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緑 肥 作 物の導入と農耕地におけるリンの再利用

矢野勝也*

〔キーワードJ マメ科植物， リン資源，最少律，

有機酸， hydraulic li合

1 .はじめに

生態系としての耕地は絶えず人間の行為によっ

て撹乱されることで遷移の初期段階を維持してい

る.施肥をはじめ耕うん，濃j既，除草剤・殺菌剤・

殺虫剤などの耕種技術はそれぞれの直接的な役割

とは別に，生態系擾乱のエネルギーとみることもで

きる.過去から現在に至るまで，内容に変遷は認め

られでも，耕地にはさまざまな物質やエネルギーが

投入され続けてきたし，今後もそれは欠かすことが

できないだろう.

耕地で栽培した植物体を収穫せず(系外へ持ち出

さず)にすべてを土壌に還元しでも，炭素以外の元

素収支は系内で大きく変化しないだろう.しかし，

作物は何らかの形で作物体の一部が収穫されるの

で，物質収支はマイナスになるのが通常であり，施

肥が耕地生態系において不可欠な理由もここにあ

る.ただし，マメ科植物のように窒素固定能を有す

る植物を緑肥として土壌に還元することは，窒素の

収支としてはプラスになりうる.緑肥としてのマメ

科植物の価値は，この窒素固定能によるところが大

きい.

繰肥を含め有機肥料は，土壌微生物による分解を

経てはじめて作物に有効となるため，その効果は緩

効的であり不安定でもある.筆者らの経験でも，マ

メ科緑肥を供与したコムギにおける緑肥窒素の寄

与率は約 10%程度であり (Yanoら 1994)，一般的

な化学肥料利用効率の 1/2~ 1/5 程度である.同様

に，マメ科緑肥を供与したトウモロコシにおける緑

肥リンの寄与率はさらに低く，化学肥料の 1/10程

度との報告がある (Nachimuthuら 2009) .これら

の例からも，緑肥からの窒素・リン供給能には速効

性や直接性において限界があるのは明らかで，緑肥

が化学肥料の機能をただちに代替できるとは思え
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ないことをあらかじめお断りしておく.

しかし，ハーパー・ボッシュ法でアンモニアを製

造するには高温・高圧が必要で、，そのためには多大

なエネルギー(化石燃料)を要する.一方，過リン

酸石灰の製造にはそれほどのエネルギーを必要と

しないが，原料としてのリン鉱石の枯渇が問題と

なっている.これらのエネルギー・資源の問題が解

決されない以上，耕地生態系内でのより望ましい物

質循環を模索することは必要である.本稿では，そ

のような限界も意識しながら，緑肥作物の導入とリ

ン循環促進の可能性を考えてみたい.

2. リンに関する最近の動向

耕地においては，窒素のように大気を経由した大

循環がないリンはもっぱら系内の循環に依存する

か肥料のように系外からの投入に依存せざるをえ

ない.世界の耕地の 30%以上でリンが制限因子と位

置づけられ，十分な収量を得るにはリン施肥が不可

欠となっている (Runge-Metzger1995) .もし，施

肥したりンがすべて作物に利用され，それが系外に

持ち出されるならば，系内でのリンの収支に変化は

生じない しかし現在，年間 10.5~15. 5Tgものリ

ンが陸上生態系に集積しており，その大部分は耕地

土壌に蓄積したものである (Bennett ら 2001，

Carpenter 2005) .これは施用したリン肥料の多く

が作物に利用されずに蓄積していることを示す.

その一方で，肥料原料のリン鉱石は今世紀中にも

枯渇することが懸念されており (Runge-Metzger 

1995) ，アメリカは 1996年以降リン鉱石の輸出を

実質的に停止した(越野 2001) • リン資源を海外

からの輸入に頼る日本は，かつての最大の輸入先で

あったアメリカを失い，現在では中国やモロッコ，

ヨルダンなどに依存してきた.しかしこのような

状況下で， 2008年 5月には中国もリン鉱石の輸出関

税を 100%上乗せする事態となり，リン資源の国際

取引価格は 1年間で数倍も高騰した.リン資源の国
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際的な価格高騰については， 2006年 10月に毎日新

聞， 2008年 5月には朝日新聞でもくり返し報道され，

その対応が要請されている.

