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新たなコモンズの創造

三田村 強農業環境技術研究所 理事

わが国の生産農業

所得は昭和 年以53
降、毎年 億円の750
割合で減少し、平成

年には 兆 億12 3 550
円までに落ち込んで

しまいました。この

所得の推移からみて

も、農村の衰退は歴

然としています。他

方、世界の人口は今世紀半ばに 億人になると85
予測されますが、この人口を養う食料は保証され

ていません。それにもかかわらず、わが国の食べ

596KCal残しや食料の廃棄量はカロリーベースで

／人／日にも達し、グローバル化した世界経済シ

ステムの恩恵を受けた消費者は、飽食の生活を享

受しています。消費者にとって、価格の高い農畜

産物は魅力がなく、農林地のもつ多面的機能をア

ピールしても、今のところ直接的な被害を受けて

いないためか、この重要性は国民的な高まりにな

っていません。

G. 36このような状況は 生物学者 ハーディンが、

年前にサイエンスに発表した論文「コモンズ（共

有地）の悲劇」と何処か共通するところがありま

す。この論文の趣旨は、 人の牧夫が自由に利10
用できる放牧地があり、そこでは 頭の羊を養100
うことが可能であるとします。もし、 人の利10
用者が等しく 頭の羊を放牧すると、牧草は不10
足することなく、羊を持続的に飼うことが可能で

す。しかし、１人の牧夫が 頭の羊を放牧した11
とすると、この１頭分の利益を牧夫は独り占めで

きますが、増頭に伴う牧草の不足分は、 人の10
牧夫が平等に分担することになります。この段階

では１人当たりの損害が小さいため、大きな問題

、 、にはならないのですが どの牧夫も利益を追求し

競って多くの羊を放牧すると、この放牧地は羊を

養いきれず、荒廃してしまいます。そのため、ハ

ーディンはこの悲劇を回避するためには、共有地

から私有地または国有地に所有形態を変えるべき

としました。しかし、わが国の農林地の経済的価

値が低下してしまった今日、私有であれ、国有で

あれ、土地所有者は農林地を保全することさえ困

難となり、所有形態だけでは悲劇が回避されない

状況にあります。

他方、ハーディンが提起した悲劇は、誰でも自

由に利用できるという、オープンアクセスが前提

ですが、実際の共有地の管理においては、ほとん

どが利用法に制限を設けており、これによって持

続的利用を可能にしてきました。かつて東北地方

で放牧共用林野を調査したことがありますが、こ

の共用林野の利用も厳しい制限を設け、持続的な

利用を可能にしてきました。また、この利用方式

は、林野の保全と家畜生産を可能にするばかりで

なく、その流域を構成する森林、草地、河川の生

態系の保全にも役立つことが判りました。これま

で、林側は牛を放牧すると木が被害を受けると主

張してきましたが、流域生態系の保全という視点

からすると、この放牧方式は合理的であったと言

えます。

ところが、わが国の共有地の多くは、その経済

的価値の低下とともに崩壊してしまいましたが、

最近になって新たなコモンズが生まれつつありま

す。その一例としては、都市住民と農村住民によ

る里山の管理があります。これは都市住民が、生

物の存在の中で安らぎを感じ、安心して食べると

いう、人間が生物として持っている自然な感情の

あらわれです。さらに都市住民は、電子・情報産

業の急速な発展によって、人工的環境の快適さを

享受していますが、都市住民の中には自然環境と

断絶した人工的環境は、精神的な弊害をまねき、

生産活動そのものにも悪影響を及ぼすのではない

かという不安を感じる人も少なくありません。こ

の不安を回避するためには、都市住民が参画した

農山村の新たな利用管理方式を確立し、人工的環

境と農林業が営む半自然環境を統合した生産環境

を創造することが必要です。

巻 頭 言
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「安全・安心」を目指す農業環境研究

上路 雅子企画調整部長

科学技術の進歩は

目覚しく、開発され

た新しい技術や製品

が、われわれの生活

の向上に大きく寄与

しています。また、

国民の健康志向は限

、 、りなく高く 今後も

経済的に安定し、安

全で安心感をもてる生活を求め続けていくとい

えます。

しかし、科学は万能でなく 「安全」である、

と確立された技術や製品も、将来にわたって安

全であり続ける保証はありません。例えば、第

二次大戦以降、ニカメイチュウ、ウンカなどの

農業害虫や、シラミ、蚊などの衛生害虫の防除

用殺虫剤として使用された は、農作物のDDT
増産や生活環境の整備に極めて有効な役割を果

たしました。しかし、 年、米国のレィチ1964
ェル・カーソンの著による「 」のSilent Spring
なかで、 は難分解性で土壌や生物体内にDDT
長期間蓄積することが指摘され、わが国におい

