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研究における「夢」を忘れずに

研究コーディネータ　八木 一行

日、ある国際研究機関の新しい研究計画を

議論する会合に参加しました。来年度から

開始される組織をあげてのプロジェクトについ

て、関連する研究機関からのコメントと協力を求

めるもので、この種の議論における手順通り、限

られた時間のなかで情報と意見の交換が行われま

した。そのなかで、ひとつ、とても印象に残った

ことがありました。研究所の代表である副所長が

研究計画について、「私の夢のひとつは……」、

「……これも私の夢である。」と繰り返し情熱的に

語っておられたことです。

　わが国の独立行政法人研究機関や多くの国際研

究機関の使命は、社会的な問題解決の要請に対し

て科学的論拠を与え、研究成果を社会に還元する

ことにあります。したがって、これらの機関での

将来の研究計画の策定においては、問題の重要度

と優先度が第一に考慮され、研究所の現在の戦力

と将来可能な戦力をかんがみながら、最大の成果

が得られるように議論がなされます。これらの議

論の過程は、ともすれば、機械的・論理的に進め

られ、できあがった研究計画には、「……必要であ

る。」「……評価する。」「……開発する。」などの

言葉が並びます。しかし、その無機質にも見える

ひとつひとつの文章のなかに、計画の策定に関与

したひとりひとりの思いがにじんでいるはずです。

そのような研究者と研究所全体の熱意を「夢」とし

て率直に表現できることは、研究機関全体にとっ

ても、あるいは所員ひとりひとりに対しても、と

ても大切なことであるとあらためて考えさせられ

ました。

　どんな職業でも達成感の得られることは仕事に

対する強い原動力になりますが、研究所と研究者

は、その仕事のなかで具体的な夢を持つことがで

きるきわめて幸福な集団です。研究の成果が技術

として普及して農業の現場で活用される、発表し

た科学論文が評価され世界の科学の進展にいくら

ばかりでも貢献できる、国の政策指針や国際的な

報告書に引用される、新たな発見がそれまでの教

科書を改訂する、大型プロジェクトを組織し自分

の夢に共感する仲間を集める、……などなど、さ

まざまな夢があるでしょう。それらの軽重を図る

ことは困難ですが、いずれにせよ、研究推進のた

めに必須の原動力になることと思います。

　けれども、早朝にみた夢も出勤するころには忘

れてしまうように、毎日の作業や原稿の締め切り、

年度計画の達成や分担された会議の出席などに追

われるなか、仕事でみた夢を遙か彼方へ置き忘れ

てしまうことも多いでしょう。あるいは、研究所

の役割分担のなかでは、自分の夢をとりあえず置

いて別の課題を担当しなければならない場合もあ

るでしょう。しかし、それだって研究所の夢のひ

とつです。研究を始めた頃の夢もまだまだ残って

いるでしょうし、仕事の進展に従って新しい夢も

生まれると思います。

　ある女の子が父親に言いました。

「おとうさん、私の一生の夢は漫画家になる

ことなの。」

「 え ー、 昨 日 は ケ ー キ 屋 さ ん っ て 言 っ て た

じゃない。」

「 う ん、 ケ ー キ 屋 さ ん や め た の。 漫 画 家 は 今

日の一生の夢！」

　本年4月1日付で国際連携担当の研究コーディ

ネータを拝命致しました。数多くある研究所と研

究者の夢を最大限生かせるよう、微力ではありま

すが努めて行きたいと思います。所内外の関係す

るみなさまからのご指導・ご鞭撻をいただけます

よう、よろしくお願い致します。

先
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四大公害病のひとつであるイタイイタイ病の原因物質、カドミウム。

農環研では、カドミウムで汚染された水田を浄化する技術を開発しました。

カドミウム高吸収イネを用いた浄化（農環研ニュースNo.85）に続き、今回は、

土壌洗浄法をご紹介します。開発者の土壌環境研究領域 牧野知之主任研究員に

話を聞きました。　　　　　　　　　　　　　　　取材・執筆：広報情報室

土壌洗浄法でカドミウム汚染水田を浄化
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今求められる、水田のカドミ対策

