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キュウリ栽培圃場におけるピートモス施用効果

薮野佳寿郎・林恭弘』平田滋

和歌山県農林水産総合技術センター　農業試験場

Effect　of　Applied　Peatmoss　on　Cucumber　Culture

Kazuo　Yabuno，Yasuhiro　Hayashil　an（1Shigem　Himta
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緒言

　近年，全国各地で施設栽培圃場におけ為施肥養分の集積が問題となっている。本県日高郡美浜町のキ

ュウリの促成栽培圃場62ヶ所で土壌実態調査を行ったところ，交換性石灰が24ヶ所，苦土が50ヶ所，加

里が54ヶ所で県の指針値（和歌山県農林水産部，2000）を超えていた（和歌山県農業試験場，1996）．

土壌条件は，作土層が壌土もしくは砂壌土であるが，　40～60cm以下は砂土である（和歌山県農業試験

場，1996）．そのため，肥料成分の流亡を懸念し基肥を多く施用する傾向にあり，70kg／10a以上の窒素

を施用する圃場もあった（和歌山県農業試験場，1999）．養分集積の要因は，過剰施肥に加えて鶏ふ

んを原料とした堆肥の連用も挙げられた（和歌山県農業試験場，1999）．

　そのため，施肥養分を集積させない土づくりが求められ，養分が集積した圃場では養分を作土層に保

持し下層土へ移行しないように保水力，保肥力を高め，施肥養分の利用率の向上が望まれる．また，養

分が集積していない圃場でも，養分を集積させない土づくりが望まれる．そこで，美浜町キュウリ栽培

圃場では肥料成分がほとんど含まれず，また，保水性，陽イオン交換容量を高める効果のあるピートモ

スの施用効果について，養分の集積が進んだ圃場と集積していない圃場で検討した．

材料と方法

試験1．コンテナ栽培での養分集積土壌に対するピートモス施用効果

　基肥施用後の現地の養分集積土壌を供試し，ピートモス施用量が土壌の化学性及びキュウリの生育に

及ぼす影響を検討した。コンテナ（規格；外寸516×354×307㎜，面積0，16㎡）栽培に，現地土壌241it

erあたり240，480，960g（10a当たりに面積換算すると1．5～6t）のピートモス（カナダ産圧縮ピートモ

ス，水分含有率40％，比重約0．17）を施用しキュウリ苗（品種‘シャープ1’，播種1999年3月8日，50

穴セルトレイ育苗）を1999年4月14日にコンテナあたり3株定植した（表1）．1区あたり3反復とし，場

：現在：農業生産局エコ農業推進室
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内ガラス温室で栽培し，5月12日の生育と養分第1表　コンテナ栽培におけるピートモス施用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　試験処理区の概要（10aあたり）吸収量，13日に土壌の化学性を調査した．供
　　　　　　　　　　　　　　　　　　几型区　　　缶用土巴　缶用量
試した土壌はキュウリ作付け前の施肥後の土ヒート6t　ヒートモス　6．Ot
壌であるが，交換性塩基の集積がみられ，塩ピート3t　ピートモス　　3・Ot
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ピート1．5t　ピートモス　　1．5t
基飽和度が200％と高く，硝酸態窒素含量も約無処理　　　　　　一　　　一
70mg／1009と多かった（第2表）．　　　　　　注）品種シャープ1・定植1999年4月14日・栽培終了5月12日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基肥施用後の現地土壌を供試