DDT DDTても の使用が禁止されました この、 。

、 、に代わって と同様の効果を保持しつつDDT
分解しやすい化学構造をもつ殺虫剤が開発さ

れ、現在でも、この分解性が農薬開発の重要な

条件です。安全なものを求めていくことは、自

動車の排ガス問題の解決やダイオキシン類の焼

却・燃焼施設からの排出量の削減等々、科学技

術の進歩によって達成されていくところが大き

いといえます。また、最近話題になった内分泌

かく乱物質（いわゆる環境ホルモン）による生

態影響のように、新たな問題が生じることも予

想されます。このような時に、対応すべき技術

の開発に直ちに取組むことが求められていま

す。

当所の研究目標は、土壌や生物などの農業環

境資源を次世代に継承していくとともに、農業

環境を保全し、食の安全・安心を確保すること

POPsです 現在 カドミウム ヒ素等重金属や。 、 、

（残留性有機汚染物質）などの化学物質、遺伝

子組換え農作物や侵入・導入生物、並びに温暖

化にみられる地球環境の変動などによる農業生

態系への影響を評価し、そのリスクを軽減する

技術の開発が緊要となっています。そのため、

精度の高い分析・評価手法に基づき、環境中に

おける実態把握、リスクの評価と軽減技術の開

発など、調査研究の内容は広範囲です。農業環

境研究では、土壌、気象条件などの異なる環境

要因と、生物や化学物質などとの複雑な関係を

無視することはできません。場合によっては、

異なる研究分野と連携をとることで効果的な研

究の発展も見込まれます。所内での共同研究は

勿論のこと、国内外の多くの研究者との協力体

制を構築することが望ましいと考えます。

近年 「食の安全・安心」に対し強い要望が、

。「 」 、 、あります 安全 については 上記のように

その時代に対応可能な科学的知見や技術によっ

て、ある一定の解決策を提示することが可能で

しょう。しかし 「安心」については、社会的、

な合意を得ることが非常に難しいと言わざるを

えません。安心と認める尺度は、国民ひとりひ

とりによって、その立場や生活実態などで大き

。 、く異なります 農業環境研究に携わる者として

多くの科学的知見を分かりやすい形で的確に提

供し、国民と信頼できる相互関係を日常的に作

っておく努力が必要です。
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化学物質の生物影響評価

遠藤 正造環境化学分析センター長

現在、我々は豊か

な生活を営んでいま

すが、これは人間が

作り出した多くの道

具や化学物質を利用

することによって成

り立っています。世

界の人口は近代に入

2003り急速に増加し

63 2050年の 億人から

。 、年には 億人に迫ると予想されています また100
いわゆる人の生活レベルが向上するにつれて、化

学物質の使用量が益々多くなることが予想されま

す。地球は有限であるとの警告は今に始まったこ

とではなく、 年代にローマクラブにより既1970
に警告されておりますが、当時はそれほど危機感

を持つ風潮ではなかったのでしょう。しかし、現

在は人間活動が既に生態系の許容範囲を超える、

あるいは限界に来ているのではないかと懸念する

人も多く、環境保全が叫ばれています。このため

人間の活動が極力生態系に影響を及ぼさないよう

にすることが求められるようになってきていま

す。こうした中で、昨年 月に「水産動植物に対3
する毒性に係る登録保留基準 （農薬取締法 、」 ）

同 月に「化学物質の審査及び製造等の規制に関5
する法律」の改正が行われ、化学物質の環境生物

に対する影響が一層考慮されるようになってきて

います。

化学物質の生物に対する影響を評価するには化

学物質自身の毒性の強さ、存在形態、暴露形態、

暴露濃度、暴露時間などを明らかにする必要があ

ります。例えば化学物質が直接生物体に接触する

場合と食物とともに口から摂取する場合では毒性

が数十倍異なることもまれではありません。また

金属などではその化学形態によって生物影響が著

しく異なることはよく知られています。そこで、

化学物質による生物影響を評価するため、環境中

、 、における分布 存在形態等の動態を知るとともに

化学物質の生物体への吸収、標的部位への移動・

蓄積等も知る必要があります。

環境中の化学物質が微量であっても長期暴露さ

れた場合には、生物濃縮が起こり、生物に影響を

与えることも考えられています。ダイオキシンや

などの場合、生息環境の海域では非常に微PCB
量が存在するだけにもかかわらず、イルカやアザ

ラシなどのように高次捕食者で、生育期間が長い

生物では、何万倍にも濃縮されることもあり、そ

れらの免疫系のかく乱が起こっているのではと懸

念されています。このような場面では微量な化学

物質でも正確に測定することが重要であり、その

ための分析法を開発し、その動態解析等により暴

露量を把握することが必要となります。また、野

外では多くの生物がお互いに競争あるいは共生し

ながら生息しているため、この仕組みを明らかに

し、さらに生態系で重要となる生物種を明確にす

ることが求められます。生態系の保全管理を行う

ためには、その生物種に対する化学物質の影響を

評価する必要があります。

このように今後は、生態分野、化学分野、毒物

学分野等の専門家が一層協力して研究を進めて行

く必要があります。この内のどの分野が欠けても

研究は進まないでしょう。このため各分野の人と

十分論議し、研究を進めて行かなければならない

と考えています。

これからはどの研究においても共同研究が重要

となってきております。特に環境研究となればな

おさらです。共同研究では異分野の人（異なった

常識を持った人）と一緒に研究を行うためには当

然ですが、自分の考えに固執せず他人の考えを受

け入れる柔軟性・協調性が非常に重要となりま

す。しかし、反面、研究を強力に進めるには「自

分の思い」というものも非常に大切です。ここに

共同研究の難しさがありますが、これらをうまく

調和させて研究を進めて行く必要があると考えて

います。
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アラスカの湿地ツンドラにおける

ガスフラックスの長期観測

宮田 明地球環境部フラックス変動評価チーム

はじめに

、 、アラスカの北極海に面した小さな町 バローに

1999 4農業環境技術研究所の観測点がある。 年

月に設置されたこの観測点では、ツンドラの二酸

化炭素収支、メタン放出量の測定が、現在まで継

。 、続されている 北極域は気象の年次変動が大きく

また地球温暖化の影響が顕著に現れることが予測

されている地域でもある。ツンドラにおけるエネ

ルギー、炭素、温室効果ガスの収支の実態とその

変動性を把握することは、地球温暖化に伴う北極

域の陸域生態系の応答を解明する第一歩となる。

また、陸域炭素循環の解明を目的としたフラック

FLUXNET 1990スネット（ ）と呼ばれる観測網が

年代後半に組織されて以降、地球上の様々な生態

系で長期的な観測が実施されており、バローでの

観測はその一環に位置付けられる。

観測点の設営と保守

Central Marsh農業環境技術研究所の観測点は、

とよばれる低湿な窪地の中にある（写真 。こ1）
wet sedgeの観測点のツンドラは湿地ツンドラ（

） 、 、 、tundra に分類され 優占する植生はスゲ コケ

地衣類である。バローの夏季（ 月から 月）の6 9
平均気温は 、総降水量は で、 月下2.5°C 74mm 7
旬には日中の気温が を越える日もある。活10°C
動層（夏季に融解する表層土層）の厚さは、 月8
下旬には約 に達する。地表面から積雪が消30cm
える 月中旬から 月前半までが、植物の生育期6 9
間となる。

バロー観測点では、他のフラックスネット観測

点と同様に、年間を通した観測を行っている。通

年観測が可能となったのは、商用電源を利用でき

たからである。フラックス観測を行う場合に、商

用電源が利用できるか否かは、観測の内容とデー

。 、タの質に決定的な差をもたらす 観測点の設営は

共同研究者である 教授（サンディエW. C. Oechel

1999 4ゴ州立大）のグループの協力を得て、 年

月に行った。スノーモービルやそりを使用できた

ため、タワーや仮設橋の建設のための資材の運搬

には好都合であった。その後、一部の測器の更新

や、測定項目の追加、測器収納箱の改善などを経

て、現在に至っている。

測定項目の大部分は自動化されているとはい

え、使用している測器類は研究用のものであり、

付帯設備も手作りなので、いつ、どのようなトラ

ブルが発生するかわからない。とくに、植物の生

育期間のデータの確保は重要なため、夏季には大

学院生が現地に常駐して、観測点の保守を担当し

た。また、冬季は、 、 ヶ月毎に交代で担当者1 2
、 。が出張し データの回収と測器の保守にあたった

年夏以降は、アラスカ州フェアバンクスに2002
ある国際北極圏研究センター（ ）が保守をIARC
担当している。

写真1 上空から見たバロー観測点(間野正美氏撮

影)。写真右上から下部にかかる楕円状の

縁取りがCentral Marshの土手。中央部に

見える長さ130メートルの仮設橋の先端

に、高さ6メートルの観測タワーがある。

右下は農業環境技術研究所（NIAES）の観

測点であることを示す杭。

研 究 ト ピ ッ ク ス
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二酸化炭素とメタンの年間収支

年から 年までの 年間の、バロー観1999 2001 3
測点の二酸化炭素とメタンの年間収支を図 に示1
す。この結果は、 分間毎に計算したフラック30
スを年間積算して求めたものである。総光合成量

は植物が光合成によって固定する二酸化炭素の量

であり、生態系呼吸量は植物の呼吸と土壌有機物

の分解に伴って生態系から放出される二酸化炭素

の量である。バローの植物の生育期間は約 ヶ月3
間と短いが、総光合成量は年間の生態系呼吸量の

倍から 倍であり、年間の二酸化炭素収支2.5 3.8
（純生産量）は正、すなわちツンドラは大気中の

二酸化炭素を吸収している。また、バロー観測点

の純生産量（年間 から ）は、これ78 158 g C m-2

まで報告されている他の高緯度地域の湿地の値に

比べて大きい。夏季に湛水状態となる湿地ツンド

ラでは、総光合成量に対する生態系呼吸量の割合

が小さいためと考えられる。 年間の結果ではあ3
るが、純生産量に対する総光合成量の年次変動の

1999影響は大きく、夏季に多照、高温であった

年には、総光合成量が増加したため、純生産量は

年や 年の約 倍となった。2000 2001 2

図1 バロー観測点の1999年から2001年までの

二酸化炭素とメタンの年間収支。夏季は6

月から9月まで、冬季は10月から翌年の5

月までとした。

ツンドラからのメタンの年間放出量にも年次変

動がみられ、総光合成量が多かった 年のメ1999
タン放出量は、他の年次に比べて大きかった。メ

タンの年間放出量は、炭素量に換算すると純生産

量の から にすぎず、炭素収支に占める3.2% 4.5%
割合は低い。ただし、地球温暖化指数（積算期間

年）を用いて換算すると、メタンの年間放出100
量は二酸化炭素吸収量の ％から に相当す27 38%
る。つまり、今後 年間の積算効果を考えた場100
合、現在の湿地ツンドラは地球温暖化の抑制に寄