――どうして今、カドミウムなのですか？
牧野：カドミウムはもともと自然界に広く分布する重

金属で、私たちが食べている食べ物の中にも含まれて
います。けれども、カドミウムを多く含む食品を長年
食べ続けると、腎臓に障害をおこすことがわかってきま
した。一般的な日本人が食べ物から取るカドミウム
が、健康にすぐに悪い影響を与える可能性は低いと考
えられますが、摂取量をさらに減らすために、来年2月
末から、米に含まれるカドミウムの許容量が、玄米1キ
ログラム当たり1ミリグラム（1ppm）未満から0.4ミリ
グラム（0.4ppm）以下へと、厳しい基準に引き下げら
れます※。

※カドミウム濃度が0.4 ppm 〜1.0ppmの米は、現在公的機関で
買い上げた後に処分されていますが、今後買い上げは廃止されます。

――現在行われている対策を教えてください。
牧野：日本には、鉱山や精錬所から出たカドミウム

で汚染された水田が各地にあり、対策が行われてきま
した。栽培される米のカドミウム濃度が1ppmを超える

水田では、汚染土壌の上に汚染されていない土を乗せ
る「客土」を行い、今では、そのような水田は少なくな
りました。米のカドミウム濃度が0.4〜1ppmになる
ような水田では、穂が出る時期に水を張ったままにす
るなどして稲のカドミウム吸収を抑制し、米のカドミ
ウム濃度を0.4ppm以下に抑えています。

――これらの対策では、不十分なのですか？
牧野：栽培管理による吸収抑制は、毎年対策を続

けなければなりません。今年のように晴天が続くと、
水田が乾いてカドミウムが稲に吸収されないかと、農
家の方はとても心配していると思います。一方、恒久
的な対策である客土はとても有効な方法ですが、コス
トが高い上に、土を確保するために山を削ったり、大
量の土をダンプで運んだりしなくてはなりません。
また、土を入れることにより水田が高くなる、稲作に
適した土に戻すのに時間がかかるなどの問題もあり
ます。

�
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浄化方法の開発に向かって

――それで、新しい方法を開発することになったので
すね。

牧野：この問題を担当することになった研究室の研
究者たちは、それぞれの得意分野でどんな対策ができ
るかを探りました。「自分がアプローチするならこうい
う方法だ」という風に。僕は土壌化学が専門なので、
土壌を化学的に浄化する洗浄法に着目したわけです。

――何かアイディアがあったのですか？
牧野：実は研究を始める前から、塩化鉄を使えばい

いのではと考えていました。カドミウムは土壌を酸性に
すると水によく溶けます。以前、別の実験で塩化クロ
ムを土壌に入れた時、土壌が酸性になったことを思い
出し、塩化鉄を土壌に入れた場合でも同じことが起こ
り、カドミウムが水中に溶け出てくるだろうと考えたの
です。しかも、塩化鉄は塩酸などとは違い、たくさん
入れても土壌のpHを下げ過ぎません。さらに、鉄は
もともと土壌に多く含まれているので、環境への影響
が少なく、比較的安価です。

――研究を始めてみて、うまくいきましたか？
牧野：一年目に実験室で行った試験で良い結果が出

たので二年目には現地の水田で試験しました。こういっ
た試験では、実験室で出た結果が現地で再現できると
は限りません。土壌洗浄して土壌のカドミウム濃度を測
り、すぐに稲を植え、生育過程で稲わらの濃度を測定
しました。農家さんをはじめ色々な人が注目していま
す。測るたびに、減ってる、減ってると胸をなで下ろし、
最終的に米での濃度が減っていた時は本当に嬉しかっ
たですね。その後、洗浄時の水深を深くするなどの改
良や環境影響評価を加え、皆さんと協力して実用的な
技術へと仕上げることができました。

実験室から農業現場までをつなげる醍醐味

――今後はどんな研究を？
牧野：水田の土壌洗浄法は確立したので、今度は転

換畑について研究中です。それと･･･、画期的にコスト
を下げる方法を開発中です。まだまだ調べなくてはな
らないことがたくさんありますが、これができれば、
国内だけでなく海外にも適用できると考えています。
中国や東南アジアにも汚染水田がありますから、是非
実用化したいですね。

――最後に読者の方にメッセージをお願いします。
牧野：土壌洗浄法の開発では、土の中でのカドミウ

ムの振る舞いといったミクロな現象から、それが実際
の水田でどういう働きをして、最終的にそれを使って農
業現場にどう役立てるかまで、全ての過程に関わるこ
とができました。良い経験ができ、本当におもしろかっ
たです。今後も、基礎的な研究から応用的な研究に
つなげ、皆さんに役立つ技術を開発していきたいと
思っています。

