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序　　　文

　研究成果シリーズは、農林水産省農林水産技術会議が研究機関に委託して推進した研究の成果を、総合的
かつ体系的にとりまとめ、研究機関及び行政機関等に報告することにより、今後の研究及び行政の効率的な
推進に資することを目的として刊行するものである。
　この第 540 集「気候変動に対応した循環型食料生産等の確立のためのプロジェクト－循環型農業のための
有機資材とその利用技術の開発－、－施肥削減に向けた生産技術体系の開発－」は、農林水産省農林水産
技術会議の委託プロジェクト研究として、2009 年度から 2013 年度までの 5年間にわたり、独立行政法人農
業・食品産業技術総合研究機構を中心に実施した研究成果をとりまとめたものである。
　世界の肥料の需要量は、人口の増加や食生活の変化による穀物需要の増大を背景に年々増大している。一
方、我が国の肥料原料資源は乏しく、その供給のほとんどを限られた原料供給国に頼っている。そのような
状況の中、2008 年には、世界的な食料やバイオ燃料向け穀物の増産に伴う肥料需要の急増、供給国による
実質的な禁輸措置及び石油価格の高騰等の複合的な要因から、国際的な肥料価格の一時的な高騰が起こっ
た。現在の肥料価格は、一時的な高騰からは落ち着いているものの、高いまま推移している。このような肥
料の不安定な供給や価格が、肥料原料資源が乏しい我が国の食料供給の不安定要因となることが懸念されて
いる。このため、地域内の有機資源を循環利用する技術や肥料成分を効果的・効率的に活用するための技術
の開発が望まれている。
　本研究では、このような要望に応えるため、循環型農業のための有機資材とその利用技術の開発及び施肥
削減に向けた生産技術体系の開発を実施した。
　この研究の成果は、今後の農林水産関係の研究開発及び行政を推進する上で有益な知見を与えるものと考
え、関係機関に供する次第である。
　最後に、本研究を担当し、推進された方々の労に対し、深く感謝の意を表する。

　2015 年 2 月

農林水産省農林水産技術会議事務局長　　　
西郷　正道　　
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Ⅳ　研究目的
１　循環型農業のための有機資材とその利用技
術の開発（B-1系）

　牛ふん堆肥に比べて肥料成分含量の高い豚ぷん堆
肥と鶏ふん堆肥を対象とし、窒素肥効や散布作業性
を向上させるペレット堆肥製造技術及びその適正利
用技術を確立することにより、家畜ふんに含まれる
肥料成分の効率的利用を促進し、輸入肥料原料への
依存度を低減させる省資源型施肥技術体系を構築す
る。

２　施肥削減に向けた生産技術体系の開発（B-2
系）

（１）　土壌診断に基づく減肥技術の開発
　水稲作では、畑作に比べて多肥ではないものの、
長年にわたる肥培管理により土壌リン酸が蓄積傾向
にある。過不足のない施肥量で持続的・安定的に生
産するため、可給態リン酸水準と減肥量の関係を明
らかにし、都道府県等がリン酸の減肥基準を策定す
るための指針を策定する。また、簡易な処理で可給
態リン酸だけでなく、窒素、カリ量を含む肥料成分
を一括して土壌から抽出して評価する手法の開発に
取り組む。
　畑作については、基準値を大幅に超えるリン酸蓄
積が顕在化している野菜作を中心にして、畑土壌の
可給態リン酸の評価法を改良し、この手法に基づく
リン酸の減肥指標を策定する。
（２）　施肥成分の利用率向上技術の開発と体系化
　近年のリン酸肥料の価格高騰を受け、土壌中に蓄
積したリン酸の有効利用や効率的なリン酸施肥によ
り、リン酸施肥量を削減することが強く求められて
いる。その場合、少ない肥料を無駄なく作物に吸収
させるための効率的なリン酸施肥技術を開発する必
要がある。そこで、実績のある三つの要素技術に改
良を加え、様々な作目や作型に対応可能なリン酸肥
料の利用率向上のための施肥技術を開発する。
（３）　土壌中の蓄積養分の利用技術の開発
　土壌に蓄積したリン酸を利用するため、1）菌根
菌による低濃度かつ広範囲のリン化合物を吸収でき
る技術、2）土壌中の難利用性リン化合物などを吸
収する植物を緑肥として利用した減肥技術、3）養
液土耕等の利用により土壌リン酸を有効利用する技
術、4）畑地を一時的に湛水処理するにことによっ
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て土壌の化学性、生物性を制御し、これにより土壌
中のリン酸の可溶化を促進する技術を開発する。

Ⅴ　研究方法
１　循環型農業のための有機資材とその利用技
術の開発（B-1系）

　可給態窒素簡易評価法については、推定精度の確
認や分析法の簡便化等を行って完成させ、マニュア
ル化する。また、開発した簡易評価法を用いて、地
力窒素に応じた施肥設計を行い、キャベツ及び水稲
の栽培実証試験を行う。
　アンモニア回収装置を用いた窒素付加豚ぷんペ
レット堆肥の製造技術については、原料の乾燥条件
等の検討により堆肥の窒素含量の安定化を図るとと
もに、経済性を試算し、製造法マニュアルを作成す
る。また、籾殻低温燃焼灰混合豚ぷんペレット堆肥
については、水稲品種に合わせた施肥設計を検討
し、ペレット堆肥の製造・利用マニュアルを作成す
る。
　ブロイラー鶏ふんを原料とした高窒素鶏ふんペ
レット肥料については、栽培試験（水稲・レタス・
キャベツ）により肥効を確認するとともに、ペレッ
ト肥料の製造マニュアルを作成する。採卵鶏の鶏ふ
ん堆肥を原料とした窒素付加鶏ふん微小ペレット肥
料については、製造過程における詳細条件を検討す
るとともに、現地圃場での栽培実証を行い、製造・
利用マニュアルを作成する。高窒素鶏ふんペレット
堆肥を利用した水稲の化学肥料全量代替栽培につい
ては、実証試験を行い、栽培マニュアルのとりまと
めを行う。
　堆肥のリン酸肥効の解明については、各種栽培試
験や培養試験などに基づいて、堆肥の特徴や土壌条
件に応じたリン酸肥効率の整理・明確化を行う。ま
た、堆肥連用土壌等の蓄積リン酸の可給性を検討す
るため栽培試験を実施する。
　環境影響評価については、必要な LCI�データを
用い、キャベツ作と水稲作での評価を行うととも
に、経済性を含む総合的評価を実施する。

２　施肥削減に向けた生産技術体系の開発（B-2
系）

（１）　土壌診断に基づく減肥技術の開発
　水稲作では、減肥連絡試験により可給態リン酸の
減少速度を把握するとともに適正補給量の検証を行
う。低温域でのリン酸供給力の変動や施肥による可
給態リン酸の増加割合を検討する。また、簡易診断
のための三要素同時抽出法を検討する。
　畑作では、現行定法よりも現場に適した可給態リ
ン酸の新規診断法を開発する。また、施設キュウリ
において作型や土壌が異なる条件で減肥実証を実施
するとともに、新規診断法の適合性の検証を行う。
（２）　施肥成分の利用率向上技術の開発と体系化
　セル内施肥では、異なる作型やリン酸肥沃度に適
したリン酸供給方法を明らかにして、リン酸減肥栽
培技術の検証を行う。
　定植前施用では、機械化体系導入による効率化、
適用可能品目選定を行い、リン酸減肥栽培技術の検
証を行う。
　肥料成分の複合施用では、スポット施肥同時移植
機を開発し、うね内部分施用技術との組合せによる
リン酸等の減肥栽培機械化体系の検証を行う。
（３）　土壌中の蓄積養分の利用技術の開発
　菌根菌の機能活用では、土着菌根菌の活用による
ダイズ及び飼料用トウモロコシの減肥実証を行う。
また、ネギへの菌根菌接種技術や接種した菌根菌の
追跡技術を検討する。
　植物機能の活用では、後作物のリン酸減肥に適し
た緑肥を選定し、リン酸減肥栽培の実証を行う。ま
た、ルーピンの混植による活用や酸性ホスファター
ゼの遺伝子組換えによる活用を検討する。
　養液土耕技術では、土壌蓄積リン酸の有効活用の
ための養水分管理の適正化や酸施用技術を検討し、
果菜類のリン酸減肥栽培技術の検証を行う。
　畑の夏季湛水では、湛水によるセンチュウ害の抑
制に加えて土壌中のリン酸の可溶化を活用したリン
酸減肥栽培技術の検証を行う。
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研究計画表（研究室別年次計画）

研究課題
研究年度 担当研究機関・研究室

09 10 11 12 13 機関 研究室

１�　循環型農業のための有機資材とその利用技
術の開発
（1）省資源型農業のための豚ぷん・鶏ふん堆
肥の製造・利用技術の開発
1）堆肥の窒素・リン酸肥効と蓄積窒素の評
価に基づく省資源型施肥技術の策定
2）密閉縦型発酵装置の高度利用による豚ぷ
んペレット堆肥製造技術の開発
3）水稲用豚ぷん堆肥ペレットの製造と効率
的施用技術の確立

4）鶏ふん堆肥の肥料的価値の向上技術と総
合的経済性評価
①高窒素鶏ふん肥料製造技術の総合的な
経済性評価
②肥料的価値の高い堆肥製造に係る物質
収支の解明と堆肥利用の高度化

③窒素質肥料添加による高窒素鶏ふん堆
肥の製造とその利用技術の開発

5）家畜ふん堆肥のリン酸肥効の解明
①堆肥中のリン酸存在形態の把握とその
肥効解析
②畑作物種・土壌条件等が堆肥中リン酸
肥効に及ぼす影響解明

6）水田における堆肥中リン酸の利用技術の
開発

２　施肥削減に向けた生産技術体系の開発
（1）土壌診断に基づく減肥技術の開発
１）水田におけるリン酸減肥指針の策定　
①連絡試験による水田リン酸減肥の影響
解析

中央農業総合研究
センター
岐阜県畜産研究所

山形県農業総合研
究センター水田農
業試験場

中央農業総合研究
センター
三重県農業研究所
・中央農業改良普
及センター
岩手県農業研究セ
ンター

岐阜県農業技術セ
ンター
新潟県農業総合研
究所畜産研究セン
ター
新潟県農業総合研
究所作物研究セン
ター

中央農業総合研究
センター

土壌肥料研究領域

養豚研究部

水稲部

農業経営研究領域

フード循環研究課
・専門技術室

環境部

環境部

生産・環境科

栽培科

土壌肥料研究領域
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②寒冷地低地土水田におけるリン酸減肥
指針の策定

③細粒質低地土水田におけるリン酸減肥
指針の策定

④冬期乾燥地低地土水田におけるリン酸
減肥指針の策定

⑤黒ボク土水田におけるリン酸減肥指針
の策定

⑥赤黄色土水田における不耕起V溝直播
栽培のリン酸減肥指針の策定

⑦暖地少雨低地土水田におけるリン酸減
肥指針の策定

⑧暖地黒ボク土水田におけるリン酸減肥
指針の策定

⑨暖地低地土水田におけるリン酸減肥指
針の策定

２）リン酸減肥指針作成における低温条件
と下層土のリン酸供給力の重み付け
３）水田土壌中の可給態リン酸の動態とリ
ン酸供給能に及ぼす収着母体特性の影響
評価
４）水田土壌における窒素・リン酸・カリ
ウム肥沃度の簡易診断法の開発
５）畑における可給態リン酸の土壌診断法
の改良とそれに基づく減肥の検証
①畑土壌中可給態リン酸の現場型評価手
法の開発

②灰色低地土における施設キュウリ栽培
（促成＋抑制２期作栽培）のリン酸減肥
基準の策定

③黒ボク土と沖積土における施設キュウ
リ栽培のリン酸減肥基準の策定

④灰色低地土における施設キュウリ栽培
（促成 1期作栽培）のリン酸減肥基準の
策定

山形県農業総合研
究センター
新潟県農業総合研
究所作物研究セン
ター
茨城県農業総合セ
ンター農業研究所
栃木県農業試験場

愛知県農業総合試
験場
岡山県農林水産総
合センター農業研
究所
宮崎県総合農業試
験場
鹿児島県農業開発
総合センター
東北農業研究セン
ター
東北大学

九州沖縄農業研究
センター

中央農業総合研究
センター
群馬県農業技術セ
ンター

神奈川県農業技術
センター
高知県農業技術セ
ンター

食の安全環境部

栽培科

環境・土壌研究室

研究開発部

作物研究部

環境研究室

土壌環境部

生産環境部

水田作研究領域

大学院農学研究科

水田作・園芸研究
領域

土壌肥料研究領域

環境部・東部地域
研究センター

生産環境部

土壌肥料担当
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�（2）施肥成分の利用率向上技術の開発と体系
化
１）接触施肥によるリンの利用効率向上技
術の開発
①セル内施肥による野菜の効率的リン酸
施用技術の開発

②セル内基肥によるキャベツのリン酸減
肥栽培技術の開発

２）定植前施用による野菜のリン酸施肥削
減技術の確立
①定植前施用による野菜のリン酸施肥削
減技術の確立

②野菜の定植前リン酸施用技術の現地実
証

３）肥料成分の複合施用による施肥量削減
技術体系の確立
①うね内複合施用技術の開発

②うね内複合施肥技術の現地検証

�（3）土壌中の蓄積養分の利用技術の開発
１）菌根菌の機能活用による土壌蓄積リン
の利用技術の開発
①有機物施用による菌根菌の機能活用技
術の開発

②菌根菌を活用した飼料用トウモロコシ
のリン減肥栽培技術の開発

③菌根依存性のネギ品種間差に基づくリ
ン減肥技術の開発

④菌根菌機能活用技術における作用機構
の解明と評価技術の開発

２）植物機能の活用技術開発とリン酸減肥
の検証
①土壌蓄積リンの可給化に適した緑肥作
物等の選定と利用技術の開発

②マメ科植物ルーピンの難利用性リン吸
収能の増強と減肥への応用

野菜茶業研究所

千葉県農林総合研
究センター

東北農業研究セン
ター
福島県農業総合セ
ンター

中央農業総合研究
センター
茨城県農業総合セ
ンター園芸研究所

北海道農業研究セ
ンター
北海道立総合研究
機構根釧農業試験
場
山形大学

畜産草地研究所

中央農業総合研究
センター
広島大学大学院

野菜生産技術研究
領域
北総園芸研究所

環境保全型農業研
究領域
生産環境部

作業技術研究領域

生産環境研究領域

飼料環境グループ
（草地環境）

農学部

草地管理研究領域

土壌肥料研究領域

生物圏科学研究科
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③各種目的で導入した緑肥後の作物に対
するリン酸減肥可能量の解明

④カバークロップの導入と耕起法の改善
によるリン酸減肥技術の開発

３）低コスト養液土耕栽培による土壌蓄積
リンの利用技術の開発とリン酸減肥の検
証
①施設野菜における土壌蓄積リン利用技
術の開発と減肥の実証

②土壌蓄積リンの可給化技術の開発とリ
ン酸減肥の検証

③露地野菜における土壌蓄積リン利用技
術の開発と減肥の実証

④低コスト養液土耕栽培による露地野菜
におけるリン酸肥料削減技術の実証　

４）畑の夏季湛水による土壌蓄積リンの有
効化による省資源型農業技術の開発
①夏季湛水による肥培かんがい効果と線
虫防除技術の最適化

②多腐植質黒ボク土畑における夏季湛水
による窒素およびリン酸の減化学肥料
栽培技術の開発

雪印種苗株式会社

東北農業研究セン
ター

野菜茶業研究所

全国農業協同組合
連合会
近畿中国四国農業
研究センター
岩手県農業研究セ
ンター

九州沖縄農業研究
センター
鹿児島県農業開発
総合センター
大隅支場

千葉研究農場

環境保全型農業研
究領域

野菜生産技術研究
領域
肥料研究室

営農・環境研究領
域
技術部野菜花き研
究室

生産環境研究領域

環境研究室

注）文中の図、表に付した番号は、上記研究課題番号とその中の一連番号を組み合わせて表示してある。（例：1-
（1）-1）- ①の課題の 1番目の図の場合は、図 1111-1 と表示。）

Ⅵ　研究結果
１　循環型農業のための有機資材とその利用技
術の開発（B-1系）

　畑土壌可給態窒素の簡易評価法を確立し、理化学
機器メーカーの分析装置に導入されるとともに、プ
ロジェクト参画県以外の地域でもその利用が進めら
れている。また、水田土壌については湿潤土の湛水
培養を基にした窒素の無機化特性を把握し、湿潤土
可給態窒素量の予測には 80℃ 16�時間水抽出溶存有
機態炭素量が適していることを示した。
　豚ぷん堆肥とリサイクラー回収硫安溶液の混合割
合を調整し、水分を 23 ～ 26％程度にした成型材料
を用いることで、窒素を 3.5 ～ 5.5％含む高窒素豚
ぷんペレット堆肥を製造する方法を開発した。成型

材料の水分を 23 ～ 26％にするためには、堆肥をあ
らかじめハウス乾燥した上で高濃度の硫安溶液を添
加する必要があるが、送風配管断熱により得られる
高濃度の硫安溶液に必要に応じて固形硫安を組み合
わせて利用する方法を提示した。また、成型過程に
おける窒素損失の軽減法を確立した。
　寒冷地で生産される水分含量の多い副資材入り豚
ぷん堆肥にくん炭（籾殻低温燃焼灰）と発酵鶏ふん
を混合することによりペレット化する条件を明らか
にした。豚ぷんペレット堆肥に含まれる速効性肥料
成分を利用して水稲栽培の基肥の一部を代替し、化
成肥料のみの栽培と同等の生育・収量が得られるこ
とを実証し、豚ぷんペレット堆肥による水稲栽培の
減化学肥料栽培が可能であることを明らかにした。
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また不耕起�V�溝直播栽培におけるリン酸・カリウ
ム供給資材としての利用も可能であることを明らか
にした。さらに、使用する籾殻低温燃焼灰のケイ酸
供給能は混合燐肥（ようりんとケイカルを 1：3 で
混合）と同等であることを明らかにした。
　高窒素鶏ふんペレット肥料及び窒素付加鶏ふん微
小ペレット肥料を利用することにより、キャベツ生
産ならびに水稲生産において、化学肥料を用いた場
合並みのライフサイクル温室効果ガス排出量が達成
できることを明らかにした。また、家畜ふん尿の利
用に伴う環境負荷軽減効果等を考慮すると、その温
室効果ガス排出量はさらに減少し、化学肥料を用い
た場合を下回り得ることを示した。高窒素鶏ふんペ
レット肥料製造時における環境負荷物質排出量は、
一般的な低窒素鶏ふん堆肥製造時と比較して小さ
く、環境にやさしい堆肥製造技術であることを示し
た。
　採卵鶏の鶏ふんについて、尿素添加による窒素成
分の調整法、ペレットサイズの微小化法、固結防止
法を開発することにより、側条施肥田植機や畝内施
肥機などの高精度散布機に対応した性状を持つ、ペ
レット肥料製造技術を確立した。また、水稲、キャ
ベツ栽培で化学肥料代替資材として利用可能なこと
を示した。
　ブロイラー鶏ふん堆肥と尿素を原料とした窒素肥
効の高い鶏ふんペレット肥料の製造法を確立した。
水稲やキャベツにおける肥効、畦内部分施用機やブ
ロードキャスターでの適合性を確認するとともに、
連用しても養分の蓄積等が見られないことを明らか
にした。また、農家慣行の化学肥料よりも安価でコ
スト削減効果があることを示した。この肥料は指定
配合肥料（高窒素醗酵鶏ふんペレット 2号）として
登録され、2014 年春から販売開始となった。
　家畜ふん堆肥に含まれるリン酸の形態を解析し、
畜種ごとの特徴を明らかにした。堆肥のリン酸肥効
率は含有するリン酸形態から想定される肥効率より
高いことを示し、この原因として堆肥のリン酸肥効
を上昇させる効果に加え、施用時の堆肥の形状・水
分状態が肥効に関与していることを明らかにした。
このため、ほとんどの堆肥のリン酸肥効は化学肥料
と同等以上となるが、フィチン態リン酸の多い鶏ふ
ん堆肥では下回る場合があり、その判別は鶏ふん堆
肥の発酵方式、窒素含量、塩酸可溶性無機態リン酸

などで可能であることを示した。本プロジェクトで
新たに作成したペレット堆肥や、水田土壌可給態窒
素評価法を活用し、資材や土壌供給養分を適正に評
価した省資源型栽培法を実証した。
　堆肥のリン酸肥効率に及ぼす各環境要因の影響の
大きさは、土壌リン酸吸収係数＞作物種＞土壌種
（リン酸吸収係数 500�以下の土壌での比較）＝湛水
＞作期であることを明らかにした。土壌リン酸吸収
係数が大きいほど堆肥の肥効率の差異は大きくなる
こと、作物種別にはキュウリで肥効が高いこと、土
壌 pH�が高いほど肥効率が低下することを示した。
また、ペレット化により堆肥中リン酸の肥効率が上
昇することを確認した。堆肥のリン酸肥効を圃場連
用試験で確認したところ、水分が高い堆肥とペレッ
ト形状の堆肥の肥効は過石と同程度かそれ以上であ
り、一方、低水分・粉状の堆肥の肥効は劣ることな
ど、ポット試験等で得られた知見と一致する結果を
得た。他の参画機関が開発した堆肥を用いた減化学
肥料栽培と土壌可給態窒素を考慮した窒素減肥栽培
をキャベツで実証した。
　従来の化学肥料に代替し、高窒素鶏ふん堆肥のみ
でコシヒカリ栽培が可能であることを明らかにし
た。また、一般的な鶏ふん堆肥に比べ、生育・収量
が安定し、リン酸の過剰蓄積が防止され、メタン発
生による環境への負荷が少なく、市販有機質肥料よ
りも安価であるなどのメリットを明らかにし、現場
圃場への普及が可能であることを示した。堆肥のメ
タン発生ポテンシャルは酸性デタージェント可溶有
機物量で評価できることを明らかにした。

２　施肥削減に向けた生産技術体系の開発（B-2
系）

（１）　土壌診断に基づく減肥技術の開発
　水稲作のリン酸減肥連絡試験では、大部分の試
験地で、有効態リン酸が 10mg/100g 程度以上あれ
ば、無施肥区を含めて減肥による収量の低下は認め
られなかったが、寒冷地低地土と冬期乾燥低地土で
は 3年目からの初期茎数の減少と 4年目以降の減収
を認め、50％減肥の実施期間は 3年程度とされ、ま
た、暖地粗粒質低地土では有効態リン酸の経年的な
減少に伴う玄米収量の低下傾向が認められた。細粒
質低地土と暖地少雨低地土では、ほぼ慣行の半減と
なる収穫籾による持ち出し分に相当する量のリン酸
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施肥を基本とした減肥指針が提案された。また、県
の施肥基準における可給態リン酸適正値が引き下げ
られ、黒ボク土においても減肥実施の可能性が示唆
された。一方、カリウム減肥試験においても概ね収
量の低下は認められず、カリウムの代替としてのナ
トリウム吸収現象が 2地域で認められ、暖地少雨低
地土地域ではこの現象を元に減肥につながるカリウ
ム施肥指針が作成された。以上の結果と考察を参考
にし、土壌中の可給態リン酸量を維持する考え方に
基づくリン酸の減肥基本指針を策定した。
　風乾土の分析値と地温を用いて、積算地温 650℃
程度（寒冷地で移植から約 1か月間）までの湛水条
件でのブレイⅡリン酸値を推定する方法を開発し、
低温下の圃場条件での可給態リン酸値の推定に基づ
く減肥導入の検討を可能にした。下層土のリン酸肥
沃度が水稲生育に影響し得ることを確認し、下層土
に大きく依存し得る作土のリン酸肥沃度レベルを示
した。
　各種診断法による可給態リン酸（トルオーグリン
酸、湛水土壌のブレイⅡリン酸、アスコルビン酸還
元ブレイⅡリン酸）について、水稲の初期生育を確
保しうる適正下限値を収着母体を基にした土壌グ
ループ別に推定した。また、可給態リン酸の経年的
減少は土壌グループで異なること、リン酸施肥に伴
う可給態リン酸増加率はリン酸吸収係数によって推
定できることを明らかにし、各種可給態リン酸の適
正値を維持するための施肥量算出根拠を得た。
　可給態リン酸の評価法であるブレイ法と同じ強度
の塩酸を用いることに基づいて、簡易な一斉抽出法
を作出した。この方法で得られる抽出液の各成分を
分析することで、窒素・リン・カリウムの肥沃度だ
けでなく他の交換性塩基も評価できる可能性を示す
とともに、抽出液の各分析値から従来法の指標値に
換算する式も得た。
　現場向けのリン酸抽出法を開発したことに加え、
安全な分析法の応用により、抽出から測定に至る全
体として安全且つ一定精度を確保できる畑土壌中可
給態リン酸の現場型評価手法を開発し、同手法を用
いた場合の減肥指標として施設キュウリの基肥リン
酸無施肥栽培可能な指標値（1mg/100g）を提示し
た。
　群馬県の施設キュウリ栽培におけるリン酸施肥量
を減じた用量試験（促成 4作＋抑制 4作、計 8作）

を実施することにより、土壌中の可給態リン酸含量
（トルオーグ法）が 100mg�/100g�乾土以上あれば、
4年間（促成 4作＋抑制 4作、計 8作）はキュウリ
の収量・品質に影響することなく基肥リン酸無施用
で栽培可能であり、現地実態調査の結果と合わせる
と、県内の施設キュウリ栽培圃場においても減肥が
可能であることが示唆された。また、不振とう水抽
出法を併用することにより可給態リン酸の蓄積状況
をより詳細に把握することが可能であることが示唆
された。
　神奈川県の施設キュウリ栽培（黒ボク土及び沖積
土における半促成 ･抑制栽培）において、土壌中の
トルオーグリン酸含量が 500�mg/100g 土壌以上蓄
積しているような場合、リン酸無施用でもキュウリ
収量には影響はないこと、新たに提案された不振と
う水抽出リン酸含量は、土壌中のトルオーグリン酸
含量の 1％程度で、従来の水抽出分析法よりろ過が
容易であることから、現場での利用が可能と考えら
れることを明らかにした。また、キュウリのリン酸
吸収特性の品種間差異を検討し、初期の収穫量に台
木による差が見られること、収穫期間の長い半促成
作では、収穫後半で穂木の品種の影響が大きくなる
ことを明らかにした。
　高知県では、主要なキュウリ生産現場でのリン酸
蓄積実態（トルオーグ法）�を把握するとともに、所
内隔離床栽培での基肥リン酸減肥試験に基づき暫定
基準値を設定した（トルオーグ法での可給態リン
酸が 60mg/100g 以上であれば、基肥リン酸無施肥
栽培が可能。130mg/100g 以上であれば、基肥リン
酸無施肥かつ追肥リン酸半減栽培が可能）�。現地圃
場での実証試験に基づきリン酸減肥指標を策定した
（可給態リン酸 200mg/100g 程度で基肥を慣行の 6
割程度削減可能）。
（２）　施肥成分の利用率向上技術の開発と体系化
　リン酸肥料のセル内施肥により、キャベツ春ま
き夏どり作で、有効態リン酸含量 10mg/100g 以下
の圃場で、Lサイズ相当の結球を確保しつつ 50％
のリン酸減肥が可能であり、20mg/100g 程度を超
える圃場では、さらに減肥できる可能性が示され
た。また、夏まき冬どり作では、有効態リン酸含量
20mg/100g の圃場でリン酸肥料を 50％減肥しても
慣行と同等の結球重が得られることが示された。
　成分量で 9kg/10a 相当のリン酸肥料をセル内施
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用する技術を用いて、リン酸肥沃度が異なる二つの
圃場で 5連作（2年半）キャベツを栽培し、生育、
収量への影響を調査した。その結果、セル内施用技
術は、成分量で 25㎏ /10a のリン酸肥料を全面全層
施用する慣行栽培と同等以上の生育、収量が得られ
ることが明らかになった。リン酸肥沃度の低い圃場
（有効態リン酸含量 5mg/100g 乾土）では、セル内
施用に加え本圃に 7kg/10a のリン酸肥料を条施用
することにより実用的な収量が得られた。
　キャベツ連作栽培（年 2回）において、定植前リ
ン酸苗施用とうね内部分施用を組み合わせること
により、本圃でのリン酸とカリの施用量を慣行の
17.5％にまで削減できることを明らかにした。本技
術によるリン酸減肥効果が高かったネギにおいて、
定植前リン酸苗施用と局所施肥を組み合わせること
により、特に夏どり作型において生育促進・増収効
果が認められ、本圃でのリン酸とカリの施用量を慣
行の 35％以下に削減できることを明らかにした。
また、2か所のネギ栽培実証試験においても、定植
前リン酸苗施用による増収効果を確認した。
　キャベツ等露地野菜を移植する際に、移植する
セル苗の下 0 ～ 10cm、側方 0 ～ 10cm、前後 5 ～
10cm の位置に液肥を 0 ～ 60ml までスポット的に
施用できる「スポット施肥同時移植機」を開発し
た。キャベツ、レタスのマルチ作において、液状肥
料をスポット的に施用することにより、施用量を
30 ～ 50％程度削減できることが確認できた。
　低リン酸（有効態リン酸含量 10mg/100g 以下）
土壌のキャベツ作においては、スポット施肥によ
り、リン酸施用量を 30 ～ 50％程度まで削減できる
ことが確認できた。また、キャベツ作において、
「うね内部分施肥法」で肥料施用量を 30％程度削減
できることを確認した。さらに、「うね内部分施肥」
と「スポット施肥」を組み合わせてうね内に複合的
に施用することにより、窒素及びカリを 50％、リ
ン酸を30～50％程度削減できることが確認できた。
（３）　土壌中の蓄積養分の利用技術の開発
　北海道のダイズ栽培において前作効果によるリン
酸減肥が有機物施用条件下でも活用可能である事を
示した。生産者圃場におけるダイズへの菌根菌の感
染実態を明らかにするとともに、宿主跡ではリン酸
施肥を 3割削減できることを現地実証した。北海道
の飼料用トウモロコシの連作畑においては、非宿主

作物跡地よりも菌根菌感染率が高まり、現行の土壌
診断に基づく施肥量と比較してリン酸肥料の 2割以
上の削減が可能であることを示した。ネギの育苗段
階に菌根菌を接種してネギの生育とリン吸収を促進
させる技術について、山形県内から分離した菌を使
用可能とするとともに、本技術に適する品種タイ
プを明確にした。接種した菌根菌の追跡法として
PCR-DGGE 法が有用である事を示し、圃場や品種
の異なる条件について接種菌が維持されていること
を示した。
　有効態リン酸 3mg�/100g の低リン酸土壌におい
ても、エンバク、ベッチなどの緑肥をすき込むこと
により、次作スイートコーン、コマツナのリン酸
を 2割削減することができることを明らかにした。
ルーピンの混植により多様な主作物の生育とリン吸
収量が向上したことから、減肥に活用可能であるこ
とが示された。遺伝子工学的な酸性ホスファターゼ
の利用については、遺伝子組換えによって有機態リ
ンの利用効率が向上することが示された。秋播きで
リン酸減肥に利用可能な緑肥としてヘアリーベッチ
を選抜した。水稲前にベッチをすき込んだ場合、有
効態リン酸が基準値内であればリン酸減肥ができ、
無施肥栽培も可能であった。エダマメ前にベッチを
すき込んだ場合にも、リン酸減肥は問題なく、無施
肥栽培も可能であった。
　露地栽培に導入可能な低コスト養液土耕装置を改
良し、約 10 万円 /10a での市販化を達成した。露地
ナス栽培におけるリン酸減肥実証試験では、場内試
験においては施肥リン酸を約 4割削減して慣行比収
量が同等～ 2 割増、現地実証調査では施肥リン酸
約 2割～ 3割削減して慣行比で同等～ 4割増収との
結果を認めた。露地ピーマン栽培においては、低コ
スト養液土耕装置によって十分なかん水を行うこ
とで、露地ピーマンの慣行施肥量（30kg/10a）の 2
割までリン酸を削減できることを明らかにした。
　夏季湛水による土壌還元によって、土壌蓄積リン
酸が可溶化してニンジンのリン酸吸収が増加するこ
と、線虫被害が軽減すること、難防除畑雑草である
ハリビユが抑草されることを確認した。低リン酸肥
沃度畑で夏季湛水により収量が増加し、リン酸を 3
割減肥しても標準施肥と同等の収量が得られた。夏
季湛水によって次層のち密度が上昇し pF�1.5�水分
含量が増加することで、ニンジンの初期生育が良好
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となり、増収につながることを示した。

Ⅶ　今後の課題　
１　循環型農業のための有機資材とその利用技
術の開発（B-1系）

　水田土壌可給態窒素の評価法については、現場適
応性を向上させるため、畑土壌可給態窒素の簡易予
測法と同様に、2014 年度内に COD�パックテスト
を利用して簡便化を図る。
　豚ぷん堆肥の生産・販売にあたっては事前に肥料
取締法の取り扱いについて関係機関と協議すること
が必要である。今後は、情報提供を進めて技術の普
及につなげる。
　豚ぷんペレットの肥料利用について、さらに現地
実証を進め、開発したペレット化法の実用化を図
る。
　窒素付加鶏ふん肥料の製造法を確立し、市販化を
達成したが、岩手県内での更なる普及拡大に向け、
県は 2014 年度に新たな現地実証圃を設置予定であ
る。また、低コスト省力栽培に向けて側条施肥田植
機でも施用可能な窒素付加肥料を製造したが、さら
に用途を拡大できるような技術が必要である。環境
影響評価については、作成したデータベースの公開
を進める必要がある。
　堆肥のリン酸肥効については、県の指導要領など
により、成果の公表を進める予定である。また、ペ
レット化によるリン酸肥効の向上効果については、
追加的試験により、その条件の明確化を検討する。
　技術普及のため、高窒素鶏ふん堆肥製造について
養鶏業者への啓発を図る。

２　施肥削減に向けた生産技術体系の開発（B-2
系）

（１）　土壌診断に基づく減肥技術の開発
　水稲作では、策定した減肥指針のWEB公開や印
刷物の関係機関へ配布するなどにより、施肥基準の
見直しに役立てる。畑作では、施設キュウリにおけ
る減肥マニュアル、他成分を含む簡易分析法マニュ
アルの配布、関係機関との連携などを通して普及を
図る。
（２）　施肥成分の利用率向上技術の開発と体系化
　セル内施肥では、育苗安定化技術などを検討し、
さらにデータ集積を図る。スポット施肥同時移植機

の実用化を進める。また、マニュアルの配布、実証
試験などを通して普及を図る。
（３）　土壌中の蓄積養分の利用技術の開発
　菌根菌の利用では、感染の予測手法の開発に取り
組む。緑肥利用では、土壌微生物の動態と緑肥の効
果の検討を継続する。点滴灌水では、土壌水分の適
正管理と土壌診断を組み合わせたオーダーメード肥
培管理を行う。また、マニュアルの配布、実証試
験、成果発表会などを通して普及を図る。

Ⅷ　研究発表
１　循環型農業のための有機資材とその利用技
術の開発（B-1系）

� 1）安藤正・加藤誠二・小柳渉・棚橋寿彦・加藤直
人（2013）肥料価値の高い豚ぷん堆肥・鶏ふん堆
肥の製造と利用�第19報�豚ぷん堆肥ペレットを利
用した水稲減化学肥料栽培 .�日本土壌肥料学会講
演要旨集�59�:�128.
� 2）東英男・上薗一郎・森泉美穂子・加藤直人（2013）
肥料価値の高い豚ふん堆肥・鶏ふん堆肥の製造と
利用�第24報�水抽出法を用いた水田土壌可給態窒
素の推定 .�日本土壌肥料学会講演要旨集�59�:�100.
� 3）堂本晶子・原正之・加藤直人（2013）機械施肥
適正の高い窒素付加鶏ふんペレット肥料製造方法
の検討 .�畜産学会第 116 回講演要旨 :�224.
� 4）堂本晶子・川原田直也・原正之・佐藤喬・加藤
直人（2013）肥料価値の高い豚ぷん堆肥・鶏ふん
堆肥の製造と利用�第23報�窒素付加鶏ふん微小ペ
レット肥料を用いた側条施肥水稲栽培 .�日本土壌
肥料学会講演要旨集�59�:�139.
� 5）Hayashi�K.,� Shobatake�K.,�Makino�N.� and��
Hokazono�S.（2012）Development�of�a�Life�Cycle�
Inventory�Database� for�Agricultural�Production�
Systems� in� Japan.� The� JALCA�Database.�
Proceedings�of�the�10th�International�Conference�
of�EcoBalance�P-067�:�2.
� 6）Hayashi�K.,�Domoto�A.,�Murakami�K.,�Nagumo�
Y.,�Komada�M.�and�Kato�N.（2013）Comparison�
between�Open-� and� Closed-air� Composting�
Technologies� for�Poultry�Manure�Using�Life�
Cycle�Assessment�Combined�with�Substitution�
Scenarios.�Abstract�Book.�LCA�XIII�International�
Conference:�172-173.　�
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� 7）岩手県農業研究センター（2013）鶏ふん堆肥に
尿素を添加したＬ字型肥料の開発 .�東北農業研究
成果情報 .
� 8）加藤直人・上薗一郎（2010）畑土壌可給態窒素
の簡易・迅速評価マニュアル .�pp1-35．
� 9）加藤直人（2011）現代における家畜ふん堆肥活
用型地域ブランド技術創出の意義 .�日本土壌肥料
学会講演要旨集�57�:�213．
10）加藤誠二ら（2012）肥料価値の高い豚ぷん堆肥・
鶏ふん堆肥の製造と利用�第18報�回収硫安溶液を
添加した高窒素豚ぷんペレット堆肥の特徴 .�日本
土壌肥料学会講演要旨集 58�:�136.
11）川原田直也・村上圭一・前橋善浩・小柳渉・上
薗一郎・加藤誠二・南雲芳文・加藤直人（2010）
肥料的価値の高い豚ぷん堆肥・鶏ふん堆肥の製造
利用�第 5 報�鶏ふんたい肥の窒素肥効を考慮した
飼料イネ栽培 .�日本土壌肥料学会講演要旨集�56� :�
134．
12）Moriizumi�M.,�Matsunaga�T.,�Uezono� I.� and�
Kato�N.（2009）Composition�of� the�amino�acid�
and�amino�sugar�for�molecular�weight� fractions�
of� hot-water� extractable� soil� organic�matters�
from�soils�with�plant�residue�compost�or�mineral�
fertilization.�European�Geosciences�Union�2009�
Abstracts.�EGU2009-6447.
13）森泉美穂子・松永俊朗・加藤直人（2013）堆肥
と畑土壌のアミノ酸 .�日本土壌肥料学会講演要旨
集�59�:�29.
14）森泉美穂子・上薗一郎・松永俊朗・加藤直人（投
稿中）畑土壌の 80℃ 16 時間水抽出有機態窒素の
分解特性 .
15）村上圭一・清水秀巳・棚橋寿彦・小柳渉・上薗
一郎・森泉美穂子・加藤誠二・南雲芳文・加藤直
人（2010）肥料的価値の高い豚ぷん堆肥・鶏ふん
堆肥の製造利用�第 3 報�高窒素鶏ふん肥料製造に
おける窒素収支.�日本土壌肥料学会講演要旨集�56�
:�133．
16）村上圭一・加藤直人（2012）儲かる鶏ふん堆肥
の製造（特集�農場で活かせる環境対策）.�養鶏の
友�602�:�16-19.��
17）南雲芳文・小柳渉・村上圭一・棚橋寿彦・加藤
誠二・安藤正・土田徹・加藤直人（2011）酸性デ
タージェント可溶有機物量による鶏ふん堆肥、豚