2表　コンテナ栽培供試土壌の化学性　　（乾土100gあたり）

pH　　EC　NH4－N　NO3－N　CEC　CaO　MgO　K20　Na20飽和度　P205

　mS／cmm　m　m　m　m　m　m　％m6．51．65　2．568．224，3　859　204　309　32　200　812
注）基肥施用後の土壌を採取

試験2．養分集積が進んだ圃場におけるピートモス施用効果

　美浜町の養分の集積が進んだ圃場（土壌の化学性は第3表）において，10aあたりピートモスを1．5，

3t施用と農家慣行施肥量とその2割を削減した量を組み合わせた処理区を設け，養分集積改善試験を行

った．農家慣行施肥は，化成肥料（15－8－13）を畝中央深さ20cmに条施用，ぼかし肥料（4－6－2）を畝の肩両

サイドに条施用し，合計窒素施用量は10aあたり40kgとした．基肥2割削減は化学肥料とぼかし肥料から

削減した．また，農家慣行の堆肥は10aあたり鶏ふん籾殻堆肥（T－N；0．34％）を3t，発酵鶏ふん（T－

N；3．7％）を3．8t施用し，発酵鶏ふんを堆肥として試験を行った（第4表）．1区39㎡，1反復とした．

栽培概要は，1999年10月16日に堆肥を施用，10月22日に基肥を施用，11月17日に定植（品種‘シャープ

1’〉した．追肥は各区に3月13日にぼかし肥料（4－6－2）を10aあたり窒素成分で10kgを畝の肩両サイドに

施用した．

　定植1ヶ月後の生育と土壌の化学性，栽培期間中の土壌中硝酸態窒素含量，収量および養分吸収量を

調査した．栽培期間中の硝酸態窒素の土壌の採取部位は，堆肥由来の窒素を評価するため，畝の中央付

近，深さ10cmのところとした．栽培終了時のキュウリ茎葉の養分吸収量調査は，キュウリネット幅2m分

の茎葉（キュウリネット高さ175cm，キュウリ2株に相当）の重さを測定，上位，中位，下位部の茎葉を

分けてサンプリングし，養分含有率を求めその平均値と茎葉全体の乾物重から算出した．また，栽培終

了時土壌の保水性（pF1．5～3．8）についても調査した．

　　　　　第3表　試験1と試験2実施圃場の施肥前の
　　　　　　　　 土壌の化学性 　（乾土100gあたり）

pH EC二二＿一＿＿＿
　　　　CaO　　　　MgO　　　　K20

mS／cmm　m　m試験1
試験2

　　　　　　　584
5，　　　　0．15　　　 209

76
38

72
44

注）試験1　1999年9月28日採取
　　試験2　2001年1月16日採取

第4表養分が集積した圃場でのピートモス施用試験処理区の概要（10aあたり〉

ヒート3t・基肥削減　ヒートモス　3．Ot
ピートL5t・基肥削減ピートモス　1．5t
ピート1，5t・基肥標準ピートモス　L5t
辮肥無也用　基肥標潅無　　　　　　一

32kg
32kg
40kg
40k

32kg
32kg
40kg
40k

農家慣行 発酵鶏ふん3．Ot
難ふん籾殻3．8t

111kg
13・k

40kg 164kg

注　品禾シャープ1、定植1999年11月13日、栽培終了6月1日
　　基肥標準；化成肥料（15－8－13）N　30kg／10a、ぼかし肥料（4－6－2）　N　lOkg／10a
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試験3．養分が集積していない圃場におけるピートモス施用効果

