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1. はじめに

リンは作物の必須元素の一つであり，その欠乏は作物の収

量を低下させる。一方，近年，世界的な肥料需要の増加など

に起因してリンをはじめとした肥料価格が高騰した。その後

やや低下したものの，高騰前と比較してリン肥料の価格は依

然として高い状態が続いており，農家の経営に大きな影響を

与えていると考えられる。また，リンはその資源の枯渇も懸

念されている。世界的なリンの生産は 2033年にピークとな

り，それ以後は減少するという報告がある (Cordellら

2009)。また， Steen (1998) によれば. 2060年頃には現在

経済的に採掘可能なリン資源の半分が消費されると予想され

ている。農家経営の安定化や資源の有効利用などのためには，

今後は現状の生産性を維持しつつも，リン肥料の施肥量を削

減で、きる栽培技術の開発が望まれる。

アーパスキュラー菌根は菌類と植物の共生体の一種であ

る。菌根が形成されることにより宿主作物のリン吸収が増加

するなどの効果があり (Smith. Read 2008). その利用によ

りリン施肥量の削減が期待されている。また，菌根の形成は

耕起や作付体系，施肥などの栽培技術の影響を受けることが

知られている (Miller2000 ; Harrier . Watson 2003)。

これまでに我々の研究チームでは，寒冷地における飼料用

トウモロコシ (Zeamays L.)の省力・省資源栽培技術の開

発を目指して，被覆作物の利用に関する研究を行ってきた。

その中で，被覆作物の導入が主作物であるトウモロコシの

アーパスキュラー菌根形成に影響を与えることが確認され

た。ここでは，被覆作物と菌根の関係に関して，現在までの
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結果についてご報告したい。

2. 被覆作物とは

被覆作物とは土壌侵食の防止や地力の向上，雑草の抑制な

どを目的として，主作物の休閑期や主作物の畦聞に地表を被

覆するために導入される作物のことである。被覆作物として

はシロクローパ (Trifoliumreμns L.)やへアリーベッチ

(Vicia villosa Roth.) なと守のマメ科植物，ムギ類などのイネ

科植物が多く用いられている。被覆作物の利用形態や利用目

的は多様で、あり，その分類も必ずしも統一されているわけで、

はない。そこで，本報告では Hartwig. Ammon (2002)お

よびFageriaら (2005) を参考にして，被覆作物を次のよう

に分類した。

(1) 緑肥 (greenmanure) 

主作物の播種前に閏場にすき込む被覆作物のこと。

(2) デッドマルチ (deadmulch/residue mulch) 

主作物の播種前に化学的あるいは物理的に枯死させ，残溢

をそのまま圃場に放置する被覆作物のこと。

(3) リビングマルチ (livingmulch) 

主作物の播種後も少なくとも一時期は主作物と問時に生育

を続ける被覆作物のこと。

このうち「デッドマルチJと「リビングマルチ」は不耕起

栽培の付帯技術の一つである。これらの被覆作物を利用する

場合には，被覆作物の残i査もしくは植生中に不耕起播種機等

を用いて主作物を播種する。本報告では，シロクローパを「リ

ビングマルチ」として利用した場合と，へアリーベッチを「冬作

緑肥」として利用した場合に 主作物であるトウモロコシの

本研究の一部は農林水産省委託プロジェクト研究「自給飼料を基盤とした国産畜産物の高付加価値化技術の開発」による。
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アーパスキュラー菌根形成に与える影響について紹介する。

