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はじめに
平成19年３月，35年間の長きに亘って奉職した東北大学大学院農学研究科
を波乱万丈のうち，退職した。生来の反骨精神というかへそ曲がりという
か，どちらかと言うと人と反対の側面を捉え，主として非アロフェン質黒ボ
ク土とフィールド科学に魅せられて，試行錯誤を繰り返しながら仕事を展開
してきた。このことは東北大学教養部時代に教育心理学で学んだフロイドの
心理学（精神的異常な人の心理から正常人の心理を分析）に大きな感銘をう
けたことにも起因するかも知れない。とにかく自分の五感で確かめないと納
得できないせっかちな性格と，理屈ぽっさが研究の駆動力になったことは確
かである。そんな訳で，常に現場から問題点を拾い上げ，既存の知識を駆使
して展開してきたフィールド研究で，苦しみながらもワクワクするあっとい
う間の35年間であった気がする。画期的な業績を上げることはできなかった
が，凡人でも常に関心を抱けば，それなりの研究は展開できるということを
紹介してみたい。最近，農学を研究する人が，生産現場（フィールド）から
離れがちであるが，農学の基盤はフィールドであることは誰しもが認める。
しかし，研究結果が気象や生物，土壌，地形などに大きく左右され，一見労
多くして功少ない？ことがフィールド離れの一因かもしれない。しかしなが
ら実験結果が多くの要因に影響されるということは，逆に見れば研究のシー
ズがたくさんあることでもあり，真面目に努力すれば誰にでもそれなりの結
果が得られるのがフィールド科学である。非アロフェン質黒ボク土と出会い，
そのユニークさに惹かれ，フィールド科学に魅せられた35年間の自分史を述
べ，大自然の中でのフィールド研究の醍醐味を若い研究者に伝えたい。

1

黒ボク土との出会い

霊峰「富士」が真北に眺められる，静岡県田方郡韮山村（現伊豆の国市）
に生まれ，四季を通じて清清しさ，美しさに幾度となく感銘を受けたが，そ
れが生涯を通じた「黒ボク土」の研究に結びつくとは夢にも思わなかった。

２
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しかしながら，家から 5km 以上離れた，開墾地（韮山村高原（たかはら）
字荒く）では，サツマイモが作られ，物心ついたころより荷車に乗せられ収
穫に向かったことを覚えている。そこは荒くというだけあって，ホクホクと
して，耕しやすい反面，走ると大変埃のたつ畑であったことを今でも鮮明に
記憶している。今考えると，粗粒質な肥沃性に劣る典型的なアロフェン質黒
ボク土で，当時はサツマイモしかまともに作れなかったものと思われる。そ
れゆえ，無意識のうちに，幼いときから黒ボク土のホクホクした物理性を体
で感じながら成長したようである。また中学時代の友達が，自然薯（野生の
ナガイモ）堀りの様子をクラスの作文集に，
「掘っても，掘ってもまだ深い，
触ってみればまた太い」と書いたのはこの黒ボク土の物理性とナガイモの特
徴を良く描いている。

2

東北大学への進学

大学は中谷宇吉郎の雪の結晶学に憧れ，北海道大学理学部を目指したが，
内地でなければだめだという親の強い反対に負け，東北大学農学部に進ん
だ。故郷韮山の隣の大仁町に東洋醸造という酒造会社があったことや，何
か日本的なことをやりたいという気持ちがあり，入学当初は，発酵学に憧れ
た。しかし，学生実験での単調な顕微鏡観察とそのスケッチに嫌気がさして，
土壌肥料学講座（現植物栄養学分野）を専攻した。大学院では幾度となく研
究テーマが変わったが最終的には「水稲，カブラを中心とする高等植物のグ
ルタミン酸脱水素酵素に関する研究」で学位を取得した。グルタミン酸脱水
素酵素は亜鉛を補酵素としており，非アロフェン質淡色黒ボク土の岩手県胆
沢（いさわ）町へ陸稲亜鉛欠乏調査に出向いたのが黒ボク土研究の第１歩で
あった。また堤道夫先生（宇都宮大学名誉教授）のコムギの Cu 欠乏調査で，
多腐植質非アロフェン質黒ボク土の東北大学川渡農場（現複合生態フィール
ド教育研究センター）を訪れたのも印象的であった。しかしながら，この農
場がその後の自分の主たる研究舞台となるとは当時は夢にも思わなかった。
土壌肥料研究室では故藤原彰夫先生の生態学や人文学に対する高い博識に強

（ 4 ）

非アロフェン質黒ボク土とフィールド科学に魅せられて

図1

恩師，藤原彰夫先生

い感銘を受けたが，同時に研究の難しさと継続性の重要性を体感した。藤原
先生は大変博学でかつ多方面に興味を持っており，専門の植物栄養学のみな
らず，土壌学，肥料学，鉱物学，無菌生物学，人文学，考古学など，色々な
知識と裏話を聞かせて戴いた（図１）
。中でも当時最先端であった東北大学
科学計測研究所矢田研究室（アスベストの中空構造を世界で始めて証明？）
の電子顕微鏡を駆使し，アロフェン質蔵王黒ボク土で九州大学より早く，イ
モゴライト粒子を撮影し，これは今までに見られない全くの新種鉱物として
東北大学農学研究所研究報告に見事な写真で報告したが，事情があってそれ
きりになった裏話は，研究の継続性の大切さを教えてくれた。研究には流行
り，廃りがあり，秀才は流行りで成功できるが，凡人でも地道に研究を継続
すれば次の流行りでいち早く頂点近くに立てるという話を聞いたのもこの頃
である。

3

最先端の酵素学から最先端の粘土鉱物学へ

大学院を終了し，故郷静岡県にある国立茶業試験場に就職を希望しほぼ
内定していたが，農学科農業立地学講座（現土壌立地学分野）で，どうし
ても作物を扱える助手が必要との事で昭和47年３月に赴任した。事前の話で
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は，３年契約で栽培試験を中心に研究をするとの事であったが，すぐに沖積
水田土壌の粘土鉱物の研究をやることになった。土壌学については全くの素
人であったのに，植物学の最先端の酵素学から土壌学の最先端の粘土鉱物学
へ大転換した。数年間は福島盆地を主体とする水田の粘土鉱物を研究した
が，この間卒論生として講座に配属された斉藤和芳君を指導することになっ
た。斉藤君の卒論では，岩質の異なる黒ボク土（塩基性の相模原，中性の宇
都宮，酸性の川渡）における作物の微量要素欠乏の栽培試験を行った。塩基
性の富士系相模原黒ボク土は塩基が豊富で微量要素欠乏は出ないと考えてい
たが，予想に反して，下層土でトウモロコシの亜鉛欠乏が発生した。この結
果を出張から戻ったばかりの庄子貞雄先生（東北大学名誉教授）に報告し
たところ，面白い結果だと金一封を戴いた。この発見は学内誌，Tohoku J.
Agricultural Research に発表されたが1)，その後の研究室の火山灰風化研究
において，母材の岩質と層位の重要性に着目する発端となったと記憶してい
る。また，Cu 欠乏は腐植に富む酸性火山灰土壌で発生することが堤先生に
よって明らかにされていたが，Co も川渡黒ボク土を始めとする酸性火山灰
土壌で含有量が低く，この種の土壌においては反芻家畜のコバルト欠乏症の
発生の危険性があることを指摘した2)。
研究室の主たるテーマが水田から黒ボク土に移るに従い，私も黒ボク土の
粘土鉱物の風化を研究することになった。当初は東北地域全体の黒ボク土
における粘土鉱物の風化を研究する予定で，予備調査や情報収集を行った
が，事情があって , 十和田火山灰土壌の粘土鉱物について研究することにな
った3)。

４
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4‑1 十 和 田 火 山 灰 土 壌 に お け る 粘 土 鉱 物 の 風 化
青森県の十和田カルデラを起源とする十和田火山灰は完新世以前から大爆
発を繰り返し，太平洋岸の八戸市に至るまで厚く堆積している。当時八戸高
校に勤務していた大池昭二先生は，精力的に完新世の十和田火山灰の堆積状

（ 6 ）

非アロフェン質黒ボク土とフィールド科学に魅せられて

況と分布状況を調査し，各火山灰の詳細なアイソパックをほぼ完成させてお
り，火山灰の風化研究を行うのに最高のフィールドであった。ここでは完
新世のテフラだけでも，二の倉火山灰（10,000年）
，南部火山灰（8,600年），
中せり火山灰（4,000年）
，十和田‑b 火山灰（2,000年）
，十和田‑a 火山灰
（1,000年）が堆積しており，岩質も玄武岩質から，安山岩質，流紋岩質へと
大きく変化していた。またカルデラ近くではＡ‑Ｃタイプの土壌が，遠方の
市の沢では厚層多腐植質黒ボク土が生成しており，粘土鉱物の生成環境は多
様であった。この年代，層厚，岩質，腐植含量，気候などの違いを反映し，
アロフェン，イモゴライト，ハロイサイトの生成環境を明らかにすることが
できた3)。またその後の研究で，間帯性土壌とされていた火山灰土も風化環
境の違いによって，気候の厳しい山頂部ではポドソル土壌が発達することが
わかり4)，国内外の黒ボク土と，ポドソル土の生成に関する一連の研究に発
展した。またＡ層とＣ層におけるアロフェン含有率の違いはアロフェン質黒
ボク土と非アロフェン質黒ボク土の生成要因を紐解く端緒となった。更に，
深層の南部火山灰や二の倉火山灰に見られたハロイサイトには球状と管状の
ものがあり，ハロイサイトの結晶構造の研究にも発展した5)。
十和田火山灰土壌の研究で最も苦労したのはアロフェン，イモゴライトの
透過型電子顕微鏡写真の撮影であった。研究室で電子顕微鏡を有し世界の非
晶質粘土鉱物研究の最先端を走っていた九州大学土壌学講座では，日常的に，
直径50オングストロングの見事なアロフェンの球状粒子や直径20オングスト
ロングのイモゴライトの中空管状粒子を撮影しており，これに匹敵する電子
顕微鏡写真を撮れとの至上命令であった。焦点合わせの位置と実際の撮影の
位置を変えたり，焦点深度，脱鉄処理，カーボン蒸着，コロイド膜の作成な
どに工夫を凝らした。そして撮影数日前から電子顕微鏡を独占して安定させ，
漸く約500枚の中から１枚の奇麗な写真を撮ることに成功した。この一枚の
南部火山灰Ｂ層におけるアロフェン，イモゴライトの写真は，その後の土壌
立地学研究室の電子顕微鏡写真の手本となったが，これを超える写真は未だ
ない（図２）
。また十和田火山灰土ではオパーリンシリカの電子顕微鏡写真

４
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アロフェン質黒ボク土と非アロフェン質黒ボク土の粘土鉱物
（左：十和田土壌，右：川渡土壌）

も撮影した。その多様で奇麗な粒子像や風化に伴う腐蝕模様の変化に魅了さ
れ，アロフェンやイモゴライトの撮影の難しさに伴うイライラもあって必要
枚数以上に撮影し，多大な経費を払う羽目になった苦い思い出もある。
4‑2

