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農業環境技術研究所に期待すること
─様々な手段で情報提供を

森田 満樹評価委員・消費生活コンサルタント

年の福島原発事故がもたらした放射性物質

の拡散によって、周辺の農業環境が汚染さ

れ、食に対する不安が拡がりました。正確な情報

が少ない中で注目されたのは、農環研が50年以上

行ってきた、農作物や土壌中の放射性物質の長期

モニタリングでした。

　この研究成果をベースに、事故後に農地土壌と

農作物はどのくらい汚染されたのか、チェルノブ

イリ等の過去事例と比べてどの程度の汚染か、土

壌から農作物への移行はどの程度かが、次々と明

らかになりました。農環研は専用ポータルサイト

をいち早く開設し、あわせてシンポジウム等によ

る情報提供を積極的に行い、国民の不安に応えま

した。

　特にシンポジウムや研究会は、放射能汚染の最

新情報が得られ、研究者の話を直接聞けて質問も

できる貴重な機会でした。

　私も参加しましたが、それぞれの演者の研究プ

ロセスを知ることで理解が深まり、プログラム全

体を通して一連の研究成果がつながり、情報を整

理することができました。そのうえで農耕地の放

射能汚染対策は、今後も国の重要な長期的課題で

あることを実感しました。

　放射能関係の研究が今回、クローズアップされ

ましたが、農環研では水稲のカドミウム汚染対策

など土壌汚染物質の研究や、農業環境資源のデー

タベース構築、農業分野での温室効果ガス削減な

ど、幅広い研究が積み重ねられています。

　それぞれが農業環境分野における問題に取り組

む重要な研究ですが、一般の消費者にあまり知ら

れていません。もっと広く知ってもらいたいと思

うのですが、専門性が高い研究内容について、平

常時に研究者が市民に直接伝えることは容易なこ

とではありません。

　私はこれまで、農林水産先端技術産業振興セン

ター等が行ってきた、遺伝子組換え技術や農業関

連研究等のコミュニケーション事業に関わってき

ました。コミュニケーターとして、研究者と参加

者の橋渡しをする役割です。

　訪問先は消費生活センターや科学館、農業高校、

大学、消費者団体、生協など様々で、参加者の属

性と関心事は、時と場合によって大きく異なりま

した。特に一般消費者が対象の場合は、研究成果

をスポットとして知るよりも、その研究分野が自

分たちのくらしに役立つのか、どんな課題がある

のかに関心が集中していることがわかりました。

　このため、コミュニケーターは研究者の講演前

に、その研究を取り巻く周辺情報を補って提供し

ます。また、講演後に質疑応答が活発に行われる

よう、グループディスカッションを取り入れたり、

専門分野以外の質問に対する準備をしたりします。

　こうした双方向コミュニケーションが有効です

が、情報提供手段としては、ウェブサイトやメル

マガ、広報物、シンポジウムといったオーソドッ

クスな手法の充実が基盤となることは言うまでも

ありません。

　農環研の広報物は図や写真が多く、インタビュー

記事などわかりやすく伝わるような工夫が随所に

みられ年を追うごとに充実した内容となっていま

す。平常時から情報公開を進めておけば、緊急時

にも今回の放射能汚染対策のように対応できるこ

とは証明済みです。その時々に誰にどう伝えるか

を意識し、様々な情報提供手段を用いて、これか

らも研究成果を伝えてもらうことを期待します。

昨
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水田とメタン

　メタン（CH4）は、地球温暖化

に及ぼす影響が二酸化炭素に次

いで大きい温室効果ガスで、湛
たん

水状態にある水田で発生します。

水田のCH4発生量は、わが国の

人為起源のCH4総発生量の約30

％を占め、主要な発生源の一つ

です。CH4は、自然の湿地でも

発生しますが、水田のほうが多

く発生します。それは、稲作の

肥培管理に原因があるのです。

　水田では、土壌の肥沃度を高めるために堆肥を

入れたり、稲わらや麦わらをすき込んだりします。

この新鮮な有機物は、土壌中で微生物によって分

解されて有機酸に変化します。水を張った水田は、

徐々に嫌気的（酸素が欠乏する状態）に変化してい

