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リビングマルチによる飼料用トウモロコ シ の

リン酸減肥栽培の可能性

口出 新 *

〔キーワード〕 ・リビング、マノレチ，アーパスキュラー

菌根， トウモロ コシ，リン酸

1 .はじめに

リン酸は，窒素 ・加里とともに肥料の 3要素と言

われる成分であり ，その栄養状態は作物の生育およ

、び収量に大きく影響することが知られている.リン

酸の土壌中での挙動は窒素や加里とは異なり，土壌

中のアルミニウムや鉄などと速やかに結合するこ

とで不可給態化する.このため，施肥された リン酸

は土壌中ではほとんど移動せず，作物による利用率

も窒素や加里と比較 して低いものとなっている.と

くに，わが国の主要な畑作地帯に広く分布する黒ボ

ク土は，リン酸との反応性に富む活性アルミニウム

を多く含むために，そのリン酸肥沃度は著しく低い.

このような土壌における改良方策としては，リン酸

の多量施用が基本とされてきた(山本ら 1967) . 

その結果，現在では，黒ボク土を中心とする畑作地

帯でも，土壌中にリン酸が蓄積していることが指摘

されている(橋本 2000) . 

図 l シロクローバによるリヒ。ンク、マノレチを用いた
トウモロコシ栽培の様子

勺虫立行政法人農業 ・食品産業伎術総合研究機情東北農業研究

センター (ShinDeguchi) 

しかし，リン駿肥料の原料であるリン鉱石の埋蔵

量には限りがあり，今世紀中での枯渇が懸念されて

いる(安田 2003) . したがって，これからは土壌

中に蓄積したリン酸を効率よく利用する栽培技術

や，リン酸施肥量を減ら した栽培技術の開発が必要

になってくると考えられる.

これまでにわれわれの研究チームでは，飼料用ト

ウモロコシの無農薬栽培技術の開発をめざして，シ

ロクローパを被覆植物として利用したリビングマ

ルチ栽培(図1)の研究を行ってきた. 一般に， ト

ウモロコシはリン酸が欠乏すると草丈が低くなり，

アントシアンが蓄積することで，葉が赤紫色を呈す

る.しかし， リヒマンクーマルチ栽培により， リン酸無

施肥条件においても，飼料用トウモロコシのリン酸

欠乏症状が軽減される現象が見出された図 2にト

ウモロコシの生育初期の様子を示した. リビング、マ

ノレチ栽培下のトウモロコシは，リン酸を施肥しない

場合にも赤紫色(図では黒色)を呈さず，十分な初

期生育(草丈)を確保できたことがわかる.この原

リビングマルチ 耕起栽培

栽培(無施肥無施肥) (窒素施肥) (リン酸施肥)

図 2 リビングマルチ栽培による
リン酸欠乏症状の軽減効果
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因を解明することにより，飼料用トウモロコシ栽培

におけるリン酸の施肥量を低減できる可能性があ

ると考えられる.この度，リヒザングマノレチ栽培によ

りリン酸欠乏症状が軽減する要因が明らかとなっ

た (Deguchiら 2007)ので紹介したい.

2. リビングマルチとは

リビング‘マルチとは，主作物と同時に，もしくは

主作物の播種の前に播種し，主作物の生育期間中も

生きたまま生育を続けさせる被覆植物のことであ

る (Hartwig and Ammon 2002) . リビング、マノレチ

栽培はそのような被覆植物を活用し，主作物の休閑

期間における土壌侵食を防止することを目的とし

た栽培方法である主作物の生育期間中も被覆植物

が主作物の下で生育することで，除草剤を使うこと

なく雑草の繁茂を抑制する効果があることから，減

農薬もしくは無農薬栽培技術としての活用も期待

されている.また，被覆楠物としてシロクローパな

と。のマメ科植物を導入することにより ，主作物に窒

素が供給されることで，窒素肥料の削減の可能性も

示唆されている(三浦ら 2004) . 

これまでにわれわれの研究チームでは，シロク

ローパを用いたリビング、マルチによる飼料用トウ

モロコシ栽培の可能性を検討してきた(魚住ら

2004， 2006) .その概要は次のとおりである.