ぷん堆肥のメタン発生ポテンシャルの評価 .�日本
土壌肥料学雑誌�82�:�401-404.
18）南雲芳文・小柳渉・石岡厳・棚橋寿彦・加藤直
人（2013）肥料的価値の高い豚ぷん堆肥・鶏ふん
堆肥の製造利用�第20報�酸性デタージェント可溶
有機物量による各種有機物資材のメタン発生ポテ
ンシャルの評価 .�日本土壌肥料学会講演要旨集 59�
:�138.
19）新潟県農業総合研究所作物研究センター・畜産
研究センター（2012）AD可溶有機物含量により
鶏ふん堆肥、豚ぷん堆肥のメタン発生ポテンシャ
ルが推定できる .�新潟県農林水産業成果情報 .
20）小柳渉・棚橋寿彦・村松克久・小橋有里（2010）
易分解性有機物の指標としてのAD可溶有機物の
有用性 .�日本土壌肥料学雑誌�81�:�383-386.
21）小柳渉・加藤直人（2010）家畜ふん堆肥の肥料
的利用の必要性と活用方法 .�農業技術体系土壌施
肥編 .�農文協 .�原理 +130 の 2-9.
22）小柳渉（2011）バイオマス・堆肥の有機物分解
特性の指標化と利用方向 .�農業技術体系土壌施肥
編 .�農文協 .�資材 +156 の 31 の 30-32.
23）小柳渉・棚橋寿彦・南雲芳文・平尾賢一・堂本
晶子・加藤直人（2013）肥料的価値の高い豚ぷん
堆肥・鶏ふん堆肥の製造利用�第 22 報�土壌・栽培
要因が堆肥中リン酸の肥効に及ぼす影響 .�日本土
壌肥料学会講演要旨集�59�:�138.
24）佐藤喬（2014）この春、いよいよ現地デビュー！�
続・高窒素鶏ふんペレット肥料の開発とその利用 .�
農業普及 4月号�岩手県農業改良普及会 .
25）鈴木良則・槻舘満・小菅裕明・高橋好範・加藤
直人（2010）肥料的価値の高い豚ぷん堆肥・鶏ふ
ん堆肥の製造と利用�第 4 報�尿素添加による高窒
素ブロイラー鶏ふん堆肥の製造 .�日本土壌肥料学
会講演要旨集�56�:�134.
26）棚橋寿彦・小柳渉・加藤誠二・堂本晶子・南雲
芳文・和田巽・加藤直人（2013）肥料価値の高い
豚ぷん堆肥・鶏ふん堆肥の製造と利用�第 21 報�リ
ン酸肥効率が低くなる堆肥の条件 .�日本土壌肥料
学会講演要旨集�59�:�138.
27）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℃ 16 時間水抽出法による可
給態窒素簡易評価法の適用性 .�日本土壌肥料学雑
誌�81�:�39-43．
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28）上薗一郎・加藤直人・森泉美穂子（2010）80℃
16 時間水抽出液のCOD簡易測定による畑土壌可
給態窒素含量の迅速評価.�日本土壌肥料学雑誌�81�
:�252-255．
29）上薗一郎（2010）堆肥連用で土壌に蓄積した窒
素肥効の評価 .�農業技術体系土壌施肥編 .�農文協 .�
原理 +130 の 64-67.
30）上薗一郎・森泉美穂子・加藤直人（2012）露地
畑土壌における可給態窒素の各種簡易測定法の推
定精度と抽出有機物の特性比較 .�日本土壌肥料学
雑誌�83�:�555-563.
31）上薗一郎・加藤直人（2012）畑土壌における簡
易・迅速な可給態窒素測定法の開発 .�鹿児島県農
業開発総合センター研究報告（耕種部門）第 6号 :�
49-58．

２　施肥削減に向けた生産技術体系の開発（B-2
系）

� 1）赤井直彦・鷲尾建紀・田淵恵・石橋英二（2012）
岡山県南部水田土壌の化学性調査および水稲茎葉
中のナトリウム含有率に基づくカリウム減肥指針
の作成 .�日本土壌肥料学雑誌　83�:�266-273.
� 2）赤井直彦・鷲尾建紀（2013）岡山県の水稲栽培
におけるリン酸減肥指針の作成 .�日本土壌肥料学
会講演要旨集�59�:�124.
� 3）安東赫・岩崎泰永・河崎靖・中野明正（2012）
リン酸施肥量および酸給液が土壌中リン濃度およ
びキュウリの生育に及ぼす影響 .�園芸学会東海支
部平成 24 年度研究発表要旨 .�5.
� 4）安東赫・岩崎泰永・河崎靖・東出忠桐・中野明
正・鈴木克己（2014）培養液のリン濃度がキュウ
リの生育およびリン吸収に及ぼす影響 .�野菜茶業
研究所研究報告�13�:�19-26.
� 5）荒川祐介・岩堀英晶（2013）黒ボク土畑におけ
る夏季湛水処理による土壌蓄積リン酸の可溶化と
後作物の生育改善 .�日本土壌肥料学会講演要旨集
59�:�120.
� 6）後藤尭行・鈴木貴恵・宇野亨・田島亮介・齋藤
雅典・新良力也・伊藤豊彰（2012）化学性の異な
る水田土壌における水稲生育と各種可給態リン酸
値の関係 .�日本土壌肥料学会講演要旨集�58�:�102.
� 7）速水悠・森永茂生・恒石義一（2013）可給態リ
ン酸量の異なる土壌における基肥及び追肥リン酸

減肥が施設キュウリの収量とリン酸吸収量に及ぼ
す影響 .�土壌肥料学会関西支部講演会 .�11.
� 8）速水悠・森永茂生・大﨑佳德（2014）高知県の
施設キュウリ栽培におけるリン酸蓄積実態 . 高知
農技セ研報�23�:�17-23.
� 9）原嘉隆（2011）水田土壌の窒素・リン・カリウ
ム肥沃度の簡易評価のための希塩酸抽出法の検
討 .�日本土壌肥料学会講演要旨集�57�:�111.
10）東野敦・林元樹・船生岳人・井手康人・奥野綾
子・坂紀邦・本庄弘樹・久野智香子・牧田尚之
（2007）不耕起Ｖ溝直播栽培における土壌中のリン
酸蓄積量が水稲の生育・収量に与える影響 .�東海
作物研究 143�:�15.
11）飯村強・小田部裕・折本善之・植田稔宏（2014）
秋冬キャベツではうね内複合施肥により窒素、カ
リ、リン酸施肥量を削減できる .�茨城県農業総合
センター主要成果 .
12）伊藤豊彰（2011）水田土壌中の可給態リン酸の
動態に及ぼす収着母体特性の影響 .�日本土壌肥料
学会2011年度つくば大会シンポジウム．日本土壌
肥料学会講演要旨集�57�:�204.
13）伊藤豊彰・後藤尭行・鈴木貴恵・宇野亨・齋藤
雅典・新良力也（2013）コロイド組成の異なる水
田土壌の可給態リン酸下限値の推定 - ポット栽培
試験による評価.�日本土壌肥料学会講演要旨集�59�
:�101.
14）岩堀英晶・荒川祐介・立石靖・上杉謙太・吉田
睦浩（2013）圃場湛水による線虫密度低減効果お
よび肥培効果の持続性について .�九州病害虫研究
会報�59�:�131-132.
15）上山紀代美･岡本保･小勝淑弘･金澤健二（2010）
神奈川県の施設キュウリ栽培農家の土壌リン酸の
実態.�日本土壌肥料学会関東支部大会講演要旨集.�
10.
16）金井政人・土田徹・東聡志・南雲芳文（2013）
重過石投入による水稲生育への影響および下層土
への移行程度 .�日本土壌肥料学会講演要旨集 59� :�
10.
17）Kanazawa�K.,�Komada�M.�and�Kato�N.（2010）
Evaluation� of� a� non-shaking� extraction�with�
water�as�a�promising�candidate� for� the�simple�
on-farm� soil� testing�method� for� available� soil�
phosphorus� in� phosphorus� rich� fields.� 4th�
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International�Symposium�Phosphorus�Dynamics�
in�the�Soil-Plant�Continuum,�Abstracts�CD-ROM.
18）Kanazawa�K.,�Komada�M.�and�Kato�N.（2011）
Optimal�Conditions� for� a�Non-Shaking�Water�
Extraction�Method�for�Simple�on-Farm�Testing�
of�Available� Soil�Phosphorus� in�Upland�Field�
Soils.�ASA・CSSA・SSSA�International�Annual�
Meetings.�
https://scisoc.confex.com/crops/2011am/
webprogram/Paper65523.html（参照日：2014.3.11）
19）Kanazawa�K.,�Komada�M.�and�Kato�N.（2011）
Kinetics� of� a�Non-Shaking�Water�Extraction�
Method� for�Testing�Available�Soil�Phosphorus�
in� Upland� Field� Soils.� ASA・CSSA・SSSA�
International�Annual�Meetings.
https://scisoc.confex.com/crops/2011am/
webprogram/Paper65530.html（参照日：2014.3.11）
20）金澤健二・駒田充生・加藤直人（2012）安全で
簡便かつ低コストな畑土壌中水溶性リン酸の測定
法 .�農研機構・中央農業総合研究センター�2011 年
研究成果情報 .
21）Kanazawa�K.,�Komada�M.�and�Kato�N.（2012）A�
safe,�simple,�and�inexpensive�method�for�on-farm�
soil� testing�of�water-extractable�phosphate� in�
upland�field�soils.�ASA・CSSA・SSSA�International�
Annual�Meetings.
http://scisoc .confex.com/scisoc/2012am/
webprogram/Paper72440.html（参照日：2014.3.11）
22）金澤健二・駒田充生・加藤直人（2012）リン蓄
積施設土壌中可給態リン酸の現場型土壌診断法の
検討�第 5 報�安全な水溶性リン酸分析法の特徴に
ついて .�日本土壌肥料学会講演要旨集�58�:�275.
23）金澤健二・駒田充生（2012）簡易測定用試薬
と簡易吸光度計を用いた畑土壌分析マニュアル
（Ver.1.2）. 農研機構・中央農業総合研究センター�
土壌肥料研究領域.��https://www.naro.affrc.go.jp/
publicity_report/publication/pamphlet/tech-
pamph/030704.html（参照日：2014.3.11）
24）金澤健二（2014）安全・簡便な畑土壌中リン酸
の現場型評価法に基づく施設キュウリ栽培でのリ
ン酸減肥マニュアル .�農研機構・中央農業総合研
究センター�土壌肥料研究領域、群馬県農業技術セ
ンター、神奈川県農業技術センター、高知県農業

技術センター .
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/
publication/laboratory/narc/049971.html（参照日：
2014.3.19）
25）金澤健二ら（2014）畑土壌中リン酸の不振とう
水抽出法に基づく施設キュウリのリン酸減肥 .�農
研機構・中央農業総合研究センター�2013 年主要
普及成果 .
26）唐澤敏彦（2009）土壌微生物の機能を活用した
土壌蓄積リンの有効利用技術．農林水産技術研究
ジャーナル�32（6）:�31-35.
27）唐澤敏彦（2010）2.2�肥料．改訂七版農業農村工
学ハンドブック基礎編 .��382-384.
28）Karasawa�T.�and�Takebe�M.（2012）Temporal�or�
spatial�arrangements�of�cover�crops�to�promote�
arbuscular�mycorrhizal�colonization�and�P�uptake�
of� upland� crops� grown� after� nonmycorrhizal�
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Ⅸ　研究担当者
１　循環型農業のための有機資材とその利用技
術の開発（B-1系）

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
中央農業総合研究センター
上薗一郎、東　英男、森泉美穂子＊、加藤直人、
林　清忠＊

岐阜県畜産研究所
加藤誠二＊

山形県農業総合研究センター
安藤　正＊

三重県農業研究所
堂本晶子＊、村上圭一、川原田直也、原　正之、
服部　侑、森　芳広、清水秀巳、前橋善浩、伊藤
　均
岩手県農業研究センター
佐藤　喬＊、島　輝夫、桐山直盛、高橋彩子、内
藤善美、高橋拓也、鈴木良則
岐阜県農業技術センター
棚橋寿彦＊、和田　巽
新潟県農業総合研究所畜産研究センター
小柳　渉＊、平尾賢一
新潟県農業総合研究所作物研究センター
南雲芳文＊、土田　徹、金井政人、樋口泰浩

２　施肥削減に向けた生産技術体系の開発（B-2
系）

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
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中央農業総合研究センター
新良力也＊、金澤健二＊、駒田充生、高橋　茂、
加藤直人、屋代幹雄＊、唐澤敏彦＊

山形県農業総合研究センター
塩野宏之＊、齋藤　寛、水戸部昌樹、横山克至、
中川文彦、熊谷勝巳
新潟県農業総合研究所作物研究センター
金井政人＊、土田　徹、南雲芳文、東　聡志
茨城県農業総合センター農業研究所
宮本　寛＊、橘　恵子、池羽正晴、桐原俊明
栃木県農業試験場
吉澤比英子＊、出口美里＊、廣澤美幸、鈴木未来、
宮崎成生
愛知県農業総合試験場
林　元樹＊、船生岳人、井手康人、鳥井綾子、東
野　敦、奥野綾子、伴　佳典、坂　紀邦、本庄弘
樹、牧田尚之、久野智香子、武井真理
岡山県農林水産総合センター農業研究所
赤井直彦＊、鷲尾建紀、芝　宏子、石井　恵、山
中基恵
宮崎県総合農業試験場
有簾隆男＊、上田重英

鹿児島県農業開発総合センター
白尾　吏＊、餅田利之、三浦伸之、井上健一、長
友　誠、上薗一郎、古江広治
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
東北農業研究センター
西田瑞彦＊、吉田光二、土屋一成、高橋智紀、村
山　徹＊、宮沢佳恵、内田智子＊、小林浩幸

国立大学法人東北大学
伊藤豊彰＊

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
九州沖縄農業研究センター
原　嘉隆＊、荒川祐介＊、岩堀英晶＊

群馬県農業技術センター環境部土壌保全係、東部地
域研究センター
小柴　守、鵜生川雅己、高坂真一郎、川田宏
史＊、染矢和子
神奈川県農業技術センター
上山紀代美＊、曽我綾香、重久綾子、岡本　保、
伊藤喜誠、竹本　稔、小勝淑弘
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構　
野菜茶業研究所

菊地　直＊、安東　赫＊、岩崎泰永、中野明正
千葉県農林総合研究センター
町田剛史、岩佐博邦、小塚玲子＊、永沢朋子、草
川知行、吉田俊郎
福島県農業総合センター
佐藤睦人＊、根本知明、武田容枝、小野勇治、三
浦吉則
茨城県農業総合センター園芸研究所
飯村　強＊、小田部裕、折本善之、植田稔宏

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
大友　量＊、岡　紀邦、杉戸智子
地方独立行政法人北海道立総合研究機構根釧農業試
験場
八木哲生＊、松本武彦、林　拓、三枝俊哉
国立大学法人山形大学
俵谷圭太郎＊

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
畜産草地研究所
小島知子＊

国立大学法人広島大学
和崎　淳＊

全国農業協同組合連合会
小宮山鉄兵＊、小林　新、藤澤英司、新妻成一、
矢作　学、森國博全
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
近畿中国四国農業研究センター
渡邊修一＊、笠原賢明、吉川弘恭
岩手県農業研究センター
漆原昌二＊、藤尾拓也、大友英嗣、菊地淑子、渡
辺芳幸、本田純悦
鹿児島県農業開発総合センター大隅支場
森　清文＊、脇門英美、肥後修一�

　
（＊執筆者）

Ⅹ　取りまとめ責任者あとがき
　我が国は、化学肥料の原料となる尿素、リン鉱
石、塩化カリなど、ほぼ全てを輸入に依存してい
る。2008 年に、肥料原料の需給の逼迫により肥料
原料価格が急騰した。その後いったん下落に転じた
ものの、2010 年頃から緩やかな上昇傾向にある。
　肥料原料の需給の逼迫は、人口増加に伴う食糧需
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要の増加、BRICs 諸国等の経済発展に伴う畜産物
の消費増大、バイオマス燃料の原料となる作物の生
産等が原因であり、これらの状況は今後も強まりこ
そすれ弱まることはないと考えられる。輸出国は肥
料原料を戦略的な輸出商品として位置づけ、その価
格は国際的な動向の影響を受けやすい構造となって
いる。
　国内には、年間 8千 5百万トンもの家畜排せつ物
が発生している。家畜排せつ物の管理の適正化及び
利用の促進に関する法律の施行により堆肥化施設が
整備され、家畜ふん堆肥の流通利用促進が課題と
なっている。一方、作物生産現場では、家畜ふん堆
肥による土作りの推進とともに、堆肥中の肥料成分
の適正な評価による化学肥料コストの削減が求めら
れている。農林水産省の新たな農林水産政策を推進
する実用技術開発事業「農業環境規範に適合する家
畜ふん堆肥の肥効評価システムの確立」（課題番号
18053：2006 ～ 2008 年度）の研究成果が、「家畜ふ
ん堆肥の肥料成分・窒素肥効評価マニュアル」とし
て取りまとめられ、家畜ふん堆肥を土つくり資材と
してだけではなく、肥料成分を評価して肥料として
利用することに道筋をつけたところである。
　これらの背景を受けて、本プロジェクト研究は、
2009 年に「省資源型農業」をキーワードとして、
「省資源型農業のための有機資材とその利用技術の
開発」（1系）、「省資源型農業の生産技術体系の確
立（省化学肥料型）」（2系）として開始され、2年
後、気候変動対策プロジェクトのそれぞれB-1 系、
B-2 系となり、2013 年度まで、5年間実施された。
　B-1 系では、ブロイラーの鶏ふん堆肥、採卵鶏の

鶏ふん堆肥、密閉縦型発酵装置による豚ぷん堆肥、
寒冷地の水分の多い豚ぷん堆肥のそれぞれに、化学
肥料と同等の肥効を持つペレット堆肥の製造技術を
確立することができた。また、堆肥の施用で高まる
地力窒素を評価して減肥につなげるための土壌窒素
診断方法や堆肥に含まれるリン酸の肥効を明らかに
することができた。
　B-2 系では、水稲作と畑作で診断方法は異なるも
のの、リン酸減肥可能な土壌診断基準値の指針を提
示することができた。効率的施肥法では、セル苗施
肥、定植前施肥、複合施肥対応機械のそれぞれに、
全面全層施肥のリン酸施肥量から 3割リン酸減肥し
ても同等の収量が得られる技術であることを明らか
にすることができた。土壌に蓄積されたリン酸の利
用技術では、菌根菌、緑肥、養液土耕、夏季湛水の
それぞれにリン酸減肥可能であることが示された。
　これらの技術は、B-1 系「循環型農業のための家
畜ふん堆肥を原料とした有機資材製造とその利用の
手引き」、B-2 系「土壌診断、施肥法改善、土壌養
分利用によるリン酸等の施肥量削減にむけた技術導
入の手引き」としてホームページに公開されている
ので、現場での省資源型農業生産に活用されること
を望みたい。
　最後に、本プロジェクト研究の推進にあたり、外
部評価委員として、また学識経験者として多くの貴
重なご助言とご指導をいただいた、豊橋技術科学大
学特任教授三枝正彦先生、全国農業協同組合連合会
技術主幹山田一郎先生に深甚なる謝意を表す。

（推進リーダー：加藤　直人）
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１　堆肥の窒素・リン酸肥効と蓄積窒素の評価
に基づく省資源型施肥技術の策定
　ア　研究目的
　環境への負荷を可能な限り低減し、堆肥に含まれ
る肥料成分を効率よく活用するためには、堆肥連用
に伴って増加する土壌可給態窒素を考慮した施用技
術を構築する必要がある。 
　本課題では、畑土壌可給態窒素の簡易迅速評価法
を開発し、その手法で抽出される窒素含有有機物の
化学的特徴を明らかにして手法の妥当性を確認す
る。また、開発した手法の水田土壌への適用拡大を
図る。さらに、畑圃場及び水田圃場において、開発
手法による土壌可給態窒素の評価結果に基づく減化
学肥料栽培を実証する。

　イ　研究方法
　（ア）　可給態窒素評価法の開発評価と水田土壌へ
の適応
　　ａ　畑土壌可給態窒素評価法（80℃ 16 時間水
抽出法）の開発と水田土壌への適応
　全国から収集した畑土壌 99 点を試料とし、既報
の簡易抽出法の中から 30℃ 4 週間培養窒素量と抽
出物の有機物量が最も高い相関を示す抽出法を検
索するとともに、抽出条件を詳細に検討し、抽出
溶媒・抽出温度・抽出時間の最適化を行った。ま
た、抽出物の分析法について、無機態窒素、有機態
窒素、有機態炭素、吸光度など様々な観点から検討
し、分析法の簡易化を行った。さらに、水田土壌の
湿潤土 30℃ 10 週間湛水培養可給態窒素量と 80℃
16 時間水抽出物の関係性を評価し、当該手法の水
田土壌への適応性を検討した。
　　ｂ　抽出物の化学的特徴の検討
　80℃ 16 時間水抽出物の化学的特徴を明らかにす
るために、有機態炭素量・有機態窒素量及び窒素の
形態、有機態窒素の分子量分布、加水分解性アミノ
酸濃度などを検討した。

　（イ）　減化学肥料栽培技術の確立
　　ａ　畑地栽培
　畑土壌の可給態窒素量を 80℃ 16 時間水抽出法で
評価し、キャベツ作における施肥窒素削減の栽培実
証試験を新潟県で実施した。
　　ｂ　水稲栽培
　水田土壌の可給態窒素量を 80℃ 16 時間水抽出法
で評価し、水稲作における施肥窒素削減の栽培実証
試験を岐阜県で実施した。

　ウ　研究結果
　（ア）可給態窒素評価法の開発評価と水田土壌へ
の適応
　　ａ　30℃ 4 週間培養可給態窒素量は 80℃ 16 時
間水抽出による溶存有機態炭素量（DOC）、及び加
熱増加アンモニア態窒素と有機態窒素の合計窒素量

（ON）との相関が良いことが明らかとなった 1）。ま
た、市販の簡易水質検査試薬（COD パックテスト）
が抽出物の簡易分析に活用できることを見出し、生
産者自身が行える簡易診断手法を確立した 2）（図
111-1）。本手法は、初期投資 18,000 円程度、土壌試
料１点当たり 150 円程度の分析費用で実施可能であ
る。さらに、従来提案されている可給態窒素評価の
ための抽出法は黒ボク土壌などの一部の土壌へ適応
が困難であったが、80℃ 16 時間水抽出法は土壌タ
イプによらず畑地土壌に適応可能であることが明ら
かとなった 1）。
　また、80℃ 16 時間水抽出法によって得られた有
機態炭素量は、日本海側粘質土壌を除き、水田土壌
の湿潤土 10 週間培養窒素量と相関が良く、水田土
壌の可給態窒素の評価法としても用いることが可能
であることが明らかとなった。
　　ｂ　80℃ 16 時間水抽出物の化学的特徴の検討
　畑土壌の 80℃加熱水抽出物量は加熱時間の長さ
とともに増加し、加熱時間 16 時間以降は抽出量が
ほぼ一定となりその DOC/ON もほぼ一定（DOC/

第１編�　循環型農業のための有機資材とその利用技術の開発

第１章�　省資源型農業のための豚ぷん・鶏ふん堆肥の製造・利用技術
の開発
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ON=8 ～ 9）になった 3）。抽出される有機物の分子
量分布は数十万 Da から数千 Da と広範囲であった
が、堆肥を連用した土壌では数万 Da の有機態窒素
が増加していることが明らかとなった 4）。また、抽
出物のアミノ酸組成はほぼ一定であり、土壌タイプ
等によらず、類似した有機物を抽出しているものと
推定される 5）。
　（イ）　減化学肥料栽培技術の確立
　　ａ　畑地栽培
　新潟県農業総合研究所畜産研究センター内の畑圃
場において、作付前に土壌可給態窒素量を 80℃ 16
時間水抽出法で評価し、キャベツ作での施肥窒素削
減の実証試験を行った。その結果、減肥区でも標準
施肥区と同等のキャベツの結球重を得ることができ

た（図 111-2）。
　　ｂ　水稲栽培
　岐阜県農業技術センター内の水田圃場において、
作付前に水田土壌可給態窒素量を 80℃ 16 時間水抽
出法（DOC 量より 10 週培養の可給態窒素量を推
定）により予測し、その結果に基づいて施肥窒素量
を調整し、水稲の圃場試験を行った。表 111-1 のと
おり、いずれの区も慣行区と遜色ない精玄米重を確
保した。

　エ　考　察
　（ア）　可給態窒素評価法の開発評価と水田土壌へ
の適応
　培養法に替わる畑地土壌の可給態窒素の評価法と

図 111-1　80℃ 16 時間水抽出法による簡易 COD 測定値＊と可給態窒素量の関係
＊パックテスト COD（0 ～ 100 mg O/L）で測定

図 111-2　土壌可給態窒素考慮実証試験でのキャベツ結球重
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して 80℃ 16 時間水抽出法及びその簡易分析法を提
案した。これにより、地力窒素の土壌診断から施肥
設計までの期間が 2 日以内と迅速に行えるように
なった。当該抽出有機物の化学的特徴は土壌タイプ
によらず類似しており、抽出物は可給化する有機物
を一定量含んでいるものと考えられる。本手法は、
茨城県レタス産地での施肥窒素の適正化に活用され
るなど、生産現場での普及が進んでいる。
　また、この抽出法によって得られる DOC 量は水
田土壌可給態窒素量（湿潤土 10 週間湛水培養）と
も相関が良く、水田土壌にも適応可能であることが
明らかとなった。
　（イ）　減化学肥料栽培技術の確立
　80℃ 16 時間水抽出法による可給態窒素推定値を
用いて施肥設計を行ったキャベツ及び水稲の減化学
肥料栽培の圃場試験では、慣行栽培と変わらない収
量が確保されており、減化学肥料栽培技術として有
効であることが示された。

　オ　今後の課題
　水田可給態窒素の測定に風乾土湛水培養（30℃ 4
週間）窒素量を用いている地域もあるため、風乾土
の可給態窒素推定法を検討する必要がある。
　可給態窒素評価法（80℃ 16 時間水抽出法）に基
づく施肥設計を生産現場で広く普及させるために
は、各地域で作物・作型ごとに栽培試験による確認
が必要である。

　カ　要　約
　（ア）　可給態窒素評価法の開発評価と水田土壌へ
の適応
　畑土壌及び湿潤土水田土壌の可給態窒素測定法と

して 80℃ 16 時間水抽出法を確立した。　
　（イ）　減化学肥料栽培技術の確立　
　80℃ 16 時間水抽出法を用いて地力窒素を評価し、
キャベツ及び水稲の減化学肥料栽培を行い、技術の
有効性を実証した。　

　キ　引用文献
 1）上薗一郎・加藤直人・森泉美穂子 （2010a） 日本

の畑土壌に対する 80℃ 16 時間水抽出法による可
給態窒素簡易評価法の適用性 . 日本土壌肥料学会
誌 81 : 39-43.

 2）上薗一郎・加藤直人・森泉美穂子 （2010b） 80℃
16 時間水抽出液の COD 簡易測定による畑土壌可
給態窒素含量の迅速評価. 日本土壌肥料学雑誌 81 
: 252-255.

 3）上薗一郎・森泉美穂子・加藤直人 （2012） 露地
畑土壌における可給態窒素の各種簡易測定法の推
定精度と抽出有機物の特性比較 . 日本土壌肥料学
雑誌 83 : 555-563.

 4）Moriizumi M．and Matsunaga T. （2011） 
Molecular weight separation of hot-water 
extractable soil organic matter using high 
performance size exclusion chromatography with 
chemiluminescent nitrogen detection. Soil Sci. 
Plant Nutr. 57: 185-189.

5） 森泉美穂子・上薗一郎・松永俊朗・加藤直人 
（2015） 畑土壌の 80℃ 16 時間水抽出有機態窒素の
分解特性 . 日本土壌肥料学雑誌 86 : 印刷中 .

　研究担当者（上薗一郎、東　英男、森泉美穂子＊、
加藤直人、小柳　渉、棚橋寿彦）

表 111-1　可給態窒素簡易評価法を用いた施肥設計及び収量

＊簡易評価法から求めた可給態致死量
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２　密閉縦型発酵装置の高度利用による豚ぷん
ペレット堆肥製造技術の開発
　ア　研究目的
　近年、国内の養豚経営では、密閉縦型発酵装置

（縦型コンポ）が普及している。この装置で生産さ
れる豚ぷん堆肥は、肥料成分を多く含むという利点
があるものの、①粉状であり機械散布に不向きであ
る、②施用時に粉じんが発生する、③生育初期の有
効窒素成分が少ない、といった課題がある。
　そこで、養豚経営の縦型コンポに排気中のアンモ
ニアを硫酸で回収し硫安溶液を生成するアンモニア
回収装置「アンモニアリサイクラー」を取り付け、
回収される硫安溶液と豚ぷん堆肥を混合した後にペ
レット成型することで、機械散布が容易で有効窒素
成分を強化した、肥料利用しやすい窒素付加豚ぷん
ペレット堆肥を製造する技術を開発する。

　イ　研究方法
　（ア）　堆肥・硫安溶液の生産量の調査
　肥育豚約 2,000 頭を飼養している養豚農家（実証
農家）の縦型コンポにアンモニア回収装置「アンモ
ニアリサイクラー」を設置し、縦型コンポの原料投
入量・堆肥生産量と投入物・堆肥の乾物量、窒素量
を調査した。また、アンモニアリサイクラーで回収
した硫安溶液の生産量と窒素濃度を調査した。
　（イ）　ペレット製造条件の検討
　実証農家で生産された豚ぷん堆肥と硫安溶液を混
合した成型材料をローラー・ディスクダイ方式の乾
式造粒機で直径 5mm のペレットに成型する際の成
型材料の水分及び硫安混合割合が、成型時処理能
力、成型歩留、及びペレットの耐久性（ペレット
500g に 10 分間の回転による衝突負荷をかけた後、
4.75mm のふるい上に残るペレットの割合）に与え
る影響を調査した。
　また、実証農家の生産堆肥と硫安溶液を一定割合

（堆肥乾物：硫安＝ 82.5：17.5）で混合した成型材
料に硫酸を段階的に添加した材料を用いてペレット
を成型し、成型材料の pH と成型前後の窒素損失量
を調査した。
　（ウ）　配管断熱による結露水低減効果の検討
　アンモニアリサイクラーの結露水低減対策とし
て、縦型コンポとアンモニアリサイクラーの間の送
風配管を断熱加工し、外気温及び結露水量、硫安溶

液の窒素濃度を調査した。

　ウ　研究結果
　（ア）　堆肥・硫安溶液の生産量の調査
　実証農家（肥育豚約 2,000 頭飼養）における 2 年
間の試験期間において、一日当たり 629kg（うち乾
物 395kg：窒素 16.0kg）の堆肥と 195kg/ 日（うち
乾物 54kg：窒素 11.5kg）の硫安溶液が生産された。
硫安溶液の窒素濃度は、4.35 ～ 7.75％の範囲で季節
変動し、平均は 6.11％であった。
　（イ）　ペレット製造条件の検討
　成型材料の水分含量を 27％で一定にした状態で、
硫安溶液混合量を変化させた場合、堆肥乾物 10kg
当たり硫安混合量が 2.12kg の時に乾物処理能力が
最も高くなったが、成型歩留まり・ペレットの耐久
性に大きな変化は見られなかった（図 112-1）。ま
た、硫安混合量を一定（堆肥乾物：硫安＝ 82.5：
17.5）にして、成型材料の水分を変化させた場合、
水分量を 23 ～ 26％の範囲にした時に耐久性が 90％
以上のペレットが製造できた（図 112-2）。
　また、成型材料（堆肥乾物：硫安＝ 82.5：17.5 の
比率で堆肥と硫安溶液を混合し、水分 25％になる
ようにしたもの）に硫酸を段階的に添加して成型し
たところ、硫酸添加量の増加に伴い成型材料の pH
が低下し成型時の窒素揮散による窒素の損失を抑制
できた（図 112-3）。
　（ウ）　配管断熱による結露水低減効果の検討
　アンモニアリサイクラーの結露水量は、送風配管
の断熱を行うことにより、断熱を行わなかった場合
に比べて、夏期は約 17％、冬期は約 35％抑制され、
得られた硫安溶液の濃度は、配管断熱をしない場合
に比べて、高濃度になった（表 112-1）。

　エ　考　察
　成型材料への硫安溶液混合量を変化させた場合、
堆肥乾物 10kg 当たり硫安混合量が 2.12kg の時に乾
物処理能力が最も高くなり、成型歩留まり・ペレッ
トの耐久性に大きな変化は見られなかった。また、
硫安溶液を混合した成型材料の水分を変化させた場
合、水分が 23 ～ 26％の時に耐久性の高いペレット
堆肥が製造できた。家畜ふん堆肥を乾式造粒機で処
理する場合、成型適正水分は 20 ～ 25％とされてお
り 1）、成型材料への硫安溶液の混合は、成型適正水
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分にそれほど大きな影響は与えないものと推察され
た。
　成型材料を成型適正水分に調整するためにはより
高濃度の硫安溶液を製造することが望まれるが、縦
型コンポとアンモニアリサイクラーの間の送風配管
を断熱施工することにより結露水量を少なくでき、
夏期・冬期ともより高濃度の硫安溶液が得られた。

配管内の風速によっては配管内で発生した結露水の
アンモニアリサイクラーへの流入が想定されるた
め、実際の配管施工にあたっては、風速の設定や結
露水回収などに留意することが重要である。
　また、今回アンモニアリサイクラーを設置した
実証農家における調査では、2 年間の平均で堆肥
629kg/ 日（うち乾物 395kg）、硫安溶液 195kg/ 日

図 112-1　硫安混合量と成型特性

図 112-3　硫酸添加がペレット成型材料の pH 及びペレット成型・乾燥時の窒素損失に及ぼす影響

図 112-2　硫安混合材料の水分量と成型特性

表 112-1　送風配管断熱が回収硫安溶液に及ぼす影響
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（うち乾物 54kg）が生産された。この場合、固形硫
安を 29.8kg 用いることで堆肥と硫安溶液を余らせ
ることなく堆肥乾物：硫安＝ 82.5：17.5 のペレット
を製造できると計算された。実証農家の堆肥・硫安
溶液の生産比率で年間の堆肥生産量を 1.1t（乾物）
に設定した場合、ペレット堆肥の生産コストは 746
円 /20kg と試算された。

　オ　今後の課題
　本肥料は肥料取締法上の吸着複合肥料に該当する
と考えているが、まだ肥料登録の事例がないため、
生産する前に製造等の取扱いについて関係機関との
協議が必要である。
　また、堆肥のハウス乾燥を行うため、広い面積を
必要とする他、積雪地域においては、生産可能時期
や積雪時の生産堆肥の扱い等についての検討が必要
である。

　カ　要　約
　堆肥乾物：硫安＝ 82.5：17.5 の比率で堆肥と硫安
溶液を混合し、この混合物（成型材料）の水分を
23 ～ 26％とすることで、耐久性が高く、有効窒素
量の高いペレット堆肥を製造でき、成型材料への硫
酸添加により成型時の窒素損失も防止できた。
　実証農家の豚ぷん堆肥・硫安溶液の生産量を元に
試算したところ、市販の硫安を併用することで農場
で生産される豚ぷん堆肥、硫安溶液を全て利用して
窒素付加豚ぷんペレット堆肥を製造できると考えら
れた。

　キ　引用文献
 1） 加納正敏ら （1997） 家畜ふん堆肥のブレンド及

び成型技術 . 愛知県農業総合試験場研究報告 29 : 
299-304.

