
◯　乾燥（高温を含む）

◯　過湿（酸欠）

○　低温（寒さ•凍結）

◯　栄養欠乏・過多

◯　重金属等の土壌由来のストレス

○　生物的ストレス

環境ストレスと植物の反応

環境ストレス＝外界からのストレス



乾燥に遭遇した植物
乾燥（高温を含む）ストレス

貴重な水を温存したい
ため気孔を閉めたい

体温の上昇を抑えるため
気孔を開けたい



乾燥に遭遇した植物
乾燥（高温を含む）ストレス

貴重な水を温存したい
ため気孔を閉めたい

せめぎあい

体温の上昇を抑えるため
気孔を開けたい



植物が乾燥に遭遇した時
• 乾燥ストレスに耐性の植物では：
　　気孔を開けて水を放出し、体温を下げると同時に、
　　光合成を続行。加えて、深い土壌深層より水を吸い上げる。

• 乾燥ストレスに感受性の植物では：
　　根から水を吸えない状況に陥るため気孔を閉めて、
　　それ以上の水の損失を回避する。当然、二酸化炭素も
　　取り込めないので、光合成は抑制される。

植物の乾燥ストレス耐性獲得に有利な形質

◯　土壌の浅い層の水はすぐに蒸発するので、根を深い箇所に張っていること。

◯　体内に取り込んだ水を節約しながら使えること。

◯　効率的に二酸化炭素を取り込んで光合成できること。

◯　体内が高温になっても生理傷害を引き起こしにくいこと。

乾燥（高温を含む）ストレス



深根性であること
すぐに水が少なくなる土壌浅層でなく、水が比較的豊富にある深層に根を
もつことで、自由に水が使える状態にあると、かなり有利。

乾燥（高温を含む）ストレス

Eco log ical stud ies 1 6 8   Root Eco log y ed s. Kroon and  Visser (2003) Growth o f  Root  in  Drying  So il   p p s1 7 5 -1 8 2

乾燥環境下，植物にとって最悪パターン
は，それ以上体内の水を失う事．

地上部を大きくしても，水を失うチャン
スを増やすだけ．
↓
生長を止める．気孔を閉じる．

地下部は，更に水を取り込むチャンスを
広げる必要がある．
↓
根系を拡充する．



乾燥（高温を含む）ストレス

Eco log ical stud ies 1 6 8   Root Eco log y ed s. Kroon and  Visser (2003) Growth o f  Root  in  Drying  So il   p p s1 7 5 -1 8 2

水の利用が制限される
時，根端では，プロリ
ン・ABAが増加し，細
胞壁進展の関連酵素の
活性が上昇している．

深根性であること



節水型であること

体内に取り込んだ水を節約するために植物がし得ること。
○クチクラ層：厚い傾向にあるならば、気孔以外から放出される
　水（全体の５％未満ではあるが）の漏出が防げる。

○トリコーム：その発生は、葉による光の反射を促す。すなわち、昼間の強烈な
　日照をなるべく反射することで、葉焼けや致命的な体温上昇から身を守る。

○気孔：体内水が少しでも少なくなると鋭敏に、かつこまめに気孔を閉じる。
　体内のCO2やアブシジン酸の上昇による制御機構（閉める）や青色光による
　　制御機構（開ける）が知られる。

○落葉：過度な蒸散の機会を減らすはたらきがある。

○休眠：余計な代謝を抑えるはたらきがある（水がなくても生存できる）。

乾燥（高温を含む）ストレス



効率的な光合成ができること
効率的に二酸化炭素を取り込んで光合成できること。

乾燥（高温を含む）ストレス

CO2固定系によって３つにタイプに分類される。

◯　C3植物　イネ・ムギ

◯　C4植物　トウモロコシ・サトウキビ

◯　CAM植物　パイナップル・サボテン

効率的な炭素固定を行う

下二つに比べて非効率
光が強すぎたり、高温下では光合成が抑制される。

強光下・高温下でも光合成を続けられる。

昼間は気孔を閉じ、夜に炭素固定を行う。



効率的な光合成ができること
効率的に二酸化炭素を取り込んで光合成できること。

乾燥（高温を含む）ストレス

C4植物では、C4回路に
よっ てCO2が維管束鞘
細胞へ運ばれる。 維管
束鞘細胞ではCO2濃度が
葉肉細 胞の約10倍に達
するため、葉内の CO2
濃度が低下する乾燥・高
温条件下でも高い光合成
活性を維持できる。



