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資 料

2011年つくば大会

シンポジウムの概要

土壌科学を基盤とする学術の動向と展開

Part 1作物の生産基盤としての土壌科学
三枝正彦1・太田 健2・信濃卓郎3・南沢 究4・稲村達也5
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はじ め に

地球環境の悪化食糧不足，食の安全安心，農業後継者

不足，地震，津波などの自然災害，原発による放射能汚染

など様々な問題が起り，人類の持続的存在すら危慎されて

いる. この地球環境や人間活動を支える土壌は，第 1次生

産者としての植物の生育を大きく左右するのみならず，そ

の後の食物連鎖により，動物ひいては人間の生長，健康維

持にも大きく影響する.それ故この土壌について理解を深

め，健康な土壌を維持，保全する事が喫緊の課題である.

土壌科学を基盤とする学術は多方面に瓦っているが，今回

はPart1として「作物生産基盤としての土壌科学」につ

いて，([作物生産におけるペドロジーの役割，②土壌に根

ざした作物栄養学の展開 Q:作物生産に対する土壌徴生物

の貢献，④作物学から土壌科学へ望むことの 4課題に関し

それぞれペドロジー，作物栄養学，土壌徴生物学，作物学

の原点に遡って討議し，あらためてこの分野の学術の動向

と今後の展開を考える三校正彦 )

作物生産におけるぺドロジーの役割

土壌には，①食料やバイオマスの生産だけでなく，(Z:物

質循環機能(物質・エネルギーの変換・貯蔵・浄化)，③ 
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生物多様性の保全，④景観や文化の基盤，などを通した多

様な役割が求められており 土壌は次世代に引き継ぐ大切

な資源である.

現在， 日本に分布する比較的生産性が高い土壌も，当初

から生産性が高いものばかりで、はなかった.もともとは不

良土壌とされ生産性の低かった土壌も，その特性や分布が

明らかにされ，酸性土壌の pH矯正，黒ボク土に対するリ

ン酸施用，基盤整備による排水対策などにより生産力が改

善されてきた.近年，その改善は行き過ぎ，養分の過剰に

よる生育関害や環境汚染などが問題になっている. ここで

は，戦後のペドロジーに関わる研究や事業を振り返り，今

後，作物生産に関わるベドロジーの展開方向を述べてみた

L 、

[戦後のペドロジー研究]ペドロジストによって日本全

国に分布する様々な土壌の特性が解明され，土壌の肥沃度

の改善や利用・保全の基礎となっている.代表的な研究を

紹介すると，①「火山灰の分布・テフロクロノロジーと生

産力の解明」広域テフラを始め全国のテフラの給源・分布・

年代が明らかにされ，土壌改良や農業生産の基礎情報と

なった.北海道では混層耕や反転客土などの土層改良に利

用された.②「黒ボク土の生成・分類・特性と改良j 第2

次世界大戦前，火山灰土は成帯性土壌として「褐色土j に

位置付けh られていたが，戦後，敢性， リン酸画定，養分不

足などの特徴を持つ有機・無機成分とも特異的な土壌であ

ることが認識された. リン酸肥料の施用などによる改良に

よって，それまで生産性が低かった黒ボク土地帯は，畑作

物や野菜の優良産地となっている.また，結品質粘土を主

体とし交換性アルミニウムが多い強離性の黒ボク土「非ア

ロフェン質黒ボクこじが認識された.その分布図が作成さ

れ， リン酸石膏による下層土の離性矯正など，その改良法

も明らかにされた.

〔土壌保全調査事業〕この事業は国と県の協力のもと，

調査から普及まで、を行った事業であり，戦後，低位生産地

調査事業，耕土培養事業，施肥改善事業など水田の地力培

養対策から始まった.地力保全基本調査(1959'"'-"1978) 

では，我が国の農耕地 508万haの総合的な土壌調査が実

施され， 1/5万の土壌国や土壌生産力可能性分級図，地

力保全対策図が整備され，施肥改善，土壌改良に利用され
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た.また， 1/5万土壌図データを基に土壌情報システム

が整備され，土壌診断結果や堆肥流通システムと一体と

なった土壌図の活用や，栽培適地閣が作成されている.

