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<試験成績・研究成果>

小豆・金時の根粒活性に及ぼす栽培環境要因の影響と金時の追肥対応

谷藤 健* 田村 元 * 奥 山 昌 隆 * 佐 藤 仁*

要 ヒー
目

小豆，金時の収量性には根粒活性の影響が認められ，根粒活性不良要因として主に土壌物理性の問

題が示唆された。金時においては，根粒活性が高く無追肥でも高収を確保する事例が見られた一方，

根粒活性が低い闘場では，北海道施肥ガイドの算定基準に則った追肥量での増収効果が実証された。

はじめに

北海道において小豆，インゲンマメ(金時類な

ど)は全国栽培面積の約2/3を占め，基幹作物の

1つに位置づけられる。しかしながら， これらは

海外から安価で輸入される豆類や加糖あんとの競

合下にあるほか，気象等による収量の年次変動や

農家聞における収量レベルのばらつきも大きい。

そのため，実需からは供給と価格の安定化が常に

求められている状況にあり，農家間場における生

産性の底上げと安定化に向けた技術開発が欠かせ

ない。収量確保のためには開花以降の作物体への

窒素集積が重要であるが，栽培上のリスク(小豆

の出芽不良や金時の茎折れ，茎葉過繁茂による倒

伏の助長など)を考虚し過度の窒素施用は慎む必

要がある。また，マメ科作物においては根粒から

の窒素供給を適切に評価し，効率的な施肥に反映

させることも重要である。北海道では，金時で開

花期以降の窒素集積を進めるための土壌・作物診

断による追肥技術を開発した(十勝農試2008，加

藤ら2009)が，根粒による窒素供給については明

示していない。そこで，小豆や金時の生育に及ぼ

す根粒の影響，および根粒に及ぼす栽培環境要因

を解明するとともに，金時においては上記の施肥

技術に根粒のはたらきを加昧した施肥対応を示す

ことを目的として以下の検討を行った。

*道総研十勝農業試験場

Ken TANIFUJI， Hajime TAMURA， 

Masataka臼WYAMAHitoshi SATO 
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試験方法

1.小豆の根粒活性変動要因の解析

1 )小Eにおける土層からの養分供給特性の解析

十勝農試圃場小豆栽培圃場において， 15N一硝

酸カルシウム(10% atm) 各 6.0gN/m2 を O~

100cmの各土層 (20cm毎)に埋設し， 0-20cm深

からの15N吸収量に対する相対利用率を測定した。

また，十勝農試および現地圃場において，生育盛

期 (8月中旬)の小豆の株元直下に80cm深の断

面を掘り，株元を中心に10cm四方のブロックに

分画し，各ブ、ロック毎に「土壌硬度(山中式硬度

計)Jr根張り程度Jr根粒の有無」を調査した。

品種はいずれも「きたろまん」である。

2)小豆における根粒活性の変動と土壌理化学性，

収量性との関連

十勝農試内 2圃場(淡色黒ボク土. 2008， 2009 

年)および現地(十勝管内A町(褐色低地土.

2008， 2009， 2011年)のべ17圃場， B町(多湿黒

ボク土. 2008， 2009年)のべ 7圃場)において，

「きたろまんJ(B町は「きたのおとめJ)を供試

して栽培試験を行った。施肥量は十勝農試が

N: P205: K20ニ 4:20 : 11 kg/l0a，現地試験は農

家慣行による。これら試験においては，耕起前に

上層および下層の土壌物理性(容積重，透水性，

三相分布)，化学性 (pH，無機態窒素および熱抽

窒素，有効態リン酸，交換性塩基)を調査した。

物理性調査用のサンプリングにおいては上層は作

土層，下層は心土層を指し，化学性分析用のサン

プリングにおいては上層は o~20cm層，下層は



20-40cm層をそれぞれ指す。また，開花期後に

各 4株の根を採取し，アセチレン還元活性(=根

およびアセチレンを封入した密閉容器中における

単位時間あたりエチレン生成量を単位面積換算，

μmol/h/mりにより根粒活性を評価した。成熟

期に収穫し，収量および窒素吸収量を調査した。

2.金時の根粒活性の変動と根粒活性不良条件に

おける追肥効果

十勝農試内 2圃場(淡色黒ボク土. 2008. 2009. 

