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重粘土転換畑の秋播コムギ栽培における石灰窒素の深層施肥効果*

金田吉弘1.後藤紗布子1・佐藤 孝1.高階史章1.保田謙太郎1• 

野坂佳史2.坂下普志2.浦野保徳3.大山卓爾4
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は じ め

わが国における 2012年度の供給熱量ベースの食料自給

率は39%と先進国の中では最低水準で、あり， 2010年3月

に公表された「食料・農業・農村基本計画Jでは， 2020

年度までに 50%に引き上げることが提示されている.こ

の内， 2008年度産のコムギの生産量は88万tであり，

2020年度には 180万tまで向上させることが目標とされ

ている.現在， コムギはイネ後の転換畑における重要な転

作作物である.近年になり国内産コムギを使用した製品に

対する需要が拡大していることから，安定した収量と品質

を確保するための栽培体系が望まれている.窒素は，コム

ギの収量と品質評価の重要な指標である子実タンパク質含

有率に最も影響を及ぼす成分である. これまで，成熟期の

窒素吸収量が増加すると子実タンパク質含有率が高まるこ

と (Matsunakaetal.， 1997)や収量が増加することが知

られている(佐藤ら， 2011).収量と品質を向上させるた

めには，適切な施肥により窒素吸収量を増加させる必要が

ある.

本試験を実施した秩田県の主要な秋播コムギ生産地であ

る八郎潟干拓地重粘土は硝酸化成力が高いことが報告され

ている(三浦， 1984).秋田県の秋播コムギ栽培における基

肥窒素は， 9月下旬に施用されるのが慣行である.土壌中

の硝酸態窒素は水の下降あるいは上昇に伴い著しい移動性

を示す(石塚ら， 1962).八郎潟干拓地のコムギ栽培におい

て，基肥として全層施肥したアンモニア態窒素の利用率は

10%と著しく低かった(金田 1993). そのため，これま

でのコムギ栽培では基肥に加えて越冬前，融雪期，幼穂形
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石灰窒素，深層施肥

成期，減数分裂期，出穂期に追肥を行い計20gm-2の窒素

を施用する追肥体系が慣行とされてきた(児玉 1993). し

かし越冬前から翌年にかけて 5回の追肥作業は農家にとっ

て大きな労働負担となることから，栽培面積は減少してい

る.現在，秋田県におけるコムギの栽培面積は約400haで

あるが，八郎潟干拓地の栽培面積の減少に伴って年々減少

傾向にある.今後，秋播コムギをダイズとともに転作作物

の柱として定着させるためには，施肥窒素利用率を向上さ

せることにより安定した収量・高品質の確保と農家の労力

軽減を可能にする施肥法を確立することが緊急の課題であ

る.

さて，ダイズ栽培において石灰窒素等を使用した深層施

肥法は，窒素の溶脱が少なく，施肥窒素利用率が向上する

ため高い増収効果が認められることが明らかにされている

(高橋， 2001;Kaushal etal.， 2002). そこで，筆者らは八郎

潟干拓地の秋播コムギに石灰窒素を用いた深層施肥法を導

入し生育・収量および窒素吸収に及ぼす影響を検討した

結果，秋播コムギにおいても高い効果が認められたので報

告する.

2. 材料と方法

1 )供試圃場および栽培方法

試験は， 2012年および2013年に八郎潟干拓地内にある

秋田県立大学生物資源科学部附属フィールド教育研究セン

ター内の水稲作付け後の転換畑(1.25ha)において実施

した(北緯40
0

，0'， 0.2"，東経 139
0

，57'， 26"). 両年とも，

供試圃場は前年に水稲を栽培した 1年目の転換畑である.

土壌は，粘土含量が 51%で三次分類による細粒質斑鉄型

グライ低地土強粘質に属する.土壌pH(H2u) は7.6，

全窒素は 2.9gkg-1，全炭素は 29.5gkg-1である.また，

有効態リン酸は 122mg-Pkg-1，交換性カリは0.9cmolc

kg-1である.試験に供試したコムギ [Triticumaestivum 

L.Jの品種は， 日本めん用の秩田県奨励品種ネノ〈リゴシ

である.

