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資 米斗

2018年神奈川大会

シンポジウムの概要
リン最前線

—分子から圃場レベルの

土壌肥料学と植物栄養学の連携—

橋本洋平1.和崎淳2.谷 昌幸3.海野佑介4.俵谷圭太郎5.佐藤匠5・丸山隼人6

1. はじめに

リンは窒素とならんで植物の生育を最も制限しやすい

元素であり，土壌中のリンの存在形態や挙動は，自然生

態系の発達や栄養塩循環，および農業生産性と密接に関

わっている．土壌中には難溶性や有機態として不可給態

のリンが多く蓄積している．一方で， リン資源の枯渇も将

来顕在化しうる問題として認識されている．こうした背

景のもと，近年は日本土壌肥料学会におけるリンの動態

や吸収に関わる研究発表が盛んであり，欧文誌では根圏

におけるリンの動態に関する特集セクションが企画され

た (Wasaki,2018)．土壌中のリン動態を理解するためは，

土壌におけるイノシトール6リン酸 (IHP)の分析技術な

どの分子的な視点，植物自身や共生微生物におけるリン酸

の輸送メカニズムなどの生物学的な理解，実際の圃場にお

けるリンの蓄積と作物生産との関係などの圃場レベルでの

視点など，幅広い分野からの最新の知見が共有されるべき

である．そこで，本シンポジウムでは，土壌学と植物栄養

学および関連分野のさらなる連携を期待して，第2部門と

第4部門の共催として本シンポジウムを企画した．分子レ

ベルから圃場レベルまでの幅広い視点から，士壌及び肥料

の有機態リンの分析技術，植物可給性の評価，土壌および

根圏におけるリンの動態に関する研究についての話題を提

供し，情報交換を行うことで理解を深めることをねらいと
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した．

（和崎淳）

2. 北海道の普通畑土壌におけるリン酸蓄積の実態と今後

の対応—圃場レベルから土壌とリンの関係を知る―

日本の農地， とくに畑地においては，火山灰を母材とす

る黒ボク土が広く分布している．黒ボク土は， リン酸を固

定して作物が吸収しにくくする性質を持っているため，か

つては肥沃度の低い「やせた」土壌の典型であった． 1960

年代以降，多量のリン酸質肥料を継続的に施用することに

よって有効態リン酸含量が上昇し，作物の生産性を上げ

てきた．現在では土壌中の作物の利用可能なリン酸レベル

（有効態リン酸量）が非常に高くなり，かつてほどの量の

リン酸肥料を施用する必要がないにもかかわらず，いまだ

に多肥がなされている（西尾， 2005). FAOの統計による

と， 2006年から 2015年までにおける耕地面積当たりの化

学肥料リン酸消費量は世界全体で平均28kg-P20山a―1に

対し，日本は92kg-P20山a-1であり著しく多い．

畑土壌に施肥されたリン酸が作物に吸収される割合は

10~30％程度であり，平均20％である．施肥したリン酸

のうち，作物に吸収•利用されなかった約80％はどこに

行ったのであろうか．土壌中に蓄積しているとすれば， ど

のような形態で存在するのであろうか．

大規模畑作地帯である北海道十勝地域の黒ボク土畑土壌

において，農耕地とそれに隣接する未耕地における土壌

中のリンの垂直分布を比較し，層厚差や仮比重を考慮し

て面積当たりのリン蓄積量を評価したところ， リンは深さ

35~40cmまでの作土層に集中して貯まっており，その蓄

積量は約8~l0Mg-P205ha―1と見積もられた．その大部

分は，フッ化アンモニウムを含む試薬により抽出される無

機態リン酸 (Al型リン酸）であり，通常の作物には利用で

きない形態である（谷ら， 2010).

また，北海道立（現在，北海道総合研究機構）十勝農

業試験場に設置されていた長期有機物連用圃場の黒ボク

土表層を採取し，化学肥料や堆肥を 25年間にわたって

施用した影響を評価した．化学肥料と堆肥に由来するリ

ン酸投入量は，作物残清と収穫物の圃場外への持出に伴

うリン酸減少量をはるかに超え，その差は 163~283kg-
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P20sha―1year―1の余剰であった． リン酸の投入量と持出

量から算出したリン酸の蓄積量と，土壌の分析値から推定

したリン酸の蓄積量はほぼ一致しており，過剰な化学肥料

や堆肥の施用に由来する余剰リン酸は圃場系外へ流出する

ことなく，ほとんどが作土層に蓄積していることが示され

た（谷ら， 2011).