2011年)および現地 (A町3圃場(褐色低地土)，

B町5圃場(多湿黒ボク土))において. i大正金

時」を供試して栽培試験を行った。施肥量は下記

の通りである。

十勝農試

N: P205: K20 = 4:20: 11 kg/lOaを標準 (N4 + 

O区)とし，それに加え年次により以下の施肥区

142 

を設けた。

2008年 :基肥N4 kgに加え， N 

8 kgを全層施用 (N12区)

2009年 :開花期頃に N5 kgを追

肥 (N4 + 5区)

2011年:開1瑚頃にN4kg. 8kg. 

12kgをそれぞれ追肥 (N4 + 4 

区.N 4 + 8区， N 4 +12区)

現地試験

基肥は農家慣行を標準とし，開花

期頃にそれぞれN4 kg， 8 kg/l0a 

を追肥した。

調査・分析項目は小豆に準じ，一

部の試験の根粒については，活性

測定用ガス採取後の根から根粒着

生程度または根粒数を調査した。

試験結果

1. 小豆の根粒活性変動要因の解

析

(1) 小豆における土層からの養分

供給特性

15N 標識肥料の埋設試験の結果，

成熟期の 15N 吸収量から評価され

た表層 (0-20cm深)に対する利
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図 1 小豆の土層別室素利用率 (2008十勝農試)

表層 (0-20cm深)設置における窒素吸収震を100とした相対値。

用率は，20-40cm深では50%程度. 40-100cm の

各層では 1-6%であり(図 1)，小豆の吸収窒

素の約95%はo-40cm土層に由来すると考えられ

fこ。

表 1 小豆田場 (場内および現地)の土壌理化学性，
開花期後根粒活性および収量 (2009~20 11) 

容積霊 園相率 液柏 気相率

g/100ml % (pFl.8. %) (pFl.8. %) 

上層 82.1-150.1(102.3) 28.9-57.8(39.3) 27.0-52.8(43.8) 0.9-37.1 (16.9) 
2008 

下宿 66.0-137.0(107.4) 19.8-53.2(39.5) 34.1-57.0(46.4) 5.8-27.1(14.1) 

上層 81.1-147.4(103.5) 12.9-57.5(35.0) 18.7-57.8(42.7) 9.4-52.4(22.3) 
2009 

下庖 66.6-132.2(104.0) 17.9-50.7(35.8) 17.3-64.1 (48.0) 4.4-32.0(16.2) 

上層 89.1-134.0(104.6) 34.2-49.8(40.0) 29.4-56.5(44.5) 6.2-23.2(15.6) 
2011 

年次層位

下回 124.1-149.4(136.5) 46.0-56.1 (50.3) 3l.4-46.8(39.8) 3.9-19.1 ( 9.9) 

年次 EC 無機態皇室紫 熱抽鐙索
層位

(n) ，~~ '"'.. (mS/m) kg/10a mg/100g 

上層 5.0-6.0(5.4) 5.9-19.0(12.8) 2.4-9.2(6.4) 4.9-16.8(8.9) 
2008 

下層 5.1-6.1 (5.6) 5.4-18.7(12.5) l.9-13. 7(6. 7) 2.3-14.2(6.0) 

上厨 5.3-6.1 (5. 7) 3.9-15.8(9.9) l.2-3.0(2.0) 5.4-15.1 (8. 7) 
2009 

下層 5.2-6.4(5.7) 3.2-26.7(14.3) 1.1-8.7(5.1) 4.6-12.5(7.3) 

上層 5.6-6.3(6.0) 3.3-7.3(5.3) 2.5-3.3(2.9) 3.7-8.6(6.5) 
2011 

下層 5.7-6.2(6.0) 3.3-11.2(6.7) 2.7-5.7(4.0) 2.6-4.1(3.2) 

