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第1章緒言

1.山梨県におけるスイー卜コーン栽培

スイートコーンは山梨県における主要野菜であり，

その出荷量は北海道，千葉県，茨城県に次いで、全国4

位である.その作付面積，生産量の推移を見ると 1990

年をピークに徐々に減少したが， 2005年以降は約800t

で定常化している(図1) 山梨県におけるスイート

コーンの生産額は1999年がナス， トマトに次いで3位

であったが， 2010年にはトマトを抜き2位となり，ナ

スの生産額との差がわずかとなっている(表1) 全国

的な傾向であるが，山梨県の野菜生産額も高齢化や耕

地の宅地化などにより減少している.その減少幅を

1999年と2010年で比較するとナスの40%に対し，ス

イートコーンでは15%にとどまっている.この要因と

して労働時聞が関与していると考えられる.スイート

コーンの労働時間は1，560hrha-1と他の主要野菜より大

幅に少ない(表2).粗収益は劣るが，労働コストや資

材コストが少ないため 面積当たりの所得は8，810円

ha-1と他の野菜と遜色がない.このように，スイート

コーンは少ない労働時間で高収益をあげられる作物で
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図1山梨県のスイートコーン収穫量と作付面積

あるため，生産額の減少幅が，他の作物より少ないと

考えられる.

2.研究対象地域の概要と課題

研究対象地域である甲府盆地の南部地域は，山梨県

中央部に位置し平坦な地形を有し標高は300m前後

と山梨県内では比較的低い地域である.降雨量は年間

1000mm程度と国内でも少ないが，山梨県有数の河川

である釜無川と笛吹川が合流し富士川となる地域であ

るため濯蹴水は豊富にある.気温は四季明瞭で寒暖差

が大きい盆地特有の内陸|空気候である.特記すべきは

冬期の日照時間や日射量が多いこと，春先の気温上昇

が早く， 4月以降の最高気温は九州、!とほぼ同じである.

このような気象条件は，早出しスイートコーンの生産

に適している

スイートコーンは C4植物であり高い光合成能を有

することから，当該地域の高日射量はその生産性・品

質向上に作用していると考えられ，品質は良く市場か

ら高く評価されている.また この地域ではスイート

コーンの他に，豊富な水と盆地特有の夏期の昼夜温度

差が大きい気候を活かしナス栽培や，冬場の高日射量

を生かしたキュウリやトマトなど施設果莱類栽培が行

われている(表3).これらの野菜の大半が水田に作付

けられ，水稲+野菜，野菜+野菜の多毛作を行ってお

り県内でも高収益が得ている地域である. この地域で

表1 山梨県における主な野菜の品目別生産額

生産額(百万円)

品目
1999年(a) 2010年(b) b/a 

ナス 3，033 1，827 0.60 

スイートコーン 1.984 1，682 0.85 

トマト 2，005 1，503 0.75 

キュウリ 1.552 1，188 0.77 

表2 山梨県における主な野菜の経堂指標

品目

ナス(夏秋)

トマト(露地雨よけ)

キュウリ(露地)

スイートコーン(一重)

粗収益

円 ha-1

22，280，000 

18，564，000 

15，612，000 

4，233，600 
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労働時間

hr ha-1 

9，600 

6，000 

7，230 

1.560 

所得

円 ha-1

12，770 

9，670 

10，680 

8，810 
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表3 対象地域の主要作物の作付面積 (ha)

市町村 水稲スイートコーン ナス 施設果菜類

甲府市 288 66 40 

旧中道町 67 96 12 

中央市 318 104 25 50 

市川二郷町 76 55 4 

南アルフ。ス市 446 8 42 

月 1 I 2 I _3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 L 1 0 I 11 I 12 

早出しスイートコーン 7K 抗菌

作
早出しスイートコーン 露地抑制ナス

早出しスイートコーン 野沢菜

物

レタス 7K 事前

図2 研究対象地域の作付体型事例

写真1研究対象地域の様子 (3月)
水田にトンネル栽培のスイー卜コーンが作付けられている.

は早出しスイートコーンは生育期聞が他の作物と重な

らないことや，前述したとおり少ない労働時間で高収

益が得られている作物であることから主幹作物となっ

ている(図2，3.写真1).

スイートコーンは収穫されると，その残さ(茎葉

部)は全量が鋤き込まれ，次の作物が作付けられる

残さの量は30tha1と多く 後作の水稲では倒伏，食

味の低下，病害虫の発生など数々の障害が発生してい
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図3 研究対象地域

る.また，スイートコーンは窒素過剰j障害が発生しに

くいことから施肥基準量より多肥傾向である
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3.社会的な背景

地球規模の環境問題に対し世界的な関心が集まって

おり，京都議定書が平成17年2月16日に発効し，我が

国でも温室効果ガスの8%削減(現在14%オーバー)

が義務づけられた.山梨県でも，平成16年4月に「山

梨県環境基本条例」が施行され，平成17年2月に「環

境日本ーやまなしの確立」に向け「山梨県環境基本計

画jを策定した.この中で 県内で発生する温室効果

ガス742.4万トン(平成12年)を618.9万トン(平成24

年)に削減することを目標としている.農業分野の温

室効果ガスとして，水田から発生するメタンや畑地か

ら発生する亜酸化窒素があり，その削減が求められて

いる(八木ら. 1991). 

農業におけるもう一つの環境問題として，過剰施用

などにより残存した肥料成分の系外への環境汚染が

ある 河川や湖沼に流出した肥料成分は富栄養化を招

き(西尾. 2005). 下方に浸透溶脱した硝酸態窒素は

地下水汚染(西尾. 2001) を引き起こす.この対策と

しては，施肥利用率を向上させ，栽培跡地土壌に肥料

成分を残存させない施肥技術が必要とされる.また，

2008年より新興国の食量増産，バイオエタノール原料

増産などが要因となりリン鉱石や塩化加里などの肥料

原料価格が急騰しそれに伴い化学肥料の価格も1.5倍

程度に高騰した現在ではやや肥料価格も落ち着きを

取り戻しているが，それでも2007年の1.2倍程度で推移

しており，新興国の経済発展など世界情勢を見ると今

後も楽観できない状況にある.肥料高騰は，農家経営

を直接圧迫しており，その対策としても減化学肥料栽

培が求められている.

4.研究の目的と論文の構成

本研究内容は大きく 3つに分けられる.

第1は，研究対象地域のスイートコーン残さ鋤き込

み水田の問題解決である.実態を把握しその原因を

抽出し改善対策を検討した さらにその水田の実態

調査の結果，温室効果ガスの一つであるメタンが大量

発生していることが明らかになったことから，その削

減技術についても検討‘した(第2章).

次に詳細は本文内で述べるが，スイートコーン残さ

中には肥料成分である窒素， リン酸，加里ばかりで
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なく，スクロースやアミノ酸類の栄養成分が含まれて

いる(図4).肥料成分は，特に窒素について作物への

利用率について検討を行う(第2章，第3章一第l節)

栄養成分は，特に糖類について，その利用法として，

①化学農薬を使用せず防除効果の高い土壌還元消毒の

資材(第3章一第l節)②食料と競合しないバイオエタ

ノール原料(第3章第2節)の2つを提案し，利用技術

を検討した.併せて，スイートコーン残さをバイオエ

タノール原料としたとき，その製造プラントの稼働率

が問題となることが予想されたため，その補完原料と

してバイオエタノールの原料として研究事例の多いソ

ルガムに着目し，山梨県の気象条件に適した多収安定

栽培技術を検討した(第3章第3節).さらに，山梨

県のスイートコーン産地を3つの地域に分け，スイー

トコーン残さの有効利用法について提案した(第5章)

第3として，環境保全と肥料高騰対策を目的に，研

究対象地域の主要野菜であるスイートコーンとナスに

ついて，局所施肥であるマルチ内施肥による減化学肥

料栽培技術を検討した併せて，肥料など資材コスト

や労働コストを削減できる，スイートコーン・ナス2

作1回マルチ内施肥の検討も行った(第4章)• 
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第2章 スイートコーン残さ鋤込み水田における水稲

の生育安定とメタン発生の削減

2-1 はじめに

山梨県甲府盆地南部の水団地帯は，野菜(ナス，ス

イートコーン， レタス等) +水稲の水田輪作体系によ

り高収益をあげている.この作型における水稲作は，

野菜の連作障害の回避，養分バランスの悪化防止等の

重要な役割をはたしている 特に春先の多日照を利用

したトンネル早出しスイートコーン十水稲の面積は県

内で、約350haと多い目この作付け体系では，スイート

コーン残さは全量鋤込まれた後，水稲が栽培されてい

る(以下残さ鋤込み水田)(写真1) しかし水稲には，

倒伏，病害虫(いもち病，ツトムシ)の発生，移植直

後の立ち枯れ，品質低下等が生じている.

未熟粗大有機物の水田への鋤込みによる水稲の生理

障害に関してはいくつかの報告があり， レンゲ(川島

ら， 1994;上原ら， 1992;石川， 1963)，麦ワラ(金

ら， 1982;片岡ら， 1983)，牧草(イタリアンライグ

ラス) (三木ら1998a，1998b) では，初期生育の抑制

(上原ら， 1992;三木ら1998a)，異常穂の発生(片岡

ら， 1993)，倒伏等(上原ら， 1992)が指摘されてい

る. レンゲでは，鋤込む時期を早めることで鋤込まれ

る有機物量を減少させ，水稲に影響する窒素量をコン

トロールする技術が確立されている.

しかし本作型は，水稲の収穫期から逆算すれば6

月下旬には移植をする必要があるが，スイートコーン

収穫が6月中下旬になるため， 30 ~ 50t ha1と多量の新

鮮な残さは，移植1週間前に投入されることとなる.

そのため従来報告されている有機物の鋤込み事例に比

べて，スイートコーン残さの鋤込み後移植までの期間

写真1 スイー卜コーン残古鋤込みの様子
残さは立ち毛状態で，湛水後鋤き込まれている.

が格段に短く，前述のごとく水稲の生育に悪影響が生

じている さらに湛水状態で新鮮な残さが多量に鋤込

まれるため，温室効果ガスであるメタンの多量発生が

懸念される.

そこで本試験は，スイートコーン残さ鋤込み水田の

水稲の生育とメタン発生実態を明らかにし本作付体

系における水稲の生産安定技術とメタン低減化技術を

確立することを目的とした

2-2 試験方法

以下に示す3試験を行い，水稲の生育・収量及びメ

タン発生量について検討した.

(1)試験1:前作スイー卜コーン施肥量の違いが水稲

の生育・収量及びメタン発生量に及ぼす

影響

試験は1994~ 1997年の4ヶ年間にわたって，山梨県

総合農業試験場圃場(北巨摩郡双葉町)で実施した

土壌は灰色低地土(全窒素0.10%，全炭素1.28%) で

あった スイートコーンは県内の主要品種であるアル

表1 スイートコーンおよび水稲耕種の概要

スイートコーン

年度 収穫期

1994 6/12 

1995 6/20 

スイートコーン跡地水稲

残j査鋤 入水移植期収穫期

込み時期 時期

6/20 6/20 6/23 10/中下

7/5 7/5 7/7 10/中

水稲単作

施肥量

kgN ha-1 

72 

72 

1996 6/18 6/27 7/2 7/4 11/上 72

1997 6/6 6/13 6/17 6/18 10/14 72 

スイートコーン跡地水田は資材・肥料は無施用とした.
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テミス82等を用い，水稲品種は日本晴を用いた.試験

区の面積は年度によって異なるが25ぱ~ 100ばであっ

た

スイートコーンは一重トンネル栽培で行い，基肥に

はCDU化成，追肥は化成8号を用い，施肥量は250~ 

500kgN ha1とした.スイートコーンの生育は1997年を

除き順調で，出荷基準を満たす果実 (450g~ 500g株

1 )を収穫できた. 1997年は4月からの降雨が少なく乾

燥害を受け生育が悪く残さ量 果実重ともに少なかっ

たので，水稲作前に前年までの残さ相当量を他圃場よ

り加えた.

水稲栽培はスイートコーン残さを全量鋤込み，肥料

や改良資材は無施用とし 水稲生育初期の枯死株は補

植した その他の耕種概要は表lに示した本試験に

関連して，スイートコーンの残さの部位別窒素無機化

特性を調べるため1997年にぴん培養試験を実施した.

風乾土壌(灰色低地土)20gに，残さとして30tha.1 

相当量を約2cm角裁断した葉部，茎部を加え， 30
0

C 

暗所 i甚水条件， 5反復で培養した定期的に無機態

窒素を測定し，投入窒素量から窒素無機化率を算出し

た 入水時の硝酸態窒素含量と Ehの推移を， 1994年

にスイートコーン施肥量500kgNha.1区(場内圃場)で

調査した

また，土壌に残存した硝酸態窒素の動態を詳細に調

べるため重窒素標識硝酸態窒素を用いた以下の培養

試験を実施した.供試土壌にはスイートコーン栽培跡

地土壌(玉穂町現地ほ場:灰色低地土，硝酸態窒素

100mgN kgl，アンモニア態窒素16mgNkgl) と水田

単作土壌(農業技術センターほ場灰色低地土，硝酸

態窒素1mgNkgl，アンモニア態窒素5mgNkg1) を用

い，試験区は残誼添加後常時湛水区(以下3常時湛水

区)と残さ添加3日後湛水区(以下3日後湛水区)を設

置した培養は風乾した供試土壌20gを40ml容培養

瓶に充填して，重窒素硝酸カリウム(lO.latom%)溶

液を150mgNkg1乾土相当量と，窒素施用量500kgNha'1

で栽培した残さの相当量である茎1.0gを加え， 30
0Cで

行った.常時湛水区は残さ添加後すぐに，脱イオン水

で容器を満たし湛水状態とした 3日後湛水区は残さ

添加後，最大容水量の60%になるように脱イオン水を

加えて， 30
0

Cで3日培養後，脱イオン水を追加し湛水

-5-

培養を行った 対照として残誼を加えないものも用意

した.

常時湛水区は培養3，7日後に， 3日後湛水区は培養3，

6， 10日後に20%塩化カリウム溶液を50ml加え振撞後

櫨過した i慮液については，オートアナライザー(プ

ランルーベ社製TRACCS800) を用いアンモニア態窒

素，硝酸態窒素含量を測定し，その推移を調査した

有機化量は培養終了時の土壌の全窒素量とその重窒

素濃度から算出した硝酸態窒素の異化的還元量は，

培養終了時の土壌のアンモニア態窒素量とその重窒素

濃度から算出した重窒素濃度は発光分光法により

行った脱窒量は添加した硝酸態窒素から有機化量及

びアンモニア化量を差し引き算出した.

メタン発生量調査は， 1994 ~ 1996年の3ヶ年にわた

り，山梨県総合農業試験場圃場(北巨摩郡双葉町，灰

色低地土)及び現地(中巨摩郡玉穂町，甲府市，共に

灰色低地土)で実施した

(2)試験2:スイートコーン残古鋤込後入水までの期

聞が水稲の生育・収量及びメタン発生量

に及ぼす影響

1995年にスイートコーン残さ鋤込み後入水までの期

間を1日及び7日の試験区を設け，場内圃場で実施し

た試験区は繰り返しなしで実施し試験規模は1区

100ばとした スイートコーン施肥量は500kgNha.1と

した.

さらに1996年には場内コンクリート枠水田におい

て，残さ鋤込み後入水までの期間をO日， 3日及び9日

の試験区を設けてメタン発生量を調査した 試験区は

1連性で実施し試験規模は1区3.3mとした.小型チャン

ノtー(高さ60cmX幅40cmX奥行き30cm) でメタン

を採取したため，水稲の茎が折れるなどしたので，生

育・収量調査は実施しなかった.

(3)試験3:落水処理が水稲の生育・収量及びメタン

発生量に及ぼす影響

1996年に場内圃場において 落水処理時期を田植え

後15，22日， 30日に行う区及び落水処理を行わない区

(現地慣行)を設けた試験区はl連性で実施し，試

験規模は1区100mとした
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落水処理がメタン発生量に及ぼす影響の調査は，

1997年に落水処理を行わない区及び，田植え後15. 35 

日の試験区を設け，場内コンクリート枠水田(灰色低

地土)で実施した試験区は1連性で実施し試験規

模は1区3.3ばとした.

(4)調査と分析

水稲の収穫時の調査は，各区から2反復で坪刈り，

はさ架け後，脱穀・調整した後に行った土壌・植物

体の分析は定法によった(農業振興奨励会. 1993) 

土壌は場内圃場及び現地ともに灰色低地土であった

メタン発生量の測定は八木ら (1991)の方法に基づ

120 

100 

fぎi許ぞ 80 
ムユ

崩まさi 60 

引率 40 
制

20 

。。 2 

---0ー茎部

4 6 8 

培養遡

図1 スイー卜コーン残遁の部位別窒素無機化特性
培養条件:30

0

( 、暗所、湛水.
エラーパーは5連の標準偏差を示す.

いたまたメタン発生源である易分解性有機物の組成

を明らかにするため. 1997年にスイートコーン残さに

含有する糖類の分析を行った 還元糖の定量はソモギ

変法(小原ら. 1969). 非還元糖及びデンプンの定量

は塩酸加水分解後ソモギ変法により行った.

2-3 結果及び考察

1)前作スイー卜コーン施肥量の違いが水稲の生育・

収量及びメタン発生量に及ぼす影響

(1 )残さ鋤込み水田における窒素の動態

水田に鋤込まれる残さの窒素量は. 1997年を除き

スイートコーン施肥量500kgNha']区(以下多肥区)

500 

300 者
100 日夕

ー100雪5

300逗
500 

150 
将司
~i!i ~" 100 
~~ ~ 
重量?2 50 
争E 口
ドζζ

o 2 4 6 8 

入水後の日数

10 
図2 入水直後の酸化還元電位と硝酸態窒素の推移

年度、調査場所:1994年、場内園場.
スイートコーン施肥量:500kgNha". 

入水時期:残漬鋤込み後0日.

表2 前作スイー卜コーンの施肥量が残漬窒素量、土壌残存窒素量、水稲の生育・収量に及ぼす影響
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が101~ 129kgNha-1 ， 350kgNha-1区(以下標肥区)

が87~ 95kgNha-1， 250kgha1区(以下減肥区)が

78kgNha1で、あった(表2) これら残さに含まれる窒

素は，茎部が1週間で79%，葉部が3週間で89%と速や

かに無機化した(図1) 本地域の水稲は6月下旬の高

温時に移植され，水田の地温 (5cm)が30
0

C前後とな

るなかで生育するので，残さ窒素の大半は水稲生育初

期に無機化することが示唆された

水田単作土壌

常時湛水区
160 

140 

120 1¥ 
宝100

80 

Z E60 

40 

20 。。 b 10 

培養日数

スイー卜コーン跡地土壌

常時湛水区

200 

~150 

五E100 

5 10 

土青養日数

スイートコーン跡地に残存した無機態窒素量は平

均で減肥区が63kgNha-1，標肥区が106kgNha-1，多肥

区が139kgNha1で、あった(表2) 無機態窒素のうちで

は，硝酸態窒素が58~83% (平均75%) と大半を占

めていた 1994年の試験において入水後の硝酸態窒素

の推移を調べたところ 硝酸態窒素は，入水1日後で

消失した(図2).またデータは省略するが1995年に実

施したポット試験によれば，残さ鋤込み区で、は浸透水

水田単作土壌

3日後湛水区

150 

。 5 10 

培養日数

スイートコーン跡地土壌

3日後湛水区

250 

~ 日200

150 

Z U5 D 100 

50 

全ー=ーーすーーーーー当主ー田園圃'o y-----圃ーー守ー圃 ロ。 5 10 

培養日数

図3 15N硝酸態窒素添加した培養試験における硝酸態窒素とアンモニア態窒素量の推移

10C問

<0 90% 

需+←1校酢支 印
70% 

;;;; 60% 

ヰf傑liiI 50% 

E逼担J 40% 

涯 30%
;I_! 
，__) 20九
土コ

室 10%

〔肌

-残存硝酸態窒素

ロ異化的還元

ロ有機イヒ

ロ脱窒

常時湛水区 3日後溢水区 常時湛水区 3日後湛水区

l l 
スイートコーン跡地土壌 水田単作土壌

図4 15N 硝酸態窒素の動向
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機化し， 5%が異化的還元(アンモニア化)すること

明らかとなり，残りの80%は脱窒したものと推測され

た(図4).佐藤らは湛水土壌で、の各種有機物も存在下

における硝酸代謝について検討し単糖類・デンプン

等の多様な微生物により二酸化炭素まで分解される有

機物は， 12目5mgC(乾土100g当たり，以下同様)程度

で有機物を脱窒菌が利用して脱窒するが，

上添加すると，脱窒とともにアンモニアへの異化的還

添加した重窒素標識硝酸態窒素の15%は有差はなく，中に硝酸態窒素の溶脱が認められなかった

この硝酸態窒素の動向を詳細に検討するため，

素ラベル硝酸態窒素を用いて培養試験を行った.硝酸

態窒素とアンモニア態窒素の推移を見ると(図3)，土

壌や湛水時期にかかわらず，残さ無添加区では硝酸態

窒素に大きな変化が認められなかったが，残さ添加区

i甚水後直ちに硝酸態窒素は消失した 試験開始

重窒

25mgC以

では，

から10日後の土壌全窒素及び土壌アンモニア態窒素に

ついて重窒素の分析を行ったところ，区間には大きな

さらに50mgC以上添加すると有機化が

進行すると報告している.本試験において鋤込まれる

スイートコーン残誼中の易分解性糖(還元糖，非還元

糖，デンプン)は54mgC程度と推定されるため佐藤

らの結果と同様に，土壌に残存した硝酸態窒素は，脱

窒の他に有機化及びアンモニア化が認められたと考え

これらの結果から，土壌に残存した硝酸態

急激な Ehの低下により脱窒したと推測され

元が進行し
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よって水稲に影響を与える窒素は土壌残存窒素の

うちアンモニア態窒素であると考えられる

る.