試験区の内容を表1に示した.2012年度の試験では，

試験区として，([硫酸アンモニウムによる基肥 (N6gm-2
)

と硫酸アンモニウムによる 5回の追肥(計N14gm-2
) を

組み合わせた追肥区(合計N20gm-2
)，②種子直下 10cm

の深層に石灰窒素 (68%) と尿素 (32%)の混合肥料に

より N20gm-2を施肥した深層 20kg区，③同様に深層に

j 
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表1 試験区の構成と施肥窒素量 (Ngm-2) 

年度 試験区 基肥
追肥時期

合計窒素
越冬目IJ 融雪期 幼穂形成期 減数分裂期 出穂期

(年.月.日) 2011.10.13 2011.11.29 2012.3.29 2012.4.18 2012.5.9 2012.6.5 

2012年
追肥区 6 4 

深層 20kg区 20 。
深層 10kg区 10 。
(年.月.日) 2012.10.9 2012.11.28 

追肥区 6 4 
2013年深層 20kg区 20 。

深層 15kg区 15 。
深層 10kg区 10 。

混合肥料でN10gm-2を施用した深層 10kg区を設けた.

2013年度の試験では，さらに深層に N15gm-2を施用し

た深層 15kg区を設けた.いずれの深層区とも無追肥とし

た.追肥区における追肥時期は，越冬前，融雪期，幼穂形

成期，減数分裂期，出穂期である.これまで，行われたダ

イズ栽培の深層施肥における施肥位置は，下層 20cmであ

ることが報告されている(高橋， 2005). しかし本試験

において，深さ 20cmの深層施肥を試行した結果，粘土含

量が多い土壌特性により作業性が低下したことから，種子

直下 10cmの深層に施肥した.深層施肥に使用した石灰窒

素に尿素を組み合わせたのは，石灰窒素を粒状に成型する

際に成形剤として尿素を利用したためである.なお，いず

れの区もリン酸，カリは無施用とした.

追肥区の基肥は，耕起直前に施用し， ロータリにより深

さ10cmに混和した後に機械播種した.深層施肥は，専

用の耕起同時深層施肥播種機(松山(株)，試作機)を用

いた.深層施肥播種機は， ロータリに深層施肥機と播種機

を取り付けた複合機であり，耕転と施肥，播種を同時に行

うことができる.作業は ロータリにより約 12cm程度

の耕転と同時に，播種条直下 10cm への施肥と深さ 2~3

cmへ播種を実施した.2012年度は， 2011年 10月 13日

に20gm-2相当の種子を播種し，2012年 7月9日に収穫，

2013年度は， 2012年 10月9日に播種し， 2013年 7月

11日に収穫した.各区とも条聞は 36cmとした.各試験

区の面積は 400m2であり ， 1.25 haの転換畑内に配置し

7こ.

2)土壌中における肥料窒素形態の測定法

畑状態における肥料窒素の形態変化を定温静置培養によ

り測定した.供試圃場より採取した生土を 2mmの簡に通

した後，分析に供した.培養は85mL容の培養瓶を用い

て行った.培養瓶は，培養後の各時期に3個採取できるよ

うに準備した.あらかじめ，乾土当たり 10g相当量の生

土と乾土 100g当たり N10mg相当量の細かく粉砕した

硫酸アンモニウムまたは同様に粉砕した石灰窒素・尿素混

合肥料を良く混和した後.各培養瓶に充填した.土壌水分

は最大容水量の 60%に調整し，定温 250Cで25日間培養

した.培養後， 0， 1， 2， 3， 6， 9， 12， 15， 20， 25日目に，

各 3個の培養瓶内の土壌を個別に採取し 2M塩化カリ

ウム溶液で抽出後のアンモニア態窒素量と硝酸態窒素量を

3 3 2 2 20 。 。 。 。 20 。 。 。 。 10 
2013.3.28 2013.4.18 2013.5.15 2013.6.6 

3 。。。
3 2 2 20 。 。 。 20 。 。 。 15 。 。 。 10 

測定した.アンモニア態窒素と硝酸態窒素は，それぞれイ

ンドフェノールブルー法，カタルド法により測定した.対

照として肥料窒素無添加条件でも畑培養を行い経時的に無

機態窒素量を求め，各肥料窒素添加区の無機態窒素量から

差しヲ|いて肥料由来窒素の形態変化として示した.

3) コムギの生育および収量調査

各試験区内の 3カ所に調査区を設置し， 1m聞の茎数，

葉色，草丈(データ省略)を調査した.葉色は，葉緑素計

CSPAD-502， コニカミノルタ製)を用いて，最上位展

開葉の 1枚下の葉身中央部付近を測定した.収穫期には，

各試験区において 3反復でそれぞれ1.8m間4条分を収穫

し脱穀後粒径 2.0mm以上の精子実重と水分含有率を測

定し 13.5%水分換算の単位面積当たり精子実重を算出し

た.