この研究は、長野県農業試験場、富山県農林水産総合技術セン
ター、新潟県農業総合研究所園芸研究センター、福岡県農業総
合試験場、太平洋セメント株式会社と共同で行いました。

土壌環境研究領域

牧野 知之
主任研究員

�
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水田はメタンの重要な発生源
水田は温室効果ガスであるメタンの重要な人為的発生

源であることが知られています。水田土壌のように嫌気

的（酸素のない）な状態で、稲わらなどの有機物がメタ

ン生成菌によって分解されることによってメタンが発生

します（図１）。

IPCC（気候変動に関する政府間パネル）は、各国が

温室効果ガス発生量の算定を行うためのIPCCガイドラ

インを発行しています。このガイドラインは2006年に改

訂が行われ、水田からのメタン発生の算定に関しては、

本研究グループの成果をもとに、より精度の高い算定方

法となりました。そこで、このガイドラインの算定方法と

世界の水田耕作に関する統計データを用いて、世界の水

田からのメタン発生量と削減可能量について推定を行い

ました。

世界の水田からのメタン発生量と国別発生量の推定
世界の稲作に関して、かんがい水田、天水田などタイ

プ別の水稲収穫面積、栽培期間前と栽培期間中の水管

理、施用する有機物のタイプと量に関するデータベース

を作成し、各国・各地域別に算定しました。その結果、

2000年における一年間の水田からのメタン発生量は全

世界で25.6 Tg（2560万トン）であり、モンテカルロシュ

ミレーションによる95%信頼区間は14.8〜41.7 Tgでし

た。我々の研究により、過去の研究例では水田からのメ

タン発生量を過大評価していたと考えられました。

さらに、水田の地理分布データからメタン発生の地理

分布を表しました（図２）。国別に見ると、中国とインド

の合計が世界の約半分を占め、アジア地域全体で世界

の93%を占めることが明らかになりました（図３）。なお、

日本からの発生量は2%を占めていました。

水田からのメタン削減可能量の推定
上述のように、メタンは稲わらなどの有機物が嫌気的

な状況で分解されることにより発生するため、メタン発

生量に影響を及ぼす最も重要な要因は、水管理と有機

物（稲わらなど）の管理だと考えられます。すなわち、

水管理によって、なるべく土壌を好気的（酸素のある状

況）に保つことや、わらの投入量や投入時期を変更する

ことによって、メタン発生量を削減できると考えられま

す。しかし、わらの投入量を減らしてしまうと地力の低

下を招くおそれがあるなどの問題があるので現実的で

世界の水田からのメタン発生量とその削減可能量の推定

物質循環研究領域　　秋山 博子　　研究コーディネータ　　八木 一行

�

図1　水田におけるメタンの発生

図2　世界の水田からのメタン発生量地理分布
（モンスーンアジアのみを示す）

各国、各地域について算定された水田から
のメタン発生量について、緯度経度�分の
解像度にて地理分布を表しました。水稲栽
培面積が多く、二（三）期作の行われてい
る大河川のデルタ地域などで発生量の多い
ことが示されました。
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はありません。わらの投入時期の変更については、たと

えば春にすき混みをしていたわらを秋の収穫後すぐに

すき混むように変更すると、冬の間にわらが好気的に分

解することにより、次の年の水田期間中のメタン発生量

が削減されることが明らかになっています。このような

研究成果をもとに、世界の稲作に普及できる可能性が

高いと考えられる2つの技術について、メタン発生の削

減可能量を推定しました。ケース（A）では、常時たん水

のかんがい水田への間断かんがい（たん水と落水を数

日毎に繰り返す方法で、適度に酸素を供給し、根の力

を落とさないようにするのが目的として日本の農家では

古くから行われている方法）を導入した場合の削減可

能量を推定しました。またケース（B）では、稲わらすき

混み時期の改善（次の水稲耕作の30日前以前にすき

混み）について、削減可能量を推定しました。その結果、

それぞれの技術では年間4.1 Tg（410万トン：二酸化

炭素換算量で1.0億トン）であり、両技術を併用するこ

とにより7.6 Tg（760万トン：二酸化炭素換算量で1.9

億トン）に達すると推定されました（図４）。

これらの成果は、水田からのメタン発生が地球温暖

化に及ぼす影響の再評価と、地球温暖化を緩和する稲

作技術の開発に大きく貢献するものです。
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図3　水田からのメタン発生量の国別内訳

