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はしがき

　荘子の特徴的な解説に，有用と無用の価値を逆説的に大転換させる論法があ
る．

　荘子は，その著書のなかで，ただバカでかいだけで材木としての用をなさな

い大木を指して，r散木」とよんでいる．ここでr散」の原義は，とりとめがな

くものの役に立たないことをいう．

　このように無用の木ではあるが，いやその無用さによって，枝を折られたり

幹を切られたりすることもなく，樹木として生命をよく全うする．この大樹の

周りには，他の多くの生命が共存する．アブやハチの類は花の蜜を吸い，トリ

やリスの類は木の実をついばみ，ヒトは樹下に涼を求める．大樹はこれほどま

で多くの生命とかかわっている．

　r散策」という言葉は，唐代の中ごろに登場する．宋の蘇賦（そしょく）に，

r散策して塵人に遊び，手を揮いて此の世に謝せん」の句がある．唐の白居易

（はくきょい）には，r日は西にして杖と履を引き，散歩して林の塘に遊ぶ」の句

がある．r散策」とr散歩」は，いずれも気ままで無目的なそぞろ歩きである．

　農業環境技術研究所の来し方については本文にも触れられているが，平成17

（西暦2005）年でll2年もの歳月を経過した，日本でもっとも歴史のある農業

に関わる研究所である．そのような研究所に伝わったり，残されたり，新しく

作られたりした昔や今のrお宝」，r施設」，r研究」などをまとめてみた．紹介

する内容の文章に長短がある。これは話題が混在し，なかには資料として残し

たいものもあるためである．読むことを散策しながら遊んでいただきたい．

　r思」の田は函（し）を意味する．函は，幼児の頭蓋骨がまだ完全に縫合し終

わらないとき，脈拍につれてヒョヒョと動いて見える前頭と後頭の一部で顎門

（ひよめき）の形を現している．その中は考える働きをする脳があるところだ

から，心を加えてrおもう，かんがえる」の意味になる。

　r索」は縄をなう形である。上部に木を通して結び，そこから繕り始めて索

（ひも）状に編み続けていく．それでrなわ，なわなう」の意味になる．縄を繕

りなうように，しだいにたどってものを探し尋ねるので，rさがす，もとめる」

の意味となる．

　併せてr思索」は，物事の筋道を立てて深く考えをめぐらすことを意味する．

　農業環境技術研究所は社会の変貌に応えて，この5年間，組織改編という激

動渦巻く潮流の中を乗り切ってきた．ここに，その5年間のときどきの断片の



r思索」をまとめた。r散策」と併せてご覧いただき，農業環境技術研究所の来

し方行く末を思っていただければ幸いである．

　なおこの冊子は，農環研ニュースの第47（2000年）号から65号（2005年）

までのr所内トピックス」とr巻頭言」，rAnnual　Report」のrMessage」を抜

粋し，その一部を修正加筆したものと，一部書き下ろしから構成されている、

　　　　　　　　平成17年3月

独立行政法人農業環境技術研究所

　　　　　理事長　　陽捷行
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　昭和58（1983）年の12月に創立された農業環境技術研究所は，17年と4カ

月の歳月を経た平成13（2001）年の4月に，装いを新たに独立行政法人農業環

境技術研究所として再出発しました．これを記念して，研究所の入り口と正面

玄関前の中央に記念碑を立て，正面玄関の南東方向に記念樹を植えました．3

年の歳月は，記念碑をまわりの景観になじませ，記念樹の根を大地に強く張ら

しめました．記念碑に刻印されたキャッチフレーズと記念樹に込めた想いが，

忘却の彼方に去らないようにその内容を紹介しましょう．

記念碑とキャッチフレーズ

　農業環境技術研究所の正面玄関に立ってみましょう．筑波山の麓から運び入

れた約10トンの花嵩岩が，海面と打ち寄せる波を模した緑なすリュウノヒゲ

と白い玉石の真ん中に大きな島のように鎮座しています．この花崩岩の前面に

は，環境を研究する人びとの思いが縦書きの惹句（じゃっく：キャッチフレー

ズ）で力強く刻印されています．

　　　　風にきく

　　　土にふれる

　　　　　そして

はるかな時をおもい

　　環境をまもる

　r風」は皮膚の触覚によって感じることができます．視覚によって旗の翻る

さまからも見ることができます．大地に吸い込まれる風の音は聴覚によっても

知ることができます．さらに，運ばれてくる梅の香りによっても知覚できま

す．こうして風は，視覚のみならず他の感覚によっても総合的に知覚されるの

です．

　rきく」には，r聞く」とr聴く」の漢字を充てることができます．白川静の

r字通」によれば，r聞」は，挺立する人の側身形の上に大きな耳をしるす形で，

神の啓示するところを求める意とあります．耳で音や声を感じとる．r聴」は，

耳を傾け注意して聞きとる．耳の聡明なことを示す．神の声を聞きうることを

いう．r風にきく」とは，すべての五感と英知を持って環境を知ることにありま
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正面玄関前の記念碑

す．

　r土」はすべての生き物の根源であるとともに，生き物そのものです．r他の

萬物を吐生するものなり」とr字通」にもあります．生きとし生けるものすべ

ての母でもあります．となると，r土にふれる」とはバーチャル（仮想的・虚像

の）の対岸にあたることを意味します．体に汗して環境と対面することを意味

します．

　風と土が合わさってr風土」と表現されることは重要で，その地のr紀行と有

様」として人間の根源的経験にかかわる内容をもっています．そこには，時間

と空間，歴史と文化があります．

　rはるか」は，r遙」とr晴」を充てることができます．r字訓」によれば，「は

るか」は遠く離れているところ，それを妨げるものがなく，そこまで見通すこ

とのできる状態をいうとあります．また，rはるけし」はその形容詞形です．

r晴る」と同様の語とあります．となると，rはるかな時」は何世代も先の未来

の人びとの晴れやかな生き様でもあります．

　rおもい」には様々な漢字を充てることができます．r思」は，千々に思い乱

れる．上半分は脳みそを表し，その下に心があります．このほかにもrおもう」

と読む文字は数多くあります．r念」は，上のr今」は瓶にふたをするかたちを

表し，心に思いを詰めて深く念じるという意味だそうです。r懐」は，右半分を
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見ると，上に目があり涙を垂らしています．下の衣は死者の襟元に涙を流す．

つまり，死んだ人のことを折に触れてなつかしく懐いだすような場合に使うと

いわれます。r想」は，遠くに離れた人の姿を思い浮かべるときに用います．

r憶」は，神意をはかり悟ることをいうそうです．このように，rおもう」には

多くの意味が含まれているのです．

　r環境をまもる」とは何でしょうか．これは人間と自然に関わることです．

環境が人間を離れてそれ自体でr守る守らない」が問われているわけではあり

ません．両者の関係は，人間が環境をどのように見るか，環境に対してどのよ

うな態度をとるか，そして環境を総体としてどのように価値づけるかによって

決まります．

　すなわち，r環境をまもる」とは人間と自然の間に成立するもので，人間の見

方や価値観が色濃く刻み込まれています．だから，人間の文化を離れてr環境

をまもる」ことはできません．とすると，環境とは自然であると同時に文化で

もあります．したがってr環境をまもる」とは，これまで守りきれなかった環

境を守るのですから，これまでのわれわれ自身を変えることにつながります．

　では，われわれ自身を変えるとは何でしょうか．われわれが住んでいる地球

のあらゆる環境が悪化している現状で，自然に対して倫理観をもっこともその

一つでしょう．人が人に倫理観をもつと同じように，われわれが土や水や大気

や生物にも生存権があることの意識を持たない限り，自然はわれわれに反逆す

るでしょう．

　これが記念碑の惹句の説明です．こんなrおもい」で，（独）農業環境技術研

究所は再出発したのです．なお研究所の入り口には，r独立行政法人農業環境

技術研究所平成13年4月1日」とのみ記された約18トンの花商岩が鎮座し
ています。

記念樹

設立記念にシデコブシとヒトツバタゴを植えました．これらの木々の説明

と，農業と環境のかかわりについて紹介しましょう．

　シデコブシ（Magnolia　stellata　Maxim）

　熊本県は五家荘の北隣りの九州山脈の内ふところに，植物の豊富なことで有

名な内大臣があります．ここにも，平家の落人の哀しい物語が伝えられていま

す．あの有名な壇ノ浦の敗戦から逃れて，この山奥に安住の地を見いだしたか

に思われた平家の落人たちが，早春のある朝，目を覚ましてまわりの山々を見
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渡すと，無数の源氏の白旗があちこちにはためいていました．落人たちはなす

すべもなく，今はこれまでと自刃して相果ててしまいました．源氏の白旗と見

えたのは，実はコブシの花だったのです．平家一門にとっては，恨みのこもっ

たコブシの花でしょう．

　鹿児島県の大隅町では，rコブシの花が咲くときが甘藷（かんしょ）の床出し

の時期」といわれます．栃木県の上都賀郡では，コブシはイモウエバナとよば

れ，この花が咲くとサトイモの植えつけにかかるといわれます。また，長野県

の上高井郡では，rコブシの花時に味噌（みそ）煮りゃしくじりなし」といい，

京都府の船井郡でもrコブシの花が咲くようになれば味噌を仕込む」といいま

す．東北地方では，コブシはタウチザクラとよばれています．農家が水田を囲

むまわりの山々に咲くコブシの花に囲まれて，田打ちをしているのどかな田園

風景が連想されます．rコブシの花の多い年は豊年だ」ともいわれています．

　コブシの和名の語源は拳（こぶし）で，その果実あるいはつぼみの形に由来

するといわれます．鳥取県八頭（やず）郡ではコーバシとよびます．コブシの

樹皮の香りに結びついてきます．アイヌ名では，オマウクシニまたはオプケニ

といい，前者はrいい香りをだす木」，後者はr放屍（ほうひ）する木」の意味だ

そうです．対照的な名前ですが，rいい香りをだす木」というと，病魔が香りに

ひかれてやってくる恐れがあるため，伝染病が流行しているときなどにはr放

屍する木」とよんだのです．そういいながらも，この木の皮や枝を煎（せん）じ

て飲んだといいます。なんだか環境の木という思いがします。

　岐阜県は平成7年12月に，全国で初めて35種のr大気環境推奨木」を選定

しました．r大気環境推奨木」とは，大気浄化能力の高い樹木を指します．アオ

ギリやオオシマザクラなどとともにシデコブシが指定されました。シデコブシ

は大気浄化能力だけでなく，見た目も美しく鑑賞用としても適していることか

ら，様々な施設の敷地や学校の校庭などへ，花木として植栽が薦められていま
す．

　このように，近年は野生のシデコブシよりもむしろ植栽シデコブシが，環境

浄化や鑑賞用として人々の生活にかかわりを持つようになってきました．シデ

コブシはr環境の木」といってもいいでしょう．

　ヒトッバタゴ（ChionanthusretususLindLetPaxt．）

　モクセイ科に属する．ヒトツバタゴは愛知県から岐阜県の地域に野生するほ

かは，対馬の北部，朝鮮半島，中国，台湾にあるので，日本では珍木のひとつ

です．数少ない木ゆえに生物多様性の保全の面からも保存が必要です．その意
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聡響幾繋霧灘

記念樹（左1シデコブシ，右：ヒトツバタゴ）

味で，農業環境技術研究所にふさわしい木ともいえるでしょう．

　尾張（愛知県）の本草学者の水谷豊文が江戸時代の末期に発見し，r物品識名

拾遺』に記録しました．豊文はこの木をトネリコの仲間と判断しました．トネ

リコは方言でタゴノキといわれるので，単葉のタゴ，つまりヒトツバタゴと名

づけたのです．また江戸青山六道の辻の人家（現在は明治神宮外苑内）にこの

木が植えられていて，名前がわからぬままにナンジャモンジャとよばれていま

した．対馬のものは北端の鰐浦で明治の末に発見され，国の天然記念物に指定

されている．現地ではウミテラシとよんでいます．

　ヒトツバタゴは，高さ25メートルになる落葉高木です．葉は対生し，長楕円

形で長さ10センチ．5月に円錐状集散花序に，ややまばらに白い花をつけま

す．雌雄異株で，花冠は4つに深く裂け，裂片は長さ15ミリ前後，果実は10

月に黒く熟し，広楕円形で長さ1センチからL5センチ．庭木として観賞用に

植えられますが，花どきはなかなか壮観です．中国では若葉を摘んで茶の代用

にもするそうです．

　時代がどのように変わろうとも，これらの記念碑と記念樹は，農業環境技術

研究所の来し方行く末を見続けていくことでしょう．

　なお，植物の詳細や参考文献をお知りになりたい方は，当所のホームページ

（http：／／www。niaes。affrc．go．jp）のr情報：農業と環境No．48」をご覧ください．
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蕪灘撫嚇繍雛．

勝 獺轟’

嘆

　　　　沢野淳銅像
（写真提供1福士定雄元農業環境技術研究所職員）

　（独）農業環境技術研究所の歴史は，

明治26年（1893）に設立された農商

務省農事試験場に始まる．今から109

年も前のことである．最初の農事試

験場は，種芸部・煙草部・農芸化学部・

病理部・昆虫部・報告部・庶務部から

構成された．その後，国民に食料を供

給するための研究所として，長い年月

をかけて着実に発展してきた．

　誕生から57年の歳月を経た農事試

験場は，昭和25年（1950）に農業技

術研究所に改組され，新たな組織は，

生理遺伝部・物理統計部・化学部・病

理昆虫部・経営土地利用部・農業土木

部・園芸部・家畜部・畜産化学部・庶

務部から構成された．この組織は社

会の変遷に伴って，l！年後の昭和36

年（1961）には園芸部および農業土木部が，それぞれ園芸試験場および農業土

木試験場へと分化し，専門の研究所へ発展した．その結果，農業技術研究所に

は，生理遺伝部・物理統計部・化学部・病理昆虫部・経営土地利用部・庶務部

が残ることになった．

　その後，22年の歳月を経た農業技術研究所は再び変貌し，農業環境技術研究

所と農業生物資源研究所と農業研究センターに分化していった．今から19年

前の昭和58年（1983）12月のことである．この農林水産省農業環境技術研究

所は，農業生産環境を含む農業環境の制御・保全・利用に関する先導的・基盤

的技術開発を行う機関として発足し，17年と4カ月の歳月を経てその役目をひ

とまず終えた。しかし，平成13年4月に新しく（独）農業環境技術研究所とし

て甦生した．

　この歴史の変遷を百年以上も静かに眺めていた存在がある。誰あらん．それ

は明治26年に農事試験場の初代場長となった沢野淳の胸像である．東京都は
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北区西ヶ原の農業技術研究所の玄関に，厳めしい面構えで前方を見据えている

髭の紳士の胸像があったことを記憶されている関係者も多いであろう．

　西ヶ原から筑波研究学園都市に移転した農業技術研究所は，沢野淳の胸像

を大会議室の正面左側に据えた．その胸像は，農業技術研究所が農業環境技術

研究所へ変遷する姿を静かに眺めていた．しかし，農業研究センターにギャラ

リーができ，そこに多くの農業関係の資料が集まるのを横目に眺めていたが，

このギャラリーこそ農業全般を見渡すのに最適な場所であることから，平成8

年（1996）に農業環境技術研究所から農業研究センターのギャラリーに移され

た．この胸像は，いまでも悠然とした姿でギャラリーに鎮座している。

　沢野淳は安政6年（1859）摂州三田（さんだ）に生まれた．氏は農事試験場

の創設を力説した．また，わが国固有の農業法（老農技術）を取り入れ，農学の

研究をもって改進の道を講ずれば，わが国の農業は大いにその実を挙げること

ができると説いた。氏は，明治！6年（1883）2月に駒場農学校を卒業（第3回

卒業生）後，母校に勤務した．

　その後，農商務省農務局に転じ，明治19年（1886）から東京府下で民有地を

借り入れ稲・麦・油菜などの試験を開始した．これが重要穀菜試作地である．さ

らに，明治22年（1889）にはドイツ・フランス・アメリカ・インドヘ出張し，先

進国の農事試験の実状を調査した．

　帰国後，明治23年（1890）に農務局第一課長と第五課長を兼務した．そのと

き，北豊島郡西ヶ原農商務省用地内に畑2ヘクタールと近傍の民有田40アー

ルを借りこれを試作地とした。これが農務局仮試験場農事部である．次いで明

治25年（1892）に，農事試験場予算が議会で可決され，翌1893年農事試験場

が設置された．本場を東京西ヶ原に，支場を大阪・宮城・石川・広島・徳島・熊

本の6カ所に置き，沢野は初代農事試験場長に任命された。

　明治36年（1903）5月，第5回内国勧業博覧会審査のため大阪に出張中，病

に罹って没した．享年45歳であった．しかし沢野淳初代場長の胸像は，いま

もわが国の農業の行く末と後輩の姿をrつくばリサーチギャラリー」（つくば市

観音台3－1－1）で静かに見守っている．

参考資料

1）農業技術研究所八十年史，農業技術研究所（昭和49年）

2）農林水産省農業環境技術研究所17年の歩み（平成12年）
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　農業環境技術研究所の理事長室に古い掛字がある．r盈科而進　農学博士横

井時敬」と書かれている．能書である．

　水の流れは，科（あな）に満ちて（盈）から先の方に流れていく．転じて，学

問をするにも順を追って進むべきであると解釈される．

　近代農学の始祖といわれる横井時敬（よこいときよし）は，万延元年（！860）

肥後国熊本城下の藩士横井久右衛門時教の四男として生まれた．幼名を豊彦

という．15歳で熊本洋学校を卒業し，ここでアメリカ人教師のジェーンズの助

手となって，後進の指導に当たった．20歳の明治13年（！880），東京駒場農学

校農学本科を卒業し，駒場農学校農芸化学へ入校した．

　その後，兵庫県植物園長兼農業通信員となった．明治18年（1885）から福岡

県農学校教諭となり，この間にr種籾の塩水選種法」を考案した。明治27年

（1894）に東京帝国大学農科大学教授，明治44年（1911）から昭和2年（1927）

まで東京農業大学学長を務めた．また，大正ll年（！922）に東京帝国大学を定

年で退職した。

　この間，作物学および農業経済学の泰斗として活躍するのみならず，農業教

育者，社会啓蒙家として，日本の社会のために大きく寄与した．特に，氏の言

うr実学思想」は，彼が残した多くのr言葉」の中によく表れている．

　日く，r一国の元気は中産階級にあり」，r農民たる者は国民の模範的階級たる
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べきものと心得，武士道の相続性を以って自ら任じ，自重の心掛け肝要のこ

と⊥r人物を畑に還す」，r農学栄えて農業亡ぶ」，r稲のことは稲に聞け，農業

のことは農民に聞け」．とくに最後の二つのr言葉」は，多くの農業関係者の知

るところである．

　また，氏は書道の大家であった．政治家の後藤新平は，現在の能書家として

誰を挙げるかと聞かれ，躊躇なくrそれは，犬養木堂（毅）と横井虚遊（時敬）

だろう．特に虚遊の仮名文字は絶品」と答えたという．誰かが，同僚の農芸化

学者古在由直（2代農事試験場長）のほうが時敬より字がうまい，と言ったの

を聞いて悔しがり，土肥樵石について本格的に字を習ったと言われている．

　農学博士横井時敬の書が，どのような経過を経てこの研究所にあるのか，多

くの先輩にお聞きしたが，いまだ明らかでない．ご存じの方があったら教えて

いただきたい。
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　マックス・フェスカの日本での業績に焦点を当てようとすると，四つのこと

が思い起こされる．一つは，わが国の代表的な農書r日本地産論（1894）」の著

者としての業績．つぎは，肥料成分や火山灰に代表される数多くの土地改良耕

地培養に関する研究．つづいて，駒場農学校や地質調査所での教育者としての

姿．とくに，駒場農学校卒業後，農商務省地質課に勤務していた恒藤規隆との

師弟関係には，教育の原点がある．最後は，ここに紹介する数多くの日本各地

の土性図の製作者としてのフェスカである．

　フェスカは明治15年（1882）11月に来日し，明治27年（1894）まで，農商

務省地質調査所の雇員，駒場農学校の農学科教師として滞在した。上に紹介し

たように，この間様々な業績を残し，日本の農学発展のために多くの啓蒙的活

動を行った．

　農業環境技術研究所本館から東側に少し離れた平屋の建物に，r土壌モノリ

ス館」がある．ここには，日本も含めて世界の土壌断面が200点以上も保存さ

れている．展示されている数多くの土壌断面の脇の壁に，折り目のすり切れた

ひときわ古いr大日本甲斐國土性図」と題する土性図が壁に掛けられている．

　この土性図は，フェスカが来日して最初に完成したものである。フェスカ

は，甲斐の国の土性調査を明治16年（1883）に開始し，翌17年，ドイツで開催

された万国地質学協会でその成果を発表した．それが，この土性図だと思われ

る．ドイツでの発表に対する評判は，櫻井武雄の著書にr大に斯の専門家の喝

采を博せり」とあることからも，その内容が想像できる．今から118年もの昔

の作品としては，立派な土性図であったろう．

　この土性図を少し紹介してみよう．

　土性図の枠外上部にrAGRONOMIC　SECTION　OFTHE　IMPERIALGEOL－

OGECALOFFICE　OFJAPAN」と製作担当部署が書かれている．枠外左部に

は，r農商務省地質調査所土性課甲斐國土性報告書図調査員農学士恒藤規隆

農学士大内健プロフェソルドクトル，フェスカ」の文字がみられる．枠外下

部の左端に，r製図者市原正秀（Drawn　by　Ichihara）」と小さな文字が見える．

枠外下部の右端には，これもまた老眼では判別しにくい文字で，r彫刺印刷東京

東陽堂（DrawnbyM．Ichiharal　EngravedbyK．Watanabe，Toyodo－Engraving
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一〇ffice，Tokio．）」とある．枠には北緯（35。20’～35050’）と東経（138。10’

～139010！）が示されている．

　土性図は，r大日本甲斐國土性図Agronomic　Map　ofthe　Kai－Provinceby　N．

TSUNETO，C．OUCHI＆PROF．DR．M．FESCA」というタイトルのもとに，「設

色記号（Explanatlon　ofColours）」とr土壌側断面（ProfilesofSoil　Scale）」と

r調査員誌」が掲載されている．

　r設色記号」は，符号と土性と地質に分けられた，土性図の色分けの説明であ

る．

　r土壌側断面」は，36種類にも分類された詳しいものである．当時の学問の

水準の高さがわかるし，ドイツでの評判も誇張ではあるまい．土壌は，つぎの

13種に分けられている二埴土・凝灰岩埴土・礫質埴土・泥質埴土・植質埴土・

壌土・植質壌土・ラス質壌土・砂質壌土・礫質壌土・砂・壌質礫・レキ．

　r調査員誌」は，r凡ソ土性図ヲ製スルニハ先ツ精細ナル地形図ヲ要ス然ルニ

甲斐國ノ如キ従来実測セシ者鮮キヲ以テ本図ノ地形二属スル基線ハ伊能氏ノ実

測図二拠リ其他ハ路上図板及ビ量程車ヲ以テ実測セリ其実践シタル地方ハ図中

明載スル線路二過ギザレバ実測ノ及バサル地方二於テハ山川沼湖ノ位置二少差

ナキヲ保セズ図中岩石二属スル設色区分ハ明治十一年和田維四郎ノ調査セシ甲
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斐國地質概測二拠スル明治十七年十一月調査員誌」とある．伊能忠敬（1745

～1818）のr大日本沿海興地全図」を活用したのだろう．

　フェスカとの共同製作者，恒藤規隆は，r率先してこの人に就き土性調査の方

法を練習し，爾来引続きフェスカ博士に従ひ，十二年間各地の土性調査に従事

し，同博士帰国後もなお二年間之に従事したのである．」と，熊沢喜久雄の著書

にある．また，恒藤は明治30年4月から5カ月の間，欧米を視察した後，同年

11月にフェスカが滞在中に務めていた地質調査所土性課長に就任している．

さらに，明治34年4月に氏が再び欧米の視察に赴いたとき，ドイッでフェスカ

を訪ねている．そのときの様子をr同博士は予を各地に案内して地質土性の実

際を丁寧に説明せられたることは，予の今に感激措く能はざる所である．」と，

熊沢喜久雄の著書は記している．

　また土性図作製のこの事業は，明治38年（1905）当所の母体である農事試験

場（明治26年設立）に移管され，以後農事試験場の土性部がこれを引き継い

だ．誕生から57年の歳月を経た農事試験場は，昭和25年（1950）に農業技術

研究所に改組された．改組に伴って，この事業は農業技術研究所の化学部に引

き継がれた．その後，22年の歳月を経た農業技術研究所は再び変貌し，農業環

境技術研究所と農業生物資源研究所と農業研究センターに分化していった。そ

こで，この事業の流れは農業環境技術研究所の環境資源部に引き継がれた。さ

らに17年の歳月は，この研究所を（独）農業環境技術研究所へと変えていっ

た．そしてこめ流れは，現在も当所のインベントリーセンターへ脈々と引き継

がれている．

　恒藤がフェスカらと共に作成した土性調査図と説明書は，この甲斐の国をは

じめとして国別につぎつぎと刊行される．このことについては，次の項で紹介

する．

参考文献

1）日本地産論：マックス・フェスカ著，地質調査所（1894）

2）フェスカ日本地産論一食用作物編一：櫻井武雄改題，日本評論社（1942）

3）熊澤喜久雄：恒藤規隆博士と日本の燐酸資源，肥料科学，6，27－68（1983）

4）農林水産省農業環境技術研究所17年の歩み農業環境技術研究所（2000）
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　マックス・フェスカが明治15年（1882）に来日し，農商務省地質調査所と駒

場農学校で多くの研究者を育成しながら輝かしい業績を残し，12年後の明治

27年（！894）にドイツに帰国したことは，すでに紹介した．その業績の一つ

に，明治18年に刊行されたr大日本甲斐国土性図」があり，それが当研究所の

r土壌モノリス館」に飾られていることも紹介した．今回は，フェスカの土性図

作製についてその後の足取りを追ってみることにする．

　r地質調査所年報」によると，明治！8年（1885）から明治36年の18年間に，

農商務省地質調査所から合計37の土性図とそれらの説明書が刊行されている．

これらは，東北から九州にいたる旧国名別の十万分の一の土性図と説明書で，

製図者，土性調査員，発行年度は様々である．まず，その土性図と説明書の一

覧を整理したので，旧国名，土性調査員，製作年をならべてみる．詳しくお知

りになりたい方は，当所のホームページのr情報：農業と環境No．23」をご覧

下さい。

　●甲斐国：恒藤規隆・大内健・フェスカ，明治18年●下野国東部：青山

元・高橋昌・フェスカ，明治19年●相模全図武蔵国南部：渡邊朔・今井秀

之助・フェスカ，明治20年●武蔵国北部：恒藤規隆・フェスカ，明治21年

●信濃国：松岡操・今井秀之助・フェスカ，明治23年●安房上総全国・下

総国南部：鴨下松次郎・フェスカ，明治23年●下野国西部：青山元・フェス

カ，明治23年●陸前全国・磐城国北部：恒藤規隆・フェスカ，明治23年●岩

代全国・磐城国南部：鴨下松次郎・フェスカ，明治23年●上野国：松岡操・

フェスカ，明治24年●肥後国：恒藤規隆・フェスカ，明治24年●常陸全国・

下総国北部：平田孝次郎・フェスカ，明治24年●備後・安芸：山中壽彌・フ

ェスカ，明治25年●因幡・伯書：早川元次郎・フェスカ，明治25年●陸中

国：青山元・小林房次郎・フェスカ，明治25年●加賀・能登；三成文一郎・

フェスカ，明治25年●周防・長門：東條平二郎・フェスカ，明治26年●河

内・和泉全国・摂津国東部：松岡操・フェスカ，明治26年●阿波国：鴨下松

次郎・フェスカ，明治26年●壱岐・対馬全国・肥前国西南部：小林房次郎・

フェスカ，明治26年●若狭・越前：早川元次郎・フェスカ，明治27年●近

江国：鴨下松次郎・フェスカ，明治27年●出雲・石見・讃岐：三成文一郎・
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フェスカ，明治27年●讃岐国：松岡操，明治28年●豊後全国・豊前国東南

部：山中壽彌・恒藤規隆・フェスカ，明治28年●遠江・駿河・伊豆：新荘三

郎・松岡操・フェスカ，明治28年●羽後国：鴨下松次郎，明治29年●尾

張・三河1鈴木清忠，三成文一郎，明治29年●播磨・但馬・淡路全国・摂津

西部・丹波国西南部：小林房次郎，明治29年●大隅・薩摩：高麗虎，早川元

次郎，明治30年●大隅国諸島：早川元次郎，明治30年●大和国1松岡操，

明治30年●日向国：三成文一郎・恒藤規隆，明治30年●美作・備前・備中：

松岡操，明治31年●羽前全国・羽後国飽海部：鴨下松次郎，明治32年●越
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中国：三成文一郎・小林房次郎・鈴木重助，明治33年●肥前国東北部：佐々

木信堅・松岡操，明治36年

　その後，土性図作製の事業は当所の母体であった農事試験場（明治26年，

1893年設立）に明治38年（1905）に移管された．明治40年（1907）から昭和

12年（1937）の間に，農事試験場土性部で刊行された土性図は，美濃，飛騨，越

後，佐渡，山城，丹後，丹波（一部），紀伊，伊勢，伊賀，志摩，土佐，伊予，筑

前，筑後，豊前（一部）の16力旧国であった．

　フェスカの指導による最初の土性図r大日本甲斐國土性図」は，明治18年

（1885）に完成した．時が経ち，戦前の最後の土性図r伊勢国南部，志摩，紀伊

国南部北牟婁郡土性図」の完成は，昭和12年（1937）であった．これで，青森

県の陸奥から鹿児島県の薩摩にいたるまで，北海道を除く日本全土の73の旧

国名の土性図（54図）が52年の歳月を要して完成したかに見えた．しかし，

最後の一つのr陸奥」の土性図が完成したのは，実に戦後の昭和23年（1948）

で，それもr青森県土性図」という図名になっている．これをもって，73旧国

の土性図が完成し，明治政府とフェスカの思いは完結したことになる．いずれ

にしても，地質調査所から引き継がれたこの事業は，農事試験場が改組され農

業技術研究所（昭和25年，1950）になる寸前に完結したことになる．

　最後のr青森県土性図」の調査担当者は鴨下寛である．鴨下寛の父親は鴨

下松次郎で，フェスカと共同して明治23年（1890）にr安房上総全国下総国南

部土性図」とr岩代全国磐城国南部土性図」を，明治26年にr阿波国土性図」

を，明治27年にr近江国土性図」を作製している。フェスカが明治27年ドイ

ツに帰国したことは，すでに述べた．鴨下松次郎は，フェスカの教えや指導を

まさに実践するかのごとく，その後も精力的に土性図を作製しつづける．明治

29，32年のr羽後国土性図」とr羽前全国・羽後国飽海部土性図」がそれであ
る．
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　フェスカの教えを受けた鴨下松次郎は，地質調査所から農事試験場に移って

も精力的に土性図の作製に励む．明治44年（1911）には，三成文一郎，小林房

次郎および鈴木重礼とr朝鮮土性図」を完成する．また，明治45年にはr大隅

国諸島土性図」を作製している．

　その後，鴨下松次郎の名前は土性図のなかから消える．しかし明治と大正と

いう時が経ち，元号が昭和と改められると土性図作製者の名前に登場するの

が，先に紹介した鴨下寛である．鴨下寛はr青森県土性図」の作製の前に，昭

和4年（1929）に三成文一郎，桜井俊亮，岡田俊次とr美濃国土性図」を，昭和

7，12年（！932，1937）には岡田俊次とr飛騨国土性図」とr伊勢国南部，志摩，

紀伊国南北牟婁郡土性図」を作製している．フェスカの思いは，鴨下松次郎の

息子の寛にも引き継がれたことになる．まさに学問は継承なのである．鴨下松

次郎と鴨下寛は，親子で農事試験場の土性部長を務めたことになる．

　農事試験場は大正13年から14年にかけて，この他にr大日本土性略図」を

完成している．担当者は，あの関豊太郎である・盛岡高等農林学校で宮澤賢治

の指導にあたった関豊太郎は，大正9年に盛岡を去り，農事試験場で土性図の

作製に関わる．かれは，後に日本土壌肥料学会の初代会長として，学会の創立，

学会誌の創刊などに尽力する．

　フェスカたちが最初に作製した土性図の調査員誌には，次のようなことが書

かれていた．すなわち，土性図の地形の基線は，わが国最初の実測地理学者で

ある伊能忠敬（1745～1818）の実測図によった．その他は自分たちで実測し

た．岩石の区分は，わが国の鉱物学の先駆者である和田維四郎（1856～1920）

の地質概測によったと．

　マックス・フェスカが明治15年（1882）に来日し，農商務省地質調査所でか

れの弟子たちと作り続けてきたr土性図」の作製はひとまず幕を閉じることに

なる．この間，人の一生とほぼ同じ66年の歳月が経過した．

　農事試験場土性部で作製された土性図の旧国名あるいは県名，発行年月，調

査担当者は次の通りである．

　●土佐国西南部：明治40年3月，鴨下松次郎・佐々木信堅●越後国西南部：

明治43年3月，三成文一郎・佐々木信堅●筑前・筑後・豊前国西北部：明治
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43年3月，小林房次郎・佐々木信堅●朝鮮土性図二明治44年3月，鴨下松次

郎・三成文一郎・小林房次郎・鈴木重礼（50万分の1）●越後国東北部・佐渡

国：明治44年3月，三成文一一郎・佐々木信堅●土佐国東北部：明治45年3

月，鴨下松次郎・佐々木信堅●大隅薩摩国：明治45年3月，鴨下松次郎・佐々

木信堅●備前国東北部：明治45年3月，三成文一郎・佐々木信堅●大隅国

諸島：明治45年3月，鴨下松次郎・佐々木信堅（20万分の1）●山城丹後全国

及丹波東北部：明治45年3月，小林店次郎・佐々木信堅●伊予国東北部：大

正2年3月，三成文一郎●伊予国西南部：大正3年3月，三成文一郎・佐々木

信堅●和歌山県：大正9年10月，三成文一郎・塩入松三郎・桜井俊亮・佐々

木信堅●島根県那賀郡：大正12年3月，三成文一郎・佐々木信堅●大日本

土性略図：大正13年3月～15年7月，関豊太郎・佐々木信堅（50万分の1）

●岐阜県美濃国：昭和4年3月，三成文一郎・櫻井俊亮・鴨下寛・佐々木信堅

●岐阜県飛騨国：昭和7年3月：鴨下寛・岡田俊次・佐々木信堅・吉田篤次

●三重県北部（伊賀全国伊勢北部）：昭和10年6月，鴨下寛・岡田俊次・吉田

篤次●三重県南部（伊勢国南部・志摩・紀伊国南北牟婁郡）：昭和12年3月，

鴨下寛・岡田俊次・吉田篤次●青森県：昭和23年，鴨下寛・吉田篤次

地質調査所から事業を移管された農事試験場（1893年設立）は，社会の情勢

に対応して農業技術研究所（1950年設立），農業環境技術研究所（1983年設

立），（独）農業環境技術研究所（2001年設立）へと脱皮した．それにともなっ

て，これまで戦争，社会不安，人事異動，引っ越しなど諸々の事象があった．に

もかかわらず，これらの資料の作製がはじまって約120年も過ぎたいま，厳然

として継承されつづけて当研究所に保管されていることは，驚異に値する．こ

れはひとえに，先達の学問への熱き情熱に負うところがきわめて大である．こ

こに，関係された先輩に感謝の意を表したい．

　なお，地質調査所および農事試験場で作製された上記の土性図で，残念なが

ら当研究所に見あたらないものは，地質調査所で作製した阿波国，近江国，出

雲・岩見・讃岐，大隅・薩摩，農事試験場になって作製した大日本土性図（16

葉）のうち1，6および9－16葉である。

　その後，土性図（後に，土壌学に基づいて土壌図とよぶ）に関する研究は，農

事試験場から農業技術研究所（1950年設立）へと移行する．国土調査法に基づ

く土地分類基本調査（1954～現在）では，国土の開発，保全，高度利用を目的

として地形分類図，表層地質図とともに土壌図の作製が開始され，5万分の1

地形図を単位として，1973年までに全国の主要な50図幅が選ばれ，土壌図が

作製される．この土壌図の作製は，農業技術研究所と林業試験場が担当した．
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この事業は，その後都道府県に引き継がれている．

