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資料

2011年つくば大会

シンポジウムの概要

Land Degradation and Pedology 

(土壌荒廃とペドロジー)

小崎隆1・棲井克年2

は じ め に

「趣旨説明j

地球温暖化，砂漠化，土壌汚染などに代表される地球環

境問題は土地扶養力の維持や環境浄化などの土壌機能を著

しく劣化させ， 21世紀における全生命体の生存基盤を危

うくしている.本シンポジウムでは，世界の土壌科学研究

および教育を名実ともに適正に方向付け，推進することを

目的とする国捺土壌科学連合 (IUSS)，中でも第3部門(土

地利用と管理)第 3.5部会(土壌劣化制御と修復)をはじ

め日本ペドロジー学会，首都大学東京との共{援の下，異な

る生態系に見られる様々な土壌荒廃プロセスの解明と劣化

土壌の修復・機能回復(リハビリテーション)のための手

法を実証的に明らかにしそれぞれの環境と調和した 21

世紀の土地資源利用のあり方を社会へ提言することを目的

とした.

土壌荒蕗は，その形態からメカニズム，修復・防止策に

至るまで，極めて多様かつ地域特異性が高く，研究・教育・

普及の普遍化は必ずしも容易ではない. しかしながら，こ

れまでの土壌生成・分類，土壌調査，土地分類利用，景域

評価などのペドロジー研究の成果が本課題解決のために貢

献することが大いに期待されていることは，地球温暖化の

予測と防止などの具体策を構築する上で，土壌有機物動態

のモデルイヒとその時空間変動の解析が注目されていること

だけをみても明らかである.本シンポジウムは，そのよう

な土壌荒廃の多諜性と普遍性について，広く世界からアジ

ア・アフリカ地域へと焦点を移動させつつ，それぞれの生

態系に特異的な問題を，事例研究に基礎を置きながら議論

を深め，本学会ならびに関連する試験研究機関や大学の今

後の研究の方向性を明らかにすることに寄与で、きればとい

う座長田の願いのもとに開{寵された.

Takashi KOSAKI and Katsutoshi SAKURAI: Land 
Degradation and Pedology 

l首都大学東京，都市環境学部(1920397東京都八王子市

南大沢上1)
2高知大学 (780-8520高知市曙町25…1) 
2012年2月28日受付・ 2012年3月21臼受環
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以下に，各々の発表を要約する.

(首都大学東京，小崎隆)

1日目 (8丹8EI) 

1 )基調講演土壌荒廃とぺド口ジー

土壌荒廃は w極相植生が二次植生に置き換えられ，腐植

の量と組成が変化し，土壌の性質とその生態系への寄与に

負のインパクトを与えること.11，また，土壌退化は w土壌

表層がなくなること，裸地のような元の状態に後退するこ

とJ と定義できる.

土壌荒廃は土壌の不適切な利用によって土壌の生産性の

質と容量が減退する現象であり，賓国，統治，政治的意図

と密接に関連している.住民が貧困，絶望，凱餓に直面す

るとき，彼らは土壌にその苦悩を押し付け，生物相は，社会，

文化，経済，政治などの要罰に痛めつけられる.そのよう

な状況は人間の持つ強欲，短絡的視野，貧弱な計画性，性

急、な経済的見返りを求める手抜き行為の結果として現れ，

地球上の 33%を点める地域とそこに住む 26億人が影響

を受けている.

土壌荒廃はペドロジーの観点から見ると，具体的には土

壌有機物含量の減少，間粒の量と安定性の減少， クラスト

生成，表土庄密，加速する侵食，養分枯渇，養分のアンバ

ランス，塩類化，滞水，土壌動物の活動と種多様性の減少，

土壌汚染などの問題として顕在化する.生産性と生態系機

能の低下に加えて，土壌荒廃は C02や他の撮室効果ガス

の発生を加速するとともに，炭素，窒素，その他の元素の

循環を破壊する.長期と短期の炭素裾環を，窒素や水の循

環と共に理解することは，土壌の荒鹿傾向を逆行させるの

に必要である.炭素貯蔵量を回復することは，土壌の回復

につながり，気候変化への適応と緩和につながる.すなわ

ち荒廃地を回復することは，年間 2"-'3GtのC02闘定能

力を持ち， 2100年までに C02濃度を 50ppm低下させる

ことにつながる.このように 土壌中と陸生生物圏に炭素

を国定することは，いわばwin-win戦略であり，その結

果として，農業生産は強化され，安全対策となり，環境を

改善し，気候変動を緩和すると期待される.

