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北海道における子実用トウモロコシの窒素利用特性と

土壌診断に基づく窒素施肥対応

第2報土壌診断に基づく窒素施肥対応の構築

富沢ゆい子1・漬村美由紀t.須田達也2

渡部 敢2,3・笛木伸彦2・吉田昌幸3,* 

キーワード トウモロコシ，窒素施肥対応，熱水抽出性窒素

1. はじめに

子実用トウモロコシ （Zeamαys L.）は近年，輸入飼料

価格の高騰や，収穫残j宜のすき込みによる土壌環境改善効

果への期待などから，北海道ではここ数年で栽培面積が増

加し， 2015年には lOOhaを超えるまでとなっている．北

海道における子実用トウモロコシの栽培法は，過去にも検

討されているものの（北海道農業試験場， 1965），当時の

品種の収量性は現在とは大きく異なることから，現行の品

種に適した栽培法の確立が求められている．このうち現

行品種を対象とした窒素施肥法については，特定の圃場

における窒素用量試験の結果を基に，窒素施肥量の目安

を160kgha-1とした報告があるが，そこでは土壌種類や

土壌由来窒素の影響は考慮されていない（中津ら， 2015).

一方，前報（富沢ら， 2017）で，子実用トウモロコシの土

壌および施肥由来窒素の窒素吸収特性を検討した結果，子

実用トウモロコシの窒素吸収は土壌由来窒素にも影響を受

けており，土壌由来窒素量の多少に合わせて窒素施肥量を

増減させる手法（以降，土壌診断に基づく窒素施肥対応と

表記）が有効で、あることを示した．

土壌診断に基づく窒素施肥対応の設定方法としては，目

標収量を得るための作物の窒素吸収量，窒素無施用条件

での窒素吸収量，施肥窒素利用率を用いる手法が多い（谷

口， 1992；小野寺ら， 1998；渡辺ら， 2003；斉藤ら， 2007;

棲井ら， 2013）.前報（富沢ら， 2017）ではこの手法を応
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用し，土壌由来窒素吸収量（土壌窒素分析値に土壌由来窒

素利用率を掛けあわせて算出）および施肥由来窒素量（総

窒素施用量に施肥窒素利用率を掛けあわせて算出）から窒

素吸収量を推定した．そこでは窒素吸収量を高い精度で推

定できる土壌窒素分析値を，道央地域の低地土・台地土で

は「0～lOcm熱水抽出性窒素＋o～60cm無機態窒素」，十

勝地域の火山性土では「0～30cm熱水抽出性窒素」と設定

し，これらの土壌分析値はいずれも土壌の仮比重を考慮し

ていた．しかし，実際の生産現場では春先に60cm深まで

の無機態窒素を分析することや，圃場毎に土壌の仮比重を

測定し，施肥対応で考慮することは作業的に困難である．

北海道では露地栽培作物を対象とした土壌診断に基づく窒

素施肥対応技術において，土壌窒素分析値に熱水抽出性窒

素だけを用いる作物が多く，その場合，土壌の仮比重は考

慮していない（北海道農政部， 2015）.よって，生産現場

に対して使いやすい窒素施肥対応技術とするためには，こ

れらの条件を考慮することが必要となる．

そこで前報（富沢ら， 2017）から，土壌窒素分析値に土

壌の仮比重を考慮せずに熱水抽出性窒素だけを用いた時の

土壌由来窒素利用率を算出すると，道央地域の低地土・台

地土では63～108% （平均80%），十勝地域の火山性土で

は44～46%（平均45%）となる．これは同じく前報で示

した施肥窒素利用率（道央地域の低地土・台地土で69%,

十勝地域の火山性土で47%）とそれぞれ近い値である．土

壌診断に基づく窒素施肥対応の設定方法として，作物の窒

素吸収量と，総窒素施用量と土壌由来窒素量の合計値との

関係を用いて設定したものがある（加藤ら， 2009）.この

場合の土壌由来窒素量の計算方法は，硝酸態、窒素と熱水抽

出性窒素の土壌窒素分析値をそれぞれ異なる土層深を用

いて面積当たりに換算し，それらを合計する方法としてい

る．ここでは土壌窒素分析値の対象層位を調整すること

で，施肥窒素利用率と土壌由来窒素利用率を同じにしてい

ると言える．前報（富沢ら， 2017）においても土壌窒素分

析値の対象層位を調整することで，施肥窒素利用率と土壌

由来窒素利用率がほぼ同水準となっていることから，本手

法の考え方を用いて土壌診断に基づく窒素施肥対応を設定

できると考えられる．

そこで本報では，北海道の道央地域の低地士および台地
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土と，同十勝地域の火山性土を対象に，作物の窒素吸収量

