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全国減肥基準からみた土壌リン酸およびカリウムにおける

減肥の指標値と 100%減肥とする基準値(案)

安西徹郎 *

〔キーワード):減肥基準，土壌リン酸，土壌力リ

ウム，適正施肥，土壌診断

1. はじめに

2008年夏に肥料原料価格が高騰し，農家経営を圧

迫したことは記憶に新しい.この背景には，世界人

口の増加による食糧増産やバイオ燃料作物の増産

にともなう肥料需要の増加，偏在する肥料原料と原

料生産国の供給制限，などがある.

リンやカリなどの肥料原料のほとんどを輸入し

ている我が国はこうした影響を常に受けており，改

めて肥料・施肥に対する再認識がなされた.それは

例えば農水省生産局 (2008)が出した「肥料コスト

の低減に向けての取組」の中に記されている.この

中では， r土壌中に蓄積されている肥料成分やたい

肥中に含まれる肥料成分を活用した減肥を進める

ためには(中略)具体的な減肥方法を明示する必要

がある」として，いわゆる減肥基準の作成が示唆さ

れている.

減肥基準を作成するには，都道府県の施肥基準や

土壌診断基準を基として，これまでに行われた施肥

試験データなどを解析する必要がある.現段階で公

表されている減肥基準はそうしたものを取りまと

めたものが多い.しかし，現状ではリン酸やカリウ

ムの減肥に焦点を当てた試験は非常に少ないため，

現在，いくつかのプロジェクトの中で(農研機構中

央農業研究センター，農林水産省生産局，JA全農)， 

多くの土壌肥料分野の研究機関が参加して，リン酸

やカリウムの減肥試験が行われており，一部でその

成果が出つつある(宮城 2012，岡山 2012).

上記の状況から，今後数年のうちにしっかりした

試験データに基づいた土壌リン酸およびカリウム

の減肥基準が策定されることが期待されるが，現時

点での基準はその際の参考になると考え，整理する

ことを試みた.

'JA全農営農・技術センター (TetsuoAnzai) 

2. 調査方法

(1 )土壌リン酸およびカリウム減肥基準の収集方

法

都道府県の土壌肥料分野担当者に資料作成の有

無を電話で確認し，作成済みの資料をインターネッ

トあるいは郵送により入手した.また， JA全農会

議資料等(例えばJA全農 2012)を参考にした.

(2)減肥基準のとりまとめ方法

今回は入手した資料のうち， 2013年 2月時点にお

いて公けの資料として発刊されたものを対象とし

て(内部資料として作成されているものは除外)， 

とりまとめを行った.とりまとめに当たっては，作

物別(水稲，麦類，野菜，花き，果樹)に土壌リン

酸含量およびカリウム含量と施肥量(減肥割合，標

準施肥，標準施肥+資材)との関係を整理した.

栽培形態(露地，施設)が異なる野菜，花きでは

主に施設の基準を選んだ.また，品目によって基準

が細かく策定されている野菜ではトマト，キュウリ

などの果菜類を，花きではキク，パラ，カーネーシヨ

ンなどを，果樹では特産品目をそれぞれ選び，その

基準値を示した.さらに，地形，土壌の種類，士性，

陽イオン交換容量(以下 CECと記す)，稲わら還元

の有無によって基準値が設定されている場合は，そ

れぞれ平坦地，黒ボク土・非黒ボク土の別，壌質土

(~粘質土)， 20me/100g，稲わら還元圃場における

基準値を例示した.

3. 調査結果および考察

(1)全国における土壌リン酸およびカリウム減肥

基準の策定状況

全国における土壌リン酸およびカリウムの減肥

基準策定状況は表 Iのとおりである.2013年 2月現

在において，基準が策定されているのは 31道府県

で，そのうち，リン酸の基準は全てで策定されてい

るが，カリウムの基準は京都，山口では未策定であ
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表 l 全国における土壌リン酸およびカリウム減肥基準の策定状況

