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間作，混作体系とリビングマルチ

三浦 重 典 *

〔キーワードカパークロップ，間作，混作，作

付体系， リビング、マノレチ

1 .作 付体 系における間作，

混作の位置 づけ

有機物の土壌還元などによる士作りと合理的な

作付体系 (Croppingsystem) の構築は，農業生産活

動の基礎である.一般に，作付体系の概念には 1

つの耕地(閏場)における時系列的な配置と空間的

な配置がある.耕地に作物を時系列的に配列する場

合には，地力維持，病害虫の発生，収量・品質，収

益性などの関連で作付方式(または作付順序:

Cropping sequ巴nce) が問題になる.大久保(1976)

は作付方式において，同ーの土地に対して同ーの作

物 を年々くり返して 栽 培 す る こ と を 連 作

(Continuous cropping) ，異なる種類の作物を一定

の順序で循環して栽培することを輪作 (Rotation)

としている.また，作付方式の中に休闘を含むこと

がある.これに対して，間作や混作にみられるよう

な作物の空間的配置は，作付様式(Cropping pa恥 m)

と呼ばれる(図 1) . 

間作(Intercropping) と混作 (Mixedcropping) は

必ずしも明確に区別されてはいないが，間作は既に

栽培している作物の畦聞に他の作物を栽培する方

法である.混作は複数の作物をほぼ同時に同じ圃場

に栽培するもので，複数の種子を混ぜて播種する牧

草栽培は混作の代表といえる(山本 2005) 問・

混作においては，同一圃場に複数の植物が混在する

ことから，植物聞の相互作用により生産性が高まる

場合がある.すなわち，問・混作をおこなうことで

植物聞の養・水分の移譲や特定の病害虫の忌避作用

などが生じることにより，収量や品質の向上が図ら

れる.反面，問・混作では作業性の低下や作物聞の

光や養分に対する競合などが問題となる.

世界的にみれば，間・混作は多くの地域で実践さ
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作付体系(Croppingsystem) 

i 
事

作付方式(作付順序)
(Cropping sequence) 

|時系列的配置|

連作(Continuouscropping) 
輪作(Croprotation) 
二毛作(Doublecropping) 
など

作付様式
(Cropping pattern) 

l 空間的配霞 | 
間作(Jntercropping)
混作(Mixedcropping) 
交互作，周囲作
など

図l 作付体系の考え方

れている.南インドの半乾燥地帯ではキマメとソノレ

ガムの間作が行われており，これは，キマメの持つ

土壌水分や地力の維持・改善機能を利用した栽培法

である.わが国においても， 20世紀半ば過ぎまでは，

トウモロコシとダイズ，オオムギと陸稲，コムギと

サツマイモなどの間作体系がみられた.これらの体

系は，風害や病害虫被害の軽減，発芽や定植率の向

上などに有効で、あったが，作業性が劣ることや農薬

の出現により姿を消していった.現在では，寒冷地

におけるダイズと麦類の二毛作を目指した立毛間

播種機の開発が進められるなど，間作における播種

作業の高度化が図られている.

一方で，周囲作(圃場の周囲に草高が高い作物を

栽培する体系)も間・混作の一形態であり，以前は

強風に見舞われる地域の防風対策として実施され

ていた.近年では有機野菜栽培圃場において，主と

して害虫の飛来を防ぐ障壁作物としてトウモロコ

シなどが栽培されている光景がみられる.

2. 力パークロップと

リビングマルチ

問・混作では，経済・経営的な理由から換金作物

(販売を目的とする作物)同土を組み合わせる場合

も多いが，換金作物とカパークロップ(被覆作物)

との組み合わせについても研究，利用されている.

0369-5247/10/干500/1論文/JCOPY



178 農業および園芸第85巻第1号 (2010年)

江原 (1971)は，カパークロップを「土壌の浸食

を防ぎ土壌中に有機物を加えて土壌改良に役立つ

作物」と定義している.しかし，近年では，土壌の

改良や保護だけでなく，カパークロップの持つ窒素

の供給や溶脱の防止，病害虫防除，雑草防除などの

機能を解明し，それを効果的に利用して作物や野菜

の栽培技術を開発する研究が国内外で行われてい

る.これらは，カパークロップを主作物の栽培の前

後に組み込む輪作体系において試験されているも

のが多い.

