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軟弱野菜のハウス栽培における土壌熱水抽出性窒素を

評価した窒素施肥量の削減*

林哲央1.江原清2・木村文彦2.3
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ハウス栽培

1.はじめに

露地畑土壌における窒素肥沃度は一般に可給態窒素で評

価され，北海道では主に施肥前の土壌熱水抽出性窒素(以

下，熱抽N)に基づき窒素施肥量が決定される(北海道

農政部， 2010).一方，北海道のハウス栽培では無機態の

硝酸態窒素のみを土壌窒素診断の対象にしている(北海道

農政部， 2010). これは，ハウス栽培では硝酸態窒素が雨

や雪で溶脱せずに残存しやすいことから，また，一般にハ

ウス土壌では露地栽培土壌よりも無機態窒素濃度がはるか

に高いレベルにあるため，作物生育に影響を与える窒素供

給において熱抽Nの影響が相対的に小さいと考えられて

いることから，硝酸態窒素を評価することが優先され，こ

れまで熱抽Nの評価が相対的に重視されなかったことに

よる(林， 2011). 

しかし土壌診断技術の高度化とその普及によりハウス

土壌における塩類濃度は低下しており，施肥前の土壌硝酸

態窒素の残存水準も適正化の方向にある(東田ら， 2012). 

一方，ハウス土壌における可給態窒素は堆肥等の有機物の

施用により高まるが(片峯ら， 2001)，寒冷地である北海

道では堆肥施用の当年に十分に無機化せずに有機態で残存

する窒素が暖地より多いため 熱抽 Nが容易に高まりや

すい(林ら， 2009). これらの点から，ハウス栽培におい

ても，過去の有機物施用に起因して高まった熱抽 Nが作
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物の生育に大きく影響している可能性があり，これを評価

することが必要である.

ミズナとホウレンソウは北海道における主要なノ¥ウス軟

弱野菜であるが，概して硝酸イオン濃度が高く， これを窒

素施肥改善により低下させることの必要性が指摘されてき

た(木村， 2009). そこで，ハウス栽培における熱抽Nと

ミズナ・ホウレンソウの収量や硝酸イオン濃度との関係に

基づき，熱抽N水準別にこれらの軟弱野菜の窒素施肥量

を設定したので、紹介する.

2.本技術の概要

本技術は，ハウス土壌診断において従来の硝酸態窒素に

加え，可溶性有機態窒素である熱抽Nを評価して窒素施

肥量を決定したものである.熱抽Nが 100mgkg-1以上

あるハウスでは，夏秋まき作期のミズナとホウレンソウの

窒素施肥量を，現行の「北海道施肥ガイド 2010Jにおけ

る施肥量(北海道農政部， 2010)から各々 3gm-2削減で

きる.熱抽Nを診断するための土壌は堆肥等の施用前あ

るいは栽培終了後に採取する.

3 本技術開発の手順

1)試験方法

土壌はゆ 30mmの検土杖で深さ 20cmまで採取し風

乾後に分析した.熱抽Nは士:脱塩水比を 1: 10にして

1050Cで60分間オートクレーブ抽出後，ろ液を硫酸過

酸化水素で分解してアンモニウム態窒素を定量した.

ミズナは北海道内で「移植・中株栽培」と呼称される方

法(マルチ被覆後に移植，草丈45cm程度を目安に収穫)

で'.2009~2012 年の上川農業試験場内ハウス(褐色低地

土)と 26件の旭川市内の農家ハウス(灰色または褐色低

地土，いずれも水回転換畑)において栽培し移植後の栽

培日数は 27.3士4.3日であった.ホウレンソウは 2012年

に2件の農家ハウス(褐色低地土の水回転換畑)において

栽培し栽培日数は37.7::t2.6日であった.栽植密度はミ

ズナで44.4株m-2，ホウレンソウで約 100株 m-2であっ

た.窒素施肥は硫酸アンモニウムで行った.いずれのハウ

スも試験当年の堆肥施用は避けたが，前年に堆肥を施用さ

れたノ¥ウスがあった.ただし堆肥施用から試験開始まで

に数回の作付がされていたことから，堆肥中の窒素は窒素

施肥量として勘案しなかった.なお，本試験で用いられた

堆肥は主に家畜糞尿に由来し，多くは牛糞堆肥であった.

