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農耕地における土壌風食の実態と

の抑制よるそプ 利 用にツロクカバ ー

小松崎将 一*

カパークロップ，地域
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写真 l ハクサイ収穫後の園場で「空っ風Jにより
土挨が舞い上がる(茨城県牛久市)
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図 l 土壌深さ別の土壌炭素含有率

茨城大学農学部附属フィールドサイエンス教育研究セン

ター畑地での調査結果

1.5倍となり ，

高い.

土壊有機物は，土の生産力との関連が深い.Lal 

(2004)は，劣化した農耕地における 1t/haの土壌

炭素の増加により ，コムギで 20~40 kg/ha，および

ト ウモロコシで 1O~20 kg/haの収量増があること

下層土に比べて著しく炭素含有率が

石川(1977)は，関東地方における冬季から春季

までの季節風によって，裸地状態であると年間でソj、

型トラック l台分に相当する 13t/haの土が土壌風

食により失われることを述べている.この喪失量は

作土の約 2%に相当し，この割合で土壌が減少して

いった場合，約 50年で作土の多くの部分が失われ

てしまうことが予想される (写真 1) .

土壌風食の被害にあうのは肥沃な土壌である.図

lに土壌中の炭素含有量の垂直分布を示した.これ

によれば， 表層 (0~30 cm)の土壌炭素含有率は，

30~ 60 cmの 1.3倍であり， 60~90 cmの層の

土壌風食に よ る 被 害

90 
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北関東一帯では冬作と して麦類を中心 とした輪

作体系がとられていたが，麦価の低迷により これら

の体系が崩壊して久 しい(大久保 ・桐原 1975)

そのため， 晩秋から翌春にかけて裸地状態で管理さ

れている園場が多くなり， 北関東一帯では春季に

「からつかぜ」といわれる季節風の影響により土壌

の乾燥を早め，強風によって土が舞い上がるという

現象をもたらしている(真木 1989) .また，輪作

の崩壊は土壌への有機物還元量が減少することで，

地力の低下が生じ，土壌の健康が損なわれる可能性

が示唆されている(大久保 1984) .土嬢風食はか

けがえのない土壌の喪失であり ，今後のわが国での

食糧安全保障を考えると ，土壌風食を抑制し，土の

生産力を持続させる取組みの重要性が増している.

ここでは，畑地における土壌風食発生の実態と飛散

土の性質およびカパークロップ利用によるその対

策について概説する.

-茨城大学農学部附属フィーノレドサイエンス教育研究センター

(Masakazu Komatsuz紘i)
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を述べている.また，土壊有機物の効果は，保水性，

排水性，土壌養分保持 ・供給能力，土の緩衝作用な

ど多面的におよぶ (Weiland Magdoff 2004) .こ

のため土壌有機物含有量の高い表層土が喪失され，

下層土(未熟土)の露出による作土層の土壌有機物

の減少により，畑地の土壌生産力は著しく低下する

ことが危倶され，今後，畑地土壌の生産力の持続の

面で大きな課題となる可能性がある.

また，土壌風食をうける圃場の近隣での栽培闘場

で生産している農作物が飛砂の衝撃で出荷できな

い状態になってしまう問題も深刻である.たとえば，

茨城県つくば市における春レタス栽培闘場の近隣

畑からの飛散土によりレタスの結球葉基部に微細

な土粒子が入り込み出荷できなくなったり，茨城県

行方市では畑作地帯に位置するイチゴのハウス栽

培においても飛散土がハウス内に入り込み，イチゴ

の偽果に付着し出荷困難になるなどの被害をもた

らしている.また，播種した種子が，飛散土により

埋没し，出芽できなくなるなどの被害をもたらする

ことがある(以上，農家聞き取りによる) • 

さらに，土壌風食は住環境の悪化など地域社会に

対する影響も大きい.飛散した土壌は人々の住空間

にまで及び，浮遊粒子状物質 (SPM)として人間の

呼吸器やアレノレギー反応へ及ぼす影響が危↑具され

ている(宮田ら 2006) . Maejimaら (2001)は，

ディーゼ、ル排ガス，スギ花粉および土挨(関東ロー

ム粉)をマウスに暴露し，アレノレゲン特異的免疫グ、

ロプリン E (IgE)抗体産生を指標として，大気汚

染によるマウスの免疫応答について評価した結果，

土挨の暴露によってもスギ花粉特異的IgE抗体陽性

を示すことを明らかにしている.

