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報  告

NIAES トピックス

　7月29日、秋篠宮殿下と佳子内親王殿下が（独）農

業環境技術研究所を視察されました。これは、茨城県

内で開催された第38回全国高等学校総合文化祭（い

ばらき総文2014）をご観覧後、お立ち寄りになったも

ので、環境化学物質分析施設と農業環境インベントリ

ー展示館の2か所をご視察いただきました。

　環境化学物質分析施設では、ダイオキシンなど環

境中の微量な化学物質を分析する施設と機器、農業

環境インベントリー展示館では、100年前の煙害調査

資料、低カドミウム米（コシヒカリ環１号）、環境放射能
の長期モニタリングの成果、昆虫標本、土壌モノリス

標本などを熱心にご覧いただきました。

（広報情報室）

のうかんけん夏休み公開2014

報  告

NIAES トピックス

　9月6日（土曜日）から11月30日（日曜日）の2ヶ月間、

つくば市内の科学館、つくばエキスポセンターの「サ

イエンスシティつくば再発見 研究機関等紹介コーナ

ー」において、研究所紹介を行なっています。会場には

研究所を紹介するパネルの他、土壌と昆虫の標本や

解説パネルをならべ、11月には、子ども向けイベント 「光る泥団子作り」と「ヒトと昆虫のかかわり」（ミニ講

演）を開催します。

（広報情報室）
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農作物の放射能研究の今後

研究コーディネータ（放射能汚染対策研究担当）　荒尾 知人

研究トピックス研究トピックス

食糧需給ひっ迫の対策を講じるため
より早い収量予測を目指す
　干ばつや長雨といった異常気象の影響を受けて、
主要穀物（コメ、コムギ、トウモロコシ、ダイズ）の生産
量が減少すると、世界の食糧需給のひっ迫は避けら
れません。穀物の価格は高騰し、購買力の低い開発途
上国の中には、自国民の食糧をまかなう最低限の穀
物すら輸入できなくなる国もあらわれるでしょう。
　国連食糧農業機関（FAO）は世界の穀物生産の動
向を注意深く監視していますが、もし収穫前に生産量
を精度良く予測できれば、たとえ不作になったとして
も、あらかじめ穀物を備蓄するなどの対策を講じるこ
とができるはずです。（独）農業環境技術研究所大気
環境研究領域の研究グループは穀物の豊凶を予測す
る手法の開発に取り組んできました。
　まず、（独）海洋研究開発機構（JAMSTEC）が公表し
ている気温や土壌水分量の予測を活用して、全世界
的な穀物の収量を収穫3カ月前に予測したところ、コ
メ、コムギについては世界の栽培面積の約2割で精度
良く予測ができることが明らかになりました(農環研
ニュースNo.100参照）。
　しかし、トウモロコシやダイズの予測は難しく、コメ
とコムギについても、もっと早い時点で予測情報が利
用できるようになれば、より効果的な対策を講じるこ
とができるはずです。そこで、気温、土壌水分量に代わ

エルニーニョ、ラニーニャと
世界の穀物収量の変動との関連性を解明

大気環境研究領域　飯泉 仁之直 （文：サイエンスライター　斉藤 勝司）

図1　地球シュミレーターで駆動するSINTEX-F季節予測システムによるエルニーニョ、ラニーニャの予測
白米中の137Csの全国平均濃度の経年変化

（縦軸は対数目盛）

る別の予測を使って穀物の収
量を予測する手法の開発に取
り組みました。同研究所大気環
境研究領域の飯泉仁之直研究
員（写真）がこう説明します。
　「私たちが注目したのはエル
ニーニョとラニーニャでした。エルニーニョは太平洋
東部の赤道付近の海面水温が平年よりも高い状態が
1年程度続く現象を、ラニーニャは逆に平年よりも低
い状態が続く現象を指します。このエルニーニョ、ラ
ニーニャが発生すると世界各地で干ばつや長雨など
異常気象が観測されることが多く、経験的に穀物の収
量にも影響すると言われていました。しかも、気象分
野の研究によりエルニーニョ、ラニーニャは正確に予
測できるようになっているので、この予測を穀物の収
量の予測に活用しようと考えました」

