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緑肥利用と農作業体系

小松崎 将一*

〔キーワード)緑肥，プラウ耕，ロータリー耕，

不耕起， reseeding 

1 .はじめに

わが国の畑作の多くは冬作の麦類と結合してお

り，地力維持に不可欠な有機物を確保するのと同時

に，冬期間の太陽エネルギーの利用率からみても総

合生産力の高いもので、あった.しかしながら，麦価

の低迷によりこれらの体系が姿を消して久しい.こ

れらの農耕地で、の作付体系の崩壊は，主要作物の連

作を招き，土壌養分供給バランスの欠如，土壌有機

物の減少や風食などにより畑作生産の持続性は失

われつつある.

この中で，循環型社会構築に向けた国民的議論が

進められ，環境保全型農業の実現には多くの注目が

集まっている.とくに， 1999年 7月に施行された『食

料・農業・農村基本法』の第 32条には， I自然循環

機能の維持増進」が掲げられ，その関連法案として

『持続性の高い農業生産方式の促進に関する法律

(持続農業法)Jlが成立し，各都道府県において環

境保全的な農業技術の導入が政策として進められ，

「土づくり J I化学肥料の削減」および「農薬の削

減」を満たす個別の農業技術の導入が進んでいる.

その中で「土づくり」および「化学肥料の削減」対策

技術として，緑肥の利用が位置づけられている.環

境保全型農業技術の土づくりが堆肥の施用に集中

されている中で，緑肥の利用は作付体系および農作

業体系全体からの改善であり，地域環境の保全と農

業生産性の維持向上との調和という視点からは，堆

肥施用では得られないさまざまな特徴を有してい

る.また，不耕起栽培などの省力的・土壌保全的農

作業技術が注目されてくるにつれて，緑肥を利用し

た農作業体系についても従来の耕うんによる緑肥

残溢のすき込み体系に加えて，不耕起栽培による圃

場表面の植生マノレチ利用などさまざまな観点、から
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検討されている.本稿では，緑肥を取り入れた農作

業体系について，主として耕うん体系と緑肥の組み

合わせによる作業体系や耕地生態系へ及ぼす影響

評価について詳述する.

2. 緑肥を活用した作付体系

緑肥作物は，夏作の 2~3 カ月の短い聞に組み込

むものや，冬作の休閑期間中に栽培するものなどが

あり，主作物と主作物の聞に組み込むことが可能で

ある.冬作緑肥の導入にあたっては，緑肥の期待さ

れる効果に応じてその種類の選択はきわめて重要

である.イネ科の緑肥としては，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.たとえば

ライムギは同じ栽培期間においてクリムソンク

ローパーより 75%，へアリーベッチより 250%多く

乾物重を確保するため，有機物供給能力や風食防止

能力はきわめて高い(享 2003) .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，マメ科緑肥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比が低いために緑肥

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などの

欠点がある.

小松崎 (2008a) は，冬作緑肥を導入する作付体

系について茨城県牛久市の事例について調査して

いる.それらの作付体系をみると，主作物として

ラッカセイ，サツマイモおよびダイコンが作付けさ

れた圃場，あるいは休閑地として裸地で管理されて

いる圃場では冬作緑肥の播種は 10月， 11月上旬に

播種が可能であるが，秋ダイコン後作など収穫が 11

月下旬までかかつてしまう圃場では緑肥の播種も

11月下旬以降となり，緑肥の生育が十分に確保でき

ないことを指摘している.このため，冬作緑肥の導

入にあたっては播種時期を十分に考慮する必要が
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ある.また， 12月下旬播種の場合でもライムギおよ

びライコムギにおいては翌春に一定量の生育を確

保することが認められており，これらの緑肥の利用

は多くの畑作物作業体系と結合できる可能性があ

る(小松崎 2009) . 

また，緑肥の利用は有機栽培の場面でも有効に活

用され，とくに，水田や果樹園などでの緑肥利用が

普及している.また，有機質の投入量の多い有機野

菜の生産の場面においては，闘場の残留窒素のコン

トロール手法として，緑肥利用は注目に値する.小

松崎ら (2004a) は，有機栽培ジャガイモ生産にお

いて夏作の緑肥としてヒエを利用することで有機

栽培圃場からの残留窒素を回収できることを報告

している.さらに，その後不耕起でブロコツリー苗

を移植したときのブロツコリーの収量および品質

をみると，ヒエマルチの利用において，収量は慣行

栽培と同等であるが，硝酸値が低くビタミン Cが高

い有機野菜の生産の可能性が示唆されている(小松

崎・村中 2005) . 