効率的な光合成ができること
効率的に二酸化炭素を取り込んで光合成できること。

乾燥（高温を含む）ストレス

CAM植物は涼しい夜に気孔を開
け、CO2の取り込みを行い、昼は
気孔を閉じることで水分の損失を
最小限に抑える。CAM植物とC4
植物において大きく異なる点は、
C4植物がCO2の濃縮、還元を葉肉
細胞と維管束鞘細胞と場所を分け
て行っているのに対し、CAM植物
は夜と昼で時間的に分けて行って
いる点。



タンパク質の熱変性を防ぐこと
体内が高温になっても生理傷害を引き起こしにくいこと。

乾燥（高温を含む）ストレス

植物体内で様々な機能を担う
「タンパク質」。個々のタン
パク質には特有の３次元的な
構造があり、この構造が機能
を発揮するためには必須。

しかし、タンパク質の構造は
一般に不安定で、「熱」など
が加わるとすぐに壊れる。た
とえば、卵はタンパク質が主
成分だが、ゆでると固まる。
これは卵に含まれるタンパク
質の構造が熱によって壊れ、
ランダムに凝集してしまうた
め。

シャペロンにはこのように不
安定な物質であるタンパク質
が熱など外界の影響で壊され
てしまうのを防ぐ役割があ
る。一般にタンパク質は構造
が壊れると凝集を起こす。



休眠

成長を休止する能力。休眠期間は、乾燥のみならず
様々な環境ストレスに対し「鈍感」になることが
可能で、ストレス期間内の生存について
有利性を発揮する。
植物では、「種子」と「芽」において休眠がある。
環境シグナルが休眠期を開始させ終了させる。
千葉の大賀ハスにみられるように、
場合によっては2000年以上も休眠期間が及ぶ場合もある。

乾燥ストレス



過湿に遭遇した植物
過湿（酸欠）ストレス

So il Science and  M anag em ent, Edward  J. Plaster (1 9 8 5 ) p hysical p rop erties o f  so il



過湿に対する植物の防御①

真水での洪水時の植物の防御反応
通気組織 ‒ 大きな気室のある、ゆるい柔組織

‒ 酸素は水面より上に出ている構造から水面下に輸送される

O2, CO2 ガス交換 

ガス
交換

気孔

葉の表面の
上皮

葉脈

葉の裏側の
表皮

気室

通気組織



過湿に対する植物の防御②

テオシント
トウモロコシの近縁
種。草高は3.0-4.5m。
降水量の多い中米地域
に自生、雨季には冠水
することもあるとい
う。

テオシントの不定根形成能を支配するQTLが第5と第8染色体に見出され、これらの
QTLは異なる実験 によっても比較的安定して発現する。今後、テオシントの不定根
形成能の遺伝子をトウモロコシに導入できる可能性が高まった。



耐湿性に優れた作物を作るための基礎研究

温暖化とは水局在の変動である。温暖化が進むと旱魃に悩まされる地域もあれば、
土壌過湿に悩まされる地域も。我が国において、これ以上、雨が降る状況ともなれ
ば、作物の湿害は免れない。

我が国の減反政策で、水稲代替として作られるのが、コムギとダイズ。
しかし、これらは、耐湿性に最も劣る作物の代表。水がつきやすい水田の重粘土に
おいては、少し長雨が降ると、途端に過湿状況となる。