4)コムギ根の分布調査

2013年 6月 11日に，直径 15cmのステンレス製円筒

を用いて，追肥区と深層 20kg区のコムギ株下 20cmま

での根系を含む円柱状の土壌試料を各4反復で採取した.

試料は，両区とも平均的な生育の株を選び採取した.採

取した土壌試料を地表面から 0~5cm， 5~10cm， 10~20 

cmの3段階に切り分け各試料からコムギ根を水で洗い

出した.採取した根は 800Cの通風乾燥機で5日間乾燥さ

せた後，乾物重を測定した.

5)総窒素吸収量および子実の粗タンパク含有率の測定

収穫期の各試験区において 3反復でそれぞれ 1m聞の

コムギ体を採取し，穂部と茎葉部に分け80
0

Cで5日間乾

燥させた後，乾物重を測定した.その後，乾燥試料を粉砕

し徴粉末にした後， CNコーダー CSumigraphNC-22F， 

住友分析センター)で窒素濃度を測定し，面積当たりの総

窒素吸収量を算出した.また，脱穀後の精子実重の水分含

有率を測定し，粉砕した微粉末の窒素濃度を CNコーダー

により測定した.窒素の測定値に 13.5%水分換算で、タン

パク換算係数5.83を乗じて粗タンパク含有率を算出した.

6)基肥窒素利用率の測定

測定は， 2012年度に行った.無肥料区に縦0.5m，横

0.3mの木枠を 3反復で設置し肥料を施用した後に木枠

中央部に筋条にコムギを播種した.播種量は圃場試験と

同様に 20gm-2相当とした.全層施肥区では，基肥とし

てN6gm-2相当量を重窒素標識硫酸アンモニウムにより
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深さ 10cmの全層に混和した.追肥は無標識硫酸アンモニ

ウムにより窒素成分合計で N14gm-2を 5固に分けて実施

した.追肥時期は圃場試験と同様に，越冬前，融雪期，幼

穂形成期，減数分裂期，出穂期である.深層施肥区では，

種子直下深さ 10cmvこ播種直前に N20gm-
2相当量を重

窒素標識石灰窒素と重窒素標識尿素を圃場試験と同様に各

68 %. 32 %の割合で混合したものを施用した.深層区

では無追肥とした.

収穫期のコムギ体を採取し，穂部と茎葉部に分別後，

800Cで5日間乾燥させ乾物重を測定した さらに，粉砕

し微粉末にした後，分析用の試料とした.重窒素は安定同

果

1 )土壌中での施肥窒素の形態変化

図 1に，土壌中での施肥窒素の形態変化を示した 硫酸

アンモニウム添加区では，培養 3日後にはアンモニア態窒

素が消失し，添加した窒素の約 85%は硝酸態窒素に変化

した 一方，石灰窒素 ・尿素混合肥料添加区では培養 20

日固までアンモニア態窒素が存在した.添加した窒素に対

する硝酸態窒素の割合は，培養 15日目 は約 30%. 20日

第 5号

位体質量分析計 (DELTAPlusXP.ThermoFinnigan製)

で分析し基肥窒素利用率を算出した

3.試 E貧
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は有意な違いは認められなかった.しかし 深さ 1O~20

cm における深層 20kg区の乾物重は，追肥区に比べて有

意に多かった.

4)成熟期の窒素吸収量

図5に，成熟期における総窒素吸収量を示 した.2012 

年の追肥区， 深層 20kg区における総窒素吸収量には，有

意な違いは認められなかった.しかし深層 10kg区の

窒素吸収量は他区に比較して有意に減少した.2013年は，

追肥区，深層 20kg区，深層 15kg区で有意な違いが認め

られず，深層施肥では施肥窒素量を 25%減肥してもほぼ

同等の窒素吸収量が得られた.深層 10kg区の窒素吸収量

は2012年と同様に有意に少なく ， 50%の減肥は窒素吸

収量に影響を与えることが示された.

5)成熟期における基肥窒素の利用率

成熟期における基肥由来窒素の利用率を図6に示した.

全層施肥区における基肥窒素の利用率は 14.2%であった

一方，深層施肥した石灰窒素と尿素の混合肥料由来窒素利

用率は 26.0%であり全層施肥した硫酸アンモニウム 由来

窒素に比べて有意に向上した.

6)収量および収量構成要素子実タンパク質含有率

子実重および子実のタンパク質含有率を表 2に示した.