一方で，飛散土が民家の筒樋に堆積することによ

り，その重みで屋根を損壊し，雨漏りを引き起こす

ことが報告されている(牛久市役所での聞き取りよ

る).このほか，土壌粉塵により，住居内への土挨

の入り込み，洗濯物を汚したり，窓、からの隙聞から

侵入して生活用品の上に積もったり，精密機械の目

詰まりを引き起こしたり ，子供が外で遊べないなど

の生活環境へさまざまな問題を生じている.また，

飛散土の道路への堆積については，住民から苦情が

ょせられ，茨城県牛久市では市役所建設部において

飛散土の除去を委託して実施するなど，市の行政上

の負担となっている(写真 2) . 

写真 2 土挨りが道路の縁石に集積し，道路の維持
管理上の問題となる(茨城県牛久市)

2 土 壌 風 食 の メ カ ニ ズ ム

真木(1989)は土壌風食の発生要因としては複数

の要因が重なることで生じる事を指摘し，その主な

要因として風速と土壌の状態が大きく影響するこ

とを述べている.土壌風食は関東ローム質土壌では

よく発生し，裸地になっているところではとくに激

しく ，高さ 1m の風速が 4~5 m/sで風食が発生し

始め，微粒子が転がり始める.5~6 m/sで跳ねな

がら移動し， 6~7 m/sにもなると空気中に浮いて

飛ぶ，いわゆる浮遊が発生することを指摘している.

土壌風食は地表面を吹く風の努断力(引きちぎろ

うとする力)によって土粒子に関断応力(貰断力に

対抗する力)が働き，それがある限界値を超えると

きに土粒子が動き始める現象である.風食の過程は

一般に，土粒子の分散，運搬，および堆積という 3

段階に分けられる (Holy1983) . 

分散運搬は重力に勝る運動エネルギーを持った

地表風の乱流の影響によって土粒子が分散し運ば

れる現象で，この作用はデフレーション (det1ation)

と言う.デフレーションに対する重要な因子は風向

と地表面における風速とその分布である.風向とは

風の作用方向を意味し，気流が地表面に対して平行

な角度で衝突するほど風食を受けやすい.一方，地

表面付近の風速は高さとともに速くなるが，地表面

は風速を弱めるように作用する.このとき，地表面

の粗さ(凹凸)が大きく作用する.植生は地表面に

凹凸を作り出すことで風速を減少させ，エネルギー

の多くを吸収する (Ho!y1983) . 
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また，飛散土の堆積は風の運動エネルギーがある

限度以下に減衰したときにデフレーションが止

まって堆積が始まる現象である (Holy1983) .た

とえば，生垣あるいは建物などではデフレーション

が止まるため，それらの付近では土壌が堆積する.

そのため，道路の縁石や生垣，コ ンビニの駐車場あ

るいは家・建物の屋根および周辺に堆積することと

なる(写真 3) . 

土壌の水分状態は土壌風食の被害量に大きく影

響を及ぼす.とくに，冬春季に晴天が続くと土壌が

乾燥し，強風が吹くと土，砂粒子が飛び，土壌が湿っ

ていても 10m/sの風が 1時間も吹けば地表面は乾

燥し，風食が発生し始める.土壌風食は土壌中の水

‘分割合(含水率)が 5%では高さ 1mの風速が 6m/s

で発生し始め，10%では 8m/s， 20%では 12m/s 

となり，含水率が 5%から 20%に変わると， 2倍の

風速差となり土壌水分が増加するにつれて風食が

抑えられることが指摘されている(真木 1989) . 