策定の有無 策定状況 都道府県名

策定済み注 1): 31 策定済み:26 韮準道，青森，量圭，宮城，福島，茨城，盟主，

壬塞，控室llL出型，長!Ilf，静岡(カンキツのみ)，
亘山(水稲のみ)，石J11，岐阜(水稲のみ)，霊担，

滋賀，京都，和歌山，鳥取，島根，岡山，山口，

ー箆員，雲塁，主!~L....一一一一一E・E・.........・E・-一一
暫定版として策定済み:5 秋田，山形，新潟，生宣，呈盤

未策定注2) : 16 減肥の考え方を表示 :3 福井，高知，大分

注 1)明確な減肥基準資料が公表されている道府県.
2)未策定 16には内部資料として策定されているところも含む.
3)下線付きの県:施肥基準の冊子に減肥基準が明確に示されている，あるいは土壌・施肥診断シ

ステムの中に減肥基準が組み込まれている.

表2 土壌リン酸における作物別減肥基準の策定状況

都道府県名 リン酸
水稲麦類野菜花き 果樹

北海道 o 0 0 0 0 
青森 o 0 0 0 
岩手 000  
宮城 000  
秋田 o 000  
山形 o 0 
福島 o 0 
茨城 000  
栃木 o 0 0 0 0 
千葉 o 0 0 0 0 
神奈川 o 0 0 0 0 
山梨 o 0 0 0 0 
長野 o 0 0 0 0 
静岡 ム ム O 
新潟 o 000  
富山 o 0 
福井 ムム
合計 34 (4) 17 (3) 31 (4) 16 (1) 21 (1) 
注 1) ム印は減肥の考え方が示されている

2)合計カッコ内数字はムの内数

る.また，作目で、は水稲，野菜の基準が多く策定さ

れている.

一方，基準が策定されていないのは16都府県で，

そのうちの 3県は減肥の考え方を表示しており，生

産現場においての減肥が可能である.残りの 13都

府県では基準策定に向けての試験などを継続中で

ある.

(2)土壌リン酸の減肥基準

前述したように，リン酸の減肥基準は「減肥の考

え方jを表示している 3県を加えると， 34道府県で

策定されている(表 2).そのうち，水稲は全ての道

府県，麦類は 17道県，野菜は富山，福井，岐阜を

除く 31道府県，花きは 16県，果樹は 21県となっ

ている.ただし，減肥基準例(図 1~5) は数値が明

都道府県名 リン酸
水稲麦類野菜花き 果樹

石川 O ム o 0 
岐阜 O 
愛知 o 0 000  
滋賀 o 0 ム
京都 o 0 
和歌山 000  0 
鳥取 000  
島根 o 000  
岡山 000  
山口 o 0 
徳島 000  0 
愛媛 000  
高知 ム ム

福岡 o 0 0 0 0 
大分 ムムムムム
佐賀 000  
長崎 000  0 

示されている道府県について示した.この場合，水

稲 30，麦類 14，野菜 27，花き 15，果樹 20となる.

基準値はトルオーグ法で測定されたリン酸含量

が示されている(ただし，水稲では北海道がプレイ

2法による測定値). 

以下に，作物別の減肥基準について記す.

1)水稲

水稲における減肥基準例を図 lに示した.土壌リ

ン酸は北海道がプレイ 2法で測定している以外はト

ルオーグ法による値となっている.また，水稲での

特徴として，稲わらを圃場に還元するかしなし、かで

異なる減肥量を設定している県がある(秋田，愛知). 

水稲では土壌リン酸含量が 30mg/100g (以下

30mgと記す)以上は 100%減肥としているところ
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(注)%は減肥率(以下，図10まで同じ)

図 l 水稲における土壌リン酸の減肥基準例

が多い(岩手，宮城，秋田， 福島，新潟，京都，和

歌山， 鳥取，福岡，佐賀).茨城でも， 30mg以上で

は施肥効果は低いとしている さらに， 20mg以上

では山形， 神奈川，岐阜，山 口，徳島で 100%減肥，

島根で 100%減肥可能と している.

また，最近は補給型施肥(岩手県農作物施肥管理

指針 2009) として，土壌改良 目標値を満たした圏

場では，r土壌から持ち出された肥料成分を施肥で

備考

補給するj とし、う考え方が提唱されているが，それ

に沿って 1 5~20111g 以上ではモミによる収奪相当量

の 4kg ないし 4~5kg を施用するとするところもあ

る (富山，石川，岡山， 長崎).ここでは図示して

いないが，岐阜の中山間・高冷地の場合も同様の基

準が設定されている.