と，総窒素施用量と土壌由来窒素量の合計値との関係を検

討した．また，土壌由来窒素量の算出に土壌の仮比重を考

慮しない熱水抽出性窒素を用いた結果から，土壌診断に基

づく窒素施肥対応の構築を行った．

2. 材料および方法

1)供試圃場および栽培概要

(1）道央地域の低地土・台地土

試験は， 2010年から 2013年に北海道長沼町の北海道立

総合研究機構（以降，道総研と表記）中央農業試験場（以

降，中央農試と表記）の2圃場と，北海道栗山町の生産者

現地8圃場で、行った．これらの供試圃場および栽培概要は

前報（富沢ら， 2017）と同じであることから記載を省略す

る．

(2）十勝地域の火山性土

試験は， 2009年から 2013年に北海道芽室町の道総研十

勝農業試験場（以降，十勝農試と表記）の6圃場，北海道

新得町の道総研畜産試験場（以降，畜試と表記）の1圃場，

北海道の十勝地域（帯広市，更別村，清水町，芽室町，本

別町）の生産者現地21圃場で、行った．このうち十勝農試

の6圃場および畜試の1圃場，北海道帯広市の生産者現地

3圃場については，前報（富沢ら， 2017）と同じであるこ

とから記載を省略する．これ以外の各圃場における耕起お

よび施肥前の pHと熱水抽出性窒素は表1および2のとお

りである．なお，後述の結果において土壌の熱水抽出性窒

素70mgkg1を境に傾向が異なったことから，供試圃場

は土壌の熱水抽出性窒素が70mgkg-1未満もしくは以上

に区分して表示している（以降同じ）．栽植密度は，一部

未調査の圃場があるものの，調査を行った 10圃場につい

ては78,000～90,000株 ha1の範囲にあった. 5月上旬か

ら6月上旬に播種し， 6月中旬から下旬に追肥し， 9月上

旬から 10月中旬に収穫した．

2）供試品種および窒素施用量

(1）道央地域の低地土・台地土

供試品種および窒素施肥量は前報（富沢ら， 2017）と同

じであることから記載を省略する．

(2）十勝地域の火山性土

前報（富沢ら， 2017）と重複する 10圃場については記

載を省略する．これ以外の圃場における供試品種および

窒素施肥量は表3および4のとおりである．このうち一部

の圃場については窒素用量試験を実施し，その窒素施肥量

は0～220kgha1の範囲内で2～4水準とした．リン酸施

肥量は200kgha1，カリ施肥量はllOkgha1で，いずれ

も基肥として施用した．窒素用量試験における 1区面積は

23～26m2で，各3反復で設置した．その他については各

圃場10個体を各3反復で調査した．

3）調査分析方法

(1）土壌採取および分析

前報（富沢ら， 2017）と同じ手法を用いた．各年次の耕

表1 十勝地域の火山性土における供試園場の pHと熱水抽出

性窒素（熱水抽出性窒素70mgkg1未満）

熱水抽出

年次 圃場 土壌種類 pH (H20) 性窒素
(mgkg 1) 

2010 帯広市1 乾性火山性土 n.a. 53 

2011 帯広市2 乾性火山性土 6.0 53 

2013 帯広市3 乾性火山性土 6.1 25 

更別村1 乾性火山性土 6.0 34 

帯広市4 乾性火山性土 5.8 36 

更別村2 乾性火山性土 6.2 57 

更別村3 乾性火山性土 6.1 59 

更別村4 乾性火山住土 5.9 64 

全て0～20cm土層の値.n.a.；測定せず．

表2 十勝地域の火山性土における供試圃場の pHと熱水抽出

性窒素（熱水抽出性窒素70mgkg-1以上）

熱水抽出

年次 圃場 土壌種類 pH (H20) 性窒素
(mgkg-1) 