　美浜町の養分が集積していない圃場（土壌の化学性は第3表）において，試験2と同様の処理区を設

けた．農家慣行施肥は，発酵鶏ふん（T－N；3．7％）とぼかし肥料（5－5－5）を全層施用し，窒素施用量は10a

あたり55kgとした。基肥2割削減は発酵鶏ふんとぼかし肥料から削減した．ここでは，発酵鶏ふんを肥

料として扱った．また，農家慣行の堆肥は10aあたり鶏ふん籾殻堆肥（T－N；0．34％）を2t施用した

（第5表）．1区35㎡，1反復とした．栽培概要は，2001年3月9日に堆肥，基肥を施用，3月17日に定植

（品種47Z’）した．

　調査項目は，試験2と同様とし，栽培期間中の硝酸態窒素の土壌の採取部位は，畝の中央付近，深さ

10cmのところとした．収量調査は週1回現地で調査を行い，調査と調査の間で収穫された後を記し，1週

間で収穫された量を把握し，その日に調査した1本当たりの果実重を掛けて算出した．窒素吸収量の調

査方法はキュウリネット幅3m分の茎葉（キュウリ3株に相当）の重さを測定，裁断後よく混合し，その

一部から窒素含有率を求め，乾物重から算出した．

　　第5表　養分が集積していない圃場でのピートモス施用試験処理区の概要（10aあたり）

ピート3t・基肥削減　ヒートモス3．Ot
ピート1．5t　基肥削減ピートモス　1．5t
ピート1．5t　基肥標準ピートモス　1。5t

肥無用・基肥票潅無　　　　一

44kg
44kg
55kg
55k

44kg
44kg
55kg
55k

農家慣行 鶏ふん籾殻2．Ot 7k 55k 62k

注）品種47Z、定植2001年3月17日、栽培終了6月29日
　　基肥標準発酵鶏ふん（T－N：3．7％）N　20kg／10a、ぼかし肥料（5－5－5）N　35kg／10a
　　発酵鶏ふんを肥料として施肥を行った

分析方法

　土壌の分析は常法（農林水産省農蚕園芸局農産課，1979）に基づいて実施した．作物体の全窒素を含

む無機養分含有率は，硫酸一過酸化水素分解法（松永ら，1989）に基づいて，実施した。

結　果

試験1．コンテナ栽培での養分集積土壌に対するピートモス施用効果

1．キュウリ栽培後の土壌の化学性

　各区の交換性塩基含量はほとんど同じであった．ピートモスの施用量が多くなると，陽イオン交換容

量が多くなり，塩基飽和度は低くなった．また，ピートモスを施用した各区の作土層の硝酸態窒素含量

は無施用区より多く残った（第6表）．

　　　第6表コンテナ栽培におけるピートモス施用量とキュウリ栽培跡の土壌の化学性
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（乾土100あたり

処理区 　　　　　　　　　　　　　　　か　性塩螢　　　　塩基可給態
pH　　EC　NH4－N　NO3－N　CEC　CaO　MgO　K20　Na20飽和度　P205

　mS／cmm　m　m　m　m　m　m　％mヒート6t　　6．6　0．75　2．4　9．3　30，6
ピート3t　　6．8　0．65　2．3　7．2　28．0
ピート1，5t　　6．8　0．87　2．1　14，3　26．3

無処理　　　　7．00．59　3．1　L625，2

858　　　182　　　205　　　　28　　　148　　　811

822　　　170　　 207　　　26　　　154　　812

886　　　178　　226　　　29　　　176　　828

854　　　171　　206　　　　25　　　176　　　805

注）土壌採取日。5月13日

2．キュウリの生育と養分吸収量

　キュウリの生育では，茎葉重はピート6t区とピート3t区が最も重くなった（第7表）。養分含有率

は，ピートモスを雄用した各区の茎葉が無処理区より高くなった（第8表）。また，養分吸収量では，
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ピート6tとピート3t区の窒素およびリン酸吸収量が無施用区より多くなった（第9表）．

　　　　　第7表コンテナ栽培におけるピートモス施用量と
　　　　　　　　　キュウリの生育（株あたり）

理区 某“　某畠　茎長茎葉重果実重
　文　　cm　　cm

ヒート6t
ピート3t
ピート1．5t
無処理

16　　　 21　　　108　　 147　　 356
16　　　 20　　 111　　　148　　 462
15　　　19　　 104　　 124　　437
15　　　19　　105　　127　　463