有効態 リン酸 K，O CaO MgO 
年次層位

mg/100g mg/100g mg/100g mg/100g 

上層 16.2-72.3(44.9) 20.2-64.1(37.1) 162-305(208) 18.6-49.1(33.4) 
2008 

下層 10.8-52.1 (34.4) 11.1-79.0(38.1) 171-267(214) 23.2-63.0(36.9) 

上層 16.9-7l.4(43.6) 36.2-60.3(47.6) 80-275(180) 21.9-49.7(35.4) 
2009 

下層 10.9-72.0(36.8) 28.9-104.1 (52.8) 100-257(17η 23.2-43.1(33.6) 

上層 20.7-49.4 (33.5) 32.8-81.6(52.3) 135-365(246) 15.8-54.4 (39.5) 
2011 

下層 9.7-5l.0(20.4) 31.6-62.0(49.2) 110-278(189) 13.9-47.5(32.8) 

根粒活性
子笑重

年次 (アセチレン遼元活性，
kg/10a 

エチレン生成量(μmoνh/rrI))

2008 1033-4414(2414) 280-412(343) 

2009 871-5680(3413) 219-419(302) 

2011 1143-3481(1946) 206-341(264) 

最小値~最大値を示す. ( )内は平均値 (2008: n = 12. 2009: n = 11. 20日:n = 5). 
2010年は試験なし.
上層.物理性では作土，化学性ではo-20cm深，
下層.物理性では心土，化学性では20-40cm深をそれぞれ示す

-8-
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図2 小豆の株元断面調査 (2008十勝農試(左図)および現地(右図)

また，株元の土層断面調査では，根は概ね30-

40cm深まで，根粒は地際周辺を中心に20ないし

30cm深程度まで分布が認められた(図 2)。硬度

20mmを超える硬いブロックがある場合も，

40cm深程度までは根張りが確認されたことから，

15N解析の結果とも合わせ，小豆への窒素供給力

評価のための土層深として o-40cm，根粒評価の

ための根の深さとしては約30cmまでが適当と考

えられた。なお，金時では根粒分布調査は行って

いないが， 15N吸収特性の傾向は同様である(加

藤ら 2009)ことから，いずれも小豆の結果を準

用した。

(2) 小豆における根粒活性の変動と土壌理化学性，

収量性との関連

十勝農試および現地の小豆圃場における層位別

の土壌理化学性は表 lのとおりである。これらの

土壌条件における小豆の根粒活性(開花期後，表

1 )と土壌理化学性との関連を調査したところ

-9-

(表 2)，土壌物理性では，心土の容積重および固

相率と有意な負の相関，作土および‘心土の気相率

と有意な正の相闘がそれぞれ認められた。 一方，

根粒活性と土壌化学性との聞にはいずれの項目に

も有意な相聞は認められず，関連性は判然としな

かった。根粒活性と収量性の聞には 1%水準で、有

意な正の相闘が認められ(図 3)，土壌物理性の

( 

'" cコ

500-， 

て300
回
..-: 
) 

r=0.42** 

• 
0-o 1OOO 2000 3OOO 4OOO 5000 6000 7OOO 

根粒活性(エチレン生成量 μmol/h/m2
)

図3 小豆の根粒活性と収量性の関係

(2008， 2009， 20日年十勝良試および現地試験28区)** : pく0.01
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表 2 土壌理化学性特性値と小豆の根粒活性との相関

容積重 透水係数 国相率
液相率 気相率 易有効水分

(pF1.8) (pF1.8) (pF1.8~3.0) 

上層 0.15 0.11 0.24 0.16 0.62特 0.29 

玉屋 Qd5本 l2.illl Qlill梓 lWi UAr: QJl1 

pH EC 無機態N 熱抽N
有効態 父換性 交換性 交換性
リン酸 K，O CaO MgO 

上層 0.07 0.17 -0.21 0.06 0.09 0.05 0.28 -0.30 

下層 0.14 0.31 0.12 0.13 0.04 0.09 0.23 0.24 

2008， 2009年十勝農試および2008，2009， 2011現地. n=25~28，ト pく 0.05，林田 p<O.01

上層.物理性では作土，化学性ではo-20cm深，下層:物理性では心土，化学性では20-40cm深をそれぞれ示す.