(米国・オハイオナ1'1立大学 CIUSS・土地劣化WG)，RatanLaD 
2)中菌・内モンゴルの草地劣化が土壌や植生に与え

る影響
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中国内蒙古自治区シリンゴル市の牧場で，牧民の住宅か

ら重度退化匹 (SD)，中度退化区 (MD)，軽度退化区 (LD)

を，また 5年間禁牧をしている囲いの中を対照区として設

定した.区ごとに植生調査を行い さらに土壌と植物の試

料を採取・分析した.

退化が進むにつれて植生の被覆率とバイオマス量は有意

に減少した.植物の個体数には変化が認められなかったが，

草の高さと種数は他の区に比べて SD区で明らかに減少し

た.また，草原の質を評価する状態指数は他の区に比べて

SD毘で著しく低下した.

土壌硬度と{反比重は退化が進むにつれて増加傾向を，逆

に水分含量は減少傾向を示した.また，粘土含量，全炭素

CECは低下傾向を示した.一方，退化が進むにつ

れて表層 0"'5cmの粘土含量が減少し，砂含量が増加す

る傾向がみられた. このように，草原退化が進むと，土壌

の物理性が悪化し，団粒構造が崩壊することによって，有

機物や粘土が流失すると考えられた.

以上のことから，草原退化は草原の量と質の低下をもた

らすだけではなく，土壌の物理性と化学性を著しく悪化さ

せることが明らか に な っ た 高 知 大 学 ， 康 硲梅)

3) コンビュータを科用したタイの土壌塩害と土壌侵

食の図化

土壌塩害と侵食は，タイ農業にとって，主要な環境由来

の問題である.その対策を立て 持続的な土地利用を保証

するためには，両問題の現状と空間変異の周到な評価が不

可欠である"現在までにそれぞれの問題土壌地帯を示す分

布図が作成されている.

土壌塩害については，次の2つのアプローチが行われて

いる.すなわち，(i)現地での土壌調査において，ナトリッ

ク層の存在と土壌表面での塩類クラスト生成を確認し，

USDAの分類をベースとした図化を行う方法， (ii)主とし

て塩類クラストの出現割合に基づいてコンピュータ上で図

化を行う方法である.前者は タイ全土の等級別塩類土壌

分布として図化されており 一方後者はリモートセンシ

ングデータを利用し，種々の方法(例えば，スペクトラム)

を用いて，主として東北タイの内睦性土壌塩害を図化する

方法である.これらとは加に，現在，土壌塩害ハザードマッ

プの作成が議論されている.

土壌侵食については，土壌流亡予測に関する USLE式

を用いて決定した等級別に 土壌侵食危険性を分類した予

測閣が作成されている. USLE式では，降雨係数，受食性，

植被，管理方法，傾斜，傾斜長などを用いるが，これらの

閤子の決定方法は，図の作成者によって異なっている.

上記の土壌塩害図ならびに土壌侵食国の作成はタイ国土

地開発局が担当している.土地開発局は，両問題への対策

を立てるために，データと地歯を供給しているが，妥当性

の検証は十分ではなく，改善の余地を残しているのが現状

であるタイ・コンケン大学， Roengsak Katawatin) 

川西アフ 1)カ・サヘル地域の砂漠化メカニズムと対

処技術

商アフリカ・サヘル地域では風食による砂漠化が進行

しているが，未だ風食が土壌肥沃度に与える影響の詳細

は明らかではない.そこで本研究では，従来の風食棚定装

置の不備を補う新たな装置 (AeolianMaterials Sampler: 

AMS)を開発し，その装置を用いた 3年間の関場試験に

より(1)耕地から年間60"'80Mg ha-1 (厚さ 4"'5mm) 

の表層土が飛散すること (2) これは窒素量では年間40

"'50kghaぺ(年間作物吸収量の 2"'3倍)に担当すること

(土壌化学性の悪化)， (3)表層土の飛散はクラスト(層)

の露出を招くこと(土壌物理性の悪化)を明らかにしサ

ヘル地域で、の砂漠化メカニズムを解明した.その一方で

(4)耕地から飛散した表層土は系外へ失われる訳ではな

く，風下にI[届5m以上の休関地が存在する場合，ほとん

どが休閑植生により捕捉されることも明らかにした.