注〉葉幅は最大の葉．　茎葉重と果実重は新鮮重
　　は種；1999年3月8日、定植；4月14日、調査日；5月12日
　　調査は各部位を解体して行、qた。

第8表コンテナ栽培におけるピートモス施用量とキュウリの
　　　養分含有率（乾物あたり）

理区 N％ P％ K％

茎　　果 支鞭　　虐　　茎瀞　果
ヒ＝一　ト　6　t　　　　　，68　　　．94

ピート3t　　　．41　，83
ピート1．5t　　．46　．97
無処理　　　　　．10　．90

．83　　　．43　　　　．37　　　，57

．83　　 ．38　　　　，85　　　．48

、78　　 ．38　　　　．05　　　．97

．70　　　，36　　　　．66　　　．52

注

第9表
処理区

調　1999年5月12日、養分含有率は各部位を
解体し、その全てを試料とした
コンテナ栽培におけるピートテス施用量とキュウリの養分吸収量（株あたり）

ピート6t
ピート3t
ピートL5t
無几理

＿＿＿」L＿＿＿＿一＿＿茎曲　　　　△言　　茎
734　　　150　　　884　　　　299

703　　　172　　　875　　　　303

558　　　176　　　734　　　　224

532　　179　　711　　　208

虚　△言　　茎柵　　　　ム雪
99　　　398　　　　827　　　276　　1103

113　　416　　　 932　　320　 1252

111　　335　　　　761　　340　　1101

114　　322　　　　729　　332　 1061

注）調査1999年5月12日、養分吸収量は表8と乾物率から算出

試験2．養分集積が進んだ圃場におけるピートモス施用効果

1．定植1ヶ月後の生育と土壌の化学性

　ピート3t・基肥削減区の草丈が劣っていたものの，ピート1．5t・基肥削減と基肥標準の両区では農家

慣行区と同じであり，また基肥2割削減した影響もみられなかった（第10表）。

　土壌の化学性では，ピートモスを施用した3区のpHは低下しなかった．農家慣行区の交換性加里は堆

肥無施用・基肥標準区よりやや多くなったが，ピートモスを施用した3区の交換性塩基は堆肥無施用・

基肥標準区とほとんど同じであった（第11表）．堆肥無施用・基肥標準区の全炭素含有率は5．2％で，県

の改善目標値（和歌山県農林水産部，2000）である1．7％（腐植含量で3％以上〉より高かった．また，ピ

ート3t・基肥削減区の全炭素含有率は農家慣行区より高かった（第11表）．

　　　　　　第10表　養分が集積した圃場でのピートモス
　　　　　　　　　　施用量とキュウリの初期生育

几理　メ 早
c　m

菓
枚

ヒート3t・基肥削減
ピート1．5t　基月巴削減
ピート1．5t　基肥標準
堆肥無施用　基肥標準
曹家慣行

137　　　16。
144　　　16．
147　　　16．
144　　　16．
144　　　16．

　　　注）定植1999年11月17日、調査12月22日
第11表　養分が集積した圃場でのピートモス施用量と定植1ヶ月後の土壌の化学性
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（乾土100gあたり）
処理区 pH　EC　T－C　T－N＿＿雌＿＿＿

mS／cm　　　％

　　CaO　　　　MgO　　　　K20

％　　　m　　　m　　　m
ヒート3t・基肥削減
ピート1．5t　基肥削減
ピート1．5t　基肥標準
堆肥無施用・基肥標準
曹家一行

6．9　 0．33　 6．26　 0．62
6、8　　　0．36　　　5．46　　　0．54

6．9　 0．37　 5．46　 0．53
6．9　 0．30　 5．16　 0．54
6．7　 0．65　 5，65　 0．59

614　　　125　　　153
596　　　　122　　　　143

609　　　　125　　　　148

578　　　116　　　145

575　　　　143　　　　192

注）定植1999年11月17日、調査12月22日
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2．作付け期間中の土壌中硝酸態窒素含量