エルニーニョ、ラニーニャと
穀物収量の関連性を明らかにする
　ここで図1をご覧ください。これは実際に観測された
海面水温とその3カ月前、5カ月前に予測した水温を
示しています。変動の程度までは予測できなくても、今
後、エルニーニョになるのか、ラニーニャになるのか

という傾向は、精度良く予測できていることがグラフ

から見て取れます。図にはありませんが、エルニーニョ

直後には、農環研は様々な試料の分析依頼を受け、

データを提供することができました。また、農地土壌の

放射性セシウム汚染マップを作成公表し、除染の必

要な農地面積の推定などに役立ててきました。

　こうしたモニタリングの他、農環研では、放射性セシ

ウムの環境中での動きについて様々な研究を行って

います。放射性セシウムは農地の土壌とどのくらい強

く結合しているのでしょうか？ 降雨によって農地にし

みこんだ水は放射性セシウムを溶かして下方に移動

するのでしょうか？ 稲わらを農地にすき込むと、稲わ

ら中の放射性セシウムは農作物に再度吸収されるの

でしょうか？  そして農作物の放射性セシウム濃度は

今後どうなっていくのでしょうか？

　さらに、中長期的に農地の汚染状況はどう変わって

いくのでしょうか？ 森林やため池などの水源から農地

への放射性セシウム流入はどの程度あるのでしょう

か？ 流域レベルでの放射性セシウムの消長はどうな

るのでしょうか？

　農作物の放射能汚染を防ぐための研究も行なって

います。農環研では有害元素であるカドミウムをほと

んど吸わないイネを作り、昨年「コシヒカリ環1号」とし

て品種登録出願しました。これに続き、放射性セシウ

ムを吸いにくいイネはできないか、といった研究も行

なっています。また、農地の除染方法の開発にも取り

組んでいます。

　放射能汚染対策を含めた環境研究では、目の前の

問題を解決するとともに、長期的な視点での研究が必

要だと考えています。今後も、両方を視野に入れて研

究を進めていきます。

農業環境技術研究所では大気圏内核実験の

行われていた1950年代から、人工的に作ら

れ環境中に放出された放射性セシウム（137Cs）と放射

性ストロンチウム（90Sr）の濃度を全国10数カ所の農

地土壌及び米麦について分析してきました（主要穀

類および農耕地土壌の90Srと137Cs分析データhttp://

psv92.niaes3.affrc.go.jp/vgai_agrip/sys_top.html）。

白米中の137Csの濃度は部分的核実験禁止条約が発

効した1963年がピークで、全国平均で約4 Bq/kg程

度でした。その後、137Csの濃度は減少を続け、2010年

には約0.02 Bq/kgでした。2011年は約0.3 Bq/kgに

増加し、2012年は約0.1 Bq/kgとなりました。一般食

品の基準値は放射性セシウム（137Csと134Csの合計）

で100 Bq/kgですが、134Cs濃度は137Csより低いので、

白米中放射性セシウムは相当低いレベルにあります。

　このような長期モニタリングは、緊急時の分析体制

を維持することにもつながっています。福島原発事故

（独）

と  し  ち  か

観測された海面水温と３カ月前、５カ月前に予測された水温を比較すると、エルニーニョ、ラニーニャが、かなり正確に予
測できていることがわかります。こうした予測は１年前にはできるため、飯泉研究員らは、この予測を穀物の収量予測に活
用しようと考えました。
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熱帯太平洋東部の海面水温の変動