現在、作物学会における耐湿性に関する研究トピックは、先ほどのトウモロコシ×
テオシント以外に、実質的な面から、コムギとダイズに集中している。

ダイズ「タチナガハ」の急激吸水による種子破壊

事前に緩慢吸水させたもの

急激に吸水させたもの



耐湿性に優れたダイズを作るための基礎研究

種皮が吸水スピードを制御している。冠水抵抗性品種Peking
は，種皮を取り除くと急激に吸水しダメージを受ける。種皮
に加え種子臍の容積が緩衝してるとする研究グループもある
（村松ら，2005）．
中山ら（2004）冠水ストレスが発芽時のダイズに及ぼす影響と種子
含水率調節による冠水障害の軽減効果．　日作紀73（3）: 323-329
村松ら（2005）ダイズ発芽時の冠水耐性ー種子構造からみた品種間
差異ー　日作紀74（別2）: 158-159

李ら（2003）不定根の早期誘導によるダイズの耐湿性の向上　日作紀72
（1）: 82-88
島村ら（2003）湛水条件下で栽培したダイズにおける二次通気組織の形成と生
育・収量　日作紀72（1）: 25-31

ダイズが湛水に遭遇した際の、不定根形成能の差異（上）や茎の
通気組織形成能差異に着目した研究（下）が展開している。



耐湿性に優れたコムギを作るための基礎研究

ムギ類作物は耐湿性は弱く，湿害を受けやすい。そこで、コムギ近縁種（ミズタカモジ：水
田雑草，絶滅危惧種）にて耐湿性植物を探索し，将来的には育種簿材として利用する。
久保堅司・島崎由美・小林浩幸・小柳敦史（2006）コムギ連植物の幼植物体における耐湿性の評価　日作紀75（別１）: 386-387



洪水時の植物の反応

塩が流れ込んでくるのを阻止し、排出、もしくは希釈しなければならない。
マングローブは呼吸根をもつ。

塩水での洪水時の植物の防御反応



陸上植物は塩害を被る

http://www.shumeicrestone.org/farming/farming.html

1次塩害：乾燥地，半乾燥地や乾期のある熱帯地方において，降水量に比べて蒸発量が
　　　　　　　　　　　　　極端に多く，表層土壌の塩類化（可溶性塩類の集積）が起こる

2次塩害 ：圃場等で灌漑を繰り返し行われ引き起こされる塩類集積（管理•インフラに問題）．
　　　　　　　　　　　土壌中に高濃度の可溶性塩類が集積すると，植物の成長が阻害される



圃場での塩害

http://rafale.kais.kyoto-u.ac.jp/funakawa/photo_31.htm
ウズベキスタンの綿花栽培地帯（1次塩害）

カザフスタンの水稲栽培地帯（２次塩害）
http://rafale.kais.kyoto-u.ac.jp/funakawa/photo_31.htm

鹿児島のソバ畑（左）とサツマイモ畑（右）（台風による潮風塩害）
http://www.hirayama-farm.net/typhoon/0421/typh0421.html



津波により冠水した水田

津波で海水をかぶった水田（仙台市内）。表面には厚く汚泥が
たまり、クラックや塩の析出、また異臭の発生などが。一番の
問題は、除塩に必要な排水機能を確保するための排水機場が破
壊されたこと。

http://fukkou.soil-doctor.jp/
東北大学　土壌立地学　南條正巳教授
http://www.agri.tohoku.ac.jp/agri-
revival/ocu6bi000000018p-att/a1311917025503.pdf



海水流入圃場のEC

http://www.agri.tohoku.ac.jp/soil/jpn/2011/04/jumonji.html

仙台市より真南約30km地点



塩害に強いアブラナ科植物

http://www.agri.tohoku.ac.jp/agri-revival/ocu6bi00000000io-att/a1306115200921.pdf

耐塩性アブラナ科植物
を使った塩害対策 
 
植物遺伝育種学分野 
教授 西尾剛 
准教授 北柴大泰



塩害に強い作物

Salinity:environment-plants-molcules  eds: Lauchli and Luttge (2002) pps10-11.