改善が根粒活性の向上，さらには収量性改善に繋

がることが示唆された。

2.金時の収量性に及ぼす根粒活性の影響および

根粒活性不良条件における追肥効果

(1) 金時の根粒活性が収量性へ及ぼす影響

十勝農試内の 2圃場 (A圃場ならびにB圃場)

を用いた金時の収量および窒素吸収量を表3に示

した。これらは従来から豆類の収量水準が異なる

と指摘されてきた圃場であり，本試験でも，聞場

間および窒素施肥処理問 (2008年は基肥， 2009年

は追肥)の差を分散分析により検定したところ，

子実重は両年とも圃場聞にのみ有意差が認められ，

施肥処理による差は判然としなかった。窒素吸収

量についても子実重と同様であったが， 2008年は

窒素施肥聞にも有意差および交互作用が認められ，

B圃場における増肥が窒素吸収量の増加に特に効

果が高かった。子実重においても，施肥処理によ

る差を各圃場ごとに t検定で比較すると，多収の

A圃場では両年とも窒素増肥・追肥による収量変

動はほとんど認められなかったのに対して，低収

のB圃場では， 2008年は増肥によって有意に増収

し， 2009年も，有意差はなかったものの追肥によ

る増収傾向が認められた。

これらの試験区における，開花 (2008年:7/15， 

2009年:7 /14) 10日後の根粒活性を表4に示した。

圃場聞の比較では両年ともA圃場がB圃場よりも有

意に高く，また，窒素施肥処理問では増・追肥によ

り有意に低下した。特に2008年に認められた交互作

用は， A圃場での施肥処理聞の差とN4区での圃場

間の差によるものであり，施肥窒素増加は根粒活性

の高い圃場における活性変動に大きく影響していた。

2009年にはこのような交互作用は認められなかった

が，開花期追肥であり，調査が追肥から聞もない時

期であるためと考えられた。

以上の点からは， A圃場の多収は根粒活性の高

さによるところが大きいと推察され，増・追肥で

は施肥窒素からの吸収増加はあるものの，根粒活

性が低下することにより根粒供給窒素が減少する

ことと相殺され，収量増には結び、つかなかったと

考えられた。それに対し， B圃場では根粒窒素の

供給が少ない分，施肥窒素への依存度が高いと推

察された。

表3 供試園場および窒素施肥処理の差異が金時の収量および窒素吸収量に及ぽす影響(十勝農試)

回場

A 

B 

園場開

N施肥量間

交互作用

窒素

施肥量

(kg/lOa) 
4 

12 
4 

12 

* : p<0.05，紳 :pく0.01，無印.ns 

2008年

子実重

(kg/lOa) 

341 

330 
207 

261 

** 

2009年

窒素 窒素
子実重

吸収量 施肥量
(kg/10a) 

(kg/lOa) (kg/lOa) 
13.7 4 300 

13.3 4+5 302 

7.4 4 252 

10.4 4十5 287 

** 
* 
ネ

2008年の窒素施肥12kgは「作条 4kg+全層 8kgJ， 2009年の 4+ 5 kgは「基肥 4kg+開花期追肥 5kgJである。

-10 

窒素

吸収量

(kg/10a) 
10.0 

10.2 
8.3 

9.5 
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供試圃場および窒素施肥処理の差異が

開花期後の根粒活性に及ぼす影響
表4

窒素

施肥

(k宮110a) A B 

4 3382 148 
2008 本*

12 57 45 
分散分析(施肥間) 材 交互作用料

4 2718 812 
2009 

4+5 1213 250 
分散分析(施肥間) 材 交互作用ns

* : pく0.05，料 :pく0.01，根粒活性単位はμmol/h/m'
箆紫施肥処理法については表3と同じ。

分散分析

(圃場間)
場園

度年

由
民
試

B

農
試
A 

追肥皇室紫量が収量性ヘ及lます影響

(2011十勝農試および現地)