500 
【3577]

450 350 
【3020】

スイートコーン施肥量(kgNha~l) 

[残注量(Mgha~ l) ] 

400 300 

以上のことから，多肥区の残さ鋤込み水田では，残

土壌残存アンモニア態さ窒素として100kgNha.1以上，

窒素して50kgNha1前後，合計で'150kgNha1以上の窒

メタン発生量とスイー卜コーン施肥量との関係
残漬量は場内圏場の1994""'1996の平均値
年度，調査場所:1996年場内園場、現地
入水時期:残澄鋤込み後0日
水管理:落水処理無し

図5

前作スイートコーン施肥量とメタン発生量

スイートコーン 畑地

施肥量 作型 地点田植え時期期間1) メタン発生量

kgN ha~1 gm-2作
1

400 一重トンネル 場内 6/24 0 114.1 

水稲単作 場内 6/30 14.8 

350 一重トンネル 場内 6/26 0 154.1 

400 一重トンネル玉穂町 6/27 0 20.2 

水稲単作 一 場内 6/28 4.8 

水稲単作 一 玉穂町 6/29 1.3 

300 ハウス 甲府市 町14 17 10.7 

300 二重トンネル甲府市 6/16 7 9.4 

335 二重トンネル甲府市 6/18 0 132目2

367 一重トンネル甲府市 6/23 1 70.3 

251 一重トンネル玉穂町 6/27 0 108.3 

450 一重トンネル玉穂町 6/27 0 171.2 

500 一重トンネル 場内 6/28 0 190.1 

水稲単作 場内 6/28 5.3 

水稲単作 一 玉穂町 6/26 1.2 

1)残鋤込み後入水までの畑地期間

-8一

年度

1994 

1995 

1996 

表3
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素が供給され，水稲は窒素過多となり倒伏や食味の低

下の原因となったと考えられる.

(2)前作スイー卜コーンの施肥量と水稲の生育

各年次ともに残さ鋤込み区の水稲の生育は，水稲単

作区に比較して，梓長は長く，倒伏しやすく，いもち

病や枯死株が多く発生した.収量は残さ鋤込み区が水

稲単作区をまさった年次もあったが，食味値や外観品

質等は低下した(表2).その程度は多肥区ほど大き

く，標肥区や減肥区で、は小さかった.これは前述した

とおり，スイートコーンの減肥により，残さ窒素や土

壌残存アンモニア態窒素が減少したためである.

(3)前作スイー卜コーン施肥量とメタン発生量

メタンの発生量は，水稲単作水田がl.2~ 

14.8CH4gm2作 lであるのに対し，残さ鋤込み水田は

9.4 ~ 190.1 (平均108.9)CH 4gm2イ乍 Iと多かった(表3). 

これをスイートコーンの施肥量の違いからみると，施

肥量が少ない場合ほどメタン発生量が少ない傾向が

あった(図5).これは減肥によってスイートコーンの

生育が抑制されて残さ量が減少し(図5)，メタンの発

生源となる炭素の水田への投入量が減少したためと考

えられる

さらに減肥区で標肥区と同等のスイートコーンの収

量，品質を得ることができたこと(保井， 1998ab) 

を考慮すると，前作スイートコーンの施肥量は

250kgNha-1が望ましいと考えられる

2) スイー卜コーン残さ鋤込後入水まで、の期聞が水稲

の生育・収量及びメタン発生量に及ぼす影響

現地での残さの鋤込みは通常，湛水状態で、行われて

いることが多い.慣行栽培と同様に残さ鋤込み0日後

に入水すると枯死株率が17.5%であるのに対して，残

さ鋤込み7日後に入水を行うと 枯死株率は7.5%まで

低下し収量や食味値も向上した(表4) またメタン

発生は鋤込み後3~9日間畑状態にすることで，残さ

鋤込み水田の特徴である初期の発生ピークが認められ

なくなり，発生量も1/2~ 1/3に減少した(表5). 

表4 残i査鋤込み後入水まで、の期聞が水稲の生育・収量に及ぼす影響(多肥区)

年度入水迄の 稗 長 穂 数 全重 玄米重倒伏1)外観2) 食味値3) 枯死株率

日数4) cm 本m-2 t ha-I 

1995 1 67 446 11.9 4.4 1.5 3.0 

768  '144 12目9 4.9 1.5 3目。

1~3) 表 1の注釈参照

4)鋤込み後入水までの日数

表5 入水時期がメタン発生量に及ぼす影響

年度鋤込み後 メダン発生量

入水迄の日 日 m-2作】l

1995 o 154.7 
754.5  
o 190.1 

CO
2発生量1)

与止半二

1996 3 92.6 27.8 
9 84.2 53.5 

対照区幻 4.1 19.13
) 

l)COz発生量は鋤込みから入水までの期間内の数値

2)残j査鋤込みなし区
3)9日間ト仰の数値
調査圃場・ 1995年場内圃場 1996年枠圃場

スイートコーン施肥量:500kgN ha-
I 

落水処理時期:1995年田植え45日後
1996年落水処理無し
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残さ中にはデンプン等の微生物に代謝を受けやすい

糖類が葉部で乾物当たり 18.8%. 茎部で27.7%と多く

存在している(表6).鋤込み後畑状態になると，この

糖類が酸化的に二酸化炭素として代謝され消失するた

め，メタンの発生量が減少する さらに Ehの急速な

低下が緩和され，それに伴う有機酸や硫化水素の発生

が抑制されて，立ち枯れの発生が軽減されたと推察さ

れる.実際に畑状態での残さ鋤込み後の二酸化炭素

を測定したところ，入水まで3日で、27.8Cgm2，9日で

53.5Cgm2の発生がそれぞれ認められた(表5). 以上

のことより，入水時期は残さ鋤込み後3~9日程度が

望ましいと考えられる.

3)落水処理が水稲の生育・収量及びメタン発生量に

及ぼす影響

現地水田は掛け流しの水管理が多く，落水処理は生

育後期に行われている. しかし本試験では早い時期

(移植15日後)に落水処理することにより，手早長が短

くなり倒伏が改善された(表7)目 これは落水処理によ

り圃場が酸化状態となり，土壌に残存したアンモニア

態窒素及び残さ窒素の無機化によって生じたアンモニ

ア態窒素が，硝化・脱窒したためと考えられる.収量

表6 スイー卜コーン残漬部位別の糖含有量 (1997年)

部位 還元糖 非還元糖 デンブン 易分解性糖 セルロース
類合計

葉 1.6 0.1 17.1 18.8 38.4 

茎 5.7 2.1 19.9 27.7 54.6 

単位:乾物%

表7 落水処理時期の違いが水稲の生育・収量に及ぼす影響(多肥区)

年度落水処理伍5) 稗長穂数全重玄米重倒伏1) 外観2) 食味値3) 穏し、もち4)

時期 cm 本m2-1 t ha-1 % 

1996田市直え後15日 72 444 16.7 5.6 1.5 3.0 61 1.5 

固有直え後22日 74 489 16.7 5.7 2.5 3.0 65 2.2 

田市亘え後30日 75 507 17.0 5.8 3.0 3.0 55 0.8 

落水処理なし 80 529 17.2 5.9 3.5 3.0 63 4.8 

1~4) 表1の注釈参照.

5)落水処理期間は1週間とした.

250 

180 r 

落水処理時期 E発m生2作量l i¥ 三子 200 

150 」N」コ -ー-慣行区 154
』

」コ -.ー落水処理なし 121.6

「EE〈 150 
口改善区 37

E 120 
な£

) ?E 〈 90 h 

そ¥

E [f?: 
lトh 60 

入ト
30 

h50 

ミVトべ 叩， uv I /r/ '¥-t ____-0-----------0-----------------口

o 。 10 20 30 40 50 60 
田植え後の司数

図6 落水処理がメタン発生に及ぼす影響

年度，調査場所:1997年場内枠水田
スイー卜コーン施肥量:500kgN ha-

1 

入水時期:残漬鋤込み後0日
図中のイトは落水処理を示す。

図7 慣行区と総合改善区のメタン発生量の推移

スイー卜コーン施肥量:改善区250kgNha-
1 

慣行区500kgNha-
1 

入水時期:改善区残澄鋤込み後7日 慣行区残澄鋤込み後O日
落水処理:改善区あり 慣行区なし
図中の+は落水処理を示す。
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については落水処理時期の影響は認められなかった.

一方，メタン発生は落水処理により低く推移し，

全体の発生量は1/2程度に減少した(図6).石橋ら

(1997) は，中干し後のメタン発生量は中干しの強度

に大きく影響されると報告している.本試験は水管理

の容易な枠水田で行ったために，十分な中干しがで

き，メタン発生量を抑制することができた しかし

生産現場では移植が6月下旬になり，その後約1ヶ月は

梅雨期に当たるために 十分な中干しができない可能

性が高い. したがって，十分なメタンの削減効果を得

るためには，梅雨明けの晴天が続く時期にできるだけ

早く落水処理を行うのがよいと考えられる.

2-4.まとめ

以上の結果から，スイートコーン鋤込み水田におけ

る水稲の生育改善及びメタン発生量削減の方策として

以下の事項を提示した.

(1)前作スイートコーンの窒素施肥量を250kgNha1

とする(残さ窒素・炭素の水田への投入量削減)

(土壌条件:灰色低地土)

(2) 残さ鋤込み後3~9日程度をおいてから入水す

る

(残さ中の易分解性炭水化物の好気的分解)

(3) 落水処理を晴天が続く比較的早い時期に行う

(アンモニア態窒素の硝化・脱窒による水稲へ

の窒素供給量の低減と，落水処理後のメタン生

成の抑制)

(4)以上の3事項を実施することで水稲の生育は改善

されメタンの発生量は1/4程度に削減する(図

7) . 

(5) 本作付け体系は，スイートコーン残さの分解に

よるメタンの発生量を削減することで¥スイー

トコーン跡地のアンモニア態窒素及び作物残さ

の養分を有効利用して水稲を栽培し跡地に残

存した硝酸態窒素を溶脱させない環境保全型作

付け体系と位置づけられる.

t
E
i
 

守
E
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第3章スイートコーン残さの有効利用

第1節 スイートコーン残さを用いた土壌還元消毒の

防除効果と土壌化学性への影響

3-1-1 はじめに

山梨県の施設栽培においてトマト，キュウリは

主要野菜であるが，連作に伴うネコプセンチュウ

(MeJoidogynθspp.)や土壌病害の増加が大きな生産

阻害要因となっている.土壌病害等の対策として，土

壌還元消毒(新村ら1999)が，近年開発され注目を集

めている.本法は米ぬかやふすまなどの有機物を多量

に施用した後で、濯水し，土壌を還元状態として病原菌

やセンチュウなどを死滅させる方法である.その防除

効果は高く，様々な作物で研究や実証が行われている

(上野ら， 2006;小河原ら， 2004;小山田ら， 2003; 

片瀬ら， 2005;片瀬， 2007;久保ら， 2004;斎藤ら

2008 ;三木ら2008a;三木ら2008b;門馬ら2005;渡辺

ら， 2004)， 

山梨県でも普及に向けた試験が行われ，その効果に

ついて確認されたしかし山梨県は米麦生産量が少

米ぬかを用いた

土壌還元港毒

今

スイートコーン残さを用いた
土壌還元消毒

ないうえに消毒時期が5~7月であることから，米ぬ

かやふすまの入手が難しく，現場から安価な代替資

材が求められている.米ぬかやふすまの代替資材とし

て，糖蜜(新村， 2003) やリンゴジュース絞りかす

(岩間ら， 2005) などが検討されているが，山梨県で

はこれら資材の入手も困難な状況にある

そこで，土壌還元消毒時に施用する資材として，山

梨県の主要野菜であるスイートコーンの残さに着目し

た 我々はこれまでに，スイートコーン残さを鋤きこ

んだ水田における水稲の生産安定技術について検討を

行ってきた(長坂ら， 2003)，その中で，スイートコー

ン残さには還元糖などの易分解性有機物が含まれてい

ること，残さを全量鋤込んで、湛水状態にすると入水1

日後に酸化還元電位が 200mV程度まで低下し，長

期間維持されることなどを明らかにした.この結果よ

り，スイートコーン残さは土壌還元消毒時に施用する

資材として有効であると考えられる.

そこで，本研究では施設キュウリと施設トマトのネ

コブセンチュウ対策として，スイートコーン残さを用

いた土壌還元消毒法の防除効果について検討したさ

らに，資材に含まれる肥料成分の肥効や本消毒法が土

4惨

+' 
20B以上放置

+' 
耕転(ガス抜き)

+' 
施肥・耕転・定植

写真1 スイー卜コーン残さを用いた土壌還元消毒の手順
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壌化学性に及ぼす影響などを調査し化学肥料の使用

削減の可能性についても検討した.

3-1-2 試験方法

(1 )本土壌還元消毒法の防除効果

1) ポット試験

2006年6月 23 日~ 10月7日に山梨県総合農業技術セン

ター内ガラスハウスでポット栽培試験を実施した 供

試土壌として山梨県中央市のネコブセンチュウ被害発

症圃場の土壌(グライ土)と市販育苗培土(信濃培養

土株式会社:そだち)を容積比で等量混合したものを

用いた.供試野菜は育苗培土にて白根で育苗したキュ

ウリ(品種:大将)苗を用い， 0.24ぱの菜園プランター

に2株を定植した.基肥は無施用とし， NとKPとし

て各200kgha-1に相当する NK化成を追肥した土壌

還元消毒処理期間は下方から水が浸出しないよう，排

水口を密栓した.

試験区としてスイートコーン残さ30Mgha-1施用区

(以下，残さ30Mg区)，スイートコーン残さlOMg

ha1施用区(以下，残さlOMg区)，スイートコーン残

さ5Mgha1施用区(以下，残さ5Mg区)，米ぬかlOMg

ha-1施用区(以下，米ぬか10Mg区)，無処理・湛水

区，無処理・非湛水区の6区とし， 5反復で、行った 残

さ30Mg区は，圃場で栽培した残さの全量鋤込みを想

定し残さlOMg区及び残さ5Mg区は他圃場で栽培さ

れた残さを，ネコブセンチュウ被害圃場に持ち込む労

力を考慮し設定した.米ぬか10Mg区は県内での実証

試験結果に基づき，対照区として設定した.

土壌還元消毒区は，所定量の各資材を土壌と深さ

15cmで混和し，水を加えて湛水状態とし， 6月23日~

7月12日の20日間ビニールフィルムで被覆した目処理

後2回耕転し， 7月15日にキュウリを定植し， 10月7日

まで栽培した ネコブセンチュウ密度はベルマン法に

より乾土20g中の2齢期幼虫数を調査したネコブセ

ンチュウによるキュウリの被害については，萎凋・枯

死株の累計と栽培終了時のネコブ指数を調査した.ネ

コブ指数は下記により算出した.

ネコブ指数=工(ネコブ程度×当該株数)/

(調査株数x4) x 100 

ネコブ程度

0:根こぶなし

1 :根こぶが僅かに認められるが被害は目立たない

2:根こぶは認められるが，大きな根こぶや繋がっ

た根こぶは認められない.

3 大小の根こぶが多数認められる.

4:多くの根が根こぶだらけで太くなっている.

2)現地試験

ネコブセンチュウ被害が発生していた山梨県南ア

ルプス市及び山梨県中央市の2つの圃場を対象とし，

2007 ~ 2008年に現地試験を実施した 図1に各々の作

付け体系や処理時期を示した

南アルプス市試験圃場

本圃場は半促成栽培と抑制栽培の年2作のキュウリ

連作ハウスであり，試験期間中もこの作型を継続し

た試験区は残さ30Mg区，米ぬか10Mg区，慣行区

の3区とした. 2008年には他圃場から残さを持ち込む

労力を考慮した残さlOMg区も設置した 慣行区では

ネマトリンと D-Dによる薬剤防除を行った 各試験

区の面積は残さ区および、米ぬか10Mg区が48ぱ，慣行区

が134rぜで、あった.他の圃場で栽培したスイートコー

ン残さを現地に運び，エンジン式シリンダーカッター

を用い3~5cm に細断後に施用した 各資材を所定量

施用し耕転後に湛水状態とし， 20日間ビニールで被

覆した本圃場で、は透水性が良好で，湛水状態にして

も 2~3日後には水が引くため 処理期間中に適宜入

水し湛水状態を維持した 残さ30Mg区，米ぬかlOMg

区では試験期間中，慣行区では2008年半促成作より

1ヶ月ごとに10カ所から株元約20cmの土壌を採取し

均一に混合した後に，ネコブセンチュウ密度をベルマ

ン法により3反復で測定したネコプ指数は栽培終了

時に各試験区より 20株を抜き取り前述の式により算出

した深度10cmの酸化還元電位を土壌用 Ehメーター

(株式会社藤原製作所社製 EHS-120型)を用いて測定

した

中央市試験圃場

本圃場は半促成栽培と抑制栽培の年2作のトマト連

作ハウスであったが，試験期間中は連作を止め，促成

スイートコーンと抑制トマトの隔年輪作とした 試験

区として，残さ全量施用区，米ぬか10Mg区を設け，

-13-
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2007年 2008年

南アルプス市 5中旬 5/216/11 18 II '8 12/15 5， 16 6 10 6， 30 25 11.11 

試験圃場 ト4 |→ 
半促成キュウリ 還元消毒い 抑制キュウリ 半促成キュウリ 還元t肖毒I 抑制キュウリ

中央市 ド下旬 5/中旬 5/216，II 8，2 12，'5 1/15 6，56147'23 '28 12，3 

試験園場 ト→ |ト→|
スイートコーン 還元消毒二l 抑制トマト 半i!t成トマト 還元t肖毒1 抑制トマト

1)残さ区は、他圃場で栽培した残さを30Mgha-1持ち込み処理を行った
2)残さ区は、試験圃場のスイートコーン残さを全量(l5Mgha-1

)鋤込み処理を行った

図1 現地試験圃場の作付け体系と処理時期

各区の面積は各165m'とした.米ぬか区は所定量を施

用後に，残さ全量施用区では2007年には栽培した残さ

を立毛状態でハンマーモアにより細断後に， 2008年に

は残さ30Mgha-1を他圃場から持ち込み細断後に，耕

転 .i差水して湛水状態とし， ビニールで被覆した

処理開始時に水位20cmになるように濯水しその後

の入水は行わなかった.湛水状態は2日間継続した.

2007年のスイートコーン残さ量は15Mgha-1と露地栽

培の半量程度であった.各圃場ともネコブセンチュウ

密度及びネコブ指数の調査を前項と同様に行った

(2)土壌還元消毒前後の土壌化学性の変化

2008年に前項の試験圃場で還元消毒前後の土壌につ

いて各区3カ所ハンドルオーガー(大起理化工業株式

会社社製)を用い深度lOcm毎に採取し土壌の化学

性を調査した調査した土壌深度は南アルプス市試験

圃場でo~ 100cm，中央市試験圃場ではo~ 60cmで

あった土壌化学性の分析方法は定法に準じ(農産業

写真2 中央市現地ほ場の土壌溶液採取の様子

振興奨励会， 1993)，交換性陽イオンは原子吸光光度

計法，有効態リン酸はトルオーグ法，無機態窒素はケ

ルダール法で分析した.

