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有機質資材を用いたハウス夏秋どりトマトの

無化学肥料栽培指針

キーワード ト7 ト，全量有機物栽培，施肥対応，有機
質肥料，たい肥

1 ，はじめに

有機農産物は，平成 12年の有機農産物の]AS規格制定

以来，需要の拡大が期待されている.その中でもトマトは

消費者ニーズの高い作物であるが， トマト栽培では定植後

に複数回の追肥が行われていることから，有機栽培のため

の施肥管理については，基肥のみならず追肥も含めた有機

質資材の施用技術を確立する必要がある. 一方，北海道で

は冷涼な気候を活かした夏秋どりトマトの栽培が盛んで，

出荷量が年々増加しており，有機栽培は更なるトマトの付

加価値向上の手段のーっとなり得る.しかし有機栽培を

実施している農家を対象としたアンケー卜 I)によると，前

述した基肥と追肥技術が必要なトマ トに限らず，一般に有

機栽培の各種作物で、は施肥方法の改善による収量および品

質の向上を望む声も大きい.これは，養分の全量を土壌や

有機物から供給する，いわゆる無化学肥料栽培による安定

した栽培管理法が確立していないためで、ある.

必要な肥料養分の全量を土壌や有機物のみから供給して

トマト栽培した試験例はし、くつか見られる.中野ら 2-4)は，

養液土耕、ンステムを用いることにより， トウモロコ シを原

料とした製糖副産物由来の有機質液肥(コー ンスティプ

リカー)が， 肥料として有効であることを明らかにし，さ

らに現地農家への導入を試みた.また佐藤ら 5)は，基肥

に菜種油かす等を連用した条件においては，無追肥でも慣

行の化学肥料施用区と同等以上の収量を得たと報告してい
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る.しかし北海道におけるトマトの無化学肥料栽培に関

する研究は見当たらない.特に，無化学肥料栽培では，気

象や土壌条件が肥効発現に大きく影響するので，環境条件

の異なる地域での知見を集積することが重要である.

本報告では. 2004~2006 年の 3 年間の試験から，北海

道でのハウス夏秋どりトマトの本圃において，収量や品質

を低下させない無化学肥料栽培を実現するため，使用する

有機質資材の種類，施用量および施用時期に関する栽培指

針を明らかにしたので，その内容を紹介する.

2，本技術の概要

本無化学肥料栽培技術で使用する有機質資材は，基肥

では完熟たい肥および、魚かす等の比較的速効性の有機

質肥料，追肥では魚等を原料とした有機質液肥と天然、

硫酸カリウム(両資材ともかん水チ ューブを用いて施

用)である.果実7段どりで，土壌中の N，P， K含量が

土壌診断基準値内にあるときの施肥量は，たい肥の養分

換算量と各種有機質肥料の養分量の合計が，基肥でN:

P : K=100 : 87 : 166 kg ha- 1 • 追 肥 (5 回分)で N:

K=200 : 166 kg ha一lである.施用時期は基肥追肥とも

に慣行栽培よりも約 14日早い.すなわち，基肥は定植前

に行い，追肥は定植後約 14日目に該当する第 2果房開花

始期に開始しその後は第 1，2，3，4の各果房肥大期に施

用する(合計5回)，また，土壌肥沃度に対応して減肥等

を行う現行の土壌診断技術も適用できる.

本技術の活用により，慣行の化学肥料栽培とほぼ同等の

収量および果実品質が得られる.なお.N， P， Kの施用上

限量は「北海道施肥ガイドJ6)に記載されている施肥標準

量と し たい肥や有機質肥料からの養分供給量も同ガイド

を参照して算出する.

3.本技術開発の手順

1)有機質資材の種類 ・施用量および施用時期の設定

全量有機質資材施用による無化学肥料栽培を行うに当た

り，まず既往の知見等を活用して，基肥あるいは追肥で使

用する資材，施用量，および施用時期を設定しその妥当

性を検討した.

(1)基肥試験(試験 1)

施設栽培において地力維持のための基本とされるたい肥

(本試験では完熟牛糞パークたい肥)40 Mg ha-17)を，有

機区の基肥として施用した.また，基肥に用いる有機質肥
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料は，速効性で概ね化学肥料の代替が可能とされる魚かす，

蒸製骨粉，草木灰の各種有機質肥料 8-10)を選択した.表

1には，化学肥料(硝酸アンモニウム，重過リン酸石灰，

硫酸カリウム)のみの化成区と有機区の施肥概要を示した.