農耕地土壌における有効態リン酸は現在も増え続けてお

り， とくに野菜畑や樹園地，施設などで増加している．上

述した十勝地域の畑土壌に蓄積した全リン酸のうち，作物

が利用可能な有効態リン酸は約3~5％であり，有効態リ

ン酸の20~30倍ものリンが作土層に蓄積していることに

なる（谷ら， 2010).

リン酸固定力が高い黒ボク土が分布する十勝地域の畑

土壌90点， リン酸固定力が低い台地土が分布する上川地

域の畑土壌80点の有効態リン酸を分析したところ，十

勝地域では北海道施肥ガイドの診断基準値100~300mg-

P20skg―1の範囲内が75%，基準値以上が20％であった

のに対し，上川地域は基準値以上が80％であった．北海

道では，作物，地帯区分，土壌型などによりリン酸質肥

料の施肥標準量が定められており，土壌中の有効態リン

酸量が基準値以上の場合は施肥量を減らす施肥対応が推

奨されている． しかし，施肥対応を超える過剰なリン酸

施肥を行っている生産者圃場は約90％にも上る (Gondwe

et al., 2017). 

農耕地土壌に多量のリンが蓄積し，有効態リン酸量が大

幅に増加している圃場においてリン酸質肥料を削減すると

どうなるのであろうか．北海道の十勝地域と上川地域の生

産者圃場において加工用バレイショの栽培試験を行ったと

ころ，施肥標準の半分程度にリン酸質肥料を削減しても塊

茎収量は下がらず，むしろデンプン価や内部品質が向上す

る結果が得られた．すなわち，過剰なリン酸施肥は作物の

収量や品質の向上にはつながらず，むしろ逆効果になる可

能性が高い．

リン酸質肥料を多量施用して作物や野菜などの収量を増

加させたのは，土壌中の有効態リン酸量が少なかった時代

の概念である．「リン酸質肥料を多肥すると冷害による被

害が軽減される」とか，「土壌中の有効態リン酸が過剰で

あっても作物に悪影響を及ぼさない」などの考えも，土壌

中にリンが蓄積している現代には全く当てはまらない．農

耕地土壌の土壌診断を積極的に行い，有効態リン酸量に応

じてリン酸質肥料を削減することは，肥料コストや環境負

荷の低減収置や品質の向上に有効であるという新しい概

念を普及することが急務である．

（谷昌幸）

3. 土壌のリンの化学形態

—分子レベルから土壌とリンの関係を知る—

環境中の元素の溶解性は，その元素の化学形態に依存す

る．元素の化学形態は，酸化数と結合様式によって特徴づ

けられる．例えば，無機態のオルトリン酸 (P04)の場合，

Pの酸化数は5であるが，結合様式は相手となる元素に

よって異なるため，同じ無機態のリン酸でもアルミニウム

かカルシウムと結合するかによって，水への溶解性が異な

る．有機態のリンについても，分子構造の違いが分解性に

関わるため，一般に分解しにくく安定な IHPが土壌の有

機態リンの蓄積に重要な化学形態であるとされている．こ

れらのことから，土壌のリンの化学形態が， リンの生物利

用や循環を理解するうえで本質的な情報を有していること

が示唆される．

既往の農学研究では，土壌肥料と作物生産上の観点か

ら，土壌中の無機態リンの濃度を指標とした知見が集積

している（例， Hashimotoet al., 2012)．一方，化学形態

に着目し，特に事例の少ない有機態のリンに関する研究

は，土壌肥料学だけでなく生態学や環境学等（リンの循

環•利用）における需要が高く，土壌化学の研究者による

対応が，今後の学際分野の研究の展開にも貢献するであろ

う．本発表では，土壌のリンの化学形態を推定あるいは同

定するための分析法として，逐次抽出法 •X線吸収分光法

(XAFS法）・核磁気共鳴法 (NMR法）を取り上げ， これ

らの方法の特徴や得られる情報についてまとめた (Yama-

moto et al., 2018). 