球状ハロイサイトの結晶構造

十和田火山灰土壌の南部火山灰層や二の倉火山灰層に見られる球状ハロイ
サイトは火山灰風化層のみに見られる特徴的なハロイサイトである3)。倍率
の低い状態で電子顕微鏡観察すると，外部の電子密度の高い部分と内部の
低い部分が存在することや表面や内部にアロフェンが存在するように見え
ることから「アロフェンーハロイサイト球粒体」とも呼ばれていた。この球
状ハロイサイト内部が非晶質であるか否かは球状ハロイサイトの生成過程を
考える上で極めて重要である。アロフェン撮影で苦労した小生は，球状ハロ
イサイトの歪んだリングや内部の非晶質状に見える部分は電子線による破壊
が原因ではないかと考え，当時大学本部に設置された最新の100万ボルト電
子顕微鏡で内部構造を観察することにした。この電子顕微鏡の操作は，国際
的に有名な東北大学金属材料研究所の技官の方が担当しており，10オングス
トロングの結晶構造を見たいという小生の申し出に意図も簡単に応じてくれ
た。というのは当時，彼らは金粒子の２オングストロング原子構造の撮影に
成功しており，10オングストロングの構造などた易いものと鷹をくくってい
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球状ハロイサイトの100万ボルト電子顕微鏡写真（上：無処理，下：グリセロール処理）

た。しかし，いざ撮影となると電子線による脱水で，ハロイサイト粒子の歪
みが起こり，全くものにならなかった。そして彼らの電子顕微鏡観察技術に
対するプライドは，土壌粘土鉱物の脆さによる構造破壊を認めず，必ず撮
れると１週間余も挑戦した。その間小生は半ば諦め，電顕に関する商業雑
誌を見ていた。その時，偶然にも植物組織の電顕写真にグリセロールを用
いると安定した写真が撮れるという記事が目に入った。これまで粘土鉱物

４
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のＸ線解析を経験していた小生は，ハロイサイトの層間水（3A）をグリセ
ロール（4A）で置換できることを知っていたので，脱水による7A に収縮し
た画像より，グリセロールで置換した11A の構造の方が，天然の球状ハロ
イサイト（10A）構造に近いのではないかと考え挑戦した。その結果，漸く
球状ハロイサイトの内部構造の撮影に成功することができ（図３）
，国際誌
「Geoderma」に投稿した。しかしながら，グリセロールは270℃付近で蒸発
することからこの電子顕微鏡写真に，レフリーからクレームがついた。そこ
で通常は電子線ダメージで７A に収縮する球状ハロイサイトをグリセロー
ル，300℃前後加熱処理をし，Ｘ線回折で結晶構造を確認したところ，350℃
までほぼ11A 構造が保たれることが確認された。ハロイサイト層間に補足
されたグリセロールは熱処理で層の入り口が閉ざされ，270℃以上になって
も蒸発しなかったものと思われる。この球状ハロイサイトの内部構造の解明
は，九州大学でも分別溶解法という別な方法で研究され，宇都宮大学での日
本土壌肥料学会で相前後して発表された。小生の発表の方が一番早かったこ
と，既に国際誌に投稿していたこともあって5)，結果的に九州大学では我が
国の粘土鉱物学会誌に公表するに止まった。この国際誌「Geoderma」の反
響は極めて大きく，その後ニュージーランドに留学した際，Geoderma にハ
ロイサイトの論文を公表した「Dr Saigusa」で紹介され，皆の敬意の眼差し
に戸惑った覚えがある。大学院時代に藤原彰夫先生から，
「研究は論文を書
いて初めて完成」という言葉をしばしば聞かされ，そのことを実感した研究
でもあった。この経験を活かして，その後，学生には研究が80％完成すれば
投稿準備にかかるよう指導することに努めた。
4‑3

ニュージーランド留学と黒ボク土研究

火山灰土の風化研究で，世界をリードしていたニュージーランドへの留学
は，実り大きいものであった。我が国と同様に細長い火山国であったニュー
ジーランドは，出発前の予備知識では平均気温や降雨量がほぼ同じで黒ボク
土が発達している牧畜国であった。しかしながら，ニュージーランドの開拓
の歴史は100年程度と浅く，森林植生下で発達した火山灰土は，我が国の黒
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ボク土とは全く異なりアロフェン質で淡色をしていた。また牧草地の土壌も
表層に薄い腐植が集積するのみで，唯一の黒ボク土はワラビに似たシダ植生
下に発達する土壌だけであった。現地では火山灰土はリン酸肥沃度には劣る
ものの酸性障害が全く起こさず，物理性に富む肥沃な土壌と考えられていた。
また平均値で類似していた気候は一日に４シーズンがあると言われるような
日変化が激しい反面，夏涼しく，冬に雨の多い，気温の一年を通じての変化
は小さいものであった。研究情報管理は非常にシステマティックに行われて
おり，国内で誰が土壌調査しても全てのデータを当時の土壌研究所に登録し，
誰でも利用できた。お陰で小生は粘土鉱物研究のみに没頭でき，また私的に
も家族でニュージーランドの大自然を満喫した充実の一年であった。小生を
受け入れてくれた R. Parﬁtt 博士は非晶質鉱物に関する世界的権威で，アロ
フェンの定量法を確立していた。また小生の前に逸見彰男先生（現愛媛大教
授）を受け入れており，日本人の英語にも扱い方にも慣れていたので短期間
に研究に入ることができた。クリスマス休暇や夏休み，夕刻５時以降の自由
時間を家族と存分に楽しんだ割には，著名な国際誌に３報も報告することが
できた6‑8)。ここではアロフェンとハロイサイトの生成に対する気象要因と
有機物の影響の重要性を明らかにした。また火山灰土研究で次のような多
く情報を得た1)。アロフェン定量法の習得2)，分散抑制剤スーパーフロック
（アクリルアミド溶液）との出会い3)，我が国と異なる火山灰土の常識（石
灰施用効果が乏しく，酸性障害が問題とならない淡い土壌）4)，火山灰土へ
の風成塵の混入（後の非アロフェン質黒ボク土の研究にも関連）5)，火山灰
由来の黒ボク土以外（ポドソルや他の土壌）の発達6)，火山灰土研究に対す
る生態学的扱い（気候，植生など）の重要性7)，樹木起源のオパーリンシリ
カの存在等である。中でも，アロフェンの定量法とスーパーフロックの導入
は，我が国火山灰の風化研究に多大な貢献をし，研究成果の世界的比較を可
能にしたものと自負している。
また，実験室での分析が続くと，時折，Parﬁtt 博士がフィールド調査に
連れ出してくれた。土壌調査を始めると，現地の小学生が正規の授業を休ん
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で集まり，野外講義が始まる。Parﬁtt 博士は大変丁寧に，土壌や植生，作
物栽培法など農業全般について一時間余も説明していた。世界的に偉大な鉱
物学者の意外な側面を見ると共に，研究の出口（農業などへの応用）を常に
しっかりと捉えていることの重要性を学んだ。このフィールド調査の経験は，
帰国後の黒ボク土の実用的研究の展開や農家との対話，最近の大学開放事業
における市民，小中学生の食農教育などに大いに役立った。

5
5‑1

黒ボク土の酸性障害発現機構と栽培管理

黒ボク土の酸性障害に関する研究

黒ボク土の風化論を研究する過程で，粘土鉱物の生成に土壌 pH が重要な
役割をしていることに気づき，研究室セミナーでそのことを発表したとこ
ろ，そんな単純な考えで問題解決ができる訳がないと一笑された。確かに土
壌 pH 以外にも有機物や，土壌水分，植生なども重要であるが，土壌 pH が
最も重要な要因であるとの考えと実用的研究をしたいとの思いから，黒ボク
土の酸性障害を主たる研究課題とすることにした。我が国における酸性土壌

alic

図 4 pH および交換酸度 y1 とゴボウ根の生長
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の研究は大工原銀太郎博士の世界的研究や，吉田稔先生のコロイド化学的研
究，山本毅さんの栽培学的研究など極めて優れた研究がある。しかし黒ボク
土の風化論やニュージーランドでの研究を通じて，当時教科書に書かれてい
た「黒ボク土はアロフェンを主体として，酸性障害を起こす低生産性土壌」
という記述には大きな矛盾を感じていた。結果的には，教科書を書いた人が
九州大学の世界的な黒ボク土のアロフェン研究と東北農業試験場の山本毅氏
の黒ボク土における実用的栽培研究を，勝手に混用した大きな間違いであっ
た。一方，当時は作物の養分吸収は作土中心に行われるという考え方が強く，
下層土は水分供給の場とする考え方が強かった。また湿潤気候下の我が国で
は下層土深くまで強酸性化しているが，経済性から酸性矯正は作土のみに限
られている場合が多かった。さらに酸性障害の程度は共存する養分の状態に
も大きく影響することが考えられた。そこで下層土の重要性，栄養分の影響
を少なくして酸性障害を評価するために，1L のプラスチックポットに酸性
矯正した作土と未矯正の下層土を充填し，養分の下層土への流亡を回避する

図5

強酸性下層土を持つ川渡黒ボク土でのゴボウ分岐根の発生
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ために，ガラス管による底面からの潅水を行った9)。また土壌養分の影響を
回避するために，種子の比較的大きい作物（ゴボウ，オオムギ，コムギ，ト
ウモロコシなど）を選んだ。大工原先生の鉱質酸性土壌の研究からも黒ボ
ク土の酸性障害は Al 過剰障害が重要であることは予想されたが，腐植の多
い黒ボク土の酸性障害は Al の過剰障害であることを改めて確認し，また酸
性障害の指標としては腐植含量を問わず，大工原酸度 y1 が実用的であるこ
とを明らかにした10)。この考え方は後に米国農務省のソイルタクソノミーに
採用され，Al 過剰害を問題とする alic 亜群の区分基準として，y1＞６に相
当する交換性 Al＞2cmol
（＋）/kg が設定された（図４）。この研究において，
食文化の違いを感じたのは指標作物に用いたゴボウが作物としてレフリーに
理解されなかったことである。諸外国では burdock は雑草であり，戦後日
本に抑留された兵士にキンピラ料理を出したところバーク（樹皮）を食わせ
たと捕虜虐待の訴えがあったというエピソードがある。そこで日本において
は重要な根菜であることを説明すると共に，edible burdock と表記すること
にした9), 10)。またその後の国際学会や外国人に対する日本での野外巡検では
美味しい根菜であること，stomach conditioner としての機能性食物である
ことを説明することにしている。この研究は川渡農場における圃場レベルへ
の研究に発展した（図５）
。そして，アロフェン質多腐植質十和田黒ボク土，
アロフェン質寡腐植（淡色）蔵王黒ボク土，非アロフェン質川渡多腐植質黒
ボク土，非アロフェン質寡腐植質（淡色）北上黒ボク土の４点セットで栽培
試験が行われ，オオムギ，コムギ，ゴボウ，ソルガム，マメ科牧草，イネ科
牧草などで重窒素を駆使し，下層土の養分吸収（特に窒素）の場としての役
割を明らかにした11‑15)。また最新の熱伝対法を導入し，トウモロコシ，ダイ
ズの栽培における下層土の水分吸収の場としての役割も明らかにした16)。当
時，川渡農場においては酸性（Al）障害に弱いオオムギやゴボウ，アルフ
ァルファーなども栽培し，これら作物が黄変し典型的窒素欠乏を起こしてい
たにも拘わらず，それが当たり前のように風土的現象とされていた。同一圃
場に４種の黒ボク土を造成し，初めて見た作物の生育，収量の違いに現場技
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官の驚きは大きかった。そして，農学は生態学的扱いが重要であることを実
感した圃場試験でもあった。
5‑2 黒 ボ ク 土 の 植 物 有 害 Al
黒ボク土の酸性障害の土壌診断法としては大工原酸度 y1（交換性 Al）が
有効であることを述べたが，植物栄養学的には養分吸収は積極吸収で説明
され，土壌溶液論的研究が展開されていた。しかしながら，フィールドで
の Al 過剰害は pH5.5以下で発現するのに対し，土壌溶液中の Al は pH4.5
以下にならないと Al 過剰害を説明する程の Al 濃度は出現しない。そこで，
単量体の Al3＋より毒性の強い Al の存在が植物栄養学者を中心に水耕栽培で
検討された。その結果 pH4.5‑5 付近で生成する Al の13重合体：［AlO4Al12
7＋
（OH）
（H2O）
24
12］ の存在が確認され一流の国際雑誌に100編以上の論文が発