くため、嫌気的状態を好むメタン生成菌の活動が

高まり、有機酸からのCH4生成を促進します。さ

らに、イネの茎は文字通りストロー状態であるた

め、発生したCH4は茎内を通り大気中に放出され

ます。イネの茎は「煙突」のような役割をするわけ

です。このように水田は、1．CH4を生成する「材料」

（有機物）の投入、2．CH4生成菌の活性化、3．効

率的な大気中への輸送、という3要素の相乗効果

により、非常にCH4を発生させやすい場となって

います。

　なお、水田から発生するCH4は写真のようなプ

ラスチックの箱（チャンバー）を田面にかぶせて、

ガスを採取し、一定時間におきる濃度上昇を測定

することで算定します。特にイネの場合は、茎を

通過するCH4が重要なので、チャンバーは植物体

をすっぽり覆うような大きさにします。ガスの分

析は元来非常に手間のかかる作業でしたが、現在

農環研ではCH4も含めて、3つのガス（二酸化炭素：

CO2、CH4、一酸化二窒素：N2O）を同時に計測で

きる装置（温室効果ガス3成分同時分析計）も開発

し、効率的に濃度測定を行っています。

水田から出るメタンの削減のために

　水田の肥培管理は、おいしい米を収穫するため

に地域でもっとも適した方法として確立されたも

ので、温暖化を防止するために変えられるもので

もありません。しかし、先に説明したCH4発生の

メカニズムを知ることで、CH4削減のための作戦

を立てることができます。有機物の土壌への投入

については、稲わらのすき込みを春より前年の秋

に行うほうがメタン発生量が少なくなります。ま

た、稲わらより堆肥をすき込む方がさらに少なく

なります。メタン生成菌の活動抑制は、水管理の

工夫によって可能です。私たちが行った試験や全

国8県の試験によると、中干し（栽培期間の中期に

1～2週間水田の水を落とすこと）の期間を慣行よ

り1週間程度長めにしたり、間断灌
かん

水（水田に水

がなくなったら水を入れるを繰り返す）を行うこと

で、CH4が30％程度削減できることがわかりまし

た。図1は平成20年度の福島県でのCH4発生量

の観測事例です。慣行の2週間の中干しと比べて、

開始を1週間ないし2週間早めて長く中干しを行う

水田の中干し延長で温暖化対策

物質循環研究領域　　　須藤 重人

研究トピックス研究トピックス

ガス採取用チャンバー（右）と温室効果ガス3成分同時分析計
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水田の中干し延長で温暖化対策

と、6月下旬以降のCH4発生量が減少しているこ

とがわかります。

　その他、各地での実証試験では、地域ごとの慣

行の中干し期間を前あるいは後ろに延長し、CH4 

発生量の変化を観測しました。中干し期間の延長

とCH4発生比率には図2のような曲線関係が認め

られ、慣行に比較して中干しを一週間程度延長す

ると18～72％程度CH4の排出が削減されました。

また、CH4削減効果が生じるのは前年に稲わら等

の有機物がすき込まれたほ場であることがわかり

ました。中干しを延長することにより、もうひと

つの温室効果ガスであるN2Oの発生量が増える場

合もありますが、CH4発生量と比べて無視できる

ほどに少量であることも確認しました。

　中干し期間を延長することで、水稲収量（精玄

米重）は慣行とほぼ同等かわずかに減収する傾向

（対慣行比86～110％）が見られました（表1）。一

方で、登熟歩合の向上傾向、タンパク含有率低下

傾向など品質・食味の向上が認められています。

　この実証試験の成果は「水田メタン発生抑制のた

めの新たな水管理技術マニュアル」として公開され

ています（http://www.niaes.aff rc.go.jp/techdoc/

manual.html）。この技術が全国の水田で普及する

ことにより、わが国の水田からの温室効果ガス排

出量が削減できると期待されます。

図2　中干し期間延長によるメタン削減効果

図1　中干し期間延長によるメタン削減実証試験（平成20年、福島県農業総合センター）

表1　 中干し期間延長によるメタン削減効果と収量・品質・食味へ
の影響（実証実験による）
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研究トピックス

