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地域に広がるカバークロップの利用 

近年、農業生産由来の環境負荷の増大と農業生産の持続性確保の視点から、総合的な土壌管理につい

て注目が集まる中で、カバークロップのもつ多面的な効果が期待されるようになってきました。大規模

農業が中心の欧米では省労力・土壌保全の観点から古くから導入されており、北米では多くのトウモロ

コシやダイズ栽培体系においてライムギやクローバーといったカバークロップが導入されています。一

方、日本では、循環型農業に取り組む農家を支援する方法の一つとして平成 23年度から「環境保全型農

業直接支払制度」が始まり、減農薬・減化学肥料と併用したカバークロップの利用や堆肥の施用などの

制度を利用する農家は毎年増加し、平成 25 年度には日本の半数の自治体・20 万戸（約 10％）の農家が

参加するに至っており、一般農家にも広く普及しています。 

カバークロップは圃場で有機物を生産し、耕うんなどを通じて土壌に還元することで、農地の持続的

生産に必要不可欠な土壌有機物を涵養する優れた効果あります。しかしながら、この効果は、どのよう

な耕うん方法によってカバークロップを圃場に還元するのかによって大きく異なります。筆者らは茨城

大学附属フィールドサインス教育研究センターの圃場を利用して、様々な耕うん方法とカバークロップ

利用の組み合わせが、長期的な土壌炭素蓄積に及ぼす影響とそれに伴う土壌生態系の変化について調査

を行っています。ここでは、耕起および不耕起圃場でのカバークロップ利用や草生栽培を対象として、

土壌炭素を蓄積し、豊かな土壌生態系を形成する農法について考えてみます。 

 

不耕起で土壌の何がかわるのか？ 

2002年秋から、耕うん方法を 3水準（プラウ耕、

ロータリ耕および不耕起）、冬作カバークロップ

の種類を 3 水準（ヘアリーベッチ、ライムギおよ

び裸地）さらに施肥量を 2 水準（無施肥と慣行施

肥）を組み合わせた試験区を 4 反復で設置しまし

た。最初の数年は、作物の収量および土壌炭素量

について処理間では有意な差がありませんでし

た。しかし、継続 3 年目からは不耕起区の表層で

土壌中の炭素が増加する傾向が認められ、継続 8

年後には不耕起区では耕うん区（プラウ耕とロー

タリ耕）に比べて 10～21％増加しました。 

もっとも大きな変化が認められたのは土壌炭素

の分布構造です（図 1）。プラウ耕を実施してい

る圃場では、土壌炭素が 0から 30㎝の層でほぼ均

一に分布するのに対し、不耕起栽培では、土壌表
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層に炭素が集積することが認められます。不耕起栽培での土壌炭素の分布は、森林や草地に近い構造と

なっています。また、冬作にカバークロップを栽培してプラウ耕ですき込むと、作土層全体にカバーク

ロップ由来の炭素が分布するのに対し、不耕起栽培ではこれらの残渣も土壌表層に集積しています。 

土壌に有機物を還元する場合、その埋設する深さによって分解する速度が異なります。ロータリ耕やプ

ラウ耕などで残渣を土壌中に埋設した場合には比較的速やかに分解されるのに対し、不耕起栽培のよう

に圃場表面に残渣を置いた場合にはゆっくり分解していきます。有機物がゆっくり分解することで、炭

素の集積や土壌生物相の構造に影響を与えていることが考えられます。 

 その影響が顕著に認められるのが土壌中の微生物バイオマスの分布です。図 2 に、10 月における耕う

ん方法別のカビ（糸状菌）の分布を示しました。ここではカビのバイオマスをカビがもつ特有の物質で

あるエルゴステロール量で表しています。カバークロップ残渣をすきこんだのが 5 月ですので、10 月に

なるとカバークロップ残渣の影響は耕うん区では認められません。しかし、不耕起栽培では圃場表層に

残存している残渣が炭素を供給し続けることで、カビのバイオマスを高く維持しています。とくにカビ

などの好気性微生物の増加は、地表面の有機物供給とともに好気的環境が支えているものと考えられま

す。これらの結果、表に示すように、不耕起土壌ではカビが優占する微生物相を示し、土壌団粒のも発

達していきます。 

 