3. 緑肥の播 種作 業

緑肥の播種は，手まき又は肥料散粒機でばらまき

が行われている.ソルゴーやエンバクなど比較的種

子の大きなものは，軽くロータリをかけて覆土をす

るとよく，ギニアグラスなどの小さな種子のものは，

ローラーで鎮圧すると発芽が良くなる.緑肥の大き

な効果のひとつである雑草抑制のためには，ムラな

く一斉に生え揃え，地表面を覆うことが大切である.

しかしながら，緑肥の播種にあたってはできるだけ

省力化する必要があり，趨ら (2009)は緑肥播種作

業体系についてブロードキャスターによる播種体

系と不耕起播種体系について検討し，不耕起播種機

の利用によって緑肥播種の作業時聞を 80%削減す

ることができることを報告している.

また，播種時期や播種量も縁肥の生育に大きく影

響を及ぼす.小松崎・鈴木 (2009)はライムギ，エ

ンバクおよびへアリーベッチなどの緑肥の種類，播

種時期および播種密度が春季における乾物量に及

ぼす影響について検討している.そこでは播種時期

が同一であれば，ライムギとエンバクでは乾物重に

大きな差はないが，へアリーベッチではこれらに比

べて乾物重は小さくなる.播種時期も緑肥の乾物重

確保に大きな影響を及ぼし，播種時期が遅れるに従

い春季の乾物重は減少する.たとえば，エンバクの

11月播種では 10月播種で得られる乾物重の 1/10

へ大幅に減少する.また，播種密度も緑肥の乾物重

増加に及ぼす影響が大きく，ライムギの 10月およ

び 11月播種では生育量が旺盛のために疎植(播種

量を慣行の半分)でも十分な植生を確保するのに対

し， 12月播種では播種量を慣行量の1.5倍程度にす

ることで， 11月播種に相当する乾物重を春季に確保

することが可能で、ある.このため，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.

4. 緑肥残漬の処理方法

緑肥作後の夏作物栽培のための耕うん法につい

て，不耕起で播種する場合 (Wagger1989， Triplett 

ら 1996，Myers and Wagger 1991， Ranells and Wagger 

1992， Araki and Ito 1998) ，プラウですき込む場

合(西崎 1995，Woodら 1991) ，およびロータリ

表 1 冬作緑肥の利用と耕うん体系が農耕地生態系に及ぼす影響の概要

耕うん体系緑肥の種類
有機物土壌生物相 窒素 残留窒素吸収 炭素 N20 

供給 の改善 供給 (溶脱防止) 貯留排出抑制

裸地 × × × × × 。
プラウ耕 ライムギ 。 ム ム 。 どL O 

へアリーベッチ O ム 。 ム × A 

裸地 × × × × × 。
ロータリ幸井 ライムギ 。 ム ム 。 O O 

へアリーベッチ O ム 。 ム ム ム
裸地 × O × A ム ム

不耕起 iライムギ 。 。 ム 。 。 × 

へアリーベッチ O 。 。 ム 。 × 

注)1) Komatsuzaki (2008)およびKomatsuzakiら(2009)より作成した.

2)@;効果あり， 0:やや効果あり，ム，ほとんど効果なし， X;効果なしを示す.
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耕による場合などがある(安江 1993，後藤 1995，

事ら 2002) .これらの処理方法によって，緑肥残

澄の土壌中の埋設あるいは還元位置が異なるため，

緑肥還元後の播種作業の精度は耕うん方法によっ

て大きく影響を受ける.また，緑肥残波の処理と耕

うん方法は耕地生態系に多面的な影響を及ぼす.緑

肥の種類および残澄の処理方法が耕地生態系に及

ぼす土壌物理性，有機物供給，窒素循環，炭素貯留

およびN20排出との関係の概略を表 1に示した.以

下，耕うんによる結肥処理方法別の特徴と問題点に

ついて概説する.