与しているものの、大気中から固定した二酸化炭

素量の約 は、メタンの放出によって相殺され1/3
ていることになる。 年間にわたる観測により、3
二酸化炭素やメタンの年間収支、気象の年次変動

に伴う収支の変動幅などが明らかになった。

おわりに

従来のツンドラにおけるガスフラックスの観測

は、そのほとんどが植物の生育期間に限定されて

おり、二酸化炭素とメタンの収支を同時に測定し

た例もほとんどない。この点が、本研究と従来の

研究との大きな違いである。

バローでの観測は 年目を迎えた。この長期観5
測の基礎となっているのは、私達が 年代に1990
蓄積してきたフラックス測定に関する技術と、試

行錯誤しながら体得したノウハウである。これに

加えて、サンディエゴ州立大のグループの協力と

援助、そして観測に携わった多くの皆さんの努力

がなければ、本研究は成しえなかっただろう。
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ひと目でわかるトウモロコシの交雑

―キセニアを利用した交雑率の簡易調査法―

松尾 和人生物環境安全部組換え体チーム

はじめに

トウモロコシ花粉の飛散距離と交雑率に関す

る調査研究のきっかけは、米国で栽培されてい

た飼料用の遺伝子組換えトウモロコシ品種「ス

ターリンク」の種子が食品材料用種子に混入し

ていた問題に端を発している。その後、トウモ

ロコシ花粉は何メートルまで飛ぶのか？ 交雑

する確率は？ などの疑問があがり、トウモロ

コシ花粉の飛散距離と交雑率調査手法の開発お

よび両者の関係を明らかにする目的で調査研究

を実施した。

交雑率の簡易調査法と調査結果

試験に用いた材料は、開花期がほぼ同調する

市販のトウモロコシ品種を選択し、花粉親 花(

粉源 として、雌穂に黄色粒をつけるハニーバ)

ンタム、種子親（受粉側）には白色粒のシルバ

ーハニーバンタムを用いた。種子親の交雑の有

無は、キセニア現象により種子親の白色粒中に

現れる黄色粒によって判定した（図１ 。キセ）

ニアとは、受精した際に花粉親の優性形質が直

ちに種子の胚乳に現れる現象で、ここで注目し

たトウモロコシ粒色のほか、イネの糯 モチ と( )

粳（ウルチ）との関係がキセニアの現象として

広く知られている。

種子は農業環境技術研究所構内の試験圃場

に、畝間 、株間 で播種した。種子親70cm 30cm

のシルバーハニーバンタムは、開花までの日数

（約 日）が花粉親のハニーバンタムと比べ65

て数日遅い。このため開花期を出来るだけ揃え

る目的で、種子親の播種日に対して花粉親では

播種日を同日及び後ろに 日ずつずらしながら3

回に分けて播種した。3

収穫期に、 本の畝を選び、花粉親と種子10

、 、 、親の境界より 種子親側に ｍ､0.3m 1.2 2.1m

以降 ごとに生育する株の成熟した雌穂を2.1m

採取し、一畝当たり 本、合計 本の雌穂26 260

。 、 、を採取した 収穫した雌穂は 包皮を剥いだ後

縦列数、縦列粒数及び穂中の黄色の粒数を数え

(%)た 交雑率は全粒数に対する黄色粒数の割合。

で示した。また、全粒数は縦列数と縦列粒数と

の積を補正して推定した。

これらの調査の結果、花粉親株に隣接する種

子親株（ の距離）の平均交雑率は と0.3m 23%

高く、花粉親からの距離にともなって急激に低

5m下するが 連続した交雑帯は花粉親株から約、

の範囲である。さらに から までの風10m 50m

下では、 ％から ％までの範囲で極めて0.3 0.1

低く推移することがわかる 図 、図 。( 2 3)

 

花粉親   0.3m  0.9m   2.1m   3.9m   6.0m  12m  46m 

図1 トウモロコシ雌穂中のキセニアによる交雑

種子の分布

（数字は花粉源からの距離）
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図２ 種子親個体群における交雑率の分布
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図３ 花粉親からの距離と交雑率との関係

本調査法の特徴と今後の活用

この調査法では、市販のトウモロコシ品種を

使用するため、一般圃場で多数の植物個体を対

象に、簡易にまた正確に交雑率を推定すること

ができる。また、当世代で、交雑の有無を判別

できるので、他の手法と比較して短期間に結果

を得ることが可能である。

本調査法は、遺伝学的な根拠に基づく簡便な

手法で、条件の異なる各地での適用が可能であ

、 、り また交雑の有無が視覚的に判別できるので

一般市民の理解を得やすい利点がある。この研

究課題については、平成 年度から種苗管理14

センター嬬恋農場と共同して取り組んでおり、

ここで開発した手法を広域圃場 約 に適用( 4.5ha)

して、さらに花粉飛散と交雑率との関係を明ら

かにする計画である。



- 9 -

水質モニタリングデータの図形表示・データ集約システム

竹内 誠・板橋 直化学環境部栄養塩類研究グループ水質保全ユニット

駒田 充生企画調整部研究企画科

はじめに

水環境保全の立場から各種水質調査が実施さ

れ、膨大な量の水質データが蓄積されている。

しかし、これらの多くは年度ごとの数値データ

としてまとめられているだけであり、流域内の

水質保全・評価のために利活用されているとは

言い難い。

そこで、既存水質データベースのハンドリン

グを簡易操作で実行可能とし、地域水質の実体

や変動を容易に把握でき、指定地点について正

確な対象成分の流出負荷量の算定が可能なシス

テムを開発した。

現状と問題点

水質保全を指向した効率的な地域水質管理法

の策定のためには、開発された個別水質浄化技

術の導入効果の予測評価並びに、対象地点の濃

度変動がその集水域の流域特性（気象、地形、

地質、土壌、営農実体等）とどのような関連が

あるかを明らかとし、その流域の水質を決定す

る各種要因の大きさから水質を高精度で推定可

能としておく必要がある。そのため、当ユニッ

トでは、流出までの時間的な遅れや水田等の湛

水面の有する自然浄化機能の発現量をも評価可

能な地域水質解析評価システムを作成し、解析

を進めている。さらに当システムの精度向上の

ためには、流域特性の異なる多くの流域につい

て解析を実施し、各種パラメータの妥当性につ

いて検討する必要があり、そのためには、特に

モニタリングデータを基とした正確な実流出負

荷量の算定が必須となる。長期間にわたるモニ

タリングデータは、測定間隔内の平均濃度では

なく、数秒という短期間内に採水された水につ

いての成分濃度でしかない。そのため、１連の

測定データを多変量解析し、年、季節、先行降

水量等の要因でどの程度変動するかをあらかじ

め定量的に明らかにし、その定量式によって流

出負荷量を推測する方が精度が向上する。

開発したシステムの内容と特徴

水質データベース例として、モニタリング地

点数、期間、水質項目数とも最大規模の環境省

水環境部企画課の有する全国公共用水域水質デ

ータを用い、これら水質データを簡易に表示・

検索し、対象成分濃度変動の他項目および気象

要因依存性を解析するデータベース管理システ

ムを作製した。

検索結果とオンラインで入手したアメダスデ

ータとを組み合わすことにより、対象とする水

、 （ 、 ）質成分の年・季節変動 他水質項目 含 水量

図１ 検索後の画面への表示例

(検索結果の画面表示は、この他に成分濃度の経

時的な変動を見るための棒グラフ、数値表を選択

できる ）。
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および気象項目との関連を解析・把握できる。

