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飼料用稲栽培において土壌可給態窒素量と堆肥窒素

肥効を考慮した施肥窒素量の決定方法*

大家理哉1.森次真一2.鷲尾建紀1.高津あさ美人高原知佳子4 • 

藤本 寛5.亀井雅浩5・石橋英二人高野和夫l

キーワード 飼料イネ，土壌可給態窒素，堆肥窒素無機化量，

簡易評価，施肥設計

1.はじめに

水田でイネを栽培して，発酵粗飼料として収穫利用する飼

料用稲(以下，飼料イネ)の作付面積は，平成 12年度以

降の水田農業経営確立対策や平成23年度以降の戸別所得

補償制度の実施により，平成23年度に全国で23，086ha

と大きく増加した(農林水産省， 2012).一方で，農家の

高齢化や後継者不足によって水田農業経営の担い手は大規

模経営体に集約される傾向にある.飼料イネ栽培において

も同様の傾向であり，鳥取県東部地域では作業受託組織が

多数の圃場で飼料イネを栽培しており(恒川， 2005)，収

量水準の高位安定が課題であると考えられる.

大規模経営体が多数の閏場を対象に，経験に基づく肥培

管理によって施肥窒素量を決定することは困難なことが予

想される.そこで，施肥窒素量を合理的に決定するため，

圃場毎の地力(土壌可給態窒素量)や施用する堆肥の窒素

肥効を簡易に評価して，飼料イネの安定多収を可能とする
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施肥窒素量の決定方法を開発したので報告する.

2.開発した施肥窒素量の決定方法の概要

多数の圃場で飼料イネを栽培する大規模経営体が合理的

な施肥を行えるようにするためには，①圃場毎の土壌可給

態窒素量，②そこで施用する堆肥の窒素肥効を簡易に評価

する必要がある.そして，飼料イネの安定多収が可能な施

肥窒素量を決定するために ③品種ごとの適正収量を明ら

かにして，その達成が可能な施肥窒素量を設定する必要が

あると考えられた.①土壌可給態窒素量と②堆肥肥料的効

果の簡易評価法の開発にあたっては，農家など経営体自身

が分析を行わず，試験研究機関と普及指導組織が連携して

簡易評価法により分析を行い，普及指導組織が大規模経営

体に対して施肥設計を支援する体系の構築を目的とした.

3. 簡易評価及び施肥窒素量の決定方法の開発経過と

実証

1)土壌可給態窒素の簡易評価法の開発

土壌可給態窒素量の簡易評価法として，煩雑な化学

分析を要せず風乾士を供して波長データから推定する

近赤外分光法を採用した.使用した機器はFOSS社製

NIRSystems6500 で，分析波長は 400~2500nm とした.

鉱質土壌及び黒ボク土壌からなる県内 561点の土壌を供

試しスペクトルデータを得るとともに，従来法 (30T.
4週，湛水培養)により可給態窒素量を明らかにした.そ

して，スペクトルデータを平滑後 (Savitsky-Golay法)

に二次微分処理を行い， PLS回帰法によって可給態窒素

の検量線を作成した.検量線の標準誤差 (SEC)は2.6

mg100g-1であった(図 1).さらに，可給態窒素量が未

知の県内の土壌 (n=101)を用いて推定した場合の精度

(RMSEP)は3.7mg 100 g-lであったことから，可給態

窒素の推定に利用可能と判断した.

2)堆肥肥料的効果の簡易評価法の開発

堆肥から無機化する窒素量は，通常，培養試験結果をも

とに反応速度論的解析手法で得られる窒素無機化特性値と

地温データから求めることができる.しかしそのために

は施用する堆肥毎に長期の培養試験を行わなければならず

現実的でない.そこで，簡易評価法である Merck社製小

型反射式光度計 (RQフレックス)や近赤外分光法で測定

が可能な堆肥中の肥料成分量をもとに，統計的手法を活用

して無機化特性値を推定する手法を開発した.
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(1)鶏ふん ・豚ぷん堆肥の窒素無機化量の推定