(1)プラウ耕によるすき込み作業

緑肥の処理方法としてブラワによる反転すき込

み作業は能率が高い方法であり，有機物の分解促進

に伴う後作物生育促進効果も認められる.小松崎

(2008b) は，水田裏作に作付したイタリアンライ

グラス(ハナミワセ)での水田プラウとロータリー

耕によるすき込み方法の違いが水稲の収量に及ぼ

す影響を検討したが，この圃場での水稲(コシヒカ

リ)の生育をみると，すき込み方法の違いは，イネ

生育に及ぼす影響は田植え当初から認められ，プラ

ウ耕でロータリ耕よりも生育が優れていた.収穫期

ではプラウ耕で l株あたり穂、数を多く確保し， 1株

あたりの粒数も多くなり，水田プラウの利用により，

ロータリ耕よりも 8%増収を示した(表 2) .緑肥

などの新鮮有機物のすき込みによる水稲への生育

阻害については，水田土壌中で有機酸類の生成など，

緑肥由来窒素の生育後半での増加による倒伏の問

題などが指摘されている(小松崎ら 2004b).水田

プラウによる水田裏作緑肥残澄のすき込みは，残溢

分解に伴うさまざまな障害が水稲に及ぼす影響を

回避できるものと考える.

プラウ耕は緑肥のすき込み後も均一な闘場表面

を確保することから後作物の播種精度が向上する

ことで，短期的には収量が増加する場合が多い.し

かし，長期的にみるとプラウ耕による耕うん作業は

耕うん法

プラウ耕
ロータリー耕

表 2 ハナミワセすき込み水田での
耕うん方法と水稲の収量

穂数 粒数 登熟歩合千粒重
(本/株) (粒/株) (%) (g) 

23.1 1，783 78.8 23.1 

19.4 1，711 78.4 23.0 
小松崎(2008b)から作成.

収量
(kg/10a) 

601.3 

555.0 

土壌有機物の分解を促し，地力が低下しやすいため，

縁肥との組合せはきわめて重要で、ある.関東地域で

畑作においてプラウ耕を連用した場合，冬作が裸地

であると土壌炭素は減少傾向をしめすが，緑肥をす

き込むことで土壌炭素量が維持されることが認め

られる(表 l参照).また，一般に縁肥のすき込み

により NzU排出は増加する傾向を示すが，プラウ耕

を用いる場合は，圃場からの N20排出は抑制される.

(2)ロ ー タ リ 耕 に よ る す き 込 み 作 業

ロータリ耕によるすき込みは農家において一般

的に行われているが，結肥がロータリーにからまる

といったトラブルがある.そのためロータリによる

緑肥のすき込みにあっては，緑肥の C/N比や繊維

成分量について考慮する必要がある.たとえば，初

夏に播種したソノレゴーの成分は栽培期聞が長いほ

ど収量は増えるが，播種後 60目前後で窒素吸収量

が最大になるとともに，ここを境に C/N比(炭素

率)が急に高くなり，繊維分が増えていくが，繊維

分が多くなると，ロータリにからまるなどすき込み

にくくなるとともに，分解しにくくなって後作に窒

素飢餓などの悪影響が出るおそれがある.これらを

防ぐには，緑肥残澄をフレーノレモアで細断したのち

にロータリをかける方法やトラクタで押し倒して

から，反対側の穂の側からロータリをかけていく方

法などが有効である.

事ら (2002)は，緑肥すき込みのためのロータリ

耕うん作業方法について検討し，ロータリ耕うん作

業前に，緑肥でハンマーナイフモワーで刈り取るこ

とでロータリ軸に緑肥残澄が著しく減じることを

報告している.また，ロータリ耕うんの耕うんピッ

チ(ロータリ刃が l回転する際にトラクタが進行す

る距離)を小さくすることで緑肥残澄の埋没率を増

加させることを指摘している.図 1aに，へアリー

ベッチの刈り取りの有無とロータリ軸への巻きっ

き量を示したが，プレーノレモアによる刈り取りによ

りロータリ軸への縁肥の巻きっき量は1/8から

1/30に減少させることができる.また，耕うん

ピッチを小さくすることでロータリ軸への巻き

っき量を削減し，かっ下層土への緑肥残溢のすき

込み量を増加させることができる(図 1b) . 

しかしながら，ライムギなど有機物量が多い場

合にはロータリ耕でのすき込み作業は，フレール

モアによる刈り取りを行ってもロータリ軸への



改善による長期的な増収効果が期待できるが，農業

経営上のメリットの多くは生産性の改善にある.

