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資料

2009年京都大会

シンポジウムの概要

田畑輪換土壌の肥沃度変化のメカニズムと

長期的管理の考え方*

新良力也1・西田瑞彦2.森泉美穂子1・赤羽幾子3・棚橋寿彦4• 

佐藤孝5・鳥山和伸6・木村 武1・矢内純太7
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1 .はじめに

我が国の水田ではコメの生産調整のために 1969年から

転作が開始され， 1978年に水田利用再編対策が開始され

てからは，連作の回避，地力回復，村落内の負担の公平

性等の理由から田畑輪換が広く実施されている.1980年

以降は水田面積約2，900，000haのうち調整面積は 500，000

haを超え(農林水産省， 2003)， 2009年度には作物の作付

けされた水田面積2，330，000haの約3分の 1(710，000 ha) 

が畑地利用されているとみられる(農林水産省HP). こ

のような状況の中でダイズ等の収量低下が顕在化し，土壌

有機物含量等の肥沃度の低下が懸念されている.しかし

連作水田とは異なり，湛水・還元環境と落水・酸化環境の

繰り返しが，有機物の蓄積や分解にどのような影響を及ぼ

し，土壌窒素給源等をどのように変化させているか，ある

いは土壌リン酸の可給性が連作水田とどのように異なって

いるのか等についての知見は十分整理されていない.この

ため，田畑輪換条件で、の肥沃度変動の法則性やメカニズム

の解明が必要である.一方，肥沃度維持対策では，家畜ふ
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ん堆肥や緑肥等の資材施用の有効d性や適正施用量について

の知見が必要であり，土壌からの養分供給や土壌への蓄積

を踏まえた施用方法の確立が求められている.

そこで，土壌肥沃度部門と肥料・資材部門が共同で，田

畑輪換水田における肥沃度の現状と関連研究の到達点を共

有し，今後の展望を明らかにするため，1.田畑輪換水田

の現状と土壌管理についての問題提起， 2. 田畑輪換水田

の土壌窒素と施用有機物の挙動， 3.土壌有機態窒素の実

体について， 4. 田畑輪換土壌におけるリン酸の挙動と各

種資材による供給， 5.家畜ふん堆肥を利用した肥培管理，

6.緑肥を利用した肥培管理の 6課題で、ンポジウムを開催

したので概要を報告する.

(鳥山和伸・木村武・矢内純太)

2. 田畑輪換水田の現状と土壌管理についての問題提起

近年，各地の転作ダイズの収量が低下する傾向を示して

いる.農林水産統計では，水田利用再編対策が開始された

1978年から 10年程度の聞に単位面積あたり収量が増大

した地域にその傾向がみられる.特に，富山県では，この

低下傾向が顕著で，砂質で有効土層の浅い土壌が広がる地

帯であることを考慮して，田畑輪換の長期化に伴う土壌肥

沃度の低下がダイズの収量低下を引き起こしていると推察

されてきた(稲原， 2006). 

一方，水稲の生育については，高温気象条件による玄米

外観品質の低下現象が問題視されている.その対策技術

に関する研究の中で，高温登熟障害は，登熟期間の植物体

の窒素含有率が低いと助長され(近藤， 2007)，施肥量の

減少と"地力"の低下が関与している懸念がある(松村，

2005) . 

1)田畑輪換水田の肥沃度実態

近年の田作ダイズの生産性に関して， 2006年3月に農業

改良普及センターやJAなどの協力を得てアンケートを実

施した.回答者の約半数(回答総数は北海道と 12の県か

ら61件)が， I小粒化傾向が目立つJあるいは「当初は過

繁茂になったが，最近では，生育量が低下した」を選び，

ダイズの生育量が低下している状況を裏付ける結果であっ
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た.I当初は過繁茂になったj ということから，長期間の水

田状態から転換畑状態に置かれた当初には，酸化された

土壌中で有機物の分解促進に伴う大きな養分放出が生じた

が，近年では，そのような蓄積養分の放出が低下している

と推察した.

農研機構交付金プロジェクト「田畑輪換の継続による土

壌肥沃度の低下要因の解明と土壌管理を中心にした対策技

術の開発J(平成 18~20 年度)では，生産現地圃場の調

査において，ダイズの作付回数が多くなるにつれて，窒素

供給能の指標である可給態窒素量が低下していることが，

富山県内だけでなく，秋田県内，茨城県内，福岡県内で明

らかにされ，近年の蓄積養分放出の低下を裏付ける結果と

なった.田畑輪換を繰り返してきた結果，分解促進状態と

なる頻度が高くなりすぎて土壌中の可給態窒素画分が消耗

したと考えられる.

一方，水田土壌への堆きゅう肥施用量が低下しているこ

とを示す調査結果がある(農林水産省統計部web). 全国

の平均値で、見た水田への堆きゅう肥の施用量は.1970年代

末にかけて急減し現在では 10アールあたり 100kg以下

となっている. この施用量は，通常，試験場で実施される

堆きゅう肥試験が， 10アールあたりトン単位であること

と比較して，非常に小さなものである.堆きゅう肥施用に

よる窒素養分の給源となる有機態窒素の補給量が減少し，

田畑輪換の繰り返しによる分解促進状態となる頻度が高

まったことと相まって，窒素肥沃度の低下が顕在化したと

推察される.

窒素肥沃度以外で現状を懸念さぜる報告がある.福井

県下全域の水田を対象にした 1997~2000 年の調査では，

1974年以前の調査値に比較して，有効態リン酸量は改善

されていたが，作士深が浅くなっていること， pH6以上

を示す圃場の割合が大幅に低下していることが認められ，

深耕と塩基ノ〈ランスを考慮した資材の施用が必要と指摘

されている(福井県農試土壌環境研究グループら， 2000). 

