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施設ハクサイ収穫後の土壌残存窒素の推定と後作トマト

に対する窒素施肥量の算出法

キーワード 窒素施肥，土壌残存窒素，ハクサイ， トマト

1. はじめに

土壌の化学性に関する士壌診断では，土壌分析の結果に

基づき，作物生産に必要となる養分量に応じて施肥量を決

めることが主な目的となる．「北海道施肥ガイド2015」（北

海道農政部， 2015)は，作物・作型別に基準収量とそれを

確保するための施肥標準量を定め，士壌肥沃度に応じて施

肥量を増減する施肥対応の方法を示している．北海道の施

設栽培では，秋期の作物収穫後から翌年春までの間に土壌

分析を実施し，分析結果に基づいた施肥対応を行うのが一

般的である．

北海道の南西部地域では，道内の他の地域に比べ積雪

が少なく温暖であるという気象条件を活かし，周年被覆

のハウスにおいて 3月上旬からハクサイ (Brassicarapa 

subsp. pekinensis)を栽培した後， 5月定植， 7~9月収穫

のトマト (Solanumlycopersicum)を栽培する施設内輪作

が行われている．「北海道施肥ガイド2015」の施設ハクサ

イの基準収量は lOkgm―2であり，これを確保するために

必要な窒素施肥標準量は24g-Nm―2 とされている． しか

し，病虫害などで収量が想定よりも少ない場合には，収穫

後にも多くの窒素が土壌中に残存することとなる．

ハクサイは結球部のみが収穫され外葉は残消としてすき

込まれるのが一般的であり，残消に含まれる窒素の一部は

後作のトマトに利用されると考えられる． しかし，後作の

窒素施肥量を決める際にハクサイ残洒の窒素は考慮されて

おらず，士壌中の窒素が過剰となっている可能性がある．

土壌中の過剰な窒素は後作のトマトの草勢を旺盛にするこ

とから，着果不良の誘発，過繁茂による整枝作業の非効率
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化や病害発生の一因となる．これを回避するには，土壌

に残存している窒素およびハクサイ残漬のすき込みにより

土壌に供給される窒素を考慮して施肥することが重要であ

る．

施設野菜では，作付け前の土壌硝酸態窒素含量を分析

し， これを診断値として窒素施肥対応が行われている．つ

まり，上記のような施設内輪作体系では，ハクサイ， トマ

トの作付け前，それぞれに士壌分析を行うことが基本とな

る． しかし，生産現場では，ハクサイ収穫からトマト定植

までの期間が短いこと，また他の作業と競合する場合があ

ることから，時間的にも労力的にもトマト定植前に土壌分

析を行うことが困難な場合が多い．また，限られた期間の

中で士壌分析を行う場合でも，ハクサイ残酒をすき込んだ

直後の土壌を分析することとなり，その硝酸態窒素含量は

後作トマトが利用できるハクサイ残消に由来する窒素量を

反映する値とはならない．

これらのことから，本報では，従来ハクサイ収穫後に行

うこととされている土壌分析を実施することなく，後作卜

マトに対する適正な窒素施肥量を算出する方法について検

討したので，その内容について紹介する．

2. 本技術の概要

本技術は，施設栽培においてハクサイ収穫後の土壌残存

窒素を推定するとともに，ハクサイ収穫後にすき込まれる

残消に由来する窒素減肥可能量を考慮した後作のトマトに

対する窒素施肥対応法を示したものである．土壌残存窒素

は，ハクサイ作付け前の土壌硝酸態窒素含量，窒素施肥量

およびハクサイの結球収量から推定し，残消に由来する減

肥可能窒素量は，結球収量から推定した外葉窒素吸収量の

70%とする． これら 2つの値から後作トマトに対する適正

な窒素施肥量を算出することが可能である．

3. 本技術の開発手順

1)試験方法

(1)土壌残存窒素の推定法

2013~15年の3カ年，北海道立総合研究機構（道総

研）道南農業試験場の褐色低地土，のべ5ハウスでハク

サイを栽培した．作型は，「北海道野菜地図（その39)」

（北海道農業協同組合中央会・ホクレン農業協同組合連

合会， 2016)に示される早春まきハウス作型（収穫期5
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月5日~20日）に準じた作型とし，窒素施肥量は， 14~

