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重粘質転換畑における土壌鎮圧によるダイズ種子の吸水促進効果

高橋智紀*・細川 寿村 ・松崎守夫日本
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1.はじめに

ダイズの収量を安定的に高いレベルで、維持するためには

十分な苗立ち数を確保することが重要である.北陸地域の

転換畑では入梅前にダイズを播種することが一般的である

が，この時期は土壌が乾燥しやすく 20)，ダイズ種子の吸水

不良とこれに起因する発芽の不揃い，あるいは出芽率の低

下がしばしば問題となっている.北陸地域の水田面積の

38%を占める重粘質土壌では，植物に対する有効水分域が

小さい13) また砕土性が劣るためへ種子と土壌との十分

な接触を確保することが難しい.さらにダイズ種子は他の

作物に比べて粒が大きく ，発芽に必要なー粒あたりの吸水

量が大きし、6) 乾燥が進みやすい気象条件に加え，このよ

うな土壌条件および種子の物理的特性も過乾燥による発芽

不良を助長していると考えられる.

圏内での転換畑におけるダイズの発芽不良に関する研究

は，主に湿害対策を中心に進められており lぺ過乾燥に起

因する発芽不良を対象とした研究事例はほとんど見当たら

ない.そのため対策技術の開発も進んでいない.営農現場

においては水田のかんがし、施設を利用して，播種後の転換

畑へかん水するといった試みが行われているが，排水性の

劣る重粘質転換畑では，かん水が湿害を引き起こす恐れが

あり ，解決策とはなっていない.海外の研究事例では親水

性のポリマーを利用し吸水の促進を図った報告18)がある

が，必ずしも安定した効果は得られていない.

一方，営農現場では経験的に耕うん深度，砕土，播種深

度，播種後の鎮圧等によっ て吸水 ・発芽の制御が可能であ

ると考えられている.実際の種子の吸水過程では，こうし

た営農作業上の諸国子が複雑に関与していることが推察さ

れる.わが国では上に挙げた営農作業上の諸国子のうち砕

土性と発芽の関係に関する研究例9)は散見されるが，耕う

ん深度，播種深度，播種後の鎮圧等に関する検討例はほと

んど見当たらない.

海外の半乾燥地の事例では，耕うん等により毛管連結を

切断した表層を作成し，播種床からの蒸発を抑制すること
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が種子の吸水促進に効果があるとされている 16) 毛管水の

切断によって表層に作成された乾燥した土壌の層は土壌マ

ルチと呼ばれ，より深い播種位置の土壌の乾燥を抑制す

る.土壌マルチを活用するには土壌マルチより深い位置へ

播種する必要があり ，耕うん後のどの時期にどの程度の厚

さの土壌マルチが生成されるか，という知見が必要とな

る.土壌マノレチの厚さは土壌や気象条件に依存する 16)が，

転換畑の播種条件においてこれらを検討した例はない.

一方，播種後の土壌の鎮圧が吸水に有利に働くことを示

唆する報告も存在する.Hadas. Russo3
)によるとエンド

ウ種子の吸水速度は，浸透圧がokPaの溶液中と -400

kPaの溶液中で等しいが，マトリ ックポテンシャルが

-400 kPaの土壌中では吸水速度が遅くなることを明らか

にした.これは種子の吸水速度を律速しているのは水分ポ

テンシャルで、はなく種子と土壌水分の接触面積であること

を意味する.このことから彼らは種子と土壌水分との接触

面積を増加させることが吸水促進に有効であり ，営農的に

は播種後の鎮圧ローラーによる鎮圧作業が重要であること

を示唆している叫.

上述の 2つの研究事例は種子の吸水を促進するために有

効な技術を示唆している.両者は互いに独立ではなく ，鎮

圧は土壌マルチの生成に関わる土壌水分環境に影響を及ぼ

すことが予想される.また転換畑で‘は排水'性が低く降雨に

よる湿害の危険性から播種深度を浅くとらざるを得ない.

