

の認識に貢献し、農村における生物の保全をめざす

多くの取組みに活用されています。

なお、松本氏はご病気のため、7月4日逝去されま

した。謹んで故人のご冥福をお祈りします。

（広報情報室長　廉沢 敏弘）

報　告
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4月14日表彰式の会場で
（左から山本、松本、守山、原田、井手）

4月14日表彰式の会場（虎ノ門パストラル新館）前で
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2008年12月1日〜12日、ポーランドのポズナ

ン市で開催された気候変動枠組条約（UNFCCC）

第14回締約国会議（COP14）は、187か国の締

約国が参加し、国際エネルギー機関（IEA）などの

関係国際機関や世界自然保護基金（WWF）などの

NGOからの参加者も含め、1万人以上が参加しま

した。この会合は、京都議定書後の枠組み合意に

向け、どこまで交渉が進展するか注目されました

が、結果として、次回会議（COP15）において合

意に至るための1年間の作業計画などが話し合わ

れたにとどまりました。マスコミやNGOの評価も、

「成果がなかった」「盛り上がりに欠けた」などの

評価が多かったようです。

私は、この会合に農水省からの出張者とともに

出席しました。「森林などの吸収源分野」の中でも、

特に「農地土壌を活用したCO2吸収」に関して、次

期枠組みにおける取り扱いや吸収量の算定ルール

を議論するためです。

土壌中に存在する炭素は、植物の遺体が土に還っ

てできたものなので、植物が光合成で吸収した

CO2に由来しています。従って、適切な管理によっ

て土壌中の炭素量が増加すれば、その分、大気中

のCO2が減少した勘定になります。よく知られて

いる「森林吸収源」と同様、土壌もCO2の吸収源と

考えることができるのです。多くの農地でわずか

ずつでも、今より土壌中の炭素量を増やすことが

できれば、かなりのCO2を蓄積できる可能性があ

ります。

今回の会合において、農地管理に関係するCO2

吸収源分野については、最高議決会議であるCOP

（Conference of the Parties）と並行して開催さ

れた作業部会において議論されましたが、全体会

合と同様に、あと1年で合意に至るための作業計

画についての議論が中心となりました。この分野

の議論がどうしても森林に関することに偏りがち

であるため、日本の農水省からは、農地を含む森

林以外の吸収源分野についても議論を開始すべき

である、などの発言を行いました。

2009年12月、デンマークのコペンハーゲンで

開催されるCOP15では次期枠組みが合意されるこ

とになっており、この1年間は、条約の締約国間

の国際交渉の行方を注意深く見守りつつ、公平で

実効性ある枠組みづくりのため、適宜主張を行っ

ていく必要があります。

一方で、農地管理によってどの程度の吸収量を

見込めるのか、具体的な数値の積み上げ作業を急

ぐ必要があります。そこには、研究が果たす役割

が大きいと考えています。例えば、日本の農地土

壌に存在する炭素量の把握、農地の管理方法を変

えた場合の土壌炭素量の変化の程度、日本全体で

どのような管理がどの程度の面積で行われている

かの把握などが主要な課題と考えられます。現在、

農環研では、他の試験研究機関や行政と協力しな

がら、これらの課題に取り組んでいます。

NIAESトピックス

農地土壌が吸収するCO2の算定にむけて
　気候変動枠組み条約第14回締約国会議（COP14）に参加

報　告

（農業環境インベントリーセンター　白戸 康人）
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会議場の様子

炭素循環の概念図
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最新研究成果の紹介、体験・実演
型の企画展示、ミニ講演、農業環
境インベントリー展示館公開を行
いました。小雨が降る中、1080人
もの方に来訪いただきました。

印刷　（株）高山

農環研ニュース　No.83　平成21年7月31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　029-838-8191（広報情報室　広報グループ）
ホームページ　http://www.niaes.affrc.go.jp/

NIAESトピックス

平成21年度　一般公開　−未来につなげよう 安全な農業と環境−
筑波農林研究団地では今年も、科学技術週間にともない一斉に一般公開を行いました。農業環境技術研究所は、

4月17日（金）に研究所一般公開、18日（土）は農林水産技術会議事務局筑波事務所の特別展示を行い、多くの方に

研究についての理解を深めていただきました。

NIAESトピックス

研究成果をプレスリリースしました

・農環研がイネの生育状況を推定できる気象データベース『MeteoCrop�DB』を公開
－イネ生産への温暖化の影響を解析するために－　　（平成21年3月25日）

・セルロース系バイオマスから固体発酵でバイオエタノール生産
－農業・醸造型発酵法で農村地域の資源循環を可能に－　　（平成21年3月25日）

・農環研がメラミン分解微生物を土壌中から発見
－シマジン分解微生物との組み合わせでメラミンを完全に分解－　　（平成21年3月27日）

＊詳細はホームページをご覧下さい。なお、農環研ニュースでも順次取り上げる予定です。
（広報情報室　広報グループ）

プレスリリースしたばかりの気象データベース『MeteoCrop DB』などの

体験や、ポスターによる最新研究成果の紹介・クイズを行いました。他の研究

所も含めた筑波事務所全体の来訪者が1175 人、農環研クイズには約800

人もの方が参加してくださいました。

4月18日（土）

（広報情報室　広報グループ）

生きている土
土の中の水の動きを観察

炭パワーで土壌洗浄
活性炭の吸着力を
実験で実感

においにひかれるバクテリア
バクテリアは見えるかな？

身近に迫る外来植物
たくさんの外来植物を展示

ミニ講演「温暖化によって
食料生産はどうなるか？」

12

4月17日（金）
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