33g-Nm―2の範囲で1~4水準および無窒素とした．

2013および2014年の2カ年，北海道北斗市の現地生産者

ハウス 10カ所において，ハクサイを栽培した．作型は早

春まきハウス作型，窒素施肥量は24~30g-Nm―2の範囲

とした．ハクサイは適期に収穫し，外葉と結球に分け，結

球部の収量，外葉と結球の窒素吸収量を測定した．また，

一部の処理区を除き，作付け前および収穫後の土壌の硝酸

態窒素含量を測定した．

(2)ハクサイすき込み残漬の窒素評価

ハクサイ外葉を通風乾燥機で乾燥 (70°c, 48時間）し

た．乾燥物を粉砕し，目開き 5mmのステンレス製ふるい

でふるい分けし，ふるい下の画分を得た．この画分を目開

き2mmのステンレス製ふるいでふるい分けすることによ

り得たふるい上の画分を埋設用試料とした．埋設用試料

l.Ogを，ポリエステル・ポリエチレン複合繊維製のメッ

シュ袋 (9.5X6.0cm)に入れた． これを 2015年6月17日

にトマト栽培ハウスの土壌表面から約10cmの深さに埋設

し，マルチフィルムを敷設した．これら試料を 1,3, 7, 14, 

21, 28, 35, 43および51日後に取り出し，通風乾燥機で乾

燥したのち，内容物を取り出し，窒素分析に供した．ま

た，埋設直後（約1時間後）に取り出したものについて，

同様の処理を行い窒素量の初期値とした．各処理は 3反復

で行った．

(3)窒素推定による施肥対応の実証

2015年，道南農業試験場の褐色低地士のハウスでハク

サイおよびトマトを栽培した．ハクサイは2月2日に播

種， 3月5日に定植， 5月7日に結球部のみを収穫し， 5

月12日に外葉をほ場にすき込んだ． トマトは， 7段取り

主枝1本仕立てとし， 4月2日に播種， 5月27日にハクサ

イ収穫跡地に定植， 7月17日~9月10日に収穫した． ト

マトの窒素施肥量は，窒素推定区として，本試験で得られ

た土壌残存窒素の推定値および残漬に由来する減肥可能窒

素量を用いて算出した適正窒素施肥量（窒素推定により算

出した施肥量）と，従来法区として，ハクサイ収穫後トマ

ト定植前の士壌分析による硝酸態窒素含量を診断値とする

従来の施肥対応法に基づく量の2処理とした．

2)土壌残存窒素の推定法

ハクサイ収穫後の土壌に残存する硝酸態窒素含量の推定

法を検討するにあたり，前提条件として，土壌の乾燥密度

を低地士の標準的な値である lMgm―3,施肥した肥料が

混和される深さを「北海道施肥ガイド2015」で示されてい

る土壌診断のための土壌採取深20cmとした．また，土壌

硝酸態窒素含量に関与する成分として，施肥によってほ場

内に持ち込まれる窒素および収穫によってほ場外に持ち出

される窒素を対象とした．施設栽培では，露地栽培と異な

り降雨による窒素の溶脱がほとんど起こらないと考えられ

ることから， これら 2因子で窒素収支の大部分が説明でき

ると想定し検討を進めた．

この条件下では，面積lm汽厚さ 20cmの土壌の重量

は200kgとなり， 200kgの土壌に lgの窒素を混和した

場合の窒素含量は5mgkg―1と計算される．つまり， lm2

あたり Bgの窒素を施肥した場合，土壌の窒素含量は

5Bmgkg―1増加すると表現できる．同様に， lm2あたり

ハクサイの総窒素吸収量（外葉窒素吸収量＋結球窒素吸

収量） Cgが収穫により持ち出された場合，土壌の窒素

含量は5Cmgkg―1減少すると表現できる，ここで，元々

土壌に含まれていた作付け前の土壌硝酸態窒素含量を

Amgkg―1として，収穫後の士壌硝酸態窒素含量を算出す

る式を考案した（式(1)).