試験場内ハウスとホウレンソウ栽培の各ハウスは 4~10
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月にビニール被覆されており，冬期間は積雪下にあった.

ミズナ栽培の農家ハウスも概ね上記と同様に管理されてい

たが，一部に周年被覆されたノ¥ウスもあった.

上述した「北海道施肥ガイド 2010引Jでで、は施肥前の土壌

硝酸態窒素を 5印Omgkg-1ごとに刻んで

し各水準に対応して窒素施肥量を決定することにしてお

り (表3を参照照、)， これを「施肥対応Jと呼称する.試験

処理は各ノハ、ウスにおいて「施肥対応応、j どおりに施肥した区

を「標準施肥区J， そこから更に 3gm-2の窒素を削減した

「減 3g区J，同様に6gm-2の窒素を削減した「減 6g区j

とし 各作物の総収量と硝酸イオン濃度を比較した.ただ

し， ミズナ栽培の農家ハウスでは施肥前の土壌硝酸態窒素

が概して高く， I減 6g区jを設置できないハウスが多かっ

たため，これを検討対象から外した.

2)熱抽 Nがミズナ栽培に与える影響

試験場内において無窒素で栽培されたミズナをみると，

熱抽 Nの高い圃場で窒素吸収量が多かった (図 1左).中

株栽培ミズナの基準出荷収量は 3.3kgm-2であり(北海道

農協中央会他，2013)， この収量が得られたときの平均窒

素吸収量は 6.7gm-2であったが(データ省略)，図 1にお

ける窒素吸収量からみて熱抽 Nが 100mgkg-1を超える

土壌では，無窒素栽培で基準収量を得るための窒素が概ね

供給されるものと考えた.

このときのミズナの硝酸イ オン濃度は遅い作期ほど高

く，作期毎にみると春まき ・夏まきの各々において熱抽N

との相関が認められた (図 1右).硝酸イオン濃度は作物

の窒素栄養状態を反映しやすいため(建部， 1999)，無窒

素栽培した ミズナに対する熱抽 Nの影響は，硝酸イオン

濃度に現れやすいものと考えた そこで，窒素施肥量を削

減したときのミズナの総収量と硝酸イオン濃度への影響を
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作期別にみると，春ま き作期では窒素施肥量を削減するほ

ど減収し硝酸イオン濃度が他の作期より大きく 低下した

(表 1).一方， 夏まき .t火まきの各作期では硝酸イオン濃

度は窒素施肥量を削減するほど低下したが，総収量は[減

3g区」において「標準施肥区j と同等に得られた.

春まき作期のと きの平均熱抽 Nは75mgkg-1であり，

これは北海道の露地野菜畑における基準値である 30~50

mgkg-1より高かったが，熱抽 Nは有機態窒素であり ，

その無機化は土壌の温度に大きく依存する. このため，春

の低温期には無機化が進行しにくく，またミズナの生育期

聞が約 1ヶ月程度と短いため，熱抽 Nによる窒素供給が

十分に得られなかったものと考える.

以上のことから，春まき作期において熱抽 N レベルに

対応して窒素施肥量を削減することは，困難と結論した.

3)熱抽Nの高い圃場における窒素施肥量の削減

各農家ハウスで栽培されたミズナの総収量と硝酸イオン

濃度において，I標準施肥区Jと「減 3g区Jとの関係を図

2に示した.

熱抽 N が 100~150mgkg- l のハウスでは， 両区の総収

量が同程度であった. 即ち， 収量を低下させずに現行の窒

素施肥量より 3gm-2を削減することが可能であった.こ

のとき， 硝酸イオン濃度も同程度でトあったことから，高い

熱抽 Nのためにミズナの窒素栄養状態も低下しなかった

ものと考えた.