また、検索地点を流下する対象成分負荷量を算

出できる（図 。特に降雨量との関連が簡易1）

操作で解析できる（図 、図 。2 3）
本システムは地図情報の取込やデータ形式を

整えることにより、環境省のデータベース対象

地域以外や対象水質項目以外にも容易に適用で

きる。

なお、本システムには重回帰・直交多項式・

分散分析を統合したデータ集約機能が組み込ま

年・県別に抽出

県別・全期間 

Yes 

No 

画像表示 

結果は妥当か？

検索地点を流下する対象成分負荷量 
（年・季節・日単位） 

汎用データ集約機能による 
最良不偏推定式の算出 

各項目の偏回帰係数とそのF検定値， 
基本統計量，感度分析，予測値の算出・等 

検索実行 

チェック，他地点参照で
欠測値補間 

Hamon,Thomthwaite 
法による蒸発散位の算出

全降雨量項目作成の 
ための前日期間指定 

検索地点・ 
水質項目・ 
期間指定 

県名指定 

長期変動因・季節変動因 

各項目の表現次数 
項目間互作用項の設定 

年度別全国対象 
水質水量 
データベース 

オンライン 
AMeDASデータ取込 
（日単位） 

画像表示 

（日単位） 

（採水日単位） 

（年・月・日） 

図２ 水質モニタリングデータ表示・解析フロー

れており、説明変数が非線形の場合や交互作用

が存在する場合でも容易にデータを集約するこ

とができる。

おわりに

本システムの使用により、目的とする水質項

目の濃度変動を特定県内全域の調査地点につい

て、長期的な変動も含めて図形で見ることがで

きる。そのため、水質の現況のみならず、過去

に取られた水質改善対策の効果等の評価も可能

である。

また、研究面では、水質解析のための調査対

象地域の選定等にも利用できるし、調査、分析

されたデータを本システムに登録しておくこと

で、随時、その結果を一元的に見ることが可能

となる。

さらに本システムに組み込まれている特定モ

ニタリング地点における正確な実流出負荷量の

算定機能を利用して、汎用の地域水質評価シス

テムで使用する対応パラメータ値の高精度化を

図り得る。

図３ 全窒素濃度変動解析例

(実測全窒素濃度[黒線]と年、季節、水質懸濁物

質濃度を要因とした全窒素濃度最良不偏推定値

[赤線]との一致性から、突発的な全窒素濃度上

昇が、懸濁物質濃度に依存したことがわかる)
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「アセアン諸国における農業の多面的機能の

計量的調査事業」の指導および調査

恭男生物環境安全部植生研究グループ長 小川

農林水産省の大臣官房国際部が所管するアセア

ン拠出金事業として 「アセアン諸国に農業の多、

面的機能を計量的に評価するための手法を普及す

」 。 、る事業 が展開されています この事業の目的は

農業が産業としてばかりでなく、国土の保全や自

国文化の基盤形成を図る上でも重要な役割を果た

していることについて、アセアン諸国内で理解を

深めようというものです。また、アセアン諸国に

おけるこうした理解は、世界貿易交渉の農業分野

における協議においても、有用な知識となるから

です。

この事業は、 年から第 フェーズにはい2003 2
り、現在では、第 フェーズにおけるアセアン諸1
国からの事業報告があがってきています。農業の

多面的機能を、環境的機能、社会的機能、食料安

全保障機能、経済的機能、文化的機能の 項目で5
整理し、それぞれの計量的評価に取り組んだ成果

の報告ですが、不慣れな点が多く、戸惑いがある

ようです。そこで、より良い事業となるために、

現地で調査方法や取りまとめ方法を指導するため

のフォローアップが必要となります。今回の出張

（ 年 月）では、それを目的として、マレ2004 1
ーシアとブルネイを訪問しました。

マレーシアでは、農業局で第 フェーズの成果1
と今後の調査の進め方について論議した後、ケラ

ンタン（ ）州の水田地帯に設けた第 フKelantan 2

写真１ アセアン拠出金事業のマレーシア調査

地における懇談風景

ェーズの調査地（巻頭の写真を参照）を訪問しま

した。約 の調査地では、水稲の後作として200ha
トウモロコシやスイカ等を作付けするとともに、

ロウガン（龍眼）フルーツ園、ナマズ養殖池およ

び家庭菜園などを結合した多様な複合生産システ

ム（ ）について取り組Integrated production system
んでおり、食料安全保障機能を中心として多面的

機能の計量評価を行っています。訪問時には、関

係農家と農業指導者が多数参加し、和やかな会合

がもたれました（写真 。1）
ブルネイでは、農業局での論議の後に、テンブ

（ ） 。ロン 地区の調査地を訪問しましたTemburong
そこは、道路沿いの森林域に開墾した水田で、道

路建設とともに農家が入植し、農家自身が農地造

成（伐採・火入れ・耕起・整地）しました（写真

。ブルネイは国土面積が （三重県と2 5,800km） 2

同じ）の小さな国で、水田面積も しかあり200ha
ません。また、ほとんどの農産物も輸入に頼って

いる国です。調査地では、農業者人口の年次間変

動がみられ、都市就業者の変動を緩和する農村の

緩衝機能がうかがわれます。

おわりに、アセアン諸国がこの事業を通じて日

本との連携協力を益々深め、持続的な発展をとげ

ることを祈念します。

写真２ ブルネイ調査地における道路沿いの開

墾水田（中央は炭化した切り株）

海 外 出 張 報 告
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海 外 出 張

氏 名 所 属 出 張 先 活 動 内 容 期 間 備 考

八木 一行 地球環境部 ウガンダ － ワークショップに出席 要請出張SCOPE NFRAP H16. 1.10
～ 環 境 問H16. 1.20 SCOPE(

)題科学委員会

小川 恭男 マレーシア、 アセアン拠出金事業「農業の多面的機能に関 要請出張生物環境安全部 H16. 1.13
ブルネイ する計量的調査研究及び普及事業」におけ ～ 農林水産省H16. 1.21

るフォローアップに係る指導及び現地調査

長谷川利拡 地球環境部 タイ 「農業水資源変動による食料生産への影響 農水省委託プロH16. 1.19
の解明と予測手法の開発」に関するデータ ～ ジェクトH16. 1.22
収集

鳥谷 均 地球環境部 タイ 「農業水資源変動による食料生産への影響 農水省委託プロH16. 1.19
の解明と予測手法の開発」に関するデータ ～ ジェクトH16. 1.22
収集

横沢 正幸 地球環境部 中国 中国における水田生態系からのメタン発生 環境省委託プロH16. 1.26
量と削減効果の広域評価モデルの構築に関 ～ ジェクトH16. 2. 3
する現地調査

杜 明遠 地球環境部 韓国 地表面条件と風送ダスト発生の関係解明に 文科省委託プロH16. 1.27
関する調査研究及び第３回風送ダスト国際 ～ ジェクトH16. 2. 1
ワークショップに出席

三島慎一郎 化学環境部 韓国 日韓共同研究に関する研究打ち合わせ 交付金プロジェH16. 2. 3
～ クトH16. 2. 6

麓 多門 地球環境部 アメリカ 農業生態系の炭素・窒素循環予測のための 要請出張H16. 2. 9
モデルの改良 ～ 日本学術振興会DNDC H16. 2.29

( )日米科学協力事業

須藤 重人 地球環境部 タイ ガスクロマトグラフによる農耕地から発生 要請出張H16. 2.13
する温室効果ガスの高精度測定技術指導に ～ モンクト王記念H16. 2.20

（ ）関するワークショップ 工科大学 タイ

大倉 利明 農業環境イン オランダ、デ 温暖化と土壌炭素変動に関わる の研究 環境省委託プロEU H16. 2.15
ベントリーセ ンマーク 動向調査 ～ ジェクトH16. 2.22
ンター

井上 吉雄 地球環境部 フランス リモートセンシングと生態プロセスモデル 環境省委託プロH16. 2.15
の協働手法に関する調査研究 ～ ジェクトH16. 2.28

八木 一行 地球環境部 中国 中国における環境保全型農業生産技術の評 要請出張H16. 2.16
H16. 2.19 JIRCAS価と開発に関するワークショップに出席 ～

宮田 明 地球環境部 バングラデシ バングラデシュの水田における微気象とフ 要請出張H16. 2.21
ュ ラックス測定に関する現地調査 ～ バングラデシュH16. 2.28