岡山県内で流通する鶏ふん 19点，豚ぷん堆肥 8点を供

試した.現物堆肥 0.1gと生土 20g (灰色低地士)をガラ

ス管 (直径 28x長さ 200mm) に入れて、混合 し，密栓し

て湛水条件とし， 3温度 (20，25， 30 OC) で培養試験を

行った.定期的に取出し 塩化カリウム溶液を用い終濃度

が KCl100gL-1となるよう 抽出を行い，得られた抽出液

中のアンモニウム態窒素量をフローインジェクション法で

測定した.鶏ふん ・豚ぷん堆肥の窒素無機化率は反応速度

式の単純型(一次式)にあてはめた.無機化特性値は石橋

ら (2006)の方法に準 じたが，統計的手法を活用して無

機化特6性値を推定するために，無機化特性値のうち定数化

が可能な項目は定数化し， 可分解性窒素率 (A)等は堆肥

中肥料成分から推定する方法を検討した.まず，みかけの

活性化エネルギー (Ea) を定数化することを 目的として，

エクセルのソルパ一機能を用いて鶏ふん 19点，別に豚ぷ

ん8点をそれぞれ同時に解析した そして，無機化特性値

が全ての鶏ふん，豚ぷん堆肥で収束し，かつ残差平方和の

合計が最小となる Eaの値を検討 した その結果，鶏ふん・

豚ふ。ん堆肥ともに Eaは 83.4kJ mor1に定数化できると考

えられた (表 1).豚ぷん堆肥では Eaを定数化 して検討し

た結果，反応速度定数 (k) についても 0.0149day-lに定

数化でき ると考えられたが，鶏ふんでは全ての堆肥で収束

しなかったことから， kの定数化は困難と考えられた (表

1) .次に，定数化できなかった鶏ふんの k， 鶏ふん及び

豚ぶん堆肥の可分解性窒素率 (A)と切片 (b)については，

表 1に示すよ うに近赤外分光法や RQフ レックスで測定

が可能な窒素量や無機態窒素量をも とにした回帰式等によ
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図1 近赤外分光法による可給態、窒素の推定精度

グラフ中の数値単位は mg100g-1

り，精度よ く推定できると考えられた (高津ら，2009a). 

(2)牛ふん堆肥の窒素無機化量の推定

岡山県内で流通する牛ふん堆肥 23点を供試した.培養

時の現物堆肥量は 0.5gとしたほかは，先 と同様に培養試

験を行った.牛ふん堆肥 の反応速度式は有機化無機化並

行型にあてはめ，同様にみかけの活性化エネルギー (Ea，

Eaim，ただ しEa=Eaimとする)を定数化することを目

的として， ソルパ一機能を用いて堆肥 23点を同時に解析

し先と同様に Ea，Eaimの値を検討した.その結果，牛

ふん堆肥の Ea，Eaimは 86.0k}mor1に定数化できると考

えられた.しかし近赤外分光法やRQフレックスで測定

が可能な堆肥中肥料成分量をも とに他の無機化特性値を推

定することは，推定精度の面から困難であった.

そこ で，牛ふん堆肥の窒素無機化量の推移から，牛ふん

堆肥の窒素肥効タイプを①施用当年は肥効をあまり示さな

い遅効型，②施用当年から肥効をゆっ くりと示す緩効型，

③施用初期だけ肥効を示す速効型に大別 した(図 2). そ

して， RQフレックスと近赤外分光法で測定が可能なア ン

モニウム態窒素量と C/N比をもとに窒素肥効タイプを判

定する判別式を構築 した(鷲尾ら，2009). 

判別式 :0.499 x NH4-N*-0.098 x C/N比+0.779

*塩酸(0.5molL-1)抽出性アンモニウム態窒素(mgg-1)

判別式の解 :

正の場合→緩効型，負の場合→遅効または速効型
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図2 牛ふん堆肥の窒素肥効タイプ(模式図)

現物堆肥 1tを6月上旬に施用し， 10月下旬までに無機化す

る窒素量をもとに大別

「緩効型JN1kg以上が期間中に無機化する堆肥

「速効型j施用時に N1kg以上が無機化しているが， 期間中

の無機化量がN1kg未満の堆肥

「遅効型J無機化量がN1kg未満の堆肥

表 1 鶏ふん ・豚ぷん堆肥の窒素無機化特性値の推定式

窒素無機化特性値 z

畜種 Ea A k b 
(kJ mol-1) (%) (day-l) (%) 

鶏ふん 83.4 式 ・29.04-1.01x TN' + 2.91 x KCI-N' 式 :0.0185 x TN -0.0215 式:KCI-N ITN x 100 
豚ぷん堆肥 83.4 式 3.86 + 6.84 x TN -2.59 x KCトN 0.0149 式 :KCトN/TNx 100 