　一方，戦後の農耕地土壌図は，5万分の1縮尺をベースとして，不良農地の改

良や地力保全などを目的とした施肥改善土壌図（1953～1961）や地力保全土壌

図（1959～1978）など都道府県を実施主体として作製されることになるが，農

業技術研究所は，分類・調査法の提供と指導および全国的取りまとめを通じて

深く係わっている．

　その後，土壌図に関する研究は，農業技術研究所から農業環境技術研究所

（1983年設立）へと移行する．ここでは，これまで作製された土壌図などをも

とに，作物栽培適地図や洪水防止機能図，土壌侵食防止機能図などの環境保全

機能図が作製されていくのである．その代表的な成果に，r農業環境資源アト

ラス」がある．

　新しく設立された（独）農業環境技術研究所（2001年設立）では，農業環境

インベントリーセンターの名称をもつ組織が，これらの研究の成果を継承し，

新たな研究の展開を始めたところである．

　このように，農業環境研究に必要なアトラスのもとができあがるまでに，数

多くの先輩の顔が現れてくる．その中には，土性図に直接関係しない研究者で

も知っている歴史上のひとびとがいた．伊能忠敬，和田維四郎，フェスカ，鴨

下松次郎，鴨下寛，関豊太郎，塩入松三郎など自然科学に関する大先達であ

る．　（終）
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　農業環境技術研究所の歴史は，1893年（明治26年）に設立された農事試験

場に始まる．今から111年も前のことである．この間57年の歳月を経た農事

試験場は，1950年（昭和25年）に農業技術研究所に改組された．さらに，この

組織は22年の歳月を経て再び変貌し，農業環境技術研究所と農業生物資源研

究所と農業研究センターに分化した．今から20年前の1983年（昭和58年）

のことである．そしてこの研究所は，2001年（平成13年）に（独）農業環境技

術研究所として新たな装いのもとに再出発した．この歴史については，機会あ

るたびに書いてきた．

　このような長い歴史をもつゆえ，当所には様々な古い貴重な書籍が保存され

ている．今回はそれらの書籍の中から有名なもののいくつかを簡単に解説す

る。そのほかの在庫の古書については，当所のホームページのr情報：農業と

環境No．40，41」を参照されたい．

倭漢三才図会（わかんさんさいずえ）

　これは本邦最初の百科事典である．中国の明の王折（おうせき）のr三才図

会」の編集に倣って，和漢古今にわたる事物を天文，人倫，山地，山水など天・

人・地の三部！05部門に分け，図，漢名，和名などを挙げて漢字で解説した事

典である．動物，植物，鉱物など

の絵いりの作品である．

　編者の寺島良安（てらじまりょ

うあん）は，現在の能代市に生ま

れた．大阪に出て，医学や本草学

を修め，医官となり法端位を得

た．30年の歳月を費やしてでき

たこの事典は，正徳3年（17！3）

に出版されているから，すでに

290年の歴史をもつ．
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康煕字典（こうきじてん）

　これは，中国の清の康煕帝の命により1716年につくられた漢字字典である．

約4万7，000字が収められている．部首と画でひく字書の形式は，この字典に

よって完成し，後の字典の手本となった．

本草綱目啓蒙（ほんぞうこうもくけいもう）

　小野蘭山（おのらんざん：1729～1810年）によって，1803～1806年に刊行

された全48巻にわたるこの日本博物学百科事典は，日本における最大の本草

文献で，後の博物学の発展に大きく寄与した．

　本草綱目のr本草」の意味は，動物・植物・鉱物のr学」である．薬効のある

物もここに記載されているので，古来の医学とも密接に関連している書物であ
る．

　例えば，r本草綱目啓蒙」の雲母，長石および石英の説明は，次の通りである。

●雲母：雲母は，rキラ・ノ根卜云説ハ非ナリ雲母アル庭二陽起石ナシ」と述

　べ，r玉類」に分類し，r紅毛ノ産上品透明ニテ水精ノ如シ此ヲヘゲバ薄紙ノ

　如クナル」と記している．

●長石：石膏の硬いものを長石としている．これは現在の硬石膏のことらし

　いが，ややあいまいで，現在の正長石をさす場合もあったらしい．

●石英：白石英をr本邦ニテ皆水精ト呼フ・・」としている．石英のr英」は，

　　この場合r花」の意味である．

本草図譜（ほんぞうずふ）

　これは日本で最初の植物図鑑で，著者は蘭山の弟子である岩崎常正（潅園）

（1786～1842年）である．完成は文政l！年（1828）である．図画の出来が精

密で，彩色も大変鮮明な美しい写本である．図譜を開くと，鮮やかな色が飛び

出して来る．この図鑑は植物を主体としたものであるが，その他に岩石や動物

などが若干掲載されている．

　約2，000種の植物が掲載されている．r本草綱目」の分類に従い，山草から灌

木について野生種ばかりでなく，園芸種に至るまで登場する。なお本書は，東

京大学と千葉大学の図書館のホームページで見ることができる．
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農政全書（のうせいぜんしょ）
達♂凸曾諺

　中国は明代の農書（全60巻）である．選者　　　灘

は徐光啓。農政と水利に関する技術や思想を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　猿、藻齢
集成した書である．全体の構成は，農本・田制・

農事・水利・農器・樹芸・蚕桑・蚕桑広類・種

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∫曙難農殖・牧養・制造・荒政の12部門よりなり，それ

ぞれ以下の内容に分かれている．　　　　　　論

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，嚢、秦…轡　［1］農本門：経史典故・諸家雑論・国朝重農

考，［2］田制門：井田考・歴代田制，［3コ農事門：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．’幽一解説，［6］樹芸門：穀部・菰部・疏部・果部，［7］

蚕桑門：総論・栽桑法・蚕事図譜・桑事図譜・織維図譜，［8］蚕桑広類門：木綿・

麻苧，［9］種殖門：総論・木部雑種，［10］牧養門：六畜・養魚・養蜂，［！l］制

造門：常需食品生産，［12］荒政門：備荒・救荒・本草・野菜譜．

　著者の徐光啓（嘉靖41年～崇禎6年：1562～1633）は，明時代の末に内閣

大学士にまでなった政治家である．宣教師マテオ・リッチなどと親しく，自ら

洗礼を受けてキリスト教に入信していた．r農政全書」は，徐光啓の死後1639

年に刊行された．古来の農学書の諸説を12部門に分類・整理して記述した農政

関係の総合書である。本書は農業および農政を考察する上の貴重な資料である

だけでなく，中国でそれまでに作成された農書の集大成としての性格ももって

いる．

農家益（のうかえき）

　次の5冊が保存されている．

1）農家益：天・地・人，大藏永常，享和2年（1802）

2）農家益：後編，乾坤，大藏永常，文化7年（1810）

3）農家益：績編，乾坤，大藏永常，嘉永7年（1854）

　著者の大蔵永常は，宮崎安貞，佐藤信渕とともに江戸時代の三大農学者の1

人に数えられている．明和5年（1768）に日田郡隈町（大分県日田市隈2丁目）

に生まれ，安政7年（万延元年：1860）に江戸で没した．行年93．遺髪が願正

寺（日田市亀山町）に埋葬された．法名は釈大海信士である．通称は，幼いと
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き亀太郎，長じて徳兵衛，喜内．字は猛純．亀翁，愛知園主人，黄葉園主人と

号した．あるときは，日田喜太夫とも称した．35歳になって，大蔵氏の家の字

である永を用いて永常と名乗った．

　大蔵永常は，r農」に執念を燃やした男で，享和2年（1802）に苦心の作品

r農家益」3巻を刊行した．永常35歳のときである．為政者に副業の利を説き，

櫨（はぜ）の栽培や製蝋（ろう）について力説した．永常は農学者として有名に

なったが，勉学の必要を感じ，大坂にいた蘭学者橋本宗吉について植物学や生

理学などを学んだ．

　オランダから輸入された顕微鏡を使って，稲の花弁を調べ，雌しべ雄しべの

あることを知り，その著作の中で，植物の雌雄について正しい知識を紹介した．

また西洋の化学知識を基にして，肥料について科学的に解説したr農家肥培論」

の再版と，r農家益後編」，r豊稼録」を刊行した．

　永常の著作は57年間に35種にのぽる．文章は平易で，多くのさし絵があ

り，内容が科学的であるといわれる．異彩を放つ著書は，r農具便利論」であ

り，彼の著作の集大成はr広益国産考」である．本書は彼の処女出版で，ハゼ

の木を栽培し，その実から蝋燭（ろうそく）を製造する方法が記されている．

書言故事（しょげんこじ）

　次の12巻が所蔵されている．

●漢書：書言故事，巻之1～12，附目録，胡継宗集・陳玩直鮮，天順8年

　（1458）4冊（1秩），和装本

　本書は中国の類書である．古来の有名な故事成語を集め，その目を十二支に

分類し，出典を示し解釈を加えたものである．例えば，r白玉楼」とは？文人墨

客が死後に行くというあの世にある楼閣．

　故事：中国唐代の詩人李賀の臨終の際，天の使いが現れて，天帝が白玉楼を

完成させ，李賀を召してその記を書かせることになったと告げた．

　人物：李賀（りが）中国の詩人，790～8！6，福昌昌谷の人．字（あざな）は長

吉．表現は奇抜でr鬼才」と呼ばれた。多く，宮廷生活を題材にした。27歳で

天逝した．r昌谷集」がある．
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　大工原銀太郎博士は，明治元年（1868）正

月3日長野県上伊那郡南向村に生まれ，明治

27年（1894）7月に東京帝国大学農科大学農

芸化学科を卒業し，その翌年の4月に技師と

して農商務省農事試験場に採用された．農業

環境技術研究所の前身である農事試験場は明

治26年に設立されているから，博士は，まさ

に農業研究の揺藍期を担った人である．

　その後，大正10年に九州帝国大学の教授に

任じられた．大正15年には，九州帝国大学の

第3代総長になり，昭和4年まで在職した．

昭和4年11月には同志社大学第9代総長に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大工原銀太郎博士のデスマスク
就任している．そして，昭和9年3月9日，

盲腸炎により突然死去した．享年66歳であった．

　大工原博士はこの間，日本の土壌肥料学研究の先頭集団として活躍した．特

筆されるのは，酸性土壌の研究とその改良技術である．r全酸度の発見」，r酸性

土壌の石灰による改良⊥r世界の土壌学教科書への酸性土壌の研究紹介」，r土

壌学の世界的泰斗ラーマンとの論戦」などが評価のためのキーワードであろ
う．

　死者の顔を蝋でかたどるデスマスクは，肖像彫刻のモデルとしてエジプトと

ローマで使われたという．中世のヨーロッパでは，デスマスクそのものが記念

肖像として使われた．20世紀においても，著名人のデスマスクは記念肖像とな

っていることが多い．大工原博士のデスマスクも，この例に漏れない．

　大工原博士のデスマスクが，大工原家のご遺族から当所に預けられたのは，

久保祐雄農業環境技術研究所第2代所長の時代（1985）であった．その後，熊

澤喜久雄東京大学名誉教授（農業環境技術研究所運営委員および研究レビュー

外部評価委員）を介して，山田芳雄九州大学名誉教授，九州大学大学院農学研

究院長坂井克己教授および和田信一郎助教授から，大工原博士のデスマスクを

九州大学資料室に移管してほしい旨の連絡を当所は受けた．
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．盤轟

左側：山田教授，右側：陽理事長

　その結果，大工原博士のデスマスクは，ご遺族の希望にそって総長を務めら

れた九州大学に移管することになった．平成13年5月15日，当所において山

田教授一行にお渡しした。

　（大工原銀太郎博士についての詳細は，r熊澤喜久雄：大工原銀太郎博士と酸

性土壌の研究，肥料科学，第5号，9－46（1982）を，移管の経過については，当

所のホームページのr情報：農業と環境No．14」を参照されたい．）
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古い研究試料の発見

　農業環境技術研究所の別棟r大気汚染資材判定実験棟」から，2，300点を超え

る大量の古い植物標本とガラス板に焼き付けられた工場や植物の写真のネガが

見つかったのは，平成15年の春のことであった．発見は偶然であった．当所

の岡三徳部長（生物環境安全部）が，別の試料を探しているときのことであ

る．押し花のようにきちんと作られた試料を見た岡氏は，未整理の植物標本が

保存されているものと思いこんだ．しかし，そうではなかった．これらの試料

は，整理が進む段階で農業環境研究にとってきわめて貴重な試料であることが

明らかになった．

　二竿の頑丈な木製の戸棚にしまわれていた試料は，農業環境技術研究所が東

京都北区西ヶ原から筑波に移転したときに送られてきたそのままの姿で，平成

15年の秋まで23年間も埃を被り続けていた．いや，西ヶ原でも同様に埃を被

り続けていたのであろう．明治41年（1908）の日付のある試料は，96年近く

も人目に晒されなかったことになる．もっとも新しいものでも昭和12年

（1937）であるから，その年に生を得た者は当所に誰もいない．それらの資料の

内容を関係する諸先輩に聞いたところ，どなたもそのことをご存じなかった．

試料の内容

　試料の内容を大まかに整理する。最も多かったのは，愛媛県のもので，宇摩

郡，越智郡，周桑郡，新居郡，西宇和郡，伊予郡，今治市から採取された試料

である．明治41年，42年，43年，45年，大正2年，3年，4年，5年，6年，

7年，8年，ll年，14年，15年，昭和2年，3年，5年，6年，7年，8年，10

年，11年，12年，13年，17年，18年，19年に採取された今から60年から96

年前の植物および作物の標本である．

　植物および作物は，イネ（水稲，陸稲），甘藷，ヨモギ，アザミ，コモノキ，ム

ギ，大豆，胡麻，桃，里芋，茄子，ツタ，ムカゴ，イノコヅチ，ハコベ，ツル

ムケモドキ，ノブドウ，ヒメジヲン，カニツリグサ，サルトリイバラ，ヨツバ

ムグラ，スギナ，チシャ，ツユクサ，エノコログサ，イタドリ，ウマカラスム
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キ，ヒョウタン，アラガシ，桑，林檎，梨，公孫樹，イヌツゲ，コノデガシワ，

ビャクシン，カエデ，クロマツ，櫻，櫨，イイギリ，粟，小豆，桐，サワフタ

ギ，煙草，イグサ，石竹，エゴノキ，柿，トダシバ，ウマノミツバ，ゼンマイ，

モミヂイチゴ，ヘビイチゴ，ノバラ，ドクダミ，イラクサ，サクラダチ，スイ
バ
， コヌカグサ，ミゾソバ，サクラタケ，キンポウゲ，アヤメ，蕎麦，大麻，青

刈大豆，ネーブル，タデ，イチビ，短廣花螺，小松菜，栗，畦畔大豆，菊，フ

キ，馬鈴薯，シャクヤク，ユスラ，櫟，杉，ハコネダケ，クマザサ，ハゲンバ

ク，ヒノキ，センダン，葡萄，百日紅，バラ，アカザ，夕顔，ダリヤ，ウド，大

根，無花果，茗荷，ホホヅキ，アケビ，銀杏，ヨモギ，フヂ，柳，南瓜，蚕豆，

救類，葛，紫蘇ウメ，胡瓜，モミヂ，マキ，プラタナス，ツゲ，枇杷，ユウ

カリ，山吹，ポプラ，紅梅そのほか不明のものに及ぶ。

　茨城県久慈郡で採取された大正2年，大正4年，昭和13年の試料は，煙草

（水府葉，米葉），イネ（水稲，陸稲），ケヤキ，葱，玉葱黍，雑草，馬鈴薯，サ

クラ，ハコベ，コスモス，大麦，レンゲソー，アサガホ，フキ，胡瓜，ギタン

である．

　静岡県庵原郡の日本軽金属蒲原工場と記載のある昭和18年，昭和19年の試

料は，ムギ，水稲，果樹園（温州），温州蜜柑，青桐，鈴懸，山桃，柑橘，楓，ス

ギナ，竹笹，腕豆，小豆，松，杉，槙，薔薇，牡丹，蘭，柿，小麦，蕎麦であ
る。

　新潟県の二本木日曹工場と記載のある試料は，昭和16年，昭和17年に採取

された櫻，煙草，枇杷，桑，蓬，銀杏，梨，楢，楓松，櫨，茶，蜜柑，熊笹

である．

　三重県の河原田村，四日市市付近と記された昭和16年，昭和17年の試料

は，水稲，イヌタデ，雑草（ヨモギ），豆，胡麻，菜豆，大豆，甘藷，人参，南

瓜，笹である．

　福岡県大牟田市の三井鉱山および三池窒素電気化学と書かれた昭和10年の

試料は，草苺，梧桐，南瓜，菊，人参，ヨシ，茄子，ヒサカキ，甘藷，葡，大

豆，葱，爽竹桃，里芋，柳，大根である．

　香川県の直嶋村の昭和3年，昭和6年に採取された試料は，蚕豆，水稲，イ

タドリ，ノイチゴ，松，樫である．宮城県栗原郡の大正9年の試料は，桐，小

豆，イタドリ，サワフタギ，カメバソウ，モミヂイチゴである．

　神奈川県横浜市の東亜農薬中山工場と書かれた昭和18年の試料は，胡瓜，茄

子，イネ（水稲，陸稲），桑，トウモロコシ，粟，小豆，蕎麦，胡麻，大豆であ

る．長野県東筑摩郡の日本電気工業株式会社と書かれた昭和11年の試料は，
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水田のイネである．

　そのほか不明な点がいくつもあるが，東京都北多摩郡の仙川アルミニューム

工場と記された昭和16年前後の植物，秋田県鹿角郡の年代不詳の水稲，千葉県

農事試験場の昭和6年の早生愛國，岡山県不詳地の昭和6年の松，樫，熊本県

八代町の昭和15年の不詳植物，栃木県足尾銅山の不詳年代，不詳植物，石川県

の下尾鉱山の昭和19年に採取された不詳植物などがあった。

　愛媛県の試料以外は，茨城県の大正2，4年のものと宮城県の大正9年のもの

を除いてすべて昭和のものである．

なぜこのような試料が？

　これらの貴重な試料が，なぜ農業環境技術研究所に保存されているのか？そ

れも，なぜ愛媛県で採取された試料が明治41年から昭和19年まで大量に在る

のか？これは当所のホームページのr情報：農業と環境No．50」のrわが国の

環境を心したひとびと（7）：岡田温」とr情報：農業と環境No。53」のrわが

国の環境を心したひとびと（9）：古在由直」ときわめて関わりが深いと考えら

れる．

　r岡田温」では，別子銅山から亜硫酸ガスが大気に放出されたことによる作

物への煙害の発生や，鉱毒水による稲作への被害を紹介した．詳細は，r情報：

農業と環境No．50」を参照していただくとして，問題は，なぜ明治41年から

の試料かということである．これには理由がある．

　実は，愛媛県の別子銅山の近辺では，明治！0年代から亜硫酸ガスの被害が広

がっていた．明治26年（1893）の9月には，愛媛県新居浜村で村民数十人が別

子銅山新居浜分店に対し，製錬所の亜硫酸ガスによる農作物被害を訴え，精錬

事業の停止を要求している．さらに明治27年（1894）の5月には，愛媛県の別

子銅山の新居浜製錬所より排出された亜硫酸ガスのため，ムギが不作に陥った．

　その後，明治28年（1895）の2月，明治30年（1897）の12月には愛媛県新

居浜で煙害がさらに激化した．このような中で明治38年（1905）の1月，別子

銅山は煙害をさけるため精錬所を別子から四阪島に移転させたのである．しか

し8月の本操業とともに，愛媛県越智郡と周桑両郡に亜硫酸ガスの被害発生が

出始めた．海を隔てた四阪島からの煙害の本島への被害は，予想外の事件であ

った．

　翌年の明治39年（1906）の7月，またまた愛媛県周桑郡で別子銅山の亜硫酸

ガスによる稲の葉の被害が発生した．翌々年の明治40年（1907）には，別子銅

山四阪島製錬所の亜硫酸ガスによる被害が，数か村で発生した．
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　これに対して，明治41年q908）には愛媛県四阪島製錬所煙害調査が始まる

ことになる．以後，昭和l！年度までこの調査は実施される．実は，このとき調

査されたムギや稲のほかに数多くの植物や作物の試料が，昔の農事試験場に送

られてきていたと考えられる．

　r情報：農業と環境No．53」のrわが国の環境を心したひとびと（9）：古在由

直」で，古在を日本の公害問題に最初のメスを入れた科学者として紹介した．

あの渡良瀬川沿岸の足尾銅山の鉱毒調査に全力を注ぎ，わが国で初めて公害問

題を提起した学者，古在由直は，当所の前身（農業技術研究所）のさらに前身で

ある農事試験場の第2代目の場長（明治36～大正9年）であった．

　明治23年（1890）年の8月に関東地方で大水害が発生した。足尾山地に源

を発する渡良瀬川は，栃木県，茨城県，群馬県，埼玉県の四県が県境を接する

利根川合流地点で氾濫し，鉱毒を含んだ大量の水が付近一帯を浸した．この一

件で鉱毒の被害は衆目の一致するところとなった．農民は，足尾銅山の操業停

止を求めて栃木県に上申書を提出した．これと時を同じくして，渡良瀬川沿岸

の青年有志は畑の土と川の水を採取し，農商務省地質局にこれらの試料の分析

を依頼したが，地質局ではこの申し出を拒否した．

　そこで青年たちは渡良瀬川沿岸の土壌と水を採取し，当時帝国大学農科大学

の助教授で硬骨の科学者して，公平無私で情実に左右されることのない科学者

として評判があった古在由直を訪ねて，分析調査を依頼した．明治24（！891）

年5月のことであった．それから2週間後，由直は被害農民に次のような分析

結果を送っている．r過日来御約束の被害土壌四種調査致候処，悉く銅の化合

物を含有致し，被害の原因全く銅の化合物にあるが如く候」．科学者としての

信頼を古在が勝ち得たときである．

　また，古在は明治35年（1902）年3月に鉱毒調査委員に命じられた．委員に

なった古在は，渡良瀬川沿岸一帯を徹底的に調査することを主張したが，その

主張は認められなかった．そこで古在は，r年月と経費が甚だしくて困難であ

るならば私がやってみせる」と啖呵を切って自ら鉱毒調査に乗り出した．農民

の古在への信頼は頂点に達した．

　農民たちの古在場長への信頼が，当時の農事試験場への信頼にもつながって

いたのであろう．明治41年以降の別子銅山周辺の被害植物が農事試験場に送

られ，分析に供されたのであろう．そして，今なお2，300点以上の試料が，当

所に遺されていたものと考えられる．

　愛媛県以外の資料は何を意味するのか．これら一連の試料の保存の様子や資

料に記載された地名や事業所名からみて，おそらく別子銅山の場合と同様に煙
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熱繍
礫

害や重金属の被害を被った試料と推定して問違いないであろう。

試料の活用

　これらの試料は，当所のインベントリーとして保存する．これらの試料を将

来どのように有効に活用していくか，これから考えていく必要がある．例え

ば，非破壊分析に供して，過去の亜硫酸ガスの被害や重金属の汚染状況を知る

ことができるであろう．いずれにしても，このように時間を超えて環境試料が

存在することは，環境科学を進める上できわめてよろこばしいことである．こ

れらの試料を利用した共同研究など関心のある方は，当所の企画調整部研究企

画科に連絡いただきたい．
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資料の発見

r依頼分析」の成績帳簿（明治34年）

r請求分析」の成績帳簿（明治35年）

　2004年秋，農業環境技術研究所のr土壌フ

ァティリティ実験棟」内の一実験室で約500

冊の帳簿と未整理の書類が見つかった．これ

らは，当研究所の前身である農事試験場（東

京都北区西ヶ原）時代に行われた肥料などの

依頼分析の成績の控えであることがわかっ

た．二種類の成績帳簿があり，1つは，r公衆

の依頼に応じ肥料・土壌等に就き分析を行ひ

たるもの」（明治26年4月勅令18号），もう

1つは，r肥料取締法（明治32年4月公布，

同34年12月施行）に基づき必要と認め，若

しくは取締りの参考のため各府県庁等からの

　請求により肥料等の分析を行ひたるも

　の」の成績の控えであった．前者をr依

　頼分析」，後者をr請求分析」とよぶこと

　にする．依頼分析の成績の控えは，明治

　34（190！年）年3月から昭和29年度末

　までのもの，請求分析のそれは，明治35

　年3月から昭和19年度中頃までのもの

　である．したがって，古いものは今から

　100余年，新しいものでも50年余も前

　のものである．この間の依頼分析は7万

　4千余件，請求分析は6千7百余件であ

　る．前者は，未製本のまま残されている

昭和14年以降の記録を除いて411冊（一部に欠落あり），後者は78冊の帳簿

にまとめられている。
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資料の概要

・資料の外観

　依頼分析の帳簿は，縦20センチメートル，横22センチメートルのほぼ正方

形，請求分析のそれは縦19．5センチメートル，横26。5センチメートルの横長

の帳簿となっている．このため両者を容易に区別できる．1冊の帳簿の中には

約100件の分析成績がまとめられている．製本した資料はいずれも左綴じ，左

開きであり，黒い布貼りの背表紙になっている．表紙のほこりを拭うと緑，紺，

茶，灰青，灰黄色などの地色の上に大理石のような縞模様が現われ，なかなか

しゃれている。依頼分析の帳簿では7～18冊の区切りで同じ模様の表紙にな

っているが，年度や年で区切られているわけではなく，表紙の模様を変えた意

図についてはわからない．また，昭和8年以降の成績はタイプ複写となってお

り，500件の成績が一冊の帳簿に簡易な装丁でまとめられている．一方，請求

分析の帳簿は当初はしゃれた表紙で装丁されていたが，大正3年以降は目立た

ない雲形の模様のついた黒表紙に統一される．

・資料が当所に残された背景と理由

　このような肥料などの分析成績が当所に残された理由を調べていくと，当所

のルーツである農事試験場の設置理由並びに目的に行き当たる．

　明治24年1月，当時の最新の識者並びに学者の団体であった農学会は，r興

農論策」を発表し，この中で，r・…　我が国の農家は肥料の配合法を得ざるが

為に其の損失するところ太だ多きを知れり．之らの事実は皆我が国の農業未だ

十分に発達せざるを証するものなり，今之が改良の術を発見し，これを実施す

るの道を示すは則ち試験場の任務にして，之をなすには科学的研究と実地的の

試験とによるにあらざるよりは安んぞ迅かにその目的を達せんや・・…」と農

事試験場の設置の必要性を熱く説いた．その声に押されて明治26年に官制の

農事試験場が発足した．

　ところで，農商務省は，明治18年から澤野淳（後の初代農事試験場長），酒

匂常明ら駒場農学校で近代農業技術を学び，あるいは教えている者を農事巡回

教師として地方を行脚させ，肥料を含む農業知識の普及を図った．その結果，

交通機関の発達もあいまって販売肥料の消費額は年々増加する状況にあった．

ところが，これに乗じて不正な肥料を製造・販売する悪徳業者が横行した．こ

のため，肥料の販売業者や購入者の間では，肥料の分析を公の機関に依頼した

いという要望が高まっていた．
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　こうした要望も受けた農事試験場の仕事としてr農産の増殖改良に関する試

験」，r巡回講話」，r土質，種子，肥料，飼料などの分析鑑定」の3項が定めら

れた．この3つめの項に基づいて，農事試験場は肥料などの依頼分析←一般公

衆対象），後には請求分析（知事，国など対象）にも応じることになった．これ

が依頼分析の成績が当所に残されたゆえんである．

・残された成績帳簿と農事試験成蹟に掲載された依頼分析の成績との関係

　ここからは当時としてはきわめてユニークなr一般公衆」からの依頼に基づ

く依頼分析に限定して述べることとする。

　当所で見つかった，もっとも古い成績帳簿の供試品番号は1434番から始ま

っており，その分析依頼日は明治34年3月21日（報告書送付は4月2日）と

なっている．依頼分析は明治26年12月15日から受付を開始したから，本帳

簿の成績は当然のことながらもっとも古い成績ではない．これ以前の成績は，

明治28年3月発行の農事試験成蹟第7報に1～51番（明治27年に分析）の

供試品の分析成績が掲載されて以来，明治33年9月の第16報の801～1230

番までの成績が欠落なく掲載されていた。しかしながら，1231～1433番まで

の分析成績が掲載されると期待された第17報は，農事試験成蹟ではなく農事

試験場報告第17号へと体裁を変えたため，依頼分析の成績は掲載場所を失い，

おそらくそのままになってしまったのであろう。

　それではなぜ1434番（明治34年4月2日報告書発送分）以降の成績の控え

だけが残されたのであろうか．現存する依頼分析の成績帳簿は410余冊にのぼ

るが，この中で失われているのは数冊に過ぎない．1，400件余の成績帳簿は14

～15冊にもなるから現存の帳簿と同じ体裁のものであったなら1，2冊は残っ

ていてもいいはずである．それが！冊も残っていないのは，14，5冊分に相当

する成績帳簿は始めから存在しなかったと推測している．その推測を補強する

根拠もあるが，決定的な証拠を得ていないので推測にとどめたい．

資料の内容

・依頼分析の成績帳簿の様式

　成績帳簿には【番号】，【供試品】，【依頼者住所氏名】，【生産地若くは製造地】，

【生産人若くは製造人】，【価格】，【定量または定性分析を要する成分】，【依頼期

日】，【許可期日】，【手数料】，【手数料納付期日】，【成績書納付期日】，【分析主

任】，【備考】の欄があり，必要事項が記入されている．そして左開きのぺ一ジ

の右側の縁にはミシン目の跡があり，そこにr農商務省農事試験場」の割印が
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押してある．その右側は，ミシン目でつながった依頼者宛のr護明書」になっ

ている．唯一残っていたものによれば，右側から縦書きで供試品番号，供試品

名，依頼者名の記入欄，そして分析成績を示す欄がある．その後にr右は依頼

者により本場に提出したる供試品に就き施行したる分析の結果なることを護

す」とあり，それに続いて年月日，場長名，同印，分析担当者名が並んでいる．

r讃明書」部分は，送付されてしまうので，帳簿として残っているのは，小切手

帳の控えに相当する部分である．昭和8年以降は，ミシン目を切って証明書を

発行する方式からタイプ打ちの複写方式に変わったが，様式の基本は変わって

いない、なお，農会など公的な団体から多数の件数の分析依頼があったとき

は，成績一覧表を別途作成して報告しており，その控えは成績帳簿に綴じ込ん

で残されている．

・成績帳簿からみた依頼分析件数の変遷

　農事試験成績と残された成績帳簿から依頼分析の件数の推移をみると，明治

27年度末までに52件，28年度に44件と出足はゆっくりであった．明治29

年度に108件，30年度に180件と急増し，31～33年度は300～400件を維持

した．しかし，明治34年には一挙に1，273件に急上昇した．明治35～37年

度は低下したが，その後増加し同41年には1，373件まで増大した．明治42年

には910件と再び下がった．明治45年には同41年のレベルに高まった．明

治45年から昭和7年までの21年間の依頼件数は，年間平均1，522件になって

いる．件数が急増した明治34年，同41年はそれぞれ肥料取締法，改正肥料取

締法の施行年に当たり，肥料取締りとその強化への対応が取られたためであろ

う．また大正8，9年の増加は，支場で行っていた依頼分析が同8年に本場に一

本化されたためと思われる．

　一方，明治36～37年，大正3～4年，大正11，12年，昭和2年には依頼件

数が減少した．日露戦争，第1次世界大戦，分析手数料の値上げ，関東大震災，

生糸の価格暴落と肥料価格の低下など世の中の動きが，直接あるいは間接的に

肥料の生産・流通に影響を及ぼしたためであろう．昭和8年から同16年まで

は，1，900～2，900件のレベルに増加した．これは海外からの燐鉱石の輸入の増

大，内地外地での硫安生産の増大などが関係していると思われる．日米戦争開

始以降は海外からの燐鉱石の輸入も止まり，分析に携わる人も兵役などのため

徐々に少なくなり，依頼件数も低下し，昭和18年～22年までは成績が見あた

らない．また，昭和23年以降の成績は未整理のまま残されている．
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資料の散策

・分析依頼された肥料などの供試品

　成績帳簿に記載されている供試品の多くは市販の肥料であるが，中には肥料

あるいは肥料原料としての利用価値を把握するために分析を依頼したものも含

まれている．供試品を類別すると，①植物質肥料（大豆油粕など油粕が3！種，

醤油粕など発酵粕が7種，糠，堆肥など雑植物質15種類，煙草灰など植物性灰

10種の計63種），②動物質肥料（練搾粕などの魚肥が37種類，乾血，肉骨粉

などの獣肥が40種類，蚕蠕〆粕など雑動物質13種，鶏糞など動物糞9種，活

性汚泥1種の計100種），③鉱物質肥料（石灰，長石，セメントダストなど無機

鉱物23種，グアノや21カ所から輸入した燐鉱石など25種の計48種），④無

機質肥料（過燐酸石灰など燐酸肥料7種，硫酸安母尼亜など窒素肥料8種，硫

酸加里など加里肥料7種の計22種），⑤配合肥料（石灰窒素加里など2種），⑥

化成肥料（アンモフォス，二トロフォスカなど8種）となり，肥料などの物質と

して243種にのぽる．

・依頼分析からみた肥料などの時代的な変遷

　明治27年から昭和10年度までの41年間の肥料などの時代的な変遷を見る

ため，概ね5年ごとの年度の依頼分析について，50件を抽出して供試品を上記

にしたがって分類してみた．これによると，明治・大正時代は過燐酸石灰の分

析を除けば植物質，動物質肥料の分析依頼件数の割合が高かった．大正末期か

ら昭和に入ると，それらはいずれも明らかに低下し，代わって燐鉱石に代表さ

れる鉱物質の依頼分析の割合が増加し続けている．また，依頼分析開始当初に

唯一の化学肥料であった過燐酸石灰の分析依頼の割合が高く，その後も高い割

合を占めた．昭和に入ると，これに加里，輸入硫安，国産硫安の分析依頼が加

わった。

　昭和に入ると植物質肥料の依頼分析が減少し，硫安や加里の依頼分析が増え

た．大豆粕などでは取引が大規模化するにしたがい，一定の品質の製品が得や

すくなり，分析の必要性が低下してきたこと，しかも大豆粕を始め菜種粕，棉

実粕とも大正末期に輸入量が頭打ちとなったことなども関係しているかもしれ

ない．植物質肥料の代表格である大豆粕は，窒素，燐酸，加里の三成分を含む

万能肥料であったが，これに代わって硫安が利用されるようになると，土壌中

の加里の収奪が進むこのため，大豆粕使用時にはわかりにくかった加里の効

用がめだつようになり，それが加里肥料の需要を増やし，加里の依頼分析件数
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の増加につながったと思われる．

