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低地力砂壌土の転換畑ダイズにおける鶏糞施用効果

金田吉弘＊・和南城有里＊・高階史章＊• 佐藤 孝＊

〔キーワード〕：ダイズ，発酵鶏糞ブロックロー

テーション，窒素吸収活性，窒素

固定活性

1. はじめに

我が国では， 1971年に米の生産調整が始まって以

来，転作作物の作付けが本格化し， 2016年時点で都

府県におけるダイズ栽培面積の 92%は水田後の転

換畑である（農林水産省 2018). また，生産現場で

は地域の合意に基づき，複数の圃場をいくつかのプ

ロックにまとめて，ブロック毎に交互に転作を実施

するブロックローテーションが定着している．ブ

ロックローテーションの導入により，農作業はブ

ロックごとに単一化されるため，省力化や適期作業

が可能になるまた，個別の転作畑に比べて周囲の

水田からの侵入水の影響が軽減されるため，転作作

物における安定生産の課題である湿害を回避でき

る事例が多い．しかし，ダイズの収量についてみる

と 2014年~2016年における都府県の平均収量は

146 kg/lOaと依然として低い水準にある（農林水産

省 2018). 米の生産調整開始当時，水田転換畑のダ

イズ収量に影響を及ぼす主な要因は，排水不良によ

る発芽不良や湿害であった．その後，ブロックロー

テーションの定着とともに本暗渠や弾丸暗渠など

による排水対策が普及したものの，近年では，転換

畑ダイズの収量低迷の要因として，排水性に加えて

土壌窒素肥沃度の低下が指摘されている（新良

2010). 

それによれば，転換畑作が導入された圃場におけ

る可給態窒素は全国的に低くなる傾向があり，畑地

化率の高まりとともに低下が著しくなることが報

告されている．また，可給態窒素の低下は，細粒質

強グライ土に比べて中粗粒質土壌で著しく，その理

由として，中粗粒質土壌は微生物バイオマスの代謝

回転時間が短く，可給態窒素画分の消耗が大きいこ

とが推察されている．さらに，ダイズは子実への窒

素集積量が多く，溶脱や収穫物が圃場外に持ち出さ
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れることにより栽培に伴う窒素収支がマイナスに

なることや (Takakaiet al. 2010, 2017), 土壌中の可

給態窒素は田畑輪換体系を 10年以上繰り返すと大

きく減少することが報告されている（住田ら 2005).

一方，ダイズの作付け頻度が高い圃場においても稲

わら堆肥 2t/10 aの連年施用により収量性の改善が

認められること（住田ら 2005),牛糞堆肥を連用す

ると可給態窒素の減少が緩やかになることが報告

されている (Nishidaet al. 2013). 筆者らは，ダイズ

を 25年間長期連作した畑において乾燥鶏糞の施用

により安定した収量を確保している農家事例を紹

介した．乾燥鶏糞連用圃場では， pHが6.0に維持さ

れ全窒素や粒径 1.0mm以上の団粒割合，孔隙率が

増加するなど土壌の理化学性が良好であった（金田

ら2018). そのため，ダイズを導入した田畑輪換体

系では有機物施用を基本にした積極的な土づくり

が必要となる．

本報告で紹介する秋田県潟上市天王地区は， 1972

年頃から長期にわたって水稲とダイズのブロック

ローテーションに取り組んでいる先進地域である．

土壌は，中粗粒質の砂壌土である．本報告では，砂

壌土転換畑において発酵鶏袈の施用がダイズの生

育・収量に及ぼす影響を検討した結果を報告する．

2. ダイズの栽培概要と土壌の特徴

(1) 鶏糞施用のねらい

秋田県潟上市では， 3年間に 1作ダイズを導入す

る水稲とダイズのブロックローテーションが定着

している．図 lに，近年の潟上市におけるダイズの

平均収量の推移を示した. 1995年~1999年の平均

収量は 215kg/10 aであったのに対して 2010年～

2014年は 115kg/10 aと収量は明らかに低下傾向に

ある．生産現場からは，収量低迷の理由として初期

生育が確保できないことや，開花期以降の生育量の

増加が少ないことなどがあげられている．これまで，

ダイズの窒素要求量は他の作物に比べて多く，収量

を確保するためには窒素供給が重要であることが
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図 l 潟上市におけるダイズ収量の年次変化