土壌中の元素の化学形態を推定する手法としては，逐次

抽出法が広く用いられている． この方法は，土壌にイオン

強度や pHの異なる試薬を逐次的に添加し，溶出してきた

対象元素の濃度を定景することによって，元素が存在して

いた化学形態を推定するものである． この方法は簡便であ

るが，問題点の一つに手法（溶媒，振とう条件など）が多

様化し，標準となる逐次抽出法が規定できていないことが

挙げられる．逐次抽出法は，あくまで抽出によって得られ

た元素の濃度を定量しているのであって，元素の化学状態

を直接同定していない点に注意が必要である．例えば，ア

ルミニウム鉱物を選択的に溶解するフッ化物塩を用いて

土壌のリンを抽出した場合，得られた検液に含まれるリン

は，「アルミニウム鉱物結合態」ではなく，「フッ化物抽出

態」として解釈されるべきである．

31pを核種とする溶液 NMR法は，土壌の有機態リンの

化学形態を明らかにする方法として，最も有効な分光分

析である．この方法では，土壌のリンをオルトリン酸（無

機態）， リン酸モノエステル類・ジエステル類・ホスホン

酸・ポリリン酸類に大別することができる． NMR法を用

いた有機態リンの研究は，近年lHと31pの核種の相関を

利用した異核種2次元 NMRに展開されたことによって，

土壌中のリン酸モノエステル類を構成する化学種が正確に

同定されつつある．黒ボク土等の抽出液に，限外ろ過およ

び磁性物質の沈殿処理を併用した 1H-31PNMRでは， IHP

の立体異性体である myoとscylloを判別し， 31p核種を

単独で用いた NMR法では同定できなかったウリジン三リ

ン酸を同定することが可能になった．

土壌の元素の化学形態分析は，土壌を非破壊に近い状態

に保ったうえで実施することが理想である．これを可能
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にするのが，シンクロトロン放射光源を用いた XAFS法