また，土壌粒子では石英砂を使った実験報告によ

ると，石英砂 0.2mmの粒子が最も弱風で移動しや

すく，含水率が 3~10%では 0.1 mmの粒子が最も

移動しやすくなった.また， 0.04 mmの微粒子で

は，含水率が 0%のときに 1mmの粗粒子と同様，

8 m/sで移動し始めるが，含水率が 10%以上では最

も飛散し難く， 20 m/sになってはじめて移動する

としづ現象が起こる(真木 1989) .一方， Chrpil 

(1956)は，土壌粒子の風食の関係について風洞実

験を行ったが， 0.42 mm以上と 0.2mm以下の耐

水性粒子は耐水性構造を増加させ，風食を抑制する

ことを述べている.しかしながら，国分(1960)は，

冬季の凍結によって 0.84mm以上の土壌団粒は凍

結によって破壊され， 0.02 mm以上の粒子は結合

することで，風食害を受けやすくなることを述べて

いる.

農業生産の現場では，秋冬野菜の収穫後の秋およ

び冬の耕転作業は，残澄の分解を早め，表層土壌の

凍結と土塊の崩嬢を促すため，翌春の作物播種条件

を整える篤農技術と して知られている.一方，これ

らの作業は，土壌の地表面被覆を取り除き，土壌の

乾燥を早め，さらには土塊の崩壊による土壌風食を

受けやすい土壌粒子の増大をもたらすなど，風食害

を一層深刻化させている.

写真 3 飛散土がコンビ、ニエンスス・トアの駐車場に
堆積し，土地利用上の障害となっている.

3. 土 壌 風 食 の 実 際

ここ数年，春先になると北関東地域の畑作地帯を

中心として，土挨が舞い上がることに，地域住民か

ら苦情が出始めている.例えば茨城県において，つ

くば市議会では土挨対策について議論され(平成 14

年 12月定例議会)，また東海村議会においてサツ

マイモ(乾燥いも用)収穫あとの土挨対策など(平

成 15年 3月定例議会) ，問題が深刻化している.

多くの畑作農家では夏作物あるいは秋冬野菜の収

穫後，雑草の繁茂を防ぐために，数回にわたるロー

タリ耕転を実施しているのが現状である.このこと

により ，冬から春にかけて圃場での植生はなくなり，

土壌の乾燥を早め，強風によって土が舞い上がると

いう現象をもたらしている(図 2) . 

関東地方で深刻な土壌風食をもたらす気象的な

条件として冬春期の季節風の影響がある.とくに，

冬春季 12~3月に吹く 北西寄りの季節風である空っ

風(からつかぜ)は，気象的にはおろし風と呼ばれ

るものであり ，低温で乾燥し，湿度は 40%以下であ

り，風速は1O~ 15 m/s程度であり ，この風の特徴

は昼間に強く，夜間に弱まることが多い(真木

1989) 

図 3に深谷市櫛挽地区での 2007年 2月 17日から

3月 28日における土壌風食調査結果を示した.これ

によれば，観測期間中降雨は Ommあり，土壌の含

水比は 20前後を推移し，きわめて乾燥している状

態で、あった.期間中の最大風速は 21.5 m/sが最大

であったが，5~15 m/sの日が多かった.最大風速
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春季の季節風冬季の凍結・乾燥気候的条件

土壊条件

秋冬耕弓んの効果

|手4間政勝 |秋冬作物

の収穫

耕種的条件

農村の市街化・混住化麦類などの冬作物栽培の減少
高齢化・担い手の不足

社会的条件

土壌風食の発生のメカニズムとその被害
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図4 深谷市における最大風速と風食量との関係

風食量の測定および調査方法は図 3と問ーである(関東

農政局利根川水系土地改良調査事務所 2007). 

風食量300 

250 

:3 200 

盟問
頃 100

著 しく増加することが認められた(図 4).しかし，

2月 28日には最大風速 16.5m/sであり飛散土量は

27 gを示したのに対し，3月 7日には同程度の最大

風速であったが，飛散土量は 6g程度にとどまった.

このため，最大風速のみでなく，風の吹く方向や時

間などの要因も大きく影響しているものと考える.

