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島根県の土壌と農業
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を受けて， 1984年に畑地造成へと計画が変更された。

島根県側の揖屋工区 (203ha)および安来工区 (128ha)

はそれぞれ揖屋湾，米子湾を堤防で締め切り，ポン

プ排水した干し上げ工法による干拓地で，それぞれ

1975年， 1976年に干陸された。両干拓地の平均標高

は約 -2.2mであり，大部分が粘質ないし強粘質土壌で，

極めて排水が不良であった。また，干陸当初の土壌は

海水の影響により， 12，000 mg kg-1の塩分を含有して

おり，硫化物を含んだ、酸'性硫酸塩土壌であった。その

影響を緩和することと，排水・土壌の乾燥化策として，

ν'300-1/500畑面勾配がつけられたとともに. 10m間

隔に深さ1.0~ 1.2 mの本暗きょ，これと直交するよ

うに 10m間隔、深さ 0.5mの補助暗きょ(もみがら)

が施行された。これらの対策により，土壌表面から

40 ~ 50cm程度は酸化が進み，硫化物，塩分ともに減

少し，土木的工事の終了した段階では，土壌深 15cm

までは pH6.5. 50cmまでの塩分濃度は 100mg kg・1以

下にまで改良された。両工区は 1989年に完成し，し

まね農業振興公社を通じて農家への農地の販売・貸付

が行われ，現在，揖屋工区では 96%. 安来工区では

75%の農地が売渡済となっている。一方，中海干拓

事業の最大面積が計画された本庄工区 (1，689ha)は，

環境汚染等への懸念による反対運動や公共事業に対す

る批判等の社会情勢を受けて 2000年に干拓中庄が決

定し， 2002年には干拓事業と併せて計画されていた

中海の淡水化事業も中止され，半世紀に及んだ中海干

拓事業は幕を閉じた。

ヒ素汚染オタネニンジン，斐川平野，

中海干拓揖屋工区と安来工区の農業生産

島根県と鳥取県にまたがる中海は日本で 5番目に大

きい湖で，弓浜半島と島根半島の聞に聞いた境水道を

通じて日本海とつながる汽水湖である。この沿岸の干

拓適地の 5地区を選定して農地を造成する大規模な干

拓事業が 1963年に着手され. I昭和の国引き」と呼

ばれた。当初は水田造成が目的とされたが，減反政策

島根県は中国山地の北側に位置し，東西の距離は約

230 kmで， 日本海に面する海岸線の長さは 1，027km 

におよぶ。中国山地から日本海へと急傾斜する土地は

狭長で，全般に平地が少なく，林野面積は 526，000ha

であり，総土地面積の 78.4%を占めている。島根県の

耕地面積は 38，000haで， このうち水田が30，500haを

占めており，水田率は 80.3%と非常に高い。地力保全

基本調査 (1959-1977) によれば，水田は 7土壌群，

22土壌統群. 68土壌統に，また樹園地を含む畑地は

8土壌群. 21土壌統群. 58土壌統に区分されている。

本稿では，このような土壌特性を示す島根県において，

土壌の改良と農業生産の向上について著者らが関わっ

たいくつかの島根県特有の事例について紹介したい。

キーワード:干拓地，
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営農開始間もない時期の揖屋工区および安来工区で

