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1. 沖縄県の主要土壊について

沖縄県の主要土壌は、 一般的には国頭マージ （赤黄色

土）、島尻マージ（暗赤色土）、ジャーガノレ（陸成未熟土）

の3土壌型に分類される。赤黄色土のうち、南北大東島の

石灰岩上に分布する土壌は、沖縄本島中北部や八重山地域

に分布する赤黄色土と母材および理化学性が異なるため

（久場， 1993；渡嘉敷， 1993）、本研究では「大東マージ」と

して位置づける。沖縄県の全耕地面積に占める割合は、国

頭マージ、島尻マージ、ジャーガル、大東マージがそれぞ

れ、 31.4%、40.9%、17.9%、2.0%である（久場， 1993）。以

下に、それぞれの土壌の特徴について簡潔に述べる。

I. 緒 論

1) 国頭マージ

本土壌は、沖縄本島中北部、久米島、八重山地域の洪積

台地、丘陵地、山地に広く分布し（図 I-1）、母材は国頭磯

層や千枚岩、 粘板岩、安山岩等の残積土壌である（川島，

1937：，松坂ら，1971；浜崎，1979：，足立・奥古聞， 1981）。土色

は赤黄色、土性は CL～LiC、受食性が高いため降雨により

土壌流出が発生しやすい（登）11・寺沢，1982；翁長・吉永，

1988；翁長・池原，1993）。酸性土壌で有機物に乏しく、 CEC

は10cmolc kg・＇前後、塩基飽和度は30%程度の肥沃度が

低い土壌である。（川島ら，1943；松坂ら， 1971：，足立・輿古

田， 1981；久場， 1993）。特に、新開地では可給態リン酸、可

給態ケイ酸に乏しし、（宮沢ら， 1981；石原， 1985）。下層土は
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図 I-1 沖縄県の土壌国



ち早急：で臨柏が大きく、通気性や透水性が恐い（登）I／・寺沢，

1982；石原， 1985）。

2）島民マージ

本土壌は、沖縄本島や宮古地域、八重山地域のIjZ土豆地に

広く分布する（図ト1：川島， 1937：，山間ら， 1972；浜崎，

1979；足立・輿古悶， 1981)。母材や生成過程については未

だ暁らかでなし、（浜時 1979；渡嘉敷， 1993）。琉球石炭岩や

古生層石灰岩上に分布するため、一般的には石灰岩の風化

ると考えられている (JI／烏 1937；松坂ら， 1971；足

立・輿古民 1981；永塚， 1985）。しかし、 lmの土層を形成

するためには少なくとも 100m以上の原さの琉球石炭岩が

風化しなければならないが、本土壌は土層の厚さが im以

上あることも多いことから、海成の非掴結i笠讃岩の風北土

壌であるという説（0J !IIら， 1972）、鉱物組成が風成慶に糠

めて類似していることから、 j鼠成麗由来の土壌であるとい

う説もある（井上・浴田， 1988）。土色は褐色～暗赤褐色、土

性は主に HC、pHは中性付近安示すものが多いが、

pH8前後のアルカリ性を示すものもある（窓， 1930；当U-1ら

' 1964；山間ら， 1972：，大震， 1976；大震， 1978；浜崎， 1979）。

有機炭素は県内土壌の中では高し、が 20g kg-I以下であり、

CECは 15～ 18cmolc kg-1強度である（宮城ら， 1965；足

立・奥古田， 1981；亀谷， 2006）。穣質のものは有効土層が浅

く、保7｝（カが低いため干ばつ容を受けやすい（主主）I／・寺沢，

1982；翁長・宜保， 1984；主主：名， 1991）。作土の物理性は良好

だが、下層土は屈4穏やち密度が大きく、気相や透水性が小

さい（石原， 1985）。また、本土壌中には数 mm～ 10mm 

程度の鉄マンガン結核が含まれることが多い（松坂ら，

1971）。

3）ジャーガル

本土壌は、沖縄本島中南部の小起伏丘陵地に主に分布し

（図ト1）、母材は第三紀の島尻層群泥灰岩（沖縄方言でク

チャ）である（平野， 1937;)I／氏 1937；松坂ら， 1971；渡嘉

1993）。土色は黄褐急～灰色、土性は主に LiC～ SiC、

遊離の炭駿カルシウムを含み、 pHは8前後である（当山ら，

1964；松坂ら， 1971：，渡嘉敷， 1993）。有機炭素は 10g勾寸前

後と少ないが、 CECは20～25cmolc kg-1恕疫、保ノ1（＇／＇生も
高く、本来土壌の中では最も肥沃な土壌であり（足立・輿古

田， 1981；久場， 1993；翁長・池原， lヲ93）、基幹作物であるサ

トウキビの生産性も高い（平野， 1937;)I／島ら， 1943；鎮西・

1973；大震， 1984）。ただし、湿器時に

塑伎が高く、乾燥すると硬化するため、易耕性が非常に惑

い（登山・寺沢， 1982：，亀谷， 2006）。また、多雨特には排水

不良になることも多く、こi二壌水分含量によって臨場管理作

業が制約されやすい（大城・東江， 1970；翁長・宜保， 1984;

石原， 1985）。

4）大東マージ

本土壌は、南北大東島の石炭岩上に分布し（図ト1）、母

材や生成過程については未だ不明である（阿部・福士，

1973；前島ら， 1997）。島尻マージと詞様に、石灰岩の風化

とする説もあるが、土層の厚さや反応が強酸性を示す

ことから、他の母材の可能性も指摘されている（阿部・福

1973）。土色は赤黄色、土性は HC、pHは強畿性を示す

ものが多し、（阿部・揺土， 1973；渡嘉敷， 1993）。土色と pH以

外の理化学性は島尻マージに類似している（久場， 1993）。

下層土は非常にち密で、 0J中式硬度計で30mm前後を示す

ことも多い（阿部・福士， 1972；渡嘉敷， 1993）。

以上のように、沖縄黙では狸化学A性が大きく異なる 4タ

イプの土壌が分布する（表ト1）。県内土壌について比較す

ると、ジャーガノレの肥沃度が他の土壌に比べて高いが（平

野， 1937;JI／鳥ら， 1943；渡嘉敷， 1993）、県外土壌に比べる

と全体的に杷沃度が低し、（平野， 1939：，大屋， 1984）。 1959

～1978年に実娠された地力保全基本調査では、国内こと壊の

生産力を I等級～N等級の「土壌生産力可能性分級j によ

り区分した。沖縄県内耕地面接のほとんどを占める普通畑

において、 74.4%がm等級（土壌的にみでかなり大きな作物

生産制設関子があり、かっ土壌悪化の危険性のかなり大き

い土i齢、 24.8%がW等級（土壌約にみて極めて大きな作物

生産制限因子または阻害昌子があり、かっ土壌悪化の危険

性が樋めて大きく、耕地として利用するには極めて困難と

認められる土地）であり（沖縄県農業試験場＇ 1979）、肥沃

度の低さをうかがし、知ることができる。

る要因はそれぞれの土壌により異なる

して有機物含量が少ないことが上

げられる（当ilJら， 1964；大屋， 1984）。土壌中の有機物は微

生物に分解されることによって、室奈やりンなどが無機化

し、作物への養分供給源となる（Fayes,2006）。木県土壊の

月巴沃度改善のためには、有機物施用が非常にE重要である。

2.沖縄壌の能生産性土壌改良！こ関する瞬存の研究

と述したように、沖縄県の主要土壌は肥沃度が低く、

様々な作物生産担害要部を有している。さらに、 1972年の

本土復帰後、農地造成や主主盤整備事業において、大規模な

切り盛りによる下層土の露出や、作土への下騎士混入が生

じた（主主：名‘ 1991）。特に、 ~Li±也に分布する国頭マージの切

表 I-1 沖縄県内こと壊の理化学性の概要

土壌裂 ニt色 こと性 pH 有機炭素＊ c正C紳

国議マージ赤霊童色 CL ～LiC 酸性 少

大東マージ赤黄色 HC 酸性 少

護主尻マージ碕赤色 トiC 酸性～アルカ1）性 少

ジャーガ）！，， 灰色 SiC～LiC アルカリ性 少

＊奥内土壌は全て10g kgゅ 1官官後、会留資遜矧平均iま40g kg 1 

（定点務霊堂3巡回のデータ。亀谷， 1995；小j渓 2000)

中

t:p 

大

その他の特徴

受食性が高い

下j翠土が獲しげ＊

下i翠土が使い幹事

芸告案井伎が怒い

特思議マージiま10cmolc kg-1前後、ジャーガJt;Iま20cmol,kg 1前後（久機， 1993)

時台ち密度25mm以上（渡嘉数， 1993)

2 



土による造成畑では、作土層が除去されで置土が表層

出したことや土壌侵食により、米造成熔に比べてよ也カが大

揺に低下した（表 I-2：喜名， 1991）。ジャーガルでも、造成

畑では米造成畑に比べてサトウキピが約 40% 減収した（~］

古ら， 19ss>o そのため、本二t復帰後、本県の｛民生渡性土壌

改良に関する研究が精力的におこなわれてきた（大域・浜

Jll, 1980；足立・輿古閏， 1981；久場， 1993）。その主なもの

は、リン離とケイカルの併用、クチャ客士、心こと破砕、酸

性矯正、有機物施沼である。

1) IJン酸とケイカルの併用

ジ（赤黄住土）は駿性土壌であり、リン畿、石

灰、苦土、ケイ畿等の養分も少なし、（当山， 1964）。また、臨

頭マージ地域では、主に改良山成工（切盛土による地形修

正安伴う工法）で農地造成がおこなわれ、造成後の表層に

下j翠土が露出したことから（翁長・吉永， 1988）、特に造成

制では五I絵態リン較が非常に低い（表ト2）。一方、沖縄県

の基幹作物であるサトウキどは、無機養分のうちケイ畿を

最も多く吸収するため（Ayres,1930）、ケイ酸含量が低いこと

壌では、ケイ酸貿肥料の施用によって増収する（Preez,

1970）。国頭マージは、可給態ケイ酸が島尻マージや

ジャーガルに比べて低く（大屋ら， 1989）、その結果、サト

ウキビ葉中のケイ畿含量が低くなり、離病性の低下iこよっ

て収量が低下する（亀谷ら 1989）。また、外開・宮良（1982) 

も、サトウキピ葉の主要病害発生率がllil頭マージで多く、

ジャーガルで少ないことを報告している。

そこで、国頭マージを対象に、リン酸とケイカルの併用

効果に関する試験がおこなわれてきた。我那覇・大J兵
( 1975）は、石上豆島の国頭マージ調場（pH4.4）で、サトウ

キピを対象作物として過リン酸石訳とケイカノレの多施泊試

験をおこなった。サトウキピ収量について、過リン酸石灰

10 Mg ha－＇施用区は過リン駿石灰 2.2Mg ha-1施用区に比べ

て有意な増加効果があり、平均して約20%増収した。過リ

ン酸石灰 10Mg ha-1 施用区と 20Mg ha－＇絡用区には有意な

差はなかった。ケイカルについては、 7.5、または 15Mg 

hピ施照によってサトウキビ収量は5%増加したが、然施用

の場合と有意な惹はなかった。しかし、サトウキ

ついて過リン酸石灰とケイカルの有意な交互作用が認めら

れた。同様iこ、沖縄本島北部の国頭マージ（pH4.8）におい

て、過リン駿石灰 3.6Mg ha-1、ケイカル 15Mg ha」の併用

によって、サトウキどが 30%増収した（宮城ら， 1979）。

宮城ら（1979）が供試した間接マージのトノレオーグ法に

よる可給態リン酸は検出限界以下であり、我那毅・大浜ら

(1975）の結果からも、当時の間頭マージは可給態リン酸の

欠乏が深刻な作物生産阻害要医で、あったことがうかがわれ

る。しかし、近年、可給態リン酸は増加傾向であり、特に

野菜tillや施設湘でその傾向が著しい。農耕地土壌の実態と

変化を明らかにする悶的で、県内農家臨場に 220点の定点

を設け、 5年 1巡として 1979年～ 1998年におこなわれた

土壌環境基礎調査（定点調資）の結果、金調査問場の可給

態、リン畿平均値は調査期間を通して有意に増加していた

（亀谷， 2006）。 4巡自の野菜畑や施設畑の可給態リン畿平

均値は、それぞれ 1745、2242mg kgぺであり、土壌診断基

（案）の 100mg kg-' （沖縄県農業試験場， 1979）を遥か

に結えている。定点調室は、 199ヲ年から土壌機能実態モニ

タリング調査として再編されたが、モニタリング龍王まにお

いても可給態リン酸の増加額向は続いている（閤吉・犠罰，

2004）。サトウキピ畑でも他の作物に比べて顕著ではない

が土努力日傾向であり、 l巡回の平均値80mg kg-1に対して4巡

自の平均値は228mg kg-＇と大きく改善した。しかし、 2010

年におこなわれた県内全域のサトウキピ畑（278悶場）を

対象としたこと壌診断結果では、百1給態リン酸について全体

の29%が依然として土壌診断基準（案）の 100mg kg－＇以

下であり（官民 2011）、今後も土壌診断に基づく適lEな施

肥管理が望まれる。

ケイカルについては、国頭マージにおいてサトウキビ収

量に効果があることが報告されたが、その施用必要最が

15 Mg ha－＇と多量で、あったため（宮城ら， 1979）、現場での普

及は進まなかった。しかし、近年、ケイカルよりも隠効の

高いケイ酸質肥料が開発されている（原田・田中， 2004）。

徳之島の国頭マージ関場における 2穫のケイ酸質肥料の効

果を比較した試験では、 4Mg ha－＇の施用により、サトウキ

どが 3作平均でそれぞれ 14%、25%増収した（I:町工・永EE,

2000）。サトウキビ栽培において、ケイ酸質肥料の効巣は

符検討すべき課題であろう。

2）クチャ客土

ジャーガノレの母材で、あるクチャ（島尻層群泥炭岩）は、

カノレ、ンウムさを；の塩基類に寓み、粘土鉱物は主にそンモリロ

ナイトでCECは20cmolc kgぺ以上を示すことが多い（J11島，

1943；渡嘉敷， 1993）。国結j支が弱く、容易に砕けることか

ら、沖縄県内では客土材として広く使われている（喜名，

1991）。

• ::E.域（1980）は、民頭マージ（pH3.9）の新開地に

クチャ告と 0, 200, 400, 600, 800 Mg ha－＇客ことし、 30cmの

深さに混合してサトウキピ栽培試験をおこなっ

pHはクチャ施用量に応じて 6.3～7.4まで上昇した。サト

ウキビ収量は、クチャの 400Mg ha-1客ことで 10%の増収と

表 I-2 陪頭マージの米造成対IIと造成畑の土壌化学位＊

；~喜さ pH 有機炭索 CEC 壊さ審飽和度 jjJ給慾＇）ン酸
j翠位

(cm) (H20) (g kどう (cmolc kg 1) （詰） (mg kg 1) 

Ap, 。～32 5.8 7.8 7.9 36.8 111 

米造成畑 Apz 32～46 6.3 8.3 7.8 42.7 49 

お 46～ 5.6 4.9 9.2 28.2 8 

Ap 。～30 4.5 1.9 9.0 10.2 7 
造成熔

c 30～ 4.5 0.7 7.6 7.5 ND＊ホ

キ：察名（1991）より作表 料・検出限界以下
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なり、それ以上では頭打ちとなった。｜可様に、当災・

(1981）の国頭マージ（pH4.4）における試験でも、クチャ

を400Mg ha-1客土した場合にサトウキビ収量は最も高く、

それ以上の施用では減収した。土壌 pHは、サトウキビ収

穫持でも pH7.8であった。サトウキピやの無機成分は、ク

チャ線用によってカルシウム、マグネシウム、カリウム含

量が増加し、クチャによる塩基類の供給効果がみられたO

E頭マージに対するクチャ客ことは、ホウレンソウ、カボ

チャ、インゲンでもその効果が報告されている（大城・浜Jll

1980）。

際質な島尻マージは、有効土層が浅く、作土直下（20～

30cm）から琉球石灰場が出現することも多い。保水性も乏

しいため、子ばっ寄を受けやすい（主芸名， 1991）。そこで、

有効土居の確保と保水伎の改苦＝を目的にクチャ客土がおこ

なわれている。島武マージに 900Mg ha-1のクチャを客土

した場合、サトウキビ栽培 1 作目では培~又効果はほとんど

みられなかったが、 2,3作目ではクチャ客土によってそれ

ぞれ7%,16%増収した（大城・浜川ラ 1980）。しかし、クチャ

は有機物を含まないため、一般にクチャ客土によって有機

物含量は減少する（客名 1991）。また、クチャ客土によっ

て保水性が高まる反面、客土fll.:の上回）Jllに伴って透水性や排

水性が感化し（吉永・111城 1984）、ジャーガルのような物理

性を示すようになる（吉永ら 1990）。本来の島尻マージ作

土は透水性が良好なため、ニンジンやカンショ等の被菜類

に適しているが、多量のクチャ客土をおこなった岡場で

は、排水性の惑化により根菜類の栽培が間難になる場合も

ある（大城・浜川， 1980）。

以｝二のように、クチャ客土の効果として、険性矯正、塩

基類の供給、保＊性の改善、有効土層の確保が上げられる

が、多量に客ことした場合は有機物合i立が減少し、物理性も

ジャーガルのように悪化する。そのため、栽培作物に合わ

せて適正量を客土すること、併せて有機物を十分に施用す

ることが重要で、ある。

3）心土破砕

一一郊の沖積土壌を除いて本県土壌は重粘土壊であり、下

腿二i二が全般にち密である。定点謂査の 4巡回（1994年～

1998年）の結果では、作目、土壌裂に関わらず、次表j習の

ち密度が山中式硬度計で 20mm以 i二あった（亀谷， 2006）。

特に、島尻マージや大東マージで、下国土のち密度は高く、

30 mmを超えることもある。土屈の深し、島尻マージを

リッパーで心土破砕したところ、下層土の隈相~t；が明らか

に減少し、サトウキどが子ばっ年で 31%、平年で 12%増加

した（大城・浜Jll,1980）。赤地ら（1994）は、巨頭マージ

をリッパーやパワーショベルで 60～80cmまで心土破砕

することによって、透＊性が改善し、土壌流出量も減少し

たことを報告している。このように、作物生産性ばかりで

なく表土保全の親点からも心土破砕は重要であるが、

含量の少ない下層土が作土に混入しやすいため有機物や土

壊改良資材の施用が必要で、ある（足立・輿古沼， 1981）。

4）酸性矯正

作物によって土壌の好適pHは異なるが、おおむね5.5～

6.5の範副である。（松中， 2003）。沖縄県の農耕地面積のう

ち、普通矧は 97.8%、11<:EEは2.2%であるが（沖縄県農林水

産部， 2009）、普通知｜では酸性土壌が 32.9%を占めるため、

酸性土壌による作物生産性低下は大きな陪題である（沖縄

県農業試験場， 1979）。沖縄県で市販されている酸性矯正

資料としては、炭酸カノレシウム（炭カノレ）が升交的であり、

炭カルによる酸性矯正試験がおこなわれてきた。

砂Jll・我男II謝（1969）は、石垣島の国頭マージ臨場で炭カ

ル施尽による駿性矯正試験をおこなった。強酸性の罰頭

マージ（pH4.3）を pH5.5、6.0、6.5（こ炭カノレで、矯正した後、

サトウキピを支植え栽培（10月に植付け、翌々年の 3月に

収穫）した。収穫時の pHはそれぞれ、 5.0、5.4、5.4（こ低

下しており、原顕として降雨による塩基類の溶脱やサトウ

キピによる吸収な挙げている。間様に、石垣島の国頭マー

ジ牧草地（pH4.8、CEC:6.7cmolc kg・1）における酸性矯正

試験でも、炭カルで、 pH6.5に酸性矯正した後ローズグラス

を栽培ーしたところ、 1年後に pHは4.9に低下していた（吉

野ら， 1986）。ポット試験でも、思頭マージ（pH4.7、CEC:

11.1 cmolc kg-1）を炭カルで pH5.8、7.2に酸役矯正して、

ロースグラスを栽培したところ、約4ヶ月後にpHはそれぞ

れ、 4.5、6.2に低下した（大屋ら， 1990）。キどを対象作物

としたポット試験でも、国頭マージ（pH4人 CEC 6.5 

cmolc kg・1）に対する炭カノレの酸性嬬正効果は約3ヶ月で6.4

から 5.2に低下した（Oyaand Khondaker, 1996）。

このように、炭カルは速効的で、ある反街、効果の持続性

が低い。木県の基幹作物であるサトウキピ i作の栽培期聞

は l年～ i年半と長いため、炭カノレでは 1－分な酸性矯正効

果を期待できない。そのため、酸性矯正は基本的な土壌改

良技術であるが、 o/!i＇にサトウキピ知lではほとんどおこなわ

れていない。定点調査の結果からも陣頭マージが主に分布

する沖縄本島北部地域と八重山地域において、交換性石灰

の減少傾向が懸念されている（悶吉・儀部， 2004）。また、

2010年におこなわれたサトウキビ農家の生育アンケート

調査および土壌診断の結果、生育が不良であると答えた農

家隠場のpHは、良好で、あると答えた農家磁場のpHより有

意に低かった（吉凶， 2011）。

土壌pHが抵いことにより、アルミニウムや鉄、マンガン

の可溶化、リン酸の可給性低下、カルシウムやマグネシウ

ムの不足、微f主要素の欠乏、微生物活性の低下等、穏々の

作物生育担害が誘凶される（松仁I",2003）。沖縄県における

作物の安定生産のためには、持続性の高い酸性矯正技術が

必須で、ある。

5）有機物施期

沖縄県内土壌の作物生育阻害要悶として、すべて

に共通して有機物含f誌が少ないことが上げられる。加え

て、高混多湿で有機物の分解消耗がj殺しい気象条件下にあ

り、本県土壌の地力維持増進には有機物1応用が不可欠であ

る（鶴吉イ諮問， 2004）。

県外土壌と比べて全窒素含iさが低いことから、 1930年代

に既に有機物施用の重要性が指摘されている（平野，

1939）。当時、沖縄県のコメ、ムギ類、マメ額等の単収は全

国平均の 112～ 1/4であり、我謝 (1940）は、その原留と

して腐植含量が乏しいことを挙げている。しかし、 i毎回吉原

料不足のため、当時の堆厩肥施用訟は 8.5Mg ha-1と少な

く、我謝 (1940）はよ詮寂；l巴の代替有機物として、緑肥の栽

培特性や肥効に関する試験をおこなった。｛共試された緑JI巴

は26種類あり、春播き緑肥ではクロタラリヤジュンシヤ

、八月区（ササゲ属）、問 1~｛－ （セスパニア

属）や宮古豆（ムクナ属）の収廷が高かった。これらの緑

肥鋤込みによってカンショが対照区より増収した。クロタ

ラリアは現在も県内全域で栽培されており、その他の緑肥

も主に宮古地域で殺指手lj}fjされている（宮丸， 2003）。

4 -



第二次大戦後の農業復興において、荒廃した農地の改良

対策は急務であり、有機物と化学肥料を併用した試験が多

くおこなわれた。縁日巴や堆REを基肥としてサトウキビに施

刑した場合、クロタラリアは堆肥と同等の効果があった

（沖縄県農業試験場， 1981）。 1963年には、サトウキビ、パ

インアップノレ、水稲の施肥基準において、堆肥をi応用した

場合の化学肥料減肥翠：が設定されている（沖縄県農業試験

場， 1981）。本土復帰後には、 1986年からジャーガノレにおい

て有機物長期連用試験がおこなわれた。 10年間のサトウ

キピ平均収最は、有機物施用区（化学肥料に加えて牛ふん

堆肥 30Mg ha・1連用）では、化学肥料区（化学肥料単用）

に比べて 12%の増収となった（比嘉ら， 2011）。しかし、有

10年後に有機物施用区は 12g kgヘ
化学肥料区は 11g kgぺとほとんど増加効果はみられず、土

壌物玉虫性についても陪様であった（沖縄県農業試験場，

1996）。国頭マージにおける堆肥施用試験で＝も、パガス域

肥 60Mg hどの施用によってソノレゴーは増収したが、

炭素の増加量は約 lg kg・Iとわずかであった（Kubaet al円

1989）。

このように、有機物施用による作物増収効来の報告は少

なくないが、本県土壌の改良効巣については不明な点、が多

く残っている。特に、土壌微生物性の改良効果については

ほとんど検討されていない。また、 1940年に農家の堆厩肥

投入量；が 8.5Mg ha・1と少ないことが報告されているが（我

謝， 1940）、定点課賓の 3巡沼にあたる 1989～1993年の県

内j制巴平均投入量も 8.8Mg ha・1で、あった（亀谷， 1995）。し

たがって、沖縄県では我が国の平均約な堆肥施用量 20Mg 

ha・1 （猪股， 2002）を施用することは劉難であると考えられ

る。事実、我謝（1940）も堆肥原料不足を指備している。さ

らに、嬬本ら（2004）によれば、沖縄県の流通可能な家畜

ふん由来有機物量は、耕種農家が必要とする有機物量を下

限ると試算されている。そのため、有機物施用を推進する

ためには、堆肥以外の有機物施用も重要である。幸い、沖

縄県では台嵐被容を避けるために泰から支にかけて休限期

間となる陸揚が多く、この期間に緑肥を栽培することがで

きる。しかし、縁肥と堆肥を比較した場合、科学的知見が

乏しいために、手間をかけて製造され、｛r怒絡も高い堆JJEの
方が土づくりに有効だ、と考える農家も多い。そのため、緑

肥利用をより推進するためには、将：：REと堆肥の施用効巣を

比較検討し、効来的な有機物！1主泊技術を構築することが必

要であろう c

以上のことから、沖縄県の低金産性土壌改良（リン酸と

ケイカルの併用、クチャ客士、心土破砕、畿性矯IE、有機

物施用）について、残された重要な課題は酸性矯正と

物施泊である。特に、有機物施mについては、クチャ客土

や心土破砕のデメリットとして有機物含量が低下するた

め、これらの土壌改良技術を補完するためにも重要であ

る。

3. 土壌有機物の効畏と土壌微生物の璽嬰性

土壌中で様々な働きをしている有機物は、大別すると微

生物などに分解されやすい易分解性有機物（微細な槌物残

さ、多糖類、アミノ畿、リグ、ニン等の非腐j漬物質）と、分

解されやすい有機物が微生物などによって分解された結

果、難分解性で安定物質として存在する腐植物質に分けら

れる（松中， 2003）。

易分解性有機物の存在量：は全有機物含量の 10～20%と

少ないが（Bradyand W巴ii,2008）、土壌微生物による分解過

程で窒素やリン等が無機化され、作物への養分供給源とな

る（松中， 2003）。窒素は、植物組織の構造単位であるタン

パク質や、光合成に不可欠なクロロフィル、妙、酸等、多く

の重姿な生体分子の基本的な構成成分であり、

が作物生育の制限因子となりやすい（Killham,1994）。これ

までに土壌からの窒素供給能の指標である可給態窒素と易

分解性有機物含量に正の相関があることは数多く報告され

ており (Jenkinson,1968; Manguiat et al., 1996；村問ら， 1997;

Ghani et al., 2003; Sano et al., 2006）、土壌肥沃度の言i!'filfiと

して易分解性有機物含量の評価l士重要である。

、土壌有機物のうち大部分は腐様物質であり、その

多くは粘土鉱物、鉄やアノレミニウム等と結合して安定的に

存在し、土壌中で様々な働きをしている（松中， 2003）。腐

植物質の増加は、陽イオン交換容量や団粒形成による保水

性の増加に寄与する（Bradyand Weilラ 2008）。

おいて腐植物費はアルミニウムと結合しやすく、アルミニ

ウムによる作物の生育陣容やりン酸の限定を軽減する（松

中， 2003；吉弘 2007）。イネの71＜.耕栽取において、 f釘楓物

(llJl;植酸やブノレボ酸）を施用することによって生育促進：

効果がみられたことも報告されている（長谷川・矢崎， 1988;

山田ら， 2002）。

以上のように、土壌有機物には易分解性有機物による作

物への養分供給効果と府組物質による様々な土壌改良効果

がある。どちらの効果も、土壌に施用された有機物が

微生物に分解されることによって発現する（西尾ら， 1988）。

そのため、ゴ二議微生物は土~UJE沃度の維持、増進に不可欠

であり（丸本， 1996;Cong et al., 2006）、沖縄県の低生産性

土壊改良においても、土壌物濯性、化学性ばかりでなく、

土壌微生物性にも務目することが必要である。

4. 土壌改良が土議微生物性に及iぎず影響

沖縄県の低生産性土壌改災における重要な課題は、設性

と有機物施府であり、これらの土壌改良技術が土壌微

生物性に及ぼす影響について評価する必要がある。

生物性は、バイオマス、活然、ブロラ（微生物相）の 3つ

の構成要素からなり、それぞれについて評価することの重

要性が提唱されている（堀， 1994；片山ら， 2005）。

1) 土壌微生物性の構成要素．バイオマス、活性、フロラ

（微生物相）

微生物バイオマスは、作物に対する可給態養分の貯蔵庫

と供給源であり、その変動に伴う養分の土壌中への放出や

取り込みを通して、作物生産やi也力維持に対して極めて重

要な役割を演じている（Sakamotoand Oba, 1991；丸木， 1996)0

Anderson and Domsch (1980）は、鉱質矧こと壌では lhaあた

り深さ12.5cmの土壌中の微生物バイオマスが含有する

108 kg、リン 83kg、カリウム 70kg lこも総

当すると述べている。微生物バイオマスは、土壌からの窓

素供給能の指標である可給態主主素と正の相模iがあることが

認められている（Hasebeet al., 1985；坂本・大礼 1ヲ93；関ら司

1996；村田ら， 1997）。

土壌呼吸活性や各種の土壌欝素活性は、土壌から作物へ

の養分供給に対して、より直接的に関係している。土壌呼

吸は、土壌中の生物による二酸化炭素の発生ない

吸収を意味し、土壌微生物の活性を最も直接的にjJ{IJること

ができる（Anderson,1982）。土壌if吸活性と微生物バイオ

マスには一般的にIEの相関があるが（Rosset al., 1980; 
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Sparling, 1981; Hasebe et al., 1985）、相慣がないという報告

もある（Frankenbergerand Dick, 1983; Sakamoto and Oba, 

1994：，堀ら， 2011）。その原患として、 Sakamotoand Oba 

(1994）は、間量の基質に対して糸状菌と締簡の炭素詞化率

が異なり、後者はより多くの二義変化炭素を発生するため、

糸状菌ノえイオマス／結i弱バイオマス比が土壌呼吸活性に大

きく影響することを挙げてし、る。

土壌欝索活性は、単に基質や微生物との関係を知るだけ

でなく、土壌中における有機物の代謝が正常に行われてい

るかどうかや、有機物の分解速度を推定するための有効な

手段である（ID問ら， 1985）。セノレラーゼは、基質のセル

ロースが高等植物の構成物のやで最も多い物震であり、土

にも多く存在するため、土壌の炭素代謝に重姿な役割

を担っている（金沢， 1994）。黒ボク土普通熔では、セル

ラーゼ、活性と易分解性有機物含量（熱水抽出炭素・セルロー

ス）に高い正の祁憶が認められる（問中ら， Wヲ7）。プロテ

アーゼは、土壌中の窒素代謝に関与する酵素で、タンパク

震を加水分解し、アミノ畿を生成する（金沢， 1994）。 71<133 

において、プロテアーゼ活性とバイオマス窒素の季節的変

動は罰様な傾向を示すことが報告されている（高橋ら，

1999）。ホスファターゼは、土壌中のリン代謝に関与する

酵素で、リン脂質等を加水分解し、リン酸を遊離する（金

沢， 1994）。この酵素は、微生物ばかりでなく植物根からも

分泌され、多種類のホスブァターゼが存夜している（金沢，

1994）。土壌中の可給態リン酸含盆が高くなると、フィー

ドパック組容がおこり、ホスファターゼ活性は低下する

（省食ら， 1980）。

ブロラ（微生物相）については、連作障害や有機物j応用

との欝速に着目した研究が多い。連作障害に関連するもの

としては、連作熔と輪作織では根両糸状簡相が異なること

（成田， 1983）、ダイズ連作畑では、連作年数が進むにつれ

て根閤細菌相の多様性指数が輪作熔より低くなること（片

山ら， 2000）、ホウレンソウ連作畑では根殴糸状菌相が単純

化すること（堀ら， 20llb）が報告されている。有機物施用

との関連については、以下の 3）で述べる。

フロラ（微生物祁）の解析手法として、高価な機器類が

必要ない希釈王手抜法は低コストであるが、分離および同定

に多大な労力がかかる（釘馬 2010）。分離した細諸につい

て、炭素源の利用パターンから簡易に河n::をおこなえる手

法もあるが（損山， 1996）、土壌微生物のうち協養可能な微

生物は全体の 1%程度であり（坂L1994；釘馬， 2010）、培養

過程を経る手法ではブロラの全体像を把握できない危続性

がある。 1990年代以降、培養過程を経ずに、土壌から抽出

したリン脂質ー脂肪畿、呼吸鎖キノンや DNAを基にフロラ

を解析する手法が開発された（片山ら， 2005；須賀・畳間，

2005；和郎らラ 2005）。やでも、 PCR-DGGE法は、基本的に

は電気泳動なので技術的には難しいものではなく、土壌か

ら直接抽出した DNAを鋳型に、 16SrDNA （細菌）や 18S

rDNA （糸状菌）領域を PCRで増幅した後、変性剤濃度ゲ

ル電気泳動（DGGE）をおこない、得られたバンドパター

ンからフロラを解析する。森本・星野（2008）によって、本

手法の詳細な解説がなされている。 DNA抽出から罰像解

析ーまでに要する時間は 2-3日間と短く、 DGGEゲノレ電気泳

動装置以外は特殊な機器も必要としない。このように、簡

便にフロラを解析できるため、 1997年以降、 PCR-DGGEf去
を用いた研究報告が増えている（須袈・豊田， 2005）。

以上のように、微生物性構成姿素である微生物バイオマ

ス、活性、フロラ（微生物相）は、それぞれが作物生産に

おいて重要であり、お互いに関連しあっている。土壌改良

（酸性矯正と有機物施照）が微生物性に及ぼす影響につい

て、この 3者を総合的に評価する必要がある。

2）酷性矯正が土壌微生物性に及ぼす影響

pHの変化に対して、土壌微生物の反応はー殻的な

化学位と比べて敏感である（Powlsonand Brookes, 1987）。

微生物活性は、駿性矯正によって一般的に土器加する。酸性

矯正による呼吸活性の場加は、耕地土壌（Powlsonand 

Jenkinson, 1976）、森林土壌（ Zell es et al., 1987）、草地土

壌（丸本ら， 1990）のいずれでも報告されている。また、

耕地土壌におけるプロテアーゼ活性（Haynesand Swi氏

1988）、森林土壌を供試した培養試験における添加有機物

の分解活性（Condronet al., 1993; Motavalli et al., 1995）の

増加も報告されている。

微生物バイオマスについては、クロロホノレムくん蒸法に

よりバイオマス全体を測定した場合と、直接検鏡法により

糸状菌バイオマスと細漢iバイオマスのそれぞれを測定した

場合では結果が異なる。クロロホノレムくん蒸法によるバイ

オマスについては、森林土壌の試験では、酸性矯正による

バイオマス主主素の増加（ノj、移／lら， 2001）と減少（Perssonet 

al., 1989；小柳ら， 2001）がそれぞれ報告されている。 8ヶ慌

の草地磁i場で援会役員長正後にバイオマス炭素と主主素を測定’し

たところ、全体の平均ではどちらもおよそ 30%:1"皆川］した

が、 2ヶ所では増減がみられなかった（Adamsand Adams, 

1983）。ニのように、クロロホルムくん蒸法によるバイオ

マスについては、微生物活性でみられたような一貫した傾

舟はみられない。

丸木ら（1990）の草地土壌な供試した家内培養試験では、

pH5の土壌を pH7｛こ炭カノレで、酸性矯正した場合、クロロホ

ルムくん蒸法によるバイオマス炭素は、矯正2日後に約

25%減少した。その後徐々に増加し、 20お後には矯正前と

陪等のレベルに回復したが、矯JE前と比べて増加しなかっ

た。一方、直接検鏡法で推計した糸状菌バイオマス

は、炭カノレ施用 5日後に約 60%減少し、その後やや回復す

る鎖向を示したが 20日後でも矯工E前の約 112～2/3で、あっ

た。それに対して純一筒ノtイオマス炭素は 5日後に急増し、

その後はほぼ一定で、 20日後には酸性矯正前の約 2倍に増

加した。このような駿性矯正による糸状商、細菌ノくイオマ

スの変動、すなわち微生物棺の変動はハクサイ

おいても報告されている（西尾， 1984）。 pH7に酸性矯正す

ることによって、十lミ翻土壌の糸状菌ノくイオマスは 1/3～1/2

に激減し、籾！菌ノミイオマスは詞等か約 20～30%上告加した。

間最の基質を手IJ沼した場合、糸状箇より細菌の方がより

多くの二酸化炭素を発生するため、細葱の割合が高くなる

ほど、土壌呼吸による二酸化炭素発生最は多くなる（丸本

ら， 1990）。これらのことから、酸性矯正によって全ノtイオ

マス量は必ずしも増加するわけではないが、糸状菌バイオ

マスは減少し、和ll菌バイオマスが増加することによって、

トータルとしては呼吸活性（二酸化炭素発生最）が増加す

ると推察される。

3）有機物施舟が土壌微生物性に及ぼす影響

微生物バイオマスの形成に大き

への炭素源の供給量である（丸本， 1996）。そのため、

物7応用は一般的に微生物バイオマスを増加させる（Hasebe

et al., 1984；青山・杉浦， 1991；新委・官民 1991，坂本・大羽，

1995; Azmal et al., 1996；高橋ら， 1999;Stark et al., 2007）。し
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かし、施服する有機物によって増加効果は異なり、易分解

性問i分（熱水可溶性有機物十セルロース・へミセルロース

十総タンパク貿）の多い有機物がバイオマス告と増加させる

効果が高い（Sakamotoand Oba, 1991)。堀ら（20lla）も、数

穏の有機物を施沼した培養試験で、クロタラリア菜施用区

のバイオマス増加堂が最も大きく、クロタラリア茎や牛ふ

ん堆肥施ffl区で、もバイオマスは増加したが、パークi登記施

用区ではバイオマス増加はほとんどみられなかったと報告

している。

有機物施用による微生物バイオマスの増加と共に土壌呼

吸活性も増加することが報告されているが（治sebeet al., 

1985; Kanazawa et al., 1988; Sakamoto and Oba, 1991）、障

者に正の相関がない場合もある（Sakamotoand Oba, 19ヲ4）。

そのような場合は、全ノ〈イオマス量がほぼ間最でも、糸状

菌バイオマス／綿菌バイオマス比が土壌によって異なり、

細菌バイオマスの割合が高い土壌では、土壌呼吸活性が高

かった（Sakamotoand Oba 1994）。このことは、 2）で述

べたように、向量の基費を利用した場合、糸状菌より細菌

の方が多くの二酸化炭素を発生する（丸木らラ 1990）こと

によると推察される。坂本・大羽（1995）によると、炭水化

物含量が多く粗タンパク含量が少ない資材（青刈りコーン、

麦わら、揺わら堆日巴）は、糸状蔚バイオマスを増加させる

ことで糸状菌ノくイオマス／締菌ノくイオマス比を増大させ、

逆に粗タンパク含量が多く炭水化物含量が少ない資材（豚

ぷん、やふん、午ふん堆肥、汚泥i制巴）は、糸状fおと細葱

バイオマスの両方を増加させることで両者の比をあまり変

化させない。また、微生物バイオマスと同様に、施用した

有機物の種類によって土壌呼吸活性の地力日量は異なり、ク

ロタラリア葉が最も二毅化炭素発生設をと増加させ、次いで

グロタラリア茎、牛ふん堆ll巴のl績で、あったが、パーク土佐肥

では二百変化炭素発生量はほとんど土努力日しなかった（堀ら，

201 la）。

土壌静索活性についても有機物施沼によって増加したと

いう例が多数報告されている。典型例をいくつか紹介す

る。稲わら堆IJEや家議ふんよ制巴施用によるセルラーゼ、活

性、プロテナーゼ活性の増加（山間ら， 1985）、牛ふんi枚目巴

施用による α繍クツレコシダーセ、活性の増加（奥村ら， 1998）、

ん施尽によるプロテナーゼ活性の増加（高橋ら，

1999）、牛ふん持£肥施尽によるセルラーゼ活性等の各種酵

素活性の増加（金j争問角， 2006）、ノレーピン施用によるデヒ

ドロゲナーゼ、活性の喰加（Starket al., 2007）が報告されて

いる。施用する有機物の種類による影響の違いについて

は、培養試験で同量（現物）の揺わらと熟度の異なる稲わ

ら堆肥（未熟・中熱・完熟）を添加した場合、セノレラーゼ

活性は稲わら添加によって最も増加し、稽わらの熟度が上

がるに伴って培加量は低下した（山田ら， 1985）。このこと

は、堆把化過程で、セルラーゼによって分解されやすい易

分解性両分が減少することによる。つまり、現物量として

は同じでも易分解性樹分量が減少したために、完熟稲わら

堆胞のセノレラーゼ活性増加効果が小さくなったと考えられ

る。また、 3穏の土壌（灰色低地土・細粒黄色土・黒ボク

土）を用いた枠試験によって、稲わら堆胞と豚ぶんオガク

ズ堆肥の施用効果を比較したところ、セノレラーゼ活性は全

土壌で＝豚ぷんオガクズ堆目白筋用でより増加した（山間・沖

盟主 1989）。ニの結果より、供試した稲わら堆隠より、豚ぷ

んオガクズ堆肥の易分解性額分量が多かったと推察され

る。

このように、有機物施用は微生物バイオマスおよび活性
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を増加させるが、その効来は有機物の種類、すなわち易分

解性樹分含量や炭水化物、粗タンパクの割合等によって異

なる。掘ら（200la）は、有機物を、主としてバイオマスを

増加させる有機物、バイオマスど呼吸活性の両者を増加さ

せる有機物、またそれらのいずれをもほとんど増加させな

い有機物に区分している。効果的に有機物施用をおこなう

ためには、土壌物理性や化学性ばかりでなく、土壌微生物

性に及ぼす影響から有機物を分類することも重要であると

考えられる。

微生物相については、上述のように施尽した有機物の種

類によって、糸状蔀ノ〈イオマス／細菌ノくイオマス上とが変イと

する（坂本・大羽， 1995）。希釈平板法による解析では、牛ふ

んの多量施用（100～ 1,000Mg ha・1）によって、施用 i年

後の大腸繭群数、蛮｛絡駿酸化菌数にはほとんど変化はな

かったが、細菌、放線蔵、糸状菌および嫌気性留は、化学

杷料区に比べて増加した（加藤ら， 1978）。連作障害が出や

すいテンサイやマメ類では、連作によって根擦の糸状菌相

の多様性指数が明らかに低下すること（松口・新聞， 1987）、

堆きゅう犯の施用によって連作に伴う糸状溺拐の単純化が

軽減され、糸状菌の多様性二指数と根重におおむね正の相際

がみられたことが報告されている（松口・新民 1988）。倍

養を経ずに微生物相を解析した事例では、呼吸鎖キノンの

多機性は、午ふん堆肥連用区では化学！肥料区より高かった

(Katayama et al., 1998）。同様な結果は、金漆・133角（2006)