作土深と pHの低下をもたらした要因としては，汎用化水

田の整備率が高まったことによる乾田化と共に，資材投入

量の減少，耕うんの粗放化があげられている.

2)土壌管理についての問題提起

窒素養分供給は多種の作物生育に大きな影響を及ぼす

が，ダイズには根粒による窒素固定があり，窒素の人為投

入が容易に顕著な増収効果をもたらすとする試験結果は少

ない.さらに，ダイズ作では，子実として圃場から持ち出

される窒素量が多いのに対し，窒素施肥量は， 10アール

あたり 3kg程度で，圃場での窒素収支がマイナスになっ

ているとの報告がある(住田ら， 2005).一方，水稲に対

してはコメの食味を重視して窒素施肥量が低下している

(近藤， 2007).従って，田畑輪換水田では，窒素肥沃度の

改善を目的にした堆肥等有機質資材の投入が広まらないだ

けでなく，窒素肥料の投入量も低い状況が続く可能性があ

る. このように系外からの有機物投入が少ない現状では，

水田として過去に蓄積された土壌有機物の分解による養分

供給に作物生産が依存し，肥沃度の低下が進んでしまう危

険性がある.また，ダイズ作については，畑作の中でも特

異的に，土壌中の有機物分解を促進する働きが強く生じる

ことが示唆されている(有原， 2000). ダイズが作付けら

れる田畑輪換水田では，有機物投入を基本に据えた積極的

な “ 士 づ く り “ が 必 要 と 考 え る 新 良 力也)

3. 田畑輪換水田の土壌窒素と施用有機物の挙動

生産調整面積が全水田面積の 3割を超える中で，水田が

畑地化される機会が増している.近年，各地で畑地として

の管理が繰り返されることによって土壌の窒素肥沃度低下

が生じ，それに起因する減収や品質低下が生じているとの

声が聞かれるようになった.土壌の生産性を維持しながら

田畑輪換を継続するためには 長期的な視点で土壌管理と

地力変化の関係を明らかにする必要がある.しかし田畑

輪換を継続することによる長期的な地力変化についての報

告はなかった.東北農業研究センター(大仙研究拠点)で

は，有機物施用を組み入れた田畑輪換試験および長期畑転

換試験を行い，田畑輪換，畑地化に伴う土壌窒素肥沃度の

変化を明らかにしてきた(住田ら， 2005 ; Nishida， 2007). 
本試験について最新の結果を含めて報告するとともに，近

隣農家圃場における土壌窒素肥沃度の実態についても報告

する.

1)田畑輪換による窒素肥沃度の変化と有機物の影響

東北農業研究センターにおける長期圃場試験からー

田畑輪換試験:1989年まで水田として管理してきた 0.1

haの試験圃場を 1990年に3区画に分け，連年水田，短期

畑輪換，中期畑輪換の 3試験区を設定した.以来短期畑輪

換は2008年までの 19作中8回ダイズを作付け，他は水稲

を作付けし，約4割を畑地とした.中期畑輪換は 19作中

14回をダイズ作とし，約7割を畑地とした.それぞれ有

機物施用(連用)の有無を設定し，施用有機物は2001年

までは稲わら 600gm-2をダイズ，水稲作にかかわらず秋

施用し 2003年以降は家畜ふん堆肥 1kg m-2を春施用し

た.

田畑輪換の影響は土壌の可給態窒素の低下に顕著に認め

られた.なお， ここでの可給態窒素は風乾士を 4週間湛水

培養したものである.田畑輪換開始から 13年後には，有

機物無施用の連年水田の可給態窒素に対して，中期畑輪換

では有機物を施用しても 7割程度，短期畑輪換では有機物

無施用では中期畑輪換と同程度で、あったが，稲わらの連用

により 9割程度となった.以降有機物の種類を家畜ふん堆

肥に切り替えたが，それから 5年後に中期畑輪換の堆肥無

施用でさらに低下した他は，大きな変化はなかった.土壌

の全炭素，全窒素についても田畑輪換による低下傾向が認

められたが，短期畑輪換の有機物施用条件ではほぼ試験開

始時のレベルを維持していた. これらのことから， 7割程

度を畑地(ダイズ)とした場合は稲わら 600g m-2，家畜

ふん堆肥 1kgm-2程度の有機物を連用しても連年水田(有

機物無施用)の窒素肥沃度レベルは維持できないが，畑地



の割合を4割程度に抑えた場合は，有機物連用により連年

水田(有機物無施用)に近いレベルを維持で、きると考えら

れた.水稲の収量は輪換田の方が連年水田よりも高く，ダ

イズの収量は同所内におけるダイズの生産力検定試験より

も低い傾向があった.

長期畑転換試験:1981年まで水田として管理してきた

0.1 haの試験圃場を畑転換し， 1982年から 1999年までダ

イズを作付けした.2000年以降は水稲3作→ダイズ2作→

水稲3作→ダイズ 1作の田畑輪換を行なった.有機物施用

(連用)の有無を設定し，有機物は稲わら堆肥2kgm-2を

春施用した.なおこの堆肥連用は 1968年から継続してお

り，畑転換開始時点で堆肥連用区と無施用区では窒素肥沃

度は異なっていた.同様の有機物連用を行なった連年水田

圃場が隣接している.