一方，熱抽Nが 150mgkg-1以上のハウスでは「減 3g

区」において総収量が低下する事例が見られ，窒素施肥量

を3gm-2削減したときに減収リ スクが生じることが示さ

れた. このとき，硝酸イオン濃度に処理問差は認められず，

また，土壌硝酸態窒素は何れのハウスでも 50~100mg

kg-1程度あったことから(データ省略)， I減 3g区Jにお

。
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区11 土壌熱水抽出性窒素と無窒素で、栽培したミ ズナの窒素吸収量 (左)・硝酸イオン濃度(右)との関係
不キは 1%水準で有意であることを示す

作WJ

表 1 窒素施肥量の削減が{乍期別にみたミズナの総収量と硝酸イオン濃度に与える影響

総収量 (kgm-2) 硝酸イオン濃度 (gkg-I)

標準施肥 減3g 減6g 標準施肥 減3g 減6g
春まき 5.04::t 0.84 * 4.72 ::tO.71 4.31 ::tO.69 2.63::t 0.88 1.78::tO.74 1.58::t0.49 
夏まき 4.63::t 0.56 4.62土0.61 4.15::t 0.79 6.15::t 1.50 5.25::t 1.25 4.46::t 1.25 
秋まき 3.55::t 0.66 3.50土0.53 3.35::t 0.82 6.49::t 1.37 6.17::t 1.25 5.25::t 1.20 

キ標準備差(春まき:11=10.夏まき :n=15，秩まき:11=11) 
**各作期における平均土壌熱水抽出性窒素 (mgkg-1) は，春まき :75，夏まき :51， 秋まき:52 
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いてミズナの窒素欠乏が生じて減収した可能性は低い.ま

た，これらのハウスにおけるミズナの収量は，概ね基準出

荷収量の水準には達していた 熱抽Nが 150mgkg-1以

上のハウスにおいて窒素施肥量を削減して減収した要因に

ついては，更に検討する必要がある.

4)ホウレンソウ連作時の窒素施肥の削減可能量

ミズナとホウレンソウはともに 1ヶ月程度の短期間で栽

培する作物であるが，直播栽培するホウレンソウでは，生

育に与える施肥窒素や土壌硝酸態窒素の影響が，移植栽培

するミズナより相対的に大きいものと想定した.そこで，

熱抽 N が 84~86mgkg- l の農家 A と，同 128~144mg

kg-1の農家Bにおける各ハウスでホウレンソウを 3作ず

つ栽培し，前項と同様の各処理区において総収量と硝酸イ

オン濃度を比較した(表2). 両ハウスで 6~10 月 に収穫

した各作とも，総収量は「標準施肥区」と「減3g区jに

おいて同程度であった.即ち， 3作の合計で9gm-2の窒

素施肥量を削減しても， 減収は認められなかった.

北海道の低地土におけるハウス栽培では，熱抽Nを1

mgkg- 1 高めるための堆肥施用量は 0.8~1.7 kg m-2程度

と見積もられる(林，2011).ハウス設置前の水田土壌の

熱抽 Nは一般に 30mgkg-1以下であることが多く，この

熱抽 Nが 100mgkg-1に高まるまでに，少なくとも 60

~120 kg m-2程度の推肥が施用されたことになる 准肥

1 kgm-2に少なくとも 5gm-2の窒素が含まれ，このうち

最大で60%程度が作物により持ち出されたと仮定しでも

(北海道農政部， 2010)，熱抽Nが 100mgkg-1のハウス

土壌には，過去に施用された堆肥に由来する窒素が 120~

240 g m-2以上残存することになる. この窒素の全てが作

6.0 土壌熱水抽出性窒素 。
時副 • ~100 mg kg-1 
王手 5.0 o 100~150 
主主

C 4.0 
o 150~ 

唱3.0
@ 

σコ
第 2.0 

1.0 
y = x 

物に供給される形態ではないが，各作で 3gm-2程度の窒

素施肥量を削減しても，減収する可能性はノトさいものと考

える.

なお，硝酸イオ ン濃度は，熱抽 N レベルに関わらず窒

素施肥量の削減により低下する事例が多く，また，["減6g
区Jにおける収量は各ハウスとも減少した

これらのことから，ホウレンソウ栽培における窒素施肥

量の削減が作物の窒素栄養状態に与える影響は， ミズナ栽

培時よりやや大きいと推察されるものの， ミズナと同様に

熱抽 N が 100~150mgkg-l 程度の土壌で栽培されるホウ

レンソウに対しても，収量を低下させずに現行の窒素施肥

量より 3gm-2を削減することが可能と考えた.