このように，ほとんどの道府県が 20mgあるいは

30mgまでを標準施肥の範囲としており，例外は
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45mg以上としている山梨，愛知の 2県だけで、あっ

た.

以上から，リン酸減肥の指標値は 20~30mg とみ

られ，100%減肥の基準値は 30mg以上とするのが

適当と考える.

2)麦類

ここでは畑作物(青森)，普通作物(神奈川1)，転

換畑(宮城)，畑地(長崎)のように，麦類が作付

されると考えられるところの基準も包含して示し

た(図 2). これらの県では， 100%減肥は土壌リン

酸含量が 20mg以上が神奈川， 50mg以上が青森，

100mg 以上が宮城と長崎(ただし，減肥~100%減

肥)である.宮城と長崎は畑地を対象としており，

野菜も含まれるために基準が高くなっていると考

えられる.

麦類に限ると ，100%減肥は 30mg以上が滋賀，

佐賀， 75~90mg 以上が山梨，長野， 100mg~120mg 

以上が栃木，福岡であり，県によって基準値が異な

る.また，富山では 15mg以上ではオオムギ子実分

の収奪相当量 4~5kg を施用するとしている .

減肥は， 愛知，長崎以外は 50~60mg で， 20~50% 

の減肥となっている.

以上から， リン酸減肥の指標値は 30~50mg とみ

られ I水稲」に比べると基準値は高い 100%減肥

の基準値は県によって幅が大きく ，数値を出すのは

図 2 麦類における土壌リン酸の減肥基準例

難しい.

3)野菜

ここでは前述したように施設および果菜類を中

心として記載したが，野菜類でまとめて基準として

いる府県(山形，栃木，千葉，新潟，京都，和歌山，

徳島，長崎)のほか，水稲以外(愛知)，タマネギ

(佐賀)，畑地(岡山，山口)における基準も含め

た減肥例を示した(図 3).

100%減肥 (100%減肥可能も含む)の基準は 45mg

以上が山梨， 60mg以上が北海道， 75~80mg 以上が

神奈川， 山口，徳島，100mg以上が青森，岩手，宮

城，秋田，新潟，京都，和歌山，鳥取，島根，岡山，

長崎， 150mg以上が長野， 200mg以上が山形，福島，

愛知，愛媛 300mg以上が福岡，と 区分できる.ま

た，茨城でも 100mg以上で施肥効果が低いとして

いる.

トマト，キュウリなど、の果菜類に限つての 100%

減肥の基準値は，低位のもの(北海道，山梨)もみ

られるが，概して 150mg以上の高位(福島，長野，

愛媛，福岡)に設定されている傾向にある.

また，減肥が 50mg以上に設定されているのが 17

道府県 (65%)で， 100mg以上では全ての道府県と

なっている.

以上から， 50~100mg がリン酸減肥の指標値とみ

てよく， 100%減肥の基準値は 100~200mg，特に果
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都道府

県名

北海道

青森

岩手

宮城

秩田

山形

短島

|標準+i
茨城 | 

|資材 i

栃木

千葉

神奈川

山梨

長野

新潟

石川

愛知

京都

図 3 野菜における土壌リン酸の減I1巴基準例

菜類は 150~300mg と考えられる

の 花き

花きの基準値は，花き類(栃木，千葉，新潟，和

歌山，島根，徳島)や高リン酸作物に包含(岩手，

秋田)，水稲以外(愛知)および品目見IJ(北海道，

青森，神奈川，山梨，福岡)として区分されている

(図 4).品目別の基準値がある道県では前述したキ

ク，パラおよびカーネーションの基準例を示した.

また，施設栽培の基準は北海道 ・カーネーション，

千葉，神奈川，島根，徳島で設定されている.

備考

100%減肥の基準値は，キクは 45mg以上(山梨)， 

60mg以上(北海道)， 150mg以上(長野)， 200mg 

以上(青森)， 300mg以上(福岡)，パラは 45mg以

上(山梨)， 80mg以上(神奈川)， 100mg以上(青

森)， 200mg以上(福岡)，カーネーションは 60mg

以上 (北海道)， 100mg以上(神奈川1)，150mg以上

(長野)， 300mg以上(青森，福岡)となっている.