長期畑転換の影響も土壌の可給態窒素の低下に顕著に認

められ，堆肥無施用では試験開始時の 3割程度まで低下し

た.堆肥2kgm-2を連用しでも試験開始時の6割程度まで

低下し，有機物無施用の連年水田よりも低くなった.2000

年に復田し以降6割以上を水田としたが，この間可給態

窒素の回復傾向が認められた(図1). これらのことから，

稲わら堆肥2kgm-2という比較的多量の有機物を連用して

も，畑転換すると有機物無施用の連年水田のレベルも維持

できないことが明らかとなった.可給態窒素が大きく低下

したにも関わらず，復田直後の水稲は連年水田と比べて 2

割程度も増収した.その後は連年水田の収量レベルに近づ、

いた.ダイズの収量は，同所内におけるダイズの生産力検

定試験よりも低い傾向があった.

2)近隣農家圃場の実態

田畑輪換に伴う土壌窒素肥沃度の低下は近隣の農家圃場

においても認められ，全炭素，全窒素，可給態窒素ともに

畑地割合の増加とともに低下する傾向が認められた.特に

可給態窒素と畑地割合との相闘が高く，田畑輪換の影響が

可給態窒素に顕著に表れることが農家圃場においても確認

できた(西田ら， 2008). 
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3) 田畑輪換に適する可給態窒素レベルと田畑輪換サ

イクjレ

前述の東北農業研究センターにおける田畑輪換および長

期畑転換試験の水稲，ダイズの収量と可給態窒素との関係

をみると，可給態窒素が 100~200mg kg-1程度で窒素施

用条件で、の水稲収量が600gm-2以上となった.ダイズ収

量については，可給態窒素が100mgkg-1あれば300gm-2

を超えた.

長期畑転換期間の 18年間に稲わら堆肥2kgm-2連用条件

で減少した可給態窒素，それと同期間に連年水田において

稲わら堆肥2kgm-2の連用条件で増加した可給態窒素とを

比較した.その結果，ダイズ1作での可給態窒素の減少量

は概ね水稲1.5作の増加量に相当し，稲わら堆肥2kgm-2

の連用条件田畑輪換で可給態窒素レベルを維持するために

は，ダイズ1作に対し水稲 1.5作以上が必要であると考え

ら れ た 西 国 瑞 彦)

新良・西国・森泉・赤羽・棚橋・佐藤・鳥山・木村・矢内:田畑輪換土壌の肥沃度変化のメカニズムと長期的管理の考え方

4司土壌有機態窒素の実体について

田畑輪換が繰り返されると，土壌有機物が減耗し，窒

素肥沃度の減少・土壌物理性の低下が起き，ダイズ等

の収量が減少することが報告されている.土壌有機物

の減耗は，土壌の炭素量減少として捕らえられてき

たが，①どのような化学形態の有機物が減少するの

か?②減少する有機物は可給態窒素の低下といった肥

沃度の減少と関係があるのか?といった疑問に明確な

答えは得られていない.我々は，土壌有機物の化学形

態が田畑輪換の繰り返しによりどのような影響を受け

るかを熱分析 CDSC分析)により調査した.熱分析

は，脂肪族炭素などを多く含む物質は低温(約 300~

3500C)で，芳香族炭素などを多く含む物質は高温(約

400~450 OC)で分解するのを利用し有機物の化学形態

の概要を捕らえることのできる簡便法の一つである.田畑

輪換を 1~9 回繰り返した圃場(福岡県久留米市;灰色低

地土)では，輪換回数が増加するとともに，高温で分解す

る有機物が顕著に減少していることが判明した. これは，

土壌有機物の減耗の原因が主として芳香族炭素の減少に由

来することを示している.また，全国各地の田畑輪換圃場

土壌の DSC分析を行い，培養窒素と低温分解有機物熱量

および高温分解有機物熱量との関係を調査した.その結果，

高温分解有機物熱量と培養窒素には相関関係は認められな

かったが，低温分解有機物熱量は，培養窒素と正の相闘が

あり，低温分解有機物は，窒素肥沃度と何らかの関係があ

ると考えられた.そこで，培養窒素の減少と低温分解有機

物熱量の関係を明らかにするために， 4種類の土壌タイプ

の水田・輪換田土壌を用いてダイズ栽培ポット試験を3作

行い，栽培試験前後の土壌の培養窒素の測定と DSC分析

を行った.その結果，培養窒素は栽培後の全土壌で減少す

るのに対し低温分解有機物熱量は必ずしも減少せず，低

温分解性有機物と培養窒素には直接的な関係は認められな

かった. したがって， DSC分析だけでは，上記2の疑問

-・一連年水田・堆肥

「企一長期畑転換・堆肥

長期畑転換による作土の可給態窒素の変化(風
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は解決に至らなかった.

そこで，窒素肥沃度を評価するためには，土壌有機物全

体ではなく土壌有機態窒素の化学形態がより重要な情報

であると考えた.土壌中の有機態窒素の化学形態を解明し

ようとする研究は，多くの研究者によって行われてきた.

1960~1980 年代には，土壌を塩酸加水分解しアミノ酸・

アミノ糖を測定することにより，土壌中の有機態窒素の解

析が行われた.当時，土壌塩酸加水分解により得られる土

壌のアミノ酸由来の窒素は，全窒素の 20~40% であるこ

とが報告されたものの，それ以外の有機態窒素の化学形

態は未解明であった. しかし 1990年以降には，固体 15N

-NMRにより，土壌または腐植酸中の有機態窒素の 2/3
以上がアミド態であることが明らかになった. したがっ

て，土壌有機態窒素の大部分はペプチド態という化学形態

を持っているが，その存在状態が異なることにより，無

機化特性などが変化することが予想される(森泉・松永，

2009). 