2011 清水町1 湿性火山性土 5.4 134 

2012 清水町2 湿性火山性土 5.9 110 

2013 本別町1 湿性火山性土 5.9 79 

芽室町1 湿性火山性土 6.2 82 

芽室町2 湿性火山性土 5.7 83 

帯広市5 乾性火山性土 6.3 84 

本別町2 湿性火山性土 6.1 93 

清水町3 湿性火山性土 6.1 99 

帯広市6 湿性火山性土 5.5 111 

帯広市7 湿性火山性土 5.8 120 

全て0～20cm土層の値．

起および施肥前に表層から深さ 20cm刻みで土壌を採取

し，風乾・砕士後に2mmのふるいに通したものを分析

試料とした．無機態窒素（硝酸態およびアンモニア態窒素

の合計値）は，分析試料5gをlOOgL-1塩化カリウム溶液

50mLで抽出後，道央地域の低地土・台地土はオートア

ナライザー（AACS-II,BLTEC），十勝地域の火山性土は

オートアナライザー（FIAstar5000Analyzer, FOSS）を

用いた連続流れ分析法で測定した．熱水抽出性窒素は，分

析試料lOgに脱塩水lOOmLを加え，オートクレーブで

105°C 1時間加熱し放冷後， No.5Cのろ紙でろ過して抽

出液を得た．抽出液中の有機体窒素を分解し，その分解液

中のアンモニア態窒素を，前述の無機態窒素と同じ手法を

用いて測定し，これを熱水抽出性窒素とした（北海道立総

合研究機構農業研究本部， 2012）.なお，表3および4で

示した事例については，土壌の仮比重および無機態窒素が

未測定であるため，これらのデータを用いる解析には使用

しなかった．
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表3 十勝地域の火山性土における供試品種および窒素施用量（熱水抽出性窒素70mgkg1未満）

窒素施用量（kgha-1)

年次 圃場 供試品種
有機物由来1)

化学肥料由来 前作

基肥2) 追肥3)
合計

2010 帯広市1 チベリウス，クウィス 。 80 60, 100, 140 140, 180,220 飼料用トウモロコシ

2011 帯広市2 チベリウス，クウィス 。 80 60, 100, 140 140, 180,220 飼料用トウモロコシ

2013 帯広市3 TH875 10 70 。 80 飼料用トウモロコシ

更別村1 アシル（90日） 20 100 。 120 飼料用トウモロコシ

帯広市4 アシル（90臼） 20 70 40 130 飼料用トウモロコシ

更別村2 アシル（90日） 40 130 。 170 飼料用トウモロコシ

更別村3 アシル（90日） 30 110 。 140 飼料用トウモロコシ

更別村4 TH725 (85日） 20 110 。 130 飼料用トウモロコシ

1）前年秋，当年春に施用した堆肥およびスラリーの施肥窒素換算量．施肥窒素換算方法は北海道施肥ガイド2015（北海道農政

部， 2015）に基づく. 2）作条施用. 3) 4～5葉期に表面施用．

表4 十勝地域の火山性土における供試品種および窒素施用量（熱水抽出性窒素70mgkg1以上）

窒素施用量（kgha-1)