東北北部でシロクローパを用いたリビングマル

チによる飼料用トウモロコシの栽培を行う場合に

は，トウモロコシの播種前年の 8月中にシロクロー

パを播種する必要がある.翌春，不耕起播種機もし

くは部分耕播種機を用いてトウモロコシを播種す

る.東北北部におけるトウモロコシの播種適期は 5

月下旬~6 月上旬である. トウモロコシの播種直前

もしくは直後にシロクローパの地上部を刈り払う

必要があるが，それ以外にはとくに作業を必要とせ

ず， トウモロコシが収穫できる.リビング、マルチに

よる飼料用トウモロコシ栽培の詳細に関しては，本

誌の姉妹誌である「畜産の研究」に紹介されている

(魚住 2005)ので，そちらを参照されたい.

3. リビングマルチがトウモロ

コ シのリン酸栄養に及ぼす影響

シロクローパを用いたリビング、マノレチ栽培が飼

料用トウモロコシのリン酸欠乏に与える影響を明

表 l トウモロコシの初期生育時の
草丈および乾物収量

リヒーングマルチ栽培区

耕起栽培区

日

リ

i

M
献
一
川

一川

巧，
a

，

9月22日

収量
(kg/l0a) 

1599.4 a 

リン酸Okg/lOa区 36.9 d 703.0 c 
リン酸50kg/IOa区 45.0 c 1208.2 b 
リン酸100kg/10a区 52.7 c 1499.0 ab 
リン酸200kg/l0a区 62.0 b 1463.2 ab 

1)異文字聞には5%水準で有意差あり

らかにするために，盛岡にある東北農業研究セン

ターの圃場(黒ボク土)において，次のような栽培

試験を行ったすなわち，シロクローパを用いたリ

ビングマルチ栽培区(リン酸は無施肥)と，リン酸

の施肥量を Okg/lOaから 200kg/lOaまでの 4段階に

設定した耕起栽培区を設け，飼料用トウモロコシを

栽培した.まず， 2004年 8月にシロクローノ-q品種:

フィア)をリビ‘ング、マルチ栽培区に播種した(播種

量 2kg/lOa).翌年 5月には，シロクローパは地表

を十分に被覆した. 6月にリビングマルチ栽培区の

シロクローパの地上部を刈り払い，残澄をそのまま

箇場に放置した.耕起栽培区のみを耕起した後に，

部分耕播種機を用いてトウモロコシ(品種ディア

HT)をすべての処理区に播種した(播種量 7，500

粒/lOa). トウモロコシの生育に与えるリ ン酸以外

の要因を排除するために，いずれの栽培区にも窒素

および加里を 30kg/lOaずつ施肥した.6月に地上部

を刈り払ったときのシロクローパの乾物重は，地上

部，地下部ともに 350~400kg/lOa 程度で、あった.

シロクローパは，メIJり払い後にも再生し，地表を被

覆したことから，リピ、ング、マルチ栽培区では除草剤

を用いなかった.

トウモロコシの生育の結果を表 1に示した.トウ

モロコシの生育初期の草丈および乾物収量には，処

理聞に有意な差が認められた.耕起栽培区では，リ

ン酸施肥量が多いほど生育初期の草丈ならびに最

終的な収量が多くなった.つまり，この圃場におい

てトウモロコシの十分な収量を確保するためには，

リン酸の施肥が不可欠で、あると考えられた. 一方，

リビングマルチ栽培区では，生育初期の草丈が高く，

収量もリン酸を 100~200kg/ lOa 施肥した耕起栽培

区と同程度となった.これらのことから，シロク
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図3 土壌中の可給態リン酸(トルオーグ法)
の推移(平均値士標準誤差)

ローパを用いたリビングマルチ栽培では，リン酸を

施肥していないにもかかわらず，トウモロコシはリ

ン酸を十分に吸収できたと考えられた.

そこで次に，リビング‘マルチ栽培によりトウモロ

コシのリン酸吸収が促進された要因を検討した.土

壌のリン酸肥沃度の指標の一つに，可給態リン酸が

ある リヒ、、ングマルチがトウモロコシ栽培期間中の

土壌の可給態リン酸(トルオーグ法)に及ぼす影響

を検討した結果が図 3である.まず，この圃場は可

給態リン酸が 20mg/kg程度であり， リン酸肥沃度

が低いことがわかる.耕起栽培区では，リン酸施肥

量が多いほど可給態リン酸も増加した.一方，リビ

ングマルチ栽培区では，栽培期間中にほとんど変動

せず，可給態リン酸は低い水準のままであった.つ

まり，リビングマルチ栽培によるトウモロコシのリ

ン酸吸収の促進は，可給態リン酸には起因していな

いと考えられた.