深層 20kg区における子実重は，2012年 604g m -2， 2013 

年 581g m-2であり追肥区と有意な違いは認めらなかった

が，深層 10kg区ではそれぞれ 376gm-2，387gm-2と有

意に減収した. 一方，2013年において25%減肥した深
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目以降は約 80%であった.

2)茎数および葉色の推移

図2に，茎数の推移を示した.両年とも，深層 20kg区

が最も多く 推移した. 深層 10kg区は，追肥区に比べて低

く推移し穂数も減少した.2013年に設けた深層 15kg区

では，追肥区よりやや多く 推移 し， 追肥区とほぼ同等の

穂数を確保した 図3には，葉色の推移を示した.3月越

冬後以降は，両年とも深層 20kg区で濃く 推移し， また，

2013年の深層 15kg区の葉色は，追肥区とほぼ同様に推

移した.一方，深層 10kg区の葉色は両年とも 4月上旬以

降急激に低下した.

3)コムギ根の分布

図4には， 6月上旬の追肥区と深層 20kg区における

深さ別の根乾物重を示した深さ 10cmまでの乾物重に
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図6 収穫期における基肥窒素の利用率 (2012年)
(全層施肥区:標識硫酸アンモニウムにより N6gm-2を全層

に混和し，追Jj巴は無標識硫酸アンモニウムにより窒素成分合

計でN14gm-2を5固に分けて実施.深層施肥区 :標識石灰

窒素と標識尿素を各 68%， 32 %の割合で混合しN20gm-2施
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子実タンパク質
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9.8b 
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施肥法がコムギの子実重と子実夕、ノパク質に及ぼす影響

全重 穂数 千粒重 子実重 同左
(gm-2) (本 m-2) (g) (gm-2) 対比

追)J巴区 1389" 563" 368" 625" (100) 
深層 20kg区 1334" 551" 36.0"b 604" 97 
深層 10kg区 879b 41lb 35.7b 376b 60 

追肥区 1105" 532" 34.7" 501" (100) 
深層 20kg区 1316" 553" 33.2b 581" 116 
深層 15kg区 1262" 529" 32.9b， 543" 108 
深層 10kg区 904b 442b 32.3' 387b 77 

異なる英小文字聞は同じ年度内で Tukey法により. 5%水準で有意差があることを示す

表2

区年度

2012年

2013年
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層 15kg区の子実重は， 543gm-2であり追肥区と有意な

違いは認められなかった.2012年における追肥区，深層

20kg区の子実タンパク質含有率は，それぞれ 10.4%， 

10.5 %， 2013年は追肥区，深層 20kg区，深層 15kg

区においてそれぞれ 10.4%， 10.9 %， 10.3 %であり有意

差は見られなかった.しかし深層 10kg区では 2012年

9.8 %， 2013年 9.4%と有意に低下した.

4.考察

畑土壌は水田土壌に比べて硝酸化成の影響が大きく施肥

窒素の移動が大きいことが特徴である.これまで，土壌

pHが高く，有機物含量が多いほど硝酸化成は促進される

ことが明らかにされている(笛木， 2008). また，重粘土

における水稲作付け後の転換畑では，水田に近い物理性を

保持し還元状態の発達が認められ，施肥窒素量の 3割は脱

窒により系外に放出されることが報告されている(小林ら，

2003).本試験を実施した八郎潟干拓地重粘土の pH(H20)

は7.6，全炭素は 29.5gkg-1であり，硝酸化成が進みや

すく，さらに水回転換畑であることから基肥窒素は硝酸化

成と脱窒により土壌中から消失しやすい条件であったと考

えられる.

本報告では，深層施肥した石灰窒素を主体とした混合肥

料由来窒素の利用率は26%であり，全層施肥した硫酸ア

ンモニウム由来窒素の利用率 14%に比べて有意に向上す

ることを明らかにした.一方，新良ら (1998)の北海道

十勝地域の淡色黒ボク土で、の秋播コムギにおける基肥およ

び追肥窒素利用率に関する報告によれば，基肥として播種

条聞に帯状に施用した硫酸アンモニウム由来窒素の利用率

は 29~40%，融雪期追肥で 43%，出穂期追肥では 58~

64%であるとされている.北海道十勝地域の黒ボク土は，

25 

ー・-2012年

ベ::r-2013年
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一般に硝酸化成能が高いとの報告がある(西尾ら， 1988) 

が，新良ら (1998) は，秋季から融雪期までに 0~90cm

士層より下層に移行した無機態窒素もコムギが吸収した可

能性が高いことを示唆している.黒ボク土は重粘土転換畑

に比べて土壌物理性が良好なことからコムギ根が下層に伸

長し下層に移行した基肥由来窒素を吸収したため窒素利

用率が高まったと考えられた.また，十勝地域は， 5月か

ら7月の降水量が本州、|より少なく，追肥窒素の下層への移

行が遅くなるため，本試験を実施した秋田県に比べて追肥

窒素利用率は高いものと推察した.