　農家慣行区の硝酸態窒素含量が他の区より多く推移し，ピートモスを施用した3区は堆肥無施用・基

肥標準区と同様に推移した（第1図）．栽培終了時の作土層の硝酸態窒素は農家慣行区が最も多かった

（第12表）．

の035
掌

秘30
ε
国囲25

釦
腺20
舗
毅15
闘10
輩

岳　5
鱒

刊　0

→一ピート3ρt・基肥削減

4一ピート15t・基肥削減

＋ピート1，5t・基肥標準

→←堆肥無施用・基肥標準

→←農家慣行

第12表

11／18　12／22　1／21　　2／23　3／28　　4／25

第1図養分が集積した圃場でのキュウリ栽培期間中の

　　土壌中硝酸態窒素の推移

　養分が集積した圃場でのピートモス施用量と
　栽培終了時の作土層の硝酸態窒素含量（乾‡100gあたり）

処理区 NO3－N

　m
ピート3t・基肥削減．
ピート1，5t・基肥削減
ピート1．5t・基肥標準
堆肥無施用・基肥標準

10．0
11，8
10，9
11．0

注）調査2000年6月1日

3．土壌の保水性

　栽培終了時の易有効水分は，堆肥無施用・基肥標準区に比べて，ピートL5t・基肥削減と基肥標準の

両区で約1割，ピート3t・基肥削減区で約2割向上していたが，農家慣行区では約3割向上していた．有

効水分では，ピート3t・基肥削減区が堆肥無施用・基肥標準区より向上したが，農家慣行区には及ばな

かった（第13表）．

　　　　　　13　　養分が集積した圃場でのピートモス施用量と物理性の変化
処理区 易　父水分

　　　　％
　F1．5～2．7

　父7分　 孔隙単
　　　％　　　　　　％
F1．5～3．8

ヒー　ト3t　・基月巴肖U減

ピート王．5t　基肥削減
ピート1，5t　基肥標準
堆肥無施用　基肥標準
農家慣オー

12．

11．

11．

11，

13，

71．2
70，4
69，6
68，7
69，0

　　　　　注）調査；栽培終了時2000年6月1日

4．栽培終了時の葉中養分含有率と養分吸収量

　栽培終了時のキュウリ上位葉の養分含有率は，交換性加里が集積した農家慣行区の加里含有率が最も

低かった．窒素含有率は農家慣行区が最も高く，ピートモスを施用した3区は堆肥無施用・基肥標準区

より低かった（第14表）．栽培終了時のキュウリ茎葉の養分吸収量では，ピートモスを施用した3区の加

里吸収量は農家慣行区には及ばなかったが，ピート1．5t・基肥削減と基肥標準の両区は堆肥無施用より

多くなった．窒素の吸収量は，ピート3t・基肥削減区が最も少なかった（第15表）．
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第14表 養分が集積した圃場でのピートモス施用量と
栽培終了時の上位葉養分含有率