塩害に強いワタ栽培で
被災地圃場の利用を

http://openers.jp/fashion/news/tohoku_cotton_project.html



海水冠水、その後の農業について
ー東北大震災から１年８ヶ月たちー　
今年９月中旬の作物学会（於　東北大学）での話。



海水冠水、その後の農業について
ー東北大震災から１年８ヶ月たちー　
今年９月中旬の作物学会（於　東北大学）での話。



低温に遭遇した植物
低温（寒さ•凍結）ストレス

◯　成長適温よりも低い温度に対する耐性　→　耐寒性

耐寒性 耐冷性：0℃の低温に耐える

耐凍性：氷点下に耐える

半耐寒性：3～5℃の低温に耐える

凍結回避性：過冷却

細胞外凍結

器官外凍結

凍結耐性



低温に遭遇した植物
低温（寒さ•凍結）ストレス

◯　成長適温よりも低い温度に対する耐性　→　耐寒性

耐寒性 耐冷性：0℃の低温に耐える
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凍結耐性

霜を伴う条件下では枯死する。

植氷状態では生残するが、体の凍結が伴うと死滅する。



低温に遭遇した植物
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低温に遭遇した植物
低温（寒さ•凍結）ストレス

◯　成長適温よりも低い温度に対する耐性　→　耐寒性

耐凍性：氷点下に耐える

凍結回避性：過冷却

細胞外凍結

器官外凍結

凍結耐性

トドマツの冬芽

左：凍結前。鱗片（０）が芽（P）を
乾燥から守っている。

右：凍結中。芽の中の水分が、左写真のBの部分に
氷という形で凝集し、芽を凍結傷害から守っている。



低温に遭遇した植物
低温（寒さ•凍結）ストレス
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低温に遭遇した植物
低温（寒さ•凍結）ストレス

耐凍性：氷点下に耐える

凍結回避性：過冷却

細胞外凍結

器官外凍結

凍結耐性

Jitsuyama, 1999. Study of increasing freezing tolerance of tissue cells
with sugar treatment, as a basement of cryopreservation of
horticultural plant. Ph.D, Hokkaido Univ.



低温に遭遇した植物
低温（寒さ•凍結）ストレス
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凍結回避性：過冷却

細胞外凍結

器官外凍結

凍結耐性

Jitsuyama, 1999. Study of increasing
freezing tolerance of tissue cells with
sugar treatment, as a basement of
cryopreservation of horticultural plant.
Ph.D, Hokkaido Univ.



低温に遭遇した植物
低温（寒さ•凍結）ストレス
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凍結回避性：過冷却

細胞外凍結

器官外凍結
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極端な栄養条件に遭遇した植物
栄養ストレス

完全な
栄養溶液

予想した物質を１つ
だけ欠く栄養溶液 予想した

物質は
必須栄養素である異常な

成長

正常に
成長

予想した物質は
必須の栄養素ではない

成長を
観察

移植



極端な栄養条件に遭遇した植物
栄養ストレス

植物の成長に必須の元素

ドベネックの要素桶

最大収量

N
Mg
Ca
FeP

K

温
度

水光

ドイツの化学者 リービッヒ（1803-1873）は、栄養
素である無機栄養素の他の養分が十分であっても、作
物の収量（植物のバイオマス）は、ある1つの最も少な
い養分によって決定されることを述べた。
→「最小養分律」

植物の成長に必須な元素は
多量要素：9
微量要素：8
の合計17　ある。

SNi



極端な栄養条件に遭遇した植物
栄養ストレス

微量元素が欠乏した場合

最大収量

N
Mg
Ca
FeP

K

温
度

水光

元素 役割 欠乏症事例



極端な栄養条件に遭遇した植物
栄養ストレス

多量元素が欠乏した場合

最大収量

N
Mg
Ca
FeP

K

温
度

水光



極端な栄養条件に遭遇した植物
栄養ストレス

多量元素が欠乏した場合

最も不足しやすい。
多くの作物で
収量に響く栄養素

吸いにくい元素。
植物によって吸う
工夫が多彩。

植物内の代謝には
全て関わっている。
不足すると成熟が
遅れ、様々な耐性が
弱くなる。
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極端な栄養条件に遭遇した植物
栄養ストレス

過剰養分による障害

化学肥料の大量投入・蓄積は，根の肥料焼けを誘引し，作物生育阻害を引き起
こす．また病気発生の高頻度化も，圃場内養分過多が一要因．

農学基礎セミナー　作物の生育と環境　（2000）pp114



極端な栄養条件に遭遇した植物栄養ストレス

過剰養分による障害

有機質肥料で
も，不適切な施
肥管理（自家
製，市販問わ
ず）圃場から
は，障害根・
いじけ根の発生
がみられる

片野 学 (1999) 植物の根に関する諸問
題（68）ー水稲不定根・根端における
障害＝障害根＝についてー　農業およ
び園芸 74(3): 65-74.