年次 圃場 供試品種 有機物 化学肥料由来 前作

由来1) 基肥2) 追肥3)
合計

2011 清水町1 ビエナ 。 80 0,70 80, 150 飼料用トウモロコシ

清水町1（農家慣行） ビエナ 70 80 。 150 飼料用トウモロコシ

2012 清水町2 ビエナ 。 70 0,30 70, 100 飼料用トウモロコシ

清水町2（農家慣行） ピエナ 30 70 。 100 飼料用トウモロコシ

2013 本別町1 エリオット 30 100 。 130 飼料用トウモロコシ

芽室町1 TH860 50 100 。 150 飼料用トウモロコシ

芽室町2 TH860 40 100 50 190 飼料用トウモロコシ

帯広市5 アシル（90日） 70 80 。 150 飼料用トウモロコシ

本別町2 39H32 30 90 。 120 秋まき小麦

清水町3 ニューデント 90 。 70 0, 40, 80, 120 70, 110, 150, 190 小豆

清水町3（農家慣行） ニューデント 90 20 70 。 90 小豆

帯広市6 38V52 (95日） 10 70 。 80 飼料用トウモロコシ

帯広市7 DKC34-20 (95日） 50 120 。 170 飼料用トウモロコシ

1）前年秋，当年春に施用した堆肥およびスラリーの施肥窒素換算量．施肥窒素換算方法は北海道施肥ガイド2015（北海道農政

部， 2015）に基づく. 2）作条施用. 3) 4～5葉期に表面施用．

(2）収穫調査および作物体分析

作物体は，表4の畜試の事例については地上部を収穫

し，部位別重を測定後，茎葉・茜皮・穂芯は70°C3日間，

子実は10°c7日間乾燥した．その他の事例については地

上部を部位別に分けずに70°C7日間で乾燥したため，子

実乾物収量データが欠測している．作物体の窒素含有率

は，乾燥後の試料を粉砕し，硫酸過酸化水素分解法（水

野・南， 1980）で分解後，前述の土壌分析における無機態

窒素と同じ手法を用いて測定した．これに部位別乾物重を

乗じ，その合計を窒素吸収量とした．

3.結果

1）子実乾物収量および窒素吸収量の目標値

子実乾物収量の目標値については，道央地域の生産現場

では9,000～10,000kgha1が求められており，十勝地域

では生産実績が無いため目標値が存在しない．そこで，目

標子実乾物収量を暫定的に 10,000kgha1と設定した．こ

の目標子実乾物収量が得られる時の目標窒素吸収量を，前

報（富沢ら， 2017）の子実乾物収量と窒素吸収量との関係

から推定した結果を図1に示す．この時の目標窒素吸収量

は，道央地域の低地士・台地土では約210kgha1,十勝

地域の火山性土では約180kghalであった．
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2）総窒素施用量および土壌窒素分析値を用いた窒素吸

収量の推定

総窒素施用量と土壌窒素分析値の合計値を用いた窒素

吸収量の推定式を表5に示す．なお，道央地域の低地土・

台地土における 0～lOcm層位の分析値については，耕起

により作土層は均一化すると見込まれるこ とから， 0～
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図1 窒素吸収量 と子実乾物収量との関係（前報（富沢

ら，2017）を基に作図）

(A：目標子実乾物収量， B：目標窒素吸収量）

20cmから採取した土壌の分析値と同等と見なした．ま

た，十勝地域の火山性土における 0～30cm層位の分析値

については，本地域では一般的に深さ 30cm以上までプラ

ウで、耕起されるため，これらの層位は均一化すると見込ま

れることから， 0～20cmから採取した土壌と分析値は同

等と見なした．また，十勝地方の火山性土については熱水

抽出性窒素70mgkg1未満の事例を対象とした．

いずれの土壌においても推定窒素吸収量yを求めるため

のxを総窒素施用量のみとした場合の相関係数が0.83～

0.88であったのに対し， xを総窒素施用量と土壌窒素分析

値の合計値とした場合の相関係数は0.90～0.94と高まっ

た．また，土壌の仮比重については，考慮の有無による相

関係数の変化は0.01以内と僅かであった．

表5のうち，土壌診断に基づく窒素施肥対応に用いられ

る事例としては，道央地域の低地土 ・台地土では xの値

を総窒素施用量と土壌の仮比重を考慮しない0～lOcmの

熱水抽出性窒素の合計値とした場合 （r=0.91), 卜勝地域

の火山性土（熱水抽出性窒素70mgkgl未満）では同じく

総窒素施用量と土壊の仮比重を考慮、しない0～30cmの熱

水抽出性窒素の合計値とした場合（r=0.91）であり，これ

らを図2に示す．ここで，図1で示した目標窒素吸収量が

得られる時の，目標とする総窒素施用量と熱水抽出性窒素

の合計値は，道央地域の低地土 ・台地土では260kgha1, 

十勝地域の火山性土では320kgha1であった．

3）収穫時の土壌中無機態窒素

収穫時の土壌中の無機態窒素量を図3に示す．なお，十

勝地方の火山性土については熱水抽出性窒素70mgkg-1

未満の事例を対象とした．

道央地域の低地土 ・台地土では， 0～60cm土層に無

機態窒素が12～96kgha-1残存 しており，図2で示し

た目標とする総窒素施用量と熱水抽出性窒素の合計値

260kgha 1よりやや少ない240kgha1を超えた辺りか

ら，無機態窒素が徐々に増加する傾向が認められた．十勝

地域の火山性土では， 0～40cm土層に無機態窒素が24～

表5 総窒素施用量と各種土療室素分析値の合計値による窒素吸収量の推定式

土壌の

土壊種類 n数仮比重 総窒素施用量＋

考慮。 総窒素施用量 0～lOcm 

熱水抽出性窒素

道央地域の 75 無し y=0.7lx+62.30 y=0.7lx+24.51 (r=0.91) 

低地土 ・台地土 有り (r=0.88) y=0.70x+20.92 (r=0.90) 