農業大学

杜 明遠 地球環境部 中国 地表面条件と風送ダスト発生の関係解明に 文科省委託プロH16. 2.22
関する調査研究 ～ ジェクトH16. 3. 7

米村正一郎 地球環境部 中国 地表面条件と風送ダスト発生の関係解明に 文科省委託プロH16. 2.22
関する調査研究 ～ ジェクトH16. 3. 7

岡本 勝男 地球環境部 中国 農業と水循環に関する現地調査と情報収集 要請出張H16. 2.25
科学技術振興機構～ H16. 3. 5

新藤 純子 地球環境部 中国 流域窒素循環に関する情報収集及び現地調 要請出張H16. 2.28
科学技術振興機構査 ～ H16. 3. 5

研 究 ・ 技 術 協 力
（ . １ ～ ）Ｈ１６ ３
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氏 名 所 属 出 張 先 活 動 内 容 期 間 備 考

桑形 恒男 地球環境部 タイ 「農業水資源変動による食料生産への影響 農水省委託プロH16. 2.29
の解明と予測手法の開発」のための観測装 ～ ジェクトH16. 3. 5
置の設置と研究打ち合わせ

後藤 慎吉 地球環境部 タイ 「農業水資源変動による食料生産への影響 農水省委託プロH16. 2.29
の解明と予測手法の開発」のための観測装 ～ ジェクトH16. 3. 5
置の設置と研究打ち合わせ

芝池 博幸 フィリピン 組換え農作物の環境安全性評価のための基 環境省委託プロ生物環境安全部 H16. 2.29
礎的研究 ～ ジェクトH16. 3. 5

井上 吉雄 地球環境部 ラオス 「リモートセンシング等による移動耕作生態 環境省委託プロH16. 3. 2
系の変動と立地環境の解明」に関する調査 ～ ジェクトH16. 3.10

池田 浩明 韓国 日韓共同研究に関する研究打ち合わせ 交付金プロジェ生物環境安全部 H16. 3. 3
～ クトH16. 3. 6

小沼 明弘 韓国 日韓共同研究に関する研究打ち合わせ 交付金プロジェ生物環境安全部 H16. 3. 3
～ クトH16. 3. 6

小原 裕三 化学環境部 韓国 日韓共同研究に関する研究打ち合わせ 交付金プロジェH16. 3. 3
～ クトH16. 3. 6

石原 悟 化学環境部 韓国 日韓共同研究に関する研究打ち合わせ 交付金プロジェH16. 3. 3
～ クトH16. 3. 6

田中 修 総務部 オーストラリ オーストラリア、ニュージーランドにおけ 研究推進費H16. 3. 6
H16. 3.13ア、ニュージ る農業環境研究に関する調査 ～

ーランド

今川 俊明 地球環境部 オーストラリ オーストラリア、ニュージーランドにおけ 研究推進費H16. 3. 6
H16. 3.13ア、ニュージ る農業環境研究に関する調査 ～

ーランド

小川 恭男 オーストラリ オーストラリア、ニュージーランドにおけ 研究推進費生物環境安全部 H16. 3. 6
H16. 3.13ア、ニュージ る農業環境研究に関する調査 ～

ーランド

板橋 直 化学環境部 ニュージーラ 「農業と環境に対する農場管理指標に関す 研究推進費H16. 3. 6
OECD H16. 3.13ンド る 専門家会合」に出席 ～

大倉 利明 農業環境イン ニュージーラ 「農業と環境に対する農場管理指標に関す 研究推進費H16. 3. 6
OECD H16. 3.13ベントリーセ ンド る 専門家会合」に出席 ～

ンター

杜 明遠 地球環境部 中国 地表面条件からの風送ダスト鉛直輸送量の 要請出張H16. 3.13
調査研究 ～ 理化学研究所H16. 3.29

米村正一郎 地球環境部 中国 地表面条件からの風送ダスト鉛直輸送量の 要請出張H16. 3.13
調査研究 ～ 理化学研究所H16. 3.29

岡 三徳 オランダ、ド 遺伝子組換え作物の環境影響評価に関わる 研究推進費生物環境安全部 H16. 3.16
H16. 3.21イツ 研究動向の調査と情報交換 ～

吉村 泰幸 オランダ、ド 遺伝子組換え作物の環境影響評価に関わる 研究推進費生物環境安全部 H16. 3.16
1H6. 3.21イツ 研究動向の調査と情報交換 ～

陽 捷行 理事長 中国 国際会議開催打ち合わせ及び現地視察 研究推進費H16. 3.21
H16. 3.24～

中島 泰弘 化学環境部 韓国 日韓共同研究に関する研究打ち合わせ及び 交付金プロジェH16. 3.22
現地調査 ～ クトH16. 3.25

岡部 郁子 スペイン 国際ワークショップ「食料生産システムに 研究推進費生物環境安全部 H16. 3.23
H16. 3.27おける実用化を目指した生物防除因子の開 ～

発」に出席
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氏 名 所 属 出 張 先 活 動 内 容 期 間 備 考

石郷岡康史 地球環境部 中国 「中国食料の生産・市場変動に対応する安 要請出張H16. 3.24
H16. 3.31 JIRCAS定供給システムの開発」に関する研究打ち ～

合わせ

大黒 俊哉 ドイツ 流域圏における土地利用変化が植生動態及 研究推進費生物環境安全部 H16. 3.25
び水資源に及ぼす影響の解明 ～ 国外留学H17. 3.25

平舘俊太郎 アメリカ 第 回アメリカ化学会に出席 研究推進費生物環境安全部 227 H16. 3.27
H16. 4. 4～

岡 三徳 台湾 アジア・太平洋地域における侵入生物のデ 要請出張生物環境安全部 H16. 3.28
H16. 3.30 FFTCータベース構築のワークショップに関する ～

現地事務局会議に出席

技 術 講 習

氏 名 所 属 滞在する研究室 課 題 名 期 間

H16. 1.13岡安 智生 東京大学大学院 食料生産予測チーム 土壌試料の粒径分析手法の習得
H16. 3.31～

H16. 1.22長谷川 浩 農生機構東北農業研究 温室効果ガスチーム 同位体窒素分析
H16. 1.23センター ～

H16. 2. 2森田沙綾香 福井県立大学大学院 化学生態ユニット 天然生理活性物質の単離・同定・構造決定
H16. 2.19～

H16. 3. 1藤永 真史 長野県野菜花き試験場 微生物分類研究室 レタス根腐病菌 Fusarium oxysporum f. sp.
H16. 3. 5Lactucae 各レースの遺伝的類縁関係解明のた ～

めの分子系統解析に関する研修

H16. 3. 2佐々木由佳 山形大学 水動態ユニット 土壌の粒径組成および窒素安定同位体自然存
H16. 3.31在比の分析方法の取得 ～

H16. 3. 8山口 憲一 愛媛県農業試験場 土壌分類研究室 土壌図のデジタル化に関する技術講習
H16. 3.12～

H16. 3. 8杖田 浩二 岐阜県病害虫防除所 微生物分類研究室 作物病斑からの微生物の分離同定手法の修得
H16. 3.12～

H16. 3. 8桑原 圭司 岐阜県病害虫防除所 微生物分類研究室 作物病斑からの微生物の分離同定手法の修得
H16. 3.12～

H16. 3. 8小枝 俊仁 岐阜県病害虫防除所 微生物分類研究室 作物病斑からの微生物の分離同定手法の修得
H16. 3.12～

H6. 3.10西原 英治 新潟県農業総合研究所 化学生態ユニット 高設栽培におけるイチゴの自家中毒物質の同
H16. 3.24定 ～
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その他の研究・研修

氏 名 所 属 種 類 滞在する研究室 課 題 名 期 間

Hyunjung W I N T E R H16. 1.13祥明大学（韓 景観生態ユニット 流域圏農業環境における生物多様性に関
Lee INSTITUTE H16. 2.19国） する戦略的調査・情報システムの開発 ～