 

有機物循環と土の生き物たち 

 不耕起栽培を継続すると、トビムシ、ダニなどの中型土壌動物やミミズやイシムカデなどの大型の土

壌動物が増えていくことが認められます。不耕起栽培を継続して 4 年目にハンドソーティング法にて大

型の土壌動物を採取した結果、不耕起圃場では 9～12 科・目、ロータリ耕では 9～10 科・目、プラウ耕

では 7～9科・目が観察されました。このデータを用いて、青木（1985）による「自然の豊かさ指数」を

計算すると、不耕起栽培とカバークロップ利用の組み合わせで非常に高い値となりました。また、土壌

動物バイオマスは、ロータリ耕の冬期裸地に比べて不耕起とライムギカバークロップの組み合わせでは

約 11倍増加していることが認められました。 

 不耕起栽培での土壌生物は、有機物の循環にどのような影響をもたらしているでしょうか？ライムギ

に重窒素（15N）を吸収させ不耕起圃場とロータリ耕の圃場に設置し、土壌微生物や土壌動物及びオカボ

の重窒素の吸収率を調査しました。設置 1 ヶ月後のライムギ由来窒素の土壌動物への吸収率をみると、
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不耕起区のミミズと土壌線虫、ダニ類およびトビムシ類で吸収率が有意に高くなりました。その結果、

後作のオカボのライムギ由来の窒素の吸収量は不耕起区で高くなりました（Komatsuzaki 2007）。 

 もし、有機物供給に伴って土壌中で微生物のみが増加したならば、土壌中の可給態窒素を微生物増殖

に利用され、いわゆる窒素飢餓が生じてしまいます。しかし、土壌中に生息するミミズやトビムシある

いは菌食性の線虫は、これらの微生物を食べて排ふんし、有機物の無機化を促進することで窒素飢餓を

回避しています。不耕起圃場では、ＣＮ比の高い有機物が投入されても菌食性の土壌動物たちの働きに

より、カビの増殖→土壌動物による摂食・排ふん→可給態養分の供給→植物の吸収という循環を作り上

げています。農耕地での虫たちを“害虫”“天敵”“ただの虫“とわけてとらえる人たちもいますが、

不耕起栽培での多様な土壌動物たちをみていると、”ただの虫“たちの多くは微生物と協力し合いなが

ら、有機物由来の養分循環に大きく役立っていることが理解できます。 

 

土壌線虫相と作物生産性 

 耕うん栽培と不耕起栽培との作物生産性の比較については多くの報告があります。それらの結果をみ

ると不耕起と耕うん栽培との作物収量差はほとんどないという報告が多く認められます。筆者らの試験

においても、耕うん区と不耕起区では収量に有意な差が認められませんでした。 

 しかし、不耕起を継続した結果、不耕起区で作物収量

が有意に高くなることが認められました。本学の長期試

験圃場では、最初の 5年間はオカボの連作を行いました。

その結果、連作 4 年目において、不耕起区で耕うん栽培

区に比べて有意に作物収量が向上することが認められま

した。耕うん区での減収の原因には植物寄生性のイネシ

ストセンチュウの影響が認められました。イネシストセ

ンチュウなどの Heterodera属線虫の密度をみると、耕う

ん区で高いのに対し、不耕起区ではほとんど検出されま

せんでした。不耕起栽培では、土壌攪乱が少ないために

体長の大きな捕食性線虫が増加することが認められま

す。これらの捕食性線虫の増加や糸状菌の働きにより植

物寄生線虫の増殖を抑制することが期待されます。 

 現在、同圃場では有機ダイズの栽培を行っています。

いまのところダイズシストセンチュウの被害は認められませんが、不耕起区で収量がやや高くなること

が認められています。 

 また、土壌中の炭素蓄積に伴って、土壌線虫の多様性が増加し、土壌線虫群集の生態系構造が発達す

ることが認められています。特に、不耕起栽培とライムギカバークロップの組み合わせ、土壌線虫から

みた生態系構造が最も発達することが認められています（Ito et al. 2015） 

 