また，畑土壌のデフレーションにより生じる飛散

土は，地表面を転がりながら風下に移動する移転土，

地表面の跳ねながら移転するジャンプ土，および風

に浮遊する飛土などに分けられる (Jamesand 

Croissant 1994) .図 5に土壌採取器の高さ別の採

取量を示したが，これによれば地表面上を移動する

移転土がもっとも多く ，次いで、ジャンプ土であり，

九令 ι令 ~~ 
n，~"J♂v J:v 

図3 深谷市における日;最大風速，
土壌含水比および土嬢風食量

土壊風食量は，畑地図場に高さ ocmに間口 10X50cmで

毎日採取し，飛散土量を計測した(関東農政局利根川水系

土地改良調査事務所 2007)

日付

50 

O 
A令 、令令

折、 ポ? イネV

が最も大きかった 3月 12日では飛散土の量も 256

g/日と最も大きかった.最大風速と飛散土量の相聞

が認められ，最大風速が 15m/s以上で飛散土量が
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表 l 深谷市における飛散土壌と
畑土壌の土壌養分の差異

比率$

177 

単位 飛散土畑土

ECμS  310.0 175.0 

pH 7.2 7.0 

石灰 mg/l00g 170.0 118.0 144 

苦土 mg/lOOg. 33.0 32.0 103 

カリ mg/l00g 112.0 81.0 138 

可給態リン酸 mg/l00g 55.6 14.4 386 

硝酸態窒素 mg/l00g 15.7 8.6 183 

注)比率は，畑土壌の養分量に対する飛散土の養分
量の百分率で表した.

• 2月17日
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土は道路や生垣などに堆積し，道路維持管理業務の

一環と してトラックに積み込まれ，廃土される(深

谷市での聞き取りによる) • 

飛散土と畑土との土壌成分の比較については，青

森県八戸市において軽部(1988)によって行われた

が，そこでは畑土の有機物含有量が 8.3%に対して，

飛散土で 2.4%と低くなることを報告している.調

査土壌は，火山灰土壌であるが粗砂の割合が 34.2%

と高く，これら土壌粒子が風食の被害にあいやすい

ことを報告している.このため，同じ火山灰土壌に

おいても必ずしも肥沃な土壌が風食にあいやすい

とは限らないが，作物生産にとって貴重な作土の喪

失は農業生産の持続を考えた上で深刻である.

圃場からの高さ

図 5 深谷市における採取高さ別の風食量

風食量の測定は，高さ 0，20および 50cmに飛土採取器を
設置して求めた(関東農政局利根川水系土地改良調査事務
所 2007)

土壌風食防止の方法

土壌風食に対して現行として行われている対策

としては，①防風施設による防止方法(防風ネッ ト

4. 

飛土は最も少なくなった.土壌風食の被害にあう圃

場は「すり鉢」状を呈するといわれる.これは移転

土が圃場の周辺の畔などに堆積し，圃場の均平度を

下げていることが推測される(写真 4) .また，移

転士に比べて量的には少ないが，地域住民にとって

はきわめて深刻な被害をもたらす.

ところで，飛散土と畑土の主な土壌養分を比較す

ると表 lのとおりである.これによれば，飛散土の

ほうが，石灰，カリ，リン酸および窒素分が畑土よ

りも高く，豊富な養分を保持しており，飛散土は，

畑土の中でも土壌養分が著しく高いが，それが圃場

外へ持ち出されている.圃場外に持ち出された飛散

写真4 土壌飛散による土が道路上に堆積し，畑が「すりばち」状に変形(写真左)， r土がなくなってしまって
は，後継者がいても経営がなりたたない」とマメ科緑肥作物の導入を計画する農家，普及員および市役所職員(写
真右) (埼玉県深谷市)
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の利用など)，②散水，潜水して土壌に湿り気を与

えて防止する方法(スプリンクラ一利用など)，③ 

土壌を固める方法(踏圧)，④客土による土壌の交

換する方法，⑤被覆法として地表面を作物，牧草，

わらで被覆したり，前作物の刈り株を残しておく方

法，⑥溝を掘って飛土，飛砂を留める方法，⑦直角

畦立法などの方法があげられる.