次に (4) の結果に基づき サヘル地域の農民でも実施

可能な新たな省力的砂漠化対処技術「耕地内休閑システム」

を開発した.その有効性を間場試験で検証した結果，本技

術で (a)風食を 74%抑制できること， (b)導入踊場の土

壌化学性および物理性を改善できること， (c)その結果と

して作物の収量も 30"'80%程度増加できることを明らか

にした首都大学東京，伊ヶ崎健大)

5) Sawah eco-technology:土壌荒廃と戦うため

のぺド口ジカルな提案

Sub-Saharan Africa (SSA)の農耕地土壌における低

生産性は，破局的な土壌荒廃と本来のペドロジカルな性質

に規定されてきた. この地域の土壌荒廃は，水や風によ

る土壌侵食，強度の降水による広範な溶脱，乾燥気候によ

る土壌塩害，鉱山起源の流出物，森林破壊などが原因と

なっている.それを囲避・修援するための近年のバイオ

テクノロジーを利用した いわゆる「繰の革命Jも功を奏

しているとは言い難い.土壌は強風化状態で，養分や有機

物に乏しく，土壌粘土鉱物も活性の低いAlやFe酸化物

とカオザナイトがほとんどである. しかし，本地域でも，

Millennium Development Goals (MDG)の目的を達成

すべくその一端を担っている SSA地域の持続可能なコメ

生産は，バイオテクノロジーと生産地の生態環境の改善を

組み合わせることで，実現可能で、ある.

インドネシア語の rSawahJ という言葉は，アフリカ

の米作地替ではすでに忘れ去られてしまった， 自然資j原改

善のための概念を含んでいる.すなわち， Sawahとは畝

畔を造成し，土地を均平化し，土壌と水を保全し，濯甑に

よって水を供給すると同時に，排水を確保する， トータル

システムである. 日本の「里山Jの概念を， SSAの放棄

された集水域に導入することで土地荒廃を招くことなく

持続可能な農業生産を担保することができる.

Sawah eco-technology方式 (SETS)は，明確な水

土壌条件の改善のための方策の無いアフリカで有用になっ

てきており，それにより肥料・濯瀧の効率の改善，置変性を

中和し，徴量要素の供給が確保される.その結果，米の収

量は，従来の 2"'4 t ha-1から， 10tha-1v，こまで増加する
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ばかりでなく，水食や風食を防ぐことにも大きな効果があ

ることが明らかとなった.

(ナイジエリア・ナイジエリア大学， Charles Igwe) 

6) カザフスタンの土地荒廃と対策

カザフスタンの農耕地は93百万haであるが， 15百万

haある放牧地はほぼ荒寵している.砂地で乾燥気候であ

ることも影響しているが 主として私有地化に伴う不適切

な自然資源の管理が原因である.

カザフスタン北部平原に位置する天水穀物栽培地帯は，

かつては24"-'25百万haの栽培面積を誇ったが， 2010年

には 17百万haにまで減少した.その原因の一つは，現在，

塩類化土壌，砂擦質土壌は統計からは除外されているから

である.放棄地は政策的に牧草生産への転用が進められ，

穀物栽培には戻せないようになった.穀物栽培地帯の土壌

荒廃は，土壌侵食によるものである.全国的には風食被害

が多いものの，緩傾斜地で、は雪解け水による水食が発生し

ている.小麦の増収のための手法として，かつては土壌水

分確保を重視した耕転が採用されてきた.すなわち 3"-'

5年に 1度の休閑と，夏期の除草のための頻繁な耕転(夏

期耕起休閑)である.また 風食の制御のために短冊状の

作付けが行われたが，ともに水食を助長することになった.

チェルノーゼ、ムが主要な土壌である天水利用農耕地に

おける土壌侵食対策として ここ 3年間で1百万haの農

地で夏期耕起休閑が停止され，一方， 11.2百万haでno

tillageあるいはminimumtillageを採用している.