不耕起でもやわらかい土に 

 不耕起栽培で問題となるのは土壌硬度の上昇です。しかし、不耕起栽培でも冬作カバークロップを利

用することで土壌硬度が有意に低下することが認められます（図 7）。冬作のライムギやヘアリーベッチ
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の根は土壌深さ 1ｍ以上にわたって深く張り巡らせることが知られています。作物の根はＣＮ比が低いた

めカバークロップが枯死した後、速やかに分解されますが、土壌中では空隙が残り、土壌中の水の流れ

を確保すると同時に土壌硬度を低下させることができます。 

 不耕起栽培とカバークロップなどの有機物の表面施用を継続すると、土壌の団粒が進むことで、土壌

の空隙率が増加し、いわゆる“ふかふかの土”へと変化していきます。圃場表面の空隙率の増加は、好

気性微生物であるカビの増殖を促し、菌食性の土壌生物の増加につながります。 

 不耕起栽培の機能を発揮させる有機物マルチとしては、CN 比の高いものが優れていると思います。カ

バークロップの利用でみるとＣＮ比の低いヘアリーベッチは圃場表面で早期に分解されてしまい夏季以

降はマルチが消失することで土壌表層の乾燥が進むのに対し、ＣＮ比の高いライムギでは秋季まで土壌

表面被覆が維持されることで、炭素源の供給の持続と適度な土壌水分の保持により土壌生物たちの適度

な住処を提供することができます。 

 

農家に推奨できる不耕起・草生栽培 

 私たちの 10年間にわたる圃場試験での結論の一つとして、不耕起栽培単独で土壌を改善することはで

きませんが、不耕起栽培にカバークロップ利用などの有機物の表面施用を組みあわせることで土のもつ

機能が劇的に向上することが認められます。そのカバークロップは、購入種子を毎年播種するものでな

くても、圃場にある自然植生（雑草）を利用しても効果が期待できます(Yagioka et al. 2015)。 

 不耕起・草生栽培は、雑草と一緒に作物栽培を行うものであり、作物と草の生育のバランスを取るこ

とが難しいのですが、雑草の生育力がやや低下する秋季以降に栽培する作物には、比較的簡単に適用で

きるようです。不耕起・草生圃場（イタリアンライグラスの自生化圃場）と慣行圃場（毎年 1 回ロータ

リ耕うんし、雑草防除を行う）において、ダイコンやカブなどを栽培しました。どちらの圃場のダイコ

ン播種時に殺虫剤の施用を行わなかったのですが、耕うん圃場ではネキリムシの被害が多発したのに対

し、不耕起・草生圃場では被害がほとんどありませんでした。不耕起で無農薬、そして省有機肥料の施

用でも立派なダイコンが収穫できました。不耕起・草生区のダイコンやカブは、耕起区にくらべて硝酸

含有量が著しく低いことも大きな特徴です（Yagioka et al. 2014） 。 

 

自然との共生を目指す農作業システムは？ 

 いま、農業をめぐる状況としては国際競争がさらに激化する中で、いままで以上の低コスト化が求め

られています。一方で、石油資源の長期的な供給への不安から化学肥料などの農業資材の高騰が危惧さ

れます。また、今後の消費税増税に伴い、資材購入に過度に依存する農家経営では限界がみえつつあり

ます。この中で、農業の規模を拡大してさらに高能率な生産システムを模索するとすれば、農業機械の

さらなる大型化による土壌踏圧の著しい増加により、土壌生物相の貧困化に伴う土壌の長期的劣化が危

惧されます。 

米国での不耕起栽培は、除草剤耐性ＧＭ作物の利用による大規模・効率的栽培によって支えられてい

ます。これに対し、日本の不耕起栽培の取り組みは、“自然との共生”に根差した新しい農法としてユ

ニークな展開を見せつつあります。ここでは、土のもっている機能を最大限に生かす、という発想から

改めて農作業システムを考えていく必要があると思います。 
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