2反応速度式.窒素無機化率 (%)=A (l-exp (-kt))+b t=Bexp (-Ea/RT) 
Ea :反応速度定数に対する見かけの活性化エネノレギー，A 最大無機化率，k 反応速度定数
t :温度変換日数， T:地温(絶対温度)， R:気体定数 (8.3145Jmor1day-l)，B:定数

YTN 堆Jl巴全窒素量(%，乾物あたり) xKCトN:塩化カリウム (150gL-1) 抽出性アンモニウム態窒素 (mgg-1)
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牛ふん堆肥
(肥効タイプ別)

表2 牛ふん堆肥の窒素肥効タイプ別の窒素無機化特性値

窒素無機化特性値 z

Ea Eaim A Aim k kim b 
(kJmol-1

) (%) (day-l) (%) 

遅効・速効型 86.0 86.0 35.9 51.2 0.0075 0.0030 式:KCI-NY /TW x 100 
緩効型 86.0 86.0 71.6 85.5 0.0075 0.0030 式:KCI-N/TN x 100 

Z 反応速度式:窒素無機化率 (%)=A(1-exp (-k・t))+ Aim (1-exp (-kim・t))+b t=Bexp (-Ea/RT) 
Ea:反応速度定数に対する見かけの活性化エネルギー， A:最大無機化率， k:反応速度定数
Eaim:有機化速度定数に対する見かけの活性化エネルギー， Aim::最大有機化率， kim:有機化速度定数
t :温度変換日数， T:地温(絶対温度)， R:気体定数 (8.3145Jmol-1day-l)，B:定数

YKCI-N:塩化カリウム(150gL-1
) 抽出性アンモニウム態窒素 (mgg-1

) xTN:堆肥全窒素量(%，乾物あたり)

さらに，窒素肥効タイプと窒素無機化特性値を関連付ける

ために， Ea， Eaimを86.0kJ pJ.or1に定数化して解析した

牛ふん堆肥 23点の無機化特性値(A， Aim， k， kim)を， I緩
効型Jに分類された8点の堆肥， I遅効または速効型jに

分類された 15点の堆肥それぞれで平均して用いた.そし

て，切片に相当する初期の窒素無機化率は堆肥の全窒素量

に対する塩化カリウム抽出性無機態窒素量の割合とするこ

とで反応速度論的に推定できるようにした(表2). また，

図3に示すように，窒素無機化特性値が未知の牛ふん堆肥

を供試して，無機態窒素量と C/N比から判定した窒素肥

効タイプをもとに推定した窒素無機化量の推定誤差は小さ

く，ポット試験による水稲窒素吸収量ともよく対応した(鷲

尾ら， 2011). 

3)堆肥施用後日数と施肥設計との関係

飼料イネ生産現場において，秩から春の休閑期に家畜ふ

ん堆肥を施用すると，施用時期や堆肥の種類によっては飼

料イネ作時に窒素肥効が変化することが予想されるが，こ

のことに対する知見は少ない.そこで，堆肥施用後日数と

堆肥由来窒素成分の動態との関係を調査した結果，全窒素

含量が2%以上の堆肥では施用後日数が長期化すると窒素

の流亡が顕著となる反面，全窒素含量が2%未満の堆肥で

は，施用後日数に関わらず窒素の損失は少なかった.総じ

て，堆肥を施用後 14日以内の場合に，堆肥の窒素肥効を

考慮した施肥設計が可能と考えられた.施用後 14日より

長期化した場合に，全窒素含量が2%未満の堆肥の多くは

窒素肥効は無いものとして施肥設計できるが， 2%以上の
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図3 推定した無機化窒素量とポット試験による窒素

吸収量との関係(たちすずか， 70日栽培)

堆肥の施肥設計方法については今後検討を要すると考えら

れた(大家・鷲尾ら， 2011).

4)飼料イネの適正収量とこれを達成する窒素量の設定

土壌可給態窒素量と施用する堆肥の窒素無機化量を考慮

した上で，品種ごとの適正収量の達成が可能な施肥窒素量

を設定するため，西日本地域(岡山，広島，鳥取，愛媛，

山口)における飼料イネ栽培ほ場 132地点において，ほ場

作土の土壌可給態窒素量と堆肥無機化窒素量と施肥窒素量

を合計した窒素量(以下，合計窒素量)と，飼料イネ地上

部の乾物収量との関係を検討した.調査した全地点に関し

て，合計窒素量は乾物収量と正の相関関係にあった(図 4).