セイタカアワダチソウの蔓延を防ぐ
土壌環境を考慮した新しい考え方

生物多様性研究領域　平舘俊太郎　森田沙綾香　楠本 良延

はじめに
　身近な植物を観察していると、植物は微妙な環
境の違いを敏感に感じ取りながら、自分の生育に
適した場所を上手に見つけているのではないかと
感じたことはないでしょうか。実際、植物の分布
パターンは種によって特徴があるようです。たと
えば、畑の中に入るもの、畑の周囲の小道には生
育しているが畑の中には入らないもの、畑やその
周囲には近寄らず山間部でしか見られないものな
どなど、いくつかのグループに分けることができ
そうです。こういった植物たちは、いったい何に
反応して生育場所を分けているのでしょうか。最
近、私たちの研究グループでは、その秘密の多く
が土壌の中に隠されていることを見出しました。
ここでは、とくにセイタカアワダチソウ（図1）の
生育を取りあげながら、植物の分布と土壌の関係
について最近明らかになったことを紹介します。

極悪キャラ：セイタカアワダチソウ
　セイタカアワダチソウは、多くの人に嫌われる
「極悪キャラ」を見事に演じきっている植物と言え
るでしょう。大型で生育が旺盛な多年生の草本で
あり、一旦蔓

まん

延し始めるとその繁殖力はすさまじ
く、ほとんどセイタカアワダチソウのみから成る
群落を作ります。そこでは、他の植物が生育でき
そうなスペースはほとんど残っておらず、またこ
のようなセイタカアワダチソウの純群落は数年～
十数年間は遷移しないことが多いようです。秋が
深まる頃に黄色い花を派手に咲かせますが、この

様子が土地を独り占めして高らかに勝利宣言して
いるようにも思えて、いっそう反感を買っている
のかも知れません。「セイタカアワダチソウの花粉
は花粉症の原因」という説を耳にしたことがあるか
もしれませんが、これは事実ではないようです。
しかし、こういった風評被害も手伝って、悪名は
揺るぎないもののようです。
　このセイタカアワダチソウ、もともとは北アメ
リカ北東部が原産で、1897年頃に観賞用や蜜源植
物として日本に導入されたようです。導入当初は
おとなしかったようですが、1940年代以降に急速
に蔓延したとされています。現在では、東北地方
以南の日本各地に定着し、悪い外来植物の代名詞
となっています。

セイタカアワダチソウの意外な弱点
　セイタカアワダチソウの繁殖力のすごさを目の
当たりにした人は、「日本の国土がセイタカアワダ
チソウに占領されるかもしれない」と感じるかもし
れません。しかし、よく観察すると、セイタカア
ワダチソウが入らない場所もあることに気づくと
思います。このような場所にはどんな特徴がある
のか調査を行ったところ、（1）刈り取りなど伝統
的な管理手法によって継続的に維持されてきた場
所である、（2）土壌中の有効態リン酸含量が低く
貧栄養的である、（3）土壌の酸性が強い、といっ
た特徴が共通して浮かび上がってきました。実は、
上記の3点は別々に独立した現象ではなく、お互
いに関連しています。つまり、刈り取りなどの伝