提供：海洋研究開発機構アプリケーションラボ（JAMSTEC/APL）土井威志研究員
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になるかラニーニャになるかは1年前から正確に予測
できることが知られています。この予測を穀物の収量
予測に使えれば、より効果的な対策を講じることがで
きるでしょう。飯泉研究員はエルニーニョ、ラニーニャ
と穀物生産の関連性を調べることにしました。飯泉研
究員がこう続けます。
　「これまでにもエルニーニョ、ラニーニャが穀物生
産に影響することが指摘されており、アメリカやオース
トラリアなど、特定の地域での関連性が研究されてい
ましたが、私たちは、関連性を全世界で明らかにする
ことにしました」
　そこで活用したのが研究所で作成された全世界の
収量データベースでした。このデータベースは、イン
ターネット上に公開されている穀物の収量データに
加え、公開データがない地域については、各地の研究
者に依頼して提供してもらったデータや、FAOが持つ
国別収量データをもとに、人工衛星によって得られた
植物の生産活動から穀物収量を推定したデータも加
味して、1982年から2006年までの25年間の収量を
一つ一つコンピュータに入力することで作られました。
　飯泉研究員が、この収量データベースの各年をエ
ルニーニョ年、ラニーニャ年、通常年に割り振ることで、
エルニーニョ、ラニーニャと穀物の収穫の関連
性を調べたところ、コメ、コムギ、トウモロコシ、
ダイズのすべてについてエルニーニョ、ラニー
ニャと穀物収量に明確な関係がある地域が認
められました。

エルニーニョ、ラニーニャの予測で
穀物を選択して負の影響を抑える
　ただし、すべての穀物がエルニーニョ、ラ
ニーニャの影響を同じように受けるわけではあ
りませんでした。飯泉研究員がこう説明します。
　「一般的にはエルニーニョ、ラニーニャの年
は異常気象が起こって収量は低下すると思わ
れがちです。実際、エルニーニョ年、ラニーニャ
年のコメ、コムギ、トウモロコシの収量は25年
間の平均収量を下回る傾向が認められました。
しかし、ダイズについては、エルニーニョ年の
収量が平均収量を上回ることが明らかになっ
たのです（図2）」

　地域によっても影響のあらわれ方に違いがありまし
た。飯泉研究員らが地域ごとのエルニーニョ、ラニー
ニャの影響のあらわれ方を世界地図に示したところ、
同じ穀物でも収量が増加する地域がある一方、減少
する地域もあることが分かりました（図3、図4）。
　例えば、エルニーニョ年の北米に注目してください。
トウモロコシは通常年に比べて有意に低い収量でし
たが、逆にダイズは有意に高い収量だったことが見て
取れます。前述した通り、エルニーニョ、ラニーニャは
1年前に予測できますから、エルニーニョになると予
測されれば、北米では作付けする穀類をトウモロコシ
からダイズに変えて収量を増やすこともできるでしょ
う。このように地域ごとに収量が減少すると予測され
る穀物から、増加すると予測される穀物に変えていけ
ば、エルニーニョ、ラニーニャの負の影響を少しでも
抑えることができるはずです。
　また、ダイズに関していえば、エルニーニョの年はイ
ンドで有意に低くなりましたが、南米では有意に増加
したという違いが認められます。こうした地域による影
響のあらわれ方の違いは、穀物の調達先を決める上
で重要な参考資料となるはずです。飯泉研究員がこう
続けます。
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ニーニョ、ラニーニャの影響のあらわれ方に違いがあることが明らかになりました。
コメ、コムギ、トウモロコシの収量はエルニーニョ年とラニーニャ年に平均収量を下
回る傾向があるのに対して、ダイズの収量はエルニーニョ年に増加する傾向があり
ました。

図3　通常年と比較したエルニーニョ年の穀物収量の変動
エルニーニョの影響は、同じ穀物でも地域によって違いがあります。一般に日本ではエルニーニョが発生すると、冷夏になってコメが
凶作になると言われていますが、統計的に有意でないものの収量が増える傾向があることが示されました。円グラフは2000年の世界
の収穫面積に占める各地域の割合を示しています（図4の円グラフも同じ）