によっても報告されている。土壊から直接抽出した DNA

を解析する PCIしDGGE法では、エンバク野生種の鋤込み

によって細菌相が多様化し、このことがトマト半身婆調病

抑制の一因であろうと考察されている（小長井ら， 2005）。

以上のように、有機物施用が微生物相に及ぼす影響につい

ては、養分供給との関連ばかりでなく、連作障害や1内容と

の関連にも務目されている。

5. 沖縄県の土壌徴生物性に関する既存の研究

沖縄県内には、母材および理化学性が大きく異なる

（［~頭マージ・島尻マージ・ジャーガル・大東マージ）が分

布するため、土壌微生物性についても土壌毎に異なること

が想定される。外間（1998）は、居頭マージ 37ヶ所、島民

マージ 39ヶ所、ジャーガノレ51ヶ所の畑劃場ーから表層 0～

10 cmの作土を採取し、希釈平板法で細菌、放線菌、糸状菌

数を識査した。供試した土壌の pHは、国頭マージが強酸

性～微畿性、島尻マージは酸性～アノレカリ性、ジャーガノレ

は中性～アルカリ性であった。細菌数は、ジャーガノレで

59.4×106 cfu g・1と最も多く、爵頭マージ、島尻マージの約

3俗であった（表ト3）。石沢・豊田（1964）による沖縄県

を除く国内各地の矧土壌表層土の細菌数と比較しでも、

ジャーガノレの細菌数は火山性および非火山性土壌の約3倍

と多い。放線菌数は、閣頭マージ、島尻マージは県外の非

火山性土壌の値とほぼ詞等で、火山性土壌の約 112であっ

た。ジャーガノレは、放線菌数も 11.2×106cfu g・1と県内土壌

の中では最も多く、火山性土壌に比べても多かった。一

方、糸状菌数は、医頭マージが 2.8xI05cfu gヘジャーガル

が2.0×105Cfu g・I，島尻マージが 1.2×105cfu g・1であり、締

菌数や放線菌数と大きく傾向が異なった。特に、島尻マー

ジの糸状葱数は、県外土壌と比較しでも約 1/2と少ない。

外間（1的9）は、土壌微生物の垂直分布についても希釈平

板法で調資をおこなった。田頭マージ、島尻マージ、

ジャーガルのそれぞれ4掴場の結果から、糸状菌数、細菌

数はおおむね20～30cm以下で激減した。県内；上限土壌の



表 I-3 沖縄県内知｜土壊と県外畑土壌の微生物数ネの比較（／g乾土）

土壌型 総菌（ x 106) 放線菌（× 106) 糸状霞（× 105)

国頭マージ（n=37）料 15.2 4.1 2.8 

島尻マージ（n=39）料 17.2 4.7 1.2 

ジャーガル（n=51)料 59.4 11.2 2.0 

火山性土壌（n=31 18.1 8.0 2.4 

非火山性土壌（n=27）＊紳 21.8 4.8 2.3 

志：希釈平板j去による表隠こ仁の微生物数

村：外関（1998）より作表 料末石沢・壁際（1964）より作表

作土j奈は20～ 30cmであるため、作j二と心土では微生物数

が大きく呉なることが推祭された。

｜二五百以外に県内土壌の微生物性については、ネコブセン

チュウ紡除に関する試験のー郊として、米ぬか混和と太i湯
熱処理が土壌微生物性に及ぼす影響や（IIl場ら， 2003;EH 

場・諸見盟う 2007）、アワユキセンダングサ煮沸抽出液絡用

が土壌微生物性に及ぼす影響（出場ら， 2010）について希

釈平板法で解析されているが、土J;}Jrm化学性や作物生産性

との関連については解析されていない。

このように、沖縄県の土壊微生物性に闘する研究は、希

釈IJZ板法による矢11見が数例あるのみで、これまでほとんど

おこなわれていない。土壌微生物lまことj~肥沃度の~HJ寺、増

進に不可欠であり（丸本ラ 1996;Cong et al., 2006）、県内土

i玄の）j記沃度改訴のためには、土壌物理性、化学I＇！：と併せて、
微生物性にi刻する研究が必要である。

6. 本政究の話的

本研究は、 ~I：純県の低生産·t1::1二溶改良について、残され

る殴性矯tE：と有機物施用が土壌微生物性

に与える影努を評価することを自的としておこなった。

活全性矯正については、第H主主で、強酸性土壌が広く分布

する南北大東島の普通畑における有機物分解および養分供

給能の実態、を解暁するために、南北大東島と県内他地域の

経過畑土壌における易分解性有機物含量の比較および土壌

化学性との関連を解析した。第皿:i'j'lでは、持続性のおし、酸

性焔正技術を擁立するために、南大東あの強酸性土壌（大

東マージ）において炭カルと粒砕石灰岩による酸性矯正が

サトウキビ収哉、土壌化学性および生物性（微生物ノくイオ

マス・土壌呼吸活作りに与える影科を比較検討した。

有機物施照については、第IV章で、ジャーガル（桂成未

熟二i二）の有機物長期連用試験殿場において、結肥と堆）j告の

連用が作物収拾と土壌の各種性質（物理性・化学性・生物

性）に及ぼす影響を比較検討した。土壌生物性については、

微生物バイオマス、主演｜呼吸活性、微生物相の解析をおこ

なった。第V京では、縁日記鋤込み後の微生物ノくイオマスお

よび微生物相の変動を解析し、これらの微生物性解析によ

る括穏適期評価の可能性を検討した。

-8-



江南北大東嘉土壌における審議物分解の縦揺要因および改蕃対策

1. 自的

南北大東島は、沖縄本島の東方約 360kmに位置してい

る珊瑚礁が議起した島で、ある。基幹作物はサトウキどであ

り、ほとんど単一栽培である（Ueno,2004）。

肥沃度の低い赤黄色土が農耕地稲積の約 82%を占める（沖

縄熊農業試験場， 1979）。 1984年～ 2002年のサトウキピエドー

均単収は、沖縄県全体の平均 64Mg ha-1に対して、南北大

東島の平均は 51Mg ha-1と低い（杉本ら， 2003）。

南北大東烏では土壌肥沃度改善のために有機物施用

要性が高いが、島内に議産業がほとんどなく、

が乏しい。また、離島であるため島外からの堆肥供給も殴

難な状況にある。そのため、クロタラリア等の緑肥やノくカ、

ス（サトウキピ搾汁後の残j査）等の製糖副践物が有機物と

して投入されている（金城ら， 2009）。有機物は土壊微生物

によって分解され、作物への養分供給源となる（Fayes,

2006）。しかし、南北大東島では、施照された有機物が数ヶ

月後でも土壌中に肉眼で観察されることがあり、沖縄県内

他地域に比べて有機物分解が遅いのではないか、との子らすが

農業関係者からとがっている。このことがサトウキピ低収

の一因となっている可能性があるため、南北大東おにおけ

る有機物分解の実態解明およびその改善を図ることは、サ

トウキどI削又に有益であると思われる。

本主言では、南北大東島の普通畑における有機物分解の実

態を解明する目的で、南北大東島と県内他地域の普通知土

壊における易分解性有機物合長の比較および土壌化学性と

の関連を解析した。

2. 材料および万法

沖縄県内の主要土壌は、土壌化学性を特性｛伎とした主成

分分析によって、大きく 4つの土壌援に分けられる（久湯，

1993）。すなわち、部頭マージ（赤災住土）、島尻マージ

（暗赤色土）、ジャーガル（｜窪成未熟土）と南北大東島の石

灰岩とに分布する赤黄色土（以下、大東マージ）である。大

東マージは、土色が赤英生であること、大部分が強鮫性で

あること、交換性カルシウムに；乏しいこと以外は、宮古島

等の石灰支雪上に分布する島尻マージと同様な理化学性を示

す（久湯， 1993；渡嘉敷， 1993）。本研究では、この 4種類の

沖縄県の主要土壌を対象に試験をおこなっ

1)供試土壌

大東マージを南北大東烏の 25農家!ill！場（普通知）か

取した。関係lこ、国頭マージは沖縄本島および石垣島、島

民マージは沖縄本島および宮古島、ジャーガノレは沖縄本島

のそれぞれ25農家間場から採取し、合計 100試料を供試土

とした。化学肥料トや有機物施期の影響が少ない作物栽培

跡、または栽培後期におよそ 5～ 15cmの深さの作土を採

取した。採取後、磁や植物残さ等を除去して風乾し、／レク

ヒア式土壌調整器（RK-4，大起理化）で 2mm 以下に粉砕

した。また、有機炭素および全主主素分析照として、

料の一部を遊主義型ボールミル（Pulverisette7,Fritch）で微粉

{ij戸した。

2）土壊化学性分析

供試土壌について、 pH（比0）はガラス電極法、 ECは 1:5

水浸出j宏、有機炭素はチューリン法、余窒奈はNCアナラ

イザー（NC-22F,i主化分析センター）による乾式燃焼法、百J

9 

給態、リン酸はトノレオーグ法、可給態窒素は保；昆静置法で測

定した（土壌標準分析・測定法委員会， 1986；土壌環境分析

法f編集委員会， 1997）。土壌有機物含量の指擦として、乾式

燃焼法による全炭素が一般的である。しかし、沖縄県内の

アルカリ性土壌（ジャーガルや磯費な島尻マージ）

カルシウムに富み（永塚， 1985；渡嘉敷， 1993）、乾式燃焼法

による全炭素では無機炭素も鶴定されてしまうため、

マージや大東マージと挙純に比較できない。そこで、

チューリン法による有機炭素宏測定した。

また、易分解性炭素含量をリン駿緩衝液抽出法（Sanoet 

al., 2006）によって澱定した。風乾土 20gを 100mLのポ

リ容器に取り、 1115mo! U リン離緩衝液（pH7.0）を 100

mL加え、 1時間接とう後、ろ過し、ろ液中の有機炭素を全

(TOC-V，島津製作所）で分析し、易分解性炭

素とした。

3）大東マージの有機物分解能と土壌化学性の関係

と記の大東マージ25試料を供試土壌、南北大東島で、結肥

としてよく利用されているクロタラリア （Crotalariajuncea) 

を抱民有機物として培養試験をおこない、大東マージの有

機物分解能と土壌化学性の関係を解析した。

生育盛期のクロタラリア地と部告と採取し、 70℃で乾燥

後、ウイレー型粉砕機（1029-JBS，古閃製作所）で Imm 

以下に粉砕した。クロタラリアの C府比は 18.4で、あった。

風乾土 20gに炭素換算で！詑土あたり 1%のクロタラリア

(0.43 g）を添加し、 100mLのUMサンプル瓶に入れて混

合後、水分条件を最大森7j(J泣の 60%として 30℃の暗所で

4週間培養を2連でおこなった。その後、 UMサンプノレ瓶か

ら土壌を取り出し、風乾後微粉砕して、

燃焼法で測定した。間様に、有機物を添加せずに培養した

土嬢の全炭素合室；を秘定し、議引くことによってクロタラ

リアの分解ネを測定した。その後、クロタラリア分解率と

(pH(H20）、 EC、有機炭素、全窒索、可給態、リ

ン酸、可給態窒素）の関係を解析した。

4）大東マージにおける酸性矯正が有機物分解能に及ぼす

有機物分解能を改善す『る対策として、酸性矯正が

マージの有機物分解能に及ぼす影響を明らかにするため

に、 3）と詞様に培養試験をおこなった。 3）で供試した大

東マージのうち、強駿性二ヒ嬢を 3試料選んで供試土壌とし

た。風乾土20gに炭酸カノレシウム 100mgと炭素換算で乾

ことあたり 1%の3）で供試したクロタラリアを添加し、 100

mLのUMサンフソレ瓶に入れて混合後、 ヒ記の条件で4週

間、 2J姿で培養した。対照として、炭酸カノレシウムを添加

せずにクロタラリアのみを添加して同様に培養した。 1実鼓

カルシウムの添加によって供試土壌が般性議正されたこと

を確認するため、培養前後に p狂信20）を測定した。 4週

間の培養後；こ、 3）と陪様にクロタラリアの炭素分解E容を測

定し、酸性矯lEの有無による炭素分解率を比較した。

5）酸性矯立がサトウキピ生警に与える効果

南大東島のサトウキピ畑作土（pH4.4）を採取し、水分

条件を最大容水量；の 45%として窓視で 14臼間前情義をお

こなった。その後、土漆を 2分して、一方には炭酸カルシ

ウムを乾土 ikgあたり 6g混合し、 5日開室長温で静置した。



炭酸カルシウム最は、 pH6.5 （こ酸性矯正するための必要量

を中和緩密曲線法（土壊環境分析法編集委員会， 1997）に

より求めた。

試験区は、酸性矯正なし十標準施肥区（－Cal区）、酸性

矯正あり十様準施肥区（十CalI玄）、酸性矯正なし÷窒素 2

倍区（－Ca2区）、酸性矯正あり＋主主索2倍区（＋Ca2区）の

4試験区、 3反復とした（表II-1）。－Cal、－Ca2区には炭駿カ

ルシウムを混合しなかった土壌を、＋Cal、＋Ca2区には炭酸

カルシウムを混合した土壌を 115000aワグネノレポットに乾

土換算で 2.2kgずつ充填した。－Cal、十Cal区にはさとうき

び栽培指針（沖縄県農林水産音fl,2006a）に基づき、函積か

ら換算したサトウキど夏植えの元肥施用量を、－Ca2、÷Ca2

尽には窒素を｛音量になるように硫安で追加して施用した。

サトウキビは、農林8号の l芽苗を iポットあたり 3本ず

つ横付け、麗外で適宜かん水し、 85日間栽培した（2011

6月7日～ 8月 31臼）。植付け 30日後には、サトウキどを

lポットあたり l本に調整した。栽培後に地上部を採取し、

乾物重を測定した。また、地上部窒素量を NCアナライ

ザー（NC鮒 22F,｛主化分析センター）による乾式燃焼法で測

定した（植物栄養実験法編集委員会， 1990）。

3.錨譲

1) こと壊化学性

pH(H20）は土壊裂によって有意な差があった（表II-2）。

大東マージは平均で、 5.4と低く、ほとんどが酸性であった。

次いで、閏頭マージ 5.9、島尻マージ 6.6の順であった。

ジャーガノレは平均 8.1で供試したすべての土壌がアノレカリ

性であった。 ECは全体的に低かった。有機炭素は、国頭

マージが 6.3g kg'1と他のこと壌に比べて有意に低く、

も0.9g kg'1と一番低かった。百］絵態窒素は、ジャーガノレが

45.8 mg kg・1と他の土壌と比べて有意に高かった。国旗

マージとお尻マージはそれぞれ27.6mg kg・！、 21.2mg kg・1 

であり、大東マージは 15.3mg kgぺで一番低かった。五I給
態リン畿は、試料毎のバラツキが大きく、ごと壌製による有

意な差はなかった。

1/15 mo! U リン酸緩衝液（pH7.0）で、抽出した易分解性

よって有意な蓋があった（図廷－IA）。

大東マージが 0.88g kg＇：と一悉多く、次いで島尻マージが

0.68 g kg＇＇、田頭マージが 0.44g kg・＇，ジャーガノレが 0.33

g kgぺで、あった。易分解性炭素が有機炭素に占める都合も、

よって有意な獲があった（fil!II-IB）。大東マージ

が 9.1%と一番高く、次いで埠頭マージとあ尻マージがそ

日ーl 試験区の構成

試験区炭山酸カルシウム化学肥料施用盤（gkg-1) 化学肥料施照盤（gpot-1) 

施用翠（gkg-1 ) N P205 K20 N P20s K20 

-Ca1区 0.0 7.4 3.3 3.3 16.2 7.2 7.2 

十Ca1区 6.0 7.4 3.3 3.3 16.2 7.2 7.2 

-Ca2区 0.0 14.7 3.3 3.3 32腎4 7.2 7.2 

+Ca2箆 6.0 14.7 3.3 3.3 32.4 7.2 7.2 

表II-2 供試土壌の化学性

pH 正C 有機炭素
土壌裂

(H20) (mS mゅう (g kg-1) 

大蒸マージ（n=25) 5.4土1.3a* 15.5± 6.3ab 9.8土2.5b

密室員マ…ジ（n=25) 5.9土1.3ab 12.8土15.9a 6.3土2.1a

島氏マージ（n=25) 6.6土1.4b 10.7± 3.6a 9.4：と1.7b

ジャーガル（n=25) 8.1太0.3c 21.4±12.7b 8.7念2.6b

＊累符号簡に5覧水毒薬で手苦言霊差あり

1.4 14 

a 
1.2 

Jt 1 0 
） 国

警護、、 1: 

0.6 

終 0.4 諸豊君 : 

0.2 車事 2 

0.0 。
大紫マージ菌室夏マージ玉造尻マージジャーガル

図II-1 土壌型による易分解性炭素含量（A）と

（呉
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会窒素 可絵態芸差索 可給態1）ン霊童

(g kg-1) (mg kg-1) (mg kg→） 

1.6土0.2c 15.3土 6.2a 108土 78a

0.9会0.2a 27.6土15.3b 300土305a

1.5：と0.2c 21.2土 9.7ab 262土470a

1.3土0.4b 45.8土18.6c 346こと377a

a 
(B) 

大褒マージ雲菌室翼マージ滋m.マージジャーガル

おめる割合（B)



れぞれ7.1%、7.4%であり、ジャーガノレが 3.9%と一番低

かった。

ジャーガノレの易分解性炭素含量と可給態窒素には、有意

な正の相聞があった（図 II-2）。しかし、それ以外の土壌に

ついては両者に有意な相関はなかった。

易分解性炭素が有機炭素に占める割合は、全供試土壌を

対象とした場合も、大東マージだけを対象とした場合も、

土壌 pH(H20）と有意な強い負の相闘があった（図II-3）。大

東マージの易分解性炭素が有機炭素に占める割合とその他

の土壌化学性（EC、有機炭素、全窒素、可給態窒素、可給

態リン酸）には有意な相聞はなかった。

2）大東マージの有機物分解能と土壌化学性の関係

大東マージを供試土壌とした培養試験によるクロタラリ

アの培養 4週間後の炭素分解率は、土壌 pH(H20）と有意な

相聞があった（図II-4）。pH(H20）に伴って炭素分解率は増

加し、およそ pH6.5以上で頭打ちとなった。その他の土壌

化学性（EC、有機炭素、全窒素、可給態窒素、可給態リン
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話会）とは有意な相関はなかった。

3）大東マージにおける駿性矯正が有機物分解能に及ぼす

影響

3種類の強畿性の大東マージを炭酸カルシウムで酸性矯

正し、培養試験をおこなった。どのこと嬢も培養前後の pH

は約 6で、あった（表E“3）。酸性矯Eしない対照土壌は、ど

の土壌も培養前後の pHは約4で、あった。

培養4週間後のクロタラリアの炭素分解率は、

でも酸性矯Eした場合に有意に精力日していた（還をII-3）。

性矯正によってクロタラリアの炭素分解率が、土壌Aでは

14.5%、土壌 Bでは 13.3%、土壌Cでは 4.9%増加した。

4）酸性矯正がサトウキピ生育に与える効果

pH(H20）、 EC、交換性カルシウム以外は炭酸カルシウム

による酸性矯正の有無によって、栽培前土擦の化学性に大

きな差はなかった（表II-4）。 85日間のポット栽倍後のサト

ウキビ地上部乾物重は、~楽施j有 f設が等しい場合には、有

意な差ではなかったが、駿性矯：iEによって約 15%増加した

II-5）。また、酸性矯正ありで窒素を標準：[1':£1jお用した

÷Cal区と酸性矯正なしでさま楽ーを 2倍長施尽した－Ca2区と

の間に有意な差はなかった。地 t部室奈設についてもよU!.L

部乾物重と同様な結果であり、窒素擁用量が等しい場合に

は、有意な差ではなかったが、酸性矯正によって約 30%増

Jmした。

4. 考察

1)供試土壌の pH

沖縄県内の主婆土壊である大東マージ、巨頭マージ、島

尻マージ、ジャーガルは、土壌型毎に pHが大きく呉なる。

大東マージと国頭マージは大部分が駿性、島尻マージは酸

性～アノレカリ性のものが含まれるがほぼ中性、ジャーガノレ

はアルカリ性である（久湯， 1993；渡嘉数， 1993）。本研究で

供試した土壌も、 pH(H20）の平均値が土壌型毎に大きく具

なり、大東マージと国頭マージが酸性、島尻マージがほぼ

中性、ジャーガルがアルカリ性とそれぞれの土壌の特徴を

よく反映していた（表H”2）。供試した大東マージの72%は

pH5.5以下の強酸性土壌で、あった。 pHが中性～アルカリ性

のものも一部含まれていたが、それらは石灰賞資材施用の

ると考えられた。

2）大東マージの易分解性炭素合震とまぎ給態窒素

大東マージは他の土壌に比べて易分解性炭素含量がぬ

かった（｜玄iII-1 A）。土壌中の易分解性有機物は作物に対す

表II-3 駿性矯1Eがクログラリアの炭素分解ネに及ぼす影響

｛共試
土壌州（H20) 炭素分解率

土1護
鍛性矯iE

（%） 培養前 培養後

なし 4.0 4.3 34.3土1.0
A 

あり 6調2 6.2 48.8土4.0*

なし ヰ.3 4.3 31.6土0.4
B 

あり 6.1 6.4 44.9土0.4開

なし 4.1 4.4 35.5土0.8
c 

あり 6.0 6.0 40.4太 1.1* 

へ閉それぞれ5弘， 0.1出水準で有意差あり

表日4 栽府前土壌の化学性

p行 EC 有機炭素可給態リン滋 CEC 交換性Ca

霊童箆矯正 （討20) (mS m→） (g kg寸） (mg kg-1) (cmolc kg-1) (cmolc kg-1) 

なし 4.4 16.6 11.5 162 12.6 2.4 

あり 6.6 38.8 10.1 188 13.2 10.3 

表H-5 酸性矯正および窒楽施用量がサトウキビに及ぼす影響

試験区 童全性矯正
窒素施煎塁塁 地上部乾物愛 地上部皇室索蚤

(g pot 1) (g pot 1) (g pot-1) 

-Ca1区 なし 16.2 24.2a米 0.15a 

十Ca1区 あり 16.2 28.0ab 0.19ab 

-Ca2!R なし 32.4 31.9bc 0.21bc 

十C昌宏区 あり 32.4 36.0c 0.27c 

宇：察符号慨に5弘水準で有慾蓬あり
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り（M註tsumotoet al., 2000）、易分解性炭