処理区名 N
％

ピート3t・基肥削減
ピート1．5t　基肥削減
ピート1．5t　基肥標準
堆肥無施用　基肥標準

，45

，27

，33

．54

P
艶

，24　　　．86

．11　　．90
．14　　．89
．23　　　．91

第15表
　　　　　　　　調査2000年6月1日
養分が集積していない圃場でのピートモス施用量と養分吸収量

処理区 N吸又璽

k／10a
同エP205吸又亘
罐　　　k／10a

同エ　K20吸収夏　　同エ
ヒ…　　 k／10a

ヒート3t・基肥削減
ピート1．5t　基肥削減
ピート1．5t　基肥標準
堆肥無施用　基肥標準
曲｛津冊オー
一　K

7．4

8．8

9、7

9，8

10．3

72
85
94
94

100

15．1　　84

14．4　　80

16．0　　89

16、6　　92

18。0　100

17．8　　　88
19．8　　　98
18，7　　　92
17，4　　　86
20．2　　100

注）窒素吸収量1 栽培終了時の茎葉、調査2000年6月1日

試験3．養分が集積していない圃場におけるピートモス施用効果

1．定植1ヶ月後の生育と土壌の化学性

　農家慣行区が最も優れており，ピート3t・基肥削減区が劣っていた（第16表）．

　土壌の化学性では，ピートモスを施用した3区のpHは低下しなかった．農家慣行区の交換性加里が堆

肥無施用・基肥標準区よりやや多くなった．（第17表）．

　　　　　　　第16表養分が集積していない圃場でのピートモス
　　　　　　　　　　　施用量とキュウリの初期生育
　　　　　　　几理区　　　　　　　　　早　　　　委
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　cm　　　文
　　　　　　　ヒート3t・基肥削減　　　102　20．3
　　　　　　　ピート1．5t・基肥削減　　107　21．7
　　　　　　　ピート1．5t・基肥標準　　121　22．2
　　　　　　　堆肥無施用・基肥標準　　117　2L8

　　　　　　　第17表　養分が集積していない圃場でのピートモス施用量と
　　　　　　　　　　　定植1ヶ月後の土壌の化学性　　　　（乾土100gあたり）

処理区 pH EC 父、塩坐
　　　　CaO　　　MgO　　　K20

1nS／cmm
ヒート3い基肥削減
ピートL5t・基肥削減
ピートL5t・基肥標準
堆肥無施用・基肥標準
農家櫃行

5．6　　0．61　　　243

5．8　　　0．52　　　209

5．6　　　0．58　　　　208

5．6　　　0，53　　　　190

5．9　 0．43　　198

42

39
20
36

35

72

63

64

68

78

注）定植2001年3月18日、調査4月19日

2．作付け期間中の土壌中硝酸態窒素含量

　定植から栽培1ヶ月までピート3t・基肥

削減区が最も多く推移し，農家慣行区はほ

ぼ直線的に減少した（第2図）．

3．栽培終了時の土壌の化学性

　栽培終了時の作土層（0～26cm）の土壌の

化学性について，硝酸態窒素含量は堆肥無

施用・基肥標準区が最も少なく，ピートモ

スを施用した3区では，農家慣行区と同等

　30笥8
－25遍

轟2・

無15

製、。

襲
喜5
響
刊　0

　　　　　　　　　　＋ピート30t・基肥削減

　　　　　　　　　　一』 ピート1．5t・基肥削減

般　　　　　　　　　　　　　＋ピート15t・基肥標準

※雨、：壌難轡
　　＼マ・心
　　　　＼　＼
　　　　　　　　　さ
　　　　　　　　　　、

　　3／28　　　　　4／19　　　　　　5／2　　　　　　5／17

第2図養分が集積していない圃場でのキュウリ栽培期間中

　　の土壌中硝酸態窒素含量
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以上残っており，基肥を2割削減した影響も認められなかった．ピートモスを施用した3区の全炭素含有