十勝地域の 38 無し y=0.51x+72.28
火山性土2) 有り (r=0.84) 

683）無し y=0.56x+72.75 

有り (r=0.83) 

d直

総窒素I抱用量＋

0～lOcm熱水抽出性窒素＋

0～60cm無機態窒素

y=0.7lx+0.27 (r=0.93) 

y=0.7lx-2.58 (r=0.94) 

総窒素施用量＋

0～30cm 

熱水抽出性窒素

y=0.53x+3.36 (r=0.92) 

y=0.55x+ 12.93 (r=0.93) 

y=0.56x+ 1.13 (r=0.91) 

1）無しの場合の仮比重は1とした.2）熱水抽出性窒素70mgkg-1未満の事例のみとした．

3）土壌の仮比重のデータが無い30点を含む．

y；推定窒素吸収量（kgha-1),x；総窒素施用量もしくはこれと各種土壌窒素分析値の合計値（kgha一I）.全て0.1%水準で有意



は有意な相関関係が認められなかった（データ省略）．な

お，総窒素施用量と各種土壌窒素分析値の合計値の計算に

おいて，熱水抽出性窒素の対象層位を変化させた場合や，

無機態窒素を考慮した場合でも，相関係数は高まらなかっ

た（データ省略）．

次に，窒素用量試験を行った2事例の結果を表6に示

す. 2012年の畜試の結果では，総窒素施用量 138kgha-1

十勝地域の火山性土（熱水抽出性窒素70mgkg一1以上の

事例）における総窒素施用量と窒素吸収量との関係
料，1%水準で、有意

総窒素施用量および熱水抽出性窒素の合計値と収穫期に

おける土壊中無機態窒素量との関係

（土壌の仮比重を考慮、している c：目標とする総窒素施用量

と土壌窒素分析値の合計値）
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図3

第88巻

SO kg ha一1残存しており，図2で示した目標とする総窒

素施用量と熱水抽出性窒素の合計値320kgha 1において

は，無機態窒素の増加傾向は認められなかった．なお，

無機態窒素がSOkgha-1となった 1事例は窒素施肥量が

300kgha 1 （これ以外の事例の窒素施肥量は 250kgha-1

以下）であった．

4）十勝 地域の火 山性土に お ける熱水抽出性窒素

70 mg  kg-1以上の事例

十勝地域の火山性士における熱水抽出性窒素70mgkg 1 

以上の事例について，総窒素施用量と窒素吸収量との関係

を図4に示す． 一次回帰式の相関係数は 0.65と1%水準で

有意ではあったものの，熱水抽出性窒素70m gkg 1未満

の事例における総窒素施用量と窒素吸収量との一次回帰

式の相関係数0.83～0.84（表5）と 比べると低かった．ま

た，総窒素施用量および熱水抽出性窒素の合計値と窒素吸

収量 との関係について，熱水抽出性窒素70mgkg-1未満

と同じ推定式を用いて計算を行った．その結果，熱水抽出

性窒素70mgkg 1未満の事例に比べて，同じ窒素吸収量

における総窒素施用量と熱水抽出性窒素の合計値は高くな

り，さらに熱水抽出性窒素70mgkg 1以上の事例の中で

総窒素施用量および熱水抽出性窒素の合計値と窒素吸収

量との関係

料＊ ；0.1 %水準で有意

(B：目標準素吸収量， C：目標とする総窒素施用量と土壌窒素

分析値の合計値）
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における子実乾物収量は9,858kgha1と高い水準にあ