図4　通常年と比較したラニーニャ年の穀物収量の変動
ラニーニャ年にはコムギの収量が、中国で増加、ヨーロッパやオーストラリアで減少する傾向にあります。

　「今回の成果は25年間の穀物の収量とエルニー
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水温から穀物の収量を予測するような予測モデルは
作成していません。今後は、海面水温の予測データを
元に穀物の収量がどの程度変動するかまで予測でき
るモデルを開発していきたいと考えています」

　収量が増えるのか、減るのかといった大まかな傾向
だけでも早い時点で予測できれば有用な情報です。
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ニーニャの予測をもとに穀物の収量変動をより早期
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研究トピックス

イミダクロプリドは植物に散布すると根や茎葉から吸

収され、特にカメムシ目の昆虫に高い効果を示します。

カメムシ目には、カメムシ、ウンカ、ヨコバイ、カイガラ

ムシ、コナジラミ、アブラムシといった吸汁性の重要害

虫が多く、全世界で使われるようになりました。

　イミダクロプリドは、ニコチンと同様に、神経伝達物

質アセチルコリンの受容体の一種である「ニコチン性

アセチルコリン受容体」に結合することで、正常な神

経伝達を阻害します。この作用特性から、類縁構造を

持つ殺虫剤を含めて「ネオ(=”新しい”の意)ニコチノイ

ド系殺虫剤」と呼ばれるようになりました。前述したよ

うに、ニコチンは人に対して強い毒性を示しますが、

ネオニコチノイド系殺虫剤の人に対する毒性は高くあ

りません。これは、人のニコチン性受容体に対するネ

オニコチノイド系殺虫剤の親和性が弱いなどの理由

によります。現在、農薬登録されているネオニコチノイ

ド系殺虫剤は7剤あり、そのうち6剤は日本で開発され

たものです。

ネオニコチノイド系殺虫剤の水田での利用

　イミダクロプリドはイネの重要害虫に卓効を示し、

育苗箱処理剤という新しい農薬施用法が開発されま

した。現在では他の系統の薬剤や殺菌剤との混合剤

も使用され、日本の移植水稲栽培において水田での

農薬散布が大幅に軽減されています。

　冒頭で述べた「斑点米カメムシ防除」にも触れてお

きましょう。水稲が出穂し実り始めると、周辺に生息し

ていた吸汁性のカメムシ類が水田に侵入して、もみか

ら吸汁します。吸汁痕は変色して斑点米となり、米の

等級に影響します。収穫した玄米中の斑点米の数が

0.1％を超えると1等米ではなくなって価格が下ってし

まい、場合によっては、不稔等により収量にも影響を

及ぼすことから、水稲の出穂期以降に殺虫剤を散布

するようになりました。斑点米カメムシ防除の難しさは、

カメムシ類が水田で増えるのではなく、周辺から侵入

してくる点にあります。ネオニコチノイド系殺虫剤はカ

メムシに対して優れた効果をもつことから、斑点米カ

メムシの防除に広く利用されています。

　ところで、農薬は農薬登録をしなければ販売するこ

とはできません。登録に当たっては安全性に関する膨

大な試験データの提出が求められていて、｢有用昆虫

への影響評価」としてミツバチに対する毒性も試験さ

れます。ミツバチに毒性がある場合には、使用上の注

意事項として、ミツバチに影響があるので注意するよ

う記述されています。今回の調査では、へい死したミツ

バチやへい死がみられたミツバチ群が集めた花粉団

子から、ネオニコチノイド系殺虫剤だけでなく斑点米

カメムシ防除に用いられる他の殺虫剤成分も検出さ

れ、水田で散布される殺虫剤が、ミツバチのへい死の

原因となった可能性が高いと考えられました。

　この研究は現在も進行中であり、今後は、殺虫剤の

影響を緩和するため、ミツバチが水田で殺虫剤に曝

露される経路を詳しく調べたり、曝露を回避するため