各国の水田からのメタン発生量が算定され、中国とイン
ドで世界の約半分を占めることが明らかになりました。

図4　緩和策による発生量削減ポテンシャル

（A）常時たん水のかんがい水田への間断かんがいの導入、
（B）稲わらすき込み時期の改善（次の水稲耕作の30日前
以前にすき込み）、および（A）と（B）の併用による削減ポテ
ンシャルが推定されました。
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環境研究と農業統計情報
わが国では地下水の水質汚染が問題となっており、

全国各地の井戸で環境基準を超える硝酸性窒素や亜硝

酸性窒素が観測されることがあります。また、一部の湖

沼では、全窒素や全リンが水質基準値を超えています。

これらの汚染は、農地や市街地から流れ込む窒素やリ

ンが原因のひとつであると考えられています。

農地から発生する窒素やリンの負荷が地下水や湖

沼・河川の水質に及ぼす影響を明らかにするためには、

負荷がどこでどれくらい発生するのかといった量と分布

の情報が重要です。

一方、地球温暖化対策では、大気中の二酸化炭素を

削減する方法の一つとして、土壌中への炭素の蓄積が

注目されています。しかし、農地全体の蓄積可能量を

推定するためには、どのような土壌でどのような作物が

栽培されているのかという情報が必要です。

このように環境研究を行うためには、空間的な情報

が不可欠ですが、既存の農業統計情報は市町村や農業

集落など行政単位でまとめられているため、利用が難

しい場面にしばしば遭遇します。そこで、低地、台地と

いった地形区分や河川流域ごとに集計が可能な農業統

計情報が必要と考えました。

農業統計情報メッシュデータの作成とその閲覧システムの公開
—１km2ごとの農作物の栽培面積がわかる—

農業環境インベントリーセンター　　神山 和則

図2　1kmメッシュデータによる耕地面積の経年変化

図1　農業統計情報メッシュデータ閲覧システムによるデータの表示
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農業統計情報メッシュデータの作成とその閲覧システムの公開
―1km2 ごとの農作物の栽培面積がわかる―