り，これより総窒素施用量を増やしても子実乾物収量の

増加程度は小さい傾向であった．また， 2013年の清水町

3の結果では，総窒素施用量150kgha-1で窒素吸収量が

205kgha一1と最も高くなり，これより総窒素施用量を増

やしても窒素吸収量は増加しなかった．

4. 考 察

1）土壌診断に基づく窒素施肥対応の構築

以上の結果から，土壌診断に基づく窒素施肥対応を構築

する．なお，構築に当たっての前提条件として，はじめに

も述べたとおり，生産現場に対して使いやすい施肥対応技

術とするために，窒素施肥量の算出に使用する土壌窒素分

析値については土壌の仮比重を考慮しない熱水抽出性窒素

を用いることとする．

はじめに，道央地域の低地土・台地土と，十勝地域の火

山性土（熱水抽出性窒素70mgkg-1未満）について，土壌

由来窒素量に対応した総窒素施用量の算出方法を示す．設

定方法は以下に述べるとおりとした．図1において目標子

実乾物収量が得られる時の目標窒素吸収量が算出され，図

2において目標窒素吸収量が得られる時の総窒素施用量と

熱水抽出性窒素の合計値が算出された．よって，この総窒

素施用量と熱水抽出性窒素の合計値から対象とする圃場の

熱水抽出性窒素の分析値を差し引くことで，当該圃場の

総窒素施用量を算出することができる．ここで，道央地

表6 十勝地域の火山性土（熱水抽出性窒素70mgkg-1以上の

事例）における窒素用量試験結果

熱水抽出総窒素 子実乾 窒素

年次 場所 性窒素 施用量 物収量 吸収量
(mgkg-1) (kgha-1) (kgha-1) (kgha-1) 

2012 畜試 99 18 4,419 68 

138 9,858 165 

178 9,720 167 

218 10,340 184 

2013 清水町3 99 70 167 

110 169 

150 205 

190 160 

ーは未測定を示す．

域の低地土・台地土では，図3で示したように収穫期の土

壌中に余分な無機態窒素を残存させないことを考慮する

と，総窒素施用量と 0～lOcm熱水抽出性窒素の合計値は

240kgha一1程度が適当と判断される．この時の目標窒素

吸収量は，図2の一次回帰式から計算すると 195kgha-1

となり，同様に目標子実乾物収量は図1の二次回帰式から

計算すると 9,770kgha-1となる．同じく，十勝地域の火

山性土については，総窒素施用量と 0～30cm熱水抽出性

窒素の合計値が320kgha-1程度では，図3で示したよう

に収穫期の土壌中に余分な無機態窒素が残存していないと

判断されることから，目標窒素吸収量は 180kgha一日目

標子実乾物収量は10,000kgha一1と設定した．なお，今回

は土壌中の残存無機態窒素を目安に総窒素施用量と土壌由

来窒素量の合計値の基準を定めたが，本基準の他年次にお

ける適用性について以下に補足する．本試験では各地域お

よび土壌種類で気象条件の異なる複数年次の事例を検討に

用いており，道央地域の低地土・台地土については前報

（富沢ら， 2017）で示したとおり各年次で施肥窒素利用率

が大きく異なっていた．このように多様な気象条件下にお

いて窒素利用効率が異なる事例を用いて検討した結果であ

ることから，本基準を他年次に適用することで問題が生じ

る可能性は低いと考えられる．

以上の結果から，土壌由来窒素量に対応した総窒素施

用量の算出方法を設定したものを表7に示す．なお，ここ

での子実乾物収量および窒素吸収量は，算出された総窒

素施用量で栽培した時の想定値であるため，そのように表

記した．また，ここでの熱水抽出性窒素の計算方法につい

ては，生産現場において計算を容易にするために単位を

mgkg-1とし，診断対象層位に応じて係数を乗ずるように

した．すなわち，今回のように土壌の仮比重が1である場

合， 0～lOcm層位の熱水抽出性窒素の kgha-1とmgkg一1

の値は同じであること，層位が0～30cmの場合は熱水抽

出性窒素mgkg-1に3を乗ずることで計算できるようにし

た．また，土壌採取の層位を作土層としたのは，調査分析

方法でも述べたように，本事例においては作土層が均一化

していると見なせることに基づいている．

次に，十勝地域の火山性土（熱水抽出性窒素70mgkg1 

以上）における窒素施肥対応であるが，総窒素施用量およ

び土壌窒素分析値を用いた窒素吸収量の推定が困難であっ

たことから，以下の設定方法とした．

表7 土壌由来窒素量に対応した総窒素施用量の算出方法

土壌種類
想定される子実乾物収量1) 想定される窒素吸収量1)

(kgha-1) (kgha 1) 
総窒素施用量s)(kgha 1) 

低地土・台地土 9, 770 195 240 作土層5）の熱水抽出性窒素（mgkg-1)

火山性土4) 10,000 180 320一作土層5）の熱水抽出性窒素（mgkg-1）×3

1）低地土・台地土：品種「チベリウスム栽植密度95000株 ha-1.道央地域での想定値．火山性土：早生の早～中品種．栽植密度

90000株ha1.十勝中央部での想定値．

2l 70°C 7日間乾燥時．水分1.3%. 3）堆肥等の有機物由来窒素を含む．

4）熱水抽出性窒素70mgkg-1未満を対象とする. 5）深さ0～20cm.
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表8 子実用トウモロコシにおける土壌診断に基づく窒素施肥対応