土壌環境基礎調査 (1979""1998)では，土壌の経年変

化を調査し管理対策を明らかにするため 5年毎に農家間場

を調査する定点調査(約2万地点)と，化学肥料や有機物

の適正施用を確立するための長期連用試験である基準点謂

査が行われた.

これらの調査事業と並行し 土壌の地力低下を防止する

ため地力増進法(1984)が制定され，地力増進基本指針

が示された.指針には農耕地土壌の改善目標が示され，土

壌の種類毎に備えるべき理化学的特性が掲載されている.

2008年の改正では堆肥の施用基準が追加された.また，

都道府県でも「施肥基準Jが整備され，作物毎の施肥基準

とともに土壌の実態と改善対策が示され作物生産に寄与し

ている.

{今後の展開方向一私見]今後のペドロジーの展開方向

として，食料生産と環境が両立した持続的な農業・社会へ

の貢献が重要だろう.そのなかで次の 3つを考慮する必

要があると考える.①生成分類一土壌の生成や特性をさ

らに解明し，分類を改善し，土壌資源の体系的理解の向上

を図る.②適正な利用・保全一①に基づき土壌の空間的

分布や，特性の時間的変動を把諜・解析し，適正な利用と

保全を図る.③統合化・総合化一生産および環境，社会・

経済的な持続性を図る.

生産に関わる例を挙げ、れば，現在，利用できる 1/5万

土壌国は 1960""70年代に調査されたものであり，その後

の改変が反映されていない.また 臼本は地形が複雑であ

り， 1/5万土壌国では農家が営農に利用するには粗すぎ

る. このため，闘場レベルの土壌特性閣をリモセン/GIS

を活用して効率的に作成し 担い手農家などに提供できれ

ば，栽培管理や作業計闘の策定などに利用可能な土壌情報

として有用であろう.また 田畑輪換による地力低下の問

題，養分の蓄積あるいは有機性資材の施用に応じた減肥対

応，地球温暖化対策における土壌炭素貯留の問題，放射性

物質による土壌汚染と吸収抑制などへの取り組み等々，ペ

ドロジーが貢献すべき場面は多々あると考える.

(太田健)

土壌に根ざした作物栄養学の貢献一農業再考一

19世紀の無機栄養科学によって裏付けられた近代農業

は植物が独立栄養生物で、ある事を徹底的に活用し，栄養を

肥料として適切に供給し，光合成を効率的に行わせ，さら

には光合成によって獲得した炭水化物をヒトが利用する部

位へ集積する能力を高めて来た.植物を育てるだけであれ

ば土は不要であるかのように見える.その一方で，土は植

物を醸しだすことによってはじめて土壌となる. しかしな

がら，土壌は植物を生産するためだけにあるのでは無く，

そこには様々な生命活動があり さらには高い化学性と極

めてヘテロな物理性によって支えられた種々多様な物質代

謝系が存在している.この植物と土壌の接点は根間領域と

して知られ，そこでは植物からの物質放出，養分吸収とそ

れに応じた様々な土壌の化学的 物理的な物質動態が重要

であるし，その逆もまた真で、あると考えられる.19世紀か

らの科学は植物が必要な元素を明らかにし光合成の仕組

みを解明してきたが，その一方で本来植物が持っていたで、

あろう植物自身による土壌への働きかけの機能，あるいは

土壌徴生物などによる土壌から植物への働きかけの機能は

十分に明らかにされたのであろうか.植物は様々な環境に

対して耐性を得るために例えば低ワン酸土壌に対しては

有機酸や酸性フォスファターゼを分泌して積極的に土壌中

のリン化合物を遊離，分解して取り込む能力を発揮する.

向様の能力は植物が育つ様々な環境に応じた手段として獲

得されて来た事は想像に難くない.そのことはリンのみで

はなく，様々な養分に対して植物は開様の能力を持ってい

ると考えられる. しかしながら，栄養を肥料として供給す

る技術によってその能力は不要のものとされてきた.