H G F E D C B A 

も伸びない(現地E，F) 

③ N 4 kgでも効果はあるがN8 kgで よ り 増収

する(現地G，十勝農試B)

の3つのパタ ーンが認められた。特に，根粒活性

は高くないにも関わらず追肥効果がない圃場(パ

ターン①の現地試験)については，ほとんどが無

追肥でも子実重300kg/10aかそれ以上と高収であ

り，窒素肥沃度の影響がうかがわれた。

3.金時の根粒活性の簡易評価法

本試験において根粒のはたらきは，窒素固定能

と直接的に関与すると考えられる根粒活性(アセ

チレン還元活性=単位時間・面積あたりエチレン

生成量)で評価した。しかしながら，根粒活性の

測定は専門の設備および技術を要することから，

生産現場において根粒のはたらきを評価するため

には根粒活性の程度を反映する簡便な手法が必要

である。そこで，金時において掘り取り株の目視

による根粒着生程度と根粒活性の関係を検討した。

着生程度の判定は 0-4とし，表5に例示する基

準での判定を試みた。

2009年十勝農試場内試験の大正金時を用い，各

試験区の開花期頃以降約10日の根粒活性と根粒着

生程度の関係を検討したところ，根粒活性は根粒

着生程度の増大につれて高まった(図 6)が，着

生判定 2において根粒活性のばらつきは大きく，

2000を超える高い活性のものを判別できないケー

スが考えられた。

さらに， 2011年の試験では，標準施肥区の根粒

活性と根粒着生数の関係も検討した。その結果，

図 5(2) 金時の根粒活性不良条件における追肥効果

根粒活性の異なった十勝農試A，B両圃場にお

いて，さらに複数の追肥処理を行い，根粒活性お

よび収量性に及ぼす影響を比較したところ， A圃

場では追肥による増収傾向は見られたものの有意

な差はなく，追肥効果は低かったのに対し， B圃

場では各追肥処理の有意な増収が認められた。ま

た， 8 kg 追肥までは追肥量に応じて効果は有意

に高まっていた(図4)。
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旦
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窒素施肥量(基肥+開花期追肥 (kg/10a))

根粒活性が異なる鏑場における開花期

追肥の収量性への影嘗 (2011十勝農試)

図中の異なる文字聞に有意差あり (pく0.05)。根粒活性(開花期，

追肥処理直前)はA闘場が1587日. B圃場が639μmol/h/m'で，
t検定(片側95%)で有意差あり

図 4

現地試験 (2011年 8カ所)では，全般的に根粒

活性は低かった (19-1157，平均482)が，追肥

による増収効果は圃場によって異なっており，図

5のように十勝農試A，B圃場のケースも含める

と，概ね

①追肥量によらず明らかな効果00%以上の増収)

は認められない(現地A-D，H，十勝農試A)

② N 4 kgで効果が認められるがN8 kgにして
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根粒着生程度判定基準の例表 5

判定のめやす(採取株全体を目視し，一見して視認できる大きさの根粒の印象)

どの株にも着生が全く認められない(探して見つかる小さなものが存在すれば0.5)