防風施設と直角畦立法などは，風向に対して垂直

なときに効果を最大に発揮し，平行のときはほとん

ど効果を示さないという問題点を抱えている.また，

防風ネットなどの防風施設による対策は多くの地

域で行われており，これらを圃場に設置することに

より被害を減少させる効果は認められる.しかし，

防風施設によって逆に風速を弱めすぎるとその分

堆積土も多くなり，風下側に小さな作物などへ思わ

ぬ埋没被害を招く恐れがある.このため，防風垣周

辺に飛散土壌が堆積し，畑に段がで

きてしまうために防風垣を取り除

いてしまう農家もある(国分 1959).

2，000 

官1.600
ミミ1，200 

g800 

説 400

。

ロップの利用が効果的である.

とくに，ライムギやへアリーベッチのようなカ

ノ〈ークロップは播種後の生育が早いため，早期に土

壌表面を被覆することで，土壌水食 (watererosion) 

や風食 (winderosion)を抑制することから，土壌

保全効果には古くから高い関心が払われている

(James and Croissant 1994) .そこで、はカパークロッ

プの地上部や根の働きによって風から土壌を直接

保護することと，土壌水の保水性を向上させて風食

を防ぐことが指摘されている(鈴木・小松崎 2006). 

5. 力パークロップによる

土壌 風 食 の 抑 制

冬期間に栽培されるカパークロップの利用は，土

壌風食を防止する機能が高いそこでは，植生自体

が風速を弱め，植生が土壌水分を保持していること

①~④の対策によって飛散土が

住宅地などへの侵入を防ぐことが

できるが，初期投資を要し，圃場に

設置するために維持管理のわずら

わしさなどがあり，その導入は一部

の農家に留まっているのが現状で

10月中旬 11月中旬 12月中旬 10月中旬 11月中旬 12月中旬

ある.また，これらの対策は圃場表

面の圃場周辺への移動に対しては

効果が少なく，防風施設による土壌

風食防止には土壌の生産力の減少

を抑制する作用のないことが指摘

されている(国分 1959) . 30 r 

? 25 ト • 
)E u 20 ト・
状J

• 

ライムギ エンバク

• 10月中旬 .. 12月中旬

ロ 11月中旬 司ー 無処理区

ライムギ

ロ

ロ

エンバク

• 
これらに対し，⑤~⑦は耕種的な

防止策であり農家の導入コスト削

減し，現実的な対応策として考えら

れる.とくに，植生を利用すること

は，関東地方での畑作の多くが冬作

麦類と結合していたこともあり，伝

統的に農家によって行われていた

作付体系を通じた対策である.しか

し，麦類に価格が低迷していること

や，多様な作付体系への適応の視点

からは麦作の復活が難しい現状で

は，収穫を目的としないカパーク

s ii: ゐ 10 企4‘ .. 
阻 . 
要 511 f.. 。

。 5 10 0 5 

風速(m/s) 風速(m/s)

図 6 カパークロップの種類と播種時期が乾物重と風速分布に及ぼす影響

風速分布は圃場に風洞を設置して.2006年 2月 10日に簡易風洞を用いて調査した
(鈴木 ・小松崎 2006)。

10 



ある.図 7からライムギの地表面修正量は 4.9cm 

であり ，エンバクでは 0.64cmである.この地表面

修正量は植物の茂り具合を表し，カパークロップが

よく茂っていれば大きく，まばらだと小さくなる.

このためカバークロップの乾物重などの生育量は，

風速を抑制するのに大きく影響を及ぼす.