の技術を開発したりすることが重要と考えられます。

そのため、農研機構と農環研では、イネの花粉や水田

水における殺虫剤の濃度を把握するとともに、代用花

粉を利用して、ミツバチが水田に近づく機会を少なく

する技術を検討しています。

ミツバチ“へい死”の原因究明

　（独）農研機構（畜産草地研究所）と（独）農業環境

技術研究所は、近年夏季に北日本水田地帯で発生し

ている、巣箱周辺でのミツバチの“へい死”について調

査し、原因は、水田で斑点米カメムシ防除のために散

布される殺虫剤に曝露されたことである可能性が高

いと発表しました。（農環研プレスリリースhttp://ww

w.niaes.affrc.go.jp/techdoc/press/140718/）

　ここでいうミツバチのへい死とは、巣箱の出入口前

に死亡したミツバチが山のように積み重なる現象をさ

しており、働き蜂のほとんどが女王蜂や幼虫などを残

したまま巣箱からいなくなり群が維持できなくなるい

わゆるCCD（蜂群崩壊症候群）とは異なるものです。農

環研はこの調査で、死亡したミツバチや花粉団子に含

まれる微量の殺虫剤の分析を担当しました。調査の詳

細についてはプレスリリースを見ていただくことにし

て、ここでは、ミツバチとの関係で報道されることの多

い｢ネオニコチノイド系殺虫剤」についてお話しします。

ネオニコチノイド系殺虫剤とは？

　第二次世界大戦後に化学合成殺虫剤であるDDTが

使用されるまで、日本の農業では、天然由来の物質が

殺虫剤として使われていました。シロバナ

ムシヨケギク（白花除虫菊）の乾燥花（殺

虫成分ピレトリン等を含む）、マメ科デリス

属植物の乾燥根（ロテノンを含む）、そして

タバコ乾燥葉（ニコチンを含む）が代表的

なものです。

　戦後、DDTが農業に使用されるように

なると、日本でも新しい化学合成農薬の

開発が始まりました。合成農薬の開発手

法の一つとして、天然成分をモデルとして、

その欠点を減らし長所を伸ばした新しい

ネオニコチノイド系殺虫剤の話
ネオニコチノイド系殺虫剤の話

有機化学物質研究領域　石坂 眞澄

セイヨウミツバチ

ニコチン、ニチアジン、イミダクロプリドの化学構造

ばく  ろ

ばく  

物質を作るという方法があります。たとえば、シロバナ

ムシヨケギクに含まれるピレトリン類（ピレスロイドと

総称する）は、ほ乳動物に低毒性である一方、昆虫類

には速効性であるという特徴があります。この特長を

残して、自然環境下で分解しやすい欠点を改良したピ

レスロイド系と呼ばれる合成殺虫剤が次々と開発さ

れ、現在でも広く使われています。他にもカーバメート

系（豆成分由来）、ネライストキシン系（釣り餌に使うイ

ソメ成分由来）などの新しい合成農薬が開発されまし

た。一方、ロテノンやニコチン（図）をモデルにした殺

虫剤は実用化されませんでした。ニコチンは、毒物に

指定されているように人に対する急性毒性が極めて

高く、環境中では不安定で、それを克服する類似の化

合物を作ることができなかったのです。

　さて、1978年に海外の企業が開発した殺虫剤の候

補物質ニチアジン（図）は、光に弱く農薬として実用化

しませんでしたが、今までの殺虫剤と違った性質を

持っていました。そこで、日本のある企業が関連化合

物の研究を地道に続け、全く新しい殺虫剤イミダクロ

プリド（図）を開発し、1993年に

発売を開始しました。

ニコチン ニチアジン イミダクロプリド

ろ
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ニコチン、ニチアジン、イミダクロプリドの化学構造

ばく  ろ

ばく  
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広がる土壌情報の利用とニーズ

　農耕地の土壌情報をインターネット上で閲覧

できる「土壌情報閲覧システム（http://agrimesh.