濯j既農業地域では，かつて政府によって建設され，維持

管理されていた瀧減システムは土地の私有化後はほとん

どメンテナンスされておらず，高濃度の塩水の浸み出しが

問題となっている.これらの擢瓶システムの再構築・維持

管理には政策レベルで、の対応、が必要で、ある.

(カザフスタン・カザフ穀作研究センター， Mekhlis 

Suleimenov) 

?)玄武岩およびコンポストを寺Ij用したしJltisols，

Oxisolsの生産力の舟上

UltisolsとOxisolsはマレーシアの国土の 72%を占め

る主要な土壌であり，低活性粘土に富み，交換性塩基が欠

乏し， pHは低くAl含量の高いものが多い.作物の生産

性は悪いため，主としてゴムや油ヤシのプランテーション

として利用されている.カカオも一部栽培されているが生

産性は低いため， Si， Ca， Mg， 1ζP， Sに嵩む玄武岩の粉

末と，窒素源としてのコンポストの施吊が，化学的な肥沃

度とカカオの生育に与える影響を，実験室，ガラス室およ

び盟場において検討した.

玄武岩粉末の施用により， pH， Ca， Mg， K P， CECが

増加し化学的な肥沃度が改善された.また， pHの上昇

によりAlはギブサイトとして沈股し，土壌溶液中にSiの

加水分解物が溶出するとともに表面負荷電の発生に伴い

陽イオン保持力も高まった.唯一の問題点としては，玄武

岩粉末の溶解に時間を要することである.

ガラス室においてもカカオの生育は玄武岩粉末施用に

よって促進された.土壌捺液中のAlと Mnが生育に障害

となる濃度は， 4.7と5.8μM以上であった.闘場での玄

武岩粉末の施用試験では Oxisols上でカカオの生育を

促進し，生育障害の発生する交換性Al濃度は0.24cmolc 

kg-1であり，玄武岩粉末とコンポストを併用した場合に

最も良い生育が得られた.

これらの結果から，推奨される玄武岩粉末の施用

10tha-1，その改善効果は長年継続することが示された.

(マレーシア・マレーシアプトラ大学， ShamshuddinJusop) 

28自 (8月 10臼)

1)森林が畑地や牧E草地に転換された場合の土壌への影

響についてーケニア国・サスムア集水域の事例一

異なる利用形態の土地から採取された 51の土壌試料

と7つの河川水を分析に供した.土壌試料の分析項目は

CEC，交換性陽イオン， pH，電気信導度，塩基飽和度，

全窒素，土壌炭素，土性， i反比重，透水係数，河川水では

水質に係る性質である.土地の利用形態に関する情報は，

使用者へのアンケートによった.得られたデータに基づき，

主成分分析を用いて土壌への影響要因について解析を行っ

た.

森林を畑地・牧草地にした;場合，土壌pHとシルト

に顕著な変化が見られたが，草地にした場合は， CEC， 

交換性 Ca，Mg，塩基飽和度，土壌炭素はそれぞれ， 8， 

42， 52， 32， 8 %減少した.一方，全窒素は6%増加した.

畑地にした場合は，交換性 Ca，Mg，塩基飽和度，土壌炭

素はそれぞれ， 31，40，32，8 %減少したが， CEC，全窒素，

仮比重は 14，23，10%増加した.

園芸作物の集約栽培，過放牧，傾斜地農業は土壌理化学

性の劣化を引き起こした.一方，厩肥の施用やアグロフォ

レストリーの実践は，土壌炭素鰭環の持続性を高めるとと

もに，耕起することにより CECは増加した.さらに，

地利用が森林から耕作地に代わることにより，河)11の水質

に変化が見られた.

主成分分析の結果，土壌pH，土性，土壌炭素， CEC 

の4つの項目で，累積寄与率83%に達することから， こ

れらの項目が土壌の健全性を評価するための最小データ

セットであることが明らかとなった.

(ケニア・国立農業研究所(IUSS• Comm. 3.5)， Patrick 

Gicheru) 

2) ボルネオ熱帯林における土壌有機物の貯留一土壌

生成因子による支配と生態学的な意味一

土壌有機物 (SOM)の動態および生態系における諸過

程は，大局的には土壌生成因子に支配される.本研究は，

ボルネオ島キナパル山における低地・山地林生態系を対象

に，気候(標高)と母材の 2つの困子がSOM動態および

土壌微生物組成に及ぼす影響を明らかにし， SOM・徴生

物・植物の生態学的関係性について考察することを目的と

した.