施肥量は「北海道施肥ガイドJの施肥標準量に従った.こ

の場合，たい肥の養分換算量 10 と他の有機質肥料の養分

量(保証成分値から算出)の合計が施肥標準量となるよう

に設定した.なお，tこい肥 40Mgの養分換算量は N:P:

分けてかん水チューブを用いて施用した.ただし有機区

の追肥窒素量は，たし、肥由来養分を 50kgha一lとして，そ

の分を減肥した.追肥時期は慣行に従い第 1，2， 3， 4， 5果

房の各肥大期に行った.

以上の条件で行った基肥試験において，有機区は有意差

がないものの対照の化成区よりも窒素吸収量がやや低い傾

向であったが，両区の良果収量はほぼ同等であった(表 2). 

従って，基肥で設定した有機質資材の種類，施用量および

施用時期は，概ね妥当で、あったと判断される.

(2)追肥試験(試験2)

K=50: 17: 133 kgである.基肥の施肥時期は，有機質肥

料中の易分解性成分の分解に伴う養分の放出時期 12)を考

慮して，定植の 10"-'14日前とした 追肥は両区とも化学

肥料のみ(硝酸アンモニウム，硫酸カリウム)で， 5回に

本試験では，追肥処理として化成区と有機区を設定した.

両区とも基肥条件は共通で，完熟牛糞たい肥 40Mg ha-1 

表 1 基肥試験，追肥試験および無化学肥料栽培の処理区と施肥概要

基肥 追肥*4

試験名 処理区名 備考 N P K N K 
(kg ha-1) (kg ha-1) 

化成*1 施肥標準 100 87 166 200 166 
試験 ー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一

(基肥試験) 有機 たし、肥40Mgの養分換算量*2 50 17 133 50 0 
肥料由来養分量 50*3 70*3 33*3 150*5 166 

化成 たし、肥40Mgの養分換算量*2 50 17 133 50 0 

試験2 化学肥料由来養分量 一 一 一 200*5 166 
(追肥試験) 右訟 で 元下目立戸養会換算歪ι一一一切一一一 17一一一一]百- h b 

有機質肥料由来養分量 一 200*6 166 

試験3 一一 化喧プJ一一一一一一一一一睡凹標準一一一一一一一一一一ーー→ー Jqq F lpp jqq--Jpq-
(無化学肥料 無化学肥料 たい肥40Mgの養分換算量*2 50 17 133 50 0 

栽培) 有機質肥料由来養分量 50*3 70*3 33*3 150判 166

*1 基肥，追肥ともに硝酸アンモニウム，重過リン酸石灰，硫酸カリウムを供試した.
*2 たい肥の養分換算量は 「施設栽培におけるたい肥連用効果と窒素 ・リン酸減肥基準J11) に準拠した
吋魚かす，蒸製骨粉，草木灰を供試した.
判 たい肥由来の窒素を除いて，5回に分けて均等に施用した.

*5 硝酸アンモニウムおよび硝酸カリウムを供試した.
*6 有機質液肥および天然硫酸カリウムを供試した.

表2 基肥試験および追肥試験の良果収量および窒素吸収量

基肥(試験1) 追肥(試験2)

良果 窒素 良果

年次 処理区名*1 収量*2 吸収量*3 処理区名 *4 収量*2

(Mg ha -1) (kg ha -1) (Mg ha-1) 

2004年
化成 113 339 化成 104 

有機 116 312 有機 118 

2005年
化成 143 262 化成 141 

有機 139 253 有機 144 

2006年
化成 122 303 化成 120 

有機 135 285 有機 129 

3ヵ年 化成 126 301 化成 122 
平均 有機 130 283 有機 130 

いずれの項目についても，各年次内における処理問の有意差はなし (t検定，

5潟水準).

*1化成区は基肥，追肥とも化成肥料のみ，有機区は基肥がたい肥と有機質肥
料および追肥が化学肥料.

*290 g以上の正常果.

*3茎葉と果実の合計吸収量.
料化成，有機の両区とも基肥はたい肥 40Mg ha-1のみで，追肥は化成区が化

学肥料および有機区が有機質液肥と天然硫酸カリウムを用いた.

