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1.　はじめに

農業気象学会若手研究者の会は，会の発足を 1977年
とすると，それは現幹事の安武大輔氏の生年であり，飯

泉仁之直氏や中野聡史氏にいたっては生まれてもいない

年である。そのような長い歴史のある若手研究者の会で

はあるが，会の活動履歴を整理した資料は，1993年の
農業気象 (特別号・日本農業気象学会 50年の歩み )に
掲載された記事 (岡野，1993)のみであり，他は活動報
告が農業気象・生物と気象に散発的に掲載されるにとど

まっている。過去の活動履歴は，今後の活動方針を考え

る際の重要な指針であり，貴重な資料でもあるので，著

者らが幹事となってから，これまでの講演会のテーマなど

をできるだけ詳細に調べた。本部会報告では，それらを

調べた結果とともに，活動の変遷の概略も交えて報告した

い。

2.　若手研究者の会の活動履歴

表 1に，記録に残っている若手研究者の会 (以下，若
手の会 )の活動履歴を整理した。1977年～ 1992年は
岡野 (1993)の報告と重複している年代であるが，追加し
た情報もあるため，一括して掲載している。

1977年の若手の会の参加呼びかけから 1980年代初
めは，会の発足からその基盤を整えていく時期に相当し，

岡田益己氏や原薗芳信氏らの幹事連が会の運営に尽力さ

れた。原薗芳信氏によれば，当時は “組織として常態化

しておらず，学会開催地ごと，イベントごとにとりまとめ

役と，何人かが連絡を取り合って進めていた” という流動

的な状況で，活動の黎明期であったことが分かる。岡野

(1993)の報告では，いくつかの逸話とともに会の発足直
後の若さの溢れる活動の様子を伺うことができる。

1980年代中盤から後半にかけては，年に 2回の会合
が定期化され，懇話会とともに専門性の高い研究セミナー

が開催されている。研究セミナーで扱っている内容は，コ

ンピュータ (1985年 )，バイオテクノロジー (1987年 )，
リモートセンシング (1989年 )など当時の研究の最先端
のトピックである。それらのトピックが現在の研究では欠

かせない存在となっていることを考えると，若手の会の持

つ先見性がかいま見える。当時の手書きの印刷原稿の要

旨集は，若手の会で保管しているので，興味のある方は

著者らもしくは現役幹事に連絡されたい。

1990年代になると，研究に関するセミナーの他に，海
外留学 (1991年 )，国際会議におけるプレゼンテーショ
ン (1996年 )，若手研究者へのメッセージ (1999年 )な
ど多様なトピックも扱うようになる。この時期は，メーリン

グリストの試験的運用 (1998年 )や講演記録のインター
ネット公開 (1999年 )などの新しい取り組みにも挑戦して
いる。また，幹事が 2年で交代することがルール化してき
たのもこの時期である。著者らは，この 2年交代制につ
いては，1年だと短いし，3年以上だと長いので，その間
の 2年となっている程度にしか考えていなかった。しかし，
広田知良氏によれば，2年という期間は，“多くの方が若
手の会の活動を経験でき，企画力の養成や人と接する機

会を作れるようにする，あるいは 2年で交代することで 1
年目から次の幹事の候補を意識し，若手の学会員全般に

目を配れるようにする仕組み” を意図した，深慮遠謀の設

定であったことを知り，感銘を受けた次第である。

2000年代は，研究に関したセミナーの開催よりも，若
手研究者に課せられた今日的課題，すなわち，成果の論

文発表，競争的資金の獲得，キャリアパス確保の模索な

どを反映した内容のセミナーが多く開催された (英語論
文の執筆；2005年，キャリアパス；2006年と 2007年，
公募書類の作成；2008年 )。学会大会の開催形式が変わっ
ていったのもこの時期である。著者らが学会員となってか

らの学会大会は，夏～秋に他学会と合同で開催する形式

が続いたが，2006年の春季大会以降，春に本学会単独
で開催する形式に移行していった。この移行は，(懇親会
も含めた )若手の会の開催時間が確保しにくくなるという
課題ももたらしたが，夕食時に軽食を伴う形式での開催や，

オーガナイズドセッションとしての開催など臨機応変に対

応し，若手の会の活動はますます活性化している。

2010年代最初の若手の会は，2010年 3月に，オーガ
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表1　若手研究者の会年表。表の作成には過去の幹事の方にも協力いただきました。ここにお礼申し上げます。
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間野・平田：若手研究者の会の活動履歴 (1977年 ~2010年 )
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表1　若手研究者の会年表(続き)。
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表1　若手研究者の会年表(続き)。
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ナイズドセッション「若手研究者から見た農業気象学」と

して開催され，学生を含めた若手から諸先輩方まで多数

の参加があった。セッションでは，新進気鋭の中堅・若

手の研究者に，これまでの研究を振り返りつつ，農業気

象学という学問における自身の研究の位置付けを提示し

ていただいた。これにより，農業気象学の近年の対象範

囲が整理され，若手研究者が今後の自分の研究や農業気

象学のこれからの方向性を考える一助となった。2010年
には，若手の会のホームページも開設され，若手研究者

間の活発な交流と切磋琢磨を図り，魅力のある 2010年
代の若手の会活動を目指して幹事連は尽力中である。

研究人生を送るにあたり，いつかは職務や学会等社会

活動上の役務を経験せねばならず，若手の会はその訓練

に最適な場である。若手の会の幹事を務めることで，役

務経験だけでなく，多くの仲間との連帯が生まれている。

この部会報告が目に留まった若手研究者の方々，もし幹

事の依頼があった場合は率先して引き受けて，その最初

の一歩を踏み出して欲しい。荷が重いと思うこともある

かもしれないが，過去や同期の幹事連と議論を交わすこ

とで負担は解消され，充実した達成感と貴重な経験が残

るはずである。次期の幹事は，松田　怜氏 (東京大学 )，

遠藤良輔氏 (大阪府立大学 )，根本学氏 (北海道農業研
究センター )，吉田ひろえ氏 (中央農業研究センター )が
務める。諸先輩方には，今後とも，若手研究者・若手の

会の活動を注視しつつ，温かい励ましと叱咤激励をお願

いし，報告を終わりとしたい。

3.　お知らせ

若手の会のホームページのアドレスは，http://
wwwsoc.nii.ac.jp/agrmet/wakate/index.htmlです。
若手の会のメーリングリスト (AMYOUNG)に参加を

希望される方は，若手の会ホームページの入会案内を参

照し，メーリングリスト管理者までメールをお送り下さい。

なお，若手の会の入会資格に年齢制限はなく，「自称

若手」であればどなたでも入会可能です。学生会員の方

も含め，皆様，気軽に参加下さい。若手の会は，多数の

皆様の入会をお待ちしています。
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