一部の株に数個程度視認できる。

いずれの株にもまばらに存在が視認できる。または一部の株にやや密生する部分がある。

いずれの株にもやや多め，または一部の株にかなり密生する部分がある。

いずれの株にも多数の着生を認め，かなり密生する部分も複数の株に目立つ。

根粒

着生程度

2 

3 

4 

1.小豆の根粒活性変動に及ぽす栽培環境要因の

影響

北海道施肥ガイドにおける豆類の窒素施肥標準

は根粒の固定窒素の供給も前提として定められて

いるものであり，生産性のさらなる向上と効率的

な窒素施肥を両立させるためには，根粒の寄与を

正確に評価し，施肥に反映させることが重要であ

る。本試験では，小豆について，土壌理化学性，

生育・収量，根粒活性の関係性を検討し，現地の

事例も含め広範囲での解析を行った結果，根粒活

性の高低には土壌物理性の影響が大きく，作土の

気相率のみならず，心土の容積重，固相率および

気相率とも有意な相闘が認められた。小豆の根粒

分布はほぼ20cm深までに集中していたが， この

ことは，緑肥導入等による作土の通気性確保のみ

ならず，心土破砕や暗渠施工等による下層の透排

水性確保も根粒活性の増大に向けた方策として同

時に重要であることを示している。また，根粒活

性と子実重の聞には有意な相闘が認められたが，

これは別の見方をすれば，根粒活性が高まる土壌

環境は根の状態をはじめ作物生育にとっても良好

な状態であり，それを反映した結果とも言える。

根粒着生不良かっ低収圃場における上記の対策に

ついては，当然のことながら，根粒活性の増大以

外にも収量性改善に寄与する諸要因への効果をも

含むものである。

土壌化学性と根粒活性の関連については判然、と

しなかった。既往の知見では有効態リン酸が基準

値(10mg/100g)以下において根粒着生が急減す

る(沢口 1986)とされるが，本試験の現地供試

圃場はいずれも有効態リン酸レベルは基準値内

察考
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図6

両者の聞には直線関係が得られ，根粒活性500，

1000， 2000に対して概ね20，30， 50個/本という

対応が認められた(図7)。

以上より，株の目視による根粒着生程度の判別，

さらには根粒着生数の計測も併用することにより，

根粒活性2000程度までの衛易評価は概ね可能と考

えられた。

-12 
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金時における根粒活性と着生数の関係 (2011年)
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(10~30mg/100 g)もしくは上回っており，現在

の十勝畑作地帯においてリン酸増肥が根粒活性を

改善させるケースは少ないとみられた。また，根

粒活性不良条件においては窒素追肥が収量改善の

方策の lっとして挙げられる。小豆に関しては，

金時で行った十勝農試A圃場と B圃場の差異に

ついて同じく検討したが，低活性の B圃場での追

肥効果は金時ほど明瞭ではなく，現地での追肥試

験の結果も含め傾向は判然としなかった(データ

省略)ことから，上記の土壌物理性改善をはじめ

とした低収要因の改善が第一に考慮すべき点と考

えられた。

2.金時への追肥効果と根粒活性を考慮した対応

方向

前述のように，豆類への施肥は根粒固定窒素の

供給力も考慮に入れることが重要であり，大豆に

おいては，平成17年普及奨励事項「道央転換畑に

おける根粒着生不良大豆への窒素追肥による収量・

品質改善」で根粒着生不良条件における対策とし

ての追肥技術が示されている(中央農試 2005)。

しかしながら，小豆や菜豆においては基本的に

「地力で穫る」意識が強く，根粒からの窒素供給

については大豆ほど重要視されているとは言えな

い。菜豆の窒素地力固定能は豆類の中では低いが

(岩淵 1970，西宗ら 1983)，一方では，高地力・

多施肥により，出芽不良や茎折れ，また茎葉の繁

茂に起因する倒伏が助長されるなど栽培上のリス

クが懸念される(加藤ら 2009)

ことから，地力に応じた適正な施

肥が肝要となる。本試験の金時に

おいては，場内の標準施肥区およ

び現地の慣行区で，開花期後の根

粒活性と子実重との聞には緩やか

ながら有意な正の相関関係が認め

られた(データ略)。前項にも述

べたように，この関係には根粒以

外にも土壌環境全般の良否が反映

されていると見られ，根粒活性不

良の圃場においては，小豆と同様，

物理性をはじめとする土壌環境の
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改善方策が第一に望まれる。一方，金時では根粒