作土層の熱水抽出性窒素（mgkg-1)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100～ 

総窒素施用量 低地土・台地土 (230) (220) 210 200 190 180 170 160 150 ※ 

(kgha-1) 
火山性土 (290) (260) 230 200 170 140 140 140 140 140 

※240から「作土層の熱水抽出性窒素（mgkg1）」の値を引いた数字．

（ ）は総窒素施用量の算出方法の検討時に実際の事例が無かったため，他学肥料のみで施用した場合は濃度障害等が懸念される．

十勝地域の火山性土（熱水抽出性窒素70mgkgl以上）

では，図4で示したように窒素吸収量と総窒素施用量の

一次回帰式の相闘が比較的高く，この一次回帰式から目

標窒素吸収量180kgha1が得られる時の総窒素施用量を

計算すると 190kgha-1と算出される．しかし，図1の子

実乾物収量と窒素吸収量の関係において，熱水抽出性窒

素70mgkg-1以上の事例は表6に示した畜試の4事例の

みであり，表6では窒素吸収量165kgha-1で子実乾物収

量9,858kgha1が得られている．このことは，熱水抽出

性窒素70mgkg-1以上の圃場においては，目標子実乾物

収量10,000kgha1が得られる時の目標窒素吸収量が，熱

水抽出性窒素70mgkg-1未満の場合（180kgha1）と比べ

て低い可能性があることを示している．このことから目標

窒素吸収量の設定が困難で、あったため，個別の試験事例と

既往の情報から総窒素施用量の設定を行うこととした．表

6の清水町3の事例については，総窒素施用量150kgha一1

で窒素吸収量の頭打ち傾向が認められた．さらに，熱水

抽出性窒素60mgkg-1の時の総窒素施用量を表7から計

算すると 140kgha1となる．加えて，試験を実施した十

勝地域の火山性土におけるサイレージ用トウモロコシの

窒素施肥基準は 140～150kgha-1とされている（北海道農

政部， 2015）.以上の結果を考慮すると，熱水抽出性窒素

70mgkg-1以上における総窒素施用量は 140kgha1程度

とすることが当面の対応としては適当と考えられた．

なお，熱水抽出性窒素70mgkg-1以上を境として子

実乾物収量および窒素吸収量，総窒素施用量と各種土

壌窒素分析値の合計値との相互関係の傾向が異なった

要因として，火山性土の乾性，湿性の違いが影響した

可能性がある．本試験で、扱った事例のうち，熱水抽出性

窒素70mgkgl未満の全てが乾性火山性土であり，同

70mgkg-1以上のほぼ全てが湿性火山性土であった（表

1，表2）.湿性火山性土はその多くが多腐植質であり，こ

のような土壌に対する熱水抽出性窒素による評価は，作

期中に無機化する窒素を過大評価する可能性が大きいと

されている（今野， 2001）.このことが熱水抽出性窒素

70mgkg-1を境として傾向が異なったことと関連すると

考えられた．また，乾性火山性土と湿性火山性土の土壌水

分環境や，各土壌が分布する地域の気象条件の違いなど

も，子実乾物収量および窒素吸収量，総窒素施用量と各種

土壌窒素分析値の合計値との相互関係が異なることと関連

していた可能性が考えられた．いずれにせよ本試験におい

ては，熱水抽出性窒素70mgkg1以上の事例数および調

査内容が不十分であることから，今後の詳細な検討が必要

である．

これらをふまえて，子実用トウモロコシにおける土壌診

断に基づく窒素施肥対応を表8に示す．なお，熱水抽出性

窒素20mgkg-1未満の事例については，熱水抽出性窒素

70mgkg-1未満の事例における算出方法（表7）を用いた

が，実際の調査事例が無かったことと，総窒素施用量が多

くなることによる濃度障害などの懸念があることから，そ

の旨について注記を加えた．また，低地土・台地土の熱水

抽出性窒素90mgkg1以上については，実際の調査事例

が無いため総窒素施用量に多少の過不足が生じる可能性が

あるが，実際には熱水抽出性窒素90mgkg-1以上の聞場

は少ないことと，濃度障害の危険性は低いことから，特に

注釈は加えていない．

2）本施肥対応の活用場面と留意点

本施肥対応は，低地土および台地土は道央地域，火山性

土は十勝地域で得られた結果に基づいていることから，栽

培地域と土壌種類の組み合わせが本試験と異なる場合，総

窒素施用量の算出式や，想定される収量および窒素吸収量

が異なる可能性がある．北海道における子実用トウモロコ

シの栽培は，現時点では道央地域の低地土および台地土が

中心で、あるが，泥炭土における栽培も増加しており，これ

以外の地域へ波及する動きも認められている．今後，多様

な地域および土壌種類の組み合わせに対応した窒素施肥対

応技術の確立が望まれる．

5.要約

北海道の道央地域の低地土および台地士と，同十勝地域

の火山性土を対象に，子実用トウモロコシの窒素吸収量

と，総窒素施用量と土壌由来窒素量の合計値との関係を検

討した．また，土壌由来窒素量の算出に熱水抽出性窒素

（土壌の仮比重を考慮しない，以下同じ）を用いた結果か

ら，土壌診断に基づく窒素施肥対応の構築を行った．

1）作物の窒素吸収量と，総窒素施用量と熱水抽出性窒

素の合計値の聞に有意な相関関係が認められた．ただし，

熱水抽出性窒素が70mgkg-1以上の十勝地域の火山性土

では，これらの関係性が認められなかった．

2）道央地域の低地士および台地土では，目標収量を

10,000kgha-1とした時の窒素吸収量は約210kgha一1で