農業統計情報メッシュデータとは
わが国には約1km×1kmの区画（1kmメッシュ）ご

とに人口、土地利用、地形区分、気温や降水量、土壌

など様々な情報を収録したデータが整備されています。

農業統計情報をこれらと同様の形式で整備すれば、こ

うしたデータと組合せて解析することができ、農業環境

研究にも応用が可能になります。

そこで、国土数値情報の土地利用データと農林業セ

ンサスの集落データとを組み合わせ、1kmメッシュ単

位で作物ごとの栽培面積を推定する方法を開発し、全

国のデータを収録したデータファイルを作成しました。

作成したデータファイルは、1970年から1995年まで

５年ごとのデータで、1kmメッシュコード（８桁の数値

で表される位置情報）のほか、調査年次、経営耕地面

積など21項目から構成されています（図１右）。家畜飼

養に関する項目は各農業集落の飼養頭羽数を耕地面積

の割合に応じて1kmメッシュに配分した値を使ってい

ます。これらのデータは表計算ソフトなどを用いて値

の表示、解析などができます。また、位置情報である

1kmメッシュコードが収録されているので地理情報シ

ステム（GIS）というソフトウェアを用いることで地図

として表示することも可能です。例として、図2にわが

国の耕地面積の経年的な変化を示しました。

GISソフトウェアは、現在、あまり一般的ではありませ

ん。そこで、誰もが簡単に表示したい場所を選びデータ

を見ることができるシステムを構築し、インターネットに

公開しました（図1）。これは、農業環境技術研究所のウェ

ブサイト（http://www.niaes.affrc.go.jp/）の「データベー

ス・画像情報のページ」で見ることができます。

データを利用した農業環境の評価
このデータでは、市町村の区画にとらわれず、台地、

低地といった地形区分や河川流域ごとの土地利用面積

を集計できます（図３）。この特徴をいかし、農業活動

にともなう環境への影響を地形区分や河川流域単位で

調べることができます。

現在、このデータを利用して流域別の窒素やリンの

負荷発生量マップや農業由来アンモニア発生量マッ

プなどを作成しています。また、気象データ、土壌デー

タなどと組み合わせて、農地における土壌侵食危険性

マップの作成や1kmメッシュ単位の窒素の負荷発生

濃度の推定を行いました（図４）。これまでの流域レ

ベルでの発生濃度は農地率などを用いて大まかにしか

推定できませんでしたが、流域内での窒素濃度の違い

や河川への影響など、今までよりも高精度に推定でき

るようになりました。

今後の課題
現在、農業統計情報メッシュデータは1995年まで

のデータが整備されています。2000年以降のデータは、

農家の減少・統計項目の変更などにより、それまでと同

じ推定手法が適用できず、整備が遅れていますが、で

きるだけ早い整備をめざしています。

農業統計情報メッシュデータは農業に関する基礎的

なデータとして、農業環境研究に有用なデータです。

このデータを色々なメッシュデータと組み合わせること

で、農地の炭素蓄積機能、河川水質への農地の影響な

どを高い精度で推定することができます。

今後、国や都道府県、民間企業の農業環境の評価や

保全対策作りに、幅広く活用していただけるものと期待

しています。

図4　推定した窒素の発生濃度の分布

（発生した窒素の全てが河川へ流出する
わけではありません）

図3　那珂川流域の水田率と集計値

��
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報　告

第33回農業環境シンポジウム
「農業からみた生物多様性、生物多様性からみた農業」

農業は、生物多様性が生み出す生態系サービスを

活用することにより成り立ち、農業環境に特有な生物

相は、毎年繰り返される農業活動との深い結びつきの

もとで育まれています。農業と生物多様性は、このよ

うに互いに正の影響を及ぼし合うと同時に、過度の化

学資材の使用や病虫害の発生等を通して負の影響を

及ぼし合う関係でもあります。持続的な農業の発展と

生物多様性の保全を両立させるためには、このような

両者の関係を踏まえた上で農業生産における生物多様

性の利用と保全の調和を図ることが必要です。そこで

農業と生物多様性に関するこれまでの研究成果を紹介

し、問題解決に向けた方向性を議論するため、第33

回農業環境シンポジウム「農業からみた生物多様性、

生物多様性からみた農業」を農林水産省の後援を得

て開催しました。

9月4日（土）、ベルサール飯田橋（東京都千代田

区）で開催した本シンポジウムには、民間企業等から

の50名を含めて、行政、研究機関、大学、一般など

合計236名の方々にご参加いただきました。

佐藤理事長および農林水産技術会議事務局の橋本

研究開発官によるご挨拶と主催者からの本シンポジウ

ムの趣旨説明の後、あん・まくどなるど氏（国連大学

高等研究所）による基調講演が行われました。まくど

なるど氏はご自身の長年にわたる農村での体験を通し

て、生物多様性に配慮した農業を実現するためには、

単に生物を守るという視点だけではなく、人と人のつ

ながりや長期的な見通しに基づいた取り組みなど、農

業生産を含めた全体的なシステム構築の必要性につ

いて述べられました。

その後、生物多様性研究領域の3名が講演を行いま

した。山本上席研究員は、水田、あぜ、ため池、里山

等からなる複合生態系と生物多様性保全の関係につい

て、田中上席研究員は、農業生産における生物多様性

の機能の活用について、藤井上席研究員は、農業にお

ける新たな生物資源の利用とリスク管理について、そ

れぞれこれまでの研究成果を具体例をまじえて紹介し

ました。農林水産省環境バイオマス課の木内岳志氏か

らは、生物多様性をより重視した農林水産施策の取り

組みの現状と推進方向についてご説明いただき、最後

に法政大学の西尾健教授からは、イギリスの先進的な

農業環境政策の紹介と日本における今後の農業環境施

策に向けた提言をいただきました。

総合討論では会場から様々な意見や要望が出され、

生物多様性に対する関心の高さを感じるとともに、今

後の研究の展開に向けた多くの示唆をいただきました。

（生物多様性研究領域長　安田 耕司)