これまで，石灰窒素はシアナミドを含み硝酸化成作用を

抑制する効果があることが知られているが，畑培養実験に

おいて石灰窒素は硫酸アンモニウムに比べて，アンモニア

態窒素の形態で長く留まることを確認した.圃場での 10

月中旬~約5カ月後の 3月中旬までの積算地温は500T

となる.図 1に示したように積算地温5000Cに相当す

る250C20日間培養で，アンモニウム態窒素は硝酸態窒

素に変化していた. このことから，閏場では3月中旬には

硝酸態窒素に変化したが，それ以前の 3月上旬頃までは，

施肥窒素はアンモニア態窒素として残存していたと推定さ

れた.しかし深層 20kg区，深層 15kg区では4月上旬

においても追肥区並かそれ以上の茎数および葉色を確保し

たことから，アンモニア態窒素は3月中旬以降も残存した

か，あるいは硝酸態窒素に変化したものの流亡しなかった

可能性が考えられた.両年とも，図7に示すように， 3月

の中旬から 4月の上旬にかけては， 110~160mm の降水

量が観測されていることから硝酸態窒素として流亡・脱窒

しなかった可能性は低いものと推察した. したがって，肥

効が継続した要因としては，局所施肥したことによる硝酸

化成のより強い抑制が考えられた.

図7 コムギ栽培期間の気象概要
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施肥位置と硝酸化成については，沖積土壌において施肥

位置を変えた場合， 5cmに施用したアンモニア態窒素の

一部は硝酸態窒素となって表層に集積するのに対して 15

cmと深く施肥すると硝酸態窒素にならないとの報告があ

る(石塚ら， 1962). さらに，秋冬期畑作を対象に全層施

肥(深さ 10cm) と条施 (5~10cm の深さに幅 5cm)

を比較した結果，条施では全層施肥に比べて硝酸化成は極

めて緩慢であること(日下ら， 1970)や添加窒素濃度が土

壌中で高濃度であるほど硝酸化成は抑制されることが報告

されている(笛木， 2008). 

深層施肥における肥料窒素は深い位置に高濃度で存在す

ると考えられる.そのため，深層 20kg区，深層 15kg区

ではこれまでの報告と同様に硝酸化成が抑制され，アンモ

ニア態窒素が長く残存し流亡が抑えられたことから， 3月

中旬以降も肥効が持続し，全層施肥した硫酸アンモニウム

に比べて窒素利用率が高まったものと推察した.また，図

4に示すように，深層施肥によるコムギ根の伸長阻害は認

められず，深さ 10~20cm の下層での分布量は追肥区に

比べて有意に多かった. この理由として， コムギ根は養分

を求めて伸長したと推察され，根の伸長域の拡大と硝酸化

成の抑制により， 4月上旬以後まで、窒素の肥効が継続した

ものと考えられた.

その結果，深層施肥により追肥を省略し肥料窒素を

25%減肥した場合で、も慣行並の生育と収量を確保できる

ことが明らかになった.しかし半量の深層 10kg区では

窒素量が不足していたと推察された.品質では， 日本めん

用コムギの子実タンパク質含有率は 9.7~1 1.3 %が目標と

されている(島崎ら， 2010). 追肥区，深層 20kg区，深

層 15kg 区の子実タンパク質含有率は 10.3~10.9 %の範

囲にあり，めん用の適正品質基準を満たしていた.一方，

深層 10kgでは他区に比べて子実重は減少し子実タンパ

ク質が低下したことから 深層施肥は追肥区に比べて O~

25%までの減肥が適量と考えられた.

これまで，畑作物の施肥に関しては，施肥位置に関する

知見が整理され，①肥料成分の利用効率を向上させるため

の技術開発，②施肥機械の改良・開発，③環境保全への寄

与が重要であることが指摘されている(諸岡， 1982).現在，

深層施肥を播種と同時に実施する施肥機が開発され実用化

されている.本報告で述べたように， コムギの深層施肥は

施肥窒素利用率を向上させ追肥区と同等の収量，適正な子

実タンパク質含有率が得られたことから，今後，省力・減

肥栽培での普及が期待される.