窒素

吸収量*3

(kg ha-1) 

291 

288 

281 

260 

309 

312 

294 

286 
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を施用した.使用した追肥資材は， 化成区が硝酸アンモニ

ウムおよび硫酸カリウム，有機区が魚を原料にした有機質

液肥および天然、硫酸カリウムである.この有機質液肥は，

窒素成分 (6%)のみを保証しており， リン酸等の含有率

が低く，トマ トの追肥資材として適当と考えられる.また，

両区の施肥量は表1の通りである.

有機質液肥の追肥開始時期は，定植後約 14日目に該当

する第2果房開花始期に設定し， 通常の追肥時期である第

1果房肥大期より約 14日早めた.理由は，室内の培養実

験 (30T)において，資材中の有機態窒素が土壌に添加

後急速に無機化されるまで約 14日間必要であったことに

よる.この点については，中野ら 2)もコーンスティプリカー

を使用した有機養液土耕において，有機態窒素の無機化に

時間を要するため，通常の養液土耕に比べて生育が抑制さ

れると指摘している.一方，化成区では慣行の第 1果房肥

大期に追肥を開始した.なお，両区とも追肥はかん水チ ュー

ブで行った.

このような条件で‘行った追肥試験において，有機区は化

成区と 同等以上の良果収量および窒素吸収量を得た (表

2) .従って，基肥の場合と同様に，追肥で設定した有機

質資材の種類等の条件も妥当であったと考えられる.

2)全量有機質資材を用いた無化学肥料栽培(試験3)

基肥と追肥に有機質資材のみを用いた「無化学肥料区J
と， 化学肥料のみを施用した「化成区」を設定し， 3ヵ

年試験を実施した.表 1に両区の施肥概要を示した.本圃

における栽培期間は，2004年は6月上旬から 10月上旬，

2005年および2006年は5月上旬から 9月上旬で， 7段

どり栽培である.また，試験前における圃場の土壌pHは

6.4，乾士 1kg当たりの土壌養分含量は，硝酸態窒素が2.0

mg，熱水抽出性窒素が44mg， トルオーグリン (p)が

120mg，交換性カリウム (K)が460mgであった.

無化学肥料栽培の収量および品質を表3に示した.全果

実収量および良果収量は，無化学肥料区がそれぞれ 121'" 

166 (3ヵ年平均 148)， 102'" 144 (同121)Mgha一1で化

表3 無化学肥料栽培の収量と品質(試験3)

年次 処理区名 *1

果実品質

糖度
(Brix) 

酸度判

(g) 

表4 無化学肥料栽培の養分吸収量および乾物生産量(試験3)

春公哩ili?量 (kgha 1) 地上部

年次 処理区名*1 N P K 乾物生産量判

地上部 果実*2 (Mg ha-1) 

2004年
化成 339 182 (54) 64 547 15.4 
無化学肥料 282 138 (49) 62 486 14. 2 

2005年
化成 262 183 (70) 52 578 14.0 
無化学肥料 249 190 (76) 62 577 14. 5 

2006年
化成 303 184 (61) 42 614 15. 3 
無化学肥料 281 180 (64) 42 645 15.3 

3ヵ年 化成 301 183 (61) 53 580 14.9 
平均 無化学肥料 271 169 (62) 55 569 14. 7 

いずれの項目についても，各年次内における処理聞の有意差はなし ct検定，
5覧水準).

* 1 表3と同じ
* 2 ( )の値は，果実への窒素配分率(免). 
*3 茎葉と果実の合計.
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pH 

表6 施肥対応試験の施肥量*I (試験 4)

土壌 基肥 」皇~E *2 

肥沃度 N P K N K 
水準 (kg ha-I) (kg ha-I) 

150 44 83 120 0 
Il 50 0 0 20 0 
m o  0 0 20 0 

*1 北海道施肥ガイドおよび既往の成果に
基づいて算出し， 各水準ごとに化成区と
無化学肥料区を設定した

*2 3回に分けて均等に施肥したー

10000 

2000 

8000 

6000 

4000 

(
-
J
M
E
)

時
同
時
相
誕
謹
宰
械

向にあったが，全乾物生産量は確保され，果実への窒素と

光合成産物の分配も十分に行われていたと推察される.そ

のため，無化学肥料によるトマト栽培でも，慣行の化学肥

料のみの栽培と同等の果実収量と品質が得られたと理解さ

れる.

