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ーーーーー資料

cっ
新潟県の農業と土壌肥料

一一水田土壌の最近20年間の変化と研究成果一一

本間 利光*

1. はじめに

新潟県の穀倉地帯の中心である新潟平野は信濃川 ・阿賀

野川の下流域に位置し，海岸砂丘帯との聞に堆積した土砂

によ ってできた平野で、ある.以前は河川の氾濫 ・堆積の過

程で多くの潟湖があり，腰まで泥に浸かつて田植えをした

り，田舟を用いて収穫したりするような土地であった.ま

た，過去より幾多の洪水に見舞われ，特に 1896年に起き

た信濃川の大規模な氾濫(横田切れ)は近代的な大河津分

水路の建設を促進した.その後の河川改修や土地改良 ・排

水施設整備により現在では，潟湖を干拓した造成地におい

ても地下水位が低下し，大規模水田地帯となり，新潟県は

今日のコシヒカリに代表されるように良質米主産県となっ

ている.

2. 水田土壌の実態

新潟県における水田面積は全耕地面積の約 90%を占め

ており，面積では全国 2位である.県内の水田土壌を土壌

群別に集計した地力保全基本調査によると，水田の約

70%がグライ土，約 15%が灰色低地土，約 7%が多湿黒ボ

ク土となっている.そのため，新潟平野 ・高田平野等の低

地沖積地帯の多くは概して排水不良の重粘土土壌といえ

る.表 1は県内に広く分布しているグライ土(水田)につ

いて理化学性の変化をとりまとめたものである.

また，表 2の土壌管理実態の変化が示すとおり，県内の

水田では堆厩肥の施用については入手の困難さや過重な散

布労力のため，大きく減少していることがわかる.一方，

稲わらについては焼却に伴う煙害の防止や土づくり推進の

観点、からすき込み面積が大きく増加し，土づくりの主体が

堆きゅう肥投入から稲わらすき込みへと変化したことがう

かがわれた.更に，大区画圃場整備の進展と，それに伴う

暗渠施工の増加により圃場の排水性や地耐力の向上が進

み，転換畑による大豆栽培の増加，地下水位低下による乾

田化が徐々に進行しているものと思われる.

土壌の理化学性も，近年の稲わらすき込みの増加や圃場

整備の進展といった事象に対応し変化してきている.具体
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的には撤密度の減少，全窒素 ・加里含量の増加，可給態窒

素量の増加がみられる.また，堆肥や土壌改良資材施用の

減少によると思われる pHの低下，石灰 ・苦土含量の低下

が認められる.これらの結果として苦土/加里比が 11から

5へと大きく減少するなど塩基パランスの変化が認められ

る.更に全国的な傾向と同様に投入リン酸の土壌蓄積が認

められる.

一方，施肥窒素量は食味重視の観点から減少傾向である

が，近年未熟粒の増加が問題となっており ，見直しが議論

されている.

3. 最近の研究成果

以下に県内試験研究機関における最近の成果を紹介す

る.

1)シグモイド型被覆尿素の施用による大豆多収技術

(作物研究センター)

新潟県において大豆は 6，450ha (2006年)作付けされ

ており ，この大部分は粘土質のグライ土が多い水回転換畑

で，大豆の栽培には適しているとは言えない状況である.

こうした中で増収を目的に無機態窒素を過剰に施用すると

空中窒素固定が阻害されるため，結果的には収量増に結び

つかない.これを解決するため，シグモイド型被覆尿素

(CUS)を利用し，窒素固定を阻害せずに増収に結びつく

技術を開発した.現在，県内においてはこの技術を基にし

た CUS120日夕イプ入りの大豆専用肥料が市販されてお

り普及しつつある.

2)家畜ふん堆肥の分解特性と肥効特性の解明

(畜産研究センター)

堆肥中の有機物の土壌中での分解特性を明らかにするた

めガラス繊維ろ紙法を用いて分解'性の評価を試みた結果，

牛ふん堆肥は分解しにくく有機物の大部分は難分解性であ

り，豚ふん堆肥と鶏ふん堆肥は牛ふん堆肥に近いものから

有機肥料と同等の分解性を示すものまで幅広く分布してい

ることがわかった.また，家畜ふん堆肥を含めたほぼすべ

ての有機質資材の分解特性を示すそれぞれの指標として，

デタージェント分析法を用いて易分解性有機物は AD可

溶有機物，3カ月間程度の難分解性有機物は ADF， 3年

程度の難分解性有機物は ADLを用いることにより推定で

きることを明らかにした.

3)家畜ふん堆肥中成分の簡易測定法

(畜産研究センター)

家畜ふん堆肥の腐熟の指標である硝酸態窒素や，成分測
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表 1 グライ土壌(水田)における土壌理化学性の変化

項目 l巡回 (a)" 4巡回 (b)“ b/a 考えられる要因

作土深(Cm) 13.6 14.1 l.04 大型機械導入
鰍密度(mm) 9.8 8.5 0.87 稲わら施用樽加
仮比重 0.8 0.8 l.04 
pH (H，u) 5.4 5.2 0.97 土改資材減少
全炭素(%) 3.06 2.89 0.94 乾固化
全窒素(%) 0.254 0.272 l.07 稲わら施用増加
石灰。 239 210 0.88 土改資材減少
苦土・ 84 55 0.65 土改資材減少
加里・ 18 26 l.47 稲わら施用増加
有効態リン酸・ 12.5 14.5 l.16 施肥リ γ酸蓄積
可給態窒素・ 20.5 22.7 l.11 稲わら施用猶加

-単位 (mg100 gつ，日土壌環境定点調査結果より抜粋，1巡回

(1980年)， 4巡回 (2000年l.