3. リビングマルチとアーパスキュラー菌根

これまでに飼料用トウモロコシの無除草剤栽培技術の開発

を目指して，シロクローパのリビングマルチを利用した栽培

技術に関する研究を行ってきた (図 1)。東北北部における

シロクローパのリビングマルチを用いた飼料用トウモロコシ

の栽培概要は次の通りである。 トウモロコシの播種前年の 8

月中にシロクローパを播種し，翌春，不耕起播種機もしくは

部分耕播種機を用いてシロクローパ植生中にトウモロコシを

播種する。東北北部におけるトウモロコシの播種適期は 5月

下旬~6 月上旬である 。 トウモロコシの播種直前もしくは直

後にシロクローパの地上部を刈り払う必要があるが，それ以

外には特に作業を必要とせず， トウモロコシが栽培できる。

この栽培技術によ り除草剤を用いることなく雑草の繁茂が抑

制され，十分なトウモロコシの収量が確保できる (魚住ら

2004)。

この研究の中で， リン無施肥の慣行栽培ではリン欠乏症状

が確認される圃場においても シロクローパのリビングマル

チを用いることにより， リン無施肥でもトウモロコシのリン

欠乏症状が軽減される現象が確認された。そこで，この現象

の要因を解明するために. 1年間休閑をしていたリン肥沃度

図 l シロクローパのリビングマルチを用いた飼料用トウモロ

コシの栽培の様子

の低い圃場を用いて，シロクローパを用いたリビングマルチ

区 (リン酸は無施肥。 トウモロコシは不耕起播種)と， リン

酸の施肥量を 4水準 (0-200kg/10a)設定した慣行区 (トウ

モロコシは耕起播種)を設け， トウモロコシを栽培した

(Deguchiら2007)。 トウモロコシの生育の結果を表 lに示

した。 トウモロコシの初期生育および乾物収量には，処理聞

に有意な差が認められた。慣行区ではa リン酸施肥量が多い

ほど乾物重およびリン濃度が高くなる傾向にあか最終的な

乾物収量ではこの傾向がより顕著になった。つまり，この圏

場においてはリン酸施肥が不可欠であると考えられた。一方，

リビングマルチ区では，生育初期の乾物重およびリン濃度が

いずれの慣行区よりも高く 乾物収量もリン酸を 100-

200kg/10a施肥した慣行区と同程度となった。これらのこと

から，シロクローパを用いたリビングマルチ栽培では， リン

酸を施肥していないにもかかわらずトウモロコシはリンを十

分に吸収できたと考えられた。リビングマルチによりトウモ

ロコシのリン吸収が促進された要因を検討するために土壌の

可給態リン首長を測定した。その結果， この圃場の栽培前の可

給態リン酸 (トルオーグ法)は20mg/kg程度であり，土壌

診断基準値 (100-300mg/kg)よりも著しく低かった。慣行

区ではリン酸施肥量が多いほどトウモロコシ栽培期間中の可

給態リン酸も増加した。これに対しリビングマルチ区では可

給態リン酸はリン酸無施肥の慣行区と同程度の低い水準のま

まであった。つまり ，リビングマルチによるトウモロコシの

リン吸収の促進は可給態リン酸には起因していないと考えら

れた。そこで次にトウモロコシ生育初期(播種34日後)のアー

パスキュラー菌根の形成率(図 2)を測定した。その結果，

慣行区ではリン酸施肥量に関わらず菌根の形成率は低かった

が，リビングマルチ区では慣行区と比較して著しく高かった。

以上のように，シロクローパのリビングマルチにより， トウ

モロコシのリン栄養が改善し，収量が増加すること，さらに

菌根形成も高まることが明らかとなった。

しかしこの園場試験だけではリビングマルチによるアー

パスキユラー菌根形成の高まりがトウモロコシの生育促進の

要因であるかを立証することは出来なかった。そこで次に，

両者の因果関係を明らかにするためにポット試験を行った

(Deguchiら2012)。 トウモロコシ栽培後の土壌を用いて，

表 l 圃場試験におけるトウモロコシの生育初期の地上部乾物重，地上部

リン酸濃度および乾物収量

地上部乾物重 リン濃度

栽培体系
リン酸施肥量 (gl個体) (96) 乾物収量

(kgIlOa) (kg/lOa) 
播種 34臼後

リビングマルチ 。 3.8" 0.40a 1599a 

d慣行 。 0.7b 0.20C 703C 

50 0.9b 0.22bc 1208b 

100 0.8b 0.27b 1499ab 

200 1.4b 0.22bc 1463ab 

表中のアルファベットの異文字聞には 5%水準で有意差がある (Tukeyの

方法).D巴guchiら (2007)から作成
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図 2. 園場試験における播種 34日後のトウモロコシのアーパ