(3) スイー卜コーン残さに含まれる窒素の利用率

(枠圃場試験)

試験は健全な収量を得るため，これまでにネコブ七

ンチユウの被害の認められない山梨県総合農業技術

センターガラスハウス内枠圃場(灰色低地土)で，

2007， 2008年にキュウリ(穂木:大将台木:ゅうゅ

う一輝・黒)の栽培試験を実施した.なお，キュウリ

への窒素供給量は，以下の式で求めた.

(処理区窒素吸収量 無窒素区窒素吸収量)

/資材の窒素含有量 x100 

各年の耕種概要，試験区は以下の通りである. 2007 

年の試験ではスイートコーン残さ30Mg区，米ぬか

lOMg区，化学肥料区，無窒素区の4区を2反復で設け

た. 9月3日にキュウリ苗を定植し， 9月 28 日 ~ll月 25

日に収量調査を行った全区に過リン酸石灰を150kg-

PP5ha-1，塩化カリウムを200kg由民Oha-1施用した化学

肥料区には追肥を含め，窒素として230kg-Nha1施用

しその他の試験区は無窒素とした土壌改良資材と

して苦土石灰を1500kgha1，微量要素資材 (FTE)

60kg ha 1 を全区に施用した • 2008年の試験ではスイー

トコーン残さ30Mg区化学肥料区，無窒素区の3区を

2反復で設けた 9月 5 日に定植し， 10月 2 日 ~ll月 27 日

に収量調査を行った 施肥は2007年に準じた

4A 
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3-1-3 結果

(1)防除効果

1)ポット試験

試験期間中のネコブセンチュウ密度を図2に示し

た.各区とも土壌還元消毒前には150頭程度であった

が，土壌還元消毒後にはすべての処理区でO頭とな

り，その後の急増は認められなかった しかし栽 培

後期に残さ30Mg区で2頭，残さlOMg区で8頭，残さ

5Mg区で22頭，米ぬかlOMg区では3頭と微増した.

一方，ビ、ニールを被覆しただけの無処理・非湛水区で

は土壌還元消毒後の減少は認められず，キュウリ定植

2ヶ月後には547頭まで増加した無処理 j甚水区で

は，土壌還元消毒後に20頭まで減少したものの，徐々

に増加し栽培後期に679頭まで増加した

残さ30Mg区のネコブ指数は米ぬか10Mg区と同程

度であり，残さ施用量が少なくなるほどネコブ指数は

高くなる傾向にあった(表1). また，無処理・非湛水

区及び無処理・ i甚水区ともに栽培終了時にすべて枯死

した一方，土壌還元消毒区の中では残さ5Mg区の1

株に萎凋症状が認められたものの，他の区では枯死・

萎凋株は認められなかった(表1). 

2)現地試験

南アルプス市試験固場

ネコプセンチュウ密度の推移を図3に，ネコブ指数

を表2に示した 2007年抑制作において，土壌還元消

毒後に各試験区ともO頭まで低下したが，栽培後期に

なると米ぬかlOMg区で170頭，残さ30Mg区で55頭と

増加が認められた 栽培終了時のネコブ、指数は米ぬか

区で47.1，残さ30Mg区で32.6と慣行区の60.0と比較し

てやや低い傾向にあった.

2008年半促成作において，ネコブセンチュウ密度は

低温時の1月 ~4月までは処理区で25頭程度に，慣行

区で70頭とやや低めに推移したが，気温の上昇とと

もに，各区とも 150頭以上に増加した.栽培終了時の

ネコブ指数も抑制作と比較して高く，残さ30Mg区が

62.5，米ぬかlOMg区が67.5，慣行区が80.0であった.

各区とも高温時にしおれ株が多数認められた

800 

700 

;JEお~~ωo
言ザ 500 

T入hC出 400 

f$、語10小Xj 300 

t)200 

100 

。
6/23 

還元消毒

-・一残さ30Mg

-・-，)lさ10Mg

一企ー残き5¥lg

一×ー米ぬか10¥lg

→←無処理・湛水

--0一報処理・非j甚水

7/13 8/2 8/22 10/1 10/21 9111 

サンプリンク1時期

キュウリ栽培期間

図2 ポット試験におけるネコブ、センチュウ密度の推移

図内の垂線は5反復の標準偏差を、異なるアルファベットは同一調査時期に Tukey多重比較により5%で有意差があることを示す.

表1 ポットにおける栽培終了時のネコブ指数および枯死・萎凋株

試験区

残さ30Mg

残さ10Mg

残さ5Mg

数一指一

0

5

0

ブ一

3

3

5

コ一ネ一 枯死・萎凋株2)

。
。

米ぬかlOMg 30 0 

無処理・湛水 100 10 

無処理・非湛水 100 10 

1)5反復(2株ポット 1)合計10株で算出した値を示す.

2)5反復(2株ポット 1)合計10株の累積値を示す.
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ていないが，根を観察するとすべての株に根こぶ付着

ネコブセンチュウ密度は高いレベルにが認められ，

あったと推察された.

土壌還元消毒前に各区とも 150

頭程度であったが，土壌還元消毒後に残さ30Mg区と

米ぬか10Mg区ではO頭まで低下し，栽培後期まで低密

2008年抑制作では，

スイートコーン栽培後

土の2007年抑制作前には10頭程度と低密度であった

壌還元消毒後はO頭となり，栽培期間中増加は認めら

れず，各区のネコブ指数も0.0であった

2008年半促成作のネコブセンチュウ密度は， 4月ま

でO頭で推移しその後， 20頭程度まで上昇した

しかし，

度で推移した 一方，慣行区では湛水後に10頭程度ま

で低下したが，その後徐々に増加した栽培終了時

のネコプ指数は，残さ30Mg区と米ぬかlOMg区では

10以下と軽徴であったのに対し慣行区では33.8と中

この作では残さlOMgも設置し 栽

培後のネコプ指数は各区とも5~6程度と被害は軽微

であった.

また，

たが，ネコブ指数は5.0と低かった.

土壌の酸化還元電位は，慣行区が処理5日後に

361mVと酸化状態であったのに対し，

程度であった.

土壌還2008年抑制作のネコブセンチユウ密度は，残さ30Mg区

米ぬか10Mg区で9月後半元消毒後にO頭となったが，では 115mV米ぬかlOMg区では 17mVまで低下した

残さ全量施用区で11月前半にわずかな上昇が認め

米ぬかネコブ指数は残さ全量施用区で3.8，

10Mg区で12.5と2007年より高かった

られた.

(データ略)• 

中央市試験固場

ネコプセンチュウ密度の推移を図4に，ネコプ指数

本圃場では試験前の2006年抑制トマ

(2)土壌還元消毒前後の土壌化学性の変化

現地圃場での処理前後の土壌化学性を表3~こ示し

を表2に示した

トにネコブセンチュウによる萎凋症状が認められてい

ネコブセンチュウ密度やネコブ指数などは調査し

2007年300 
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図3 南アルプス市試験固場のネコプ、センチュウ密度の推移
1)図内の数値は、試験区10力所から採取した土壌を均一に混合し、 3反復で調査した平均値を示す.
2) .は土壌還元消毒処理を示す.

半促成キュウリ

現地試験固場における各作付け終了時のネコブ指数1)表2

残さ30Mg

残さ10Mg

米ぬか10Mg 47.1 

慣行区 60.0 

中央市 残さ全量施用3) 0.0 

試験回場 米ぬか10Mg 0.0 

1)各試験区より20株のネコブ程度を調査し算出した.

2)区を設定しなかった.

3)2008年は他岡場で栽培したスイートコーン残さを30Mgha-1鋤込み処理を行った
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抑制作跡

3.8 

5.0 

10.0 

33.8 

3.8 

12.5 

2008年

半促成作跡

62.5 

年
嚇
-
3

7
F
I
-
-
幻

ハ川
V
A
H
川
ぜ

-
n
/臼
一

ひ
止
巾
一

3
一

2
抑一

試験区園場

南アルフ。ス市

試験圃場 67.5 

80.0 

5.0 

6.3 

-16-



山梨県総合農業技術センター研究報告第6号 (2013)

2008年2007年25 

0

5

0

5

 

2

1

1

 

(
刊
詳
し
D
N
議
僚
)

皆
様
む
刊
十
λ
ド
ト
円
件

5/12 

図4 中央市試験圃場のネコフ、センチュウ密度の推移

1) 2008年は他国場で栽培したスイー卜コーン残ざを30Mgha-
1
鋤込み処理を行った.

2)図内の数値は、試験区10カ所から採取した土壌を均一に混合し、 3反復で調査した平均値を示す.
3) .は土壌還元消毒処理を示す.
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現地試験固場の処理前後の土壌深度別無機態窒素濃度 (2008年)図5

pH EC 交換性塩基(mgkg-I) 可給態P205'iH，-¥I ¥l0，，-i'i 

(H，O) dSm-1 CaO 'vlg0 K，O mg kg-I mg kg-I mg kg-I 

処理前 6.5 0.99 4982 558 574 1944 15 362 

残さ30¥lg 6.8 0.21 判 73 432 515 2308 51 1 

米ぬか10Mg 7.3 0.15 3986 441 432 2157 61 5 

無処理!区 6.9 0.11 4打 8 458 249 2168 36 3 

処理前 6.4 1.40 5505 657 391 2134 10 115 

残さ30~lg 7.1 0.19 402，1 412 724 2689 103 1 

残さ10Mg 7.0 0.14 4084 407 448 23，11 73 0 

米ぬか10¥lg 7.0 0.14 4866 417 253 2590 51 0 

無処理区 7.3 0.17 4642 416 290 2640 35 6 

75 0.19 4602 562 112 2715 2 4 

2007 残さ全量施用 7.5 0.18 4648 642 178 3124 20 6 

米ぬか10Mg 7.5 0.10 4832 414 11'1 2977 4 8 

処理前 76 0.39 5663 7'16 7-1 3426 2 1 

2008残さ全量施用1) 7.3 0.38 4502 830 311 3608 10 68 

米ぬか10'vlg 7_7 0.20 4869 703 157 3165 6 32 

1)他国場で栽倍したスイートコーン残さを30¥lgha-I鋤込み処理を行った

現地試験圃場における土壌還元層毒前後の土壌化学性の変化

圃場

南アルブース市

試験困場

試験区

2007 

2008 

年度

表3

月

i
t

，ょ

中央市

試験困場
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た.処理期間中湛水状態で、あった南アルプス市試験圃

場では，土壌還元消毒後に各区とも pHが上昇し，交

換性カルシウム，マグネシウム含量が減少した.交換

性カリウム，アンモニア態窒素は残さ区で高い傾向に

あった硝酸態窒素は処理前に2007年が362mg-Nkg1

乾土，2008年が116mg-Nkg1乾土と高かったが，土壌

還元消毒後には各区とも低下した 硝酸態窒素の垂直

分布をみると，処理前には50cmまで、100mg-Nkg1乾土

程度であったが，土壌還元消毒後に各区とも全層で検

出限界量程度まで減少した(図5)

一方，土壌還元消毒直後だ、け湛水状態とした中央市

試験圃場では，交換性カルシウムが減少したが，交換

性マグネシウムの減少は認められなかった 硝酸態窒

素は土壌還元消毒後に微増した

(3)スイー卜コーン残さに含まれる窒素の利用率

残さ30Mg区の資材ーからの養分投入量は2007年，

2008年の平均で窒素が113kg-Nha-1， リン酸が75kg同

P205ha1，カリウムが179kg-KPha-1で、あり，米ぬかと

比較して窒素が半量， リン酸は117，カリウムが1.1倍

であった(表4).この傾向は前述の現地試験でも同

様であった(データ略).中央市試験圃場で2007年抑

制作前に栽培した残さは，生体重が15Mgha1，窒素が

51kg-Nha1 リン西支カ宝28kg-PP5ha1 カリウムカ'50kg-

K20ha
1と少なく，露地栽培の半量程度であったこの

原因は冬季にスイートコーンとしては高めに温度管理

をしたためであると考えられる.

表5に土壌還元消毒に用いた資材と化学肥料(硫

安)のキュウリにおける窒素利用率を示した.残さ

30Mg区の窒素利用率は2007年が42.6%，2008年が

48.3%であり，米ぬかと比較して高く，化学肥料区の

窒素利用率と比較して2007年が78%，2008年が77%で

あった.

3-1-4. 考察

(1)防除効果

米ぬかやふすまを用いた土壌還元消毒法は，ネコブ

センチュウ防除に有効な方法であるが，前述のように

山梨県では入手が難しい.そこで，スイートコーン残

さを用いた土壌還元消毒法について検討した.

ポット試験やネコプセンチユウ被害の大きい圃場で

の実証規模の試験結果から.本土壌還元消毒法は対照

である米ぬかを用いた土壌還元消毒法と同等の防除効

果をもつことが明らかになった.土壌還元消毒の作用

機構について片瀬 (2007年)は，地温30~ 40
0

Cで土

壌にふすまなどの有機物を混入させると，これを栄養

源として土壌微生物が急激に増殖し湛水条件下で、酸

素の消費により土壌は還元状態となり，有機物から有

表4 場内枠固場における資材の養分投入量

年次 資材
投入量 (kgha-1

) 

N P205 K20 

2007年 残さ 108 80 190 

米ぬか 202 531 211 

2008年 残さ 118 70 168 

表5 場内枠固場におけるキュウリの養分吸収量と収量

年次 試験区
収量 養分吸収量(kgha-1

) 

Mg ha-1 N(利用率%1)) P205 iく20

残さ30Mg 61.4 131 (42.6) 98 273 

米ぬか10Mg 56.2 120(17.3) 83 253 

化学肥料 59.9 210 (54.3) 103 344 
2007年

無窒素 54.4 85 80 227 

残さ30Mg 67.2 122 (48.3) 87 249 

2008 化学肥料 86.7 210(63.0) 122 365 

無窒素 36.7 65 52 128 

1) (処理区窒素吸収量一無窒素区窒素吸収量)/資材の窒素含有量x100により算出

18一
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機酸が生成され，センチュウや病原菌は生成された有

機酸と無酸素状態および太陽熱や発酵熱による高温な

どの複合的な要因により防除効果が得られると考察し

ている.本土壌還元消毒法もスイートコーン残さには

微生物の栄養源であるデンプンや還元糖などの易分解

性糖が葉部で17.1%(乾物)，茎部で19.9%(乾物)と

多く含まれていること(長坂ら， 2003)や，施用後に

土壌が還元状態となることから，ふすまを用いた土壌

還元消毒と同じメカニズムによってネコブセンチュウ

に対する防除効果が得られたと考えられる

土壌還元消毒法の持続性について，サツマイモネコ

ブセンチュウに対するふすまを用いた報告がある(新

村， 2002). これによると土壌還元消毒直後の作付で

はセンチュウ密度が減少し高い防除効果を示すが，

2作目にはセンチュウ密度が上昇し防除効果は持続し

ない.この原因として片瀬 (2007) や新村 (2002)

は，ふすまを混和した層よりも深いところには効果が

及ばず，下層に生き残ったセンチュウが栽培後期や次

作に増殖してくるためと考察している

本試験でもキュウリの連作圃場である南アルプス市

現地圃場では，土壌還元消毒後3ヶ月程度は低密度で

推移したが，抑制キュウリの生育後期や半促成キュウ

リでセンチュウ密度が上昇し(図3)，2作目の半促成

キュウリではネコプセンチュウによる被害が認められ

た(表2)目 また，スイートコーンを輪作した中央市試

験圃場では，連作圃場である南アルプス市現地圃場と

比較しネコブセンチュウ密度は低く推移したが，土

壌還元消毒後2作目の半促成トマトでは栽培後期にネ

コプセンチユウの増殖が認められた(図4).このこと

から本土壌還元消毒法の持続性もふすまを用いた土壌

還元消毒法と同程度であると考えられた.

(2)窒素の動態と化学肥料の削減

岡本ら (2009)が土壌還元消毒後の残存無機態窒素

を考慮した葉菜類の減肥について提案している. しか

し山梨県では土壌還元消毒後に定植までの期聞が短

いため，土壌分析結果を施肥に反映させることは難し

い.そこで，残さの窒素無機化率やその窒素の利用率

から，化学肥料の削減の可能性を検討した

枠圃場試験で求めたスイートコーン残さのキュウ

リにおける窒素利用率は42.6~ 48.3%と化学肥料(硫

安)の77~ 78%であった したがって，施設内で栽

培したスイートコーンの残さ全量を用いて土壌還元消

毒を行うと， 20 ~ 30Mg ha1の残さ量を確保できると

ことから，60 ~ 90Mg ha.1の窒素が削減で、きると考え

られた.

また，農地から系外に流出する硝酸態窒素は地下水

汚染や湖沼の富栄養化を引き起こす恐れがあること

から(竹内，1997)その溶脱抑制は環境保全上の課題

となっている.山梨県では，除塩や病害虫防除のため

に，半促成栽培後にi甚水することが慣行的に行われ

ている. これによって作土に残存した硝酸態窒素が下

層へ移行するために地下水の汚染が懸念される(長坂

ら， 2002). 本試験では，慣行区や処理区で土壌還元

消毒前に残存していた硝酸態窒素がほとんど消失して

いた 筆者らが実施したポット試験によれば(長坂

ら， 2001)，スイートコーン残さを鋤き込むと浸透水

中に硝酸態窒素は全く溶出してこなかったその硝酸

態窒素の動態を詳細に調べるために，重窒素ラベルし

た硝酸カリウムを用いた室内試験を実施したところ，

添加した硝酸態窒素の10%が有機化し， 5%がアンモ

ニア化し 85%が脱窒していた(長坂ら， 2000). し

たがって，残さを鋤込み湛水状態にすることで¥急速

に還元状態となるために硝酸態窒素は溶脱せず¥脱窒

したものと考えられた.このことからスイートコーン

残さを用い土壌還元消毒を行うと地下水への硝酸汚染

のリスクは軽減される可能性が示唆された

(3) リン酸の動態

山梨県で過去に実施した施設野菜土壌の実態調査で

は，収穫後の作土中に平均で可給態リン酸が2743kg-

P205haJ(34圃場)，硝酸態窒素が31Okg-Nha'1 (68圃

場)と大量に集積していた. この傾向は山梨県だけで

なく，各地でも報告されている(若沢， 1996;佐々

木， 1995;小原ら， 2004;大島ら， 2008). リン酸に

ついては過剰害が少ないと言われているが，村上ら

(2003)がアブラナ科根こぶ病などの土壌病害の発生

を助長すると報告している. また， リン酸肥料の原料

であるリン鉱石等は需給バランスの不均衡により近年

高騰しており，農家の経営を圧迫している(藤井，

Q
U
 

1
1
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2009) ことから， リン酸過剰圃場にリン酸を施用する

ことは望ましいことではない.

米ぬかlOMgha1を用い土壌還元消毒を行うと，

531kg-PP5ha-1のリン酸が投入される(表4)目土壌還

元消毒の資材として最も知見の多いふすまには22gkg1

のリン酸が含まれ(農業・生物系特定産業技術研究機

構編，2004)，これをlOMgha1施用して土壌還元消毒

を行うと220kg-P205ha-1のリン酸が圃場へ投入される

ことになる

一方，スイートコーン残さの全量 (30Mgha1) 

を用いた場合は， リン酸の投入量は2007年が80kg-

PP5ha1， 2008年が70kg-PP5ha-1と米ぬかやふすまより

少ないうえ，圃場より吸収されたリン酸であり，圃場

外部から持ち込みではない.これらのことから， リン

酸が過剰な施設野菜圃場で土壌還元消毒を行うとき

は，米ぬかやふすまよりスイートコーン残さを用いた

方が土壌環境の保全に寄与できることが考えられる

子1-5.要 約

スイートコーン残さを用いた土壌還元消毒法のトマ

トとキュウリのネコプセンチュウに対する防除効果

と土壌化学性に及ぼす影響を調査し以下の結果を得

た.