我々は，土壌有機態窒素の分子量分布を明らかにするた

めに，土壌から抽出された有機物をサイズ排除クロマト

グラフィーで分離し窒素を特異的に検出する試み(サイ

ズ排除クロマトグラフィー/化学発光窒素検出器 ;SEC

HPLC/CLND)を開始している.可給態窒素の簡易測定法

である 80T水抽出法(上薗ら， 2010) により抽出された

土壌有機物について SEC-HPLC/CLND分析を行うと，土

壌有機物は， UV (280nm)吸収から見ると分子量の異な

る複数の有機物グループから成り，窒素はそれら何れの分

子量グループにも含まれていることが明らかとなった. こ

の結果は，有機態窒素が複数の異なる分子量の有機物とし

て存在することを示唆している.もしこれらの分子量グ

ループそれぞれの無機化特性などが異なるとしたら，土壌

有機物全体を分析するような手法では，土壌有機物と窒素

肥沃度の関係は捕らえられない可能性が高い.今後は，そ

れぞれの分子量グループの有機物の特性(アミノ酸組成・

無機化特性など)を明らかにすることが必要で、あろう.ま

た， これらの特性は，ペプチド態成分に分解抵抗性を与え

ている分子機構に強く影響を受けると考えられる.そのー

っとして想定されるペプチド 腐植物質複合体の結合形態

については，①共有結合による高分子 (macromolecule)

②弱い結合(水素結合)による超分子 (supramolecule)

などのモデルは提案されているものの，実際の土壌中での

結合形態の知見はまだ乏しい.土壌有機態窒素の実像を明

らかにするためには，腐植物質とペプチド態窒素成分の結

合状態に関する解明 も 必 要 で あ る 森 泉 美 穂子)

5.田畑輪換土壌におけるリン酸の挙動と

各種資材による供給

リン資源の有効利用，水系の富栄養化防止，肥料コスト

削減等を背景に，農耕地におけるリンの効率的利用が重要

な課題となっている.また，安定した農作物生産が維持で

きるリン酸肥沃度を把握することは，農地の高度利用化を

目指す我が国の農業において，ますます重要である.田畑

輪換土壌は，酸化・還元を繰り返すため， リン酸の挙動は

大きく変化すると考えられる.また， リン酸肥沃度管理の

観点から，生物由来のリン(バイオマスリン)および各種

資材の施用効果への関心が高まっている. ここでは，田畑

輪換土壌のリン酸肥沃度変化について， 1) 田畑輪換土壌

におけるリン酸の挙動， 2) リン酸供給源としてのバイオ

マスリン，および， 3)各種資材の施用効果の 3つをテー

マに取り上げ，考察する.

1)田畑輪換土壌におけるリン酸の挙動

一般的な田畑輪換土壌においては，畑→水田で，可給態

リン酸は増加するが，水田→畑においては，増加と減少が

同時に生じる可能性がある.湛水により還元的になった水

田土壌においては， リン酸鉄 [F巴(III)-PJ の還元溶解等

により二価鉄イオンとリン酸イオンが生成する(リン酸の

有効化) (Kyuma， 2004). 転換畑においては，作土の酸化

に伴い Fe(III)-Pが再形成される.さらに畑状態を続けた

場合， Fe (III)-Pは次第に難溶化してリン酸の可給性は低

下する.また，畑状態においては，鉄鉱物の結晶化により

土壌のリン酸吸着能が低下し，可給性が向上すると考えら

れる.

朴ら(1994) は，畑転換年数に伴い，作土の可給態リ

ン酸および全リン酸含量の増加を認めたが， これは，作物

の吸収量を上回る余剰施肥リン酸の蓄積があったためと推

察している. リン酸肥沃度評価の際には，施肥量の増減や

施肥リン酸の利用率にも留意しなくてはならない.

2) リン酸供給源としてのバイオマスリン

水田作土の最表層において， リンの有機化が報告されて

おり (Akahaneet al.， 2006)，窒素同様，生物活動がリン

酸の挙動に少なからず影響すると考えられる.湛水下にお

いて，水田作土では光合成細菌およびラン藻等が生育する

が， これら微生物に取り込まれるリン(バイオマスリン)

は，土壌有機リンの中で比較的代謝回転の速い画分(河野，

1996) であり，可給態リン酸のプールとしての機能も果

たしている.バイオマスリンの無機化は，土壌有機物の炭

素/リン比 (C/P比)に依存しており (山本， 1994)， C/P 

比が低ければ無機化の方向へ，高ければ有機化の方向へ進

む. この無機化，有機化の境界値は，条件によって異なる

が，植物残誼の場合は C/P=200といわれる (Stevenson，

1986). バイオマスリンから年間に放出されるリン量は，

全炭素含量が 2% の表土(O~10 cm) でおおよそ1l~17

Pkgha-1と見積もられており(木村，1997)， リン酸肥沃

度の観点から，バイオマスリンの存在は無視できない.

3)各種資材の施用効果

水田に蓄積されたリン酸を有効化する目的で，ケイカル，

稲わら， クエン酸が施用され，一定の効果が認められてい

る(東海林， 1981).また，化成肥料のみを施用した区に

比べ，化成肥料十堆肥施用区では，微生物活性に由来する

可給態リン酸が増加した (Leeet al.， 2004 a). 田畑輪換土

壌においては，特に，畑地化に伴うリン酸の難溶化や，土
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壌有機物の消耗に伴う生物活性の低下が懸念されることか

ら，堆肥を中心とした有機物施用が必要である.堆肥施用

により， リン酸の富化 (Leeet al.， 2004 b)，土壌の吸着部

位における有機酸との吸着競合によるリン酸放出量の増加

(Song et al.， 2007)および，徴生物活性の向上 (Leeetal.， 

2004a)に伴うリン酸難溶化の抑制(バイオマスリンへの

取り込み)等が期待できる.