dc.affrc.go.jp/soil_db/）」を公開して以降、土壌

情報の利用者は急速に拡大・多様化し、利用者

ニーズも多様化しています。フィールドで土壌

情報を利用したり、利用者独自のデータ（土壌診断結

果など）を土壌図と関連して示したりというニーズに

応えるため、土壌情報の新たな発信方法や利用方法

について研究開発を進めています。ここでは、フィール

ドでも土壌情報を活用できるように開発した携帯端末

用（スマートフォンやiPadなど）の無償アプリケーショ

ンである「e-土壌図」を紹介します（図1）。なお、「e-土

壌図」のインストールは図1のQRコードを利用して行

えます。

土壌図の表示と土壌の解説

　「e-土壌図」は、スマートフォンなどの携帯端末に搭

載されたGPSにより、現在地周辺のデジタル農耕地土

壌図を簡単に表示できます（図2）。また、表示された

土壌図上をタップすると、その場所の土壌の種類名が

表示されます。この土壌の種類名を再度タップすると、

iOS版では自動的に、Android版では「ブラウザで開く」

を選択することで、「土壌情報閲覧システム」に移行し、

土壌の種類ごとの解説ページが表示されます。「土壌

情報閲覧システム」にアクセスすると、土壌の種類ごと

の作土層の理化学性データベース（pdfファイル）もダ

ウンロードできます。

土壌図上にメモを作成して共有する

　「e-土壌図」にはメモ作成機能があり、携帯端末で撮

影したほ場の状況や作物の生育状況の画像ファイル

を注釈とともに土壌図上に保存できます（図3）。この

メモには、土壌診断結果などのpdfファイルも保存で

きるので、利用者は、作物の生育状況と土壌診断結果

収量見える化サイト（http://soilco2.dc.affrc.go.jp/）」

の計算エンジンにデータを引き渡す機能をもちます。

そのため、利用者は、作物の種類とその収量および堆

肥の種類と投入量を選択・入力するだけで、（1）開始

時の土壌炭素量（土壌の種類および地目ごとの全国

平均値）、（2）20年後の土壌炭素量、（3）1年間での土

壌炭素変化量および（4）標準的な土壌管理方法から

のCO2削減量の4つの数値が計算できます（図4）。

フィールドで土壌情報を利用
スマートフォン用アプリ「e-土壌図」の開発
農業環境インベントリーセンター　高田 裕介

図2　デジタル農耕地土壌図（左・右）と土壌の解説（中）
右は衛星画像を背景として表示したもの

図4　有機物管理機能の操作画面（左）と計算結果（右）
　　   作物および堆肥の種類については選択式、収量および
　　  堆肥投入については数値入力できる。

フィールドで土壌情報を利用　スマートフォン用アプリ「e-土壌図」の開発

フィールドで土壌情報を利活用できる

ロゴマーク

図 1　e- 土壌図

iOS 版のインストールはこちらから Android 版のインストールはこちらから

をほ場で容易に照合できるようになりました。これらメ

モファイルはKML形式で携帯端末に保存され、グーグ

ルドライブ上にも保存できます（現在はiOS版のみ可

能）。そのため、「e-土壌図」で作成したメモファイルを

自宅や職場のパソコン（グーグルアースがインストー

ルされたもの）に移して、パソコン上で編集できます

（図3）。また、農耕地土壌図のKMLファイルを、「土壌

情報閲覧システム」のe-土壌図紹介ページ（http://

agrimesh.dc.affrc.go.jp/e-dojo/）から無償でダウン

ロードすることで、パソコン上でもe-土壌図アプリと同

様の作業環境を構築できます。

有機物投入によるCO2削減効果をみる

　「e-土壌図」には有機物管理機能があり、ほ場にど

のような堆肥をどの程度施用すると、土壌中の有機物

がどのくらい増加（減少）するかを予測できます（図4）。

堆肥の施用は農地の生産力を維持・増進するだけで

なく、投入量を増やすと土壌中の有機物が増え、その

分大気に放出される二酸化炭素を減らす効果があり

ます。「e-土壌図」では、利用者が調べたい場所をタッ

プするだけで、自動的にその地点の土壌および気象

情報を取得し、農環研が公開している「土壌のCO2吸

図3　「e-土壌図」のメモ編集画面とグーグルアース場で表示した土壌図
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　東京スカイツリータウン（東京都墨田区）で7月19