これらの 3種の基準値の差は大きくないが，概ねキ

クキカーネーション>パラの順に高レベルで・ある

と言える また，花き類としては， 75~ 1 00mg 以上
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都道府

県名

北海道

岩手 | 標準施肥

秋田

図 4 花きにおける土壌リン酸の減肥基準例

で 100%減肥(岩手 ・黒ボク土3 秋田，新潟，和歌

山，徳島)となっている.

減肥は 60mg以上で 13例 (59%)，80mg以上で

15191j (71%)， 100mg以上では「野菜」と同様，全

てで設定されている.

以上から， リン酸減肥の指標値は 60~100mg で

あり， 100%減肥の基準値は 100~20011l g とみられ

るが，キクおよびカーネーションでは 150~300mg

が適当であろう.

5)果樹

ここでは出来るだけ品目別の基準例を示したが，

果樹全体(栃木，新潟，和歌山，島根)，樹園地(岡

山，長崎)，園芸作物に包含(秋田)も併せて記載

した(図 5). また，茨城，山梨，長野は複数例を示

したー

備考

100%減肥 (100%減肥可能も含む)の基準は 30l1lg

以上(島根，岡山，長崎)， 45mg以上(北海道)， 

48~6011l g 以上 (栃木， 神奈川 ， 山梨 ・ 黒ボク土，

新潟)， 70~80mg 以上(鳥取，徳島)のように「野

菜」や「花き」に比べて低く設定している県が多い

また，茨城も 30l1lg以上で施肥効果は低いとしてい

る一方で， 100l1lg以上で 100%減肥(秋田，福岡)， 

作物による持ち出し量(養分吸収量)を施用(石J11) ， 

標準施肥の 50%減肥(和歌山)， 200mg 以上で 67~

100%減肥(愛知)のように「野菜」や「花き」並

の県もある.

品目月iIでは，低位基準の神奈川 (50mg以上)を

除くと，ブドウは 60~150mg， ミカン類は 75~

200mg，ナシは 50~90mg であった . これらの基準

例は少ないものの，ミカン類>ブドウ>ナシの順に
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都道府

県名

図 5 果樹における土壌リン酸の減肥基準例

基準値が高い傾向にあった.

減肥は 50mg以上としているのが 17例 (74%)

あり 80mg以上では 21例 (91%)で、あった.以上

から，リン酸減肥の指標値は 50~80mg とみられる.

100%減肥の基準値はかなりの幅があるが I野菜」

や「花きJよりも低い県が多いので，概ね 100mg

以上と考えられる.

(3)土壌カリウムの減肥基準

土壌カリウムの減肥基準は「減肥の考え方jを表

示している2県(高知を除く)を加えると ，31道府

県で策定されている(表 3).そのうち，水稲は 29

道県，麦類は 15道県，野菜は 28道県，花きは 16

道県，果樹は 19道県，となっている.ただし，減

肥基準例 (図 6~10) は数値が明示されている道県

備考

について示した.この場合，水稲 25，麦類 12，野

菜 25，花き 15，果樹 19となる.

基準値はカリウム含量のほか， CECの高低やカリ

ウム飽和度によって区分していると ころが多い.こ

の場合のカ リウム含量への換算は CECの基準値に

ならい 20me/100gを用いた.その他のとりまとめ基

準は 2(2) に準拠した.

以下に，作物別の減肥基準について記す.

1)水稲

水稲における土壌カリウムの減肥基準例を図6に

示した.