不耕起栽培での標準的な作業体系をみると，前作

収穫後，耕うん作業を省略し，後作物の播種を直ち

に行うものである.慣行栽培では，プラウ耕やドラ

イブハローなどの耕うん・整地作業にデントコーン

作の全作業時間の 31.9%を要しており，不耕起栽培

はそれらの労力を削減することが可能である.しか

し，不耕起栽培では前作収穫から後作物の播種まで

に期間があり，その聞の雑草繁茂が危倶される場合

は，播種前に茎葉処理除草剤の散布などが必要にな

る.このような削減できる作業と新たに追加される

作業をみても，不耕起栽培は慣行栽培と比べて，全

作業時間で 27.7%の削減が可能である(春原ら

1985) .最近の不耕起播種機では，播種・施肥・除

草剤散布を同時に行うものもあり，不耕起栽培によ

り圃場での作業工程は著しく削減される可能性が

ある.

耕うん作業は，作物生産に直接投入するエネノレ

ギーの 44%を占めている.これらを省略する不耕起

栽培は，化石エネルギーの投入量を著しく削減でき

る.不耕起栽培には茎葉除草剤散布など新たなエネ

ルギー投入が必要で、あるが，これらを相殺しでも

26%のエネルギー削減が可能で、ある(坂井ら 1987). 

また，耕うん作業は，作物生産において人的に排出

する CO2量の 25.8%を占めている.不耕起栽培に

よって，人的に排出される CO2量を 49.4%削減で

きることも指摘されている(坂井ら 1994) . 

しかしながら，不耕起栽培における作物栽培上の

問題としては，①多年生雑草の進入による雑草の繁

茂，②窒素などの利用率の低下，などが指摘されて

いる.これらの問題解決に，不耕起栽培と緑肥を組

み合わせることで一定の効果をあげることが期待

される.不耕起栽培での雑草防除対策には細心の注

意が必要であるが，このような雑草防除対策として

緑肥と不耕起栽培を組み合わせることで，緑肥のも

つアレロパシー作用(雑草抑制物質の放出)とマノレ

チングの効果により多年生雑草を抑制できること

が注目される(藤井 2000，Fiskら 2001，堀元ら

2002) .また，マメ科緑肥を利用することで不耕起

栽培においても施肥量削減が可能になるなど

(Sainju and Shingh 2001) ，不耕起栽培のもつ問

題点改善につながる技術開発も行われている.さら

(20 1 0年)
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図 1 へアリーベッチ国場でのフレールモアによ
る刈り取りの有無がロータリ耕うん作業時のロー
タリ軸への巻きっき量 (A)およびへアリーベッチ
残法が 5cm以下の土層に移行した割合 (B)

事ら (2002)から引用改変.
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巻きっき量が著しく増加するため耕うん作業が不

能になるため，深耕ロータリやプラウ耕によるすき

込み作業を適用する必要がある.

ロータリ耕がもたらす耕地への影響をみると，か

く乱により土壌生物が減少することが認められ，と

くに1O~15cm までの土壌動物バイオマスは不耕起

栽培に比べて 1/10程度となることが指摘される(表

l参照， Komatsuzaki 2008) . 

(3)不耕起栽培での緑肥の利用

不耕起栽培は，土壌保全や土壌生態系の形成など

耕うん栽培とは異なった根圏環境を形成する.欧米

での長期にわたる耕うん栽培と不耕起栽培との比

較試験をみると，不耕起栽培によって土壌有機物の

酒養が認められ，収量も向上する例が多くみられて

いる.わが国での不耕起栽培での作物収量は耕うん

栽培と比べてみると，当初は同等あるいはやや減を

示すが，その後，暫時増加することが認められてい

る(坂井 1989) .不耕起栽培は，このような土壌
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での縁肥利用体系では，フレールモワーで刈り取り

を行っているが，これらの作業は，エネルギー消費

が多く，改善の必要のある点である.そこで，近年

欧米を中心として，緑肥の成熟期にローラーにより

踏み倒し播種する体系が取り上げられている.結肥

を生きたまま傍j伏させることで，より圃場表面被覆

の効果を持続させることが可能であり，そこでは成

熟期に倒伏させることがポイントであり，この時期

に倒すことで立ち上がりを防ぐことが可能である

(鴎 4) . 