Sung Eun W I N T E R H16. 1.13ソ ウ ル 大学 土壌生化学ユニット 植物を用いたカドミウム汚染土壌の修
Lee INSTITUTE H16. 2.19（韓国） 復 ～

H16. 1.18木平 英一 名古屋大学 招へい者（国 水質保全ユニット 流域圏の窒素濃度変動・評価のための
H16. 1.22内） データベースシステムの構築 ～

Xinquan H16. 1.22中国科学院西 外国人招へい 大気保全ユニット 温帯高山草原生態系における炭素吸
Zhao H16. 2. 3北高原生物研 研究者 収、放出及び蓄積の総合評価と温暖化 ～

究所 影響の解明

Guo Yiling H16. 2. 1青島建築工程 外国人招へい 物質循環ユニット 流域の物質循環調査に基づいた酸性雨
H16. 2. 7学院 研究者 による生態系の酸性化および富栄養化 ～

の評価手法に関する研究

Yingnian Li H16. 2. 9中国科学院西 外国人招へい 大気保全ユニット 温帯高山草原生態系における炭素吸
H16. 2.22北高原生物研 研究者 収、放出及び蓄積の総合評価と温暖化 ～

究所 影響の解明

Xianfang 21 H16. 2.29中国科学院地 外国人招へい 食料生産予測チーム 国際シンポジウム「 世紀における
Song H16. 3. 3理科学与資源 研究者 アジアの水資源とその変動」に出席 ～

研究所

Jun Xia 21 H16. 2.29中国科学院地 外国人招へい 食料生産予測チーム 国際シンポジウム「 世紀における
H16. 3. 3理科学与資源 研究者 アジアの水資源とその変動」に出席 ～

研究所

H16. 3.10丸山 篤志 農生機構九州 受 入 研 究者 気候資源ユニット 群落気象モデルによる葉面結露のシミ
H16. 3.14沖縄農業研究 （国内） ュレーション ～

センター

Erda Lin H16. 3.16中国農業科学 外国人招へい 食料生産予測チーム 国際ワークショップ「地球温暖化に伴
H16. 3.20院農業気象研 研究者 う東アジアの食料生産変動予測」に出 ～

究所 席

Yinlong Xu H16. 3.16中国農業科学 外国人招へい 食料生産予測チーム 国際ワークショップ「地球温暖化に伴
H16. 3.20院農業気象研 研究者 う東アジアの食料生産変動予測」に出 ～

究所 席

Fengmei H16. 3.16中国農業科学 外国人招へい 食料生産予測チーム 国際ワークショップ「地球温暖化に伴
Yao H16. 3.20院農業気象研 研究者 う東アジアの食料生産変動予測」に出 ～

究所 席

Yao Huang H16. 3.16中国科学院大気 外国人招へい 食料生産予測チーム 国際ワークショップ「地球温暖化に伴う
H16. 3.20物理学研究所 研究者 東アジアの食料生産変動予測」に出席 ～

Xiu Yang H16. 3.16中国農業科学院 外国人招へい 食料生産予測チーム 国際ワークショップ「地球温暖化に伴う
H16. 3.20農業環境・持 研究者 東アジアの食料生産変動予測」に出席 ～

続発展研究所

Guirui Yu H16. 3.16中国科学院地 外国人招へい 食料生産予測チーム 国際ワークショップ「地球温暖化に伴う
H16. 3.20理科学・資源 研究者 東アジアの食料生産変動予測」に出席 ～

研究所

Yuling Fu H16. 3.16中国科学院地 外国人招へい 食料生産予測チーム 国際ワークショップ「地球温暖化に伴う
H16. 3.20理科学・資源 研究者 東アジアの食料生産変動予測」に出席 ～

研究所

Xuezheng H16. 3.16中国科学院南 外国人招へい 食料生産予測チーム 国際ワークショップ「地球温暖化に伴う
Shi H16. 3.20京土壌研究所 研究者 東アジアの食料生産変動予測」に出席 ～
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氏 名 所 属 種 類 滞在する研究室 課 題 名 期 間

Jeong-Teak H16. 3.16韓国農村振興 外国人招へい 食料生産予測チーム 国際ワークショップ「地球温暖化に伴う
Lee H16. 3.20庁農業科学技 研究者 東アジアの食料生産変動予測」に出席 ～

術院

Jin-Chul H16. 3.16韓国農村振興 外国人招へい 食料生産予測チーム 国際ワークショップ「地球温暖化に伴う
Shin H16. 3.20庁作物科学研 研究者 東アジアの食料生産変動予測」に出席 ～

究所

John R. H16. 3.16デンマーク王立 外国人招へい 食料生産予測チーム 国際ワークショップ「地球温暖化に伴う

Porter H16. 3.20獣医農科大学 研究者 東アジアの食料生産変動予測」に出席 ～

Mark W. H16. 3.17国際食料政策 外国人招へい 食料生産予測チーム 国際ワークショップ「地球温暖化に伴う

Rosegrant H16. 3.20研究所 研究者 東アジアの食料生産変動予測」に出席 ～
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土壌生成調査実験圃場

企画調整部 情報資料課

不健康な土壌からとれた食物を食べているか

ぎり、魂は自らを肉体の牢獄から解放するため

のスタミナを欠いたままだろう。

－ルドルフ・シュタイナー－

土壌生成とは？

岩石が変質して土壌ができるまでには、風化

作用と土壌生成作用という二つの作用が働いて

います。風化作用とは、地殻の表層にある岩石

が日射や風雨にさらされることによって、岩石

が物理的・化学的に破壊され、含水物質が生じ

る作用です。この作用は、有機物がほとんど存

在しない状況下で進行するのが特徴的です。風

化作用によって生じた含水物質は、土壌の無機

的成分になるもので、これを土壌の母材といい

ます。ただし、泥炭土壌の場合は例外的に湿性

植物の遺体が有機的母材となっています。

これに対して土壌生成作用とは、生物および

有機物が存在する状態で、母材から層位に分化

した一定の形態的特徴をそなえた土壌（体）が

生成する作用です。風化作用は必ずしも土壌生

成作用を伴うとは限りませんが、土壌生成作用

は必ず風化作用と相互に関連しながら進行して

います。このような土壌生成が実際にどのよう

に進むかを知ろうとして設けられたのが、土壌

生成調査実験圃場なのです。

場所と面積

農業環境技術研究所の敷地は、 、 、 地A B C

区に分かれています。その総面積は約 万平57
方メートル。 地区は、研究本館を中心としたA

国道 号沿いの地区にあります。 地区は、408 B
稲荷川を境にさらに国道を南下した場所にある

別棟や畑圃場を中心とした地区です。 地区はC
地区の西側に位置し、業務棟や水田を中心とA

した地区です。 地区の東部と稲荷川沿いの西B

部の カ所に、ここに紹介する「土壌生成調査2

実験圃場」があります。東部地区と西部地区の

圃場の面積は、それぞれ約 万平方メートルお1

よび約 千平方メートルあります。7

土壌生成調査実験圃場の設置由来と関連資料

農業技術研究所は、昭和 年（ ）に東55 1980

京の西ヶ原から現在の場所に移転しました。そ

れから 年後の昭和 年（ ） 月、農業3 58 1983 12

技術研究所は、農業環境技術研究所と農業生物

資源研究所と一部農業研究センターに分化しま

した。このため、圃場の管理・利用に関して多

くの取り決めが必要でした。土壌生成調査実験

圃場に関する当時のメモを掲載して、土壌生成

調査実験圃場の来し方を眺めてみましょう。な

お、参考までに農業技術研究所の時代、土壌生

成に関する研究は、主として化学部土壌第三科

が担当していました。まず、圃場利用について

の意見書を紹介しましょう。

昭和 年 月 日58 10 12

業務科長殿

再編後の圃場利用計画についての意見

土壌生成調査実験圃場

所 内 ト ピ ッ ク ス
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地区土壌生成調査実験圃場（特に農薬試験B