　研究担当者（加藤誠二＊）

３　水稲用豚ぷんペレット堆肥の製造と効率的
施用技術の確立
　ア　研究目的
　地域農業における資源循環を進める上で豚ぷん堆
肥の利用促進が求められるが、そのためにはペレッ

ト化による作業性の向上、及び堆肥に含まれる肥効
成分を高精度で評価する分析方法の導入とそれに基
づく肥料代替の肥培管理技術を確立する必要があ
る。しかし、寒冷地における高水分の副資材入り豚
ぷん堆肥はペレット成型条件が確立されていない。
そこで、水分調整資材を混和することによるペレッ
ト成型条件を明らかにすることを目的とする。ま
た、新しく提案された堆肥の肥効成分評価法を用
い、水稲栽培における豚ぷんペレット堆肥を用いた
化成肥料代替技術の確立を図ることを目的とする。

　イ　研究方法
　（ア）　高水分副資材入り豚ぷん堆肥のペレット成
型
　供試堆肥は、山形県で堆積方式により産出される
豚ぷん堆肥を用いた。堆肥の水分は 30％～ 50％で、
堆肥製造時の副資材はおがくずと籾殻が用いられて
いる。水分調製用の資材として、T 社製籾殻燃焼
炉から産出される籾殻低温燃焼灰及び水分が 20％
の市販発酵鶏ふんを用いた。堆肥と水分調整用資材
の混合比を数段階設定し、K 社製ペレット製造機

（ディスクペレッタ方式）を使用してペレット成型
を行い、成型歩合、ペレット形状、破断強度を測定
した。製品化率は製造機から放出されたペレットを
5mm の篩いに通して測定した。破断強度は F 社製
レオメータ（NRM-2010J-CW）を使用した。
　（イ）　水稲栽培における豚ぷんペレット堆肥を利
用した化成肥料代替
　水稲栽培試験は鶴岡市須走地内の細粒強グライ土
ほ場で実施した。品種は「はえぬき」を用い、苗は
稚苗とした。移植日は 5 月 15 日 であった。
　施肥に使用した堆肥は水分 30、40、50％の豚ぷ
ん堆肥を原料とし、水分 40、50％の豚ぷん堆肥に
は籾殻燃焼灰と発酵鶏ふんを混和してペレット成型
したものを使用した。0.5M 塩酸抽出による速効性
肥効成分 1）は表 113-1 に示すとおりであった。この
値に基づき、ペレット堆肥に含まれるリン酸の肥効
成分を基準にして施用量を決定した（表 113-2）。水
稲の生育調査、収量及び収量構成要素の調査、窒
素、リン酸、カリウムの養分吸収量を調査した。
　（ウ）　豚ぷんペレット堆肥を使用した具体的施用
技術
　　ａ　不耕起 V 溝直播栽培
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　水稲栽培試験は鶴岡市須走地内の細粒強グライ土
ほ場で実施した。品種は「はえぬき」を用いた。播
種日は 5 月 18 日 であった。
　播種量は乾籾 8kg/10a、施肥量は 8kgN/10a と
し、肥料は V 溝直播専用の窒素のみを含む肥効
調節型肥料を使用した。リン酸、カリウムは速効
性肥効成分を窒素 0.13％、リン酸 3.6％、カリウ
ム 3.7％含む豚ぷんペレット堆肥を使用し、現物で
167kg/10a（ペレット区）、84kg/10a（ペレット半
量区）施用した。この際投入されるリン酸、カリ
ウムはそれぞれ 6kgP2O5/10a、6.2kgK2O/10a、及び
3.0 kgP2O5/10a、3.1kgK2O/10a であった。比較とし
てようりん及びケイ酸カリでリン酸・カリウムを同
量投入した区（ようりん・ケイ酸カリ区、ようり
ん・ケイ酸カリ半量区）と、リン酸・カリウムを施
用しない区（対照区）を設けた。水稲の生育調査、
収量及び収量構成要素の調査、窒素、リン酸、カリ
ウムの養分吸収量を調査した。
　　ｂ　特別栽培
　水稲栽培試験は水田農業試験場内の細粒グライ土
ほ場で実施した。品種は「つや姫」、「はえぬき」を
用い、苗は稚苗とした。移植日は 5 月 14 日 であっ
た。
　試験区の各区の施肥処理は表 113-3 に示した。試
験区は、苗箱肥料を慣行窒素施用量の半量施用した
LP 区、LP 区に豚ぷんペレット堆肥で慣行窒素施

用量の 10％の窒素を施用した LP ＋ペレット 10％
区、LP 区に豚ぷんペレット堆肥で慣行窒素施用量
の 30％の窒素を施用した LP ＋ペレット 30％区、
市販特別栽培用肥料を施用した特別栽培区、市販化
成肥料と豚ぷんペレット堆肥で基肥窒素を半量ずつ
施用した化成＋ペレット区、及び無施肥区とした。
水稲の生育調査、収量及び収量構成要素の調査、窒
素、リン酸、カリウムの養分吸収量を調査した。

　ウ　研究結果
　（ア）　高水分副資材入り豚ぷん堆肥のペレット成
型
　40％水分の豚ぷん堆肥に籾殻燃焼灰を重量比 9：
1 で混和することで、高い製品化率で破断強度の強
いペレットが得られた（ペレット B）。40％を上回
る水分の豚ぷん堆肥では製品化率、破断強度が低下
し、籾殻燃焼灰のみの混和ではペレット化が困難で
あったが、20％水分の発酵鶏ふんを加えて全体の水
分を 40％に調整した後、もみ殻燃焼灰を重量比 9：
1 で混和することで、ペレット化が可能であった

（ペレット C）（表 113-4）。
　（イ）　水稲栽培における豚ぷんペレット堆肥を利
用した化成肥料代替
　生育期間をとおして水稲生育の施肥処理間差は認
められなかった。また各区とも同等の養分吸収（表
113-5）、収量（表 113-6）であった。

表 113-1　豚ぷん堆肥ペレットの製造条件と肥効成分

ADOM: 酸性デタージェント可溶性有機物量

表 113-2　試験区設計

＊追肥 :2kgN/10a（NK68）               単位：施肥成分 kg/10a
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表 113-3　試験区設計

追肥 : たがわスペシャル 080、1.5kgN/10a　単位：施肥成分 kg/10a

追肥 : たがわスペシャル 080、2kgN/10a　単位：施肥成分 kg/10a

表 113-4　豚ぷん堆肥ペレットの成型条件

表 113-5　成熟期の乾物重・養分吸収量

単位：kg/10a

表 113－6　収量・収量構成要素及び玄米品質
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　（ウ）　豚ぷんペレット堆肥を使用した具体的施用
技術
　　ａ　不耕起 V 溝直播栽培
　成熟期の窒素、リン酸、カリウム吸収量はペレッ
ト区とようりん・ケイ酸カリ区（いずれも半量区を
含む）で同等となり、無施用区でやや少なかった

（表 113-7）。穂数はペレット区とようりんケイ酸カ
リ区（いずれも半量区を含む）で同等であった（表
113-8）。無処理区では穂数が少なかった。収量も同

様の傾向であった。
　　ｂ　特別栽培
　生育期間をとおして LP を使用した区と比べて使
用しない区（標肥区、特別栽培区、化成＋ペレット
区）で茎数が多い傾向であった。成熟期の窒素吸収
量は LP ＜ LP ＋ペレット区≒化成肥料区、特別栽
培区、化成＋ペレット区の傾向であり、精玄米重も
同様の傾向であった（表 113-9）。

表 113-7　成熟期の乾物重・養分吸収量

単位：kg/10a

表 113-8　収量・収量構成要素及び玄米品質

表 113-9　収量・収量構成要素及び玄米品質
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　エ　考　察
　（ア）　高水分副資材入り豚ぷん堆肥のペレット成
型
　40％水分の豚ぷん堆肥をペレット成型すると製品
化率、強度が低いが、籾殻低温燃焼灰を重量比 9：
1 で混和することで改善された。高水分の条件では
堆肥による可塑性が水分によって弱められた状態と
なっている。一方、本試験で供試した籾殻低温燃焼
灰は乾物 1g 当たり 5.4ml の毛管飽和による保水性
を有していた。このため、籾殻燃焼灰を混和するこ
とで堆肥の水分が吸収されることにより、堆肥によ
る可塑性が高まって成型しやすい状態になったと考
えられる。
　（イ）　水稲栽培における豚ぷんペレット堆肥を利
用した化成肥料代替
　異なる水分の豚ぷん堆肥を原料としたペレットい
ずれにおいても、堆肥ペレットに含まれる肥効成分
で化成肥料代替することにより化成肥料と同等の水
稲生育、養分吸収及び精玄米収量が得られた。この
ことから、0.5M 塩酸抽出により豚ぷんペレット堆
肥の速効性肥効成分を評価し、化成肥料代替として
施用することで化成肥料と同等の施用効果が得られ
ると考えられた。
　（ウ）　豚ぷんペレット堆肥を使用した具体的施用
技術
　　ａ　不耕起 V 溝直播栽培
　V 溝乾田直播においてリン酸、カリウムを主な
肥効成分とする豚ぷん堆肥ペレットを施用すること
でようりん、ケイ酸カリ施用と同等の生育、養分吸
収、収量が得られたことから、V 溝乾田直播におけ
る豚ぷん堆肥ペレットのリン酸・カリウム施用が有
効であることが示された。一方、窒素単肥施用を継
続した対照区ではカリウム吸収量が減少し、収量に
影響を与える可能性が示された。
　　ｂ　特別栽培
　つや姫、はえぬき両品種において LP のみと比較
して豚ぷんペレットの付加により生育・収量の向上
が認められ、LP ＋豚ぷんペレット 30％では特別栽
培区と同様の窒素吸収及び収量が得られた。また、
化成＋豚ぷんペレット区は化成肥料区、特別栽培区
と比較して窒素吸収及び収量が同等かやや上回っ
た。
　以上のことから、全量苗箱施肥（慣行窒素施用量

の 50％相当）に慣行窒素施用量と慣行窒素施用量
30％相当の豚ぷん堆肥の組み合わせ、または基肥窒
素施用量を化成肥料と豚ぷん堆肥で半量ずつ施用す
る組み合わせにより、特別栽培用（50％低減）肥料
と同様の収量を得ることが可能であると考えられ
た。

　オ　今後の課題
　本研究で使用した籾殻低温燃焼灰は、T 社製籾
殻燃焼炉、籾殻を燃料として使用できる Y 社製 CE
乾燥機などにより排出される、籾殻が 500 ～ 700℃
の温度制御下で燃焼されたものを使用しており、当
該ペレット成型の原料調達にはこれらの設備が必要
である。
　これに加え、寒冷地における豚ぷん堆肥利用にお
いてペレット成型の実用化は進んでおらず、ペレッ
ト成型と肥料代替を組み合わせた技術の現場普及を
進める必要がある。

　カ　要　約
　水分含量の多い副資材入り豚ぷん堆肥に籾殻低温
燃焼灰と発酵鶏ふんを混合することによりペレット
化する条件を明らかにした。豚ぷんペレット堆肥に
含まれる速効性肥効成分を利用して水稲栽培の基肥
の一部とし、化学肥料と組み合わせて基肥施用する
ことで、化成肥料のみの栽培と同等の生育・収量が
得られることから、豚ぷんペレット堆肥による水稲
栽培の化学肥料代替が可能であることを明らかにし
た。リン酸・カリウムを主な速効性肥効成分として
含む豚ぷんペレット堆肥を利用することで、不耕起
V 溝直播栽培におけるリン酸・カリウム施用が可能
であることを明らかにした。速効性肥効成分として
の窒素を一定量含む豚ぷんペレット堆肥を利用する
ことで、堆肥と化成肥料の組み合わせによる特別栽
培が可能であることを明らかにした。

　キ　引用文献
 1） 実用技術開発事業 18053 マニュアル作成委員会 
（2010） 家畜ふん堆肥の肥料成分・窒素肥効評価マ
ニュアル . 中央農業総合研究センター . pp. 53-110.

 2） 平成 6 ～ 8 年地域重要新技術開発促進事業研究
成果報告書 （1997） 家畜ふん尿堆肥の成型及びブ
レンドによる高付加価値化技術の確立 . 岐阜県畜
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産試験場ほか . pp. 47-49.

　研究担当者（安藤　正＊）

４　鶏ふん堆肥の肥料的価値の向上技術と総合
的経済性評価

（１）　高窒素鶏ふん肥料製造技術の総合的な経
済性評価
　ア　研究目的
　堆肥製造過程とその利用場面である作物生産過
程を対象として、通常の肥料費節減効果だけでな
く、環境影響等の付加的節減効果を明らかにし、肥
料節減効果を総合的に評価する。肥料利用場面とし
ては、水稲生産及びキャベツ生産を取り上げ、高窒
素鶏ふんペレット肥料ならびに窒素付加鶏ふん微小
ペレット肥料を利用した場合を、慣行（低窒素鶏ふ
ん堆肥を利用した場合、化成肥料のみを利用した場
合）と比較する。

　イ　研究方法
　（ア）　低窒素鶏ふん堆肥、高窒素鶏ふんペレット
肥料、窒素付加鶏ふん微小ペレット肥料の製造過程
の経済性や環境負荷に関するデータを収集し、LCI
データベース化を実施する。作成したデータベース
に基づき、肥料段階での環境影響評価（IPCC 2007 
GWP 100 年の値を用いたライフサイクルでの温室
効果ガス排出量の算出）を行い、高窒素鶏ふんペ
レット肥料及び窒素付加鶏ふん微小ペレット肥料

（1 kg）が環境に与える影響を、低窒素鶏ふん堆肥
を比較対象として検討する。さらに、有効窒素 1kg
当たり GHG 排出量を化学肥料の場合と比較する。
　対象とする高窒素鶏ふんペレット肥料は、ウィン
ドウレス鶏舎での鶏卵生産過程から排出される鶏ふ
んを、副資材を使わずに密閉縦型発酵装置により
堆肥化し、さらにペレタイザーを用いて 4 mm ×
8 mm のペレット状に成形したものである。窒素付
加鶏ふん微小ペレット肥料は、尿素を高窒素鶏ふん
4 に対して 1 の割合で添加し、3 mm × 6 mm のペ
レット状に成形したものである。低窒素鶏ふん堆肥
は、鶏ふんを副資材を投入せずに開放攪拌発酵装置
により堆肥化し、さらに乾燥攪拌機によって乾燥さ
せ、粒状化したものである。

　（イ）　キャベツ生産及び水稲生産に関する経済
性や環境負荷に関するデータを収集し、LCI データ
ベース化を実施するとともに、環境影響評価（同
上）を行い、高窒素鶏ふんペレット肥料ならびに窒
素付加鶏ふん微小ペレット肥料を利用した生産シス
テムを、慣行の生産システム（低窒素鶏ふん堆肥を
利用する場合、化成肥料のみの場合）と比較する。
　（ウ）　LCA のシステム境界は CTG（Cradle To 
Gate）とし、化学肥料、農薬、農業機械等のイン
ベントリデータについては、JALCA データベー
ス 1）を用いる。堆肥製造過程からの温室効果ガス
の直接排出は、製造前後の物質収支から推計する。
農業生産過程からの排出量のうち、メタンについて
は圃場における作付期間発生量（実測値）の 3 年間

（2010 ～ 2012）平均値を用いる。一酸化二窒素につ
いては、室内試験から得られた肥料ごとの排出係数
を用いて計算する。計算にあたっては、堆肥製造段
階では、産業廃棄物処理と堆肥製造の代替的関係、
堆肥製造と化学肥料製造の代替的関係を考慮する。
農業生産段階の評価においては、産業廃棄物処理と
堆肥製造の代替的関係を考慮する。

　ウ　研究結果
　（ア）　肥料製造段階でのライフサイクル GHG 排
出量
　図 1141-1 は、水分 10％の堆肥 1 kg 当たりの温
室効果ガス排出量である。鶏ふんの廃棄物として
の処理（燃焼）時の排出量は、全炭素 28.7％、全窒
素 3.2％の鶏ふんを想定した暫定値である。この過
程で発生する CO2 は、生物起源のものとしている。
化学肥料の使用量削減効果の計算には、硫安、リン
安、塩化カリの施用を想定している。この図のよう
に、高窒素鶏ふんペレット肥料の場合には、排出量
が大幅に減少することが示された。
　図 1141-2 は、有効窒素 1kg 当たり温室効果ガス
排出量を化学肥料（尿素、硫安、硝安）と比較し
た結果を示している。化学肥料のデータは JALCA
データベースに基づいている。この図から、堆肥・
肥料製造に密閉縦型発酵装置を利用することによ
り、窒素 1kg 当たり GHG 排出量を削減できること
が明らかとなった。
　（イ）　農業生産段階でのライフサイクル GHG 排
出量
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　　ａ　水稲作
　水稲生産については、新潟県の水稲栽培指針にお
ける栽培方法を想定し、施肥の異なる三つのシナリ
オ（①高窒素鶏ふんペレット肥料の利用、②低窒素
鶏ふん堆肥の利用、③化学肥料の利用）を作成し、
それぞれの環境影響を比較した（表 1141-1）。いず
れのシナリオにおいても、有効窒素の施用量が 6 
kg/10a になるように、肥料を施用する。化学肥料
の内訳は、硫安、リン安、塩化カリである。水稲の
収量とメタン発生量については、新潟県農業総合研
究所作物開発センターにおける圃場試験の結果に基
づいており、高窒素鶏ふんペレット肥料と化学肥料
の試験区については 2009 年から 2013 年までの平均
値、低窒素鶏ふん堆肥の試験区については 2010 年
から 2013 年までの平均値を用いた。

　低窒素鶏ふん堆肥を用いた場合の GHG 排出量は
相対的に大きいものの、高窒素鶏ふんペレット肥料
を用いた場合は、化学肥料を用いた場合とほぼ同じ
か多少大きい程度であることが示された。また、高
窒素鶏ふんペレット肥料を用いるシナリオと化学肥
料を用いるシナリオの間の差は、廃棄物削減効果を
考慮することによって小さくなること、さらに、廃
棄物であるふん尿の燃焼過程における CO2 排出量
を計算に加えることによって、高窒素鶏ふんペレッ
ト肥料を用いるシナリオの GHG 排出量は、化学肥
料の場合を下回ることが示された（図 1141-3）。
　　ｂ　キャベツ作
　キャベツ生産に関しては、三重県の標準的体系

（水稲露地野菜複合）における作型を想定し、三つ
の施肥のシナリオを作成した（表 1141-2）。①窒素

図 1141-2　窒素 1kg 当たり温室効果ガス排出量
　ケース 1：廃棄物削減効果と化学肥料節約効果を考慮しない場合

ケース 2：廃棄物削減効果と化学肥料節約効果を考慮する場合

図 1141-1　堆肥 1kg 当たり温室効果ガス排出量
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付加鶏ふん微小ペレット肥料の利用（窒素付加鶏
ふん微小ペレット肥料＋硫加）、②高窒素鶏ふんペ
レット肥料の利用（高窒素鶏ふんペレット肥料＋硫
加）、③低窒素鶏ふん堆肥の利用（低窒素鶏ふん堆
肥＋硫安＋硫加）、④化学肥料のみの利用（園芸化
成＋ PK 化成）である。各シナリオとも、この他に
追肥として尿素を施用し、有効窒素の施用量は 30 
kg/10a に統一してある。また、シナリオ間に収量
の差はなく、全て 6800kg/10a とした（三重県農業
研究所における圃場試験に基づく）。
　キャベツの場合には、廃棄物削減効果を考慮しな
い場合、低窒素鶏ふん堆肥を利用するシナリオでは
GHG 排出量が大きく、それ以外のシナリオについ
ては、ほぼ同じレベルの GHG 排出量であることが
示された（図 1141-4）。また、廃棄物削減効果を考
慮する場合には、高窒素鶏ふんペレット肥料を用い
るシナリオの GHG 排出量が、化学肥料のみを用い
るシナリオを下回ることが示された。

　エ　考　察
　（ア）　堆肥製造段階及び農業生産段階の双方の評
価において、直接排出が主たる要因であり、堆肥製
造の高度化（密閉縦型発酵装置の利用）は直接排出
を制御するための有効な方法であると考えられた。
　（イ）　本成果は、堆肥利用の効果（環境影響）の
判定、実際に堆肥を利用するかどうかの意思決定等
の場面で活用可能である。

　オ　今後の課題
　（ア）　作成したデータベースについては、整合性
のチェック、ドキュメントの整備等の公開に向けた
作業を行う予定である。
　（イ）　計算結果については、より一般的な見地か
ら検討を行った上で、研究成果のさらなる公表を行
う。

表 1141-1　水稲作における肥料の利用シナリオ

図 1141-3　玄米 1kg 当たり温室効果ガス排出量
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　カ　要　約
　（ア）　高窒素鶏ふんペレット肥料及び窒素付加鶏
ふん微小ペレット肥料を利用することにより、水稲
生産ならびにキャベツ生産において、化学肥料を用
いた場合並みのライフサイクル温室効果ガス排出量
が達成できることが明らかになった。
　（イ）　また、家畜ふん尿の利用に伴う環境負荷軽
減効果等を考慮すると、その温室効果ガス排出量は
さらに減少し、化学肥料を用いた場合を下回り得る
ことが示された。

　キ　引用文献
 1） Hayashi K., Shobatake K., Makino N. and 

Hokazono S. （2012） Development of a life cycle 
inventory database for agricultural production 
systems in Japan: the JALCA Database. The 
Proceedings of the 10th International Conference 

on EcoBalance, pp. 2.

　研究担当者（林　清忠＊）
 

（２）　肥料的価値の高い堆肥製造に係る物質収
支の解明と堆肥利用の高度化
　ア　研究目的
　鶏ふんの迅速乾燥と密閉縦型発酵装置を組み合わ
せた独特の製造法により、高窒素鶏ふん肥料を製
造・販売している採卵鶏農家の成功事例に着目し、
その物質収支の解明と効率的利用法を確立するとと
もに、経済性のメリットを明らかにすることにより
畜産農家に肥料工場化へのインセンティブを与え、
本技術の普及拡大を目指す。
　本課題では（ア）高窒素鶏ふん肥料製造過程にお
ける環境負荷物質等の調査、（イ）施用効率向上の

表 1141-2　キャベツ作における肥料の利用シナリオ（kg/10a）

1）追肥として尿素を 10 kg-N 施用。すべてのシナリオの単収は 6,800kg/10a と想定。
2）括弧内は N2O 排出量の計算に用いた T-N 成分量である。

図 1141-4　キャベツ 1kg 当たり温室効果ガス排出量
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ための高窒素鶏ふん肥料の改良により、本技術導入
のメリットを明らかにすることにより、畜産農家へ
の普及拡大を目指す。

　イ　研究方法
　（ア）　高窒素鶏ふん肥料製造過程における環境負
荷物質等の調査
　試験は三重県鈴鹿市の類似した飼養体系で、堆肥
製造方式の異なる高窒素鶏ふん製造（密閉縦型発酵
方式）及び一般鶏ふん堆肥製造（開放攪拌発酵方
式）において、2009 年及び 2010 年に堆肥化時の物
質収支及び窒素揮散量を調査した。
　（イ）　高窒素鶏ふん肥料施用時における養分収支
等の把握及び効率的施用法の検証
　　ａ　効率的利用のための高窒素鶏ふん肥料の改良
　　（ａ）　窒素付加鶏ふん微小ペレット肥料製造法
の検討
　異なる含水率の鶏ふん堆肥に、製品窒素含有率が
12％となるように尿素を飼料攪拌機で混合後、孔
径 3mm のダイスを装備したディスクペレッターで
成型し、造粒速度・造粒歩合・成分含有率を調査し
た。
　　（ｂ）　窒素付加鶏ふん微小ペレット肥料保管法
の検討
　窒素付加鶏ふんペレット原料（鶏ふん堆肥尿素混
合物）に重量比 1％で、固結防止剤であるシリカ資
材を添加（①ペレット化前添加②ペレット化後添加
③無処理）してペレットを作成した。真空パック袋
に、微小ペレットを加え、600mmHg で脱気後密閉
したものを、1 日 8 時間 60℃に加温処理を 2 週間続
けた後、袋から取り出して固結割合を測定した。
　　ｂ　窒素付加鶏ふん微小ペレット肥料を用いた
栽培試験
　　（ａ）　窒素付加鶏ふん微小ペレット肥料を用い
た全層施肥キャベツ栽培試験
　 鈴 鹿 市 圃 場（ 赤 黄 色 土　 ト ル オ ー グ リ ン 酸
20mg/100g）でキャベツ栽培試験を実施した。資材
は高窒素鶏ふんペレット肥料（N4％）、窒素付加鶏
ふん微小ペレット肥料（N8％）、窒素付加鶏ふん微
小ペレット肥料（N12％）を用い、施用量を窒素で
合わせた。窒素肥効を評価するため、対照区（慣行
区）、慣行区とリン酸、加里を化成で合わせた 4％
＋Ｐ区、12％＋Ｐ区、リン酸の肥効を評価するた

め、慣行施肥と加里を化成で合わせた 4％区、8％
区、12％区、無リン酸区をそれぞれ設けて、試験し
た（表 1142-1）。8 月 18 日に肥料散布、8 月 19 日
に定植（陵山 2 号）した。9 月 18 日に追肥を行い、
11 月 11 日に収穫調査を実施した。
　　（ｂ）　窒素付加鶏ふん微小ペレット肥料を用い
た水稲側条施肥栽培
　Ｉ社ロール式側条施肥機（6 条植）において試作
窒素付加鶏ふん微小ペレット肥料（表 1142-1）の室
内繰り出し試験を実施し、ホッパ毎の散布精度を検
討し、圃場散布時の機械施肥量設定を決定した。
　鈴鹿現地試験圃場（灰色低地土）において水稲

（コシヒカリ）栽培試験を実施した（表 1142-2）。4
月 24 日に施肥・移植、7 月 4 日、9 日に追肥、9 月
3 日収穫調査を行った。
　
　ウ　研究結果
　（ア）　高窒素鶏ふん肥料製造過程における環境負
荷物質等の調査
　堆肥乾物 1kg 製造時の窒素揮散量及び二酸化炭
素発生量は、一般鶏ふん堆肥ではそれぞれ 0.07kg、
1.15kg であったのに対し、密閉縦型発酵方式では
それぞれ 0.005kg、0.25kg であった（図 1142-1）。
　（イ）　高窒素鶏ふん肥料施用時における養分収支
等の把握及び効率的施用法の検証
　　ａ　効率的利用のための高窒素鶏ふん肥料の改良
　　（ａ）　窒素付加鶏ふん微小ペレット肥料製造方
法の検討
　飼料攪拌機を用いて尿素を重量比 20％で混合す
ることにより、ペレット有効窒素含有率 12％を安
定して確保できた。
　尿素無添加の場合のペレット製造速度を 100 と
した場合、尿素を重量比 20％添加して製造する窒
素付加鶏ふんペレット肥料（Ｎ 12％）製造速度は、
原料水分が 18％以下の場合、100 程度を確保できた
が、それ以上の場合は含水率が高くなるほど著しく
低下した（図 1142-2）。また、堆肥水分 12％の場合、
極端な低水分のためペレット製造不能であった。
　原料堆肥水分が 18％の場合、ペレット製造速度
は確保できるが、製品硬度・比重が低下することか
ら、原料堆肥として水分 15％程度のものが最も適
していることが明らかになった。
　　（ｂ）　窒素付加鶏ふん微小ペレット肥料保管法
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表 1142-1　キャベツ試験施肥設計

資材で不足する成分は PK 化成及び硫加で施用
追肥は一律尿素で施用

表 1142-2　水稲試験施肥設計

図 1142-1　製品 1kgDM 製造時の環境負荷物質発生量の比較

図 1142-2　原料堆肥含水率とペレット製造速度・ペレット強度・仮比重の関係
※ 箱内の数字は括弧内の各含水率におけるペレット硬度（g）。藤原製作所の果実硬度

計 KM-1 で測定した。
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の検討
　無処理、ペレット化後添加区で、固結率が 95％
であったのに対し、ペレット前添加区で固結率が
0％となった（図 1142-3）。
　　ｂ　窒素付加鶏ふん微小ペレット肥料を用いた
栽培試験
　　（ａ）　窒素付加鶏ふん微小ペレット肥料を用い
た全層施肥キャベツ栽培試験
　慣行区と比較して、無 P 区を除く全ての試験区
でキャベツ収量、窒素吸収量、リン酸吸収量が同等
となった（表 1142-3）。
　　（ｂ）　窒素付加鶏ふん微小ペレット肥料を用い
た水稲側条施肥栽培
　 窒 素 付 加 鶏 ふ ん 微 小 ペ レ ッ ト 肥 料（N12 ％、

N8％）をロール式側条施肥田植機で散布試験をし
た結果、ホッパ内のザルを外すことにより、何れの
肥料においても目標の投下量を精度よく投下するこ
とができた（表 1142-4）。圃場試験においても想定
量の散布が可能であったことから、同肥料のロール
式側条施肥田植機の適合性は、化成肥料並みである
と判断された。
　また、玄米収量及び品質も化成肥料と遜色なかっ
たことから、同肥料の側条施肥田植機への適合性が
高いことが明らかになった（表 1142-4）。
　窒素付加鶏ふん微小ペレット肥料を化成肥料と代
替して使用することにより、1500 円 /10a 程度のコ
スト低減効果が見込めると試算された（表 1142-5）。

図 1142-3　固結防止資材添加方法の違いによる固結率

表 1142-3　キャベツ収量及び養分吸収量

表 1142-4　ロール式水稲側条施肥田植機への適合性
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　エ　考　察
　（ア）　高窒素鶏ふん肥料製造過程における環境負
荷物質等の調査
　高窒素鶏ふんペレット肥料製造時における環境負
荷物質排出量は、一般的な低窒素鶏ふん堆肥製造時
と比較して小さく、環境にやさしい堆肥製造技術で
あることが明らかになった。
　（イ）　施用効率向上のための高窒素鶏ふん肥料の
改良
　原料堆肥（尿素潮解による製造効率低下を回避す
るため、原料堆肥水分を 15％程度とする）に尿素
及び固結防止剤シリカ資材１w/w％を添加し、10
分混合後、3mm 孔径のディスクを装着したディス
クペレッターでペレット化することにより、水稲側
条施肥田植機などに対応した窒素付加鶏ふん微小ペ
レット肥料を製造できることが明らかになった。
　窒素付加鶏ふん微小ペレット肥料を用いた水稲、
キャベツ栽培試験の結果、水稲及びキャベツの収
量、水稲の食味値は化成肥料と同等であったことか
ら、同肥料は化成肥料と同等の肥効をしめした。ま
た、水稲側条施肥田植機などへの適合性から、微小
ペレット肥料は、化学肥料と同様に扱えると考え
られた。同肥料を化成代替として使用することで
1500 円 /10a 程度のコスト低減が見込めると試算さ
れた。

　オ　今後の課題
　本課題では、高窒素鶏ふん堆肥の施肥効率向上の
ため、窒素添加及びペレットサイズの改善により側
条施肥田植機やうね内部分施用機などの高精度散布
機に対応した性状を持つ、鶏ふん堆肥を主原料とし

た肥料製造技術を確立した。利用場面においては水
稲、キャベツのみでの検討であり、さらに他品目で
も利用方法を検討する必要がある。

　カ　要　約
　（ア）　高窒素鶏ふんペレット肥料製造時における
環境負荷物質排出量は、一般的な低窒素鶏ふん堆肥
製造時と比較して小さく、環境にやさしい堆肥製造
技術であることが明らかになった。
　（イ）　尿素添加による窒素成分の調整、及びペ
レットサイズを微小化することにより、側条施肥田
植機やうね内部分施用機などの高精度散布機に対応
した性状を持つ、鶏ふん堆肥を主原料とした肥料製
造技術を確立した。

　研究担当者（堂本晶子＊、村上圭一、川原田直也、
原　正之、服部　侑、森　芳広、清水秀巳、前橋善
浩、伊藤　均）

（３）　窒素質肥料添加による高窒素鶏ふん堆肥
の製造とその利用技術の開発
　ア　研究目的
　家畜排せつ物を地域資源として有効活用すること
は、農業における資源循環の観点からも重要であ
り、特に鶏ふん堆肥は牛ふん堆肥と比べてリン酸や
カリ含量が高く、化学肥料の代替資材としては有効
である。しかし、鶏ふん堆肥の窒素成分が 3％程度
であるため、単体での栽培では 10a 当たり水稲で数
百キロ、野菜で 1 トン程度の施用が必要となる。
　そこで、鶏ふん堆肥に尿素を混合して窒素成分を

表 1142-5　水稲側条施肥栽培による収量及び品質

※窒素付加鶏ふん微小ペレット肥料　50 円 /kg で試算
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高めた高窒素鶏ふん肥料を開発し、水稲やキャベツ
での肥効や機械散布の適合性等を検討する。

　イ　研究方法
　（ア）　高窒素鶏ふん肥料の製造試験
　　ａ　高窒素鶏ふん粒状肥料
　2009 ～ 2011 年に、岩手県九戸村の（有）土橋ブ
ロイラーで試作した。ブロイラー鶏ふん堆肥と尿素
を回転式造粒機で重量比 8：2 で混合・造粒し、そ
の後ロータリーキルンで乾燥した。その結果、原
料の混合不足による製品 N％のバラつき（幅 4.7％）
や、キルン内壁への尿素の付着等が発生したため、
目標 N％（混合理論値 11.6％）を確保できなかっ
た。よって、製品形状がペレットである製造工程で
の試作に転換した。
　　ｂ　高窒素鶏ふんペレット肥料
　2012 ～ 2013 年に、青森県三沢市の（有）三沢地
域環境保全組合で試作した。ブロイラー鶏ふん堆肥
と尿素を飼料攪拌機で重量比 8：2 で 5 ～ 6 分間混
合し、ペレタイザー（T 社製 FMP800N 型、ダイ
ス径 5mm、カッター位置・有効厚は工場慣行）で
ペレット成型し、その後、ロータリーキルンで乾燥
した。製造試験の処理区は、鶏ふん堆肥の含水率を
2 水準（低 12.6％、高 20.8％）と、キルン乾燥の有・
無とした。
　（イ）　栽培試験
　　ａ  共通項目
　水稲及びキャベツを対象に、栽培試験を実施し
た。高窒素鶏ふん肥料は、全ての試験で基肥での
み使用し、追肥は化成肥料を用いた。肥料の形状
は、2010 ～ 2012 年は粒状、2013 年はペレットを
用いた。含有成分（％）は、N-P2O5-K2O：11 ～ 13-
3-2 で、窒素有効率を 80％と設定して施肥を行った。
なお、化学肥料区に対するリン酸、カリの不足分の
補正は、いずれの圃場でも土壌診断値が改良目標値
を越えて蓄積していたため、行わなかった。
　　ｂ　水稲
　栽培試験は、岩手県農業研究センター（以下、岩
手農研）（2013）、金ヶ崎町（2011、2012）、花巻市

（2013）、北上市（2013）、一関市（2013）の延べ 6
か所で、品種はひとめぼれ、全面全層施肥で行っ
た。窒素施肥量は、化学肥料区、高窒素鶏ふん肥料
区とも、基肥は有効窒素で 6kgN/10a、追肥は幼穂

形成期に 2kgN/10a とした（以下、6 ＋ 2 と略記） 。
ただし、花巻市は 6 ＋ 1（減数分裂期）、北上市は 6
＋ 0、一関市は 5 ＋ 0 とした。なお、花巻市、北上
市、一関市の基肥の散布は、ブロードキャスターで
行った。
　　ｃ　キャベツ
　栽培試験は、岩手農研（2010、2012、2013）と岩
手町（2011、2012、2013）の延べ 6 か所で、品種は
夏さやか、作型は夏作、施肥法は全面全層施肥及び
畦内部分施用（UBS21、I 社製）で行った。窒素施
肥量は、全面全層施肥：岩手農研；基肥（有効窒
素）10kgN/10a、追肥 6kgN/10a、岩手町；18 ＋ 0、
畦内部分施用（基肥 N3 割減）：岩手農研；7 ＋ 6、
岩手町；13 ＋ 0、とした。追肥は、いずれも結球始
期に行った。

　ウ　研究結果
　（ア）　高窒素鶏ふんペレット肥料の製造試験
　　ａ　飼料攪拌機による原料の混合により、ペ
レット N％の変動は 0.6％以内と小さく（キルン乾
燥なしは 1.1％）、目標含有率の 11.6％以上を確保し
た （図 1143-1）。
　　ｂ　固結の発生は、鶏ふん堆肥の含水率の高・
低やキルン乾燥の温度に関わらず、加熱の実施その
ものにより回避され、逆に、加熱なしの場合は含水
率が 11.7％と低くとも固結が発生した（表 1143-1）。
これにより、固結回避のためのキルン乾燥の温度・
時間は、200℃・8 分で可能であると判断した。
　　ｃ　ペレットの直径は、処理区に関わらず一定
であったが、鶏ふん堆肥の含水率が 12％と低い場
合にはペレットの砕けが発生し、長さは短かめと
なった（表 1143-1）。
　（イ）　栽培試験
　　ａ　水稲
　高窒素鶏ふん肥料区の収量と玄米タンパクは、い
ずれの年次・試験地でも化学肥料区と同等で（図
1143-2）、食味関連項目（品質評価値、食味試験）
も化学肥料区と同等であった（表 1143-2）。また、
ブロードキャスターでの散布も可能であった。
　　ｂ　キャベツ
　　（ａ）　全面全層施肥及び畦内部分施用のいずれ
においても、高窒素鶏ふん肥料区の収量は化学肥料
区と同等で、本肥料を追肥分として基肥に上乗せし
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た一発体系でも、化学肥料区並～上回る収量を確保
した（図 1143-3）。
　　（ｂ）　畦内部分施用機による投下精度は、平均
で化学肥料が 100％、高窒素鶏ふんペレット肥料が
98％であり、本ペレット肥料は化学肥料と同等の精
度で投下することが可能であった（表 1143-3）。
　　ｃ　連用による土壌養分の推移
　水稲、キャベツで同一圃場での 4 年連用試験を
行ったが、高窒素鶏ふん肥料区での可給態窒素、可
給態リン酸、交換性カリの推移は化学肥料と同一
で、蓄積や欠乏等は見られなかった。
　（ウ）　肥料コストの低減
　基肥＋追肥体系における肥料費は、高窒素鶏ふん

ペレット肥料を用いた場合、農家慣行の配合肥料に
比べ水稲で約 2 ～ 5 割、キャベツで約 4 割のコスト
削減が可能であると試算された。また、現物施用量
も化学肥料をやや上回る程度であった（表 1143-4）。

　エ　考　察
　（ア）　高窒素鶏ふんペレット肥料の製造試験
　ブロイラー鶏ふん堆肥と尿素を均一に混合するた
め、飼料攪拌機を利用した結果、ロットごとの窒
素成分の変動は小さく、また、混合理論値である
11.6％以上も確保できた。また、固結回避のために
は、200℃・8 分の加熱が必要で、鶏ふん堆肥の含
水率が 12％以下と低い場合はペレットが砕けやす

表 1143-1　試作ペレットの固結程度、寸法

注）固結調査：三重県農業研究所方に準拠
固結　　0：なし、0.5：極少量、1：袋の 1 ～ 4 割、2：5 ～ 7 割、
　　　　3：8 ～ 9 割、4：9 割を超える
砕きやすさ　　0：固結なし、1：容易に砕けて個々のペレットに戻る、
　　　　　　　2：やや力を要する、3：力を要する、4：戻らない

図 1143-1　高窒素鶏ふんペレット肥料のＮ濃度
（左図 2012.11 製造、 右図 2013.4 製造）
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図 1143-2　水稲の玄米収量と玄米タンパク
（1.9mm 篩、水分 15％）

図 1143-3　キャベツの収量
（畦内部分施用機：UBS21、I 社製）

表 1143-2　水稲の食味関連項目

1）AN-820（kett）
1）2）異符号間で有意差有り（t 検定、p=0.05）

表 1143-3　畦内部分施用機による投下量（2013）

表 1143-4　各肥料の現物施用量と肥料費の比較

1）（　）は窒素有効率 80％とした場合の窒素量
A、B、C 肥料：岩手県内主要産地の地域銘柄肥料、農協価格を参考

注）畦内部分施用機：UBS21 I 社製
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くなった。これらより、高品質で安定したペレット
肥料の製造に必要な条件は、原料であるブロイラー
鶏ふん堆肥の含水率が 13％～ 20％、尿素との混合
時は飼料攪拌機等の利用、キルン乾燥 200℃・8 分
と決定し、ここに製造法を確立した。
　（イ）　栽培試験
　高窒素鶏ふん肥料の窒素有効率を 80％として施
用した場合の、水稲やキャベツの収量、水稲の食味
成分は化学肥料並で、これより本肥料の肥効は化学
肥料と同等であると判断された。また、ブロード
キャスターや畦内部分施用機への適合性や 10a 当た
りの現物施用量も化学肥料並であり、本ペレット肥
料は市販の一般肥料と同等に扱えるものと判断され
た。
　（ウ）　肥料コストの低減
　高窒素鶏ふんペレット肥料の原料は、ブロイラー
鶏ふん堆肥と尿素のみであることから、低コストで
製品化することが可能であり、本肥料を用いた施肥
体系での肥料費は、農家慣行の配合肥料体系に比べ
約 2 ～ 5 割安く、農家経営のコスト低減に大きく寄
与するものと考えられた。また、本肥料の含有成分
は、窒素に比べリン酸やカリが低いＬ型であるため

（保証成分、11-3-2）、リン酸やカリが過剰に蓄積し
ている土壌での利用に適するとともに、農地土壌で
のそれら成分の過剰蓄積を回避することができる。
　（エ）　市販化
　高窒素鶏ふんペレット肥料は、指定配合肥料（高
窒素醗酵鶏ふんペレット 2 号）として届出が済み、
2014 年春から岩手県内で市販・流通、利用される。

　オ　要　約
　（ア）　高窒素鶏ふんペレット肥料の製造法を確立
した。
　（イ）　窒素有効率 80％として施用した場合の水
稲やキャベツの肥効、ブロードキャスターや畦内部
分施用機の適合性、ハンドリングは化学肥料並で、
連用しても養分の蓄積等が見られない。
　（ウ）　本肥料は、農家慣行の配合肥料よりも安価
でコスト削減が図れるとともに、家畜排せつ物の有
効利用やリン酸・カリの過剰蓄積対策にも寄与する
Ｌ型肥料である。本肥料は 2014 年春より岩手県内
で市販・流通する｡

　研究担当者（佐藤　喬＊、島　輝夫、桐山直盛、
高橋彩子、内藤善美、高橋拓也、鈴木良則）
　

５　家畜ふん堆肥のリン酸肥効の解明
（１）　堆肥中リン酸の存在形態の把握とその肥
効解析
　ア　研究目的
　2008 年の肥料費高騰以降、家畜ふん堆肥に含ま
れる肥料成分に注目が高まっている。しかしながら
リン酸については存在形態・肥効率について十分な
知見が無く、減肥指導の場面では家畜ふん堆肥の
リン酸の化成肥料に対する肥効率の基準は 60％や
100％が用いられる事例が多く、定まっていないの
が現状である。そこで、本課題では堆肥に含まれる
リン酸を有効に活用するため、堆肥の種類・製法に
応じたリン酸の存在形態と肥料としての効果を明ら
かにする。また、第 1 章 2「密閉縦型発酵装置の高
度利用による豚ぷんペレット堆肥製造技術の開発」
で開発する窒素付加豚ぷんペレット堆肥について肥
料特性の検討と実証栽培を行い利用技術を確立す
る。