図1　セイタカアワダチソウ
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統的な管理手法が続けられている場所では、肥料
成分が過度に投入されることはないため、結果的
に土壌は貧栄養的になり、また酸性化されていき
ます。どうやら、セイタカアワダチソウはこうっ
た土壌環境が不得意なようです。逆に、大規模な
土地改変などを行った場所や肥料成分が多量に混
入した場所では、土壌が富栄養的になると同時に
土壌の酸性が弱まります。セイタカアワダチソウ
は、こういった場所を選んで蔓延していることが
わかってきました（図2）。
　セイタカアワダチソウは、なぜ貧栄養的で
酸性の強い土壌環境が不得意で、なぜ富栄養
的で酸性の弱い環境に限って蔓延するのでし
ょうか。この疑問に対する答えを見つけるた
め、植物体内に含まれる必須栄養元素の濃度
を調べてみました。必須栄養元素とは、植物
が正常に生育するために必要な栄養元素のこ
とで、植物はその多くを土壌から吸収しなけ
ればなりません。調査の結果、セイタカアワ
ダチソウは、必須栄養元素であるリン、カリ
ウム、カルシウム、マグネシウムの体内濃度が、
他の一般的な植物に比較して2～3倍も高いこ
とがわかりました。セイタカアワダチソウは、
これらの必須栄養元素の供給能力が低い土壌
では栄養不足になってしまい、十分に生育で
きない可能性が考えられます。これに対して

在来植物であるススキは、これらの必須栄養元素
の体内濃度は低く、より貧栄養的な環境に適応し
ていると考えられます。このように、植物は種に
よって栄養元素の必要量が異なり、このことが植
物の分布に影響を及ぼしている可能性があります。
次に、酸性度が違う土壌で栽培実験を行ったとこ
ろ、セイタカアワダチソウは酸性が強いと生育が
著しく阻害されることもわかりました。土壌の酸
性が強くなると、土壌中に固体成分として含まれ
ていたアルミニウムが溶出しアルミニウムイオン
となりますが、セイタカアワダチソウはこのアル
ミニウムイオンの生育阻害作用の影響を強く受け
やすいと考えられます。
　このように、セイタカアワダチソウが蔓延でき
るのは富栄養的で土壌酸性が弱い場所に限られる
ようで、意外にも日本の土壌環境には適していな
いと言えそうです。

セイタカアワダチソウの蔓延を防ぐためには
　テレビやドラマに登場する極悪キャラは、憎ら
しくて強く、なかなか倒せません。が、いったん
弱点が暴かれると、案外あっさりとやっつけられ
てしまいます。では、セイタカアワダチソウの弱
点を突いたらどうなるでしょうか。土壌環境を変
えると、セイタカアワダチソウの蔓延を防ぐこと
ができるのでしょうか。私たちの研究グループで
は、このことを確かめるために、セイタカアワダ
チソウが蔓延している果樹園跡地で、野外試験を
実施しました。試験では、刈り取りによって地上

図2　 身近な自然の管理法と土壌環境とセイタカアワダチソウ
の蔓延の関係

図3　 塩化アルミニウム処理によってセイタカアワダチソウの蔓延を防
ぐ（野外試験）
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部をいったん除去したあとに、塩化アルミニウム
粉末を土壌表面に処理することによって土壌を貧
栄養的かつ酸性の強い状態に変化させ、植生の推
移を無処理区と比較しました。
　その結果、セイタカアワダチソウは、無処理区
ではすぐに復活しましたが、処理区では約2年間
ほとんど復活できませんでした（図3）。実際に試験
地を見てみると、生育が旺盛で個体サイズも大き
いセイタカアワダチソウが、塩化アルミニウムを
処理した場所だけには入り込めず、かわりに個体
サイズの小さいチガヤ（在来植物）が優占していま
した（図4）。この様子を見れば、土壌環境が植物の
分布に対して非常に大きな影響を及ぼしているこ
とが実感できると思います。
　塩化アルミニウムは、水に溶解するとアルミニ
ウムイオンを生成し、セイタカアワダチソウの生
育を抑制する効果が期待できます。また、アルミ
ニウムイオンは、カリウムやマグネシウムといっ
た栄養塩類を土壌中から追い出すとともに、リン
を不溶化させる効果が期待できます。しかし、塩
化アルミニウムのこのような効果は、野菜類など
多くの栽培種に対しても生育を抑制する恐れがあ
ります。また、現段階では塩化アルミニウムの価
格は高く、塩化アルミニウムだけに頼ってセイタ
カアワダチソウの蔓延を防止するのはあまり現実
的ではありません。
　ここで少し考えていただきたいことがあります。
そもそも、セイタカアワダチソウは日本の自然環
境には適応しておらず、セイタカアワダチソウが
蔓延しているのは私たち人間の活動により改変さ
れた土壌の上に限られることをすでに述べました。