は，様々な作物の作付けが試みられたが，生育障害の

発生が問題となったため，著者らはその原因を明らか

にするとともに改善対策を講ずるため，野菜が作付け

されている圃場を中心に揖屋工区 132地点，安来工区

60地点の土壌調査を実施した。図 1に揖屋工区の代

表的な土壌断面図を示した。表面から 20cmまでは粒

状~細塊状構造が発達し，その下 41cmまでは塊状

構造，さらに下層 65cmまでは柱状構造で，それ以下

は連結状のグライ層であった。土壌pH5.5以下の酸性

畑の割合は揖屋工区で 23.5%，安来工区で 21.7%であ

り， pH7.0以上の高 pH畑がそれぞれ 45.4%，46.7% 

であった。 pH6.0-6.5の適正範囲にある圃場はそれぞ

れ 7.6%，13.3%とわずかであり，土壌pHに問題を

抱えていることが明らかとなった。揖屋工区において

多く発生したタマネギの生育障害は土壌pHが3.8-4.3

の強酸性を示していたため，酸性障害であると考えら

れた。また，両工区ともに，高 pH園場の占める割合

が半数近くに及んだが，これは多量に残存した貝殻に

含まれるカルシウムによるものと考えられた。そのた

め，このような圃場ではキャベツ，ブロッコリーなど

にマンガン欠乏，鉄欠乏が多く発生していた。その後，

これらの調査結果をもとに，資材施用や客土などの土

壌改良が進められた。

現在，揖屋および安来工区で，最も多く作付けさ

れているのが牧草である(揖屋工区 52ha，安来工区
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図1.揖屋工区圃場の代表的な土壌断面

28ha)。そのほかは両工区とも野菜が中心に作付けさ

れており，揖屋工区では，国の指定野菜産地となった

キャベツが 32ha栽培されており， IくにびきキャベツJ
として大阪市場での銘柄を確立している。安来工区で

は，野菜の品目としてはブロッコリーが 8ha栽培され

て最も多く，次いでブドウが 3haとなっている。近年

安来工区では，企業の農業参入が盛んになってきてお

り，干拓農地の利用面積が増加する傾向となってい

る。

3.大根島におけるオタネニンジン栽培の復興に

向けて

中海のほぼ中心に浮かぶ大根島は面積 6km2で，粘

性の低い玄武岩質溶岩からなる平坦な火山島である。

その表面は黒ボク土に覆われており，全国的にも特異

な農業生産が行われている。その中心は，ボタンの苗

木栽培であり，年間約 200万本が生産され， 日本の

生産量全体の 8割以上がこの小さな島で生産されて

いる。近年は，ボタンを中心にしたまちづくりが推進

され，観光ボタン園などを基盤とした島根県内有数の

観光地となっている。一方，ボタン栽培以前からこの

島の農業の中心であったのはオタネニンジン栽培であ

る。オタネニンジンの根系は滋養強壮，血行促進など

の薬理効果があり，古来より漢方薬の代名詞にもなる

ほど珍重されてきた。とりわけ朝鮮半島の白頭山，中

国東北部，ロシア沿海州などに自生していたものは極

めて貴重であり，同重量の金以上の高値で取引されて

いた記録がある。自生株の乱獲が進んだため， 17世

紀から朝鮮半島で栽培化が進められていった。オタネ

ニンジンは半陰地性のウコギ科の多年生草本で直射日

光を嫌うため，被覆栽培が行われている。日本におけ

るオタネニンジン産地では長野県が最も生産量が大き

く，次いで福島県， 3番目が島根県(大根島のみ)と

なっている。大根島におけるオタネニンジンの栽培は

江戸時代中期の宝暦年間に試作を行ったことが始まり

とされ，松江藩の積極的な技術開発と奨励施策により

発展し，藩財政を潤したと言われている。最盛期には

島根県東部一帯で栽培されていたが，第二次大戦後は

大根島のみで栽培が続けられてきた。

近年，いずれの産地でも農家の高齢化とともに栽培

面積が激減し，既に産地とは言えない状況になってい

る。これは，オタネニンジン栽培が歴史的背景を含め

て極めて特殊なものであり，その栽培に対して，他の
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図2. オタネニンジンの栽植年数と根重の関係