　昭和初期は硫安の輸入が増え，その依頼分析が多かったが，昭和7，8年から

は国産硫安（外地を含む）の分析依頼が多くなった．これは，わが国のアンモ

ニア合成工業がドイツなど先進工業国からの硫安の安売りに耐え，独り立ちで

きたことの証であろう。配合肥料については，明治時代には過燐酸石灰と窒素

を含む動植物質肥料とを調合したものが依頼分析の大きな割合を占めたが，大

正以降はその割合は減少し，昭和10年になると無機質肥料どうしの配合肥料

や化成肥料（ニトロフォスカ）の依頼分析の割合が高まっている．

　このように，上記の肥料分類に基づく依頼分析件数割合の推移から見ると，

販売肥料については，大正末が有機質肥料から無機質肥料への移行の分岐点で

あったように思われる．

・依頼分析の利用目的と波及効果

　依頼分析はどのような目的で行われていたのであろうか．供試品の種類，分

析内容，依頼主のカテゴリー，r詮明書」の発行枚数などを参考に時間的に概観

するとおおよそ次のように整理できる．

1）供試品の肥料としての価値，特性を判断するため

　主に依頼分析開始当初から明治の末頃まで（依頼者：肥料製造・販売業者，農

　業者，輸入業者）

2）生産・販売肥料の成分の保証あるいは，確認のため

　主に明治41年の改正肥料取締法施行以降（依頼者：肥料製造・販売業者，輸

　入業者）

3）輸入した肥料および原材料が契約したものであるかを確認するため

　主に肥料，燐鉱石の輸入が多くなってきた明治末期から大正始めと大正末期

　以降（依頼者：肥料製造業者，輸入業者）

4）輸出入肥料の成分の公的証明のため

　主に肥料の輸出が行われた昭和7，8年以降（依頼者：輸出業者，肥料製造業

　者）

　依頼分析の利用目的1）～4）のうち1），2）はわが国の農業振興に貢献する

ものであるが，3），4）は農業よりは工業・貿易部門への貢献である．後年，3），

4）のための依頼分析の割合が増えていくことは，依頼分析の当初のもくろみと

は乖離するものであるが，依頼分析が肥料製造業の発展や保証成分を満たす肥

料の販売に貢献し，結果として農業者が肥料を容易に入手でき，安心して使用

できる道を開いたのであるから，依頼分析の制度は当初のもくろみを越えた大
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きな貢献をしたと評価できるであろう．

・依頼分析を最もよく利用した農業経営者

　依頼分析開始当初にこれを利用した肥料商の中には，その後も引き続き利用

している者が見られる．茨城県結城の廣江嘉平氏は成績帳簿にたびたび登場

し，r肥料研究界」雑誌の肥料人国記にも農事試験場をもっともよく利用した人

として紹介されている．

　廣江家は代々庄屋をつとめ，幕末に肥料商を営んで経営を拡大し，養蚕業，

蚕種製造にも手を広げた．嘉平氏は明治21年に水戸で開催された農商務省に

よる農業講習会に出席し，農事巡回教師織田又太郎から欧米の輪栽式農法の大

要を聴き，家畜の飼養の重要性を認識し，耕種，養蚕，養牛の三部門の大規模

農業経営を実施した人でもある．

　その所有地は78ヘクタールにのぼったが，25ヘクタール余は自作地とし，

その内訳は水田4．5ヘクタール，桑畑13．5ヘクタール，牧草栽培地5ヘクター

ル，普通作物栽培地2ヘクタールであった．また，60頭弱の牛を飼育し，牛乳

72トンを生産した、肥料商も経営し，依頼分析開始当時は鯨，鮒の搾粕，米糠

などの伝統的な動植物質肥料を取り扱っていた．

　明治29年に東京の鈴鹿商店が，初めて硫酸安母尼亜5トンを濠州から輸入

して試験販売した際に，同氏がとくに協力して，苗代用肥料への利用を広めた

という．硫酸安母尼亜の使い方を会得するまで若干の苦労はあったようだが，

同氏はこのような体験を通して化学肥料の効用を早い時期から知ったものと思

われる．明治32年2月に氏から依頼のあった濠州産の硫酸安母尼亜，肉粕粉

などの分析成績が農事試験成蹟第15報に残されている．

　氏は明治35年に天皇が宇都宮に行幸になった際には，硫酸安母尼亜の効果

について侍従を通して上奏し，これが新聞に掲載されたことから硫酸安母尼亜

が肥料として信用され，その後急激に使われるようになったという．明治44

年には大豆粕粉末（3），タンケージ（5），乾血，肉骨粉（5），鯨肉骨粉末，骨粉

（3），智利硝石，硫酸安母尼亜，硫酸加里（2），沃度加里（4）の29件の分析依

頼を行っている．

　氏は，農商務省の農業巡回講習で取得した知識を農業経営に生かし，また，

依頼分析の制度を利用して販売肥料に関する知識を増やしていった．とくに，

近代化学工業の発展の成果である化学肥料の効用を，早くから理解して経営を

実践した点が注目される．氏は，産業としての農業を学理の応用によって発展

させようと目論んだ明治初期の政府の政策をうまく利用した人物であったとい
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えよう．

・依頼分析の流れは今？

　依頼分析開始当時の先端的な科学技術であった化学分析は，r依頼分析」とい

う制度を通して，肥料に関する情報を農業者に与えるとともに，肥料の製造業

者，販売業者には品質の向上と成分保証において貢献をしてきた．農事試験場

は，依頼分析に対応して明治35年にr農芸化学公定分析法」を発行した．大正

2年には，その中の肥料分析法の部分にさらに各種の分析法を加えたr肥料分

析法」を刊行した．昭和初期には，r肥料分析法」にアメリカの流儀も参考に取

り入れるなど，その後の時代の変化と分析法の改良などに対応し，昭和11年，

同13年，同17年には分析項目に若干の加除を加えた．昭和25年の肥料取締

法の全面改正に際し，r肥料分析法」が肥料の主成分および有害成分の定量のた

めの公定法となった．r肥料分析法」は，その後当研究所の前身である農業技術

研究所，農業環境技術研究所において5年ごとに改訂を加え，英語版も発行し

てきたが，平成4年を最後にその役割を他の機関に譲っている．しかし，分析

にかける情熱は現在の農業環境におけるハロゲン化合物，重金属，亜酸化窒素

などの温室効果ガス，残留農薬やダイオキシン類，降下核種などの微量および

超微量分析の研究の中に脈々と受け継がれ，農業環境を保全するための研究に

生かされている。

　また当所は，健全な農業環境を維持し，これを次世代に引き継ぐため，農業

環境に関連する種々の情報を農業環境資源インベントリーとして構築しつつあ

る．ここに紹介した肥料などの依頼分析の成績や別途調査の結果を加えてまと

めたr肥料の成分表」（林義三編昭和28年12月）や動植物性肥料の鑑定につ

いてまとめたr有機質肥料鑑定法」（大島秀彦1955）などの情報をインベント

リーの引き出しの中に入れることにより，動植物質肥料の研究，動植物質廃棄

物のリサイクル，オーガニック農業の実践などに利用できる貴重な情報源にな

ることを期待している．

おわりに

　ここに紹介した依頼分析の成績帳簿は410余冊ある．この中の数値の多くが

上記のr肥料成分表」の中に生かされているに違いない．これらの帳簿を繰り

ながら気づいたチェックのあとは，おそらくそのときつけられたものであろ

う．ではなぜr肥料の成分表」がとりまとめられた昭和28年時点でこの成績帳

簿は廃棄されなかったのであろうか．r肥料の成分表」をまとめた林義三氏は
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関東大震災の直後に依頼分析に携わったという．おそらく明治時代から依頼分

析に携わってきた偉大な先輩諸氏と顔をよく知る間柄であったであろう．大先

輩が作り始め，自分も作り続けてできあがった410余冊の帳簿をr肥料の成分

表」としてまとめたとはいえ，おそらく廃棄する気にはなれなかったのではあ

るまいか．それから，さらに50年が経った．r残された遺産」としてこれをま

とめた機会に廃棄してしまおうなどとはやはり思えない．今度は，しかるべき

場所に保管しておくことになるだろう．

主な参考文献

1）日本における肥料および肥料智識の源流（1973）：川崎一郎　日本土壌協

　会
2）日本における明治以降の土壌肥料考（上）（1975）：黒川計　全農

3）日本における明治以降の土壌肥料考（中）（1978）：黒川計　全農

4）日本における明治以降の土壌肥料考（下）（1982）：黒川計　全農

5）肥料史裏街道（1985）：鶴田万平　日本肥糧検定協会

6）農業技術研究所80年史（1974）1農業技術研究所

7）肥料の成分表（1953）：林義三　肥糧研究会

8）有機物肥料鑑定法（1955）：大島秀彦　農業技術研究所資料B（土壌肥料）

など．
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　（独）農業環境技術研究所の前身であるかつての農業技術研究所（東京都北区

西ヶ原）の二階の貴賓室に，縦55センチ，横2メートル20センチにおよぶ大

きな絵図があったことを記憶しておられる方があると思う．この絵図は，研究

所の移転・再編に伴って筑波の農業環境技術研究所の来賓室にその居場所を変

えた．その後，（独）農業環境技術研究所の設立に伴って再び居場所を変え，現

在は理事長室におちついている（写真）．

理事長室に飾られている絵図

　幅広い横長の額には，沿岸の風景と町並みと大空が描かれ，左右の上部と下

部に小さくラテン語とオランダ語の文字が書かれている．大空の中央には

AMSTELODAMUMの文字があって，左右いっぱいに天使やギリシャ神話の
神々が舞っている．

　アムステルダムの沿岸いっぱいに70艘をこえる大小の帆船が浮かび，帆船

の間を10艘をこえる艀（はしけ）が行き交っている．額に描かれた波の刻みは

抜群である．沿岸からの自由な往来を遮断するかのように，沿岸全域にわたっ

て柵が張りめぐされており，直接，帆船が岸壁には停泊できないようになって

いる．柵を通過するための許可を受けた帆船だけが接岸できたのであろう．

　沿岸には，6本の川が流れ込んでいる．川縁には，ゴシック風の教会堂や煉

瓦造りの高層住宅が建ち並び，当時のアムステルダムの繁栄ぶりが伺われる．

右端の田園風景の入り口には，オランダを代表する風車が見える．左端にはオ

ランダの歴史を象徴するかのように，営々として築かれたであろう堤防が，波

打つ湾岸とともに描かれている．
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　この絵図の来歴や由緒などを知る人がいないため，この不可解な絵図の謎解

きを試みたので，ここに紹介する．手がかりは，絵図の枠外にある日本語，rオ

ランダ・ワーヘニンゲン国立農科大学稲専門家養成計画参加者寄贈（昭和40年

6月9日～同年7月B日）」と，これとほぼ同じ内容の枠外にある英語，rln
gratitude　presented　by重he　Par童icipan重s　of　the　Rice　Training　Programme　from　the

StateAgricultural　University　ofWageningen，Holland，June　l965（その下に，消

えかかった9人のサイン）」だけであった。

　絵図の中のラテン語もオランダ語も理解できないし，その上，これらの文字

がそれほど鮮明でない。唯一の手がかりは，9人の参加者のサインである．し

かし，このサインも37年の歳月が邪魔をし，文字が明白でない．だだ，最初の

サインのBreemenと6番目のサインのHydendaelだけは鮮明に読みとること

ができた．

　あとは，一挙にことはなされた．インターネットでBreemenとHydendae1

を探しまくる．幸いにも，NicovanBreemenに行き着くことができた．氏は

現在，オランダのワーヘニンゲン大学の土壌科学・地質学研究所の所長であっ

た。早速，インターネットで氏に絵図を送り，当時のいきさつを聞くことがで

きた．

ここからは，氏のメールを紹介する．

　大変ありがとう．メールとrアムステルダムの町」と刻まれた絵図の写真を

感謝をもって受け取りました．われわれが1965年に学生として過ごした楽し

い時を思い出して大変喜んでいます。

　“われわれ”は，オランダのワーヘニンゲン大学の9人の学生で，19カ月にわ

たる稲作農業研究のための世界周学旅行の一端で，日本を訪れました．われわ

れの専門は，それぞれ，土壌科学（van　Breemen，Oldeman，Welemaker），農業

経済（Molster，Heydendael），かんがい工学（Plantinga，Simons），植物育種

（Hme　RisLambers）および植物生理学（van　Hoogstraten）の学生でした。

　ワーヘニンゲン大学のRobert　Best博士の監督のもとで，ポルトガル，スリナ

ム，トリニダード，ジャマイカ，メキシコ，カリフォルニア，ハワイ，日本，台

湾，フィリピン，タイ，インド，イラン，エジプト，ヨルダンおよびトルコを

訪問しました．日本には，1965年の6月9日から7月13日の34日間滞在し

ました．われわれの正式な名前は，Mco　van　Breemen，（Rik）HC　Molster，Pim

（WJ）Plantinga，Wilfried　FSimons，Derk　Hille　RisLambers，LRoe101deman，S

Davidvan　Hoogstraten，AlexanderJFHeydendaelおよびWillem　GWielemaker
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です．

　わたしは，オランダ語だけ英訳できます．rアムステルダムの町」の絵図に

は，次のようなオランダ語が書かれています．r貴族院（StatenGeneraal）は，6

年の間，Willem一世“等”にこのrアムステルダムの町」の図版を印刷させ，

売買する権利を与えた．その権利は，誰にでも複製，拡大，縮小でき，何処で

も売買を許可するというものである．それは，1606年の2月4日の手紙（解読

不明）からも明らかである．」

　Breemenの注：r貴族院は，7つを総合したオランダの連合議会であった．

Willem一世は，r父なる国の父」で，われわれの今の王室の創設者である。彼

は，この絵図が刻まれ印刷される前の1584年に亡くなっているので，“等”は

彼の血族を指していると推定する．ラテン語の翻訳については，日本で誰か見

つけることができると確信している．あなたが，この覚え書きを何らかの方法

で日本に紹介されることを喜んでいる．」

　今，オランダは農業技術・研究の輸出国である．イネの研究については，早く

から東南アジアの国々を指導している．一方，エネルギーや温暖化の問題につ

いても，早くから世界に先駆けて取り組んで華々しい成果を挙げている．一

見，ドンキホーテ的な行動に見えるオランダの研究のあり方は，今も昔も変わ

らず，決してドンキホーテではないのである．ドンキホーテを笑った読者は，

時間の経過と空間の広がりの重要さを反省しなければならないかも知れない。
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虫　塚

　かつて，日本人の心はやさしさに満ちていました．農民にとって命に等しい

稲を食い荒らした，憎んでも余りある害虫を駆除しながらも，これを供養する

という人々の心．この思いが虫塚に現れています．

　古くは，天保7（1836）年に建立された敦賀市色ケ浜の本隆寺開山堂の横に

ある善徳虫塚があります．その昔，小浜の国富庄で善徳とよばれる虫がわきま

した．秋稲を食い枯らす害虫です．善徳というよび名のクロカメムシがこの一

帯に発生したのです．大量に捕獲殺生した虫の霊を供養するため，この碑が建

てられたのです．

　天保10（1839）年，害虫防除の方法を記した虫塚の碑が，梯川を望む小松市

の竹林台に建てられました。この塚には，藩政時代に大量に発生したウンカが

供養されています．ウンカの発生があるたびに，農民はこの防除法に学びなが

ら稲の敵を駆除していたのでしょう．この虫塚が建てられて，164年もの歳月

が経過しています．

　伊勢長島藩主の増山正賢（雪斎）がなくなった2年後の文政4（！821）年に

も，虫塚が建立されています。彼は文雅風流の士で，よく虫を愛で写生し，そ

の亡骸を小箱に納めて埋め，供養を怠らなかったといわれています．

　時は移り，こちらは近代科学を追究する筑波研究学園都市．この都市の農業

環境技術研究所の巨大な5階建ての研究棟本館の裏玄関をでた右側の一角に，

花こう岩でできた轟塚が立っています．食料の生産をめざして，科学的な事実

を追求した人間の犠牲になった虫たちの墓標がここにあります．この轟塚のい

われは一体何でしょうか．当所の先輩である梅谷献二氏の報文rインセクタリ

ウムVol．23No．2（1986年2月号）」を参考に，その経過を追ってみましょう．

　この轟塚を建てたのは，この研究所の前身である農業技術研究所の昆虫科ゆ

かりの人たちなのです．東京都北区西ヶ原にあった農業技術研究所は，その地

名からr西ヶ原」の名で知られ，日本の応用昆虫学の中心的存在でした．その

r西ヶ原」にあった研究所が，r筑波」に移転して間もなく，組織改変があって

旧来の名前が消え，昆虫部門の研究は新設の農業環境技術研究所環境生物部昆

虫管理科に発展的に移行することになりました．しかし，一世紀近くに及んだ



43

農業環境技術研究所の轟塚

伝統のr西ヶ原」の名が消え，関係者には一抹の淋しさが残りました．

　この愚塚は，虫の供養とr西ヶ原」をしのぶよすがとして建立されました．

塚は重さ約3トンの地元の筑波石で，表にはr轟」の一字が彫られています．

この字はr西ヶ原」の大先輩で，京都大学名誉教授の石井象二郎先生の筆にな

るもので，先生は斎戒沐浴襟を正してこれを揮毫したとうわさされました．

　ムシは，今ではr虫」と書きます．かつては，r贔」でした．これらはもとも

と別の字でした．r虫」（キ）はへびを描いたもので，マムシが伏している形を

かたどった形象文字で，貝，ヘビ，カエルなどを含めた広義のムシを意味して

いました．これに対して，r贔」（チョウ）は，虫を三つ合わせて有足の昆虫類を

表した会意文字で，転じていろいろな動物を表します．ですから古い本をみる

と，みごとにr爬虫類」r昆贔類」と使い分けられています。というわけで，こ

の贔塚にまつられているのは広義のムシなのです．

　梅谷氏いわく．rこの現代に今さら虫塚とは何事ぞ一などとヤボなことは言

わずに，読者の皆さんも機会があれば，ぜひこの虫塚を前に，多くの虫たちの

命をうばった罪業を反省されることをおすすめしたい．虫塚は関係者の手をは

なれ，国有財産としてすでに登録されている．来られる方の宗教は問わない．

国有財産であるこの虫塚はもちろん“無宗派”なのである，また，毎年6月に

この虫塚を囲み，虫にゆかりの人ならばだれでも参加できる虫恩会（虫の恩義

に感謝する有志の会一仮称）を開催することも計画されている．」と．ちなみ
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に，（独）農業環境技術研究所になってもこの大きな花こう岩の轟塚は，当所の

財産目録に登録されています．なお，贔塚についての詳しい情報は，当所の

ホームページ（http：〃www。niaes．affrc．go．jp）のr情報：農業と環境No．27」

をご覧ください．

昆虫標本館

　さて，贔塚の背後に細長い2階建ての別棟があります．これは昆虫標本館で

す．春になると，色合い豊かなツッジがこの標本館の玄関を飾り立てます．明

治32年（1899）に農事試験場に昆虫部が設立されてから，これまで長年にわた

って収集されてきた昆虫標本が，1，2階にところ狭しと保存されています．そ

の数は現在約120万点にものぼります。そのうえ，500種におよぶホロタイプ

標本も保管されています．1階は研究現場のオフィスも兼ねているので雑然と

していますが，研究の熱気が感じられます．2階はまさに標本館そのもので，

無機的なスチール製のロッカーが整然と並び，その中には無数の標本が眠って

います．

　昆虫標本館といえば，チョウ，トンボ，クワガタなどの大形美麗昆虫や珍奇

昆虫などを展示するための館，もしくは単なる趣味として集められたものを展

示する館と思いがちでしょうが，この標本館の標本は，そのような意図で収集

されたものではありません．ここでの標本は，基本的には形態情報に基づく分

類研究の材料とするため，あるいは種の同定の参照標本とするために保管され

ています．さらに形態情報以外にも，その昆虫の分布，食性，発生時期，採集

当時の環境条件，DNAなど，標本から抽出できる情報を多岐にわたり保存し

ているので，工夫次第で様々な研究に利用することができます．乾いたDNA

が保存されているのです。

　この標本館ができるまでの流れを紹介しましょう．当所の母体である農事試

験場が設立されたのは，明治26年（1893）です．設立6年後の明治32年

（1899）には，昆虫部が設けられました．この昆虫標本館には，昆虫部が設立さ

れて以来の標本が蓄積されています。農事試験場は昭和25年（1950）の機構

改革により農業技術研究所となりました．

　その当時は標本を保管するための部屋がなく，標本は標本箱に入れられ研究

室のなかに雑然と同居を余儀なくされていました．西ヶ原にあった農業技術研

究所は，昭和54年（1979）に筑波学園都市へ移転しました。この移転にともな

って標本館が建てられたのです．

　標本館の内部は，病理と昆虫関係のスペースに分かれています．昆虫関係の
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スペースは昆虫分類標本室3室，昆虫液浸標本室，タイプ標本室，生態・依頼

同定標本室など380平方メートルの広さがあります．平成5年（1993）には，

この館に隣接して環境資源分析センターが建てられ，その2階に新たに220平

方メートルの昆虫標本保存室が設けられました．これが現在の昆虫標本館の姿

なのです．

　現在，昆虫標本館には1台で大型ドイツ型標本箱44個が収納できる標本ロ

ッカーが248台設置されています．他にもタイプの異なる標本ロッカーが，ま

た研究本館の研究室にも若干の標本ロッカーがあるので，それらを含めると全

体で約12，000箱の標本箱を収納できる設備があります．1箱当たり平均！50

点の標本が納められると仮定すると，約180万点の標本を保管できることにな

り，現在すでに約7，000箱に標本が納められているので，現有の乾燥標本数は

100万点余りと推定されるのです．

　これらの標本以外に，三角紙標本，液浸標本，プレパラート標本があります。

これらを合わせると，所蔵標本は約120万点にのぼります．

　所蔵コレクション，ホロタイプ標本，同定依頼標本，証拠標本など所蔵標本

の内容，標本館の利用状況などの詳細については，当所のホームページ（http：

／／www．niaes．affrc，go．jp）のr情報1農業と環境No．34」をご覧ください．

　徒然草では，r心は縁にひかれて移るものなれば…・」とありますが，時が

移り，人が変わろうとも，贔塚はこの場所に厳然として実在し，標本館はひと

びとに情報を提供し続けるでしょう．轟塚も標本館も農業環境技術研究所とと

もに永遠に不滅であってほしいと思います．

参考文献

1）農業技術研究所八十年史二農業技術研究所八十年史編さん委員会編，農業
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2）17年の歩み；農業環境技術研究所（2000）

3）昆虫標本館：インベントリー，農業環境インベントリーセンター，第1号，

　52－56（2002）
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　（独）農業環境技術研究所が設立された平成13年4月に，新しく農業環境イ

ンベントリーセンターが設置され，このセンターには，土壌分類研究室，微生

物分類研究室および昆虫分類研究室とがあり，それぞれの研究室は，r土壌モノ

リス館」，r微生物標本館」およびr昆虫標本館」を所有している．ここでは，

r昆虫標本館」を紹介する．

　農業環境技術研究所の本館の裏玄関を出ると，右側に細長い2階建ての別棟

がある．春になると，色合い豊かなツッジがこの標本館の玄関を飾り立てる．

1階と2階には，明治32年（1899）に農事試験場に昆虫部が設立されてから，

これまで長年にわたって収集されてきた昆虫標本が所狭しと保存されており，

その数は現在約120万点にのぼる．また，500種におよぶホロタイプ標本も保

管されている．！階は研究現場のオフィスも兼ねているので雑然としている

が，研究の熱気が感じられる．2階はまさに標本館そのもので，無機的なス

チールが整然と並び，その中には無数の標本が眠っている．

　昆虫は農業環境を構成する重要な要素のひとつである．様々な昆虫を分類す

る研究は，昆虫にかかわるあらゆる研究の基礎でもある．この研究所の昆虫分

類研究室では，農業技術研究所（！950年に設立）の頃から農業害虫，天敵，花

粉媒介昆虫など農業に関係する昆虫類を中心として，分類の研究を行ってき

た．農業環境技術研究所（1983年～）が設立されてからは，農業の生産の場面

だけではなく農業環境全体にかかわるものに研究の対象を広げていった．

　昆虫標本館といえば，チョウ，トンボ，クワガタなどの大形美麗昆虫や珍奇

昆虫などを展示するための館，もしくは単なる趣味として集められたものを展

示する館と思いがちであるが，この標本館の標本はそのような意図で収集され

たものではない．ここでの標本は，基本的には形態情報に基づく分類研究の材

料とするため，あるいは種の同定の参照標本とするために保管されている．さ

らに形態情報以外にも，その昆虫の分布，食性，発生時期，採集当時の環境条

件，DNAなど，標本から抽出できる情報を多岐にわたり保存しているので，工

夫次第で様々な研究に利用することができる．この昆虫標本館では，これまで

長年にわたって収集されてきた昆虫標本を保存しており，その数の総数は現在

約120万点にのぼる。
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標本館の標本収容能力と現状

　この研究所の母体である農事試験場が設立されたのは，明治26年（1893）で

ある．設立6年後の明治32年（！899）には，昆虫部が設けられた．この昆虫標

本館には，昆虫部が設立されて以来の標本が蓄積されている．農事試験場は昭

和25年（1950）の機構改革により農業技術研究所となり，現在の研究室の前身

である昆虫分類同定研究室が新設された．

　その当時は保管するための部屋がないため，標本は標本箱に入れられ研究室

のなかに雑然と同居を余儀なくされていた．西ヶ原にあった農業技術研究所

は，昭和54年（1979）に筑波学園都市へ移転した．この移転に際して病理昆虫

標本館が建てられ，昆虫分類研究室と改名された研究室がこの館を管理してき

た．

　病理昆虫標本館の内部は，病理関係と昆虫関係のスペースに分かれている．

昆虫関係のスペースは昆虫分類標本室3室，昆虫液浸標本室，タイプ標本室，

生態・依頼同定標本室など380平方メートルの広さをもつ．平成5年（1993）

には，この館に隣接して環境資源分析センターが建てられ，その2階に新たに

220平方メートルの昆虫標本保存室が設けられた．これが現在の昆虫標本館の

姿である．

　現在，昆虫標本館には大型ドイツ型標本箱44個が収納できる標本ロッカー

が248台設置されている．他にもタイプの異なる標本ロッカーが，また研究本
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館の研究室にも若干の標本ロッカーがあるので，それらを含めると全体で約

12，000箱の標本箱を収納できる設備がある．！箱当たり平均150点の標本が

納められると仮定すると，約180万点の標本を保管できることになる．現在す

でに約7，000箱に標本が納められているので，現有の乾燥標本数は100万点余

りと推定される．

　上述した標本以外に，紙包み（三角紙）に入った状態の標本も数多くあるの

で，その実数は明らかではない．これらについては順次標本作製を行う予定で

あるが，毎年新たに採集されたり寄贈される標本の処理に追われ，三角紙標本

の整理はなかなか進んでいないのが現状である．また身体の軟らかい昆虫を保

存するためのアルコール液浸標本も保存している．液浸標本室にはチョウ目や

ハエ目を主体とする幼虫標本が多数保管されているが，その正確な数は現在の

ところ把握できていない．さらにアブラムシやカイガラムシ，アザミウマなど

の微小昆虫は顕微鏡で検鏡するためのプレパラート標本として保管されてい

る．やはり正確な数は不明であるが，プレパラート100枚入り収納ケースで約

600箱，25枚入ケースで約80箱が保管されている．

　以上の乾燥標本，三角紙標本，液浸標本，プレパラート標本のすべてを合わ

せると，所蔵標本の数は約120万点にのぼると推定され，毎年約2万点ずつ増

加しているのが現状である．

所蔵標本の内容

　標本館には様々な特徴を持つコレクションや標本シリーズが保存されてい

る．その主なものについて紹介する．

1）所蔵コレクション：所蔵標本には，研究室歴代のスタッフが自ら研究対象

とする昆虫群を長年にわたって収集したもののほか，外部の研究者から当標本

館に寄贈されたコレクションが多く含まれる。これらのコレクションは，それ

ぞれの研究者が自らの専門分野を中心として特定の目的を持って集めたもの，

あるいは特定地域の昆虫相を反映したものが多く，研究材料としてよくまとま

っており，学術的にも価値の高いものである。現在所蔵している主なコレクシ

ョンを表1に紹介する．

2）ホロタイプ標本：ホロタイプ標本は新種が初めて記載された際に指定され

た単一の標本で，その種の種小名を担うと定められたものである．分類研究を

進める上では必ず参照しなければならない重要な標本であり，またそれぞれの

種にただ1個体しか存在しない極めて貴重な標本である．
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表1昆虫標本館の主な所蔵コレクション（五十音順）

寄贈者または

　研究者
コレクションの内容

石井悌
井上寛
梅谷献二

岡崎常太郎

於保信彦

勝屋志朗

加藤静夫

河田党
熊沢誠義

熊沢隆義

黒沢三樹夫

桑名伊之吉

桑山覚

佐藤力夫

素木得一

杉繁郎
高橋弘
田中和夫

常木勝次

寺山守
中島秀雄

新島善直

野淵輝
長谷川仁

服部伊楚子

土生艇申

早川博文

福原楢男

藤村俊彦

古川晴男

南川仁博

湯浅啓温

コバチ類を種とした寄生蜂と東南アジアの昆虫

シャクガ科およびメイガ科の標本657点

世界の大型美麗昆虫720点

現在では採集不可能な東京産昆虫など

甲虫・チョウを主とした世界の美麗昆虫

寄生性ハチ目を中心とした標本約17，500点

ハチ目標本シリーズ

ガ類の成虫および幼虫標本約1万点

北アルプスの高山昆虫を中心とした標本

国内外の甲虫標本約5，000点

アザミウマ目のプレパラート標本と関連文献（タイプ標本61点を含む約5，000点）

カイガラムシ上科のタイプ標本を含むプレパラートおよび乾燥標本約5，000点（横

浜植物防疫所より移管）

南千島産昆虫およびウスバカゲロウ目，シリアゲムシ目の標本（タイプ標本52点

を含む3，200点，北海道農業試験場より移管）

ヤガ科を中心とした鱗翅目標本約8，400点

ハナアブ科，ミバエ科およびアブ科のタイプを含む標本

ヤガ科およびシャチホコガ科などのタイプを含む鱗翅目標本約38，000点

ブユ科およびアブ科の標本および関連文献

タイプ標本を含むオサムシ科標本約8，000点

アリ類標本約2万点

アリ科のタイプ標本シリーズ

シャクガ科，スズメガ科などの鱗翅目標本約18，000点

食材性甲虫キノコムシ類，キクイムシ類の標本数千点

国内外の食材性甲虫キノコムシ類，キクイムシ類のタイプを含む標本約5万点

カメムシ類を主とした標本

熱帯アジア産を含む鱗翅目幼虫の液浸標本

ゴミムシ科およびアシブトコバチ科のタイプ340種を含む標本シリーズ

日本産アブ科のタイプを含む標本

ハエ目およびバッタ目の標本

日本および東南アジア産カミキリムシ科および他の昆虫数万点

中国大陸産を含むバッタ目昆虫

茶の害虫とその寄生蜂など約2万点

ハムシ科を主とした昆虫

　標本館には，現在のところ500種あまりのホロタイプ標本が整理されてい

る．それらは，不慮の災害から守るため耐火・耐震構造をもつタイプ標本室の

頑丈な標本ロッカーに入れられて保管されている．また，一般標本の中にもま

だ多数のホロタイプ標本が気付かれないまま紛れ込んでいるものと考えられる
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ので，それらについても今後早急に探索し，タイプ標本室に移す必要がある．

　すでにタイプ標本室に移されているホロタイプ標本を分類群別に見ると，甲

虫目が最も多く237種，次いでハチ目84種，ハエ目82種，カメムシ目58種，

その他の順となっている．これらのホロタイプ標本については，学名，和名，

採集データ，記載文献情報がすでにデータベースとしてまとめられている．今

後は各ホロタイプ標本の画像情報を付け加えて有用な分類情報データベースを

作成し，インターネットを通じて世界に提供することを計画している．

3）同定依頼標本：外部の機関から毎年多数の同定依頼の要請がある（表2）．

都道府県の農業試験場や民間会社から依頼されるものが多く，そのほとんどは

農業害虫や不快害虫である。最近では食品に混入した昆虫が増加している。同

　　　　　　　　　　　　　　定依頼の標本は，今後同様の依頼があった
表2最近8年間の同定依頼件数　場合の参考とするため，同定終了の後も依

　年度　　受付件数　　標本数　　　頼者へは返却せず標本館で保管することを

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

147

133

138

65

129

64

57

55

3，168

1，998

2，885

787

1，641

1，151

243

222

基本方針としている．そのため年々多数の

標本とその発生状況に関する情報が蓄積さ

れつつあり，その量は現在ではかなり膨大

なものとなっている。長年にわたって蓄積

されたこれらの標本と情報を有効に活用す

るため，蓄積情報のデータベース化を現在

進めているところである．

4）証拠標本：研究成果を論文などに発表した場合，そこで扱った材料を証拠

標本（voucher　specimen）として保存しておくことが望まれる．生物種の同定

には間違いが起こりうるものであり，疑いが生じたときには再調査しなければ

ならない．また，分類研究の進展によって当時1種と思われていたものが後年

複数種に分割されることも珍しくなく，研究材料の再同定が必要になる場合が

ある．そのような状況に対応するためには，研究で扱った材料を公共の標本館

などで保存しておく必要がある。最近では証拠標本の保存を論文受理の条件と

している学術雑誌もある．以上の観点から，この標本館では要請があれば証拠

標本の保存を受け付けている．わが国ではまだ証拠標本の必要性に関する認識

が低く受付件数は多くないが，野外調査のサンプルや交配実験で得られた個体

などが保存されている．
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標本館の利用状況

　研究室スタッフが利用する標本は所蔵標本の一部であり，スタッフによる利

用だけでは約120万点の所蔵標本の価値を十分に生かし切れるものではない．

そこで当所では，希望があれば外部の研究者にも利用を許可し，所蔵標本や文

献類の効率的利用を図っている．標本館に直接来訪した最近6年間の利用者数

を表3に示した．外国人も含めて毎年20～50名の利用がある．なかには3

週間以上に及ぶ長期利用の例もある．これらの長期利用は，流動研究員制度，

依頼研究員制度，国内の各種研修制度，外国人研究者の各種招へい制度によっ

て滞在した研究者によるものである．それぞれの分類群の専門家に標本利用の

便を図ることは，所蔵標本の分類・整理を進める上でも有益である．

　また，研究のための標本の貸出しは公的な標本保存機関の責務であり，標本

の有効利用を図る上でも
　　　　　　　　　　　　　　　表3　最近8年間の標本館の研究利用者数
重要である．毎年10～

20件の貸出依頼があり，

貸出標本数はホロタイプ

標本を含めて毎年数百～

数千個体に及ぶ（表4）．

　現在のところ，昆虫標

本館の所蔵標本はチョ

ウ，甲虫，ハチ，ハエ，バ

ッタなどの目（order）レ

ベルで大まかに整理され

ており，部分的にはさら

年度　　長期利用者数＊　　短期利用者数　　利用者数合計

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

4（1）

4（1）

3（2）

3（1）

4（2）

1
0
2

18

42（1）

38

46
22（3）

29

45（1）

47（3）

22（1）

46（2）

41（2）

49（1）

26（5）

30

45（1）

49（3）

＊流動研究，依頼研究など3週間以上の利用者数．（）はその

　うちの外国人利用者数

に科（family）レベルもしくは属（genus）レ

ベルまで整理され配列されている．しかし，

全体的に見れば分類体系に沿った整理はき

わめて不十分な状態である．

　所蔵標本から特定のグループの標本を探

そうとする場合，現状では上述のコレクシ

ョンの中からその情報に頼って探索するこ

とが多く，それ以外の場所に納められてい

る標本については，ひとつひとつの標本箱

を確認していく以外に方法がない．そのた

表4　最近8年間の標本貸出数

年度　　合計件数 標本数

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

19（4）

17（3）

6（2）

ll（1）

9
15

12（1）

14（5）

1，351（143）

1，607（138）

162（8）
2，412（650）

306

867

1，684（64）

310（34）

（）はそのうちの外国への貸出数
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め，価値のある標本が未発見のまま埋もれてしまっていることも少なくないと