） 、 、 、 、果樹園隣接圃場 は 雑木 ササ林 赤マツ林

、 、雑草地等の種々の自然植生下で 厚層黒ボク土

普通黒ボク土、淡色黒ボク土等の筑波台地に分

布するほとんどの種類の黒ボク土がモデル的に

分布する貴重な自然土壌保存圃場である。

現在、土壌第 科において、黒ボク土の代表3

地点として各種土壌断面を常備し、国内外の研

究者の見学、研究試料の採取、生成・分類研究

上の現地検討の場として、また、林・草地下で

の土壌生成環境としての土壌温度の経時測定や

土壌成分の動態調査などに広く利用されてい

る。

再編後は、環境研の土壌管理科あるいは資源

生態系科において、各種黒ボク土研究の国内外

の標準地点としての役割とともに、種々の自然

植生下における各種黒ボク土の水熱状況や物質

の動態等の研究の場として、益々重要な圃場に

、 、なると考えられ 一般の作物栽培圃場と異なり

将来にわたって自然生態系保存のための厳格な

管理のもとに専有して使用しなければならない

性格の圃場である。

従って、土壌生成実験圃場は、環境研の管理

責任圃場とし将来とも専用できるよう措置され

たい。

化学部圃場委員 井磧 昭

土壌生成調査実験圃場に関するデータ

先の意見書が受け入れられた結果、圃場の一

部が土壌生成調査実験圃場として管理されるこ

国際ワークショップ風景

とになりました。そして、この圃場の土壌調査

と土壌分析が行われたのです。この圃場に関す

るこれまでのデータは、次の文献の中に見るこ

とができます。

Pedon 020 Okawaguchi: 9th Internal Soil●

Classification Workshop, Tour Guide, SMSS,
USDA Soil Conservation Service, 272-291 (1987)

Pedon IBARAKI-1: Andosoils in Japan, Ed. K.●

Wada, Kyushu Univ. Press, 264-269 (1986)

● 農業技術研究所ほ場の土壌および三要素試

3験の概要：農業技術研究所化学部資料第

号、農林水産省農業技術研究所、 、昭1-45
和 年 月59 3

なお 「農業技術研究所ほ場の土壌および三、

要素試験の概要」の序文は以下の通りです。

農業技術研究所の茨城県筑波郡谷田部町（注

：現在のつくば市）への移転にともない造成さ

れたほ場の完成から 年目を過ぎ、ほ場管理、6

実験等も軌道に乗るようになったが、ほ場の正

確な土壌断面の記載、土壌分析はまだなされて

1983 2 4 B D1いなかった そこで 年 月 日 地区。 、 、

ほ場で深さ ｍの試抗を掘る機会があったのを3

利用して、土壌調査と層別の土壌分析を化学部

で行うことになった。その後、作物生育の結果

などを含めて資料として残すことになり、その

結果をとりまとめた。

分析項目については、位置的、時間的変動が

小さく、土壌生産力ポテンシャルの指標及び農

業環境中の微量元素のうちで過去の蓄積量が少

なくこれからの環境変化の指標になると考えら

れるものを選択し、無機態窒素含量や微生物性

等は除外した。また、分析法は詳細な記述と引

用文献を記載するようにし、将来各分析項目の

変化の追跡等、データの比較ができるように心

がけた。さらに、調査、分析のデータについて

は結果を重視し、考察が広範囲に及んだり煩雑

になることは避けるようにした。そうした意味

において、これらのデータを読者自身が自由自

在に活用することを希望する。

多くの分析担当及び執筆者からなるための完

全な統一性を欠くうらみはあるが、このデータ
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によって現在のほ場の土壌についての性質を正

確に把握し、各種の実験や作物栽培についての

参考資料とするだけではなく、将来土壌の変化

等を検討する際の出発データとして役立てるこ

とができれば幸いである。

昭和 年 月58 11
農業技術研究所化学部長 阿部和雄

この報告書には、次の人たちが参加しておら

れます：天野洋司、遅沢省子、井ノ子昭夫、南

條正己、谷山一郎、山崎慎一、渡辺久男、渡辺

裕、矢沢文雄、足立美智子

圃場の管理と将来

今この圃場は、農業環境インベントリーセン

ター土壌分類研究室が管理しています。次のよ

うな将来の管理計画があります。

西部地区は、西側の大半を松林として保存す

る。残りは現在のクヌギとコナラを維持する。

東部地区は、全体を次の 区に分け、維持管理6
する。 ）草地、 ）富栄養落葉広葉樹域：乾性1 2

（ ）土性に生育する富栄養性の落葉広葉樹 エノキ

を植裁・維持する。 ）貧栄養落葉広葉樹域：3

乾性土性に生育する貧栄養性の落葉広葉樹（コ

ナラ）を植裁・維持する。 ）好湿性植物域：4

より湿性の土壌に生育する植物を植裁・維持す

る。 ）針葉樹域：マツを主に生育させる。 ）5 6

針葉樹・常緑樹混交域：マツおよびシラカシを

保存するが次第にシラカシに交代する。なお、

これらの各域の樹種は、ニセアカシアを除き保

5 7 9存する ニセアカシアは全部伐採する。 。 、 、

月には毎年下刈を行う。同時期に柵周辺は除草

剤を散布する。

この圃場では、昭和 年頃に土壌温度や土58
壌成分の動態調査を行った経緯があります。そ

の後、このような「地象」調査はほとんど行わ

れませんでした。ところで、国際的土壌分類で

は土壌の理化学性のほか、土壌水分や土壌温度

の年間変動を土壌の特性として基本的分類基準

に採用しています。しかしその重要性にもかか

わらず、日本の土壌分類においては、このこと

があまり注目されてきませんでした。

幸いにも、所の機械整備費により土壌養分測

定装置を設置することができました。これは、

温度、水分、 、 を継時的に測定できる装pH EC

置です。平成 年から、東地区にある土壌生14
5 25 50 100cm成調査実験圃場の草地と林地で 、 、 、

にセンサーを埋設し、継時的な測定が開始され

ました。これにより、年間を通じた地象をモニ

タリングすることが可能になり、国際的な基準

に対応できる土壌地象のデータが蓄積されるよ

うになりました。このような長期の土壌地象情

報は、気象情報とともに土壌生成に関わる物質

移動や循環、動物や微生物の活動を解明する上

でも重要な情報になります。また、これらのデ

ータはインベントリー情報として蓄積する予定

です。

一見、管理の行き届かない荒れた林地にしか

見えないこの圃場は、土壌生成の研究とともに

貴重なデータを世界に送り続け、さらには貴重

な情報をインベントリーに保存し続けることに

なります。

なお、さらに詳しいことを知りたい方は、研

（ ）究所のホームページ http://www.niaes.affrc.go.jp
「 」 。の 情報：農業と環境 をご覧くださいNo.31

落ち葉を食べるダンゴムシ
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「地球温暖化研究推進のための国内ワークショップ