このような背景の下，リン鉱石以外の材料を資源

化する取り組みが注目されている.たとえば，汚泥

(黒田ら 2005)や鉄鋼スラグ(横山ら 2006)から

のりン回収技術の研究はすでに実用段階に来てお

り，リン鉱石の高騰がさらに続けばコスト面におけ

る課題も克服されるだろう.ただし，日本国内に持

ち込まれたリン (70万tP) のうち，汚泥や鉄鋼ス

ラグ中に保持される量はそれほど多くなく， 80%近

くを占める 53万 tは土壌に蓄積されている(黒田

ら 2005) .すなわち，耕地土壌に蓄積したものが

量的には圧倒的に多く，耕地生態系内での循環が求

められる所以である.現在，農林水産省でもリン投

入量の2割削減を政策目標にしたプロジェクト研究

が展開されている.

3 植物成長制限因子

としてのリン

植物のみならず生物にとってリンは，細胞膜(リ

ン脂質)や遺伝情報源 (DNA.RNA)および化学

エネルギー源 (ATP) として，生命活動を営むのに

不可欠な物質を構成する元素である.その生理的役

割は幅広く，それら以外にも光合成，糖代謝，呼吸，

酵素の活性化・不活性化，還元反応，シグナノレ伝達，

さらには窒素固定にも関与する (Vanceら 2003). 

リン欠乏はこれらの生理面にダメージを与えるだ

けでなく，葉や根の発育など植物が必要とする資源

(光， C02，水，土壌養分)の獲得能を左右する

形態も変化させる (Mollierand Pellerin 1999， Pellerin 

ら 2000，Sekiya and Yano 2008) .植物がリン欠

乏に陥ると，これらの生理・形態の両面で制約を受

けて成長速度が低下する.地球規模で問題となって

いる大気 C02濃度の上昇は，植物の炭素に対する

要求を低下させる一方で，相対的にリンや窒素など

の養分欠乏を加速するとの指摘もある (Stocklinand 

kδmer 1999) . 

リンは，窒素やカリウムとともに肥料三要素とし

て，植物の成長を制御する養分として古くから重視

されてきた.ただし，表 1に示した植物体内の濃度

を見ると，リンはそれほど多量に要求されるわけで

はない.窒素やカリウムよりもー桁少なく，カルシ

表 l 通常に成育した植物体中
に含まれる必須元素の濃度

元素名 元素
記号

乾物当たりの含有率

(μmol g-l)μHコ
水素 H 60，000 60，000 

炭素 C 40，000 450，000 

酸素 O 30，000 450，000 

窒素 N 1，000 15，000 

カリウム K 250 10，000 

カルシウム Ca 125 5，000 

マグネシウム Mg 80 2，000 

リン P 60 2.000 

イオウ S 30 1，000 

塩素 Cl 3 100 

鉄 Fe 2 100 

ホウ素 B 2 20 

マンガン Mn 50 

亜鉛 Zn 0.3 20 

銅 Cu 0.1 6 

モリブ?デン Mo 0.001 0.1 

ニッケル Ni 0.001 0.05 

Epstain (2004)より改変.

ワムやマグネシウムと同等かそれよりも低い値で

ある それにもかかわらず，リンが植物の生産力を

律速するのはなぜだろうか?

そのことを理解するのには，最少律または最少養

分律(lawof the minimum) と呼ばれる概念が便利

である.すなわち，植物の成長量(バイオマス)は

獲得した養分の総量で決まるのではなく，最も不足

した養分によって律速(制限)されるという考え方

である.この概念を直感的に表したのが長短さまざ

まな板でできた樽(要素樽)で，板の高さは植物が

その環境で獲得できた養分の供給量に依存し，そこ

に貯えられる水の量を植物の成長量に見立てたも

のある(図1).樽に貯蔵可能な水の量は，他の板

がどれだけ高くても，最も低い板の高さで決まって

しまう.この要素樽において最も低い板に相当する

ものを制限因子または制限要因(limitingfactor) と

呼ぶ.植物の成長量を増加させるには，制限因子と

なっていない養分を供給してもあまり効果がなく，

その環境において何が制限因子かを特定しそれを

直接改善することの重要性が理解できる.

樽の板の高さは環境からの養分供給量だけで決

まるわけではない.表 lですでにみたように，植物

が要求する濃度は元素によって大きく異なる.した

がって，多量に要求する元素であっても需要を十分



200 農業および園芸第85巻第1号 (20 1 0年)

図 1 最少律と制限因子の概念モデ、ル(要素樽)

左端および中央の樽では，最も低いPの側板の高さ(リン吸

収量)が増えるほど樽の中に貯まる水量も増える.しかし，

右端の樽のように Pの側板の高さが Nを上回ると， Nの側

板の高さ(窒素吸収量)が制限因子となって， Pの側板の高

さを増やしても樽に貯まる水量は増加しない

満たす量が供給されるならば制限因子とはならな

い.逆に，少量だけ要求する元素で、あっても，環境

からの供給量が不足すれば制限因子として植物の

成長量を強く支配する.つまり，需要に対する供給

の相対的なバランスによって，要素樽の個々の板の

高さは規定されている.