考えられ，せっかく多数の標本などが保管されているにもかかわらず，それら

の標本や標本情報が十分に生かされているとは言いがたい．所蔵標本とその情

報を有効に活用するためには，標本の分類と整理を早急に進め，少なくとも科

もしくは上科（superfamiiy）レベルまで分類・整理し，そこに含まれる標本を個

別にデータベース化し，簡易に検索できるシステムを構築する必要がある。

　このことを完成することによって，この標本館の価値をさらに高め，様々な

研究に有効に活用できるものにしていきたいと考えている．

参考文献

！）松村雄（1996）：農業環境資源としての昆虫標本，農業環境技術研究所解
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2）松村雄（！997）：農業環境技術研究所昆虫標本館一農業環境資源としての

　昆虫コレクション，昆虫と自然32（13）：41－44

3）松村雄（2000）：農業環境技術研究所昆虫標本館一環境資源としての昆虫

　標本の収集・保存，馬場金太郎・平島義宏編新版昆虫採集学，九州大学出版

　会，福岡，692－706

4）農業技術研究所八十年史編さん委員会編q974）：農業技術研究所八十年

　史，農業技術研究所，724pp．

5）昆虫標本館1インベントリー，農業環境インベントリーセンター，第1号，
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問い合せ先：農業環境インベントリーセンター昆虫分類研究室

　　　　TEL：029－838－8354，FAX：029－838－8354，

　　　　　E－mail：kyasuda＠niaes．affrc．go。jp
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　農業環境技術研究所本館東側の平屋の建物に，r土壌モノリス館」がある．こ

こには，日本と世界の土壌断面が230点余りも保存されている．玄関を入った

正面には，日本の代表的な土壌断面が地形連鎖（山地から平野，河川）に沿って

10点近くライトアップされている．左側の壁には，土壌モノリス作成の手順が

写真で紹介されている．

　左側の通路を行くと，右側には日本の，左側には世界の土壌断面の展示室が

ある．日本の土壌が展示されている部屋の土壌断面の脇の壁には，折り目のす

り切れたひときわ古いr大日本甲斐國土性図」（明治18年）と題する土性図が

掛けられている．世界の土壌断面がある部屋には，大きな世界土壌図が掛けら

れている．通路の突き当たりには，土壌モノリスを作成する工房がある．今回

は，そのr土壌モノリス館」を紹介する．

土壌モノリスとは？

　土壌モノリス（soil　monolith）とは，土壌断面の標本のことである．モノリス

は単一（mono）の石（lith）を意味する．地表面から，ある深さ（通常1メート

ル程度）までの土壌断面を切り出し，展示用に加工したものを土壌モノリスと

よんでいる．これがたくさん集められた空間を土壌モノリス館という。

　かつては，切り出した土壌断面を木の箱に詰めたまま展示する方式が多かっ

たが，いまでは土壌断面を樹脂で固め薄く仕上げる方法や，現場で断面に樹脂

を吹きつけ，固定化し，はぎ取る方法が使われている．日本国内でのモノリス

の収集・保存・展示は，大学，研究機関，博物館などで行われているが，当研

究所ほどの数を所有する機関はわが国では他にない．日本では最大規模の館で

ある．現在，登録され当所に保存・展示されているモノリスは，国内の断面約

200点および外国の断面32点である．国外では，ブラジル，フィリピン，タイ

および旧ソビエト連邦のモノリスが，それぞれ8，8，3および13点ある．

　土壌モノリスは，土壌そのものが一目で理解できることはもちろん，研究や

教育のために欠くことのできないものである．

世界の土壌モノリス館

世界の代表的な土壌モノリス館は，オランダにあるISRIC（lntcmationai　Soil
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Reference　andInfomationCentre），ロシアのドクチャエフ中央土壌博物館およ

びウクライナのウイリアム土壌博物館である。ドクチャエフ中央土壌博物館は

98年の歴史をもつ．執筆者は，13年前と18年前にこれらの博物館を訪れたこ

とがある．とくに，ドクチャエフ中央土壌博物館で深く感銘した記憶がある．

それは，未知の元素の存在と性質を予言し，あの周期律表を創ったメンデレー

エフが，土壌学を学び，ドクチャエフとともにモノリスを作ったことである．

周期律表までを作る科学の深みが，土壌学にあることをこのとき痛感した．

　現在，当所の農業環境インベントリーセンターの土壌分類研究室で，世界の

土壌モノリス館について調査中である．ドイツ，オーストリア，カナダ，メキ

シコ，韓国，タイ，フィリピン，アメリカなどに類似のものが存在するが，き

わめて規模が小さいようである．世界的にみて，土壌標本の定常的な収集・展

示・啓蒙を行い，規模の面でしっかりしている組織は，当所の土壌モノリス館

と先に紹介したオランダ，ロシアおよびウクライナの館であろう．

農業環境技術研究所の土壌モノリス館ができるまで

　r農水省農業環境技術研究所！7年の歩み，ll4－ll5（！999）」に，土壌モノリ

ス館の生みの親である三土正則氏の一文，r土壌モノリス館一農環研の顔の一

つに」がある．この文章から土壌モノリス館の設立の経過を追ってみよう．

　土壌モノリス館の建物は，当所の前身の農業技術研究所が西ヶ原から筑波へ

移転するに先立って1979年に完成した．ところがその当時，展示するモノリ

スはなかった．これは致命的なことであった．火山灰土壌の国際会議（1960

年ごろ）のため収集したモノリスが，西ヶ原の展示室にあったが，移転解体業

者によってゴミなみに処分されたらしく，移転時には姿を消していた．一方，

モノリスを採取するための野外出張旅費などは全くなかった．

　しかし，思わぬところからモノリスを採取するチャンスが訪れた．日本生命

財団で生命科学の研究費を援助しているから，応募してみてはどうかという親

切な助言が寄せられた．そこで，農業技術研究所（農水省）と千葉大学（文部

省）が共同研究としモノリス作成の予算を申請した．ここでは，日本の代表的

土壌のモノリスを収集することと，土壌試料を永久的に保存することを研究の

テーマとした．運よく申請はパスした（約240万円の予算）．予算の半分以上

は，旅費に当ててもよいという願ってもない自由な予算であった．

　随分潤沢な費用がついたように思えるが，240万円は，じつはモノリス15断

面分に過ぎなかった．当時の目標は，100断面であった．しかしながら，日本

生命財団の研究費補助がなかったら，モノリス収集はいまよりずっと遅れてい
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世界の土壌断面の展示室

たことであろう．

土壌モノリスの作成法いろいろ

　モノリスを作成する過程で，様々な方法が試みられた．土壌断面を木箱にと

って持ち帰り，樹脂を吹きつけるオーソドックスな方法，現地で断面に当てた

布の外側から樹脂を塗布し，硬化後削ぎ取る方法，水に出会うと硬化する樹脂

を使って，絶えず湧水をかき出しながら断面を硬化し削ぎ取る試み，泥炭土な

ど有機質土壌ではある程度収縮伸縮するに任せながら，大量の希釈した樹脂で

処理する試み，などである．

　土壌モノリスの作成法は，浜崎忠雄・三土正則：土壌モノリスの作成法，農業

技術研究所資料B，第18号，1－27（1983）に詳しい。また，最新の土壌モノリ

ス作成法は，土壌分類研究室のホームページ（http：〃www．niaes．affrc．go．jp／

inventry／soil／index。htm1）で見ることができる．

　今では，3メートル×0．5メートル（タテ×ヨコ）の巨大モノリスの作成に成

功している．その成果品は，農業環境技術研究所の正面玄関を入った右側の壁

に飾ってある．
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　（独）農業環境技術研究所が設立された平成13年4月に，新しく農業環境イ

ンベントリーセンターが設置されました．このセンターには，土壌分類研究

室，微生物分類研究室および昆虫分類研究室があります．それぞれの研究室

は，r土壌モノリス館」，「微生物標本館」およびr昆虫標本館」を維持・管理す

るとともに，これらの資料を研究に利活用しています．r昆虫標本館」，r土壌モ

ノリス館」はすでに紹介しました．ここではr微生物標本館」を紹介しましょ
う．

インベントリセンターとは？

　インベントリーという言葉は，一一般には財産や在庫品の目録を意味します

が，自然資源の目録，目録の作成，さらには目録に記された物品の意味もあり

ます．最近では，例えばr温暖化ガスインベントリー」のように，自然科学系

でもよく使われるようになってきました．

　農業環境問題を解決するための研究では，まず農業環境を構成する土壌，水，

大気，昆虫，微生物，動物，植物，肥料，農薬など農業生態系の中で相互に作

用し合っている要素をよく把握することが重要です．これらの要素の調査・観

測・分析・モニタリングなどのデータや手法，分類・特性・機能・動態・予測

などの知見，保全・管理などの技術に関する情報と標本は，多年にわたり多大

の労力と資金をつぎ込んで蓄積されてきたもので，農業環境研究を推進する上

でも，また研究成果を社会に役立てていく上でも，研究所にとって貴重な財産

なのです．

　農業環境技術研究所が取り扱う環境や食料の安全性の問題は，長年かけてじ

わじわと進行し，突然問題化することが多いのです．地球温暖化，ダイオキシ

ン・カドミウム・硝酸性窒素汚染，侵入・導入生物の生態系影響など発生した

環境問題に迅速に対応し，農作物や農業生態系の安全性を確保するためには，

日頃から必要なデータや標本を集積しておき，それを総合的に活用した調査や

解析が必要なのです．

　農業環境インベントリーセンターは，分散して保存されている農業環境に係

わる膨大なデータや標本を整理して，データベース化を進めるとともに，それ

らの情報の検索・利用や新たな情報の蓄積を容易に行うことのできるシステム
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を開発することにより，分野を越えて情報を流通させ，高度利用，多面的利用

を図ることをめざしています．

　また農業環境インベントリーでは，標本の維持・管理も重要な仕事です。現

在，農業環境技術研究所は国内外の230以上の土壌モノリス（断面標本）と多

数の土壌試料，約120万点の昆虫標本と500点を超えるタイプ標本，約1万1

千点の微生物標本や菌株などを所蔵し，農業環境インベントリー構築の基礎と

なる分類・同定研究や研究素材の提供に役立てています．たとえば，過去に採

取され蓄積されている土壌試料は，ダイオキシンのように新たに発生した環境

問題を過去にさかのぼって明らかにし，将来のリスクの予測を行うのに活用で

きるのです．

　農業環境インベントリーは，研究者だけでなく，行政関係者，技術者，一般市

民に対しても必要な情報を効果的に提供できます．提供した情報から新たな情

報が生産されたら，これをまた，インベントリーに戻してもらうことで，デー

タが増殖するシステムにしたいと考えています．また，農業環境の状態を過

去，現在，未来にわたって一目で見ることができるようにすることによって，

かけがえのない健全な農業環境資源を次世代に継承することに貢献できると考

えています．

　農業環境インベントリーは，農業環境に関わるすべての分野の情報や標本の

集積，提供を目指しているので，農業環境インベントリーセンターだけでなく

全分野の連携と協力により，インベントリーの構築を進めています．

標本館の全容

　この研究所の微生物標本館は，農林水産省にある独立行政法人としては唯 ・

の微生物標本保存施設です．ここでは，寄託された微生物ホロタイプ標本に農

業環境技術研究所のNIAESNo．を付けて保管しています．1880年代から現在

に至るまでの約120年間にわたり寄贈・採集された微生物乾燥標本，微生物乾

燥さく葉標本などが約5，000点あります。これらは，標本室内で安定的に保管

されています．

　微生物種を記載するためには，これらの標本を活用しなければならないの

で，外部からの利用者が多く，その意味でも，この微生物標本館は学術的にき

わめて価値が高いといえます．また，農林水産省微生物ジーンバンク事業の一

環として，細菌および糸状菌の凍結乾燥アンプル，凍結チューブ，継代培養試

験管など合わせて約4，000点の資料が低温を維持しつつ保存されています．現

在，微生物乾燥標本を中心にデータベースを作成し，ネットを通して国内外に
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情報を公開し（httpl〃www。niaes。affrc。go。jp／inventry／microorg／index。

htm1），微生物標本の有効利用を促進しています。

　中でも，微生物ホロタイプ標本は重要な標本の一つです．微生物ホロタイプ

（holotype）標本とは，微生物の新種が記載されるとき，その著者が指定する正

基準標本で，その微生物培養体あるいは植物感染体の乾燥体として保存される

ものです．この標本館では，現在のところ以下の表に示した9種の微生物のホ

ロタイプがあり，空調設備による低湿の最適条件で厳重に保管されています．

また，外部から要請があれば，正式な標本館（herbarium）としてこのような標

本を受け入れる体制を整えています．

　ホロタイプと同様にアイソタイプ（lsotype：副基準標本，重複標本）も保管

しています．これらの基準標本は，微生物種の同定にはなくてはならないもの

です．これらを保管することは，この標本館の重要な業務の一つとなっていま

す．

所蔵する微生物ホロタイプ標本

標本No． 菌学名 和名 寄託者　　Isotype数

NIAES10463　Exobasidium　japonicum　ヤマツッジ裏白もち病菌　　江塚昭典

NIAES10472　　E　cylindrosporum モチッッジもち病菌 江塚昭典

NIAES10477　　E．kawanense モチツツジ平もち病菌 江塚昭典

NIAES10494　　E．otanianum
コバノミッバッッジ
裏白もち病菌

江塚昭典

NIAES Cercospora　rhapisicola　　カンノンチク褐点病菌 富永時任 3
NIAES Macrophomaaspidistrae　ハラン斑点病菌 岩田吉人

NIAES20510　　Claviceps　sorghicola ソルガム麦角病菌 月星隆雄

NIAES20515　　Fusarium　fractiflexum 青木孝之 3
NIAES99701　　E　kyushuense コムギ赤かび病菌 青木孝之 3

微生物さく葉標本

　この標本館では，基準標本の他に約3，000点の微生物乾燥標本を保管してい

ます。その多くが，さく葉，つまり微生物が植物葉に感染した状態で押し葉と

して乾燥した状態で保管されています．こうした標本は，吸湿紙に包んで感染

植物あるいは微生物の分類ごとに標本庫の中に体系的に整理・保管されていま

す．これらの標本の中には，1880年代のLagerheim，Sydow氏らに始まる日

本植物病理学の黎明期を示す貴重な寄贈コレクションも含まれています・今

後，これらを順次データベース化し，様々な形で情報を提供していく予定です．
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所蔵する主な微生物さく葉標本

寄贈者 コレクション内容（菌属名） 採集期間 標本数

Lagerheim。G．V．　　Entyloma，Uromyces 1887－1901 28

Sydow，P。 Puccinia，Urocystis，Ustilago 1896－1902 97

河村栄吉 Botrytis，Cercospora，Pyricularia 1911－1943 255

滝元清透 Xanthomonas，Altem＆ria，Colletotrichum 1913－1942 54

田杉平司 Peronospora，Phytophthora，Sclerospora 1919－1942 70

明日山秀文 Phyllosticta，Sclerotium 1920－1946 32

土屋行夫 Curvularia，Scolocotrichum，Stagonospora　　　　l956－1970 212

なお，希望する研究者への貸出も行っています．

保存場所

1。乾燥標本（俗に乾きもの）：

1。微生物さく葉標本：約5，000点（保存場所：微生物標本館）

2．微生物培養標本（培養標本を乾燥したもの）：約2，000点（保存場所：微生

謙
鹸
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　　物標本館）

H．生きている状態（俗に生もの）：糸状菌，細菌合わせて約4，000株

　1．糸状菌の保存菌株：約1，000点（保存場所：微生物標本館）

　　＊不慮の事故に備えて，同一菌株を試験管保存と，L乾燥標本保存して管

　　理しています．さらに，試験管保存，L乾燥標本保存が難しい菌を中心

　　　に100菌株程度について，液体窒素で凍結保存しています。

　2．細菌の保存菌株：約3，000株（保存場所：微生物標本館，他2カ所

　　＊不慮の事故に備えて，同一菌株を3カ所に分けて保存しています．微生

　　物標本館（凍結乾燥保存），他2カ所

参考文献

1）微生物標本館：インベントリー，農業環境インベントリーセンター，第1号，

　57－58（2002）

問い合せ先：農業環境インベントリーセンター微生物分類研究室

　　　　　　TEL：029－838－8355，E－mail：seya＠niaes．affrc．go．jp
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　農業環境技術研究所の正面玄関に

立つと，研究所のロゴマークが描か

れている所旗がたなびいています．

その後方の桜樹に囲まれた露場に，

高さ25メートルのタワーがみえま

す．これが当所の気象観測装置です．

　農業環境技術研究所の総合気象観

測は，当所の前身である農業技術研

究所が筑波に移転してきた1980年

（昭和55年）の8月から実施された

ものを，そのまま引き継ぎ現在に至

っています．したがって，観測が開

始されてから24年の歳月が経過し

たことになります．ここでは，この

気象観測装置の内容や測定項目一など

を紹介しましょう．

騨’　嬢牌

’　議淫学

観測施設と観測方法

　施設や装置は次のようになっています．

L観測装置の設置場所：茨城県つくば市観音台3－1－3農業環境技術研究所

　　本館南側露場：北緯36001／，東経140。07／，標高25メートル．

2．観測装置：総合気象観測装置，年1回総合的な保守点検を実施しています．

3．総合気象観測の要素は次の通りです．測定基準に従い1時間毎に観測してい

　ます．

　　風向（16方位）・風速・平均風向（16方位）・平均風速・最大風速・最大風

　　速時の風向（16方位）・気温・気温最高値・気温最低値・露点温度・相対湿

　　度・10センチメートル深地温・10センチメートル深地温最高値・10セン

　　チメートル深地温最低値・30センチメートル深地温・30センチメートル深

　　地温最高値・30センチメートル地温最低値・降水量・降水量積算値・日照
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時間・日照時間積算値・日射量・日射積算値・蒸発量・蒸発量積算値

気象表

気象表の内容は次のようになっています．

L要素別累年気象表：要素別累年気象表が，日別値，半旬別値，旬別値，月別

　値で表現されています．これらを求めるための要素は，平均風速・平均気温・

　最高気温・最低気温・平均相対湿度・最低相対湿度・降水量・日射量・10セ

　ンチメートル深地温・30センチメートル深地温・日照時間です．なお，日別

　値，半旬別値，旬別値，月別値の定義は以下の通りです。

1）半旬別値：月の初日から5日間の数値を母数とした統計値。ただし，第6

　半旬については，月により6日，3日（閏年については4日）の場合があり

　ます．

2）旬別値：月の初日から10日聞の数値を母数とした統計値．ただし，下旬に

　ついては，月によりll日，8日（閏年については9日）の場合があります．

3）月別値：月間の数値を母数とした統計値．

2．累年平均値：半旬値の平均値・旬別値の平均値・月別値平均値が表現されて

　います．これらの内容は以下の通りです．

1）半旬値の平均値：毎月の半旬別平均値または合計値を計算し，これを統計

　年数で割った値．

2）旬別値の平均値：毎月の旬別値または合計値を計算し，これを統計年数で

　害りったイ直．

3）月別値の平均値：毎月の月別値または合計値を計算し，これを統計年数で

　害ljった‘直．

　これらの観測データは，気象月報として月ごとに作成し，関係場所に配布す

るとともに必要に応じて所内に供覧しています．また，これらのデータは農林

研究団地（7号団地）の気象の代表値の一つとして利用されています．1989年

から！996年までの累年気象表は，以下の資料にまとめられています。

（1）農業環境技術研究所累年気象表（1980年～1989年）：奥山登美子，農業

　環境技術研究所資料第11号，1－150，平成2年

（2）農業環境技術研究所累年気象表（1990年～！996年）1林陽生・鳥谷均・

　後藤慎吉・横沢正幸・清野諮，農業環境技術研究所資料第23号，！－173，

　平成10年
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蛇　足

　京都国立博物館長の興膳宏氏のr気象」の言葉の語源を紹介します．

　r気象」のr気」とは，この世界のありとあらゆるものごとを構成する元素で

あり，またr象」とは，人の目に見えないr気」が具体的に形をとって現れる

ありさまをいう．いまr気象」は，もっぱらr天気」のこと，ウエザーの意味

に用いられるから，直訳すれば，r天」のr気」のr象」ということになろうか．

　ところが，このr気象」とは，本来実にやっかいな語である．r古事記』序に，

r混元すでに凝りて，気象未だ致（あら）われず」とあるのは，天地草創期にあ

って，万物がまだ形さえも成していない状態をいっている．そうしたマクロの

宇宙的次元で使われるだけでなく，人体のメカニズムについても用いられ，中

国最古の医学書r黄帝内径』にはr平人気象論」という章があって，正常な人

間の健康状態を論じている．ここでのr気象」は，人体における「気」のあり

方を意味している。r気」のあり方が異常であれば，それが病気を引き起こすも

とになる．

　唐代になると，肉体面よりむしろ精神面について用いられることが多くな

り，つづく宋代では，朱子をはじめとする儒学者によって，言動や著作など人

間の精神活動全般を論ずる哲学用語になった．中国では，人は一種の小宇宙

（ミクロコスモス）として意識されたから，人に天と同様のr気象」が備わるの

も当然である．天のr気象」としての用法が主流になるのは，近代以後のこと

である．
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農業環境技術研究所は，これまで環境放射能について息の長い数多くの研究

を行ってきた。また，突然発生する放射能汚染事故（チェルノブイリ，JCO）

に迅速に対応し，社会の要請に応えてきた．その歴史と成果をここに紹介す
る．

放射性同位体研究と農業環境技術研究所

環境放射能の話を始める前に，この研究所の歴史と環境放射能研究との関わ

りを紹介しておく必要がある。そのため，まず研究所の歴史を簡単にひもとい

て，その変貌をみることにする．農業環境技術研究所の歴史は，1893年（明治

26年）に設立された農事試験場に始まる．今からlll年も前のことである．

最初の農事試験場は，種芸部・煙草部・農芸化学部・病理部・昆虫部・報告部・

庶務部から構成され，長い時間をかけて国民に食料を供給するための研究所と

して着実に発展してきた．

　この間57年の歳月を経た農事試験場は，1950年（昭和25年）に農業技術研

究所（以下，農技研）に改組された．新たな組織は，生理遺伝部・物理統計部・

化学部・病理昆虫部・経営土地利用部・農業土木部・園芸部・家畜部・畜産化

学部・庶務部から構成された．この組織体制は，たかだかll年の寿命でしかな

い．社会の変遷にともなって，196！年（昭和36年）には，園芸部が園芸試験場

へ，農業土木部が農業土木試験場へなどと，さらに専門研究所へ分化していく．

その結果，農技研には，生理遺伝部，物理統計部，化学部，病理昆虫部，経営

土地利用部・庶務部が残ることになる．

　さらに，この組織は22年の歳月を経て再び変貌し，農業環境技術研究所（以

下，農環研）と農業生物資源研究所と農業研究センターに分化していく．今か

ら21年前の1983年（昭和58年）のことである．農環研には，企画調整部，総

務部，環境管理部，環境資源部，環境生物部，資材動態部が置かれた．そして

この研究所は，2001年（平成13年）に（独）農業環境技術研究所として新たな

装いのもとに再出発した．

　この間，農技研の時代（1950年～1983年）には化学部作物栄養科アイソ

トープ研究室および土壌第1科土壌化学第3研究室が，旧農環研の時代（1983

年～2001年）には環境管理部計測情報科分析法研究室が，環境放射能にかか
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わる調査研究を継続してきた．現在の農環研（2001年～）では，環境化学分析

センターの放射性同位体分析研究室がこの調査研究に携わっている。

放射能調査研究と農業環境技術研究所

　半世紀前の1954年，米国はビキニ環礁で水爆の実験を行った．近くで操業

中の漁船第5福竜丸が被曝し，乗組員の久保山さんが亡くなった。遙か遠く離

れた日本の地にも，当時r死の灰」とよばれた降下性の放射性核種が降った．

この事故を重視した政府は，すみやかに大学や研究機関によびかけ放射能汚染

調査を実施した．農技研も積極的にこの調査に参加した．

　1957年，英国のウインズケール原子炉で火災事故が発生した．このことが

契機となり，わが国でも全国的な放射能調査研究網ができ，当時の科学技術庁

（現在の文部科学省）のr放射能調査研究費」によって，農技研ではr土壌およ

び農作物の降下放射性核種の分析および研究」が開始された．さらに1959年

には，r全国特定圃場の米麦と土壌（作土）のストロンチウム90（90Sr），セシウ

ム137（137Cs）による放射能汚染の実態と経年変化の調査」が開始された．

チェルノブイリ事故

1）世界の汚染と波紋

　ソ連のキエフ市の130キロメートル北方にあるチェルノブイリ原子力発電所

4号機で，炉心の一部が破損し，建物の屋根が吹き飛ばされる大事故が発生し

たのは，1986年4月26日の未明であった．この事故に関する公式発表では，

31名が死亡し，急性入院患者が203名，13万5千人の住民が避難したと報道

された．

　モスクワ市内では，市販の牛乳やヨー一グルトから異常な値の放射能が検出さ

れた．事故当時，風は北ないし北北西であったため，放射能雲は白ロシア，バ

ルト3国，フィンランド南部に広がった。風はやがて北西に変わり，ポーラン

ド，スウェーデン，ノルウェーまで広がった．その後，汚染はヨーロッパ全域

に広がり，1週間後の5月3日には，ジェット気流にのって8，000キロメート

ルも離れたわが国の上空に達し，ヨウ素（！311），セシウム（137C亀134Cs）およ

びルテニウム（103Ru）などの核種が全国に降下した．

　原子力発電史上，最悪の事故といわれたこの事故の記憶は，まだわれわれの

記憶に新しい．世界には現在400基に近い原子炉が稼働している．今後エネル

ギー源として，ますます必要である．しかし，われわれが生きている世界に

r絶対安全」などない以上，原子力発電所も他の技術と同様に事故や故障とまっ
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たく無縁ではありえない．そのうえ，この事故の例にも見られるように，漏れ

出た放射性物質は，簡単に国境を越えて，被害は遠く他国にも及ぶ．

　ここで振り返って，事故当時の新聞記事を少し追ってみる．1986年5月4日

の新聞には，日本分析センターが，事故原発から700キロメートル離れたモス

クワの日本大使館より空輸された牛乳，水道水，長ネギ，ニンジン，大使館敷

地内の土壌を分析した記事が載っている．事故発生後約一週間経った5月2日

の昼頃，モスクワ市内の専門店で購入した牛乳からは，放射性の1311が1リッ

トル当たり1．8ベクレル，長ネギから1キログラム当たり2．0ベクレル，同じ

頃，モスクワ市中心部にある大使館の水道水から採取した飲料水からは，1リ

ットル当たり1．6ベクレルが検出された．しかし，ニンジンからは1311は見つ

からない．一方，土壌からは，1キログラム当たり81．4ベクレルの1311のほ

か，137Csが92．5ベクレル，103Ruが！l．1ベクレル検出された．

　きわめて深刻な汚染を受けたポーランドでは，牛乳1リットル中に最高
1，718ベクレルもの多量の1311が見つかったとの報告がある．この放射能の強

さは，国際原子力機関が定めた子供に対する危険値！，000ベクレルのL72倍

で，直ちに飲用禁止の措置がとられた．なお，ベクレルという単位は，放射性

核種が1秒間に壊変する個数で表される放射能の強さの単位で，1ベクレルと

は毎秒1壊変することである．ちなみに，よく用いられている1キュリーとい

う単位は，370億ベクレルに相当する．これは，ラジウム1グラムの放射能に

ほぼ等しい値である．

2）日本への影響

　わが国への影響は，放射能対策本部から発表された5月6日の新聞報道から

知ることができる．各地の水道水からは，放射i生1311は検出されていない．し

かし，筑波研究学園都市にある農林水産省の畜産試験場の牛の原乳からは，1リ

ットル当たり2．1ベクレルの1311が検出されている．また千葉市の日本分析セ

ンターの報告によれば，5月4日に分析した農家の原乳には，1リットル当たり

0．6～2．1ベクレルの1311が検出されている．しかし，これらの値は，いずれも

国際基準の1，800分の1から500分の1という微量であることから，まったく

心配はないとされ，特別の措置はとられなかった．

　1311が人体に入ると，甲状腺に濃縮されて障害を起こし，ガン発生の恐れが

ある．しかし，検出された2。1ベクレルという値は，例えばこれより320倍も

強く汚染された牛乳を毎日600CCずつ一年間飲まなければ，乳幼児の甲状腺

に危険が生じるような量とはならないのである．
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3）当所の調査結果

　政府は5月30日に放射能対策本部を設けた．農環研は本部からの協力要請

を受け，所内に企画連絡室長を委員長とした放射能調査緊急対策委員会を設置

した．依頼された調査内容は，5月2日から6月6日の間，つくば市（農環研

圃場）の野菜と畑の表土の1311をほぼ毎日，137Csと134Csを週1回分析する

ことであった．

　当所の測定の結果，ホウレンソウ，ヨモギおよびダイコン葉の！キログラム

から，それぞれ最高370，592および104ベクレルの放射i生1311が検出された。

これらの値は，1980年に原子力安全委員会から出された飲食物摂取制限に関

する葉菜の許容値7，400ベクレルに比べるときわめて少ない量であった．放射

能対策本部はr国内の野菜等を含むすべての環境試料の放射能レベルは充分低

い状態となり，国民の健康に影響を及ぼすものではない」との安全宣言を，6月

6日に全国に通達した．

4）事故のフォロー調査

　危険な放射性物質

　1311の半減期はわずかに8日であるから，例え汚染していても急速に減衰し

てしまう．したがって，生産者から消費者へ短期間に渡る野菜や牛乳のような

生鮮食料品では問題となるが，米麦や果実のように成長期間が長い食品では，

ほとんど問題にならない．

　ところが，原発や核実験で発生する放射性降下物には，放射性ヨウ素ばかり

ではなく，90Sr，137Csなど放射能の強さが半減するまでに約30年もかかるよ

うな長半減期放射性核種も含まれている．このような長半減期の放射性核種

は，時間の経過とともに土壌に残留し，徐々に作物に吸収される．このように

して，コメやムギなどの農産物の中に放射性核種が入り込む恐れがある．

　コメやムギについて，90Srおよび137Csの放射能測定が必要なのは，このよ

うな理由からである．放射性降下物のうちでも，特に1311，137Csおよび90Sr

は，環境や食品を汚染し，直接・間接に人体に影響を及ぼすため，きわめて危

険な核種とされている．

　1954年春のビキニ環礁でおこなわれた核爆発実験によるr死の灰」の騒ぎが

直接のきっかけとなり，農作物と土壌の放射能の調査体制が本格的に固まっ

た．1957年から継続して，コメ，ムギおよび土壌の90Srおよび137Csが，全国

的に調査されている．また，野菜の1311については，チェルノブイリ原発事故

を契機として，事故発生と同時に，直ちに対応できる緊急監視システムが，新
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たに設けられた．

　土壌の放射能汚染

　放射性降下物が農作物の中に入ってくるルートが二つある．一つは，葉，茎

や花に放射性降下物が付着し，そこから直接吸収されるルート．もう一つは，

放射性降下物が土に沈着し，根を通して吸収されてくる問接的なルートであ

る，原水爆実験や原発事故が発生した直後は，大気中に浮遊している放射性物

質が徐々に降下し，作物の葉や茎に付着する．放射性物質は，そこから作物に

直接吸収される．しかし，時間の経過とともに問接的なルートで吸収される・

　このようなことから，チェルノブイリ事故のフォロー調査が開始された．そ

の結果，次のことなどが明らかにされた．水田作土に存在する117Csの滞留半

減時間は，溶脱も含めて17年である．コムギの90Srおよび137Csの汚染は，

放射能が多量に降下するときは直接的，微量に降下するときは間接的な経路で

あった。大気から降下する90Srおよび137Csと米麦中の両核種の含量の間に

高い正の相関を認め，両者の間の汚染推定式を確立した．また，r収穫期のコム

ギ地上部および作土中のセシウム137濃度」，r森林におけるセシウム137とセ

シウム134の濃度分布」などの調査をおこなった．

東海村ウラン加工施設臨界事故と緊急放射能調査

　1999年9月30日の午前10時35分頃，茨城県東海村にある核燃料加工会社

（JCO社東海事業所）で，わが国では初めての臨界（原子炉の中で，核分裂連鎖

反応が 一定の割合で維持されている状態）事故が発生した．臨界状態が20時

間ほど続いたため，ウランの核分裂生成物ができ，キセノン（139Xe）やクリプ

トン（91Kr）などの希ガスや，ガス化しやすい1311などの一部が外部に漏れた．

これによって，3人の従業員が急性放射線症状を呈し，うち1人は12月21日

に，さらにもう1人が翌年4月27日に亡くなった．しかし結果的には，事故

現場から半径2キロメートル以遠では生成物は検出されなかった．チェルノブ

イリ事故に比べれば規模の小さいものであった．

　茨城県は，この事故の影響調査を農水省に依頼した．農環研では，茨城県お

よび農水省技術会議事務局の要請を受け，ただちに企画調整部長を本部長とす

る対策本部を10月1日に設置した．この緊急事態にあたって，茨城県は農政

企画課長，技術会議は連絡調整課長および農環研は企画調整部長がそれぞれ窓

口となり事故の影響調査に対応をした．

　10月1日の午後，茨城県から事故現場の野菜，果樹などが経済連を通して各
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農作物の放射能濃度のモニタリング