そのため転換畑で、のダイズ種子の吸水を促進する技術を開

発するためには， 鎮圧処理が深さ 20~30mm といった播

種位置の水分環境と種子の吸水に与える影響を明らかにす

る必要がある.

本研究では播種後の鎮圧処理が播種床の水分環境および

ダイズ種子の吸水特性に与える影響を明らかにする.ま

た，種子の吸水に適した耕うん ・播種方法を提示する.

2. 材料および方法

1 )ほ場試験

耕うんおよび鎮圧が播種床の水分環境に与える影響を明

らかにするために，2003年と 2004年に播種床の乾燥速度

を，2004年には播種床における種子の吸水速度を求めた.

実験の実施には中央農業総合研究センター北陸研究セ ン

ター内の転換畑を用いた.供試土壌の土壌型は細粒質斑鉄

型グラ イ低地土(農耕地分類第 3次改訂版1吋であり ，

0.38 kg kg-1の粘土を含む.主要な粘土鉱物はスメクタイ

トであった.
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耕うんおよび播種床の整地は 2003年 5月 27日， 2004 

年 5月28日に行い，耕うん ・播種 ・鎮圧を一行程で行う

アップカットロータリーを用い，播種機の鎮圧ローラ一部

の有無により鎮圧区と無鎮圧区を設けた.鎮圧ローラーの

鎮圧強度は 6kPaであった.耕深は 130mm，播種深度は

20~30 mmとした.供試したダイズ品種はエンレイであ

る.

耕うん前後の播種床の土壌を深さ 50mmまで 2反復で

採取し，乾熱法で含水比を測定した.また， 2004年には

種子の播種床中での含水比の推移を測定した.また，播種

床の含水比の垂直方向の変化を TDRを用いて測定した.

種子の吸水速度の測定にあたり播種後 3時間後，および

1， 2， 3， 4， 5日後の種子を 4粒採取し，ただちに重量を

測定し 105
0Cに乾熱したものを乾燥重として含水比を求め

た. TDRは深さ 10，40， 70， 100 mm  ~こ水平に挿入し，

播種床表層土壌の乾燥速度を求めた.播種深度にあたる

20~30 mmにはセ ンサーを挿入しなかったが，用いた

TDR センサーの測定範囲はプロープの周囲 20~30 mm  

に及ぶため，播種深度の土壌水分は 10，40 mm  に挿入し

たセンサーに反映されていると考えた. TDRの測定値を

そのまま使うには 2つの問題が懸念された.第一に 10

mmに挿入したプロープは測定範囲が地表面以上に及ん

でしまうため，正確に挿入部位の含水率を測定できない恐

れがある.次に， TDRで得られる値は体積含水率であ

る.しかし，播種床の土塊は組く孔隙の気相率が大きいた

めに，体積含水率で表現してしまうと，土塊のマトリック

スの含水比が正確に反映されない.そこで TDRから得ら

れた値を重量含水比に換算することで上述の問題点を解決

した.すなわち矯種床土壌を高さ 25mmの 50mL容採土

管により採取し体積含水率および重量含水比を求め，両者

の関係を用いて TDRによって得られた体積含水率を重量

含水比に換算した.近年 TDRには温度依存性が存在する

ことが指摘されている叫が，温度の補正は行わなかった.

2 )室内実験

ほ場においては経時的に土壌の乾燥が進行するため，砕

土性と鎮圧強度が土壌の含水比の推移に影響を与えること

が予想される.ダイズ種子の吸水速度に及ぼす各因子の影

響を独立して解析するために室内実験での密閉系において

土壌水分を一定に保ち，水分，砕土性，鎮圧強度が種子の

吸水速度に及ぼす影響を解析した.