障害根・いじけ根が多い
程，収量は低下根の発育学

森田茂紀
（2000）
pp82



植物による窒素の吸収

植物は、基本的にアンモニアイオン：NH4+（アンモニア態窒素）か
硝酸イオン：NO3-（硝酸態窒素）の形で、窒素を吸収する。



窒素固定
主にマメ科植物の根と共生する窒素固定細菌は、空気中に豊富にある窒素ガスを、植物体
が利用できるアンモニア態に固定し、供給することができる。植物には窒素ガスを窒素成
分として固定できない。

窒素固定を行う
分化したバクテロイド

成熟した根粒

細胞が分裂して根
粒形成を開始する

分化途中のバク
テロイドを含む
小胞

感染糸

表皮細胞

根毛
フラボノイド

Rhizobium

皮層細胞

根粒形成因子
(Nod factors)

根粒形成因子



窒素固定

窒素固定菌は、マメ科植物以外の植物の根にも、たとえば、ツツジやソテツの仲間の植物
の根にも共生してることが知られている。



その他、栄養上の特殊な適応
菌根菌

栄養素（主にリン）を取り込むために
表面積をひろげている。多くの植物
種と共生関係を持つことができると
されるが、アブラナ科、カヤツリグ
サ科、タデ科、アカザ科等に属する
植物種の多くとは共生しないと言わ
れる。



その他、栄養上の特殊な適応
寄生植物
栄養を得るために、宿主植物の維管束系を利用している。

ヤドリギ

アメリカネナシカズラ(ヒルガオ科)

ヤマグルマ



その他、栄養上の特殊な適応
肉食植物
他の生物から直接窒素を得ている。

ボルネオに生育するウツボカズラの一種
（Nepenthes northiana）がネズミを消化

必要な窒素分は虫から
吸収するハエトリソウ。
施肥すると補虫葉が腐り
落ちることも。

モウセンゴケのなかま。
葉にある粘毛から粘液を分泌して虫を捕獲する。



土中で害毒のある金属に遭遇した植物
金属ストレス

酸性土壌におけるアルミニウム障害

植物の生育に適さない酸性土壌
は、世界中の耕地の約３～４割を
占めている。

アルミニウムは、土壌が酸性だ
と、イオン（Al3+）となって溶
け出す。Al3+は植物に対して強
い毒性を持ち、植物をマイクロモ
ルレベルのAl3+溶液で処理する
と、数時間以内に根の伸長が阻害
され、根による養水分吸収が阻害
される。酸性土壌での生育阻害の
主原因はAlであると考えられてい
る。