日から8月17日に開催された「大昆虫展 in スカイツリ

ータウン」に、農環研コーナーを出展しました。このコ

ーナーでは、農業環境と昆虫の関わりについて、パネ

ルと標本で解説しました。例えば、里山の昆虫として農

業が多様な昆虫を育んできたことを説明し、里山に生

息する代表的な昆虫の標本を展示しました。また、害

虫、益虫、ただの虫として、農業生態系が微妙なバラン

スで成り立っていることを解説しています。「大昆虫

展」と銘打っているだけに、派手な大型美麗昆虫が占

める会場にあって、地味な昆虫ばかりの一角でしたが、

これをきっかけにより多くの人が農業環境と昆虫につ

いて関心を持ってくれることを願うばかりです。

（農業環境インベントリーセンター　中谷 至伸）

第59回  日本土壌肥料学会賞
物質循環研究領域　加藤 英孝 上席研究員
「黒ボク土におけるイオン吸着・移動過程に関する
研究」
　火山灰が風化してできた黒ボク土の多くは、硝酸イ
オンなどの陰イオンも吸着する性質があります。吸着
は土層内でのイオンの移動を遅らせる効果がありま
す。受賞者は、黒ボク土中の各種イオンの吸着・移動
過程を解明するための新たな実験法を開発するとと
もに、移動過程をモデル化し、硝酸イオンの移動速度
に影響する要因を明らかにしました。これらの成果は
農耕地から溶脱した硝酸塩による地下水汚染を軽減
するための基礎となるものです。

第32回  日本土壌肥料学会奨励賞
物質循環研究領域　片柳 薫子 特別研究員
「観測値と数理モデルに基づく農林地生態系温室
効果ガス排出量の広域評価」
　畑地および水田は温室効果ガスの排出源ですが、
その排出は様々な要因によって複雑に変動するため、
精度よく広い範囲の排出量を見積もることは困難です。
受賞者は、排出量予測精度を向上するための観測・デ
ータベース解析・排出量予測モデルの開発をおこな
い、排出量予測精度の向上を実現しました。

第59回  日本土壌肥料学会賞
生物多様性研究領域　平舘 俊太郎 上席研究員
「核磁気共鳴法を利用した土壌中における元素動態
の解明」
　土壌に含まれる元素は、土壌の母材、自然の風化過
程、人為的管理などの影響を受けて、さまざまな化学
形態で存在しています。この化学形態を明らかにする
ことで、土壌が生成するプロセス、人為的インパクトの
程度、農業への適否などを見積もることができます。
受賞者は、主に核磁気共鳴装置を用いて、土壌中の
炭素、ケイ素、アルミニウム、リンなどの化学形態を明
らかにする研究に取り組み、多くの成果をあげました。

第32回  日本土壌肥料学会奨励賞
農業環境インベントリーセンター　高田 裕介 主任研究員
「広域的なデジタル土壌情報の整備とその利活用法
に関する研究」
　受賞者は、日本およびカザフスタン共和国において、
広域的なデジタル土壌情報の整備手法を確立し、国
および州レベルでの農地土壌中の土壌有機炭素収支
の評価を行いました。また、研究過程で得られた土壌
情報について、ウェブ上でだれでも簡単に閲覧できる
ようにした「土壌情報閲覧システム」を開発しました。