4)今後の展開

田畑輪換土壌のリン酸肥沃度変化に関連する要因に関し

ては，現在まで7こ充分検証されてきたとは言い難い.田畑

輪換土壌におけるリン酸の有効化は，水田あるいは畑条件

下で生成したリン酸鉄の形態に少なからず依存する.水田

条件下では， pH7以上で高い溶解度を示す二価のリン酸

鉄が生成する(飯村， 2005). また，畑条件下で難溶化し

たリン酸鉄の一部は，再び水田に復元した際に，還元溶解

し有効利用が可能である.土壌中で生成するリン酸鉄は，

近年発達した分析機器 (X線回折，核磁気共鳴および走

査電子顕微鏡等) (Pierzynski et al.， 2005) を用いること

で，容易にその化学形態を同定することができるだろう.

土壌の乾燥，再湛水で有機態リンが増加する (Tunerand 

Haygarth， 2001)が， これは，微生物の死滅に伴うリン

放出に起因する.放出リンが作物吸収量に占める割合を推

定するためには，有機態リンの有効化の解明が必須である.

有機質資材施用は，地力の増進に大変有効であるが，過

剰な施用や長期的な利用により，可給態リン酸や交換性

カリウム等が過剰蓄積されることがある(長谷川・古川，

2004) . リン酸肥沃度管理を適正に行うためには，それぞ

れの資材についてリン酸含量やリン酸溶出特性等の品質評

価が必要である.今後， リン酸肥沃度の向上に寄与する要

因に関して，室内試験等でより詳細に検証されること，そ

して，圃場におけるリン酸肥沃度変化については，農作物

の生産性や栽培体系を考慮した実証試験によって検討され

ることが望まれる赤羽幾子)

※ADF:酸性デ聖一ジヱント繊維(AD不溶.幾分解性の有機物)

6. 家畜ふん堆肥を利用した肥培管理

水回転作の継続と面積拡大とともに麦やダイズに代表さ

れる田畑輪換が定着してきた. この継続による土壌肥沃度

の低下が問題となってきており 有効な対策の 1つとして

家畜ふん堆肥の利用があげられる.家畜ふん堆肥を施用し

た場合には長期的な窒素供給能いわゆる地力窒素の増大の

ほかに，施用後数ヶ月聞に作用する短期的な窒素肥効があ

ることも忘れてはならない. この短期的な窒素肥効を評価

し施肥設計に反映することがこれまでの堆肥利用に欠けて

いた点といえるが，代表的な評価法である培養法は時聞が

かかるといった問題がある.そこで， この点を解決すべく

新潟農総研・三重農研・畜環機構・中央農研とともに実用

技術開発事業に取り組み 堆肥より供給される窒素を施用

当作において有効化する部分と，次作へ持ち越され地力窒

素として評価すべき部分に分けて考え，それぞれの評価法

を開発してきた. ここでは，施用当作における窒素肥効の

評価法(石岡ら， 2009)について概略を紹介する.

1)窒素肥効評価法

本評価法では施用後4週間までに肥効を示すものを速効

性窒素， 4週から 12週の聞に肥効を示すものを緩効性窒

素と定義し分けて評価可能な手法とした(図 2).

(1)牛ふん，豚ぷん堆肥

評価に用いる数値は以下の 3項目である.

①無機態窒素:塩化カリウム溶液では抽出されない速効

性のアンモニア態窒素 (MAP)が含まれている. これは

酸性下で溶解するため塩酸を用いて抽出を行い従来の無機

態窒素とともに抽出する.

②AD可溶有機物 (ADOM):堆肥からの窒素無機化パ

ターンを分類するために，易分解性有機物含量の指標と

して ADOM(酸性デタージェント法で溶解する有機物量)

を用いる. これは施用後3ヶ月で分解される有機物量に相

当する.

③AD可溶窒素 (ADSN):易分解性窒素(速効+緩効性)

の指標として ADSN(酸性デタージェントに溶解する窒

素，無機態窒素十 ADOM中窒素)を用いる.

あるいは金窒素より推定

尿酸態望星索L塩酸・酢酸緩衝液抽出無機態窒素より推定

|緩効性窪素概ね勾 kg-1(乾物) I 

図2 家畜ふん堆肥の窒素肥効評価手法(石岡ら.2009に追加)

速効性窒素 :30T・4週間培養無機態窒素相当，緩効性窒素:30"C・12週間培養窒素無機態窒素相当
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評価はADOM250 mg g-l乾物を基準に仕分けを行う.

250未満の場合は施用後新たに無機化する窒素は少ない.

そのため，無機態窒素により速効性窒素のみを評価する.

250以上の場合はいったん有機化した後に無機化に転ずる

パターンを示す.速効性+緩効性窒素は0.5x ADSN -2.5 

によって推定できる.また，豚ぷん堆肥においては250以

上の比率が高く窒素肥効も高いことから，地温の影響を考

慮できるよう地域・施用時期別の係数を作成し簡易な計算

法も用意した.

(2)鶏ふん堆肥(採卵鶏・副資材なし)

①全窒素含量による推定:採卵鶏・副資材なしという均

ーな条件では，経験式により全窒素含量の 2乗から速効性

+緩効性窒素が評価できる.

②アンモニア態窒素による推定-塩酸と酢酸緩衝液抽

出の 2種類のアンモニア態窒素を用い尿酸態窒素を推定す

る. これに塩酸抽出アンモニア態窒素を加えることで速効

性窒素が求まる

なお. 300Cでは無機化は8週でほぼ終了し，緩効性窒

素は一律に 2gkg(乾物)と見なしてよい

2)各種支援ツールの開発

(1)簡易分析法

肥効推定に必要な分析値である ADOM，ADSN，無機

態窒素の簡易分析法を開発した.圧力鍋や小型反射式光度

計などを用いることで，簡易・迅速 (2日以内)・低コス

トで分析できる. また，無機態窒素の抽出液でリン酸，塩

基の分析も可能である.