セイタカアワダチソウは、確かに侵略的な外来種
であり、日本在来の植物を駆逐するなど、放って
はおけない存在です。しかし、蔓延する大きな要
因を作っているのは私たち人間の活動で、この要
因がなければ、蔓延することはほとんどないと言
えるでしょう。
　私たちの身近な自然では、とくに戦後、化学肥
料や大型機械の普及とともに、知らず知らずのう
ちに、土壌が富栄養化されるとともに土壌の酸性
も弱められてきました。明治時代は蔓延が問題に
ならなかったセイタカアワダチソウが、戦後にな
って急速に蔓延するようになったのは、土壌環境
の変化と同期しているようにも思えます。である
ならば、私たちが取り組まなければならないのは、
セイタカアワダチソウの直接的な防除ではなく、
失われつつある土壌環境を保全することかもしれ
ません。本来の土壌環境が戻れば、その結果として、
セイタカアワダチソウはおとなしくなることでし
ょう。

おわりに
　イメージの悪いセイタカアワダチソウですが、
よくよく考えてみると「土壌環境が変わってしまっ
たよ、気をつけて！」と私たちにメッセージを伝え
ようとしているのかもしれません。セイタカアワ
ダチソウに限らす、野外の植物たちはいろんなこ
とを私たちに伝えてくれているようです。私たち
の研究グループでは、とくに農耕地周辺の植物が
伝えるメッセージを読み取るための研究を、今後
もさらに続けていく予定です。

図4　野外試験の様子
セイタカアワダチソウが蔓延していた場所も、塩化アルミニウムを処
理した所（黄色い枠内）は、在来植物であるチガヤの植生へと推移した。
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　関東平野は日本屈指の米どころです。これはも