　イ　研究方法
　（ア）　家畜ふん堆肥のリン酸形態と肥効の解明
　家畜ふん堆肥に含まれるリン酸は畜種や製造方式
により形態は様々であることが想定される。そこ
で、家畜ふん堆肥に含まれるリン酸の形態について
特徴を把握するとともに、堆肥のリン酸肥効につい
て形態との関連性を検討するとともに、リン酸肥効
を左右する要因を検討した。さらに、これらを基に
リン酸肥効率の目安について検討した。
　　ａ　リン酸形態の検討
　堆肥に含まれるリン酸の形態を酸に対する溶解性
から区分する方法を検討した。この分画法から畜
種別（乳用牛 31、肉用牛 50、豚 36、採卵鶏 58 点）
のリン酸形態について調査した。
　　ｂ　コマツナポット栽培によるリン酸肥効率の
測定
　施肥経歴のない黒ボク土（リン酸吸収係数 3100、
Tr-P2O5 0.5mg/100g）、褐色森林土（リン酸吸収係
数 470、Tr-P2O5 0.7mg/100g）について、堆肥によ
るリン酸施肥量を揃えて施用し、リン酸以外の成分
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量を揃えることにより、リン酸の可給性が生育の制
限となる栽培を行った。基準区としてリン酸二水素
カルシウム（過燐酸石灰の主成分）を数段階に施用
し、これに対する堆肥や資材のリン酸吸収量から肥
効率（リン酸二水素カルシウムを 100％とした）を
算出した。
　（イ）　開発堆肥の利用技術の実証
　第１章２で開発した窒素付加ペレット堆肥の窒素
肥効パターンやリン酸の肥効を把握するとともに、
堆肥に含まれる有効窒素・リン酸・加里により化学
肥料の一部を代替する栽培について実証試験を行っ
た。
　　ａ　窒素肥効パターンの検討
　作成した窒素付加ペレット堆肥及び原料堆肥につ
いて 30℃での畑条件培養を行い、経時的な堆肥か
らの窒素無機化量を調査した。
　　ｂ　リン酸の可給性の検討
　過燐酸石灰の主成分であるリン酸二水素カルシウ
ム（試薬）、原料堆肥、窒素付加ペレット堆肥のリ
ン酸量を 333mg に揃えて施用し、1/5000a ワグネ
ルポットにてコマツナを栽培しリン酸吸収量を測定
した。土壌は黒ボク土（リン酸吸収係数 3100、Tr-
P2O5 0.5mg/100g）を用いた。
　　ｃ　化学肥料を代替した実証栽培
　窒素付加豚ぷんペレット堆肥を水稲では基肥窒素
の全量代替、タマネギでは基肥リン酸の全量代替と
して用い、化学肥料を減肥する栽培の実証試験を
行った。

　ウ　研究結果
　（ア）　家畜ふん堆肥のリン酸形態と肥効の解明
　　ａ　堆肥のリン酸形態の分画法を考案した。塩

酸、酢酸緩衝液、塩化カリウム液に溶解するリン
酸、アンモニア態窒素から分画する方法とした。
　全含量と塩酸抽出の差を「酸不溶性」、塩酸抽出
の全量と比色法の差を「フィチンを主とした有機
態」、塩酸抽出での比色値を酸可溶性無機態リン酸
とし、さらに酸可溶性無機態リン酸は、酢酸緩衝
液と塩化カリウム液のアンモニア態窒素の差から

「MgNH4PO4（MAP）態」を定量し、酢酸緩衝液抽
出でのリン酸のうち MAP 態でないものを「他 Mg
態」、残りの無機態リン酸は「主に HAP 態」（Ca10

（PO4）6（OH）2）とした（図 1151-1）。
　本方法により各畜種の堆肥の形態分析を行った。 
乳用牛、肉用牛、豚、採卵鶏ふん堆肥の順に平均含
量は、全リン酸が 2.3、2.4、7.8、7.4％であった。形
態別の構成比率（全リン酸比）は、酸不溶性は牛で
10％を超え高くなったが、全リン酸含量が低いため
割合が高くなった。「主にフィチンの有機態」は採
卵鶏で 23％と他畜種の 4 ～ 7％に比べ極端に高いこ
とが特徴的であった。「MAP 態」、「他 Mg 態」、「主
に HAP 態」は畜種により違いが見られたが合計で
ある塩酸可溶無機態は 74 ～ 87％であり畜種による
大きな差はなかった。
　　ｂ　ポット試験では堆肥のリン酸肥効が存在形
態から推定されるリン酸肥効率より高くなり、さ
らに過燐酸石灰の主成分に対するリン酸肥効率が
100％を超える場合が多くなった（表 1151-1）。この
ため、堆肥でリン酸肥効が高まる要因を検討したと
ころ、堆肥とともにリン酸が存在すると肥効が高ま
る効果や、粒状では粉状に比べて肥効が高いこと、
乾燥した堆肥に比べ含水品では肥効が高いといった
ことが明らかとなり、このような特徴は全ての堆肥
が持つものであるため、リン酸肥効率が 100％を超

図 1151-1　堆肥のリン酸形態評価法

表 1151-1　コマツナでの堆肥のリン酸肥効率％
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える場合が多くなることが判明した（表 1151-2）。
　堆肥のリン酸肥効率が 100％を下回る場合は鶏ふ
ん堆肥で確認された。鶏ふん堆肥に特徴的なフィチ
ン態リン酸の割合との関係を調査した結果、フィチ
ン態リン酸割合が 20％を超えるとリン酸肥効率が
100％を下回る可能性が高いことが明らかとなった。
　（イ）　開発堆肥の利用技術の実証
　　ａ　原料堆肥の窒素無機化パターンは、当初
8mg/g 乾物の無機態窒素量から 3 ～ 7 日目にかけ
て 1 ～ 2mg/g まで有機化し、その後培養 140 日目
までに約 12mg/g まで増加するパターンであった。
また、140 日目の無機態窒素率は約 30％であった。
窒素付加ペレット堆肥では硫安の添加のため無機
態窒素量が多くなり、当初は 42mg/g であった。当
初の 7 日間の有機化量が 13.6mg/g と原料堆肥に対
して多くなり、140 日目の無機態窒素量は 38mg/g、
無機態窒素率は 59％であった（図 1151-2）。若干、
有機化量が窒素付加ペレット堆肥で多くなったこと
を除けば、窒素付加ペレット堆肥の窒素無機化パ
ターンは原料堆肥にアンモニア態窒素を上乗せした
形で推移した。
　　ｂ　コマツナポット試験でのリン酸吸収量は過
燐酸石灰の主成分に対して原料堆肥では有意差が認
められなかったが、窒素付加ペレットでは有意差が

認められ、窒素付加ペレット堆肥のリン酸肥効は
化学肥料に対して高くなることが確認された（図
1151-3）。
　　ｃ　窒素付加ペレット堆肥を用いた減化学肥料
栽培（表 1151-3、表 1151-4）では、いずれの品目
においても慣行化学肥料栽培と同等もしくはそれ以
上の収量が得られた（表 1151-3、図 1151-4）。また、
このときのリン酸や加里の吸収量も慣行と遜色なく

（図 1151-5）、窒素付加ペレットに含まれる有効窒素
と、リン酸と加里の全量は化学肥料の代替成分とし
て施肥に反映できることが検証できた。この他にブ
ロッコリー、キャベツ、ナスでも化学肥料の代替資
材として活用可能であったことから、様々な作型の
露地野菜において窒素付加ペレット堆肥を用いた減
化学肥料栽培が可能と考えられた。

　エ　考　察
　（ア）　堆肥のリン酸肥効率は多くの場合 100％

（化学肥料比）を超え、フィチン態リン酸を多く含
有する鶏ふん堆肥では 100％を下回ることが明らか
となった。一方、日本の耕地土壌ではリン酸は集積
傾向にあり、可給態リン酸が十分なほ場ではリン酸
の減肥試験を行っても生育に影響を及ぼさない事例
が本プロジェクト研究でも示されている。今回検討

表 1151-2　堆肥のリン酸肥効を左右する要因

図 1151-2　培養での窒素無機化量の推移 図 1151-3　コマツナポット試験でのリン酸吸収量
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したポット試験に用いた土壌はリン酸の施用経歴が
ない土壌であり可給態リン酸が 1mg/100g 未満の低
いものを用いている。従って、境界となる可給態リ
ン酸レベルは検討を要するが、土壌のリン酸含量が
十分な場合は堆肥はリン酸肥効率は 100％と考えて
よく、不足する土壌においては今回のフィチン態リ

ン酸による区分を適用すべきと考えられる。　
　（イ）　窒素強化ペレット堆肥では原料となる密閉
縦型発酵方式で製造した豚ぷん堆肥の使いにくさの
一つである窒素肥効が緩効的であること 1）が、ア
ンモニア態窒素の添加により速効性となり改善され
た。この堆肥は水稲での基肥利用を主に想定したも

表 1151-3　水稲での実証栽培の概要と結果

1）化学肥料（10-15-10）、2）NK 化成（16-0-16）、品種「ハツシモ岐阜 SL」

表 1151-4　タマネギでの実証栽培の概要

慣行の基肥 N の一部は緩効性を含む　定植 11/ 中、収穫 5/ 下、
品種「OK」
作付け前の土壌のトルオーグリン酸 49mg/100g

図 1151-4　タマネギの規格別収量

2010 2011

図 1151-5　水稲、タマネギでのリン酸と加里の吸収量

2011 2011
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のであり、窒素肥効が速効的であることに加え、基
肥に用いることで概ね慣行栽培に近い成分バランス
で施肥ができる資材となった。実証栽培でも慣行栽
培と遜色ない結果が得られたことから窒素、リン
酸、加里の成分バランスが改善された資材として適
正施肥や減化学肥料栽培に適した資材といえる。

　オ　今後の課題
　コマツナを主体として検討しており、主要作物で
ある水稲で検証を要する。
　
　カ　要　約
　（ア）　家畜ふん堆肥には様々なリン酸肥効を上昇
させる効果が認められた。リン酸肥効が低くなるこ
ととフィチン態リン酸含量は関連していた。鶏ふん
堆肥ではこの含有量が多く、リン酸肥効が化学肥料
を下回る目安が明らかとなった。
　（イ）　第 1 章 2 で開発した窒素付加ペレット堆肥
の窒素は速効性が主体であり、施用される有効窒
素、リン酸、加里を化学肥料施用量から減肥するこ
とが可能である。

　キ　引用文献
 1） 実用技術開発事業 18053 マニュアル作成委員会 
（2010） 家畜ふん堆肥の肥料成分・窒素肥効評価
マニュアル . 中央農業総合研究センター . pp. 164-
167.

　研究担当者（棚橋寿彦＊、和田　巽、小柳　渉、
平尾賢一）

（２）　畑作物種・土壌条件等が堆肥中リン酸肥
効に及ぼす影響解明
　ア　研究目的
　家畜ふん堆肥は他の有機質資材に比べリン酸含量
が高いという特徴を持つためリン酸肥料としての活
用が期待できる。そこで本研究では、ポット栽培や
圃場栽培試験により、対象作物や土壌条件が堆肥の
リン酸肥効に及ぼす影響を明らかにする。さらに露
地野菜について、堆肥の窒素・リン酸・カリ肥効を
考慮した省資源型栽培を実証する。具体的には（ア）
ポットを用い作物種・土壌種等環境要因やペレット

化が堆肥中リン酸の肥効に及ぼす影響を明らかにす
る。（イ）圃場での連用試験により堆肥のリン酸肥
効と土壌蓄積リン酸の可給性を明らかにする。（ウ）
共同研究機関が開発した堆肥を用いた減化学肥料栽
培を現地実証する。

　イ　研究方法
　（ア）　作物種・土壌条件・ペレット化が堆肥中リ
ン酸肥効に及ぼす影響
　土壌種、作期、植物種、堪水の有無を要因として
牛ふん堆肥と豚ぷん堆肥を共通に用いリン酸を生育
の制限要因として 1/5000a ポットで各作物を栽培
し、5（1）-イ-（ア）-b と同様な手法で各条件での両
堆肥のリン酸肥効率（粉砕過リン酸石灰を 100％と
した）を算出した（表 1152-1）。また、豚ぷん堆肥
ペレットと鶏ふん堆肥ペレットについて土壌 pH の
異なる条件で、原料、ペレット化物、ペレット粉砕
物のリン酸肥効率を測定した（表 1152-1）。
　（イ）　低リン酸畑圃場における堆肥連用効果
　　ａ　圃場連用試験
　低リン酸畑圃場（トルオーグリン酸：9mg/100g）
にて、3 種の堆肥（牛ふん堆肥：水分 61％・塊状・
フィチン態リン酸の割合は 6％、豚ぷん堆肥：水分
13％・粉状・フィチン態リン酸の割合は 15％、鶏
ふん堆肥：水分 17％・ペレット・フィチン態リン
酸の割合は 42％）と粒状過リン酸石灰をリン酸と
して同量（20kg/10a）になるように施用しキャベ
ツを栽培し、収量とリン酸吸収量を調査した。窒素
は、堆肥からの供給量を窒素肥効評価法 1）で推定
し不足分のみ化学肥料で施用した。カリは、堆肥中
カリの肥効率を 100％と仮定し不足分を化学肥料で
施用した。これを 4 年間行った。
　　ｂ　堆肥施用により土壌蓄積したリン酸の可給性
　上記連用試験後の圃場においてリン酸無施肥で
キャベツを栽培し収量とリン酸吸収量を調査した。
さらに、栽培後の土壌を採取し、コマツナを用いて
土壌蓄積リン酸の可給性を評価するとともに、この
可給性と化学分析で得られる可給態リン酸（トル
オーグ法、ブレイ２法、オルセン法）との関係を検
討した。
　（ウ）　減化学栽培現地実証
　市販堆肥 3 種（2009 年度）、三重県農業研究所

（以下、三重農研）と岩手県農業研究センター（以
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下、岩手農研）が開発した窒素強化鶏ふん堆肥
（2010 年度）、岐阜県畜産研究所（以下、岐阜畜研）
が開発した窒素強化豚ぷん堆肥（2011 年度）を用
いた減化学肥料栽培の実証を現地キャベツ圃場（新
潟市西蒲区、砂丘未熟土）で行った。堆肥からの窒
素供給量は窒素肥効評価法 1）等で推定した。リン
酸とカリの肥効率は 100％と仮定した。堆肥の施用
量は、堆肥によるリン酸供給量または窒素供給量と
化肥区（リン酸の形態は粒状過リン酸石灰または配
合肥料）のリン酸供給量または窒素供給量が同量に
なるように設定した。堆肥区で不足する窒素とカリ
はそれぞれ尿素、硫酸加里で施用した。ただし、リ
ン酸が不足した場合はリン酸肥料の施用は行わな
かった。

　ウ　研究結果
　（ア）　作物種・土壌条件・ペレット化が堆肥中リ
ン酸肥効におよぼす影響
　堆肥のリン酸肥効率に及ぼす各環境要因の大きさ
は、土壌リン吸＞作物種＞土壌種（リン吸 500 以下
の土壌での比較）＝湛水＞作期であった（表 1152-
1）。土壌リン吸の影響は上昇効果ではなく、肥効率
の差をより際立たせる顕在化効果であった。作物種
別には肥効率はキュウリで高く、えんどうとハトム
ギで低かった。土壌 pH が高いほど堆肥中リン酸の
肥効は低下したがその差は大きくはなかった。ま
た、ペレット化により堆肥中リン酸の肥効率が大幅
に上昇することが確認された。

　（イ）　低リン酸畑圃場における堆肥連用効果
　　ａ　圃場連用試験
　連用 4 年間のキャベツによる合計リン酸吸収量及
びリン酸肥効率は、牛ふん堆肥区と鶏ふん堆肥区は
過石区と同程度かそれ以上であったが、豚ぷん堆肥
区は低かった（図 1152-1）。キャベツの結球重は、
いずれの堆肥区も過石区と同程度か上回る傾向に
あった（図 1152-2）。
　　ｂ　堆肥施用により土壌蓄積したリン酸の可給性
　連用により土壌蓄積したリン酸で栽培したキャベ
ツのリン酸吸収量は、圃場連用試験と同様に牛ふん
堆肥区と鶏ふん堆肥区は過石区と同程度かそれ以上
であったが、豚ぷん堆肥区は低かった（図 1152-3）。
さらに栽培後の土壌を採取し、コマツナを用いて土
壌蓄積リン酸の可給性を評価し（データ略）可給態
リン酸との関係を検討したところ、相関係数はトル
オーグ法（0.55）＜ブレイ２法（0.64）＜オルセン
法（0.92）であった（図 1152-4）。
　（ウ）　減化学栽培現地実証
　　ａ 市販堆肥
　トルオーグリン酸 50mg/100g の現地圃場で、3
種の市販堆肥を用いて、堆肥の肥料成分を活用した
減化学肥料栽培実証を行った結果、各堆肥区とも
化肥区と同等のキャベツの結球重を得た（図 1152-
5）。化学肥料の削減率は、窒素：0 ～ 37％、リン酸：
100％、カリ：10 ～ 84％削減であり、家畜ふん堆肥
中リン酸で施肥リン酸を全量代替できた。
　　ｂ　三重農研、岩手農研開発窒素強化鶏ふん堆肥

表 1152-1　作物種・土壌条件・ペレット化が堆肥中リン酸肥効におよぼす影響

1）顕在化効果（肥効率－ 100％）で評価、他は肥効率で評価
2）500 以下

要因
要因
の幅

供試
堆肥

供試
土壌

供試
作物

肥効率
への効果

肥効率
最大値－最小値

土壌リン吸
1)

500～
2680

牛A,豚A
黒ボク土×2

黄色土
コマツナ、キュ
ウリ、えんどう

高いと肥効率
が際だつ

72％
以上

土壌種

（低リン吸）2) 3種 牛A,豚A
砂丘未熟土、
マサ土、黄色土

コマツナ
黄色土：高
砂丘土：低

19%

植物種 7種 牛A,豚A 黄色土
コマツナ、キュ
ウリ、他4種

キュウリ：高
えんどう：低

35%

作期
春、夏
秋

牛A,豚A 黄色土 コマツナ
春作：低

夏、秋作：高
13%

堪水 有無 牛A,豚A 黄色土 ハトムギ 堪水で上昇 16%

土壌pH
pH差で

1.0
豚B,鶏A 黒ボク土 コマツナ 高いと低下 17%

ペレット化 有無 豚B,鶏A 黒ボク土 コマツナ
ペレット化で

上昇
128%
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　トルオーグリン酸 100mg/100g の現地圃場で、三
重農研と岩手農研が開発した窒素強化鶏ふん堆肥

（ペレット）を用いて、堆肥からの予想窒素供給量
で基肥窒素を全量代替した減化学肥料栽培実証を
行った結果、各堆肥区ともキャベツ結球重は化肥区
と同等であり、窒素強化鶏ふん堆肥はキャベツ栽培
における基肥窒素として利用できることを実証した

（図 1152-6）。なお尿素 10％添加堆肥区では堆肥中
リン酸で施肥リン酸を全量代替しており、窒素のみ
ならずリン酸も基肥として利用できることも実証で
きている。
　　ｃ　岐阜畜研開発窒素強化豚ぷん堆肥ペレット
　トルオーグリン酸 54mg/100g の現地圃場で、豚

ぷん堆肥ペレットと岐阜畜研開発窒素強化豚ぷん堆
肥ペレットを用いて、リン酸または基肥窒素を全量
代替した減化学肥料栽培実証を行った結果、各堆肥
区ともキャベツ結球重は化肥区と同等であり、豚ぷ
ん堆肥ペレットはキャベツ栽培におけるリン酸肥料
及び基肥窒素として利用できることを実証した（図
1152-7）。

　エ　考　察
　（ア）　作物種・土壌条件・ペレット化が堆肥中リ
ン酸肥効におよぼす影響
　環境要因の中では土壌リン吸の影響が最も大き
かったが、この効果は肥効率の差をより際立たせる
顕在化効果であるため、リン酸肥効率 100％以上の
堆肥であれば土壌リン吸の大小にかかわらず堆肥に
含まれるリン酸相当量で化学肥料リン酸を代替でき
ると考えられる。
　ペレット化によるリン酸肥効率の上昇効果は土壌
リン吸の影響と同程度かそれ以上であると考えられ
た。これは共同研究機関が開発した堆肥を含めペ
レット堆肥を用いて堆肥中リン酸を考慮した省資源

図 1152-1�　連用試験におけるキャベツによる 4 年
間の合計リン酸吸収量・肥効率

図 1152-2�　連用試験における 4 年間の平均キャベ
ツ結球重

図 1152-3�　連用により土壌蓄積したリン酸で栽
培したキャベツのリン酸吸収量

図 1152-4�　土壌蓄積リン酸の可給性（コマツナリン酸吸収
量）と可給態リン酸の関係
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図 1152-5�　現地実証試験（市販堆肥）でのキャベ
ツ結球重
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型栽培を行う上で大きな利点となる。
　（イ）　低リン酸畑圃場における堆肥連用効果
　連用試験において堆肥区のキャベツ結球重は化肥
区と同程度かそれ以上であり、収量という観点から
は堆肥のリン酸肥効は化肥と同程度であった。しか
し、リン酸吸収量という観点からは堆肥の種類によ
り差が認められている。これは 5（1）堆肥中のリ
ン酸存在形態の把握とその肥効解析や（ア）で得た
知見と一致しており、牛ふん堆肥は水分、鶏ふん堆
肥はペレット化により肥効が上昇したものと推察さ
れる。豚ぷん堆肥のリン酸肥効が低いのは水分が低
いこと、成形されていないこと、フィチン態リン酸
が含まれていることが重なったためと考えられる。
土壌蓄積したリン酸の可給性も豚ぷん堆肥区で劣っ
ていたが、これも同様な理由でよるものであると考
えられる。
　土壌蓄積リン酸の可給性と可給態リン酸との関係
ではオルセン法が最も相関が高かったが、オルセン
法は使用頻度が低い評価法でありデータ蓄積も少な
いことから、今回の結果はあくまでも一つの事例と
して扱うこととする。
　（ウ）　減化学栽培現地実証
　供試したいずれの堆肥もキャベツ栽培におけるリ
ン酸または窒素代替として利用できることが示され
た。今後、堆肥を用いた減化学肥料栽培のための実
証データとして活用する。
　（イ）堆肥連用試験、（ウ）現地実証とも対照の化
学肥料区で用いたリン酸の形態は粒状過リン酸石灰
または配合肥料であるので、一部の堆肥を除き堆肥
中リン酸の肥効は市販化学肥料と同等かそれ以上と
考えられる。畑地では可給態リン酸が蓄積する傾向

にあることを踏まえると、家畜ふん堆肥は肥効率
100％のリン酸肥料として畑地での減化学肥料栽培
に用いることができると考えられる。

　オ　今後の課題
　主要作物であるイネへの肥効については知見が不
十分であり、今後検討を要す。

　カ　要　約
　（ア）　作物種・土壌条件・ペレット化が堆肥中リ
ン酸肥効におよぼす影響
　堆肥のリン酸肥効率に及ぼす各環境要因の影響を
明らかにした。また、ペレット化により堆肥中リン
酸の肥効率が上昇することを確認した。
　（イ）　低リン酸畑圃場における堆肥連用効果
　堆肥のリン酸肥効を圃場連用試験で確認した。5-

（1）堆肥中のリン酸存在形態の把握とその肥効解析
や（ア）で得た知見と一致する結果であった。
　（ウ）　減化学栽培現地実証
　市販堆肥や共同研究機関が開発した窒素強化型鶏
ふん堆肥と窒素強化型豚ぷん堆肥を用いたキャベツ
の減化学肥料栽培を実証した。

　キ　引用文献
 1） 実用技術開発事業 18053 マニュアル作成委員会 
（2010） 家畜ふん堆肥の肥料成分・窒素肥効評価
マニュアル . 中央農業総合研究センター . pp. 168-
170.

　研究担当者（小柳　渉＊、平尾賢一、棚橋寿彦、
和田　巽）

図 1152-6�　現地実証試験（窒素強化鶏ふん堆肥）
でのキャベツ結球重

図 1152-7�　現地実証試験（窒素強化豚ぷん堆肥）
でのキャベツ結球重
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６　水田における堆肥中リン酸の利用技術の開
発
　ア　研究目的
　密閉縦型発酵装置で製造される易分解性有機物の
多い高窒素鶏ふんペレット肥料 1）を、水田に施用
した場合に想定される異常還元が水稲の生育・収量
とメタン発生に及ぼす影響を、室内実験・本田への
施用試験により検証する。さらに堆肥の有効肥料成
分を考慮した水稲の減化学肥料栽培を確立する。

　イ　研究方法
　（ア）　高窒素鶏ふんペレット肥料連用が水稲栽培
に与える影響
　2009 年から 2013 年に新潟県農業総合研究所内ほ
場において、高窒素鶏ふんペレット肥料による全量
化学肥料代替栽培がコシヒカリの生育・収量・品質
に与える影響を検討した。使用した肥料は三重県
産の「suzuka 有機」（N（窒素肥効 2））-P2O5-K2O％
=4-3-2）でこれを慣行施肥区（N-P2O5-K2O g/m2=6-
7-8）の窒素施肥量に合わせて施用した。施用量は
N-P2O5-K2O g/m2=6-4-3 である。しかし、収量が慣
行施肥区（化学肥料）に対して少ない年次があった
ので、2012 年は 33％、2013 年は 14％増肥した。ま
た、従来の鶏ふん堆肥（開放攪拌方式で堆肥化した
もの。以下「低窒素鶏ふん堆肥」）（N-P2O5-K2O％
=0.9-5.4-3.2、窒素肥効は実用技術開発事業 18053 マ
ニュアル作成委員会（2010）による 3））を 2010 年
は N-P2O5-K2O g/m2=6-36-28、2011 ～ 2013 年 は
4-25-19 施用し、生育・収量・品質及びメタン発生
量を調査した。　
　（イ）　易分解性有機物に対応した適正施用方法の
開発
　本プロジェクト課題等で製造された豚ぷん堆肥・
鶏ふん堆肥について、酸性デタージェント可溶有
機物（AD 可溶有機物）量を測定した 4）。また、堆
肥を土壌と混合し 30℃にて耐圧試験管にて培養し、
気相のメタン量を測定して AD 可溶有機物との関
連を検討した 5）。上記連用ほ場において栽培期間中
の水田からのメタン発生量を測定した。
　（ウ）　減化学肥料栽培の検討
　新潟県三条市（2012 年）及び長岡市（2013 年）
の農家ほ場において、農家慣行肥料を高窒素鶏ふん
ペレット肥料で代替し、現地での減化学肥料栽培を

検討した。

　ウ　研究結果
　（ア）　高窒素鶏ふんペレット肥料連用が水稲栽培
に与える影響
　高窒素鶏ふんペレット肥料区の収量については、
慣行施肥区に比べ低い年もあったが、2012 年と
2013 年は 14 ～ 33％増施用した結果、慣行区と同程
度となった（表 116-1）。また、品質・食味も慣行施
肥区と同程度であった。これに対して低窒素鶏ふん
堆肥区は 2010 ～ 2012 年には慣行施肥区に比べ高め
となったが、2013 年は倒伏により、収量・品質は
低下した。
　（イ）　易分解性有機物に対応した適正施用方法の
開発
　試験管培養試験では、メタン発生量は全区とも 2
週目まではほぼ直線的に増加し、その後増加傾向は
やや減少する区もあるが、3 週目までは各区とも増
加した。3 週目までのメタン発生量と投入した全炭
素量及び AD 可溶有機物の関係を図 116-1 に示した。
これによると投入した全炭素量及び AD 可溶有機
物量とメタン発生量の間にはいずれも正の相関が認
められたが、全炭素量との相関（r=0.603）に比べ
AD 可溶有機物との相関（r=0.960）は極めて高かっ
た。また、栽培期間の水田からのメタン発生量は、
高窒素鶏ふんペレット肥料区は低窒素鶏ふん堆肥区
に比べて低く、AD 可溶有機物投入量の比とほぼ同
程度であった 5）。
　（ウ）　減化学肥料栽培の検討
　現地農家ほ場で高窒素鶏ふんペレット肥料を用い
てのコシヒカリ栽培結果は、収量・品質とも農家慣
行と同程度であった（表 116-2）。

　エ　考　察
　（ア）　高窒素鶏ふんペレット肥料連用が水稲栽培
に与える影響
　慣行の化学肥料に対して高窒素鶏ふんペレット肥
料で全量代替栽培試験を行った結果、収量・品質と
も慣行施肥区と同程度となり、本肥料のみでコシヒ
カリ栽培は可能であった。　
　（イ）　易分解性有機物に対応した適正施用方法の
開発
　水田状態において AD 可溶有機物量と 30℃ 3 週
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図 116-1　全炭素、AD 可溶有機物投入量とメタン発生の関係
図中のバーは標準偏差を示す。記号は＊ : 5％、＊＊＊ 0.1％で有意

表 116-1　試験期間の水稲の収量（kg/10a）

表 116-2　現地ほ場での収量及び品質
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間培養後の有機物の分解生成物であるメタン発生量
との間に高い相関があったことは、堆肥中の易分解
性有機物が還元状態で速やかにメタンに変換された
ことによるものと考えられる。また、図 116-1 に示
すようにメタン発生量が全炭素より AD 可溶有機
物と高い相関を示したことは、堆肥中の AD 可溶
有機物量によりメタン発生量の推定が可能であるこ
とを示している。さらに、ほ場試験においても AD
可溶有機物投入量の比率と同様のメタン発生量の比
率が確認できたことは、堆肥の AD 可溶有機物を
指標とすることによって、メタン発生を考慮した投
入有機物量の管理が可能であることが示された。
　（ウ）　減化学肥料栽培の検討
　現地ほ場及び研究所内ほ場の収量・玄米品質等の
結果から、新潟県において高窒素鶏ふんペレット肥
料による化学肥料全量代替栽培は可能であることが
示された。
　
　オ　今後の課題
　高窒素鶏ふんペレット肥料を使用する場合、第 1
章 1 の成果である可給態窒素推定法と組み合わせて
施肥設計を検討する。
　新潟県には高窒素鶏ふんペレット肥料の製造業者
が存在しないため、製造法の普及が必要である。
　AD 可溶有機物量により将来的には堆肥の作物生
産のための窒素肥効 3）と地球温暖化防止のための
メタン発生量の簡易で迅速な評価システムが確立さ
れることが期待される。

　カ　要　約
　（ア）　高窒素鶏ふんペレット肥料連用が水稲栽培
に与える影響
　高窒素鶏ふんペレット肥料を用いたコシヒカリ栽

培において、慣行化学肥料栽培と同等の収量・品質
を得た。　
　（イ）　易分解性有機物に対応した適正施用方法の
開発
　堆肥中の AD 可溶有機物量によりメタン発生量
の推定が可能である。
　（ウ）　減化学肥料栽培の検討
　現地ほ場おいても高窒素鶏ふんペレット肥料によ
る化学肥料全量代替栽培は可能であった。
　
　キ　引用文献
 1） 村上圭一・小坂幸子・藤原孝之・原正之 （2009） 

三重県内で生産された鶏ふん堆肥の成分特性 . 日
本土壌肥料学雑誌 80 : 165-167.

 2） 村上圭一・小坂幸子・原正之 （2007） 鶏ふん堆肥
の尿酸測定による可給態窒素量の評価．日本土壌
肥料学雑誌 78 : 85-87.

 3） 実用技術開発事業 18053 マニュアル作成委員会 
（2010） 家畜ふん堆肥の肥料成分・窒素肥効評価
マニュアル . 中央農業総合研究センター . pp. 168-
170.

 4） 自給飼料品質評価研究会編 （2001） 改訂粗飼料
の品質評価ガイドブック . （社）日本草地畜産種子
協会，東京 . pp. 7-13. 

 5） 南雲芳文・小柳渉・村上圭一・棚橋寿彦・加藤
誠二・安藤正・土田徹・加藤直人 （2011） 酸性デ
タージェント可溶有機物量による鶏ふん堆肥，豚
ぷん堆肥のメタン発生ポテンシャルの評価 . 日本
土壌肥料学雑誌 82 : 401-404.

　研究担当者（南雲芳文＊、土田　徹、金井政人、
樋口泰浩）
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１　水田におけるリン酸減肥指針の策定
（１）　連絡試験による水田リン酸減肥の影響解析
　ア　研究目的
　価格の高騰により肥料費の抑制対策が喫緊の課題
となった。一方、多くの水田土壌では、長年努力を
続けてきた土壌改良の結果、地力増進基本指針にあ
る改善目標の下限値（トルオーグ法による有効態リ
ン酸が 10mg/100g）を大きく超えてリン酸が蓄積
している状況にある（小原・中井）1）。高まる肥料
節減の要望に対し、水稲作での減肥が十分可能と考
えられてきたが、広く普及できる明確な減肥指針が
なかった。そこで、すでに明確な減肥指針を有する
北海道を除く東北から九州を対象に、有効態リン酸
が前述の下限値を超えて蓄積している場合におけ
る、水稲へのリン酸減肥指針を策定することとし
た。また、カリウムについても同様に検討した。

　イ　研究方法
　本プロジェクト研究に参画した山形県、新潟県、
茨城県、栃木県、愛知県、岡山県、宮崎県、鹿児島
県の農業試験場で実施された水稲へのリン酸・カリ
ウム減肥栽培試験結果を比較解析した。供試された
土壌は、グライ土、灰色低地土、灰色台地土、アロ
フェン質黒ボク土であり、水稲栽培は稲わらが全量
還元される条件で 5 年間継続された。栽培方法の詳
細は、後続課題の項に記載されている。

　ウ　研究結果
　（ア）　リン酸減肥試験
　リン酸に関する減肥栽培試験は山形県、新潟県、
茨城県、栃木県、愛知県、岡山県、宮崎県、鹿児島
県の農業試験場で実施され、その結果は、トルオー
グ法による有効態リン酸量が 10mg/100g 前後の土
壌では、リン酸を各地域の標準施肥量の半量から無
施用に減肥しても水稲収量を確保できるものであっ
た。
　土壌中のトルオーグ法による有効態リン酸は、無

リン酸施肥栽培を継続すると減少した。この減少経
過には、古賀野 2）が北海道でブレイ法による有効
態リン酸の減少経過の解析に使用した数式モデル

（1）が良く当てはまった（図 2111-1、表 2111-1）。
数式モデルの A 値は、造成後間もない黒ボク土で
他の土壌の 6 割程度、中粗粒灰色低地土でやや小さ
く、有効態リン酸の減少について、造成後間もない
黒ボク土で非常に早いほか、粗粒質な土壌で早い傾
向を示していた（図 2111-1、表 2111-1）。

Pt=P0 × A ＾ t 　　　（1）
　ここで、P0、Pt：試験開始時、試験開始 t 年後の
有効態リン酸量、A は土壌ごとの定数。
  次に、有効態リン酸が地力増進基本指針の改善
目標下限値を下回らないようにするための施肥リ
ン酸量を検討した。①：得られた減少モデル（1）
式に基づいて、有効態リン酸が改善目標下限値
10mg/100g となっている状況から、水稲を無リン
酸施肥で１作栽培したときに減少する有効態リン酸
量を算出した。この有効態リン酸減少量を補給でき
る施肥リン酸量が地力増進基本指針の改善目標下限
値を下回らないようにするための施肥リン酸量だと
考え、別課題（第 1 章 3 参照）で、②：リン酸を施
用した土壌を湛水状態で水稲１作に相当する期間放
置し、施用リン酸量に対する有効態リン酸増加量の
比率を把握した。そして、①で求めた有効態リン酸
減少量を補給すべき施肥リン酸量を②で求めた比率
に基づいて算出した。算出した施肥量は、水田とし
て造成後間もない黒ボク土で非常に大きくなったこ
とを例外にすれば、概ね、各地域の標準施肥量～半
量程度であり、黒ボク土を除けばリン酸吸収係数に
応じて大きくなる傾向があった（表 2111-2）。
　（イ）　カリウム減肥試験
　カリウムに関する減肥栽培試験は、茨城県、栃木
県、愛知県、岡山県、宮崎県の農業試験場で実施さ
れ、設定した減肥区において水稲の生育や収量の低
下はほとんど見られなかった。しかし、岡山県では
土壌の交換性カリウムと施肥カリウムとの合量が小

第２編�　施肥削減に向けた生産技術体系の開発

第１章�　土壌診断に基づく減肥技術の開発

─ 51 ─



さくなると、栃木県では作物体のカリウム含有量が
小さくなると、作物体のナトリウム含有量が高まる
現象が捉えられた。　

　エ　考　察
　（ア）　リン酸減肥の基本的な指針
　地力増進基本指針の有効態リン酸改善目標下限
値 10mg/100g を下回らないために必要な施肥量は、
水田として造成後間もない黒ボク土を対象外にすれ
ば、概ね、各地域の標準施肥量から半量であった。
そして、改善目標の下限値より有効態リン酸が蓄積
している土壌では、栽培試験結果からみて水稲生産
に問題を生じさせずに、有効態リン酸の減少を容認
できるので、施肥量は下限値を下回らないために必
要な標準施肥量から半量より少なくできると考えら
れる。減少モデル（1）式から、無リン酸施肥栽培
で下限値に達するまでの期間は、有効態リン酸が
15mg/100g の時点からは、中粗粒灰色低地土で 2
年、その他土壌では 5 ～ 7 年と算出され、さらに、

この期間は、無施肥でなく少量でもリン酸施用すれ
ば長くなる。従って、水稲生産において、急激に下
限値に到達しないことを考慮して、有効態リン酸が
15mg/100g より高い場合には、現状より大きく減
肥でき、生産現場でのわかりやすさから半量に減肥
することを指針とするのが妥当と考えられる。
　なお、表 2111-2 に見られる施肥量の値は標準的
な施肥量より大きいものもあるが、改善目標下限値
より低い場合に減肥を実施しても減収しない事例が
多く得られたことを根拠に、また、地力増進基本指
針にあるたい肥等有機物の施用によるリン酸補給を
前提にして、推奨する補給的なリン酸施肥量は表
2111-2 の施用量より小さくし得ると考えられる。
　以上の結果から、リン酸減肥基本指針を「既存の
改善目標の下限値を基準とし安全を見越した幅を
持たせて、有効態リン酸量が 10 ～ 15mg/100g の場
合には標準施肥量～その半量の施肥を、15mg/100g
より大きい場合には半量の施肥を推奨する。」とし
た。なお、水田造成後間もない黒ボク土の場合、維

表 2111-1　各地土壌の有効態リン酸減少モデル

Pt=P0 × A ＾ t、P0、Pt：試験開始時、試験開
始ｔ年後の有効態リン酸量

表 2111-2　有効態リン酸改善目標の下限値を下回らないために必要なリン酸施肥量

1）単位は kg/10a
2）括弧内数値はリン酸吸収係数（mg/100g）

図 2111-1�　無リン酸施肥栽培における有効態リン酸
の減少経過

細粒グライ土のリン酸高蓄積圃、中蓄積圃、低蓄積圃
の経過
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持するためのリン酸施肥量が非常に大きく算出され
るので、このような場合にはリン酸質の土壌改良材
の投入が必要である。
　（イ）　カリウム減肥の基本的な考え方
　カリウムについては、設定した減肥区において水
稲の生育や収量の低下はほとんど見られなかった
が、土壌の交換性カリウムと施肥カリウムとの合量
が小さくなると代替吸収として作物体のナトリウム
含有量が高まる現象が捉えられた。このナトリウム
含有量が高まらない最低限のカリウム供給となる施
肥量を下限値とした施肥基準が提案できる。この場
合、現状の施肥量より減肥となる（赤井ら 3））ので、
減肥指針とすることができる。

　オ　今後の課題
　（ア）　リン酸減肥
　本研究では、地力増進基本指針にある改善目標の
下限値よりリン酸が蓄積している場合の減肥方針を
取りまとめたが、下限値よりリン酸蓄積が小さい場
合でも水稲収量が確保できる事例が少なからず見ら
れた。今後、より一層のリン酸減肥のために、有効
態リン酸の下限値を再検討する余地がある。
　（イ）　カリウム減肥
　ナトリウムの代替吸収が起こり始めるカリウム供
給程度を土壌特性と関係づけ、カリウム施肥に関す
る基本指針を策定することが今後の課題と考えられ
る。　

　カ　要　約
　（ア）　リン酸減肥の基本的な指針
　各地のリン酸減肥栽培試験結果から、地力増進
基本指針の改善目標下限値より有効態リン酸が蓄
積している土壌では、各地域の標準施肥量の半量
施肥でも水稲収量が確保できると判断できた。無
リン酸施肥栽培での有効態リン酸減少経過を解析
し、改善目標の下限値より減少させないリン酸施肥
量を算出したところ、概ね、各地域の標準施肥量か
ら半量であった。以上を根拠に、リン酸減肥基本
指針を「既存の改善目標の下限値を基準とし安全
を見越した幅を持たせて、有効態リン酸量が 10 ～
15mg/100g の場合には標準施肥量～その半量の施
肥を、15mg/100g より大きい場合には半量の施肥
を推奨する。」とした。

　（イ）　カリウム減肥の基本的な考え方
　減肥区において水稲の生育や収量の低下はほとん
ど見られなかったが、土壌の交換性カリウムと施肥
カリウムとの合量が小さくなると作物体のナトリウ
ム含有量が高まる現象が捉えられた。このナトリウ
ム含有量が高まらない最低限のカリウム供給となる
施肥を基準とする減肥指針が考えられた。

　キ　引用文献
 1） 小原洋・中井信 （2004） 農耕地土壌の可給態リ

ン酸の全国的変動　農耕地土壌の特性変動（Ⅱ）. 
日本土壌肥料学雑誌 75 : 59-67.