これに対して，間・混作体系にカパークロップを

導入する研究は，ヨーロッパを先駆とする果樹園の

草生栽培に関するものが代表的である.わが国にお

いても，戦後，傾斜地果樹園の土壌流亡の防止や省

力化を目的にした草生栽培の研究がみられる(坂本

ら 1965，藤井 1990).一方，呆樹閏以外の農耕地

において，主作物(換金作物)とカパークロップを

間・混作する栽培法に関する研究は， 1980年頃まで

ほとんどみられなかった.これは，輪作体系でみら

れるカパークロップから主作物への窒素の供給な

どの機能が，間・混作体系ではあまり有効に働かず，

むしろ光や養水分に対する競合により主作物の生

産性を低下させる場合が多いためであると考えら

れる.しかしながら，カパークロップの持つ病害虫

防除や雑草防除などの機能は，間・混作体系の中で

も十分に利用可能なものである.このような間・混

作体系の中で利用されるカパークロップを，従来の

輪作体系で利用されるカパークロップと区別して

リビングマルチと呼ぶ場合が多い.

リビング、マノレチという用語は， 1979年にコーネル

大学の RobertSweetが緑肥以外の目的で栽培され

るカパークロップを表す用語として使ったのが最

初といわれている(佐藤 1998) .しかし，現在で

もカパークロップとリビングマルチという用語は

必ずしも厳密に区別されているわけではない.

Hartwig and Ammon (2002)は，主作物の播種前に

枯殺されるものをカパークロップ，主作物の生育期

間にも植生を維持しているものをリビングマルチ

として区別している.ここでは，主作物の播種前ま

たは播種と同時に植えられ，主作物の栽培期間中の

全部または一部期間にも生存して，地表面を被覆し

ている植物を「リビングマルチJと定義することと

したい.

3. リビングマルチに関する

既往の研究成果

(1)欧米におけるリビングマルチ栽

培研究の展開

「リビング、マルチ」という用語が散見されはじめ

た 1980年頃から，土壌侵食の防止や土壌のしまり

(soil compaction) の軽減など土壌保全を目的に，

不耕起や部分耕などの耕起法とリビングマルチを

組み合わせ，主作物とリビング、マルチ草種との競合

から，リビング、マルチに最適な草種や栽培法を論じ

ている研究報告がみられる. Nicholson and Wien 

(1983)は，クリーピングベントグラス，レッドフェ

スク，シロクローパーなど 8草種をリビングマルチ

として生育させ，スィートコーンおよびキャベツを

部分耕した土壌にそれぞれ播種および移植して栽

培した.その結果，リビング、マルチの乾物重が増え

るとスィートコーンおよびキャベツの収量は低下

すること，その要因として水分や窒素に対する競合

が関係すること，シロクローパーの野生種などがリ

ビングマノレチに適することを示した. Echtenkamp 

and Moomaw (1989)は， リビングマルチを利用し

たトウモロコシの不耕起栽培では，トウモロコシ播

種前後に除草剤を施用しリビングマルチの生育を

抑制しないと，トウモロコシの収量が慣行栽培より

減少することを報告した.

1980年代後半からは，従来の土壌保全に加え，雑

草防除や病害虫防除を目的としたリビングマルチ

栽培研究が多くみられるようになった.そこでは，

主作物として，トウモロコシ，ダイズ，スナップピー

ン，ジャガイモ，キャベツなどが，リビングマルチ

草種として，ライムギ，イタリアンライグラス，ク

ローパー類，アルフアルファなどが利用され，主作

物とリビングマルチ草種との多様な組み合わせに

ついて研究が行われた.Ateh and Doll (1996)は，

ライムギを利用したダイズのリビングマルチ栽培

では，雑草バイオマスが顕著に減少することを報告

している.Brandsaterら (1998)は，クローパー類

やライグラスを利用したキャベツのリビングマ/レ

チ栽培では，キャベツ単作に比べて収量はやや減少

するものの，雑草やハエ (cabbageroot fly) などの

害虫の発生が抑えられることを示した.
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(2) 1) ピングマル チ栽 培の 雑草 妨験