実験には，ほ場試験において耕うんを行った際に採取し

た土塊を用いた. 採取した土塊を未乾燥のまま直径 0~5，

5~ 10， 1O~20 mm  にふるい分け，それぞれの土塊を乾土

で 380g量り取り， 150 x 100 x 50 mmのポリ プロピレ ン

製の容器に詰めた.土壌の水分ポテンシャルが一0.01，

0.1， -0.32 MPaとなるように水を加え，容器にふた

をし室温で 2日間静置することで水分を均質化させた.静

置後 8粒のダイズ種子を 15mmの深さに播種し，土塊の

表面に平らな板を置き，圧力が 0，4.0， 14 kPaとなるよ

うに板に 30秒の負荷を与えることで鎮圧処理とした.こ

のとき，仮比重および三相分布を鎮圧処理後の土塊の占め

る体積から求めた.鎮圧後，容器に再びふたをし，播種時

期の日平均地温と等しい 220Cの条件で、吸水試験を行った.

播種から 1，3， 5， 7日後に種子を順次取り出し，種子の

体積，種子根の長さおよび種子の含水比を測定した.種子

の体積は種子を楕円球と仮定し 3軸の長さから計算した.

種子の含水比は種子を 105
0

Cに乾熱した際の重量を乾燥重

として求めた.種皮をゃぶり突出した根の長さが 2mm

を超えたものを発芽した種子と見なした.ダイズ種子はほ

場試験と同様にエンレイを用い，粒径が 7.9mm以上の

ものを選び実験に供試した.

種子の水分特性曲線を得るために，浸透圧が-10kPa 

のポリエチレングリコール12)溶液中において上記の試験

と同様の培養条件でダイズ種子を吸水させた.吸水過程の

種子を定期的に採取し，軽く潰した後にただちにサイクロ

メータ 17)を用いて水分ポテンシャルを測定した.測定後

の試料の含水比を上述の条件で測定した.

用いた土壌の一部は風乾し， 2mmのふるいを通した後

に乾燥過程での水分特性曲線を求めた. -O.OlMPaか

ら一0.3MPaまでは加圧盤法1)，-0.3 MPa以下につい

てはサイクロメータを利用した.

3. 結 果

1 )ほ場試験

耕うん後の土壌の砕土状態および鎮圧処理の有無が播種

床の土壌物理性に与える影響について 2004年の結果を表

1 に示した. 表層 0~50 mmの平均土塊径は 12mmであ

り20mm以下への土塊の砕土率は 87%であった.鎮圧処

理により気相率は減少し，液相率および固相率は増加し

Tこ

鎮圧が土壌の乾燥に与える影響を図 1に示した.2003 

年， 2004年ともに鎮圧処理によって土壌の含水比は高ま

る傾向だった. 2004年のデータでは，耕うん 2日前の含

水比は耕うん直後とほとんど変化がなく，耕うんによって

土壌の乾燥が急速に進んだ.耕うん後の土壌の含水比を指

数関数で回帰すると，相関係数は 0.90~0 . 98 と両者の関

係をよく近似できた(図1).

播種床表層の鉛直方向の含水比をみると，鎮圧区では表

層 100mmから 10mmにかけて含水比は地表部に向かつ

て緩やかに減少しており，合水比の不連続は変化は認めら

れなかった(図 2). これに対し無鎮圧区では表層 100

表1 ほ場試験における鎮圧が表層 50mmの播種床

の物理性に与える影響 (2004年). 

無鎮圧 鎮圧

仮比重(Mgm→) 0.61(土0.01) 0.69(:t0.05) 
三相分布(m3m-3) 

液相率 0.16(:t0.03) 0.21(:t0.02) 
気相率 0.60(:t0.03) 0.53(:t0.04) 
固相率 O. 24( :t0.00) 0.26(:t0.02) 

'カッコ内の数字は2連の測定値のばらつきを示す.
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図1 耕うん後の矯種床表層 (0~50 mm)の含水比の変化に