カパークロップの乾物重と裸地との相対風速と

の関係を図 8に示した これによれば，ライムギお

よびエンバクともに乾物重の増加に伴い急激に風

速を抑制することが認められた.また，ライムギお

よびエンバクともに乾物重が 50~ 100 g/m2で相対

風速は著しく減少した.相関係数はライムギおよび

エンバクで 0.81および 0.85と高く，カパークロッ

プの乾物重と相対風速とは有意な相関性が認めら

れた.風速の抑風効果にはカパークロップの草丈が

重要な因子となることが予測されるが，カパーク

ロップの利用による風速抑制には，草丈よりも乾物

重で有意な相関関係が認められた.これはカパーク

ロップの被覆能力が土壌風食防止に影響が大きく

作用するためである.
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などの影響が指摘されている (Holy1983) .図 6

に裸地，ライムギおよびエンバク圃場での風洞を用

いた風速分布とそれぞれのカパークロップの乾物

重を示した.裸地では地表面高さ 1cmにおいても

風速を 8m ほどを示しているのに対し，ライムギ

区では同じ高さでの風速は 1m/s程度と抑制してい

る.この風速分布図の高さを片対数目盛で表すと図

7のように直線で近似できる.

一般に平坦な裸地上の鉛直方向の風速分布は大

気の状態によって異なり ，中立状態のときは対数則

に従うこと，また，観測値を下方に外挿して風速が

ゼロになるときの高さ(これを粗度長と呼ぶ)は場

所により 一定であることが知られている(真木

1989).その場合，任意高さの風速は次に示す Prandtl

式によって表わされる.

小松崎・農耕地における土壌風食の実態とカパークロップ利用によるその抑制

U=5.756U*log(Z/ZO) 

(U:地面上 zの高さにおける平均風速， U* : 

摩擦速度であり 地表面の凹凸による風の抵抗に関

する数値， Z 地表面からの高さ，ZO:粗度長)

プの種類の選択

土壌風食を効果的に抑制するためには，カパーク

ロップの種類の選択はきわめて重要である.イネ科

のカパークロップとしては，ライムギ，エンバク，

コムギ，イタリアンライグラスなどがあり，これら

は乾物生産量が多いのが特徴である.ライムギは同

じ栽培期間においてクリムソンクローパより 75%，

ツ口6 力 パ ー ク
ここで，図 7のごとく裸地においては風速がある

高さでom/sになるが，この高さは地表面の粗さを

示すものである. これに対し，地表面がカパーク

ロップなどの植生などによって被覆されている場

合には風速の分布が変化するため，高さに関する空

気力学的長さ d(地表面修正量)を導入する必要が
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図8 カバークロ ップの乾物重と相対風速との関係

乾物重は対数目盛で示した 林および柿*は，ピアソン積率

相関係数による有意性検定行った結果，それぞれ Pく0.01
および Pく0.001で有意であることを示す
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裸地およびカパークロップ園場
での風速分布の差異

国場に簡易風洞を設置して風速分布を求め，縦軸は対数目

盛で表した
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に対し，播種時期が遅れるに従って播種量を増加さ

せる必要がある.

土嬢風食防止としては規格外などのコムギを利

用することが多い(牛久市での聞き取りによる) . 

規格外のコムギは 30kgで 660円程度であるため，

低価格でカパークロップ種子が導入できるメリッ

トがある.コムギは，ライムギに比べて耐寒性に弱

いがエンバク よりは強く，農家にとっても栽培に周11

染みがあり ，導入が容易である

規格外コムギ，屑オオムギおよびライムギについ

て常温および低温での発芽率試験を行った結果を

図 10に示した.これをみるとライムギおよび規格

外のコムギでは 20
0Cの高温条件および 10

0Cの低温

条件で高い発芽勢を示し，発芽率も高かった.また，

ライムギでは 10
0

Cの低温条件で規格外のコムギよ

り発芽までにかかる日数が少ないことが認められ

た.くず麦であるオオムギでは 20
0Cの高温条件およ

び 10"(;の低温条件ともに発芽勢，発芽率ともに低

かった.このことから， 11月下旬以降の播種時期で

あれば，耐寒性の強いライムギを用いるか，コムギ

であれば播種量を増加させるなどの対策が必要で

牛久市で配布した規格外コムギ，屑オオムギ
および市販のライムギ種子の発芽率
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0C 
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0
C 
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へア リーベッチより 250%多く乾物重を確保するた

め(事 2003) ，風食防止能力はきわめて高い.ま

た，遅播きに対応できるために作付体系が組みやす

い.これに対し，マメ科カパークロ ップの利用は生

物的窒素固定により後作に供給する窒素量が多く ，

C/N比が低いためにカパークロップの吸収窒素を

後作ですばやく利用できる特徴がある.しかし，遅

播きをすると著しく乾物収量が劣るために作付体

系に組み込むには制限がある.