地から分析用試料として当所に持ち込まれた。午後7時に事故現場の10キロ

メートル圏付近の6品目と圏外13品目の試料が持ち込まれ，すべての分析試

料はととのった。その後，当所の分析担当者は徹夜で分析作業に入った．

　分析を依頼された作物は，ネギ，ナス，トマト，ピーマン，キュウリ，レタス，

キャベツ，コマツナ，ニラ，サツマイモ，飼料用トウモロコシ，水稲，レンコ

ン，シイタケ，クリ，ナシ，カキであった．分析対象とした人工放射性核種は，

1311，137Cs，134Cs，マンガン（54Mn），コバルト（60Co），セリウム（144Ce），

ルテニウム（106Ru），ジルコニウム（95Zr）であった．分析には，ゲルマニウム

半導体検出器・ガンマ線スペクトロメトリーシステムを使用し，生の試料を検

出器にかけた。

　その結果，人工放射性核種は，シイタケを除くすべての試料で検出されなか

った．シイタケの137Csだけが10ベクレルkg－1を超えていた．しかし，キノ

コ類は137Csを集積することが知られていた．日本産のキノコ類の平均137Cs

濃度（！989～1991年）は37ベクレルkg『1で，今回の値はこの平均値より低

かった．事故直後の分析結果から，シイタケの137Cs濃度の高さが汚染の不安

を誘ったが，実はこの濃度の高さが事故の安全宣言に繋がったのである．

おわりに

20世紀は，科学技術の大発展とそれに付随した成長の魔力に取り愚かれた世
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紀といえるのではないか．ここでいう成長とは，あらゆる意味での物的な拡大

を意味する。自動車，工業生産，人口，エネルギー使用，食糧増産など枚挙に

いとまない．

　このような成長を支える科学技術はわずか100年前にはじまり，その後，肥

大，拡大し，大きな潮流となって，20世紀後半を駆け抜けた．この歴史の潮流

の中で，われわれはものを豊かに造り，その便利さを享受するとともに，この

技術を活用し，宗教や政治や主義にからむ多くの戦争を行ってきた。今もその

ことは続いている．

　さて，われわれが生きようとする2！世紀の世界的規模での課題とは何であ

ろうか．それは，r環境」とr情報」とrエネルギー」だろう．いずれも現在の

社会構造を根底から変革する威力を内包しているうえ，これらに対応しないで

事を怠ると，まさに遅れた国にならざるを得ない．その上，これらは一国の混

乱が世界中に様々な影響をもたらす．地球温暖化問題や2000年問題や放射能

汚染問題などがそのよい例である．

　このような観点からも，当所の環境放射能の調査研究はきわめて重要なもの

である．今後とも，当所が地道な調査研究を続け，緊急事態に対応することが，

最終的なクライアント（顧客）である国民への責務であろう．本稿に関連する

成果情報や文献を以下に示した．関心のある方は参照いただきたい．

参考資料

1）農業環境研究成果情報第4集：チェルノブイリ原発事故に伴う農業環境へ

　の放射能汚染調査，13－14，昭和63年（1988）

2）農業環境研究成果情報第15集：水田作土に存在する137Csの滞留半減時

　間と溶脱率，9！－92，平成ll年（1999）

3）農業環境研究成果情報第16集：わが国の白米中の90Srと137Cs含量の長

　期間の推移，67－68，平成12年（2000）

4）農業環境研究成果情報第17集：不測の核事故が生じたときの米麦の放射

　能汚染の推定方法，49－50，平成13年（2001）

5）農業環境研究成果情報第18集：わが国における小麦の放射能汚染の長期

　観測，40－41，平成14年（2002）

6）小山雄生：土の危機，読売科学選書27，読売新聞社（1990）

7）結田康一・駒村美佐子・小山雄生：チェルノブイリ原発事故によるコムギ

　地上部と土壌の1－131汚染一降雨の影響，日本土壌肥料学雑誌，61，165－

　172（1990）
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8）駒村美佐子・津村昭人：誘導結合プラズマ質量分析による土壌から白米へ

　　の放射性核種の移行係数算定，RADIOISOTOPES，43，P8（1994）

9）駒村美佐子・津村昭人・小平潔：日本の水田における作土中の137Csの滞

　　留半減時間，RADIOISOTOPES，48，635－644（1999）

10）駒村美佐子・津村昭人・小平潔：わが国での90Srと137Csによる白米の汚

　　染一1959年以来37年問の長期観測とその解析r　RADIOISOTOPES，
　　50，80－93（2001）

ll）駒村美佐子・津村昭人・木方展治・小平潔：国産小麦の90Srおよび137Cs

　　汚染に関する長期観測と解析一1959年以来チェルノブイリ事故を含む37

　　年間一，RADIOISOTOPES，51，345－363（2002）

12）結田康一・駒村美佐子・木方展治・藤原英司・栗島克明：原子力施設等に

　　伴う農作物・土壌の緊急放射能調査一チェルノブイリ原発事故と東海村臨

　　界事故への対応を中心に一，日本土壌肥料学雑誌，73，203－210（2002）
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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．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一ルドルフ・シュタイナー一

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，A　B，C地区に分かれています．その総面積

は約57万平方メートル．A地区は，研究本館を中心とした国道408号沿いの

地区にあります．B地区は，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。C地区はA地区の西側に位置し，業務棟や

水田を中心とした地区です．B地区の東部と稲荷川沿いの西部の2カ所に，こ

こに紹介するr土壌生成調査実験圃場」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1万平方メートルおよび約7千平方メートルありま
す．
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齢撃　　　繍、蜘・rr　　　ゆ酔

土壌生成調査実験圃場

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55年（1980）に東京の西ヶ原から現在の場所に移転

しました．それから3年後の昭和58年（1983）12月，農業技術研究所は，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58年10月12日
業務科長殿

再編後の圃場利用計画についての意見

B地区土壌生成調査実験圃場（特に農薬試験果樹園隣接圃場）は，雑木，ササ
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国際ワークショップ風景

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3科において，黒ボク土の代表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
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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　O200kawaguchi：9th　Intemal　Soil　Classification　Workshop，Tour

　Guide，SMSS，USDA　So且Conservation　Service，272－291（1987）

●Pedon　IBARAKト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験の概要：農業技術研究所化学

　部資料第3号，農林水産省農業技術研究所，1－45，昭和59年3月

　なお，r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6年目を過ぎ，ほ場管理，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

いなかった．そこで，1983年2月4日，B地区D1ほ場で深さ3mの試抗を
掘る機会があったのを利用して，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
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懸

落ち葉を食べるダンゴムシ

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58年11月

　　　　　　　　　　　　　　　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6区に分け，維持管理する．1）草地，

2）富栄養落葉広葉樹域：乾性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。3）貧栄養落葉広葉樹域：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．4）好湿性植物域：より湿性の土壌に生育

する植物を植裁・維持する。5）針葉樹域＝マツを主に生育させる．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．
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なお，これらの各域の樹種は，ニセアカシアを除き保存する．ニセアカシアは

全部伐採する。5，7，9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58年頃に土壌温度や土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r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，pH，ECを継時的に測定できる装置です．平成14

年から，東地区にある土壌生成調査実験圃場の草地と林地で5，25，50，100セ

ンチメートル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（繍p：／／

www．niaes。affrc．go．jp）のr情報：農業と環境No．31」をご覧ください．
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隔離圃場の全容

　フェンスと樹木で囲まれた正方形の土地が，研究所の敷地の南にある．面積

が約80アールのこの場所を訪れるのは容易でない．それは，研究所の敷地に

は保安林や圃場や別棟が入り交じっているからだ．研究所の正面玄関から左に

車で稲荷川を渡り，別棟や温室を眺め，防風林を南下し，トウモロコシや麦畑

の間をぬってこの圃場にたどり着く．少なくとも4分はかかる。道を間違える

と10分とみても差し支えない，大切なお客を連れて行くときは，頭に地図を

よく銘記しておく必要がある．

　ようやく到着したこの場所が，研究所構内に野外で遺伝子組換え植物の影響

評価とその安全性を評価するために設置されたr遺伝子組換え植物隔離圃場」

である．この敷地の周辺は，高さ5～10メートルの防風林で囲まれ，内部には

7アールの試験圃場（1カ所），3アールとL5アールの試験圃場（計4カ所），

2．5アールの水田（2カ所）が設置されている．このほか作業区域内には，実験

棟，機材庫，ビニールハウス，廃水処理用沈殿槽・貯留槽，焼却炉，ビニール

写真1　遺伝子組換え植物隔離圃場の正門
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ハウスなどが整備されている．

　このような隔離された屋外の試験圃場が設置された理由は，r農林水産分野

における組換え体の利用のための指針」に基づいている．ここには，①関係者

以外の立ち入りを規制するためのフェンスの設置，②隔離圃場内で組換え植物

などを処分するための焼却施設，③人の履き物や機械に付着して土壌などが隔

離圃場から外に出ないようにする洗浄施設と，洗浄水の土壌懸濁物質などをト

ラップする沈殿槽が設置されている．

　また，ここでは遺伝子組換え植物の栽培に当たって，隔離圃場から種子を含

む植物体の圃場外への流出や花粉の飛散を抑制するため，隔離用防風林を設け

ている．水田圃場には，縦1．25，横10メートルの短冊形のコンクリート枠3

枚が配置されている．そこで使用された灌概水は，貯留槽で土壌懸濁物質を沈

殿させた後，上澄み液を排水する仕組みになっている．遺伝子組換え植物体や

使用資材を焼却処分するための再燃焼型焼却炉もある．

遺伝子組換え実験と規制

　ワトソンとクリックがDNA二重ラセン構造を解明したのは，今からちょう

ど50年前のことである．分子生物学はこの時点から飛躍的な発展をとげた．

それから20年後の1973年，いまから30年前，コーエンとボイヤーは，大腸菌

の遺伝子に黄色ブドウ球菌の遺伝子を組み込み，遺伝子組換えの基礎技術を開

発した．

　人間によって，これまでになかった特性を持つ生物が作出されるようになっ

たため，遺伝子組換え技術の取り扱いには慎重な対応が求められるようになっ

た．1975年，遺伝子組換え技術の安全性にかかわる世界で最初の会議が，カリ

フォルニアのアシロマで開催された．そこでは，各国が遺伝子組換え研究の実

験指針を設け，自主規制による安全性の確保を図ることが決議された．

　アメリカの国立衛生研究所（NIH）で，1976年に実験指針が公布されたのを

契機に，各国で実験指針が公表されはじめた．わが国では，昭和54年（1979）

にr組換えDNA実験指針」が内閣総理大臣名で決定された．平成元年（1989）

には，r農林水産分野における組換え体の利用のための指針」（農林水産省事務

次官依命通達）が示されたことによって，組換え植物の閉鎖系および半閉鎖系

実験（文部科学省の指針に基づく）と，その後に行われる模擬的環境および開

放系における栽培実験の流れが公的に定められた．

　この指針には，ある組換え植物の模擬的環境における栽培試験を行うための

場として，組換え体隔離圃場の設置基準が示されている、当所のr組換え植物
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隔離圃場」も，この設置基準を満たしたものである．

隔離圃場の来歴

　農業環境技術研究所の前身である農業技術研究所は，昭和54年（1979）に東

京都北区西ヶ原からつくば市観音台に移転した．この農業技術研究所の移転に

ともなって，トウモロコシやアブラナ科植物の遺伝学的研究のための試験圃場

が設置された．これは，外からの花粉の飛散によって自然交雑が起こらないよ

うに，既存の林を利用して造成した採種用の試験圃場であった．平成2年

（1990）に，この圃場の約半分の面積をフェンスで囲み，上記の指針に沿って設

置したのが当所の遺伝子組換え隔離圃場である．これは，わが国ではじめて農

林水産省が認可した遺伝子組換え植物の隔離圃場になった．

　その後，この種の隔離圃場が全国に設置され，今では全国に19カ所設置され

ている．内訳は，独立行政法人研究機関7カ所，公立研究機関4カ所，民間機

関8カ所である．農作物の生育特性や地域特性に応じて安全性の確認が全国規

模で行われている．

遺伝子組換え農作物の環境影響評価

　遺伝子組換え技術の進展に伴って，病害虫や除草剤に強い農作物が数多く作

られはじめた．今では世界中の栽培面積は5，000万ヘクタールを超える．他

方，不良な環境にも生育できる農作物や，ビタミンA含量の高い農作物の開発

も進められている．こうした組換え農作物の開発，導入，栽培に際して，その

安全性とともに環境への影響を適正に評価することが重要になっている．

　そのためには，組換え体植物の環境に対する安全性評価が必要である．評価

項目は次の3つの項目からなる。（1）導入遺伝子の存在様式および安定的発

現，（2）形態および生育特性，（3）環境（生態系）への影響．これらの評価項目

は，評価対象とする組換え植物や導入遺伝形質ごとに逐次検討して選択され，

評価項目に沿って，非組換え植物と比較対照することによって，安全性の確認

を行う．

　概して，輸入を目的とした安全性評価の利用申請に対しては，（1）から（2）

までの調査項目を対象とする．一方，開放系利用を目的とする利用申請には，

（3）の項目がさらに加えられることが多い．平成12年3月には，Btトキシン

を発現する組換えトウモロコシ（Btトウモロコシ）のうち，花粉でBtトキシン

を発現するものの安全性評価が新たに運用として加えられた．それまで，（3）

の環境への影響評価では，r周辺植物相への影響」とr土壌微生物相への影響」
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写真2　除草剤耐性遺伝子組換えトウモロコシ（右側）

に限られていたが，「非標的昆虫種への影響」も評価することになったのであ
る．

安全性の確認

　遺伝子組換え農作物の安全性評価は，政府が定めた指針にしたがって，いく

つかの段階を経て進められている．実験室で遺伝子を組換えた農作物は，最初

に文部科学省の指針に基づいて，機密性の高い閉鎖系温室および半閉鎖系温室

で安全性が評価される．次に農林水産省の指針にそって，模擬的な戸外の環境

（これが隔離圃場）で，組換え農作物の導入遺伝子の発現生育特性および環境

への影響が評価・確認され，さらに農林水産大臣あてに開放形利用の申請・承

認後に一般の圃場での栽培が認められる．最後に，厚生労働省の指針に基づい

て，食品の安全性が評価される．ただし，家畜飼料の安全性については，農林

水産省の指針にしたがって安全性が評価される．

日本で初めての安全性評価とその後

　平成3年（！991），わが国で初めて模擬的環境における組換えトマトの安全

性評価が，この隔離圃場で実施された。タバコモザイクウイルス外被タンパク

質遺伝子をもつウイルス病に強いトマトの安全性評価試験であった．

　その後，平成13年までに当所で安全性評価を実施した組換え植物は29件に
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写真3　アミノ酸（トリプトファン）含量を高めた遺伝子組換えイネ（右側）

及び，すべてについて安全性が確認された．遺伝子組換え農作物と新たに導入

された有用形質は次の通りである．イネ（縞葉枯ウイルス抵抗性・低アレルゲ

ン性・除草剤耐性），トウモロコシ（除草剤耐性・害虫抵抗性），ダイズ（除草剤

耐性），アズキ（害虫抵抗性），トマト（タバコモザイクウイルス抵抗性），キュ

ウリ（灰色かび病抵抗性），メロン（キュウリモザイクウイルス抵抗性），レタス

（鉄分高含有量），ペチュニア（キュウリモザイクウイルス抵抗性）．

これからの隔離圃場

　当所は平成14年度に，r組換え植物の模擬的環境利用に係わる隔離ほ場の運

営要領」を改正し，隔離圃場で実施する研究を，①法人（農環研）が実施する基

礎的研究，②他の独立行政法人や団体などとの共同研究（農林水産省の指針に

基づいた遺伝子組換え植物の安全性評価試験），および③団体などからの受託

による研究，の3つに分類している．また平成15年3月18日には，カルタヘ

ナ議定書を批准するための国内法の整備として，新しくr遺伝子組換え生物等

の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律案」が国会に提出され

た．

　この法制化とともに，将来，組換え植物の安全性評価を実施する組織（事業

べ一ス）が拡充され，組換え植物の安全性評価手法などを開発する研究が強化
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写真4　隔離圃場見学者への説明

されるであろう．今後，当所の隔離圃場では，新たな安全性評価手法などを開

発するための研究や，当所以外では実施が困難な安全性項目を含む評価研究，

たとえば非標的昆虫や微生物などへの影響を評価する研究などに特化すること

が必要であろう．さらに，法制化と情報公開に対応して，これまで以上に精度

の高い評価試験を実施するための圃場整備を進めることも重要である．

　なお，わが国はr遺伝子組換え生物の生物多様性影響評価に関わるカルタヘ

ナ議定書」を平成15年11月に批准し，さらにr遺伝子組換え生物等の使用等

の規制による生物の多様性確保に関する法律」および同法律施行規則等を平成

16年2月に制定した．今後，こうした新たな評価の制度とシステムの下で，国

内での組換え植物の生物多様性影響評価試験が継続されるが，本隔離圃場がそ

の実施に中心的役割を果たしていくことには変わりがない．

参考資料

！）解説シリーズNo．2：遺伝子組換えトマトの環境における安全性評価，農

　林水産省農業環境技術研究所（平成4年）

2）農林水産分野等における組換え体の利用のための指針関係通知集：農林水

　産省（平成12年）

3）パンフレット：組換え植物隔離圃場（平成13年）

4）Bt遺伝子組換えトウモロコシの花粉飛散が鱗翅目昆虫に及ぼす影響評価：

　松尾和人ほか，農業環境技術研究所報告，第21号（平成13年）
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5）独立行政法人農業環境技術研究所組換え体利用に関する業務安全規則（平

　成14年改正）

6）独立行政法人農業環境技術研究所組換え植物の模擬的環境利用に係わる

　隔離ほ場の運営要領（平成！4年）

7）遺伝子組換え作物の生態系への影響評価：農業環境研究叢書，第14号，農

　業環境技術研究所（平成15年）
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　今ではたかだか500平方メートル（約150坪）の面積に満たないが，農業環

境技術研究所敷地の南西の端に，20年の歳月を経たr無肥料・無農薬・不耕起

圃場」がある．この圃場は，農業環境技術研究所が発足した1983年に，当時の

環境資源部水質管理科の水質保全研究室と企画連絡室業務科の努力で設けられ

たものである．ここの土壌は普通黒ボク土に分類される．

　1984年当時の水質保全研究室の経常研究課題は，r土壌生物活動による水質

保全浄化；土壌管理と土壌生物の組成」であった．その目的は，土壌が保有す

る様々な機能のなかで，生物による水質浄化能力を把握することにあった．こ

の課題を解決するために，農耕地における土壌動物の現存量や組成を土壌の管

理の面から把握しようとして設けたのがこの圃場である．

　かつてのこの圃場は現在の2倍の面積を有し，次の4つの処理区から成って

いた．

　A区：無施肥・無農薬・不耕起・被覆

　B区：無施肥・無農薬・不耕起・無被覆

　C区：施肥・農薬・耕起・不被覆

　D区：施肥・農薬・不耕起

　ここで言う無施肥と無農薬は，字義どおり化学肥料と農薬を一切施用してい

ない．不耕起は，一切耕さない．被覆は，作物を刈り倒しそのまま土壌表面に

被覆する処理をいう．これらの処理区のうち，20年経過して現在も残されてい

るのは，A区とC区のみである．

　なお，Marcel　Dekker社のRattan　Lal編著，Encyclopediaofsoil　science（土

壌百科全書）では，不耕起（no　tillage）について次のように解説されている．

r不耕起は，土壌の表面に十分な作物残さを残し，主に土壌侵食を防止すること

が目的である．ほかにも，水の保全，環境保護，機材・エネルギー・労働力の

削減および生産者への利益などに有益なものである。」

　この圃場が設けられてからの研究課題と圃場管理などを追ってみよう．昭和

59年（1981）から64年（1989）にかけて，r土壌生物活用による水質保全浄化：

土壌管理と土壌生物の組成」，昭和61年（1986）から65年（1990）にかけて

r根圏におけるミミズの動態解明」が行われている。昭和56年（1981）から63
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年（1988）までの7年間，陸稲（ハタキヌモチ）および小麦（農林61号）が，そ

れぞれ夏および冬作の作物として栽培されていた。なお61年度は，陸稲（ハタ

キヌモチ）一コムギ（農林61号）一ダイズ（エンレイ）の栽培体系であった．

この間，ときおり農薬の影響がない落ち葉を堆肥にして施用していた。また，

土壌のpH，水分，灼熱（しゃくねつ）損量，貫入抵抗の計測，NH4－N，NO3－

N，トビムシ類ヒメミミズ類，ダニ類，ササラダニ類の生息密度などが調査さ

れている．

　これらの成果は，農業環境研究成果情報第5集，35－36（1989）に掲載され

ている．情報名と成果の要約は次の通りである。

　r土壌管理と土壌動物の組成」：昭和59年（1984）から昭和63年（1988）の

4年間の陸稲一麦の栽培体系が，土壌動物組成に与えた影響を調査した．その

結果，被覆・堆肥処理と不耕起処理の圃場では，大型土壌動物（ミミズなど）と

中型土壌動物（ヒメミミズ，トビムシ，ササラダニ，その他のダニなど）の密度

と種類が高まった．

　平成元年から平成5年（1993）は，陸稲（ハタキヌモチ）および大麦（カシ

マ）を交互に栽培した．A区には，近隣の神社などの落ち葉を集め，堆肥化し

たものを施用した．

　平成6年q994）からは，大豆（ピケット）および大麦（カシマムギ）を夏冬

交互に栽培し，現在に至っている。この間，所内とその近辺の落ち葉を収集・堆

肥化し，A区に施用している．その後，平成8年（1996）から！2年（2000）に

かけて，環境生物部微生物管理科線虫・小動物研究室がr農耕地における土壌

小動物の多様性とその評価」を，平成13年（2001）から17年（2005）にかけ

て，生物環境安全部微生物・小動物研究グループの線虫・小動物ユニットがr畑

地およびその周辺に生息する線虫の種構成の解明」をそれぞれ研究課題にかか

げ，この圃場を活用している．ここでは，圃場の捕食性線虫，細菌食性線虫，糸

状菌食性線虫など線虫相が調査されている。なおC区の三要素施肥成分は，夏

作に3－10－10，冬作に6－9－6（キログラム／10アール）を使用している．A区

には，夏作に約2～3トンの落葉堆肥を施用している．

　これらの成果は，農業環境研究成果晴報第18集，24－25（2002）に掲載され

ている．成果の情報名と要約は次の通りである．

　r土壌線虫を指標とした黒ボク土畑における耕起の影響評価」：土壌線虫は，

多種多様で季節を問わず数多く存在し，土壌の物質循環の調節機能を有してい

るので，種類および個体数の同定が重要である．海外では土壌線虫の種類と個

体数から求められるMaturity指標が，農耕地などの撹乱程度を表す数値として
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使用されている．この指標を利用して耕起と不耕起による撹乱の影響を評価し

た．その結果，Maturity指標と多様度指標は，黒ボク畑土壌における耕起およ

び不耕起の評価に利用できることが明らかになった。

　この圃場は，すでに20年の歳月を経た．当所の貴重な研究財産である．環

境保全型農業，持続的農業が叫ばれている昨今，この圃場の活用はますます重

要になるであろう．
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ミニ農村

　近代的な筑波学園都市の研究所のなかに，ありそうもないr虫塚」が農業環

境技術研究所にあることは，すでに紹介しました。ここでは，当所の敷地のな

かにありそうもないr小さな農村」があることを紹介しましょう．

　ここでいうr農村」は，農業環境研究に携わる研究者が当所の敷地に谷津田

（やつだ），用水路，二次林，屋敷林，社寺林，ため池などを配置して，現実の

農村を模して造成したrミニ農村」です．まず，その規模と様子を知るために，

図と写真（図1，2）をご覧ください。

　農業環境技術研究所には，B地区に約35ヘクタールの圃場区域があります．

ここには，国道に沿って防風林の帯が走っています．その内側には畑，さらに

その奥にはかつて農用林として利用されていた二次林が残っています．さら

に，研究所の敷地の外側には，民有地の畑が広がっています．そのまた先には，

本物の農村集落が位置しているのです．

　この立地条件からみて，防風林の帯を集落の林の構成と同じに造りかえれ

ば，集落一畑一二次林という平地農村の基本ユニットができ，敷地外の畑地一

　　　燭拶｝
　　　　　　　　鳳羅鞭マ｝　　　黛勲ム馨
一〆一一一’凝騨謡鰍》一駆㌫、、＿藷撫潅

　　　　卿議ま牲た灘　　　　　　　　　　　　　　　　た鋤黛　　　　　一一一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　毯津露　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　禰荷薦

図1　圃場区域に造成されたミニ農村の姿
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集落を含めれば，そのユニット2つ分の基本構造をもつモデルとすることがで

きると考えました．この地域に実物大の農村のモデルを造成し，そこに出現・

生息する生物相を調査することを目的として，1980年代後半より徐々に整備

が進められてきたのが，ここで紹介するrミニ農村」なのです．では，その全

体像，造成の経過，研究成果やデータ，これからの研究などについて紹介しま

しょう．

ミニ農村の全体像

　r新・生物多様性国家戦略（平成！4年3月決定）」にもみられるように，里地

里山のような二次的な自然が，生物相の保全にとって重要であるという考えが

共通の認識となったのは，つい最近のことです．

　15年ほど前，農村地域に普通にある雑木林や農用林などの二次的な自然が，

わが国の生物相の保全にとって大切だと説いていた人は，そう多くありません

でした。農村に普通に見られた生き物はなぜ姿を消してしまったのか，それら

を取り戻すにはどうしたらよいのか，そうしたテーマを掲げ，ミニ農村の造成

が始まったのは，そんな頃でした．
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　伝統的な平地農村は，一見乱雑に土地が利用されているようですが，集落

（ムラ）一畑地（ノラ）一二次林（ヤマ）という順序で配列されていました。そ

うした農村の景観構成要素の配置に見られる秩序が，生き物の存在と密接に関

係していたという仮説が，われわれの基本的な考え方だったのです．

　農村を生き物の生息環境として見た場合，こうした秩序は，言葉をかえれば，

小規模な生息地がモザイク状に存在するという構造としてとらえることができ

ます。しかも，それぞれの生息地が人為影響を受けるため，人為で一時的に失

われる種は周辺から供給されることによってもとの状態に回復することができ

るのです．こうした人為による消失と周囲からの供給のバランスの上に成り立

つ系では，生息地間の種の移動距離が重要になってきます．

　生き物の縮尺モデルをつくることは困難ですから，生息環境は現実の規模を

反映している必要があります．そして，生き物の移動距離を把握するには，や

はり現実の規模が反映される配置であることが必要です．実物と同じ大きさの

モデルが作成された理由は，そのことにあるのです。

造成の経過

　これまでの考えに基づいて，防風林の帯に社寺林（1996年6月造成），ため

池（1989年6月造成）および谷津田環境（1989年6月造成）と，それを囲む二

次林が連続した塊状集落の林（1990年～現在）を造成し，圃場区域を実物大の

農村モデルと見なせるようにしました．かって農用林として利用されていた二

次林も，もちろんそれに相応しい環境となるよう，林床管理を行い（1985年～

1987年），用水路のモデルも造成しました（1987年～）．

これまでのデータや成果

　rミニ農村」には，普通の農村にみられるようなトンボやカエルなど数多くの

動物が増えました．rミニ農村」を研究のフィールドとして得られた研究成果

のうち主要なものは，r農業環境技術研究所発行解説シリーズNo。1：ミニ農村

をつくる（農村空間を科学するうえでの試み）」とその改訂版に紹介されていま

す（1991年と1998年に刊行）．ため池の間隔や池さらいなどに関連する水辺

環境と，トンボ類やカエル類の生息の関係，二次林の配置と鳥類の関係，フク

ロウの生息を可能とする農村の構造などが主な成果です．

　他にも，次のようなデータが蓄積されています．

①ミニ農村内の池・用水路などにおけるトンボ類のモニタリングデータ（造

　　成に伴う変化）
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②農業環境技術研究所構内のハチ類の分布データ

③生態系保存実験圃場および屋敷林区域における鳥相データ（生態系保存実

　験圃場内でフクロウに捕食された動物の種類および個体数に関するデータ

　を含む）

④生態系保存実験圃場および屋敷林域（数カ所）の植物の種組成データおよ

　び毎木調査データ

⑤生態系保存実験圃場における散布種子および実生データ

⑥谷津田環境に導入した希少植物の消長

これからの調査研究

　これまでは，農村の基本構造を背景として，生息環境を新たに造成したミニ

農村の構成要素にどのような生き物が新たに出現するかを調べることにより，

生物の移動能力と定着の可能性を中心として検討がなされてきました．屋敷林

域の拡充が完了し，ミニ農村の基本構造が形成された後には，それを利用して，

①生物相の変動モニタリング，②水田生態系における絶滅の恐れのある植物

の動態，侵入・導入植物の農耕地外周辺植生への影響などに関する調査研究が

推進されると期待されます．

　農業環境技術研究所の中期計画には，現在，r人為的インパクトが生態系の生

物相に及ぼす影響の評価」，r農業生態系の構造と機能の解明」，r農業環境資源

情報の集積」などがあり，これらを含め長期的なモニタリングや様々な農村環

境の問題点を探るモデルとして，rミニ農村」の意義はますます重要になってく

ると思われます．
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はじめに

　化学合成物質は，正と負の遺産をもつ諸刃（もろは）の刃（やいば）である．

化学合成物質が20世紀に果たしてきた役割は限りないが，化学物質がこれま

で多くの生命や環境に悪影響を与え続けてきたことも厳然とした事実である．

人類がこの負の遺産をどのように跳ね返すことができるのか．2！世紀の人類

に期待される叡智が，ここに必要とされる．

　レーチェル・カーソンのr沈黙の春」やr失われた森」から，シーア・コルボー

ンのr奪われし未来」にいたるまでの警告と，現実のダイオキシンなどによる

国内外の汚染問題は，いやがうえでも農業生産物のr安心」とr安全」とr制

御」の必要性をわれわれに認識させた．さらにこれらの警告と汚染問題は，土

壌や水や大気などの環境資源を汚染しないで健全にr次世代へ継承」すること

の重要性をわれわれに認識させもした．

　われわれは，これらの問題の解決を先送りしてきた．むしろ，この問題にま

ともに対応することを避けてきたきらいがある．しかし近年の内分泌かく乱化

学物質の問題は，多くの人々や組織を目覚めさせた．内分泌かく乱化学物質

は，人類の将来を破壊する化学的な時限爆弾とも考えられる、これまで人工的

に作り出され，利用されてきた化学物質の中で，内分泌かく乱化学物質は，問

題が出てから対応するのでは手遅れになる物質なのである．

　このような流れの中で，平成12年に当所に環境化学物質分析施設が設置さ

れた．今回は，その背景，経過，建物および装備されている分析機器などの紹

介をする．

設立の背景

　シーア・コルボーンらが1996年にr奪われし未来（Our　Stolen　Future）」を発

表した頃から，多様な化学物質による生物への慢性毒性が次々に明らかになっ

た．とくに，生殖・成長・免疫などの生体機能をかく乱し，ガンを発生させる

様々な化学物質の影響が浮上してきた．なかでも残留性有機汚染物質（Per－

sistent　Organic　Pollutants：POPs）は，環境に長期間残留し（難分解性），脂溶性

が高いため，動物に摂取されると脂肪組織に残留しやすい特性がある（生物濃
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縮性）．また環境に放出されたPOPsは，地球の隅々にまで拡散し，南極圏や北

極圏でも検出されている（長距離移動性）。要は，POPsは分解しにくく，生物

への濃縮性が高く，移動性も高い特徴をもっている．

　このような状況のもとに，環境庁は1998年に環境ホルモン戦略計画

（SPEE∬98）を作成し，内分泌かく乱作用をもつ疑いのある60種類を超える

化学物質のリストを発表した．そこには，科学的な裏づけが定かでない物質も

含まれていた。

　内分泌かく乱作用をもっ化学物質は， ・般にr環境ホルモン」とよばれる。

これらの化学物質は，ヒトに対しても免疫不全や発がん性の可能性があるう

え，次世代へも影響が及ぶ可能性がある．さらに，POPs条約（残留性有機汚染

物質に関するストックホルム条約）が2001年に国連で採択された．この条約

には，ダイオキシン類およびDDT，ディルドリンなどの有機塩素系化合物が含

まれている．

　このような社会情勢を受けて設立されたのが，この環境化学物質分析施設で

ある．この施設には，ダイオキシン類をはじめとする有害有機化学物質や重金

属類を高感度に分析するための機器も備えている．

施設の紹介

　r環境化学物質分析施設」は，本館の裏玄関を出てすぐ左手にある．正面が硝

子張りのすっきりとした2階建てのこの施設は，平成12年8月に完成した．

平成玉1年度の補正予算で建設されたこの施設は，企画調整部の調整の元に，総

務部会計課および資材動態部農薬動態科が中心となって建設したものである．

建物の設備の選定や配置は，主として殺虫剤動態研究室が，測定機器の選定は

主として農薬管理研究室が担当した．

　もともとこの施設は，農林水産技術会議事務局筑波事務所農林交流センター

の共同利用施設として運用されることになっていたので，当初は筑波事務所共

同分析センター2号棟とよばれ，管理運営だけが農業環境技術研究所に任され

ていた．しかし，当所が平成13年4月1日に（独）農業環境技術研究所に改組

されたのを機に，管理運営および運営予算のすべてを当所が責任をもつことに

なった．これを機に名称を現在のr環境化学物質分析施設」と改めた．

　延べ面積1，200平方メートルのこの建物の総工費は，約15億円（建物：9億

円，機器類：6億円）であった．建物の1階には，共同研究室としての居室のほ

か，ダイオキシン類を除く有機および無機の一般化学物質抽出・精製のための

前処理室，機器分析室，試料保管室，試料粉砕室が設置されている．2階には，
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ダイオキシン類を測定するための抽出・精製室，測定器室，試料保管室，廃棄

物保管室，廃棄物焼却炉室および温室がある．

　ここでは，微量だが毒性の強いダイオキシン類が分析されるので，実験者の

安全の確保と施設外への漏出防止が極めて重要な課題である．そのため，排気

と排水の施設には建物の外にダイオキシン類が放出されないように万全の処置

がとられている．

最近の成果紹介

この施設を活用した最近の成果を次に紹介しよう．

1）約半世紀にわたって収集保存していた農耕地土壌のダイオキシン類を分析

　し，農耕地土壌のダイオキシン汚染の歴史的な経過を明らかにした．

2）イネ，トウモロコシ，キュウリ，メロン，ホウレンソウ，ニンジンなどの

　農作物のダイオキシン類の吸収特性を調査し，農作物は土壌からダイオキ

　シン類をほとんど吸収しないことを明らかにした．

3）農作物のダイオキシン類汚染は，大気中の粉塵や気体に含まれるダイオキ

　シン類が農作物の表面に付着するためであることが判明した．

4）根菜類や葉菜類では，水洗しても除去できない土壌が付着しているので，

　付着した土壌を落とすことで，ダイオキシン類を取り除くことができるこ

　とを明らかにした．

5）レーザーアブレーション装置とIPC－MSを用いた微少試料の重金属測定

　技術を応用して，魚類の耳石（聴覚器官にある生体鉱物）中の重金属濃度

　分布を明らかにした．その結果，1ミリメートルの千分の一の単位で耳石

　に刻まれている成長線に沿った重金属濃度の測定により，その魚が住んで

　いた環境中の重金属汚染の経過を知ることができた．

共同研究の推奨

　環境研究が他機関や他分野の研究協力なくして成立しないことは，今や衆目

の一致するところである。この施設は，農林水産省の他独法機関および当所と

共同研究や依頼研究などの契約を取り交わした大学・公立・民間などの研究所

と共同利用することに門戸を開いている．多くの方々との共同研究を心待ちし

ている。

　ダイオキシン類の分析装置とICP－MS装置は，共同研究の利用者が多く，順

番待ちの状況にあるが，いずれにしても施設の利用を希望される方は，当所の

環境化学分析センター長（TEL：029－838－8430）にご連絡いただきたい。
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　なお，ご参考までに所有している機