である． XAFS法は，特に無機態リンの化学種の同定に

優れており，リン酸がアルミニウム，鉄，カルシウムのい

ずれかに結合しているかを判別するのに有効な手段であ

る．例えば，密閉縦型発酵装置を用いた鶏糞の堆肥化の過

程で水溶性のリンが低下する現象は，難溶性のアパタイト

[Ca5(PO山OH]が増加することがXAFS法によって明ら

かにされた (Hashimotoet al., 2014)．一方， XAFS法を

環境試料に適用する場合，有機態リンの同定には不向きで

あることや，無機態リンでも固相表面への吸着あるいは沈

殿を形成して存在しているかの区別は困難である．

土壌のリンの化学形態に関する研究は， NMRとXAFS

法を導入することによって飛躍的に進歩した．ただし，こ

れらの分子分光分析で得られた結果は，既往の抽出試験の

結果と照合したうえで，最終的な化学形態の判定がなされ

るべきである．逐次抽出法は，実験操作の標準化や，放射

光分析を援用して抽出されたリンの化学形態の検証がなさ

れることによって，土壌のリンの化学形態を評価する手法

としての合理性が付与される．

（橋本洋平）

4. 土壌蓄積リンの動態に関わる土壌細菌機能

—植物根圏土壌における話題を中心に—

土壌細菌は土壌蓄積リンの動態に影響を与えることが指

摘されている． しかし，その土壌細菌機能が発揮される条

件や制限要因に不明瞭な点が多く，土壌蓄積リンの動態に

関与する土壌細菌機能を農業現場で活用する段階には至っ

ていない．本発表では，難溶解性リン酸塩の可溶化，有機

態リンの分解，植物ホルモン様物質の産生などに関与する

土壌細菌機能に関する研究の進展状況について報告を行

い，今後の課題と展望を議論した．

土壌には無機態のリン酸が，酸性土壌ではリン酸アルミ

ニウム塩やリン酸鉄塩，アルカリ性土壌ではリン酸カルシ

ウム塩といった難溶解性リン酸塩として蓄積している． こ

うした難溶解性リン酸塩を溶解する細菌について研究が

行われ，硫黄酸化細菌，硫酸還元細菌，有機酸生成細菌

などがリン溶解細菌としての特性を持つことが明らかと

なった． リン溶解細菌は様々な土壌に高い割合で存在する

事が確認されており，土壌細菌の半数近くが何らかのリ

ン溶解機能を有している調査事例も得られている (Alori

et al., 2017)．これらの事例が示すように，難溶解性リン

酸塩の可溶化は広範な土壌細菌が有する機能であるため，

高い可溶化能を有するリン溶解細菌を土壌に接種したとし

ても，効果が全く見られなかったという報告も多い．我々

が長期リン無施肥土壌から単離したリン溶解細菌を用いた

接種試験においても，接種処理区と非接種処理区の間で，

植物によるリン吸収量に有意な差は認められなかった．一

方で，難溶解性リン酸塩を投与した土壌に易分解性炭素

等を投入すると，バイオマスリンの増加が見られる．さら

に，植物根圏において難溶解性リン酸塩の可溶化能を有す

るリン溶解細菌の存在割合が上昇することも確認されてい

る(Unnoet al., 2005)．そのため，易分解性炭素が供給

される植物根圏において，土壌在来のリン溶解細菌が難溶

解性リン酸塩を活用している可能性がある．

有機態リンの分解に関しては， リン酸エステルを分解す

るホスファターゼや，有機ホスホン酸を分解するホスホナ

ターゼを産生する細菌について研究が行われてきた (Hay-

garth et al., 2018)．他の酵素と比較してホスファターゼ

は，土壌中で長期間安定して活性が保たれる事が示され

ている一方で，その活性が士壌粒子への吸着により低下す

る事も指摘されている．高濃度無機リン酸抑制性酵素，す

なわち低リン酸条件で機能を発揮する酵素については，ア

ルカリホスファターゼの研究が多く行われているが，酸性

ホスファターゼやホスホナターゼにも，その存在が見出さ

れている．また，高濃度無機リン酸抑制性酵素には，細

胞外に分泌される酵素以外に，細胞内でリンのリサイクル

に活用される酵素も確認されている．近年，分子生態学

的手法を用いたホスファターゼの環境分布調査が行われ，

土壌では酸性ホスファターゼの NSAPclass CやphoAや

phoD, phoXといったアルカリホスファターゼ，またヒス

チジンアシッド，システイン， fJ-プロペラフィターゼの配

列が高い割合で存在する事が示されてきた (Ragotet al., 

2017; Neal et al., 2017, 2018)．さらに， これらの酵素の

活性や配列の存在比率が，低栄養土壌や植物根圏で高ま

り，有機態リン濃度も低下する事が示されている．我々が

長期リン無施肥土壌に IHPを添加して行った試験におい

ても，植物根圏において一部のアルカリホスファターゼの

配列の存在比率が高まり，土壌蓄積有機態リンの主要形態

である IHPの分解が促進される事が示された (Unnoand 

Shinano, 2013). 

こうした過去の知見や，近年の研究から得られた新たな

研究成果は，植物による土壌蓄積リンの獲得における植物

根圏に存在する土壌細菌の寄与を示唆するとともに，土壌

細菌のリン獲得においても植物根圏環境の重要性を示して

いる．根圏環境に強く影響を及ぼす土壌細菌機能の一つと

して，植物根の生育に影響を及ぼすオーキシン様物質を産

生する細菌に関する研究が行われてきた．我々の研究にお

いても，低リン耐性に優れたシロバナルービンの特性であ

るブラシ状に側根が密集したクラスター根の形成を促進す

るIHP資化性植物生育細菌の存在が明らかとなっている．

上記の報告に加えて，土壌蓄積リンの動態に関与する土

壌細菌機能に関する研究の展望について，現在行っている

研究を紹介しつつ議論した．一例として，ポジトロン放出

核種を用いた植物根の光合成産物分泌活性イメージング解

析と根圏土壌の化学分析，そして根圏微生物群集構造解析

の融合によって得られた成果を紹介した．これらの手法を

用いることで，サンプリング時点において植物がどの植物

根から有機物を分泌しているかを把握することが可能とな

る．光合成の生理機能や効率に関する研究では，茎も含め

た地上部全体を対象にして行うのではなく，光合成を活発
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に行う葉を対象とすることによって大きな成果が得られ