活性不良条件における追肥の効果が多く認められ

た。金時は「北海道施肥ガイド2010Jにおいて，

窒素肥沃度および想定収量に基づいた必要基肥量

の算定式が提示されており，実際の基肥施用量は

上限 4kg/10aとして，必要基肥量との差分が生

じる場合のみこれを追肥として施用可能としてい

る(北海道農政部 2010)。これを基本とし，根

粒による十分な窒素供給が期待できる場合は施肥

を抑え，根粒のはたらきが不良であればその分を

補うことが望ましい。

根粒活性が低い圃場において，追肥効果がみら

れない場合は窒素肥沃度の影響がうかがえる点に

ついては試験結果に述べた。そこで，図 5に示し

た追肥による増収効果を，上記の施肥ガイドの算

定式で求めた必要追肥量との関係で再解析したの

が図 8である(目標収量は300kg/10aとした)。

各圃場の土壌診断に基づき，算定された必要追肥

量が 4kgに近い箇所においては， 4 kg 追肥で増

収効果が認められるケース(プロット1， 2， 3) 

とほとんど増収しないケース(プロット 4， 5， 

6 )に分かれた。いずれも追肥量を 8kgに増や

しても効果に変化は認められず，前者のケースで

は算定通りの 4kg 追肥が適正なレベルとみられ

た。後者はいずれも無追肥で収量が300kg/10a付

近もしくは上回るレベルにあり，窒素肥沃度が高

すぎ算定式が合致しなかったと考えられた。必要

.+N8 
A+N12 
o必要追肥量に近い処理区

9

⑧
 

• 
90 
o 2 4 6 8 10 12 14 

土壌診断による必要追肥量 (kg/lOa)

図8 土壌診断による必要追肥量と各追肥処理による増収効果の関係
(2008， 2009， 2011年十勝農試および20011年現地)

番号を付したプロットは，必要追肥量に近い追肥処理区 (0で囲んだプロット)
を示す(必要追肥量が Oに近いNo.12のみ4kg追肥処理を示す。本文参照)。
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追肥量が 8kgないし12kgに近い箇所においても，

8 -12kg追肥による増収効果が非常に大きいケー

ス(プロット 7， 8， 9)と，効果がないか比較

的小さいケース(プロット 10，11)の 2通りが認

められた。前者においては 4kg 追肥よりも収量

レベルが大幅に上回っており，算定追肥量が概ね

適正であったことを示している。後者のケースは

いずれも十勝農試A圃場であるが，無追肥でも

収量レベルが340kg/10a程度と，窒素肥沃度の分

析評価を大きく上回る窒素供給力があったと考え

られた。これはA圃場の高い根粒活性に係る部分

が大きいと考えられ，すなわち，窒素施肥反応が

大きな金時においても，開花期に十分な根粒活性

を発揮できる条件が整えば，追肥によらず高収を

確保できる可能性が推察された。

なお，必要追肥量がほぼ Oと算定された箇所に

おいては追肥による増収はほとんど認められなかっ

た(プロット 12)。また，算定追肥量が適正と見

られた処理(プロット 1-3， 7-9)では，必

要追肥レベルの増加に対して増収比が直線的に高

まることも確認された。

以上のことから，本試験の結果からは，土壌診

断に基づく追肥量算定手順は概ね適正であること

が実証された。本試験で見た範囲内では，現地圃

場の根粒活性は概ね1000以下と低い実態にあり

(データ省略)，根粒からの窒素供給はあまり期待

できないと考えられたことから，実用上は施肥ガ

イドにおける追肥技術の適用が妥当である。一方，

根粒からの高い窒素供給量が期待できる圃場では，

窒素肥沃度が高くなくても追肥が不要となる可能

性はあるものの，十勝農試A圃場のみの事例であっ

たことから，現地も含めた事例の集積が今後必要

である。また，本試験で認められた根粒着生程度

(または根粒数)と根粒活性の関係性は，圃場に

おける根粒活性の簡易評価を可能にすることから，

根粒活性を考慮した追肥対応を判断する場面にも

応用可能と考えられるが，この点の適用性につい

ても今後検証を重ねる必要がある。
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