5)土壌診断のための熱抽Nの測定時期

ハウス土壌における熱抽 Nは年聞を通じて変動してお

り，堆肥を施用した後に高まり，栽培期間中に低下する

傾向にある(北海道農政部， 2013). そこで， 日高管内平

取町における 16件の農家ハウスで堆肥施用前 (2月上旬)

の熱抽Nと， 3~4 月 に堆肥を施用した後の栽培期間中 (5

月中旬， 7月中旬， 9月上旬， 11月上旬)の熱抽Nとを

比較した(図 3). これらのハウスにおける年平均の堆肥

施用量は 8.4kgm-2であった

各時期の熱抽 Nは堆肥施用前(図中の y=x)に対して，

夏期の 5~7 月 にかけて高かったが， 9月以降は同程度に

まで低下した

水田や畑地における可給態窒素は，土壌診断項目の中で

は経時変化が比較的小さい傾向にある(中井， 2003). 一

方，施設土壌では有機質資材の施用により可給態窒素が高

まりやすいが，その消耗も早いとの指摘があり(亀和田ら，

制懇 10.0 t • 
入 8.0 
+< 
蓄、マ量 6. 0 
護

Q 
4. 0 

凶
的bo 2.0 

主是 r y = x 
0.0 K ， ー ・ ー ・ ー ・ー・ 0.0 

o. 0 1. 0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 O. 0 2. 0 4. 0 6. 0 8. 0 

「標準施肥区」の総収量 (kgm-2) r標準施肥区」の硝酸イオン濃度 (gkg-1) 

図2 土壌熱水抽出性窒素水準別にみたミズナの総収量(左)と硝酸イオン濃度(右)における「標準施肥区j

と ii成3g区Jとの関係

表 2 窒素施肥量の削減が時期別にみたホウレンソウの総収量と硝酸イオン濃度に与える影響

農家 収穫日
土壌熱水抽出性皇室素 総収量 (kgm -2) 硝酸イオン濃度 (gkg-1)

(mgkg-I
) 標準施肥 i威3g 減6g 標準施肥 i成3g 減6g

A 6月 28日 84 1.15 1.18 0.91 7.08 1.86 1.82 

8月22日 86 1.18 1.19 0.88 8.32 6.70 3.96 

10月 17日 84 1.09 1.11 0.90 3.16 3.38 2.70 

B 7月 3日 144 2.90 3.08 2.19 6.56 5.20 4.90 

8月22日 134 2.62 2.61 1.86 4.84 3.72 2.66 

10月 10日 128 1.70 1.79 1.27 3.90 2.50 0.86 

注)各作付 ijlJ の土壌硝酸態窒素は 28~58 mgkg- 1
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表 3

土壌熱水抽出性窒素 (mgkg-1
)

土壌硝酸態窒素 (mgkg-1
) ~50 

窒素施肥量 (gm-2) 12 

注)新たに提案した内容に下線を付した.
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2000) ，堆肥を数年間連用 した土壌における可給態窒素は，

堆肥施用を中止した後に 1~2 年の短期間で大き く低下す

る (村上 ・金戸， 2011). また， 農耕地土壌における窒素

のうち，安定画分は土壌型の影響を，可給態画分は土地利

用の影響を強く 受け (Sanoetal.，2004)，短期的な有機態

窒素の無機化は易分解性炭素量に影響され (Yonebayashi

and Hattori， 1986)，長期的に見ても 同様の可能性が指摘

されている (Sanoet al.， 2006). これらのこ とから，大量

に施用された家畜糞尿由来堆肥に起因 して短期間で容易に

高まった熱抽 Nは，可給化しやすく栽培作物に吸収され

やすいが，低下も起こりやすかったものと推察する.

従って，熱抽 Nを診断するための土壌は，堆肥等の有

機物を施用する前， あるいは栽培終了後に採取されること

が望ま しい.

6)終わ りに

以上の結果に基づき， ミズナ栽培を例に具体的な窒素施

肥量を表3に示した.有機栽培において熱抽 Nの高まっ

た土壌では，熱抽 Nが 70mgkg-1以上のときに窒素施肥

量を削減できると の報告がある(楼井 ら，2013) 本試験

で検討できなかった 100mgkg-1未満のと きの窒素施肥対

応については，今後の課題である

4 本技術適用上の留意点

本試験は主に家畜糞尿堆肥の連用に起因して熱抽 Nの

高まった水回転換ノ、ウス (低地土) にて行われた.

謝辞:帯広畜産大学谷昌幸准教授，農研機構北海

道農業研究センタ ー上席研究員 岡 紀邦博士， 道総研中
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