表された。しかしながら，土壌には吸着現象があること，土壌診断法として
は交換性単量体 Al3＋で説明されること，重粘土の改良に用いられる塩基性
Al の13重合体は処理後でも作物に障害を起こさないことなどから，水耕栽
培で見出された Al‑13重合体は土壌中の植物有害 Al ではないと考えた。実
験を行うに当たり，信頼できるデータを得るために，畑状態でなく，土壌
と添加 Al が均一に混合できる湛水状態とし，更に酸性に強い水稲を用いる
こととした。その結果，水耕栽培で単量体の Al3＋より，２倍以上阻害が強
かった Al の13重合体は水稲の湛水土耕栽培では，土壌に不可逆的に吸着さ
れ，殆ど障害を示さなかった。そして，湛水土耕栽培における水稲の生育は，
単量体 Al3＋，Al‑13重合体添加区とも土壌溶液中の単量体 Al3＋ 濃度を反映
した。この結果は第３回低 pH 領域における植物と土壌の相互作用に関する
国際シンポジウム（オーストラリア国ブリスベン）で，植物の Al 障害を研
究する世界の主な研究者の前で発表され，支持された17)。それ以来，土壌中
の植物の Al 障害は単量体 Al3＋ となり，Al 耐性植物の遺伝子工学的作出の
ターゲットも単量体 Al3＋に絞られた。また我が国の植物栄養研究者の Al 耐
性植物の作出においては，最終評価を東北大学附属農場の非アロフェン質黒
ボク土を用いて行うようになり，この分野では世界を大きくリードしている。
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しかしながら植物根が土壌に吸着されている単量体 Al3＋を直接吸収できる
か否かは未だ証明されていない。
5‑3

石 膏 に よ る Al 過 剰 害 の 軽 減

リン酸石膏（phospho-gypsum）が，ブラジル，セラード地帯における下
層土の Al 障害軽減に効果があることがアメリカ土壌科学会誌に掲載された
が，その内容が理解できなかった。そこでリン酸肥料の大家である恩師藤原
彰夫先生に相談したところ，リン酸の製造過程で，副産物としてリン酸の５
倍程度生成するもので，リン酸を少量（0.5％程度）含む石膏であることが
判明した。酸性土壌が主体である我が国では石灰施用が一般的で石膏は土壌
を酸性化させるあるいは，土壌を硬化させるという誤解があって，殆ど作物
栽培に利用されることはなかった。ここで生成する石膏は無水石膏ではなく，
主として0.5‑2 分子の水を含む含水石膏で，化学的には中性で，土壌に施用
するとむしろ膨軟化し，保水性，排水性，易耕性を高めることが知られてい
る。また溶解度は塩化カルシウムよりはるかに低いが石灰の100倍程度であ
る。
リン酸石膏を厚層多腐植質非アロフェン質川渡黒ボク土と寡腐植質非アロ
フェン質北上黒ボク土に施用したところ，両黒ボク土とも pH はやや低下し
たが，大工原酸度 y1 は，川渡黒ボク土では殆ど変わらないのに対して，北
上淡色黒ボク土では有意に低下した18, 19)。この y1 を反映し，北上淡色黒ボ
ク土ではオオムギ根の下層土への伸長が顕著に改善された。多腐植の川渡黒
ボク土で Al 障害の改善が見られなかったのは，腐植‑Al 複合体が大量に存
在し，Al の潜在的供給量が大きいためと思われる。腐植の少ない非アロフ
ェン質黒ボク土における Al 障害軽減機構をイオン交換樹脂によって検討し
たところ，リン酸石膏処理で土壌溶液に放出された Al3＋が，重合体 Al とな
り，その後土壌コロイドに不可逆的に結合し，最終的に交換性 Al を減少さ
せるという，これまで報告されていない軽減機構が明らかになった20‑22)。
リン酸石膏は石灰と異なり，このような下層土酸性改良効果を示す22) の
で，特殊肥料として申請し認められた。そして，これまで産業廃棄物であっ
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た燐酸石膏が「ダウイン」，
「畑のカルシウム」
，「田んぼのカルシウム」など
の商標の下に年間１万トン近くが販売されている。このリン酸石膏には Al
障害改善効果の他に，持続的 Ca 供給能，土壌構造改善による保水性，排水
性，易耕性の改善，イオウの供給能，有機物分解調整能など多機能を有する
ことを明らかにした25, 26)。
5‑4 下 層 土 強 酸 性 非 ア ロ フ ェ ン 質 黒 ボ ク 土 の 施 肥 管 理
土壌の陽イオン吸着能（CEC）には一定荷電と変異荷電があり，変異荷
電は pH が高くなると増加し，腐植に富む黒ボク土でその効果が高い。これ
に対して陰イオン吸着能（AEC）は酸性領域で発現量が増加する変異荷電
のみであり，また腐植に富む黒ボク土では酸性領域でも殆ど無いことを明ら

図 6 黒ボク土の CEC と AEC
●十和田，〇蔵王，▲栗駒，■川渡
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かにした27)（図６）。このことは我が国の下層土強酸性黒ボク土においては
極めて深刻な問題である。すなわち Al 障害軽減のために石灰中和される作
土の AEC は殆どなく，その酸性矯正は，経済的理由から作土のみに限られ
ている。その結果下層土が強酸性の場合，作物根の根張りが制限され，下層
土への溶脱養分（主として NO3 など）を吸収ができないため，窒素欠乏な
どで生育，収量が著しく減少する。このような土壌における施肥法としては，
前述の石膏施用の他に，肥効が持続する肥効調節型肥料の導入28)，作物根が
作土に充満した後の追肥重点施肥法15) が有効であることを明らかにした。ま
た難分解性コンポストの下層土施用によって，Al 障害，根環境の改善と共
に，地球温暖化ガスである CO2 の下層土貯蔵の可能性が明らかにされた29)。
5‑5

非アロフェン質黒ボク土への耐酸性作物の導入

ブルーベリー，ナガイモ，ジャガイモなどの好酸性作物は，低い pH を好
むので非アロフェン質黒ボク土で栽培する方がむしろ良好な生育を示す。そ
こでブルーベリー，各種ナガイモ類の栽培法を検討すると共に，大学農場
の基幹作物として導入した30

33)

。また非アロフェン質黒ボク土の緩衝能が高

い性質と低 pH 性を利用し，水稲育苗培土としての有効性を明らかにした34)。
更に後述するように，強酸性黒ボク土における牧草の混播栽培のために，耐
酸性の強い三倍体のミヤコグサ（マクロータス）をニュージーランドより輸
入し，栽培特性を明らかにした。
5‑6

我が国におけるアロフェン質および非アロフェン質
黒ボク土の分布と生成要因

アロフェン質黒ボク土と非アロフェン質黒ボク土には，礬土性（リン酸
の不可給化）
，軽しょう性，腐植の集積など多くの共通点があるが，両者に
は存在する粘土鉱物の違いにより酸性障害（Al 過剰害）の発現程度が著し
く異なり，農業上大きな問題となっている9, 10)。それ故，Al 過剰害が問題と
なる非アロフェン質黒ボク土を USDA の分類では alic 亜群として，FAO ―
UNESCO の分類では alu-andic として，また，日本ペドロジー学会では準黒
ボク土として区分した。それ故両者の分布図を作成することは農業上極めて

図7

アロフェン質黒ボク土と非アロフェン質黒ボク土の分布（左：火山灰の分布、右：各黒ボク土の分布）
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重要である。前述の如く，ニュージーランド留学で土壌アロフェンの分別定
量法を習得したので，全非晶質 Al（酸性蓚酸塩可溶 Al）に対する腐植複合
体 Al（パイロフォスフェイト可溶 Al）の割合を基準に両者を区分し，開拓
地土壌調査の y1 を加味して35, 36) 我が国におけるアロフェン質黒ボク土と非
アロフェン質黒ボク土の分布図を作成した37)（図７）。当時福島県農業試験
場の農芸化学部長であった館川洋氏に依頼し，全国都道府県農業試験場で保
管している土壌保全調査の黒ボク土試料から各50g を分与していただき，約
3,000点を分析した。その結果，非アロフェン質黒ボク土は日本海側や火山
噴出源から遠い位置に分布し，38都道府県，全黒ボク土面積の30.1％に相当
した。これに対してアロフェン質黒ボク土は火山の噴出源から近い位置に分
布し，都道府県数が25と少ないにも関わらず，全体の69.9％の面積を占めた。
両火山灰土壌の分布都道府県数と分布面積には逆の関係があり，一見矛盾す
るように見える。しかしながら，アロフェン質黒ボク土は早稲田大学貝塚爽
平氏が描いた我が国火山放出物のアイソパック（等高線）と比較すると，火
山灰の厚く堆積した地域にアロフェン質黒ボク土が分布することが明らかと
なった。
一方，黒ボク土の総合研究班（1986）によって集められた，我が国を代
表する黒ボク土の試料40断面，181試料より得られたデータを25cm 間隔の
深さ別にまとめてみると，アロフェン質黒ボク土の活性 Al 量は4.7‑5.7％
と非アロフェン質黒ボク土の1.4‑2.2％に比べて，２‑３倍も高く，しかも
アロフェンに起因する Al が大半を占める15)。これに対して，非アロフェン
質黒ボク土では活性 Al に占めるアロフェン態 Al の比率が低く大部分は腐
植複合体 Al である。一方，深さ別炭素含量を見ると，アロフェン質黒ボク
土では 0‑25cm が10％以上であるのに対して，非アロフェン質黒ボク土で
は全活性 Al が少ないにも関わらず，0‑50cm まで炭素含量が10％以上と高
い値を示した。この炭素含量は腐植複合体 Al 含量と極めて高い相関（r＝
0.91，n=178）があり，火山灰が風化して放出された Al は最初に腐植に捉
われ，それが飽和されてから Si と結合して，アロフェンが生成することを
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物語っている。火山噴出源に近いアロフェン質黒ボク土では一回の火山灰の
堆積が厚く，A‑C 型の土壌が生成し，相対的に薄い腐植層を形成している。
これに対して，火山噴出源から遠い位置において生成する非アロフェン質黒
ボク土では，一回の火山噴出による火山灰（Al）の供給が少なく，Al は腐
植複合体として捉われ，複数の火山灰の堆積により若返り型の厚層腐植層が
生成したものと思われる。また全活性 Al 量が非アロフェン質黒ボク土で少
ないのは，日本に飛来する風成塵（黄砂）によって堆積した火山灰層が希釈
されたものと思われる。この中国大陸から飛来する黄砂には，２：１型鉱物
が含まれており，非アロフェン質黒ボク土の主要な粘土鉱物となる。そして
湿潤で溶脱が激しい日本の気象条件では強酸的性格を示し，植物に Al 過剰
害を引き起こすものと思われる。すなわち，非アロフェン質黒ボク土は我が
国の火山灰放出物と中国大陸の黄砂からなる混血土壌といえる。この考え方
は，岩手大学故井上克弘教授，溝田智俊教授らによって石英の酸素同位体比
の分析結果から提唱された，我が国非アロフェン質黒ボク土は中国大陸の風
成塵の影響を強く受けているとする仮説を強く支持するものである。
5‑7 ア ロ フ ェ ン 質 茶 園 土 壌 の 実 態 調 査
これまでの研究でアロフェン質黒ボク土は溶脱が進んで塩基飽和度が低下
しても作物に Al の過剰害が発生しないことを明らかにした9, 10)。しかしな
がら出張などで，東海道新幹線を利用し，静岡県富士市付近を通過するとき，
一面の茶園風景が出現し，どうして塩基性の富士系アロフェン質黒ボク土に，
Al3＋を必要とする茶園が成立するのか不思議に感じていた。そこに茶園土壌
の研究をやりたいという学生が現われ，小生の学生時代からの茶樹の仕事を
したかった思いが一致し，静岡県立茶業試験場富士分場にお願いし，茶園土
壌の現地調査を実施した。玄武岩質特有の鉄分に富んだアロフェン質黒ボク
土に見事な茶畑が富士を背景に展開していた。当地の茶園造成は下層土まで
均一に混合してから植栽するという話をうかがい，施肥の影響のある畦間と
施肥の影響の少ない樹幹下を層毎に土壌採取した。茶園は１列約180cm で
あるが，そのうち30cm が畦間で，この狭い畦間に多いところではＮとして，