(2) webシステムの開発

三重県で運用されている土壌診断・堆肥流通支援システ

ムをベースに今回開発した窒素肥効評価法を組み入れ，全

国の堆肥約600点の分析データを備えた施肥設計システム

体験版「堆肥カルテシステムJ(http://taihi.dc.affrc.go.jp/ 

carte/)を構築した.また，本システムには簡易分析のマ

ニュアル(動画あり)，施用方法の解説等も掲載している.

なお，本システムを自治体単位などで導入したい場合，基

本開発は完了しているので比較的安価に導入できる.

3)食用水稲・露地野菜の施肥管理への利用

水稲で、は， ADOM250以下の牛ふん・豚ぷん堆肥では

アンモニア態窒素量を基肥から減肥すればよいこと，密閉

縦型方式の豚ぷん堆肥では基肥の半量代替にとどめるこ

と，鶏ふんでは全窒素の 2乗により基肥相当分が評価でき

ることなどを検証している.キャベツなどの露地野菜でも

この評価法の実用性を確認した.今後，広範囲での実証・

改良を積み重ね， よりよい手法へと改良していきたい.

(棚橋寿彦)

7. 緑肥を利用した肥培管理

近年，田畑輪換体系においてダイズの生育量減少・収量

低下・小粒化が全国で顕在化している.ダ、イズは収穫によ

る窒素収奪量が多いため，土壌窒素肥沃度が低下すること

が原因と考えられている.地力を増強・維持するには堆肥

などの有機質資材の施用が重要であるが，地域によっては

有機質資源に乏しく，堆肥を容易に入手できない場合もあ

る.一方，田畑輪換体系におけるダイズ栽培では，畑地転

換初年目に土壌改良し，排水性を高めることが重要となる.

そこで注目されるのがマメ科縁肥作物の導入である.マメ

科植物と根粒菌の共生窒素固定により窒素肥沃度を高める

だけでなく，植物根の伸長により土壌の物理性を改善する

のである.本報では，秋田県大潟村の重粘土における，マ

メ科緑肥作物のへアリーベッチ(HV) の田畑輪換体系へ

の導入が，土壌環境やダイズの生育・収量および復田後の

水稲生育に及ぼす影響について解説する.

1) HVの植栽と土壌改良効果

供試圃場は，秋田県大潟村の農家圃場を用いた.土壌は

強粘質細粒グライ士である. HV (普通種)の播種は，畑転

換前年の 9 月下旬~10 月上旬に行い，播種量は約 3gm-2

とした.HVは湿害に強い植物ではないので，圃場の排水

対策として暗渠，明渠，弾丸暗渠の施工が前提条件とな

る. HVの播種は稲刈り直前の水稲立毛間に，優良根粒菌

Rhizobium leguminosarum bv. viciae Y629株を接種して

行った.覆土はせず，稲刈り時の細断稲わらを被せること

で覆土の代わりとした.播種後 10日前後で発芽して 12月

初旬まで生育し越冬後の 4~6月に旺盛に生育した.ダ

イズ播種直前の 6月初旬には，草高約80cm，草丈 170cm

以上に生育して圃場全体を覆い尽くした. HVの根は深さ

約 40cmまで伸長し，その根に沿って深さ約 50cmまで大

きな亀裂構造が発達した.土壌の排水性が向上したことと，

HVの蒸散作用の相乗効果により，下層(深さ 30cm) ま

で土壌の乾燥化が大きく促進され，酸化層が拡大した.

2) HVによる窒素の付加量と分解特性

すき込み時における HVの地上部の生育量は，乾物重で

350~400g m-2となり，地上部のすき込みにより約 15g-

Nm-2の窒素が土壌に付加されると算出された.さらに，

HVの地下部により約 10g-Nm-2の窒素が土壌に付加され

るため，HV による窒素付加量は約 25g-Nm-2と推測さ

れた.HV植物体に含まれる窒素安定同位体(15N) 自然存

在比より求めた窒素固定率は，地上部で約95%，地下部

で約80%と推定され， HVの窒素集積はほとんどが窒素

固定由来と考えられた. HV地上部の C/N比は 10前後と

比較的小さいため，土壌にすき込まれたHV植物体は速や

かに分解が進むと考えられた.畑地条件で培養した結果と

現地土壌地温実測値による窒素無機化シミュレーションで

は，最初の 1ヶ月聞に分解が進んで、大量の無機態窒素の放

出がみられ，その後は徐々に分解され，最終的には土壌付

加窒素の約半量が可給態窒素として放出されると推察され

たただし残る約半量に相当する窒素の挙動や地下部の

分解特性については不明で、あり，今後検討が必要である.

3) HV植栽後のダイズ栽培と効果

ダイズ播種直前 (6月初旬)に， HVの地上部をストロー

チョッパーで細断して深さ約 5cmにすき込み，翌日にダ

イズ(品種リュウホウ)を播種した.播種密度は畝間 75
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cm，株間9cmの1粒播きとし肥料および土壌改良材は

無施用とした.HVは体内に他感作用物質(シアナミド)

を蓄積することが知られているが，ダイズの発芽にはほと

んど影響はなく， HV根の伸長による土壌改良効果により

砕土率が高まるため，むしろ発芽率は向上する傾向にあっ

た.HV による土壌物理性改良効果と，緑肥効果により窒

素吸収活性が高まり，ダイズの初期生育は良くなった(図

3).一般的に過剰な窒素投入は，根粒形成・窒素固定活

性を強く阻害するが， HVすき込み区では根粒形成も促進

され，窒素固定活性も高くなった(佐藤ら， 2007) (図3).