スキユラー菌根形成率(平均+標準誤差). Deguchiら

(2007)から作成

菌根の形成を抑制するために殺菌剤を施用した土壌と殺菌剤

無施用の土壌を作成した。それぞれの土壌を用いてシロク

ローパのリビングマルチ区と被覆作物を導入しない慣行区の

2処理を設け，飼料用トウモロコシを 1ヶ月間栽培した (図

3)。その結果， トウモロコシの菌根形成率は，殺菌剤無施用

土壌では園場試験と同様にリビングマルチ区 (64%)におい

て慣行区 (42%) よりも高かった。これに対し殺菌剤施用

土壌では トウモロコシの菌根形成率はいずれの処理区におい

ても低く，菌根形成はほとんど認められなかった。一方，殺

菌剤無施用土壌では， リビングマルチ区の トウモロコシの地

上部乾物重と リン濃度は慣行区のそれらを上回ったが。殺菌

剤l施用土壌では， リビングマルチのトウモロコシの地上部乾

物重およびリン濃度は慣行区のそれらを下回った。

以上のことから， リビングマルチではアーパスキュラー菌

根が形成されたことによりトウモロコシのリン栄養が改善さ

れ，結果的にその生育が促進されること，また，菌根が形成

されない場合には， リビングマルチによ りトウモロコシの生

育が逆に抑制されることが明らかとなった。

4. 冬作緑肥とアーパスキュラー菌根

上述のように，シロクローパのリビングマルチによりリン

無施肥でも飼料用トウモロコシのリン栄養が改善されること

から，この栽培方法を用いることでリン酸施肥量を減らせる

可能性が見出された。しかし東北北部でのシロクローパの

矯種適期 (8月)はトウモロコシの収穫適期 (9月)よりも

早いために， トウモロコシの収穫後にシロクローパを播種す

ることができない。つまり シロクローノfのリビングマルチ

栽培を行う場合には， トウモロコシを一年に一回作付するこ

とができなくなってしまうという問題がある。園場の利用効

率を高めるためには， トウモロコシの一年一作が可能となる

ように，シロクローパに代わる被覆作物の利用を検討する必

要もあると考えられる。

その中で著者らは，シロクローパよりも越冬性の高いマメ

科作物としてへアリーベッチに注目した。晩生品種のへア

リーベッチであれば，盛岡地域において 10月初旬に無施肥

条件で播種をしても越冬が可能であり，翌春のトウモロコシ

リビング?!レチ区 慣行区 リビングマルチ区 慣行区

殺菌斉IJj忘用 殺菌剤l無施用

図 3 ポット試験におけるトウモロコシ生育の様子

の播種期 (5月 中 下 旬 ) に は 地 上 部 の 乾 物 重 が 100-

300kg/lOaとなる。そこで，ヘアリーベッチを冬作緑肥とし

て利用することが後作トウモロコシの生育に与える影響につ

いて検討した(出口ら 2012)。 トウモロコシの収穫後にへア

リーベッチを導入した緑肥区とへア リーベ ッチを導入しな

かった慣行区において，翌春のトウモロコシへのリン酸施肥

量として 5水準(施肥量 0-20kg/10a)を設けて栽培試験を

行った。その結果，生育初期のトウモロコシの地上部リン濃

度と地上部乾物重の聞には有意な相関関係が認められ， この

試験園場においてはリンがトウモロコシ生育の制限要因であ

ると考えられた。また，リン酸施肥量に関わらず，初期生育時

のトウモロコシの乾物重，リン濃度および菌根の形成率は，い

ずれも緑肥区で慣行区よりも高かった。一方，最終的な乾物

収量には緑肥区と慣行区の聞に有意差は認められなかった。

以上のことから，東北北部などの寒冷地においてもヘア

リーベッチを冬作緑肥として導入することで。翌年の飼料用

トウモロコシのアーパスキュラー菌根の形成が促進され，生