あることがこnま

多く報告されている (Jenkinson, 1968; Manguiat et al., 

1996；村田ら， 1997;Ghani et al., 2003：ラ Sanoet al., 2006) o 

そのため、玉三東マージは他の土壌に比べて可給態窒素も高

いことが想定されたが、可給態変素は大東マージが一番低

く（表Il-2）、易分解性炭素含廷と可給｝程変楽；こ有意な相関

もなかった（［玄III -2）。活河合f浅さま素は易分解性有機物の分

解・ 1際機化によるものであり、微生物バイオマスや微生物

ける（関ら， 1996;Zaman et al.ヲ 19卯； Tuet 

ジにおいて、易分解性有機物の多寡が

と関連していない原悶として、易分解性有機物

の分解が何らかの要問によって持制されているためではな

し、カミと

3）易分解性炭素が有機炭素に占める割合

易分解性炭素と有機炭素に高し、正の格闘があることが報

されており（Manguiatet al., 1996; Ghani et al., 2003）、

に占める割合は地域や土地利用形

同じであれば、ほぼ一定であると考えられる。しか

り、

く、次し、で［;!TI頭マージと島尻マージで

あり、ジャーガノレが一番低かった（関口ぺBLこのことは、

大東マージで易分解性有機物の分Wio活性が低く、ジャーガ

している。 Sanoet al. (2006) 

によると、全［~の非火山灰土畑（炉20）におけるリ

tl:lによる易分解性炭素が全炭素に占める

ジャーガノレはこの値よりやや低く、

マージ、島尻マージは約 6%と高く、大東マージは約 2

のflなであった。また、金城ら（2009）は、大東マージのNJS

tiil酸は元の槌物遺体の有機物組成の特徴を多く千了している

Rp~~腐櫛般が；まとんどであると

れらのことから、大東マー

く、府村［化が進行しにくいこと

占める都合は、

も、大東マージだけさと対象とし

pH(H20）と有意な強い負の相関があった

Adeboye et al. (2006）は、

と pH に負の相 I~号があることを報告している。

校lら（1985）の研究では、低 pHによって微生物？舌i!!JJが抑

制され、その結果、易分解性炭素含量が地力JJした。これら

のことから、大東マージでは土法 pHが微生物の分解能を

制限している可能性が考えられた。

ヰ）大東マージにおけること壌pHが有機物分解に及ぼす影響

pHが大JI［マージの有機物分解に及ぼす影響を明ら

かにするため、大東マージを111<試土壌としてクロタラリア

の分解試験を培養法でおこなった。クロタラリア

pHと有意な強い正の組閣があり（悶II-4）、低

pHによって有機物分解が抑制されていることが示された。

また、離・1・11:矯正によって、グログラリアの分解は促進され

た（表日輔3）。これまでに、

と (Amato and Ladd, 1992; Motavalli et aょう 1995）、

正によって有機物分解が促進されること（Powlsonand 

Jenkinson, 1976; Condron et aょう 1993;Motavalli et al., 1995) 

が報告されている。本研究でも、これらの報告と同様な結

果が得られた。大東マージでは、低pHが有機物分解およ

しており、それが司給議室奈の低さ

13 

につながっていると考えられた。また、大東マージの有機

物分解能はおよそ pH6.5以 tで頭打ちになっているため

（関口－4）、 i品J支な酸性矯正は無用であり、かえっ

を引き起こす懸念がある。

と

られた（沼III -2）。供試したジャー

ガノレの平均 pHは 8.1土0.3であり（表II-2）、このような中

性～アルカリ性の土壌で、は有機物分解の強容がなく、塁走報

と陪織に易分解性炭素含量がおいこと~で、可申合態、室奈が高い

ことが示された。

5）酸性矯正がサトウキピ生育に与える効果

Borden ( 1949）は、ハワイの酸性土壌（pH5.3）で、硫安

および硝離ナトリウムの培施試験をおこなった。

漉した試験！KのpHは4.4に低下したが、硝駿ナトリウムを

した試験区の pHは6.4に上昇した。この pHの違いに

より、供試した 15種類の作物のうち 14

きな設がみられたが、サトウキピではほとんど差がなく、

に強い作物であると報告されてい

pH4.4の強談性土壌でも2さ
ることによってサトウキどの地 l二部乾

し（表Il”5）、 pH6.6に

区との慌に有志：な差がなかった。 Borden

(194ヲ）の試験と同様に、十分な窒素供給があれば強綾性土

もサトウキピ1:1三育はJ5J1容されないことが確認された。

そのため、大東マージにおけるサトウキど低ll又は、低pHが

トウキビ生育を阻害しているのではなく、低pHに

らの養分供給が抑；IJIJされていること

以i：の結果から、大東マージでは低 pH が土J;j'.~微生物に

よる有機物分解を｜氾怒し、 j二j裳からの養分供給が抑制され

ていることが明らかとなった。また、畿性矯正によって有

機物分解が促進された。サトウキど生育も酸性矯正によっ

され、その原｜去｜は土壌からの義分供給がt自力llしたた

めであると徐察された。これらのことから、大東マージで

は土壊）JE沃度向！このために、絞性焔正によって土壌からの

ること

5. 護約

南北大束尚で、l士、 JJEi夫）交のfgい酸性土壌（大東マージ）

が広く分；；｛ffし、基幹作物であるサトウキビ単lJ又が他地域に

比べて低い。そのi京協として、 j二擦やの有機物分解が遅

く、有機物からの養分供給が抑Ml!Jされてし、る可能性が考え

げる有機物分

るため、大東マージと県内他地域の普通

対立土壌（国頭マージ、

易分解性有機物含哉の比較およ

pH 

をlfliJ［浸している

そこで、大東マージを供試土段、クロタラリアをfl主用有

機物としてt音養試験をおこない、有.f;;長物分解能と

性の関係を解析した。その結来、培養4週間後の炭素分解

pHと有意な正の相関があり、 pH増加に伴って分



解率は土器加し、およそ pH6.5以上で頭打ちとなった。他の

土壌化学性とは有意な相関はなく、有機物分解に土壌pH

が大きく影響していると考えられた。また、強駿f生の大東

マージを酸性矯正して開様に培養試験をおこなったとこ

ろ、クロタラリアの炭素分解率が酸性矯正によって 5～
15%増加した。

pHがサトウキビ生育に及ぼす影響を明らかにする

ため、ポット試験をおこなったところ、 pH4.4の大東マー

ジでも窒素を増施すればサトウキビ生育は抑制されなかっ

た。また、酸性矯正によって、サトウキピ地上部乾物重、

池上部室素量はそれぞれ約百%、約 30%増加した。

これらの結果から、大東マージでは低p況が土壌微生物

による有機物分解を阻答し、土壌からの養分供給が持制さ

れていること、酸性矯正によって有機物分解が促進される

ことが明らかとなった。サトウキピ生育も酸性矯正によっ

て促進され、大東マージで、は土壌肥沃度の向上のために、

按！生矯正によって土壌からの養分供給を促進することが有

効であると考えられた。

4A 
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班，題詩石服審による欝性矯iEがサトウキピi袈翠と土壌北学性・微生物性に及iます影響

1. 鴎的

作物によって土壌の好適 pHは異なるが、その範聞は概

ね5.5～6.5である。それ以下の酸性土壌では、アルミニウ

ム、鉄、マンガンなどの可溶化、リン酸の難溶化、カルシ

ウムやマグネシウムの不足、微量要素の欠乏、微生物活性

の低下等がおこり、作物生育に悪影響が生じる（松中，

2003）。沖縄県内の普通矧では、酸性土壌が 32.9%を占め

るため、酸性土壊による作物生産性の低下は大きな限題で

ある（沖縄県農業試験場， 1979）。

南大東島は、沖縄本島の東方約 360kmに位置している

珊瑚礁が隆起した島であり、農業産出額の約 80%は基幹作

物のサトウキどである（沖縄県農林水産部， 200針。 1967/68

～200112002年期までの 18年間のサトウキど奴量は、鹿児

よび沖縄県の全地域平均 61Mg ha-1に対して、阪大

東島の平均は 54Mg ha・1と低い（杉本， 2003）。南大東島で

は酸性土壌が農耕地面績の 83%を占めており（沖縄県農業

1979）、これが低級の一顕であると考えられる。

一般的な艶性矯正資材は石炭岩を原料とする炭酸カルシ

ウム（炭カノレ）である。形状はパウダー状で、土壌に混和

後、話妻役矯~効果が速やかに現れる。しかし、効果の持続

性が低いことが指摘されている。石垣島における試験で

は、強酸性土壌を炭カノレで、pH5.5、6.0、6.5に酸性矯正して

も、サトウキピ収穫ll寺（約 i年半後） ｛こはそれぞれpH5.0、

5.4, 5.4に低下しており、土壌診断基準（案）である pH5.5

～6.5を下割った（砂）1 I・我那覇， 196針。同様に、石垣島の

牧草地における酸性矯正試験でも、炭カノレで、 pH6.5に酸性

した後ローズグラスを栽精したところ、 l年後にpHは

4.9に低下していた（吉野ら司 1986）。サトウキどの栽培期間

は、春植え栽塙は約 i年（I月～ 3月に植付け、翌年2～

3月に収穫）、夏植え栽培は約 l年半（8月～ 10月に植村

け、翌々年 l～3flに収穫）、株出し栽培は約 i年

え、または夏植え栽培収穫後に再生茅を栽培し、翌年 1月

～3月に収穫）と長いため（沖縄県農林水産部， 2006）、炭

カルではト分な酸性矯正効果を期待できない。

青森県では、草地において酸性矯正効果の持続性を高め

るため、粗砕石氏支号（石灰岩を総粉砕したもの）による酸

性矯正試験がおこなわれた（蛤’島ら， 1992）。その結果、埼

~I 年目の pH より 4年目の pH が高く、総砕石灰岩による

酸性矯正効果の持続性が高いことが認められた。石灰岩は

沖縄県内でも豊富に産出され（中村ら， 2009心、採石工場Jも

各地に存在するため、酸性矯正資材として粗砕石炭殺の入

手は容易である。

本主主では、持続性の高い酸性矯正技術を線立するため

に、南大東島の強畿性土壌（大東マージ）において炭カノレ

と粗砕石炭岩による酸性矯正がサトウキビ収量、

性および微生物性（微生物バイオマス、土壌呼吸活性）に

与える影響を比較検討した。

2. 材料および方法

南大東島のサトウキど悶場（大東マージ、 pH4.l）にて、沖

縄県内で市販されている炭カルと南大東烏援の粗砕石灰岩

（販売名：砕砂，大進鉱業）による離性矯~効果を比較した。

供試した炭カノレは沖縄本島本部半島の古生代石灰殺を原料

としたものであり、組砕石灰殺は南大東島の古大東石灰岩

を粗粉砕した後、 5.5mmのふるいを通したものである。そ

れぞれの化学組成について表直－Iに示した（中村ら，

2009a；中キナら， 2009b）。

1) 炭カルと粗砕石灰岩の粒桂分布の比較

｛共試した炭カルと粗砕石沃岩について、ふるい分けに

よって粒径分布を調査した。使用したふるいの自開きは、

2.0, 1.0, 0.5, 0.25, 0.105 mmであった。

2）雪量性矯正がサトウキピ収量に及！ます影響

南大東島のサトウキピ翻場にて、炭カルと粗砕石氏殺に

よって酸性矯正した後にサトウキビを栽培し、鍛性矯~効

果の比較をおこなった。

試験区は、対照区（酸性矯正なし）、炭カル区（炭カノレ

12 Mg hど施用）、石灰岩区（粗砕石炭岩 12Mg ha・1施用）、

石訳宕 5f寺区（粗砕石灰岩 60Mg ha-1施用）、石灰岩 10倍

区（粗砕石j火岩 120Mg ha・1施用）の 5試験区、 i区 100m2 

の2反復とした（表I仏2）。炭カル阪の炭カル施用最は、供

試殴場の作土（拐をさ 0～25cm）を pH6.5に酸性矯正する

ための必要量を緩衝曲線法によって算出した（土壊環境分

析法編集委員会， 1997）。

2007年 9flに酸性矯正資材を散布し、ロータリで混合し

て酸性矯正をおこなった。対照区はロータリ耕のみをおこ

なった。 2007年 10月にサトウキど（Nil5）を様付けて夏

植え栽惜し、 2009年 lflにi収穫、その後再生芽を栽培する

株出し栽絡をおこなって2010年2月に収穫した。栽培管理

は農家慣行とした。 2009年 l万（酸性矯玉 16ヶ月後）と

2010年2月（酸性矯正29ヶ月後）に i区あたり 4畝×5m

のサトウキビを刈取り、収穫茎震を部定した。また、収穫

茎のや央部から液汁を採取し、直ちに手持ち屈折計で個場

ブリックス（糖度）を測定した。

3）炭カルと粗砕石灰岩が土壌化学性に及ぼす影響の比較

酸性矯正直前、資材施淘 0.5, 2, 6, 12, 16, 23, 29ヶ

月後に、試験反内の 6ヶ所から、表聞の l～2cmを取り

除いた後に、作土をスコップで採取し混合した。擦や植物

残さを除去して風乾し、ルクヒア式土壌調整器（RK蜘 4，大

起理化）で 2mm以下に粉砕したものを供試土壌とした。

表lll-2 各試験尽の酸性矯~資材施用量

試験区
炭カル 粗砕石灰岩

表lll-1 経性矯正資材の化学組成（%）＊
(Mg ha 1) (Mg ha→） 

対照12.S: 。 。
CaC03 MgC03 Si02 Al203 Fe203 

炭カル区 12 。
炭カル 97.9 0.7 0.22 0.08 0.03 石灰岩区 。 12 

粗砕石炭岩 73.5 24.8 0.19 0.09 0.03 石灰岩引き区 。 60 

＊：中村ら（2009a,2009b）から作表 石灰岩10倍区 。 120 
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採取したすべての土壌について pH(H20）、交換性カルシウ

ムおよび交換性マグネシウム、可給態リン酸（トノレオーグ

法）を分析し、サトウキビ生官接期（艶性矯lE12, 23ヶ月

後）および収穫後（酸性矯正 16,29ヶ月後）の土壌につい

よって可給態窒素を分析した（土壌環境分

析法編集委員会， 1997）。

ヰ）粉砕石灰岩による駿性矯正が土壌微生物性に及ぼす影

駿性矯lE資材施用 12,29ヶ月後に、対照区と石灰岩 5

区のfノド土を採取し、乾燥させないように摘物残さや撲を徐

去し、 5mm のふるいを通して当日 ~1=1 にクロロホルムくん

蒸－J:rliil¥法で、バイオマス炭素を分析した

1997）。抽出液中の有機炭楽の

炭素計（TOC-V，島津製作所）によりおこなった。また、

l二記土壌を 20g採取し、 0.5mo! U硫酸カリウム 50mL 

を加えて30分援とうした後にろ過し、ろ液中の有機炭素を

同様に鴻定して;Jく溶性有機物とし

土漆l呼吸活性を測定するため、上記のごと擦採取n:1rに 100

mLの採土管をmいて各区 6ヶ所（3ヶ0r×2反復）から作

ごとを採取した。採取当日中に、採土管のj二郊のブタを開け

て、 j直ちに500mLのスチローノレ搾ピンに入れて密栓し、そ［

沢らの方法（二！二主主標準分析・ lJl日定法委員会， 1986）に準じ

て24A1f'l]f］ごと壊l呼吸詰（：酸化炭素発生日）を測定した。

3. 結果

1)炭カjしと粉砕石灰告の粒怪分布の比較

炭カノレは0.105111111米if.f.jの：i：立予11'I 00%で、ありパウダー状

であったが、組1171し石炭岩は 0.105111111 米￥f.~jの粒子が 5%、 2

mm以上の粒子が 44.8%であり、様々な粒径の粒子ーが含ま

れていた（表Ill”3）。

2）酸性矯正がサトウキピ収量に及ぼす影響

対！？長区のサトウキ

出し栽l"2i-C39 Mg ha・1であった

たが、炭カル｜支では対！？な区に比べ

て夏櫛え栽治で 9%、株/J"1し栽:i::g.で 6%地収し、株出し栽:rg:
において培収Ill：が低くなった。石灰岩区は2作とも 11%

ii又した。石灰岩 5, 10倍区でも 2作の平均でそれぞれ 15,

14% 土台収したが、 J；）~カノレ！玄と異なり、株出し＃Sl!:J:b＝の）jがよ

り地収した。 i砲It易ブリックスについては、試験区間に大き

られず、反植え栽J音でも株出し栽培でも約 22%で

あった（データ者｜格） c 

表Ill-3 炭カルと1：社株石灰岩ーの粒径分；｛j] (%) 

炭カjレ 組砕石灰岩

0.105mm未満 100.0 5.0 

0.105mm～0.25mm 
＊ 

0.0 5.9 

0.25mm～0.5mm 0.0 8.6 

0.5mm～1.0mm 0.0 13.4 

1.0mm～2.0mm 0.0 22.3 

2.0mm以上 0.0 44.8 

3）炭カjしと籾砕石灰岩がこた壌化学性に及！ます影響の比較

際性矯正資材施用後の作土 pH(H20）は、対照区では試験

Wll討を通して平均 4.1と低く挽移した（限阻ぺ）。炭カノレ区

では、施用 0.5ヶ月後には pH5.9であったが、 12ヶ月後に

はpH4.9に低下しており、さらに 29ヶ月後にはpH4.6に低

下した。組1i1i＂石灰岩を炭カノレと同長施用した石灰岩区で

は、試験期間の平均 pHは4.4であり、酸性矯正効果は低

かった。：阻砕石灰岩を炭カルの 5f音量施照した石灰岩 5倍

区と 10倍量施用した石灰岩 10倍区では、試験期聞を過し

てpHが高く保たれた。石灰岩5倍区では、施用 0.5ヶ月後

はpH5.5と炭カル区より劣ったが、 6ヶ月後にはpH6.0に上

昇しており、その後もpH6.3～7.0で推移した。試験期；誌の

平均 pHは6.2であった。石灰岩 10｛吉区では、施用 0.5ヶ

月後に pH5.9と炭カル区と同等であり、施用 12ヶ月以降は

pH7.0以上で推移し、 29ヶ刃後の pHは7.7、試験期間の平

均 pHは6.6であった。

交換性カルシウムは、酸性矯正前はすべての試験区で

0.5～0.7 cmolc kg・ ！と低かった（民凶佃2）。炭カル区では施

｝日 0.5ヶ月後｛こは 12.4cmolc kg・1と大きく j二男ーしたが、施用

6ヶ月後には 6.2cmolc kg・1と半減した。 ・)j、粗砕石灰岩

を施用したすべての試験区で、炭カル区のような急激な減

少はみられず、試験Wl聞を過して増力11傾向であった。ま

た、粗砕石氏場の施用誌に伴って増加去は大きくなった。

交換性マグネシウムは、炭カル区で、は試験J-(:JJ11.ljを通じて対

照区と大きな差はなく、 0.5～0.8cmolc kg・1と低く推移し

た（民斑－3)0 4 方、粗砕石灰岩aを1応用したすべての試験区

で、 j応用後に交換性マグネシウムが増加した。また、交換

性カルシウムと同様に、試験］~j問を過して地｝Jll傾向で、あっ

石灰苦土上ヒは、厳約二矯正吉1Jはどの試験区も約 iで、あっ

たが、炭カル広では脳外i0.5ヶ月後に 17.0と非常に高く

なった（表m”5）。その後、徐々に低ドしたが、施用 29ヶ

月後でも 7.0であった。石灰岩区では、 I.I～1.4、石灰岩

5, 10倍I玄で、は 1.4～1.7と対照｜乏に比べてややおく推移し

た。

可給態リン酸は、酸性嬬lE前はどの試験区も約 100mg 

kg・lで、あり、施Jtj2ヶ月後には全体的に 70～ 80mg kg・1 ｛こ

減少した（は］Ill-4）。対照区、炭カル区、石灰岩区では、そ

の後大きな変化はなかったが、石灰岩 5, 10倍区では上自力II

した。施m29ヶn後には、石灰岩 5倍｜自立 106mg kg・1、

10 f；~：区は 132 mg kg・ iであり、その他の試験｜玄に比

べてi己的冶った。

百［給態室奈は、炭カル区と石灰岩区は対照｜玄と大きな差

はなかったが、石灰岩 5, 10 ｛音 12<~は他の試験区に比べて高

表Ill-4 サトウキピ収量および収量指数持

mz鐙（Mgha 1) 収愛指数
試験区

夏様え 株出し 亙植え株出し 平均

対照区 80土 0.4料ぬこと3.3 100 100 100 

炭カjし(;g 87土 1.7 41土6.9 109 106 108 

石灰岩区 89土 2.8 43±1.6 111 111 111 

石灰岩5倍区 85土 0.4 49土8.8 106 125 115 

石灰岩10倍区 88二七11.4 45土2.0 110 117 114 

ホ・0.105mm以上0.25mm未満、以下同様
＊ω対照区を100とした場合 林平均値±標準偏差

16 



きくなり、特に直径 imm未満の粒子は速やかに諒解する

と報告している。本試験で供試した粗砕石沃岩は、直径 l

mm未満の粒子が 32.9%、1mm以との粒子が 67.1%で、あっ

た。そのため、炭カルとは異なり、土壌中で速やかに溶解

する粒子と、緩やかに溶解する粒子Aが含まれると考えられ

た。

南大東島のサトウキビ個場（大東マージ、 pH4.l）におい

て、炭カノレと松砕石灰岩による酸性矯正効果の比較を夏植

え栽培および収穫後の株出し栽培（I作）でおこなった。土

壌pHは、炭カノレ区で、は}j伝用後徐々に低下し、夏被え栽培後

（施用 16ヶ月後）には施用 0.5ヶ月後に比べて 0.9低下した

（鴎湿－1）。石垣島における試験でも、炭カ

おこないサトウキピ夏植え栽培後に、 pHは0.5～ 1.1低下

した（砂川・我那覇， 1969）。石垣島の年平均降水量が 2,100

～2,200 mmと多く、溶JI見作用や土壌浸食によって塩基成

分が損失していることと、作物による織基の吸収が原因と

された。本試験でも、炭カル区で、は夏植え栽培後の交換性

カルシウムが施用 0.5ヶ月後に比べて半減しており（図版－

2）、 pH低下の主な）京医iはカルシウムの溶脱や作物による

吸収であると考えられた。 一方、粗砕布灰岩を施用した区

では、どの試験区で、も試験期間にpHの低下はみられず、

植え栽培後の交換性カルシウムは施用 0.5ヶ月後に比べて

増加した（図ID-Iラ 2）。これらのことから、組砕石訳岩は炭

カルに比べて緩やかに溶解し、駿性矯正効果の持続性が高

いことが明らかとなった。しかし、炭カルと河量の粗砕石

灰岩を施泊したお！火宕区では試験期間の平均pHは4.4であ

い傾向にあった（図ID-5）。試験期間の平均は、対照区 15

mg kg・1 iこ対して、石炭岩 5, 10倍尽はどちらも 21mg kg・1 

で、あった。

4）粗砕右灰岩による酸性矯正が土壌微生物性に及ぼす影

粗砕石灰岩施用 12ヶ月後のバイオマス炭素は、石灰場 5

｛音区が対照区に比べて約 70%高かった（隠恋心A）。しか

し、 29ヶ月後には石灰岩 5f吉区の方が低かった。バイオマ

ス炭素と異なり、二酸化炭素発生還；は、施用 12ヶ月後も

29ヶ月後も石灰岩 5倍区が対照区に比べて高く、対照IRに
対してそれぞれ2.6倍、 2.9倍で、あった（罰ID-6B）。石灰岩

5倍区の水溶性有機物は、施照 12ヶ月後は対照区の約 2/3、

路用 29ヶ月後は約 1/2であった（鴎ID-6C）む

4.考察

1) 炭カjレと粗砕石炭岩による酸性矯正効果の比較

炭カルは、パウダー状で酸性矯正効果が速やかに発現す

るが、効果の持続性が低いことが指摘されている。そこ

で、本試験では酸性矯正効巣の持続性を高めるために、石

をffi粉砕して 5.5mmのふるいを通した組砕石武岩在

住！二試した。炭カノレと粗砕お灰婦の粒度分布を比較したとこ

ろ、炭カルは0105 111111未満の粒子が 100%であったが、

組砕石灰岩の粒子は 0.105111111未瀧～ 2mm以 kまで綴々

であった（表ID-3）。中村ら（2009a）は、石灰岩の溶解試

験において、石灰岩の粒子直径が小さくなれば溶解率が大
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酸性矯正資材施用後の石灰苦土比表皿－5