表2 供試圃場における各成分の施用最 (kg/IOa) 

試験圃場 発酵鶏森 基肥 追肥 合計成分董

N P20s 応0 CaO N P20s K20 N N P,Os K20 CaO 

対照圃場 4.2 7.5 5.1 24 8 3 0 2.0 2.0 46 11.8 9.5 7 I 24 8 

鶏糞圃場 0.0 0.0 0.0 00 3.0 20 20 46 7.6 2.0 2.0 0.0 

知られている ．また，ダイズは窒素以外のリン酸，

カリウム，カルシウムについても水稲，コムギに比

べて子実収量 100kg当たりの吸収量が多い（有原

2000). 家畜ふん由来の有機物の中で，鶏糞は窒素

の他，リン酸，カリウム，カルシウムを多く含むた

め（全国農業協同組合連合会 2014; 村上 • 藤原

2012), ダイズの養分吸収特性に合致している ．さ

らに，鶏糞由来窒素は開花期以降の窒素供給が期待

できることや価格が安いことなどから，ここでは散

布作業に適したペレット発酵鶏糞を供試した．

(2) 栽培概要

試験は，2017年に行ったダイズの供試品種は，

秋田県の奨励品種リュウホウである．供試圃場は，

秋田県潟上市天玉地区のプロックローテーション

内のダイズ圃場（北緯 39°54'37", 東経 140°0'6")

である．圃場の来歴は， 2014年ダイズ，2015年と

2016年は水稲が作付されている．試験区として，各

30 aの鶏糞圃場（以下，鶏糞圃場）と鶏糞無施用圃

場（以下，対照圃場）を設けた．両圃場とも，暗渠

が設置されてお り，排水は良好である ．鶏糞圃場で

は， 4月22日にペレット発酵鶏糞を現物で 150kg/10 

a施用し た 表 lには，施用した発酵鶏糞の各成分

含有率を示した発酵鶏糞は，窒素，リ ン酸，カリ

表 ］ 供試した発酵鶏糞の成分涙度（現物当たり）

pH T-N P20s K20 CaO 

(H心）（％）（％）（％）（％）

8.3 2.8 5.0 3.4 16.5 

ウムの他カルシウム含有率が高いことが特徴であ

る.5月 23日に両圃場において化成肥料 (15-10-10)

により基肥として窒素 (N)' リン酸 (P20s), カリ

ウム (K心）を各 3.0-2.0-2.0kg/1 Oa施用したまた，

7月 27日に尿素により窒素 4.6kg/10aを追肥した．

表 2に，両圃場における合計成分量を示した．鶉糞

圃場の合計成分量は，窒素 (N)' リン酸 (P2伍），

カリウム (K20), カルシウム (Cao)各 11.8,9.5, 

7.1, 24.8 kg/IO a, 対照圃場は窒素 (N),リン酸 (P20」
カリウム (K20)各 7.6, 2.0, 2.0 kg/IO aである．両

圃場において， 6月 5日に 13cm程度の畝立後，畝

中の深さ約 3cmに条間80cm株間 27cmの2粒播き

で播種 した中耕 ．培土は， 6月 18日， 7月 10日，

7月 27日に行い，10月 20日に収穫した．

(3) 供試圃場の土壌理化学性

表 3に， 土壊化学性を示した． ダイズの収量に大

きな影響を及ぼす可給態窒素（乾土 30℃4週間湛水

培養）は 6.5mg/lOOgであった西田 (2010)は，
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表 3 圃場の土壌化学性 (4月 17日採取）

pH 

（却）

6.5 

全窒素

(N¾) 