定が難しいためにほとんど評価されていないリンおよび，

カリウム含量を容易に測定する手法を開発した.家畜ふん

堆肥現物を希硫酸で抽出し，小型反射式光度計 (RQフ

レックス)を用いて測定するもので，従来と比較し簡易で

迅速な測定が可能である.また，水分 ・灰分 ・ADFにつ

いても圧力鍋等の家庭用器具を用いて簡易に測定する手法

を開発した.いずれも特別な機器は必要ないことから，普

及指導機関等現場において十分活用可能である.

4) アスパラガスの立茎長期栽培における省力施肥技術

(園芸研究センター)

施肥量削減を目的に肥効調節型肥料の利用法に関する試

験に取り組んでいる.一例として，アスパラガスは，野菜

類の中でも施肥量が多い品目の一つであるが，アスパラガ

スの立茎長期どり栽培において，肥効調節型肥料を用いた

基肥全量施肥技術を開発した.これは， リニア型 140日夕

イプの被覆肥料を全量基肥としてアスパラガス畦面上に施

用し，乾燥防止 ・肥効の安定化のために肥料の上に堆肥マ

ルチを行うもので，これにより，慣行窒素施用量 10aあ

たり 60kgに対して 30%少ない 42kgで慣行施肥と同等

の収量を確保でき，同時に追肥の省略が可能である.

5) 圃場整備による排水不良水田からのメタン発生量削

減効果の定量的評価 (基盤研究部)

圃場整備が水田からのメタン (CH.)発生量を削減する

効果を定量的に評価するため，栽培管理は同一だが，暗渠

のある圃場(整備水回)と暗渠のない圃場(未整備水田)

を選定し，CH.発生量の調査を 3年間行った.その結果，

整備水田の CH.発生量は未整備水田よりも約 54%少な

かった.整備水田における湛水前の作土の土壌水分および

2価鉄量は，いずれの年も未整備水田より非常に少なかっ

た.それに対し未整備水田では，無降雨日数が少ない年ほ

ど土壌水分および2価鉄量が多く ，それに伴って CH.発

生量が増加 した.現在，未整備水田における C凡 発生量

の年次間変動について面的な評価を行っている.

6)糖蜜を用いた土壌還元消毒法による施設栽培トマ ト

の土壌病害虫防除 (基盤研究部)

新潟県の トマト産地では連作により ，慢性的な土壌病害

表2 水田の土壌管理の変化

(kg 10 a-1
) 

項目 l巡目 (a)" 4巡回 (b)" b/a 考えられる要因

施肥量(N) 7.4 7.0 0.95良食味米生産

施肥量(P，Us) 8.5 8.0 0.94 
施肥量(K，u) 8.8 8.9 l.01 
資材施用量(P，Us) 3.71 4.49 l.21土づくり
資材施用量(Cau) 44.8 22.1 0.49低コスト・労力軽減
資材施用量(Siu，) 25.6 12.0 0.47低コスト・労力軽減
水稲収穫量 525 530 l.01 

稲わら施用割合(%)・ 34.4 9l.9 2.67土づくり
圃場汎用化率(推定%) 11.3 33.6 2.97排水対策
堆厩肥施用割合(%)・ 20.6 4.5 0.22入手困難 ・労力軽減

• i新潟県の農業Jより引用，日 土壌環境定点調査結果より 抜粋，1巡回

(1980年)，4巡回 (2000年l.

虫の発生が問題となっている.物理的な防除技術のーっと

して，土壌還元消毒法の有効性について検討した結果，有

機物に糖蜜を用いることで地表下 50仁mにおける青枯病

菌およびネコプセンチュウを効率的に消毒することが可能

であり ，高い防除効果を示すことが明らかとなった.処理

期間は 6~9 月であれば 3 週間程度必要であり，現在， 秋

季における消毒の可能性と防除効果の持続性を検討してい

る.

7) 有機物施用と水管理による水稲の後期栄養の確保

(基盤研究部)

近年，良食味米生産のために穂肥施用量を控える傾向に

あるが，登熟期間の異常高温等の条件下では水稲の栄養状

態の悪化によると思われる除青未熟粒や心白粒の増加が見

られる.そこで，水稲の後期栄養の確保のための稲わら等

の有機物の連年施用効果や，出穂期以降の水管理の違いが

土壌窒素発現量へ及ぼす影響を検討した.その結果，①有

機物を連年施用すると土壌の保水力が高まり ，無施用に比

べて収穫期の易効性有効水が増加すること.②土壌は乾燥

の進展に伴い窒素発現量は少なくなるが，有機物の施用に

よりその減少量は小さくなること.③有機物無施用では出

穂後3週間噴から水稲の窒素吸収量が減少するが，有機物

の連年施用により窒素吸収量は収穫時まで維持され後期栄

養が確保されること，等を明らかにした.しかし，収穫期

の地耐力確保のために落水を必要以上に早め，土壌を過度

に乾燥させた場合は，有機物施用の有無にかかわらず土壌

の窒素発現が著しく抑制されることも明らかになった.

4. 今後の課題

試験研究と して今後取り組むべき課題は①地球温暖化，

②有機栽培，③担い手対応，等が考えられる.また，近年

は生産 ・消費 ・行政の各方面から多様なニ ーズがあり ，こ

れらはいずれも従来の土壌肥料の範鴎だけでは解決するこ

とは困難である.今後は他分野との一層の連携を図りなが

ら，課題解決にあたる必要があると考えている.
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