への 利用

リビングマルチ栽培における雑草抑制効果に関

する研究は 1980年代半ば頃から多くの報告がみら

れる.これらは，リビングマルチを除草剤により制

御するものと無除草剤で管理するもののニグルー

プに大別される.前者は，主作物とリピング、マノレチ

との競合を抑えるために，主作物の播種前に非選択

性の除草剤を施用してリビングマルチの生育を衰

退させるもので，リビング、マルチの残さと残った植

生により雑草をコントロールしようとするもので

ある.後者は， r徐主主剤を使用しないもので，機械的

な手法を用いて主作物の栽培期間中のリビング、マ

ルチを管理する場合が多いが，リビングマルチに対

して特段の管理を行わない場合もある.

Grubinger and Minotti (1990)は，シロクローパー

を用いたスィートコーンのリピングマルチ栽培で

は，栽培期間中の競合を回避するために，畝間のシ

ロクローパーを部分tJl:により衰弱させることで，雑

草が抑制され慣行栽培と悶等のスィートコーンの

収量が得られたと報告している. Ilnicki and Enache 

(1992) は，自然下種(self-seedling)するサブタ

レニアンクローパーをリビング、マルチとして利用

すると，無除草剤でも高い抑主主効果があることを報

告している.このような除草剤に依存しないリビン

グマルチ栽培体系の構築は，薬剤成分による水質汚

染の防止や環境保全，除草作業の省力化などに貢献

する可能性が高い.

4. わが国におけるリビングマ

ルチ栽培に関する研究の現状

前述したように，リビングマルチに関する研究は

欧米を中心に行われており，わが国では 1990年代

後半まで研究報告はほとんどみられない.これは，

わが障の水田および畑では土壌侵食が欧米ほど顕

著でなかったことから，不耕起栽培やカパークロッ

プ，リビングマルチを利用した土嬢保全に関する研

究や技術開発が進まなかったことが一悶であると

考えられる.また，わが国の春から笈期にかけての

気象条件は，歌米とは異なり高瓶，多雨であること

から，病害虫や雑草の発生が助長され，防除はより

悶難を1緩める.ニのため，殺虫剤や除主主剤など省力

的かっ防除効果が高い化学合成農薬への依存度は

高まり，それ以外の耕種的な手法による病害虫・雑

草防除に関する研究や技術開発は進まなかったと

考えられる.

しかしながら，近年，食の安全や環境保全への関

心の高まりから，農眠薬や化学肥料に過度に依存した

栽培体系から持続的かつ環境に配慮した栽培体系

への転換が求められている.このため，土壌保全，

・雑草防除，景観保全など多くの機能を有す

るとされるカパークロップやリビング、マルチの農

業現場への導入を目指した試験研究が行われてい

る.以下で筆者らが行っているリどングマルチ栽培

の研究事例を紹介する.

写真 1 不*)1起J嘉穂機によるトウモロコシの矯種作業(左)とトウモロコシ出穂前のリビングマルチ栽惜の状況(右)



(1 )シロクローバーを利用したトウ

モロコシのリビングマルチ栽培法

本栽培法は，シロクローパーの栽培閏場にトウモ

ロコシを播種し，混作するものである.シロクロー

パーはトウモロコシ栽培の前年の秋に播種する.翌

年，シロクローパーを地際から刈り取り，その後不

耕起播種機によりトウモロコシを播種する(写真1).

播種後 2週間程度で，トウモロコシは再生したシロ

クローパ一群落の上部まで生育する.本法では， ト

ウモロコシの栽培期間中は再生したシロクロー

パー群落により雑草が顕著に抑制されることから，

除草剤を使用しなくても雑草害が生じる心配はな

い.また， トウモロコシの収量も慣行栽培とほぼ同

等の水準となる(三浦・渡遺 2002，魚住ら 2004). 

本栽培法では，トウモロコシとシロクローパーと

の聞に，養分等の競合が起こることが懸念される.