図9にライムギ，エンバクおよびへアリーベッチ

などのカパークロップの種類，播穏時期および播種

密度が冬季における乾物量に及ぼす影響を示した.

これをみると，ライムギとエンバクでは乾物重に大

きな差はなく同等であった.ライムギ，エンバクに

比べへア リーベッチで乾物重は小さかった.播種時

期では， 11月播種では 10月播種で得られる乾物重

の 1/10へ大幅に減少していた.また，播種時期と

カパークロ ップ種での交互作用が認められた.播種

密度では 10月に播種したすべてのカパークロップ

種で差異は認められなかった.しかし， 11月播種で

は，密度が疎で、は乾物重が小さく差異が認められた.

また，播種時期に関わらず密と標準で変わらない乾

物重を示した.このことから， 10月播種では生育量

が旺盛のために疎植でも十分な植生を確保するの

• 
10月播種

11月矯種

密標準疎
L一一一-y一一..-J

へアリーベッチ

図9 カバークロップの種類，播種時期および
播種省、度が地上部乾物重に及ぼす影響

試験は茨城大学農学部附属フィー/レドサイエンス教育研究セ
ンターにて実施した カパークロップは， 10月 13日および 11
月 14日に矯種し，播種量ほ，ライムギおよびエンバクで lOa
当たりそれぞれ，密 15 kg，標準 10 kg，および疎 5 kgと
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オオムギが農家圃場で使用された.調査項目とし

て農家ごとの作業体系などの聞き取り調査，カ

ノ〈ークロップの生育を 1月， 2月および 3月に行

い抑風効果の推定を行った 抑風効果の推定は，

図8による回帰直線から草姿が同ーのエンバクに

当てはめて求めた.

カパークロップ導入農家の作付体系およびカ

ノくークロップによる抑風効果の推定を表2に示し

た.また，カパークロップの各農家圃場における

乾物重を図 11に示した これをみると，主作物

として落花生，サツマイモおよびダイ土ヨンが作付

けされた圃場，また休閑地として裸地で管理され

ている園場が多く認められた.また，主作物の収

穫は主作物ごと，農家ごとで異なっていた.カ

パークロップの播種は収穫後に行うため収穫が

早期に終わる農家であれば 10月， 11月上旬に播

種が可能で、あった.しかし，収穫が 11月下旬ま

でかかってしまう農家ではカパークロップの播

種もやはり 11月下旬以降となってしまった.そ

のため，主作物ごと農家ごとに播種時期が 10月

下旬から 11月下旬と違いが認められた.

カバークロップの生育は播種時期が早期である

多くの圃場で大きな生育が認められたが，早期に播

種をしているにも関わらず生育が小さい圃場も認

められた.オオムギを播種している圃場でのカパー

クロップの生育は著しく不良で、あった. 3月におけ

るカパークロップの生育調査では春作の準備のた

め耕転を行っている圃場が確認された.

しかし，そのほかの圃場におけるカパー

クロップでは大きな生育が認められ，乾

物重の増加も著しく認められた.

その結果月 ，2月の調査の時点で

10月下旬と播種時期の早かったところ

では風速を抑制していることが示され

た.3月の調査では，生育が著しくなり

草丈および乾物重ともに大きく増加し

た.そのため， 3月の調査では 1月 2月

の調査時より抑風効果は大きく増加し

ていると推定された.しかし， 1月 2月

で生育が著しく不良であった圃場では

3月においての生育も良くはなく抑風

効果も小さいものとなった.また，耕転

が行われカパークロップを鋤き込んで

1089 小松崎:農耕地における土壌風食の実態とカパークロップ利用によるその抑制

牛久市におけるカバークロップ導入園場の
概要と抑風率の試算

カバー 抑風率%
クロップ (推定)