(1)本法のネコブセンチユウ防除効果は米ぬかを用

いた土壌還元消毒法と同等かそれ以上であった

(2) 土壌還元消毒後の抑制作では，窒素で60~ 

90Mg ha-1の化学肥料を削減できた

(3)本法はリン酸の投入量が少ないので¥ リン酸過

剰圃場に適し土壌に及ぼす環境負荷が少ない

環境保全型の防除方法であると考えられた

第2節 スイートコーン残さのバイオヱタノールへの

利用適性

3-2-1 はじめに

地球規模の環境問題に対し世界的な関心が集まって

おり，京都議定書が平成17年2月16日に発効し我が

国でも温室効果ガスの8%削減(現在14%オーバー)

が義務づけられた.山梨県でも，平成16年4月に「山

梨県環境基本条例Jが施行され，平成16年12月に「環

境日本ーやまなしの確立」に向け「山梨県環境基本計

画(素案)J を策定した. この中で，県内で発生する

温室効果ガス742.4万トン(平成12年)を618.9万トン

(平成22年)に削減することを目標としている.

温室効果ガスを削減する手段としてカーボンフリー

であるバイオマス利用が注目されている その中でバ

イオエタノールは2007年に公表された次世代自動車・

燃料イニシアテイブで，石油代替として速効性が高い

技術であることが示されている.一方で，バイオエタ

ノールの原料となるトウモロコシ等は食料と競合する

ため，近年の穀物価格上昇の一因となっている.

ところで，スイートコーンは C4植物であり，長い

茎に対称的に配置された葉には光がよく投射されるた

めに，高い光合成能力と乾物生産能力を持つ農作物で

ある(戸沢， 1986) また，未成熟トウモロコシとも

呼ばれるように，子実用トウモロコシと異なり，雌穂

は未熟で収穫される.この時期の CGR(乾物の日当

たりの生長量)は最盛期を越え低下しているが，最盛

期の50%程度を有し栄養生長は行われており，葉は依

然として光合成能を維持している(戸沢， 1986). 別

の研究事例(大崎， 1990)でも，登熟期におけるトウ

モロコシの光合成能は収穫部位(雌穂)の光合成生産

物要求量を上回っているために，茎部の糖類含有量は

高く維持されていると報告されている.さらに，前章

で示したとおり，スイートコーン残さ鋤き込み水田で

は，この茎部に蓄積した糖類由来のメタン大量発生が

認められている.筆者らは食料と競合しないバイオエ

タノール原料としてこのスイートコーン茎部に蓄積し

た糖類に着目した

本章では，スイートコーン残さの本県で、のバイオエ

タノール原料としての利用適性を明らかにするため，

県内で生産されているスイートコーン残さ量と糖含有

量を調査しそれから生産可能なバイオエタノール量

を推定するとともに，茎部の糖濃度を高める栽培技術

について検討した.

3-2-2試験方法
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(1)現地におけるスイー卜コーン残さ量および糖含

量の把握

調査はスイートコーンの主要産地である甲府市，旧
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中道町，市川三郷町で2006年6月 10 日~20日に行なっ

た.品種は甲府市が「ゴールドラッシュj，旧中道町

が「きみひめj，市川三郷町が「甘々娘」と各産地の

主要品種を用いた.各産地の調査地点は甲府市が4地

点，旧中道町が4地点，市川三郷町が5地点であった.

生体重及び茎部糖度の調査は，各圃場より 6株を無

作為に採取し主枝及び分けつ枝に分け茎葉重測定

後，主枝の茎部2，5， 7節聞の中位2~3cm を切り取

り，ニンニク絞り器で搾汁し，その搾汁糖度をデジタ

ル糖度計 (ATAGO社製 PR-101α)で測定した

(2)品種別の残さ量および糖含量の把握(場内試験)

同一施肥・気象条件で品種特性を調べるため，現地

調査とは別に場内試験を実施した試験は山梨県甲斐

市農業技術センター圃場(灰色低地土・標高315m)

で品種が「ゴールドラッシュj，I甘々娘j，Iきみひ

めj，Iミルフイーュ」を用い、施肥にはくみあい化成

8号を用い N，PP
5
.Kpが各250kgha1相当量，苦土石

灰(くみあいタイニー)を1500kgha-1，及び熔成微量

要素複合肥料(くみあい F.T'E頼粒)40 kgha-1を用

いた栽植様式は畝間150cm，株間27cm，ベット幅

90cmの2条植えで栽植密度は49，400株 ha-1で、あった

調査は圃場より無作為に10株採取し主枝と分げつ枝

に分け茎葉重を測定した.茎部糖度の測定は，前項で

は節別に測定したが，実際の搾汁を考えて別の方法で

行った.すなわち，ロールプレス型搾汁機(卓上小型

搾汁機 TM-120 株式会社マツオ社製)を用い採取

した10株の茎すべてを搾汁し，その搾汁液の糖度を測

定した(写真1).

写真1 スイー卜コーン残さ搾汁の様子
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(3)雌穂収穫後の茎部糖度の推移

試験は場内と現地で行った.場内試験は2005，

2006. 2007年の3カ年実施した供試品種は2005，

2007年が「ゴールドラッシュj，2006年が「味来390j

を用いた糖度の調査は2005，2006年が雌穂収穫後，

1~3日ごとに圃場より 3株を採取し第2，5，8節聞を前

項と同様の方法で糖度を測定した. 2007年は1~3 日

ごとに圃場より 10株を採取し，採取した10株すべてを

ロールプレス搾汁機で搾汁しその搾汁液の糖度を調

査した調査期間は2005年が5月 19 日 ~30 日， 2006年

が6月 16 日~ 25日で， 2007年が6月 14 日 ~7月 11 日が

あった 2006年には雌穂の有無の影響をみるため雌穂

未収穫株の調査も行った また， 2007年には，この搾

汁液の内容成分(思田ら， 2007年)を分析した

現地試験は2006年に甲府市，旧中道町，市川三郷

町で、行った.品種は甲府市が「ゴールドラッシュj，

旧中道町が「きみひめj，市川三郷町が「甘々娘Jを

用いた 収穫期及び調査期間は各々，甲府市が6月11

日， 6月12~ 16日，旧中道町が7月5日， 7月7~ 17日，

市川三郷町が6月8日， 6月10~ 14日であった.

(4)茎中糖度の日内推移

試験は甲斐市下今井総合農業技術センター圃場で，

供試品種には「甘々娘」を用いた調査は2005年2月

15日4:00から翌日4:00まで， 2 ~ 3時間ごとに圃場より

無作為に3株を採取し各節聞の中位2~3cm を切り

取り，ニンニク絞り器で搾汁しその搾汁糖度をデジ

タル糖度計 (ATAGO社製 PR四101α)で測定した.

子2-3.結果及び考察

(1)スイートコーン残さから生産可能なバイオエタ

ノーlレ量の推定

表lに山梨県内主要産地におけるスイートコー

ン茎重と茎部糖度を示した.一株当たりの茎重と

茎部糖度は，各々甲府市の「ゴールドラッシュJ

が473g，l0.2%，旧中道町の「きみひめjが476g，

11.3%，市川三郷町の「甘々娘」が596g，14.3%であっ

たまた，施肥や気象条件が同じ，場内試験実施した

試験で現地主要品種の茎重と茎中糖度を比較すると，

「ゴールドラッシュjが338g，13.0%， Iきみひめj
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表1 主要産地のスイー卜コーン茎重および茎部糖度

地域 品種
茎重(g/本) 茎部糖度1)

主校 分けつ メ仁〉3、三ロt (Brix%) 

甲府 ゴ、ーノレド、ラッシュ 339 134 473 10.2 

旧中道 きみひめ 353 123 476 11.3 

市川三郷町 甘々娘 439 157 596 14目3

平均 370 124 494 11.9 

1)第2.5.8節の平均値

表2 品種別の生体重・茎部糖度・搾汁率(場内試験)

口ロ口ヨノ問守主干

茎重(g/本) 茎部糖度l)

主校 分けつ 合計 Brix% 

ゴ、ールドラッシュ 338 31 369 13.0 

甘々娘 405 84 489 13.6 

きみひめ 288 159 447 13.5 

ミルフィーユ 316 24 360 13.0 

MGS850 285 62 347 12.5 

平均 326 72 398 13目1

1)全茎をロールブOレス搾汁機で、搾十|した糖度

表3 スイートコーン茎から生産されるエタノール推定量

地域 主要品種 作付け面積l) 茎量2) 糖収量3) アルコール量4)

ha t t t kL 

甲府市 ゴールドラッシュ

旧中道町 きみひめ

市川三郷町 甘々娘

0

6

0

6

ρ

h

v

 

G
u
q
d
A
q
 

1，588 

2，306 

1，309 

80 102 

123 155 

71 91 

184 

281 

163 

中央市 ゴールドラッシュ 104 2，538 300 166 210 

全県 797 19，445 2，295 1，003 1，271 

1)農林業市町村別データ(関東農政局山梨農務事務所統計部編2006年)

2)栽植密度49，400本/haとし一て算出した。

3)茎量×水分/100x搾汁糖度/(100搾汁糖度)で算出した。

4)糖量XO.511(ブ、ドウ緒方、らアルコーノレへの変換理論値) XO.85(発酵歩合)で算出した

[tJから[klJへの算出はエタノーノレ位、度O.79[g/cm3Jを用いた

表4 中央市におけるバイオ燃料製造のエネルギー収支

作物 スイートコーン ソルガム

ケース 最良 最悪 最良 最悪

整地 0.023 0.047 

収集 0.024 0.048 0，012 0，023 

輸送 0.008 0.021 0.008 0.021 

発酵 0.611 0.648 0.611 0.648 
、------ー.軸・・・・ー--------------・・・・・ h・..・・・・・ F帽同・.----------、・・・・・ h・M・・・・・・・ F同・・・・・・

ノ仁ご〉1、三ロI 奇 0.613 0，717 0.654 0.739 

が447g，13.5%，市川三郷町の「甘々娘Jが489g，

13目8%であった(表2)，現地調査と場内試験の傾向は

同様で，品種間差があり，甘々娘は茎重が最も重く，

茎部糖度が高かった.スイートコーン残さから生産可

能なバイオエタノール量を正確に推定するには品種を

考慮する必要があることがわかった.

これらのデータを基に山梨県のスイートコーン残

さから得られるバイオエタノール量を推定した 茎

部糖度，茎葉重からの糖収量の推定について浅井ら

(2008)は，ソルガムにおける3つの評価方法を検討

している.方法Iとして茎部の糖収量を推定する方法

で下記の式で求めている.

茎量×水分/100x搾汁糖度/(100-搾汁糖度)

この方法は，従来から用いられている茎部だけの糖

収量を推定法で，搾汁機が必要で、ある点や葉の切除や

水分の測定が必要である等作業上の欠点がある.他の

22-
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ソルガム

残さ利用のため栽培に関するプ

ロセスがないためよい結果が得られている バイオマ

スエネルギーの利用は輸送コストなどを考えると小さ

波及効果が高いといわれてい

エネルギー収支は0.643~ 0.717であり，

のO目654~ 0.739より，

る.茎部だけでなく葉部も含めて糖収量を

求める方法であり，特に茎部の糖収量から茎葉部の糖

収量を推定する方法は精度も高く，簡便で、ある.

スイートコーン残さには葉部にも前章で述べたと

しか

2つの方法は，

し

おり糖が含まれているが， なコミュニティーほど，

したがって，

ソリンの消費量の少ない地域では，スイートコーン残

さを原料としたバイオエタノール製造の実用性が評価

ガスイートコーン作付面積が多く，る.

地域特性や社会的背景・将来性が

中央市の新エネルギービジョンの「新エネ

される.

これらの結果は，

の抽出は煩雑で，経費がかかる目ここでは，容易で安

価に抽出可能な茎部の糖収量を方法lで求めた.糖収

量の推定には現地の生体重データ(表1) を用い，搾

汁糖度が同一条件下で 現場に近い搾汁方法で測定し

た場内のデータ(表2) を用いた その推定結果を表

3に示した.全県のスイートコーン茎収量は19，447tで

現場への導入を考えるとそ

評価され，

ルギー導入プロジェクト・緑のめぐみプロジェクト」

の一部が採用された.

それから生産されるバイオエタノール量は1，271kLと

これを用い E10ガソリンを製造すると

スイー卜コーン茎部の糖濃度を高める技術

バイオエタノール生産には，単位面積当たりの高い

(2) 

推定された

12，705kLとなり県内ガソリン消費量814，499kL (平成

11年度道路交通センサスおよび平成14年自動車統計か

ら算出)の1.6%に相当した.同様にガソリン消費量に

対する推定E10ガソリンの割合を市町村別にみると， スイートコーンそこで，糖収量が低コストに繋がる

雌穂収穫後の刈り残さの糖収量を高める技術として，

取り時期に着目し試験を行った

旧中道町が24.0%，市川甲府市は0.6%と低かったが，

図1に場内試験における雌穂収穫後の第2，5， 8節間

糖度の推移を示した.各節間ともに収穫後に上昇し

平均でみると雌穂収穫直後9Brix%であったが，

三郷町が24.3%と高い割合となった.

(2008)は山梨県中島崎ら

央市におけるスイートコーン残さからバイオエタノー

ルを得るためのエネルギー収支(表4)

これらの結果をもとに，

た.を試算してい
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図2雌穂収穫後の節間別茎中糖度の推移図1

現地における雌穂収穫後の茎部糖度の推移表5
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スイー卜コーン残さの内容成分表6
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(恩田ら，2007年) この時期に雌穂を切除すると茎部がシンクの

茎部の糖度が高まり，茎重が増加す

(田中ら， 1971) 

はソルガム糖収量を高める技術として，

積する.

役割をするため，

ると報告されている

雌穂収穫後の搾汁液の糖類とアミノ酸含量の推移

(恩田ら，2007年)

図3

また，

穂の切除を提

星川ら

これは，光合成生産物のシンク部である

光合成生産物の糖が茎部に

スイートコーンの収穫

期はトウモロコシで登熟初期にあたり，葉部は高い光

この時期に光合成生産物の大きなシ

案している

穂を切除することにより，

集積することを利用している

合成能を有する.

16 Brix%と1.8倍まで上昇した 表5に現地試験におけ

る雌穂収穫後の第2，5， 8節間糖度の推移を示した

各地域で上昇程度は異なるが場内試験と同株に各地

域とも収穫後徐々に上昇した

また，その推移を雌穂の有無で見ると

雌穂無区が雌穂有区より高く推移した.

(図2)，常に

ンク部である雌穂が収穫されたため，光合成生産物の

糖が行き場を失い，茎部に高濃度に集積したことによ

ると考えられた.

4
 

9臼

トウモロコシ

は登熟期において，雌穂がシンクの役目をしこの時

期に生産された光合成産物の大部分は雌穂に移行・集
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、弐

写真1 雌穂収穫区と未収穫区の雌穂収穫後14日の様子

恩田らは (2007).2007年に採取した搾汁液の内容

成分(表6) と糖類とアミノ酸推移(図3) を調査し

た.

茎部に含まれている糖の大半がスクロースであり，

アミノ酸も多く含まれていた目この搾汁液を用いアル

コール発酵試験をした結果 搾汁液に栄養成分を添加

することなくエタノールを発酵収率0.85で得ることが

できた.

その糖成分と総アミノ酸含有量の推移をみると(図

3) .雌穂収穫後スクロースは上昇するが，グルコー

ス，フラクトースには変化が認められなかった.アミ

ノ酸は糖と同様に経時的に増加した.アミノ酸は酵母

の発酵時に必要であることから，アミノ酸増強の面か

らも有効で、あると考えられた.

次に，雌穂収穫後から刈り取りまでの期間について

であるが，図1.2. 3をみると雌穂収穫後7日以降の茎

部糖度の上昇は緩慢となる.また，詳細な調査は行っ

ていないが雌穂収穫後14日程度経過すると，葉部の枯

死がはじまる.これは雌穂収穫された株に認められ，

雌穂未収穫株にはみられない(写真1). また，山梨県

のスイートコーンの後作に水稲やナスなどが作付けら

れることから，雌穂収穫後長く放置することはできな

い.これらのことから，スイートコーン残さを刈り取

る時期は雌穂収穫後7~ 10日程度と考えられた.

茎部糖度の日内変化を図3に示した第2節聞の糖度

は大きな変動はないが，第5節聞と第8節聞の糖度は，

日の出とともに上昇し. 14:00に最大となり，その後低

下した

この茎部糖度の推移は， 日の出から14:00までは光合

成で生産された糖量が，呼吸量による糖の消費量を上

回っているが. 14:00以降これらが逆転した結果と考え

られた. このことから，スイートコーン残さの糖収量

の高い刈り取り時刻は14:00程度と考えられた

しかしスイートコーンやトウモロコシについて雌

穂収穫後の光合成生産物の動態について知見がなく詳

細については不明で、はあるため，今後の検討が必要で、

ある.

3-2-4まとめ

山梨県におけるスイートコーン残さのバイオエタノー

ル利用適正を調査した結果以下のことが示唆された

(1)県内のスイートコーン残さから生産可能なパイ

オエタノール量はl.271kLと推定された.スイー

トコーン作付面積が多く，ガソリン消費量が少

ない地域ではそのエネルギー収支などから実用

性は高いと評価された

(2) スイートコーン茎部の雌穂収穫後の糖含有量の

推移から，糖収量の高い刈り取り時期は，雌穂

収穫7~ 10日後の14:00程度で、あることが示唆さ

れた.

第3節 山梨県におけるソルガムの安定多収栽培技術

の確立

子3・1 はじめに

前章では，スイートコーン残さを用いたバイオエタ

ノール生産は，スイートコーン作付面積が多く，ガソ

リンの消費量が少ない地域で実用性が高いことを示し

た. しかしスイートコーン残さが得られるのは. 6 

月から7月に限られ，バイオエタノール製造プラント

が建設された際，他の期間は稼働できない そこで，

この期間を補完する作物としてソルガムに着目した.

ソルガムはバイオマス生産量が多く，茎部にスクロー

スを集積し，サトウダイコン等と異なり日本全国で栽

培可能で、あることから 星川(1981)は我が国でのバ

イオマス資源として有望であることを提唱した その

後，国の大規模のプロジェクトであった「バイオマス

変換計画1981~ 1990Jで詳細に検討され，近年，パ

F
D
 

つ臼
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イオエタノール原料用のスイートソルガム育種(江

口，2002)が行われている

スイートソルガムの安定多収栽培技術については，

東北地方等の寒冷地(荻野ら，1990)，九州地方(池谷

ら，1995 池谷ら1996) で検討されているが，山梨県

のような中間地での知見は少ない.本研究で対象とな

るスイートコーン栽培が行われている地域は，山梨県

の平坦地(標高300~ 400m) で，盆地特有の気象条

件を有していることから 夏期は全国有数の高温地域

で，ソルガムの糖収量は高いことが予想される.そこ

で，山梨県平坦地に適した糖収量の高い品種を選抜す

るとともに，安定多収栽培技術について検討した

3-3-2試験方法

安定多収栽培技術として品種，播種時期，一番刈時

期，栽植密度，追肥量について検討した それぞれの

耕種概要を表Iにまとめて示した.

(1 )品種及び播種時期の検討

試験は2005年に甲斐市下今井総合農業技術センター

内圃場(標高315m，灰色低地土)で行った供試品

写真1 バイオマス作物検索予備試験の様子

種は飼料用ソルガムで茎内の糖度が高く，生体重の多

い以下の5品種(品種名・型・早晩生)を選択した

KCS404 (高消化ソルゴー・スーダン型・早生)

FS50l (高糖分ソルゴー・スーダン型・中生)

KCS105 (スーパーシュガーソルゴー・ソルゴー型・

中晩生)

FS902(ピックシュガーソルゴー・ソルゴー型・晩生)

X8361 (トウミツ A型ソルゴー・スーダン型・極晩生)

播種時期の検討は各品種で全てに， 4月播種区(播

種4月14日 一番刈調査8月17日，二番刈調査11月21

日)， 5月播種区(播種5月12日，調査10月4日)， 6月播

種区(播種6月17日，調査10月27日)の3区を設けた.

栽植様式は株間カ'lOcm，条聞が55cmで栽植密度は

181.810株 ha-1であった

施肥は，基肥に化成8号を用い N，PP
5
.Kp各成分

100kg ha-1，苦土石灰1500kgha1，堆肥20tha1を施用

し，二番刈ができた4月播種区には追肥としてくみあ

いNK化成14号を用い N，KP各成分60kgha-1を施用

した.試験規模は12出 (4mx3m)の2反復とした.生

体重及び調査は，試験区の中位2mを条刈し畦毎に

部位別(葉，茎，穂)の生体重を測定したその後，

採取したすべての茎を，ロールプレス搾汁機で搾汁し

Brix糖度を測定した.糖収量は下記の式を用いて算出

した.