地球温暖化と農林水産業－研究の最前線」報告

林 陽生地球環境部長

農林水産省農林水産技術会議事務局 （独）、

農業環境技術研究所 （独）森林総合研究所、、

（独）水産総合研究センター （独）農業・生、

物系特定産業技術研究機構 （独）農業工学研、

究所 （独）国際農林水産業研究センターの共、

催および内閣府の後援を得て、平成 年 月15 12

日に、 ホール（千代田区大手町 ビル）12 JA JA
にて、表記ワークショップを開催した。

ワークショップの背景を解説する最初のセッ

ションでは、北川浩之氏（総合科学技術会議事

務局）と三村信男氏（茨城大学広域水圏科学教

授）から地球温暖化研究の背景と現状について

講演いただいた。続いて、ワークショップの中

心となるセッションでは、現在、農業環境技術

研究所が中核となって実施している温暖化イニ

シャティブ研究「地球温暖化が農林水産業に与

える影響の評価及び対策技術の開発」の成果に

焦点を当て （ ）野内 勇気象研究グループ、 1

長から農林業への温暖化の影響について （ ）、 2
井関和夫氏（水産総合研究センター瀬戸内海区

水産研究所生産環境部長）から水産業への温暖

化の影響について （ ）石塚森吉氏（森林総、 3

合研究所植物生態研究領域長）から温暖化対策

技術の開発について、それぞれ最新の研究を紹

介した。意見交換のセッションでは、及川武久

氏（筑波大学生物科学系教授）に、農林水産業

における温暖化研究への期待、今後の研究へ向

け期待する点について講演を頂いた後、フロア

からさまざまな意見を頂いた。そのなかで、実

際的な場面で温暖化の負の影響を回避するため

の技術に関する質問が多かった。また、放牧地

の温室効果ガスフラックスの評価が重要である

といった意見や、亜酸化窒素の発生と不耕起栽

培との関係解明には土壌微生物の活性について

明らかする必要があるのではないか？など専門

的な立場からの議論があった。

こうした地球温暖化と農林水産業に関する研

究については、これまで主に専門家の間で議論

されることが多かった。このため、一般市民を

含めた多くの方に温暖化研究の背景と科学的な

意義について理解を深めて頂くことを第一の目

的として本ワークショップを開催した。この点

について、一般からも含め合計 名の参加が135

あり、研究の重要性や今後の研究のあり方など

について意見交換を行うことができた。

なお当日は温暖化と農林水産業に関するパン

フレットを配布するとともに、アンケート調査

を行い 割強の参加者から回答を頂いた。主な4
1 20調査結果を次に示す （ ）参加者の年齢は。

、 。～ 才以上と幅広く 才台が最も多かった60 40
（ ）研究者 ％、公務員 ％、民間企業か2 29 18

ら ％参加があった 開催の情報源は ホ13 3。（ ） 「

ームページ 「チラシ」とも ％であった。」、 16

（ ）参考になったか否かについては「参考に4
なった」 ％ 「参考にならなかった」 ％な88 5、

どであった（図参照 。）

意見交換およびアンケート調査で明らかにな

った点については、引き続き研究を進めるなか

。 、 、で対応していきたい また 今後の研究成果は

ホームページにて情報提供していく予定であ

る。

参考になったか？

参考になった

55%

無回答

7% 大変参考になった

33%
参考にならなかっ

た

5%

大変参考になった

参考になった

参考にならなかった

無回答
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財団法人農民教育協会鯉淵学園との

教育研究協力に関する協定覚書(MOU)の調印

岡 三徳生物環境安全部長

月 日に、陽理事長、上路企画調整部長、佐2 2
藤研究企画科課長補佐とともに、水戸市の南、内

。 、原町にある鯉淵学園を訪問した 昨年 月以来10
鯉淵学園と農業環境技術研究所とが協議してきた

「環境保全と循環型農業に関わる教育研究協力」

の協定覚書 の調印のためである。(MOU)
農業・農村の指導的担い手を養成する同学園

は、長い歴史と実績をもつ 年生の専門学校であ4
る。北西から南側を小高い林地に囲まれ、緩やか

に傾斜する学園の のキャンパスは、小規模50ha
な農業生態系をなしている。ここには、校舎、農

業機械や加工実習施設と園芸ハウスが集まる本部

地区とその両側には畑と水田圃場が広がり、東側

の飛び地には畜舎と草地が配置される。

現在、鯉淵学園ではこうした立地と現場での教

育・実習、共同生活を通じた「環境保全・循環型

農業の実証的研究」として、家畜排泄物の堆肥化

・有効活用技術、食品廃棄物の肥料化・家畜飼料

化、有機農業技術など広範な研究課題に取り組ん

でいる。当所は、この教育研究への協力と所の現

地研究活動を広げるために、学生参加型として同

学園内の生態系を対象とした、 有機物資源の循1)
環を数量的に把握する研究と、 水田を活用した2)
汚水浄化 バイオフィルター の実証研究を開始す( )
る計画である。

図 緑豊かな鯉淵学園のキャンパス

学生食堂で学生とともに昼食を終え、学園長室

での 調印式となった。調印に先立つ井上学MOU
園長と陽理事長の挨拶では、今回の 調印のMOU
意義と関連して、環境研究における現場・地域調

査の重要性と、資源循環型農業のあるべき姿や自

然環境との調和を探る教育研究活動として、息の

長い共同調査の重要性などが述べられた。学園の

職員、学生と私たちが見守る中、学園長と理事長

は紺色のファイルに綴じた 本文を交換しなMOU
がら署名して調印を終えた。

これまで当所は、アジアの研究機関や国内大学

との研究協力に関わる を締結している。今MOU
回の鯉淵学園との協定は、当所の研究活動と学園

の教育活動に有意義なものとなるであろう。この

協定が長期に推進されることが期待される。

（ ）写真１ 調印を終えて握手する井上学園長 左
と陽理事長（右）

写真２ 調印式への出席者



「つくばテクノロジー・ショーケース」に研究成果を出展

企画調整部 情報資料課

つくばの研究成果や技術を全国に向けて発信す

ることを狙いとして、平成 年 月 日につく16 1 30
ば国際会議場において 「第 回つくばテクノロ、 3
ジー・ショーケース」が開催されました。

農業科学、生命科学、食品・健康などの各分野

から、つくば所在の研究機関が開発した先端技術

の発表などがありました。当研究所は、本イベン

トを共催すると共に、以下の 課題の展示及びポ6
スター発表を行いました。

１．自滅機能を内蔵した組換え微生物の作出

化学環境部土壌微生物利用ユニット 藤井 毅

２．トウモロコシ花粉飛散量自動モニター

―遺伝子組換え作物の環境影響評価―

地球環境部大気保全ユニット 川島茂人

３．深層土壌調査―環境モニタリングのニッチ―

農業環境インベントリーセンター

土壌分類研究室 大倉利明

４．アレロパシー現象の検出と、これに関与する

植物由来天然生理活性物質の探索・同定

生物環境安全部化学生態ユニット 藤井義晴

５．病原菌を病気にして農作物を守る

生物環境安全部微生物生態ユニット 松本直幸

６．農産物の産地判別研究の最先端

－微量元素同位体比による米の産地国別・判

別技術の開発－

化学環境部重金属動態ユニット 織田久男

平成16年４月14日（水）10時～16時一 般 公 開

統一テーマ「次世代につなげよう 豊かな大地

と環境」のもとに、研究成果のパネル展示及びセ

ミナーを開催し、一般の方や児童・生徒にも解り

。 、 、やすく説明します なお 所の紹介ビデオの放映

小松菜の試食と麦茶のサービスを行っています。

また、来所記念として野菜と花の苗のお土産を用

意しております。圃場では小松菜の収穫体験もで

き、収穫した野菜はプレゼントしますので、お誘

い合わせのうえご来所ください。

① 研究成果パネル展示

② 昆虫展示および体験コーナー

③ 身近な植物の紹介

④ セミナー

「環境を守るために生物の機能を活かす」

11:00 11:45 14:00 14:45～ 、 ～

⑤ 土壌モノリス館（土の標本）

交 通

・つくばセンター

⇒路線バス 牛久駅行

・ 常磐線牛久駅下車JR
⇒路線バス 筑波大学中央行

筑波大学病院行

谷田部車庫行

農業環境技術研究所前下車 徒歩３分

・東京駅八重洲南口

⇒常磐高速バス 筑波山行

農林団地中央下車 徒歩 分10

★一般公開についてのお問い合わせは、

℡ （情報資料課）まで029-838-8191
お願いします。

農環研ニュース 平成 年 月 日No.62 16 3 26
発行 農業環境技術研究所 〒 茨城県つくば市観音台 電話 （情報資料課広報係）305-8604 3-1-3 029-838-8197
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