ている．難溶解性リン酸塩の可溶化や有機態リンの分解と

いった土壌細菌機能が発揮される条件や制限要因に関する

研究を行う際にも，地下部全体を対象にして行うのではな

く，栄養獲得に関する機能の活性が高い領域を絞ることに

よって，大きな成果が得られることが期待される．

本発表のまとめとして，土壌蓄積リンの動態に関与する

土壌細菌機能に関する研究のさらなる進展には，第3部門

（土壌生物）内だけではなく第2部門（土壌化学・土壌鉱

物）や第4部門（植物栄養）とのさらなる連携が重要とな

るのではないかと指摘した．その一例として，土壌化学分

野で明らかにされた土壌蓄積リンの形態に関する新たな知

見を紹介し，土壌蓄積リンの動態に関わる新たな土壌細菌

機能を明らかにできる可能性について議論した．ポジトロ

ンイメージング技術は植物栄養学分野で開発されてきた技

術であるが，これを土壌細菌機能に関する研究に拡張する

ことによって前段で紹介した成果が得られている．第2部

門や第4部門という近くて遠い異分野との技術や知見の共

有によって行われうる新たな学際的な研究の可能性を示す

ことで本発表を終了した．

（海野佑介）

5. アーバスキュラー菌根菌による

土壌中の有機態リン酸の利用

1)アーバスキュラー菌根菌によるリン吸収

アーバスキュラー菌根 (AM)菌は陸上植物の8割と共

生し，宿主植物のリン酸吸収を促進する． リン酸吸収の促

進は，第一に土壌中に伸張した外生菌糸による吸収表面積

の増大によるものである．外生菌糸が吸収するリンの形態

は比POiである．

リン酸資源枯渇へ対応するためにはリン酸資源を国内で

持続的に循環させる必要がある．農耕地における有機態リ

ン酸の利用はリン酸資源の循環のために必須である．土

壌中の有機態リン酸は植物，微生物及び動物遺体から供

給され，農耕地では有機質肥料からも供給される．これ

らの有機態リン酸は土壌，微生物および植物根に由来する

ホスファターゼによりオルトリン酸に分解される．一部の

植物はリン欠乏で根から酸性ホスファターゼ (ACP)を浸

出し，根圏土壌の有機態リン酸を加水分解して利用する．

AM菌の外生菌糸も ACPを持つことが示唆されているが，

浸出については不明であった．

2)アーバスキュラー菌根菌の外生菌糸の浸出物からの

酸性ホスファターゼの浸出

AM菌 Glomusmosseaeを接種したコムギで菌糸コン

パートメント土壌中の酸性ホスファターゼ活性が非接種

区より高くなった．一方 GlomusintraradicesとGlomus

claroideumを接種したサブクローバでは菌糸の細胞壁と

細胞内にホスファターゼは検出されたが，分泌性のホス

ファターゼは検出されなかった． しかし Glomusintrara-

dicesを接種したニンジン毛状根で外生菌糸による IHP

の無機化の可能性が示されている．我々は口径30μmの

ナイロンバックによって菌根区画と菌糸区画に分けられ

たポットに滅菌黒ボク土をそれぞれ加えた． AM菌Rhi-

zophagus clarus CKOOlを加えた土壌（接種区）と加えな

い土壌（非接種区）を設け，ネギ (Alliumfistulosum)を

播種した．ムライトセラミックチューブをそれぞれの区画

の土壌に埋設し，土壌溶液を回収した． R.clarusを接種

したネギ及びアマ (Linumusitatissimum L.）をそれぞれ

砂耕および無菌培養した．非接種のネギを水耕培養し，根

の浸出物を回収した．土壌溶液，外生菌糸の抽出物，根の

抽出物及び根の浸出物を SDS-PAGEで解析した．ゲルの

活性染色により 187kDaのACP活性が接種区の土壌溶液

および砂耕培養と無菌培養で得られた外生菌糸の抽出物か

ら検出され，水耕の非接種の根の浸出物および抽出物から

は菌根形成の有無に関わらず検出されなかった．これらこ

とから土耕による土壌溶液中の ACP活性は R.clarus由

来であることが示唆された (Satoet al., 2015). 

3)外生菌糸が浸出する酸性ホスファターゼ活性の低リ

ン条件下における応答

菌根区画と菌糸区画に分けられたポットに2つのリン

施肥段階 (0(PO)，および0.5(P0.5) g恥Oi;/1屯→）の滅菌

黒ボク土をそれぞれ加えた．接種区に R.clarusを加え，

非接種区には加えなかった．播種後40および45日目に

土壌溶液を採取し， ACP活性を測定した．アマ毛状根に

R. clarusを接種し， 2段階のリン濃度 (3および30μM)

の培地を含む2コンパートメントペトリ ID1で生育させた．

菌糸コンパートメント中の外生菌糸表面および培地中の

ACP活性は， 3μMで30μMより高かった． これらの結

果は AM菌R.clarusの外生菌糸からの ACPの浸出は低

リン条件下で促進されることを示す．

（俵谷圭太郎・佐藤匠）

6. 植物による根圏有機態リン利用の分子機構

土壌中リンにおける有機態リンの占める割合は20~

80％と高く，植物による利用効率を高めることは，持続

可能な農業の発展のために重要である．これまでに，土壌

中の有機態リンを含む難利用性リンの可給化機構には植物

根分泌物による可給化能力が大きく寄与することが示され

ている．根から分泌された酸性ホスファターゼは有機態リ

ンを分解し，有機酸は難溶性リンを可溶化することで土壌

中の難利用性リンを可給化する．

シロバナルービンはこれらの分泌能が高い植物であり，

植物の土壌中難利用性リン利用研究のモデルとなりうる

が，これまでの研究で，酸性ホスファターゼの分泌と有機

酸による可溶化能を兼ね備えることが，土壌中の有機態リ

ン利用において重要であることが明らかになってきた．本

講演では，これら根分泌物の分泌と有機態リン可給化の分

子機構について近年得られた知見を紹介し，植物の有機態

リン利用戦略について議論したい．
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1)根分泌酸性ホスファターゼの導入による土壌中有機