不耕起栽培と株肥を組み合わせた作業体系は，耕

地の生態系サービスを向上させるうえで最も効果

的な方法である(表 1参照).たとえば土壌炭素の

蓄積をみると，ロータリやプラウ耕では土;嬢炭素の

増加は繰肥を組み合わせても微増に留まるが，不耕

起栽培ーと緑肥を組み合わせることで土壌炭素の増

加が認められる (Komatsuzakiら 2009).また，ミ

ミズを中心とする土壌動物のバイオマスが増加す

ることで繰肥残澄由来の主主素の後作への移譲量を

増加させるなど，窒素循環を改善する土壌生態系を

作り上げることができる (Komatsuzaki2008) .不

耕起栽培は，開始後数年間は緑肥導入により NzU

の排出量が増加することが指摘されているが

(Komatsuzaki and Ohta 2006) ，不耕起栽培の継続

により土壌構造が発達することにより NzUの排出

量は不耕起で少なくなることが指摘されているた

め (Ussiriら 2009)，今後，最も注目される農法の

ーっとなるものと考える.

小松崎:緑肥利用と農作業体系

に不耕起栽培においては土壌硬度が上昇し生育阻

害要因となることが指摘されているが，緑肥の利用

により縁肥の根の働きから土壌が膨軟化すること

が認められる(図 2) . 

このような緑肥の機能を組み合わせることで，従

来指摘されてきた不耕起栽培のもついくつかの間

題点は改善される可能性がある.このような不耕起

栽培と縁肥を組合せた栽埼法はアメリカにおいて

一般化しつつあり，続肥残澄中に後作物播種する不

耕起播稜機が開発されている(図 3) .不耕起栽培

3 

j二壊硬度(MPa)

2 

→ーイJ耕起訴!地

4ト不拶|起へアリーベッチ

ー炉不ilj出ライムギ

不耕起栽培での緑肥利用の有無が
土壊硬度に及ぼす影響

ネら (2007)から引用改変.
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関 3 ライムギ被覆条件下での不耕起ダイズ係種 (A・茨城大学農学部鮒属農場)および
ライムギ被援条件下での不耕起綿花係穏 (B・USDASoil Dynamics Lab.) . 
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閣 4 夏作緑JJ巴(ミレット)のアンダーカット作業 (A ノースカロライナ州立大学)
および緑肥ローラーによる踏倒と不緋起嬬穏作業 (B:ロデール研究所)

5. マメ科緑肥の reseeding活 用

多くのマメ科縁肥の利用においては，種子を主作

物に先立つて毎年揺穏する必要があり，種子代を含

めた播種作業に婆するコストと，マメ科紘肥が後作

へ供給する窒素相当分の化学肥料コストとは同等

であり，農作業システムとしてのマメ科縁肥の導入

メリットは高くないのが現状である(小松崎 2004). 

そのため縁肥導入のためのコスト削減策としては，

マメ科緑肥の reseedingを活用することにより 1囲

の播種で数年にわたり夏作物栽培と組み合わせて

植生を維持する方法がある (Komatsuzakiら 1998，

2001) . 

そのため，播種したマメ科縁肥が春に開花・結実

し，自ら土中に穏子を播種する reseeding機能は注

目に値する.すなわち，冬作では縁肥として開場表

商を被覆し土嬢保全と生物的窒素固定を促し，これ

らの開花・結実と陪時に夏作物を播種し，緑肥残液

由来の窒素成分を夏作物に供給することで施肥最

を削減し，麦作物収穫後には泰に土中結実した緑肥

種子の自然発芽を促し植生を再形成させるという

新しい農作業システムが提案されている(図 5) . 

たとえば， reseeding特性の高いサブタレニアンク

ローパーの 1品種である Mt. Barkerは，関東にお

いて秋季から冬季に生育し， 5月までに 1m2あたり

10，000粒の穏子を土中播種すること，さらにそれら

の種子は多くが爽に包含された状態で土壌中に休

眠および硬突し，夏作物栽培中に多くの種子が土中

生存し，トウモロコシ収穫後において土中種子が出

芽し翌春には植生を再形成することで植生維持が

夏作物の栽培

緑胞の土中種子結実
マメ科緑肥の生育による
生物的窒素協定

Reseeding 

くら

緑肥残波供給による
養分供給

緑胞の土中種子‘の出芳三.
植生の再形成

関5 縁肥の reseedingを活用した
新しい農作業システム

可能で、ある.また，土中種子の生存期間が比較的長

いことから夏作物播穏前にロータリ耕うんなどの

機械作業を実施しでも，秋には植生を十分に再形成

することが認められる.このようなサブタレニアン

クローパーの植生システムを上手く利用する最適

な作業体系ではサブタレニアンクローパー

(reseeding)ートウモロコシの輪作体系において 1

田の播種で5年間，植生を維持してきた闘場がある.