５

図8

黒ボク土の酸性障害発現機構と栽培管理
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茶園土壌の畦間と樹幹下における pH と交換性 Al
●畦間

●樹幹下

150kg/10a が施され，施肥位置の単位面積辺りの施肥量は実に900kg/10a に
も相当する。これは水稲の 9kg/10a の100倍にも当たる数字で如何に土壌に
大きな負荷を与えているかがうかがえる。この大量施肥を反映し畦間の土壌
pH は４以下の超強酸性を示したのに対し，樹幹下はアロフェン質黒ボク土
を反映し５前後であった。またこの畝間の超強酸性を反映し，本来アロフェ
ン質黒ボク土では検出されない見かけの交換酸度 y1 は著しく高い値を示し
た（図８）。更に分別溶解法で検討すると，畦間作土では酸性蓚酸塩可溶の
Al 量（活性 Al 総量）が減少すると共に，アロフェンの Al が減少し，相対
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的に腐植複合体 Al 割合が増加していた。このことは大量施肥で硫酸根や硝
酸根が集積し極端に pH が低下した結果，主要な粘土鉱物が破壊されたもの
と思われる38‑40)。
このような畦間の pH が樹幹下の pH より著しく低下する現象は，県立茶
業試験場の表層黒ボク質の黄色土壌でも，独立行政法人野菜茶業試験場の非
アロフェン質黒ボク土でも，また鹿児島県知覧町のアロフェン質黒ボク土で
も確認された。野菜茶業試験場の非アロフェン質黒ボク土は県立茶業試験
場から10km も離れていないのに，1m にも及ぶ見事な黒ボク土（加藤芳郎
静岡大学名誉教授の非火山性黒ボク土）であり，また従来典型的黄色土とさ
れてきた県立茶業試験場の表層も明らかに火山灰の影響を受けており，我が
国土壌に対する広域テフラの影響の強大さを見せ付けられた。このような加
藤氏によって非火山性黒ボク土とされた非アロフェン質黒ボク土は愛知，三
重県下でも存在し，茶園やサツキの栽培にも使われているようである。また
野菜茶業試験場の主要粘土鉱物である２：１〜２：１：１型中間種鉱物は施
肥位置の畦間では層間の Al が溶脱し，膨潤性２：１型鉱物に変化していた。
このような茶園における粘土破壊は確実に進行しており，元茶業試験場に勤
務しておられた加藤氏の案内で掛川周辺の茶園土壌の排水溝を調査したとこ
ろ，硫酸 Al の白色沈殿が集積していた。
このような肥料による粘土破壊は大変ショックであったが当時日本土壌
肥料学会の副会長（後に会長）を勤めていた小生にとっては，対案ができ
るまではと論文発表を控えてきた。しかし生来の怠け癖もあって，対案が
できた現在も正式な論文にしていないのが残念である。その後，肥効調節型
肥料の普及，硝酸汚染，亜酸化窒素発生などの環境問題が重視され，現在は
窒素として70kg 程度の施肥量となっている。また静岡県茶業試験場やチッ
ソ旭
（株）と共同で，スティック肥料を導入することによって，窒素施用量
35kg/10a の茶樹栽培を目指して試験を継続している。

6

6

非アロフェン質黒ボク土の川渡農場への赴任

（ 23 ）

非アロフェン質黒ボク土の川渡農場への赴任

東北大学は本年６月，創立100周年を迎えたが，農学研究科附属農場
（通称）川渡農場は前身の陸軍軍馬補充部時代を含め実に122年の歴史を持ち，
その面積は2215ha（東北大学の敷地面積の96％）で大学附属農場としては
全国一の大きさを誇っている。この歴史ある広大な川渡農場も，昭和56年の
行政管理庁の監察で利活用が指摘され，従来の実習，生産主体の農場から
研究，教育主体の農場に改変することになった。昭和61年７月に，私は農場
建て直しの為に，雨宮キャンパスから移動した始めての教官として赴任した。
赴任当時の研究室は，教授が農業機械学，助手が作物学であったため，秤と
乾燥機があるだけで土壌肥料学関係の分析機器は殆どなかった。また農学部
から70km も離れており，卒業論文学生もおらず，全くの一からの出直しで
あった。幸い，学内措置で大学院生を受け入れても良いことになり，岡崎先
生に無理を言い東京農工大学から松山信彦君（現弘前大学準教授），隣室の
西脇亜也氏（現宮崎大学教授）に頼み藤間充君（現山口大学準教授）を送っ
て戴いた。単身赴任を利用し，この二人には朝から晩まで苦楽を共にし，厳
しいながらも充実した毎日であった。以来本年３月退職するまでの20年と９
ヶ月間，この広大な森林―草地―畑地―水田生態系に恵まれた農場で，非ア
ロフェン質黒ボク土とフィールド科学に魅せられて，フィールドワーク主体
の研究，教育生活を送ることになった。
川渡農場は厚層多腐植質黒ボク土で典型的な強酸性の低位生産性土壌に位
置付けられ，優先するススキを利用した軍馬の育成場として発足した。戦後
は東北大学に移管され，草地畜産の草分けとして，ロックフェラー財団や国
際生物計画（IBP）の援助を受けて放牧研究や黒ボク土研究で世界的な業績
を挙げている。この土壌は国内外で川渡土壌として，知られており，菅野
一郎博士によって土壌図が「土壌調査法」共立出版にも紹介されている。ま
た世界的成果のその１つとして，アロフェンを含まない黒ボク土（非アロフ
ェン質黒ボク土）の発見がある。土壌立地分野第二代教授，増井淳一は東北
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大学理学部岩石鉱物学研究室出身で，鉱物のＸ線解析の専門家であった。当
時黒ボク土の粘土鉱物は非晶質のアロフェンであり，アロフェンの存在が腐
植の集積，リン酸の不可給化（礬土性），軽しょう性（ほくほくした性質）
などに深く関係すると考えられていた。農学（土壌学）にそれほど造詣が深
くなかった？増井先生はこのような常識にとらわれず，自身の専門であるＸ
線回折を行い，川渡農場の黒ボク土は２：１型結晶性粘土鉱物が主体である
という結果を得た。その成果は初代教授内山修男によって，1969年の米国マ
ジソンでの国際土壌科学会で発表されたが，誰にも信用されなかったという。
アロフェンの無い非アロフェン質黒ボク土が存在することは，第三代教授庄
子貞雄によって北上土壌で証明され，世界的に認知されるようになった。そ
して黒ボク土の国際分類委員会（ICOMAND）の委員長であったニュージ
ーランドの土壌研究所長の M. Leamy 博士の要請で，初めて発見された東
北大学川渡農場向山地区に非アロフェン質黒ボク土の国際模式断面が1983年
。本来の非アロフェン質黒ボク土の発見は川渡農場北
に設置された41)（図９）
山地区であったが，農場から車で１時間もかかる向山地区に模式断面が設置
されたのは，行政改革で利活用が指摘された飛び地である向山地区の自然生
態系を守るためであった。現在，非アロフェン質黒ボク土の国際模式断面と
しては，周辺の森林およびススキ植生を含めて，35ヘクタールが保護されて
おりこのような植生を含めた広大な土壌断面の保全は世界的にも類を見ない
ものである。また IBP で研究され，黒ボク土の生成に深く関係するススキ
植生は川渡農場北山地区に，約10ヘクタールが保全され，現在もススキ植生
の維持，モニタリングが行われている（図10）
。
このような強酸性非アロフェン質黒ボク土が優先する川渡農場に，研究活
性化のために赴任した小生の研究課題は，土壌立地学分野と重複しない黒ボ
ク土の土壌コロイド組成を考慮した栽培技術の開発であった。

7

飼料作物の生産性向上に関する研究

川渡農場は「夏山冬里」方式の放牧を中心とする低コスト草地畜産を指向

図9

非アロフェン質黒ボク土の国際模式断面
（東北大学向山地区）
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東北大学六角牧場放牧風景（背景は栗駒山）
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しており，飼料作物の省力，低コスト，高品質，多収栽培が重要な課題であ
った。ここでは非アロフェン質黒ボク土の特徴を考慮した，混播栽培，不耕
起栽培，肥効調節型肥料による年一回施肥，環境保全型コンポスト施用技術
について紹介する。
7‑1

混播栽培における下層土の重要性

家畜の栄養バランスを考慮すると，イネ科植物とマメ科植物の混播栽培が
理想的であるが，非アロフェン質黒ボク土の下層土は強酸性で耐酸性の弱い
アルファルファーやアカクローバーなどのマメ科牧草が衰退することを明ら
かにした13)。また，マメ科率の維持のためには，耐酸性に優れたラジノクロ
ーバやマクロータス（ニュージーランドから輸入した三倍体のミヤコグサ）
の導入が有効であること，根粒着生が遅く耐酸性の弱いアルファルファーの
定着には，窒素の追肥が有効であることなどを明らかにした42)。中でもニュ
ージーランドから輸入したマクロータスは耐酸性，低リン酸耐性が強く，家
畜が大量に摂取しても鼓腸症を起こしにくいという特長があり，非アロフェ
ン質黒ボク土の混播栽培には最適と思われるが，未だ普及していないのが残
念である。
7‑2