 2） 古賀野完爾 （1984） 寒地水田における蓄積リン
酸の肥効と変動 .　水田土壌とリン酸－供給力と
施肥－ . 日本土壌肥料学会編 , 博友社 . pp.59-86.

 3） 赤井直彦・鷲尾建紀・田淵恵・石橋英二 （2012） 
岡山県南部水田土壌の化学性調査および水稲茎葉
中のナトリウム含有率に基づくカリウム減肥指針
の作成 . 日本土壌肥料学雑誌 83 : 266-273.

　研究担当者（新良力也＊）

（２）　寒冷地低地土水田におけるリン酸減肥指
針の策定
　ア　研究目的
　寒冷地における水稲栽培では、安定した初期生育
を得るために一定のリン酸供給が不可欠であるが、
土壌に蓄積したリン酸の有効性を把握し、活用した
減肥栽培の指標はない。このことから、寒冷地低地
土水田における望ましい可給態リン酸量を維持する
ための適正なリン酸施用量を明らかにし、蓄積した
リン酸を活用した減肥指針を策定するための資とす
る。

　イ　研究方法
　（ア）　試験圃場：土壌中の可給態リン酸（トル
オーグ法）が 5、14、22、47mg/100g（2009 年春に
土壌を採取）の水田を用い、それぞれ「低Ｐ」、「中
Ｐ」、「高Ｐ①」、「高Ｐ②」圃場とした。圃場は山形
市の灰色低地土及び長井市のグライ低地土（高Ｐ
②）である。
　（イ）　試験区：低Ｐ圃場、中Ｐ圃場では基肥リン
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酸量を 0、3.5、7kg/10a 施用し、それぞれ無リン酸
区、50％減区、慣行区とした。リン酸以外は慣行と
し毎年同一管理を継続した。稲わらは毎年圃場へ還
元した。
　（ウ）　品種及び調査項目：2009 年から 2013 年ま
で水稲品種「はえぬき」を栽培し、生育や収量、品
質に及ぼすリン酸施肥量の影響と土壌中の可給態リ
ン酸量の推移を調査した。

　ウ　研究結果
　（ア）　50％減肥区では、減肥 4 年目の中Ｐ圃場
を除き、初期茎数（移植 1 か月後）は慣行区と同
等だった。低 P 圃場の無リン酸区では、初期茎数
が減肥 1 年目から毎年減少し、慣行区比で平均 77
となった。 また、年次によっては高 P ①圃場の無
リン酸区で慣行区に比べ初期茎数が減少した。し
かし、減肥 2 年目の低 P 圃場の無リン酸区、減肥
5 年目の高リン酸圃場の無リン酸区を除き、穂数は
いずれのリン酸減肥区とも慣行並みとなった（表
2112-1）。

　（イ）　m2 当たり籾数は、2011 年の中Ｐ圃場の
50％減区及び高Ｐ圃場の 50％減区を除き、いずれ
の試験区も慣行と同等となった。精玄米収量はいず
れの試験区も慣行と同等となり、慣行に対する比は
5 か年平均で 98 ～ 105 となった（表 2112-2）。
　（ウ）　土壌中のトルオーグリン酸は、慣行区を含
む全ての試験区で経年減少した。また、減少量は無
リン酸区＞ 50％減区＞慣行区の順で多かった（図
2112-1）。

　エ　考　察
　（ア）　初期茎数は、リン酸 50％減肥栽培ではほ
ぼ慣行と同等だったが、無リン酸栽培では本谷 1）

の報告と同様に減少した。また、土壌のトルオー
グリン酸が 20mg/100g 程度の場合でも無リン酸で
は年次により初期茎数の減少が認められたことか
ら、寒冷地低地土水田においては土壌のトルオーグ
リン酸が比較的多い場合でも、リン酸の減肥割合は
50％を上限とした方が初期生育確保のために望まし
いと考えられた。

表 2112-1　初期茎数と穂数

1）表内の色付き部分は慣行に比べ 10％以上低下した場合を示す。
2）トルオーグリン酸は 2009 年春に採取した風乾土の分析値。

表 2112-1　m2 当たり籾数及び精玄米収量

表内の色付き部分は慣行に比べ 10％以上低下した場合を示す。
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　（イ）　無リン酸又はリン酸 50％減肥栽培では精
玄米収量は慣行と同等だった。これは東海林 2）が
報告するように、地温の上昇により土壌の還元が進
行することで土壌に蓄積したリン酸が可給態化し、
初期にみられた生育差がなくなるためと考えられ
た。
　（ウ）　土壌のトルオーグリン酸はリン酸減肥栽培
のみならず、慣行栽培においても経年で減少した。
これは本谷 3）が述べているように、土壌へ施肥リ
ン酸が固定されることが一因であり、無リン酸栽培
ではさらに籾として圃場外へ収奪されるために慣行
栽培より減少量が多くなると考えられた。このこと
から、望ましいトルオーグリン酸を維持するために
はリン酸施肥のみならず、定期的な土壌診断と熔リ
ン等による土づくりが重要であると考えられた。

　オ　今後の課題
　（ア）　2012 年の調査において、山形県内の水
田では「土壌管理のあり方に関する意見交換会」
報告書 4）に示すトルオーグリン酸の目標上限値
20mg/100g を 36％の圃場が上回り、一方で 17％の
圃場が目標下限値 10mg/100g を下回っている。こ
のことから、生産現場での定期的な土壌診断と土壌
養分の実態に即した対応を進めていく必要がある。
　（イ）　寒冷地黒ボク土水田における適正なリン酸
施肥量については別途検討する必要がある。
　
　カ　要　約
　（ア）　寒冷地低地土水田におけるリン酸 50％減

肥栽培は初期茎数への影響はほとんど認められな
かった。無リン酸栽培では、特にリン酸肥沃度が
低い場合（トルオーグリン酸 5mg/100g 程度）に減
肥初年目から毎年初期茎数が減少した。また、比
較的リン酸肥沃度が高くとも（トルオーグリン酸
20mg/100g 程度）、無リン酸栽培では年次により初
期茎数が減少する場合があった。
　（イ）　精玄米収量は無リン酸栽培、リン酸 50％
減肥栽培とも慣行と同等となった。
　（ウ）　土壌のトルオーグリン酸は慣行栽培、リン
酸減肥栽培とも経年で減少したが、減少量は無リン
酸栽培時に最も多くなった。　

　キ　引用文献
 1） 本谷耕一 （1961） 東北における火山灰水田の稲

作改良に関する土壌肥料学的研究 . 東北農試報告 
21 : 1-143.

 2） 東海林覚 （1992） 山形県の水田土壌におけるリ
ン酸蓄積の実態とその有効活用 . 山形農試特別研
究報告 21 : 1-48.

 3） 本谷耕一・吉野喬 （1965） 燐酸施肥に関する基礎
研究 . 東北農試報告 32 : 41-60.

 4） 農林水産省生産局農産振興課 環境保全型農業
対策室 （2008） 「土壌管理のあり方に関する意見
交換会」報告書 . 8-9.

　研究担当者（塩野宏之＊、齋藤　寛、水戸部昌樹、
横山克至、中川文彦、熊谷勝巳）

図 2112-1　土壌中のトルオーグリン酸の推移
図中の点線は地力増進基本指針で定める改善目標値（10mg/100g）
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（３）　細粒質低地土水田におけるリン酸減肥指
針の策定��
　ア　研究目的
　新潟県を代表する細粒質低地土水田において、土
壌リン酸蓄積量が異なる水田で無リン酸栽培を継続
し、可給態リン酸の減少速度を把握するとともに、
リン酸施用量の異なる施肥試験を実施し、可給態リ
ン酸を維持するための施肥量を検証する。また、カ
リウム減肥による水稲生育、収量への影響を調査す
る。

　イ　研究方法
　（ア）　水稲の無リン酸栽培による可給態リン酸の
減少速度解明
　新潟県農業総合研究所作物研究センターほ場にお
いて、2009 年春の試験開始前に重過リン酸石灰を
投入して、リン酸蓄積量水準の異なる区を設けた。
それぞれ低蓄積区（未投入）、中蓄積区（420kg/10a
投入）、高蓄積区（720kg/10a 投入）とした。ここ
で、コシヒカリの無リン酸栽培を 2009 年から 2013
年の 5 年間継続し、土壌の可給態リン酸として、風
乾土のトルオーグリン酸、生育期の条間土壌湿潤土
ブレイ 2 リン酸（抽出比 1：20）等を測定した。
　新潟県内の平坦地 A 地域及び B 地域の現地ほ場
においても、2009 年から 2011 年にかけて無リン酸
栽培を継続し、同様な調査を行った。
　（イ）　水稲栽培における適正リン酸・カリ施用量
の検証
　　ａ　リン酸減肥による水稲及び土壌への影響
　上記研究センターほ場及び現地ほ場において、リ
ン酸施肥慣行量の区（7kg/10a 施肥）、50％低減区

（3.5kg/10a 施肥）、無リン酸区（0kg/10a 施肥）を
設け、2009 年から 2013 年の 5 か年、現地ほ場では
3 か年コシヒカリを栽培した。水稲初期茎数、最高
分げつ期頃の稲体リン酸濃度、収量、玄米品質、土
壌の可給態リン酸等を調査した。
　　ｂ　カリウム減肥による水稲への影響
　研究センターほ場において、カリウム施肥慣行量
の区（6kg/10a）、50％低減区（3kg/10a）、無カリ
区（0kg/10a）を設け、2009 年から 5 か年、水稲生
育及び収量を調査した。

　ウ　研究結果
　（ア）　水稲の無リン酸栽培による可給態リン酸の
減少速度解明
　 重 過 リ ン 酸 石 灰 を 投 入 し た 結 果、 土 壌 の 可
給 態 リ ン 酸 は ト ル オ ー グ リ ン 酸 値 で、 低 蓄 積
区 11mg/100g、 中 蓄 積 区 24mg/100g、 高 蓄 積 区
35mg/100g となり、ほぼ目標どおりの蓄積量水準
が設定できた。無リン酸栽培の継続により、中蓄
積区と高蓄積区ではトルオーグリン酸値は年々低
下したが、低蓄積区ではほぼ横ばいであった（図
2113-1）。また、当初のトルオーグリン酸値が 5 ～
8mg/100g 程度であった現地ほ場でも、大きな変化
は認められなかった。
　（イ） 水稲栽培における適正リン酸・カリ施用量
の検証
　　ａ　リン酸減肥による水稲及び土壌への影響
　初期の茎数増加にリン酸施肥量による差は見られ
なかった（図 2113-2）。最高分げつ期頃の稲体リン
酸濃度は 1.0％程度となり、収量レベルが頭打ちに
なるとされる境界域 1）に比べかなり高かった。条
間土壌の湿潤土ブレイ 2 リン酸（抽出比 1：20）も
70mg/100g 以上の高い値であり、施肥量による違
いは見られなかった（データ略）。
　土壌の可給態リン酸量の変化は、リン酸減肥によ
る違いはなかった。無リン酸区において、年次によ
りトルオーグリン酸値がやや低くなる事例も見られ
たが、土壌サンプリング位置の変動の範囲と考えら
れた。
　　ｂ　カリウム減肥による水稲への影響
　研究センターほ場の塩基置換容量（CEC）は

図 2113-1　無リン酸区のトルオーグリン酸の変化
研究センターほ場の例
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29cmol/kg 程度で、交換性カリウムは 20mg/100g
程度の改良目標値程度あるほ場であった。カリウム
を減肥した際の、土壌の交換性カリウム量の変化は
判然としなかった。水稲生育や収量への影響は見ら
れなかった。

　エ　考　察
　（ア）　水稲の無リン酸栽培による可給態リン酸の
減少速度解明
　重過リン酸石灰を投入してリン酸蓄積量水準を高
くした区ではトルオーグリン酸値が徐々に低下した
が、低蓄積区や現地ほ場では、可給態リン酸量の変
化はほとんどなかった。よってトルオーグリン酸
が 10mg/100g 程度のほ場では、無リン酸栽培によ
る可給態リン酸の減少速度はわずかであると判断し
た。また、リン酸資材を投入した区では、リン酸の
土壌への吸着や難溶化が進んだことが示唆された。
　（イ）　水稲栽培における適正リン酸・カリ施用量
の検証
　最高分げつ期頃の稲体リン酸濃度が施肥量に関わ
らず高い値であったことから、県内平坦部水田で
は、施肥リン酸の多少に関わらず、土壌からの十分
なリン酸供給能があったことが推定された。また、
志賀・山口の考察 2）にもあるように、水稲へのリ
ン酸吸収は、施肥リン酸よりむしろ土壌の蓄積リン
酸による影響が大きいことが伺えた。

　水稲の生育や土壌への影響を見る限り、無リン酸
も含めた大幅な減肥が可能と思われたが、適正リン
酸施用量としては、毎年の籾による持ち出し分程度

（3.5 ～ 4kg/10a）を補給する補給型施肥が適当と判
断され、今回の試験区の中ではリン酸 50％低減栽
培がこれに相当した。
　カリウムについて 5 年間減肥栽培を行っても水稲
生育や収量への影響は見られなかった。カリウムの
適正な減肥量は判明しなかったが、これについて
は、研究センターほ場は CEC が十分高く、施肥反
応が出にくかったことも背景にあると考えられた。

　オ　今後の課題
　今回の試験ほ場は全て、平坦部の沖積土壌で、河
川からの農業用水を利用していたことから、中山間
地等の冷水がかり水田における減肥の可能性を見定
める必要がある。

　カ　要　約
　（ア）　水稲の無リン酸栽培による可給態リン酸の
減少速度解明
　蓄積量水準の異なる水田ほ場で 5 年間無リン酸栽
培を継続した。可給態リン酸（トルオーグリン酸）
が 10mg/100g 程度あるほ場では可給態リン酸量は
ほとんど変化せず、年々の可給態リン酸減少量はわ
ずかであると考えられた。

図 2113-2　水稲初期生育
1）茎数増加は、移植後 20 ～ 30 日後の茎数を植付本数で割った値
2）エラーバーは標準偏差
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　（イ）　水稲栽培における適正リン酸・カリ施用量
の検証
　新潟県平坦部水田では大幅なリン酸減肥が可能で
あるが、補給的施肥の観点から、籾による持ち出し
量程度を補う、リン酸 50％低減施肥が適正である
と考えられた。

　キ　引用文献
 1） 志賀一一・山口紀子・粟崎弘利 （1976） 寒地畑作

における土壌の燐酸肥沃度及び燐酸施肥の効果に
関する研究 （第 2 報） 各種水田ほ場における燐酸
抽出比変動と水稲の生育反応 . 北海道農業試験場
研究報告 113 : 95-107. 

 2） 志賀一一・山口紀子 （1976） 寒地畑作における土
壌の燐酸肥沃度及び燐酸施肥の効果に関する研究 

（第 3 報） 窒素施用量及び年次変動との関係 . 北海
道農業試験場研究報告 117 : 139-155. 

　研究担当者（金井政人＊、土田　徹、南雲芳文、
東　聡志）

（４）　冬期乾燥地低地土水田におけるリン酸減
肥指針の策定
　ア　研究目的
　冬期乾燥地低地土水田における土壌蓄積リン酸及
び交換性カリ含量に応じた減肥指針を策定する。そ
こで、リン酸・カリ肥沃度が異なる圃場において、
リン酸・カリ施肥量の低減栽培を行い、収量、養分
吸収量、土壌リン酸・カリ含量に与える影響を明ら
かにする。

　イ　研究方法
　（ア）　試験場所及び土壌化学性：表 2114-1
　（イ）　試験区の構成：表 2114-2
　（ウ）　移植期、栽植密度：5 月中旬、30cm ×
18cm
　（エ）　供試品種：コシヒカリ
　（オ）　試験規模、区制等
水戸市田谷　　　：25m2、2 区制 
龍ヶ崎市大徳町　：40m2、1 区制
水戸市上国井町　：94m2、1 区制

表 2114-1　試験場所及び土壌化学性

表 2114-2　試験区の構成
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　ウ　研究結果
　（ア）　リン酸減肥について
　　ａ　リン酸減肥が収量構成要素や玄米タンパク
質含量へ及ぼす影響は、いずれの土壌の可給態リン
酸含量（トルオーグ法による）及びリン酸施肥水準
でも認められなかった（表 2114-3）。
　　ｂ　減肥栽培を継続すると、最高分げつ期の茎
葉リン酸濃度が低いと分げつ数が抑えられる傾向
が認められた（図 2114-1）。茎葉リン酸濃度は、リ
ン酸減肥を継続すると、4 年目以降低下する傾向が
あった（図 2114-2）。
　　 ｃ　 作 付 前 土 壌 の 可 給 態 リ ン 酸 含 量 が
7.6mg/100g と低い圃場（グライ土）では、2 年目
まで減肥しても減収が認められなかった。しかし、
その後 50％減肥区、無施用区では 3 ～ 4 年目に 3
～ 5％の減収が認められた（図 2114-1）。

　　 ｄ　 作 付 前 土 壌 の 可 給 態 リ ン 酸 含 量 が
12.1mg/100g と基準量以上にある圃場（灰色低地
土）では、施肥窒素量が少ない初年目、2 年目を除
いて、標準施肥窒素量での試験では、リン酸減肥が
収量に及ぼす影響が少ない（図 2114-1）。
　　ｅ　リン酸の収支をみると、籾によるリン酸吸
収量は約 3.5kg/10a/ 年であり、その量は標準施肥
に対し 50％減肥の施肥量とほぼ同等であった（表
2114-3）。
　　ｆ　50％減肥区における土壌中の可給態リン酸
含量は各圃場とも試験期間をとおして大きな変化が
認められなかった（図 2114-3）。
　（イ）　カリ減肥について
　　ａ　カリ減肥が収量構成要素やタンパク含量に
及ぼす影響は、認められなかった（表 2114-4）。
　　ｂ　多湿黒ボク土の試験区における玄米収量は

表 2114-3　試験区の収量構成要素、玄米タンパク質含量及びリン酸収支（5 年平均）

全区とも穂肥を出穂 15 日前を目安に NK 化成で N-K2O=2-2kg/10a 施用。灰色低地土の 2009 ～ 2010
年の基肥施肥窒素量は 4kg/10a である。

図 2114-1　最高分げつ期の茎葉リン酸濃度と最高分げつ数の関係
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表 2114-4　試験区の収量構成要素、玄米タンパク含量及びカリ収支（5 年平均）

灰色低地土の 2009 ～ 2010 年の基肥施肥窒素量は 4kg/10a である。

図 2114-3　作前土壌中の可給態リン酸含量の推移
1）可給態リン酸はトルオーグ法により分析
2）図中の点線はリン酸土壌改良基準値の下限値を示す

図 2114-2　リン酸減肥栽培が収量と最高分げつ期の茎葉リン酸濃度に及ぼす影響
1）収量（指数）は棒グラフ、茎葉リン酸濃度（％）は折れ線グラフで表示。
2）収量は各年度の標準区の収量 100 とした時の指数で示す。
3）栽培概要は、表 2114-2 と同じ。
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カリ無施用区で 5％程度減収する年もあるが、50％
減肥区では試験期間をとおして減肥の影響が認めら
れなかった（図 2114-4）。
　　ｃ　灰色低地土では、施肥窒素量が少ない初年
目、2 年目においてカリ減肥の影響があったが、標
準施肥窒素量の 3 年から 5 年目はカリ減肥が収量に
及ぼす影響は少なかった（図 2114-4）。
　　ｄ　籾のカリ吸収量はワラに比べて少なく、
15％以下である。籾によるカリの持ち出しは約
2.2kg/10a/ 年であり、カリを追肥のみで施用する
区と収支がほぼ同等であった（表 2114-4）。
　　ｅ　各土壌の 50％減肥区の交換性カリ含量は

試験開始時から 5 年目まで大きな変化は認められな
かった。一方、カリ無施用区では減少していく傾向
がみられた（図 2114-5）。 

　エ　考　察
　（ア）　リン酸減肥について
　リン酸減肥栽培を継続すると茎葉リン酸濃度が低
下し、分げつ数が抑えられる傾向があった。しか
し、リン酸減肥が収量や品質に及ぼす影響は小さ
く、可給態リン酸含量が改良基準値の 10mg/100g
以下の試験区で減肥 3 ～ 4 年目に 3 ～ 5％の減収が
あったものの、基準値以上の試験区では無リン酸施

図 2114-4　カリ減肥栽培が収量に及ぼす影響
収量は各年度の標準区の収量を 100 とした時の指数で示す。

図 2114-5　作前土壌中の交換性カリ含量の推移
図中の点線は交換性カリの土壌改良基準値の下限値を示す

（上：多湿黒ボク土、下：灰色低地土）
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肥でも標準施肥と同等の収量が確保できた。
　土壌の可給態リン酸含量は籾によるリン酸吸収量
と 50％減肥のリン酸施肥量とほぼ同等であったた
め、減肥栽培を 5 年継続しても同じ水準を維持した
と考えられた。
　以上のことから、グライ土及び灰色低地土水田に
おけるリン酸減肥指針は、土壌の可給態リン酸含量
が 10mg/100g 以上あれば、50％の減肥栽培が可能
であるとした。ただし、改良基準値に近いリン酸肥
沃度の圃場で減肥栽培を実施する場合は、茎葉リン
酸濃度の低下に伴う分げつ数の減少が起こりうる。
そのため 3 作を終えた後に土壌診断を実施し、可給
態リン酸含量を確認することが望ましい。
　（イ）　カリ減肥について
　カリ減肥栽培が収量に及ぼす影響は、カリ肥沃度
が改良基準値に近い多湿黒ボク土の試験区におけ
るカリ無施用区で 5％程度減収する年もあったが、
50％減肥区では、いずれの土壌でも試験期間をとお
して減肥の影響が認められなかった。
　 籾 の カ リ 吸 収 量 は ワ ラ に 比 べ て 少 な く、
2.2kg/10a/ 年程度のカリ施肥量があれば投入量と
収奪量の収支が等しくなる。そのため、50％程度の
減肥栽培であれば土壌中の交換性カリ含量は 5 年間
大きな変化はなかったと考えられた。　　
　以上のことから灰色低地土及び黒ボク土における
カリ減肥指針は土壌の交換性カリ含量が改善基準値
以上の水田であれば、基準カリ施肥量の 50％減肥
栽培が可能であるとした。

　オ　今後の課題
　当県内の水田では可給態リン酸含量については約
75％、交換性カリについては 96％の圃場が基準値
以上であるため、広域でリン酸、カリの減肥栽培が
可能と考えられる。ただし地力が高く、施肥窒素量
が少ない圃場ではリン酸・カリの減肥割合が大きく
なるため、窒素に比べリン酸・カリの成分割合が高
い資材で対応する必要がある。

　カ　要　約
　（ア）　リン酸減肥について
　グライ土及び灰色低地土水田において、土壌の可
給態リン酸含量が 10mg/100g 以上あれば、基準リ
ン酸施肥量の 50％の減肥栽培が可能である。減肥

可能な期間はリン酸肥沃度にもよるが、減肥栽培 3
作を終えた後に土壌診断を実施し、可給態リン酸含
量を確認することが望ましい。
　（イ）　カリ減肥について
　灰色低地土及び黒ボク土水田において、土壌の交
換性カリ含量が改善基準値以上あれば、基準カリ施
肥量の 50％減肥栽培が可能である。

　研究担当者（宮本　寛＊、橘　恵子、池羽正晴、
桐原俊明）

（５）　黒ボク土水田におけるリン酸減肥指針の
策定�
　ア　研究目的
　黒ボク土水田において、土壌中の可給態リン酸及
び交換性カリウムの水準に応じたリン酸、カリウム
の施肥量を明らかにし、水稲栽培におけるリン酸及
びカリウムの減肥指針を策定する。

　イ　研究方法
　（ア）　実施場所は厚層多腐植質多湿黒ボク土の栃
木県農業試験場内水田とし、コシヒカリの早植え栽
培を行った。ほ場試験の試験規模は 13.5m2（4.5m
× 3m）2 反復、栽植密度 22.2 株 /m2（1 株 4 本植
え）、ポット試験は 1/2000a（1 株 4 本植え、最高分
げつ期まで 4 反復、最高分げつ期以降 2 反復）とし
た。耕種概要として、は種 4 月上旬、荒代 4 月下
旬、植代及び基肥施用を 5 月上旬に行い、5 月中旬
に稚苗移植した。6 月中旬～ 8 月下旬にかけて間断
かん水を行った。追肥は 7 月中旬に行い、9 月上旬
に収穫した。なお、試験実施期間を通じて、堆肥及
び稲わら等有機物は無施用とした。
　（イ）　試験区の構成
　　ａ　リン酸圃場試験：
　土壌中の可給態リン酸蓄積量をトルオーグリン
酸 3 水 準（ 低 : 3.7 mg/100g、 中 : 13.7 mg/100g、
高 : 116.6mg/100g）で、4 段階の施肥（慣行施肥 : 
12kg/10a、1/2 施肥、1/4 施肥、0 施肥）を行った

（2009 ～ 2013 年）。高蓄積圃場のみ 2009 年 3 月栽
培前に重過リン酸石灰を用いて人工的に蓄積量を設
定した。
　　ｂ　リン酸ポット試験
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　試験圃場に隣接した未耕地の黒ボク土、低蓄
積、高蓄積区の土壌（未耕地 : 0.4mg/100g、低 : 
3.6mg/100g、 高 : 32.6mg/100g） で 3 段 階 の 施 肥

（慣行施肥、1/4 施肥、0 施肥）を行った（2011 ～
2013 年）。
　　c　カリウム圃場試験
　土壌中の交換性カリウム蓄積量を 3 水準（低：
7mg/100g、 中：15mg/100g、 高：30mg/100g） 設
け、2011 ～ 2013 年の 3 年間 4 段階（基肥追肥無施
肥：0kg/10a、基肥無施肥：3kg/10a、追肥無施肥：
6kg/10a、慣行施肥：9kg/10a）の施肥を行った。
高蓄積圃場のみ 2009 年 4 月に塩化加里を用いて人
工的に圃場蓄積量を設定した。

　ウ　研究結果
　（ア）　リン酸圃場試験 

　土壌中の作付け前トルオーグリン酸含量の 5 年間
の推移は、低蓄積区では慣行施肥において増加する
傾向であり、0 ～ 1/2 施肥ではほぼ維持されていた

（図 2115-1）。中蓄積では全区で減少する傾向にあっ
た（図 2115-2）。土壌改良を行った高蓄積区では最
初の 1 年間で大きく減少し、その後 4 年間は施用量
にかかわらず 30mg/100g 程度で推移した（図 2115-
3）。
　最高分げつ期の作物体リン酸含有率は、蓄積量が
多い程高かった（表 2115-1）。また、同じ蓄積量内
では施用量が少ないほど最高分げつ期の作物体リン
酸含有率は低く、減肥を続けるとその差は大きくな
る傾向にあった（表 2115-1）。
　精玄米重は 2 年目以降、低蓄積区で中蓄積・高蓄
積区に比べて低く推移し、中蓄積慣行施肥を 100 と
した精玄米重指数では、生育に低温の影響のあっ

図 2115-1�　リン酸低蓄積区におけるトルオーグ法可
給態リン酸の推移

図 2115-2�　リン酸中蓄積区におけるトルオーグ法可
給態リン酸の推移

図 2115-3�　リン酸高蓄積区におけるトルオーグ法可
給態リン酸の推移

表 2115-1�　リン酸試験における最高分げつ期作物体
リン酸含有率の推移（％乾物）
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た 2010 年を抜かすと低蓄積区は平均で 92 であった
（図 2115-4）。2010 年（2 年目）のような生育初期
に低温の場合、低蓄積区で穂数、総もみ数が中蓄
積・高蓄積区に比べて減少し、低蓄積区の精玄米重
指数は平均で 86 であった（図 2115-4）。中蓄積区で
は各年の気象にかかわらず、5 年間目標収量である
540kg/10a 以上の収量が得られた（図 2115-4）。い
ずれの蓄積区も、施用量を増やしても 0 施肥に比べ
て収量は増加しなかった（図 2115-4）。
　（イ）　リン酸ポット試験
　 ト ル オ ー グ リ ン 酸 が か な り 低 い 未 耕 地 土

（0.4mg/100g）では、施用量の増加に伴い水稲の生
育、収量、作物体リン酸含有率が増加したが、低蓄
積、高蓄積では圃場と同様に施用量の影響はなかっ
た（データ省略）。
　（ウ）　カリウム圃場試験
　土壌中のカリウム蓄積量は各処理区とも作付年数
を経るごとに徐々に減少する傾向が認められた（図
2115-5）。圃場試験 3 年とも作物体中のカリウム及
びナトリウム含有率は、移植後 1 か月では高い相
関が認められた（図 2115-6）。また、土壌中の交換
性カリウム蓄積量に基肥カリウムを加算した値が
15mg/100g 程度を下回ると、作物体中のナトリウ
ム含有率が高くなる傾向が認められた（図 2115-7）。
成熟期における作物体のカリウム吸収量は、2 作目

以降低蓄積の処理区で低くなる傾向が認められた。
高蓄積区での籾とわらによるカリウム吸収量は、年
次変動はあるものの概ね 13kg/10a 程度であった

（図 2115-8）。また、ナトリウムの吸収量は１～ 2 年
目は差はなかったが、3 年目には低蓄積区及び中蓄
積区の基肥を施肥しなかった区で多くなる傾向が認
められた（図 2115-9）。生育は施肥量による処理間
の明確な差は認められなかったが、精玄米重は 3 年
目には低蓄積区、中蓄積区では無施肥の区でやや低
くなったが、高蓄積区では慣行施肥並の収量が確保
された（表 2115-2）。

　エ　考　察
　（ア）　リン酸
　施肥基準の下限値であるトルオーグリン酸が
10mg/100g あれば、減肥しても慣行施用と同程度
の収量が確保された。1/2 施肥の結果から籾とわら
によるリン酸持ち出し量にあたる 6kg/10a 施用す
ることで、可給態リン酸は維持可能であると考え
られた。トルオーグリン酸が 3 ～ 4mg/100g の場
合、リン酸減肥を続けると最高分げつ期の作物体リ
ン酸含有率が減少し、リン酸の慣行施用を行っても
10mg/100g 程度以上と比べて収量が劣った。また、
生育初期が冷温の場合に収量低下が大きいため、安
定した収量確保にはトルオーグリン酸の土壌改良が

図 2115-4　リン酸圃場試験精玄米重指数
※低、中、高は、それぞれリン酸低蓄積区、中蓄積区、高蓄積区をあらわすリン酸中蓄積
慣行施肥を 100 とした。カッコ内の数字はリン酸中蓄積慣行施肥の収量（kg/10a）

─ 64 ─



図 2115-5�　カリウム試験における土壌中の交換性カリウム蓄積量の推移

図 2115-6�　カリウム試験における作物体（移植後 1
か月時）中のカリウム含有率とナトリウム
含有率の関係（2013）

図 2115-7�　カリウム試験における土壌中の交換性カ
リウム蓄積量及び基肥カリウムとわら（成
熟期）中のナトリウム含有率の関係（2013）

図 2115-8�　カリウム試験における作物体（成熟期）
中のカリウム吸収量

※低・中・高はそれぞれカリウム低蓄積、中蓄積、高
蓄積を表す。

図 2115-9�　カリウム試験における作物体（成熟期）
中のナトリウム吸収量

※低・中・高はそれぞれカリウム低蓄積、中蓄積、高
蓄積を表す。
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必要だと考えられた。
　（イ）　カリウム
　生育初期において土壌中の交換性カリウム蓄積量
に施肥量を加算した値と作物体中のナトリウム含
有率に相関が認められた。下瀬（1964）1）、長谷川

（1987）2）らの報告から、作物体中のカリウムの欠
乏により、ナトリウムが代替として吸収されている
ことから、成熟期のナトリウム吸収量の増加が生育
中のカリウム欠乏の指標になり得ることが推察され
た。
　 作 付 け 前 の 土 壌 中 の 交 換 性 カ リ ウ ム が
30mg/100g 以上の圃場条件では、無施肥でも作物
体中のナトリウム吸収量の増加がなく、慣行施肥並
の収量が得られた。従来の施肥基準値を大幅に下げ
ることが可能と考えられた。
　本試験の施肥量の範囲内で有機物を施用せずに塩
化加里のみを施肥した場合、土壌中の交換性カリウ
ム蓄積量が減少した。収量を確保するとともに、交
換性カリウム蓄積量を維持するためには、籾とわら
によるカリウムの持ち出し量を考慮したカリウム施
用が必要と考えられた。

　オ　今後の課題
　本研究の結果をふまえ、減肥指針の改訂に向け
て、県内の黒ボク土水田において現地実証等データ
の集積を図る。
　
　カ　要　約
　（ア）　土壌中のトルオーグリン酸が 14mg/100g
の黒ボク土水田で、4 年間リン酸を施用しない水
稲栽培試験では、5 年目にトルオーグリン酸が

8mg/100g となり、慣行施用量の下限値 10mg/100g
を下回ったが、5 年目もリン酸無施用でも目標収量
540kg/100a 以上が確保され、リン酸減肥の可能性
が示された。
　（イ）　カリウム減肥試験では、土壌中の交換性カ
リウム蓄積量と生育初期における作物体中のナトリ
ウム含有率に相関が認められた。また、土壌中の交
換性カリウム蓄積量が高蓄積（30mg/100g）程度の
条件では、3 年程度減肥できる可能性が示唆された。
ただし、交換性カリウムが減少することから、蓄積
量を維持するためには、籾やわらによる持ち出し量
を考慮したカリウム施用が必要と考えられた。

　キ　引用文献
 1） 下瀬昇 （1964） 作物の塩害整理の関する研究 
（第 5 報） 水稲のカリウム欠乏、カルシウム欠乏の
関係．土肥誌 35 : 148-151.

 2） 長谷川栄一・斉藤公夫・安井孝臣・久松勉・塩
島光州 （1987） 水稲によるカリウムとナトリウム
の吸収 . 宮城県農業センター研究報告 55. 19-36.