ちろん利根川に代表される大きな河川に沿う広大

な低地に水田が広がっているからです。しかし、

水田は広いものばかりではありません。歴史家に

よると、弥生時代から中世にかけて、水田耕作は

大河川の氾濫原ではなく、より上流の小河川から

はじまったそうです。今でも、台地を侵食しなが

ら上流へ向かって枝分かれしていく狭い沢の中で

水田耕作がよく行われています。このような谷間

の水田は関東各地の言葉で、谷
や

津
つ

田
だ

、谷
や

戸
と

田
だ

、谷
や

地
ち

田
だ

などと呼ばれています。この記事では、研究

者の間でよく使われる「谷津田」に言葉を統一した

いと思います。

　近年、谷津田は生態学者の注目をあびています。

その理由は、農業環境において生物多様性を育む

要素が、谷津田にたくさんそろっているからで

す。田んぼとその周りの水路やため池を囲むよう

に、近くの台地に樹林や草地などがある場所がよ

く見られます（図1）。このように、谷津田とその周

りには、水域と陸域からなる複数の環境が近距離

のうちにそろっていることが多く、これが、カエ

ルやトンボのように、生きていくために水域、樹

林、草地といった複数の環境を必要とする生き物

にとって都合のいい場所を提供します。この特徴

こそ、まさしく生態学者が指摘する生物多様性を

維持するのに好都合な状況なのです。

　しかし、こうした狭い水田は耕作放棄や開発に

よって全国的に減少していることが懸念されてい

ます。このことから、全国における谷津田の分布

状況を把握するとともに、周辺の土地利用状況や

耕作放棄の進行状況などとの関連性を分析し、農

業生態系の変化を把握することが求められていま

す。ところが、これほど注目される谷津田であり

ながら、その数や分布は意外と測りにくいのです。

その理由は、決まった定義がないために谷津田の

範囲を示す地図を作ったり、面積を測ったりする

ことが難しいからです。そこで、せめてそれらの

目安になる指標があれば便利ではないかと考え、

研究トピックス

生物多様性を育む「谷津田」の全国的な分布を調べる

生態系計測研究領域　デイビッド・スプレイグ

図1　航空写真に見る樹林に囲まれた千葉県北部の「谷津田」 図2　GIS解析で抽出した千葉県北部の枝流水田の例
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生物多様性を育む「谷津田」の全国的な分布を調べる

地図情報から幅の狭い水田の面積と周長距離を計

算することを試みました。

　まず、幅約100m以内の水田域を「枝
し

流
りゅう

水田」と

定義し、該当する水田を地図データの中から抽出

するGIS（地理情報システム）手法を開発しました。

GISに備えられている二重線の幅を検知する技術

を応用したのです。この手法を使って、環境省の

現存植生図（1980年代）の水田から全国の枝流水

田を抽出し、地図化しました（図2）。次に農林業統

計の農業集落のうち、枝流水田が多い集落を示し

ました（図3）。枝流水田の割合が高い集落は関東地

方の茨城県や千葉県に多いですが、全国各地の集

落にも見られます。

　農村の生物多様性を育む上で大きな役割を果た

している谷津田の特徴を確認するため、枝流水田

の面積、周長距離（取り囲む長さ）、そして樹林-

水田接長距離（樹林と水田が接している距離）を計

算しました（表1）。解析によると、枝流水田は全

国の水田面積の約11％にすぎませんが、水田周距

離の約33％、そして樹林-水田接長距離の約44％

を占め、枝流水田は面積が小さいにもかかわらず

水域と樹林が接する地帯を広く提供していること

が確認できました。これら割合の差を農業地域別

で見ると、もともと狭い水田が

多い中山間地域において顕著で

すが、平野部の都市的農業地域

と平地農業地域でも顕著でした。

地方別で見ると、「谷津田」とい

う言葉の発祥地である関東地方

で樹林-水田接長距離の約53％

を枝流水田が占め、他の地方に

おいても高い割合を示していま

す（表1）。

　枝流水田を定義するために使

用した約100m以内といった幅

には特に生態学的な意味はあり

ませんが、GIS手法を用い、一定

の基準で解析を行うことにより、

水田の形状の違いや地域間の比

較が可能になりました。また、枝流水田の現状の

把握を全国規模で行うなうことや、水田の耕作放

棄を防止し、農村景観と生物多様性を保全する施

策の対象地域を選択するためにも役立ちます。

図3　枝流水田の多い集落は全国に見受けられる

表1　狭いながら周長が長い枝流水田

注： 全水田に対する枝流水田の面積、周長距離、
樹林ー水田接長距離の割合

全水田に占める枝流水田の面積割合は少ないが、水田
周長および樹林ー水田接長の割合は高い
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　阿蘇には広大な草原が今も広がっており、オミ
ナエシやオカトラノオなど、最近では目にする機
会がめっきり少なくなった日本在来の植物が多数
生育しています。また、ハナシノブやマツモトセ
ンノウといった絶滅危惧植物の生息地としても、
大変重要な存在となっています。（独）農業環境技
術研究所は、阿蘇草原再生協議会および公益財団
法人阿蘇グリーンストックとの共催で、公開シン
ポジウム「阿蘇の草原に生きる植物と土壌─わかっ
てきた植物ごとに好きな土壌─」を、6月2日（土）、
熊本県阿蘇市の国立阿蘇青少年交流の家で開催し

