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論 文 をか た る

足元の土地に秘 められたメッセージ

湛水 浸 透条 件 下 にお け る細 菌 ・糸 状菌 によ る飽和 透 水係 数 の低 下 お よび その温 度依 存性 につい て

(農業土木学会論文集No.237,pp.13～19,神 谷準― ・宮崎 毅 と共著)

東京大学大学院農学齢 科学研究科 関 勝 寿

1. 研 究 を は じ め る ま で

レオ ナ ル ド ・ダ ・ヴ ィ ンチ は こ う言 った そ

うだ 。

「我 々 は足 元 の 土 地 に つ い て よ り も,天 体

の 運 行 につ い て 多 くの こ と を知 っ て い る」

芸術だけでなく,建 築学,解 剖学,天 文学,数 学といっ

た科学に も精通 した レオナル ド・ダ ・ヴィンチは,「足

元の土地」には,多 くの秘められた自然現象が隠されて

いることを感 じている。それでは,ダ ・ヴィンチか ら

500年 たち,科 学技術がめ ざましく進歩 した現在,足 元

の土地について,ど の程度理解が進んだであろうか。た

しかに,当 時に比べればいろいろ分かったとはいえ,ま

だまだ分か らないことが多い。

足元の土地から,雑 草の根のあたりの土を指でつ まみ

上げてみれば,そ の土の中には数憶個の生物個体,こ と

によると1万 種 ほどの微 生物を手 にしていることにな

る。そういった微生物の大部分にはまだ名前もなく,分

類 も理解 もされていない1)。

こういった土の中の微生物たちは,土 壌中における物

質循環の要 として,さ まざまなはたらきをしている。た

とえば,動 植物の遺体 を分解するはた らきがあること

は,よ く知 られている。ところが,土 壌中の水移動その

ものに,微 生物の増殖が影響 していることは,あ まり知

られていない。それがすなわち,論 文タイ トルの前半「湛

水浸透条件下における細菌 ・糸状菌による飽和透水係数

の低下」である。土壌中の細菌 ・糸状菌などの微生物が

増殖すると,土 の間隙が目詰まりを起 こし,透 水性 を低

下 させる「バイオクロッギング現象」という現象がある。

この現象のことを,タ イ トルの前半は意味 している。

土壌中にた くさんの微生物がいるとはいっても,1つ

1つ の微生物個体 はとて も小 さい。細菌であれば,数 マ

イクロメー トル程度の大 きさである。たとえば,土 壌1

Cln3中 に,1億 の細菌がいるとしたときに,そ の体積 は

どの程度になるだろうか。細菌/つ の大 きさを1μm3

とすると,1億 の細菌の体積 は,1cm3の わずか0.01%

である。たった これだけの体積 を持つ細菌

が,な ぜ水の流れに対 して目詰まりを起 こす

ほどの影響があるのか。文献には書いてある

が,信 じがたいことである。

そこで,百 聞は一見に如かず,実 験 をして

みることにした。アクリルのカラムに土を詰

めて,そ こに栄養水を4ヵ 月間流 し続けたところ,た し

かに透水係数が数100分 の1と,大 きく低下 した。その

結果を農業土木学会論文集に発表 したもの2)が,筆 者の

初の論文投稿 となった。その後,こ の研究を続けて東京

大学大学院農学生命科学研究科生物 ・環境工学専攻環境

地水学研究室にて博士 を取得 した。バイオクロッギ ング

の研究は,微 生物の中で も細菌 に着 目した研究が多い

が,糸 状菌の菌糸 も重要な役割 を果た していることが分

かった。また,微 生物が発生するメタンガスもまた透水

係数 を下げていることが分かった3)。学位取得後,環 境

地水学研究室に助手として採用 され,バ イオクロッギン

グに関する研究を中心に,土 壌微生物 と土の物理性に関

して続けていた。

この研究を続ける中で,海 外の研究者 との交流を積極

的に行って きた。バ イオクロッギングに関する研究を本

格的にはじめた米国コーネル大学のPhilippe Baveye教

授は,糸 状菌が透水係数を低下させるという筆者の研究

成果2).3)を見て,大 変興味 を持 ち,コ ンタク トをしてき

た。バイオクロッギ ングの研究は細菌を対象としたもの

がほとんどであ り,糸 状菌が透水性を下げている,と い

う知見は,と ても印象深かった ようである。Baveye教

授 と,手 紙やメールでさまざまなや りとりをし,2002

年の秋か ら翌年の春にかけて,筆 者はコーネル大学にて

糸状菌の酸素消費 と増殖モデル4)について共同研究 をす

ることとなった。

コーネル大学 にてさまざまな議論をする中で,微 生物

活動は温度によって影響を受けるのだか ら,バ イオク

ロッギ ング現象 も温度依存性があるはずだ。 ところが,

そういった研究はされていないではないか,と いう話 に

なった。おおざっぱに考えると,温 度が上がれば微生物
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の活性 は高ま り,そ れによって透水性は下がるのではな