率は2．8～3．8％で，堆肥無施用・基肥標準区の2．6％より高くなった（第18表）．

表18　養分が集積していない圃場でのピートモス施用量と栽培跡土壌の化学性（乾土100gあたり）

処理区　　　　　　　　　pH　　EC　NO3－N

　　　　　　　　　　　mS／cm

T－C

　％ ％

CaO

m
㎎O　K20　P205
m　　　　m

ヒート3t・基肥削減
ピートL5t・基肥削減
ピートL5t・基肥標準

堆肥無施用・基肥標準
農家慣行

5．1　　0．82　　29．6　　3．76　　0．30

5．3　 1．20　 45．0　 2．80　 0，29
5．2　　0．80　　29．4　　3．01　　0．28

5．6　　0．73　　　17．3　　2．57　　0．27

5，4　 0．83　 28．3　 2．59　 0，27

213

214

198

193

200

40　　72　513
42　　80　527
38　　61　441
40　　67　471
40　　70　470

注）調査2001年6月29日、作土層（0～26cm）の土壌

4．土壌の保水性

　栽培終了時の易有効水分は，堆肥無施用・基肥標準区と比べて，ピート3t・基肥削減区で約6割，ピ

ート1．5t・基肥標準と基肥削減区がそれぞれ約6割，2割向上していた．有効水分は，堆肥無施用・基

肥標準区と比べて，ピート3t・基肥削減区で約5割，ピート1．5t・基肥標準と基肥削減区がそれぞれ

約3割，2割向上していた（第19表）．

　　　　第19表．養分が集積していない圃場でのピートモス施用量と物理性の変化
処理区 　交分 父分孔隙単

　　　％　　　　　％　　　　　％
F1．5～2．7　　F1．5～3．8

ピート3t・基肥削減
ピート1．5t・基月巴削減

ピート1．5t・基肥標準
堆肥無施用・基肥標準
曹家’副一

7．0

6．9

5．1

4．3

5．3

11．7
10．4
9．7

7．9

8．5

66．9
62、9
64。1
60，5
63．3

注）調査；栽培終了時2000年6月1日

5．収量と養分吸収量

　栽培期間中の収量の合計，初期生育が最も優れたのは農家慣行区であった．ピートモスを施用した3

区の収量は農家慣行区の77～89％であり，施用量による差は認められず，また，基肥2割削減による差

も認められなかった（第20表）．ピート1．5t・基肥削減区の窒素吸収量は農家慣行区と同等であり，基

肥窒素施用量に対する吸収率は約49％であり，ピートL5t・基肥標準区の約35％より高くなった．リン酸

吸収量では，ピートL5t・基肥削減区が最も多かった．加里吸収量もピートL5t・基肥削減区が農家慣

行区の97％であり，ほぼ同じ吸収量であった（第21表）．

　　　　　　　第20表養分が集積していない圃場でのピート
　　　　　　　　　　　モス施用量と キュゥリの収量

　　　　　　　処理区　　　　　　　　　又量同エ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　t／10a　旨米
　　　　　　　ヒート3t・基肥削減　　　　9，2　89
　　　　　　　ピート1，5t・基肥削減　　　8，8　85
　　　　　　　ピート1，5t・基肥標準　　　8，0　77
　　　　　　　堆肥無施用・基肥標準　　　8，3　80

　　　　　　　一で
　　第21表養分が集積していない圃場でのピート玉ス施用量とキュウリの養分吸収量

処理区 N吸又里同工　　　N吸収量／P205吸又璽同左
k／10a　旨数基肥N施用量×100　　k／10a　旨数

K20吸又亘同エ
　k／10a旨数

ヒート3t・基肥削減
ピートL5t・基肥削減
ピートL5t・基肥標準
堆肥無施用・基肥標準
農家潰行

19．4　91
21．5　100

19．0　89
19．2　90
21．4　100

44．1
48．9
34．5
34，9
38．9

14．9　97
17．4　113

15，1　98
13．9　91
15．4　100

38．7　　84

44．8　97
42．4　　92

38．6　　84

46．1　100
注窒素吸収量；収穫果実と栽培終了時の茎葉、調査2001年6月29日
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考　察