農業は環境に対して負荷を与える.土地としての利用は

広大な自然土地を単純な植生で構成される作物生産の場所

に変えてきた.さらには光合成によって獲得された炭素が

土壌に蓄積されてきた森林生態系は農耕地に変わる事によ

り収穫物として炭素が収奪されることも明らかになってき

た.農薬や環境ホルモン物質の生態系への影響や，肥料そ

のものが及ぼす影響も明らかにされてきた.さらには，昨

今の研究では地域環境のみならず，温暖化ガスの発生/吸

収による地球環境をも制梅することが示されている.そし

て， ヒトも環境に対して負荷を与える.それは農業を通し

てのみならず，物質楯環の意味において問題が顕在化して

いる.日本の自給率の低さは 食品や館料の輸入量の多さ

を意味しているのであり ひいては大量の養分が日本に流

れ込んでいることを意味する.有機物として日本に蓄積(多

くは埋め立て)される訳で、あるが，では，有機物を有効に

活用することをうたう有機農業がその解決になるのであろ

うか.窒素やリンの臼本における物質フローを見てみれ

ば，現在の有機農業でカバーする堆肥などの有機物利用は

極めて限定的であり，循環型農業とは現在の状況では相容

れないものである.養分の循環率を高めるためには，現段

階での未利用あるいはその利用が極めて限定的である有機

物資源を効率的に利用する技術の開発が必要である.工業

的に養分を回収する技術も必要と考えられるが，有機物そ

のものを土壌中で効率的に植物に利用させる技術も必要で

ある.

有機物は多様な形態で土壌中に存在する.土壌に投入さ

れた有機物が土壌中の物質や徴生物作用によって変化をし

ていくためであるが，そのような有機物を植物はどのよう

に活用できるのか.植物由来でありながら直接植物による

利用ができないフィチン酸を一つの例として，根闇土壌に

おける可溶化と分解のメカニズムを通して，植物が徴生物

と協同して(共生ではないが)利用を可能にしている実態

を紹介する.また，同じ作物種であっても品種によって有
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機物利府能が異なることが暁らかになってきた.ただし，

単純に有機物の分解能が高まったのか，それとも有機物

の成分に対して植物の応答性が高くそれに基づいて養分吸

収，ひいては乾物生産が高まったのかについては注意が必

要である.

もちろん，有機物の循環は場合によっては有害元素の集

積を引き起こすことも懸念される. これらの有害元素の研

究の多くは水耕栽培系，あるいは疑i以土壌系を用いて行わ

れてきたが，水田では窒素に関する先人の擾れた研:究があ

るように，今後は様々な土壌や養分を対象として， より実

際の土壌と密接に対応させた研究が改めて必要であると考

えられる.また植物が吸収する元素を包括的に解析するこ

とにより，特定の元素の動態が化学的性質の異なる元素に

よっても制御される可能性が示されることが明らかになっ

ている.

日本の農業はどうあるべきなのか.近代農業をそのまま

継承するのか.あるいは新しい農業技術に基づ、いた真の意

味での循環型農業を目指すのか. ごく少数の農産物輸出国

に依存した世界の食糧バランスは変えるべきではないので

あろうか. 日本が率先して新しい循環型農業システムを構

築し，これを多くの発展途上闘に導入することが出来るの

ではないか.そのためにも土壌の持つ役割，機能を今一度

最新の科学の自で見つめ臨す必要があると痛感している.

(信濃卓郎)

作物生産に対する土壌微生物の賞献

農耕地生態系における微生物群集構造の変動法則の

理解から作物生産への貢献を目指して

農耕地は，把料・農薬の種々の化学資材を導入しながら

気候条件に適した作物の栽培が行われてきた人為的な生態

系である.農耕地の自然的・人為的な環境変化のインプッ

ト (地球温暖化，施肥，有機農業， 1.民投入農業，組換え作

物なのに対して，持続的食料生産や環境保全のアウトプッ

ト(温室効果ガス低減，収量確保，安心安全な食料確保，

土壌肥沃度の溜養など)の効果がどのように得られるかと

いう研究が多く行われてきた.微生物は農耕地生態系の物

質循環や作物生育に深く関与しているにも関わらず，微生

物の役割はブラックボックスと見なされる場合が多い.そ

の最大の理由は，純粋分離された徴生物が実際の農耕地で

機能しているのか分からないからである.

近年，環境抽出 DNAを利用した微生物群集を全体とし

て捉える技術が進歩し，農耕地の環境変化インプットに対

して，徴生物群集構造がどのように変化するか分かるよう

になってきた.そこで，環境変化による徴生物群集の変動

法則の理解を深めることにより，物質循環を担っている徴

生物の解明を行ってきた演者らの研究を紹介したい.