ました。このシンポジウムでは、阿蘇の貴重な草
原やそこに生息する在来植物を保全する上で土壌
環境が極めて重要なカギを握っていることを説明
するとともに、土壌環境を過度に富栄養化させな
いことの重要性、および刈り取りや野焼きといっ
た伝統的な草原の維持・管理法の重要性をわかり
やすく解説しました。このときの様子は、研究所
のホームページでも詳しく紹介しています（www.
niaes.aff rc.go.jp/magazine/148/）。

（生物多様性研究領域　平舘俊太郎）

　大気中の二酸化炭素（CO2）濃度の上昇など、
今後予想される気候変動が農作物に及ぼす影響を、
屋外の囲いのない条件で調べるため、開放系大気
CO2増加（Free-air CO2 enrichment, FACE）実
験が、日本、アメリカ、ドイツ、オーストラリア、
中国、イタリア、ニュージーランドなどで実施さ
れています。（独）農業環境技術研究所は、各地の
FACE実験の連携を図って、世界的な食料・環境
問題の解決に役立てることを目的に、「世界作物
FACEワークショップ2012」を7月9～12日につ
くば国際会議場で開催しました。現在活動中のす
べての作物FACEの研究者が一堂に会するのは、
世界で初めての試みで、8か国
から65名が参加しまし
た。ワークショッ

プでは、43の口頭発表、26のポスター発表があり、
各地の作物FACEのこれまでの活動の紹介や、今
後の重点研究課題の検討を行いました。発表から、
現在の作物FACE研究の目的が、CO2濃度の単独
の影響を調べることから、温度・土壌水分条件な
どとの複合的な影響の解明や、気候変動に適する
品種の特性解明にシフトしていることがわかりま
した。また、今後の重点課題として、高いCO2濃
度が収量や品質に及ぼす影響の品種間差異の解明、
共通の手法を用いた作物群落温度の測定などで、
連携を強化することになりました。農環研は、今
後も国際的な作物FACEのネットワークの強化を

図ります。
（大気環境研究領域

長谷川利拡）

＊このワークショップは、農環研が主催する 
MARCO シンポジウム 2012 のサテライト 
ワークショップとして開催されました。

NIAESトピックス
報　告

公開シンポジウム「阿蘇の草原に生きる植物と土壌」

NIAESトピックス
報　告

世界の作物FACE研究者がつくばに集合

※表紙写真参照

ドイツ 畑輪作FACE

世界各地の農作物を対象とした開放系大気
CO2増加（FACE）実験（2012年現在）

中国 イネ・ムギFACE

アメリカ ダイズ・トウモロコシFACE

ニュージーランド 牧草・羊放牧FACE

イタリア デュラムコムギFACE
つくばみらい イネFACE

オーストラリア コムギFACE
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　（独）農業環境技術研究所などは、低濃度のエタ
ノールを利用する新たな土壌還元消毒技術を開発
し、「実施マニュアル」と「技術資料」をウェブサイ
トに公開しました。
　消毒の手順は、1％程度に水で薄めたエタノール
を農地にたっぷりしみ込ませたあと、農地の表面
を農業用ポリエチレンシート（農ポリ）で覆って2
週間程度おいておくという、非常に簡単なもので
す。土壌病害虫は、土壌中の酸素濃度の低下によっ
て生息環境が大きく変化することで抑制されます。
これはエタノールの直接の殺菌効果によるもので
ないため、使用するエタノールは農薬にはあたり
ません。土壌還元消毒用のエタノール資材として、
「エコロジアール」という名称で、日本アルコール

産業（株）から販売され
ています。
　この技術は、住宅や公
共施設に隣接する農地な

ど、土壌くん蒸剤の使用が難しい農地の土壌消毒
に有効と考えています。実施マニュアルは無償で
送りますので下記までお問い合わせください。

（有機化学物質研究領域　小原 裕三）

　（独）農業環境技術研究所が公開している 「歴史
的農業環境閲覧システム」 が、国土地理院（国土交
通省）の「電子国土賞」のコンテンツ部門を受賞しま
した。
　「電子国土賞」は、国土地理院の各種データを活
用するGISソフトウェアとGISコンテンツの中か
ら、独創性・有用性・発展性・操作性等に優れた
ものを表彰するもので、品質の高いアプリケーショ
ンの開発・普及を促進する目的で創設されました。