しかし，シロクローパーの刈り取り残さからの窒素

供給があることやシロクローパーの再生には根粒

菌による窒素固定の寄与率が高いことから，窒素に

対する両者の競合は小さいことが示唆されている

(三浦ら 2004) .このことは，窒素施用量が少な

い場合には，慣行栽培よりリビングマルチ栽培の方

がトウモロコシの収量が高いという試験結果から

もうかがえる(図 2) .また，リン酸肥沃度が低い

園場では，リビングマルチ栽培したトウモロコシの

AM菌の感染率が慣行栽培より高く(図 3) ，収量

も増加することが報告されており，トウモロコシの

リン酸の吸収には，シロクローパーのリビングマル

(2010年)

(
ポ
)
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柑
怪
m
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隠
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図 3 リピ、ング、マルチ栽培と
慣行栽培における AM菌根形成率
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チがプラスに働く可能性が高い (Deguchiら 2007). 

加えて，シロクローパーのリビング、マルチ栽培圃場

では，ゴミムシ類など捕食性昆虫(天敵)やトピム

シなどの土壌小動物が増加すること(山下ら 2005，

Nakamoto and Tsukamoto 2006) から，本栽培法に

は天敵相の誘引，増殖や虫害の軽減効果があると考

えられる.

(2)麦 類 を 利 用 し た ダ イ ズ の

グマルチ栽培法

本栽培法は，秋播き性が高い麦類(春に播種する

と出穂せず夏に自然枯死(座止)する麦の品種)を

ダイズと同時播種する間作体系である(写真 2) . 

麦類は出芽後地表面をダイズより早く被覆し雑草

の生育を抑制するため，ダイズ開花期頃までの抑草

効果が期待できることから，中耕除草作業を省略で

きるというメリットがある.一方で，麦類が座止す

るまでは，ダイズと麦類との聞で養分等の競合が起

こることから，ダイズの初期生育は抑制される傾向

にある(三浦ら 2005).ダイズの収量については，

麦類の播種法や生育量，雑草の抑制状況などによっ

て異なるが，慣行栽培と同等かやや劣るという報告

が多い(表1).

現在，東北農業研究センターでは，麦類とダイズ

の同時播種機を製作して農家圃場での実証試験を

行っており(小林ら 2008) ，概ね慣行栽培に近い

収量を得ている.しかし，麦類，ダイズおよび雑草

ピン
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20 
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16 

図 2 窒素施肥量を変えた場合の
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播種後約2週間後 ダイズ開花期頃

写真 2 オオムギを利用したダイズのリヒ守ンク、、マルチ殺培

表 l 麦J頃をリピ、ンクゃマルチとして利用したダイズ殺情に関する砂f究報告事例

329gm-" (98%) 

コムギ・散播 188~255gm-2 (92~ 125%) 

オオムギ・条揺 285~319gm-2 (89~104%) 無除草剤 or除草剤併用

辻ら(2005) コムギ・散播 198~352gm -2 (59~99%) 除草剤併用

好里子ら(2009) オオムギ・条播

の生育は，気象条件や土壊条件によって大きく異な

ることから，試験陸揚ごとに雑草防除効果に違いが

あり，リビングマルチ栽培で、はダイズのJj又量が低い

場合もみられる.変類による雑草の抑主主効果は主と

して被覆による生長限害であり，初期の雑草発生そ

のものを抑えることは闘難である.このため，雑草

の埋土種子量が多い圃場などでは，十分な抑草効果

が期待できない.また，変類は夕、、イズに比べ湿容に

弱いので，排水の良くない水田等で、利用する擦には

注意が必要で、ある.

5. お わ り に

わが国のリビングマルチ栽培に関する研究で、対

象としている主作物は，トウモロコシやダイズのほ

か水稲，野菜など多岐にわたっている.嶺回ら

(1997)はレンゲ草生マルチ中に水稲を直j脅した場

合，堀元ら (2002) はへアリーベッチの立毛中に入

水し水稲を移植した場合の雑草抑制効果について

報告している.倉井ら(1999) は，コンニヤク栽培

において，ライムギの混作が根腐れ病防除に有効で

あることを報告している.このように，リビングマ

ルチ栽培では，除京都や殺菌剤などの1襲薬のì~日減が

期待できる.

現在，リど、ングマルチ栽培ーを含む間・混作体系は，

わが国の農業現場ではあまり院にすることができ

ない.一方で，一定の拡がりをみせている環境保全

型農業や有機農業では，間作や混作は土づくりや輪

作とともに，基本技術として励行されてし、く可能性

がある.今後の研究の進展に期待したい.
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