http://www.rib.okayama-u.ac.jp/plant.stress/Al-Ma.html



アルミニウムに対する植物の防御
金属ストレス

http://www.rib.okayama-u.ac.jp/plant.stress/Al-Ma.html

土中のアルミニウムを、イオンの形で取り込んでしまう前に，有機酸などの
物質をを体内から放出して捕捉、アルミニウムイオンの影響を軽減する。



金属ストレスを生き抜いても、
子実に溜めたら作物利用できない

金属ストレス

諸外国の土壌に比して，日本の土壌は，カドミウム蓄積性が高い



逆に，植物根の，金属その他化学物質の
吸収能力を利用できないか？①

金属ストレス

ファイトレメディエーション：
植物を用いて土壌や水から汚染物質を除去する方法。

TCE

CO2
鉛

Cl2

気化して放出する

分解する

植物体内に蓄積する

凡例 

○　トリクロロエチレン (TCE)
•ポプラ

○　トリニトロトルエン
•マメ、ポプラ、
　水生のオオフサモ

○　重金属
　　(ヒ素、カドミウム、鉛)
•400種以上



逆に，植物根の，金属その他化学物質の
吸収能力を利用できないか？②

金属ストレス

ファイトレメディエーション：
植物を用いて土壌や水から汚染物質を除去する方法。

http://www.niaes.affrc.go.jp/envchemi
/body/cd/phytorem.html

ある種のイネ品種を畑状態で
栽培すると，土壌中のカドミ
ウムをたくさん吸収する．高
カドミウム吸収品種を汚染さ
れた農耕地で栽培し，カドミ
ウムを含むイネワラを焼却等
によって安全に処分するを開
発中．



逆に，植物根の，金属その他化学物質の
吸収能力を利用できないか？③

金属ストレス

ファイトレメディエーション：
植物を用いて土壌や水から汚染物質を除去する方法。

ヨウシュヤマゴボウは、土壌の有害金属を
根から吸収して茎・葉へ運ぶ性質がある。
根を残して茎と葉を取り除けば、そこにた
まった有害金属を取り除くことができる。
根が残っているので茎・葉が再生し、くり
返し有害金属を取り除くことができる。

• http://www.tuat-tlo.com/index/tech/tech-p-w.htm



放射能漏れ、その後の農業について
ー東北大震災から１年８ヶ月たちー　
今年９月中旬の作物学会（於　東北大学）での話。



土中の硬盤層
土中での物理的ストレス

So il Science and  M anag em ent,
Edward  J. Plaster (1 9 8 5 ) p hysical
p rop erties o f  so il p p s4 3 -7 3



土中で硬盤層に遭遇した植物①

土中での物理的ストレス

飯島盛雄　根ハンドブック　第７章　根と環
境条件　根と土壌硬度　p p s1 1 9 -1 2 0

西沢隆　根ハンドブック
第７章　根と環境条件　根
域制限条件下での植物の生
長反応　p p s1 1 7 -1 1 8



土中で硬盤層に遭遇した植物②
土中での物理的ストレス

硬い土は、根端の異形化をもたらす。
硬盤層を根が伸長する際、根端に対
し、物理的に周辺土壌との摩擦が生じ
るからだ。

Ecological studies 168  Root Ecology eds. Kroon and
Visser (2003) Effests of Soil Strength on Root
Growth and Physiology  pps158-160



硬い土を克服する遺伝子は存在するか？

土中での物理的ストレス

根の貫入力が強けれ
ば，根は硬い土に広い
根系を展開できる．

広い根系が展開できれ
ば，より深部の水分を
得る可能性が高まる．

深部の水を吸水できれ
ば，作物としての生産
性が向上する．乾燥地
域でとりわけ重要な形
質．

対照区 硬盤区



根の貫入力が強い作物の探索
土中での物理的ストレス

マカロニコムギ
Kubo, K., Y. Jitsuyama, K. Iwama, T. Hasegawa & N.
Watanabe　Genotypic difference in root penetration ability by
durum wheat (Triticum turgidum L. var. durum) evaluated by a
pot with paraffin-Vaseline discs. Plant and Soil 262: 169-177



根にあえて物理ストレスを与える農法
土中での物理的ストレス

金田吉弘　根ハンドブック　第８章　根と栽培管理
　不耕起栽培の水稲の根　p p s1 3 3 -1 3 4

下層での根の活力・量ともに，
不耕起栽培により改善される

岩澤信夫　不耕起でよみがえる（2 0 0 3）　p p 2 0

岩澤信夫　不耕起でよみがえる（2 0 0 3）　p p 2 1 7



根を断つほどの物理ストレス（凍上害）

土中での物理的ストレス

土壌凍結地帯では根の凍上害が問題に
なる．
冬季，土壌表面から凍結が始まり，発
生した凍結層に向かって，下層の未凍
結層から毛細管現象によって緩やかな
水の移動が始まる．
こうして「アイスレンズ」が形成され
る．
アイスレンズ層では，作物根（この場
合，多年生のアルファルファを想定）
の直根部位は物理的に断根される（凍
上害）．
しかし，横方向に根があまり発達して
いない株の凍上害被害は更に大きい．
アイスレンズの厚みで植物体自体が上
に浮き上がり，側根も断根され，春の
融解時に土壌表面にほおり出される．