100%減肥 (100%減肥可能も含む)とする基準値

は，カ リウム含量と して 25mg以上(徳島)，30mg 

以上 (佐賀)，40mg以上 (岩手，宮城，秋田，新潟，
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表 3 土壌カリウムにおける作物別減肥基準の策定状況

都道府県名 カリウム
水稲麦類野菜花き 果樹

北海道 o 0 0 0 0 
青森 o 0 0 0 0 
岩手 0 00  
宮城 000  
秋田 0 00  0 
山形 O 
福島 ム O 
茨城 0 00  
栃木 o 0 0 00  
千葉 o 0 0 0 0 
神奈川 o 0 0 0 0 
山梨 0 0000  
長野 00000  
静岡 ム ム O 
新潟 o 000  
富山 o 0 
注 1)ム印は減肥の考え方が示されている

2)合計:カッコ内数字はムの内数

岐阜，島根，愛媛)， 50mg以上(青森)，カリウム

飽和度として 4%以上(岡山，福岡)， 6%以上(長

崎)， 15%以上(長野)となっている.なお， CEC 

を 20me/100gとしてカリウム含量を計算すると，

40mg以上(岡山，福岡)， 56mg以上(長崎)， 141mg 

以上(長野)となる.

土壌診断基準の上限値を超えた分を減肥すると

設定している県の基準値は， 30mg以上(茨城)，47mg

以上(カリウム飽和度 5%以上;千葉，神奈川)， 50mg

以上(愛知)， 94 mg以上(カリウム飽和度 10%以

上;和歌山)である.また，モミの持ち出し量分 3

(~5) kg/10aを施用するとしている県の基準値は，

10mg~30mg 以上(富山，石川，鳥取)であり，施

肥される分だけ低い値になっている.

減肥は 30mg以上としているのが 15道県 (60%)

あり，山梨 (56mg以上)および和歌山 (94mg以上)

を除く全ての道県が 50mg以上で減肥可能としてい

る.

なお，士性の違いによる減肥基準値は，壌質土よ

りも粘質士は高く，砂質土は低く設定されている.

また，黒ボク土(火山灰士)は粘質土よりもさらに

高くなっている.これは水稲以外の作物で、も同様で

ある.

以上から，カリウム減肥の指標値は 30~50mg で

あり， 100%減肥とする基準値は高い設定の長野お

よび和歌山を除けば概ね 50mg以上にある.

都道府県名 カリウム
水稲麦類野菜花き 果樹

福井 ムム
石川I 0 ム o 0 
岐阜 O 
愛知 o 0 0 0 0 
滋賀 ム
和歌山 0 00  
鳥取 0 00  
島根 o 000  
岡山 0 00  
徳島 o 000  
愛媛 0 00  
福岡 o 0 0 0 
大分 ムムムム
佐賀 000  
長崎 0 00  
合計 29 (4) 15 (3) 28 (3) 16 (1) 19 (0) 

2)麦類

土壌リン酸の場合と同様，畑作物(青森)，普通

作物(千葉，神奈川)，転換畑(宮城)の基準も包

含して示した(図 7). 

100%減肥 (100%減肥可能も含む)とする基準値

は，カリウム含量が 50mg以上(佐賀)， 70~80mg 

以上(北海道，青森，栃木，山梨)， 95mg以上(宮

城)， 140 mg以上(千葉)，カリウム飽和度が 12%

以上(福岡)であり， r水稲Jに比べると高く設定

されている.また，カリウム含量が 100mg以上の

場合は，神奈川，長野，愛知の各県でも 100%に近

い減肥率と、なる.

一方， 50mg以上で減肥としているのが8県(67%)

あり， 70mg以上では千葉県を除く全ての県で減肥

可能となっている.

以上から，千葉県(非黒ボク土，カリ含量 140mg

以上で減肥)および福岡県の基準 (100%減肥とす

る基準は CEC20me換算で 113mg以上)が他に比べ

て高いので，これらを除くと，カリウム減肥の指標

値は 50~70mg である.また， 100%減肥の基準値

は 100mg以上とみられる.

3)野菜

野菜における減肥基準例で，露地と施設が明瞭に

区分されているのは，北海道，福島，茨城，神奈川，

福岡の 5道県のみである(図 8).本基準は， CEC 

の高低で区分されている場合が多く(青森，岩手，
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都道府

県名 I '~':~.~ I 1O ~30mg未満 I 30~50mg未満 I 5 0~ lOOmg未満
備考

20~50% ; 80-100% CEC 20meの場合

上限値を超えた分を減肥

鳥取

島根

分(3-5kg!10a)施用
CEC 20meの壌質土，
稲わら還元圃場の場合

岡山

標準 i
施肥 i

50% 

図6 水稲における土壌カリウムの減肥基準例

宮城，秋田，山形，福島，茨城，栃木，新潟，石川，

和歌山)，カリ飽和度による区分は，神奈川，山梨，

長野，愛知，鳥取，岡山，福岡，長崎であった.他

には，品目(北海道，山梨，愛知 3 鳥取，福岡，佐

賀)，土嬢タイプ(千葉，島根，徳島，愛媛)によっ

て区分されている.また，畑土壌として大括りにし

ている岡山，長崎の 2県も本基準に含めた.