作物のように研究機関がなかなか関与できない状況に

あったことが大きな原因と考えられる。そこで，著者

らはオタネニンジン栽培の復興に向けて，土壌の理化

学性と生育の関係を検討し，生産性の向上につながる

肥培管理方法の確立を目指した。

オタネニンジンの根重は栽植年数が長いほど増加し

たが，農家によりその重量にはかなりの差異が認めら

れ. 4年根でも他の農家の 6年根の重量を上回る場合

も認められた(図 2)。すなわち，農家による肥培管

理の違いがオタネニンジンの生育に影響しているもの

と推察された。オタネニンジン栽培圃場の pHは総じ

て低く，年次が進むにつれて低下する傾向が認められ

た(表 1)。また，カルシウム，マグネシウム含量が

低く .c仙 ilg比およびMg!K比などの塩基バランスも

一般的な栽培作物の栽培指針からみれば適正値を大き

く逸脱していた。オタネニンジンの肥大にはカルシウ

ム含量が関係していると考えられ，肥大最盛期となる

5年根では根重とカルシウム含有率の聞に極めて高い

相関関係が認められた(図 3)。現在，土壌改良なら
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図3. オタネニンジンの根重と根の Ca含有率の関係

びに被覆方式の違いによる根系肥大について検討を進

めている。

4.斐川平野における大区画圃場整備

島根県仁多郡奥出雲町の船通山を源流とし，宍道湖

へそそぐ斐伊川は日本における代表的な天井川として

知られている。奥出雲一帯は古くから製鉄が盛んで，

その原料となる砂鉄を採取するために江戸時代中期以

降，鉄穴流し(かんなながし)という方法が行われて

いたことが原因とされている。この手法が盛んに行わ

れたことにより，下流域に風化花闘岩に由来する大量

の土砂が流入し，現在の天井川が形成された。このた

め，斐伊川は頻繁に洪水を繰り返し，その流れを変え

ながら現在の斐川平野を形成した。一方，江戸時代か

ら盛んに治水対策が行われ， 日本海に注いでいた流れ

を東に誘導し，宍道湖へ流入するような日I[違え(か

わちがえ)Jが施工されて，現在に至っている。また，

乙のような治水対策は同時に斐川平野の水田の造成も

表1. オタネニンジン栽培跡地土壌の理化学性

無機態 トルオー 交換性塩基
EC 

窒素 グリン酸栽植年数 pH CaO MgO K20 Ca/Mg MgIK 

(mS/cm) (mg/100g) (mg/100g) (mg/100g) (mg/100g) (mg/100g) 

2 5.10 0.236 8.6 54.3 250 11.6 60.3 15.6 0.5 

3 4.96 0.429 20.4 47.3 216 12目。 65.5 13.0 0.4 

4 5目。。 0.231 10.5 42.4 202 9.6 57.4 14.8 0.4 

5 4.88 0.246 10.6 43.6 229 11.8 53.0 14.5 0.5 

6 4.78 0.373 16目。 40.6 186 11.4 70.5 11.4 0.4 

*栽植年次別に 5戸の農家圃場から採取した土壌の平均 (n=5)
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促し，現在ではその豊富な水量を背景に島根県最大の

水田作地帯となっている。近年は集落営農を推進する

施策により，圃場整備が積極的に行われ，宍道湖西岸

の今在家地区には 1992年から大区画圃場が整備され

た。その標準区画は 2ha，最大区画は 2.7haとなって

おり，受益面積は 82haに及んでいる。この大区画園

場整備を契機に営農組合法人(あかつきファーム今在

家)が設立され，大規模営農が行われるとともに，ブ

ドウ，イチゴなどの栽培施設の導入による観光農園と

しての展開も試みられている。

5. 島根県西部地域の水稲のヒ素障害対策

農用地汚染防止法において，島根県では笹ヶ谷鉱山

下流地域(津和野町・益田市， 66.1 ha)，五十猛(大

田市， 7.3 ha)，左ヶ山(益田市， 27.3 ha)の3地域が

ヒ素汚染地域に指定された。これは，全国で指定さ

れたヒ素汚染地域 (391ha)の26%に相当し， 日本で

最もヒ素汚染対策が必要な地域であった。このため，

山根 (1989)を中心に島根県農業試験場(当時)にお

玄
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(g/pot) 

20 

o 40 80 160 

As添加波度 (ppm)

図4 土壌中のヒ素濃度および、水管理が水稲の
玄米重に及ぼす影響(山根， 1989) 
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いて，水稲のヒ素障害軽減のための耕種的・土木的な 分 30 
11 