　
　研究担当者（吉澤比英子＊、出口美里＊、廣澤美
幸、鈴木未来、宮崎成生）

（６）　赤黄色土水田における不耕起V溝直播栽
培のリン酸減肥指針の策定
　ア　研究目的
　愛知県では、省力栽培技術として不耕起 V 溝直
播栽培の導入が進んでいる。この栽培方法は播種時
に窒素肥料のみ施用し、リン酸とカリは土壌改良材

表 2115-2�　カリウム試験における成熟期のわら重及び精玄米重
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施用時に補給することになっているが、土壌中のリ
ン酸蓄積状態によっては土壌改良材を施用しなくて
もよい可能性がある。そこで、土壌のリン酸蓄積量
が水稲の生育・品質に与える影響を検討するととも
に、リン酸無施用栽培が土壌の蓄積量に与える影響
を検討し、不耕起 V 溝直播栽培での土壌改良材施
用基準を策定する。併せてカリについても検討す
る。

　イ　研究方法
　（ア）　場内試験
　　ａ　試験場所　安城（細粒黄色土）、長久手

（中粗粒灰色台地土）
　　ｂ　試験期間　安城は 2010 ～ 2013 年、長久手
は 2009 ～ 2013 年
　　ｃ　供試品種　コシヒカリ
　　ｄ　耕種概要　不耕起 V 溝直播栽培、播種日
は 4 月下旬～ 5 月上旬、播種量は 7kg/10a、窒素施
肥量は、不耕起乾田直播栽培用肥料（LP70 : LP100 
: LPS80 ＝ 3 : 2 : 5）で 8kg/10a。

　　ｅ　試験処理　表 2116-1 のとおり。
　（イ）　現地実態調査
　　a　試験年度　2012 年
　　b　試験場所　長久手市（2 か所）、豊橋市（4
か所）、豊川市（2 か所）
　　c　供試品種　コシヒカリ、あいちのかおり
SBL

　ウ　研究結果
　（ア） 　場内試験
　　ａ　生育及び収量調査結果
　リン酸及びカリ資材施用区について、年度毎の差
はあるものの、安城及び長久手ともに、各処理区
で、生育・収量に試験期間を通した傾向は認められ
なかった（図 2116-1）。一方、わら持出区は、無処
理区と比較すると、処理年数の増加に伴い収量がや
や低下する傾向がみられた（図 2116-2）。
　外観品質、玄米蛋白質含量について、処理区間に
大きな差は認められなかった（データ省略）。
　　ｂ　作物体のリン酸吸収量

図 2116-1　対無処理区収量比の推移（左 : 長久手、右 : 安城） 図 2116-2�　わら持出区の対無処
理区収量比の推移

表 2116-1　試験区の構成
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　長久手では、試験開始時にリン酸資材を施用した
区（P67、P200、P400）で試験年数が多くなるほど、
成熟期のリン酸吸収量が無処理区に近づいた（図
2116-3）。毎年施用する P25 は、吸収量が安定して
無処理区より多かった。安城試験地については試験
処理間に明確な傾向は認められなかった。
　一方、安城、長久手とも、わら持出により成熟期
の吸収量は低下しなかった（長久手のデータ省略）。
　　ｃ　作物体のカリ吸収量
　長久手では、試験期間を通し、カリを施用した区
で成熟期の吸収量が無処理区より高くなった（図
2116-4）。一方、安城では試験年数とともに、カリ
吸収量が無処理区とほぼ同じになった（データ省
略）。
　なお、安城、長久手とも、わらの持出によりカリ
の吸収量は低下した（図 2116-5）。
　　d　土壌成分
　リン酸について、長久手では、試験期間全般に施
用した資材投入量が多い区ほど、土壌での測定値が
高かった（図 2116-6）。安城では、試験処理間に明
確な傾向は認められなかった（図 2116-6）。

　カリについて、長久手では試験開始時に資材を施
用した K300 区では交換性カリが 4 年目の 2012 年
まで無処理より高く推移した（図 2116-7）。一方、
毎作前にカリ資材を施用した K20 区では交換性カ
リが作付後には無処理と同等となった。安城では、
長久手ほど明確な傾向は認められなかった。
　（イ）　 現地実態調査
　不耕起 V 溝直播栽培を複数年連作し、かつリン
酸とカリ資材を施用していないほ場について、実態
調査を行った。
　土壌分析の結果を、表 2116-2 に示す。窒素成分
について、愛知県での地力中庸ほ場（全窒素 0.13％、
培養窒素 3 ～ 4mg/100g）に比較して、地力がやや
低いほ場が多かった。トルオーグリン酸は、多くの
ほ場で 20mg/100g 以下であった。交換性カリ含量
については、全ほ場で県基準値以下（31mg/100g）
だった。
　トルオーグリン酸量と交換性カリ量が収量に与え
る影響を、図 2116-8 に示す。トルオーグリン酸に
ついて検討すると、相関は認められないものの、最
低値（5.71mg/100g）のほ場の収量は、愛知県内で

図 2116-4�　成熟期におけるカリ吸収量の対無
処理区比の推移（長久手）

図 2116-5�　わら持出区のカリ吸収量の対無
処理区比の推移

図 2116-3　成熟期におけるリン酸吸収量の対無処理区比の推移（左 : 長久手、右 : 安城）
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図 2116-6　トルオーグリン酸含量の推移（左 : 長久手、右 : 安城）
前、中、後は、それぞれ作付前、作付中、作付後を表す。

図 2116-7　交換性カリ含量の推移（左 : 長久手、右 : 安城）

図 2116-8　土壌のリン酸とカリ含量が収量に与える影響

表 2116-2　現地実態調査ほ場の土壌分析結果

注 . 培養窒素は、30℃・4 週間湛水静置培養の値。交換性カリは、
CEC（塩基置換容量）の平均値から含有量基準で換算した値。
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の平均的な単収である 500kg/10a を下回った。一
方、交換性カリ含量と収量とは、明確な関係が認め
られなかった。

　エ　考　察
　（ア）　場内試験
　場内試験の結果では、リン酸資材施用やわらの持
出が水稲の収量に及ぼす影響は判然としなかった。
また、植物体のリン酸吸収量について、わら持出を
4 年間行った長久手ほ場においても、収量に与える
影響は認められなかった。中西ら 1）は、肥料要素
試験において、ワラを持出す無リン酸区では、①収
量は漸減し 6 ～ 9 年目には無肥料区に次いで低収と
なること、②植物体のリン酸濃度が低いことを報告
している。今回の試験で、収量と植物体吸収量とも
各区間に差が認められなかった要因として、試験開
始時の土壌リン酸濃度が中西らの試験ほ場に比較し
て高く、わらの持出によっても水稲の生育や収量に
影響を与えるほどリン酸が欠乏しなかったことが考
えられた。
　一方、カリについてもリン酸と同様に各区間の
収量に差は認められなかった。中西ら、塩田ら 2）、
籾井ら 3）は、前述した長期肥料要素試験において、
カリ無施用が収量に与える影響は小さいことを明ら
かにしている。これらのことは、カリの供給をある
程度削減しても水稲の収量等には影響がないことを
示しているが、今回の研究では、わら持出区で植物
体の吸収量が低下する傾向が認められた。カリは、
細胞の浸透ポテンシャルの調整や、光合成に関わる
酵素活性に影響するとされる。吸収量、すなわち植
物体濃度の低下は、これらカリの機能が損なわれる
可能性を示しており、収量への明確な影響は認めら
れなかったものの、カリの供給量については更なる
検討が必要と考えられた。
　（イ）　現地実態調査
　現地実態調査では、トルオーグリン酸含量では、
最小ほ場（5.71mg/100g）で減収した。一方、多く
のほ場で、愛知県基準の 20mg/100g 以下であった
が、収量や外観品質に影響は認められなかった。今
回、調査対象とした不耕起 V 溝直播栽培は、移植
栽培に比較して根域が表層に限定されることが報告
されている 4）。移植栽培より土壌中のリン酸を利用
しにくいと考えられる不耕起 V 溝直播栽培で影響

が認められなかったことから、移植栽培を含めたリ
ン酸の施肥基準値の下限は、10mg/100g が妥当と
考えられた。なお、カリについては、明確な傾向は
認められなかった。
　以上、場内試験と生産現場での実態調査結果、

「愛知県の施肥基準」での水稲の可給態リン酸適正
値（20 ～ 40mg/100g）以下でも収量や品質に悪影
響がなかったことから、10 ～ 40mg/100g に改定す
ることが妥当と考えられた。カリについては、施用
量削減の可能性が示唆されたが、わら持出区で吸収
量が低下したことから、更なるデータの積み重ねが
必要で、現状では施肥基準どおりの供給が必要と考
えられた。

　オ　今後の課題
　（ア）　リン酸の供給について、多量に資材を投入
すると土壌によっては流亡によると考えられるトル
トーグリン酸含量の低下が認められた。供給適正量
の解明とともに、資材の検討が必要である。
　（イ）　カリについて、土壌の交換性カリ含量が収
量に与える影響について、更に検討を行う必要があ
る。　

　カ　要　約
　（ア）　水稲の不耕起 V 溝直播栽培で、土壌中の
リン酸とカリ含量が収量に与える影響について検討
した。その結果、今回実施した処理区間では、収量
に明確な差が認められなかった。一方、植物体のカ
リ吸収量は、わら持出区で低下する傾向があり、更
なる検討が必要と考えられた。　
　（イ）　現地実態調査の結果から、トルオーグリ
ン酸量が 10mg/100g 未満のほ場で減収した。場内
試験と現地実態調査の結果から、「愛知県の施肥基
準」での可給態リン酸適正範囲の下限値を 20 から
10mg/100g に改定した。一方、カリは明確な傾向
が認められなかったことから、現行の施肥基準の改
定は行わないこととした。　

　キ　引用文献
 1） 中西秋四郎ら （1970） 水稲に関する継続 40 年間

のヨウ素試験成績について . 愛知県農業試験場彙
報 24 : 46-60.

 2） 塩田悠賀里ら （1980） 四要素及び堆肥の長期施
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用による水田土壌の理化学性の変化と水稲の生育
について . 愛知農総試研報 12 : 52-60.

 3） 籾井隆志ら （2007） 77 年間継続した四要素無施
用区と堆肥施用区にみられる水稲玄米収量の経年
推移と各要素の施用効果 . 日作紀 76 : 288-289.

 4） 小出俊則・高松美智則 （1996） 不耕起乾田直播に
おける根茎分布. 日本作物学会東海支部会報 122 : 
3-4.

　研究担当者（林　元樹＊、船生岳人、井手康人、
鳥井綾子、東野　敦、奥野綾子、伴　佳典、坂　紀
邦、本庄弘樹、牧田尚之、久野智香子、武井真理）

（７）　暖地少雨低地土水田におけるリン酸減肥
指針の策定
　ア　研究目的
　暖地少雨低地土水田における土壌蓄積リン酸、カ
リウム量に応じた減肥指針を作成する。

　イ　研究方法
　（ア）　岡山県農林水産総合センター内の水田（細
粒質普通灰色低地土・強粘質）へ、表 2117-1 に示
した試験区を設け、水稲（品種：ヒノヒカリ）の
栽培試験を 5 年間継続して実施した。試験は１区
20m2、2 反復で行った。なお、収穫後の稲わらは全
量還元とした。
　（イ）　施肥法　全量基肥で代かき前に施肥する全

面全層施肥
　（ウ）　使用した肥料：硫安、LP40、LPSS100、
過リン酸石灰、塩化加里
　（エ）　耕種概要　耕耘（4 ～ 5 月）、播種 5 月下
旬、入水 6 月中旬、施肥・代かき 6 月中旬、田植え
6 月中旬、中干し 7 月下旬～ 8 月上旬、落水 9 月下
旬、収穫 10 月上旬、除草剤・病害虫防除は慣行。
　（オ）　調査項目　
　　ａ　土壌調査（前地 5 ～ 6 月、跡地 10 月上旬）
1 層 0 ～ 13cm、2 層 13 ～ 23cm
　　ｂ　生育調査（分げつ盛期 7 月中旬、最高分げ
つ期 7 月下旬、出穂期 8 月下旬、成熟期 10 月上旬）
　　ｃ　養分吸収量調査（生育調査と同時期）、収
量・品質調査（成熟期 10 月上旬）
　（カ）　センター内での試験と併せ、県内水田のト
ルオーグリン酸、交換性カリウム、酸性シュウ酸塩
可溶アルミニウム及び鉄を調査した。

　ウ　研究結果
　（ア）　リン酸減肥指針の作成
　土壌蓄積リン酸含量に応じた水稲のリン酸減肥指
針を作成した（図 2117-1）。本指針は、５年間の試
験により明らかとなった下記のａ～ｄの内容を基
に、水稲の生育・収量が低下することの無いよう、
リン酸供給量に十分な余裕を見込んで作成した。
　　ａ　リン酸含量が 20mg/100g 以上ある土壌へ
リン酸を慣行量施肥すると、下層への流亡量が増加
した。このため、20mg/100g 以上のリン酸蓄積土

表 2117-1　リン酸及びカリウム削減試験圃場の土壌条件と施肥量

注）表中のトルオーグリン酸、交換性カリウムの分析値は試験開始時のもの
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壌では施肥量を 0kg/10a とした。
　　ｂ　土壌のリン酸含量が改善目標（10mg/100g）
に達していれば、籾による持ち出し量とほぼ同じリ
ン酸 5kg/10a を施肥すると、土壌のリン酸含量も
維持できた。
　　ｃ　5 年間リン酸無施肥としてもリン酸の減少
量はわずかであったため、土壌診断は 5 年に１回程
度で良いと判断した。
　　ｄ　ポット試験結果から、水稲の生育が低下
し始める土壌のリン酸含量は 3mg/100g 以下であっ
た。ただし、このような低リン酸土壌は農家水田で
はほとんど見られない。
　（イ）　リン酸減肥指針の県内水田への適応性
　センター内の栽培試験結果から作成したリン酸減
肥指針が、県内全域に適応可能か否かを判断するた
め、リン酸保持量に関与する酸性シュウ酸塩可溶ア
ルミニウムと鉄について調査を行った。これは、リ
ン酸保持量が同程度であれば、リン酸の減少量や増
加量に大差が無く、同一指針が使用可能と判断した
ためである。南條ら 1）は土壌の酸性シュウ酸塩可
溶アルミニウムと鉄の合量（Alo ＋ Feo/2、g/kg）
とリン酸保持量との間には、直線的な関係があるこ
とを明らかにしている。岡山県の水田土壌は大別し
て①硬質土壌、②非アロフェン質黒ボク土に分類さ
れ、硬質土壌の Alo ＋ Feo/2 値は、ほとんど 6 以
下で、主体は 2 ～ 4 であった（図 2117-2）。また、
センター内の栽培試験圃場の Alo ＋ Feo/2 値は 3
程度である。このため、本指針は県内の硬質土壌の
水田には全て適応可能と判断された。また、県北の
非アロフェン質黒ボク土でも Alo ＋ Feo/2 値は最
大 15 程度であったため、黒ボク土地帯への適応の
可能性も示唆された。

　（ウ）　リン酸減肥指針を導入した場合の期待され
る効果
　岡山県全域の水田 50 圃場でリン酸含量を 2011
年 に 調 査 し た 結 果、 ト ル オ ー グ リ ン 酸 が 0 ～
10mg/100g の水田は 6％、10 ～ 20 は 34％、20 以
上は 60％であった（図 2117-3）。この調査結果に、
本試験で作成したリン酸減肥指針を適応すると、
60％の水田でリン酸無施肥栽培が可能、34％の水田
で半量施肥が可能となり、合計 94％の水田でリン
酸減肥が可能と推察された。
 　（エ）　カリウム施肥指針の作成
　土壌蓄積カリウム含量に応じた水稲のカリウム施
肥指針を作成した（図 2117-4）。そして、本指針に
より、土壌診断に基づく明確なカリウム施肥量の提
示が可能となった。
　水稲はカリウム不足時に代替としてナトリウム吸
収量が著しく増加することが知られている 2，3）。こ
こではこの性質を利用し、水稲茎葉中のナトリウム
濃度が上昇し始めるポイントをカリウムが不足し始
めるポイントと定義することで、カリウムの明確な
改良目標値の下限値が設定可能なことを見いだし、
これを基に施肥量を決定する手法を開発した 4）。
　具体的には、カリウムの施肥削減試験を継続し
ても精玄米収量・食味等の玄米品質に差は認めら
れなかった。ところが、カリウム供給量が少ない
ほど、水稲茎葉中のナトリウム濃度が上昇する
傾向が認められた。そこで、施肥の影響を考慮
した（交換性＋施肥）カリウム飽和度（％）「施
肥したカリウムが作土 13cm 内で全て交換性カリ
ウムになるとし、その量と施肥前の土壌中の交
換性カリウムの合量から求めたカリウム飽和度」
と、茎葉中のナトリウム含有率との関係を検討し

図 2117-1　水稲栽培における新たなリン酸減肥指針
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図 2117-2　Alo ＋ Feo/2 の県内分布

図 2117-3　県内水田土壌のリン酸含量の分布とリン酸減肥指針の導入効果
（トルオーグ法によるリン酸分析値）

図 2117-4　カリウム施肥指針
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た。その結果、（交換性＋施肥）カリウム飽和度が
4％を下回ると水稲茎葉中のナトリウム濃度が高ま
る現象を確認し、このポイントをカリウムの潜在
的欠乏領域と定義した（図 2117-5 左）。なお、（交
換性＋施肥）カリウム飽和度が 2％を下回る場合で
も、収量は低下しなかったため（図 2117-5 右）、指
針ではカリウムの最大施肥量を地域の標準施肥量と
した。
　（オ）　カリウム施肥指針を導入した場合の期待さ
れる効果
　岡山県南部の児島湾干拓地を中心とする水田地帯
では、水稲裏作として麦が比較的大規模に作付けさ

れているため、年間のカリウム施肥量も多い。ま
た、稲・麦わらは一部焼却されるものの、現物又は
灰の状態でほぼ全量鋤込まれるため、カリウム過剰
の圃場が多いことが予想される。また、本地域は大
規模農家が多く施肥コスト低減が課題となっている
ため、2006 ～ 2010 年に児島湾干拓地及びその周辺
に位置する干拓地以外の水田、計 132 筆で土壌調査
を実施した（図 2117-6）。
　その結果、土壌のカリウム飽和度が 4％を上回る
水田が 82％あることが明らかとなった（図 2117-
7）。すなわち、県南部地域に本指針を適用すると
82％の水田でカリウム無施肥栽培が可能となり、そ

図 2117-5　（交換性＋施肥）カリウム飽和度と成熟期のナトリウム濃度（左図）、精玄米収量（右図）との関係

図 2117-6　岡山県南部の水田で土壌調査を実施した地点（n=132、2006 ～ 2010 年）
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の結果、施肥コストが約 10％低減できると試算さ
れた。

　エ　考　察
　（ア）　県内水田土壌のリン酸含量の調査結果か
ら、リン酸が不足する圃場はほとんど無いことが明
らかとなった。20mg/100g を超えるような圃場で
は、施肥コスト削減のためにもリン酸施肥を控える
ことが適当と考えられた。また、このことは地下
浸透や落水時のリン酸の系外への流亡量を減少さ
せることにも寄与すると考えられた。一方、水田
は裏作や転作で麦・大豆等を栽培することが多く、
10mg/100g を下回るような圃場では積極的なリン
酸施肥が必要となるため、極端なリン酸の低下は防
止する必要があるが、本指針を適用し 5 年に 1 回程
度土壌診断を行いながら施肥を見直すことで、極端
なリン酸の低下も防止できるものと考えられる。
　（イ）　これまでの水田土壌のカリウムの基準値
は、その多くが上限値と下限値を示したものであ
る。また、各地で実施されてきたカリウム削減試験
では、施肥削減により明確な収量低下が見られない
事例が多い。これらのことから、土壌中のカリウム
含量に応じ施肥量を決めることはこれまで困難で
あったと思われる。しかし、本試験により作成した
指針では、土壌のカリウム含量に応じた明確な施肥
量を提示することが可能となったため、今まで以上
に資源の有効活用や施肥コスト低減ができると考え
られる。

　オ　今後の課題
　カリウム施肥指針は灰色低地土水田での試験に基
づき作成した。他の土壌や他地域で同一基準（カリ
ウム飽和度 4％を目標に施肥）が当てはまるか否か
の検証は必要である。

　カ　要　約
　（ア）　土壌蓄積リン酸含量に応じた水稲のリン酸
減肥指針を作成した。なお、本指針は稲わらを持出
す水田には適応しない。本指針は水稲の生育・収量
へ影響の無いよう、リン酸供給量に十分な余裕を見
込んで作成した。これは、水田転換利用時にも、土
壌からのリン酸供給量が極端に低下しないよう考慮
したためである。土壌中のリン酸減少程度から、5
年に 1 回程度土壌診断を実施することが望ましい。
今回作成したリン酸減肥指針を県内へ適用した場
合、94％の水田でリン酸減肥が可能と推定された。
　（イ）　土壌蓄積カリウム含量に応じた水稲のカリ
ウム施肥指針を作成した。本指針により、土壌診断
に基づく明確なカリウム施肥量の提示が可能となっ
た。水稲はカリウムが不足すると代替としてナトリ
ウムの吸収が増加する。そこでナトリウムの吸収が
増加し始めるポイントをカリウムの潜在的欠乏領域
と定義し、本指針を作成した。岡山県南部の稲・麦
2 毛作を行う水田はカリウム過剰の圃場が多い。こ
のような地帯へ本指針を適用すると 82％の水田で
カリウム無施肥栽培が可能となり、施肥コストが約
10％低減できると試算された。

図 2117-7　岡山県南部水田土壌のカリウム飽和度のヒストグラム
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石井　恵、山中基恵）

（８）　暖地黒ボク土水田におけるリン酸減肥指
針の策定
　ア　研究目的
　暖地黒ボク水田での普通期水稲「ヒノヒカリ」の
栽培下において、リン酸及びカリの水準の異なる条
件下における土壌中及び作物体中でのリン酸・カリ
の動態を解明し、省資源施肥に寄与するとともに効
率的施肥水準を明らかにする。

　イ　研究方法
　（ア）　試験場所：宮崎県宮崎市佐土原町　総合農
業試験場水田

　（イ）　試験規模：圃場試験　1 区面積 46.5m2　反
復なし
　（ウ）　供試土壌：細粒灰色低地土（黒ボク土造
成）、土性 L（表 2118-1）　
　（エ）　供試作物：普通期水稲（ヒノヒカリ）
　（オ）　試験区の構成と施肥量：表 2118-2
　（カ）　耕種概要
栽植密度　：30cm × 16.25cm（20.5 株 /m2）
施肥・植代：6 月中旬
移　　植　：6 月中旬
追　　肥　：8 月中旬
出　穂　期：8 月下旬
収　穫　期：10 月上旬
 
　ウ　研究結果
　（ア）　リン酸施用と水稲の生育、収量　　　　　
　リン酸資材無添加及び添加では、基肥リン酸施用
量を減肥するに伴って最高分けつ期の茎数は減少し
た（図 2118-1）。しかし収穫期の穂数は差が小さく
なり、リン酸無施用では標準施用よりもやや減収と
なったが、50％減肥では差は無くなった（図 2118-
2）。収量についても穂数と同様に、50％減肥では差
は見られず無施用では減少した（図 2118-3）。リン
酸資材倍添加では、リン酸基肥施肥量の違いと生
育、収量の関係ははっきりとしなかった（図 2118-1
～ 3）。
　リン酸資材添加の違いと水稲の生育、収量との関
係ははっきりとしなかった（図 2118-1 ～ 3）。
　（イ）　リン酸施用と植物体のリン酸吸収
　リン酸吸収量は、年次間差はあるものの無施用が
少ない傾向が見られたが、50％減肥と標準施用との
差ははっきりとしなかった。また、資材添加の違い
とリン酸吸収量との関係ははっきりとしなかった 

（表 2118-3） 。

表 2118-1　供試土壌の分析結果（乾土 100g 当たり）
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表 2118-2　試験区の構成と施肥量（g/m2）

※ 資材の添加量は、重過石で添加区 215g/m2、倍添加区 430g/m2、K は塩化カリで添加区 107g/m2、倍添加
区 215g/m2

※基肥窒素量は、2009、2010 年は 4g/m2、2011 年は 5g/m2 施用

図 2118-1�　リン酸施用と最高分けつ期茎数
（5 年平均）

図 2118-2�　リン酸施用と収穫期穂数（5 年平均）

図 2118-3　　リン酸施用と収量（5 年平均）

表 2118-3　リン酸施用とリン酸吸収量（g/m2）
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　（ウ）　リン酸施用と土壌中リン酸の推移
　土壌のトルオーグリン酸は、リン酸資材の添加
を中止した 2011 年には急激に減少し、2012 年度作
付前には全て 8mg/100g 乾土以下に低下した（図
2118-4）。跡地土壌の全リン酸は、基肥施用量及び
資材添加との関係ははっきりとした傾向は認められ
なかった（図 2118-5）。栽培期間中のトルオーグリ
ン酸は、当初施肥量及び前年度までのリン酸資材添
加の違いによる差が見られたが、期間中に徐々に低
下した（図 2118-6）。生土ブレイ 2 リン酸は、栽培
期間中の増減は少なかった（図 2118-7）。トルオー
グリン酸と生土ブレイ 2 リン酸との関係には相関が
認められた（図 2118-8）。
  （エ）　カリウム施用と水稲の収量
　カリウム施用と収量の関係は、施肥量及び資材の

添加量の違いによる差ははっきりとしなかった（図
2118-9）。
　（オ）　カリウム施用とカリウム吸収量
　カリウム施用と植物体のカリウム吸収量の関係
は、収量と同じく処理による違いははっきりとしな
かった（表 2118-4）。
　（カ）　カリウム施用と土壌中カリウムの推移
　作付前土壌の交換性カリウムは、資材添加を中止
した 2011 年には急激に低下した（図 2118-10）。
　跡地土壌の全カリウムは、標準施用ではやや上昇
傾向が見られたが、50％減肥及び無施用でははっき
りとした傾向は見られなかった（図 2118-11）。

　エ　考　察
　リン酸肥沃度の非常に低い造成黒ボク土での試験

図 2118-4� 　作付け前土壌トルオーグリン酸の推移 図 2118-5　跡地土壌全リン酸の推移

図 2118-6�　栽培期間中トルオーグリン酸の推移
（2011 年）

図 2118-7�　栽培期間中ブレイ 2 リン酸の推移
（2011 年）
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図 2118-8�　土壌トルオーグリン酸と生土ブレイ 2 リ
ン酸の相関（2008 ～ 2011 年）

図 2118-9　カリウム施用と収量（5 年平均）

図 2118-10� 　作付け前土壌交換性カリウムの推移 図 2118-11　跡地土壌全カリウムの推移

表 2118-4　カリウム施用とカリウム吸収量（g/m2）
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であり、リン酸施用の影響が出やすい条件にもか
かわらず、50％減肥での収量減は見られなかった。
このため、県内の黒ボク土水田でも多くの水田で
50％減肥は可能と考えられた。リン酸の基準につい
ては、ブレイ 2 リン酸の方がトルオーグリン酸より
も水田では適している可能性はあるが、これまでの
データの蓄積及び今後の土壌診断実施を考慮する
と、トルオーグリン酸で基準を策定することが良い
と考えられた。
　カリウムについては、灌漑水からの補給もあり減
肥による収量低下は認められなかったため、使用す
る水系のカリウム濃度を考慮に入れて減肥指針を策
定すべきと考えられ、この場合でも県内多くの水田
でカリウム減肥は可能と考えられた。

　オ　今後の課題
　具体的な土壌診断基準値と施肥基準の策定。
　
　カ　要　約
　暖地黒ボク土水田での普通期水稲栽培において、
リン酸及びカリウムの 50％減肥（リン酸 4.0 g/m2、
カリウム 3.75 g/m2）が可能である。

　研究担当者（有簾隆男＊、上田重英）

（９）　暖地低地土水田におけるリン酸減肥指針
の策定
　ア　研究目的
　シラスを主な母材とする暖地水田低地土におい
て、リン酸肥沃度及びリン酸施用量と水稲の生育収

量との関係を明らかにするとともに、土壌及び作物
体中のリン酸の動態を把握し、リン酸の減肥指針の
策定に資する。

　イ　研究方法
　（ア）　試験場所：鹿児島県農業開発総合センター
内水田
　（イ）　土壌条件：粗粒質普通灰色低地土（シラス
を主な母材とする水田土壌）
　（ウ）　供試品種：ヒノヒカリ
　（エ）　試験区の構成：表 2119-1
　（オ）　調査・測定項目：水稲の生育・収量、リン
酸吸収量、土壌中の可給態リン酸含量

　ウ　研究結果
　（ア）　試験 2 年目の 2010 年の供試土壌において、
全試験区でトルオーグリン酸が試験開始時より減少
し、特にリン酸肥沃度の調整を行った中Ｐ区群では
著しく減少した。また、試験 3 年目以降において
も、ほとんどの試験区において、トルオーグリン酸
は漸次減少する傾向が認められた（表 2119-1）。
　（イ）　5 年間の試験を通して、低Ｐ区群と中Ｐ区
群との間に明瞭な生育収量の違いは認められなかっ
たが、中Ｐ肥沃度の試験区群においては、対照区の
穂数や精玄米重は、リン酸無施用区や 50％減区と
比べ多くなる傾向が認められた（表 2119-2）。
　（ウ）　中Ｐ肥沃度区群の 5 年間のトルオーグリン
酸と精玄米重の関係については、トルオーグリン酸
の経年的な減少に伴い精玄米重は低下し、さらにト
ルオーグリン酸が 5mg/100g を下回ると、対照区と
リン酸施用 50％減区及び無施用区との精玄米重の

表 2119-1　供試土壌のトルオーグリン酸と試験区の構成

注）１年目の栽培開始３週間前に重過リン酸石灰（120kg/10a）を施用し，中Ｐ区群を作製（目標値
20mg/100g）
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差は小さくなり、リン酸施肥の生育収量への効果も
低下する傾向が認められた（図 2119-1）。
　（エ）　5 年間の精玄米重と作物体（稲わら＋もみ）
のリン酸吸収量について、正の相関が認められ、玄
米収量を 500kg/10a と想定するとリン酸吸収量は
6kg/10a となった（図 2119-2）。

　（オ）　収穫時におけるリン酸吸収量については、
玄米収量を反映して試験 4 ～ 5 年目のもみのリン酸
吸収量は、1 ～ 3 年目より少なくなった。また、5
年間の平均したみかけのリン酸収支は、稲わらを還
元する場合、リン酸無施用では－ 4kg/10a 程度と
なった（表 2119-3）。

表 2119-2　収穫時における棹長、穂数及び精玄米重

図 2119-1　中 P 肥沃度区群におけるトルオーグリン酸と精玄米重の関係（5 年間分）
試験開始時のトルオーグリン酸含量は目標値の 20mg/100g とし、リン酸無施用区のトルオーグリン酸値をｘ軸
に、精玄米重を y 軸に取った。

図 2119-2　精玄米重と作物体（稲わら＋もみ）のリン酸吸収量の関係（5 年間分）
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　エ　考　察
　（ア）　トルオーグリン酸の経年的な減少に伴い精
玄米重が低下した。リン酸の減肥の検討について
は、安全を見越し、トルオーグリン酸の下限値を
10mg/100g とすることが適当であると考えられた。
　（イ）　リン酸減肥の目安については、5 年間を平
均したみかけのリン酸収支では、もみの持ち出しが
4kg/10a 程度となったことから、稲わらを還元する
ことを前提とすると、当量を施肥で補給することが
必要であると考えられた。

　オ　今後の課題
　（ア）　鹿児島県内の水田でもリン酸の蓄積がみら
れることから、今回の連絡試験での成果を基礎デー
タとして、補給型施肥の検討に活用する。なお、現
場での補給型の検討にあたっては、県土壌診断基準
の範囲内であることを前提とし、精玄米重に応じた
稲わら及びもみのリン酸吸収量を基に補給すべきリ
ン酸量を提案する。
　（イ）　試験においてリン酸肥沃度やリン酸施用量
に関わらず、土壌中のトルオーグリン酸含量が年々
減少したことから、リン酸資材や堆肥投入による土
づくりの必要性について検討する必要がある。

　カ　要　約
　（ア）　5 年間の試験結果から、トルオーグリン酸
の経年的な減少に伴い精玄米重が低下したが、リン
酸肥沃度の違いが収量に及ぼす影響は判然としな
かった。
　（イ）　精玄米重と植物体（稲わら＋もみ）のリ
ン酸吸収量との関係から、目標収量を精玄米重
500kg/10a とするとリン酸吸収量は 6kg/10a 程度と
なった。5 年間を平均したもみによるリン酸の持ち

出しは、4kg/10a 程度であった。

　研究担当者（白尾　吏＊、餅田利之、三浦伸之、
井上健一、長友　誠、上薗一郎、古江広治）

２　リン酸減肥指針作成における低温条件と下
層土のリン酸供給力の重み付け
　ア　研究目的
　肥料の原料価格の高騰を受けて、リン酸やカリの
施肥量が見直されている。これまで続けてきた施肥
による蓄積もあって、リン酸やカリの減肥が検討さ
れている。しかし、土壌のリン酸供給力は温度の影
響を受けると考えられ、温度条件により減肥程度の
調節が必要となる場合が想定される。しかし、温度
と土壌のリン酸供給力との関係は明らかではない。
そこで、圃場において灌漑水掛け流し処理により地
温に勾配を付け、地温が土壌のリン酸供給力と水稲
の生育、収量、養分吸収量に及ぼす影響を検討す
る。また、全国から多様な土壌を収集し、培養試験
により積算地温と可給態リン酸との関係を明らかに
する。さらに、水稲の生育は作土のみならず下層土
の養分供給力に影響されるために、作土のみの可給
態リン酸診断では生育診断とずれを生じる場合が想
定される。そこで、リン酸供給力の異なる下層土を
組み込んだポット試験により、リン酸減肥状況下で
の下層土のリン酸供給力の役割を提示する。

　イ　研究方法
　（ア）　温度と可給態リン酸の関係解明
　　ａ　圃場条件での地温と可給態リン酸の関係
　農研機構東北農業研究センター大仙研究拠点内に
おいて、2009 ～ 2011 年に 10a 規模の灰色低地土圃

表 2119-3　収穫時におけるリン酸吸収量及びみかけのリン酸収支（㎏ /10a）
各年

施肥量 わら もみ わら もみ わら もみ わら もみ わら もみ 稲わら もみ② 収支

① （すき込み） （持ち出し） （すき込み） （持ち出し） （すき込み） （持ち出し） （すき込み） （持ち出し） （すき込み） （持ち出し） （すき込み） （持ち出し） ①-②

対照区 6.0 1.8 4.1 1.8 4.0 1.8 4.6 1.3 3.2 1.8 2.3 1.7 3.7 2.3

50%減区 3.0 1.7 4.1 1.9 4.0 1.6 4.8 1.4 3.6 1.8 2.2 1.7 3.7 -0.7

無施用区 0.0 1.6 4.0 1.8 4.2 1.5 4.5 1.3 4.0 1.5 2.2 1.6 3.8 -3.8

対照区 6.0 1.9 4.4 2.2 4.6 1.9 4.9 1.5 3.3 2.2 2.7 1.9 4.0 2.0

50%減区 3.0 1.8 4.4 2.3 3.7 2.0 4.3 1.4 2.7 2.1 2.3 1.9 3.5 -0.5

無施用区 0.0 1.7 3.3 1.8 3.6 2.1 4.7 1.3 2.8 2.0 2.2 1.8 3.3 -3.3

低Ｐ

中Ｐ

項目

試験区名

５年間平均１年目（2009） ２年目（2010） ３年目（2011） ４年目（2012） ５年目（2013）
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場にリン酸無施用区と施用区（8kg- P2O5/10a 基肥
施用）を設け、活着後から中干しまで潅漑水を掛け
流して水稲を栽培する区（掛流区）と潅漑水を掛け
流さない区（滞水区）を設定した。経時的に地温、
土壌中のブレイ 2 液抽出リン酸（湛水ブレイリン
酸）、水稲の生育、収量、養分吸収を調査した。ま
た、ライシメータ（灰色低地土と黒ボク土が充填）
においてもリン酸施用の有無と冷水の掛け流しの有
無を組み合わせた試験区を設定し、同様に調査を
実施した。窒素施肥量は 8kg-N/10a、カリ施肥量は
8kg-K2O/10a とし、基肥として全面全層施用した。
供試品種は「あきたこまち」とした。
　　ｂ　多様な土壌における地温と可給態リン酸の
関係
　全国から 27 土壌を収集し、3 水準の温度条件で
土壌を湛水密栓培養し、ブレイ 2 法により湛水条件
下の可給態リン酸を分析した。
　（イ）　下層土のリン酸供給力が水稲のリン酸吸収
に及ぼす影響の解明
　リン酸含有率が異なる土壌を調製し、1/2000a
ポットに作土／下層土の組合せで LL/ML、L/L、
L/ML、L/M、M/ML、H/ML（ 各 全 リ ン 酸 と し
て LL: 極 低 60mg/100g、L: 低 90mg/100g、ML:
中 低 120mg/100g、M: 中 高 170mg/100g、H: 高
280mg/100g）を充填した。そのポットにおいて、
2010 ～ 2012 年に「あきたこまち」を栽培した。リ
ン酸は無施用とし、窒素とカリは各 1g/pot を作土
に基肥として施用した。

　ウ　研究結果
　（ア）　温度と可給態リン酸の関係
　　ａ　圃場条件での地温と可給態リン酸の関係及
び水稲生育、収量、リン酸吸収
　灌漑水の掛け流しにより地温は低下し、10a 圃場
においては、灌漑水掛け流しにより平均地温で 2 ～
3℃程度の温度勾配を付けることができた（図 212-
1）。ライシメータにおいては、滞水区よりも 4 ～ 5℃
程度低くすることができた。
　湛水ブレイリン酸は、暦日の進行に伴い増加する
傾向が認められた。湛水ブレイリン酸と積算地温と
の関係を見ると、積算地温に対応して増加する傾向
が見られ、積算地温と湛水ブレイリン酸との間に
は、3 年間を通じて有意な関係が認められた。
　水稲の草丈は 6 月下旬まで処理の影響が有意に認
められ、高温の方が長い傾向が認められた（表 212-
1）。稈長についても有意な処理間差が認められ、リ
ン酸無施用条件では低温区が滞水区よりも有意に長
かった。その他の時期については統計的に有意な処
理間差は認められなかったが、高温の方が草丈は長
く、稈長は短い傾向が見られた。しかし、リン酸施
肥の有無による有意な違いは認められなかった。
　茎数、穂数、有効茎歩合については、いずれの時
期でも処理間に統計的有意差は認められなかった

（表 212-1）。しかし、7 月上旬までは低温区で茎数
が少ない傾向が見られ、掛け流し処理の影響が推察
された。しかし、その穂数に対する影響は認められ
ず、有効茎歩合も処理間で明瞭な違いは無かった。
リン酸施肥の影響は、茎数、穂数においても有意に

図 212-1　2011 年の 10a 規模圃場試験の地温の推移
（低温、中温、高温は水口からの距離で設定）
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は認められなかったが、掛け流し期間中にはリン酸
無施用条件で茎数が少ない傾向は見られた。
　収量構成要素に有意な処理間差は認められなかっ
た（表 212-2）。しかし、穂数は高温の方が多い傾
向、総籾数は滞水区で多い傾向、登熟歩合は高温の
方が高い傾向、千粒重は高温の方が小さい傾向が見
られた。しかし、いずれについてもリン酸施肥の影
響は見られなかった。精玄米重については、滞水区
で大きい傾向が見られたが、リン酸施肥の影響は認
められなかった。
　水稲のリン酸含有率については、統計的有意差は
認められなかったが、掛け流し期間中は低温の方が
低い傾向が見られた（表 212-3）。リン酸施肥の影
響も統計的に有意には認められなかったが、初期

（6/8 ～ 11）にはリン酸無施用で低い傾向が見られ
た。リン酸吸収量については、6/22 ～ 24 と 7/8 ～
11 において、低温区と滞水区または低、中、高温

区と滞水区で有意差が認められた。リン酸施肥の影
響は、掛け流し処理期間中にリン酸無施用でリン酸
吸収量が少ない傾向が見られた。
　　ｂ　多様な土壌における地温と可給態リン酸の
関係
　積算温度と可給態リン酸との関係は多様であり、
同様の土壌タイプでもその関係は多様であった。し
かし、多くの土壌で寒冷地での代かき・移植から分
げつ盛期までの約 1 か月間に相当する 650℃程度ま
では積算温度に対して可給態リン酸は直線的に増加
し、有意な相関が認められた。またその直線の回帰
式は、風乾土のブレイ 2 リン酸値とアスコルビン酸
還元ブレイ 2 リン酸値から推定可能と考えられた。
　（イ）　下層土のリン酸供給力が水稲のリン酸吸収
に及ぼす影響の解明
　2010 ～ 2012 年の 3 作合計の水稲のリン酸吸収量
と作土及び下層土のリン酸減少量を比較すると、作

表 212-1　10a 規模圃場試験における水稲の生育調査結果（2009 ～ 2011 年の平均値）

アルファベットの記載がないもの、記載があるもので同じ符号を含むものは 5％水準で有意差なし（Tukey
法による）

表 212-2�　10a 規模圃場試験における水稲の収量調査結果（2009 ～ 2011
年の平均値）

アルファベットの記載がないもの、記載があるもので同じ符号を含むもの
は 5％水準で有意差なし（Tukey 法による）

リン酸
施肥  

穂数 
(本/m2) 

1 穂籾数 
(粒) 

総籾数
(千粒/m2)

登熟歩合
(%) 

千粒重
(g) 

精玄米重
(kg/10a)

無 低温 446 64.5 28.4 88.9 23.0 571ab 
 中温 431 61.5 26.4 90.1 22.9 537b 
 高温 450 64.7 28.4 90.3 22.7 588ab 
 滞水 461 64.6 29.9 91.4 22.9 617a 
有 低温 441 64.8 28.3 89.5 23.1 572ab 
 中温 466 58.8 27.1 90.5 23.0 556ab 
 高温 477 59.0 28.4 90.5 22.9 571ab 
 滞水 459 68.5 31.0 90.0 22.7 632a 
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土が H 及び M では作土のリン酸減少量と水稲のリ
ン酸吸収量がほぼ一致し、下層土のリン酸減少はわ
ずかであった。作土が L では水稲のリン酸吸収量
が低下した。しかし、作土 L であっても下層土が
M であれば、下層土のリン酸減少量は作土に比べ
て大きく、水稲は主にその下層土からリン酸を吸収
している実態が明らかとなった。

　エ　考　察
　（ア）　圃場における掛け流し試験と多様な土壌を
用いての培養試験により、湛水条件での可給態リン
酸の変化が、積算温度に対応していることが明らか
となった。積算温度と湛水条件での可給態リン酸と
の関係は土壌によって異なるばかりでなく、同様の
土壌でも大きく異なる場合があった。しかし、その
関係は寒冷地における移植後約一か月間の積算地温
の範囲であれば、直線で回帰可能であり、その回帰
式は風乾土の分析値により推定できることが明らか
となった。従って、各土壌の風乾土の分析値から得
られる推定式により、各地域における低温年の積算
地温に応じた湛水条件でのブレイ 2 リン酸値を推定
し、リン酸減肥導入の検討ができる。なお、積算温
度を求める場合の基準温度についても検討し、4℃
を基準温度とすれば、有効積算地温と湛水ブレイリ
ン酸との相関が高かったが、精度の大きな改善効果
は認められなかった。
　10a 規模の圃場条件での掛け流し処理の水稲への
影響は、土壌からのリン酸供給力の低下によるもの
ではなく、出穂期の大幅な遅延に見られたように、
主に生育遅延によるものと考えられた。なお、供試
圃場の跡地土壌の可給態リン酸は、トルオーグ法で

14mg-P2O5/100g、ブレイ 2 法で 80mg-P2O5/100g で
あった。この値は、既報において水稲収量に影響が
生じるとされた湛水条件下のブレイ 2 法での値 22
～ 40mg-P2O5/100g1）または 30mg-P2O5/100g2）を大
きく上回っていた（なお、既報とはブレイ 2 法での
固液比が異なるが、著者らが別途固液比を検討した
結果でも確認済）。
　（イ）　リン酸肥沃度の異なる土壌を組合せて充填
したポット試験により、作土のリン酸供給力が低
く、下層土のリン酸供給力が高ければ、水稲は主に
下層土からリン酸を吸収し得ることが明らかとなっ
た。作土の可給態リン酸がトルオーグ法での目標値
10mg-P2O5/100g 程度あれば、下層土に大きく依存
することはなかった。他の課題において、作土の可
給態リン酸が目標値より低くても、水稲の生育や収
量にほとんど影響のない事例が報告されているが、
そこでは水稲が吸収するリン酸を下層土にも依存し
ている可能性が考えられた。
　本試験で示されたように、下層土のリン酸供給力
が高い場合には、作土の可給態リン酸が低下して
も、水稲へはその影響が見えにくい可能性がある。
しかし、下層土の診断や改良は困難なので、作土に
おける診断基準に基づいた施肥を実施するのが基本
と考えられる。

　オ　今後の課題
　黒ボク土の試料数が限られていたので、黒ボク土
の温度と可給態リン酸との関係の精度を高めるため
に、多様な黒ボク土を供試して更に検討することが
望ましい。

表 212-3　10a 規模圃場試験における水稲のリン酸吸収（2009 ～ 2011 年の平均値）

アルファベットの記載がないもの、記載があるもので同じ符号を含むものは 5％水準で有意差なし
（Tukey 法による）

 ）㎡/g（量収吸酸ンリ ）%（率有含酸ンリ 

リン酸
施肥 

 
6/8 
～11 

6/22 
～24 

7/8 
～11 

穂揃
期 

成熟
期 

6/8
～11 

6/22
～24 

7/8 
～11 

穂揃
期 

成熟
期 

無 低温 0.76 0.94 1.01 0.69 0.44 0.07 0.28c 1.66b 6.81 5.76 

 中温 0.92 0.97 0.97 0.68 0.45 0.11 0.43c 2.13ab 6.20 5.31 

 高温 0.97 0.96 0.97 0.68 0.45 0.13 0.52bc 2.40ab 6.69 5.81 

 滞水 1.05 1.09 0.90 0.67 0.45 0.16 1.04a 2.72a 6.24 5.77 

有 低温 0.79 0.90 0.97 0.65 0.39 0.08 0.34c 1.64b 6.39 5.18 

 中温 0.93 0.92 0.93 0.68 0.44 0.13 0.49bc 2.13ab 5.71 5.38 

 高温 0.99 0.96 0.93 0.68 0.47 0.15 0.56bc 2.25ab 6.24 5.98 

 滞水 1.11 1.19 0.93 0.66 0.47 0.16 0.95ab 3.15a 6.18 6.48 
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　カ　要　約
　（ア）　風乾土の分析値と地温を用いて、積算地温
650℃程度（寒冷地で移植から約 1 か月間）までの
湛水条件でのブレイ 2 リン酸値を推定できることを
明らかにし、低温下の圃場条件での可給態リン酸値
の推定に基づく減肥導入の検討を可能にした。
　（イ）　下層土のリン酸肥沃度が水稲生育に影響し
得ることを確認したが、リン酸減肥は作土における
診断基準に従うことを提示した。

　キ　引用文献
 1） 志賀一一・山口紀子 （1976） 寒地稲作における

土壌の燐酸肥沃度及び燐酸施肥の効果に関する研
究 . 北農試報 116 : 139-155.