糖収量=(茎生収量茎乾物収量) x Birx値 /(100-

Brix 値)

また，作業や糖収量に関連のある倒伏程度について

も調査した

(2)一番刈後の施肥量

試験は2006年に，供試品種に iKCS105J を用い実

施した.試験規模，栽植密度，調査方法や項目につい

表1 各試験の耕種概要

検討項目
試験 品種 播種目寺期

追肥量 栽植密度 1番刈
年度 kgN ha-I 

株 ha-I 時期

品種・播種時期 2005 '-[/14，5/12，6/17 601) 181，820 81171) 

追肥量 2006 KCS105 4/22 181，820 8/10 

栽植密度 2007 KCS105 4/20 90 8/20 

l番刈時期 2007 I¥CS105 4/20 90 181，820 

1)一番刈りを収穫した4月播緑区

ρ

りつ山
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ては(1)と同様とした 播種は4月22日に，一番刈調

査は8月10日に，二番刈調査は11月16日に行った.追

肥量は N ，KP (くみあい NK化成14号)を各0，30， 

60， 90， 120， 150kg ha-1となるように一番刈後の条聞

に施用した.

(3)栽植密度

試験は2007年に，供試品種に iKCS105J を用い実

施した.試験規模，調査方法や項目については(1)

と同様とした 播種時期は4月20日に，一番刈調査は

8月10日に，二番刈調査は11月21日に行った.条聞は

55cmと固定し株聞をlOcm(181，820株 ha-1)， 15cm 

(121，210株 ha-1)， 20cm (90，910株 ha1)， 25cm (72，730 

株 ha1)，30cm (60，610株 ha1) と変えることで栽植密

度を検討した 一番刈後の施肥量は N，Kっo(くみあい

NK化成14号)を各90kgha-1となるように一番刈の条

聞に施用した栽植密度と関係がある分けつ枝数を，

区の中位2mで刈り取った茎の本数を株数で割ること

で算出した.

(4)一番刈時期

試験は2007年に，供試品種に iKCS105J を用い実

施した.試験規模，調査方法や項目については(1)

と同様とした播種は4月20日に，二番刈は11月21日

に行った 栽植密度は条間55cm，株間10cm(181，820 

株 ha-1) とした一番刈後の施肥量は N，KP(くみあ

いNK化成14号)を各90kgha1となるように一番刈の

条聞に施用した.試験区は 年2作の生育期聞を一定

として，一番刈の刈り取り時期を7月25日， 7月31日，

8月9日， 8月15日， 8月20日とすることで¥一番刈期間

と二番刈期間の比率を変えた5区を設置した 生育期

間のトータルで215日であり，一番刈期間と二番刈期

間はそれぞれ， 7月25日区が96日間， 119日間， 7月31

日区が102日間， 113日間， 8月9日区が111日間， 104日

間， 8月15日区が117日間 98日間， 8月20日が122日間，

93日間であった目

3-3-3結果及び考察

(1 )播種時期及び品種(表2，3， 4・写真1)

播種時期別にみると， 4月播種では早生・中生品種

は，晩生，極晩生品種より乾物収量，糖収量が多い傾

向にあった.また，全ての品種で， 8月の刈り取り後

に再生が認められ， 2回収穫することが可能であった

ため，糖収量は各品種ともに播種時期の中では最も多

かった 害虫の発生は詳細な調査を実施していないが

軽微であった 5月播種では，糖収量は全体的に6月播

種より多かったが，アブラムシ被害度の高い品種や早

生品種で低い傾向にあった.また，他播種時期と比較

して各品種とも，アブラムシ，アワノメイカ、、等の被害

が多かった(表2)6月播種では，糖収量は5月播種よ

りやや低いが，害虫の発生は軽微であった(表3). 

品種別にみると， iFS501Jは，糖収量が多く倒伏に

も強いが，アブラムシの被害を受けやすいので， 5月

播種には適さないことがわかった iKCS404Jは梓汁

糖度が高いが，早生品種のために，糖収量は少なく，

倒伏しやすかった iFS902Jは，糖収量が4月播種で

は中程度であったが， 5月， 6月播種では最も多く，倒

伏にも強いことからバイオマス作物として有望で、あ

ると考えられた. iX8361Jは， 5月， 6月播種では収

量・乾物収量が多いが，梓汁糖度がやや低いために糖

収量が少なかった iKCS105Jは各播種とも糖収量が

高く，特に2回収穫が可能な4月播種でもっとも多かっ

た. また，アブラムシ被害が中程度でありバイオマス

作物として有望であると考えられた.

以上の結果から，本県の気象条件に適したソルガム

の品種は，糖収量，倒伏などを考慮すると5月， 6月播

種では iFS902J，4月播種では iKCSlOlJが適してい

ると考えられた.また，播種時期は6月播種区ではア

ブラムシやアワノメイガ等の発生が多く， 5， 6月播種

区では生育後期に台風などによる倒伏被害をうけた.

それに対して， 4月播種は害虫の発生や倒伏が少なく，

さらに8月収穫後に再生が認められ， 2回収穫ができ

た このことより本県で最も適した播種時期は4月で

あると考えられた.以後の試験には，最も糖収量の多

かった4月持拝重した iKCSlOlJを用いることとした

(2)一番刈後の施肥量(表5)

ソルガムは二番刈まで収穫すると生育期間は7ヶ月

聞と長く，多収を確保するには追肥が不可欠と考えら

27-
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表2 4月播種区の生育及び収量

生体重 糖収量1) 搾汁糖度2) 草丈 但J伏3)

ロロロ 種 t ha-I t ha-I Brix% cm 

番刈二番)(1) 合計 番 刈二番刈j 合計 一番刈二番メ'I 番メ1I 二番メ'I 番刈l二番メ1I

FS501 76 39 115 7.7 3.6 11.3 15.7 13.3 2.9 2.2 0.5 。。

KCS404 69 51 120 7.0 5.2 12.2 15.0 15.5 2.9 2.1 1.5 0.8 

FS902 54 44 98 4.1 3.2 7.3 11.5 10.4 3.2 3.0 0.5 0.5 

X8361 60 67 127 4.7 4.6 9.2 11.9 9.9 2.9 3.2 0.5 0.0 

KCSI05 81 61 142 8.4 5.8 14.2 15.2 13.8 2.9 2.2 3.0 0.3 

1) (梓の生収量一梓の乾物収量)XBrix値/(100-Brix値)

2) 0.75 X (Brix1宜)十1.35

3) 倒伏程度 O(無)~5(甚)

表3 5月播種区の生育及び収量

口口口 主垂 生体重 糖収量1) 搾汁糖度2) 草丈 倒伏3) アブラムシ

t ha-I t ha-I % cm 被害度4)

FS501 72 5.5 10.6 3.1 1.3 96.3 

KCS404 49 4.7 14.3 2.9 3.5 45.0 

FS902 82 8.3 14.5 3.9 1.3 46.3 

X8361 88 7.2 12.5 4.3 1.5 26.3 

KCS105 73 8.1 15.0 3.3 3.5 56.3 

1~3) 表2と同じ

4) (エ(被害指数O(無)~2(甚)) X株数)/3X調査株X100 

表4 6月播種区の生育及び収量

口仁口1 種 生体重 糖収量1)搾汁糖度2) 草丈 倒伏3)

t ha-1 t ha-1 

FS501 66 

KCS404 49 

FS902 87 

X8361 72 

KCS105 72 

1~3) 表2と同じ

写真1 4月播種株の再生の様子 (8月中旬)

れる しかしソルガムの一番刈収穫後の施肥量を検

討した事例は少なく(堀野，1979)，バイオマス利用を

6.4 

4.0 

7.4 

4.8 

6.3 

28 

% cm 

14.2 2.9 。目3

12.9 2.3 3目5

12.8 4.0 。目5

9.7 3.9 。目3

12.6 3.2 l目8

目的としたスイートソルガムに関する事例は基肥量

に限られ(安井，1985森，199l.後藤ら，1995.)，一番刈

収穫後の施肥量を検討した事例は見受けられない.ま

た，その施肥量は系統適応性検定試験(東ら，2007)

で、50kgNha.1 森ら (1991)の研究事例で、70kgNha'l， 

野島ら (2001)の研究事例で80kgN hal， と統ーされ

ていない.そこで，二番刈の糖収量を上げるため一番

刈収穫後の施肥量を検討しその結果を表5に示した

生体重は追肥量の増加に伴い多くなる傾向を示し

た搾汁糖度は150kgNhal区が顕著に低かったが，他

の区では一定の傾向は認められなかった.倒伏と搾汁

糖度の関係をみると(図1)，倒伏程度が大きいほど搾

汁糖度は低くなる傾向を示した.このことが倒伏程度
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の大きい150kgNha1区の搾汁糖度の低下の原因と考え

られた 糖収量は，90 kgN ha1区が最も高く，倒伏も

少なかった.以上より二番刈の糖収量を上げるため一

番刈収穫後の施肥量は90kgN ha-1程度と考えられた

(3)栽植密度(表6)

栽植密度がソルガムの生育・収量に及ぼす影響につ

いて表6に示した搾汁糖度は，一番刈で栽植密度が

高いほど，上昇する傾向が認められたが，二番刈では

その傾向は認められなかった.荻野ら (1990) は，寒

冷地におけるスイートソルガム(年l回収穫)の栽植

密度を120，000~ 260，000株 ha1の範囲で検討し倒伏

がない品種では栽植密度が高くなるに従い茎部の搾

汁糖度が上昇することを示唆している.また，安井

が茨城県で実施した密植区 (333，400株 ha1) と疎植区

(166，700株 ha1) と比較した試験でも，密植区が疎植

区より搾汁糖度が高いことを示している 本試験では

二番刈の搾汁糖度でその傾向が認められたが，一番

刈ではその傾向は認められなかった.疎植で搾汁糖

度が低い原因は前述した2つの論文内で考察されてい

ないが，本試験での一番刈と二番刈を比較して次のよ

うに考察できる.疎植で栽培すると空間を補償するた

めに，分けつ枝が多く発生した 分けつ枝は主枝より

生育が遅延する.ソルガムの梓への糖集積は，生育と

ともに増加する(江口ら，2002). したがって，生育の

遅い分けつ枝の糖含有量は主枝よりも低いため，分け

つ枝の多い疎植栽培は分けつ枝の少ない密植栽培より

搾汁糖度が低いと考えられる.本試験の二番刈の分

けつ枝数は，疎植区(株間30cm区)と密植区(株間

10cm) との差が一番刈と比較して大きいことから，

二番刈で搾汁糖度に大きな差がなかったと考えられ

た.

全重と糖収量は一番刈で、株間10cm(181，820株 ha1)

区を除き大きな差が認められなかった 一方，二番

刈の全重と糖収量は区間の差が大きく，株間25cm

(72，730株 ha-1) までは疎植になるほど多くなる傾向

を示した 野島ら (2001) は密植区(142，800株 ha-1)

と疎植区47，600株 ha-1) と比較した試験でも，本試験

表5 一番刈後の施肥量が二番刈の生育・収量に及ぼす影響

追肥量 生体重

kgN ha-1 t ha-1 

。 26 

30 38 

60 50 

90 52 

120 56 

150 61 

番刈 77 

1~3) 表2と同じ

14 

( と-凶るc同をさ4 
• 
2 • 12 

;担当 11 

重喜 10 
三二

9 全E

6 。

糖収量1)搾汁精度2) 草丈

t ha-1 srix% cm 

2目l 11.1 168 

3.4 12.3 178 

4.2 12.0 231 

5.4 13.3 243 

5.0 11.7 228 

3.5 7.7 210 

10.1 15.9 196 

• 

2 3 

伺lイ犬

図1倒伏と搾汁糖度

倒伏3)

0.3 

0.3 

1.0 

0.3 

2.3 

3.8 

0.0 

• 
事

• 
4静

4 

窒素吸収量

kgf'.i ha-1 

35 

58 

77 

82 

99 

78 

145 

「
リ

施肥量120kgNha-
1
区内の倒伏の異なる場所の両者の関係を示す。

29 
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全霊

表6 株聞がソルガムの生育・収量に及ぼす影響

糖l収量1) 搾汁糖度2) 草丈

t ha-1 srix% m 
株問(栽植密度)

凹証株 ha-1)
t ha-1 

倒伏 分けつ校数

本/株

番刈J二番メl合計 番刈二番メ11台計 番メ1]二番刈 番刈l二番メリ 番メ11二番メ11一番メ11 二番別

10(181，820) 70 54 124 4.6 5.0 9.6 9.6 10.1 2.8 2.9 4.5 1.5 1.0 0.8 

15(121，210) 86 62 148 5.8 6.6 12.4 12.4 10.1 2.7 3.2 2.0 2.0 1.5 0.5 

20(日0，910) 84 64 148 4.8 6.3 11.1 11.1 9.0 2.6 3.2 1.8 1.3 1.1 

25( 72，730) 87 83 170 4.6 8.1 12.8 12.8 8.6 3.0 3.4 2.0 0.8 2.3 3.2 

30( 60，610) 88 76 164 4.9 7.8 12.7 12.7 8.8 3.3 3.2 1.3 1.3 2.4 3.3 

1~3) 表2と同じ

表7 一番刈時期が生育・収量に及ぼす影響

全重 糖収量1) 搾汁糖度2) 草丈 倒伏

刈取時期 t ha-1 t ha-1 Brix% m 

一番メ1]二需メ1] 合員| 一番刈二番メIj合計 一番メ1]二番刈一番刈二番メ1] 番 刈 二 番 刈

7月25日 69 40 109 2.7 3.0 5.7 5.5 11.8 2.6 2.5 4.5 0.8 

7月31日 76 42 118 4.5 4.0 8.5 8.4 14.7 2.7 2.6 4.5 0.5 

8月9日 87 52 139 6.0 4.1 10.2 10.5 13.0 2.7 3.0 4.5 1.0 

8月15日 77 42 119 6.4 3.4 9.8 12.8 12.3 3.0 2.9 4.5 1.5 

8月20日 68 32 99 6.4 2.1 8.5 13.7 10.6 2.9 2.4 4.5 0.8 

1~3) 表2と同じ

表8 各試験の糖収量が最大となった試験区の耕種概要

検討項目
試験 品種 f香種 追肥量 殺植密度 一番刈最大糖収量
年度 時期 Nkg ha-1 株 ha-1 時期 t haー]

品種・播種時期 2005 KCS105 4/14 60 181，820 8/17 14.2 

追肥量 2006 KCS105 4/22 90 181，820 8/10 15.5 

栽植密度 2007 KCS105 4/20 90 72，730 8/20 12.8 

1番刈時期 2007 KCS105 4/20 90 181，820 8/9 10.2 

と同様な傾向を示した. したがって，栽植密度がソル

ガムの糖収量に及ぼす影響は二番刈が大きく，糖収量

の多い栽植密度は株間25cm(72，730株 ha1) であるこ

とが明らかとなった目

(4)一番刈時期(表7)

一番刈時期が，ソルガムの生育・収量に及ぼす影響

について表7に示した.全重は一番刈，二番刈ともに

一定の傾向は認められなかった.一番刈の搾汁糖度は

生育期聞が長いほど高く，それに伴い糖収量が多くな

る傾向にあった.二番刈の搾汁糖度は7月31日区が最

も高く，その後収穫した区では遅く収穫するほど低く

なる傾向にあった.二番刈と一番刈を合わした糖収量

をみると， 8月9日が1O.2t ha1と多かった 以上のこ

とより一番刈時期は8月上旬が良いことがわかった.

3・3・3 まとめ

山梨県の平坦地における安定多収栽培技術として，

品種，播種時期，一番刈時期，栽植密度，追肥量につ

いて検討し次の結果を得た目

(1)品種は KCS105(スーパーシュガーソルゴー)を

用いる.

(2) t番干重は4月中旬に行う.

(3)栽植密度は畦間55cmX株間25cm程度 (72，730

株 ha'1) とする.

(4) 一番刈収穫時期は8月上旬とする.

(5)一番刈収穫後の施肥量は90kgN ha1とする.

(6)以上を実施することで， 10~15thalの糖収量を

得ることができる(表8). 

ハリつd
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第4章 スイートコーン栽培の減肥技術の確立

第1節 早出しスイ一卜コーン及び露地抑制ナスの局

所施肥の確立

4-1-1 はじめに

この節では，研究対象地域の主要野菜であるスイー

トコーンと露地抑制ナスの減化学肥料栽培技術の確立

と，この2作の1団施肥体系の確立を目的とした 減化

学肥料には①土壌診断に基づく適正施肥の実施，②た

い肥等有機物の活用，③肥効調節型肥料の活用や局所

施肥の実施，④緑肥作物(地力増進作物)の利用など

がある(農林水産省， 2009). 

その中で局所施肥は，根固に集中的に施用すること

で作物の肥料成分の利用率を向上させ，施肥量を削減

することができる技術である.野菜栽培の局所施肥に

は，ほ場に施用するタイプとしてマルチ内施肥(草川

ら， 2003 大塚ら， 2001)，畝内施肥(大川ら， 1998 

進藤ら， 2001)，条施肥(草川ら， 1999 高橋ら，

2003小菅ら， 2001 白井ら， 2001 三代ら， 2004)， 

植穴施肥(佐藤ら， 2006 甲斐ら， 1994 川崎ら，

2008小菅ら， 2001)が，育苗時に施用するタイプとし

てポット内施肥(小杉ら， 2004 武田， 2005 山本ら，

2007 a，2007b) ，セル内施肥(小出ら， 1998 田中ら，

2000)など様々な方法がある.

山梨県のスイートコーンは直播栽培であるため，ほ

場に施用するタイプの中から，省力的で新たに機械の

導入を必要としないマルチ内施肥を選択した.露地抑

制ナス栽培は，買い苗を移植するので，ポット施肥の

導入は難しいことからスイートコーンと同様のマルチ

内施肥に加え植穴施肥を選択しその減化学肥料効果

について検討した

表1 スイー卜コーン各試験区の施肥量

全施肥量 基肥量2)

民主二
200 

追肥量3)

250 

200 160 

50 

40 

150 120 30 

l)M系列、 C系列同様

2)CD仁化成を用いた。

3) '--iK化成をもちいた。

スイートコーンと露地抑制ナス2作l回施肥の検討は

各作物の試験結果を組み合わせた施肥量で慣行と同等

の品質・収量が得られるかについて実証を行った.

4-1-2試験方法

(1)スイー卜コーンマルチ内施肥

試験は2010年， 2011年に山梨県総合農業技術セン

ター内ほ場(灰色低地土標高315m)で品種「ゴー

ルドラッシュ」を供試し実施した試験区は全面全層

施肥である慣行施肥区 マルチ内施肥区を設置した.

慣行施肥区には窒素成分で、250kgha-1の1水準を，マル

チ内施肥区には150，200kgha1の2水準を設けた.使用

した肥料は基肥に CDU化成を追肥に NK化成を用い

た各試験区の基肥量と追肥量を表lに示した 2011

年はマルチ内施肥区に緩効性肥料を用いた全量基肥区

も設置した.肥料には被覆尿素 LP50を用い，施肥量

は200kgha-1とした.

その他の土壌改良資材は各区共通で苦土石灰(くみ

あいタイニー)を1500kgha1，及び熔成微量要素複合

肥料(くみあい F.T'E頼粒)40 kgha1を施用した

試験規模は，12m(4m x 3m)の2反復した栽植様

式は畝IIJjiH50cm，ベット|幅90cm，株間27cm株間45cm

の2条植えとし採植密度は47，510株 ha-1で、あった.播

種目及び収穫調査日は2010年が3月4日， 6月9日， 2011 

年が3月7日， 6月14日であった 収穫調査は各試験区

より中央部の8株を刈り取り，雌穂，茎，葉に分け，

それぞれの生重量を測定した.その後65
0C48時間乾

燥し乾燥重を測定後粉砕しその粉砕物の栄養成分

(N， pps' KP， Cau， Mgu) を定法に従い分析した

写真1 土壌採取の様子

2
1
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マ)l~子部 通路部

/ 

図1 根系分布の調査位置
1) 0:株元を示す。
2)株直下の部分は調査しなかった

Nはケルダール法， リン酸はバナドモリブデン酸法，

塩基類 (KP，CaO， MgO) は原子吸光光度法を用い

た 養分含有量と生体重から養分吸収量を求め，窒素

についてはその利用率を下記の式で算出した目

(試験区窒素吸収量 無窒素区窒素吸収量)/施肥窒

素量 x100 

栽培跡地土壌についてマルチ内及び通路部に分け採

取し定法に従い化学性を測定した無機態窒素はケ

ルダール法，可給態リン酸はトルオーグ法，交換性塩

基 (KP，CaO， MgO)は原子吸光光度法を用いた.