0.10 

全炭素

(C¾) 

1.06 

可給態リン酸

(mg P205/100 g) 

17.6 

CEC 

(cmo!Jkg) 

7.2 

交換性陽イオン (mg/100g) 

CaO MgO K心

139.0 26.8 13.0 

可給態窒素

(Nm足旦~)
6.5 

0.5 

土壌硬度(MPa)

1.0 1.5 2.0 
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図 2 播種位置 (0cm)以下の土壌硬度
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目標収量をダイズで 300kg/!Oa, 水稲で 600kg/lOa 

とした場合の田畑輪換に適する可給態窒素は概ね

8~20 mg/lOOg程度であることを明らかにしている．

供試土壌の値はこの値よりも低く，窒素肥沃度は低

下傾向にあったまた，可給態リン酸 (P2む） 17.6 

mg/lOOg, 交換性カルシウム (CaO)139.0 mg/lOOg, 

交換性カリウム (K心）13.0 mg/lOOgであり，それ

ぞれ東北地方の畑土壌の目標値である 20mg/lOOg, 

200~300 mg/lOOg, 15~30 mg/lOOg (全国農業協同

組合連合会 1999)よりも低い値であった．因2に，

播種位置以下の深さにおける土壌硬度を示した．播

種位置からの深さ20cm以下は，耕盤層を判定する

基準となる 1.5MPa (中津ら 2004)以上の硬い土層

であったそのため，ダイズ根の伸張域は深さ 20cm

程度と推定され養分吸収範囲も限定されることか

ら，根域における適正な養分確保は極めて重要であ

ると考えられた．

3. ダイズの生育

(1)生育および根粒数

図 3に，主茎長の推移を示した鶏糞圃場の主茎

I
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主茎長の推移
エラーバーは標準誤差を示す．
異なるアルファベットは圃場間において 1%水
準の有意差を示す．

ロ対照圃場

ロ鶏糞圃場

a 

a 

a 

三葉期 開花期 最繁期

葉面租指数の推移
エラーバーは標準誤差を示す．
異なるアルファベッ トは圃場間において 5%水
準の有意差を示す．

長は，いずれの時期においても対照圃場に比べて有

意に長かった図 4に，時期別の葉面積指数 (LAI)

を示した鶏糞圃場の LAIは， 三葉期開花期最

大繁茂期いずれの時期においても対照圃場に比べ

て有意に増加したこれまで，英数を確保するため

にはソースすなわち，葉面積を確保する必要がある

との指摘がある（桑原 1986). 鶏糞圃場の LAIは，

対照圃場より有意に大きく収量に影轡する英数確

保に寄与すると考えられた
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図 5 三葉期 ・開花期における粒径別根粒数
エラーバーは標準誤差を示す．
異なるアルファベッ トは圃場間において5%水準の有意差
を示す．