及ぼす土壊鎮圧の影響および乾燥速度の平均値

深さ 0~50mm の播種床土壌を採土管により採取し，乾熱法に

より測定した.実線および破線はそれぞれ鎮圧区および無鎮圧

区の回帰曲線を示す.y = a X exp ( -bx)で回帰したときの回帰

係数 a，bは以下のとおり.ただし yは含水比(%)， xは揺

種後日数(日)を示す.2003年無鎮圧区:y=3l.2Xexp 
(-0.152x)r=0.95; 2003年鎮圧区:y=34.3xexp(-0.126x) 

r=0.98; 2004年無鎮圧区:y=30.5Xexp(一0.187x)r=

0.90 ; 2004年鎮圧区:y=33.8x巴xp(一0.126x)ァ=0.93.
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図2 鎮圧の有無による耕うん後の播種床 (O~100 mm)にお

ける含水比の変化の比較

グラフ右の数字は測定した土壌深度.TDRによって測定した

体積合水率を重量含水比に変換した値を示した.
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図3 土壌の鎮圧による播種後のダイズ種子の含水比の推移

“と+は t検定によってそれぞれ 1，10%の危険率で有意差が

あることを示す.図中の-l.4MPaを示す直線は図 6より求

めた.

mm深から 40mm深にかけての含水比は鎮圧区に比べて

高く ，10mmにおいて含水比は不連続に減少していた.

播種床における種子の含水比の変化を図 3に示した.播

種床の鎮圧によって種子の含水比は高まる傾向であり ，t 

検定によると播種 3時間後， 3， 5日後についてはそれぞ

れ 1，10， 10%の危険率で有意だった.これは，鎮圧によ

り播種床の乾燥速度が低下した，という図 1の結果と一致

しており，乾燥の遅れが種子の吸水に有利に働いているこ

とを支持する.

2 )室内実験

室内での鎮圧処理による仮比重の変化を表 2に示した.

ほ場試験時の仮比重 0.61~0.69 に比べ仮比重はやや高い

が鎮圧による仮比重の増加率は 113~144%であり，ほ場

試験時の増加率である 113%と同等かそれ以上の鎮圧効果

が得られた.

播種直後の種子の吸水速度は高く ，その後吸水速度は

徐々に低下する傾向だった(図 4). そこで発芽までの吸

水過程を以下の式(1)によって定量化した.

w=α(1-exp(bt))+c (1) 

ここで W は種子の含水比(%)， tは播種後日数(日)， 

a， b， cはパラメータである.相 関 係 数 は 0.96から

0.99990と高く ，式(1)は種子の吸水をよく表現できた.

種子個体の根の伸長量および個体群としての発芽率はとも

に含水比 130%以上の吸水を境に急速に高まった(図 5).

次に種子の吸水過程の水分特性曲線をみると，水分ポテン

シャルー5~一 1 MPa付近からは吸水により含水比は増加

するが水分ポテンシャルの増加はわずかだった(図 6).

図 6から吸水過程の種子の含水比l30%に相当する水分ポ

テンシャルは-l.4MPaと読みとれた.この値は Kim・

Minor10
)が 4品種のダイズの発芽限界水分ポテンシャル

として求めた一l.2MPa によく一致し，ダイズの発芽限

界水分ポテンシャルの品種間差異は小さいことが示唆され

た.そこで式(1)と表 2から-l.4MPaに達するまでの日

数 (T_1.4) を計算し，これを発芽に要する日数とした.

T_1.4を従属変数と し，水分ポテ ンシャノレ (-MPa)・土

塊径 (mm)・鎮圧強度 (-MPa) の各因子について重回

帰分析をしたところ，

T_1.4 =4.3+2.0 x水分ポテンシヤノレ+0.059

×土塊径一0.0014x鎮圧強度

の関係が得られた (rニ 0.95，ρ<0.01).水分ポテ ンシャ

ルと土塊径の重回帰係数は T_1.4に対して危険率 1%以

下の有意な寄与が認められたが，鎮圧強度に関しては寄与

は有意ではなかった.実験条件の水分ポテ ンシ ャルおよび

土塊径の範囲では T_1.4はそれぞれ，0.62日.0.74日の範

囲で値が変動すると計算され，合水比への感度はほぼ同等

であった.