かろうか。そうだとすれば,夏 は透水性が低 く,冬 は透

水性が高い,と いった現象が起 きるのであろうか。この

ような疑問から,論 文タイ トルの後半 「およびその温度

依存性について」考えるようになった。もしも,バ イオ

クロッギング現象 に温度依存性があるのであれば,た と

えば農業土木の分野であれば,水 田やため池の浸透速度

を評価,予 測する際に,温 度がはたして関係 してくるの

であろうか。コーネル大学から帰国し,そ ういった考察

を深めていた。

共著者の神谷準一君は,当 研究室に卒業論文生 として

配属された学生である。神谷君は,冒頭に記 したデヴィッ

ド・ウォルフの著書1)に触発 され,土 壌微生物 に関 して

興味を持 っていたため,こ の卒論課題に大変興味を示 し

た。神谷君の丁寧な測定により,以 下に概要を示す とお

り見事な結果が得 られた。神谷君は今,株 式会社博報堂

に就職 し,活 躍 している。

II.研 究の概 要

バイオクロッギング現象の温度依存性を調べることを

研 究の 目的 とした。15℃,20℃,25℃,30℃ の4種 類

の温度条件で,砂 を充填したカラムに栄養水 を連続的に

流 した ときの透水係数の変化を測定した。また,細菌数

糸状菌数,有 機物量(強 熱減量)を 測定 した。驚いたこ

とに,透 水係数の低下速度は,25℃ において最 も大 き

く,7日 間で100分 の1に まで低下 した。当初の予想で

は,30℃ において最 も微生物の増殖が著 しく,し たがっ

て透水係数の低下速度が大きくなると考えていたが,実

際 には透水 係数 低下 速度 は25℃ にて ピークが見 ら

れ,30℃ では25℃ よりも小さくなった(論 文のFig.2)。

それでは,有 機物の量,細 菌の数,糸 状菌の数にも,

同じような温度依存性が観察されるのであろうか。その

結果は,有 機物の量 と糸状菌の数については,25℃ で

増加速度が最 も大 き く,細 菌の数については,30℃ で

最 も増加速度が大きかった。つま り,透 水係数低下速度

と対応 したのは,有機物量 と糸状菌数であった。さらに,

有機物量 と透水係数低下量の対数の間に,き れいな直線

関係が見 られた(論 文のFig.5)。 こういったことか ら,

まずは微生物が生成する有機物が目詰まりを起 こして透

水係数を低下 させている,と い う従来の知見を確認する

ことがで きた。そ して,糸 状菌が透水性を低下させると

いう説を,さ らに裏付けることとなった。糸状菌は土壌

の擾水性を引き起こすとされているが,こ のように透水

性にも大 きく影響を与 えることは,重 要な知見である。

III.終 わ り に

農業土木学会土壌物 理研 究部会研究集会(2005年10

月14日,北 海道大学)で は,「環境の修復 ・保全 と土壌

物理」をテーマに,興味深い4件 の研究発表がなされた。

そして,総 合討論で東京大学の溝口勝助教授が過去44

回の研究集会の歴史 を振 り返った上で,「 これからは,

これまでのように,面 白い土壌物理現象を解明する知の

探求型の研究から,こ のような問題解決型の土壌物理へ

と,研 究の方向性がシフ トしてい くのではないか」 とあ

えて問題提起をされ,活 発な議論がなされた。た しかに

「何に役立つかは分からないけど,面 白いか ら研究する」

という知の探求オンリーの研究スタンスでこれまで研究

をしていた人 も,こ れか らは研究が社会的にどんな役に

立つのかを説明することがますます要求され,問 題解決

型の研究は今後 ますます増えてい くものと思われる。そ

の中で,こ の論文は,社 会的意義を意識 しつつも,も っ

ぱら面白い自然現象 を解明することを目的としてはじめ

た研究である。

世界中でベス トセラーとなった小説 「ダ ・ヴィンチ ・

コー ド」では,レ オナル ド・ダ ・ヴィンチが,作 品の多

くに秘密のメッセージをまぎれこませた とされている。

ダ ・ヴィンチがまぎれこませたメッセージよりもはるか

に多 くの秘め られたメッセージが,美 しい自然法則ある

いは自然現象として,足 元の土壌の世界には秘められて

いるであろう。この論文であれば,た とえば有機物量 と

透水係数の問に論文のFig.5の ようなきれいな関係が見

られたときに,そ ういったメッセージを感 じることがで

きた。問題解決だけでな く,そ ういった自然現象の面白

さについて,こ れか らも探求をしていきたい。
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