肥効調節型肥料を用いたデントコーンの不耕起栽培

不耕起栽培は土壌浸食を防止し，極めて省力的であるので諸外国では急激
に普及している。しかし土壌によっては長年継続すると，土壌硬度が上昇し，
収量低下が問題となる。これに対して，黒ボク土は膨軟で土壌硬度の上昇が
問題とならず，不耕起栽培に適している。さらに黒ボク畑は膨軟で傾斜地に
位置する場合が多く，風食，水食による土壌浸食が大きな問題であるが，不
耕起栽培で回避することが可能である。これまでの不耕起栽培では収量低下
が懸念されたので，施肥効率の高い肥効調節型肥料を用いてデントコーンの
不耕起接触施肥栽培を試みた。その結果，省力，施肥効率向上の他に，収量
性および耐倒伏性の改善，雑草被害の軽減が期待できることが明らかとなっ
た43‑47)。また慣行の耕起栽培でも，肥効調節型肥料を用いれば全量基肥栽培
が可能となり，耐倒伏性が改善され，省力，多収栽培が可能であることも明
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らかにした48)。飼料作への肥効調節型肥料の導入に対しては，コスト的に難
しいという意見が多いが，デントコーンの栽培中期以降の機械追肥は，茎の
折損が起こり物理的に不可能である。それ故，この施肥法に対する農家の関
心は極めて高く，岩手県では肥効調節型肥料を含む BB 肥料が開発され普及
している。
7‑3 肥 効 調 節 型 肥 料 に よ る 牧 草 の 年 一 回 施 肥 栽 培
採草地においては，牧草の再生遅延と機械作業による植生の衰退が大きな
問題である。従来の速効性肥料の刈り取り毎の追肥体系では一番草後の再生
遅延と機械追肥による植生の衰退が起こる。これに対して，肥効調節型肥料
によるオーチャードグラスの年１回施肥は，省力的であるばかりでなく，一
番草後の牧草の再生促進による収量向上，追肥省略による機械作業に起因す
る植生の衰退が軽減できることが明らかとなった49)。
一方，夏山冬里方式における，夏期山地放牧では傾斜地が多く，機械施肥
が困難となる場合が多い。耐肥性の強いオーチャードグラスなどの放牧地で
は，施肥が不十分だと雑草が優先し，牧草割合が減少し，収量的にも品質的
にも問題となる。また一度に速効性肥料を大量に施用すると，施肥後の一時
的生育量は増大するが硝酸の集積が起こる。放牧地では牛は毎日牧草を摂取
し，一時的な牧草供給より，継続的な供給が望ましい。そこでこのような問
題点を解決するために，肥効調節型肥料を用いた年１回施肥を，川渡農場六
角地区のオーチャードグラス衰退放牧草地で検討した。肥効調節型肥料の年
１回施用では，速効性肥料区に比べて，直後の牧草生育量は劣るものの，そ
の後の生育量は相対的に安定して得られ，オーチャードグラス植生の回復と
牧草の硝酸集積が回避された50, 51)。このような施肥法を行えば，オーチャー
ドグラスが回復し，牧草の質的改善と牧養力の改善につながる。また窒素含
量が高い被覆尿素の肥効調節型肥料を用いれば，ラジコンフェリーによる空
中施肥も可能となり，急傾斜草地の施肥作業の安全性が確保される。従来の
速効性肥料では放牧牛の摂食量を確保するために，大規模の放牧地（長い牧
柵）と牧区の頻繁な移動が必要であったが，この方法により牧養力を高めれ

７

飼料作物の生産性向上に関する研究

（ 29 ）

ば，放牧面積が縮小でき，牧柵の短縮，牧区移動の省力が可能となる。一方，
肥効調節型肥料の直接摂取による放牧牛のアンモニア障害を懸念する意見も
あった。そこで放牧地における牛の摂食行動と肥効調節型肥料の牛体内動態
を検討したところ，放牧牛は巻き舌で比較的高い位置で牧草を摂取し，施用
された肥効調節型肥料を誤飲することが少ないこと，また人為的に摂取させ
た肥効調節型肥料は反芻行動で一部が破壊されるものの，牛の健康を阻害す
るほど血中アンモニア濃度を高めることは無かった52)。
これまでの施肥法は作物（生産者）栄養の立場から検討されてきたが，こ
れからの施肥は作物を利用する人間や家畜の栄養の立場から検討することが
重要である。この点において，肥効調節型肥料を用いた放牧地における年１
回施肥は最も理想的な施肥法と言える。
7‑4

コンポストの環境保全型施用法の検討

畜産廃棄物は年間9000万トンにも及びコンポスト化による農地還元が推進
されている。これまでのコンポストの農地還元は窒素を中心に検討されてき
たが，環境保全を考慮したバランスの取れた施用法が重要である。従来のコ
ンポストはアルカリ発酵でアンモニアの空中揮散を容認し，酸性雨を助長す
ると共に，N/P 比が小さく窒素中心の施肥法ではＰによる生態系汚染が懸
念された。また酸性岩質の非アロフェン質黒ボク土では土壌の K 含量が高
く，Ｎ中心のコンポスト施用では家畜のグラステタニー症が懸念される。事
実，雨よけ状態で作成した牛糞コンポストは，Ｋ含量が４―５％程度と高く，
従来の窒素を基準とした堆肥施用法ではデントコーンの K/Ca＋Mg 比を著
しく高めることを明らかにした。これまでコンポストには肥料的価値を求め
てきたが，その肥効が制御できず，大量施肥では環境負荷が起こる。そこで
コンポストの土壌物理性改善や Al 過剰害軽減効果，土壌への炭素貯蔵など
を目的に，従来とは全く異なる観点から，産業廃棄物の浄水ケーキ（ポリマ
ー Al 含有）を用いて難分解性 Al 型コンポストを作成した29, 53)。この発想
は黒ボク土の腐植が Al と複合体を形成し極めて安定に存在し，物理性に貢
献していることから生まれた。

（ 30 ）

非アロフェン質黒ボク土とフィールド科学に魅せられて

畜産廃棄物のアルカリ発酵では，アンモニアが揮散し，酸性雨の原因にな
ることは米国などでは指摘されていた。しかし島国の我が国では影響が少な
いだろうとのことで，最近まで問題としなかった。2004年に秋田県立大学で
開催された「有機性資源循環利用国際シンポジウム 2004 in 秋田」で，東北
大学工学研究科西野徳三教授の酸性側で発酵が行われる生ゴミコンポストの
製造法（アシドロコンポスト）の講演を聴き，目から鱗が落ちる思いであっ
た。それから数年して，東北大学農学研究科が宮城県との間で文科省の地域
連携事業を提案する際には，この生ゴミのアシドロコンポスト化手法を，森
林から草地，畑地，水田，都市，沿岸部に至る複合生態系から大量に排出さ
れる生物系廃棄物の総合的新処理法として提案することとした。私は当時複
合生態フィールド教育研究センター長の職にあり，この５年継続の地域連携
事業の概算要求を中心的に推進する立場にあった。しかし，定年まで３年し
かないこととアシドロコンポスト化の重要性に鑑み，コンポストとは全く縁
が無かったが実行力に富む副センター長の木島明博教授（海洋系）に代表を
お願いした。幸いにも，この概算要求は，アイデアの独創性と木島教授の大
変な努力が評価され，平成19年度から５年間の連携事業「地球共生型新有機
資源循環システムの構築」が認められ，定年退職の置き土産？となった。ま
た現在の豊橋技術科学大学，先端農業・バイオリサーチセンターでは工農連
携を推進する立場にあるが，このアシドロコンポストの研究を「難分解性
Al 型アシドロコンポストによる炭素の下層土埋設と根環境の改善」という
課題で継続している。

8

寒冷地における水稲の生産性向上に関する研究

草地畜産を主体とする東北大学附属農場も，食糧増産の波に乗って，また
東北に位置する農学部の使命として，昭和30年頃より水田造成が行われ，黒
ボク水田が 7ha（現在減反に協力し 1ha 休耕）程度あり，非アロフェン質黒
ボク土における寒冷地水稲の多収，高品質栽培の研究を行ってきた。小生が
水稲研究を始めた頃は，既に米の生産調整が始まり，多くの研究者が水稲か
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ら他の作物研究へと転向した。また水稲研究も多収から高品質へと大きく転
換されていた。逆に小生は冷温帯の稲作研究こそ日本の誇るべき農学研究で
あり，また農学者としては，本来の多収，高品質栽培を目指すべきと退官ま
での15年間は稲作研究に方向性を転換した。当農場は気候的にも，土壌的に
も稲作栽培に厳しく，収量，品質，障害型冷害など多くの問題があり，稲作
研究の課題には事欠かなかった。それらの中で，独創的？と思われる研究事
例を幾つか紹介する。
8‑1

水稲全量苗箱施肥技術の開発

1980年代後半には水稲の後期窒素栄養を確保するために，溶出が一定期
間抑制されるシグモイド型の肥効調節型肥料が開発された。このシグモイ
ド型ポリオレフィン樹脂被覆尿素 POSUS100の溶出抑制期間は約30日であ
り，その後は普通の POCU と同様に25℃水中で約70日間に80％の溶出を直
線的に行う肥料である。この開発情報を新農法研究会（庄子貞雄東北大学名
誉教授を中心とする東北地域で肥効調節型肥料を用いた新農法に関する研究
会）で入手し，当時秋田農試で研究されていた肥効調節型肥料による弁当肥
え（移植直後の窒素栄養確保）省略施肥法に興味を持っていた佐藤徳雄助
手と新育苗法を検討した。開発された POCUS100の溶出抑制期間約30日は，
東北地域で主流であった展開葉数4.2枚の水稲中苗の育苗期間にほぼ匹敵し，
表 1 各種水稲苗の全量苗箱施肥法
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本田での追肥を省略する育苗箱全量施肥栽培が可能と判断した。この計画を
新農法研究会で発表したが，一箱当たり500‑800g という大量の施肥という
こともあって，多くの研究者から全く相手にされなかった。試験一年目は水
稲苗の一部が肥料焼けを起こしたが，部分的に溶出抑制が不十分のものがあ
ったと考え，会社に溶出制御を厳密にして戴き，1989年からはほぼ健全な生
育となった。この研究は２年間行い，作物学会東北支部会で，東北大学農学
部附属農場の佐藤徳雄，渋谷暁一の連名で「全量床土施肥による水稲の省力
施肥栽培について」として発表された。この発表に際し，著者名のつけ方で
行き違いがあり，その後この業績が日本土壌肥料学会で評価されず，秋田農
試が開発したとの誤解が長く続いた。それは試験に直接携わった佐藤助手が，
私たちの研究室では最も年長で，専門が農業機械であった教授が連名とする
ことを遠慮したため，助教授で最も若かった小生の名前も外れたためである。
この技術は新農法研究会でも認められ，1991年から秋田農試大潟農場で，水
稲不耕起栽培に導入され，金田吉弘氏によって精力的に研究された。この技
術の重要性から，その後の佐藤徳雄氏の発表には小生の名前も連記されるよ
うになった54) が事情により，日本土壌肥料学会では，依然として東北大学
附属農場の業績として評価されることは無かった。そこで，学問的オリジナ
リティの重要さを考え，平成７年度の作物学会東北支部学術賞に佐藤徳雄氏
を推薦し「水稲の全量苗箱施肥栽培に関する研究」として受賞が認められた。
この技術の画期的なことは読者の多くがご存知のとおりでありますが，この
ような誤解はその後も続き，1996年４月３日の日本農業新聞には秋田農試が
全量苗箱施肥技術を開発と報道され，また「農業技術」の公立農場長ニュー
スプラザではしばしば〇〇試験場で開発などの記事が掲載され，さらに他の
研究者がこの技術を開発したとの業績で表彰を受けたことさえある。
育苗箱全量施肥法の開発に当たって当初期待したことは，本田での施肥作
業の省略による低コスト化であったが，その後不耕起栽培との組み合わせで
さらに，大幅な省力低コスト化が可能となった。また，本法では水稲根とシ
グモイド型肥効調節型尿素を接触施用しているため，施肥窒素利用率が80％
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乳苗の育苗箱全量施肥（籾下施肥）

前後と驚異的に高いことが重窒素試験で明らかにされた55)。さらにこの水稲
根と肥料粒子の接触は安定して直接養分を水稲に供給するため，慣行施肥法
に比べて，水稲生育が肥料依存型で極めて均一であることが明らかになった。
一方，実際の農作業の面から考えると，追肥作業が省略できるのみならず，
既に施肥されているので雨天でも移植作業が可能となり全天候型田植えが可
能となり，農作業日が限定される兼業農家にとって極めて有効な施肥法とな
った。このようにこれまでにない画期的な施肥技術となり，秋田県を中心と
して全国各地に普及した。また，その後，種々検討の結果，現在では乳苗か
ら成苗までのマット苗育苗箱全量施肥が可能となった（表１，図11）
。乳苗
では溶出抑制期間が10日の POCU1/3S と根張りが弱いので厚播きし，さら
に15mm に薄くしたロックウールマットを用いた。これに対して，成苗では
溶出抑制期間が45日の POCUss を用い，過繁茂を防ぐために薄播きとした。
8‑2