ハクサイ収穫後の土壌硝酸態窒素含量 (mgkg-1) 

=A+5B-5C 

A: 作付け前の土壌硝酸態窒素含量 (mgkgー1)

B: 窒素施肥量 (gm呵

c: 総窒素吸収量 (gm吟

土壌硝酸態窒素含量は，施設野菜の土壌の診断指標とし

て用いられており，地域の分析機関において分析が可能で

ある．また，窒素施肥置は生産者が自らの営農管理の中で

把握可能である．一方，総窒素吸収量は，一般的には分析

されていない項目であり，生産現場で把握することが困難

であると予想される．そこで，生産現場で把握可能な結球

収量に着目し，総窒素吸収量との関係を調査した．

ハクサイの結球収景と総窒素吸収量の関係を図1に示

した．結球収量と総窒素吸収量の間には高い正の相関関

係 (r=0.90)があったことから，これらを変数とする 1次

回帰式を作成し， これにより総窒素吸収董を推定すること

とした（式(2)). さらに，式(2)を式(1)に代入し， この式

により得られる値を土壌残存窒素推定値と呼ぶこととした

（式(3)).
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ハクサイの結球収量と総窒素吸収量の関係

0場内 (n=20),△現地 (n=lO).

注1)点線は， 95%信頼区間を示す．

注2)**は， 1%水準で有意を示す．
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総窒素吸収量 (gm-2)=2.35 D-0.97 

D: 結球収量 (kgm―2)

土壌残存窒素推定値 (mgkgー1)

=A+5 B-11.8 D+4.9 

(2) 

(3) 

道南農試で実施したハクサイ栽培試験のうち無窒素区

を除く 13処理区，および北斗市現地で実施したハクサイ

栽培試験のうち士壌硝酸態窒素含量を測定した 9処理区

のデータを用いて，式(3)により土壌残存窒素推定値を算

出し， この値と収穫後に実測した硝酸態窒素含量の関係

を図2に示した．土壌残存窒素推定値と実測した硝酸態

窒素含量の間には高い正の相関関係 (r=0.93)があり，こ

れらを変数とする 1次回帰式は傾きがほぼ1であり，切

片がー2.94であった．「北海道施肥ガイド2015」の士壌診

断に基づく施肥対応（表1)では， トマト作付け前の土壌

硝酸態窒素含量を診断値として， 0~200mgkg―1の間を

50mgkg―1毎に分けた4区分と 200mgkg―1以上の計5区

分に分割し，その区分に応じた窒素施肥量を示している．

土壌残存窒素推定値を用いて後作トマトの施肥対応を行う

場合は，従来の土壌分析値の代わりに診断値として用いる

ことになる．回帰式の切片ー2.94は， 50mgkg―1に比べ
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土壌残存窒素推定値 (mgkg-1) 

士壌残存窒素推定値とハクサイ収穫後の土壌硝酸態窒素

含量（実測値）の関係

0場内 (n=l3),△現地 (n=9).

注1)点線は， y=xを示す．

注2)**は， 1%水準で有意を示す．

て十分に小さく，土壌残存窒素推定値が実測値と異なる区

分となる危険性は低いと考えられる． このことから，土壌

残存窒素推定値をそのまま診断値として用いても実用上問

題はないと判断した．

3)ハクサイすき込み残演の窒素評価

ハクサイ外葉の乾燥粗粉砕物を埋設した時の窒素消失率

の推移を図3に示した．窒素消失率は埋設翌日から急激に

増加し，埋設後14日目では73.1%に達した．その後，消

失は緩慢になり，埋設後28日目以降はほぼ一定に推移し，

埋設後51日目の窒素消失率は 79.7%であった．

埋設試験において，ハクサイの外葉乾燥粗粉砕物が初期

から急激に消失したことは，窒素成分が速やかに溶出して

いるためと考えられる．「北海道緑肥等栽培利用指針」（北

海道農政部， 2004)では，露地ハクサイの残漬に含まれる

窒素はすき込み直後から放出されるとしている．また，結

球収量6kgm―2, 外葉窒素吸収量3.6gm―2の時の次作に

おける減肥可能量を2gm―2としており，これは外葉窒素

吸収量のおよそ 56%に相当する．ハウスでは，露地に比

ベ漏度が高くすき込まれた外葉が速やかに分解されるこ

と，降雨による窒素の流亡がないことから減肥可能な窒素

量は露地に比べて多くなると考えられる． このことから，

埋設試験の 14日目以降において確実に土壌中に溶出して

いると考えられる外葉窒素吸収量の 70%に相当する塁を，

後作で利用可能な窒素景とするのが適当であると判断し

た．
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表1 北海道施肥ガイド2015における夏秋どりトマトの窒素施肥対応表