3)土壌診断に基づいた施肥対応(試験4)

施設では，有機や慣行栽培に関わらず，露地栽培よりも

土壌養分の蓄積が顕著に認められる 15) そこで，土壌の

養分含量が高い圃場における無化学肥料栽培について，慣

行の化学肥料中心の栽培で用いられている土壌診断に基づ

いた減肥対応技術の適用を検討した.

試験は，土壌養分含量が3水準に設定された圃場で実施

した.この圃場は 1987年よりたい肥を連用して管理して

おり，年間のたい肥施用量は 0，40， 80 Mg ha一1で，栽培

前の土壌化学性は表5の通りであった.栽培前に土壌診断

を行い，I北海道施肥ガイドJおよび既往の成果11)に準じ

て減肥量を算出し，各水準での施肥量を設定した(表6).

すなわち，各養分は土壌診断に基づいて減肥した.また，

たい肥 40Mgha一1を5年以上連用した条件下では基肥で、

50 kgN ha-1，追肥で 100kgN ha-Iの減肥が可能である

とL、う知見に従い，さらに窒素を減らした.各水準ごとに

化学肥料のみの化成区または有機質資材のみの無化学肥料

区を設けた.栽培期間は 2006年5月下旬から9月上旬で，

5段どり栽培である.

定植後 14日目の初期生育(草丈)は，いずれの肥沃度

水準においても化成区と無化学肥料区で差はほとんど見ら

れなかった(表7). また，良果収量，果実糖度および地

上部の乾物生産量や窒素吸収量も，同一水準内で無化学肥

料区が化成区よりも大きく劣ることはなかった.ただし

第5

無化学肥料栽培における葉柄硝酸含有率*I 

(2006年，試験3)
. :化成区 0:無化学肥料区

* I 処理区名は表3と同じ.

施肥対応試験園場(試験4)の栽培前の土壊化学性 (0-20cm) 

硝酸態 熱水抽出性 卜吋ーグ 交換性
N N P K 

(mg kg-I，乾土)
12 43 170 310 
61 90 370 610 
104 122 800 1，290 

それぞれたい肥を0，40， 80 Mg ha-I連用を

表5
土事-

肥沃度

水準*1

6. 4 
Il 6.4 
E 6.4 

* 1水準 1，]]，皿は，
継続している閏場.

第2 第3 第4

生育(各果房肥大期)

第l

O 

図 1

成区の 90~104 %であった.また，両区の平均 1果重は

161~189g， 糖度は 5.6~6. 1 ，酸度は 0.41~0.45g で，い

ずれも同等で、あった.

地上部の乾物生産量は，両区とも 14.0~15.4 Mg ha-Iが

得られ，大差がなかった(表4). 次に，地上部の養分吸

収量を年次ごとに比較すると， リンおよびカリウムでは乾

物生産量と同様に両区に処理間差はほとんど見られなかっ

た. しかし窒素では有機物からの窒素の無機化が遅いた

めか，いずれの年次も有意差は認められなかったものの，

無化学肥料区が化成区よりも低かった. これに対して，両

区の 2005年と 2006年における果実部分の窒素吸収量は同

等であり，また両年の果実への窒素配分は無化学肥料区が

化成区よりもやや高かった.これに関連して増子ら 13)は，

作付前の無機態窒素量が約 63mgkg-1の条件で，窒素無

施用区における窒素吸収量が低下した場合でも，収量に対

する影響は小さく ，果実に配分される窒素割合が高まるこ

とを報告している.また，夏秩どりトマトの窒素栄養状態

を反映すると言われる 14)第 1果房直下葉の葉柄硝酸含有

率は，無化学肥料区においても安定生産に必要な 4000mg 

L一1を確保していた(図1).

このように，全量有機質資材施用による無化学肥料栽培

においては，有機物からの窒素無機化の遅延により窒素の

全吸収量は化学肥料のみ施用した栽培よりも抑えられる傾
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表7 施肥対応試験における初期生育 ・良果収量 ・品質 ・窒素吸収量(試験4)

良果 果実 地上部 地上部
処理区名 草丈*1 収量 糖度 乾物生産量*2窒素吸収量*2

日) 寸辰五寸 (Brix) 寸Mgha寸) 寸kghaコ)

化成 44.0 107 6. 1 14.2 274 

無化学肥料 43. 1 104 6. 1 13.3 239 

化成 44.6 96 5.9 14.0 238 

無化学肥料 45.0 108 5.9 14.9 250 

化成 45. 1 124 6. 0 14. 9 283 

無化学肥料 44.6 109 6. 1 15.2 293 
いずれの項目についても，各水準内における処理問の有意差はなし (t検定，日水準).