器を次に紹介する．

Lダイオキシン分析測定システム・高

　分解能質量分析装置No．1

2．ダイオキシン分析測定システム・高

　分解能質量分析装置No．2

3．超臨界流体抽出クロマトグラフ

4．ICP質量分析装置・レーザアブレー

　ションシステム

5．原子吸光光度計

6．キャピラリー電気泳動装置

7。イオンクロマトグラフ

8．原子吸光検出器付ガスクロマトグラ

　フ

書～～～～｛踊嚇

9。濃縮導入装置（加熱脱着式試料導入装置・四重極質量分析計検出器付ガスク

　ロマトグラフ）

10．蛍光検出器付高速液体クロマトグラフ

！l．電気化学検出器付高速液体クロマトグラフ

12．四重極型質量分析計検出器付ガスクロマトグラフ（大量試料注入装置付）

13．四重極型質量分析計検出器付ガスクロマトグラフ（パージ＆トラップ試料

　導入装置付）

14．液体クロマトグラフ質量分析装置（トリプルステージ型）

15．イオントラップ型質量分析装置

16．液体クロマトグラフ・四重極型質量分析計

17．液体クロマトグラフ・飛行時間型質量分析計

！8．走査型電子顕微鏡
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：自：己調節機能
：所長　陽　捷行1：i

　rわれわれは，どこからきて，今どこにい

、篇廓端灘会全体、飯』』浮隷幾轟、

に，いつも付きまとうものです．わたした

ちの農業環境技術研究所は一体どこからき1．　　　　鑑
たのでしょうか農業環境技術研究所の歴・　　　　季
史を簡単にひもといて，その変貌をみるこ

とにします．

　農業環境技術研究所の歴史は，1893年

（明治26年）に設立された農事試験場に始

まります．今から107年も前のことです．

最初の農事試験場は，種芸部・煙草部・農芸化学部・病理部・昆虫部・報告部・

庶務部から構成され，長い時間をかけて国民に食料を供給するための研究所と

して着実に発展してきました．

　この間57年の歳月を経た農事試験場は，1950年（昭和25年）に農業技術研

究所に改組され，新たな組織は，生理遺伝部・物理統計部・化学部・病理昆虫

部・経営土地利用部・農業土木部・園芸部・家畜部・畜産化学部・庶務部から

構成されました．この組織は，たかだか11年の寿命でしかありません．社会

の変遷にともなって，1961年（昭和36年）には，園芸部が園芸試験場へ，農業

土木部が農業土木試験場へなどと，さらに専門研究所へ分化していきます．そ

の結果，農業技術研究所には，生理遺伝部，物理統計部，化学部，病理昆虫部，

経営土地利用部・庶務部が残ることになります．

　この組織は，たかだか22年の歳月のうちに再び変貌し，農業環境技術研究所

と農業生物資源研究所，さらには農業研究センターの一部に分化していきま

す．今から！7年前の1983年（昭和58年）のことです．そして，来年の2001

年（平成13年）に，この研究所は独立行政法人農業環境技術研究所になりま

す．組織変革が，このようにll年，22年および17年というきわめて短期間

のあいだに実施されているのには驚かされます．小さな変革は，農業環境技術

研究所になってからでも2～5年の間隔で実施されているのです．
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　このような組織における変遷を眺めていると，組織にはいつも電池の入れ替

えが必要なのだと思い至ると同時に，自己調節機能であるrサイバネティクス」

とよばれるシステム論にも思いあたります．

　生物の自己調節機能はじつに優れています．体温を一定に保つ能力とか，糖

やイオン濃度を調節する能力で，この機能をホメオスタシス（動的平衡）とい

います．このホメオスタシスの見方で，生物から機械まで，さらには組織から

社会まで広げて，統一的にこれらを捉えていった学問が自己調節機能rサイバ

ネティクス」とよばれるシステム論ですが，研究所もこのような組織の一つで

あるとすれば，ホメオスタシスの活用が可能でしょう．

　例えば寒い環境においても，人間は体温を一定に保とうとし，外界の小さな

変化に対応します．また，生物は外界からの圧力に対しても，生物の密度を一

定に保つ働きをします。先に述べた2～5年の間隔で実施されている組織の改

変は，この小規模な変動に対する現象に相当します．

　 一方，社会的に大きな要請に対応した動的平衡が，11年，22年および17年

の間隔で行われた組織改革にあたるでしょう．特に，今回の独立行政法人にか

らむ組織の改変は，きわめて大きな社会的変化で，組織として生き残るために

所員一丸となって行うことが望ましいと考えます．

　宇沢弘文は，現在をr日本の制度的前提を大きく変え，日本を経済・自然・文

化・社会などすべての意味で豊かにする好機である．」といっていますが，今回

の改革もこの一部と捉えることが重要だと思います．

　所員の皆様のr農業環境研究」への英知と情熱と思いが，余すところなくこ

の改革へ注がれることをこころから希望しております．

2000年7月
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生物環境め安全確1保研究め展、：開　強化

環境生物部長　河部遅

　科学技術に関連する問題が活発に議論されている．狭い国土に過密な人口を

抱え，資源が乏しい日本の発展する方策として，科学技術創造立国がある．そ

して，科学技術振興の様々な施策が打ち出されて十数年になるが，研究予算の

延びや研究環境の改善は，まだ研究レベル向上として現れていないようであ

る．逆に，日本の科学水準の低下や，若者の科学離れを嘆く声もしきりである．

科学技術振興はなお険しい．

　一方，今，豊かな生活を通し科学技術の恩恵を実感しながら，科学技術に対

する不安感はむしろ強まっているようである．最近，rこのまま科学技術が進

歩すれば人類の滅亡を招く」との，米国IT産業リーダーの一人であるビル・ジ

ョイ氏の問題提起があった．最も急速に進歩し夢が膨らむGNR（遺伝子工学，

ナノテクノロジーとロボット）こそが危ない，科学技術では基礎研究も情報流

通も制限すべきだとの主張である。GNRの悪用が深刻な事態を招き得ること

は予想できる．少なくとも科学を過信し目先の利益を優先して安易に新技術の

実用化を進めていけば，今後も様々なハザード／リスクに悩まされ続けること

になろう．

　科学技術の暴走や予想外の悪影響，あるいは限界の指摘は，別に新しくはな

い．“矛盾”に繋がる韓非子の故事に，紀元前の中国は，すでに技術の限界やミ

サイルと迎撃システムの開発競争に到る軍拡の愚かさを認識していたと見るの

は考え過ぎだろうか．しかし，人類はむなしさに浸りながら，武器と防御具に

工夫を凝らし，毒と毒消しを探索し，生産と破壊・廃棄を繰り返し，これらに

科学技術は深く関わってきた．

　20世紀には，原子力，化学物質，微生物，医療，遺伝子工学などの科学技術

が花開くとともに，これらが内包する危うさも顕在化した．21世紀には遠から

ず先覚の警告が実り，生産性，利益や優位性のみの追求は終焉し，世界の科学

技術の行き過ぎやほころびの修正が進むと信じたい．

　さて，科学技術への夢と不安が交錯する中で，農業環境技術研究所は来年度

から独立行政法人となる．そして，これまで農業環境を支えあるいは生産の障

害となる植生，微生物（線虫を含む），昆虫を研究してきた私達の環境生物部

は，生物群集を中心とした農業環境（農業圏外の相互に影響し合う環境も含む）
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の安全確保・向上に関する基礎的・先導的研究を推進する部へ生まれ変わろう

としている．

　より明確な目標の下で，積極的に農業が関わる科学技術の健全な発展・普及

を支えるためである．言い方を変えれば，環境との関わりにおいて，農業が，

加害者にも被害者にもならないよう，食料生産に留まらず環境保全と諸産業の

持続的な発展に積極的に寄与するものとなるよう，生態系に視点を据えて幅広

い研究を展開し深化させることが生物分野の使命と考える．

　これは新しい道の開拓も必要な難しい研究であるし，直接には農業の持続的

な発展，ひいては，少し大げさになるが人類を滅亡から救う重要な仕事である．

生態系には未知の難問題が多い．また，環境，生態系と農業は切り離せないが，

相互関係の解明はこれからである．

　社会・経済の先行きは不透明だが，日本では多くの人々が今も恵まれた生活

を享受している．食料自給率の異常な低さ，世界の飢餓に苦しむ多くの人々の

存在，さらに，世界人口の増加，解決には遠い様々な地球環境問題などに不安

を感じながら．

　もちろん，新研究所だけでは農業環境の全領域に渡る研究を推進することは

できない．しかし，農業が関わる重要な環境問題については，その解消，未然

防止，加えてこれら分野における国際貢献に向け重点的・効率的に研究を推進

し，着実に成果を挙げ，頼りになる研究所となるため，真剣に具体的な方策を

検討する最終段階に私達はいる。

2000年10月
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2工世紀llご期待1ざれ1る1農i業環境研：究

所長1：：：陽捷行

　20世紀とは一体なんであったのか．恐らく，科学技術の大発展とそれに付随

した成長の魔力に取り愚かれた世紀といえるのではないか．ここでいう成長と

は，あらゆる意味の物的な拡大を意味する．自動車・工業生産・エネルギー使

用・人口・食料生産の増大など枚挙にいとまがない。

　このような成長を支える科学技術はわずか100年前にはじまり，その後，肥

大・拡大し大きな潮流となり，20世紀後半を駆け抜けた。この歴史の潮流の中

で，われわれ人類はものを豊かに造り，その便利さを享受するとともに，この

技術を活用し，宗教や政治や主義にからむ多くの戦争を行ってきた．今もその

ことは続いている．

　この間，宇宙から地球を眺め傭轍的視点を獲得し，地球環境問題を認識する

に至った．術鰍的とは，木を見る視点に対する森を見る視点だ．これによっ

て，時空スケールでわれわれがどこからきて，どこに行こうとしているのかと

いう認識をも獲得するに至った．

　それでは，われわれがこれから生きようとする21世紀の世界的規模での課

題とは，一体なんだろうか．それはr環境」とr情報」とrエネルギー」だろ

う．いずれも現在の社会構造を根底から変革する威力を内包しているうえ，こ

れらに対応しないで事を怠ると，まさに遅れた国にならざるを得ない．その

上，これらは一国の混乱が世界中に様々な影響をもたらす。地球温暖化問題や

2000年問題や放射能汚染問題などがそのよい例だ．

　21世紀は環境問題の世紀だとよく言われる．果たしてそうだろうか．批判

を畏れずあえていえば，環境問題は実は人口問題の結果なのだ．増加しつつあ

る人口を養うことはすなわち食料問題だし，食料問題は当然農業問題なのだ．

したがって，環境問題はとりもなおさず農業問題だ．言うなれば，21世紀はま

さに農業の世紀なのだ．

　ところで，現実の日々の中でr環境」とは何だろうか．それは自然と人間と

の関係にかかわるもので，環境が人間を離れてそれ自体で善し悪しが問われて

いるわけではない．両者の関係は，人間が環境をどのように見るか，環境に対

してどのような態度をとるか，そして環境を総体としてどのように価値づける

かによって決まる．すなわち，環境とは人間と自然の間に成立するもので，人
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間の見方や価値観が色濃く刻み込まれているものだ．だから，人間の文化を離

れた環境というものは存在しない．となると，環境とは自然であると同時に文

化であり，環境を改善するとは，とりもなおさずわれわれ自身を変えることに

つながる．われわれ自身を変えるとは何か．それは，人口増加，食料不足，生

産性低下，環境悪化という現象の中で環境倫理の意識をもっことだろう．土や

水や大気や生物にも生存権があることの意識を持たない限り，自然はわれわれ

に反逆する．

　となると，21世紀に期待される農業環境研究とは何か．それは，環境倫理の

もとに20世紀に獲得した技術と術目敢的認識で研究を深化させることだろう．

人類の将来を破壊する時限爆弾とも危倶される内分泌かく乱物質の研究を例に

挙げる．21世紀には，内分泌かく乱物質と複雑系モデルのシミュレーションの

ために情報技術を活用し，現実の自然により近づいた環境をつくりだす必要が

ある．それに成功すれば，人類はまた新しい時代を迎えることになろう．

　また，バンクの概念で農業環境資源を保全・活用するインベントリー研究を

例に挙げる．21世紀の予想もしない環境問題に対応するため，これまでの技術

と傭轍的認識をもって農業環境資源を新たに評価・保全することに成功すれば，

われわれの後の世代に，永久に土地や水や大気や生物を健全な状態で継承しつ

づけることができるだろう．

　21世紀に生きるわれわれ人類は，どうやら，これまで自分たちの幸せのため

に造ってきたモノと，今ある貴重な環境資源保全のための戦争を強いられてい

るようだ．言いかえれば，21世紀の研究課題は，生物圏や大気圏や土壌圏や水

圏などの既往の圏と，新たにできた人間圏の調和にあるとも言える．後の世代

のための諸氏の奮闘を切に期待する．

2001年1月
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独立行政法人に期待す’る

企画凋整部長1：：清野　踏

　農林水産省農業環境技術研究所のニュース

は，この号をもって幕を下ろす．そして次か

らは，新たな独立行政法人農業環境技術研究

所のニュースとして発足することになる。

　独立行政法人化は，われわれが経験したこ

とのない一大組織再編である．しかし，独立

行政法人化は他人事ではない．この法人は，

われわれが努力し，われわれがつくり上げて

いかなければならないものである．

　独立行政法人化に向けて，所内では，これ

まで多くの議論と作業が行われてきた．独立

行政法人化を推進する立場にたったものとし

て，一人一一人がそれぞれの責任を果たしながら，

いただいたことに感謝したい．

この難しい問題に取り組んで

　これまで，r将来方向委員会（平成11年1月～3月）」，r推進方策委員会（平

成11年3月～11月）」，およびr準備委員会（平成ll年1！月～）」を設置し

て，様々な議論を行ってきた．議論のもとに新農業環境技術研究所の構想を打

ち出してきたが，情勢の変化などによって，全てが実現したわけではない．大

きな変化は，r多面的機能研究」の農業工学研究所への移管と，r環境保全型農

業研究」の農業技術研究機構への移管であった．この二つの問題は，当所が先

陣を切って進めてきた研究分野であったが，現場での活用場面が強く求められ

る時代になったため，それぞれ適切な機関に渡すことが必要となった．そし

て，地球環境部，生物環境安全部，化学環境部，農業環境インベントリーセン

ター，環境化学分析センターという3研究部，2センター構想で進むことにな

った．

　3研究部には，新たにグループ制が取り入れられた．これは，グループの中

をフレキシブルな組織にすることを狙っている．一方，2センターには従来と

同じ研究室制を残した．

　研究方向については，農林水産省が定める中期目標に沿って中期計画を定め



106

た．

　地球環境部では，IPCCなどで問題となっている地球温暖化などの環境変化

による農業生産への影響を解明し，環境変化への適応策を検討する．また，農

耕地から発生する温室効果ガスの削減手法を開発し，COP6などで議論されて

いる温暖化防止対策への貢献を行う．

　生物環境安全部では，遺伝子組換え作物の環境影響評価法を深化させるとと

もに，新たに侵入・導入する生物が生態系に与える影響を解明する．また，世

界的に問題となっている生物多様性と農業との関わりを明らかにしていく．

　化学環境部では，ダイオキシンなどの内分泌かく乱物質やカドミウム，硝酸

性窒素などの動態を明らかにし，農耕地や作物の化学的汚染を防止あるいは浄

化する技術を開発していく．

　農業環境インベントリーセンターでは，様々な農業環境に関するデータやサ

ンプルをデータベース化し，農業環境の過去・現状・未来を表示できるシステ

ムを構築する．このシステムから提供されるデータは，利用者がさらに加工す

ることによって成長し，再びインベントリーに戻され，自己増殖を続けていく．

　環境化学分析センターは，外部に開かれた共同分析センターとして化学環境

部の研究を支える超微量化学物質の分析法を開発する。また，1999年のJCO

事故のような緊急事態に対応できる基礎的なデータの蓄積を行っていく，

　新農業環境技術研究所では上記のような研究を推進し，農業と環境が調和し

た持続的な農業の展開とともに，国民と社会に安心と安全を提供することを目

指す．

　農林水産省農業環境技術研究所は独立行政法人農業環境技術研究所に変わる

のである．われわれは，この困難な変革を乗り切れるだけの実績を持ってい

る．独立行政法人化をわれわれの実力を示す好機ととらえたい．

2001年3月
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真　善・美：’ど環境商題’ど傭轍的視点

理事長　陽：1：捷行

　科学を真理だと思う理性について考察したのが，カントのr純粋理性批判」

である．理性に裏付けられた科学技術の発達は，その恩恵に浴してわれわれに

豊かな生活を保証した．これがr真」である．そのため，われわれは豊富な食

料と様々な利便性を確保することができたが，富を蓄積できる富者と貧者を生

んだ．そうなると，否応なく道徳問題がでる．

　この豊かさを自由に大きくするとしたのが資本主義で，平等に分配するとし

たのが社会主義である．いわゆる道徳問題である．このことは，r善」が語られ

るカントのr実践理性批判」に述べられている。

　資本主義と社会主義の対立は，自由競争で富の全体のパイを大きくすれば幸

福になれるという正義論と，富は計画して作り上げ，平等に分配されるべきだ

という正義論の対立である．まさに，道徳の争いである．いずれの経済体制に

しても，われわれは，あり余ると思っていた大自然の資源を無造作に活用して，

豊かさを求めて遽進した．

　しかし，われわれは資源が有限であることに気づいた。そして，資本主義体

制も社会主義体制もともに環境破壊を招くことを知った．どちらがr善」であ

るかを論じている時間などもはやない．

　というのも，環境問題は点（例えば，重金属汚染）から面（例えば，湖沼の富

栄養化）をへて空間（例えば，温暖化）へ，さらには時間（例えば，世代をこえ

た環境ホルモン）をも越えてしまった．環境問題は，時間と空間を越えた地球

と全人類の問題にまでに展開しているからである．

　大きな時空スケールでの来し方行く末を見ることが，傭目敢である．ところ

で，20世紀は，文明史上最高の高度から傭轍的視野を獲得した世紀であった．

20世紀の人類は月にその足跡をしるし，人類のあり方を考える視点をえた．

　このことによって，宇宙から地球を眺め，地球環境問題を認識するに至った．

すなわち，人間圏がほかの水圏，土壌圏，大気圏および生物圏などとどのよう

に調和しなければならないか，地球システムをどのようにするべきかを考える

ことができた．

　宇宙に浮かぶ地球は，46億年の歴史を通して，r火の玉」からr水惑星」へ，

そしてr水と陸の惑星」，さらにr生命の惑星」を経て，r文明の惑星」へと華
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麗に転身した．この美しくも華麗なr文明の惑星」がr人間圏の惑星」の時代

となって，ほかの圏と調和できなくなるとき，地球システムは崩壊し，人問が

住めない惑星となるのであろうか．

　カントの最後のr判断力批判」は，r美」と崇高を扱っている．カントの3大

批判に従えば，r真」とr善」，すなわちr科学の真理」とrイデオロギーの正

義」を金科玉条として築いてきた20世紀のr真と善の文明」に続くのは，r美

の文明」であろう．地球の目的は，あたかもカントの言うr美」に向かってい

るようである．

　r美の文明」を構築するためには，20世紀にわれわれが獲得した時空を越え

た傭轍的視点を活かし，環境の保全を心がける以外に方法は他にないであろ
う．

　農業環境技術研究所は，企画調整部，総務部，地球環境部，生物環境安全部，

化学環境部，農業環境インベントリーセンター，環境化学分析センターを配置

し，装いを新たに独立行政法人として平成13年4月1日に再出発した．

　キャッチフレーズr風にきく土にふれるそしてはるかな時をおもい環境
をまもる」を心に留め，時空を越えた傭目敢的視点を忘れず，所員一同，上述し

た部やセンターの協力の下に，農業環境研究に適進するつもりです．関係各位

のご支援・ご鞭燵を心から期待しております．

2001年7月
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地球環！境部d）役割・
地球環境邦長林　陽生

　農業環境技術研究所では，4月の独立行政法人

化に伴い地球環境部が誕生した．これまでにも，

複数の研究室とチームで地球環境に係わる研究

を行ってきた．法人化は，それらに携わった研究

単位を一つの部として構成するチャンスとなっ

た．こうして新しくスタートした地球環境部の

役割は，どこにあるだろうか．

情報の計測・解析技術の高度化」を中心として，

そのほかr人的インパクトが生態系の生物相に及ぼす影響の評価」，r環境負荷

物質の動態解明と制御技術の開発」といった広範囲の研究テーマのもとに位置

づけられている．これらは，当初5年間の研究計画課題のタイトルであること

から，いわば規定された役割といえるだろう．

　もはや農業は，持続可能な生産量に対する需要の超過剰が起こっているので

はないか．その背景には，温暖化，オゾン層破壊，酸性雨，砂漠化などの地球

環境問題がある．農業生産活動もまた，温室効果ガスやオゾン層破壊物質など

を放出している．

　このように考えると，農業生産に係わる農業環境の維持保全や予察的研究，

さらに積極的な保全管理を施すための技術や解析手法の開発を進め，同時に成

果を明らかにすることは，今日においては社会全般に対する責任である．

　ところで法人化は，合理的なシステムヘの移行を導くはずで，そのことは同

時に，社会に役立つ研究を行いたいという，本来的な帰属意識の実現を後押し

することが期待される．私たちはこの帰属意識のもとで，様々の具体的な事象

について解釈することになるのだが，この先にもう一つの，これまで以上に意

識せずにはいられない役割があるだろう．

　6月に，オーストラリアの温室効果ガスインベントリーに関する国内レビ

ューに参加した．国外から6名のレビュアーと気候変動枠組み条約事務局の2
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名でパーティを組み，オーストラリアが作成した温室効果ガス排出量報告書を

総点検することが役目であった．政策的な観点が求められることはあらかじめ

予想していたが，例えば温暖化影響研究に関していえば，なによりも自国の状

況について，これまで以上に緻密に研究しておくことが緊急かつ重要なポイン

トであることを知らされた．世界のなかにおける日本の農業と環境の実態の認

識に基づいた研究が，今後数年間に一層強く求められるだろう．これは一例だ

が，このような役割について，研究の発端から政策者向けの提言までを分担し

て担うために，地球環境部ができたと思う．

2001年10月
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　　　．1新しいi年を迎えiて

時閻と空’間を1こえ1て環境を守る
　　　　　　　　　　　　　　　　甲※連事長陽一一捷行』

　新しい年を迎えた．しかし，新しい朝，新しい年などというものは存在しな

い．r新しい」と思う人間の心が在るのだ．丁度，平和や戦争などというモノは

存在しないが，r守り・おこす」人間の心が，それを在らしめるのと同じように．

　時間とは，自我によって構成された限りにおいてあるのだから，それ自体と

してあるのではない．この意味で時間は観念的な存在にすぎない．

　しかし，時間は経験を客観的に秩序づけることができ，科学を可能にするか

ら，やはり実在的なものとなる。同じように，「環境保全」などというモノは存

在しない．r守ろう」と思う人間の心が在るのだ．しかし，環境は人間と自然界

の間に成立するものだから，空間という実在的なものとなる．ということは，

「環境を守る」とは，時問と空間をこえた人間の見方や価値観が色濃く刻み込ま

れる行為ということになる．

　時間と空間をこえて環境を守るには，r分離の病」を克服し，r国際化」を推

進し，r｛聯敢的視点」を持続しなければならないであろう．

　r分離の病」は3つある．はじめにr知と知の分離」，すなわち専門主義への

没頭，専門用語の迷宮，生きていない言葉の使用などがあげられる．つぎに

r知と行の分離」，すなわち理論を構築する人と実践を担う人との分離，バーチ

ャルと現実の分離などがある．最後にr知と情の分離」，すなわち客観主義への

徹底，知と情，知と現実との極端な分離などがある．時間と空間をこえて環境

を守るためには，これらの分離を可能な限り融合することが必要である。

　r国際化」とは，国籍，人種，宗教，政治，経済体制，貧富，性別などの差別

をしないで，相手の立場でモノを考え，さらに意見の対立が感情の対立になら

ないことであろう．空間をこえて生じている環境問題を解決するためには，こ

の国際化を無視することはできない．ここでは触れないが，グローバリゼーシ

ョンとは異なる．

　r傭轍的視点」とは，人類が20世紀を通して獲得した最大のものである．人

類が文明史上最高の高度の宇宙から地球を眺め，人類と地球の来し方行く末を

認識する視点だ．20世紀の人類は月にその足跡をしるし，人類のあり方を考え

る傭艮敢的視点をえたのである．地球規模の環境問題を解決するためには，この
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視点が不可欠である。

　われわれは，農業環境の研究を多面的に行っている．多面的とは，研究に関

する受信・討論・実施・発信・宣伝・貯蔵・評価・提言を意味する。これらの

研究に関わる行為の動機は，人によって異なる，それは，r精神の縁（よす

が）」，r好奇心」，r経世済民」に由来するであろう．r経世済民」とは，世の中

を治め，ひとびとの苦しみを救うことである．先の二つは個人的な動機であ

る．r経世済民」は個人のみならず，組織が厳然として持ち続けなければならな

い信条である．

　現在の経世済民とは何か。ひとびとが未来永劫生きていく環境を保全する立

場から，この宇宙に一つしかない有限である地球の危機を回避することが一っ

挙げられる．科学技術総合会議が指摘している4つの環境研究の第1番目の指

摘事項も，地球環境問題である．

　このように考えてくると，有限の地球が当面している環境問題は，とりもな

おさず，r分離の病」を克服し，r国際化」を推進し，r傭轍的視点」を持続し，

時間と空間をこえて解決しなければならない困難な面をもっている．われわれ

の農業環境技術研究所も，敢えてこの困難な道を，農業の面から目指さなけれ

ばならない．一休禅師は語った．rこの道を行けばどうなるものか．危ぶむな

かれ，危ぶめば道なし．踏みだせば，その一歩が道となる．迷わず行えよ，行

けばわかるよ」と．

2002年1月
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　　　　　環境澗題

コモ’ンズの書劇を越えて
　　　　　　　　　　　　　　理事ll三田村　強

　環境という言葉は，日常茶飯事のように

使われるようになった．あるとき，真正面

から環境とは？と問われたが，即座に答え

られず，躊躇したことがある．それは，環境

の中心に人をおくのか，他の生物をおくの

かによって，回答が大きく異なるからであ

る．作物の研究者は作物を中心におき，作

物を取り巻く有機的・無機的要素を環境とし

てとらえる．ところが，環境科学では人間

を中心に環境を扱っている．このことは一

般家庭で話題になる環境問題は，人問にか

かわることが多いことからも容易に理解できる．

　ところで，　　　　　人間を中心において環境問題を解決するとなると，自然環境の要

素ばかりでなく，文化・社会的な環境を含む広範な要素を扱わなければならな

い．しかし，人間は経済や社会の仕組みの中に強く組み込まれているから，環

境に対する認識・自覚の程度には，個人差があるばかりでなく，地域・民族・国

の間にも差があり，環境問題の解決は複雑である．

　この他に，環境問題は人間がもつ特性に影響を受ける．このことはHardin，

G．（1968）がrコモンズ（共有地）の悲劇」で明快に述べている．この論文の要

点は，たとえば，100頭の羊を養うことが可能な共有地があり，この共有地は

10人が自由に利用することができると仮定する．もし，10人の利用者が10頭

の羊を放牧すれば，そこに生育する牧草が不足することなく，羊を飼うことが

できる．しかし，この中の1人がll頭の羊を放牧したとすると，1頭分の牧草

の不足分を10人が平等に受け，11頭放牧した人は1頭分の利益を独り占めで

きる．さらに多くの人が10頭以上の羊を競って，放牧するようになると，最終

的には共有地は崩壊してしまう．このように，環境問題は共有地の利用問題

と，どこか，共通した性質がある．どうやら，人間は最初の破壊行為に対して

鈍感であり，破壊し尽くすまで，気がつかないというもろさをもつようである．
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　共有地は，わが国でも古くから森，川，海にあった．なかでも，放牧や採草利

用のための共有地は全国各地にあった．共有地の利用にあたっては，この利用

組合の規定を守ることによって，持続的利用を可能にしてきた．しかし，明治

以降，山林の官民所有区分が厳しくなり，そして現代に入り，地価の高騰，利

用権の売買などの影響を受け，共有地利用は急速に衰退した．

　この共有地の意義は，飼料や堆肥を農民に提供するばかりでなく，利用され

ることによって，共有地内の樹木の天然更新，猛禽類の餌場の提供，そして固

有の動植物を豊富に育むなどの役割を果たしてきたことにある．しかし，共有

地の利用の衰退とともに，このような機能も，生物も消失した．われわれは，

この利用形態が崩壊して初めて，人間に提供されていたこれらの機能や資源が

失われたことに気づいた．同様に，その他の環境資源についても，持続可能な

利用を達成することによって，新たな機能や資源が生まれる．われわれは，そ

れらを自然科学的手法で事前に解明することが必要である．

2002年・3月
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就任挨拶
化i学環境部長　今井　秀夫’

　平成14年1月1日付けで化学環境部長を

拝命しました．実質的な業務開始と同時に研

究所内外の会議に明け暮れ，会議要員確保の

ための人事ではなかったかと疑心暗鬼になっ

ています．いまさらのごとく前赴任地のジャ

カルタの気楽な生活が懐かしく思い出されま

す。

　平成10年4月半ばに，3年間の台湾生活

（アジア疏菜研究開発センター）を泣く泣く

切り上げ，当時の農水省農業環境技術研究所

水質管理科に赴任してきました．ところが，

赴任わずか4カ月目に，　　　　　　　　　　また国際機関の試験を受けるよう要請され，さすがの

温厚な私も怒りましたが，結局，わずか1年4カ月の日本滞在で，再び，ロー

マに旅立つことになりました．

　ローマ，バンコクと一カ月ほど旅をして，ジャカルタに辿り着いたのが平成

ll年9月も終わり，丁度，ハビビからグスヅールヘ大統領が変わるときでし

た．メガワティの処遇をめぐって，まさに一一発触発，暴動が国中のあちらこち

らで報じられていました．

　私のオフィスがある国連ビルは，大統領府と並ぶ標的で，毎日のようにデモ

隊に取り囲まれ，日々騒乱の中で国際食糧農業機関インドネシア代表の仕事を

開始しました．東チモールの独立承認後，インドネシア各地で独立の気運が高

まり，アチェやイリアンジャヤで激しい武装闘争が起こりました．また，マル

ク諸島，スラウェシ島やカリマンタン島でもイスラム教徒とキリスト教徒の激

しい宗教対立が起こり，多くの人の血が流されました．ジャカルタでも大きな

イベント（例えば，大統領選挙，断食月前後など）ごとに爆弾騒ぎがあり，標的

になり易い国連スタッフの安全には，ことのほか気を使いました．特に，ド

ナーコーディネーション会議の調整役をやっていたので，会場の選定には苦労

しました．世界銀行で会議を開いた2日後に，同オフィスの地下駐車場に爆弾

が仕掛けられ数人の運転手がなくなりました．世銀に行くときはいつも，地下
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駐車場へ車を停めるので命拾いをしました．また，毎日通勤に使う通りにある

フィリピン大使公邸の玄関先に爆弾が仕掛けられ，昼食に帰宅した大使が車ご

と吹き飛ばされ瀕死の重傷を負った他，ガードマンと屋台の女性が死亡しまし

た．私も帰宅時間が少し早ければ，と思うと運転手共々胸を撫で下ろしまし
た．

　しかし，毎日のようにデモ隊に阻止され，重要な会議に行くのに裏口からこ

っそり歩いて抜け出したなど，楽しい出来事も沢山ありました．とりわけ，着

任一カ月で私の右腕となるべき部下が農業大臣に任命され，農業大臣と直で農

業政策を話し合える幸運に恵まれたことは特記すべきことでしょう．FAO在

任の2年問で，大統領，農業大臣，林業大臣，水産大臣ともに3人代わりまし

た．直接の交渉相手である官房長もその都度代わったため，話をつなぐだけで

も大変で，何度それぞれの省に通ったかわかりません．お陰ですっかり顔が広

くなり，ブロックM辺りをうろついた翌日は，官房長からカラオケで歌いすぎ

て今日は声が出ないのでは，会議を延期しますかといった電話がかかる始末，

ジャカルタは狭いことを実感したものです．

　さて，農業環境技術研究所も独立行政法人化して一年が経とうとしていま

す．農林水産省時代と違って，Cost－effectiveness，Efficiency，Transparency，

そしてAccountabilityが問われようとしています．再び，国内では使い物にな

らず国外追放になるまでよろしくお付き合いのほどお願いいたします．

2002年3月
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独立行政法人農業環境技術研究所
　　　　　における監事の役割

　　　　　　　　　　　　　　　　　　監事わ原進

　監事に就任して早いもので1年2カ月が過

ぎようとしている．以前，所員や当所OBか

らr監事は何をするのか。」とよく聞かれたこ

とがあった．そこで紙上を借りてこの一年余

を振り返りながら監事の仕事と役割について

述べてみたい．

　独立行政法人の組織，運営，管理や業務の

範囲などは独立行政法人通則法ならびに個別

法に定められている。通則法では監事の職務

および権限は，r法人の業務を監査し，監査の

結果に基づき，必要があると認めるときは，

法人の長や主務大臣に意見を提出できる」とある　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法人の業務とは主務大臣か

ら指示された目標を達成することにあり，達成すべき業務およびその運営など

の内容は，主務大臣が認可した中期計画および毎年度計画の中に位置づけられ

ている．その中には研究課題の達成目標はもちろん，評価・点検の実施，研究

資源の効率的利用，成果の公表・普及などの達成目標，さらには資金計画など

財務に関する計画，施設整備に関する計画などの項目が示されており，詳細は

当所のホームページで閲覧できる。

　監査の種類には，あらかじめ提出した計画書に基づいて1年に1回行う定期

監査と，監事がとくに必要と認めた事項について行う臨時監査とがある．前者

は毎事業年度終了後，前年度業務について行う監査であり，業務監査と会計監

査の区分がある．業務監査では，中期および年度計画に示された目標の達成の

業務が関係法令や諸規程の遵守の下に，合理的かつ能率よく運営されているか

を事業報告書などの活動報告や関係書類に基づいて監査する．会計監査では，

予算執行などの会計に関する事務処理が法人の諸規程などに従って適正に行わ

れているかを帳簿などの書類により，また財政状態，経営状況を貸借対照表や

損益計算書などの財務諸表にもとづいて監査する．監査は書面によるほか，担

当責任者との面談を含む実地監査も行う．取りまとめた監査報告書は理事長に
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提出され，指摘・改善事項があった場合には講じた措置などが監事に回答され