100%減肥 (100%減肥可能も含む)とする基準値

67~100% 
稲わらまたは堆肥還元岡場
穣~粘質土の場合
カリ飽和度で区分
CEC 20meの場合

壌~粘質土の場合
*養分残存盆を差し引く

峻質土の場合

カリ飽和度で区分
CEC 20meの場合

は，カリウム含量が 40mg以上(徳島，愛媛)， 47mg 

以上(島根)， 50mg以上(佐賀 ・タマネギ)， 56mg 

以上(岡山，長崎)，70mg以上(青森，岩手，秋田，

山形，福島)，80mg以上(山梨，新潟)，94mg以上

(宮城，和歌山，鳥取)， 113mg以上 (福岡)， 141mg 

以上(長野)となっている なお，山梨，長野，和

歌山，鳥取，岡山， 福岡，長崎の各県はカリ飽和度

で基準値が設定されているので， CECを20me/lOOg
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都道府

県名

北海道

青森

宮城

栃木

千葉

標準施肥

111郵 r 標懲資醐材巴+

長野 標準施肥

富山

愛知 標l1J!施肥+資材

福岡 標準施肥 75% 

備考

小麦，大麦など

畑作物.CECの高低で区
分 16~21meの場合

転換畑 20meで95mg以上
100%減肥

作物全般
CEC 20meの場合
普通作物・非黒ボク土の場
合 140mg以上で減肥

普通作物として.カリ飽和度
で区分 CEC20meの場合

麦類壌~粘質土

CEC 20me以上
小麦の場合

愛類カリ飽和度で区分
CEC 20meの場合

-・・・・・・・・・・・・・・・・・冊目I・園田・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 表類

図 7 麦類における土壌カリウムの減肥基準例

としてカリウム含量に換算した.このように， 100%

減肥とする基準値はかなり l幅広いが，長野を除けば

概して 100mg以上とみられる.

土壌診断基準の上限値を超えた分を減肥する と

設定している県の基準値は，千葉県が 100mgを超

えているのを除いて，すべて 50~94111g の範囲にあ

る.また， 50mg以上で減肥とするのが 14道県(56%)

あり，千葉，神奈川，和歌山，鳥取の 4県を除く道

県では，少なくとも 75mg以上で、減肥が可能として

いる.

以上から，総じてカリウム減肥の指標値は 50~

75mgであり， 100%減肥の基準値は 100mg以上を

目安にできるとみられる.

4)花き

土壌リン酸の場合と同様，品目別に基準を設定し

ている道県は複数の基準例を示した(図 9) また，

本基準は，ほとんどの県が「野菜j の減肥基準と同

じ考え方で設定されている.

100%減肥 (100%減肥可能も含む)とする基準値

は，カリウム含量が 47mg以上(島根)， 50mg以上

(徳島)， 60mg以上(北海道)， 68~70mg 以上(青

森，岩手，秋田)，80~85mg 以上(栃木， 山梨，新

潟)，94mg以上(福岡・パラ)， 113mg以上 (福岡 ・

カーネーション)， 141mg以上(長野)となってい

る.なお，山梨，長野，福岡の各県はカリ飽和度で

基準値が設定されているので，CECを 20me/100g

としてカリウム含量に換算した

土壌診断基準の上限値を超えた分を減肥すると

設定 している県(千葉，神奈川， 愛知，和歌山)の

基準値はすべて 56~100mg の範囲にある . 減肥は

56mg以上での設定が 11道県 (58%)であり ，千葉

と神奈川の 2県を除く道県では少なくとも 70mg以

上で1液肥が可能としている

花きの種類別にみた基準では，青森でカーネー

ションのカリ要求度が高いとして，カリ飽和度の上

限値を 10% (パラ，キクは 6%) として区分してい

る.福岡でもカーネーションの減肥基準値はパラに

比べて高く設定されている.一方で，神奈川や高知

ではパラが高く，北海道でもキクの方が高めになっ

ている.このよ うに，現段階ではこれら 3種の花き

における減肥基準は不明確と考えざるを得ない.