0.5ヶ月後 6ヶ月後 12ヶ月後 16ヶ月後 23ヶ月後 29ヶ月後施用前

1.0 1.2 1.2 1.1 1.5 1.0 1.1 

7.0 6.9 11.2 10.2 12.4 17.0 1.0 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.4 1.3 1.0 

試験区

対照区

炭力ル区

石灰岩区

石灰岩5倍区

石灰岩10倍区

1.4 

1.5 

1.4 

1.6 

1.5 

1.6 

1.5 

1.6 

1.5 

1.4 

1.7 

1.7 

0.9 

1.1 

一←対照区

→←炭力ル区

→・一石灰岩区

「企一石灰岩5倍区

4量一石灰岩10倍区

200 

T' 150 
凶
」‘t
bD 

E 
通100

入

桜
本E
ta 

50 

30 24 18 12 6 

。。
資材施用後月数

ロ対照区

図炭カル区
回石灰岩区
図石灰岩5倍区
・石灰岩10倍区

酸性矯正資材施用後の可給態リン酸図ill-4

35 

30 

5 

20 

10 

25 

15 

（
－

Y
凶

E
）
山
市
側
様
相
帯
貯

29 23 16 12 

。

資材施用後月数

酸性矯正資材施用後の可給態窒素

（パーは標準偏差を示す）

口。

図面－5



80 
図対照区

」't
60 

） 国E 

・石灰岩5倍区

蝋j区i 
40 

『〈
[Y 

＋、マヤ 20 
司.，，.
、、

。
12 29 

-L 25 
、c五、r二. 

20 
」't

回対照区

・石灰岩5倍区

~ 15 

廿刷種R｛ 10 

制3区; 
5 

ム、ーJ 

鐙 。
11 

12 29 

350 
回対照区

300 ・石灰岩5倍区

Jt 250 
E' 
~ 200 
王軍

意150

記 100

使争4 50 

。
12 29 

資材施用後月数

図ill-6 酸性矯正資材施用後のバイオマス（A）、呼吸活性（B）、水溶性有機物（C)

（パーは標準偏差を示す）

り、十分な酸性矯正効果は得られなかった。また、粗砕石

灰岩を炭カルの 5倍量および 10倍量施用した石灰岩 5,10 

倍区では、施用 29ヶ月後のpHは、それぞれ7.0,7.7で、あっ

た。サトウキピ畑の土壌診断基準（案）はpH5.5～6.5で

あるため（沖縄県農業試験場， 1979）、適正な粗砕石灰岩施

用量については、今後、詳細に検討する必要がある。

2）粗砕石灰岩による酸性矯正が土壌化学性に及ぼす影響

炭カル区で、は交換性マグネシウムの増加はみられなかっ

たが、粗砕石灰岩を施用した区では、交換性カルシワムば

かりでなく、交換性マグネシウムの増加もみられた（図皿－

3）。大東諸島の石灰岩はドロマイト質のものが多く、沖縄

諸島の中では特異な石灰岩である（中村ら 2009b）。供試し

た粗砕石灰岩は古大東石灰岩を原料とするもので、 CaC03

を約 74%, MgC03を約 25%含む（表皿 1）。供試した炭カ

ルは沖縄本島本部半島の古生代石灰岩を原料とするもの

で、鉱物組成はカルサイトのみであり、化学組成は CaC03

が約 98%でMgC03をほとんど含まない（表ill-I）。このた

め、炭カル区と異なり、粗砕石灰岩を施用した区ではカル

シウムばかりでなくマグネシウムも供給された。また、土

壌診断基準（案）の石灰苦土比は 2.5～3.5であるが（沖縄

県農業試験場， 1979）、炭カル区では施用 0.5ヶ月後で 17.0、

29ヶ月後でも 7.0と基準値を大きく超えており（表ill-5）、

塩基バランスの偏りが懸念された。粗砕石灰岩を施用した

石灰岩 5,10倍区では、施用前は約 lで、あったが施用後 1.4

～1.7であり、基準値の下限には届かないものの石灰苦土

比の改善がみられた。

粗砕石灰岩にリン酸はほとんど含まれないが（中村ら，

2009b）、石灰岩 5, 10倍区では他の試験区に比べて可給態

リン酸が増加した（図ill-4）。本試験では、可給態リン酸を

トルオーグ法で測定したが、 トルオーグリン酸とカルシウ

ム型リン酸には正の相闘がある（津高ら， 1984）。石灰岩 5,

10倍区ではカルシウムの供給により、カルシウム型リン酸

が増加した可能性があり、今後、酸性矯正資材の施用によ

る土壌中におけるリン酸形態の変化について明らかにする

必要がある。

言うまでもなく、窒素は作物に生育にとって重要な養分

であり、可給態窒素は土壌からの窒素供給力の指標である
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1997）。 高114］・渡海（2008）；士、

黒ボク土における試験で作物収量に対する影響が最も大き

かったのは可給態章表であると報告している。石灰岩 5,

10倍区の試験期間の可給態窒素平均値は、対照区 15mg 

kg・lに対してどちらも 21mg kg・1と高く（図I仏5）、このこ

とがサトウキど増収のイ還であると考えられた。

3）粗砕石灰岩による畿性矯正が土壌微生物性に及ぼす影

微生物バイオマスと土壌呼吸活性

には、正の相関があるという報告と（Rosset al「 1980;

Sparling, 1981; Hasebe et al., Iヲ85）祁関がないという

がある（Frankenbergerand Dick, 1983；掘ら， 201la）。本試

験では、対照区と石灰岩5俗区のバイオマス炭素と一

り大きいにもかかわらず、バイオマス炭素は対照｜玄が石j天

5倍区より大きく（区IIIIゐA,B）、両者の~j係は 12 ヶ月
後と 29ヶ月後で異なった。ところで、 12ヶ月後の石灰岩

1.7倍であり、

より大きく現れていた。同廷の基＇£1[を利用した場合、糸状

毘iよりMn菌の方がより多くの二酸化炭素を発生するため、

くなるほど、土i裳呼吸による

くなる（丸本ら， 1990）。酸性の草地土壌における

試験では、駿性鳩正した場合、く

より減少したが、

増加した。加えて、駿性Jiil正によっ

状認バイオマスは減少し、細菌バイオマスは増加した（丸

ら， 1990）。これらのことから、石灰岩 5倍区では酸性矯

正によって荊l江主iバイオマスの割合が明加し、その結果ノくイ

たりの呼吸活性が唱力IIしたと推察された。石炭坑‘

｜玄より高いこと（鴎IIIづ）、石灰

5伝子区は土壌微生物の恕質となる／刻表l"l：有機物がおlm~区
より低いことも（図凶ゐC)J二三己の推察を支持している。施

用 12ヶ月後の石炭経 5倍i玄の pHは6.3、29ヶ月後の pH

は7.0であり（悶III-I）、 29ヶ刃後にはその傾向がより強く

現れたと考えられた。ハクサイ根｜さl土壌においても、

pH6.8の土壌を pH7.4に駿性縞疋することによって、糸状

菌バイオマス／細部ノえイオマス比が LOから 0.3に低下して

おり（西尾， 1984）、中性付近の pH変化でも土壌微生物十日

には大きく影響すると推察された。

4）酸性矯正がサトウキピ収量に及ぼす影響

けるサトウキピ夏植え栽培試験では、

：ナ時に炭カノレで pH6以 i二に酸性矯ますることに

よって 7～ 8%増収した（砂川・我那毅， 1969）。

では、サトウキど収量は能性矯正によって増加する傾向が

みられた（表III-4）。炭カ／レ[Rでは対照区に比べて

培で 9%、株出し栽培で 6%の線i奴で、あったが、株出

において増収量が低くなっており、話会~~E.矯正効果の低下が

された。 ー方、石灰岩 5, 10 f吉区では株出

いてより増収となっており、酸性埼正効果の持続性がうか

がわれた。また、南大東j誌では近年カボチャ栽培が増加し

ているが、＇§ 15"島における駿性橋正でカボチャが 18%増収

したという報告があることから（ノj、禄ち 1989）、離性矯：正に

よってカボチャの増q又も期待できるc

5）炭カjレと粗砕お灰岩の資材コストの比較

資材コストについては、炭カノレは 400円／20kgの袋詰め

で販売されており、 1tあたりの価格は 20,000円である。一

方、粗砕石灰岩は道路の路盤材を製造するときに副次的に

生産されるもので、 j毎砂等の1-1t＇＼手品としてトン単位で販売

されている。県内の採石工場によって価格は異ーなるが、お

おむね 1tあたり 1,000～4,000円で、ある。；坂売形態、が異な

るため単純に比較できないが、粗砕石灰岩による

の資材コストは、必、姿路用量が多いことを考慮しても炭カ

ノレより小さいと考えられる。

本試験では、 pHの持続性や作物のll又［塁；性およびコスト

を勘案すると、キil砕石灰岩を炭カルの 5倍：ill:施服した石

灰岩5倍i玄が後れていた。ただし、炭カルと関長の粗砕石

灰殺を施周した場合には、 十分な駿性矯lE効果が得られな

いこと、逆に5｛去最では試験後半にpHの土壌診断基準値を

るなど、今後、適正な粗砕石灰岩の施用法について

詳細に検討する必要がある。また、般l'IJ:矯正によって微生

物活性が増加し、ゴ二壌中の水溶性有機物が減少したため、

と併せて有機物施用なおこなう必要があると

5. 繋約

、民変性矯正技術を路交するために、南大東島

の強酸性土~J （大東マージ）において炭カルと紐砕石灰岩

による駿性矯正がサトウキピlJj(fil:、二！二段化学ti：および微生

物性に与える影響を比較検討した。

炭カノレと粗討しそ［成岩の粒度分布を比較したところ、炭カ

ルは0.105111111未満の粒子が 100%であったが、粗砕石灰＊＇

の粒子は 0.105mm未満～ 2mm以上ーまで様々であり、粗M"
で速やかに溶解する粒子と、緩やかに溶

fWする粒子が含まれると考えられた。

炭カノレ区で、は、施JJ0.5ヶ月後には pH5.9であったが、

その後速やかに低 1ごし、 29ゥ月後には pH4.6で、あった。組

1111"1=1 I天殺を砲mした区では、 pHは施帰後徐々に！？昇a し、

株主引火岩をiJ足カノレの 5在日誌、 10ff§丑施j脅した区では、試験

場｛おのpHはそれぞれpH5.5～7.0、pH5.9～7.7で推移し

!Jt（：仰の石灰＊が Fロマイト費で、あったため、組砕石灰岩宇告と

胞mした｛ぎではカノレシウムばかりでなくマグネシウムも供

され、石灰苦土上との改？容がみられた。また、 ト／レオーグ

法による可給態リン酸は、他の試験区に比べて石灰岩 5,

10倍[Rで上告加がみられ、組砕石灰岩からのカル、ンウム供給

によりカルシウム型リン般が増加した可能性が考えられ

も石灰岩 5, 10倍区が｛也の試験区より

傾舟にあり、試験場開の平均は、対照区 15mg kg・ iに対し

て、石武岩 5, 10 f吉区はどちらも 21mg kg・1であった。

よって、石灰岩5街区の土壌呼吸活性は対照

区に比べて施用 12ヶ月後は 2.6倍、 29ヶ月後は 2.9倍と

なった。呼吸活性と異なり、陪時期のバイオマ

それぞれ 1.7倍、 0.7倍で、あった。これらのことから、石灰

5倍［Reは、酸性矯正により制度、iノくイオマスの割合が増

加し、その結果バイオマス当たりの呼吸活性が増加したと

された。土壊微生物の基質となる水溶性有機物は対照

区に比べて石灰岩5倍区が｛尽くなっており、酸性矯正と｜弓

時に有機物施）おが必要さであると考えられた。

サトウキピ収量は畿性矯正によって増加する傾向がみら

れ、炭カルl玄では対照区に比べて

6%の増収であったが、石灰岩 5,10 
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おいてより増収となり、対照院に比べて、平均でそれぞれ

15, 14%増収した。

このように、総砕石灰岩による酸性矯正は炭カルに比べ
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て持続性がおく、有効であることが明らかとなった。ただ

し、適正な粗砕石灰岩施用量および有機物施用について、

今後検討する必要がある。



N. 鐸絶と堆肥の適用がジャーガルの各種性質に及ぼす影響

1. 罰的

沖縄県では有機物施用において、堆）Jr.;ばかりでなく続開

も広く利用されている（宮丸， 2004）。 fill￥.島県であるため堆

IJEを安価に入手することが困難な地域があること、台風被

害を避けるため春から夏にかけて休間期となり、結肥を栽

培しやすいことがその主な理由である。また、緑肥栽培に

よる土壌流出防止効果が報告されており（Nagumoet al., 

2006；営丸らう 2008a）、本県土壌の地力維持増進において縁

組の重要性は高い。

しかし、有機物の種類により作物収量や土壊の理化学性

に及ぼす影響は異なるため（高儒・i待合， 1983；北村・久保

田， 1985;J二沢， 1991：ラ卒中谷らラ 1994；村田ら， 1997）、本県に

おける縁胞と堆肥の連用効果も異なることが想定される。

7)< II! (2000）は島尻マージ（時赤色土）における緑胞

の長期連用で、カルシウムやマグネシウムの補給やカリウ

ムの減肥などの必要性を指摘している。緑ll巴手｜！用を推進す

るためには、本県土壌で、も縁肥の連用効果や注意点を明ら

かにする必要がある。また、有機物施用がこi二壊生物性に及

ぼす影響については物理性および化学性に比較して知見が

少なく（堀ら， 201la）、有機物の民期連用がこと壌生物性へ及

明らかにすることは、有機物施用の意義を明ら

かにする i二で、重要で、ある。

緑肥連用による効果や注意点を明らかにする

ことを図的として、ジャーガノレ（陸成未熟二i二）の有機物迎

用試験問l場において、結IJEと推肥の連用が作物収量と

の各種性質（物理性・化学性・生物性）に及ぼす影響を比

較検討した。土壌生物性については、坂（1994）の提唱に

基づき、クロロホルムくん蒸一抽出法による微生物ノくイオ

マス、 1二J;t)i呼吸活性、 PCR-DGGE法による微生物総（フロ

ラ）の解析をおこなった。

2.材料および方法

1)試験区および栽培概要

沖縄県fJll~Jj市の沖縄県民業試験場（現沖縄県農業研究セ

ンター、糸満市）で 1986年に試験を開始した有機物連防試

験悶場を対象として試験をおこなった。本劉:lJ¥jでは、 1986

年～ 1995年の 10年間はサトウキビ栽培で試験をおこない、

その詳細は比嘉ら（2011) によって報告されている。 1996

年からは作物をスイートコーンに変更し、試験を継続中で

ある。本主主では 2001年～ 2010年の 10年間を対象とした。

ジャーガル（陸成米熟土）で、島尻層鮮の泥灰岩を

母材とする重粘費で、カルシウムをj笠宮に含むアルカリ性土

壌である（j度嘉敷， 1993）。 2005年には農業試験場の移転に

｛半って、作土（0～ 20cm）を那絹市から糸満市の農業研究

センター内ジャーガノレ掴場（作土を除去した翻場）へ移設

した。本地域の年平均気j誌は 23.2℃、年間平均降水量は

1,995 mmである（亀谷， 2006）。

試験は、化学肥料区（以下、化肥区）、緑ll毘区、 :l1~肥区

の3試験区、 3反復、移設前は l区30d、移設後は l区

20 m2、作物はスイートコーンで試験をおこなった。緑肥

はマメ科のセスパニア （Sesbaniacannabina）、i在日目は沖縄県

内で販売量が多い市販の牛ふん堆IJE（商品名：有機杷料み

のり，北中有機肥料）を毎年購入し供試した（表IV-1）。化

肥区の化学問料施用量は地域慣行に準じ 1haあたり 280

kg窒棄とし、緑肥区およびi制E区では有機物からの窒素供

給量を勘案して、化学肥料室素を化日記区の 3害ljj成とした。

リン酸およびカリについては、すべての試験区に化肥区と

同量をJj(E用した。

5月に、縁日巴区にはセスパニアを播務し、無施肥で栽培

した。この男、化Jl巴区および堆肥区は裸地状態とし、適宜

除草した。セスパニアは 9fl （こ、現物重で 25Mg ha・1 （セ

スパニアの平均的な収益）になるように調整してロータリ

来月で鋤込んだ。同時期；こ、 i訓告区には牛ふんl＇（主肥を現物重

で25Mg ha・1、ロータリ末）j：で織込んだ。 10月にスイート

コーン（2001～20例年はキャンベラ 90、2007～ 2010

はカクテル 600）を播種し、マルチ栽倍で翌年の 1月～ 2

月に収穫した。スイートコーンの収穫残さは、それぞれの

試験区にロータリ来月で織込んだ。

2）有機物の成分分析

セスパニアおよび牛ふん堆IJ巴を鋤込み特に採取し、 70°C

で乾燥後、ウイレー型粉砕機（1029-JBS，吉田製作所）で

1 mm以下に粉砕して、炭素および室奈はNCアナライザー

(NC-22F, 1±化分析センター）による乾式燃焼法で、その他

無機成分は硝酸一過塩素酸法で分解後、 ICP発光分析法

(Vista-MPX，セイコーインスツル）で分析した（植物栄養

1990）。

3）土壌分析

土段物理性については、 2009年 9月に 100mLの採土管

を用いて各区3ヶ所×3反復で作土を採取し、符積E章、”3.1

kPaにおける三十日分布、有効水分（“3.1kPaと－49kPaにお

ける水分走）、定J}(f立法による飽和透71＜係数を分析した（土

漆環境分析法編築員会， 1997）。

、ては、スイートコーン収穫後、試験区

内の 5ヶ所から作土（深さ 0～20cm）を採取し、混合して

した。他物残さや礁を除去して、風乾後、ノレクヒア式

(RK-4，大起理化）で 2111111以下に粉砕した。ま

よび全窒素分析用として、上記試1SJ・の一部

をi!ITE!i型ボールミノレ（Pulverisette7,Fritch）で微粉砕し

pH(H20）はガラス電概法、 ECは 1:5 7j（浸出法、有機炭素は

チューリン法、全窒素は NCアナライザーによる乾式燃焼

法、可給態リン酸はトノレオーグ法、可給態窒素は保温静置

法、 CECおよひ交換性塩基は吸引ろ過法で抽出後、それぞ

表I¥んi 試験区の構成

試験区 施用有機物（現物嚢）
化学肥料施煎翠（kgha 1) 

N P205 K20 

化1巴区 280 160 250 

緑肥区 セスパニア（25Mg ha 1) 200 160 250 

堆肥区 牛ふん堆肥（25Mg ha 1) 200 160 250 
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れ蒸留法および ICP発光分析法で定量した