4. 考 察

1 )鎮圧処理が種子の吸水に与える影響

ほ場実験では鎮圧により種子の吸水速度は高まった(図

3). これは鎮圧によって耕うん後の矯種床の含水比が高い

状態で保たれると L、う結果(図1)と一致した.また，無

鎮圧区では鎮圧区に比べ深さ 10mmの乾燥が急激に進行

し， 40mm以深の土壌の含水比はむしろ高いままで維持
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表 2 実験室で調整した播種床の仮比重とダイズ種子の吸水速度

水分ポテンシ レ筒別土壌 鎮圧強度仮比重
係数

T_1.4
相関係数

ヤノ
の土塊径 α b C 

(-MPa) (φmm) (kPa Mgm-3
) (%) (日→) (%) (d) 

0.01 0~5 O 1.00 219 -0.82 14 0.92 0.996 
4 1.14 195 -1.3 14 0.72 0.998 

14 1.31 184 -1.3 14 0.76 0.998 

5~10 。 0.93 199 -0.84 14 1.04 0.997 

4 1.06 191 1.0 14 0.90 0.99990 

14 1. 25 187 -1.1 14 0.85 0.999 

1O~20 。 0.84 182 -0.91 14 1.12 0.994 

4 1.00 165 1.5 14 0.84 0.998 

14 1.21 172 -1.1 14 1. 01 0.995 

0.1 0~5 。 0.90 179 -0.65 19 1.48 0.962 

4 1.01 236 -0.27 21 2.31 0.973 

14 1.12 327 -0.17 23 2.38 0.964 

5~10 。 0.86 173 -0.4 16 2.71 0.996 

4 0.94 192 0.3 17 3.01 0.991 

14 1. 01 189 -0.33 17 2.75 0.992 

1O~20 。 0.77 143 -0.45 15 3.56 0.996 

4 0.87 153 0.41 14 3.42 0.999 

14 0.95 142 0.59 14 2.84 0.99988 

0.32 0~5 。 0.92 171 -0.29 22 3.47 0.965 

4 0.99 274 -0.14 22 3.64 0.975 

14 1. 04 217 -0.2 21 3.51 0.978 

5~10 。 0.86 148 一0.37 18 3.79 0.987 

4 0.91 163 -0.31 17 3.86 0.991 

14 0.97 178 0.27 18 3.72 0.989 

1O~20 。 0.79 169 -0.25 19 4.20 0.985 

4 0.83 154 -0.3 17 4.46 0.993 

14 0.90 163 -0.26 17 4.52 0.994 

T_1.4 :ダイズ種子の水分ポテンシャノレが 1.4 MPaに達するまでの回数.係数 a，b， cは

ダイズ種子の含水比を w=a(l-exp(bt)) +cで回帰したときの各係数.このとき W は種

子の含水比(%)，tは播種後日数(日)を示す.相関係数は四捨五入後に lとならない範

固まで表示した.
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nu 図 5 種子の含水比と発芽した種子割合および根の伸長量の

関係

Oは発芽したダイズ種子の割合， ・は根の伸長量の平均値を示

す.培地に PEGを利用したものも含め，実験に用いたすべて

のデータより作成した.

図4 土壌の水分ポテンシャノレ，土塊径，鎮圧強度と播種床に

おけるダイズ種子の吸水パターンの関係(室内実験)

回帰曲線は w=α(l-exp(-bt)) +cに回帰した際の回帰曲

線 (α b，cは係数.wは種子の含水上七，tvi播種後日数).

凡例の数字は左から水分ポテンシヤノレ (MPa)，土塊径

(mm)，鎮圧強度 (MPa)を示す.
された.すなわち無鎮圧区では毛管連結が切断され，表層

に土壌マルチの生成が認められた(図 2).一般に裸地条

件で土壌が乾燥する場合，初期段階においては下層からの

土壌水の毛管上昇の速度が土壌表面からの蒸発速度を上回
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図6 ダイズ種子と供試土壌の水分特性曲線

土壌は脱水過程，種子は吸水過程のもの.