* 1 定植後14日目 .
*2茎葉と果実の合計.

肥沃度が比較的低い水準Iの窒素吸収量は，試験 1，2， 3 

で認められた結果と同様に 無化学肥料区が化成区よりも

やや少なかった.しかしこのような場合でも作物体の葉

柄硝酸含有率は 4000mgL-1を大きく上回って推移し(図

2)ていたため，生産性を十分に維持できたと推察された.

また，土壌肥沃度の異なる水準間で比較した場合において

も，初期生育や良果収量などで、差は見られなかった.

10000 

ィ~詩ト 6000 

Z醤 4000 

涯 2000
宰
1担H O 

第l 第2 第3

生育(各果房肥大期)

図2 土壌肥沃度水準 Iの葉柄硝酸含有率の
推移*1 (試験4)

. ;化成区， 0;無化学肥料区

* 1 水準と処理区名は表7と同じ，

土壌
肥沃度
水準

E 

皿

以上から，土壌養分含量の高い闘場においては，無化学

肥料栽培でも慣行の化学肥料栽培で用いられている土壌診

断技術を適用して減肥対応のできることが指摘された.

4)ハウス夏秩どりトマトの無化学肥料栽培指針

これまで得られた結果から，収量および品質を低下させ

ないハウス夏秩どりトマトの全量有機質資材施用による無

化学肥料栽培は，北海道施肥ガイド等に記載されている現

行の基準に従って有機質資材を適正に施用することで可能

であった.これらをまとめて 北海道におけるハウス夏秩

どりトマトの無化学肥料栽培指針として表8に，またその

栽培概要を図 3に示した.指針では，現場で、のたい肥の窒

素養分換算量は，本試験における設定 (たし、肥 40Mgに

つき基肥が 50kg，追肥が 50kg) よりも単純化するため，

完熟牛糞たい肥 10Mgにつき基肥に対し 10kg，追肥に対

し10kgを基本とし 11) さらに化学肥料の代替が可能とさ

れる有機質肥料 9.10)も併記した.

4.本技術適用の留意点

1)本無化学肥料栽培法は，有機農業や特別栽培，環境

保全型農業等に活用できる.

2)本試験は，普通褐色低地土で行い，育苗は慣行法(無

防除， 化学肥料使用)，本圃では通常の防除法 (化学合成

農薬使用)に従った.

表8 ハウス夏秩どりトマトの無化学肥料栽培指針

施肥量 (kgha-I) 
項目

N P K 
総施肥量 100 87 166 施肥標準量*1

基肥 たい肥由来養分量叫 (40 17 133) 40Mgha-1施用時の養分換算量(牛糞尿由来の完熟たし、肥)
有機質肥料 (60 70 33) 定植約14日前施用

t.e1iiT:sE量一一一一一ー一一一竺0__ _ _ _ _ _ ~ 6_6_ _ ~~~ _è~ ~ ~壇ß~樫1軽量一旦'- ~~九王将札ー民主g _h_a= 1 xミ旬lて1
追肥 たい肥由来養分量*2 (40 一 一) たい肥40Mg ha-I 連用2~4年の場合 (5年以上は80 kg N ha-I) 

有機質肥料 (160 - 166) 定植後約14日目と各段ごとに第4段まで計5回に分けて行う

土壌診断に基づく窒素 ・リン酸 ・カリウムについては，土壌分析値と「北海道施肥ガイドJに基づいて施肥量を決定す

施肥対応 る また，たい肥の連周年数 ・施用量により窒素 ・リン酸 ・カリウムをさらに減肥する叫

窒素 .基肥 ，魚かす ・なたね油かす ・大豆油かす 追肥;魚などを原料とした有機質液肥
使用する

リン酸:基肥，脱脂米ぬか ・大豆油かす ・なたね泊かす ・骨粉有機質肥料の例
カリウム:基肥;醗酵副産肥料 ・草木灰 ・天然硫酸カリウム 追肥;天然硫駿カリウム

ホ北海道施肥ガイドJ6) に基づく

*2 たい肥由来養分量は「施設栽培におけるたい肥連用効果と窒素 ・リン酸減肥基準J1 ilに基づく .