これもダイズの初期生育を促進した要因と考えられた.開

花期になると， 目視で対照区と HVすき込み区の生育差が

確認できるくらいになった.開花期におけるダイズ根系の

発達を見ると， HVすき込み区で明らかに根域が拡大し，

対照区と比較して根が深く伸長していた.HVすき込み区

におけるダイズの主茎長は，対照区と比べて高く推移し，

全生育期聞を通して生育は旺盛で、あった.収量はHVすき

込み区で約400gm-2と，対照区に比べて大幅に向上した.

また，一等級比率も 70%以上となり， この年の大潟村平

均(約20%)を大きく上回り，ダイズ子実の品質も大幅

に向上することがわかった.

4)復田後における水稲生育

HV・ダイズ圃場を翌年に復田し， 5 月中旬~9 月下旬

まで水稲(あきたこまち)を作付けした.ダイズ作後に

おける表層土壌の全窒素含量は，対照区と HVすき込み区

で大きな差は見られなかった.生土湛水培養による HVす

き込み区の可給態窒素量は対照区より多く，分解しやすい

HV残誼が土壌に残存していたためと考えられた.幼穂形

成期における草丈は両試験区で、有意な差はなかったが，茎

数はHVすき込み区の方が多くなる傾向にあった.精玄米

重は対照区に比べてやや低下する傾向にあったが(有意差

なし)，収量構成要素には両試験区で有意な違いはなかっ

た.窒素肥沃度の違いが収量に反映されなかった理由とし

ては，下層土の HV残誼の分解に伴って土壌の酸化還元電

位が低下し，還元障害により水稲根活性が低下したためと
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考えられた.今後は，ダイズ作後の水稲生育への影響も考

慮した適正なHVすき込み量や施肥量を検討する必要があ

る.

5) おわりに

かつて，転作ダイズ初年目は高収量を得，復回初年目は

無肥料でもイネが育った.しかしダイズは地力消耗作物

なので，従来のような田畑輪換体系を続けていけば，地力

が消耗して生産力が減退すると予想される.地力を維持す

るためには堆肥などの有機物投入が不可欠であるが，水田

への有機物投入はインパクトが大きく，イネの還元障害や

倒伏，米の品質低下， メタンの発生など，様々な問題が生

じる.しかし，畑作時にマメ科緑肥作物を植栽して地力向

上を図れば，作物にも環境にもインパクトを小さくできる.

ダイズ作付けにより地力が低下するのでれば，作付けする

前にマメ科緑肥により地力を高め，復田後は緑肥の残効を

考慮した施肥体系を組む.このような作付け体系にすれば，

マメ科緑肥作物を導入した地力管理型の田畑輪換体系を構

築できると考えられる佐藤孝)

8. む す び

田畑輪換で顕在化した地力窒素の低下現象は，期せずし

て土壌窒素の給源とは何か?という問いを我々に投げかけ

た.そして，従来捕らえることが困難であった土壌窒素給

源の実体に迫る研究に格好の材料を提供している.また，

リン酸などの動態についても，酸化還元の繰り返しとの関

連で改めて土壌中でのサイクルの実体を知る必要が出てき

た.さらに，有機物施用についても水田や畑という固定し

た土地利用下での有機物施用と異なる面は何かという点が

興味をそそる.以上のような観点から，個別講演について

興味深い質疑が行われたが，総合討論では次のような討論

が行われた.まず，田畑輪換においてダイズ、栽培が特に地

力減耗に寄与するかどうかが検討され，水田から畑地化す

ることにより地力低下が生じ 麦の場合も麦梓を戻すだけ

では地力維持は難しいことが述べられた上で，特にダイズ

では地力低下が著しい可能性のあることが示された.また，
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図3 ダイズの生育初期(三葉期)における窒素吸収活性と窒素固定活性(佐藤ら， 2007) 
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田畑輪換を含めて， 日本の農耕地土壌の地力レベルをいか

に維持するか，またどのレベルに維持するかを考えていく

ことが必要であるとの意見が出された.またバイオマスリ

ンの可給態への寄与を定量化する際にはラベル試験が必要

になること，さらに可給態窒素と関連して，土壌の酸性化

が有機物と結合した交換性カルシウムの放出を招き，結果

的に有機物の分解を促進する可能性のあることが討議され

た.さらに，家畜ふん堆肥の効率的利用のために，すでに

確立されている堆肥の種類別使用法マニュアルをうまく活

用することが望ましいこと 緑肥の利用のためには緑肥の

鋤き込みの量とタイミングをうまく図ることでダイズの根

粒着生を抑制することなく緑肥利用が可能になることなど

が議論された.また，地力減耗を促すとして悪者扱いされ

たダイズについても，今後，輪作体系の中で根粒着生をい

かに高めて窒素固定量を増やし窒素収支の改善に資するこ

とができるか等の研究課題があることが指摘された.

田畑輪換は，現場で解決を迫られる問題が多いものの，

研究現場では年次間で遷移してゆく現象であるために，短

期間の閏場試験では明確な結論が出せない状態にあった.

しかし先見の明のある長期圃場試験等により，土壌窒素

給源の解明も含め，本質的な議論のできる段階になったと

思われる. このシンポジウムを契機に田畑輪換における肥

沃度の実体と管理に関する研究がさらに進展することを期

待したい 鳥 山 和伸・木村武・矢内純太)

文献

Akahane， 1.， Sasaki， N.， Nanzyo， M.， Takahashi， T.， Tashiro， T.， 

Sekiguchi， 0.， and Saigusa， M. 2006. Relationship betw巳envertical 

distributions of Bray II P content and organic P content in the Ap 

horizon of paddy rice fields. Soil S，α'. Plant Nutr.， 52， 654-661 

有原丈二 2000ダイズ安定多収の革新技術.農山漁村文化協会，東京.