リビンク守マルチ栽培における土壌のリン酸環境

への影響としては，圃場に還元されたシロクローパ

の刈り払い残澄などによって，リン酸が富化される

ことも考えられる.しかし，シロクローパの地上部

および地下部のリン酸濃度はともに 12g/kg程度で

あり，シロクローパの残澄および地下部により富化

されるリン酸の量は，合計で最大 10kg/10a程度に

すぎなかった.リビングマルチ栽培区の収量は，リ

ン酸を 50kg/10a施肥した耕起栽培区よりも多かっ

たことから，シロクローパの残溢などによるリン酸

供給がリビング、マルチ栽培によるトウモロコシの

増収の要因ではないと考えられた.

4. リビングマルチと

アーパスキュラ一菌根

一般に，土壌中にはアーパスキュラー菌根菌が存

在している.アーパスキュラー菌根菌は宿主植物に

感染し，アーパスキュラー菌根を形成する.菌根か

らは，外生菌糸が宿主植物の根が伸びていない範囲

にまで伸長し，リン酸などの無機養分を吸収し宿主

植物に供給することで，その生育を改善することが

知られている.

そこで，シロクローパを用いたリビングマルチ栽

培のリン酸吸収促進の要因として，アーパスキュ

ラー菌根の可能性を検討した.トウモロコシ生育初

期(播種目日後)のアーパスキュラー菌根の形成

率を図 4に示した.耕起栽培区の菌根形成率は，リ

ン酸施肥量にかわわらず低かった.一方， リビング

マルチ栽培区で、は菌根の形成率が有意に高かった.

したがって，リビングマルチ栽培によるトウモロコ

シのリン酸吸収促進は，生育初期における菌根形成

の促進に起因すると考えられた.

では，なぜリビングマルチ栽培により， トウモロ

コシの菌根形成が促進されたのであろうか.その原

因は主に二つ考えられる 一つは，リビンク、、マルチ

栽培が不耕起でトウモロコシを栽培することであ

る.これまでに，士壌を耕起すると，不耕起の場合

と比較してアーパスキュラー菌根の形成が抑制さ

れることが知られている (0' Halloran ら 1986，

100 r a 

さ 80

時ト 60 

蛍絵 40 

富20。

リビングマルチ
栽矯区

耕起栽培区

図 4 トウモロコシ細根におけるアーパスキュ
ラー菌根の形成率(トウモロコシ播種 34

日後の平均値+標準誤差)
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l年目 2年目 3年目 (1年目)

リビングマルチを活用してトウモロ

コシを連作する場合には， トウモロ

コシを収穫した 9月から翌年の 8月

のシロクローパの播種までの長い休

閑期間を有した 2年に l回の作付体

系となってしまう.そこで，シロク

ローパを用いたリビング‘マルチの活

用法として，飼料用ムギとトウモロ

コシの輪作体系(図 5)が提案されて

いる(魚住 2005).この体系により，

休閑期間をなくすことが出来る.今

後はさらに， トウモロコシの 1年 l

シロクローパ 惨

8月矯種 (メ切払い後， 一時再生し枯死)

トウモロコシ l 

5月播種 9月収穫

シロクローパ
.一一一一一一-

8月播種

飼料用ムギ 1 

10月播種 6月収穫

図5 シロクローパを用いたリビングマルチ栽培を導入した輪作体系
(東北北部)

Evans and Mil1er 1988) . したがって， リビングマ

ルチ栽培での菌根形成促進の原因のーっとして，シ

ロクローパ播種後に土壌を耕起しなかったことが

あげられる.また，二つめには，シロクローパがアー

パスキュラー菌根菌の宿主としての役割を果たし

たことがあげられる.これまでに，冬期間に菌根菌

の宿主となる植物を導入することで，後作作物の菌

根形成が促進されることが知られている (Boswell

ら 1998). リビングマノレチ栽培で、は，シロクロー

パが冬期間も作付けされている.その結果，翌春の

トウモロコシの播種時にはすでにシロクローパの

恨に菌根が形成されており ，シロクローパが冬期間

に菌根菌の宿主植物として機能したと推察できる.

5. 普及のための問題点

以上の結果から，シロクローパを用いたリビング

マルチ栽培により，トウモロコシのリン酸吸収が促

進されることが明らかとなった.また，この効果を

活用することで，リビンク守マルチ栽培により飼料用

トウモロコシのリン酸施肥量を減らせる可能性が

見出された.しかし，この栽培技術を現場レベルで

普及させるためには，まだ解決しなくてはいけない

問題がいくつか残されている.