法委員会， 1970；土壌標準分析・測定法委員会， 1986：，土壌環

境分析法編集委員会， 1997）。

こと壊生物性については， 2006年ーから 2010年に土壊化学

性分析沼に認取した試料の一音IIを生土のまま供試し、微生

物バイオマスを掛定した。土壌採取後、乾燥させないよう

に2～3時間内に植物残さや擦を除去し、 5mmのふるいを

通してi度ちにクロロホルムくん蒸一抽出法でバイオマス炭

よび窒素を分析した

1997）。抽出液中の有機炭素およ

(TOC-V TNM-1，島津製作目！？）によりおこなっ

2008年には、土壌呼吸活性を測定するため、

取時に 100mLの採土管を用いて各区2ヶ所×3

を採取した。採取後、採土管の上部のブタを開けて、直ち

に 500mLのスチロール棒ピンに入れて密栓し、石沢らの

方法（土壌標準分析・開定法委員会， 1986）に準じて 24

l'fJ］土壌呼吸量（二駿化炭素発生盆）をjJ!IJ定したc また、 2009

にはバイオマス測定府に採取した試料の一部を月一iし、て
PCR-DGGE法（森本・泉主主 2008）により土嬢糸状i刻、おを分

析し、 DGGEバンドパターンからクラスター解析（Waid法）

および多様性指数（H'）の算出をおこなった。

3. 結果

1) 有機物による土壌への成分投入量

乾物投入量は，セスパニアが 8.6Mg ha・' yr', 
胞が I1.8 Mg ha・' yγ！とq二ふん持i：胞の方が多かった（表IV周

2）。 C/N上とはセスパニアが 30.5、牛ふん:LilUJ目が 17.7であっ

成分投入量については、 スパニアが正｜二

ふん堆）JI:;よりやや多かったが、それ以外はすべてセスパニ

アの方が少なかった。窒素はセスパニアが 138kg ha・' yr・＇、

牛ふん:Lit肥が 209kg hど yr・＇、リンはセスパニアが 21kg 

ha・' yr・＇、牛ふん堆肥が 151kg ha・' yr・＇で、あった。塩基類に

ついても、セスパニアの投入量は牛ふん唯杷よりすべて少

なく、カリウムは約 1/3、カルシウムは約 1/6、マグネシウ

ムは約 1/20で、あった。

2）有機物遼用が作物収量に及ぼす影響

スイートコーンの平均収量に有意な護はなかったが、化

肥区に比べて化学肥料室素主：： 3 jl;=1J減杷しても、縁組区は

11%、堆月巴区は 7%増収した（表IV-3）。

3）有機物連用が土壌に及ぼす影響

(1) 土壌物理性

容積重は、緑胞や堆！犯の連尽によって若干であるが有意

に低下したが、三相分布、有効ノ1（分、飽和透水係数は、試

験！玄関に有意な惹はなかった〔表IV-4）。

(2) 土壌化学性

pH(H20）、 EC、CEC、交換性カルシウムは、すべての試

験区で試験経過年数との聞に有意な相関はなかった（表I¥ん

5）。また、年次間の変動も小さく、各試験区とも pH(H20）は

8前後、 ECは 18mS m・＇前後、 CECは 28cmolc kg寸前後、

交換性カルシウムは 36cmolc kg・＇前後で推移していた。

、全室奈は有機物の連用に伴って有意に増加し

たが（表I¥んの、緑肥区も堆肥区もその増加廷はわずかで

あった（閲IV-Iラ 2）。存機炭素の回帰直線の｛反きはどちらも

0.08 g kg・' yr・＇であり、両者に差はなかった（関 IV-1）。化肥

表I¥7-2 セスパニアと守二ふん培胞の乾物投入J:JLc別比、成分合有率および成分投入量（試験期間の平ー均値）

投入蚤 成分会有率（乾物あたり gkg 1) 
( 1 ') C/N上ヒMg ha yr c N p K Ca Mg 

成分投入議（kgha-1 yr→） 

C N P K Ca Mg 

セスパニア 8.6 30.5 461 16.0 2.4 13.5 8.3 1.3 3973 138 21 116 71 12 

牛ふん堆絶 11.8 17.7 307 17β 12.8 25.0 35.6 18.3 3626 209 151 296 421 216 

表IV-3 試験j事l11Jjのスイートコー と指数

試験箆 収塁塁（Mgha寸） 指数

化胞l2i 8.5：と1.8吉本 100 

緑fl~l2i 9.4：と2.1a 111 

堆犯区 9.1土2.1a 107 

ゃ築符号簡に5弘7J<議案で有意差あり

表IV-4 有機物施mがジャーガノレ作土の土壌物理't生に及ぼ、す影響

誌験区
容穣裳 三担分布（LL 1) * 有効水分科鋭利透水係数

し寸 部格率 j夜格率気相率 しし 1 1 
円1s 

化砲店主 1.06b林＊ 0.38a 0.31a 0.31a 0.025a 2.0X103a 

緑肥区 1β2ab 0.36a 0.32a 0.31a 0.025a 3.4×10-3a 

士急肥区 1.00a 0.36a 0.31a 0.33a 0.030a 3.5X103a 

本：一3.1kPaにおける｛直 九一3.1kPaと－49kPaとの水分譲愛護

間：奥符号院に5弘水準で有窓主をあり
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みられた（図N-12）。DGGEパターンに基づくクラスター

解析を Ward法でおこなった結果、化肥区および緑肥区と

堆肥区でクラスターが分かれた（図N-13）。DGGEパター

ンから算出した多様性指数 （H’）は、化肥区は 2.4、緑肥

区は 2.6、堆肥区は 2.5で‘あったが、試験区間に有意な差は

なかった。

4. 考察

1)有機物連用が作物収量に及ぼす影響

スイートコーン収量は、緑肥や堆肥の連用によって、化

学肥料窒素を 3割減肥しても化肥区に比べて緑肥区は約

11%、堆肥区は約 7%増収した（表N 3）。一般に、 C別比

が高い有機物を施用した場合には窒素の有機化がおこるた

め（志賀ら， 1985；西尾ら， 1988）、窒素飢餓による減収が懸

念される。本研究の有機物連用試験圃場においても、有機

物としてサトウキビ枯葉（C川比 112）を鋤込む試験区を

設けていた連用試験開始後 10年間においては、サトウキビ

収量は化学肥料単用区より減収した（比嘉ら， 2011）。今回

施用した有機物の C川 比は、セスバニアは 30.5、牛ふん堆

肥は 17.7 （表N-2）と低かったので窒素飢餓はおこらず、

増収効果があったと考えられた。緑肥として、沖縄県では

ソノレゴーもよく利用されているが、 C刑比は70～100であ

る（宮丸ら， 2008b）。ソルゴーのようにC別比が高い繰肥を

鋤込む場合には、窒素飢餓に注意する必要があると思われ

る。

区は、試験期間を通してほとんと会変化はなかった。

可給態窒素はすべての試験区で、試験経過年数に伴って有

意に増加した（表N-5，図N-3）。続肥区と堆肥区の回帰直

線の傾きは、化肥区に比べて約 1.5倍であり 、他の土壌化学

性項目に比べて有機物施用の有無による差が大きかった。

可給態リン酸も、すべての試験区において試験経過年数

に伴って有意に増加した（表N-5，図I¥人4）。増加量は、化

肥区と繰肥区は等しく、堆肥区は他の試験区に比べて回帰

直線の傾きが 0.017g kg・' yr-1と大きかった。

交換性カルシウムは、試験経過年数との聞に有意な差は

なかったが、交換性マグネシウムと交換性カリウムは、試

験経過年数に伴って有意に増加した（表N-5，図N-5,6）。

交換性マグネシウムの増加量は、すべての試験区でほぼ等

しかった。交換性カリウムの増加量は、堆肥区が他の試験

区に比べてやや高い傾向であった。

(3) 土壌生物性

微生物バイオマス炭素とバイオマス窒素は、5年間（2006

～2010年）をとおして緑肥区および堆肥区で化肥区より有

意に高かった（図N-7,8）。緑肥区と堆肥区の聞には有意な

差はなかった。また、バイオマス炭素・窒素と可給態窒素

の聞に 0.1%水準で、有意な正の相闘があった（図N 9, 10）。

2008年栽培跡作土の土壌呼吸活性は、バイオマスと同様

に、緑肥区および堆肥区が化肥区に比べて有意に高かった

（図N-11）。

糸状菌 18SrDNAのDGGEパターンは試験区間に違いが
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2）可給態窒素と微生物バイオマス・呼吸活性の関係

既報（坂本・大羽， 1993；関ら， 1996；村田ら， 1997）と同

様に、可給態窒素とバイオマス窒素には有意な正の相聞が

認められた（図N IO）。バイオマス窒素について試験区毎

に比較すると、縁肥区と堆肥区は化肥区に比べて 5年間の

平均でそれぞれ約 70%、約 60%高かった（図N 8）。バイ

オマス炭素についても同様であった（図N-7）。一方、全窒

素は同じ 5年間の平均で、緑肥区と堆肥区は化肥区に比べ

てそれぞれ約 20%、約 30%高かった（図N-2）。有機炭素

は、緑肥区と堆肥区は化肥区に比べてそれぞれ約 40%、約

50%高かった（図N-1）。これらのことから、ジャーガノレに

ρ
h
v
 

円
〆
臼

有機物由来の平均窒素投入量は、緑肥区が 138kg ha-1 

ye l、堆肥区が 209kg ha-1 yr-！と堆肥区の方が多かった（表

N-2）。しかし、両試験区間で有意な差はないものの、ス

イートコーン収量は緑肥区の方がやや高い傾向で、あった。

高間・贋津（2008）は、黒ボク土畑における有機物連用試験

で、収量に対する影響が最も大きかったのは可給態窒素で

あると報告している。土壌の可給態窒素は 10年間を通し

て緑肥区が堆肥区よりやや高く維持されており（図N-3）、

本研究でも可給態窒素の影響が大きかったのではなし、かと

考えられた。



おける有機物施照は、有機炭素や全窒素の増加よりも微生

物バイオマスの増加に非常に有効であり、その結来、可給

態、窒素が増加すると推察された。

縁ll日区と堆肥区の微生物バイオマスには有意な差はな

かった（函IV-7,8）。丸本（1996）は、微生物バイオマス形

成に最も大きな影響を及ぼすのは土壌への炭素減、の供給量

であると報告している。セスパニアと牛ふん堆肥による炭

素投入量；は、それぞれ 3973、3626kg ha・' yr・ ！とほぼ等し

かったため（表IV-2）、バイオマスにも有意な羨がなかった

と考えられた。

金津・問角（2006）は、堆肥施用によって微生物バイオマ

スおよび土壌酵素活性が増加することを報告している。本

試験において、有機物連尽によってバイオマスと伺様に土

壌呼吸活性も約 3割増加し（図IV司 11）、緑IJ田区および；L'ffin目

区で、土壌有機物の無機化による作物への養分供給力が増加l

していることが推察された。

これらのことから、矢内ら（2011）の氏名低地ことにおけ

る有機物連用試験の結果と同様に、ジャーガルにおいても

有機物連用は可給態窒素の増加効果が非常に高いことが実

認された。また、緑IJ思（セスパニア）の連用は、正i二ふん堆

犯の連用と同様に微生物バイオマス・活性の維持増進に有

効であり、作物への養分供給力の指標である可給態窓楽を

高めることが明らかとなった。

3）有機物連用が土壌微生物相に及ぼす影響

有機物長期通用試験翻場におけること壌微生物相の変化

は、これまでに希釈平板法（清水・藤本， 1983）、直接検銭

法による糸状菌バイオマス／細菌A バイオマス比の解析

(Sakamoto and Oba, 1994；坂本・大羽， 1995）、リン脂質脂紡

駿組成の解析（荒尾ら， 1998）、呼吸鎖キノン組成の解析

(Katayama et al., 1998；金津.SJ fti, 2006）によって報告され

ている。本研究では、 PCR-DGGE法で有機物長期連用が糸

状菌相に及ぼす影響を解析した。 PCR-DGGE法では、

過程を経ずに土壌から夜接抽出した DNAを解析すること

によって、培養できない微生物も含めた微生物相を簡易に

解析できる（封馬ラ 2010）。カIl土壌では微生物バイオマスの

70%は糸状留であるため（西尾， 1986）、糸状菌棺について

解析をおこなった。糸状菌！SSrDNAのDGGEパターンに

基づくクラスター解析の結果、試験区毎にクラスターが分

かれ（図IV-12）、有機物施用によって糸状簡相が変化する

ことが認められた。特に、堆肥i笈は他の試験区とクラス

ターが分かれたため、堆肥中の糸状菌の影響が考えられ

多様性指数については試験区間に有意な差はなく、そ

れぞれの試験区に特有で、間程度多様な微生物相が形成され

ていると考えられた。以とのように、ジャーガルにおける

縁日巴や堆肥の連用が土壌糸状菌相に影響をl子えることは明

らかとなった。しかし、有機物連用による土壌微生物相の

変化と作物生産性との関連を解明することは、今後の課題

である。

ヰ）有機物連用が土壌化学性に及ぼす影響

一定量の有機物を毎年連用していくと、土壌中に集積す

る有機物量は年々培大し、ついには梅限値に到達し、その

水準で、の平衡状態あるいはそれに近い状態となる（出井，

1975）。有機炭素および全窒素は、試験経過年数に伴って

縁肥区および堆肥区で増加していたが、その増加量はわず

かであり（図IVペラ 2）、極限値に近い状態で品jt持されていた

と推察された。 9ヨ津・閏村（2008）は、現物で 25Mg haぺ
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程度の有機物が投入されれば、

されると報告しており、本試験でも向様な給条が得られ

た。また、土壌での有機物の分解率が小さいほど極限値は

大きくなる（出井， 1975）。 2010年の有機炭素は、縁日巴ほの

9.4 g kg＂＇に対して堆！！目区では 10.5g kg・：と高くなっており

（図IV-I）、この差は新鮮有機物であるセスパニアと牛ふん

J制巴の土壌中での分解率を反映していると考えられた。

本試験の有機物施用量は、沖縄県の露地野菜栽培におけ

る平均的な施用量であり（沖縄県農林水産部， 2006b）、長期

連用試験の結巣であることから、ジャーガノレ露地野菜畑の

有機炭素は、この程度の有機物投入量の場合は 10g kg・＇程

度が極罷｛肢と見積もられた。沖縄県のジャーガル露地野菜

畑の土壌診能！？基準（案）は、有機炭素で 12～17g kg・Iで

ある（沖縄県農業試験場， 1979）。本試験の結果と比較する

と高く設定されており、今後、再検討する必要さがある。

奄美地域の烏尻マージ（ll音赤色土）における緑肥の連崩

試験において、交換性カノレ、ンウムとマグネシウムは溶脱に

よって漸減傾向を示したため、緑肥の長期連用の際にはカ

ノレシウムやマグネシウムの補給が必要とされる（後藤・永

乳 2000）。本試験の縁肥区では、交換性カルシウムは試験

期間な通しでほぼ一定であり、交換性マグネシウムは試験

経過年数に伴って微増した（表IVふ 鴎I¥人針。化）J巴区、検

肥医も同様であり、この結果はジャーガノレと島尻マージの

土接特性の違いによると考えられた。ジャーガ／レは島尻

マージより C忍Cが高く、島尻層群：の泥灰岩が勾：材で、あるた

めカルシウムを豊寓に含んでいる 1993）。前述の

ジ隣場の CECは 16cmolc kgぺで、あったが、

IIDJ場のC巳Cは28cmolc kg・＇と高かったため、交換性カルシ

ウムおよびマグネシウムの溶脱が少なかったと推察され

た。また、ジャーガルで、は施日巴による供給量に比べて、土

らの天然供給量も多いのではなし、かと推察される。縁

肥区の交換性カリウムについては、後藤・永閃（2000）の結

果と問機に試験経過年数に伴って増加していたが、

は化IJE区と同程度であり堆肥区より少なかった（隠IV-6）。

以上のことから、後藤・永岡（2000）の島尻マージにおける

報告と異なり、ジャーガルにおける緑肥連用では交換性塩

基毅に格別に注意する必要はないと考えられた。しかし、

作物栽培全般において、安定生産のため

づく施肥管理が重要である。

リン駿は、すべての試験区において試験経過年数

に伴って有意に増加したが（表IVづ）、禄日巴区のi努力日；監は化

肥区と等しく、縁日巴施用による可給態リン酸の増加効果は

みられなかった（図IV命的。 一方、堆日目区では化肥i玄より増

加量が大きく、堆肥縮局による増加効果がみられた。可給

リン酸の沖縄県土壌診断基準案は 0.1g kgぺ以上であり

（沖縄県農業試験場， 1979）、それを下屈る

態リン酸増加のために施用する有識物として緑肥より堆／J毘

が望ましいと考えられた。

5）有機物連煎が土壌物理性に及ぼす影響

有機物連用によって焔土壌の物理性が改善することは、

中粒灰色低地土（香西・川根， lヲ95）や中粗粒黄色土（黒拶／l

弘 1997）、黒ボク土（加藤・米関， 2001）で報告されている。

本試験では、牛ふん喰肥や緑ll患の連崩による物理性改善効

果はほとんど、みられなかった（表IV-4）。後藤・永沼（2008)

も、奄美地域の島氏マージ（暗赤色土）において、サトウ

キどの枯葉を原料とした堆肥の連用 (looMg ha・' yr・＇）で

物塑性改善効果がみられなかったことを報告している。原



出として土壌が重粘であるため問粒化が進まなかったこと

と、准H'i発詳の過程で、粗大有機物の物理性改善効果が減少

したことをj二げ、ている。本試験で供試したジャーガ／レも

り（波嘉敷ー 1993）、亜熱お地域における重粘土

壊の物政！性改苦2は、現物で 25Mg ha四程度のセスパニアや

牛ふん堆肥の連用ではi主］ j\lf~であることが示された。 ゐ方、

後藤・永日l(2000）は、，11;1,）元マージにおいて、ソルガム（61

Mg ha・' y1--1）やススキ（50Mg ha・1 yr・1）の連用による物理

を報告している。このように、有機物連用に

よって斑熱帯地域における重粘土壌の物理性改善な岡るた

めには、総大有機物を大i立に連用することが必要であると

考えられた。

5. 饗約

誌JJ['.;;flj[Tcjを推進する目的で、ジャーガルの有機物連用試

験lきllt~jにおいて紋JJ巴（セスパニア）と堆肥（守二ふん推肥）

の迎用がスイートコーン坂盆および土壌の各種性質（物理

性、化学：性、 ~t物性） （こ及ぼす影響を 10年部にわたって比

較検討したc

スイートコーン収試は、化！！巴区に比べて化学肥料室奈を

3 'r1;1Ji成JJ巴しても結！！日区は 11%、巧在日記区は7%泊五又した。

物1J1来の平均的な三在来一投入量は結JJE阪より i約l巴区が多い

が、土壌の可給態室奈は 10年間を返して緑、肥区がよf問E区よ
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りやや高く維持されたためではなし、かと考えられた。

可給態室奈とバイオマス炭素・室奈には工！三の相慌があ

り、緑JJ巴区と:LifUJ巴区のバイオマス炭素・窒素はイヒ日目区に比

べてそれぞれ平均で約70%、60%高かった。土壌呼吸活性

もバイオマスと 11'1］様な傾向を示し、ジャーガノレにおいて緑

肥連用は、 4二ふん堆肥連用と同様に微生物バイオマス・活

性の維持地進に有効であった。また、土壌糸状jl;ij棺を

PCIしひGGE法により解析した結果、施用有機物によって糸

状菌相が異なった。

土壌化学性については、有機炭素・全集素は、緑肥区お

よび堆IJE区では微増しており、両区とも同僚に極限値に近

い状態で維持されていると考えられた。交換性.ti＇［~主類は、

全試験区で維持もしくは微期した。有機物施rnによる可給

態リン酸の増加は、 .Lif肥区ではみられたが、結肥区ではみ

られなかっ

土壌物理性については、試験区罰にほとん

みられなかった。総肥や牛ふん堆JJEの年間 25Mg ha・＇の胞

用（現物震）ではジャーカ、ノレの物王室性改善は困難であると

考えられた。

以上のことから、ジャーガノレにおいて縁日記と取！！との迎用

効果を比較した場合、下IJ給態リン般を鈴いては、結JJ目（セ

スパニア）と.LitJJ担（守二ふん巧k!J巴）の効果はほぼ陀等で、あり、

緑肥を地力維持増進のために手IJJRできると考えられた。



V. PC符DGGEj去による繰隠鋳込み後の土壌織窓物性変動の評錨

1. 毘的

縁肥のような新鮮有機物は、鋤込み直後は糖類を分解す

る微生物が増殖するため、作物種子の発芽・生育不良が懸

念される（橋爪， 1995）。そのため、沖縄県で、は慣行的に土

に鋤込み後4遊間程度の腐熟期聞を設けている。しか

し、この期聞は裸地状態となるため土壌流出が発生しやす

く（宮丸ら， 2010）、土壌流出防止の観点から腐熟期間はよ

り短期開であることが望ましい。また、木県土壌はほとん

どが重粘土壌であり、降需の影響によりロータリ

械作業が遅れることが多い。適期作業推進のためにも、腐

熟期間の短縮が望まれる。

ごと壌微生物性の評価には係々な手法があるが、 PCR-

DGGE法は培養過程を経ずに土壌から直接抽出した DNA

を解析することによって、培養できない微生物も含めた微

生物絡を簡易に解析できる手法である（封jえ 2010）。

PCR-DGGE法（微生物相）およびクロロホル

ムくん蒸一抽出法（微生物バイオマス）で緑肥鋤込み後の

土壌微生物性の変動を解析し、これらの微生物性解析によ

る嬬種i鹿期評価の可能性を検討した。

2. 材料および方法

1)緑肥鋤込みがコマツナ発芽と土壌微生物性に及ぼす影

（ポット試験）

試験区は総胤区と対日投区の 2区を設けた。縁｝！日区は、

ジャーガルの生ニヒ 1.2kgとセスパニア茎菜 （Sesbania

cannabina, CIN比・18.8）をl；吃物で 5g混合し、 l/lOOOOaの

ポットに充填してガラス窓に設置した。対照区は、セスパ

ニアは混合せずに土壌のみ 1.2kgをポットに充填した（各

区5反復）。適宜かん水をおこない、 0,3, 6, 14, 30 13後に

ポットの中央付近の土壌を採取し、クロロホノレムくん蒸

抽出法（土壌環境分析法編集委員会， 1997）でバイオマス

を、 PCR-DGGE法（森本・星野， 2008）で糸状磁の多段

位指数 （H’）を解析した。また、土壌採取後にコマツナ

(Brassicαrapανm: perviridis）を lポットあたり 30

し、播穏後 6日目にコマツナの発芽調査をおこなっ
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図V”l 緑肥混合後日数がコマツ

（料ネ： 0.1%水準で有意差あり）

2）緑肥および堆肥鋤込み後の土壌微生物性の変動（関場

試験）

N主主の有機物連用試験掴場（ジャーガル）において、有

機物鋤込み後の微生物性の変動を調査した。化学肥料区

（以下北JJ自区、化学肥料｛良行施用）、縁日巴区（セスパニア 25

Mg ha・1施用十化学肥料室素3割減、リン酸・カリは化肥反

と河量施Fm、堆JJE区（牛ふん堆肥 25Mg ha・1 biliffl÷化学肥

3割減、リン酸・カリはイヒ!Jl'.l区と間最施淘）の 3試験

区、 l区201112、31又復で試験をおこなった。 2009年 9月に

禄JJ日およびi在日己主ど織込み、 0 I 2 4週後に作土（0～20cm) 