以上，カリウム減肥の指標値は総じて 55~70mg で

あり， 100%減肥の基準値は 100mg以上とみられ，

「野菜」の場合とほぼ同じとみなされる.
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都道府

県名

北海道

青森

一一一一一一ーーー一一一ー

岩手 標準施肥

ーーーーーーーーー-ーーーーー・..

宮城

ーーー..ーーー...ー-ーーーーーーーーーーー・

秋田 標準施肥

-----ーー----------

山形

福島

茨城

栃木

千紫

神奈川

山梨

----------------ー事同..司事喝

長野 標準施肥
.........-砕

-・・・・・・・・・・・・・------------------

新潟 標準施肥

ー・..ーーーーーーーー-----・------------

石川

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・--------

愛知 標準施肥+資材

和歌山

岡山

徳島

愛媛

福岡

佐賀

長崎 減肥-100%

図 8 野菜における土壌カリウムの減肥基準例

備考

CECの高低で区分

20meの場合

CECの高低で区分

20meの場合

CECの高低で区分

20meの場合

CECの高低で区分

20~25me (施設畑)の場合

CECの高低で区分

20me(施設畑)の場合

CECの高低で区分

20meの場合

壌粘質土(CEC15~20me) 
の場合

カリ飽和度で区分

施設

カリ飽和度で区分

トマト，ナスなど(犠~粘質土)

カリ飽和度で区分

畑土壌として

カリ飽和度で区分

CEC 20meの場合

壌質土の場合

*標準施肥盆から残存盆を差し

引く

境貿土の場合

*上限{直を超えた分を減肥

カリ飽和度で区分
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都道府

県名

北海道

北海道

青森

岩手 | 標準施肥

秋田 | 標準施肥

標準施RE+
神奈川 l 資材

標準施肥 上限{直を趨えた分を減肥

備考

カリ飽和度で区分
20meの場合

カリ飽和度で区分。20meの場合
カーネーション

山梨

長野 | 標準施肥

新潟 | 標準施肥

臨 -川 [
図 画 置置 -， 
窟 IOOf~ ; ， 

県

50 

カリ飽和度で区分， CEC20meの
場合パラ，キク(全土壌)

カリ飽和度で区分
CEC20meの場合

CECの高低で区分
20~2 

愛知 標準施肥+資材 上限値を超えた分を減肥
20meの場合

愛知 標準施肥+資材 上限値を超えた分を減肥

和歌山

島根 | 標準施肥

徳島 | 標準施肥

上限1直を超えた分を減肥

67-100% 

分

壌質~粘質土の場合黒ボク土では
59mg以上で減肥

施設の場合

福岡 | 標準施肥 -E盟 150四Evo 100"" 

*標準施肥盆から残存起;を差し号|く

カリ飽和度で区分.20meの場合
カーネーション，ガーベラ，キク

福岡 | 標準施肥 留置軍医函 lIIl仇 l カリ飽和度で区分 20meの場合
パラ

図 9 花きにおける土壌カリウムの減)J巴益準例

5)果樹

土壊リン酸の場合と同様にとりまとめた(図 10).

なお，茨城，千葉，島根，愛媛は複数例を示した.

100%減肥 (100%減肥可能も含む)とする基準値は，

カリウム含量が 40mg以上(岡山，愛媛 ・壌質土，

長崎)， 47~60mg 以上(北海道，島根，徳島)， 70mg 

以上(秋田)， 80~85mg 以上(栃木，山梨，新潟) ， 

101mg以上(静岡)， 130mg以上(愛媛 ・黒ボク土)， 

141mg以上(長野)となっている なお，山梨，長

野，岡山，鳥取，福岡，長崎の各県はカリ飽和度で

基準値が設定されているので， CECを 20me/100g

としてカリウム含量に換算した.