るため，土壌表面からの蒸発が乾燥の律速段階となる.こ

の初期段階においては乾燥速度はほぼ一定である.さらに

乾燥が進行すると土壌表面からの蒸発に比べて，下層から

の土壌水の毛管上昇あるいは水蒸気による上昇が律速とな

り，乾燥速度は徐々に低下する 11) 今回の実験では乾燥速

度が低下傾向を示し，指数関数による回帰に良く従ったこ

とから，鎮圧区 ・無鎮圧区ともに下層からの土壌水の上昇

が乾燥の律速段階となっていたといえる.土壌が膨軟な無

鎮圧区で、は土塊同士の接触面積が小さく，下層からの水の

供給量が小さいために，表層において乾燥した土壌マルチ

の層が生成され，土壌マルチより深い土壌の含水比は高く

保たれた.これに対して土塊同士の接触が大きい鎮圧区で

は水の供給量が大きかったために，土壌マルチが生成され

なかったと考えられる.Fyfieldら2)は不耕起土壌と耕起

土壌の比較において，耕起土壌においては表層 (50

mm)の乾燥がその下層(100mm) に比べ速いことを示

し，上述と同様なメカニズムで説明している.また Ham-

melら5)は、ンノレト 質土壌を用いた実験によって仮比重の大

きな不耕起土壌は仮比重が小さい耕起土壌に比べ不飽和状

態での毛管水の芯散係数が 5倍速いという結果を得てい

る.われわれの結果は播種機の鎮圧ローラーによる鎮圧処

理においても，不耕起の場合と同じメカニズムが働き，表

層の水分が無鎮圧区に比べ高く維持されることを示してい

る.

半乾燥地を中心とした海外の事例日，16)では，土壌マノレ

チの生成は播種床の乾燥を抑制することが種子の吸水促進

に効果があるとされている.Papendickら16)は耕深を大

きくとることによって，表層の毛管水が切断され，下層か

らの土壌水分の毛管上昇と蒸発が妨げられるとし，その結

果コムギ種子の出芽率が高まることを認めている.彼らの

実験条件は 150mmの耕深をとり， 130mmに播種したも

のである.これに対し日本の転換畑では湿害の懸念がある

ために深い位置への播種が難しく，播種深度は 20~30

mm程度とすることが一般的である.今回の結果では，

無鎮圧区の 40mmの含水比が鎮圧区と比べて高いことか

ら土壌マルチの下方の境界は1O~40mm の聞に存在する

と考えられた. 播種深度が 20~30 mmの条件では播種位

置が土壌マルチの生成部位と等しく なってしまうため，鎮

圧処理を行い強く乾燥する表層を作らない方が吸水に有利

であるといえる.

ほ場試験における種子の吸水量は鎮圧区で有意に高く

(図 3)，鎮圧によって乾燥が抑制されるとしづ結果とよく

一致した.種子の吸水は土壌と種子の水分ポテンシヤ/ルレの

差によつて引き起こされるM

においても成り立つと仮定し，播種床における土壊と種子

の水分ポテンシャルの変化をみた.播種床の土壌が種子の

発芽に必要な水分ポテンシャルで、ある-1.4MPa以下に

乾燥するまでの日数は， 2004年の鎮圧区，無鎮圧区でそ

れぞれ， 4.0， 2.1日と試算された.これに対して種子の

水分ポテンシャルが-1.4MPaに達する日数は， 2004年

の鎮圧区，無鎮圧区でそれぞれ，2.1， 2.4日であった.