窒素肥沃度水準

土壌硝酸態窒素含量の範囲 (mgkg―1)

I 

50未満

II 

50~100 

III 

100~150 

IV 

150~200 

V 

200以上

施肥量 (g-Nm-2) 基肥

追肥 (1回目）

追肥 (2回目以降， 1回あたり）

5

4

4

 

ー 0

4

4

 

ー 5

4

4

 

0

0

4

 

0
 
0
 
0
 

〈留意事項（抜粋）〉窒素は各果房の2~3番果実がピンポン球大になった時点ごとに追肥する（摘心した位置から下の2果房は除く）．
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後作での減肥可能量を算出するためには，外葉窒素吸収

量を測定する必要があるが，総窒素吸収量と同様に生産現

場で把握することが困難であると予想されることから，結

球収量との関係を調査した．ハクサイの結球収量と外葉

窒素吸収量の関係を図4に示した．両者には有意な正の相

関関係 (r=0.76)があったことから，これらを変数とする

1次回帰式を作成し，この式により外葉窒素吸収量を推定

することとした（式(4)). さらに，式(4)に0.7を乗じて，

次作で減肥可能な窒素量の算出式を作成し（式(5))' この

式により得られる値を残消由来減肥可能窒素量と呼ぶこと

とした．

外葉窒素吸収置 (gill.―2)=0.88 D-0.80 

残消由来減肥可能窒素量 (gm.-2)=0.62 D-0.56 

また，ハクサイ外葉すき込みからトマト定植までの期間

は，短い場合でも 1週間程度あり，その後トマトの根が活

20 
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ハクサイの結球収量と外葉窒素吸収量の関係

0場内 (n=20), △現地 (n=lO).

注1)点線は， 95%信頼区間を示す．

注2)**は， 1%水準で有意を示す．

(4) 

(5) 