を採取し、クロロホノレムくん蒸一抽出法でバイオマス炭素

を、 PCR-DGGE法で糸状菌の多様性指数（H＇）とクラス

ター解析をおこなった。 fヒ肥区は縁月巴および；堆JJE鋤込みと

向日にロータリ ;VJ~だけおこない、同様に作土のこと壌微生物

性を調査

3. 鑓累

1)緑肥錨込みがコマツナ発芽と土壌微生物性に及ぼす影

（ポット試験）

コマツナの発芽数は、続肥混合 6Iヨ後までに掲額

合には、対照尽に比べて有志：に少なかった（民v-1）。 14臼

後、 30日後に播種した場合には、対照区と有意な差はな

かった。バイオマス炭素は、緑!JEI玄では緑杷混合後

した（国V-2）。 14l=I後にはやや減少したが、試験期間を過

して対照区より高く推移した。糸状溺の DGGEパターン

に基づく多様性指数は、対照区では試験期間を通

な差はなかった（隠V田3）。 ヅケ、緑JJ己i玄ーではO臼後に比べ

て3ラ 613後に多様性指数は有意に低下した。その後、 14,

30 13後には、 0臼後と有意差がない水壌に回復した。

2）緑肥および堆肥織込み後の土壌微生物性の変動

3式駿）
有機物鋤込み後のバイオマス炭素は、縁肥区および堆JJ目

i玄で化JJ吉区に比べて高く推移した（鴎V-4）。経時変化につ

いては、。～ li毘後まで、はi像前がなかったためか大きな変

化がみられなかったが、降雨があった 1～2週後には全試
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験区でバイオマス炭素が増加していた。その聞の増加量

は、緑肥区が 112、堆肥区が 65、化肥区が 53mg kg-Iであっ

た。また、0～4週後のバイオマス炭素増加量は、緑肥区が

89、堆肥区が 76、化肥区が 41mg kg-lであった。

有機物鋤込み後の糸状菌 18SのDGGEパターンは試験区

間で、異なった（図V-5）。化肥区は試験期間を通して変化が

少なく 、緑肥区では鋤込み l,2週後に濃いバンドが出現す

ると ともにバンド数の減少がみられた。堆肥区では、バン

ド、数の減少はみられなかったが、バンドパターンは鋤込み

後に変化 していた。多様性指数 （H’）の経時変化について

は、 化肥区および堆肥区の変化と繰肥区の変化に大きな差

がみられた（図v6）。化肥区および堆肥区は鋤込み後の期

間によって有意差はなかったが、緑肥区は鋤込み 1,2週後

に多様性指数が有意に低下した。その後、鋤込み4週後に

は鋤込み前の水準まで回復していた。ク ラスター解析の結

果、化肥区は、試験期間を通して DGGEパターンの差が少

なかった（図V-7）。緑肥区は0週と1,2週後が異なり、

鋤込み4週後は更に異なった。堆肥区は、0,1週後と2,4 

週後で大きく異なった。
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2w (3) 
2w (1) 

4. 考察

一般に、緑肥のような新鮮有機物を施用した場合には、

作物の発芽や初期生育に障害が生じるが、障害は緑肥の分

解が盛んな時期に限られ、 一定期間後に作物を播種すれば

障害は起こらない（橋爪 1995）。北海道における圃場試験

で、5月上旬にクローパを鋤込んだ場合、鋤込み直後から

7日後までは、エンバクおよびテンサイの発芽数が減少し

た（沢田， 1969）。その後、徐々に発芽数は増加し、 20日後

にはほとんど発芽障害はみられなかった。本研究でも、

ポット試験におけるコマツナの発芽数は、緑肥混合 6日後

までに播種した場合、対照区に比べて有意に少なく（図V-

I）、何らかの発芽阻害が生じたと考えられた。土壌微生物

性については、この間に緑肥区で、はバイオマス炭素の急増

があり（図V-2）、 緑肥を分解することによって土壌微生物

が増加 していることが推察された。糸状菌の DGGEパ

ターンに基づく多様性指数は、対照区ではほとんど変化は

なかったが、緑肥区では混合 36日後に低下しており（図

V-3）、特定の糸状菌が増加していることが示唆された。

一方、緑肥混合 14日以降は、コマツナ発芽数は対照区と有

意差はなかった（図V-1）。多様性指数は回復し、バイオマ

ス炭素はその後増加せず、ほぼ一定で、あったことから（図

V-2, 3）、この期間には緑肥分解のピークは過ぎていたと

考えられた。以上のように、コマツナ発芽数が低下してい

る期間は、微生物バイオマスが増加し多様性指数が低下し

ていた。それ以降の発芽障害が生じなかった期間は、その

ような微生物性の変化はみられなかった。

図V-7 糸状菌 ！SSのDGGEパターンに基づくクラスター解析

（数字は鋤込み後週数、カッコ内は反復を示す）

闘場試験でも同様に、緑肥鋤込み後にバイオマス炭素の

増加と多様性指数の低下が確認された（図V-4,6）。試験期

間のバイオマス炭素の増加量は、堆肥区より緑肥区で大き

かった。堀ら（2011）は、クロタラリア（マメ科の緑肥）

と牛ふん堆肥の混合によるバイオマス増加量を培養試験で、

比較した結果、クロタラリアによる増加量が大きかったと

報告している。今回の試験でも、同様な結果が得られた。

堆肥区では、緑肥区と異なり、多様性指数の低下もみられ

なかった。これらのことから、緑肥のような新鮮有機物鋤

込み後の後作播種可能時期の評価において、微生物バイオ

マスや多様性指数が指標になる可能性が考えられた。

緑肥鋤込み後の腐熟期間を短縮すると、 畑の表面からの

土壌流出を減少できる（宮丸ら， 2010）。今回のポット試験

から、緑肥を混合してから 2週間後以降はコマツナの発芽

阻害はみられなかった（図v－！）。そのため、慣行（4週間

程度）より腐熟期間を短縮し、土壌流出を低減できる可能

性が示された。沖縄県の基幹作物であるサトウキビは栄養

繁殖作物であり、茎を 2節に切って植え付けるのが一般的

である。種子繁殖作物に比べて発芽は遅く、通常 l～2週

間かかる。石垣島のサ トウキピ夏植え試験で、緑肥を鋤込

んだ翌日にサトウキピを植え付けても、4週間の腐熟期間

をおいた後に植え付けた場合と比べてサトウキビの収量お

よび品質に差がなかったことが報告されており（宮丸ら，

2010）、 今回の試験結果は、この報告を支持した。
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5. 警約

緑IJE鍛j込み後の土壌微生物性の変動をとPCR-DGGE法（微

生物相）およびクロロホノレムくん蒸一抽出法（微生物バイ

オマス）で解析し、これらの微生物性解析による揺種適期

評価の可能性を検討した。

ポット試験の結果、続肥｜玄のコマツナ発芽数は繰把混合

6日後までは対照度に比べて低下し、この聞にバイオマス

炭素は急増した。糸状態の DGGEパターンに基づく多様

性指数は6日後までは混合前に比べて低下し、その後、混

合前と陪じレベルに屈復した。このように、コマツナ発芽

数が低下している期間は、微生物バイオマスが増加し多様

性指数が抵下していることが認められた。

臨場試験でも同様に、緑肥鋤込み後にバイオマス炭素の

土問加と多様性指数の低下が確認された。一方、堆肥区では

バン Fパーターンは変化したが、多様性指数の低下はみら

れず、バイオマス炭素の増加量も結ll邑区に比べて少なかっ

以とのことから、結肥のような新鮮有機物鋤込み後の後

作播穏可能時期の評｛訟において、微生物バイオマスや多様

性指数が指標になる可能性が考えられた。

ワム
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VI. 総合考察

1. 沖縄議議の現状と土壌肥料分野の課題

沖縄県では、 1972年の本土復帰後、沖縄振興言十阪の一環

として、翻場整備事業、かんがい施設整俗事業が実施され、

平成21年度までの要整備面積に対する闘場整備率は 53%、

かんがい施設繋備率は 40%である（沖縄然農林水産部，

2011 b）。これらの事業によって、整備地区では有効

(60 cm以上）が確保され、農業用水の利用も可能となった。

しかし、本県の基幹作物であるサトウキビ単収（県平均）

は、復帰後 40年間にわたっておおむね 60～70Mg ha－＇で

推移しており、増加していない 011縄県農林水産部，

20lla）。その原因として、台風やこHまつ等の気象災害、病

害：虫の発生や農家の高齢化による栽培管埋不足等が挙げら

れているが、土壌肥沃度の低さが一因であることは善治、ょ

うがない。

沖縄県には、母材や特性が異なる4種類の土壌

ジ・島尻マージ・ジャーガノレ・大東マージ）が分布するが、

すべての土壌について、肥沃度が低いと 1930年ー代に既に指

橋されている（平野， 1939）。その後の調査研究によって、

各土壌の生産阻害要因が明らかとなり（ I主主心、本土復帰

以降、低生渡性土壌改良に慢する研究（リン酸とケイカル

の併用・クチャ客土・心土破砕・離性矯正・有機物施用）

が精力的におこなわれてきた。これらのうち、残された重

姿な課題は酸性矯正と有機物}j信用である。

土壌改良は、土壌の物玉虫性・化常性・生物性の改良

別されるが、土壌生物性については、物腿性および化学性

に比較して知見が少なし、（堀ら 20lla）。土壌微生物は土壌

肥沃度の維持、物質循環において不可欠であり（Conget 

al., 2006；丸木， 1996）、土壌改良が土壌微生物に及ぼす影

らかにすることは、土壌物理性・化学性と向様に重

要である。

本研究では、沖縄県の低生産性土壌改良（酸性矯正と有

機物施用）が土壌微生物性に与える影響を評価することを

段的とした。堀（1994）の提唱に基づき、微生物性の構成

あるバイオマス、活性、ブロラ（微生物相）の評価

をおこなった。

2.震毒性矯まが土壌識生物性に及ぼす影響

酸性で肥沃度の低い赤黄企土が農耕地面顧の大部分を占

める南北大東島は（阿部・裕士 1973）、サトウキピ単収が県

内で最も低い地域である（杉本らう 2003）。本研究に若手す

る前は、低収の原悶は、土壊物理性および化学性の劣悪さ、

すなわち、保7｝（性に乏しく、強酸性で有機物含量が少ない

ことであろうと考えていた。

ある白、南大東烏の農業者から「うちの島では、有機物

（緑杷やサトウキビ残さ）の分解が遅い気がする。土壌微生

物がおかしくなっていて これがサトウキビ、低収の原因で

はなし、か。Jと問い合わせがあった。亜熱帯性気候の沖縄県

で、「有機物分解が遅しリということは考えにくいが、

のため、県内土壌の中では肥沃度が高いジャーガノレ（足立・

輿古民 1981）と大東マージの数試料について、易分解性炭

素含量を測定してみた。易分解性有機物は、土壌微生物に

よる分解過程で窒素やリン等が無機イとされ、作物への養分

供給椋となる（松中， 2003）。そのため、肥沃度が低い大東

マージの易分解性炭素含量は、ジャーガルより低いだろう

と想定していた。しかし、供試した大東マージの易分解性

炭素含量はジャーガノレの 2倍程度あり、その結果に驚帯し

上記のことから、日章では、南北大東高の普通般におけ

る有機物分解の実態、を解明するため、大東マージと保内他

地域の普通知土壌における易分解性有機物含量の比較およ

び土壌化学性との関連を解析した。大東マージの易分解性

炭素含量は他の土壌に比べて有意に高く、易分解性炭素が

全有機炭素に占める割合も有意に高かった（函E-1）。その

割合と土壌pHに負の相関があったため、低pHが土壌微生

物の分解活性を制限している可能性が考えられた（陸II-

3）。実際、大東マージにおけるクロタラリアの炭素分解率

は、土壌pHと有意な正の相憶があり（圏II-4）、強酸性土

壌を酸性矯正すると炭素分解嘉手は増加した（表E-3）。さら

に、土壌 pHがサトウキピ生育iこ及ぼす影響を明らかにす

るため、ポット試験をおこなったところ、 pH4.4の大予定

マージでも窓素を増施すればサトウキビ生育は抑制されな

かった（表II-5）。また、酸性矯正だけでも、サトウキビ地

上部乾物重、地上部室素設はそれぞれ約 15%、約 30%増加

した（表II-5）。

これらの結果から、大東マージでは低pHが土壌微生物

による有機物分解を龍害し、土壌からの養分供給が抑制さ

れていること、酸性矯正によって有機物分解が促進される

ことが暁らかとなった。サトウキビ生育も酸性矯正によっ

て促進され、大東マージで、は土壌肥沃度の向上のために、

陵性嬬正によって土壌からの養分供給を促進することが有

効であると考えられた。しかし、有機物分解が促進される

ということは、有機物の消耗に繋がるため、酸性矯正と共

に有機物の供給が不可欠となる。

以とのように、大東マージにおける鮫性矯正の有効性が

暁らかとなったが、一段的な酸性掻正資材である炭酸カル

シウム（炭カノレ）では、酸性矯正効果の持続性が低い（砂

J 11 ·我那覇， 1969）。そこで、 Im~きでは、持続性の高い酸性

鳩正技術を確立するために、南大東島の強酸性土壌におい

て炭カノレと粗砕石灰岩による話会性矯正が、サトウキピll又
土壌化学性および微生物性（微生物バイオマス、土壌

呼吸活性）に与える影響を臨場試験で比較検討した。その

結来、炭カノレIKでは施照 0.5ヶ月後には pH5.9で、あったが、

6ヶ月後には pH5.l、12ヶ月後にはpH4.9に低下した（反l
座制1）。サトウキどの栽培期間は 1年～ l年半であるため、

炭カルでは十分な按｜主矯正効果を期待できないことがわ

かった。一方、組砕石灰岩を炭カノレの 5倍量、 10倍最施尽

した石灰岩 5,10倍区では、土壌pHは施F丹後徐々に上昇

し、試験期間の pHはそれぞれpH5.5～7.0、pH5.9～7.7

で、酸性織正効果の持続性が確認された（限阻ぺ）。可給態

窒素は、石灰岩 5, 10倍夜が他の試験区よりおい傾売にあ

り、試験期間の平均は、対照区 15mg kg角川こ対して、お灰

岩 5,10倍区はどちらも 21mg kgぺで、あった（周辺づ）。陪

様に、酸性矯互によって、石灰岩5倍区の土壌n乎吸活性は

対照区に比べて増加し（罰滋－6B）、このことが可給態窓素

の増加につながったと考えられた。サトウキビ収量は酸性

矯正によって増加する傾向がみられ、石灰岩 5,10倍IKで
は、対照！玄に比べてそれぞれ 15, 14%増収した（表III-4）。

このように、粗砕石灰岩による酸性矯正は炭カルに比べ

て持続性が高いこと、 H設の培養試験と陪様に、闘場試験

でも酸性矯正によって微生物による有機物分解が促進さ

れ、ごと壌からの養分供給能の指擦で、ある可給態窒素が増加

することが暁らかとなった。南北大東島の基岩は石灰岩で

つU
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あり（前島らう 1997；南部ら， 2003）、酸性矯正資材としての

供給量は十分にある。今後、南北大東島のサトウキビ単収

増加iのためには、石灰岩を利用した酸性矯正によって土壌

微生物の有機物分解能を改善し、土壌からの養分供給を促

進することが必要であると考えられた。

H、旧主主の結果から、酸性矯正によって土壌化学性ばか

りでなく、微生物性も改善され、土壌からの養分供給能が

増加することが示唆された。今後の課題として、 1）粗砕石

灰坊の適正施局長の検討、 2）石灰苦土比の検討、 3）有機

物の供給があげられる。以下に、それぞれについて述べ

る。

1)粗僻石灰岩の適正施用量の検討

今回の悶場試験では、粗砕石灰岩を炭カルとi河室縮尺jし

た区では、十分な酸性矯正効果が得られなかった。一方、

炭カルの Sf音量、 10倍長施用した区では、試験の後半でpH

が土壌診断基準値を超過したため、組砕石灰岩の適正縦用

量を検討する必要がある。久保寺（2001）は、国旗マージ

および島尻マージにカルシウムを添加すると、土壌の硬化

強度（風乾時の・！¥!ill庇縮強度、易末IH1！：の目安となる）が精

力11することを報告している。このことから、故性矯正時の

カルシウム施用金は必要最低限であることが望ましい。石

灰岩の室内溶解試験によると、夜径 lmm未満の粒子は溶

けやすく酸性矯正資材として速効的で、あり、 Immより大

きい粒子は緩効的である（中村ら， 2009a）。今回供試した

粗砕石灰岩は、速効的な直径 Imm米慌の粒子割合が

32.9%であったため、施用直後から炭カルと同程度の陵'fl!:
縞E効果を得るためには、およそ炭カノレの 3倍長；が適！EJ1包

用量であったと推定される。また、粗砕石炭売は、道路の

路盤材ーを製造するときに副次的に生産されるもので、県内

各地の採石工場で罰様な粒径分布の~'f:l砕石灰岩が販売され

ている（中村ら， 2009a）。そのため、南大東品以外の地域

においても、粒砕石灰岩の適正施用量は炭カノレ施m誌の 3

｛別立程度だと考えられるが、今後、間場試験による孫2認が

必要である。

2）石灰苦土比の検討

本研究で供試した炭カルは、カルサイト質の石灰岩を原

料としており、マグネシウムをほとんど含まないため、石

灰苦土比が施用 0.5ヶ月後で 17.0、施用 29ヶ月後でも 7.0

と、土壌診断基準値の 2.5～ 3.5（沖縄県農業試験場， 1979)

を大きく j留えていた。 ー方、供試した粗-II~＂石灰岩は、 ドロ

マイト賓の石灰売をJ)j{料としており（1:11村ら， 2009b）、カル

シウムと共にマグネシウムも供給されたため、炭カノレのよ

うな石灰苦土比の超過はみられなかった。しかし、県内で

ドロマイト質の石灰岩を滋出するのは南北大東島のみであ

り、他地域の石灰岩はすべてカルサイト質である（i:！ヨ村ら，

2009a）。このため、カルサイト質の石灰岩を原料とする粗

砕石灰岩で駿性矯正をおこなう場合には、石灰苦土比の増

加によるマグネシウム欠乏に注意する必要がある。作物の

種類によっても反誌が呉なると考えられるため、駿性矯正

による石灰苦土比の偏りについて、今後、検討する必要が

ある。

3）有機物の供給

H、盟主主の結果から、酸性矯正によって微生物による有

機物分解が促進され、土壊からの養分供給能が改善される

ことが明らかとなった。ただし、土壌微生物の基質となる

易分解性有機物が、石灰J沿5倍区では対照区に比べて減少

しており（図III-6C）、酸性矯正と共に有機物施用が必要で

あると考えられた。！重鎮マージのポット試験では、ソル

ゴー収去に対して、炭カノレと堆ll巴の相乗効果が認められて

いる（Kubaet al., 1989）。しかし、沖縄県で、は耕種農家が利

用できる家畜ふん由来有機物設が十分になく（橋本ら，

2004）、！！＇Ii・に、南北大東烏のような資産業に乏しい地域で

は、家畜ふん堆肥の施斤jは閤難である。そのため、酸性矯

正と共に、緑肥や製糖副産物等：の手IJ活用を含めて、効果的

に有機物を11信用する技術を構築していくことが今後の重要

な課題である。

3.有機物施用が土壌微生物性に及Iます彩饗

有機物施用の目的とは何だろうか。初めて土壌分野に配

属になり、ジャーガルにおける有機物連用試験を担当する

ことになった当時、著者は単純に、有機物施用の目的は「腐

植合主；を噌加させること」だと考えていた。しかし、 IV主主

の結果から、結JJ巴や正｜二ふん堆肥（現物 25Mg ha・' yearぺ）の

迎用による有機炭素明加訟はわずかで、あった（図IV-1）。 ー

方、スイートコーンの収泣は、化学肥料室素を化肥区より

3；どljj成JJEしでも、化肥区に比べて緑肥｜玄は 11%、地肥i玄は

7%上自力nした（表IV-3）。有機物による室奈やリン等の1!M混
成分投入量は、梓t~肥区がMdlE区より多いにも関わらず（表

IV-2）、スイートコーン収益に大きな差はないことが疑捕

であった。 ブi、土様化学性について、有機物施用による

有機炭素や全窒素の地力［Iネよりも可給態窒素の増加率が大

きく、緑JJ巴区の方が取肥区よりやや 1t~i く推移した（［沼IV-

3）。可給態窒素は、微生物バイオマスと密接に関係するた

め（坂本・大羽う 1993；閲ら， 1996；村1:r1ら， 1997）、 j二記の疑

問を解決するためには、有機物}J包JIJが土壌微生物性に及ぼ

す影特を評価することが重立さではなし、かと考え、本研究に

取り組んだ。

その結果、既設の報告とi司様に、可給態窒素とバイオマ

ス室系ーには有意な正の相聞が認められた（隠IV-I0）。バイ

オマス三左京について試験区仮に比較すると、結IJ巴区と.iitll巴

区は化！！と区に比べて 5 年l~ll の平均でそれぞれ約 70%、約

60%高かった（罰IV-8）。バイオマス炭素についても同様で

あった（民IV-7）。 ー方、有機物施mによる全窓素や有機炭

素の:1:m11n：：まは、微生物バイオマス増）Jll主より小さく（罰IV-

I, 2）、ジャーガルにおける有機物施fl~ は、有機炭素や全室

奈の士自力日よりも微生物バイオマスのよ自力nに非常に有効であ

り、その結果、可給態、室奈が増加すると椛察された。また、

結肥ほと准肥区の微生物バイオマスには有意な差はなかっ

た（関IV-7,8）。微生物バイオマスと同様に、土壌呼吸活性

も緑肥区と堆肥区に有意な差はなく、化肥区に比べて約 3

割場加した（図IV-II）。これらのことから、結把区および

堆肥区では土壌有機物の無機化による作物への養分供給力

が地加していることが推察された。

可給態窒素や微生物性と異なり、有機物施用によるPT給

態リン肢の明加は堆IJE区ではみられたが、緑JJE区ではみら

れなかった（図IV-4）。交換性塩基類は、全試験区で維持も

しくは微増した（｜玄lIV-5,6）。土岐物理性については、試験

区罰にほとんど、有意な差はみられず、緑肥や牛ふん堆ll巴の

年間 25Mg ha・＇の施用（現物重）ではジャーガノレの物理性

改善は困難であると考えられた（表IV-4）。

以 i二のことから、ジャーガルにおいて有機物連用は微生

物バイオマス・活性の維持増進に有効で、あり、作物への養

分供給力の指標である可給態主主素を高めることが明らかと
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なった。縁日記と1i1JEの連用効果を比較した場合、可給態リ