革 新 的「肥 効 調 節 型 肥 料 の 接 触 施 肥 法」の 開 発

水稲の育苗箱全量施肥栽培に見られるように作物根と肥料粒子を接触させ
た接触施肥栽培は施肥窒素の利用率を飛躍的に向上させることができる画期
的な施肥法である。これまでも施肥法の１つとして，極少量の肥料と接触
させる Contact application という概念があったが，これと区別するために，
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図12

施肥法と土壌中における施肥窒素の動態

今回の肥効調節型肥料を用いた大量の肥料粒子と作物根の接触施肥法を庄子
貞雄名誉教授らは

application と呼んでいる。この方法には利用率

向上の他に目的とした成分を供給できるという機能性を有するので，改めて
従来の施肥法との違いを図12で説明する56, 57)。
従来の速効性肥料は溶解度が高く，肥料粒子を作物根や種子と接触施用す
ると，濃度障害やアンモニアの過剰害のようないわゆる「肥料焼け」が発生
し，生育阻害や枯死することがある。そこでこの肥料焼けを回避するために，
土壌全体に施用して植物根と高濃度で接触しないようにする。また側条施肥
や植え穴施肥のような局所施肥で高濃度になる場合は，図のように肥料粒子
と作物根の間に土の介在（間土）を行うことが一般的である。しかしながら
1g の土壌中には数千種類，数億もの微生物が存在するといわれ，土壌を通
過する肥料粒子との間で硝酸化成反応やアンモニア化，脱窒反応，有機化反
応などを仲介し，流亡，揮散あるいは不可給態化を促進する。また土壌中に
は粘土鉱物や三ニ酸化物，腐植などのコロイド物質が存在し，アンモニアや
Ｋ，Ｐ，Cu，Fe などの不可給態化を引き起こし，施肥養分の作物による利
用率を著しく低下させる。さらに化学変化によって目的とする養分形態を植
物に供給することが困難となる。そのため，水耕栽培で有効性が示されてい
るアンモニア態窒素も酸化状態の畑土壌では供給困難であり，逆に還元的な
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接触施肥法による水稲根と肥効調節型肥料の接触状況

水田土壌では脱窒現象によって，硝酸態窒素の供給が殆ど不可能である。
これに対して，近年開発された樹脂被覆肥料のような肥効調節型肥料は，
肥料成分の溶出が植物生育にマッチして行われるように Q10を２‑３に調節
してある。そのため肥料粒子の溶出は主として地温にのみ依存し，肥効が緩
効的であるため，作物根と接触しても肥料焼けを起こさない。それゆえ，こ
の肥料とりわけシグモイド型の肥効調節型肥料粒子と作物根を接触して施用
することが可能となる。この接触施肥法では既に述べたように，水稲の育苗
箱施肥や，蔬菜や花卉の育苗ポットあるいはセル成型施肥では土壌の介在が
少ないため，極めて高い施肥窒素の利用率が得られている。しかしながら，
この接触施肥法の最大の特長は，施肥粒子に含まれる目的とした養分形態を
そのまま作物に供給できることである。すなわち従来不可能であった「畑土
壌でアンモニウム態窒素を，逆に水田土壌で硝酸態窒素の供給が可能となる。

（ 36 ）
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表2

ホウレンソウの硝酸，蓚酸，アスコルビン酸含量

図14 水稲の基肥施用窒素利用率
（CA‑N：硝カル，POCCa‑N50：被覆硝カル，
AS‑N: 硫安，POCU‑N40：被覆尿素）

この他にも黒ボク土で施肥Ｐや施肥 Cu の利用率が向上し，アルカリ土壌で
も作物に直接二価鉄を供給することが可能である。
例えば，畑作物で尿素や，硫安，第２燐酸アンモニウムなどを被覆した肥
効調節型肥料を用いて，ホウレンソウの接触栽培をすると，結石の原因とな
るシュウ酸や発ガンやブルーベビー症の原因となる硝酸が減少し，逆に抗
酸化作用を示すアスコルビン酸含量が増加することが明らかにされた58)（表
２）
。また還元状態の水田で速効性肥料の硝カルと肥効調節型肥料のポリオ
レフィン樹脂被覆 ‑ 硝カルを基肥接触施用すると，収穫期の施肥窒素利用
率は硝カル区で＜2％であるのに対し，被覆硝酸カルシウムでは速効性硫安
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図15 スティック肥料によるトマトの追肥
左：肥効調節型肥料入り（根が集中），右：肥料なし（根は分散）

並みの約30％と著しく向上した57)（図14）
。この他にも後述するように，微
量要素含有被覆肥料を接触施肥することによって，従来鉄欠乏で殆ど生育
できなかったアルカリ水田における水稲栽培59)，アルカリ畑土壌でのグアバ
の栽培が可能となった60)。また酸性多腐植質黒ボク土での麦類の銅欠乏の改
善，黒ボク土でのリン酸利用率の改善が可能となった。この接触施肥法を更
に改善，普及させるためには作物根と肥料粒子の接触面積を高める必要があ
り，トマト栽培では，根誘導も兼ねて肥効調節型肥料のスティック肥料の開
発61) を行うと共に，現在も文科省基盤研究Ａ「最先端技術による肥料効率
の飛躍的改善と目的成分の供給」で，植物ホルモンによる細根の誘導，rol-c
遺伝子組換え植物の作成による根毛，細根数の増大などの研究を続けている。
8‑3

水稲の不耕起栽培

八郎潟における水稲不耕起全量苗箱施肥栽培は，省力的でかつ重粘質土壌

（ 38 ）
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図16

水稲の全量苗箱施肥不耕起移植栽培

の還元障害を軽減するという極めて優れた農法である。しかし不耕起移植栽
培は，透水性が過良になり，八郎潟湿田土の特殊技術と位置付けられ，機械
メーカーが関心を示さなかったこともあって普及しなかった。一方，我が国
の農業情勢が厳しくなる中，肥効調節型肥料による不耕起栽培は省力化，低
コスト化の最も有効な手段と考え，透水性良好な川渡黒ボク土，中間の古川
砂壌土，透水性不良の古川重粘質土で圃場試験を行った（図16）。また我が
国の不耕起直播栽培の原点は岡山県にあることを知り，現地見学をした結果，
本来は灌漑水の導入が遅くなる乾田での対症療法的技術であることが判っ
た。そこで東北地方で湿田の技術とされている水稲不耕起移植栽培における
透水性をシリンダー法で測定した。測定した古川沖積重粘土，同沖積砂壌土，
川渡黒ボク土の耕起栽培における１日あたりの縦浸透水量は，それぞれ0，7，
11mm 程度であり，不耕起栽培のそれらは５，14，17mm といずれも透水性
が改善されるものの，推奨されている日減水深，20―30mm に比べ，いずれ
の土壌も小さい値であった55)。この理由としては透水性過良な水田でも長年
の水稲栽培で耕盤層が形成され，機械化作業で透水不良となった。そして非
作付け期においても非膨潤性の粘土鉱物が主体の沖積砂土では，過度のひび
割れが起こらず透水性を維持することができるものと思われる。このように
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最近の我が国水田の透水性は減水深としての推奨値20―30mm よりかなり低
いものが多く，見かけの減水深が大きな水田は縦浸透水でなく，畦塗り不十
分による畦畔漏水に起因するという問題点が明らかになった。それゆえ，長
年水田として利用されてきた圃場では，畦塗りをして畦畔漏水を防げば，土
壌型に関係なく不耕起栽培が可能であると結論された。また将来的に水不足
が懸念されているが，水田の灌漑水量節約の観点からも減水深のあり方につ
いては再検討する必要がある。
8‑4

水稲のケイ酸栄養と多孔質ケイ酸カルシウム

山形大学の安藤豊教授を介して，山形県米沢市に工場があるニッセキ
ハウスの川崎裕氏からプレハブ用ボード（SLB : ALC : Autoclaved Light
Concrete と同種でトバモライトを主成分とする多孔質ケイ酸カルシウム）
屑の農業的利用法の開発を依頼された。まず，名前から想像されたゼオライ
ト的性質（分子篩効果）を検討したが殆どなかった。またアルカリ資材とし
ての効果も炭酸カルシウムに勝るものでなかった。途方にくれる中，水溶性
ケイ酸が約１％含まれていることに一縷の望みをかけて，溶出試験や栽培試
験を行った。さらにフィールドセンターの水田土壌はケイ酸の施用効果が
期待できる黒ボク土であったが，当時使用していたＦ社の鉱さいケイ酸カ
ルシウムの施用効果がはっきりしなかったので，この新資材に期待した点
もあった。幸い SLB は溶出試験でも栽培試験でも顕著な施用効果が見られ
た。そこで，全農に依頼し，我が国で流通していた主な鉱さいケイカルを入
手し，比較試験を行った。その結果，SLB は，従来の鉱さいケイカルの中
で最も効果が高かった資材よりさらに高い効果が見られた62, 63)。後に判明し
たことだが，農場で使っていたＦ社の鉱さいケイカルが最も施用効果が低か
ったことやケイ酸施用効果が出やすい黒ボク土で試験したことがはっきりし
た結果を得ることに繋がった。また文献検索から当時農環研の尾和尚人氏ら
が，既に理研に依頼し高価なケイ素の同位体を作り，ALC の利用率が市販
鉱さいケイカルより約２倍高い70％程度であることを報告していた。主成分
が結晶性トバモライトであるのにこのような高い利用率を示すことに興味

（ 40 ）

非アロフェン質黒ボク土とフィールド科学に魅せられて

を持ち，水稲根近傍に透析チューブに入れた SLB を埋め込み，Ｘ線解析法
で追跡した。結果は埋設後，50日以内にトバモライトの回折ピークはなくな
り，代わりに新しいカルサイトの回折ピークと，最初からあった石英の回折
ピークが見られた64)。またトバモライト崩壊後，収穫期までケイ酸の肥効が
持続したのはトバモライトの結晶骨格が，カルシウムが抜けた後も維持され
ていることに起因することが電子顕微鏡観察から推察された。さらにトバモ
ライトが水稲根近傍で容易に崩壊したのは水と炭酸ガスが関係することが室
内モデル実験で明らかになった。またメーカー側もビール工場の発酵槽近く

図17

ブルーベリーのプラントオパールを表紙に掲載した「plant & Soil」
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で SLB 壁材は，崩壊しやすいことを述懐していた。この研究は，水田のみ
ならず，ゴルフ場の芝生の施肥管理に興味を持っていた小野沢圭介君（現東
洋グリーン）にも受け継がれ，センター内にゴルフ用芝生を造成した。彼は
当初窒素施肥法に興味を持っていたが，ゴルフ場の芝生は数日ごとに刈られ，
人間で言えば外科手術がしばしば行われ，感染の危険性が高いではないかと
考え，SLB の病害予防効果を検討してもらった。その結果，SLB はラージ
パッチ菌やスジキリヨトウなどの病虫害に抵抗性を示し，また芝生の牽引力
（擦り切れ）抵抗性も高いことが明らかになった65, 66)。スポーツグランドの
芝生（ターフ）の管理は諸外国では大変重要視されていたが，当時まだ，我
が国では本格的な研究対象とはなっていなかった。ニュジーランド留学中か
ら抱いていたターフの研究が，センター内にゴルフ場の芝生を造成してまで
やれたのは，当時の精神的若さと広大なフィールドに恵まれたからである。
作物栽培におけるケイ酸およびケイ酸資材の役割に関する研究は，中山間
地棚田水田における田越し灌漑67)，水稲育苗培地用酸性化多孔質ケイ酸カル
シウム資材の開発53)，ブルーベリー葉中植物ケイ酸体の発見などにも発展し
た68)。中でもブルーベリーが病害に強いのはブルームと思われる白粉が果実
表面に噴出すことから，ケイ酸の集積があると予想して研究を行った。その
結果，ブルーベリー葉に独特のプラントオパールを発見し，国際誌 plant &
Soil の表紙を飾ることになり（図17）
，フィールド観察の妙味を味わった。
8‑5