しかし品種別でみると，たちすずかの乾物収量は合計窒

素量の増加に比例して増大するのに対して，他の飼料用品

種及び食用品種の乾物収量は合計窒素量が一定以上になる

と増大しない関係が認められた. これららの関係をもと

に，品種別に安定的に多収が得られる水準(適正収量)を

検討しこれに必要な合計窒素量を設定した.たちすずか

は他品種に比べて耐肥性が高く，適正収量を乾物 1，500kg

10a-1とした場合に必要な合計窒素量は 30kg-N10a-1， 

他の飼料用品種では乾物 1，400kg10a-1として 26kg-N

10a-1，主食用品種では乾物 1，300kg10a-1として 22kg

N10a-1と考えられた(表3). これをもとに，複数の実証

圃でたちすずかを栽培し，必要な合計窒素量となるように

施肥量を調整したところ， 目標とする乾物収量を達成ある

いは上回った(大家ら， 2012). 現地試験結果から，分げ
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図4 合計窒素量 zと乾物収量との関係

z合計窒素 (N)量=可給態N+堆肥無機化N+施肥N
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表 3 品種別の適正収量と必要な合計窒素量

適正収量 必要な窒素吸収量 必要な合計窒素量 Z

品種 乾物 kg10a-1 Nkg10a-1 Nkg10a-1 

30 たちすずか 1.500 13 
他の飼料用専用品種 1，400 12 26 
主食用品種 1.300 11 22 
z合計窒素 (N)量=可給態N+堆肥無機化 N+施肥N

①たちすずかを栽培する場合、窒素(N)30kg 10a-1必要

②土壌の可給態N量が 10mg100g-1であった場合、 N10kg 10a-1と換算する

※計算を簡便化するために土壌重量は 100t10a-1として面積換算する

③土壌施肥管理システムで

施用する堆肥の無機化N量が 4kg10a-1と試算されたとする

④化学肥料の窒素(N)量は下式で計算できる

必要N量(①30)ー可給態 N(②10)ー堆肥無機化 N(③4)=化学肥料N(④16)k耳10a-1

慣行の窒素施肥量が合計 10kg10a-1であった場合、さらに 6kg10a-1を増施する

例 1)慣行:硫安等速効性肥料で基肥 6-穂肥 4→基肥 6-追肥 6-穂肥 4

例 2)慣行:肥効調節型肥料で全量基肥 10→全量基肥 16 (数値は Nkg10a-1) 

図5 飼料イネの施肥窒素量の決定方法

つを確保するためには，施肥調整は基肥から増施すること

が望ましいと考えられ，図5に化学肥料の施肥窒素量の決

定方法を示した.

4. まとめと今後の課題

大規模経営体が多数の圃場で飼料イネを栽培する場合

に，合理的な施肥設計が行えるよう，地力(可給態窒素)

と堆肥の窒素肥効を考慮した施肥窒素量の決定方法を開発

した.土壌可給態窒素や堆肥肥料的効果については多くの

簡易評価法が提案され，一部では実用化されている(北海

道農政部， 2008;実用技術開発事業 18053マニュアル作

成委員会， 2010). しかし我々が開発した方法では農家

自身が煩雑な分析を行うのではなく，主として普及指導組

織等が試験研究機関と連携して，精度の高い分析結果をも

とに，経営体に対して技術的な支援ができるよう，近赤外

分光法と RQフレックスを用いる簡易評価法を採用するこ

とと Ltこ.

施肥コストのうち， リン酸やカリウム肥料の占める割合

は高い.家畜ふん堆肥を施用した際に，堆肥から供給さ

れるこれらの成分量を化成肥料で減じることで，施肥コス

トを大幅に低減できる.そのためには，堆肥中のリン酸や

塩基成分量の簡易評価と施用後の動態を解明する必要があ

る.また，可給態窒素の推定精度を高めることも課題の一

つで、あり， このことが可能になれば飼料米や一般の食用米

にも応用できると考えられる.岡山県では既に表計算ソフ

トのエクセルを使った「岡山県土壌施肥管理システム」を

運用しており(石橋， 2005)，今回開発した施肥窒素量の

決定方法を加える必要がある.そうしたうえで，将来的に

はGIS上にマッピングした圃場データをもとに，施肥量

可変機能を持たせた施肥機等で，圃場毎の肥培管理を精密

化することができれば，圃場毎の収量ムラが少なくなり，

収量を高位安定化させることができると考えられる.水田

農業の経営は，今後さらに大規模経営化が進むと予想され，

こうした合理的な施肥設計技術の重要性が高まると考えら

れる.
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