(2)露地抑制ナスのマルチ内施肥植え穴施肥

試験は2010年， 2011年に山梨県総合農業技術セン

ター内ほ場(灰色低地土標高315m) で品種「千両

2号」を供試し実施した試験区は2010年が全面全層

施肥し窒素施用量400kgha1とした慣行施肥区窒素

施用量300kgha1とをマルチ内に施用したマルチ内施

肥区と，定植前に株直下5cmに施用した植穴施肥区の

3区を設置した 2011年は慣行施肥区と，マルチ内施

肥区に250，300kgN ha-1の2水準を設けた.全ての区

を全量基肥とし追肥は行わなかった使用した肥料は

CDU化成とスーパーロング100を用い，その他の土壌

改良資材は各区共通で苦土石灰(くみあいタイニー)

を2000kgha-1，及び熔成微量要素複合肥料(くみあい

F.T'E果買来立)60 kgha1を方面用した.

試験規模は，20ぱ(lOmx2m)の2反復とした.栽

植様式は畝111国200cm，ベット幅100cm，株間60cmの1

条植えとし採植密度が8，330株 ha-1で、あった仕立て

方法は側枝更新勇定の6本仕立てとした定植日及び

収穫調査期間は2010年が6月 29 日， 7月 26 日 ~ll月 9 日，

32 

2011年が6月30日， 7月 25 日 ~ll月 14 日であった 果実

と摘茎葉の調査はおおむね2~3日おきに各試験区の

全株でおこない，果実についてはその都度上物，下物

にわけ重量と個数を測定した 収穫調査終了時に，各

区の中央部より3株刈り取り葉と茎に分け，重量と養

分含有量を調査した 養分吸収量，施肥窒素利用率の

分析方法はスイートコーンと同様とした.

局所施肥による根への影響を確認するために根系分

布を調査した調査は栽培終了時に慣行区である全面

全層施肥区，マルチな施肥区，植穴施肥区の3区を2反

復で調査した調査方法を以下に示す株から通路方

向に幅20cm長さ100cm深さ30cm程度を残し周辺土

壌を掘り上げた.その後図Iのように20cmx 10cm x 

lOcmの画分に分けて，ノコギリで切り取り(図1，写

真1)，画分ごとに土壌を洗い流し根だけを取り出し，

乾燥後その重量を測定した株直下の画分は大半が根

のため調査しなかった

(3)早出しスイー卜コーン・露地抑制ナス2作1回マ

ルチ内施肥

試験は2011年に山梨県総合農業技術センター内ほ場

(灰色低地土標高315m) で¥スイートコーン(品

種:ゴールドラッシュ)，ナス(品種-千両2号)を供

• • • • • • • • ・0・・0・・0・・0・
• • • • • • • • 

図2 スイー卜コーン・ナス同一マルチ内施肥における

作物の播種・定植位置

・はスイートコーン Oはナスを示す。
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表2 スイートコーンの生育・収量および養分吸収量・施肥窒素利用率

施肥量 生体重(g/株) 養分吸収量(Kgha-1) 窒素利用率
年度 施肥位置

kg:.i ha-1 雌 穏葉茎 0i P，O， KρCaO MgO (%) 

150 381c 311 97 126 65 163 28 26 57.3 
マルチ内

200 '1I0c 371 121 160 64 153 28 26 59.8 

250 413c 389 126 156 67 155 26 26 46.3 

0192a 112 39 .10 27 45 6 II 

150 407c 297 134 119 52 153 56 23 54.9 
7ルチ内

200 457b 391 160 152 65 186 57 28 57.5 

2011 マルチ内全量基日 200 451c 382 158 162 63 202 60 31 62.8 

250 432c 357 154 154 61 169 59 27 46.8 

0177a 96 41 37 20 53 47 10 ー

表内の異なるアルファベットは、|司じ年度内でTukcvの多重比較検定により5%で有意差が妻ることを示す。

2010 

全而

全面

試し実施した.試験区はマルチ内にスイートコーンと

ナス2作分の肥料を施用したマルチ内2作同時施肥区

と窒素の利用率を算出するための無窒素区の3区を

設置した. また，ほ場や様式は異なるが，収量や養分

吸収量の参考とするため前項の試験の慣行区をそれぞ、

れの単作の参考区とした.施肥の詳細については.I結

果及び考察J内で述べることとする.試験規模は，

12ぱ (6mX2m) の2反復した.栽植様式はスイート

コーンが畝I幅200cm. ベット幅100cm. 条間45cm. 株

間30cmの3条植えとし採植密度は47.610株 ha-1とし

た.ナスはスイートコーンと同じマルチを使用するた

め，畝幅とベット幅がスイートコーンと同様とし，株

聞は60cmのl条植えとした(図2).スイートコーンの

播種目が3月8日，収穫調査日が6月16日，ナスの定植日

が6月 30日収穫調査期間は7月 25 日 ~11月 14日であった

4-1-3結果及び考察

(1 )スイートコーンマルチ内施肥

スイートコーンの生育・収量と養分吸収量を表2に

示した.2カ年ともにスイートコーンの生育は順調で、'

慣行区の雌穂重は山梨県の2Lの出荷基準である400g

以上を得ることができた. 2カ年ともにマルチ内施肥

200kgha1区の雌穂重や養分吸収量は慣行である全面

施肥250kgha1と比較して同等で、あった施肥窒素利

用率は慣行区が46.3%であるのに対し，マルチ内施肥

200kgha1は2010年が59.8%. 2011年が57.5%と高かっ

たマルチ内施肥150kgha1は慣行区と比較して雌穂重

や茎葉重が軽く，窒素吸収量が少なかった このこと

からマルチ内施肥により施肥利用率が高まり慣行施肥

量である250kgha-1を200kgha-1にまで削減できること

が明らかとなった.

被覆尿素 LP50を用いた全量基肥区の雌穂重などの

生育は慣行区と同等であった 施肥窒素利用率を見る

と.62.8%と同じ施肥量のマルチ内施肥よりやや高かっ

た 比嘉ら (2008) は沖縄県の冬どりスイートコー

ン栽培において被覆尿素 LP70を用いることで全量基

肥が可能であり農家慣行施肥量の20~ 30%削減しで

も，慣行と同等の生育収量を確保できることを報告し

ている 本試験では200kgha1の試験区しか設定して

いないが，施肥利用率が分施したマルチ内施肥区より

高かったこと等から，さらに減肥できる可能性が示唆

された.

(2)露地抑制ナスのマルチ内施肥・植え穴施肥

ナスの生育は2010年が通年順調であったが. 2011年

は9月に台風の直撃を受け，当月の収量は例年より少

なかった(図2. 3). 慣行区の収量は2カ年ともに山梨

県の目標収量である80tha1を得ることができた

マルチ内施肥については2010年と2011年の2カ年検

討した マルチ内施肥区の生育は2カ年ともに生育期

間を通し順調であった.マルチ内施肥300kgha-I区は

慣行区と比較して収量は2010年がやや少なかったもの

の2カ年とも有意差はなく，窒素吸収量と茎葉重も同

等であった施肥窒素利用率は2010年が54.1%. 2011 

年が55.5%と慣行区の46.7%. 39.4%より高かった。さ

らに減肥をねらった250kgha1区は，収量が慣行区と比

較してやや少なかったが，有意差はなく，窒素の吸収

量や茎葉重なども大差は認められなかった このこと

からマルチ内施肥により施肥利用率が高まり慣行施肥

量である400kgha-1を250kgha-1にまで削減できる可能

性が示唆されたしかし 250kgha1区の窒素吸収量が

263kgha1と施肥窒素量とほとんど変わらないことや，

qa 
qリ
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施肥量 l1)(量(tha-1) 上物率 茎菜 室素吸収量

1ha-1 上物 下物 合計 (%l t ha-1 kg'¥ ha-1 

300 83.1 6.1 89.3b 93.1 30.8 314 

300 82.8 6.0 88.7b 93.3 33.9 329 

400 87.5 4.9 92.4b 94.7 34.3 339 

033.7 6.0 39.8a 84.8 11.0 152 

250 75.8 7.0 82.8b 91.5 39.2 263 64.5 

300 80.8 6.6 87.4b 92.5 41.9 266 55.5 

慣子区 100 80.0 6.6 86.5b 92.4 39.3 272 39.4 

無窒素 o 32.5 5.5 37.9a 85.6 15.9 105 ー

表内の異なるアルファベット{士、同じ年度内でTukeの多重比較検定により肌で有意差があることを示すe

ナスの生育・収量および窒素吸収量・施肥窒素利用率

マノレチ内

池穴

慣行区

無窒素

施JJ巴窓素利
用率(%l

54.1 

44.3 

46.7 

表3

年度施肥位置

マルチ内

2010 

2011 
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ためと考えられた.収量は慣行区と比較して有意差は

ないものやや低く，茎葉重や窒素吸収量も少なく，

肥窒素利用率も慣行区より低かった.

スの植穴直下の施肥は，実用性に乏しいことが分かつ

果菜類の株直下の植穴施肥についてはキュウリの

先行事例(川崎ら， 2008)があるが，本試験のような

定植後の活着不良について記述されていない.

告では本試験と同様に肥料を植穴にそのまま入れる区

4i 

円
〈

U

このことからナ

た.

データには表れてこないが生育がやや弱い印象を受け

ることから，現地へ普及する際は，ほ場の地力などを

考慮し慎重に指導する必要があると考えられる

植穴施肥については2010年に試験を実施した.植穴

施肥区は定植直後から20日間くらいまで他区と比較し

て乾燥と考えられる萎れが生じ，他区より多くの瀧水

を必要とした これは，植え穴直下に多量の肥料を施

用したため土壌が乾きやすく活着までに時間を要した
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図5 施肥位置がナスの根系分布に及ぼす影響
慣行区の同じ部位と t検定で特が5%械が10%で有意差があるととを示す。
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と，肥料を植穴に入れた後に土壌と混和する区を比較

土壌と混和したほうが収量が増加なることを指し

摘している 露地抑制ナスの植穴施肥に関しでも，

科との土壌混和や施肥位置などを検討することが必要

と考えられた.

局所施肥により，

月巴

4/27 

。.-
2/26 

露地抑制ナス

図6 供試肥料の窒素溶出パターン
S.E.L:被覆燐硝安加里100日夕イプ

肥量は，その合量の500kgha.1とナス生育中期の施用

量を増やした550kgha-1を設置した供試肥料は，

橋らが開発した土壌施肥管理システムに実測した地温

を用い，各作物の生育に合致した緩効性肥料を選択し

すなわちスイートコーンの生育にリニア型被覆尿

露地抑制ナスの基肥に被覆燐硝安加里100

日，シグモイド型被覆尿素 LPS120を用いた 現地は

堆肥の施用が慣行的に行われているため，現場で使用

されている堆肥の成分を考慮し施肥設計を行った(図

石

過湿害などに対して被害を受けやすくなることが懸念

されたため根系分布を調査した(図4).マルチ内施肥

区の根系は慣行区と比較するとマルチ内の10~ 20cm 

部の根量が有意に多く，通路部の根量は同程度であっ

一方，植穴施肥区の根系はマルチ内の特に株周辺

の根量が多く，その他各分は少なく，特に通路部は少

ない傾向にあった.以上の結果よりマルチ内施肥の根

系分布は全面全層施肥と大差がないことが分かつた

根茎が施肥部に集中し，乾燥害・

スイー卜コーン

た.

た目

素 LP50を，

6，表4). 

作物それぞれの単作区は耕種概要が同じである別ほ

(3)早出しスイートコーン・露地抑制ナス2作1回マ

ルチ内施肥

ここまで、の試験で、マルチ内施肥によりスイートコー

ンは200kgha1で露地抑制ナス300kgha1で慣行施肥量

と同等の品質・生育を確保できることがわかった.

そこでスイートコーン・露地抑制ナス2作1団施肥の施

肥料 N 

被覆尿素LP50 200 

被覆尿素uろ120 100 

被覆;燐硝安加里100日夕イブ 250 

牛ふん堆肥 10 

合計 560 

1) 500kgha-)区はLPS120を50kgha-)とした。

2)単位:kgha-) 

スイートコーン・ナスマルチ内2作1団施肥の施肥内容 (550kgha-
1
区)表4

P205 

0 

0 

250 

208 

158 

Kっ0

0 

0 

21，1 

480 

694 
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表5 ナス・スイートコーンマルチ内同時施胞の生育・収量

ナス スイートコーン

総収上物 窒素吸 窒素吸
試験区施肥量 茎葉 雌穂重葉重茎重

量収量 収量 収量

t ha-1 t ha-1 g/株 kgha-1 

2作l回 500 94.3 87.2 37 257 452 154 409 176 

施肥区 550 97.3 88.8 42 254 466 159 423 179 

無窒素区 o 57.0 52.3 25 133 135 46 115 24 

スイートコーン
250 

単作区

ナス単作区 400 86.5 80.0 39 263 

432 357 154 154 

写真2 2作同時施肥におけるスイートコーン収穫後からナス定植までの手順

場での試験結果であるため参考値であるが， 2作l回

施肥区はナス，スイートコーンともに単作区と同等の

生育・収量を確保できた このことからスイートコー

ン・ナス2作l団施肥の実用性は確認できた目

本研究で対象としているスイートコーンを基幹とし

た多毛作地域では，第二章で示したとおりスイート

コーンの跡作に水稲を作付しているが，一部のほ場で

露地抑制ナスが作付されている ナスは定植後から収

穫までに長期間 (1カ月程度)必要となるために，多

収を狙うには降霜時期を考慮するとできるだけ早く定

植することが望まれる. しかしスイートコーン収穫

後にスイートコーンの残さ処理，マルチの片づけ，ナ

スの施肥，マルチ張りなどの煩雑な作業が必要で，山

梨県経営指標 (2000)によればこれらの作業に50時

間，一日の労働時間を8時間とすると6日以上を要す

る. 2作I団施肥を行うことにより，これらの作業の内

残さ処理を行うだけでナスの定植ができることから作

業が大幅に短縮でき， 5日程度の労働コストが削減さ

れ，定植時期が早まることから，収穫期間が延長でき

る可能性が示唆された

課題としては，本試験ではナスの畝聞やマルチ幅に

スイートコーンを合わして実施したが， この場合ス

イートコーンを慣行の採植密度にすると3条植えとな

り， トンネル幅がこれまでより長くなり，新たにトン

ネル支柱を購入しなくてはならい.今後は現在使用し

ているトンネル支柱が利用できるように， 2条植えの

スイートコーンの畝聞やマルチ 111百としてもナスの生

育・収量が確保できるよう株聞や仕立て方法などを検

討する必要があると考えられた目

4-1-3 まとめ

(1)早出しスイートコーン栽培においてマルチ内施

肥により慣行施肥量である250kgha1を200kgha1

に削減しでも同等の生育収量を確保できた.

(2)露地抑制ナス栽培においてマルチ内施肥により

慣行施肥量である400kgha-1を300kgha1に削減し

でも同等の生育収量を確保でき，根系分布も慣

行と同様であった.

(3)肥効調節型肥料を用いることで早出しスイート

コーン・露地抑制ナスマルチ内2作l回施肥が可

能であり，施肥量も2作の合量で慣行施肥量の

650kgha-1を500kg・ha1に削減できる可能性が示唆

された.

第2節 リン酸肥料のマルチ穴施用が早出しスイー卜

コーンの生育収量に及ぼす影響

4-2-1 はじめに

リン鉱石等の肥料原料は需給バランスの不均衡によ

り近年高騰しており，これに伴いリン酸肥料の価格が

円。
つd
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上昇し農家の経営を圧迫している(藤井， 2009). 

この対策のーっとして，局所施肥や接触施肥等の施肥

リン酸の利用率を高める施肥技術が検討されている.

i度遅ら(1997，2005) は少量のリン酸塩溶液を定植前に

プラグなどで育苗した苗に施用する「定植前リン酸苗

施用法jを提案した.これによりスイートコーンおよ

びキャベツ栽培においてリン酸の利用率を大幅に向上

させ，慣行施肥の80%を減肥しでも慣行施肥と同等の

生育と収量を得られることを報告している.この施用

方法は簡便にリン酸施用量を大幅に削減できる技術で

あるが，育苗・定植する作物や作型に限定される

山梨県における早出しスイートコーンは2月下旬か

ら3月初旬に播種し， 6月中旬に収穫され，早期出荷の

ため収益性が高い山梨県の主要作物となっている.

この作型における低温期の育苗・定植栽培は千野ら

(1987) により確立されているが，現地では育百施設

が少ないこと，育苗・定植作業が繁雑で、あることか

ら，普及に至っておらず現在でも直播栽培が主流であ

る.

そこで¥筆者らは直播栽培においても，根固に局所

的にリン酸を施用できる方法を検討したここでは播

種前後にリン酸カリウム溶液や 1)ン酸肥料をマルチ穴

に施用することによる早出しスイートコーンにおける

減肥効果と施用したリン酸の土壌内分布等について報

告する.

4-2-1試験方法

1)施用後のリン酸の土壌内分布

マルチ穴に施用後のリン酸の土壌内分布を調べるた

め，作付けを行わない圃場で試験を行った.圃場は

淡色黒ボク土圃場(リン酸吸収係数1550，可給態リ

ン酸62g kg1， pH5.8) とリン酸吸収係数の低い灰色

低地土圃場(リン酸吸収係数420，可給態リン酸535g

kg1， pH6.7)で行った試験区はリン酸カリウム溶

液をマルチ穴に上部より施肥した系列 (PL系列)，重

過リン酸石灰飽和溶液をマルチ穴上部より施肥した系

列 (DL系列)の2系列に10，20g-P
2
0sL1の濃度2水準，

50，l00mlの施用量2水準を設けた PL系列は所定量

のリン酸カリウム溶液 (pH4.l)を，マルチ穴上部か

ら流し込み施用した(写真1). DL系列は粉砕した重

写真1 リン酸力ウム溶液施用の様子

マルチ部 = 通路部

(無作付け閉場)

マルチ部 = 

〆j

ぐ←ーラシι5cm
5cm 

(栽培試験ほ場)

限11 +1案採取件晋

図1 土壌採取位置

oはマルチ穴を示す.
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30 

25 

ど 20
三重
よそ 15 
「
三4
Pト 10
コユ

0 

一一一2010年
一ー平年気温1)

2/21 3/13 4/2 4/22 5.12 6/1 6/21 7/11 

トンネノレ被積期間

2010年降水量 251mm 

平均降水量 148mm 

トンネノレ無期間

2010年降水量 179mm 

平均降水量 151mm 

図2 栽培期間の気温と降水量の推移

1 )韮崎市アメダスのデータ。
2) 1 9 8 1 '" 2 0 1 0年の平均.
3)図内降水量は各期間の合計で示す。
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表 1 栽培試験圃場(施肥前)の土壌化学性

pH EC 交換性境基(mgkg-I) 可給態P205NH4-N l¥03-Nリン酸吸収係数

(1-120) dSm-1 CaO MgO K20 mg kg-I mg kg-I mg kg-I 

5.2 0.111023259 656 71 10 1 1550 

過リン酸石灰を水道水に加えてよく撹#後1日放置し

た上澄み液 (39.9gP205L.I，pH3.0) を用い PL系列と

同様に施用した PL系列及び DL系列に用いた溶液

は生産現場での利用・普及を考慮し pHは未調整とし

た濃度lOg-P205L.I溶液を100mL施用すると約50kg-

P
2
0
5
haQこ相当する.試験区名は「系列名・施用量」で

呼ぶこととする.濃度10-P205Ll ・施用量100ml区と濃

度20-P205LI・施用量50ml区は面積あたりの施用量が

同じになるため前者を 150aJ，後者 150bJ とした

50a区は薄い溶液を多量に施用することで，土壌中に

リン酸を広く分布させることを目的に設定した 試験

は3反復で実施した施用3日後に，施用位置から通路

方向にlOcm，厚さ5cm，深さ 10cmに掘り出し，さら

に5cm角に4分割し(図1左) 各々区画の可給態リン

酸と pHを分析した 可給態リン酸はトルオーグ法で

行った(日本土壌協会，2001). 