　「歴史的農業環境閲覧システム」は、明治初期に
作成された「迅速測図」を、現在の位置情報と重ね
あわせ可能なGISデータに変換し、作成したデー
タを一般の方にも閲覧しやすい WebGIS として
公開したものです。迅速測図を幾何補正して現在
の地理情報と重ねあわせられるようにしたことで、
土地利用の変化を容易に分かりやすく確認でき、
教育、研究、防災などの分野でも利用されている
ことが選考理由としてあげられました。
　なお、紹介動画（約5分）が、国土地理院のペー
ジでご覧になれます。
 （広報情報室）

NIAESトピックス
報　告

低濃度のアルコールで土壌を消毒
人と環境にやさしい新たな技術 ～実施マニュアルと技術資料を公開～

NIAESトピックス
報　告

歴史的農業環境閲覧システム「電子国土賞」受賞

表彰式後の記念写真
岩崎亘典主任研究員（左）とデイビッド・スプレイグ
上席研究員（右）

ネコブセンチュウによる被害根
（左）と本技術で消毒後栽培した
健全根（右）（キュウリ）

実施マニュアル
処理方法をやさしく説明

技術資料
個別の事例を詳細に紹介

PDF版ダウンロード：http://www.niaes.aff rc.go.jp/
techdoc/ethanol/
問合せ先：広報情報室　 029-838-8191

kouhou@niaes.aff rc.go.jp

農家用 指導者用
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　（独）農業環境技術研究所では、小中学生の夏休
みに合わせて毎年、「つくばちびっ子博士」のプロ
グラムを実施しています。今年も、7月26日（木）
と27日（金）に「昆虫採集教室」を、8月8日（水）
と22日（水）に「農業環境インベントリー展示館見
学」を実施し、あわせて156人の「ちびっ子」に参加
いただきました。昆虫採集教室（小学校3年生以上、
事前予約制）では、参加者3～4人ごとに昆虫関係
の研究者がついて昆虫採集をし、その後、室内で
昆虫標本を作りました。展示館見学（事前予約な
し自由参加）では、たくさんのちびっ子に農業と環

境について学んでもらいました。

　「つくばちびっ子博士」 は、子どもたちが、科学
のおもしろさを体験することによって科学・技術
に関心を持つよう、つくば市などの主催により毎
年実施されています。全国の小学生・中学生が対
象で、「パスポート」 を持ってつくば市内の研究機
関や大学で行われる展示やイベントを見学・体験
して、スタンプを集めて事務局に提出すると、つ
くばちびっ子博士に認定されます。

（広報情報室　広報グループ）

　農環研は、8月1日（水）から3日（金）まで、3
日間の日程でサマー・サイエンスキャンプ2012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、全国の研究機関や大学・
企業に、高校生・高等専門学校生などを受け入れ、
研究者、技術者等の指導で実
験や実習を行う「科学技術体

験合宿プログラ
ム」です。研究
の現場に触れる
ことで、参加者
の科学技術に対
する興味・関心
を高め、創造性・
知的探究心など
を育てることをねらいとし
ています。

　今年の農業環境技術研究
所でのサマー・サイエンスキャンプは、（A）「昆虫
の行動とフェロモンについて調べてみよう」、およ
び（B）「化学の力で役立つ水のサバイバル術」をテー
マとして計11名の高校生を受入れ、研究者がどの
ようにして環境研究に取り組んでいるかを体験し
てもらいました。

（広報情報室　広報グループ）

NIAESトピックス
報　告

つくばちびっ子博士2012

NIAESトピックス
報　告

サマーサイエンスキャンプ2012
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