リンは耕地のみならず水圏を含む多くの生態系

で植物成長を律速する制限因子と認識されている.

たとえば，湖沼などで問題となる赤潮などの富栄養

化は植物プランクトンが爆発的に増殖するために

起きる現象であるが，その原因となるのはリンや窒

素である.すなわち，これらの元素が植物プランク

トンの成長速度を律速している制限因子であるか

らこそ，その流入が植物プランクトンの増殖を可能

にしている.植物プランクトンを農作物に置き換え

てみると，耕地では施肥によって意識的に富栄養化

を引き起こしているという見方もできる.

窒素ほど多量に要求されないリンが制限因子と

なっている理由は，植物が利用可能な形態のリンが

環境中できわめて希薄にしか存在していないこと

による.そして，それが土壌の性質に強く依存して

いることを次に述べたい.

4. 土壌中 におけるリン

1kgの土壌はおよそ 500mgのリンを含んでいる.

1ha当たりの作土では，およそし OOOkgのリンが存

在する.作物が耕地から持ち出すリンは年間 10~

40kg/ha程度であることをふまえれば，一見十分な

量のリンが土壌には存在しているようにも見える.

しかし，これらのリンの大部分は植物が直接利用で

きないもので，植物が利用可能なリンはきわめてわ

ずかである.

植物が直接吸収する土壌養分は水に溶けたイオ

ンが主要である.窒素，リン，カリウムは土壌溶液

中ではそれぞれ， N03または NH4+，H2P04ーまたは

HP04
2
-， K+のイオンで存在している.土壌中の粘土

粒子の表面は負電荷を帯びており， NH4 +， K+， Ca2+， 

Mg2+などの陽イオンを吸着する能力がある.一方，

N03
一，S042ーなどの陰イオンは吸着されにくいため，

水とともに容易に移動できる.

重要な例外はリン酸イオン(H2P04ーまたは HP04
2
-，

以降は Piとする)であり，土壌に多く含まれる Al，

Fe， Caと速やかに結合してほとんど水に溶けない

難溶性となってしまう.土壌溶液中に遊離した濃度

で比較すると，窒素(100~50， 000μM)やカリウ

ム(100~4， 000μM) と比べてリンの濃度は 1~

50μMときわめて低い(一般的な水耕液であるホー

グランド溶液のリンは 2，000μMと非常に高い濃度

に設定されている).植物の細胞内のリン濃度が 5~

10mM程度であることをふまえると， 1，000倍以上

も濃縮していることになる.

このように，土壌は物理化学的に Piを吸着保持

する性質が非常に強く，それが環境への Pi遊離を

抑制する結果となっている.次に，土壌から植物が

リンをいかに獲得するのかについて，窒素やカリウ

ムの場合と比較しながらその違いについてみてみ

たい.

5. 土 壌 か ら 植 物 の 根 に 至 る

リンの移動プロセス

どんなに密集した植物の根で、あっても，根の体積

が土壌空間の 5%を超えるのは非常に稀で，通常は

1%以下の土壌空間を占めるにすぎない (Barber

1995) .このように小さな土壌空間だけでは，植物

が必要とする必須元素を十分まかなうことができ

ないので，ほとんどのイオンは大なり小なり土壌か

ら根の表面までを移動しなければならない.

土壌から根に至るイオンの移動には，蒸散を駆動

力とする連続した水の流れで移動するマスフロー

(mass flow) と，根の吸収によって生じた根近傍
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とその周辺土壌の濃度勾配に依存してイオンが移

動する拡散 (diffusion) の 2つがある.畑土壌での

主要な蜜素源である N03ーを植物が獲得するのには

マス フローの貢献度が 80%稜度と大きく

(Barber1995) ，したがってその駆動力である蒸散

量が増えるにつれて，植物の窒素獲得量も土問加する

(Payneら1995) . 

一方，拡散による貢献が大きい K+では，蒸散よ

りも根が細胞内に K+を取り込む細胞膜の輸送能が

重要となる.ただ、し，閉じく拡散に支配される Pi

では，あまりにも土壌との吸者が強い

ために膜輸送能を増加させるだけで

は十分でなく，根と土壊との接触面積

を積極的に増加させることが重要と

なる.