図 5に， 三葉期，開花期における粒径別の根粒数

を示した鶏奨圃場における三葉期の根粒数は，有

意差はないものの対照圃場に比べてやや減少した

が，開花期では対照圃場に比べて有意に増加した．

また，開花期における鶏糞圃場では対照圃場と比較

して，粒径 2~3mm, 3~4 mmの大きな根粒が多

かったこれまで，畑の主要な無機窒素形態である

硝酸は，根粒菌の感染，根粒の形成と肥大，窒素固

定活性などを強く阻害することが報告されている

（大山 2000).理由としては，硝酸を与えると硝酸

同化に光合成産物の利用が優先され，根粒への光合

成産物の供給が低下することが指摘されている．高

橋 (2005)は，基肥窒素量を多く施用した場合，成

熟期では標準施肥量の対照区より全窒素集積量や

乾物生産量が低下することを報告している．そのた

め，秋田県ではダイズの生育量を確保し安定収量を

得るために，基肥窒素量は沖積土では 1.0~2.5

kg/lOa, 砂壌土では 3kg/lOa程度と水稲やムギに比

べると少ない量を奨励している（秋田県 2018).-

方，鶏糞圃場では根粒の着生が促進され，生育初期

から最大繁茂期にかけての生育は対照圃場に比べ

て旺盛になることが認められたこのことから，今

回の試験で施用した 4kg/10 a程度の鶏糞由来窒素

は根粒の着生を阻害せず，生育後半の生育量増加に

有効であると推察された．

(2)根の窒素吸収活性と窒素固定活性

図 6に， 三葉期と開花期における根の窒素吸収活

性および窒素固定活性を示した．根の窒素吸収活性

は時間当たりの導管溢泌液量に硝酸態窒素，アスパ

ラギン酸，アスパラギン由来の各窒素濃度を乗じた

ものを合計した値で示したまた，窒素固定活性は

同様に時間当たりの導管溢泌液量にウレイド態（ア

ラントインとアラントイン酸の合量）窒素猿度を乗

じて算出した鶏糞圃場では， 三葉期，開花期とも

に，対照圃場と比較して根の窒素吸収活性と窒素固

定活性が高かった生育時期別に見ると，鶏糞圃場

では三葉期において根の窒素吸収活性が高く，開花

期では窒素固定活性が高かった前述のように，鶏

糞圃場では対照圃場に比べて LAIが大きく推移し

たことから群落の光合成能が高く維持されたと推

定した．ダイズでは，根粒や根の発達，窒素固定，

養水分吸収を支える光合成産物の地下部への供給

と茎葉部の発達や光合成機能を補償する地下部か

らの養水分供給は，相互依存的な関係にあることが

報告されている（大山 2000). 鶏糞圃場では， LAI

の増加によって根や根粒への光合成産物の供給量

が増加したことが，根吸収活性と窒素固定活性の向

上に繋がったと考えられた．さらに，リン酸やカル

シウムは根粒の着生促進や窒素固定能の向上に有

効であることが報告されている（橋本 1981; 桑原

1986). 鶏糞圃場では，鶏糞由来のリ ン酸やカルシ
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エラーバーは標準誤差を示す．
異なるアルファベットは圃場間において5%水準の有意差
を示す．

ウムなどが多く，養分供給の面からも根窒素吸収活

性および窒素固定活性の向上に有効であると判断

した

4. ダイズの養分吸収

(1) 窒素集積量の推移

囮7に，各生育時期における窒素集積量を示した

鶏糞圃場における窒素集積量は，いずれの生育時期

においても対照圃場に比べて有意に増加した特に，

鶏糞圃場においては，開花期から最大繁茂期にかけ

ての増加量が多かったこの理由としては，図 6に

示したように鶏糞圃場では対照圃場に比べて開花

期の窒素固定活性が高かったことが考えられた．ま

た，最大繁茂期における鶏糞圃場の窒素集積量は，

対照圃場に比べて 7g/面程度多く，鶏糞由来窒素に

よる 4.2g/面を上回る量であったこのことは，鶏

糞圃場では固定窒素量が多かったことが想定され，

鶏葉由来のリン酸，カルシウムは窒素固定に有効で

あったと推察した

(2) リン酸カリウム，カルシウム吸収量

リン酸とカルシウムは，根粒の着生 • 発育，窒素

固定に関係していることが知られている（橋本

1981). また，カリウムは窒素に次いで吸収量が多
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表 4 収量および収量構成要素

a 

試験圃場 総英数 総粒数 百粒重＊ 収量＊

（個Imり（粒Imり (g) (kg/10 a) 

対照圃場 519a 879a 35.6a z77a 

鶏糞圃場 658b J207b 35.Qa 348b 

異なるアルファベットは圃場間において 5%水準の有

意差を示す．

＊は 15%水分換算値．

カルシウム
(CaO) 