着するまでに数日を要することから考えて，残消由来減

肥可能窒素量は，基肥から減じるのが適当であると判断し

た．

4)窒素推定による施肥対応の実証

2015年，道南農試ハウスのハクサイ作付け前の土壌

硝酸態窒素含量は 3mgkg―1, ハクサイの窒素施肥量は

28g-Nm-2, 結球収量は 10.5kgm―2であった．式(3)によ

り士壌残存窒素推定値は24mgkg―1,式(5)により残消由

来減肥可能窒素量は6.0gm―2と算出された．土壌残存窒

素推定値を診断値と見なし「北海道施肥ガイド2015」に照

らし合わせると，窒素肥沃度水準 Iに該当し， 7段取りで

対応する施肥量は基肥15g-Nm―2, 追肥4g-Nm―2x5回，

合計35g-Nm―2となり，基肥量から残漬由来減肥可能窒

素量を差し引くと 9.0g-Nm―2となった．この値を参考に

窒素推定区の施肥量を基肥lOg-Nm―2, 追肥4g-Nm―2x

5回，合計30g-Nm―2とした．一方，ハクサイ収穫後に

実測した土壌硝酸態窒素含量は 18mgkg―1であった．こ

れを診断値として「北海道施肥ガイド2015」に照らし合

わせると，式(3)を用いて算出した士壌残存窒素推定値の

場合と同様，窒素肥沃度水準 Iに該当し，施肥量は基肥

15g-Nm―2, 追肥4g-Nm―2X5回，合計35g-Nm―2とな

ることから，これを従来法区の施肥量とした．

トマトの果実収量および乾物重を表2に窒素含有率およ

び窒素吸収量を表3に示した．良果収量は，窒素推定区が

11.lkgm―2, 従来法区が10.6kgm―2であり，両者の間に

有意な差は認められなかった．乾物重，窒素含有率および

窒素吸収量についても有意な差は認められなかった．

有機質肥料の中で窒素無機化速度が比較的速いとされ

る魚かすを，北海道中央部地域の露地ほ場に 5月中旬から

埋設した試験では，埋設後72日目の窒素消失率が84%で

あった（小野寺・中本， 2007)とする報告がある．また，

ハウス夏秋どりトマトに対して基肥窒素の全量を堆肥お

よび魚かすとして，定植の約14日前に施用する条件では，

窒素全量を化学肥料で施肥した場合と同等の良果収量を得

表2 窒素推定により算出した施肥量で栽培したトマトの収量および乾物重

処理区
窒素施肥量 (g-Nm―2) 果実収量 (kgm―2) 乾物重 (gm―2)

基肥 追肥 合計 良果 全体 茎部 葉部 果実 合計

窒素推定

従来法

10 

15 

4X5回

4X5回

30 

35 

11.1 

10.6 

12.7 

11.9 

224 

215 

379 

375 

742 

714 

1345 

1304 

注）各項目とも処理間に有意差なし (t検定， 5%水準）．

表3 窒素推定により算出した施肥量で栽培したトマトの窒素含有率および窒素吸収量

処理区
窒素含有率 (gkg-1) 窒素吸収量 (gm―2)

茎部 葉部 果実 茎部 葉部 果実 合計

窒素推定

従来法

14.0 

14.2 

26.1 

25.6 

14.4 

15.1 

3.1 

3.1 

9.8 

9.6 

10.7 

10.8 

23.6 

23.5 

注）各項目とも処理間に有意差なし (t検定， 5%水準）．
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表4 トマト栽培試験における基肥相当の窒素供給量と北海道施肥ガイド2015における基肥窒素量

処理区

窒素推定

従来法

基肥窒素董

(a) 

10 

15 

トマト栽培試験

ハクサイ外葉に由来する

窒素量

(b) 

6 

6 

ることができる（八木ら， 2008)ことが報告されている．

本試験の埋設試験において，埋設後51日目の窒素消失率

が79.7%であったことから，ハクサイ外葉に含まれる窒

素も速効性の有機質肥料とほぼ同様の働きをすると考えら

れ，少なくとも本試験で設定した残消由来減肥可能窒素量

に相当するハクサイ外葉窒素吸収量の 70%は，後作のト

マトで利用できる形態に変化していると考えられる．つ

まり，従来法区では，化学肥料により施用した 15g-Nm―1

にハクサイ外葉に由来する窒素6g-Nm―2が加わり，土壌

に供給された窒素の合計は 21g-Nm―2であったと見なせ

る．一方，窒素推定区では，化学肥料による lOg-Nm―2

に残漬すき込みによる窒素が加わり，合計16g-Nm―2が

士壌に供給されたと見なせる．前述のとおり「北海道施

肥ガイド 2015」で窒素肥沃度水準 Iに対応する基肥量は

15g-Nm―2であり，窒素推定区の基肥量はほぼ適正，従

来法区は 6g-Nm―2程度過剰であると判断できる（表4).

施設ハクサイの後作トマトでは土壌分析の実施が困難で

あることから，十分な施肥対応が行われていなかった．ま

た，ハクサイの後作における残消由来の窒素を考慮した施

肥対応法は，露地栽培では一定の基準が示されていたもの

の，施設栽培では明らかにされていなかった．施設の有効

利用に資する施設内輪作体系は，今後増加する可能性があ

る．このような施設内輪作体系の後作では，土壌残存窒素

を推定により求め，これを土壌分析値と見なし施肥対応を

行うとともに，前作の残漬に含まれる窒素を考慮して適正

施肥量を決めることが重要である．

北海道施肥ガイド2015
基肥相当の窒素供給量の における基肥窒素量

差

合計

(c=a+b) (d) (c-d) 

16 15 1 

21 15 6 

（単位 g-Nm―2) 

4. 本技術適用上の留意点

降雨の影響を受けない施設栽培で，施設内の温度が比較

的低い早春まきハウス作型のハクサイにおいて，標準的な

出荷規格に達した後に収穫される場合に適用できる．
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