ることになっている．監査に利用する事業報告書および財務諸表はその後法人

から主務大臣に提出され，事業報告書は独立行政法人評価委員会の評価を受け

ることになっている．したがって，定期監査は監事の最も重要な仕事といえ
る．

　監事は監査を正しく行うとともに，業務に関して監事としてとくに必要な発

言をするために日頃から当所の諸活動に関心をもって見守るとともに，業務上

必要な書類への目通しや諸会議への出席に努めている．会計に関する一例に

は，物品購入，受託などの契約，旅費支払い手続きに伴ってその都度発行され

る振替伝票の目通しがある。振替伝票はその時点における予算執行を示すとと

もに，財務諸表や決算書など作成のもとになる大切な書類である。平成13年

度は2，600余号（各号には1～数十件の記載がある．）が発行された。これを見

ると研究成績書だけからではわからない研究の舞台裏が見えたり，業務運営に

係る具体的な情報を得ることができる．

　わが法人が国民の負託に応え，その責任を果たしていくためには，法人の業

務運営にたゆまぬ改善と向上，進化を求めていくことが重要である．それには

監査が不明，不正を糺すという一面に加え，法人における計画の達成，運営の

公正さ，能率の向上などに向けて役立つ何かを提示できる事が大切であり，そ

ういう監査のできる監事でありたいと願っている．

2002年7月
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農業環境、イシヘノ’ト1ザ賦め役割

農業環境イノベントリーセシター長　浜崎　忠雄

　独立行政法人化後1年余りが経ち，新しく

設立された農業環境インベントリーセンター

の名も少しづつ知られるようになってきまし

た．しかし，まだ何をするところかまではよ

く知られていないように思われます。

　まずは，「インベントリー」とは何ですかと

質問がきそうです．インベントリーは，一般

には財産や在庫品の目録を意味しますが，自

然資源の目録，目録の作成，さらには目録に

記された物品の意味もあります。最近では，

r温暖化ガスインベントリー」のように，自然

科学系でもよく使われるようになってきています．

　農業環境問題を解決するための研究では，まず農業環境を構成する土壌，水，

大気，昆虫，微生物，動物植物，肥料，農薬など農業生態系の中で相互に作

用し合っている要素をよく把握することが重要です。これらの要素の調査・観

測・分析・モニタリングなどのデータや手法，分類・特性・機能・動態・予測

などの知見，保全・管理などの技術に関する情報と標本は，多年にわたり多大

の労力と資金をつぎ込んで蓄積されてきたものであるとともに，農業環境研究

を推進する上でも，また研究成果を社会に役立てていく上でも，研究所にとっ

て貴重な財産です．

　環境や食料の安全性の問題は，長年かけてじわじわと進行し，突然問題化す

ることがよくあります．地球温暖化，ダイオキシン・カドミウム・硝酸性窒素

汚染，侵入・導入生物の生態系影響など問題の発生に迅速に対応し，農作物や

農業生態系の安全性を確保するためには，日頃から必要なデータや標本を集積

して置き，それを総合的に活用した調査や解析が必要です．農業環境インベン

トリーは，分散して保存されている農業環境に係わる膨大なデータや標本を整

理して，データベース化を進めるとともに，それらの情報の検索・利用や新た

な情報の蓄積を容易に行うことのできるシステムを開発することにより，分野

を越えて情報を流通させ，高度利用，多面的利用を図ることを目指しています．
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　例えば，地球温暖化問題と深い関わりのある農地からのメタン・亜酸化窒素

発生量や農地土壌の炭素蓄積量の見積もりには，土壌タイプ別のメタン排出

データや作物別投入窒素量に対する亜酸化窒素の発生割合のデータ（温暖化ガ

スインベントリー），作物別，資材別の窒素投入量（資材動態情報インベント

リー），作物別栽培面積（土地情報インベントリー），土壌別炭素蓄積量や面積

（土壌資源インベントリー）などが必要です．各専門分野がこれらのデータの

収集とインベントリー化を分担して行うことにより，より効果的に精度よく発

生量や蓄積量を推定でき，また対策の効果を予測できるようになります・

　また，インベントリーには，標本も重要です．現在，農環研には内外の200

以上の土壌モノリス（断面標本）と土壌試料，約120万点の昆虫標本と500点

を超えるタイプ標本，約7，000点の微生物標本や菌株などが所蔵され，インベ

ントリー構築の基礎となる分類・同定研究や研究素材の提供に役立っています．

例えば，過去に採取され蓄積されている土壌試料は，ダイオキシンのように新

たに発生した環境問題を過去にさかのぼって明らかにし，将来のリスクの予測

を行うのに活用されています．

　インベントリーは，研究者だけでなく，行政関係者，技術者，一般市民に対し

ても必要な情報を効果的に提供し，提供した情報が新たな情報を生んだらイン

ベントリーに戻してもらうことで増殖するシステムにしたいと考えています．

また，農業環境の状態を過去，現在，未来にわたって一目で見ることができる

ようにすることによって，かけがえのない健全な農業環境資源を次世代に継承

することに貢献したいと考えています．

2002年7月
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リズグ研究1ご思う…：

環境化学分析センダー長　石井：：：：康雄．

　リスクアセスメント研究会の会長を仰せつ

かった．会員は15名である．この研究会の

役割は，当研究所のリスク研究についてどの

ように取り組むかを考えることである．会員

各位の思いは如何なるものであろうか．まさ

に，五里霧中であろう．誰でも何でも初めて

のことはある．今言えることはr共に勉強し

よう」である．

　その話はさておいて，最近，わが国では国

防問題，テロ対策，金融危機，銀行のATM

の不具合，原子炉事故など，不都合な出来事

が発覚するたびに事前の対策の不備をなじっ

てリスク管理のあり方論が声高に唱えられる

は，

る．

は立場によりその重大さや判断基準が異なる

紳

翫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リスクにいい話はない．リスク

　　何らかの損失（不都合なこと）とそのことが発生することの不確実さがあ

　　必ず危ないことが起こるならば初めからしないほうがよい．また，リスク

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リスクは厄介である．

　リスクの日本語として，通常r危険」が当てられている．RiskをOxford英々

辞書でみると“thepossibility　ofmeeting　dangerorofsufferingham　orloss”と

ある．その意味では，r危機」が近い意味を持つ．広辞苑によると，r危機」は

r大変なことになるかもしれないあやうい時や場合」とある．r危機」の語感は，

英語のリスクよりもっと大変なことが起こりそうな感じがあり，しっくり来な

い．

　リスク研究についていえば，会長だといっても私はリスク研究をやったこと

はない．経験したことは，OECDの農業と環境の指標策定の一環として農薬

の環境影響（水生生物に限定）を指標化する専門家会合に参加したことである．

その結果，3つの指標ができた．ADSCORとSYSCORについては農薬検査所

の佐藤さんが，日本のデータを用いて上手に解説してくれた．興味のある方

は，農薬検査所報告（第41号，平成13年9月）をご覧ください．三つ目の

REXTOX指標は厄介である．農薬の毒性情報と環境中での動態に関する情報
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が必要である．毒性データは，他の2つのモデルでも必要である．もっとも厄

介なデータが環境中の濃度情報である．農薬の環境中濃度は，実測値があれば

それを使用するが，普通数理モデルによる計算値を用いる．その計算をするた

めに，各農薬について，物理化学的性質，製剤形態，使用量，作物の種類と使

用方法，飛散・流亡の情報などの個別情報，耕地面積，耕地と河川との位置関

係，気象情報などの一般情報が必要である．しかし，わが国では毒性データを

含めて必要な情報は，あるはずであるが見付からない．データが利用可能な状

態になっていない．農薬の水生生物への影響を評価するだけでも容易ではなか

った。

　さらに，この指標はリスクの大きさの絶対評価ではなく，相対評価である．

指標が半分になったとしてもリスクが半分になっているかどうかわからない．

指標とリスクの大きさの定量的関係は証明されていない．指標を使用するとき

にはこのことを忘れてはならない．リスク管理では質の異なるいろいろなリス

クを扱う．リスクの大きさを表す共通の単位が必要であるが，どのような物差

しが考えられるか．さらに，一つのリスクを回避すると他のリスクが大きくな

ることがある．そもそも，環境（生態）リスクは人間の経済活動が引き起こし

たものである。リスクを軽減ないしは避けるためには（経済的）政策が重要な

鍵を握ることになる。この意味で，リスク研究は自然科学と社会科学の融合し

た学問領域である．環境研究を志すわが研究所の役割は大きい．勉強会を重ね

て環境リスク研究の重要性を認識し，その意義を共有することができればこの

研究会は成功であると考えている．

2002年10月
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1：就任挨拶

生物環i境安全部長i‡岡’三徳

　本年4月1日付けで，生物環境安全部長に

就任しました．独立行政法人化後の初年目を

前職の植生研究グループ長として，研究推進

に関わる考え方の整理や研究評価体制の整備

などの各種規定の検討に参加し，忙しく過ご

しました．また，植生および組換え作物の環

境影響評価の研究や植生研究会の開催には，

グループメンバーとの討議を通じて生物環境

安全性研究の意義を学ぶ1年でもありまし
た．

　最近，中国との共同研究推進のため，南京

の土壌科学研究所を訪問する機会があり，上

海から南京への車窓から眺める揚子江流域の水豊かな江南平野に，日本の水田

風景のルーツを思い巡らしました．同じように，これまで私は熱帯農業研究に

長く関わることで，多様な農業の風景をみる機会がありました．水の乏しい乾

燥した中東や中央アジアの農業や湿潤な東南アジアやアマゾンの農業にみられ

る風景は，それぞれにその地域の気候や風土に適応して作られてきた農業の形

といえるかもしれません．東南アジアの農業を取り上げても，北から山岳部，

平原，デルタの農業，そしてインドネシアなど島撰部の農業まで多様な農業の

形をみることができます．

　数年前に暮らしたミャンマーの中央平原には，くり返す乾季と雨季，そして

起伏のある地形に合わせて，土地と水を利用し，作物・品種を選び育てて暮ら

す人々の風景がありました．一方，雨が多く豊かなジャワ島では，高度な土地

利用による集約型農業が発展し，水田を前にした山麓には，木々に囲まれた赤

い瓦家の集落と里山の風景があります．

　こうした熱帯各地域の農業の風景や特徴を思い描く時，最近では長い時間を

かけて形作り守られてきた農業の風景と形がくずれはじめ，これが環境の問題

と深く関連していることを思い知らされます．熱帯に共通した土壌の劣化や侵

食，水資源の不足，肥料や農薬などによる環境汚染，植生や生物種の大幅な減
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少や消失など，様々な農業環境の問題が，今では各地域が抱える主要な研究課

題となってきています．

　生物環境安全部の研究には，その中期計画の中で，r人為的インパクトが生態

系の生物相に及ぼす影響の評価」とr農業生態系の構造と機能の解明」の課題

の下に，侵入・導入生物および遺伝子組換え体の環境影響評価生物間相互作

用や生物多様性の解明を中心とした研究テーマが位置づけられて、います，国外

の農業環境問題とも共通する広範な研究課題への取り組みには，遺伝子，物質，

生物群集，生態系レベルからアプローチが重要ですが，実証的データとともに

環境へのリスク評価や管理のための科学的な検定・評価手法の開発が求められ

ています．とくに，組換え体の環境安全性評価の研究には，そのリスク評価や

管理に加えて，クライアント（消費者，生産者，行政など）とのコミュニケーシ

ョンを通じたPublicacceptanceやAccountabilityが重視されています．

　また，組換え作物には，1960年から1970年代の緑の革命を経て，急激な人

口増加に見合う食料確保の懸念からr第2の緑の革命」への期待が高まってい

ます．しかし，今後の組換え作物の開発・導入には，農業生態系への深い理解

とこれに基づく適正な管理技術が重要であることはいうまでもありません．

　こうした遺伝子組換え体を含めた生物環境影響評価と安全性の研究推進に

は，当研究部の枠を越えた広範な専門分野との連携と協力が不可欠です．今後

ともご支援とご協力をお願い致します．

2002年！0月
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　　　　　　。、．：新し1iい1年を迎えで

r自他の共生工とr機能の’向上」：をめざす’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　珪1事長　　β易　　主楚そテ

　新しい年が明けました．おめでとうございます．

　稲作農民の遺伝子がそうさせるのか，四季の変化に敏感なのか，はたまた仏

教の輪廻の教えがそうさせるのか解りませんが，われわれ日本人は新しい年が

始まると，不思議と新たな気持ちになれるというありがたい特性を持ち備えて

います．はるかな上古から引き継がれたこの特性を大切にしたいものです．そ

のことが，r環境を守る」という人間の心にも通じると思うからです．もちろ

ん，新しい朝，新しい年などというものは存在しません．そこにはr新しい」と

思う人間の心があるだけです．

　r環境を守る」と，申し上げました．では，現実の日々の中でr環境を守る」

とは何でしょうか．それは自然と人間にかかわることであり，環境が人間を離

れてそれ自体でr守る守らない」が問われているわけではありません．両者の

関係は，人間が環境をどのように見るか，環境に対してどのような態度をとる

か，そして環境を総体としてどのように価値づけるかによって決まります．

　すなわち，r環境を守る」とは人問と自然の間に成立するもので，人間の見方

や価値観が色濃く刻み込まれています．だから，人間の文化を離れてr環境を

守る」ことはできません．となると，環境とは自然であると同時に文化でもあ

ります．したがってr環境を守る」とは，これまで守りきれなかったr環境」を

守るのですから，これまでのわれわれ自身を変えることにつながります．

　それでは，われわれ自身を変えるとは何でしょうか．地球を含めてわれわれ

が住んでいる環境が悪化している現状のなかで，自然に対して倫理の意識をも

つこともその一つでしょう．人が人に倫理観をもつと同じように，われわれが

土や水や大気や生物にも生存権があることの意識を持たない限り，自然はわれ

われに反逆するでしょう．

　r環境を守る」ために，研究所はどのようにすればいいのでしょう・そのため

に，これまで機会あるごとに，r分離の病」の克服，r国際・学際・地際」の推

進，「傭轍的視点」の維持が大切であることを強調してきました．

　三つのr分離の病」があります．専門主義への没頭や専門用語の迷宮など生

きていない言葉を使うr知と知の分離」，理論を構築する人と実践を担う人との
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分離やバーチャルと現実の分離に見られるr知と行の分離」，客観主義への徹

底，知と現実との極端な乖離（かいり）に見られるr知と情の分離」がありま

す．時間と空間を越えてr環境を守る」ためには，これらの分離を可能な限り

融合することが必要なのです．

　国籍，人種，宗教政治，経済体制，貧富，性別などを差別せず，お互いが相

手の立場で思考し，意見の対立が感情の対立にならない交流がr国際」化と考

えます．空間をこえて生じている環境問題を解決するためには，この国際化を

無視することができません．広く分野や所属をこえて研究を共にするr学際」

は，説明の必要がありません．現場のない環境研究はありえません．これが，

「地際」の重要な点です．r知と行の分離」にもつながるところがあります．r地

際・学際・国際」の融合こそが環境研究の決め手になるでしょう．

　r術轍的視点」とは，人類が20世紀に獲得した最大の成果です。文明史上，人

類が最高の高度から地球を眺め，人類と地球の来し方行く末を認識する視点で

す．20世紀の人類は月にその足跡をしるし，火星に生き物が生息しないことを

確認し，人類のあり方を考える｛府轍的視点をえたのです．

　これまで，このようにr環境を守る」ためのモットーを掲げてきました．そ

の成果は，幸いにも研究所の職員の協力の下に，環境研究三所連絡会（農・林・

水）および環境研究推進連絡会（各省の10研究所）の設置，MOU（中国・韓国）

の締結，県農業試験場などとの共同研究プロジェクトの成立，成果発表会，ダ

イオキシン国際ワークショップ，農業環境研究に関わる日中韓共同国際会議の

開催（本年3月予定）などに現れてきました。

　本年は，r環境を守る」ことを一層深化させるために，さらにr自他の共生」

とr機能の向上」を強化することを提案します．

　人類は自分たちの利益を増すことに努力し，今日の繁栄を手に入れました．

r自」の歴史でした．その結果，環境問題が起こり，r自」を主体におけば行き

詰まりが見えることを理解しました．歴史は，r自から他へ」に視線を向けなけ

ればならないことを教えてくれたのです．われわれは，遅まきながら環境を視

野に入れた科学が必要であることに気づきました．自他の共生を図らなけれ

ば，地球の，ひいては人類の将来がないことを学びました．この原理は，われ

われの生活している組織においてもしかりでしょう．

　自然界ではr自」とr他」が併存し，両者の共存で全体が成り立っています．

併存するr自・他」を含む全体が機能することはr自他の共生」といえます．こ

れによって，自然界はうまく運行しています．

　この自然界のr自他の共生」を，われわれが生活している組織にうまく適用
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できないでしょうか．人間の社会ですから，自他の均衡は難しく，そこには自

他の衝突が待ちかまえています．しかし，われわれは，自由と規制を平衡させ

て真のr活力」を求め，平等と格差を平衡させて真のr公正」を求め，博愛と

競合を平衡させて真のr節度」を追いたいと思います．

　われわれは，新しい農業環境研究を目指して研究所の構造を様々な角度から

改革してきました．さらに，この構造がうまくr機能」するためのシステムを

構築してきました。農業環境技術研究所は，明確な目的のために存在する集団

です．共同体ではなく機能体なのです．r機能の向上」をさらに追求しなけれ

ばなりません．

　もちろん，共同体と機能体がはっきり区別できるわけではありません．むし

ろすべての組織は，両者の性格をいくらかづつ帯びています．しかし，多くの

組織がある目的のために存在するのにもかかわらず，ほとんどの組織が共同体

化していきます．いつのまにか，その存在自体が，そこの組織に属する人たち

のためのものになってしまいます．これだけは阻止しなければいけません．わ

れわれは，お客様（クライアント）が誰であるかをいつも意識し，農業環境研究

というr機能の向上」を目指さなければならないのです．

　このようなことを考えながら，農業環境の研究を進めていきたいと考えてお

ります．関係各位のご支援とご鞭捷をよろしくお願い申し上げます．

2003年1月
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’日本人と環境保全
理事長　陽捷行

　農業と環境のかかわりを研究しているため，これまで多くの国を訪れる機会

に恵まれてきた．そこには，様々な色に変化する美しい空，満天にきらめく星

雲，太陽光にきらめく広大な海，真夏の夕陽に映える山々，まぶしい純白の雪

に覆われた山脈，濡れたように黒く光る緑の森，息ぐるしいまでの新緑に溢れ

たプラタナスの並木路，わびしそうに風に吹かれている収穫の終わったブドウ

樹などがあった．

　インドのカルカッタでは，ブッダがその下で悟りを開いたといわれるバンヤ

ンの樹に出会うことができた。この一本の大きな樹の周りには，多くの生命が

共存していた。アブやハチの類は休みなく花の蜜を吸い，インコやハトの類は

騒々しく木の実をついばみ，リスや孔雀の類は餌を求めて樹下を闊歩し，ひと

びとは，時間とは無縁に樹下に涼を求めていた．一本の樹をめぐる環境が，こ

れほどまで多くの生命と関わっていることをこれまで私は知らなかった．生命

の密度こそが，空間の豊かさの要素のひとつであることを痛感した光景であった。

　しかし，豊かな環境だけではない．カザフスタンのアルマトイからトルクメ

ニスタンのアシパバードを経たトルコのイスタンブールヘの旅では，シルダリ

ア川の水資源の枯渇，カラコルム運河に関連する土壌の塩類化という人間によ

る自然の破壊をつぶさに見せつけられた．いまや世界のいたるところで地球生

命圏ガイアの悲鳴があがっている。

　ところで，世界中から聞こえるガイアの悲鳴を，誰が癒せるのだろうか．多

くの研究者やNGOや行政に携わるひとびとが，崩れゆく環境を憂い，その対

策にいまや躍起になっている．日本もその例外ではない．

　われわれ日本人は昔から，巨大な自然を屋敷の中に引き込もうとする夢をも

っていた．このような詩的な想像力が現実のものとして表現されたのが，庭園

の文化であろう．庭園には，地球にある永遠と無限を象徴する巨大なもの，す

なわち雄大な海洋，聾える山，流れる河，海洋に浮かぶ島などが綱をもって引

き寄せられている．これは，われわれ日本人のもつ大自然への尊敬と謙虚さと

愛情と，それと共存したいという思いの発露であろう．

　こうした日本人のもつ精神的特性は，現在の環境保全の問題に大いに貢献で

きるのではなかろうか．破壊されつつある環境を，自分たちの世界に引っ張り

込み，それを改善しつつ人間の活動と調和させるという意味で．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書き下ろし
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進歩向上
企画調整部長　青野　踏

　農業環境技術研究所では，農業活動に関わる環境問題の解決という視点か

ら，食料・農業の安全・発展を目指す研究を行っています．このため，研究成

果として具体的な何かを作り出すことにならない場合が多いこと，また基礎的

研究が多いこともあり，外部から見えにくい，あるいは理解されにくい面があ

るように感じます．

　農環研の日常的な広報活動としては，農環研ニュース，農業環境研究成果情

報，農環研年報などの刊行物を通じて行うもののほか，一般公開などで使用す

るパネル類，マスコミなどへの発表などがあります．

　外部の理解を高めるためには，研究成果をわかりやすく広報し，農環研の研

究の理解者を増やしていくことが必要です．そのためには，これらの刊行物な

どがわかりやすく書かれているかどうかが鍵となります．

　法人化して2年が経過し，法人化に伴う様々なシステムの整備が一段落しま

した．システムの整備後は，それぞれのシステムをうまく機能させなければな

りません．理事長が農環研ニュース57号で指摘されているように，われわれ

はお客様（クライアント）が誰であるかをいつも認識し，農業環境研究という

r機能体」の向上を目指していかなければなりません．そのためには，職員一人

一人がクライアントに農業環境研究を理解してもらう努力を払うことが重要で
す．

　さて，わかりやすさとは何でしょうか。わたしは次のように考えておりま
す．

　わかりやすさの第一は，農環研が何を目指しており，自分の研究がどこに位

置づいているかを理解することから始まると考えられます．この理解なしに，

いきなり本論に入っても読者の理解を得るのは難しいと思います．

　第二は，専門外の人が容易に理解できるよう，できるだけ専門用語を使わず

に，正確に成果の内容を表現することです．そのためには，研究成果の農業環

境研究への位置づけと内容を十分理解していることが必要です．

　第三は，できあがった原稿を第三者の立場で読み返す，あるいは他の人に読

んでもらうことでしょう．

　農環研が機能体として動いていくためには，昨日よりも今日，今日よりも明
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日と，職員一人一人が進歩向上を心がけることが大事なことだと思います．ま

た，法人内の様々なシステムも常に改善を図り，進歩向上していくことが必要

です．

　研究成果の広報の重要な位置を占める農環研ニュースの編集も進歩向上に努

め，これからも一般の方にわかりやすい言葉で研究成果を伝えていくことを目

指したいと考えております。今後とも，農環研の研究へのご支援とともに，農

環研ニュースヘのご支援を，よろしくお願いします．

2003年3月
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農業環境千ンベンi…トリ戸研究の
　　　　111現在と将来展望
　　。農業環境イ：ン谷z：トリーセンタr長∴上沢∵：正志：：1

　昨年10月1日に就任しました．農業環

境インベントリーは，農業環境に関わる標

本・情報（データ・手法）の銀行であり，標

本・情報を入手，あるいは，寄贈・提供のた

めに立ち寄るプラットフォームでもありま

す．インベントリーセンター長は，さしず

め，銀行の営業本部長であり，また，駅長と

いったところです．当センターは，土壌，昆

虫および微生物の分類研究室で構成されて

いる異業種の集合体で，研究室長は各領域

の業務部長といったところでしょう。

　土，水，大気および生物などの農業環境資

源に関する標本・情報は，データベースとしてまとめられることが一般的にな

りつつあります．当センターでも，資金と時間を費やして得られた標本や情報

のデータベース化とインターネットでの公開に取り組んでいます．平成14年

度には，各方面の協力を得て，農業環境インベントリーの構成要素としての各

種データベース6件をインターネット公開し，また，農業環境研究成果情報2

件を発信できました．さらに，これらの成果を取りまとめた年刊誌rインベン

トリー」第2号を発刊します。公開したデータベースなどを研究・行政などに

活用いただいて，付加価値を付けていただけましたら，これを利子として，当

センターへ提供願う次第です．元本に加えて利子が積もって，農業環境インベ

ントリーが充実し，農業環境資源に対する理解が高まり，資源の持続的な活用

にむけた新たなビジネスの誕生や安全で安心できる環境の次世代への継承を願

っています．

　異業種の集合による相乗効果の発揮，具体的な成果が求められています．当

面は，既に述べました各領域における標本や情報の集積・データベース化・公

開が，また，対象とする農業環境資源の変動解析が課題です．さらに，当所内

外に集積している農業環境関係のデータベースを検索・結合して，特定の地域・
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流域・国などにおける環境を総合的に評価し，環境がどう変化してきたのか，あ

るいは，現在の農業生産活動と環境との関係を鮮明に把握できるインベント

リーシステムを開発したいと考えています．

　必要な情報を検索・結合するためには，各種情報に場所と時間の項目は不可

欠で，データベース構造の標準化が必要です．さらに，環境構成要素としての

土，水，大気，植物，昆虫および微生物などをそれぞれ環境保全の面から評価

する指標の開発，指標の総合化により結果を表示する手法も必要です．これら

は，健全な農業環境資源の次世代への継承や環境と共生する農業生産技術の再

構築に寄与する，大変やりがいのある今後の研究問題です．当所内外の研究成

果の活用や共同研究により，できる限り早急に，システムの原型を作成し，農

業環境の総合的評価結果のイメージを示したいと考えています．当センター

ホームページのr農業環境インベントリー」からこれら必要な情報が引き出せ，

様々な分野で活用されることを願っています．

　EUやアメリカでも，それぞれ近隣の地域をインベントリー研究の対象とし

ています．当センターも水田農業の盛んなモンス』ンアジアにおける農業環境

インベントリー研究の中核として機能したいと考えています．充実した農業環

境インベントリーの構築と研究のために，是非とも関係者の知恵と情報と資金

の各方面にわたるご支援とご協力をお願いします．

2003年7月
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環境研究の，連、携乏進化をめざして

理事長　陽捷行

　環境研究に携わる国立および独立行政法人の研究機関が情報を相互に交換

し，環境研究の連携を緊密にするため，r環境研究機関連絡会」が平成13年10

月に設置されました．この連絡会の目的は，1）環境研究の推進状況の紹介と相

互理解，2）環境研究の主要成果の紹介，および3）環境研究およびこれに関連

する事項の協力・連携・連絡，にあります．この目的に基づいて，7月24日に

r環境研究機関連絡会成果発表会一環境研究の連携をめざして一」が開催され

ました．

　その内容については本誌の記事や当所のホームページをご覧いただくことに

し，ここでは，環境研究を進めるにあたっての私の考えを述べさせていただき

ます．私は，ここで次の四点を強調したいと思います．それは，r分離の病」を

克服し，r国際・学際・地際」を推進し，r術目敢的視点」を維持し続け，r自他の

共生」を図ることで，環境研究は進化するということです．

　r分離の病」は三つあります。専門主義への没頭や専門用語の迷宮など生き

ていない言葉を使うr知と知の分離」，理論を構築する人と実践を担う人との分

離やバーチャルと現実の分離に見られるr知と行の分離」，客観主義への埋没，

知と現実との極端な乖離（かいり）に見られるr知と情の分離」がそうです．時

間と空間を越えてr環境を守る」ためには，これらの分離を可能な限り融合す

ることが必要なのです．

　国籍，人種，宗教，政治，経済体制，貧富，性別などを差別せず，お互いが相

手の立場で思考し，意見の対立が感情の対立にならない交流こそが，r国際」化

と考えます．空間を超えて生じている環境問題を解決するためには，この国際

化を無視することができません．広く分野や所属をこえて研究を共にするr学

際」は，説明の必要がありません．現場のない環境研究はありえません．これ

が，「地際」の重要な点です．r知と行の分離」にもつながるところがあります．

r国際・学際・地際」の融合こそが環境研究の決め手になるでしょう．

　r傭畷的視点」とは，人類が20世紀に獲得した最大の成果です．文明史上，人

類が最高の高度から地球を眺め，人類と地球の来し方行く末を認識する視点で

す．20世紀の人類は月にその足跡をしるし，火星に生き物が生息しないことを

確認し，人類のあり方を考える｛顧敢的視点をえたのです．
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　環境研究を一層進化させるために，さらにr自他の共生」が必要です．人類

は自分たちの利益を増すことに努力し，今日の繁栄を手に入れました．これ

は，すなわちr自」の歴史でした．その結果，環境問題が起こり，r自」を主体

におけば行き詰まりが見えることを理解しました．歴史は，r自から他へ」に視

線を向け，さらにr自他の共生」をぬきに環境保全は成立しないことを教えて

くれたのです．

　このように，r分離の病」を克服し，r国際・学際・地際」を推進し，r傭轍的

視点」を維持し，r自他の共生」を図ろうとする意志の一つが，この環境研究機

関連絡会だと考えます。発表会を機に，僅かでも環境研究の進展が期待できれ

ば，大きな喜びとなります．

2003年10月
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「技術知：」◇どギ生i態：知」☆と汀統合知、」

理事長i陽：捷行

　20世紀とはいったいどんな時代だったのでしょうか．恐らく，科学技術の大

発展に支えられた成長の魔力に取り愚かれた世紀であったといえるのではない

でしょうか．この科学技術こそが持続的な経済成長や豊かな生活に不可欠であ

るという考え方が，今なお世界を鷲づかみにしています．

　これは，r技術知」がなす業であると考えます，そのことが文明の発達でもあ

りました．r技術知」は目的と手段を定めたうえで地球の資源を活用し，水平方

向に新しい技術を開発していく思考と行動形態を有しています．

　一方このようなr技術知」に対して，われわれ人類が長い時間を通して実際

の生活の場から観察し，獲得してきた知恵があります．私はこれをr生態知」

とよびます．r生態知」は文化の進展をももたらしてきました．「生態知」は

r技術知」の目的を高遠にするため，あるいはr技術知」の手段を生活の場から

深く掘り下げるため，思考や研究が垂直方向に高揚したり，深化する形態を有

します．

　r技術知」の発達とは，具体的には次のようなものと考えます．r技術知」は

無機化学や有機化学などの基礎科学の事実を応用し，窒素肥料や臭化メチルな

どを製造します．ついで，これらを農地に散布し農産物の増産を図ります。さ

らに，これを経済社会へと広げてゆくやり方のことです．人間の行為の手段と

しての価値は，製造の速度と収益の増大という点に設定されており，目的とす

る価値は生活を豊かにし，それに伴う便宜さにあります．

　これに対して，r生態知」の例に次のようなものがあります．生態系での窒素

は様々な酸化還元作用をします．実際の畑などの現場では，有機物中の窒素は

微生物の作用によってアンモニアを生成します．このアンモニアは，微生物に

よる硝酸化成作用で作物に吸収されやすい硝酸態窒素に変化します．堆肥など

の有機物の施用が作物の増収に役立つという事実は，生態から得られた知とい

えます．

　ここで得られた知は，さらなるr生態知」を生みます．この硝酸化成作用で

生成された亜酸化窒素は大気に放出され，対流圏では温室効果ガスになり，成

層圏ではオゾン層破壊ガスとして作用します．また硝酸態窒素は，飲料に適さ

ない水質をもたらし，河川や湖沼に流れ込み，富栄養化をもたらします．農業
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生産の増大を目的とした過剰窒素の使用は，このような環境問題を世界のいた

る所で起こしてきました．これらもr生態知」です．

　この例にみられるように，20世紀で得られたr技術知」は様々な形態や部門

で環境破壊をおこし，そのことが今では地球規模の環境変動に及んでいます，

となると，環境を守るのにr技術知」は不要ということになるのでしょうか．

そうではありません。r技術知」もr生態知」も人間の英知が生み出した貴重な

財産です．今，われわれが必要としているのは，これらの二つを融合するr統

合知」ともいえる知を創出することなのです．さらには，より多くのr生態知」

を獲得し，これまでのr技術知」との融合を試みることです．

　肥効調節型肥料の開発は，r統合知」のひとつの例といえるでしょう．この肥

料の基本は，r生態知」で得られた硝酸化成作用を制御し，作物による窒素の吸

収利用率を最大にすることによって，亜酸化窒素や硝酸態窒素の発生を最小限

にできます．このことにより，生産は維持され環境は保全されるというr統合

知」が得られるのです．今後，このようなr統合知」を追求した研究が様々な

分野で必要なことは言うまでもありません．

　われわれは，宇宙から地球を眺める傭1敢的視点を20世紀に獲得しました．

さらに環境と共生しなければ自然は逆襲するということも学びました．21世

紀は，これらの教訓をもとにr生態知」を深め，r統合知」の創出をめざす研究

が必要なのです．

2004年1月
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新たなコ毛1ンliズめ創造
理事　三、田村：※・強

　わが国の生産農業所得は昭和53年以降，毎年750億円の割合で減少し，平

成12年には3兆550億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

85億人になると予測されますが，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，わが国の食べ残しや食料の廃棄量はカロリーベースで

596KCal／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．

　このような状況は，生物学者G．ハーディンが36年前にサイエンスに発表し

た論文r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，10人の牧夫が自由に利用できる放牧地があり，そこでは100頭

の羊を養うことが可能であるとします．もし，10人の利用者が等しく10頭の

羊を放牧すると，牧草は不足することなく，羊を持続的に飼うことが可能です。

しかし，1人の牧夫が11頭の羊を放牧したとすると，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，10人の牧夫が平等に分担

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
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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，人問が生物

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．

2004年3月
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r安全　　安：心i：」を甘指す：農業環境1研究

企画調：整部長上路雅子．．

　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，r安全」であると

殺虫剤として使用されたDDTは，農作物の増

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，1964年，米

国のレィチェル・カーソンの著によるrSilentSpring」のなかで，DDTは難分

解性で土壌や生物体内に長期間蓄積することが指摘され，わが国においても，

DDTの使用が禁止されました．このDDTに代わって，DDTと同様の効果を

保持しつつ，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な

どなど，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です．現在，カ

ドミウム，ヒ素などの重金属やPOPs（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
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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，r食の安全・安心」に対し強い要望があります．r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，r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わ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。

2004年3月
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化学物質め生物影響評価
環境化学分析セノター長遠藤一’正造

　現在，われわれ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り急速に増加し

2003年の63億人から2050年には100億人
に迫ると予想されています．また，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

繕翻黙蓼擁；磁　　灘・
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3月にr水産動植物に対する毒性に

係る登録保留基準」（農薬取締法），同5月にr化学物質の審査および製造など

の規制に関する法律」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，曝露形態，曝露濃度，曝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