ン酸を除いては、縁｝！日（セスパニア）と堆肥（正｜二ふん地肥）

の効果はほぼ同等であり、緑n患を地力維持場進のために利

用できると考えられた。

しかし、一般に、緑肥のような新鮮有機物を施用した後

には、糖類を分解する微生物が増殖するため、作物の発芽

や初期生育に障害が生じることが懸念される（橋爪，

1995）。そこで、 V章では、 PCR-DGGE法（微生物相）お

よびクロロホルムくん蒸一抽出法（微生物ノくイオマス）に

より、縁把鋤込み後の土壌微生物性の変動を解析し、これ

らの微生物性解析による播種適期評価の可能性を検討し

た。ポット試験の結果、コマツナ発芽数が低下している期

間は、微生物バイオマスが増加し多様性指数が低下してい

ることが認、められた（図V”1,2, 3）。その後、多様性指数は

臨復し、この期間にはコマツナの発芽罷容はみられなかっ

た（図V回 1,3）。闘場試験でも河様に、緑肥鋤込み後にバイ

オマス炭素の増加と多様性指数の低下が確認された（関V伊

4, 6）。一方、午ふん地）j日鋤込み後は、バンドパーターンは

変化したが、多様性指数の低下はみられず、バイオマス炭

素の増加量も縁肥区に比べて少なかった（図v-4, 6）。以上

のことから、続llEのような新鮮有機物鋤込み後の後作播種

可能時期の評価において、微生物バイオマスや多様性指数

が指標になる可能性が考えられた。

IV、V章の結果から、沖縄県における有機物施尽の目的

とは f腐植含量を増加させることj よりも、「微生物バイ

オマス・活性さと維持増進し、土壌からの養分供給力（可給

を高めることj であると結論される。三

の結巣、沖縄県の基幹作物であるサトウキどは、窒素の肥

効がリン畿、カリに比べて高い（宮沢ら， 1981）。サトウキ

どの窒素吸収量は、~植え栽培では、植付け現年の 5 月下

旬から 7月下旬にかけて急増し、それ以降ーは漸増し、 9月下

旬に最大となる（宮沢ら， 1981）。サトウキどの窒素吸収量

から考えると 5月以降に追犯することが皇室ましいが、その

時期は植物体が大きく、続日E作業が限期ーになるため、

え栽培の最終追肥は2～3月である（沖縄県農林水産部，

2006）。詞様に、春植え栽培、株出し栽培でも、最終追肥は

サトウキビの窒素吸収量が最大となる時期よりもかなり早

く、施日巴主主素の効果をその時期iまで持続させることは悶難

である。これらのことから、サトウキビ増収には、土壌か

らの窒素供給力、すなわち、可給態窒棄を高めることが重

要であると考えられる。

微生物性（バイオマス・活性）を維持噌進し、

素を高めるための今後の課題として、 I）微生物性（バイオ

マス・活性）改善のための効率的な有機物筋用技術、 2）可

給態窒素の診断基準および簡易測定法が挙げられる。以下

に、それぞれについて述べる。

1)微生物性（バイオマス・活性）改善のための効率的な

有機物施用技術

沖縄県の流通可能な家畜ふん由来有機物量は、耕穏農家

が必婆とする有機物量を下田ると試算されており（橋本ら，

2004）、本県の有機物施用においては、結肥や製糖副産物

（パガス・フィノレターケーキ等）の利活用も重姿である。堀

ら（2011a）は、有機物告とその機作から、主としてバイオマ

スを増大させる有機物、バイオマスと呼吸活性を増大させ

る有機物、それらのいずれをもほとんど場大させない有機

物に区分している。木県においても、効率的に有機物施用

をおこなうために、家畜ふん堆肥、縁IJE、製：機部建物を、

従来の玉虫化学性改善に加えて微生物性改警の観点から区分

し、使い分けていく必姿がある。 fYtlえば、終肥では石I給態

リン酸の増加は見込めないため（図IV-4）、可給態リン酸が

低い土壌では家畜ふんi削岩施照が望ましい。しかし、本研

究のように可給態リン酸が土壌診断基準優（100mg kg・つ
を満たしている土壌では、禄犯でも堆肥と同等に微生物性

が改善され、養分供給の増加に繋がる（図IV-3,7, 8, 11）。

製糖副産物については、南大東島の例では、 2009/2010

期の余禁日ノくガス（サトウキピの搾fト残さ）が 2,000t （現物）、

ブイノレターケーキ（搾汁液中の不純物）は 7,600t （現物）

発生している（沖縄県農林水産部， 2010）。 2009/2010年郊

の南大東島のサトウキピ全紋穫面積は 1,313haであるが、

有機物施用が容易な春植えおよび夏櫛え面積は 399haで

あり i.l'J、Ihaあたりの投入可能量は 24tと決して少なくな

い。ただし、これは新鮮有機物として施服した場合の試算

であり、堆肥化した場合には投入可能量は少なくなる。現

在は、製糖副産物は堆肥化される場合が多いが、土壌微生

物性改妻子の観点からは、易分解性有機物含量が多い新鮮有

機物のまま利用することも検討すべきである。また、新鮮

有機物の利用に関しては、鋤込み後の作物の発芽や初期生

じないよう注窓する必要がある。

注）株出し栽培では収穫後の再生芳三を栽培するため、堆月巴

散布機が利用できず、有機物路用が回難である。

2）湾給態窒素の診断基準および簡易測定法

沖縄県では、土壌pHや腐植含量、可給態リン畿や交換性

塩基類等については土壌診断基準（案）が土壌型、作物船

に策定されているが（沖縄県農業試験場， 1979）、

素については策定されていない。可給態窒素は、その践定

に時間と労力を婆するため、測定データが少ないのが現状

である。今後、県内土壌における可給態窓素の実態調斎や

栽培試験から、可給態変楽の診断基準を策定する必要があ

る。

可給態室奈のillU定法には、微生物的方法と化学的方法が

あるが、現在広く用いられているのは、微生物的方法の保

る（土壌潔境分析法編集委員会， 1997）。しか

し、保潟静i置法は測定に4週間の培養期間を必要とするた

め、普及現場での診断には不向きである。化学的方法とし

ては、 pH7.0リン酸緩衝液抽出法がよく知られている。こ

の手法は、リン酸緩衝液で抽出される

し、これを可給態窒素とするもので、保温静置法に対する

簡易測定法である（土壌環境分析法編集委員会， 1997）。

手法の適誌においては、土壌型、地域などによって髄定値

が異なるため、｛呆j鼠静霊法との相関関係を確認する必要が

ある（土壌環境分析法編集委員会， 1997）。黒ボク：とでは、

保温静置法による汚給態変素設とりン露愛媛Z!llri夜で抽出され

る有機態窒素量はほぼ 1:1の関係で、あった（ノj、川iら， 1989）。

しかし、沖縄県内の土壌については、ジャーガノレを諮いて、

pH7.0リン酸緩衝液抽出法による易分解性炭素と可給態窒

素との［おに有意な相欝はなかった（表II-3）。リン酸緩衝液

抽出法による易分解性炭素と有機態窒素量には正の棺関が

あるため（佐野， 2008）、ジャーガノレを除く県内土壌では、

とりン酸緩衝液で抽出される有機態窒素量に

黒ボク土のような相関は得られない可能性が高い。

ら（2010b）は、 80°C16時間水抽出と COD簡易制

定キットを用いた畑土壌の可給態窒素簡易鵠定法を開発し

ヌド手法は、 COD簡易測定キット以外は、電気ポット

の家庭でも調達可能な物品のみで、測定可能である。さら
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に、生土で、も風乾土を用いた場合と同じ測定値が得られ、

圏場の採土から 2日間程度で測定できる（ I二菌ら角 2010a）。

普及現場で卜分にlJllj定可能で、迅速に可給態、窒素を評｛阪で

きる手法であり、沖縄県内の土壌についても、今後適応性

を検討すべきである。

4.低生産性土壌改良における土壌微生物性の評価

本研究では、許N認！宗の低生産性土壊改良（詩変ιi
機物施照）が土壌微生物担主、すなわちバイオマス、活性、

フロラに及ぼす影響を評価した。

微生物バイオマスは、作物の養分貯蔵掠および供給源と

しての役割を担っており、土tJ~の窒系二月巴沃度と筏援な｜お係

にあるため（坂本， 1998）、一殻には多い万が望ましい。

ジャーガノレにおける有機物連用によって微生物バイオマス

は増加した（表VI-I）。本研究の結果から、ジャーガ、ルにお

いて縁Ill'.:や牛ふん堆／］巴を長期連用した場合のバイオマス炭

素量は、概ね 200mg kg・＇と考えられるが、今後、民家間場

で、の検~IE：が必要で、ある。大東マージの駿性矯正における微

生物ノtイオマスは、矯正 12ヶ月後には増加したが、 29ヶ月

後には減少し、一定の傾向がみられなかった（表VI-2）。 g;i:

報のように（西尾， 1984；丸木ら， 1990）、糸状筒バイオマス

／組側ノくイオマス比の変化が影響していると挽奈されるが、

クロロホノレムくん恭一抽出法では糸状的バイオマス／細菌

バイオマス比については解明できない。これに対して、夜

接検鏡法が最も有効であると考えられるが、分析には多大

な労力がかかる。一方、 SIR（基質誘導呼吸）法は、手Ill商

あるいは糸状陥の活動を抑える抗生物質等の限安斉IJ を JI~ し、

ることで、キllllま！と糸状的それぞれの寄与＋を測定するニとが

できる筒｛更な手法で、ある（Andersonand Domschラ 1973）。

SIR法は、グ、ノレコースのような基質添加後の i二tj呼吸速度

を測定する手法で、直接的にバイオマスを測定する手法で

はないが、駿性矯IE後の微生物性評｛ill]に対して有効であろ

うと考えられる。

微生物活性は、土壌から作物への養分供給に対して、よ

りi直接的に関係している。有機物施用や酸性矯正によって

呼吸活性は期加した（表VI-I,2）。両者による土問加堂は異な

り、有機物施用ではがJ1.3倍に上告加したが、百変性矯正では約

3 倍に上~力日した。以との結果から、微生物活性については、

よる改良効果が有機物施用に比べて高いと結論

された。このことは、酸性土壊では土壌からの養分供給が

大きく制限されていることも意味しており、沖縄県の低生

産性土壌改良における酸性矯正の重要性を示唆している。

根霞！における糸状菌フロラが多様であることは、病原菌

等の特定のi誌の急激な増殖・活性化な抑制する静菌作用、

すなわち微生物的緩傍力を強化し、多様性の大小は、根霞

および土壌の健全j支を示す指標となりうると推定されてい

る（松口， 1990）。非根間土壌についても同様であると考

え、本研究で、は非根~］土壌の糸状jfil］ブロラについて解析を

おこなった。その結果、有機物施用による糸状閣の多様性

指数に有意な差はなかった（表VI-I）。しかし、緑肥織込み

後には、 イピri'l~な多様性指数の低下がみられたため（図V-

3ラ 6）、緑肥のような新鮮有機物の施洞において、多様性指

数が後作播穏可能llキj切の指標になる可能性が示唆された。

酸性矯正が微生物特に及ぼす影響については、上記の糸状

街バイオマス／細菌バイオマス比も含めて今後の課題で、あ

る。

5. おわりに

土壌改良とは、物理性、化学性、生物性の改良に類別さ

れる。本研究では、沖縄県の低投法性土壌改良が土壌微生

物性に及ぼす影響を評価した。その結果、理化学性と併せ

て微生物性な評｛rlliすることにより、土壌改良の効果を総合

的に評価することができたと自負している。

作物の安定生成のためには、二｜二壊診断に基づく土づくり

i羽VI叩 1 有機物施）ちにおけるl二壌微生物性の評価

土壌微生物性 有機物施用なし
有機物施用あり

評価
緑肥施潟堆肥施用

バイオマス＊
131 226 209 。

（バイオマス炭索 mgkg-1 ) 

活性料
13.0 16.6 16.4 。

（呼吸活性 C02C mg kg-1 24h 1 ) 

フロラ紳ネ
2.4 2.6 2.5 ’フ

（糸状E喜多様性指数H’）

＊図N司 7、2006年～2010年の平均 料：図N 11 同：NJl雲p.25

図VI-2 酸性鵠正における土壌微生物性の評価

処理12ヶ月後 処理29ヶ月後
土議微生物性 評価

矯正なし矯正あり 矯正なし矯正あり

バイオマスキ
40 67 69 51 ’フ

（バイオマス炭索 mgkg-1 ) 

活性特
2.5 6.5 4.8 13.9 。

（呼吸活性 C02C mg kg-1 24h 1 ) 

本：(gjll-6(A）、料：(gJ直一6(8) 
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が重要であり、土壌物理性、化学性とi司様に、微生物性に

ついても土壌診断基準が必要である。土壌微生物は、バイ

オマス、活性、フロラ（微生物相）の 3つの構成要素から

なるが、本研究を過して、養分供給についてはバイオマス

と活性、連作障害や嬬害についてはフロラ（微生物性）の

評価が有効で、はなし、かと考えられた。研究手法として用い

たクロロホルムくん蒸 抽出法、土壌呼吸活性（ニ齢化炭

、PCR-DGGE法は、どれも分析に要する時間が

2-3 sと短く、希釈平板法等に比べて多量のサンプルを解

析できる。今後、沖縄県内土壌の微生物性に関する知見そ

蓄積し、土壌物理性、化学性、生物性による総合的なこt壌
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診際技術を確立したいと考えている。また、微生物性につ

いて、普及現場で測定可能な簡易手法も必要であろう。

最後に、土壌微生物が健全に生育できることづくりは、作

物も健全に生育できる土づくりに繋がる。沖縄県の

は、現状では土壌微生物、作物の向者にとって、様々な生

育題審要因がある f悪い土j である。今後、

研究者の一人として、一足飛びに黒ボク土のような地力の

高い「良い土j を目指すのではなく、本研究の成果さと活用

し、微生物と作物の生育を龍容する婆悶がない f普通の土j

づくりを目指していきたい。



構

沖縄県には、冒頭マージ（赤黄色土）、大東マージ（赤

黄企土）、島尻マージ（暗赤色土）、ジャーガル（｜漫成未熟

土）という母材および理化学性の異なる土壊が分布する。

白頭マージおよび大東マージは、酸性土壌であり、作物生

産性向上のためには酸性矯正が必要である。また、すべて

の土壌に共通して有機物合金が少なく、地力が低い。本県

は、高温多湿で、有機物の分解消耗が激しい気象条件下にあ

り、土壊の地力維持増進には有機物施用が不可欠である。

本研究では、沖縄県の低生産性土壌改良（酸性矯正および

有機物施用）を土壌微生物性の観点から評価することを目

的とした（ I 

の有機物のうち、作物への養分の給源である易分

解性有機物について、県内の畑土壌｛乍ニヒの実態調査をおこ

なった。大東マージで、は易分解性炭素が他の土壌に比べて

多かったが、作物への養分供給能の指標である可給態安素

は他の土壌より低かった。大東マージの易分解性炭素が有

に占める割合は、土壌pHと有意な負の相関があっ

た。また、培養試験による大東マージの有機物分解率は、

土壌pHと有意な正の相関があった。これらのことから、

低 pHが土壌微生物による有機物分解を抑制し、易分解性

有機物からの養分供給が制限されていると考えられた。改

ま安対策として、大東マ一ジを般t生
が培1カ長することがi古養試験によつて｛龍認、されたO また、

：￥ット試験によって、殴性嬬正をおこない主主素を標準絡用

した場合と、酸性矯正をせずに窒素を倍泣施照した場合の

サトウキピ生育全を比較したところ、有意な差はなかっ

た。したがって、低 pHによる土壌からの養分供給の抑制

が推察された（日立）。

酸性嬬正資材として炭カルが今般的であるが、粉状であ

り効果が速やかに発現する反郎、 CECが低い国頭マージや

大東マージでは、 j容脱によって効果が半年程度しか持続し

ないという問題があった。沖縄県の基幹作物であるサトウ

キビの l作の栽培期間は l年～ i年半であり、炭カルでは

効果的な酸性嬬正が困難である。一方、沖縄県では石灰岩

が県内各地で豊富に産出する。道路の路盤材を生産する場

合に、副次的に生じる粗砕石灰岩には粉状～数 111111程度の

燦々な粒径の石灰岩が含まれ、炭カルに比べて非常ゴこ安｛rlli

である。そこで、南大東日1の大東マージ闘場で、粗砕石灰場

と炭カルによる酸性踊lE効果を比較したところ、粗砕石灰

岩では少なくとも 2ヶ年半効果が持続し、サトウキども土器

収した。土壊微生物性についても土壌呼吸活性が増加し、

よって微生物性も改替されることが闘場試験で

も確認された（III￥＇）。

沖縄県では有機物施尽において、堆肥ばかりでなく禄llE
も広く利用されている。離島県で、あるため:Ll胞を安価に入
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要

手することが国難な地域があること、台風被害を避けるた

め春から夏にかけて休閑期となり、緑日巴を栽培しやすいこ

とがその主な理由である。しかし、有機物の種類により作

物収量や土壌の理化学性に及ぼす影響は異なるため、

ジャーガル（佳成未熟土）の有機物連用試験陸揚において、

結肥と堆肥の連用が作物収量と土壌の各種性費（物理性、

化学性、生物性）に及ぼす影響を比較検討した。その結果、

スイートコーン収量は、イヒ肥区に比べて化学肥料窒素を 3

割減肥しても続日巴区は l1%、堆肥症は 7%増収した。有機

物由来の平均的な窒素投入量は緑肥I玄よりよ叫巴区が多い

が、土壌の可給態窒素は 10年聞を通して縁肥広が堆肥区よ

りやや高く維持されたためではないかと考えられた。百J給
とバイオマス炭素・窒素には正の相闘があり、校、肥

区と堆IJ思区のバイオマス炭素・窒素は化llE区に比べてそれ

ぞれ平均で約 70%、60%高かった。土壊呼吸活性もバイオ

マスと詞様な結果であり、ジャーガルにおいて縁肥連用

は、堆ll日連用と詞様に微生物バイオマス・活性の維持増進

に有効で、あった。物理性については、現物で 25Mg ha・1の

有機物連用では、ほとんど改善効果はみられなかった。ま

た、有機物連用による有機炭素、全家素の培1JJ11w1果に比べ

て、微生物バイオマスの増加効果が大きく、ジャーガルに

おける有機物連用は、微生物性改善に非常’に有効で、あるこ

とが示された (IV1;f）。

このように、ジャーガルにおいて結肥と堆ll毘の連用効果

を比較した場合、緑IJEと堆肥の効果はほぼ陪等であり、緑

！！日を地力維持噌進のために利用できると考えられた。しか

し、緑胞のような新鮮有機物を土壌に施用した直後は、糖

類を分解する微生物が増殖し、急速に有機物が分解される

ことによる作物の発芽・生干ぎ不良が懸念される。そこで、

縁目的包用後の土壊微生物相の変動を変性斉IJ濃度勾自己ゲノレ電

気泳動（PCR-DGGE法）によって解析した。その結果、ポッ

ト試験では結IJE)j包用約 l週間後まではコマツナの発芽姐害

が起こり、この期間は糸状umの多係性指数も低下してい

た。その後、コマツナ発芽率は増加し、糸状菌の多様性指

数も結目的仮用前のレベノレに凹復した。このように、縁日E1応
用の場合には土壌微生物性の J 詩的な悪化には注意する必

要がある（V

以上のことから、沖縄県の｛民生産性土壌改良において、

I）酸性矯正は化学性の改善ばかりでなく、微生物の有機物

分解活性を改善することによって土壌からの養分供給を高

めること、 2）有機物施用は微生物ノくイオマスおよび呼吸活

性を増加させる効果が大きいことが明らかとなった。今

後、物理性、化学性ばかりでなく、微生物性の改善にも着

尽して土壌改良をおこなっていくことが重姿であると結論

された（VI章）。
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Investigation of microbial properties of soils with improvement of infertile soils in Okinawa 

Naoko Miyamaru 

Four major soil types (Kunigami mahji, Daito mahji, the decomposition rate. 

Shimajiri rnahji and Jahgaru) are distributed in the Okinawa A field study has been cmTicd out in Jahgaru to examine 

lslands. Kunigami and Daito ma対iare acid soils and the the effects of long-term application of green manure and cattle 

organic matter content is low in all soil types. Therefore, compost on the soil properties. The effects on soil physical and 

liming and application of organic matter are important to chemical properties were almost same between green manure 

improve the soils. In this study, effects of soil improvement on and cattle compost. The soil microbial biomass C and N and 

the soil microbial properties were investigated. microbial activity were significantly higher in the organic 

One hundred soil samples were collected from the matter amended soils. PCIしDGGEanalysis revealed that the 

Okinawa Islands, and soil properties relating to the nutrient fungal community structure differed in each soil. In a pot 

supply capacity were evaluated. Daito mahji showed experiment, it was observed that the germination of komatsuna 

significantly higher labile organic carbon contents than the was suppressed and the fungal community was less diverse forl 

others. However, Daito mahji showed the lowest values of week after application of green manure. 

available nitrogen, suggesting that the lower pH in Daito mahji In conclusion, it is important to pay an attention to 

supprcssed thc decomposition of the labile organic matter and microbial properties of soil as well as physical and chemical 

resulted in higher contents of the labile organic matter. An properties in the improvement of infertile soils in the Okinawa 

incubation study using Daito mahji showed a highly significant Islands. 

positive co!Telation between the decomposition rate of added 

sunn hemp and soil pH, and that liming significantly increased 
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