2)栽培試験

2010年に山梨県のスイートコーン施肥基準量200kg

P205ha.
1を対照とした減肥試験を実施した 2010年の

気温は例年と同様に推移しスイートコーン生育期間

の平均温度も 15.1OCと例年の15.4
0

Cとほぼ同じであっ

た(図2) 降水量はトンネルで被覆していた期間は例

年より多かったが， トンネル被覆を外した期間は例年

と同程度であり，マルチ穴に施用したリン酸の降雨に

よる影響は例年と同程度であったと考えられた 試験

場所はリン酸の含有量が低い山梨県総合農業技術セン

ター内の淡色黒ボク土圃場(表1)で，供試作物にス

イートコーン(品干重 ゴールドラッシュ)を用いた.

試験区は前項の PL系列， DL系列に加え，全面全層

施肥である慣行施肥系列 (C系列)，重過リン酸石灰

を播種位置の下部に施肥した系列 (DS系列)とし，

各系列にリン酸施用量が50，l00，200kg-P20Sha Iの3水準

を設けた. また， リン酸の利用率算出のため無リン区

ICO区」を設けた 試験区名は ~j、下「系列名・施用

量」で呼ぶこととする. C系列は重過リン酸石灰を他

の肥料と同時期の2月26日に全面全層施肥した PL系

列は25g-P20SL.Iのp日未調整のリン酸カリウム溶液を，

各リン酸施用水準相当量になるように播種直後の3月4

日にマルチ穴上部から流し込み施用した. DL系列は

前項で示した pH未調整の重過リン酸石灰溶液を PL

系列と同様に施用した DS系列は重過リン酸石灰を

播種前日の3月3日に播種位置の直下約3cmに各リン酸

施用水準相当量になるように秤量し施用した播種位

置は地表より 3cm程度であった.

リン酸以外の成分は各区共通とした 基肥は2月

26日に全面全層施肥とし 硝安系肥料(くみあい

NK808) を窒素，カリ (KP) で各々 200kghal，苦

土石灰(くみあいタイニー)を1500kghal，及び、熔成

微量要素複合肥料(くみあい F.T'E頼粒)40 kgha'l 

を施用した.また，窒素とカリ (KP) として各

100kgha.1 ~こ相当する硝安系肥料(くみあい NK808)

を5月10日に追肥した.

耕種概要および調査方法は以下の通りである. 3月4

日に播種し，一重トンネル栽培とした 栽植密度は，

畝幅150cm，株間27cm，条間35cm，2条植えの49，383

株 halとし，試験規模はl区12m'の2反復とした雌穂

重，生体重の調査は，慣行区 (C200)が収穫適期に

なった6月15日に1区から8株抜き取り，葉，茎，雌穂

に分け生体重と乾燥重を測定したまた，乾燥物を粉

砕後に養分分析を行った分析は定法に従い(日本土

壌協会 2001)，窒素はケルダール法， リン酸はパナド

モリブデン法，カリウム，カルシウム，マグネシウム

は原子吸光光度法で、行った 養分分析値と乾燥重より

養分吸収量を算出し，以下によりリン酸施肥利用率を

算出した.

(各区のリン酸吸収量 無リン酸区のリン酸吸収量)

/ (各区のリン酸施用量) x 100 

栽培跡地土壌は施用量が多い各系列の200kg-

P205hal区について，スイートコーン株元から通路方向

。。円。
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に10cm，厚さ5cm，深度20cmに堀取り，さらに5cm

角に8分割し(図1右)，各々を分析した分析方法は

定法に従い(日本土壌協会，2001)，無機態窒素は水蒸

気蒸留法，可給態リン酸はトルオーグ法，交換性塩基

は原子吸光光度法で、行った

施用した溶液は pH未調査であることから，発芽へ

の影響が懸念されたため，出芽率を1.5葉期である播種

目日後の3月18日に調査した

また，早出しスイートコーンは価格が出荷日で大き

く変動することから，出荷時期が重要となるため，成

熟期の目安となる絹糸抽出率を5月27日と5月30日に，

成熟度を抜き取り調査と同じ6月15日に，雌穂、を剥き

実として目視による調査を行った.成熟度は収穫適期

をO日とし，適期より 1日未熟な雌穂を 1-lJ. 1日過

熱な雌穂、を 1+lJと判断し，慣行区である C200区が

適期になったときに調査した調査株は各区20株とし

た目

4-2-3. 結果及び考察

1)リン酸の土壌分布

栽培跡地土壌の可給態リン酸の土壌分布を図3に示

した.可給態リン酸はマルチ穴施肥を行った PL区，

DL区， DS区が株下0-5cmで顕著に高く， 5-lOcmで

は次いで高く，他の区画では大きな差が認められな

かった無作付け圃場で実施した施用後3日後の可給

態リン酸の土壌分布(図3) でも，施用位置0-5cmが

他の区画と比較して顕著に高かった. リン酸は土壌に

吸着される傾向が強く拡散による土壌中の移動は非常

に遅いため(藤ら，1999)，施用したリン酸カリウム溶

液や過リン酸石灰飽和溶液に含まれるリン酸は施用直

後から収穫時期まで，大半が株周辺にとどまる可能性

が示唆された.また，薄い溶液を多量に施用すること

で¥広く分布させることを試みた50a区は，淡色黒ボ

ク土と灰色低地土ともに50b区と大きな差が認められ

なかった.このことから今回供試した土壌では，マル

チ穴に適正量を施用する際，溶液のリン酸濃度は大き

く影響しないことがわかった

無作付け圃場で実施した施用3日後の pHをみると，

PL区は大きな変化は見られなかったが， DL区で低

下する傾向が認められた施用量が多い DLlOOが顕

著であり，淡色黒ボク土が5.5，灰色低地土が6.3と施

用前と比較して0.3~ 0.4低下したが，施用量の少な

5.10・0-5 淡色黒ボク土

15日日

量100C

D 

E 500 

ρ々 ρ「??ーで仁三?子Jf塁手耳鼻
V<] "'VOo <./On 句、 b" ^ ，-~，--

25口口

2000 

1500 

包 10∞
E 500 

0(，_ 

灰色低地土

% 斗-TZJ「〉二空二 」竺LFiF?とF
J品、.J()， < 

O(Sn. 01 • 

図3 施用3日後の可給態リン酸の土壌分布

1 )凡例は土壌表面からの深度 (cm);を示す.

u。 ιIo

2)同じ区内の左右2列のパーは株元からの距離、右側が0-5cm左側が5-10cmを示す.
3) PL50a区及び DL50a区は、 10mgP20sL溶液を100ml施用した.
4) PL50b区及び DL50b区は、 20mgP20sL-'溶液を 50ml施用した.
5) ↓は施用位置を示す.
6)図内の数値は pHを示し、施用位置区画のみ表示した.
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図3 栽培跡地土壌の可給態リン酸の土壌

1)凡例は土壊表面からの深度 (cm)を示す.
2)閉じ区内の左右2列のパーは株元からの距離、右側が0-5cm左側が
3) ↓は株元を示す.

い DL25では大きな変化は認められなかった DLlOO 

の施用30日後の pHを測定したところ，淡色黒ボク

土 が6.0. 灰色低地土が6.6と施用前と同程度に回復し

た(図表略).スイートコーン栽培跡地の pHは慣行

区である C200が5.5に対して. PL200が5.7.DL200が

5.6. DS200が5.5と大きな差は認められなかった(図表

略) このことから. pH4.lのリン酸カリウム溶液はほ

とんど土壌 pHに影響を与えないことが. pH3.0の重

過リン酸石灰を施用すると一時的に土壌の pHは低下

するが，その後回復することがわかった. これらの原

因については，各種イオンの動態が影響していると考

えられ，今後検討する予定である.

2)生育・収量と養分吸収量

慣行区 (C200区)では出荷基準サイズが2Lである

400g以上の雌穂を収穫することができた(表2). 

PL系列と DL系列で用いた溶液は，現場での利用

を考慮し p日は未調整としたため，先に述べたよう

に，重過リン酸石灰溶液の施用は土壌 pHを低下させ

る.これにより発芽への影響が懸念されたが，出芽率

表2 リン酸肥料の施用位置・量とスイー卜コーンの生育及び収量

試験区1)
生体重(g株 1) 絹糸抽出率(%) 収穫時の

雌穂 茎 葉 5月27巨 5月30日 成熟度6)

PL502) 430cd 328 110 30 84 2.0 

PL100 428cd 315 111 39 86 1.9 

PL200 463d 377 137 43 83 2.1 

DL503) 441cd 341 110 30 85 1.8 

DL100 449cd 338 111 42 87 2.0 

DL200 432cd 336 116 46 86 1.8 

DS50.l) 405bc 236 75 28 81 l目5

DSI00 392bc 243 79 47 91 l目6

DS200 428c 338 104 28 86 1.2 

C05) 310a 235 67 。 20 l.l 

C50 379b 289 96 8 58 。目6

CI00 406bc 284 95 14 62 。目2

C200 417c 298 103 2 55 0.0 

1)アルファベットは下記の施肥区を、後半数値はりン酸施肥量(kgha-1
)

2)PL:リン酸カリウム溶液植え穴施用|玄

3)DL:重過リン酸石灰飽和溶液纏え穴施用区

4)DS重過リン酸石灰株直下施用区

5)C全面全層施肥(慣行l玄)

6)慣行区で去るC200区の成熟期を0日としたときの日数で示す。 が遅く+が早い.

7)表中のアルファベットはTukey多重比較により1000で有意差があることを示す
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表3 リン酸肥料の施用位置・量とスイー卜コーン養分吸収量およびリン酸利用率

試験区1)
成分吸収量(kgha-1) P205利用率

N PZ05 K20 CaO MgO (%) 

PL502) 137 106 207 18 24 76 

PL100 142 112 209 19 24 44 

PL200 142 108 220 20 24 20 

DL503) 130 97 186 19 24 58 

DL100 135 102 187 17 22 34 

DL200 155 115 190 23 28 23 

DS50") 103 85 155 15 19 35 

DS100 102 82 152 15 19 14 

DS200 134 101 175 18 23 16 

COO) 94 68 141 11 16 

C50 109 83 174 16 19 30 

C100 117 90 177 16 20 22 

C200 123 96 187 17 21 14 

l) ~5) 表2と同じ

表4 リン酸肥料の施用位置・量とスイー卜コーン部位別の養分含有量 (g乾物 kg-')

引 N P，05 Jく，0 CaO MgO 
試験区"

雌穂茎葉雌穏茎 築雌穂茎葉雌穂茎葉雌徳茎葉

PL502) 16 13 28 7 2 5 13 39 25 0 3 11 2 4 6 

PLlOO 17 12 29 7 3 6 13 35 27 0 2 10 2 3 

PL200 18 14 26 8 3 。
DL50') 16 12 31 3 6 

DLlOO 17 13 29 8 3 6 

DL200 18 12 28 8 3 6 

DS501) 15 11 30 7 2 5 

DS100 16 10 29 7 2 υ 「

DS200 12 29 円i 3 6 

CO') 17 14 30 7 2 b 

C50 15 12 27 2 b 

Cl00 16 12 30 7 2 6 

C200 16 11 31 8 2 6 

1)~5) 表2と同じ

はすべての区で88.1~ 96.1 %と高く，区間に差が認め

られなかった(図表略).また. DS系列では株直下に

多量の重過リン酸石灰を施用したため，初期生育等に

悪影響を与えることが懸念されたが，収穫時期まで他

の系列と同様に順調に生育した このように本試験土

壌ではスイートコーンに対する pH低下の大きな影響

は認められなかったが. pHに対して緩衝能が低い砂

質土等ではこの影響を考慮する必要があると考えられ

た目

各試験の雌穂重を慣行である C200区と比較する

と，施用量を75%減肥した PL50区. DL50区 DS50

区は同等の収量が得られた. また， リン酸利用率をみ

12 35 25 。2 11 2 4 6 

12 32 21 。2 10 2 3 

12 32 22 。2 10 2 3 

12 32 24 。2 11 2 3 

14 36 19 。3 11 2 4 

13 34 20 。3 12 2 4 

12 30 20 。2 11 2 3 

14 36 24 。2 9 2 4 

13 35 23 。3 10 2 3 

13 36 23 。3 10 2 3 

14 35 23 。2 10 2 3 

ると(表3)PL50区が76%.DL50区が58%.DS50区

が35%とC200区の14%と比較して高かった PL50区

とDL50区の茎葉重やリン酸含有量は C200区と比較し

て同等であった. このことから， リン酸カリウムと飽

和重過リン酸石灰溶液を用いたマルチ穴施肥で、は， リ

ン酸を75%あるいはそれ以上減肥できることが示唆さ

れたしかしもっとも省力的であり現地への導入が

期待された DS50区は，茎葉部の生体量が少ないこと

やリン酸利用率も C50区と大差がないことから75%減

肥の現地への導入にはさらなる検討が必要と考えられ

た.

PL系列.DL系列では，施肥量を1OO.200kg-P205ha 1 
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と増加させても，雌穂重に有意差は認められならかっ

たリン酸過剰は土壌病害の発生を助長すること(村

上 2007)や肥料コスト削減を考慮すると，マルチ穴

施肥を行う場合はリン酸の施用量を50kg-P
2
0
5
ha1程度

にとどめておく必要があることが示唆された.

成熟期の目安となる絹糸抽出率をみると PL系列，

DL系列， DS系列はすべての区で慣行区である C200

より絹糸の抽出が早く，それに伴い成熟期も 1~2 日

早かった(表2). i.度遺 (2000，2004) は「定植前リン

酸苗施用法jによるスイートコーンの初期生育促進の

メカニズムについて， リン酸の吸収が促進され，植物

態中のリン酸含有量の増加に伴い根の活性が高まる

これにより窒素やマグネシウムの吸収能が高まり，光

合成活性が促進され，純同化率が向上し葉面の展開

速度が高まると推察している.本試験でも収穫時期の

調査ではあるがマルチ穴施肥区の葉部のマグネシウム

含有量は，慣行施肥区 (C200)が4.7gMgOkg1で、ある

のに対し，PL200区が6.0g-MgO kg1， DL200区が5.3

g-MgO kgl， DS200区が5.3g-MgO kg1と高い共通点が

あることから(図4)，マルチ穴施肥による熟期促進効

果は「定植前 1)ン酸苗施用法」と同じメカニズムによ

ると考えられるが，今後は初期生育やその時の養分含

有量などについて十分な検討が必要である

以上の結果より，直播栽培スイートコーンにおける

リン酸カリウム溶液や重過リン酸石灰溶液のマルチ穴

施肥は， リン酸の利用率を高め，施肥量を大幅に減肥

でき，さらに成熟期が早まる施肥技術であることがわ

かった しかし pHに対して緩衝能が低い砂質土等

では土壌 pHの低下を考慮する必要があること， リン

酸液肥をマルチ穴に施用する作業は繁雑なことから，

簡便な施用方法などを検討し現場への適応性を高める

必要がある

-42一



山梨県総合農業技術センター研究報告第6号 (2013)

第5章総 合考 察

第1節 山梨県の水田からのメタン発生量の削減

山梨県のスイートコーン残さは19，445tありそのす

べてが現在ほ場などに鋤き込まれている.本研究で

対象にしたスイートコーンを基幹とした2毛作地帯で

は，水稲作に鋤込まれ，メタンの発生源となってい

る 第2章では，スイートコーン残さ鋤き込み水田の

水稲安定生産技術とメタン発生量削減技術を示しこ

の成果は2000年に現地に紹介した.この技術導入前の

2000年時点では，スイートコーン残さ鋤き込み水田

から発生するメタン量は，年間454tと推定され，山

梨県の全水田から発生するメタン量794tの57%に及

んだ 第2章で示した3つの改善事項の内，スイート

コーン残さを鋤込み3日以上おいてから入水する技術

は，作業の負担がなくメタンの発生抑制に加え水稲の

生育改善も期待できることから，ほぼすべての農家に

導入されている.これにより残さに含まれているスク

ロース等の糖類が畑期間中に二酸化炭素として放出さ

れることからメタンの発生量は60%程度削減が期待で

きる. したがって，スイートコーン残さ鋤き込み水田

のメタン発生量は454tから177tに削減することがで

き，これにより山梨県の全水田から発生するメタン量

を35%削減でき，山梨県の温室効果ガス削減に大きく

貢献できたと考える(表1). さらに，他の改善事項で

ある，スイートコーンの減肥と落水処理を行うことで

山梨県の全水田から発生するメタン量の46%削減が可

能である

第2節山梨県におけるスイー卜コーン残さの有効利用

山梨県におけるスイートコーン残さの利用法につい

て，地域事情に応じ3つ地域に分けて提案する(表2). 

第一地域は，スイートコーンを基幹とした2毛作地

域で，かつスイートコーン作付面積が多く，ガソリン

消費量が少ない地域である.第3章2項で論じたこのよ

うな地域ではスイートコーン残さのバイオエタノール

利用が，地域のエネルギー収支などから生産可能であ

ることを示した この地域に中央市，市川三郷町，旧

中道町が該当する. しかしこの地域でスイートコー

ン残さが得られるのは， 6 ~ 7月と，わずかではある

が秋収穫の9~ 10月に限られバイオエタノール製造

施設が建設された際，他の期聞は稼働できない.そこ

で，第2章3項では，スイートコーン残さの補完原料と

して耕作放棄地にソルガムを栽培すること提案した.

ソルガムは4月に播種することで一番刈が8月中旬に，

二番刈が10月に収穫できることを明らかとした. ま

た，ソルガムは茎が堅い表皮に覆われているため，水

分の蒸散が少なく貯蔵方法として飼料用ソルガムの立

毛貯蔵が確立されている(後藤1985，1987). スイー

トソルガムの立毛貯蔵についても，加藤ら (2008) は

12月上旬まで，館野ら (1994) は12月中旬まで可能で、

あることを明らかにしている.このようにソルガムを

作付面積1)

表1 山梨県の水田から発生するメタン量

水田の種類
(ha) 

メタン発生量3)(t)

技術2) 技術 全技術
導入前 導入後.j) 導入後5)

水稲単作(全県) 5570 340 340 340 

甲府市 83 111 43 27 

スイートコーン 旧中道 107 143 56 34 

残さ鋤き込み 市川三郷町 75 101 39 24 

水田 中央市 74 99 39 24 

ノj、言1- 339 154 177 109 

山梨県合計 794 517 449 

1)2000年農業市町村別データ(関東農政局山梨農政事務所編)

2)スイー卜コーン残さを鋤込み7日以上おいてから入水する

3)メタン発生量は第三章一表3の水稲単作とスイートコーン残さ鋤き込み
水田の平均値、 6.0gm-2作-[と134gm-2作 1を用いの算出

4)技術導入後の削減率は、第二章一表5より算出

5)全技術導入後の削減率は、第二章表6より算出

つdA
A
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表2 スイートコーン残さの地域別利用

スイートコーン ソルガム 施設果菜類 乳用、肉用牛

地域
作付 内プルコ一
面積1) 残さ量" ル量

耕作放棄アルコー れ 主要 飼育必要粗飼
地" ル量 面積W 残さ量小 頭数1) 料6>市町村

(ha) (t) (kl) (ha) (kl) (ha) (t) (頭) (t) 

旧中道町 96 2，880 155 34 142 

79 327 50 1，500 円 中央市
第1')

市川三郷町

104 3，120 210 

55 1，650 91 150 619 

南アノレブpス市 一 一 一 42 1，260 

監と一里iltm 7旦~__~1旦一」竺
北社市 70 2，100 1，780 37，380 

南都留郡計 106 3，180 2，850 59，850 
第39

) 河口湖町 49 1，470 2，760 57，960 
忍野村 32 960 90 1，890 

鳴沢村 25 750 

1)2006年農業市町村別データ(関東農政局山梨農政事務所編)

2)スイートコーン残さ量30tha-1として算出した。

3)やまなしの統計http://www.pref_yamanashi.jp!ωuk日 2/index.hlml

4)山梨県の野菜・花弁産地(山梨県農政部)

5)土壌還元消毒必要最を示し、その必要量をスイートコーン残さ量30tha-1で算出した0

6)粗飼料必要最方Okg頭巾 lとして算出した。

7)第1地域スイートコーンを基幹とした2毛作地域で、かつスイートコーン作付面積が多く、ガソリン

消費量が少ない地域

8)第2J也域，スイートコーンを基幹とした2毛作地域で占〉るが、スイートコーン作付面積に比較し、ガソ

リン消費量が圧倒的に多い地域

9)第3地域，スイートコーン産地があり、酪農が盛んな地j或

月 12 

〈 〉 モ令婿ーー歩~→砂~ーヨ砂

ス ソ ス ソ ソ
イ ノレ イ ノレ ノレ

原 ブf ガ ガ
ト ム ト i入 ム
工ヨ 二Z

立

、ザ/
番 ン

番 毛

残
メIj

残
メIj 貯

キl さ さ
蔵

( 

早 秋

出 収

し F蔓

図1 バイオエタノールプラン卜稼働例

補完作物とすることでバイオエタノール製造プラント

の稼働期間はスイートコーン残さだけの時と比較して

大きく延長し， 6 ~ 12月は稼働できる可能性が示唆さ

れた(図1). しかし 1~5月は原料がなく，この地

域には食品工業団地もあることから，食品廃棄物を含

め有機性資源の検索が必要で、ある

ソルガムを耕作放棄地に栽培した際のバイオエタ

ノール量を以下に算出した 耕作放棄地は中央市に

72ha，市川三郷町に150ha，旧中道町に34haあり(山

梨県統計調査課 2011)，これにソルガムを作付した

とすると，糖収量はそれぞれ412t，953t， 1804tとな

る. この数値を基にスイートコーン残さとソルガムか

44 

らバイオエタノール生産量を算出すると 1，544kl.E10 

ガソリンで15，440klの生産で可能である.