ダイズ根粒摂関の N20発生と土壌微生物

植物根間微生物の研究の歴史は長いが，その創始者であ

るHiltnerは1904年にマメ科植物の根の周辺土壌では細

菌数が増加することを明らかにし それが根粒から放出さ

れる窒素化合物の影響であると考察した.

演者らは，ダイズ根粒菌の脱窒活性とその遺伝子を調べ，

ダイズ根粒は N20を吸収する能力が高いにも関わらず，

圃場環境で、はマメ科作物根圏から N20が発生するという

矛盾に関心を持った.

間場の老化根粒からの N20発生機構を明らかにするた

めに，実験室でポット栽培したダイズ地上部を切断除去

し，問時に土壌添加および無添加の処理を行った.その結

果，土壌添加処理のみでN20の一過的な発生が観察され

た.ポット栽培と盟場の N20発生根粒は，根粒の色およ

び悶SA群集構造解析によりほぼ問様な状態であることが

分かった. N20発生老化根粒の群集構造解析と顕徴鏡観

察したところ，線虫・原生動物・糸状薗・フザリウム用の

大型胞子・根粒菌などが観察された.このことは，根粒タ

ンパク質を物質的な起点とする活発な食物連鎖と窒素の形

態変化が老化根粒で起こっているものと推察された.

N20還元酵素遺伝子を保有するダイズ根粒菌B.

jαρonicum USDAll0と硝酸還元酵素系変異株を接種し

てダイズを無菌的に栽培し 地上部切除と土壌添加の同

時処理を行った.その結果，最終脱護産物が N2である

USDAll0株を接種源とした根粒からは N20は発生しな

かったが， N20をN2に還元する酵素をコードする遺伝

nosZ遺f云子破壊株USDAll0dnosZ， dnaρAdnosZ， 

企nirKL'lnosZを接種源とした根粒からは N20発生が見

られた. この結果から，根粒菌は主な N20発生原因微生

物でなく，添加した土壌徴生物が関与していることが明ら

かになった. USDAll0株接種の担粒から N20が発生し

ない理由は，根粒内外に存在する他の微生物から発生した

N20が根粒菌の N20還元酵素により還元されたためと考

えられる.

研究の過程で，土着ダイズ根粒蕗の N20還元酵素活性

とその構造遺信子 (nosZ)の有無を多数の土壌で調べた

ところ，黒ボク土壌で，nosZ非保有株が，沖積土壌で

nosZ保有株が優占していた.これは，土壌タイプによる

微生物の棲み分け現象としても大変興味深い.

窒素施肥レベルによる水稲根の群集構造変化

施肥レベルにより水稲の生育や水田からの温室効果ガス

放出が変化することは多数報告されているが，水稲根圏の

徴生物群集がどのように変化するかその全体像は明らかに

されていない.そこで，窒素施肥レベルの異なる厨場で、栽

培したイネ (Oryzasativa L. cv. Nipponbare)の地上部

と根間に共生する細菌の多様性を，まず 16Sリボソーム

RNA遺伝子のクローンライブラリー解析およびメタゲノ

ム解析により行った.栽培圃場は 東北大学の鹿島台間場

に設置してある 5年間窒素肥料のみを施肥していない低窒

素毘と慣行施肥区 (30kg-Nha-1) を用いた.

低窒素IRと慣行区で細菌群集構造に差が見られた. 1.底窒

素区では αプロテオバクテリアの相対存在量が (28.6%) 
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表1 作物学会誌 (1976~2002年) 2)に掲載された論文の目的が土壌科学の各部門と関係のある論文数2)

よ哩ケ土壌物理土壌科学・土壌生物槌物栄養土壌生成・土壌肥沃度肥料・土壌 環境
土壌鉱物 分類・調査 改良資材

計 論文総数2)