3標高・ 2母材の計6サイトにおいて無機質表層土壌 (0
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~10cm) の SOM を(i)植物遺体を主体とする軽画分(<

1.6 g cm -3) と(ii)微生物変性を強く受けた有機物が土

壌鉱物と結合した複合体を主体とする重画分に分けた.標

高が上がるに従い，全炭素量および軽画分炭素量は上昇し，

霊園分炭素量はほぼ一定であった.表層土壌のリン脂質脂

肪酸解析からは，糸状菌:細臨比の増加が示された.よって，

冷涼な高標高では徴生物分解の減速により SOM(特に軽

画分)が貯留しその環境では糸状菌が優占することが示

唆された.高標高における(堆積岩土壌と比較した)蛇紋

岩土壌の SOM量の低下は樹木の生産性低下と対応して

いた.また徴生物群集組成は，高標高の蛇紋岩土壌におい

て特徴的で、あった.

これらの傾向は，母材由来の土壌栄養塩の違いの影響と

考えられ，標高・母材因子相互作用の影響の重要性を示唆

する. SOM動態および植物・土壌・徴生物の相互作用を

制御する内的・外的悶子の解明は生態系の劣化防止や修

復にも役立つ可能性がある.

((独)農業環境技術研究所，和穎朗太)

3)異なる気候条件下における焼畑の火入れによる養分

動態への影響について，北タイ，毘本，ボルネオ

の事例

異なる気候条件下の法統的焼畑について，火入れによる

土壌養分動態への影響の差異を既往研究の知見を基に検証

した.

日本の焼畑の栽培期間は 3~4 年であり. 3. 4年目に

はダイズやアズキが栽培されていた.焼却植生量はせいぜ

い50tha-1である.斜面上部から点火され，下方へとゆっ

くり焼き下ろされた.北タイでは睦稲が l作栽培され，休

関は 10~15 年であった.火入れは乾季末に斜面下部から

行われた.ボルネオの焼畑も 北タイと同様であった.こ

れらの地域の焼却量は向程度で 15年の休閑では約 100t

ha-1であった.

火入れによる土壌温度上昇は北タイ>日本>ボルネオの

J[顕であり，土壌水分条件や火入れの方向が上昇の程度に関

係していると推察された.焼土効果は，北タイと日本では

明瞭にみられるが，いずれの地域も土壌の無機態窒素は3

~4 ヶ月後には火入れ前と向程度に減少した. 日本とボル

ネオでは灰由来養分の添加は土壌養分の増加に重要で、ある

が，タイでは灰養分添加の意義は大きくないものと推察さ

れた.増加した土壌養分は ボルネオと北タイでは I年ほ

どで火入れ前の状態に戻るが， 日本では 3~4年目まで高

いままであった.

このような土壌養分動態の違いが，各地域の作付体系に

反映されているものと考えられた.(高知大学，間中壮太)

4)土壌酸性化は現在も進行しているのか?:自然過

程と人間活動の影響

湿潤地域において土壌酸性化は自然過程であると問時

に，酸性雨や集約的農業によっても加速し得る.土壌への

プロトン収支法の適用によって現荘進行している酸性化過

程を解明することが可能となり 森林生態系の多くでは植

物の陽イオン吸収が土壌への主要な酸の給源となることが

示された.ただし，土壌断面内の有機披・硝酸の移動及び

植物担の分布によって時空間的に不均一な酸の生産・消費

過程が進み，土壌によって異なる酸性化過程が引き起こさ

れる.

Spodosolでは，有機酸の解離・植物吸収に由来する酸

によって表腫土壌の酸性化が進むことが示された.また，

酸性度の強い Inceptisol. Ultisol (pH < 4.5) において

も植物吸収・有機酸が酸性化の主要因であった.一方，酸

性度の弱いAndisol. Ultisolでは炭離の解離によって酸

性化が進むことが示された.氷河堆積物やレス由来の土壌

では酸中和容量が小さく 酸性雨ーによって酸性化が加速す

ること，熱帯林下の強風化土壌で‘は森林伐採が塩基の減耗・

酸性化を引き起こすことが報告された.