糖が回収されたスイートコーン残さやソルガムの搾

汁後の残さの利用であるが，ほ場に戻すことが地域の

現状に則していると考える.搾汁残さはスクロースな

どの糖類が回収されているため， これをそのまま水田

に施用しでも異常還元やメタンの多量発生は抑制で

き，ほ場に立ち毛状態にある残さと異なり，施用量も

調整できることから窒素過多による弊害(倒伏，食味

低下，病害虫発生)も回避できる.また，糖を回収し

た搾汁残さを鋤き込んだ時のメタンの発生量は実際に

調査していないが，スイートコーン残さの全糖量な
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どから算出するとこの地域のメタンの発生量は116~

1110に削減できると推定される.

ソルガム搾汁残さを施用した時の窒素について考察

すると，この地域でのソルガム搾汁残さの窒素量は，

第3章3項の研究事例から120~ 210kg ha-1で、ある(図

表略)ことや，茎部の窒素含有量は搾汁することで

15%ほど減少する(表3) ことから28~ 49 tと推定さ

れる.ソルガムはスイートコーンと同じイネ科の作物

であり，ともに未成熟で収穫することから，その窒素

無機特性もスイートコーン残さと同様と考えると，第

l章l項のデータよりスイートコーン残さの後作への窒

素利用率は化学肥料の76%であり，この地域のソルガ

ム搾汁残さを施用したほ場では窒素施用量を21~ 37 

t程度削減できると推定される しかしこれらの試

算はソルガムが全ての耕作放棄地に作付けられたこと

を想定した数値であり，実際の耕作放棄地は，傾斜地

や再生不可能な荒れ地などもあり，実際にはソルガム

表3 ソルガム・スイートコーン茎部の搾汁残ざと葉部の肥料成分

作物 N P Ca Mg K 

茎(搾汁後) 1.4 0.2 0.2 0.2 2.1 

スイート 茎(搾汁前) 1.3 0.2 0.2 0.2 2.5 コーン
葉 2.8 。目3 1.1 0.3 1.7 

茎o窄汁後) 0.3 0.1 0.1 。目l 1.4 

ソノレガム 茎(搾汁前) 0.4 0.2 。目2 0.1 1.8 

1実 1.2 0.3 。目8 0.4 1.5 

単位%(乾物)

~ 

図1 第1地域のスイー卜コーン残さの流れ

を作付けできない 詳細に推定する際は，このことを

考慮する必要がある.

第2地域はスイートコーンを基幹とした2毛作地域で

あるが，スイートコーン作付面積に比較しガソリ

ン消費量が圧倒的に多く，バイオエタノールが生産に

不適と考えられる地域である.これに該当する地域は

甲府市である.甲府市のスイートコーン産地は，中

央市と南アルプス市近隣の地域に局在する.南アルプ

ス市，中央市は果菜(トマト，キュウ 1})施設栽培が

盛んな地域で，その産地は甲府市に隣接する形で局在

している(図2).この産地では第3章1項で述べたとお

り，ネコブセンチュウ等の土壌病害虫が生産阻害要因

となっている.産地聞の距離や残さのニーズから甲府

市のスイートコーン残さは，南アルプス市，中央市の

施設野菜への提供が良いと考える.

この施設野菜地域にスイートコーン残さを用いた土

壌還元消毒を導入することで，土壌消毒にかかる経費

を削減できるほか，化学肥料削減も期待できる. しか

しこの地域で土壌還元消毒に必要な残さ量は2，760t

で，甲府市の残さの供給可能量の1，980tより少ない.

不足分については，果菜類の半促成栽培をスイート

コーンに転換することを提案する スイートコーンを

野菜施設内で栽培することで，連作による土壌病害虫

の発生のリスクが軽減でき，残さや土壌還元消毒資材

を持ち込む必要がなく労働コストも削減できる目 ま

べ
tと

¥ 
第2地域のスイー卜コーン残さの流れ

戸
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た，スイートコーン労働時間は半促成キュウリやトマ

トより 1/2~ 1/4と少ないため，特に高齢化が進んで

いる地域での普及が期待できる.また，甲府市ではス

イートコーン残さ全量が提供されることから，スイー

トコーンとの2毛作水田のメタンは水田単作並みにな

り. 1/20程度に削減できると考えられる

第3地域はスイートコーンの産地があり，酪農が盛

んな地域である.これに該当する地域は河口湖町を中

心とした南都留郡と北社市である.この地域は本研究

対象ではないが，観光向け夏収穫のスイートコーンが

作付けされている.特に南都留郡の野菜は，近年「富

士山野菜」として注目され スイートコーンはその主

幹イ乍物となっている この地域のスイートコーン残さ

は利用について，酪農の飼料への供給を提案する.ス

イートコーン残さは，良質なサイレージとなり，その

消化率はオーチヤードグラスに匹敵することが明ら

かとなっており(安部ら. 2003). 長野県(浅井ら，

1996)や北海道(安部ら. 2003)では，現地に普及が

図られている

この地域の粗飼料給与量はおおよそ60kgday-l頭一lで

あることから，その粗飼料必要量は年間で，北杜市が

37.380 t .南都留郡が59.850tと推定される スイー

トコーン残さ量は北杜市で'1，780t .南都留郡で37.380

tと，それぞれの粗飼料必要量の5.3%. 5.6%とわず

かである しかし近年の畜産経営は畜産物単価の低

迷，飼料高騰で厳しい状況にあり，粗飼料の自給生産

基盤を確保することが生産費を低減させ，収益性の向

上に効果的である(畜産協会 2011) 一方，耕種側

では前述したように近年注目されている「富士山野

菜Jの一部の野菜産地では消費者の食の安心・安全に

対する意識の高まりや土作りの面から堆肥の施用が指

導されている.この地域で，耕種側がスイートコーン

残さを畜産側に提供しその対価に応じた堆肥を畜産

側が耕種側に提供するバイオマスの域内循環を行うこ

とで，環境面ばかりでなく，双方にコスト面でメリッ

トがあると考える(図3)

以上，スイートコーン残さの利用について3つの地

域に分け提言した.このようなスイートコーンを中心

としたバイオマス利用は，メタン発生量の削減，バイ

オエタノール利用，化学肥料の削減，有機性資源の域

内循環など，その効果は高いと考える.しかしこの

ような残さ利用は現段階ではかなり難しく，今後，ス

イートコーン残さの回収・運搬システム作り，バイオ

エタノールプラントの建設などソフト面，ハード面で

の整備が必要で、ある

図3 第三地域のスイー卜コーン残さの流れ
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論文要旨

スイートコーンは短期間で高収益を得ることができ

る野菜で，果樹・水稲・他の野菜との複合経営が可能

であることから，山梨県においてその生産額はナスに

次いで第2位となっている目スイートコーン生産の中

で早出しスイートコーンは，大半が水稲やナスなどと

の多毛作で行われており，特にスイートコーンと水稲

の2毛作地域では水稲作において倒伏など種々の問題

が発生している.

一方で、近年の社会情勢をみると，京都議定書の発効

から地球温暖化対策が急務となっており，農業分野で

は農耕地から発生する温室効果ガス抑制技術や，カー

ボンニュートラルであるバイオマス利用技術が求めら

れている. また. 2008年11月よりリン鉱石などの肥料

原料価格が急騰し農家の経営を圧迫していることか

ら，減化学肥料技術が求められている

本研究は，山梨県におけるスイートコーンを主幹と

した2毛作地帯の問題解決と，未利用バイオマス資源

であるスイートコーン残さ利用技術，スイートコーン

の減化学肥料技術の確立を目的とし実施した

(1)スイー卜コーン残さ鋤込み水田の生産安定とメ

タン発生量の削減

山梨県のスイートコーンと水稲の2毛作地域では，

スイートコーン収穫後，その残さが全量鋤き込まれ水

稲が栽培されている.この水稲作で、は，窒素過多によ

る倒伏・食味低下・病害虫発生や，新鮮有機物の多量

投入によるメタンの発生が問題となっている.その改

善対策技術を検討した結果①残さ鋤き混みを畑状態で

行い3日以上おいてから入水し②前作スイートコー

ンの施肥量を200kgNha1とし，③落水処理を行うこと

で¥水稲作における種々の問題が解決され，メタンの

発生量を114に削減することができることを明らかと

した.

①の技術は広く山梨県に普及されていることから，

山梨県の全水田から発生するメタン量を35%が削減さ

れ，山梨県の温室効果ガス削減に大きく貢献できたと

考える

(2) スイ一卜コーン残さの有効利用

1) スイー卜コーン残さを用いた土壌還元消毒の防除

効果と土壌化学性への影響

山梨県の施設野菜では，ネコブセンチュウが生育阻

害要因となっており，その対策として農薬を使用しな

い防除対策として米ぬかやフスマを用いた土壌還元消

毒が注目されている しかし山梨県は米麦生産量が

少なく米ぬかやフスマの入手が難しい.そこで，ス

イートコーン残さに着目し これを利用した土壌還元

消毒i去を検討した

その結果，スイートコーン残さは土壌還元消毒法の

資材として，研究事例の多い米ぬかと同等のネコブセ

ンチュウに対する防除効果を示すことが明らかとなっ

た また，スイートコーン残さを利用すると，米ぬか

やフスマと比較してリン酸投入量が少ない，散布労力

が省ける等メリットは多いことがわかった

2) スイートコーン残さのバイオエタノールへの利用

適正

未利用バイオマス資源であるスイートコーン残さの

糖収量等を調査し，バイオエタノールへの利用適正を

検討した その結果，スイートコーンの作付面積が多

く，ガソリン消費量の少ない地域ではエネルギー収支

等の面から，利用可能で、あることがわかった また，

スイートコーン残さの糖収量は雌穂収穫後7日程度お

くと高まることがわかった

3) 山梨県におけるソルガムの安定多収栽培技術の確立

スイートコーン残さのバイオエタノール補完原料と

してのスイートソルガムの多収栽培技術を検討した

その結果

①品種に KCS105(スーパーシュガーソルゴー)を用

いる.

②4月中旬に播種する(再生し年2回収穫可能)

51-



長坂克彦:スイートコーンを主幹とした多毛作地域における施肥管理技術の改善とスイートコーン残さの有効利用

③栽植密度を72，730株 ha1とする.

④一番刈を8月中旬に行う.

⑤その後90kgN ha-1施肥する，10 ~ 15t ha-1の糖収量

を得ることができることを示した.

4)スイートコーン残さの有効利用に関する提言

山梨県のスイートコーン産地を3地域に分けスイー

トコーン残さの利用法について以下のように示した

①スイートコーンを基幹とした2毛作地域で，かつス

イートコーン作付面積が多く，ガソリン消費量が少

ない地域では，バイオエタノールの原料として利用

する.

②スイートコーンを基幹とした2毛作地域であるが，

ガソリン消費量多い地域では，近隣の施設野菜の土

壌還元消毒の資材として提供する.

③スイートコーンの産地があり，酪農が盛んな地域で

は，酪農の粗飼料として提供する.

(3)スイー卜コーンを主幹とした多毛作地域におけ

る野菜の減肥技術の確立

1)マルチ内施肥技術の確立

早出しスイートコーンと露地抑制ナスの減化学肥料

技術として対象地域に導入可能なマルチ内施肥につい

て検討した.その結果，早出しスイートコーンは慣行

施肥量(施肥基準量)250kgN haqこ対して，マルチ内

に局所施用することで作物の施肥窒素量利用率が向上

し， 200kgN ha1に削減しでも，慣行と同等の生育・収

量を確保できることを明らかとした.露地抑制ナスは

慣行施肥量(施肥基準量)400kgN haqこ対して，マル

チ内に局所施用することで作物の施肥窒素量利用率が

向上し， 300kgN ha-1 に削減しでも，慣行と同等の生

育・収量を確保できることと，根系分布が慣行施肥と

同様であることを明らかとした. また，各作物の生育

にあった肥効調節型肥料を用いることでスイートコー

ンとナスの2作をl回の施肥栽培ができることを明らか

とした.

2)スイ一卜コーンリン酸肥料の植え穴施肥

肥料原料の中で最も高騰したリン酸の減肥技術とし

て対象地域に導入可能な植え穴施肥について検討し

た その結果，慣行施肥量(施肥基準量)200kgPP5 

ha-1で、あるところ.植え穴に局所的にリン酸肥料を

施用することで，作物のリン酸利用率が向上し，

50kgPps haqこ削減しでも，慣行と同等の生育・収量

を確保できることを明らかとした また，成熟期も早

まることもわかった.
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Abstract of the thesis 

Sweet corn is the vegetable that can give a high profit for foemers in a short period目 Productionvalue of sweet 

corn in Yamanashi Prefecture is in the second place next to eggplant. because it can be cultured in the diversified 

farming with fruits. paddy rice and other vegetables. In the production of sweet corn. most of the early-type sweet 

corn is cultured in the multiple cropping with paddy rice and eggplant. However. especially in two目croparea of 

sweet corn and paddy rice. there are various problems such as lodging 

On the other hand. looking at social situations of the recent years. measures against global warming have 

become urgent tasks since the entry into force of the Kyoto Protocol. In the field of agriculture. technologies to 

suppress greenhouse effect gas generated from croplands and to utilize carbon-neutral biomass are required 

In addition. technologies to reduce use of chemical fertilizers are required because prices of raw materials of 

fertilizers such as rock phosphate have rapidly increased since November 2008. exerting pressure on management 

of farmers. 

This study was conducted to resolve the problems in the two-crop area where sweet corn is principally cultured 

in Yamanashi Prefecture. and to establish techniques to utilize sweet corn residue that is an unused biomass 

resource and reduce use of chemical fertilizer for sweet corn. 

(1) 5tabilizing production and reducing methane generation in the paddy field where sweet corn residue is 

plowed under ground 

In the two-crop area of sweet corn and paddy rice in Yamanashi Prefecture. paddy rice is cultured after 

all the residue of harvested sweet corn is plowed in to the soil. In this paddy rice culture. lodging. decreased 

palatability and occurrence of pest due to excess nitrogen. and generation of methane because of high-volume 

dumping of fresh organic matters have become problems. 1 studied on the inprovemeat of techniques to deal 

with the problems and clarified that the various problems in the paddy rice culture can be resolved and methane 

generation can be reduced to 25% by a) beginning irrigation later than three days after the residue is plowed 

under in the condition as corn field. b) keeping the fertilization amount for the sweet corn at 200 kg N ha-1• and c) 

practicing the drained treatment. 

Because the technique of a) is widespread in Yamanashi Prefecture. 1 consider that methane generated from 

all paddy fields in Yamanashi Prefecture was reduced 35% and this contributed significantly to the reduction of 

greenhouse e百ectgas in the prefecture. 

(2) Effective utilization of sweet corn residue 

1) Antagonistic effect and effect on soil chemistry of soil reduction disinfection using sweet corn residue 

In the greenhouse vegetable culture in Yamanashi Prefecture. root-knot nematode has become a serious growth 

inhibiting factor. As a measure for solving this problem. soil reduction disinfection using rice and wheat bran. 

which is an antagonistic measure without using agricultural chemicals is being focused. However. it is difficult 

to obtain rice and wheat bran in Yamanashi Prefecture where rice and wheat are produced at low amount. For 

this reason. 1 focused on sweet corn residue and investigated the method of soil reduction disinfection using the 

residue 

As a result. 1 clarified that as a material of soil reduction disinfection. sweet corn residue shows equivalent 
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antagonistic effect against root-knot nematode to rice bran that has been studied in a number of research. 1 

also clarified that use of sweet corn residue has many benefits such as less dumping of phosphate and saving 

application labor compared to use of rice and wheat bran 

2) Suitability of utilizing sweet corn residue for bio-ethanol production 

1 investigated sugar yield. etc目 ofsweet corn residue which is an unused biomass resource to examine suitability 

of utilizing it for bio-ethanol production. and clarified that energy balance. etc. of the regions with high planted 

acreage of sweet corn and low gasoline consumption allow utilization of the residue. 1 also clarified that the sugar 

yield of sweet corn residue increases if it is left for around seven days after harvesting the ear-leaves. 

3) Establishment of stable and high-yield cultivation technique of sorghum in Yamanashi Prefecture 

1 studied stable and high-yield cultivation technique of sorghum. a complementary raw material for bio-ethanol 

production from sweet corn. and showed the following results 

a) KCS105 (Super sugar sorgho) variety should be used. 

b) Sowing should be done in mid April (it regenerates to enable twice harvesting a year) . 

c) Planting density should be 72.730 plants ha j 

d) First cutting should be done in mid March目

e) 90 kg N haj of fertilizer should be applied 

f) As a result. 10-15 t ha.j of sugar yield could be obtained 

(4) Suggestions for effective utilization of sweet corn residue 

1 showed utilization methods of sweet corn residue as follows by categorizing the production center of sweet 

corn in Yamanashi Prefecture into three regions: 

a) Sweet corn residue should be utilized as a raw material of bio-ethanol in the two-crop area where sweet corn is 

principally cultured in high planted acreage and gasoline consumption is low. 

b) Sweet corn residue in the two戸croparea where sweet corn is principally cultured but gasoline consumption is 

high should be provided for the material of soil reduction disinfection for greenhouse vegetables in the vicinity 

of the area. 

c) In the region that has a producing center of sweet corn and active dairy farming; sweet corn residue should be 

provided for the crude ration of the dairy farming. 

(3) Establishment of techniques to reduce fertilization for vegetables in the multiple crop area where sweet corn 

is principally cultured 

1) Establishment of in-mulch fertilization technique 

1 studied on-mulch plastic film covering the soil surface fertilization that can be introduced in the target region 

as a technique to reduce use of chemical fertilizer for early-type sweet corn and open field late raised eggplant， 

and clarified the following facts: Equivalent growth and yield of early-type sweet corn to that cultured with 250 

kg N ha.j of conventional fertilization (standard fertilization) can be secured even by reducing it to 200 kg N ha.j 

because utilization factor of applied nitrogen by the crop improves when the fertilizer is locally applied in mulch; 

Equivalent growth and yield of open field late raised eggplant to that cultured with 400 kg N ha.j of conventional 
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fertilization (standard fertilization) can be secured and distribution of root system is similar to that with 

conventional fertilization even by reducing it to 300 kg N ha1because utilization factor of applied nitrogen by the 

crop improves when the fertilizer is locally applied in mulch. Additionally， I clari五edthat use of controlled-release 

fertilizer suitable for the growth of each crop enables us to practice double cropping of sweet corn and eggplant 

with single fertilization 

2) Application of phosphatic fertilizer in planting holes for sweet corn 

I investigated application of phosphatic fertilizer in planting holes because it can be introduced in the target 

region as a technique to reduce use of phosphate， price of which has increased the most among the raw materials 

of fertilizer.As a result，I clarified that equivalent growth and yield of the crop to that WIth 200 kg P205ha I of 

conventional fertilization (standard fertilization) can be secured and maturity is advanced even by reducing it 

to 50 kg PPo ha-1 because the utilization factor of phosphate by the crop improves when phosphatic fertilizer is 

locally applied in planting holes. 
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