後述するように，この数字を比較することはやや組い議論

となるが，この結果は無鎮圧区では土壌が-1.4MPa以

下に乾燥する期間と種子が-1.4MPaに達するまでの期

聞がほぼ等しいのに対し，鎮圧区では土壌の乾燥よりも十

分早く-1.4MPaまで種子の吸水が完了していることを

示しており ，鎮圧処理が安定した吸水 ・発芽に重要な役割

を果たしていることを示唆している.ただし，この試算で

は土壌の水分ポテンシャルの測定値は図 lの表層から深さ

50mmまでの範囲の値を用いており，実際に種子への水

分の移動が生じる種子の極近傍の土壌の値を測定したわけ

ではない.また，ほ場での観察では地温の日格差によって

種子周辺での結露がしばしば認められ，日中と夜間の温度

環境の差は吸水に大きな影響を与えていることは否定でき

ない.ほ場での種子の吸水速度を定量的に把握するために

は，今後これらの点について仔細に検討する必要があろ

う.

Hadas・Russo3
)は鎮圧の効果と して種子と土壌水の接

触面積が増加することをあげている.そこで鎮圧による効

果が下層からの水分供給によるものか，接触面積の増加に

よるものか，を考察してみたい.室内実験においてはいず

れの土塊径および水分ポテンシャルに対しても鎮圧処理に

よって仮比重が増大していることから，鎮圧によって気相

率が小さくなり，種子表面と土壌粒子との接触面積を増大

したことが推察された(表 2).しかし室内実験での土壌

の乾燥が進行しない条件では鎮圧による発芽促進の効果は

有意ではなかった.このことから，ほ場試験で認められた

鎮圧区の吸水促進の主体は，鎮圧によって種子表面と土壌

粒子との接触面積を増大したためで、あるとは考えにくく，

前述した下層からの水分供給による土壌乾燥の抑制が主た

るメカニズムであると思われる.今回のほ場試験の結果は

作土の土壌水分の変化を示したのみで，下層からの水分供

給量を実測することはできなかった.そこでわれわれの実

験条件に比較的近い既往の報告として，裸地における深さ

10mmの土壌を対象とした例8)をみると，下層からの水

分移動を液状水の移動，水蒸気の移動，液状水の温度勾配

による移動，水蒸気の温度勾配による移動に分けて解析し

た結果，下層からの液状水の移動による水分供給量は体積
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含水率 4%で 0.2mm  d-1，体積含水率 18%の時に 2.6

mmd-1としづ結果が得られている.この結果は下層から

の水分供給量が無視できないものであることの傍証となろ

う.鎮圧による種子表面と土壌粒子との接触面積の増大が

吸水促進に寄与しない原因は明らかで、はなかった. この詳

しいメカニズムを明らかにするにはダイズ種子と土壌粒子

との接触面積に関する子細な解析が必要であると考えら

れ，未解明な点として残った.

2)矯種後のすみやかな吸水のための土壌の耕うん整地

技術

播種深度が 20~30mm の場合，播種後に鎮圧をした方

が鎮圧によって下方からの水分の供給が維持され，播種位

置の土壌水分が比較的高い状態で維持されるために種子の

吸水には有利であった.また鎮圧による吸水性の向上は，

種子と土塊表面の接触面積の増加によるものではないよう

だった. これらの結果は吸水促進には播種床の土壌水分の

維持が重要であることを示している.

播種床の土壌水分を高い状態で維持するためには鎮圧の

時期も重要である.耕うん後の土壌は急速に乾燥が進行

し，乾燥が進行するほど下層からの水移動が生じにくくな

ること 5)から，乾燥が進んでから鎮圧を行っても鎮圧の効

果は小さし耕うん後すみやかに播種 ・鎮圧を行う体系が

最も吸水に適していると考えられる.また，表 2において

水分ポテンシャルが高い土壌で、は鎮圧によって仮比重が高

まっているように，湿潤な土壌は鎮圧時により変形しやす

く，鎮圧による毛管の連結効果も高まることが期待され

る. この面からも耕うん直後の鎮圧が吸水促進に適するこ

とが予想される.営農現場においては播種後に播種機の鎮

圧ローラーで播種床を鎮圧することはすでに一般的である

が，耕うん作業と播種 ・鎮圧作業は別の行程で行われるこ

とが多い.吸水促進には近年開発された耕うん ・播種 ・鎮

圧を一行程で行う作業機7)を導入することが効果的である

と考えられる.