作物名 収穫時期 播種時期 l月 3月

A1 サツマイモ 7月中旬 10月下旬 69 

A2 ラッカセイ 9月下旬 10月下旬 79 

C1 サツマイモ 7月下旬 10月下旬 。
C2 サツマイモ 9月下旬 10月下旬 75 

D ラッカセイ 10月下旬 10月下旬 50 

H1 ラッカセイ 10月上旬 10月下旬 1 

12 裸地 10月下旬 69 

Jl 裸地 10月下旬 74 

C3 サツマイモ 10月下旬 11月上旬 59 

H2 ダイコン 10月下旬 11月上旬 69 

I ラッカセイ 10月下旬 11月上旬 。
J2 裸地 11月上旬 64 

B ラッカセイ 9月中旬 11月中旬 79 

E ラッカセイ 11月中旬 11月下旬 。
F1 キビ・アワ 8月上旬 11月下旬 53 88 

F2 裸地 11月下旬 o 88 

H3 ダイコン 11月下旬 11月下旬 61 28 

注)抑風率は，図11のカパークロップ乾物重から図7の抑風率との
関係式から試算した.

ある.
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表 2

試験
圃場名

農 家での導入事例と今後の課題

2005年度に茨城県牛久市において，土壌風食防止

を目的としてカパークロップ導入を試みる 10農家

18圃場で、調査を行った.今回カパークロップとして

規格外，くず麦と評価され出荷されなかったコムギ，

7. 
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図11 牛久市におけるカバークロップの圃場別および
採取時期別の乾物重.闘場名の表記は表に準じた.
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しまっている園場が認められ，地表面に植生がまっ

たくなくなってしまったため抑風効果の推定を行

うことができなかった.

8.力パークロップ利用の多面的効果

国分(1959)は，土壌風食の被害について農家が

「宿命であると思いあきらめるJのではなく，土づ

くりを通じて土壌風食を防ぐことの重要性を述べ

ている.今後，世界的な食糧 ・エネルギー需要の増

大に伴う土壌の生産能力への負担増加，地球温暖化

による土壊炭素の減少など土壌劣化の課題は，人類

の持続可能性を考えていくうえできわめて重要な

課題である (Komatsuzakiand Ohta 2007) . 

その中で，カパークロップの利用は，圃場面被覆

利用による雑草防除効果，緑肥としての肥料的効果，

残留窒素の吸収による窒素サイクルの改善，有機物

供給による土壌の肥沃度向上，土壌線虫の被害の抑

制，土壌動物の多様性保全，景観形成など土壌風食

防止に加えてきわめて多面的な効果がある

(Magdoff 1998，小松崎 2004，Komatsuzaki 2008) . 

また，カパークロップの利用は土壌中の炭素貯留量

を増加させることから，温室効果ガスの吸収源とし

ての機能も今後注目される可能性がある(小松崎

2008) . 

牛久市の農家の聞き取り調査によれば，最近の 30

年間に土壌風食によって20cm程度圏揚が下がった

ところがあるという.地域において，カパークロッ

プを導入することで，地域の風食による土壌保全の

対策とすると同時に，土壌の肥沃度向上や窒素循環

の改善，土壌炭素貯留の増加，および景観形成など

農家と地域の住民にとってもよりよい「土づくり J

技術のーっとして利用が広がることが期待される.

おわ りに

土壌風食は古くて新しい問題である.どうやって

風食を防止するか?などの対策の研究はある意味

で済んでいる.しかし，それが現実に実現できてい

ないところに大きな農学上の課題があると考える.

農業の高齢化や担い手の不足，農産物の国際競争の

激化など社会的な背景があることは言を待たない.

一方で，地域における農業は地域と結びつきを強め

ることで安全・安心の食を供給すると同時に人間生

活にとって不可欠な“みどりの空間"を提供するも

のである.土壌風食を回避し地域のみどりの空間

として健全な農地を育む地域づくりが，今，求めら

れている.
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