実際に，湿潤土壌での拡散速度はイ

オンによって大きく異なり，最も速度

の大きい N03で 3mm/日，中程度の

K+で 1mm/日，最も小さい Piでは

0.03mm/日程度にすぎない.この拡散

速度に基づいて 1cmの締根が 10日

間にこれらイオンを拡散で獲得でき

る土壌空聞を計算すると， N03ーで、約

30cm:l， K十は約 3cm3，Piではわずか

0.003 cm3程度となる.線長密度(土

壌体積当たりの根の長さ)が 1cm/cm3

という{肢はあまり発達していない状

態の様であるが，この程度の根長密度

で、あっても NO:lや K十の獲得には十分

であるのに対して，逆に Piの獲得に

は不十分ということになる.後で述べ

るように， 1漬物が土壌からリンを獲得

するのに根毛や菌根簡の菌糸が非常

に重要となるのもこのためである.

このように，植物がリンを獲得でき

るのは根のごく近傍の土壌(根の表面

から数 mm以内)に限られている.そ

して，リン肥料は土壌全体に散布され

の長さや発生密度は種間羨が大きく，たとえばタマ

ネギやニンジンの根毛は 0.04mm程度と短いが，コ

ムギやトマトでは O.3~0. 4mm程度でその細根の

太さ(約 O.lmm) の数倍にもなる.リン酸イオン

の拡散速度 (0.03mm/日程度)を考産すれば， 0.3mm

程度の長さであっても根毛の役割はかなり重要と

なる.

この根毛と類似した役割を演じるのが根に共生

する菌根菌 (mycorrhizalfungi)である.菌根i誼が

共生した状態の根を菌根 (mycorrhiza) とよぶ.

ている.この空間ギャップがリン肥料

利用効率を大きく低下させる原因と

なっている.このギャップを埋めるの

に少なからず貢献しているのが被毛

や菌根菌の菌糸である(図 2).根毛

図 2 アーパスキコラ一院絞閣の感染とリン栄養状態の改善

(a) 街主総物の般から線外へ発達した飽彼Uiのl的糸.

(b)根および剥H織内に発途する院j根菌の一凶糸.

(c) M索によって翁主植物の細胞宏分解し，根内に発育した菌糸{i:践的させ

た状態.Aは樹校状体で， Vはのう状体を示す

(d) リン欠乏土機でのi凶般を形成しないダイズ(左)と形成したダイズ(布)

の成長の違い
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根にはいくつかの種類があるが，起源、が古く多くの

陸上植物に見出されるのがアーパスキュラー菌根

(VA菌根)である.この菌様I績が街主植物の根に

感染すると，樹校状体(arbuscule )やのう状体

(vesicle) を形成するとともに(一部の菌はのう状

体を形成しない)，根の外に菌糸を広げて種々のイ

オンを取り込む(図 2) .土壌に広がる菌糸の長さ

は，根毛をはるかに上回り数 cmにも及ぶ.そして，

宿主植物から光合成産物をもらいながら，土;壊から

吸収した無機イオンを宿主植物に提供する.この働

きは，土壌中で移動速度が低いリン酸イオンにおい

て特に重要で、，蕗般を形成した宿主植物のリン栄養

は著しく改善ーされる.

上記以外にも重姿なプロセスがある.それは土壌

に保持された難措性リンを溶解することである.土

壌による Pi保持は主に Al，Fe， Caとの結合に依存

することはすでに述べた.これらの金属元素をキ

レートして Piを放出させる物質(主に有機酸)を，

ある積の植物が根から放出することが知られてい

る.また，土壌に蓄積したリンの 20~80%程度は有

機態として存在し，その大部分はフィチン酸(ミオ

イノシトーノレヘキサリン酸)とされている.このよ

うな有機態リンを分解する酵素も根は分泌してい

る(図 3) .興味深いのは これらの根分泌物は単

独での機能よりも，菌根簡との相乗効巣が大きいこ

とである (Shibataand Yano 2003) .これらの点に

関しては，本誌でも以前に紹介しているので参照し、

ただきたい(矢野 2004) . 

6. 想定される緑肥マメ科植物

の 活用

有機酸や酵素の作用で難溶性リンを溶解する例

としては自花ルーピンが有名であるが，これ以外に

もキマメやラッカセイ，セスパニアなど比較的マメ

科縞物が多いようであるマメ科植物は窒素悶窓能

を有するため，窒素欠乏に陥りにくい反笛，潜在的

にリンの要求性が高いと思われ，特異なりン獲得機

構を進化させてきたのかもしれない.し吋弐れにして

も，難擁性リンを溶解する機能を持つマメ科植物を

間作や輪作体系に組み入れて，その地上部を繰肥と

すれば，窒素だけでなくリンの供給も期待できるの

ではないだろうか.