福井県農業試験場生産環境部土壌環境研究グ、ループ・福井県園芸試

験場営農環境研究グ、ループ 2000.水田土壌の実態と汎用化を考

慮に入れた土壌施肥管理対策の方向.http://www.affrc.go.jp/ja/ 

res巴arch/seikaldata inada/h12linada01014 

長谷川浩・古川勇一郎 2004有機野菜栽培技術の実態と問題点一秋

まきホウレンソウの調査結果から一 日本有機農業学会編有機

農業研究年報 Vo.4.有機農業農業近代化と遺伝子組み換え技

術を問う ， p. 189-206.コモンズ，東京

飯村康二 2005.湛水下の水田土壌におけるリン酸の溶解度上昇の原

因について.土肥誌， 76，199-200. 

稲原誠 2006.富山県の農業と土壌肥料.土肥誌， 77，241-242.

石岡厳・棚橋寿彦・小柳渉・村上圭一・平柳恵子・柴田正貴・

加藤直人 2009.新たな窒素肥効分析法に基づいた家畜ふん堆肥の

施用支援ツール.関東東海北陸農業研究成果情報，http://www. 

naro.a宜rc.go.jp/top/seika/2008/01narc/narc08-05.html

河野憲治 1996.土壌バイオマス形成とリンのフロー.土肥誌， 67， 

716--725. 
木村員人 1997.土壌の生物性.久馬一剛編最新土壌学， p. 54--72. 

朝倉書庖，東京.

近藤始彦 2007.コメの品質，食味向上のための窒素管理技術(1)

水稲の高温登熟障害軽減のための栽培技術開発の現状と課題

一.農業および園芸， 82，31-34. 

Kyuma， K. 2004. Fertility considerations for paddy soils (II) 

Phosphorus and other nutrients. In K. Kyuma (ed.) Paddy Soil 

Science， p.169-203. Kyoto Univ. Pr巴ss，Kyoto.

Lee， C. H.， L巴e，1. B.， and Kim， P. ]. 2004a. Effect of long-term 

fertilization on organic phosphorus 主'actionin paddy soi1. Soil Sci. 

Plant Nutr.， 50， 485--491. 

Lee， C. H.， Park， C. Y.， Park， K. D.，Jeon， W. T.， andKim， P.]. 2004b. Long-

term effects of fertilization on the forms and availability of soil 

phosphorus in rice paddy. Cルmosphere，56， 299-304 

松村 修 2005.高温登熟による米の品質被害ーその背景と対策一.

農業技術， 60，437--441
森泉美穂子・松永俊朗 2009.土壌の有機態窒素の化学形態土肥誌，

80.304-309 

Nishida， M. 2007. Paddy.upland rotation induces det巴riorationof 

soil fertility. Proceedings of 8th Conference of East and Southeast 

AsianFederationof SoilScience， 14-19. 

西国瑞彦・関矢博幸・加藤直人・吉田光二 2008.田畑輪換による水

田土壌の可給態窒素の低下実態と水稲への影響土肥要旨集， 54， 

128. 

農林水産省.米及び小麦の生産費(年産).http://www.tdb.maff. 

go.jp/touk巴νa02smenu?TouID=E007 

農林水産省生産局農産振興課 2003稲作関係資料， 251-259 

農林水産省統計情報.http://www.maff.go.jp/j/tokeilindex目html

朴 昌栄・中島秀治・関矢博幸・高橋智紀・鳥山積日仲 1994.低湿重

粘土水田の畑転換及び石灰施用が可給態リン酸， リン酸吸着能に

及ぼす影響.新潟アグロノミー， 30，51-55.

Pierzynski， G. M.， Mcdowell， R. w.， and Sims， ]. T. 2005. Chemistry， 

cycling， and potential movement of inorganic phosphorus in soils. 

In].T. Sims and A.N. Andrew (ed.) Phosphorus: Agriculture and 

the Environm巴nt， p.87-143. 

佐藤孝・善本さゆり・渡遺俊一・金田吉弘・佐藤敦 2007重粘

土水回転換畑におけるへアリーベッチ植栽が土壌物理性とダイズ

の初期生育に及ぼす影響.土肥誌， 78，53-60. 

東海林覚 1981土壌リンの有効化に及ぼすケイカル，稲わらおよ

びクエン酸塩の施用効果.土肥誌 52，253-259.

Song， C.， Han， X. Z.， and Tang， C. 2007. Changes in phosphorus 

fractions， sorption and release in Udic Molisols under different 

巴cosystems.Biol.Fertil. Soils， 44， 37--47. 

Stevenson， F. ]. 1986. The phosphorus cycle. In F.]. Stevenson 

(ed.) Cycles of soil: Carbon， Nitrogen， Phosphorus， Sulfur， 

Micronutrients， p. 231-284.]ohn Wiley & Sons， Inc.， New York 

住田弘一・加藤直人・西田瑞彦 2005.田畑輪換の繰り返しゃ長期畑

転換に伴う転作大豆の生産力低下と土壌肥沃度の変化東北農研

研報， 103，39-52 

Turner， B. L.， and Haygarth， P. M. 2001. Phosphorus solubilization in 

rewetted soils. Nature. 411. 258. 
上薗一郎・加藤直人・森泉美穂子 2010.日本の畑土壌に対する80'C

16時間水抽出法による可給態窒素簡易評価法の適用性.士肥誌，

81.39--43. 

山本和彦 1994.土壌・植物栄養・環境事典， p.104.博友社，東京.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