　ピートモスは保水力に優れ，家畜ふん尿を原料とした堆肥のように多量の肥料成分を含まない．また，

肥料成分の保持力も高く，陽イオン交換容量は100～140me／100gであり，養分が集積した圃場の土づく

りに最も適した資材である（加藤，1993）．また，コマツナを供試したポット栽培では，ピートモス施

用により増収することが報告されている（加藤，1993）．

　そこで，養分が集積した美浜町のキュウリ圃場の土壌を供試し，キュウリを1ヶ月コンテナにて栽培

した．10aあたり6t施用してもキュウリの初期生育は無施用と同等以上であった，ピートモス施用によ

り施肥窒素は作土層に無施用より長く残り，施用量は10aあたり1．5tでその効果が発揮された．また，1

0aあたり3t以上の施用で地上部重が増加したことにより，窒素吸収量の増加が認められた．陽イオン交

換容量は，10aあたり3t以上の施用で明らかに多くなり，淡色黒ボク土で行った加藤（1993）のデータ

と同様の結果となった．

　美浜町キュウリ栽培地域の養分が集積した圃場と集積していない圃場において，』ピートモスの施用試

験を行った．養分が集積した圃場では，ピートモスの施用により養分集積の進行を防ぎ，鶏ふん主体の

堆肥より作付け期間中の土壌中硝酸態窒素含量も少ないことから，環境負荷低減が図れた．また，全炭

素含有率が5％である土壌にピートモスを10aあたり1．5t施用すると，易有効水分が約1割，3．Otの施用

で2割向上したことから，養分が集積した圃場ではピートモスを10aあたり3t施用することが望ましい．

保水性の向上は，淡色黒ボク土で行った加藤（1993）のデータと同様の結果となった．

　養分が集積していない圃場でのピートモスの施用試験では，鶏ふん籾殻堆肥より初期生育，収量もや

や劣るが，施肥窒素はピートモスのほうが作土層に長く残る．これは，全炭素含有率が2，5％の土壌にピ

ートモスを施用すると，全炭素含有率の高い土壌よりも保水性がより向上したためと考えられ，その効

果は10aあたり3tの施用で高かった．実際，ピートモスの施用により基肥を2割削減すると，収量こそ

やや減少したものの，窒素吸収量の減少はほとんどみられなかった．美浜町では基肥中心に施肥を行い，

追肥はぼかし肥料の置肥あるいは液肥かん水で行う。そのため，基肥を2割削減することにより，施肥

窒素を10kg／10a以上削減することができる。よって，養分が集積した圃場と同様，ピートモスを10aあ

たり3t施用することが望ましい．

　ピートモスは，購入量によって異なるが，1701iterの圧縮ピートモス（重さ約30kg）で約2，000円で

家畜ふん尿堆肥より高価である．また，一度乾燥してしまうと，擬水性が生じ，大量に扱う場合は注意

が必要である．そのため，一度に3t／10a施用できない場合，L5t／10aを2年に分けて施用する．ピー

トモス施用による保水性の向上は10aあたりL5tの施用で発揮される．ピートモスは土壌に施用される

と，ピートモス由来の炭素は約1年後に減少し始め，その後穏やかに減少し，3年後に30～40％減少する

（兵庫県立中央農業技術センター，1989）．よって，一度に3t／10a施用した場合，翌年の作付には施用

せず，3年目の作付に減少分，すなわち0．9～1．2t／10a施用する．このように，ピートモスの土壌中で

の分解特性を考慮することで，コストの問題は解決できるものと考える．

摘要

　美浜町のキュウリ栽培土壌には前作の施肥養分が作土に残っている圃場が多くみられ，全体的に集積

傾向にあった．また，基肥中心の施肥体系であり，基肥窒素量が70kg／10aを超える圃場もあった．さら

に，堆肥は鶏ふんを連用している圃場が多く，そのことが養分集積の要因にも挙げられため，肥料成分

をほとんど含まないピートモスの施用効果について検討した．

1）養分が集積している圃場では，鶏ふん等動物質の堆肥の施用は控え，ピートモスを施用する．ピー

　トモスは肥料成分が少なく，施用による特定の成分の集積は認められない．鶏ふん主体の堆肥では
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　交換性加里が集積する．

2）腐植含量が8．5％の土壌では，ピートモス3t／10a施用で易有効成分が2割，腐植含量が4．4％の土壌で

　は，ピートモス3t／10a施用で易有効成分が6割向上することから，作土層に集積した施肥養分を長く

保持することができる．そのため，施肥窒素を約2割削減することが期待できる．

3）ピートモスを一度に3t／10a施用できない場合，2年分けて施用する．一度に3t／10a施用した場合，

翌年の作付には施用せず，3年目の作付に減少分，すなわち0，9～1．2t／10a施用する．
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