生殖器官 7 
3喜楽 9 
地下部 4 67 
個体成脊 6 24 

光合成呼吸と
16 

物質生産
水分生理 2 3 
栽培 2 5 10 
情報

口口Q厄F苦ミL

遺伝資源 1 1 
環境 11 4 5 
地域性

作物 3 

26 12 
1)滋故知新ロコ日本作物学会創立75周年記念総説集， 2003 
討議複集計宏含む

で最も高く，慣行区(13.2%)に比較し 2倍以上大きい

値となった.α プロテオバクテワア中では，ダイズ根粒

菌や光合成茎粒菌と近縁な Bradyrhizobium細菌と，メ

タン酸化を行う Methylosinusに近縁な種が特に増加し

ていた.また， αプロテオバクテリアでは，低窒素区で

Burkholderia kururiensisが極端に多く，相対存在量は

低窒素区で26.8%，慣行施肥区で1.1%であった.植物

生育促進の acdS遺伝子，メタン酸化のpmoA遺伝子が低

窒素区で、多かった.以上のことから，窒素施肥が課内外細

菌群集に与える影響は大きく，低窒素IKでは，生育促進や

メタン循環に関わる細菌が変化している可能性が考えられ

る 南沢究)

作物学から土壌科学ヘ望むこと

1 .作物学会誌から

1990年代以時，国内の食料自給本は約40%にまで低

下し，農業後継者の不足と過疎化に伴う農地の荒廃などが

さらに大きく問題視されるようになった.そして，環境問

題，特に地球温暖化問題が深刻さを増し，地球規模での飢

餓と飽食のさらなる拡大が懸念されてきた.作物学会では，

閣内の農業生産(品質と食品の安全を含む)に加え開発途

上国における食料生産に果たす役割を理解しつつ，作物の

生産から環境に及ぶ多襟な作物研究が行われてきた.

これらの成果の一部は， 日本作物学会が編集した日本作

物学会創立75周年記念総説集(温故知新)に総括されて

いる.作物学の項目別でみた論文総数(重複を含む)は，

栽培，地下部，遺括資源，環境で多い(表). 

この総説集を用いて，作物学会誌(和文誌と英文誌)に

掲載された論文の目的と土壌科学の各部門との関係を比較

した(表).肥料・土壌改良資材(以下，肥料).植物栄養

と関係する論文が多く，土壌肥沃度，土壌物理，土壌生物，

環境の11聞となる.土壌科学と関係する論文を作物学の項目

別に見ると，栽培，地下部，個体成育で多く，次いで¥品

7 14 152 
3 12 185 
7 78 439 

4 24 58 278 

6 22 381 

8 13 322 
12 60 2 91 596 

90 
8 40 48 251 

19 2 23 414 
26 46 398 

5 3 8 109 

8 23 305 

37 4 436 3920 

質，環境となる.両者の項呂別組合せを見ると，地下部と

植物栄養，栽培と肥料の組合せが多く，次いで，品質と肥

料，環境と肥料となる.これらのことから，作物学研究の

基盤として多様な土壌科学の部門が取り上げられ，特に，

栽培に関する作物学的研究の基盤としての土壌科学ととも

に，品質および環境に関する作物学的研究の基盤としての

土壌科学が期待される.さらに土壌と作物をつなぐ地下

部に関する作物学の研究は論文数も多く，この分野での研

究基盤としての土壌科学の部門との連携が期待される.

2. 精密農業の研究から

連続する多数の画場や大臣闘臨場の土壌にみられる理化

学性の空間変異の把握と解析は，その空間変異を均一化す

るための管理および土壌の空間変異に起因する作物生脊の

空間変異を是正する精密農業の鍵である. しかし，広域に

およぶ闘場の理化学性を正確に診断・予測するのはコスト

面からも困難な場面が多く 作物の生育・収量・品質の変

異から判断される土壌の肥沃度や排水・保水性の良否など

の知見に基づいて行なわれる.また，必要な場所に必要十

分量の管理を施すためには，地域ごとの土壌環境容量の把

握が必要である.

これらの研究の基盤として 土壌と作物生育(出芽・苗

立ちから生育，収量，そして品質)との時空間的関係に関

わる土壌科学の部門との連携が期待される.

3. おわりに

農学から各種の部門，たとえば，土壌学，肥料学，植物

病理学，育種学，農業経営学などが分離独立した.その結果，

作物学は，狭義の農学として，作物の生理・生態などを主

体として作物生産の原理を扱うこととなった. しかし作

物学は総合の学であり，その研究実施には，土壌科学，育

種学などの諸分野の知見・手法が必要で、ある.今後も，両

学問分野が相互に関連することは益するところが大きいと

考える稲村達也)
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