あり，その時の総窒素施用量と熱水抽出性窒素（土壌深
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0～lOcm）の合計値は260kgha1であった．一方，収穫

後の土壌中無機態窒素の残存程度から判断して，総窒素施

用量と熱水抽出性窒素の合計値は240kgha-1が適当と判

断された．

3）熱水抽出性窒素70mgkg-1未満の十勝地域の火山性

土では，目標収量を 10,000kgha-1とした時の窒素吸収量

は約180kgha-1であり，総窒素施用量と熱水抽出性窒素

（土壌深0～30cm）の合計値は320kgha-1であった．

4）総窒素施用量と熱水抽出性窒素の合計値から，対象

圃場における熱水抽出性窒素の土壌診断値を差し引くこと

で，土壌由来窒素を考慮した総窒素施用量が算出できる．

5）熱水抽出性窒素70mgkg1以上の十勝地域の火山性

土については，窒素用量試験の結果から判断して，総窒素

施用量を 140kgha-1程度とすることが適当と考えられた．

謝辞：本稿を取りまとめるにあたり，道総研道南農業
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Estimation of appropriate nitrogen fertilizer application rates based on soil Nitrogen analysis for 

maize (Zeαmαys L.) in Hokkaido 
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We investigated th巴relationshipbetween nitrogen (N) uptake of maize (Zeα mays L.) and total N supplied by the soil 

and fertilizer at lowland and upland soils in central Hokkaido and in andisol soil in Tokachi. From these results, we 

estimated appropriate N fertilizer application rates based on soil diagnosis. 

1) A significant correlation was obtained between N uptake and total N fertilizer plus hot-water extractable N (soil 

bulk density was not considered in the present study), except in the case of hot-water extractable N of >70 mg kg-1 in 

andisol soil in Tokachi. 

2) In lowland and upland soils in central Hokkaido, N uptake required for a grain yield of lO,OOOkgha-1 was approxi-

mately 210 kgha 1. In this case, the total fertilizer N plus hot water extractable N (soil depth of 0-10 cm) was 260 kg ha 1, 

and judging by the amount of mineral N remaining in the soil after harvest, the appropriate amount was 240 kg ha 1. 

3) In the case of hot-wat巴rextractable N ofく70mgkg-1in andisol soil in Tokachi, the N uptake required for a grain 

yield of lO,OOOkgha-1 was approximately lSOkgha-1. In this case, the total fertilizer N plus hot-water extractable N 

(soil depth of 0 30cm) was 320kgha-1. 

4) Appropriate N fertilizer application rates based on soil N analysis was calculated by subtracting hot-water extract-

able N from 240kgha 1 (lowland and upland soils in central Hokkaido) or 320kgha 1 (andisol soil in Tokach). 

5) For hot-water extractable of N >70mgkg 1 in andisol soil in Tokachi, the appropriate total fertilizer N was 

140kgha 1. 

Key words: maize, nitrogen fertilizer application, hot-water extractable nitrogen 

(Jpn. J. Soil Sci. Plant Nutr., 88, 100-108, 2017) 
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