寒冷地水稲の深水栽培

寒冷地に位置する東北大学フィールドセンターでは，しばしば冷害に遭遇
し，平成５年度の水稲収量は平年の２％と惨めな結果であった。水源に近く
灌漑水が豊富に得られる中山間地こそ保温と雑草防除を兼ねた深水栽培が有
効と考え，それに省力化を加味した不耕起深水栽培を検討した69, 70)。深水栽
培の問題点は分げつ確保であったが，穂数確保と障害型冷害回避のためには
有効分げつ決定期から出穂期までの深水管理が重要であることを明らかにし
た。また中山間地の小河川による灌漑水の温度は15℃程度と低いので，その
ままではむしろ障害型冷害を助長する可能性もあるので，上位休耕田での貯
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水，田越し灌漑による水温上昇を行う必要があることを明らかにした67)。ま
た中山間地の土壌は粗粒質土壌や黒ボク土が多く，透水過良な水田もあり，
保温効果を期待する深水栽培を有効にするには減水深のあり方について再検
討する必要がある。
8‑6 水 田 機 能 を 維 持 し た 水 生 作 物 栽 培 の 研 究
わが国の基幹作物である水稲は，水稲生産技術の向上，食の多様化による
米の消費量の減少などにより供給過剰となり，昭和45年以降生産調整が行わ
れた。一方，わが国の食料自給率は，農産物の輸入自由化やわが国の高度成
長もあって，年々減少し，平成18年度にはついに39％と先進国では最低の数
値を記録している。このような背景の下，わが国の水稲作付け面積は200万
ヘクタール前後となり，水田の３分の１程度が転作あるいは休耕田となって
いる。しかしながら，世界人口は依然として0.8億人ずつ増加しており，世
界の可耕地面積の減少もあって，近未来に全球的な食料危機が到来すること
が予測されている。そこで，このような近未来の食糧危機を想定し，瑞穂の
国わが国の水田が再び水稲生産に全面的に必要となる時代が来るものと考え
た。そしてその時まで水田機能を破壊することなく維持保全すべく，また農
家経営を持続させるに必要な付加価値作物として，水生作物の導入，栽培技
術の向上と簡略化，販売システムの検討などをジザニア・水生植物研究会の
会員，あるいはこの６年間は会長として会の運営と研究を行ってきた71)。そ
して１年生マコモのワイルドライスの生態やイモチ病の発見，多年生マコモ
のマコモタケの省力的栽培法，あるいは水田機能を維持する水生作物の類型
化などを行った。これらはいずれもマイナー作物であり，重要な研究である
反面，研究者が少なく，未だ解明されない点が多々ある。また一方，一般人
の関心は極めて高く，マコモタケは北海道から沖縄まで日本全国に拡大し，
平成20年には２年置きに開催している全国マコモサミットの第5回大会を三
重県玉城町で行うことになっている。
8‑7 東 北 大 100 周 年 記 念 酒「萩 丸」の 開 発
東北大学フィールドセンターの位置する大崎市鳴子温泉は，自然と温泉に
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東北大学創立100周年記念酒「萩丸」の開発

恵まれた観光地であるが，農業的には厳しく，冷害常襲地帯である。それ故，
水稲栽培においては，収量，品質に劣ることが多く，飯米としての生産には
不利益を被ることが多かった。東北大学入学当初から醸造学に興味を持って
いた小生は，農場に赴任以来，観光地鳴子の名産となる日本酒の開発ができ
ないかと考えていた。平成９年，宮城県待望の酒米「蔵の華」が開発された
が，国立大学である東北大学としては特定の会社に貢献する酒造りはできな
かった。しかしながら，平成15年には東北大学も国立大学法人となり，民間
との連携事業はむしろ積極的に進めるべき方向に変わった。
これまで大学の酒造りは既に，東京大学の泡盛，ワイン，山梨大学のワイ
ン，東京農業大学や弘前大学，山形大学，九州大学などの日本酒，京都大学
と早稲田大学のビールなどが開発されていたが，酒造りの１工程に携わるの
みで全ての工程を一つの大学関係者で担当した例はなかった。そこで国際交
流活動に貢献し，また東北大学100周年記念事業の１つとして東北大学関係
者が酒造りのすべての工程に関わり，欧米の大学のユニバーシティワインに
匹敵する日本酒の製造を企画した。すなわち筆者が実質的プロジェクトリー
ダーとなり，農学研究科（秋葉征夫農学研究科長）の監修の元に，酒米
の華

蔵

の育種は松永和久古川農業試験場長（農学部 S46年卒）が，酒米の栽
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培は私が中心となり，冷害リスク回避のために，東北大学フィールドセン
ターではポット苗栽培で，また万が一を考え，温暖な平坦地鹿島台の生命科
学研究科附属淡水生態系野外実験施設を借り受けて栽培した。麹菌の選定管
理は大蔵省醸造試験場から赴任した五味勝也農学研究科教授が，蔵元は全国
的に名が知れている㈱一の蔵（故鈴木和郎代表取締役会長：農学研究科修士
S40年修了）が，ネーミングは東北大学関係者に公募し，全学統一公式マー
クに関係する「萩丸」が，販売は東北大学生活協同組合農学部売店が東北大
卒業生，関係者に限定するというこだわり振りである。結果は大成功で東北
大学開学100周年（平成19年）を彩ると共に，平成18年度鑑評会では JA 宮
城本部長賞を，また平成19年度には地元新聞社の河北賞を受賞した。その結
果，多くの人から問い合わせが殺到したが，発売と同時にほぼ完売し
ろしの酒

まぼ

とも言われている。また，製造に携わった杜氏の話では同じ酒米

「蔵の華」を使っても，登熟期に気温の日較差が大きい中山間地鳴子の米が
主体となった「萩丸」は，一段と切れが良く，また奥深い風味があるという
思わぬお墨付きを戴き喜んでいる。フィールドセンターではこのほかにも専
門外ではあるが，鳴子こけしの印鑑入れ（東北通産局長賞受賞）の開発，ナ
ガイモの栽培と旅館のもてなし料理メニューの開発，ブルーべりー苗木生産
システムとブルーベリージャムの製品化，ルバーブの導入とジャム製品の開
発，など町興しの仕事も多数手がけた。これも農場には，学問分野を問わず，
常に出口を意識した戦略的基礎研究を自由にやれる雰囲気があったからやれ
たものと思う。

9

遺伝子組換え植物の隔離圃場試験

広大な敷地の利点を活かした研究には，遺伝子組み換え植物隔離圃場試験
がある。農場のあり方が問題となり，新しい方向性を探っていたときに，農
学研究科の山谷知行教授が科学技術振興法で予算措置された未来開拓事業の
プロジェクトリーダーとなり，遺伝子組み換え植物の隔離圃場試験をやって
くれないかという話が舞い込んだ。年間予算１千万円を戴けるという魅力も

9
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東北大学農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター組換え植物隔離圃場外観

あり，センターの新しい方向性の１つとなると考え，間髪を入れず引き受け
た。圃場造成にあたり，将来的には反対運動のターゲットなることを想定
し，安全性には最大の注意を払った。それゆえ，既存水田から300m 以上離
し，また周囲には側溝と時間当たり300mm の降雨に耐えられる堤防を築い
た。農業環境技術研究所の隔離圃場は１億円近くの経費がかかったというが，
私たちは，農場の機械類を使い，自助努力で約1/10の１千万円で造成した
（図19）
。また遺伝子組み換え植物はあくまでもツールであり，これを使って
新しい農法を開発することが重要と考えた。そして，生産性を評価する観点
から他の研究機関がその場の土壌で隔離圃場を造成したのに対し，我が国の
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代表的水田土壌（古川重粘質沖積土，同砂質沖積土，川渡多腐植質黒ボク
土）と畑土壌（蔵王アロフェン質黒ボク土，川渡非アロフェン質黒ボク土）
を搬入し，土壌タイプ毎に約 5a の圃場を造成した72)。そしてこれまで遺伝
子組み換え植物隔離圃場の水田は有底とされていたのを，初めて無底圃場と
し，日本全体の水稲用隔離圃場面積は一気に９倍にも増加した。この隔離圃
場は今でも世界一の生物多様性維持，遺伝子拡散防止に配慮した施設である
と自負している。
この圃場では山谷知行教授の GOGAT アンティセンス導入水稲や東京大
学西沢直子教授のアルカリ水田土壌における鉄欠乏耐性水稲，ビアロフォス
耐性水稲などの圃場評価をすると共に，ラウンドアップ耐性水稲による不耕
起直播栽培，ラウンドアップ耐性ダイズを用いた穴播き式不耕起直播栽培，
ラウンドアップ耐性ダイズ狭畦栽培，ラウンドアップ耐性トウモロコシによ
る雑草イチビの防除など新農法の開発を手懸けた73 76)。
遺伝子組換え植物の隔離圃場試験に反対する人々からは約20通の嫌がらせ
のハガキ（脅迫状）や４万筆にも及ぶ反対署名を戴いたが，幸い直接的な抗
議行動は一度もなく，反対署名は公開説明会の折に持ち込まれたり，宅急便
で送られてきたものであった。公開説明会や圃場見学会では遺伝子組み換え
植物の最新情報や遺伝子組み換え隔離圃場試験の重要性，このフィールドセ
ンターの隔離圃場がいかに安全性や生物多様性に配慮しているかをできる
だけ丁寧に説明した。また反対者の多くが遺伝子組換え植物には不安がある
ものの，将来のことを考え遺伝子組み換え研究そのものは続けるべきだとい
う意見を持つことを知り，反対者の要求する「遺伝子組換え植物フリーゾー
ン」に対して，研究のための厳重な管理下における「遺伝子組み換え植物ゾ
ーン」も作るべきだと主張している。そして，今後有用な遺伝子組み換え植
物が開発され，商業栽培が必要になったときには，松島交配の白菜育種（宮
城県，渡辺種苗が白菜の純系育種を行うために松島湾内の島を利用）のよう
に離島を利用して行えば，生物多様性の破壊も最小限に止められると考えて
いる。この遺伝子組換え植物隔離圃場は，一農場一アッピールとして文科省
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に報告され，非アロフェン質黒ボク土の国際模式断面と共に，東北大学フィ
ールドセンターの貴重な財産となっている。
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農林水産省に，アルカリ土壌における鉄欠乏耐性遺伝子組換え水稲の隔離
圃場試験申請を平成15年春に申請したが，国際的には生物多様性条約の発効，
国内的には国民の遺伝子組み換えに対する厳しい評価があり，なかなか許可
が下りなかった。折角福井県から10t 車５台もかけて貝化石土壌を運んで造
成したアルカリ水田を無駄にすることはできないと，微量要素含有肥効調節
型肥料の接触栽培で水稲の鉄欠乏改善試験を試みた77)。予想以上にこの試験
は良い結果が得られ，，これまで生育が難しく収穫皆無状態であった貝化石
土壌で初めて300kgt/10a の玄米収量が得られた（図20）。我が国に殆ど分布
しないアルカリ土壌の研究は，これまで強酸性土壌を研究対象としてきた私