アジア諸障では伝統的な農業体系の集約化が，過剰な肥

料窒素(特に硫安)の硝駿化成によって酸性化を加速して

いることが報告されている. これら人為の影響は，酸中和

容量・有機物量が少ない土壌ほど大きい.プロトン収支に

基づ、いた窒素施用計画の改善，土壌有機物量の維持によっ

て農業の土壌酸性化への影響緩和が可能となる.

((独)森林総合研究所，藤井一五)

5) インドネシアの茜・中部カリマンタンに分布する泥

炭土壌における土壌諦査データに基づいた炭素貯

蔵と管理戦略

まず， 2000~2009 年の調査による貯蔵量，次に泥炭地

での油ヤシ栽培に伴う炭素貯蔵と C02排出の動態につい

て，最後に C02排出抑制への提案が述べられた.

衛星画像 (1986，2002，2008年)と，現地調査，泥炭試

料の炭素含量， C02フラックスの測定値などが併せて解

析された.現地では，泥炭層の厚さ，分解程度，地下水

位，地上植生なと、について調査された.泥炭試料の分析は

ボゴール農科大学と農地資源研究開発センターの定法によ

り， C02フラックスはクローズド・チャンパ一法により

測定された.西部カリマンタン 中部カリマンタンの混炭

地における炭素の蓄積量は，それぞれ3.6，6.4Gtで，イ

ンドネシアの混炭地の 10.7，19.0%にあたる.地表 30~

40cmからの平均 C02排出量は， 28~72 t ha-1であり，

淀炭の分解稼度や泥炭層の摩さとは相関関係は認められな

かった.

興味深い事実は，無機成分として少なくとも 2~3%の

Fe203を含む場合， C02排出量は灰分合量に比例するこ

とである.得られた対数回帰式によると， 6%の鉱質成

分を含む場合， C02排出量は23tha→yr-1であり，油ヤ

シが実に蓄える量 20~24 ha-1 yrぺとほぼ等しいことであ

る.油ヤシ林の地上植生(シダ類など)の C02発生最(地

下 40cmで、排水が行われている場合)は， 22 t haぺyr叩 1

であった.

これらのことから，油ヤシプランテーションでの C02

排出を抑制しつつ持続的に栽培する手法としては，地下

30~40 cmの層に水分を蓄えること，鉱質成分が6%以
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下である場合には定期的に土壌に Fe203を供給すること，

地上植被植物の管理を行うこと，であると結論された.

(インドネシア・ボゴール農科大学， Supiandi Sabiham) 

お わ り に

「まとめJ
全講演の終了後に，総合討論として，土壌荒廃の対策と

して最も重要なことは何かについて，議論を行った.康氏

は実証試験を行うこと， Katawatin氏は荒廃のマップを

作製すること，伊ヶ崎氏は実践的に研究すること，低投入

型の Sawahを実践すること Suleimenov氏は研究を深

め，住民参加を奨励すること， Shamshuddin氏は適切

な土壌管理として有機物の投入を進めること， Gicheru 

氏は原因分析，和頴氏と田中氏は教育，藤井氏は経済学と

生態学の両面からの考察， Supiandi氏は泥炭地の管理，

を強調された.

最後に，座長団から楼弁が，今回のシンポジウムを以下

のようにまとめた.土壌荒廃の原因は多様であるが，いず

れも土壌の有する容量を超えた利用がその原因となる. し

たがって，土壌生態系の荒廃程度を見撞めた上で，必要な

のは修復か再生かを決定する必要がある.すなわち，極度

に荒廃が進んだ場合には あらゆる手段により緑化による

再生を目指し，軽度の荒廃の場合には，生態系内に自生す

る樹木を用いて修復することが現実的である.いずれを目

指す場合にも，現地の土壌生態環境をぺドロジーの観点か

ら十分に理解し，人間生活を健全に営むことのできる多様

な植生と，その結果生じる有機物の蓄積を確保する必要が

ある.

なお，本シンポジウムの講演内容は日本ペドロジ一学

会の学会誌である Pedologist誌の特集号(第 55巻3号)

として平成 24年 3月に出版される予定である.本稿と合

わせて，今後の研究を発農させる上で参照し、ただければ座

長田の望外の喜びである高知大学農学部，棲井克年)
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