図 8 最大繁茂期における蓑分吸収量
エラーバーは標準誤差を示す．
異なるアルファベットは圃場間において 5%水
準の有意差を示す．

く，士壌のカリウム濃度は根の伸張を促進させると

ともに英の形成に重要な働きをすることが述べら

れている（有原 2000). 図 8に，最大繁茂期におけ

るリン酸カリウム，カルシウムの各吸収量を示し

た．鶏糞圃場のリン酸とカリウム吸収量は，有意差

は認められなかったものの対照圃場に比べて増加

傾向にあったまた，鶏糞圃場のカルシウム吸収量

は，対照圃場に比べて有意に多かった．その要因に

は，鶏糞由来のリン酸カリウム，カルシウムによ

り士壌からの供給量が増加したことがあげられる．

5. ダイズの収量および収量構成要素

表 4に，収量及び収量構成要素を示した．鶏糞圃

場では，対照圃場に比べて総英数，総粒数が有意に

優っていだまた，両圃場の百粒重はほぼ同等であ

り，鶏羹圃場の収量は対照圃場に比べて有意に増加

したこれまで，連作 2年目， 3年目のダイズに対

する牛ふん堆肥の施用により士壌窒素が増大し子

実収量が改善されたことが報告されている（新良

2013). また，ダイズは収量水準が高くなるほど開

花期から最大繁茂期において根粒による固定窒素

の寄与率は低下して士壌から吸収された窒素に依

存する割合が高くなることが知られている（有原

2000). 鶏糞圃場では，開花期以降士壌からの窒素

供給が持続したことや窒素以外のリン酸，カリウム，

カルシウム吸収量が増加したことが，施用 1年目か

らの増収に繋がったものと考えられた．

6. 鶏糞の適正施用量

これまで述べてきたように砂壌士転換畑におけ

るダイズ栽培では，発酵鶏糞を 150kg/10施用した

場合に増収効果が認められた．生産現場では，発酵

鶏袈の適正施用量についての関心も高かった．そこ

で， 2017年に同じ地区において，発酵鶏糞量を 60

kg/10 aに減量した圃場 (30a) を設けて，同様な試

験を実施した．その結果，主茎長などの生育，根粒

着生の他，最大繁茂期における窒素集積量および収

量において対照圃場とは有意な違いは認められな

かった（データ省略）．これまでにも，ダイズに対

する鶏糞の適正施用量は 150~200kg/lOaとされて

いる（全国農業改良普及支援協会 2007).本試験で

も同様な結果が得られたことから，現地での発酵鶏

梃施用量は 150~200kg/lOaが滴正であると判断し

た．

7. まとめ

秋田県では，先進的なブロックローテーション地

域でのダイズの収量低迷が大きな課題となってい

る．特に，転作に伴う可給態窒素の消耗が大きい砂

壌士などの中粗粒質土壌地域において収量が低下

しやすい傾向にあり，対応が求められている．筆者

らは，秋田県内の農家において 25年間ダイズを連

作しながら 300kg/10 aレベルの多収を確保してい

る事例を紹介した（金田ら 2018).その農家の栽培

面での大きな特徴は，有機物として乾燥鶏糞を連用

していることであったまた，これまでにもダイズ

栽培において有機物施用が重要であることが指摘

されている（全国農業改良普及支援協会 2007).近

年アメリカでの 1081kg/10 aの超多収ダイズ栽培圃

場においても鶏糞施用よって上壌中の養分が極め

て豊富であることが推察されている（島田ら 2012).

しかし，秋田県ではダイズ栽培において堆肥や緑肥
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などの有機物を積極的に施用している農家事例は

少ないのが現状である．全国的にも農耕地における

有機物施用量は年々減少している（農林水産省

2008). 本報で紹介した調査結果は，あらためてダ

イズの生産性向上にとって有機物が有効であるこ

とを示しており，各地域での継続的な取組を期待し

たしヽ．
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