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l.は じめに

農水省では農業、林業に関する様々な統計データを 5年 ごとに農林業センサスとしてまとめ

て公表 している。この統計は調査項 目も多く、空間的に最も詳細な集計単位は農業集落単位で

あるため研究分野でも様々な形で利用 されている。しかし、農業環境に関する研究を行 う場合、

行政区域単位よりも集水域やその他の自然地形単位でデータを扱 う方が望ましい場合がしばし

ばある。そこで、著者 らが作成 した農林業センサスデータの各種面積を lbメ ッシュ単位で

推定する手法 (ネ申山ら2003)を 利用 して、全国の作 目別栽培面積を lkmメ ッシュ毎に算出し、

データベースとして整備 した。

2.lkmメ ッシュ作目別栽培面積の算出

1)算出方法

作 目別面積の推定は以下の手順で行つた。 (1)国土数値情報の土地利用データと農業集落地

図から集落単位で水田、畑の 100mメ ッシュ数を集計する。 (2)こ のメッシュ数 と農業統計デ

ータの面積を比較調整 し,各集落における 100mメ ッシュの 1メ ッシュあたりの水田、畑面積

を算出する。 (3)各集落の作 目ごとの畑面積あた りの面積割合に (2)で算出した畑面積を乗 じて

1メ ッシュあたりの作 目別面積を算出する。 (4)10× 10メ ッシュごとに集計 し、 lk‐lnメ ッシ

ュの作 目別面積を決定する。

2)推定精度

いくつかのメッシュについて空中写真 と現地調査によつて水田、畑の分布図を作成 し、推定

した面積 と比較 した結果、両者に高い相関が得 られた。また、農業集落、旧市町村、都道府県

等のレベルで集計 し農業センサスデータとの回帰分析を行つた結果、回帰係数、寄与率ともほ

ぼ 1に近い値が得 られた。 これらのことから、この手法によつて推定された栽培面積がほぼ妥

当な値であると判断できる。ただし、都市地域を含む地域で推定精度がやや劣る。これは都市

地域周辺では農家の居住地がある集落 と所有 (使用)している農地の集落が異なるといつた統

計情報の収集上の制約に起因すると考えられる。

3.データベースの内容

データは 21項 目から構成されている (表 1)。 3次 メッシュは標準地域メッシュに準拠した

コー ドで 8桁の数値からなり、最初の4桁が第 1次地域区画 (1次 メッシュ)、 次の 2桁が第
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2次地域区画 (2次 メッシュ)、 最

後の 2桁 が第 3次 地域 区画 (3次

メッシュ)を 表 している。 3次 メ

ッシュはほぼ lh× llcnで あるた

め、llcnメ ッシュと呼ばれ ること

もある。本稿における lhメ ッシ

ュとい う表現 もこの 3次 メッシュ

のことを示 している。 3次 メッシ

ュは様 々な地理情報に用い られて

いるため、メッシュコー ドが共通

であれば重ね合わせた解析を行 う

ことが可能である。

年次は使用 した統計年次である。

最新の農業センサスデータは 2005

年のものであるが、データ処理の

都合上、メッシュデータは 1995年

のデー タで作成 した。今後、他の

年次の整備 を進 めてい く予定であ

る。

経営耕地面積～その他までの項

目が対応す る面積である。乳用牛

～鶏については、飼養場所が特定

のメッシュに集 中すると考えられ

るが、そのメ ッシュを特定す るこ

とが困難なため耕地面積 に比例 し

た飼養頭羽数 を集落内の各メッシ

ュに接分 した値を掲載 している。

図 1にデー タベースソフ トによ

り表示 した具体的なデータを、図 2に GISソ フ トウェアにより作成 した水 田分布図を示 した。
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図 1 データベースソフトによるデータの表示

表 1 データベースの内容

3次メッシュ 8桁コー ド

年 次 1995

経営耕地面積 面積 (a)

田 面積 (a)

畑 面積 (a)

作 目

麦類 面積 (a)

雑穀 面積 (a)

いも類 面積 (a)

豆類 面積 (a)

工芸農作物 面積 (a)

野菜類 面積 (a)

花き類 面積 (a)

種苗 面積 (a)

飼料用作物 面積 (a)

果樹・桑 面積 (a)

茶 面積 (a)

その他 面積 (a)

乳用牛 頭数 (頭 )

肉用牛 頭数 (頭 )

ブ タ 頭数 (頭 )

鶏 コ1委交 (10011)
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図 2 1kmメ ッシュ内の水田面積によって区分 した水田分布図

宮路広武 (2003)国 土数値情報を利用 した農業統計データのメツ レ/

引用文献

神山和則・賓示戸雅之 。佐々木寛幸 。

ュ化 , 土月巴誌 , 74, 415-424

問い合わせ先

農業環境インベントリーセンター 神山和則

電話 :029-838… 8227,E―m圧1:kollyalna@attC gOJp

-16-