5 要 約

北陸地域に分布する重粘質転換畑土壌におけるダイズ栽

培では，有効水分域が狭いうえに土壌の乾燥が最も進む 5

月下旬から 6月上旬に播種を行うために，しばしば種子の

吸水不良が苗立ちの不安定化要因となる.この問題を解決

することを目的に耕うん後の土壌の鎮圧等が土壌の乾燥速

度およびダイズ種子の吸水に及ぼす影響を検討した.土壌

の鎮圧処理によって表面から深さ 50mmまでの土壌水分

が相対的に高い値で維持された. この結果，ダイズ種子の

吸水量が有意に高まった.この時無鎮圧区では土壌表面

1O~40mm において急激な乾燥が認められたが鎮圧区で、

はこのような現象が認められなかった. このことから播種

床を無鎮圧のままとすると毛管の連結効果が小さく，下方

からの水分の供給量が小さくなるためにダイズ播種位置

(20~30 mm) の土壌の乾燥が速まると考えた.また，播

種床が乾燥しないよう閉鎖系とした室内実験においては鎮

圧してもダイズ種子の吸水促進効果は認めらなかった.こ

れは土壌鎮圧による種子の吸水促進効果は種子と土塊の接

触面積の向上によるものではなく，主に下層からの土壌水

分の供給によるものであることを示すと考えた.以上の結

果から湿害の恐れから種子を比較的浅い 20~30 mmの

位置に播種する転換畑においては，播種後に鎮圧し，下方

からの水分の供給を促す体系が吸水に有利であると結論し

た.また，耕うんにより土壌の乾燥が加速することから耕

うん直後の播種が吸水に有利であると考察し，耕うん ・播

種・鎮圧を一行程で作業する機械体系が吸水促進に効果的

であることを理論的に裏付けた.
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Effect of Soil Compression on the Soil Drying in Seedbed and Imbibitions of 
Soybean Seeds in Heavy Clayey Upland Field Converted from Rice Paddy 

Tomoki Takahashi" Hisashi Hosokawa and Morio Matsuzaki2 

(Natl. Agric. Res. Cent. Hokuriku Cent. ;ρresent addresses : 1 Shizuoka Inst. Agric. Forest.， 

2 Natl. Agric. Res. Cent.) 

The heavy clayey upland soils converted from rice paddies， which is a dominant soil type in Hokuriku 
region in ]apan， has a difficulty in germination and/or emergency due to soil drought. The drought is caused 
by both the soil physical property that soil available water content for plants is low， and the practical 
property that seeding is conducted from late May to early ]une， when soil dried strongly. To facilitate seed 
imbibition， we studied the effects of soil compression on soil drying and imbibition of soybean seeds. Tillage 
start drying soil. The water content of soil within 50 mm depth kept higher amount by soil compressed by 
seeder (6 kPa) than that of uncompressed soil and the rate of imbibition of soybean seeds increased 
significantly. Furthermore uncompressed soil made extremely dried layer around 10-40 mm depth， which 

involved the location of soybean sown (20-30 mm). Such a dried layer did not observed at compressed soils 
clearly. This result indicated that seedbed without uncompression inhibited movement of soil water from 
lower to upper layers due to small contact area of soil clods. There was no significant effect of compression 
on imbibition experiment under the system without water evaporation in laboratory study. The result 

supported the our hypothesis well. We concluded that the major mechanism of compression on facilitation of 
imbibition was supplying of water from lower layer but not increasing the contact area between soil clods and 

seeds， and that soil compression on the morrow of tillage is the one of an effective techniques to facilitate 
seeds imbibition in the case that sown depth was around 20-30 mm. Our results also imply that the machinery 
which conduct tillage， seeding and compress within one process is the one of the best device to improve 
imbibition of soybean seeds. 
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