 2） 古賀野完爾 （1984） 水田土壌とリン酸－供給と
施肥－ . 博友社 . pp. 59-86.

　研究担当者（西田瑞彦＊、吉田光二、土屋一成、
高橋智紀）

３　水田土壌中の可給態リン酸の動態とリン酸
供給能に及ぼす収着母体特性の影響評価
　ア　研究目的
　本研究では、水稲栽培において適切にリン酸減肥
を実施するための基礎的知見として、還元状態の発
達に伴ってリン酸が有効化する水田土壌における可
給態リン酸の適正下限値（リン酸無施肥で初期生育
確保が可能な下限値）とその値を維持するためのリ
ン酸施肥量の算出方法を提案することを目的とし
た。リン酸収着母体（主に、活性 Al と Fe）の組

成は可給態リン酸の動態（異なる測定法による可給
態リン酸値の関係）やリン酸供給能（適正下限値な
ど）に大きく影響すると考えられたので、本研究で
はリン酸収着母体の特徴を考慮した土壌区分の提案
とそれに基づいた適正下限値の推定を行うこととし
た。

　イ　研究方法
　（ア）　水田土壌の可給態リン酸動態に対するリン
酸収着母体の影響解析
　我が国で最も普遍的に使用されている可給態リン
酸測定法であるトルオーグリン酸と、鉄還元に伴う
リン酸有効化過程を反映した方法としてのアスコル
ビン酸還元ブレイ 2（1 : 20）リン酸（南條ら 1））と
の関係から、リン酸収着母体が可給態リン酸の動態
に及ぼす影響を検討した。表 213-1 の土壌にリン酸
を 2 段階で施用し、水稲を作付けせずに野外で湛水
培養（5 月～ 9 月、5 か月間、2 反復）と風乾処理
を 2 回繰り返した（2 年間）土壌の可給態リン酸を
測定した。
　（イ）　多様な水田土壌における可給態リン酸の適
正下限値の推定
　多様な土壌タイプ（沖積土、台地土、黒ボク土）
と土壌タイプをリン酸収着母体（活性 Al、 Fe；酸
性シュウ酸塩可溶 Al、 Fe）組成で区分した水田土
壌を用いて、水稲栽培（ポット試験）を行い、数種
の可給態リン酸値の適正下限値を推定した。
　　ａ　土壌試料：秋田県、山形県、宮城県、新潟
県、栃木県、茨城県、愛知県、岡山県、宮崎県、鹿
児島県の国公立試験研究機関より収集した、低リン
酸土壌（宮城県の非アロフェン質黒ボク土 2 試料以

表 213-1　リン酸収着母体に基づいた土壌グループの特性
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外は作土）を用いて、下記のように 4 段階（一部は
3 段階）にリン酸レベルを調整した土壌（16 種類の
土壌）を用いた。供試土壌の土壌タイプと土壌特性
値を表 213-1 に示した。
　　ｂ　リン酸レベルの異なる土壌の調整：表
213-1 の土壌にリン酸（第一リン酸カルシウム）0
～ 2gP2O5/kg を添加し（土壌のリン酸吸収係数に
応じて最大添加量は異なる）、1/5000a ポットに詰
めて湛水条件、リン酸無施肥（N-P2O5-K2O=0.4-0-
0.4g/pot）で水稲を成熟期まで栽培した後、稲体は
採取・除去した。これを 2 年間（2009、 2010）行い、
土壌リン酸レベルを 3 段階に調整した。最大リン酸
レベルの土壌で水稲へのリン酸供給が十分であるこ
とを確認するために、さらに高いリン酸レベルの土
壌を 2011 年 5 月に追加調整した。
　　ｃ　栽培試験の方法：2011 年と 2012 年にポッ
ト栽培試験の本試験を行った。各土壌の 4 段階のリ
ン酸レベルの土壌を 1/5000a ポット（2011 年は乾
土 1.4kg、2012 年は乾土 1.3kg）に詰めて（3 反復）、
苗 1 株（3 本）を移植し、湛水条件、リン酸無施肥

（N-P2O5-K2O=0.4-0-0.4g/pot）で、水稲を栽培した。
最高分げつ期付近で稲体を採取し、乾物重を測定し
た。
　　ｄ　可給態リン酸の測定：2011 年及び 2012 年
の栽培前に、全てのポットのトルオーグ法、アスコ
ルビン酸還元ブレイ 2 法（1:20）（南條ら 1））を測
定した。さらに、栽培終了時（最高分げつ期）に、
ポット内の湿潤土壌を採取し、すみやかにブレイ
2 リン酸を二つの方法（乾土：抽出液 =1：10、1：
20）で測定した（2011 年は 1：10 の抽出液比での
み測定）。
　　ｅ　可給態リン酸の適正下限値の評価法：以下
の手順で評価した。①土壌間の窒素供給能の違いを
排除するために、上記の c で得た各土壌における各
リン酸レベルの地上部乾物重を、土壌ごとに最大リ
ン酸レベルの地上部乾物重を 1 とした指数（乾物重
指数値）で規準化した。②沖積土（活性 Fe ＜ 1％、
活性 Fe ≧ 1％）、台地土、黒ボク土（非アロフェン
質、アロフェン質）の 5 グループに区分し、各土壌
の乾物重指数値と可給態リン酸値との関係を収量
漸減曲線の式（乾物重指数値＝ Pmax × [1 － a ×
Exp（－ b ×可給態リン酸）]、Pmax、a、b; 定数）
で非線形回帰（JMP9、SAS Institute Inc.）を行っ

た。③最大乾物重指数値（Pmax）の 95％の生育量
を確保できる可給態リン酸をリン酸無施肥で十分な
初期生育を確保できる適正下限値とした。
　（ウ）　可給態リン酸の値を維持するために必要な
リン酸施肥量の推定法
　土壌の可給態リン酸の値は、作物によるリン酸吸
収と土壌による固定によって低下する。適正範囲に
維持するためには、その低下した値を補うことが必
要である。施肥したリン酸は土壌によって吸着・固
定されるために、施肥量＝可給態リン酸の増加量、
とはならない。そこで、本研究では、表 213-1 の土
壌にリン酸を 2 段階で施用し、水稲を作付けせず
に野外で湛水培養（5 月～ 9 月、5 か月間、2 反復）
を行った土壌において、リン酸施肥量（全無機態リ
ン酸の増加量）に対する可給態リン酸（トルオーグ
法、アスコルビン酸ブレイ 2（1 : 20）法）の増加
率を測定した。

　ウ　研究結果
　（ア）　水田土壌の可給態リン酸動態に対するリン
酸収着母体の影響解析
　活性 Al と活性 Fe（酸性シュウ酸塩可溶の Al、 
Fe）は、水田土壌のリン酸収着に強く関与し、リ
ン酸吸収係数と密接な関係を示した（データ省略）。
トルオーグリン酸値と還元に伴うリン酸有効化量
も表わすことができるアスコルビン酸ブレイ 2（1 : 
20）値との関係は、沖積土では活性 Fe 含量の違い
によって異なった。ここでは、便宜的に Feo=1％
を境界値とした。すなわち、活性 Fe 含量が高い沖
積土において、等しいトルオーグリン酸に対してア
スコルビン酸ブレイ 2（1 : 20）は相対的に高い値
を示した。黒ボク土では、活性 Al 含量が相対的に
小さく、活性 Al 中に占める腐植複合体 Al（ピロリ
ン酸 Na 可溶 Al）の割合の高い「非アロフェン質
黒ボク土」において、等しいトルオーグリン酸に対
してアスコルビン酸ブレイ 2（1 : 20）は高い値を
示した（図 213-1）。
　（イ）　多様な水田土壌における可給態リン酸の適
正下限値の推定
　リン酸収着母体に基づいて区分した土壌グループ
において、乾物重指数と可給態リン酸値との関係
は収量漸減曲線（Mitscherlich 式）によって、全て
の可給態リン酸について有意（5％水準以下）に回
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帰された（図 213-2：台地土グループ（2012 年）の
例）。
　水稲の初期生育確保の面からの各可給態リン酸の
適正下限値（リン酸無施肥で、リン酸が十分な場合
の生育量の 95％を確保できる下限値）を土壌グルー
プ別に示した（表 213-2）。
　2011 年と 2012 年の栽培試験から求めた推定値は
比較的よく一致したので、両年の平均値を有効数字
1 桁（一部は 2 桁）で切り上げ、概略値として示し
た。活性 Fe 含量が異なる沖積土においても、活性
Al 組成の異なる黒ボク土においても適正下限値は
異なる値となった。特に、アスコルビン酸ブレイと
湿潤土ブレイ 2 （1 : 20）の値は、土壌グループの中
では非アロフェン質黒ボク土で最も高く、一方、湿
潤土ブレイ 2 リン酸（1 : 10、 1 : 20）の下限値はア
ロフェン質黒ボク土で非常に低い値を示した。

　（ウ）　可給態リン酸の値を維持するために必要な
リン酸施肥量の推定法
　トルオーグリン酸及びアスコルビン酸ブレイ 2（1 
: 20）の値を維持するために必要なリン酸補給量は
土壌のリン酸固定力（リン酸吸収係数）と密接な
負の相関関係を示し（図 213-3）、以下のような有
意な回帰式が得られた。y= － 0.14 × ln（x）+1.1 

（R2=0.81 ＊）；トルオーグリン酸、 y= － 0.0003x+1.1 
（R2=0.74 ＊）；アスコルビン酸ブレイ 2（1 : 20）
　 図 の y の 値（ 増 加 率 ） は、 施 肥 リ ン 酸 量

（mgP2O5/100g = 1m2 の作土重を 100kg とした場合
の kgP2O5/10a に相当）に対する可給態リン酸の増
加量（mgP2O5/100g）の比であり、リン酸を 1kg 施
肥した場合の可給態リン酸の増加値（mgP2O5/100g）
を表わしている。施肥当年度において、トルオーグ
リン酸またはアスコルビン酸ブレイ 2（1 : 20）リ

図 213-1　トルオーグリン酸とアスコルビン酸ブレイ 2（1 : 20）リン酸の関係

図 213-2　可給態リン酸と乾物重指数の関係
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ン酸は、リン酸施肥によって、その 3 ～ 37％また
は 24 ～ 100％が増加した。

　エ　考　察�
　（ア）　水田土壌の可給態リン酸動態に対するリン
酸収着母体の影響解析
　トルオーグリン酸は鉄還元に伴って有効化する

（酸化鉄に収着したリン酸が鉄の還元溶解に伴って
リン酸も溶解するため）リン酸量を表わさないが、
アスコルビン酸ブレイ 2 リン酸はこの機構による有
効態リン酸も含めて評価できる。沖積土において
は、活性 Fe が多い土壌でトルオーグリン酸に対す
るアスコルビン酸ブレイ 2 リン酸が大きな値を示す
のは、このグループでは酸化鉄に収着したリン酸量
が多く、還元有効化リン酸が多いためと考えられ
る。一方、黒ボク土においては、アロフェン質粘土
を主要粘土とするアロフェン質黒ボク土で強酸性の
ブレイ 2 溶液中では抽出過程でのリン酸の固相への
再収着が非常に強く起こる（伊藤ら 2））ために、ア
スコルビン酸ブレイ 2 リン酸が相対的に小さな値を

示すと考えられた。
　（イ）　多様な水田土壌における可給態リン酸の適
正下限値の推定
　公表されている可給態リン酸の改善目標値（mg 
P2O5/100g）は、トルオーグリン酸の 10（地力保全
指針）または 6（岩手県 3））、湿潤土ブレイ 2（1 : 
10）リン酸の 20-40（北海道 4））、4（アロフェン質
黒ボク土、上沢・内田 5））であり、宮城県において
も岩手県と同様な結果 6）が報告されている。これ
らの値はリン酸無施肥栽培を可能にする基準値では
ないが、本研究ではトルオーグリン酸については非
アロフェン質黒ボク土以外で、ほぼ同様な値が得
られ、湿潤土ブレイ 2（1 : 10）リン酸については
沖積土（Feo ≧ 1％）と非アロフェン質黒ボク土以
外でほぼ同等な値が得られた。湿潤土ブレイ 2（1 
: 20）とアスコルビン酸ブレイ 2（1 : 20）について
は、本研究によって初めて基準値が提案され、沖積
土（酸化鉄の多寡で 2 グループ）と黒ボク土（2 グ
ループ）に区分して、基準値の策定を行うことが望
ましいと考えられた。

図 213-3　リン酸吸収係数とリン酸施肥量に対する可給態リン酸の増加率の関係

表 213-2　各土壌グループ別の可給態リン酸の適正下限値

＊ 1：単年度（2012 年）の結果であり、参考値として掲載した。
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　（ウ）　可給態リン酸の値を維持するために必要な
リン酸施肥量の推定法
　本研究によって、水田土壌において施肥されたリ
ン酸量のうち、どの程度が可給態リン酸に反映され
るかが明らかとなり、それがリン酸吸収係数の値に
よって推定可能であることが明らかとなった。

　オ　今後の課題
　（ア）　本研究で推定した可給態リン酸の適正下限
値は、最高分げつ期までの生育を確保する上で有効
な値である。玄米収量を十分確保しうる適正下限値

（土壌診断基準値）については、圃場試験の結果と
あわせて検討する必要がある。　
　（イ）　台地土グループは、3 種の土壌タイプを含
んでおり、その中でのリン酸収着母体特性も変動が
大きいので、今後、それぞれの土壌タイプにおいて
少なくとも複数の土壌を用いて適正下限値を検討す
る必要がある。
　（ウ）　沖積土と黒ボク土においては、表 213-1 の
土壌特性値の範囲内の土壌においては有効であると
考えられる。今後は、さらに土壌特性値が大きく異
なる土壌について適正下限値を検討し、汎用性を拡
張する必要がある。

　カ　要　約
　（ア）　水田土壌の可給態リン酸の動態にリン酸収
着母体（活性 Al、 Fe の量と組成）の違いが大きく
影響するために、可給態リン酸の適正下限値を設定
する上でリン酸収着母体特性によって土壌を区分す
ることが重要であることを明らかにした。
　（イ）　初期生育（最高分げつ期の生育量）を確
保しうる可給態リン酸の適正下限値をリン酸収着
母体を基にした土壌グループごとに収量漸減曲線

（Mitscherlich 式）によって求めることができた。
沖積土においては活性 Fe 含量が異なる土壌間で、
黒ボク土においては活性 Al 組成が異なる土壌間で、
適正下限値は異なることを明らかにした。
　（ウ）　リン酸施肥に伴う可給態リン酸増加率はリ
ン酸吸収係数によって推定できることを明らかにし
た。　

　キ　引用文献
 1） 南條正巳ら （1996） 還元剤を用いる水田土壌

中の可給態リン含量の簡易測定法 . 土肥誌 67 : 
73-77.

 2） 伊藤豊彰ら （2011） 黒ボク土におけるリン酸収
着と土壌リン酸の可給性 . ペドロジスト 55: 84-88.

 3） 岩手県農業研究センター （2000） 土壌蓄積リン
酸を活用した水稲のリン酸リン酸施肥基準 . 平成
11 年度試験研究成果普及 18-1 ～ 2.

 4） 北海道農政部 （2010） 北海道施肥ガイド 2010.
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おける燐酸肥沃度と水稲の生育反応並びに寒冷地
水田土壌の燐酸肥沃度水準について . 東北農試研
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 6） 阿部倫則・小野寺博稔 （2012） 水稲単作における
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　研究担当者（伊藤豊彰＊）

４　水田土壌における窒素・リン酸・カリウム
肥沃度の簡易診断法の開発
　ア　研究目的
　水田における施肥削減を検討するには、それぞれ
の水田の土壌を分析し、肥料に関係する窒素・リ
ン・カリウムの肥沃度を把握する必要がある。しか
し、水田において土壌分析が実施されている割合は
低い。この原因として、土壌分析には手間がかか
り、それに伴って分析費用がかかることが挙げられ
る。したがって、土壌分析の手間を軽減することが
減肥技術に必要である。現在、窒素・リン・カリウ
ムの肥沃度の分析は、成分毎に異なる溶液を用いて
別々に可給態画分を抽出しており、多くの労力を要
している。そこで、窒素・リン・カリウムの可給態
画分を同じ溶液を用いて統一的に抽出する方法を開
発する。

　イ　研究方法
　（ア）　塩酸抽出条件の検討
　土壌に含まれる肥料成分に対する塩酸のみを用い
た統一抽出法を構築するために、36 点の土壌を用
いて、下記のように異なる条件で抽出されるリン・
カリウム・アンモニウム態窒素の量を調べて、従来
法と相関が良くなる抽出条件を調べた。
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　　ａ　濃度が異なる希塩酸を用いて、土壌：抽
出用液＝ 1g：10mL の比で、振盪 1 時間で抽出し、
抽出された各成分量について従来法と比較し、適し
た塩酸濃度を調べた。
　　ｂ　0.2M 塩酸を用いて、土壌：抽出用液＝
1g：10mL の比で、振盪時間を変えて抽出し、抽出
された各成分量について従来法と比較し、適した振
盪時間を調べた。
　　ｃ　0.2M 塩酸を用いて、土壌：抽出用液＝
1g：10mL の比で、振盪 1 時間で抽出し、濾過の影
響や上澄み液を得るまでの時間の影響を各成分量に
ついて調べた。
　（イ）　塩酸抽出液の各成分と従来指標の関係
　上記の検討で適すると考えられた条件で、85 点
の水田土壌を抽出し、関連する従来法の値との相関
及び換算式を調べた。
　　ａ　塩酸で抽出されたリン量と従来法（トル
オーグ法、ブレイ 2 法）で抽出された有効態リンの
量の関係を調べた。
　　ｂ　塩酸で抽出されたカリウム・マグネシウ
ム・カルシウムの量と従来法で抽出されたそれぞれ
の交換性の量との関係を調べた。
　　ｃ　塩酸で抽出された硝酸態窒素・アンモニウ
ム態窒素の量と従来法で抽出されたそれぞれの交換
性の量との関係を調べた。
　　ｄ　塩酸で抽出された炭素量と土壌の窒素量又
は可給態窒素量との関係を調べた。

　ウ　研究結果
　（ア）　塩酸抽出条件の検討

　　ａ　塩酸で抽出されたリン量（塩酸抽出 P）
は、塩酸濃度が高いほど、多い傾向が得られた（図
214-1 左）。塩酸濃度が 0.2 mol L－1 のとき、塩酸抽
出 P はブレイ 2 法によるリン量（Bray-P）とほぼ
等量となる関係が得られ、他の濃度に比べて相関も
高かった（y = 0.945x、 r2 = 0.95）。一方、塩酸で抽
出されたカリウム量（塩酸抽出 K）もアンモニウム
態窒素量（塩酸抽出 NH4

+-N）も、塩酸濃度が高い
ほど多い傾向があったが、その変異の程度は塩酸抽
出 P より小さく、それぞれ、交換性カリウム量（交
換性 K）と交換性アンモニウム態窒素量（交換性
NH4

+-N）に近い値となった（図 214-1 中、右）。
　　ｂ　塩酸抽出 P は、振盪時間が 60 分のときは、
Bray-P に近い値となる関係が得られたが、振盪時
間が短くなるにしたがって、塩酸抽出 P が低下し、
特に振盪時間が 10 分以下では顕著に減少した（図
214-2 左）。一方、塩酸抽出 K も塩酸抽出 NH4

+-N
も、振盪時間が短いほど少ない傾向があったが、そ
の程度は塩酸抽出 P より小さく、それぞれ、交換
性 K と交換性 NH4

+-N に近い値となった（図 214-2
中、右）。
　　 ｃ　 塩 酸 抽 出 P、 塩 酸 抽 出 K、 塩 酸 抽 出
NH4

+-N のいずれにおいても、濾過（静置日数 0 日）
や上澄み液採取までの静置日数による影響は小さ
かった（図 214-3）。
　以上の結果から、抽出用液の塩酸濃度は 0.2 mol 
L－1 とし、1 時間振盪して、濾液か上澄み液を得る
方法が良いと考えられた（図 214-4）。
　（イ）　塩酸抽出液の各成分と従来指標の関係
　　ａ　塩酸で抽出されたリン量は、有効態リン量

図 214-1　抽出用溶液の塩酸濃度が P、K、NH4
+-N の抽出量に及ぼす影響
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とされるトルオーグ法によるリン量ともブレイ 2 法
によるリン量とも大まかな比例関係が得られた（図
214-5）。したがって、塩酸で抽出されたリン量から
有効態リン量を、大まかに推定できると考えられ
た。
　　ｂ　塩酸で抽出されたカリウム量は交換性カリ
ウム量とほぼ同じ値となった。また、塩酸で抽出さ
れたマグネシウムやカルシウムはそれぞれの交換性
量とに比例関係がみられた（図 214-6）。その結果、
交換性のカリウムやマグネシウムやカルシウムの量

は、塩酸で抽出されたカリウムやマグネシウムやカ
ルシウムの量から推定できると考えられた。
 　　ｃ　塩酸で抽出された硝酸態窒素とアンモニ
ウム態窒素の量はそれぞれの交換性量とほぼ同じ値
となった（図 214-7）。その結果、交換性の硝酸態窒
素とアンモニウム態窒素の量は、塩酸で抽出された
硝酸態窒素とアンモニウム態窒素の量から推定でき
ると考えられた。
　　ｄ　塩酸で抽出された炭素量は、土壌の窒素量
に対して大まかな相関が得られた（図 214-8）。そ
の結果、土壌に含まれる窒素量は、塩酸で抽出され
た炭素量から大まかに推定できると考えられた。一
方、湛水培養で調べた可給態窒素量に対する塩酸で
抽出された炭素量の関係は、黒ボク土壌とそれ以外
の土壌で異なり、相関が低くなった。

　エ　考　察
　（ア）　リンの抽出量は塩酸の濃度に強く影響を受
けた。塩酸の濃度を 0.2 mol L－1 とすると、リンの

図 214-2　塩酸抽出の振盪時間が P、K、NH4
+-N の抽出量に及ぼす影響

図 214-3　振盪後の静置日数が P、K、NH4
+-N の抽出量に及ぼす影響

図 214-4　提案する抽出法
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図 214-5　塩酸抽出リンと有効態リンの関係

図 214-6　カリウムとマグネシウムとカルシウムにおける塩酸抽出量と交換性量の関係

図 214-7　塩酸抽出無機態窒素と交換性無機態窒素の関係

図 214-8　塩酸抽出炭素と土壌窒素の関係
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抽出量はブレイ 2 法と同程度となった。ブレイ 2 法
で用いる抽出用液の塩酸濃度は 0.1 mol L－1 で、土
壌：抽出用液＝ 1g：20mL の比である。一方、提
案法で用いる抽出用液の塩酸濃度は 0.2 mol L－1 で、
土壌：抽出用液＝ 1g：10mL の比である。両者は
土壌当たりの塩酸量が同じであるため、リンの抽出
量が同程度になると考えられた。リンの抽出量は振
盪時間にも影響を受け、60 分以上の振盪が必要で
あると考えられた。一方、カリウムなど他の成分
は、塩酸濃度や振盪時間にあまり影響されなかっ
た。濾液や上澄み液でも抽出量はあまり変わらな
かったため、濾過を省略して上澄み液を利用するこ
ともできると考えられた。
　（イ）　カリウム・硝酸態窒素・アンモニウム態窒
素の塩酸抽出量は、それぞれの交換性の量とほぼ一
致したので、従来法の値と同様に利用できると考え
られた。マグネシウムとカルシウムの塩酸抽出量
は、換算すれば従来法の値として利用できると考え
られた。これらに比べると、リンは塩酸抽出量と従
来法での値に比例関係がみられるものの、ばらつき
がやや大きいことから、塩酸抽出によるリンの評価
は、従来法に換算した値が著しく過剰となる土壌を
みつける手段として利用することが望ましいと考え
られた。

　オ　今後の課題
　（ア）　簡易な土壌分析の構築には、抽出法の簡易
化に合わせて、抽出した溶液に含まれる各成分の定
量法を簡易化することも重要である。このため、今
後の検討が望まれる。
　（イ）　今回の抽出法では、土壌からの翌作の窒素
供給量を反映するとされる可給態窒素量に対して、
黒ボク土壌とそれ以外の土壌で傾向が異なり、統一
的に良い関係性が得られる成分が得られなかった。
このため、可給態窒素量を推定できる抽出法の開発
が望まれる。

　カ　要　約
　（ア）　窒素・リン酸・カリウムなどの肥沃度を評
価するための統一抽出法として、土壌を 10 倍量の
0.2 mol L-1 塩酸で抽出し、1 時間振盪して、濾液か
上澄み液を得る方法が適する。
　（イ）　提案する抽出法によって、有効態リンや交

換性カリウムの値を推定でき、リンやカリウムの肥
沃度を把握できる。硝酸態窒素やアンモニウム態窒
素や土壌窒素量も推定でき、窒素の肥沃度を把握で
きる。また、マグネシウムやカルシウムの肥沃度も
把握できる。

　研究担当者（原　嘉隆＊）

５　畑における可給態リン酸の土壌診断法の改
良とそれに基づく減肥の検証

（１）　畑土壌中可給態リン酸の現場型評価手法
の開発
　ア　研究目的
　現在汎用されている土壌中の可給態リン酸定量法
には生産現場での適用には問題があるため、有機酸
や水等による抽出法を薄層土壌試料へ適用し、土壌
との接触を中心とする作物によるリン酸吸収を模し
た可給態リン酸の定量法を確立する。また、リン酸
肥沃度水準の異なる土壌におけるリン酸用量試験等
に基づき、新規診断法に応じた減肥指標を策定す
る。

　イ　研究方法
　（ア）　現場型評価手法の開発
　和歌山県農試で非火山性土の施設栽培圃場用に
開発された水抽出法 1）（水土比 2.5、室温 20 ± 2℃、
振とう時間 3 時間）を参考に、リン酸の蓄積した土
壌の風乾細土を用い、振とうを行わない水抽出法

（以下 NSWE 法）について、極度に可給態リン酸の
蓄積した灰色低地土（トルオーグリン酸で 625mg 
P2O5/100g 乾土、施設キュウリ栽培の現地圃場よ
り採取）及び淡色黒ボク土（トルオーグリン酸で
96mg P2O5/100g 乾土、トウモロコシ等の露地栽培
試験圃場より採取）を中心とする土壌試料を用い、
土壌と水の混合比率等の各種条件を検討した。抽出
は 2 ～ 3 連で行い、抽出されたリン酸の分析はモリ
ブデン青法で行った。また、毒劇物を含まない試薬
を用いたリン酸分析法（以下酵素法）や低廉な簡易
吸光度計の利用法について、モリブデン青法を用い
分光光度計により測定した場合と比較検討した。
　（イ）　リン酸肥沃度水準の異なる土壌におけるリ
ン酸用量試験等からの減肥指標の策定
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　リン酸肥沃度 4 水準（トルオーグリン酸 1 ～
100mg P2O5/100g ds）×施肥リン酸 4 又は 3（施肥
リン 0 ～ 16kg P2O5/10a）水準でエダマメ（夏作）
及びコムギ（冬作）のリン酸用量試験を実施し、新
規抽出法による測定値との対比を行った。
　また、群馬・神奈川・高知の各農業技術センター
において実施された施設キュウリの所内リン酸用量
試験、並びに現地実証試験の土壌分析値等から新規
抽出法における施設キュウリの減肥指標を検討した

（5（2）～（4）参照）。所内リン酸用量試験におけ
るリン酸施肥量は 10 ～ 80kg P2O5/10a、減肥処理
の中心は基肥リン酸無施肥であり、そのリン酸減肥
率は概ね 5 ～ 9 割であった。

　ウ　研究結果
　（ア）　現場型評価手法の開発
　　ａ　不振とう水抽出法の開発
　　（ａ）　不振とう水抽出法における土層厚・水層
厚の検討
　ビーカーや試験管等、底面積の異なる容器中で風
乾細土 2g に脱イオン水 5mL を添加し 25℃で静置

（ただし、抽出開始時及び終了時のみ緩やかに混合）
し、土層厚及び水層厚の異なる条件でのリン酸抽出
量の経時変化を調べ、同じ水土比における連続振と
うの場合のそれと比較した結果、試験管内での抽出
ではリン酸抽出量は少ないまま推移した一方、ビー
カー等では 6 時間程度で連続振とう抽出とほぼ同等
量のリン酸が抽出された（図 2151-1）。
　　（ｂ）　不振とう水抽出法における水土比の検討
　連続振とうによる水抽出の場合、水土比が大き
いと抽出量の経時変化が大きくなること 1, 2）、また、
抽出温度の影響も大きくなる 2）ことが指摘されて
おり、水土比が小さい方がより短時間で一定値に到
達し、また、抽出温度の影響が少ない傾向にある。
これらは現場利用にあたり重要な点であり、不振と
う水抽出法においてもこれらの水土比の影響が認め
られるのかどうか調べた。土壌試料の量と抽出容器
を固定し（土層厚は一定）、添加水量を変えること
により水土比の異なる処理区を設けたところ（水層
厚が処理区によって異なる）、NSWE 法においても
抽出水量を少なくするにつれ、より短時間で抽出
量が安定し（図 2151-2）、抽出温度の影響が少なく
なった（図 2151-3）。また、水土比を大きくするに

つれ、対応する水土比における連続振とう法よりも
抽出量が低下する傾向があった（図 2151-4）。なお、
この検討過程では、水土比が大きい場合には、抽出
量が一定値に到達しなかった（図 2151-2）ため、抽
出量の経時変化を 1 次反応型モデルにより予測可能
であることを明らかにしたうえで（データ省略）、
これによって予測した平衡時抽出量をもって水土比
の影響を評価した。
　　（ｃ）　不振とう水抽出法とトルオーグ法のリン
酸抽出量の関係
　以上の結果は、現場での利用を考慮すれば水土比
は小さい方が有利であることを示すが、水が少なす
ぎれば抽出液の回収は困難となる。そこで、不振と
う水抽出法における水土比は 2.5 とすることとし、
多様な畑土壌を用いて測定を行った結果、トルオー
グ法と同様に施設を含めた畑土壌の広範なリン蓄積
度を反映することを確認した（図 2151-5）。
　　ｂ　酵素法試薬及び簡易吸光度計を用いた水抽
出リン酸の分析法の開発
　　（ａ）　酵素法試薬を用いた水抽出リン酸の分析
法
　抽出液中のリン酸の定量において常用されるモリ
ブデン青法では劇物を用い、農業現場における利用
には不適である。このため、農業現場で安全に実施
できる方法として、毒劇物を含まない市販の酵素法
試薬キットを用いた分析法で代用することを検討し
た。本反応は 3 段階の酵素反応によって構成されて
おり、検液中のリン酸の濃度に応じて紫の色素（吸
収極大波長は 540nm）を生成する。市販キットは、
1 回分づつ個別包装された固体混合試薬であり、こ
れを 1.5mL 程度の検液に溶解して 5 分間反応させ、
色見本を用いて目視判定するか、または、別売の簡
易吸光度計を用いて数値把握することとなってい
る。このキットは主に水質の簡易検査用であり、土
壌肥料分野への応用例は未だ少なく、土壌抽出液中
の様々な物質による反応阻害も懸念された。そこ
で、不振とう法によって様々な土壌から抽出した抽
出液を用いて検討し、モリブデン青法とほぼ同じ結
果が得られることを確認した（図 2151-6）。
　　（ｂ）　酵素法試薬を用いた水抽出リン酸の分析
における簡易吸光度計の利用
　酵素法試薬キットの取扱説明では 5 分となってい
る反応時間を 30 分以上へ延長すると、2ppm 強程
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図 2151-1　抽出量の経時変化 図 2151-2　抽出の経時変化への水土比の影響

図 2151-3　水土比が異なる抽出への抽出温度の影響 図 2151-4　水土比の抽出量への影響

図 2151-5　トルオーグ法と NSWE 法の比較 図 2151-6　モリブデン青法と酵素法の比較
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度までとされている酵素法の定量範囲は大幅に拡大
する（図 2151-7）が、キットに付属する色見本や別
売の簡易吸光度計はこうした高濃度領域をカバーし
ていない。
　一方、簡易吸光度計については、近年低廉な機種
が別に市販されており、これを用いることにより装
置導入コストの低減が見込まれたが、その機種にお
ける検液の必要量は 10mL と、試薬キットの標準的
な検液量 1.5mL よりも相当多い。
　これらの問題の解決策を検討し、酵素法の本来
の液量 1.5mL で 30 分反応させた後、水を加えて
10mL まで希釈しても正しく測定できる（図 2151-
8）こと、また、反応開始後 5 分の段階で 0.5mL の

検液を追加しても、反応時間を 30 分以上確保すれ
ば正しく測定できること等を明らかにし、抽出液中
リン酸濃度が予見できない場合であっても定量範囲
の逸脱を回避しうる分析手順を作成し、抽出から定
量に到る評価法を確立した（図 2151-9）。
　（イ）　リン酸肥沃度水準の異なる土壌におけるリ
ン酸用量試験等からの減肥指標の策定
　エダマメ（夏作）及びコムギ（冬作）のリン酸用
量試験において施用したリン酸に対して施肥反応を
示した処理区群は無肥料栽培を継続してきた箇所の
みであり、トルオーグリン酸では 10mg P2O5/100g
程度、NSWE 法による水溶性リン酸では 0.03mg 
P2O5/100g 程度以上ではリン酸施肥反応は認められ

図 2151-7　酵素法の測定範囲 図 2151-8　酵素反応終了後の希釈の影響

図 2151-9　現場型簡易測定法の概要
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なかった。
　群馬・神奈川・高知の各農業技術センターにおい
て実施された施設キュウリの所内リン酸用量試験並
びに現地実証試験における標準施肥区の収穫量に対
するリン酸減肥処理区の収穫量の比（収量指数）は
0.87 ～ 1.23 とばらついたが（図 2151-10）、減肥に
よる減収は認められなかった。しかし、これらの収
量指数のデータを NSWE 法による水溶性リン酸の
水準によってグループ化すると、1.00mg P2O5/100g
風乾細土を下回る場合、収量指数が 1 未満となる例
がやや多かった（図 2151-11）こと、これ以上の値
の土壌での栽培試験では基肥無リン酸栽培が可能で
あったことから、これを基肥リン酸省略の可否の判
定指標とした。

　エ　考　察
　NSWE 法の利点として、現場で利用できない振
とう機が不要となることに加え、一旦土壌から抽出
されたリン酸の再吸着を回避できる可能性も期待さ
れた。土層及び水層の双方を薄く保ち、十分に接触
させた場合の NSWE 法と連続振とう水抽出法にお
けるリン酸の抽出経過をみると、本研究ではいず
れも明瞭な再吸着は観測されず、NSWE 法の方が
最終的な抽出量が多いといった事象は観測されな
かったことから、抽出時のリン酸の挙動には大差は
なく、NSWE 法では既往の連続振とう水抽出法に

よって抽出されるリン酸画分に相当するものを振と
うすることなく抽出できると評価するのが妥当であ
ろう。そして、抽出温度の影響が水土比によって異
なるといった、連続振とう水抽出で得られてきた既
往の知見が NSWE 法についてもあてはまることが
確認され、現場での利用に適した条件が見いだされ
た。
　黒ボク土はリン酸の吸着力等が他の土壌と際立っ
て相違しており、現在汎用されているトルオーグ法
による畑土壌の可給態リン酸については、黒ボク土
と非黒ボク土で異なる土壌改良目標値が設定される
ことが多い。今回中心的に検討を行ってきた群馬・
神奈川・高知の各県の施設キュウリ栽培における主
要な土壌は、灰色低地土（3 県）及び黒ボク土（神
奈川県）であるため、抽出条件等の検討並びに施設
キュウリの所内用量試験等において、非黒ボク土で
ある灰色低地土と黒ボク土の双方について検討を
行った。今回設定したリン酸減肥指標は NSWE 法
で 1.00mg P2O5/100g 風乾細土であるが、これを下
回る水準での試験は黒ボク土では実施されていな
い。このため、黒ボク土の場合にこれよりもさらに
低い水準で基肥リン酸を省略できる可能性は排除さ
れない一方、減肥可能水準がこれよりも高いことは
想定されない。これは、黒ボク土はリン酸の吸着力
が強く、非黒ボク土よりも NSWE 法によるリン酸
抽出量は概して少ない傾向にあり、今回提示した指

図 2151-10�　施設キュウリのリン酸用量試験等におけ
る収量指数の分布 図 2151-11　NSWE 階層別の収量指数 1 未満の割合
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標値を超える黒ボク土圃場では、非黒ボク土の場合
よりも高度のリン酸蓄積があるとみなせるためであ
る。
　全国平均値（2013 年 12 月調べ）でみた場合、施
設キュウリの施肥基準 34.7kg P2O5/10a のうち、減
肥指標に基づき削減できる可能性のある基肥は
31.1kg と約 9 割を占めており、面積あたりの施肥
コストでは 1.6 万円程度 / 10a（約３割）が削減可
能と試算された。

　オ　今後の課題
　施設キュウリにおける減肥マニュアル、他成分を
含む簡易分析法マニュアルの配布等を通じ、現場型
簡易評価法に基づくリン酸減肥の普及を図る。

　カ　要　約
　（ア）　現場型評価手法の開発
　土壌試料を薄層にすることにより、振とうを行わ
なくても畑土壌中の水溶性リン酸を抽出することが
できる。その抽出液は、リン酸簡易測定キット並び
に簡易吸光度計を用いて、一定の精度を保ちつつ、
安全、簡便、低コストに分析できる。
　（イ）　リン酸肥沃度水準の異なる土壌におけるリ
ン酸用量試験等
　不振とう水抽出法によって土壌から 1.00mg 
P2O5/100g 風乾細土を超える水溶性リン酸が抽出さ
れる施設キュウリ栽培圃場においては、基肥無リン
酸栽培が可能である。

　キ　引用文献
 1） 平田滋ら （1995） 施設土壌のための水溶性リン

酸測定法 . 和歌山県農試研報 . 15 : 41-45.
 2） 松本泰彦ら （1984） 土壌中の可給態及び水溶

性リン酸の測定条件 . 群馬農業研究 A 総合 . 1 : 
35-40.