図20

貝化石アルカリ土壌における水稲の鉄欠乏改善
①対照区
（枯死），②微量要素含有肥効調節型肥料区（生育良好）
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にとって，正直あまり関心が無かったが，画然たる結果と世界的には耕地面
積の20―30％も占めるアルカリ土壌の重要性を考慮し，本格的にアルカリ土
壌の試験を手がけることにした。特別研究員のブラジル出身の森川・クラウ
ジロ・健治君の熱心さもあって，微量要素含有肥効調節型肥料による畑作物
（グアバやネリカ，ピーナツなど）の鉄欠乏改善78)，茶殻，コーヒー粕など
を利用した新規鉄キレート資材の開発などを行うことができた。また東京大
学名誉教授の森

敏先生が，鉄栄養研究会を立ち上げたこともあって，アル

カリ土壌の鉄栄養研究に本腰を入れることになった。これに加えて，新任地
の国立大学法人豊橋技術科学大学に農場を造成したところ，建設資材置き場
であったことが関係し，土壌は pH8.1の弱アルカリ性を示し，落花生に軽
い鉄欠乏が発生した。大学周囲の土壌は渥美半島を代表する典型的な強酸性
の黄色〜赤黄色土壌であり，どのように処理するか迷ったが，当地は施設園
芸が盛んで，ハウス土壌は潜在的に鉄欠乏の可能性が考えられることや，本
大学は工学系大学であり，農工連携の１つとして，建設廃材（コンクリート，
ALC など）のリサイクル化による都市土壌のアルカリ化を主要研究課題の
１つとすることとした。
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大学附属施設の利活用が全国的に問題となり，国立大学における農場・演
習林等のあり方に関する調査研究協力者会議は附属農場・演習林，
・牧場に
ついて，現状分析と望ましい将来像を審議し平成11年10月に「国立大学にお
ける農場・演習林の在り方について」の中間まとめを発表し，附属施設の教
育研究機能を強化するには①これらの施設を母体に新しい生物圏の総合科
学「フィールド科学」の教育研究を推進すること，②各大学が必要に応じて
それぞれの附属施設の統合体（名称例：フィールド科学センター）を設立す
ること，③それら組織の有機的連携を検討することを提案した。さらに全国
農学系学部長会議の附属施設の在り方に関する検討ワーキンググループは平
成14年７月に，
「附属施設の在り方に関する検討報告」をまとめ，附属施設

11
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東北大学農学研究科複合生態フィールド教育センター概念図

の研究面の役割として①生産農場，経済林，②持続可能な生物生産構想構築
のフィールド科学拠点，③環境関係研究の拠点，④農学と他分野の協力によ
る新たな研究創製の拠点を，教育面では①生産農場，経済林での実習，②フ
ィールド科学拠点としての附属施設での実習，③環境教育，④フィールド研
究をとおしての大学院生教育を上げている。これらの報告では，フィールド
科学研究の重要性を指摘すると共に，本来，農学の基盤であったフィールド
科学の研究教育を，附属施設の役割として農学部本体から附属施設へ移行し
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た。そして，演習林，農場，牧場，水産実験所などの附属施設を統合改組し，
有機的連携に立ったフィールド科学の教育研究拠点としての役割を期待して
いる。すなわち新センターでは従来の個々の生態系での生物生産に関する研
究教育を深化させるだけでなく，隣接する生態系との相互作用を考慮した複
合生態系としての持続的生物生産方式の構築を望んでいる78)。そこで東北大
学農学研究科では，平成15年には農場と海洋生物資源教育研究センターを統
合し，森林―草地―耕地―都市―沿岸―海洋に至る複合生態系を研究対象と
する「複合生態フィールド教育研究センター」を開設した。初代センター長
であった私は，複合生態フィールド科学の創生に奔走した。山から海までを
有機的に繋げるために，リモートセンシングを専門とする研究室（複合生態
フィールド制御学）を新設すると共に，科研費の企画研究で「複合生態フィ
ールド科学の創生」という国内シンポジウムを全国大学附属農場に呼びかけ
開催した。また農学研究科内にはフィールド科学に関する世界的レベルの５
つの研究コアを作り，域内に所在する公立研究機関と地域連携フィールドを，
海外の学術交流協定校とは，海外フィールドネットワークを構築し，2003年

図22

水源と河口におけるフルボ酸鉄と全鉄含量
FA‑Fe＝フルボ酸鉄，T‑Fe＝全鉄
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以来，毎年国際シンポジウムを開催している。そしてその成果は，新設した
英文誌「Journal of Integrated Field Science」に掲載している。
研究面では，
「森は海の恋人」運動で有名な気仙沼湾に注ぐ大川について，
上流から下流にかけての河川水の養分動態を，泉ヶ岳火山を起源とし仙台湾
に注ぐ七来田川との比較研究で行った。また海洋の生産性を大きく支配する
といわれていたフルボ酸鉄については，植物プランクトンを実際に培養して
研究した。その結果，森林起源のフルボ酸鉄の重要性は認められるものの，
大都市から発生するフルボ酸鉄の方がはるかに大きいことを明らかにした80)。
また前述のごとく，森林から草地，耕地，都市部，海洋から発生する生物系
廃棄物を補完的に酸性条件で処理するコンポスト化（アシドロコンポスト）
がフィールドセンターを上げてプロジェクト研究に発展した。
教育面では，農学部新入生にフィールド観察を主体とする一泊二日の「陸
圏・環境コミュニケーション論」と「水圏・環境コミュニケーション論」を
必須講義とし，学部カリキュラムに複合生態フィールド科学の講義と現場実
習を新設した。また，全国で始めての大学院でのフィールド実習「複合生態
フィールド専門実習」を開講した。この実習は東北，北海道地区の大学に単
位互換を呼びかけ，広大な自然に恵まれた栗駒国定公園から穀倉地帯の大崎
平野，中核都市である大崎，石巻両市を経て，世界三大漁場の１つであるリ
アス式三陸沿岸域の女川までの六泊七日をかけて行われている。
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東北大学附属農場に移っても，土壌肥料学を中心として，草地，畑地，水
田におけるフィールド研究を展開してきたが，フィールドセンターの立地条
件を活かして行った専門外の研究もある。それらは次項で述べる早石修先生
の「兎を撃ちにいって鹿にあえば鹿を打てば良い」という考え方から生まれ
た研究と同じである。専門の土壌科学，植物栄養学，作物学も農学研究科に
専門講座があって担当することがかなわず，講義は圃場生産管理学という何
れの大学にも見当たらない名称であった。内容はフィールドセンター植物系
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の教官としての初代教授が残した雑草防除学，２代教授の農業機械学を，３
代目の小生が引き継ぎ，それと環境問題を加味した講義であった。また講義
に自信を持って臨むには，自身の研究結果が必要であり，雑草防除学に関す
る除草剤耐性遺伝子組換え作物の研究73. 74)，コンフリーの生態と防除81)，オ
オセンナリの生態と防除82)，オオセンナリの給眠打破と発芽生理83) など，農
業機械学に関するダイズの穴播き播種機の開発84)，水稲不耕起移植機の開
発85) などの現場に即した研究も行った。またこれ以外にもホンドタヌキに
よる羊の食害86)，ワイルドライスのイモチ病の発見87)，オオナルコユリ，ナ
ガイモ33)，ブルーベリー30 32) など新規付加価値作物の研究なども行った。い
ずれもフィールドセンターの圃場で五感を使ってシーズを拾い，六感を働か
せて行った仕事である。この専門外の研究や情報，経験が，意外と現在の大
学での農工連携，地域活性化に役に立っており，「人間到処有青山：人間到
る処青山あり」
，「Be positive！」を常に心がけ，新天地を日々楽しんでいる。
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卒業論文でコムギの栄養生理を研究して以来，自然の多様性，植物の適応
性に魅せられて，表３に示すような多方面のフィールド科学を展開してきた
が，そのバックグラウンドとしては土壌学，微生物学，粘土鉱物学，植物栄
養学，植物遺伝子工学，環境科学，文化土壌学などを包含する日本土壌肥料
学会の幅広い奥の深さと農場（現フィールドセンター）という総合農学の現
場に身を置くことができたためと思われる。現在工学系の大学に勤め，工学
と農学，工業と農業の相違を感じている。工業では一定の材料を工場に投入
すれば，環境制御下で一定時期に，一定の製品が，一定量生産されるが，農
業においては製品を生産する農場の環境条件（気候や生物，土壌など）が制
御できず，収穫時期，収量，品質が不揃いで，その上，農産物は保存性に劣
るという大きな問題点がある。また農学においては結果の再現性を確保する
ため，フィールド試験では複数年の反復試験で統計処理が要求され，多大な
労力，経費，時間が必要である。それ故，土地利用型農業，農学を行うには，
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多くの経験を必要とし，近年では若い研究者から敬遠されがちである。しか
しながら自然科学史における重要な発見はセレンディピティによるところが
大きいといわれる。早石修先生の日経の私の履歴書によれば，セレンディピ
ティはペルシャのおとぎ話に由来するという。それによればセレンディッ
プ（現在のスリランカ）の三人の王子が周到，綿密な計画で冒険旅行するが，
書物の知識は役に立たず，思いがけない経験や新しい知識を身につけ祖国を
救う」という。このことから偶然による科学上の発見を「セレンディピテ
ィ」と呼ばれている。フレミングはシャーレの蓋を閉め忘れ，アオカビを発
生させ，ペニシリンの発明をした。我が国でもノーベル賞学者の白川英樹博
士は触媒の量を誤って1000倍も添加し，導電性高分子を発見し，最近では田
中耕一博士がアセトンの代わりにグリセリンを添加し，タンパク質のイオン
化を可能にしたという話はまさにセレンディピティの好例である。パスツー
ルは「観察の領域において，偶然は備えのある心にしか恵まれない」という。
また早石先生は随筆の中で，
「実験研究は理屈だけでは進まない。偶然や運
にも左右される」
，「眼の前の偶然を生かせるかどうかは心構え次第だ。兎を
撃ちにいって鹿にあえば鹿を打てば良い」という。土地利用型の農学，農業
（フィールド科学）は修練，経験を有するという問題があるが，その結果が
環境に左右されるが故にこのセレンディピティに遭遇する場面が多い。大発
見とは言えないが小生の40年余の研究生活を振り返っても，このセレンディ
ピティに遭遇することがしばしばあり，フィールド科学の複雑さ，難しさを
痛感する反面，その醍醐味に魅せられてきた。
赴任当初は分析設備が殆ど無く，学生もいない農場であったが，農業的に
はとても厳しい気象，土壌条件，逆に言えばフィールド研究のシーズに恵ま
れた研究施設であった。この30年間に学部卒業生は27名と少なかったが，修
士学生38名，課程博士21名（内社会人学生８名）
，論文博士９名，外国人留
学生，研究員９名を受け入れ，大部分フィールドから取り上げた課題で研究
論文も271編に達した。また最終年にフィールドセンターの幹線道路の崩落，
退官講義の当日には明治時代の歴史的建造物1400m2 を焼失する大惨事に遭

表3

三枝正彦 研究史
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遇する波乱万丈の研究生活であったが，小生の研究生活を振り返って最も重
要と感じたノーベル賞受賞者朝永振一郎博士の言葉を記して終わりとする。
ふしぎだと思うこと，これが科学の「芽」です。
よく観察して確かめ，そして考えること，これが科学の「茎」です。
そして最後になぞがとける，これが科学の「花」です。
（くわえて，これらを論文にすること，これが科学の「実」です。
）
最後のカッコ内は小生が恩師藤原彰夫先生に「研究は論文を公表して初め
て完成する」という言葉を戴き実感したことから，失礼を省みず加えた一行
です。
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