研究が行われ，日本におけるヒ素障害対策技術に大き つ

な貢献を果たした。

ヒ素汚染水田における水稲の生育障害防止対策には

土木的方法と耕種的方法がある。土木的な手法は，①

客士による希釈，②汚染作土の除去，汚染作土と非汚

染作土の入れ替えなどである。耕種的方法としては①

水管理により土壌を酸化的に維持し，ヒ素の溶出を防

止する，②資材を土壌に加えて難溶性ヒ素化合物の生

成，沈殿を促す，③ヒ素が溶出しでも類似の物質によ

る競合的な根の吸収抑制などがある。これらのうち，

土木的手法はヒ素汚染地域における恒久的対策として

実施されており，笹ヶ谷鉱山下流地域の現地圃場で上

乗せ客士により，耕深20cm聞の可溶性ヒ素濃度を 15

mgkg・1未満に希釈し，肥料成分が制限因子にならな

いように十分にあたえることで，減収率を 10%未満

に抑えることが実証された。

水管理によるヒ素の吸収抑制は，酸化状態でヒ素

の可溶性が低下することから，節水栽培を行い，土壌

を酸化的に保つことでヒ素の吸収抑制に顕著な効果が

あり， 0.2%α ・α' ジピルジルを土壌に摘下した場

合に 2価鉄がかろうじて検出できる程度であればヒ

素の可溶化は少なく，障害発生の恐れはほとんどな

いとされた(図 4)。ヒ素汚染地域では，慣行の水管

意 20

(本!pot)

6.F1 7R 

同『轟田園宮守 男官
….。一・総理聖書官}鉄 0.4% 
一+ー一絞殺害事ニ鉄 0.49晶
一+ー紙炉滞 0.4%

81き 雪月

図5. ヒ素添加土壌 (80mgkg-1
) における鉄剤の施用が水

稲の分げつ数に及ぼす影響(山根， 1989) 

理であれば，間断濯織による節水栽培を行うことで，

400-450kgl10a程度の収量が確保できると結論してい

る。資材施用による生育障害回避としては，ヒ素汚染

土壌に 0.2-0.4%の硫酸第一鉄または硫酸第二鉄を施

用することにより，ヒ素の難溶化が認められ，水稲の

生育障害が軽減されたが，その効果は，節水栽培には

劣った(図 5)。また，転炉さいの施用は硫酸第一鉄

および硫酸第二鉄に比べて，その効果は若干劣るとし

ている(図 4，5)。

かつて島根県のヒ素汚染地域では，以上のような土

木的・耕種的な水稲のヒ素障害軽減対策が検討されて

きた。これらの技術はいずれも高度に汚染された地域



92 ペドロジスト第 58巻第2号 (2014)

での障害対策:であり，一般的な水田での水稲のヒ素吸

収実態に対応したものではない。近年，国際的に食品

中の重金属濃度に高い関心が寄せられており，コメ中

のヒ素濃度にも厳しい目が向けられている。日本人の

ヒ素摂取量の多くは主食であるコメに由来するとされ

ており，コメ中のヒ素濃度を低下させるための肥培管

理技術を確立することが早急に望まれている。そこで，

著者らは上記の山根 (1989)の報告をもとに，現在の

一般的な水稲の肥培管理に対応可能なヒ素吸収抑制技

術について検討している。出穂前後3週間の節水管理

が玄米ヒ素濃度の低減に極めて効果的であることを認

めたが，カドミウムとのトレードオフの関係から，さ

らに検討が必要である。鉄資材の施用は，玄米ヒ素濃

度の低減効果も大きいが，資材の価格，散布に関連す

る労力など営農を通じたコスト等も考慮しなければな

らない。転炉さいの価格は必ずしも高価ではないが，

ヒ素濃度の低減効果の高いゼロ価鉄やフェリハイドラ

イト系の資材の価格は高く，一般的な水田営農からみ

れば，容易に導入できるものではない。このような総

合的な観点から圃場レベルでの検証を進めていかなく

てはならない。
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