5.要約

重粘土転換畑の秋播コムギ栽培において，石灰窒素の深

層施肥効果を，基肥と追肥5回による慣行施肥体系と比較

した.試験は，水田後転換畑において実施した.2012年

度の試験では，試験区として，([硫酸アンモニウムによる

基肥 (N6gm-2
)と硫酸アンモニウムによる 5回の追肥(計

N14gm-2
) を組み合わせた追肥区(合計N20gm-2

)，②

種子直下 10cmの深層に石灰窒素 (68%)と尿素 (32%) 

の混合肥料により N20gm-2を施肥した深層 20kg区，③

同様に深層に混合肥料でN10gm-2を施用した深層 10kg

区を設けた.2013年度の試験では，さらに深層にN15g

m-2を施用した深層 15kg区を設けた.いずれの深層区と

も無追肥とした.追肥区における追肥時期は，越冬前，融

雪期，幼穂形成期，減数分裂期，出穂期である.また，施

肥窒素の動態を検討するため， 25
0

C畑培養実験を実施し

た.硫安添加土壌のアンモニア態窒素は，培養3日後まで

に硝酸態窒素に変化した.一方，石灰窒素添加土壌のアン

モニア態窒素は培養 20日後まで残存した.圃場試験では，

深層 20kg区および深層 15kg区の茎数は，追肥区(合計

窒素 20kg) とほぼ同等に推移し，穂数も同等であった.

深層 20kg区の総窒素吸収量は，追肥区と有意差は認め

られず， 2013年度の深層 15kg区においてもほぼ同等で

あった.基肥窒素利用率は，深層施肥区で、高かった.深層

20kg区の収量は，追肥区と有意差はなく，深層 15kg区

においても同等の収量を確保した.深層 20kg区，追肥区

の組タンパク含有率は製麺適正値の範囲にあり，深層 15

kg区においても適正値を確保した.

以上のように，石灰窒素による深層施肥は重粘土転換畑

の秩播コムギに効果が高いことを明らかにした.
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Effect of deep placement of calcium cyanamide on winter wheat 

in a heavy clay upland field former1y used to grow paddy rice 

Yoshihiro KANETN， Sahoko GOTOl， Takashi SATOl， Fumiaki TAKAKAP， Kentaro YASUDN， 

Takashi NOSAKA2， Yasushi SAKASHITA2， Yasunori URAN03 and Takuji OHYAMA4 

1 AkitaPrefectural Univ.， 2 DenkiKagakuKogyo， 3 Matsuyama， 4 FaculかofAgriculture， Niigata Univ. 

τo support the cultivation of winter wheat in a heavy clay upland field previously used for paddy rice， we investigated the effect 

of deep placement of calcium cyanamide before sowing as compared with the conventional method ofbasal application of fertilizer to 

the plow layer andfivetopdressing applications duringcrop development toa total rateof 20 g-N m-2.Amixtureof calcium cyanamide 

and urea was applied 10 cm below the wheat seeds. In an inαlbation experiment (250C， 60% WHC)， most of the ammonium nitrogen 

applied to the soil had changed to nitrate nitrogen by 3 days aftβr ammonium sulfate addition. In contrast， the ammonium nitrogen 

remain巴deven 20 days after calcium cyanamide addition. In the deep一placementplots with 20 and 15 g-N m -2， the number of panicles 

per plant was equal to that in the topdressed plot. The amount of nitrogen uptake by wheat in the deep-placement plot with 20 g-N 
m-2 was not significantly different from that in the topdressed plot and the deep-placement plot with 15 g-N m-2. The recove可

rate of basal nitrogen in the deep placement plots was significant1y higher than that in the topdressed plot. Wheat yield in the deep 
placement plot with 20 g-N m-

2 
was not significant1y different from that in the topdressed plots and d田 pplacement plots with 15 

g-N m-
2
. The crude protein content of grain in both of the deep-placement plots and the topdressed plot was within the appropriate 

range for nood1e production. Deep placement of calcium cyanamide was effective for winter wheat cultivation in a heavy clay upland 

field converted from paddy production， and it appears that for deep placement， an application rate of 15 g-N m-
2 
is just as effective as 

20g-Nm-2. 

Key words: drainage， converted paddy field， winter wheat， nitrification， calcium cyanamide， deep placement 

(Jpn.]. Soil Sci. Plant Nutr.， 85， 446-452 2014) 
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