　（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

22日（火曜日）と23

日（水曜日）に「昆虫採集教室」を、7月26日（土曜日）

に「のうかんけん夏休み公開」（詳細報告は下記）を実

施しました。

　昆虫採集教室（小学校3年生以上、事前予約制、定員

40名）では、参加者3～4人ごとに昆虫の研究者がついて

昆虫採集を行い、その後、室内で昆虫標本を作りました。

　「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）

NIAES トピックス
報  告

受賞報告
（独）農業環境技術研究所の研究職員が、2014 年度の日本土壌肥料学会賞および日本土壌肥料学会奨励賞を
受賞しました。

（左から順に）加藤 英孝上席研究員、平舘 俊太郎上席研究員、
片柳 薫子特別研究員、高田 裕介主任研究員

　小中学校の夏休み時期にあたる7月26日（土曜日）

に「のうかんけん夏休み公開」を開催しました（農研機

構夏休み公開と同時開催）。

　この催しは、子どもたちに科学に目を向けてもらい、

農業と環境のかかわりに関心をもってもらうことを目

的に昨年度から始めたもので、研究所構内に里山を

再現した「ミニ農村」と農業環境インベントリー展示館

を含む4つの会場に15の企画を用意しました。当日は

35℃を超える猛暑日となりましたが、小学生とその保

護者を中心に、昨年の来場者を上回る2200人もの来

場があり、盛況のうちに終了しました。

（広報情報室）

NIAES トピックス
報  告
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める会場にあって、地味な昆虫ばかりの一角でしたが、
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に影響する要因を明らかにしました。これらの成果は
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その排出は様々な要因によって複雑に変動するため、
精度よく広い範囲の排出量を見積もることは困難です。
受賞者は、排出量予測精度を向上するための観測・デ
ータベース解析・排出量予測モデルの開発をおこな
い、排出量予測精度の向上を実現しました。
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生物多様性研究領域　平舘 俊太郎 上席研究員
「核磁気共鳴法を利用した土壌中における元素動態
の解明」
　土壌に含まれる元素は、土壌の母材、自然の風化過
程、人為的管理などの影響を受けて、さまざまな化学
形態で存在しています。この化学形態を明らかにする
ことで、土壌が生成するプロセス、人為的インパクトの
程度、農業への適否などを見積もることができます。
受賞者は、主に核磁気共鳴装置を用いて、土壌中の
炭素、ケイ素、アルミニウム、リンなどの化学形態を明
らかにする研究に取り組み、多くの成果をあげました。
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「広域的なデジタル土壌情報の整備とその利活用法
に関する研究」
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広域的なデジタル土壌情報の整備手法を確立し、国
および州レベルでの農地土壌中の土壌有機炭素収支
の評価を行いました。また、研究過程で得られた土壌
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しろさを体験することによって科学・技術に関心を持
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ってつくば市内の研究機関や大学で行われる展示や
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に「のうかんけん夏休み公開」を開催しました（農研機

構夏休み公開と同時開催）。
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農業と環境のかかわりに関心をもってもらうことを目

的に昨年度から始めたもので、研究所構内に里山を
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を含む4つの会場に15の企画を用意しました。当日は
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　7月29日、秋篠宮殿下と佳子内親王殿下が（独）農

業環境技術研究所を視察されました。これは、茨城県

内で開催された第38回全国高等学校総合文化祭（い

ばらき総文2014）をご観覧後、お立ち寄りになったも

ので、環境化学物質分析施設と農業環境インベントリ

ー展示館の2か所をご視察いただきました。

　環境化学物質分析施設では、ダイオキシンなど環

境中の微量な化学物質を分析する施設と機器、農業

環境インベントリー展示館では、100年前の煙害調査

資料、低カドミウム米（コシヒカリ環１号）、環境放射能
の長期モニタリングの成果、昆虫標本、土壌モノリス

標本などを熱心にご覧いただきました。

（広報情報室）

秋篠宮殿下と佳子内親王殿下のご視察

のうかんけん夏休み公開2014
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　9月6日（土曜日）から11月30日（日曜日）の2ヶ月間、

つくば市内の科学館、つくばエキスポセンターの「サ

イエンスシティつくば再発見 研究機関等紹介コーナ

ー」において、研究所紹介を行なっています。会場には

研究所を紹介するパネルの他、土壌と昆虫の標本や

解説パネルをならべ、11月には、子ども向けイベント 「光る泥団子作り」と「ヒトと昆虫のかかわり」（ミニ講

演）を開催します。

（広報情報室）

つくばエキスポセンターで
研究所紹介展示