まず，作付け体系に関する問題がある.上述した

ように，東北北部でシロクローバを用いたリビング

マルチ栽培を行うには， 8月中にシロクローパを播

種する必要である.一方，同地域での飼料用トウモ

ロコシの収穫期は通常 9月下旬である.つまり，ト

ウモロコシの収穫期とシロクローパの播種期が重

なってしまうために，同一の園場ではトウモロコシ

をl年に l回作付することができない.したがって，

作をめざして，シロクローパに代わ

る被覆植物の検討も必要となってくると考えられ

る.

また，リビング‘マルチによるリン酸吸収促進効果

に関しでも問題が残っている.アーパスキュラー菌

根によるリン酸吸収の促進は，菌糸の伸長によるリ

ン酸の吸収範囲の拡大に起因している.したがって，

リン酸肥沃度は低いものの，土壌中の蓄積リン酸が

多い圃場において，リビングマルチによるリン酸供

給効果が大きくなると考えられる.しかし，シロク

ローパを用いたリビングマルチ栽培の圏内におけ

る研究事例は少ない.そのため，具体的にはどのよ

うな土壌および気象条件がリビング、マノレチのリン

酸供給効果を発揮するうえで必要となってくるの

か，また，リビング、マノレチによりどの程度のリン酸

の減肥が可能となるのか，まだ明らかとはなってい

ない.

以上のように，この技術を現場レベルで活用する

にはいくつかの間題が残されている.しかし，シロ

クローパを用いたリビングマルチ栽培には，雑草抑

制効果や窒素供給効果以外に，アーパスキュラー菌

根に起因するリン酸の供給効果があることが明ら

かとなった.今後はトウモロコシの 1年 1作といっ

た効率的な作付体系の構築とともに，リビ、ング‘マノレ

チを活用した飼料用トウモロコシの減化学肥料栽

培技術の開発に着手したいと考えている.
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外国文献抄録

サボテン Opuntiawilcoxi iとOpunti a v i oaceaのフラボノール量に対する紫外線欠如光の影響

Berger， ].M.， Y. Itagaki and K. Nakanishi 2007. The 

Effect of Ultraviolet-depleted light on the flavonol 

contents of the cactus species Opuntia wilcoxii and 

Opuntia vioacea. Chemistry and biodi versi ty (4): 1525-

1532 

近年のオゾン層の減少により， 地上に降り注ぐ紫外線量

が増加しており ，植物や動物への影響が懸念されている

紫外線の植物への影響に関する研究は数多くなされてい

るが，その多くはアラビドプシスなと事のモデ、ル植物の苗や

培養細胞を用いたものであり，成熟した植物を対象とした

研究は少ない紫外線は，フラボノーノレ等の二次代謝産物

の生合成に関わっている.主に砂漠に生息している多肉植

物のサボテンにおいても，紫外線がフラボノールグリコシ

ドなどを誘導する.多くの人工生態系は，紫外線が欠如し

た状態になっているため，二次代謝産物量への影響がある.

商業用植物において，二次代謝産物量の減少は重要な問題

である.そこで本研究では，人工生態系内でのサボテンの

フラボノール量を調べた

実験にはサボテンαwilcoxiiとαvloaceaを用いた.

実験はアリゾナ州のソノナ砂漠内にあるコロンビア大学

の敷地内で行われた(北緯 32
0

35' ，東経 110
0

51' ，標

高 1，165m). 385nm以下の波長をカットするガラスで作ら

れた人工生態系内と外の，若い個体と成熟個体のフラボノ

ールを HPLCで測定した.

αwilcoxiiでは，最も多いフラボノーノレはケンフエロ

ールであり， αVloaceaではイソラムネチンであった

太陽光で生育した αwilcoxiiの若い個体では，紫外線が

欠如した光で生育した個体に比べて，約 28倍のケンフエ

ロール量が蓄積していたー成熟個体においても人工生態系

内外でケンフエロール量に差がみられたが，若い個体に比

べると，その差やケンフエロール量は微量で、あった α 
vioaceaの若い個体は人工生態系内では生育しなかった.

αvloaceaの成熟個体では，αwilcoxii・に比べて全フラ

ボノ ーノレが多かった.紫外線の影響は，O. wilcoxiiの成

熟個体と同様に少なかった.

紫外線はサボテンのフラボノール量に影響を与えた.紫

外線の影響はとくに若い個体で顕著であった.若い植物の

ほうが成熟した植物より紫外線に対する感受性が5齢、こ

とが示唆された以上のように人工生態系は，紫外線が欠

如しているために自然環境下よりも二次代謝産物量が減

少することがあるので，使用の際は注意が必要である.

(東京大学大学院農学生命科学研究科園芸学研究室

本間信一郎)
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