土壌診断基準の上限値を超えた分を減肥すると

設定している県(茨城，千葉，神奈川，石川，愛知)

の基準値はすべて 28~75mg の範囲にある . また，

青森，千葉(ナシ ・黒ボク土)，山梨，新潟，石川|

の 5県を除く道県では，少なくとも 50mg以上で，

75mg以上では青森以外で，減肥が可能としている.

なお，青森では，カリウム含量 28mg以上で標準施

肥 (5kg)施用となっている.

品目別に減肥の設定をみると， リンゴが 47~

85mg (北海道，茨城，山梨)，ブドウが 45~75mg

(茨城，神奈川，山梨，愛知，鳥取)，ナシが 45~

60mg (茨城，千葉，愛知，鳥取)，ミカンが 35~75mg

(千葉，神奈川，静岡，徳島)であり，リンゴ>ナ

シ>ブドウ>ミカンの順に基準値が高い傾向にあ
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都道府

県名
保i考

北海道
標準施肥+

リンゴ・若木・成木
資材

青森

秋田

茨城

茨城
カリ飽和度で区分，

ナシ，リンゴ，カキ，

栃木 80-100% 
CECの高低で区分

20meの場合

千葉
標準施肥+ ナシ(黒ボク土)

資材 非黒ボク土では20

千葉 標準施肥+資材 i 標準施肥

神奈川 標準施肥+資材 標準施肥
20meの場合

ミカン

山梨
カリ飽和度で区分， 20meの場合

ブドウリンゴ モモなど(砂質土を除く)

長野 標準施肥
カリ飽和度の区分

CEC20meの場合

静岡 標準施肥 カンキツ

新潟 標準施肥
CECの高低

石川 上|制直を産自えた分を減肥
CECの8%を上限値とする

20meの場合

愛知 標準施肥+資材 上|浪偵を組えた分を減肥
カリ飽和度で区分， 20meの場合

ブドウ(巨峰)，ナシモモなど

鳥取
1粟司II施肥+

(資材)

島根

島根 標準施肥

岡山 標準施肥+資材

徳島

愛媛 標4皇施肥

愛媛 標準施肥 20~50% 

伝罰百シfI;

長崎 標準施肥+資材

図 10 果樹における土壊カリウムの減IIE基準例

る.また，土壌タイプ男IJでは，黒ボク土の基準値が

非黒ボク土に比べて高く設定されているが，県に

よってその値はかなり異なっている.

以上から，カリウム減肥の指標値は「野菜」や「花

きJ とほぼ同じく ，50~75mg ， 100%減肥とする基

準値は 100mg以上とみられる.

lI!I!.Ial 
カリ飽和度で区分， 20meの場合

ナシ，ブドウ，カキ

67-100% 壊質~粘質土の場合

67-100% 黒ボク土の場合

4.土壌 リン酸およびカリウムにおける

減肥の指標値および 100%減肥とする基準値

上述の 3. に基づき，土壌リン酸およびカリウム

における減肥の指標値および 100%減肥とする基準

値(案)を表 4に示 した.これらの数値はあくまで

も全国の減肥例を基に筆者自らが推定したもので

ある.
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表 4 土壌リン酸、カリウムにおける減肥の指標値と 100%減肥とする基準値(案)

成分 項目 果樹水稲 麦類 野菜

(一部大豆含む)

花き

初
一
上

-~一以

n
H
V
一

内

B
J

ヮ“一町
d

V
G
 

一す
-1
と

府
"
比
一
伺
い

日
町
一
棚
直

4
4
4
 

肥
一
的
準

減一

ω
基

酸ンH
Y
 

30~50 50~100 60~100 50~80 

100以上100~200 100~200 

(果菜類) (キク，カーネーション)

150~300 150~300 

カリウム 減肥指標値 30~50 50~70 50~75 55~70 50~75 

100%減肥とする 50以上 100以上 100以上 100以上 100以上

基準値

注 1)減肥指標値:減肥を考慮・検討すべき数値.

2) 100%減肥とする基準値:リン酸およびカリウムを無施用とする数値.

5. おわりに

実際の農業場面では，当該地域の栽培作物，栽培

形態，土壌の種類，圃場条件などを勘案して減肥す

べきである.本(案)はその際の一つの情報として

使っていただければ幸いである.
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