また，サブタレニアンクローパーは 100kgN/ha 

の地上部窒素吸収量が認められ，土壌の肥沃度向上

に貢献し，後作のトウモロコシに対して 50kgN/加

の蜜素移譲が認められ，後作での窒素ji制目量削減に

結びっく(閣 6) .これらのマメ科紘肥の reseedi昭

和用は結肥導入のためのコスト削減策として今後
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図6 サブタレニアン・クローパーの後作および前
作なし圃場に，異なる窒素施肥量を施し，飼料用ト
ウモロコシを栽培した時の，トウモロコシの収穫時

の吸収窒素量を示した.
Komatsuzaki (2002) より.

期待される手法である.

6. 緑肥利用と農作業上の問題点

緑肥利用についてはいくつかの問題点が指摘さ

れている.もっとも農家が懸念するのは緑肥導入の

ための種子コストであろう.わが国での緑肥種子の

多くは，米固などに比べてかなり高価で、ある.

Reeves (1994) は，米国における緑肥の種子コスト

について 1haあたりライムギで 2600円，クリムソ

ンクローパーで 5，800 円，へアリーベッチでは

5，500円程度であり，播種に関わる機械作業コスト

を加算しでも 4， 200~7 ， 400 円程度であるとしてい

るが，わが国の場合，筆者の試算によれば， 1haあ

たり種子コストのみで 17 ， 000~33， 500 円となり，

播種作業コストを加算すると 22，700から 38，600円

と増加し，米国よりも高価である.

また，屑コムギなどを緑肥種子として代替利用す

ることで，種子コストを削減している農家事例もあ

る.さらに，前述のごとくマメ科の緑肥を導入した

場合，施肥量を削減することで種子コストを相殺で

きることや (Reeves 1994) ，投入エネルギーの側

面から緑肥利用は投入/算出エネルギー比を改善す

ることなどの報告があるが(肥田ら 2004) ，農作

業システム全体から評価した研究は少ない.緑肥の

もたらす多面的な効果が経営的にその導入のため

のコストを土回るのかどうかは今後，重要な視点と

なるものと考えられる.

また，緑肥残j宣を園場還元した後の播種作業シ

ステムについても問題が多い.縁肥をプラウ耕によ

りすき込むと慣行の播種機利用によって容易に後

作物の出芽を確保でき，またロータリ耕であると，

耕うん前の緑肥の刈倒しとロータリの耕うんピッ

チの調整によって播種床作成が可能である(事ら

2002) .しかしながら，緑肥被覆条件下での不耕起

播種作業については，既往の不耕起播種機では播種

床形成が不完全となることや，リゾクトニア菌など

土壌病害が発生しやすくなるなど後作物生育に障

害が現れる場合が報告されている (Reeves1994) . 

これらの対策として，不耕起播種機の作条部に緑肥

残I査を作条箇所から一定距離を移動させることで

出芽率が向上するという報告もあり (Dabney1996) ， 

今後検討する必要がある.

7 まとめ

緑肥は，生育期間中に土壌表面を被覆することで，

土壌を保全し，養分の溶脱を防ぎ，かっ畑の休閑期

間中を活用して太陽エネルギーを固定し有機物を

耕地へ供給する.また，後作においては残澄由来の

養分を供給し，圃場表面被覆による雑草抑制作用も

認められる.このように緑肥は耕地生態系に多面的

な影響を与えることが大きな特徴であるが，現行の

農作業システムに導入するにはいくつかの間題点

も指摘できる.さらに，緑肥のもつ効果は，それぞ

れの種類に応じて，地域や作付作物との組み合わせ

によってその効果発現は一様で、はなく，個別の問題

点、もあるものと考えられる.

耕地生態系における緑肥の生態的地位 (niche) ど

のように位置づけていくのかとしサ課題は，今後，

耕地の持続的な利用を考えるとき，ますます重要に

なるものと考えられる.
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