全講演者による総合討論のようす

10

農環研88.indd   10 10.10.21   5:28:02 PM



農環研ニュース　No. 88  2010.10

NIAESトピックス

報　告

NIAESトピックス

水田は温室効果ガスであるメタンの主要な排出源と

なっています。これまでの研究から、世界的な水稲生

産の増加により水田からのメタン排出量が増加してい

ることが明らかにされると同時に、適切な管理を行う

ことにより、その排出を大きく削減できる可能性が示

されています。

このテーマに対して、9月1日から3日まで、標記の

国際会議をつくば国際会議場（エポカルつくば）ほか

において、農環研の先導する「モンスーンアジア農業

環境研究コンソーシアム（MARCO）」と昨年の国連

気候変動枠組み条約締約国会議（COP15）で関係各

国の閣僚宣言により設立された世界的な研究ネット

ワークである「農業分野における温室効果ガス排出に

関するグローバル・リサーチ・アライアンス（GRA）」

が共同で開催しました。1日目は各国研究者による最

新の研究紹介が行われ、15か国・1国際機関から78

名の方にご参加いただきました。2日目は農環研を中

核研究機関とするGRA水田管理研究グループの会合

が開催され、今後の研究方向や連携協力についての議

論が行われました。3日目は農環研研究施設紹介など

のエクスカーションが行われました。

本ワークショップの成果は農環研とGRAのホーム

ページに掲載されます。今後も、各国の農業開発と温

室効果ガス排出削減を両立させるために、MARCOと

GRAの研究ネットワークを最大限に活用し、研究のリー

ダーシップを発揮して行くことに務めたいと思います。

（研究コーディネータ　八木 一行)

報　告

「環境保全型農業の取り組みの効果を計る」
プロジェクト「農業に有用な生物多様性の指標及び評価手法の開発」第３回シンポジウム

近年、環境保全型農業やIPM（総合的病害虫・雑

草管理）など、生物多様性に配慮した施策が各地で行

われています。本プロジェクトでは農林水産省の委託

を受け、これら施策の効果を定量的に把握し、しかも

農業現場で利用できる分かりやすい生物指標の開発を

進めています。そこで、農業現場での指標生物の活用

について理解を深めていただき、これまで2年間の調

査研究により選抜された指標候補種を紹介するために、

9月3日（金）、ベルサール飯田橋ファースト（東京都

文京区）において標記のシンポジウムを開催しました。

前半の講演の部では、九州大学の上野高敏准教授

による「指標生物で環境保全型農業等の効果を計るメ

リット」と題する講演と「期待される具体的な研究成果

の活用事例」として4つの報告が行われました。また

後半は、講演内容に関する参加者からの質問やそれに

基づく意見交換の後、プロジェクト研究の概要や指標

候補選抜の過程を紹介したポスター、代表的な指標候

補種に関するポスターや標本が展示され、参加者間で

活発な意見交換が行われました。参加者数はプロジェ

クト関係者、行政、大学、マスコミ、民間企業、一般

など合計213名でした。

（生物多様性研究領域長　安田 耕司)

国際会議
「水田管理と温室効果ガス発生・吸収に関するMARCO/GRA合同ワークショップ」
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サマー・サイエンスキャンプ2010

農環研は、７月28日から30日の3日間の日程で、

サマー・サイエンスキャンプ2010を実施しました。

サイエンスキャンプ は、独立行政法人科学技術振

興機構（JST）が主催して、全国の協力研究機関に高

校生・高等専門学校生を受け入れ、さまざまな科学技

術分野の研究者・専門家の指導で実験や実習を行う

「科学技術体験合宿プログラム」です。

今回、農環研では「外来植物を探してみよう」をテー

マに6名の高校生を受け入れ、わが国の生物多様性を

脅かす要因の一つである外来種問題について学んでも

らいました。また、「外来植物はどんな場所に多いか」

について、自分たちで考えた仮説を実際に野外調査をし

て検証することで、研究者がどのようにして農業環境を

調べ、研究に取り組んでいるかを体験してもらいました。

報　告

印刷　（株）高山

農環研ニュース　No.88　平成22年10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　029-838-8191（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

つくばちびっ子博士2010

農業環境技術研究所では、夏休み中の７月21日（水）、

８月4日（水）、18日（水)の3日間「つくばちびっ子博

士2010」を開催しました。

７月２１日の 「昆虫採集教室」（小学校３年生以上、

事前予約制） では昆虫の研究者が昆虫採集と標本の作

り方を子どもたちに教えました。８月の４日と１８日には、

農業環境インベントリー展示館を研究者の説明付きで

案内し、農業と環境についていろいろなことを学んでも

らいました。

「つくばちびっ子博士」は、子どもたちに科学のおも

しろさを体験し、科学技術に関心を持ってもらうことを

目的として、つくば市などの主催で毎年実施されている

イベントです。全国の小中学生を対象とし、期間中は

協力機関であるつくば市内の研究機関や大学で、さま

ざまな展示やイベントが催されます。

（広報情報室　広報グループ）

報　告

研究所構内で採集した
虫を標本にします

展示館の資料の解説に
聞き入る参加者

野外調査（左）と研究のまとめ発表（右） （広報情報室　広報グループ）
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