その際には，菌根菌の来たす役割も重要となるか

sl3 ラッカセイ恨系のホスファターゼ活性

もしれない.というのも，アーパスキュラー菌根菌

は宿主特異性が低く，隣接したマメ科植物と他の作

物の根を土~中の菌糸で結びつけることができる

ためである.つまり，難溶性リン溶解機能を有する

マメ科植物に隣接して作物が栽培されるような間

作体系において，マメ科植物の根近辺で遊離した

Piを菌根簡が吸収し，その Piを間作作物に輸送す

る可能性が想定される.ただし，そこには輸送の距

離が重要と思われ，菌根簡は離れた間作作物ではな

く近くのマメ科横物に Piを輸送してしまうかもし

れない(ただし，自花ルーヒQンを含めルーピン類は

マメ科植物の中では珍しく蘭根簡と共生しなし、) • 

そうであれば，マメ科植物の根が分i泌するリン溶

解機能物質をできる限り遠くに移動させる必要が

あるだろう.

そこで注 ~I されるのが，すでに本誌でも紹介した

hydraulic lift現象である(関谷・矢野 2004) .この

現象はそもそも夜間気孔が閉鎖した条件で，深狼性

植物の根系が深層土壌から水を汲み上げて表層の

乾燥した土壌に水を放出するものである(図 4) . 

夜間だけでなく常に水を放出させるために池上部

を切除してやると，水の放出量が促進されることが

わかっている (Sekiyaand Yano 2004) .そこで，

数種のマメ科1漬物を含めて再生能力に優れる牧草

類を用い，地上部を切除した状態で

してみたところ，種にもよるが高い水分供給を発揮
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することを確認した.

酵素は土壌に吸着される可能性があるが，有機酸

は陰イオンであるため水とともに土壌中を移動可

能と思われる.したがって， hydraulic liftで放出さ

れた水によって根が分泌した有機酸を遠くに移動

させる手段として応用できるかもしれない.根分泌

物，語根菌， hydraulic lift現象といった土の中の見

えない相互作用をうまく発捧させることで，マメ科

緑肥植物が耕地におけるリン循環の促進に活用で

きるかどうか，今後検証していく必要があるだろう.

7. 1) ン施肥量の削減に

向けた取組み

作物の成長を損なうことなくリン肥料投入量を

抑制するには，低すぎる肥料利用効率を向上させる

か，ごと撲に蓄積したリンを作物に利用させる必要が

ある.前者については，土壌の強力な Pi保持能が

障壁となっているので，その障援を低減する効果が

ある局所施肥(Kumeら 2006，Yano註ndKume 2005)， 

さらには土壌を介さずに作物に直接供給する方策

も検討されている.たとえば， Watanabeら (2005)

は移横前のトウモロコシの苗に高濃度の Pi溶液を

供与することで，間場へのリン施肥量を大幅に削減

できることを示した.筆者らはこの方法を拡張して，

コムギの種子を高濃度の Pi溶液に浸積することで

冊様の削減効果を得ており (Sekiyaand Yano， in 

press) ，移植を前提としない作物に対しでも有効で

ある.これらの技術は閥場レベルで、の検証を経てお

り，実用性は高いと思われる.

一方，土壌蓄積リンの利用については，キレート

作用で Piを遊離させる有機酸，あるいは有機態リ

ンから Piを遊離させるホスファターゼなどの分解

酵素を根から多量に分泌させることを目的とした

遺伝子改変の研究が進められた (Georgeら 2005a，

関 4 キマメに!娩接したトウモロコシの成長

j祭t民伎のキマメ(右端)は地下 2m以上の深さまで根を伸ばしており， hydraulic Ii自によって深層から吸収した水を表腐の乾

いた土爆に放出し，その水はトウモロコシにも利用されていた キマメが近づくにつれてトウモロコシの主主文は向く，その

紫色も緑色が淡くなっている
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2005b， Lopez-Bucioら 2000) .しかしながら，現

在までのところ，これらの物質を根から多量に分泌

させるように改変した植物は，寒天培地，水耕や砂

耕，あるいは無菌土壌においては機能しでも，通常

の土壌環境や圃場レベルで機能する技術にまで

至っていない.物理・化学性のみならず生物性にお

いても，機能を阻害する障壁が土壌環境にはあるよ

うに思われ，それを解明する必要があろう.
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