育初期のリン栄養および生育が改善されることが示された。

寒地においては， トウモロコシの初期生育の良否が雌穂の生

長に大きな影響を及ぼすことが報告されている(吉良

1985)。また， トウモロコシの生育初期にリン栄養を充足さ

せることの重要性も指摘されている (Barry. Miller 1989)。

今回の試験では乾物収量には効果は認められなかったが，ヘ

アリーベッチを冬作緑肥として活用することで，生育初期の

リン栄養を充足させることにより 飼料用トウモロコシへの

リン酸施肥量を削減できる可能性があると考えている。

5. 被覆作物によるアーパスキュラー菌根形成促進の要因

リビングマルチや冬作緑肥の導入が主作物である トウモロ

コシのアーパスキュラー菌根形成を促進した要因としては，

主に以下のようなことが考えられる。

一つには，冬期間にシロクローパやへアリーベッチが栽培

されていたことが上げられる。これまでに冬期間にアーパス

キュラー菌根菌の宿主となる植物を導入することで，後作物

の菌根形成が促進されることが海外 (Boswellら1998; 

Kabir . Koide 2000， 2002) や日本の温暖地(白木ら 2007)

において報告されている。これは，被覆作物が冬期間のアー

パスキュラー菌根の宿主となり，後作物に対する菌根菌の接
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種i原として機能したことに起因すると考えられている。寒冷

地におけるシロクローパのリビングマルチ利用やへアリー

ベッチの緑肥利用に関しても 被覆作物が冬期間の菌根菌の

宿主としての役割を呆たしたことで，翌春のトウモロコシの

菌根形成を促進したと考えられる。

また，リビングマルチに関しては，これが不耕起栽培の付

帯技術であることもアーパスキュラー菌根形成を促進した要

因の一つであると考えられる。これまでに土壌を耕起するこ

とにより，不耕起の場合と比較して菌根形成が抑制されるこ

とが知られている(O'Halloranら 1986; Evans . Miller 

1988)。これは，耕起をすることにより前作物が形成した菌

根菌の外生菌糸のネットワークが破壊され，後作物播種時の

アーパスキュラー菌根の形成能が低下するためであると考え

られている。上述したようにリビングマルチは不耕起栽培の

一種であり，シロクローパを播種した後に土壌を耕起しな

かったことも，リビングマルチによるトウモロコシの菌根形

成促進の要因であると考えられる。

なお， リビングマルチについて，ポット試験の殺菌剤無施

用の慣行区におけるアーパスキュラー菌根形成率 (42%) と

比較して，園場試験のリン酸無施肥の慣行区の形成率は 15%

と低かった。これまでに休閑や菌根非共生作物を栽培した場

合などと比較して，前年作に菌根共生作物を栽培した場合に

は翌年の作物の菌根形成が高まることが知られている

(Black . Tinker 1979 ; Karasawa ら 2000; Thompson 

1987)。上述したように圃場試験では l年以上休閑していた

闘場を用いており，そのことが慣行区における低い菌根形成

率の一因かもしれない。

6. 今後の展望

以上のように，リビングマルチや冬作緑肥などの被覆作物

を導入することにより，寒冷地においても主作物であるトウ

モロコシのアーパスキユラー菌根形成が高まることが明らか

となった。今後は，被覆作物を用いた場合のトウモロコシへ

のリン酸施肥量の削減効果を定量的に明らかにする必要があ

ると考えている。
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