施肥

施肥量設定および栽培上の留意点
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慣行栽培*1

基肥

たい肥 (40 Mg ha-') 

有機質肥料 (kghaー')
(N ; 60， P; 70， K; 33) 

無化学肥料
栽培本2

定植

ι 
|約14日間 |約14日間 |

追肥 (kgha-') 

(N ; 40， K; 33) x 5回

図3 夏秋どりトマトの標準的な栽培体系と無化学肥料栽培の概要 (7段どりの場合)

判 北海道において地力中庸な圃場を対象とした，現行の標準的な施肥体系(化学肥料を使用)• 
*2 基肥には牛糞等の完熟たい肥および魚かす等の速効性有機質肥料，追肥には魚などを原料とした有機

質液肥と天然硫酸カリウムをかん水チューブで施用する.施肥量は基肥，追肥ともに施肥標準量から

ずこし、肥の肥料養分換算量を減肥する.

また，施用時期については慣行よりも約 14日早めとする.

謝 辞 本稿を取りまとめるに当たり，北海道立中央

農業試験場農業環境部長木曽誠二博士および独立行政

法人農業食品産業技術総合研究機構北海道農業研究セン

ター根圏域研究チーム長建部雅子博士にご校問いただい

た.深く感謝の意を表します.

文 献

1) 北海道農政部:有機農業生産者アンケート調査結果，平成

15年度北海道における有機農業の実態調査報告書，p. 81 

~98 (2004) 

2) 中野明正 ・上原洋一 ・山内 章:有機液肥の連続施用シス

テムの開発とそれがトマトの生育 ・果実収量 ・品質および

土壌の化学性に与える影響，土肥誌， 72， 505~51 2 (2001) 

3) 中野明正 ・川嶋浩樹 ・佐久間育成 ・上原洋一 :有機性液肥

の養液土耕への利用がトマトの生育，収量，糖度，無機成

分組成およびd15N 値に与える影響，野菜茶業研究所報告，

3， 129~ 136 (2004) 

4) 川嶋浩樹 ・古谷茂貴 ・高市益行 ・上原洋一 ・大森弘美:有

機養液土耕のトマト促成長期栽培への適用と現地農家への

導入，野菜茶業研究所報告， 5， 55~62 (2006) 
5) 佐藤光明 ・鬼島直子 ・須藤佐蔵 ・五十鈴川寛司.トマト雨

よけ栽培における有機物の窒素発現，東北農業研究， 48， 

267~268 (1995) 

6) 北海道農政部:北海道施肥ガイド(施肥標準 ・診断基準 ・

施肥対応)， p. 82 (2002) 

7) 北海道農政部.北海道施肥ガイド(施肥標準 ・診断基準 ・

施肥対応)， p. 78 (2002) 

8) 小宮山誠一 ・赤司和隆 ・山上良明 ・熊谷秀行:スイカに対

する各種有機質肥料の肥効評価，土肥誌 68， 458~461 

(1997) 

9) 北海道立中央農業試験場 :露地野菜に対する有機質肥料重

点の窒素施肥指針，平成15年普及奨励ならびに指導参考事

項，北海道農政部編， p. 249~250 (2003) 

10) 北海道立中央農業試験場:各種有機質資材を用いた露地野

菜の無化学肥料栽培法，平成18年普及奨励ならびに指導参

考事項，北海道農政部編， p. 97 ~99 (2006) 

11) 北海道立道南農業試験場:施設栽培におけるたい肥連用効

果と窒素 ・リン酸減肥基準，平成15年普及奨励ならびに指

導参考事項，北海道農政部編， p. 115~ 117 (2003) 

12) 北海道農政部:北海道における有機質資材の利用ガイド， p 

1 ~22 (2005) 

13) 増子誉子 ・中村孝志 ・川島俊和:土壌の窒素条件が夏秋ト

7 トの生育と窒素吸収に及ぼす影響，東北農業研究， 53， 

205~206 (2000) 

14) 坂口雅己 ・日笠裕治 ・中住晴彦:ハウス夏秋どりトマトに

おける窒素栄養診断法，土肥誌， 75， 29~35 (2004) 

15) 北海道立中央農業試験場:有機栽培野菜畑の窒素肥沃度指

標の選定とその簡易分析法，平成19年普及奨励ならびに指

導参考事項，北海道農政部編， p. 2 18~220 (2007) 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