など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

積など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曝露された場合には，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PCBな
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どの場合，生息環境の海域では非常に微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，その動態解析などにより曝露量

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，毒物学分野などの専門家が一層協

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r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．

2004年3月
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網羅i的iに調：ぺ：：る1ど：いう：ごと

’化学環境部長　齋蒔　雅曲

　当所の前身・農業技術研究所土壌微生物研

究室では，土壌微生物相の研究を地道に進め

ていた。土壌微生物の機能を解明し，農業生

産・環境保全に利用していくためには，そこ

どの分子生物学手法の進歩は，それまでの作

業内容を一新させた．培養できない微生物についても，これまで不可能であっ

た遺伝子レベルでの情報収集が可能になっている．とは言え，何千種類とも言

われる土壌中の微生物相の全貌を把握するのははるか遠い道のりのように思え

ていた．

　ところが，この4月，米国のサイエンス誌に驚異的な論文が掲載された．ヒ

トゲノム解読プロジェクトの一方の旗頭C・ベンターの率いるチームが，サル

ガッソー海の多種多様な微生物をまとめてショットガンクローニングし全塩基

配列を決定し，そこに存在する全ての微生物種をゲノムレベルで網羅的に明ら

かにしたのである．この研究は，膨大な予算とヒトゲノム解読でつちかった最

新のバイオインフォマティクス技術によって初めて可能になったものである．

この方法を土壌などの環境試料に適用するには乗り越えなければならない技術

的ハードルがあるが，原理的には可能である．言い換えれば，人材と金があれ

ば，土壌微生物相の全貌を網羅することも可能なのである．

　環境中で起こっている現象を解明するためには，その原因を一つ一つ解析し

て突き詰めていく作業が必要である．その一方で，個々の要因が複雑にからみ

あっている問題では，網羅的に調査を行い，その上でそれらの相互作用を解き
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ほぐしていく作業が必要となる．これは，何もポストゲノムとよばれる分子生

物学の世界だけではない．環境中の有害化学物質についても，個々の毒性評価

だけではなく，他の有害物質や環境との複雑な相互作用を考慮しなければなら

なくなっている．

　最近の分析機器の進歩は，環境化学物質の網羅的分析を可能にしている．た

とえば，ダイオキシン研究では百種類以上あるダイオキシンの同族・異性体（コ

ンジェナー）を網羅的に分析し，コンジェナーの組成の違いによって，ダイオ

キシンの発生源を推定できる．当所では農業環境中でのダイオキシンの動態解

明を進めているが，こうした手法によって，rイネは土壌中のダイオキシンを吸

収しない」などの成果を上げることができた。土壌や植物中に含まれる何十種

類という元素をICP発光分析や蛍光X線などの機器で網羅的に分析すること

はごく普通の手法となっている．

　環境問題はきわめて多岐にわたっており，全く環境への負荷を与えずに農業

生産を行うことは不可能である．環境負荷を減らすための個別的な技術開発が

必要なことは言うまでもないが，新たな技術はまた新たな環境負荷をもたらす

可能性もある．生産体系を包括的に評価し，全体として少しでも環境影響の少

ない体系を選択するということが必要になる．そのためには，網羅的に環境影

響を評価するための環境モニタリング手法や分析手法の開発，そして，膨大な

データを解析し包括的に評価するための手法開発や新たな思考法が必要とな
る．

2004年7月
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効率：化：に向i・げた取組みヒb：検証

監事杉原進

　（独）農業環境技術研究所は，良好な農業環境の次世代への継承を使命の一つ

にしている．そこで，環境保全の視点から，温暖化の原因となる炭酸ガスの排

出量削減のため，電力やコピー用紙の使用節減に率先して取組むよう，定期監

査（平成14年6月）で理事長に要請した．このような省エネルギー，省資源に

向けた取組みは，必然的に経費節減への対応にもつながると考えたからであ

る．というのは，当所の中期目標にはr毎年度平均で少なくとも前年度比1％

の業務運営経費の節減を行うこと」が明記されており，1％の節減を前提に国

の交付金は，5年間，毎年度平均で少なくとも約1，400万円が削減されている

からである。この金額は，職員50～60人を国際学会などに各々5～7日派遣

できる額に相当する．交付金による当所の国際学会派遣者は年間30～50人で

あり，この削減額は重大である．したがって，業務運営経費の効率化を図るこ

とで交付金削減の影響を少なくする必要がある．

　効率化による経費節減は，とりあえずは電気，ガス，水道，電話，複写機，コ

ピー用紙など，共通利用項目から始めると，全職員が参加でき，また節減効果

が明確に出るので実行しやすい．そこで，これらの節減運動の効果を検証する

ため，上記各項目の支払月額を独法化以前を含めて整理した．とくに支払金額

の大きい電気，水道の使用量実績は，施設の保守管理委託業者の日報を整理し，

金額，使用量の実態把握に努めた．その結果，独法初年の平成13年度は，共通

利用項目の全支払金額（383百万円）に対して電気料金が約75％，下水を含む

水道料金が17％を占め，上記項目では電気と水道使用量の節減努力が特に重

要であることが明らかになった．また，上水の使用量が，平成9年から13年に

かけてL8倍に急増した事実を確認し，さらに日報からは，電気や水道の日別，

月別の使用量および節減対策に役立つ使用量推移の特徴の把握ができた。

　共通利用項目については，各々に使用状況を示すデータがありながら，国研

時代にはそれらをわかりやすい形にまとめたり，職員に開示することはほとん

どなかった．このことは，データを活かして効率的な利用につなげようという

意識が残念ながら職場に欠如していたことを示しており，今さらながら反省せ

ざるを得ない．現在，共通利用項目に関する支払，使用量のデータは，逐次整

理されており，近々の使用状況の動向把握，節減への迅速対応に役立っている．
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例えば，昼休み中の消灯など節電のよびかけにより，この間100Wのテレビ

1，000台強に相当するデマンド容量が低下することが検証されている．これら

節減運動の結果，15年度の上記項目の支払は，13年度のそれより約4，000万円

を節減できた．

　これからも，業務にかかわる種々のデータを整理して，効率化の検証を試み

ていきたい．最近の新聞にr税金などの公金を使うときは倫理性と経済性の観

念が抜けてしまう」という米国の経済学者フリードマン氏の言葉を引用した投

書があった．その言葉を噛みしめながら効率化に向けた一層の取組みを引続き

求めたい．

2004年10月
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地球環境部：長　今川　俊明

　7月16日付けで，地球環境部長に就任し

ました．独立行政法人化と同時に研究企画

科長を2年務めましたが，それ以前は地球

環境部の前身となった環境管理部や地球環

境研究チームで12年余り，砂漠化や土地評

価に関する研究を行い，それ以後は1年3

カ月程ですが，生態システム研究グループ

長を務めました．したがって，農環研に入

所以来ずっとこの分野で仕事をしてきたと

もいえます．

　私が地球環境問題に関わり始めたきっか

けは，大学院時代にアフリカのチャド湖の

周辺の過去2万年間の環境変遷を復元する

｝　繋　♂　・

研究に携わっていた時に，サバンナやステップで植生が退行し，農耕地では風

や水による土壌侵食によって，土地の荒廃が進行している様子を見てからでし

た．当時は，1950年代にフランスが撮影した航空写真を研究に使っていまし

たが，調査時の画像を見たいものだと思っていました．そして，農環研に入所

してリモートセンシングに出会い，自分の歩いてきた場所を画像化して見る

と，現地で見た現象を鮮明に復元できることに驚いたものです．それ以来，場

所は変わりましたが，中国北部の砂漢化問題を研究してきました．

　地球環境問題と一口でいっても様々で，その影響が地球全体にわたる温暖化

やオゾン層の破壊，大気や海流の動きで拡大する酸性雨や海洋汚染，個々の広

がりは必ずしも大きくはありませんが，連結することによって拡大していく砂

漠化や森林破壊などその空間スケールは様々です．こうした現象を空間的にと

らえるには，リモートセンシングは非常に有効なツールです．現在，本年4月

に東京で開催されたr第2回地球観測サミット」で採択されたr地球観測10年

実施計画枠組み文書」を受けて，その実施計画の策定作業が国内でも進められ

ており，観測データの活用も期待されています．かつては，地球表面を観測す

ることが中心であった衛星も波長数や解像度を拡大させたセンサー技術の発達
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によって，地表面の起伏から雲や降水量をはじめとした大気の状態までも観測

できます．しかも，雲を透過して地表面を観測でき，情報量が飛躍的に多くな

っており，モニタリングからモデリングまで農業分野での活用手法の高度化を

はからなければなりません．

　また，地球環境問題を解明し，今後の予測と対策技術を開発するには，土，

水，生物，大気などの自然環境要因と人間活動を総合的にとらえることが肝要

です．そのためには，部内の関連する分野の研究者だけでなく，他の部の研究

者とも，より積極的に共同研究をすることが必要と考えます．これは，土壌，

植生，地形，リモートセンシングを専門とする3つの研究部に属するものと大

学に所属する中国人の社会経済の専門家でチームを組み，中国の砂漠化研究を

行ったときや，所内で観測データ，気象データと地図情報を地理情報システム

で統合して温室効果ガスの国内の排出量を求めたときに痛感したものです．

　現在，地球環境部ではr地球規模の環境変動が農業生態系に及ぼす影響の解

明」，r農業が地球環境に及ぼす影響解明と対策技術の開発」，r環境資源情報の

計測・解析技術の高度化」という3つの大課題を担当して研究を行っています．

中期計画も4年目を迎え，着実に成果をあげ，国内外への研究貢献や協力体制

作りも進んでいると感じています．すでに，次期中期計画に向けた検討も行わ

れていますが，傭轍的視野をもつとともに，他分野との連携，協力が一層進め

られるよう務めていきたいと考えておりますので，今後ともご支援，ご協力を

お願いいたします．

2004年10月
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1専i門1と豊かさ
理事長　陽：1：i捷行

　rあなたの専門は何ですか」という質問が，国際会議や国際学会での初対面に

おける決まり文旬となっている．いわば，現代知識人の常識的な挨拶のように

もみえる。とくにアメリカやその文明の影響を受けた国々にあっては，この質

問なくしてお互いが知り合うことは難しい．このように，それぞれの専門人が

よりあつまって問題を総合化する試みのひとつに，国際会議などがある．

　一人の人間の能力と生涯は有限である．だから，われわれは何か特定した対

象について研究所に所属し，学会を創り，専門人になり，研究成果を書いて後

世に残す．たとえばわたしは，土壌という対象を分析・解釈・説明する者とし

て土壌学を選んだ。ところが土壌にかぎらずどんな対象も，それが存在する様

態は純粋または別個にあるのではなく，つねに多くの側面を持ち多くの対象と

関連している。

　たとえば地球の温暖化は，対流圏や成層圏の気象的な現象による側面を，ま

た土壌における生化学的なガス代謝による側面を，さらにはバイオマス燃焼に

よる側面などを，それぞれ持っている．つまり，地球の温暖化は気象的な側面

だけで成り立っているわけではないのである．このことを多くの研究者が深く

理解できたのが，数多くの地球環境問題である．

　一方これらの問題の経験を通して，われわれは総合的な知見の必要性を痛感

した．百姓は読んで字のごとくrあらゆる多くのことを知っているかばね」と

いうことで，作物の生長にかんする生理学，土壌学，気象学，肥料学，地形学

など総合的な知見を必要とする．いま現職を去ろうとしているわれわれの時代

には，土壌学は土壌調査のための穴掘りから始まって，粘土鉱物学，地質学，土

壌の全分析，肥料の鑑定，作物の生理解析，微生物の同定，肥料の環境への影

響など土壌の全般とその周辺部分を学問の対象とした．

　しかし，そういう総合者としての専門人が姿を消し，いわば分析者としての

専門人が大量発生しつづけているのが現在である．土壌学を学んだといって

も，特殊な土壌微生物のバイオテクノロジーを学んだ若い研究者には，現在の

複雑な課題に答えきれない。しかし，答えねばならない．そのためには，分析

者としてr基礎論」を学び進む過程において，少しずつ総合者としての知恵を

身につけていくことである。
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　r豊かな研究環境を」という豊かさへの要求がいつまでも掲げ続けられる．

それが研究のr活力」につながるという．休暇や給料を増やす．もっと高額な

予算を捻出する．昼夜いつ何時でも本館や図書館に自由に出入りできる．ほし

い多額な機械が買える．いつでも自由に外国に出張できる．などなど，所得，

消費および自由度が高いことを豊かさの印だとみなしていないだろうか．それ

もこの豊かさの要求の基盤には平等の概念が充満している。平等こそr公正」

と考えている．

　われわれ研究者も，そろそろこの豊かさの中に含まれる病理に気づいてもい

いのではないか．いや，むしろ気づくのが遅きに失している．研究者は快楽主

義の逆説を思い起こすべきだ．快楽が実現されると追求する目標が失われ，不

満（この内容が問題）が頭をもたげる．急いで新しい快楽を追求する．この連

続の後に残るのは疲労感とむなしさだけである．真のr活力」とは，自由と規

制を平衡させてはじめて求められるものなのである．

　平等主義の逆説にも，このことはいえる。平等を追求し続けると，まだ残る

僅かな格差が異様なまでの不平等感をもたらす．真のr公正」とは，平等と格

差を平衡させてはじめて求められるものである．

　rあなたの専門は何ですか」という質問と，r豊かな研究環境を」という要求

は，わたしに次のことを教えてくれた．科学・環境を総合的にとらえるために

はr基礎論」を獲得することが必要で，豊かな研究環境を得るには真の意味で

のr活力と公正」を習得することが必要であること，さらにこれらを獲得・習

得した者が総合者となりえて，環境科学の発展に寄与でき，農業環境技術研究

所のr安全・安心・制御・環境資源の次世代への継承」という任務に参加でき

るにちがいない．

書き下ろし
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環境1問題の真髄
：理事長　陽※：捷行。

　私はここ30年ほど環境問題に関心を持ち続けてきました．そして，幸いに

も環境問題に関連する組織のなかで研究に没頭することができました．その成

果をもとに，国内外の人びとと環境問題を論じあう機会に恵まれました．さら

に研究を管理する立場に立たされ，農業環境に関わる研究について国内外の研

究者や研究機関の連携・協力を推進してきました．

　自分が世の中に対してできることは，これらのことしかないと思い，少しで

も人びとの関心が環境問題に行けばよいと思いつつ，学び，書き，語ってきま

した．私の思いは，当所から発行されるr散策と思索」のなかにも表現されて

います．詳細は，r散策と思索」に委ねますが，短い巻頭言の中にその精髄を表

出します．

　人類が生存するために，われわれの食料を永遠に生産し続けてくれる土壌の

厚さは，平均すると約18センチメートルしかありません．地球は水の惑星で

あるともいわれるけれども，われわれが食料生産に使える土壌の水は，たかだ

か11センチメートルです．鳥が大空を舞い，山火事も起こらずに，われわれが

安心して呼吸できる酸素濃度21％のほとんどが，地上約15キロメートルま

での対流圏に含まれています．さらに，太陽からの紫外線を防ぎ，生命が飛躍

的な進化を可能にするために，5億年という気の遠くなる歳月をかけて地球み

ずからが創り出した貴重な地球のバリアーであるオゾン層は，現在の大気圧で

地球表面に濃縮すると，わずか3ミリメートルしかありません．

　われわれ人類，いやあらゆる地上の生命体が，この18センチメートルの土壌

と，11センチメートルの水と，15キロメートルの大気と，3ミリメートルのオ

ゾン層の恩恵を被って生きているのです．

　すでにJ．E．ラブロックが今から四半世紀前の1979年にr地球生命圏一ガイ

アの科学一」で指摘したように，地球の人口が100億を超えたあたりのどこか

で，とりわけエネルギーの消費が増大した場合には，地球に何らかの異変が起

こるのではないかといわれています。

　異変の徴しは，18センチメートルの土壌と，1！センチメートルの水と，15

キロメートルの大気と，3ミリメートルのオゾン層にすでにあらわれています．

土壌の侵食が進み，水の枯渇が問題となり，大気中の温暖化ガスが増加し，オ
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ゾン層は年々減少しています．

環境に関わるこれらの問題は，まさに人口増加の問題なのです．おそらく

100億の人口しか養えない地球生命圏ガイアにとって，人口増加は別のテーマ

をわれわれに突きつけています．われわれは環境倫理（Environmental　Ethics）

と生命倫理（Bioethics）のどちらを優先するのか，あるいは両立させうるのか

と．増加しつつある人口に食料を供給し続けながら，崩壊しつつある地球環境

を保全するという，きわめて容赦のない課題に，今われわれ人類は直面してい

るのです。

　いまわれわれ世代の人類は，宇宙からみたら塵埃にすぎないが，人類の生存

に不可欠な土壌と水と大気とオゾン層をいとも簡単に消耗しています．これら

は，地球が何億年という気の遠くなるような広大無量のときをかけて創造して

きたものなのです．訪れつつある新しい世代に，これらの環境資源をいかにし

て健全に継承することができるか。これに失敗すると，われわれの世代は新し

い世代から無責任の諺りを免れないでしょう．

2005年1月
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T：ru：th，Virtue　Bea“、1、y　and　Envlronme：nt

Katsuyuki　Mlnaml

　　ln　the“Critique　of　Pure　Reason，”Kant　contemplated　the　idea　that　science　is

truth。SupPorted　by　reason，science　and　technology　have　assured　a　life　of　plenty

for　all　of　us．This　was　the　application　of　Truth。Thus，we　were　ensured　abundant

food　and　many　conveniences，but　we　also　produced　the　rich　and　the　poor．Then，

whether　we　liked　it　or　not，a　moral　problem　arose．

　　It　is　capitallsm　that　sought　food　and　conveniences　freely，and　socialism　that

sought　to　distribute　wealth　equally．This　is　the　moral　problem．Kant　considered

this　issue　in　his“Critique　of　Practical　Reason。”

　　The　schism　between　capitalism　and　socialism　lies　in　the　debate　between　the

two　theories　for　achieving　social　justice，whether　people　are　able　to　lead　a　happy

life　if　the　pie　of　wealth　is　maximized　under　free　competition，or　if　the　wealth　is

accumulated　deliberately　and　shared　equally．It　is　indeed　a　moral　dispute．In

either　economic　system，we　pursued　a　life　of　abundance　by　utilizing　na重ural

resources　with　abandon．

　　However，we　have　discovered　that　resources　are　limited．Then，we　realized

that　not　only　capitalismbut　also　socialism　caused　environmental　damage、We　no

longer　have　the　time　nor　space　to　debate　which　system　is　more　virtuous。

　　Environmental　problems　have　burst　out　from　the　space－time　scale　assumed

by　our　social　and　economic　theories．Environmenねl　problems　have　passed　from

the　scale　of　points（e．g．heavy　metal　pollution　sources）through　planes（e。g。

eutroficat孟on）to　space（e。g．global　warming）．In　addition，environmental

problems　have　expanded　their　time　scale（e．g．environmental　hormones）．

Environmental　problems　now　encompass　the　space－time　scale　enveloping　the

entire　Earth　and　all　of　humanity．

　　We　have　leamed　to　see　the　past，present　and　future　from　the　viewpoint　of　a

large　space－time　scale．The20th　century　was　the　century　that　civilization

acquired　the　best　view　of　the　world　from　the　highest　altitude．In　the20th　century

we　left　footprints　on　the　surface　of　the　moon，and　thoug員t　about　attaining　the

ideal　society　for　all　humanity．

　　We　saw　the　Ear重h　from　space，and　recognized　the　global　environmenta1
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problem．That　is　to　say，we　realized　that　the　anthroposphere　mus重harmonize

with　the　other　spheres，e。g。the　atmosphere，pedosphere，and　biosphere．

　　While　floating　ih　space　for4．6billions　years，the　Earth　passed　through　the

magnificent　course　of　life　from“chaos，”“water　planet，”“water　and　terrestrial

planet，”‘‘life　planet，”and　to“cultivated　planet．”

　　Should　this　beautiful‘‘cultivated　planet”　degenerate　into　a　purely　“anthro－

pogenic　planet，”the　an重hroposphere　cannot　harmonize　with　the　other　spheres，

the　Earth　system　may　collapse，and　humanity　will　not　be　able　to　live　on　this

Planet。

　　In　his　later　work，“A　Critique　of　Judgement，”Kant　took　up　beauty。To　extend

our　thoughts　further，humanity　established　a　civilization　based　on　truth　and

virtue　in　the20th　century，namely　the　truth　of　science　and　the　justice　of

ideology．The21st　century　may　follow　with　the　civilization　of　beauty，as　if　the

goal　of　the　Earth　is　to　pursue　beauty　as　Kant　envisioned．

　　In　order　to　construαthe　civilization　for　beauty，we　must　observe　our　globe

from　the　high　viewpoint　we　acquired　in　the20th　century　to　preserve　the

environmcnt　ofthe　Earth．

　　The　National　lnstitute　for　Agro－Environmental　Sciences（NIAES）tumed

into　an　Independent　Administrative　Institution（a　semi－autonomous　agency）on

April1，200L　The　new　NIAES　concentrates　on　the　following　basic　research

targetsto　fulfi11itsresearch　missionson　aglobal　scale：

1）Strategies　to　ensure　stable　food　supplies　under　global　environmental　change．

2）Assuring　the　safety　of　food　and　environment　utilizing　the　natural　circulation

　　　　funCtiOn　of　agriCultUre．

3）Succession　ofthe　agro－environmental　resources　to　future　generations．

　　NIAES　includes　the　three　Departments　of　Global　Resources，Biological

Safety，and　Environmental　Chemistry，and　the　two　Centers　of　Natural　Resources

Inventory　and　Chemical　Analysis　Research．

　　We　shall　proceed　with　reformulating　our　research　for　the　future，and　look

forward　to　working　with　colleagues　both　in　Japan　and　around　the　world，with　a

new　NIAES　motto：

　　　　Conserve　the　cnvironmcnt　by　listcning　to　wind，Observing　soil，and　thinking

　　　　of　our　future．

January，2002
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Th：e　Role　of　NIAES
Katsuyukl　Mmam1

　　The　former　Na亡ional　Institute　of　Agro－Environmental　Sciences（NIAES）of

the　Ministry　of　Agriculture，Forestry，and　Fisheries（MAFF）was　founded　in

l983to　conduct　advanced　and　basic　technological　development　pertaining　to　the

contro1，maintenance　and　utilization　of　the　agro－environment，including　the

biological　environment。

　　Already　one　and　a　half　years　have　passed　since　the　National　Institute　for　Agro－

Environmental　Sciences（NIAES）was　tumed　into　a　semi－autonomous　agency．

The　new　NIAES　concentrates　on　fulfilling　its　research　mission　on　a　global　scale

as　follows：！）strategies　to　ensure　stable　food　supplies　under　global　environ－

mental　change，2）assuring　the　safety　of　food　and　environment　utilizing　the

natural　circulation　function　of　agriculture，and　3）　succession　of　the　agro－

environmental　resources　to　fu重ure　generations．

　　In　order　to　efficiently　pursue　the　research　targets　outlined　above，the　new

MAES　was　reorganized　：1）the　Department　of　Research　Planning　and

Coordination　was　reinforced　to　facilitate　the　processing　of　research　problems

and　funding，2）the　research　sections　were　divided　into　three　departments　to

tackle　the　issues　of　global　change，biological　safety　and　environmental

chemistry，3）重he　Natural　Resources　Inventory　Center　was　established　with　the

aim　to　sustain　and　pass　on　agro－environmental　resources　to　future　generations，

4）the　Chemical　Analysis　Research　Center　was　established　to　collaborate　in　the

analyses　of　environmental　trace　chemicals，such　as　dioxin　and　radioisotopes，and

5）research　groups　and　teams　were　established　in　each　departmen重．An

innovative　and　flexible　unit　system　was　established　within　the　research　groups．

Aresearcherisabletoworkintwodepartmentssimultaneously．

　　In　order　for　the　stmcture　to　function　efficiently，we　aim　to　pursue　the

following　key　concepts：1）publicity，autonomy　and　transparency，2）safe重y，

secure，restraint　and　the　succession　of　environmental　resources　to　future

generations，and　3）　internationa1，interdisciplinary，and　interregional　contr孟一

bution．
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　　There　is　an　old　famous　proverb　by　King　Tang　of　the　Yin　Dynasty（BC16）

said　to　have　been　engraved　in　the　washbasin　where　he　washed　his　face　every

moming：“lf　you　can　today　renovate　your　world，do　so　day　to　day．Yea，1et　there

be　daily　renovation．”

　　The　researchers　who　work　with　environmental　issues　should　remember　these

words　at　all　times．Let　me　cite　two　examples．People　in　the　world　have　noticed

the　importance　of　understanding　environmental　risk．Living　with　risk　requires

understanding　manifold　ideas，such　as　risk　management，risk　assessment，risk

communication　and　risk　trade－of£Another　example　is　the　concept　of“eco－

economy”represented　by　Lester　R．Brown。This　is　also　a　new　concept　all　over

the　world　derived　from　environmental　problems。

　　It　is　a　great　challenge　for　us　to　make　the　most　of　our　organization’s

capabilities　for　applying　these　concepts　of“risk”and“eco－economy”．

　　It　is　tme　that　these　concepts　are　very　important　for　tackling　the　environmental

issue　in　the　future．However，I　hope　that　we　will　be　able　to　answer　the　many

questions　posed　by　environmental　problems　by　combining　the　new　organization

system　with　our　wisdom．

March，2003
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The　s：ymlhi◇、＄畢、＄、：、g、f、：＄elf御d：、：qゆers

　　　　　m　Envlronlmieln：tal　Re：searclh

KatsuyukiiMmam1

　　ln　the2！st　century，we　face　environmenta1，energy，and　communication

problems　on　a　global　scale．Each　problem　has　the　potent呈al　to　overtum　our

present　social　system，and　nations　that　neglect　these　problems　will　inevitably　fall

backward。Furthermore，sometimes　probIems　that　originate　in　one　nation，or　only

a　handful　of　nations，can　touch　the　entire　world。Global　warming，the　Year2000

computer　problem，and　radioactive　contamination　are　prime　examples．

　　The　necessity　for　cnvironmental　research　will　increase　more　and　more　in　the

future．Under　what　principles　should　we　carry　out　such　research？I　want　to

emphasize　the　following3necessities：to　conquer　what　I　will　ca11the“illness　of

separation”l　to　promote　intemationa1，interdisciplinary，and　interregional　link－

ages　l　and　to　maintain　a“birdブs－eye　view”ofthe　world。

　　There　are3forms　of“separation”illness。One　is　the　separation　of　knowledge

from　knowledge，as　seen　in　the　exclusive　devotion　to　a　single　paradigm　or　the

use　of　technical　jargon。Next　is　the　separation　of　knowledge　and　action，as　is

found　in　the　isolation　of　virtual　and　actua1，and　of　theory　from　practice。The　last

is　the　separation　of　knowledge　and　feelings，as　seen　in　the　practice　of　narrow

objectivism　and　the　detachment　of　knowledge　from　rea互ity。In　performing

environmental　research　we　must　resolve　these　separations　as　much　as　possible。

　　To　me，the　process　of“intemationalization”includes　the　sincere　consideration

of　a　partner　nation’s　position，without　tuming　a　confrontation　of　opinions　into　a

confrontation　over　feelings，and　without　discriminating　in　terms　of　nationality，

race，religion，political　view，economic　structure，wealth　or　poverty，sex，or

ethnicity．　Internationalization　cannot　be　disregarded　in　the　effort　to　solve

environmental　problems　occurring　across　space．

　　The　concept　of“interdisciplinary’71inkagcs　is　self－explanatory。‘‘Interre－

giona1”1inkages　start　with　the　recognition　that　no　environmental　research　can

occur　without　the　need　to　move　across　regional　boundaries。

　　In　this　way，“intemational，”“interdisciplinary，”and“interregional”are　the
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keywords　of　environmental　research。

　　The“bird’s－eye　view”of　thc　world　has　been　the　greatest　achievement　of

humanity　in　the20th　Century．Humans　have　now互ooked　down　at　the　earth　from

the　highest　altitudes　for　the　first　time　in　the　history　of　civilization，and　in　this

way　have　gained　a　profound　emotional　understanding　of　tぬe　continuum　of　past，

present，and　future．In　Ieaving　footprints　on　the　moon　and　confirming　that　there

is　no　life　on　Mars，we　have　gained　new　insights　that　have　enabled　us　to

contemp1＆te　the　state　of　all　humanity　and　the　entire　Earth．

　　Humans　have　attained　todayラs　great　prosperity　in　the　course　of　their　endeavors

to　acquire　greater　benefits　for　the　individuaL　Our　environmental　problems　have

arisen　from　this　historical　focus　on　the　self，but　history　has　taught　us　that　we

need　to　change　our　focus　from　the　self　to　others，and　that　our　scientific

cndeavors　necd　to　inciude　consideration　of　the　environment．Therc　can　be　no

future　for　the　Earth　and　its　inhabitants　if　we　do　not　aim　at　the　symbiosis　of　self

and　others。Nature　operates　well　according　to　this　principle，and　it　is　important

that　our　own　environmen重al　research　organiza重ion　should　operate　similarly。

　　In　an　organization，the　balance　between　self　and　others　is　elusive，whereas　the

potential　for　collision　between　self　and　others　is　ever－present。By　exercising

wisdom，cooperation，and　vitality，we　aim　to　construct　a　system　of　symbiosis

between　self　and　others　at　NIAES．

　　Our　environmental　research　will　continue　to　move　forward，supported　by　our

collect量ve　will　to　conquer　the　illness　of　separation，to　promote　intemationa1，

interdisciplinary，and　interregional　linkages　while　maintaining　a　bird’s－eye

view，and　to　form　a　symbiosis　of　self　and　others．From　such　a　vantage　point，

NIAES　perfomed　many　of　its　activities　in　the2002fiscal　year．We　held　an

intemational　conference　with　our　counterparts　in　China　and　Korea　and

concluded　a　memorandum　of　understanding（MOU）with　these　countries．We

began　joint　research　projects　with10prefectural　agricultural　research　institutes．

We　also　cstablished2committees　to　liaise　between　environmentahesearch

institutes．I　expect　that　thesc　activities　w皿gradually　bear　fruit，as　is　already

apParent　in　the　annual　report．

February，2004
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Con’s壁Y♀隻he：’E箪y1：rρ塾m“nt　by　L1真stenlng

to　t雌le’Wi⑩，、．．qりservling　t恒So：i1，and

　　　　　　　　　　　Thlnkilng：of　Our　Fu：thre

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　KatsuyukiMmam1

　　Possessed　with　the　magic　of　science　and　technology，humanity　has　raced

through　the　latter　half　of　the20th　century　in　pursuit　of　ma重erial　and　economic

growth。We　humans　have　manufactured　articles　to　make　life　easier　in　great

abundance　and　now　enjoy　the　most　convenient　lives　ever　achieved　in　his重ory。

However，as　a　result，various　environmen重al　problems　have　emerged，one　after

another．

　　The　range　of　polluta耐s　of　which　we　are　aware　has　expanded，from　point－

source　pollutants（including　heavy　metals　such　as　cadmium　and　mercury）and

surface　pollutants（such　as　nitrogen　and　phosphorus　in　rivers，Ieading　to　eu重ro－

phication）to　global－scale　pollutants　such　as　carbon　dioxide，methane，and

nitrous　oxide，which　cause　global　warming，Our　environmental　problems　have

correspondingly　expanded　from　points　to　planes　to　three－dimensional　space。

　　Furthermore，we　now　know　that　the　human－made　chemicals　that　enrich　our

lives　also　threaten　our　fertility　and　intelligence　and　the　very　survival　of　future

generations．Environmental　threats　have　expanded　beyond　the　space－time

framework　of　our　early　awareness　ofthcse　issues．

　　The　mission　of　the　National　Institute　of　Agro－Environmental　Sciences　in　the

21st　Century　is　to　study　agr呈culture　in　environmental　space－time。For重his

purpose，the　institute　was　reorganized　in2001to　function　with　objectives　that

were　more　mission－oriented，and3years　have　passed　already．

　　We　believe　that　the　following　nine　objec重ives　are　necessary　to　improve　the

function　of　our　institute。We　have　endeavored　in　the　last3years　to　constantly

check　our　progress　in　light　of　these　nine　objectives．

・Reception（of　ideas　from　the　public，otber　disciplines，policy　needs）

・Research（expansion　to　solve　problems，engage　new　issues）

・Cooperation（wi重h　other　disciplines　and　policymakers，signing　intemationa蔓

　　　Memorandum　ofUnderstandings）

・Discussion（in　seminars，extension，and　public　education）

・Accumulation（of　information　in　an　agro－ecological　research　resource　in－

　　　ventory）

・Evaluation（ofresearch，management，and　institu重ional　mechanisms）
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・Transmission（to　specialists，and　to　the　general　public　during　public　evalu－

　　ations　ofour　work）

・Proposa1（in　the　form　ofrisk　evaluations，env藍ronmental　management　plans）

・Dissemination（via　the　press，TVヲand　the　Intemet）。

　　To　focus　the　consciousness　of　st＆ff，we　have　chosen　a　catchphrase，key

concepts，and　logo　for　our　institute．

　　Catchphrase：conserve　the　environment　by　listening　to　the　wind，observing

　　　　　　　　　　　the　soilラand　thinking　of　our　future。

　　Key　concepts　l　security，safety，restraint，and　thc　succession　of　cnvironmental

　　　　　　　　　　　resources　to　future　generations．

　　Logo：the　symbol）s　colors　represent　the　research　domains　of　NIAES。The　sky

　　　　　　　　　　　is　light　blue，clouds　and　water　are　white，biota　are　green，and　the

　　　　　　　　　　　soil　is　brown．

　　Moreover，we　have　come　to　appreciate　intemationa1ヲinterdisciplinary，and

interregional　partnerships　in　advancing　research　in　the　agro－environmentaI

sciences．To　solve　difficult　environmental　problems，we　need　to　pursue　not　only

domestic　and　intemational　collaboration，but　also　collaboration　between

disciplines　and　collaboration　between　ecological　research　projects　established　in

different　field　sites　around　the　world．We　must　merge　the　intemational，

interdisciplinary，and　interregional．

　　To　apply　these　ideas，we　have　become　a　founding　membcr　oftwo　associations，

one　bringing　together　research　institutes　devoted　to　agriculture，forestry，and

fisheriesッand　the　other　involving　not　only　agricultural　institutions　but　also

industrial　and　more　broadly　environmental　institutions．In　addition，NIAES　has

signed　MOUs　with　research　institutes　in　Korea，China，Gemany，and　other

countries．Intemational　symposia　bringing　together　researchers　from　Japan，

China，and　Korea，and　cooperative　projects　with　prefectural　research　institutes　in

Japan，are　examples　of　our　collaborative　activities．

　　The　products　of　our　progress　are　presente（i　in　the　annual　report。I　hope　that　the

reports　of　our　work　in　FY2003will　inspire　the　further　development　of　research

on　agriculture　and　the　environment．A　list　of　research　papers　published　is

included　at　the　end　of　the　report。Please　do　not　hesita重e　to　contact　us　if　you

would　like　to　have　a　copy　of　a　paper，or　if　you　have　questions　conceming　any

aspect　of　agro－environmental　research。

March，2005
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