酒井昭　植物の分布と環境適応 (1 9 9 5 ) p p 1 4 1



逆に、人為的に根を断つ農法
土中での物理的ストレス

チャの木は，永年生の作物．一度植えれば少
なくとも数十年は同じ場所で栽培される．

長列の高密度栽培（2 ,4 0 0株/1 0 a）にて，
畦間が作業通路・施肥域となる．

踏み固め・多肥により畦間の根が過密状態に
なり，根の活力が低下，更にはチャの葉の収
量・品質が低下してくる．

全根量の４０％程を，根の生長が活発になる
直前の９月中下旬に断根．

木化根より，若く強い根が生え，根系が再生
する．

山下正隆　根ハンドブック　第８章　根と栽培管理
　チャの断根処理　p p s1 3 9 -1 4 0



植物は、ほかの生物
（植物自身も含む）
に攻撃を受ける

生物的ストレス

ウイルス、細菌、菌類、動物、そして他の植物という
日常的な脅威が存在する。全ての植物は防御のために
表皮組織をもつが、その他の生物は簡単にそれを傷つ
けうる。

○鳥や昆虫による食害や微生物による病害

○アレロパシー：他感作用（植物同士の牽制）

○養分競合（他植物・微生物）

○土壌団粒化の低下等
　土壌物性への影響



気孔から侵入する菌類

発芽している菌類の胞子

菌類が侵入している
気孔

植物の上皮細胞

植物細胞菌類の菌糸

植物の
細胞膜



土壌微生物による植物（作物）の病害
生物的ストレス

小林達治　根の活力と根圏微生物　（1999）pps85-130



さらに、病原微生物を攻撃する微生物
生物的ストレス

小林達治　根の活力と根圏微生物　（1999）pps85-130

Ultrastructure of the Root-Soil Interface（1983）pps123, 1370



地下の生物多様性の農業への利用①
生物的ストレス

地下微生物相の多様化を誘導（混植）



地下の生物多様性の農業への利用②
生物的ストレス

雑草混植により，バレイショの
病害（そうか病・疫病）の発生・蔓延が抑制される



植物同士による根域の取り合い
生物的ストレス

太田弘一　根のハンドブック　第５章　根系の形成　根の相互作用　p p 8 5 -8 6

弱い方からしてみれば，まさに障害

クロストーク手段
の可能性

直接応答
・根接触

間接応答
・水介在有り
　１．土中の養分
　２．分泌物（アレロパシー）
　３．枯死後の分解物質
・水介在無し
　１．微生物
　２．土壌物性
　　（root canalを通して）



アレロパシーの農業への利用①
生物的ストレス

アレロパシー（他感作用）：
植物の根から、化学的なシグナルが分泌され、
近くにある種子の発芽を阻害したり、近隣の植物の
成長を妨げたりする作用のこと。



アレロパシーの農業への利用②
生物的ストレス



植物側のディフェンス、いろいろ
植物の防御法

毒による防御（化学的毒物）



植物側のディフェンス、いろいろ
植物の防御法

毒による防御（化学的毒物） 化学的毒物、
たとえば、シアン化物。

3,000種以上の植物が生成し
されている。、電子伝達を停
止させ細胞呼吸を阻害する作
用をもっている。



毒による防御

ダイコンの導管近辺に「ミロシン細胞」があり、中にはミロシナーゼ
という酵素が入っている。この細胞が傷付けられると、ミロシナーゼが辛み成分
（昆虫には毒素となる）を発生させる。すなわち、植物が成育中は自身に害を
与えることはないが、食害にあったときに毒性を発揮する。外傷反応。

植物の防御法



外傷反応

上記はトマトの場合。
葉などが傷つけられるとそれが引き金となり、
システミンが放出される。
システミンは植物体をめぐり、プロテナーゼ阻害剤の生成を誘導する。