態リン利用能の向上

演者らは，シロバナルーピン根分泌性酸性ホスファター

ゼLASAP2遺伝子を単離し，この遺伝子を導入したタバ

コを作出した． リン施肥区， IHP施肥区， リン無施肥区

を設け，リン吸着能力が異なる 2種類の土壌で栽培したと

ころ，両方の土壌のすべての処理区で乾物重量とリン吸収

量は LASAP2導入株で野生株より高かった．このことか

ら，根分泌性酸性ホスファターゼ遺伝子の導入が土壌中リ

ンの吸収を高める効果があることが示されたが，有機態リ

ンの利用量の増加量は限定的であった．その原因は有機態

リンが土壌中での可溶性が低いことにあることが示唆され

た．実際に， LASAP2導入株を栽培している土壌にクエ

ン酸を添加したところ，クエン酸の添加により LASAP2

導入による有機態リン利用能の向上が確認できた．以上の

ことから，酸性ホスファターゼによる有機態リン分解能を

利用するためには，有機態リンの可溶化の戦略も重要であ

ることが示唆された．

2)リン欠乏応答有機酸分泌を担う遺伝子の同定

ALMTタンパク質はアルミニウムに応答したリンゴ酸

分泌を担う輸送体として単離された． リン欠乏に応答し

たリンゴ酸の分泌もまた ALMTホモログが担う可能性が

あることから，シロイヌナズナの根において再現性よく

リン欠乏で誘導される ALMTファミリーを調査したとこ

ろAtALMT3が選抜された． AtALMT3は，有機酸の分

泌部位と一致する根端分裂組織のすぐ上部に存在する根毛

細胞で強く発現し，細胞膜に局在することが示唆された．

T-DNA挿入変異株では遺伝子発現の変動が起き，これに

伴って根から分泌されるリンゴ酸量が変動した．また，発

現量の減少した変異株において相補試験を行ったところ，

リンゴ酸の分泌置は回復した．土耕栽培を行った結果， リ

ンゴ酸の分泌が減少した変異株ではリンの吸収能力が野生

株と比べて減少していた．これらのことから， AtALMT3

はリン欠乏に応答して根毛からリンゴ酸を分泌するトラン

スポーターであり，分泌されたリンゴ酸が土壌中のリン利

用に効果があることが示唆された．現在，シロバナルーピ

ンなどの有機酸分泌能の高い植物において, ALMTある

いはクエン酸分泌を担う MATEファミリーなどのリン欠

乏時に発現誘導される有機酸トランスポーターについても

調査を進めている．

今後，シロバナルーピンなどの難利用性リンの吸収効率

が高い植物についてのリン可給化機構に関する研究が進展

し，モデル植物から得られる知見も加えてその分子機構が

明らかになることで，植物（作物）による土壌中有機態リ

ンの利用効率改善への応用が期待できるだろう．

（丸山隼人・和崎淳）

7. おわりに

リン鉱石の枯渇と地域偏在性の問題が世界的に認識され

てから，食糧生産におけるリンの重要性が浮き彫りになっ

ている．農地に蓄積したリンの可給性ならびに環境影響に

関する研究は，土壌肥料学における研究の最重要課題の一

つとして取り組まれるべき内容といえる．本学会の第2.

4部門が合同で開催したこのシンポジウムは，会場200席

が大入りとなったことからも，学会員の興味や関心が高い

研究内容であることが窺えた．土壌中のリンが関係する課

題は農学分野にとどまらず，環境科学，生態学，地球科学

などの学際領域に及んでいる．例えば，温暖化の予測のた

めの地球システムモデルの精度向上に，現行の炭素と窒素

に加えて，土壌のリンの循環・蓄積に関する情報の実装が

必須であることも指摘されている．土壌のリンが関わる地

球環境ならびに食糧生産の課題を解決するためには，本学

会が中核的な役割を果たし，学際領域への貢献をすべく取

り組む時期にきている．

（橋本洋平）
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