　研究担当者（金澤健二＊、駒田充生、高橋　茂、
加藤直人）

（２）　灰色低地土における施設キュウリ栽培（促
成＋抑制２期作栽培）のリン酸減肥基準の策定
　ア　研究目的
　肥料原料の国際的な高騰等により、群馬県の施設
キュウリ栽培においても、施用されるリン酸の減肥
及び蓄積リン酸の有効利用が課題となっている。そ
こで、県内の施設キュウリ栽培圃場の現地実態調査
を実施すると共に、施設キュウリ栽培（促成、抑制
2 期作）におけるリン酸施肥量を減じた用量試験を
行い、キュウリの収量・品質への影響及び土壌中の
可給態リン酸含量の変化などを明らかにし、減肥量
の決定方法を検討して、施設キュウリ栽培における
減肥基準を策定する。また、中央農業総合研究セン
ターが開発した土壌中の可給態リン酸を評価する新
規手法について、県内の施設キュウリ栽培における
適用性を評価する。

　イ　研究方法
　（ア）　群馬県内の施設キュウリ栽培圃場の現地実
態調査
調査場所：  東部地域（館林市及び板倉町）の施設栽

培キュウリ農家 19 戸
　　　　　 中部地域（前橋市及び伊勢崎市）の施設

栽培キュウリ農家 25 戸
調査時期：  東部地域　2009 年度 7 月　抑制栽培前

（促成栽培後）
　　　　　 中部地域　2010 年度 7 月　抑制栽培前

（促成栽培後）
調査項目：土壌中の可給態リン酸含量等
　（イ）　用量試験
試験場所： 群馬県農業技術センター 東部地域研究

センター内　硬質フィルムハウス
作型：抑制　 8 月～ 11 月

促成　12 月～ 6 月
試験区の設定：表 2152-1 のとおり。

各試験区とも基肥の窒素・カリ、追
肥の窒素・リン酸・カリは慣行通り
施用した。

調査項目： キュウリの収量・品質、作付け前後の土
壌中の可給態リン酸含量等

試験規模： 1 区当たりの面積 27m2（4.5m × 6m）、
2 反復、中央部の 8 株を収量調査

栽植密度： 150 cm × 45 cm（10a 当たり 1481 株）
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供試品種： 促成作型：穂木：ハイグリーン 21
台木：ゆうゆう一輝（黒）

抑制作型：穂木：恵みの風
台木：ゆうゆう一輝（黒）

　ウ　研究結果
　（ア）　現地実態調査
　現地実態調査全地点において、土壌の可給態リン
酸含量（トルオーグ法）は 100mg P2O5/100g 乾土
以上であった（図 2152-1）。
　（イ）　用量試験
　用量試験の実施期間中（促成 4 作＋抑制 4 作、計
8 作）に、各試験区のキュウリの収量・品質に差
は認められなかった（図 2152-2、図 2152-3）。トル
オーグ法による土壌中の可給態リン酸含量は、基肥
リン酸無施肥区において減少したが、慣行施肥区で
は差が認められなかった（図 2152-4）。一方、不振
とう水抽出法による土壌中の可給態リン酸含量は、
慣行施肥区において増加した（図 2152-5）。

　エ　考　察
　現地実態調査について、東部、中部という本県
の主要なキュウリ産地の全調査地点において土壌
の可給態リン酸含量（トルオーグ法）は 100mg 
P2O5/100g 乾土以上であった。このことから、本県
のキュウリ産地全体でも同様の傾向にあると推察さ
れた。
　用量試験について、試験実施期間中に各試験区の
キュウリの収量・品質に差が認められなかった。こ
のことから、土壌の可給態リン酸含量（トルオーグ

法）が 100 mg/100g 乾土以上あれば、4 年間（促
成 4 作＋抑制 4 作、計 8 作）は基肥リン酸無施用で
栽培可能であると考えられた。
　用量試験における土壌の可給態リン酸含量の推移
について、トルオーグ法で測定した場合と不振とう
水抽出法で測定した場合を比較すると、慣行施肥区
において、トルオーグ法による土壌中の可給態リン
酸含量は変化が認められなかったのに対し、不振と
う水抽出法による可給態リン酸含量は増加傾向がみ
られた。このことから、不振とう水抽出法を用いる
ことによって、トルオーグ法では検出できないリン
酸の蓄積程度の違いを検出できる可能性が示唆され
た。

　オ　今後の課題
　現地実態調査及び用量試験の成果に関する県内向
けの技術資料を作成し、県内の灰色低地土における
施設キュウリ栽培のリン酸減肥基準の普及を図る。
　また、JA 等の関係機関と連携することにより、
不振とう水抽出法の普及を図る。

　カ　要　約
　（ア）　施設キュウリ栽培におけるリン酸施肥量を
減じた用量試験（促成 4 作＋抑制 4 作、計 8 作）を
実施することにより、土壌中の可給態リン酸含量

（トルオーグ法）が 100mg P2O5/100g 乾土以上あれ
ば、4 年間（促成 4 作＋抑制 4 作、計 8 作）はキュ
ウリの収量・品質に影響することなく基肥リン酸無
施用で栽培可能であり、現地実態調査の結果と合わ
せると、県内の施設キュウリ栽培圃場においても減

表 2152-1　試験区の設定

注）水田土壌混和の時期は、2009 年抑制栽培試験開始前に実施
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肥が可能であることが示唆された。
　（イ）　トルオーグ法に加え、不振とう水抽出法を
併用することにより可給態リン酸の蓄積状況をより
詳細に把握することが可能であることが示唆され
た。

　研究担当者（小柴　守、鵜生川雅己、高坂真一
郎、川田宏史＊、染矢和子）

（３）　黒ボク土と沖積土における施設キュウリ
栽培のリン酸減肥基準の策定
　ア　研究目的
　土壌診断結果において土壌診断基準値を上回る農
家が多数見られる神奈川県の施設キュウリ栽培にお
けるリン酸減肥基準を策定するため、現地土壌の実
態を把握するとともに、黒ボク土及び沖積土におけ
る半促成 ･ 抑制栽培について、所内及び現地農家圃
場において減肥試験を実施する。また、リン酸を有

図 2152-1�　県内東部・中部地域の施設栽培キュウリ圃場における
可給態リン酸含量（トルオーグ法）の分布

図 2152-2　キュウリ子実総収量 図 2152-3　キュウリ子実 A 品収量

図 2152-4�　作土の可給態リン酸含量（トルオーグ法）
の推移

図 2152-5�　作土の可給態リン酸含量（不振とう水抽
出法）の推移
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効に活用する栽培体系の構築に向け、キュウリの肥
料吸収特性の品種間差異を把握する。さらに、中央
農研で実施する可給態リン酸を評価する新方法の神
奈川県での適応性を評価する。

　イ　研究方法
　（ア）　ドレインベットによるリン酸減肥試験

（2010 ～ 2012 年）
 ・供試土壌：淡色黒ボク土及び灰色低地土、ベッ
ト面積：2.3m2（0.85m × 2.8m） 、栽植密度 : 6 本 /
ベット。
 ・試験区：高リン酸区（目標リン酸 300mg/100g）
に基肥無リン酸区、追肥無リン酸区、リン酸無施用
区を設定。対照区として目標リン酸 100mg/100g を
設定。
 ・施肥：基肥は、半促成作 N : P2O5 : K2O=13 : 13 : 
11 kg/10a、 抑制作 N : P2O5 : K2O=8 : 8 : 8 kg/10a
を 尿 素、 重 焼 り ん、 硫 加 で 施 用。 追 肥 は 液 肥

（N10％，P2O54％，K2O8％）又は尿素と硫加を同
等濃度に水に溶かしたものを施用。リン酸減肥率：
基肥無リン酸区で 71％、追肥無リン酸区で 29％、
リン酸無施用区で 100％。
 ・栽培期間：2010 年～ 2012 年（収穫期は半促成作
3 ～ 6 月、抑制作 9 ～ 11 月）。
　（イ）　現地圃場におけるリン酸減肥試験（2012
～ 2013 年）
 ・試験場所：淡色黒ボク土圃場及び灰色低地土圃場

（平塚市内現地農家圃場）
 ・試験区：農家慣行区及び減肥区　　　
 ・収量調査方法：切跡調査による
　（ウ）キュウリの肥料吸収特性の品種間差異の検
討（2009 ～ 2013 年）
 ・キュウリ及び台木カボチャの各々の生育初期の吸
肥特性を把握後、特徴のある台木及び穂木の組合せ
で、コンテナ（540 × 445 × 325mm、58.6L）で収
穫期まで吸肥特性を検討。

　ウ　研究結果
　（ア）　ドレインベットによるリン酸減肥試験

（2010 ～ 2012 年）
　ドレインベット試験における土壌中のトルオー
グリン酸含量は、対照区で 200mg/100g 土壌（不
振とう水抽出リン酸 2 mg/100g 土壌）、高リン酸区

で 500 ～ 550 mg/100g 土壌（3 ～ 4 mg/100g 土壌）
と、想定より高い値で推移した。このとき、いずれ
の土壌でもリン酸減肥をした区と対照区とで収量に
大きな差はなく、リン酸減肥が可能であることが示
唆された（図 2153-1）。 
　（イ）　現地圃場におけるリン酸減肥試験（2012
～ 2013 年）
　リン酸減肥の現地実証圃のトルオーグリン酸含有
量の平均は、淡色黒ボク土圃場で 588 mg/100g 土
壌、灰色低地土圃場で 649 mg/100g 土壌で、リン
酸を減肥しても試験区間のリン酸含量の差は明確と
ならなかった。黒ボク土圃場では牛ふん堆肥の施用
が欠かせなかったため、配合肥料の減肥によるリン
酸減肥となり、リン酸減肥率は 15％程度にとどまっ
た。一方、灰色低地土圃場では、豚ぷん堆肥及び鶏
ふん堆肥の施用を中止したため、リン酸減肥率は
95％程度と高かった。いずれの圃場も慣行区とリン
酸減肥区で明確な収量差は認められず、リン酸減肥
が可能であることが示唆された（図 2153-2）。
　（ウ）　キュウリの肥料吸収特性の品種間差異の検
討（2009 ～ 2013 年）　
　キュウリの肥料吸収特性の品種間差異を検討した
ところ、半促成と抑制作では台木が同じでもリン酸
施用濃度と収量の関係に異なる傾向が見られた。収
穫期間の長さの違いなどが影響している可能性があ
る。半促成作では、初期の収穫量に台木による差が
見られるが、収穫後半では穂木の品種に対して、リ
ン酸施用濃度の影響が大きくなった。一方、抑制作
では収穫初期は半促成作と同様の傾向であったが、
収穫後半は品種間で差が認められなくなった（図
2153-3）。

　エ　考　察
　（ア）　神奈川県の施設キュウリ栽培（黒ボク土及
び沖積土における半促成 ･ 抑制栽培）において、土
壌中のトルオーグリン酸含量が 500 mg/100g 土壌
以上蓄積しているような場合、リン酸無施用でも
キュウリ収量には影響はない。また、新たに提案さ
れた不振とう水抽出リン酸含量は、土壌中のトル
オーグリン酸含量の 1％程度の数値で、従来の水抽
出分析法よりろ過が容易であることから、現場での
利用が可能と考えられる。
　（イ）　キュウリのリン酸吸収特性の品種間差異を

─ 102 ─



検討したところ、初期の収穫量に台木カボチャによ
る差が見られ、収穫期間の長い半促成作では、収穫
後半に穂木の品種で影響が大きくなった。このこと
から、台木カボチャ及び栽培期間の長い作型での
キュウリについては、品種間差を考慮する必要があ
ると考えられる。

　オ　今後の課題
　（ア）　本成果は、土壌中のトルオーグリン酸含量
が 500 mg/100g 土壌以上蓄積しているような施設
栽培土壌で活用する。トルオーグリン酸含量が 100
～ 300 mg/100g 土壌程度の圃場については、さら
に検討する必要がある。
　（イ）　土壌中に著しく蓄積されたリン酸は、2 ～
3 年程度リン酸を無施用としても減少が明確になら

図 2153-1　ドレインベットによるリン酸減肥試験におけるキュウリ収量
（棒グラフの後の数字は、2012 年抑制作後のトルオーグリン酸値、カッコ内は不振とう水溶性リン酸値）

図 2153-2　現地減肥試験結果（1 株当たりの本数の比較）
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なかったため、さらに年数を重ねてリン酸含量の減
少を確認する必要がある。また、リン酸の投入量と
しては有機物（家畜ふん堆肥）由来の場合が多いこ
とから、有機物からの有効成分量を加味した施肥設
計の導入を推進することが重要である。
　
　カ　要　約
　（ア）　神奈川県の施設キュウリ栽培（黒ボク土及
び沖積土における半促成 ･ 抑制栽培）において、土
壌中のトルオーグリン酸含量が 500 mg/100g 土壌
以上蓄積しているような場合、リン酸無施用でも
キュウリ収量には影響はない。また、新たに提案さ
れた不振とう水抽出リン酸含量は、土壌中のトル
オーグリン酸含量 1％程度の数値で、従来の水抽出
分析法よりろ過が容易であることから、現場での利
用が可能と考えられる。
　（イ）　キュウリのリン酸吸収特性の品種間差異を
検討したところ、初期の収穫量に台木による差が見
られ、収穫期間の長い半促成作では、収穫後半で穂
木の品種の影響が大きくなった。

　研究担当者（上山紀代美＊、曽我綾香、重久綾子、
岡本　保、伊藤喜誠、竹本　稔、小勝淑弘）

（４）　灰色低地土における施設キュウリ栽培（促
成1期作栽培）のリン酸減肥基準の策定
　ア　研究目的
　高知県内の施設栽培キュウリにおいては、土壌へ
のリン酸蓄積が顕著であり、施用されるリン酸の減
肥及び蓄積リン酸の有効利用が課題となっている。
そこで、現地土壌のリン酸蓄積実態を調査するとと
もに、灰色低地土における促成 1 期作栽培におい
て、リン酸施肥量を減じた肥培管理を行い、収量へ
の影響や土壌中の可給態リン酸（トルオーグ法）の
変化などを明らかする。また、中央農研で開発され
た不振とう水抽出法の高知県への適合性を検討し、
施設キュウリ栽培における減肥基準を策定する。

　イ　研究方法
　（ア）　現地実態調査（高知市、土佐市、須崎市）
　25 ほ場を対象に聞き取り調査及び現地実態調査
を行った。

　（イ）　所内試験
　　ａ　可給態リン酸レベルが 3 水準の土壌（礫質
普通灰色低地土、土性 CL）を隔離床に充填し、基
肥のみ、又は基肥及び追肥のリン酸施肥量を減じて
キュウリを栽培し、生育、収量及び土壌への影響を
検討した。作型は促成 1 期作、つる下ろし栽培とし
た。
　　ｂ　栽培前の土壌中可給態リン酸が60mg/100g
の土耕栽培で、基肥リン酸を減じてキュウリを栽培
し、初期生育、収量及び土壌への影響を検討した。
作型は促成 1 期作（1 月 27 日調査終了）、つる下ろ
し栽培とした。
　（ウ）　現地実証試験 （土佐市、須崎市）
　可給態リン酸が 200mg/100g 以上の現地ほ場 2 か
所（灰色低地土、土性 CL）において、基肥リン酸
を慣行の 6 割程度減じた施肥量で栽培し、生育、収
量、土壌への影響を検討した。
　（エ）　不振とう水抽出法（以下 NSWE 法とする）
の適合性評価
　栽培終了後の現地ほ場 38 点（須崎市；15、土佐
市；12、高知市；11） 及び所内ほ場 96 点（同一ほ
場内）を用いて、NSWE 法（風乾細土 1.00g に超純
水 2.5mL を加えて緩やかに混合して 16 時間静置し、
No.5C のろ紙でろ過）と従来法（トルオーグ法）で
のリン酸値を比較した。

　ウ　研究結果
　（ア）　現地実態調査
　聞き取り調査の結果、キュウリの連作年数は 10
年以上のほ場が多かった。また、調査ほ場では基
肥、追肥ともに複合肥料が使用され、基肥でのリ
ン酸施用量の中央値は 48kg/10a と、高知県の定
める促成栽培キュウリの施肥基準値（基肥と追肥
合わせて 30kg/10a）1）を超過する事例が多かっ
た。作土層の可給態リン酸は調査対象の全ほ場で
100mg/100g を超過し、このうち約 8 割のほ場で
は 200mg/100g 以上であった（図 2154-1）。さらに、
作土層と下層土の可給態リン酸には正の相関があっ
た（図 2154-2）。
　（イ）　所内試験
　　ａ　隔離床栽培試験の結果、可給態リン酸
が 60mg/100g 以上あれば基肥リン酸を無施肥、
100mg/100g 以上であれば基肥リン酸無施肥でかつ
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追肥のリン酸を慣行の半量としても収量に影響はな
かった（表 2154-1、表 2154-2）。
　　ｂ　土耕栽培試験の結果、可給態リン酸が
60mg/100g 以上あれば基肥リン酸を無施肥として
も収量に影響はなかった（表 2154-3）。
　（ウ）　現地実証試験
　可給態リン酸が 200mg/100g 以上であれば基肥リ
ン酸を慣行の 6 割程度削減しても生育、収量に影響

はなかった（表 2154-4）。
　（エ）　不振とう水抽出法（以下 NSWE 法とする）
の適合性評価
　NSWE 法とトルオーグ法でのリン酸値は、所内
ほ場の土壌では相関が高く、トルオーグ法でのリン
酸値が 60mg/100g 以下である場合、NSWE 法での
リン酸値は概ね 1mg/100g 以下であった（図 2154-
3）。

図 2154-1�　現地実態調査ほ場の作土層の
可給態リン酸の実態

図 2154-2�　現地実態調査ほ場の作土層と下層土
の可給態リン酸の関係
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表 2154-1�　所内隔離床基肥減肥試験における基肥リン酸施肥量、可
販果収量、リン酸吸収量、可給態リン酸

注）追肥リン酸施用量は全処理区 37kg/10a

表 2154-2�　所内隔離床基肥減肥試験における基肥及び追肥リン酸施肥量、可
販果収量、リン酸吸収量、可給態リン酸
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　エ　考　察
　今回調査した施設栽培キュウリほ場では、リン酸
が施肥基準量以上に施肥されており、調査ほ場の全
てで作土層の可給態リン酸が高知県の定める施設
畑土壌の改良目標値 2）の上限値である 100mg/100g
を超過していた。また、作土層だけでなく下層まで
可給態リン酸が蓄積していたことから、長年にわた
りリン酸が過剰に施用され続けてきたことが推察さ
れたため、リン酸施肥量の削減が必要であった。所
内及び現地実証ほでの基肥リン酸減肥試験の結果か
ら、可給態リン酸が 60mg/100g 以上あれば基肥リ

ン酸を無施用とすることが可能と考えられた。この
値は不振とう水抽出法では約 1mg/100g であり、そ
の値以上であれば基肥リン酸を減肥できるという指
標とすることが可能であると示唆された。

　オ　今後の課題
　県内の施設栽培ほ場ではキュウリ以外の品目にお
いても可給態リン酸が蓄積していると考えられるた
め、多品目でのリン酸減肥指標を策定する必要があ
る。

表 2154-4　現地実証ほの試験処理、生育、収量及び可給態リン酸

1）節数、枝長及び総収量は農業振興センター調べ。
2）促成 1 期作、つる下ろし栽培。
3）10 月上旬定植、10 月中旬リン酸追肥開始、10 月下旬摘心、翌年 5 月下旬調査終了。
4）両者とも追肥は共通とした。

図 2154-3　トルオーグ法（Tr）と NSWE 法との土壌中リン酸値の関係

表 2154-3�　所内土耕試験における基肥減肥試験の基肥リン酸施肥量、可販果
収量、可給態リン酸

注）追肥リン酸施用量は両処理区 27kg/10a。可販果収量は 1 月 27 日までの値。
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　カ　要　約
　（ア）　県内の主要なキュウリ生産現場では作土層
の可給態リン酸が 100mg/100g を超過しており、こ
のうち約 8 割のほ場では 200mg/100g 以上であっ
た。
　（イ）　可給態リン酸が 60mg/100g 以上あれば、
基肥リン酸を無施用としても収量低下は認められな
かった。また、所内隔離床栽培では 100mg/100g 以
上であれば、基肥リン酸無施肥かつ追肥リン酸半量
削減しても収量低下は認められなかった。
　（ウ）　現地ほ場での実証試験の結果、可給態リン
酸が 200mg/100g 程度あれば基肥を慣行の 6 割程度
削減することが可能であった。
　（エ）　現地ほ場及び試験場の土壌について、不振

とう水抽出法を用いた可給態リン酸分析値を把握し
た。トルオーグ法で 60mg/100g のとき、不振とう
水抽出法では 1mg/100g 程度であった。

　キ　引用文献
 1） 高知県環境農業推進課 （2010） 高知県施肥基準 . 

高知県環境農業推進課 . 高知 . 21.
 2） 高知県農業技術センター・農業技術課 （2005） 分

析測定診断テキスト診断の手引き - 第 6 次改訂増
補版 -. 高知県農林水産部環境農業課 . 高知 . 150.

　研究担当者（速水　悠＊、森永茂生、大﨑佳德、
恒石義一、安岡由紀）
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１　接触施肥によるリンの利用効率向上技術の
開発

（１）　セル内施肥による野菜の効率的リン酸施
用技術の開発
　ア　研究目的
　我が国はリン酸肥料の原料であるリン鉱石の大部
分を海外からの輸入に依存しており、リン酸肥料価
格は国際的な原料価格の変動の影響を大きく受け
る。2008 年のように肥料価格が大幅に高騰した場
合、生産費を上昇させ経営を圧迫する可能性がある
ため、農業経営の安定化において価格の安定化とと
もに、施肥量の削減が求められている。リン酸施肥
量を削減するためにはリン酸の施肥効率を高める必
要があるが、施肥リン酸と土壌との接触割合を小さ
くするための局所施肥や接触施肥が有効であると想
定される（菅野 1））。セル育苗培土に肥料を混合す
るセル内施肥は接触施肥の一つであり、収穫までに
必要な肥料の全量を育苗培土に施用するセル内全量
基肥は、圃場への施肥を行う必要が無いため、施肥
量削減と共に省力化も期待できる。
　本課題では、新たに開発するリン酸溶出速度のコ
ントロールが可能な被覆リン酸質肥料と、く溶性リ
ンを主成分とし肥効が緩やかな熔リンなどのセル内
全量基肥への適用可能性を検討することにより、肥
効率の高いセル内施肥技術を開発するとともに、慣
行施用量の 50％以下で栽培が可能なセル内施肥技
術を核としたキャベツ栽培におけるリン酸の効率的
施肥技術について検討した。

　イ　研究方法
　（ア）　キャベツ苗生育に及ぼすセル内リン酸施肥
の影響
　　ａ　肥料の種類と施用量が育苗培土の化学性及
びキャベツ苗生育に及ぼす影響
　溶出速度の異なる被覆リン酸肥料（重過リン酸石
灰を被覆。可溶性リン酸 30.6％、うち水溶性リン酸
27％）と化成肥料（熔リンと重過リン酸を比率を変
えて混合）を用いた（表 2211-1）。育苗培土（ナプ
ラ養土）に各肥料を均等に混合し、128 穴セルトレ
イに充填した。被覆リン酸肥料については、底部の

穴から肥料が脱落しないよう、セル容量の約 1/4 量
の育苗培土を充填した後、肥料を混合した育苗培土
を充填した（慣行区は肥料を含まない育苗培土を充
填）。キャベツ種子を播種し（1 粒／セル）、播種後
約 1 週目より液肥（N-P-K=2-0-2mM、慣行区は 2-1-
2mM）で適宜灌水を行い、所内ビニールハウス内で
栽培した。栽培は 2010 ～ 2012 年に行い、栽培時期
は春作（春まき初夏どり、3 月播種）、秋作（夏ま
き冬どり、8 月播種）とし、それぞれ 3 作ずつ行った。
キャベツ品種は春作に‘金系 201 号’（2010 年）と

‘初恋’（2011 年、2012 年）、秋作に‘YR 青春 305 号’
を用いた。春作は約 30 日間、秋作は約 25 日間栽培
した後、植物体及び育苗培土を採取し分析に供した。
　植物体は地際で切断し地上部の新鮮重を測定した
後、80℃で通風乾燥した。乾物重を測定した後、振
とう型粉砕器（BMS、シェイクマスター）で微粉
砕し、硝酸と過酸化水素を用いて湿式分解した。分
解液を適当な濃度に希釈し、全リン酸濃度を ICP
発 光 分 析 装 置（PerkinElmer、Optima 4300 DV）
で測定した。育苗培土は肥料を除去した後風乾し、
脱イオン水で水溶性リン酸を抽出後、0.01M 硫酸
でトルオーグリン酸を抽出した。リン酸濃度は ICP
発光分析装置で測定を行った。
　　ｂ　育苗培土の種類による発芽への影響
　育苗培土にナプラ養土（ヤンマー）と与作 N8

（ジェイカムアグリ）を用い、慣行の 30％及び 50％
量の化成リン酸肥料（熔リンと重過リン酸石灰を 7 
: 3 の割合で混合）をセル内施肥し、キャベツ（‘初
恋’）を a と同様の方法で育苗した（春作）。播種後
6 日目と 14 日目に発芽率を調査し、播種後 34 日目
に地上部を採取し地上部乾物重を測定した。
　（イ）　定植後のキャベツ生育及びリン酸吸収に及
ぼすセル内リン酸施肥の影響
　（ア）a に記載した方法で育苗したキャベツ苗を
用い、これらの苗を中央農研圃場（淡色黒ボク土）
に定植し栽培した。圃場には可給態リン酸濃度（ト
ルオーグリン酸）が異なる区画（1 区画 20m2）を
設定し、高さ 20cm、幅 30cm の畝を作畝し、株間
30cm、条間 60cm、1 条植とした（5556 株／ 10a）。
圃場には窒素（尿素）とカリウム（塩化カリウム）

第２章�　施肥成分の利用率向上技術の開発と体系化
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をそれぞれ 25kg/10a 相当量全面全層施肥した。ま
た、窒素とカリウムに加え、リン酸（重過リン酸
石灰）を 25kg/10a 施肥した慣行区を設定した（表
2211-2）。各処理区 2 反復とした。キャベツは春作
に‘初恋’、秋作に‘YR 青春 305 号’を用い、春
作は 4 月中旬定植、7 月上旬に収穫調査を行い、秋
作は 9 月上旬定植、12 月中旬に収穫調査を行った。
栽培試験は 2010 年から 2012 年にかけて年 2 作、計
6 作行った。
　収穫調査は、各処理区よりキャベツ地上部を 3 株
ずつ採取し、外葉と結球に分けて新鮮重を測定し、
80℃で 3 日間通風乾燥した。乾物重を測定し、微粉
砕した試料を用い、（ア）a に記載した方法で全リ
ン酸濃度を測定した。また、栽培の前後に土壌を
採取し、常法 2）によりトルオーグリン酸を抽出し、
ICP 発光分析装置により可給態リン酸濃度を測定し
た。

　ウ　研究結果
　（ア）　キャベツ苗生育に及ぼすセル内リン酸施肥
の影響
　　ａ　肥料の種類と施用量が育苗培土の化学性及
びキャベツ苗生育に及ぼす影響
　育苗培土の pH はセル内施肥によって低下する傾
向があり、特に被覆リン酸肥料を慣行の 50％量施
用した場合に低下が顕著であった（表 2211-3）。ト
ルオーグリン酸の濃度も慣行の 7 ～ 10 倍程度高く、
それに伴い電気伝導度（EC）も上昇した。化成肥
料ではトルオーグリン酸中の水溶性リン酸が占める
割合が 25％程度であったのに対し、被覆肥料では
水溶性リン酸の割合が高く、トルオーグリン酸の内
50％以上が水溶性リン酸であった。
　リン酸肥料のセル内施肥により、キャベツ生育は
抑制される傾向が認められた（図 2211-1、図 2211-
2）。春作では、S70 区では慣行と同等の生育だった

表 2211-1　育苗試験におけるセル内施肥処理区

表 2211-2　キャベツ圃場栽培試験処理区

2010 年～ 2012 年に実施

─ 109 ─



ものの、その他の区では 20 ～ 40％程度地上部乾物
重が低くなった。秋作では、S100 区を除き慣行よ
りも地上部乾物重は低く、20 ～ 50％程度低かった。
春作、秋作とも即効性リン酸の割合が高い 7 : 3 区
や溶出速度の速い S60 区、S70 区で生育への影響が
大きい傾向があり、特に秋作における 7 : 3 区の低
下が顕著であった。
　　ｂ　育苗培土の種類による影響
　セル内施肥によるキャベツ発芽率への影響につい
て、異なる育苗培土で比較したところ、ナプラ養土
を用いた場合は、播種後 6 日目で慣行区の発芽率が
100％だったのに対し、播種後 14 日目にはセル内施
肥区の発芽率は 100％となったものの、播種後 6 日
目の時点では 50％施用区で約 40％、30％施用区で
約 75％とセル内施肥により発芽率が著しく低下し
た（図 2211-3）。一方、与作 N8 ではセル内施肥区
でも播種後 6 日目で発芽率が 100％となり、発芽へ
の影響は認められなかったことから、使用する育苗
培土の種類により発芽への影響は異なることが示さ
れた。

　（イ）　定植後のキャベツ生育及びリン酸吸収に及
ぼすセル内リン酸施肥の影響
　　ａ　セル内に施用するリン酸肥料の種類がキャ
ベツ収量に及ぼす影響
　春作では、化成肥料では速効性リン酸の割合が高
い 7：3 区が、被覆肥料では S60 区や S70 区で収量
が高いことが示された（図 2211-4）。一方、秋作で
は春作とは異なり、化成肥料では 9：1 区が、被覆
肥料では S80 区と S90 区で高かったことから、化
成肥料の場合は速効性肥料の割合が低いもの、被覆
肥料では春作よりも溶出速度が遅いタイプが適して
いることが示された（図 2211-5）。
　　ｂ　可給態リン酸濃度が異なる圃場における
キャベツ収量及びリン酸吸収量へのセル内施肥の影
響
　春作では可給態リン酸濃度 2.4mg の圃場では慣
行区と比べて 20 ～ 40％程度、10mg の圃場では
15％程度収量が低かったが、最も低かった 2.4mg
圃場の 7 : 3 区でも結球重は 1200g を超え、セル内
施肥により慣行の 50％減肥でも出荷規格 M 以上の

図 2211-1�　キャベツ苗生育に及ぼすセル内施肥の影響
（春作）

図中の誤差線は標準誤差

図 2211-2�　キャベツ苗生育に及ぼすセル内施肥の影響
（秋作）

図中の誤差線は標準誤差

表 2211-3�　育苗培土の化学性に及ぼすセル内施肥の
影響
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結球が確保できることが示された（図 2211-6）。秋
作でも春作と同様にセル内施肥区の結球重は慣行区
よりも低く、10mg 圃場で約 25％、1.3mg 圃場では
50％以下と著しく低かった（図 2211-7）。20mg 圃
場における結球重は、春作、秋作とも慣行区と同等
の値となった（図 2211-8）。春作では無リン区でも
約 1400g の結球重が得られた。
　春作におけるキャベツのリン酸吸収量は、2.4mg
圃場及び 10mg 圃場の慣行区では約 12kg/10a で
あったが、セル内施肥区では 5.5 ～ 10kg/10a に
留まった（図 2211-9）。土壌由来のリン酸吸収量

（無リン酸区吸収量）は 2.4mg 圃場で 0.5kg/10a、
10mg 圃場で 4.5kg/10a であった。慣行区の施肥
リン酸利用率は 2.4mg 圃場で 43.0％、10mg 圃場
で 30.9％であったのに対し、セル内施肥区ではそ
れぞれ被覆肥料区で 69.6％、55.1％、化成肥料区で
52.5％、43.4％と大幅に向上した。秋作では、リン
酸吸収量が低く、春作と同様にセル内施肥区で施肥

リン酸利用率の向上が認められたが、利用率は春作
と比べて低い水準に留まった。春作、秋作とも被覆
肥料区の方が化成肥料区よりも施肥リン酸利用率は
高い傾向となった。20mg 圃場におけるリン酸吸収
量は、春作、秋作とも慣行区とセル内施肥区の差は
ほとんど認められなかった（図 2211-11）。20mg 圃
場では無リン酸区でも春作で慣行区の 78％、秋作
で 62％のリン酸が吸収されており、施肥リン酸利
用率も 4.3 ～ 14.8％と低かった。また、秋作ではセ
ル内施肥により施肥リン酸利用率が向上したが、春
作では効果が認められなかった。

　エ　考　察
　（ア）　キャベツ苗生育に及ぼすセル内リン酸施肥
の影響
　本課題ではリン酸の施肥基準である 25kg/10a の
50％量に相当するリン酸肥料をセル育苗培土中に施
用するセル内全量基肥についてキャベツ育苗への影

図 2211-3　キャベツ発芽に及ぼすセル内施肥の影響

図 2211-4�　セル内に施肥した肥料の種類がキャベツ収
量に及ぼす影響（2010 ～ 2012 年、春作）

図中の誤差線は標準誤差

図 2211-5�　セル内に施肥した肥料の種類がキャベツ収
量に及ぼす影響（2010 ～ 2012 年、秋作）

図中の誤差線は標準誤差
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図 2211-8　キャベツ収量に対するセル内施肥の効果（2011 年）
可給態リン酸濃度 20mgP2O5/100g 乾土
図中の誤差線は標準誤差

図 2211-6　可給態リン酸濃度の異なる圃場におけるキャベツ収量に対するセル内施肥の効果（2012 年、春作）
図中の誤差線は標準誤差

図 2211-7　可給態リン酸濃度の異なる圃場におけるキャベツ収量に対するセル内施肥の効果（2012 年、秋作）
図中の誤差線は標準誤差
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響を検討した。セル育苗に用いる培土内に生育期間
中に必要とする肥料全量を施用するセル内全量基肥
では、セル育苗培土に多量の肥料を施用すること
になるため、濃度障害が発生することが懸念され
る。被覆肥料については初期のリン酸溶出を抑制し
たシグモイドタイプの溶出特性を持つ被覆リン酸肥
料を試作して用いると共に、化成肥料については速
効性の重過リン酸石灰に緩効性の熔リンを組み合

わせることで初期生育へ与える影響の回避を図っ
た。しかしながら、慣行の方法と比較して育苗培
土中のトルオーグリン酸濃度は約 10 倍、EC は約 2
倍に上昇し、pH も被覆肥料を施用した場合は大幅
に低下した（表 2211-3）。被覆肥料施用で化成肥料
施用と比べ pH が著しく低下した理由としては、育
苗培土中の水溶性リン酸濃度が高かったことによる
ものと推察された。セル内施肥により発芽率の低

図 2211-9�　可給態リン酸濃度の異なる圃場におけるリン酸吸収量と施肥リン酸利用率に対するセル
内施肥の効果（2012 年、春作）

図中の誤差線は標準誤差
図中の数字は施肥リン酸利用率

（リン酸吸収量－無リン区のリン酸吸収量）／リン酸施肥量× 100）

図 2211-10�　可給態リン酸濃度の異なる圃場におけるリン酸吸収量と施肥リン酸利用率に対するセ
ル内施肥の効果（2012 年、秋作）

図中の誤差線は標準誤差
図中の数字は施肥リン酸利用率

（リン酸吸収量－無リン区のリン酸吸収量）／リン酸施肥量× 100）
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下（図 2211-3）や地上部乾物重の低下（図 2211-1、
図 2211-2）等の影響がみられた。地上部乾物重の
低下については、被覆肥料では溶出速度の高いタイ
プで、化成肥料では即効性の重過リン酸石灰の割合
が高い 7 : 3 区で低下する割合が高い傾向であった
ことから、育苗培土中のリン酸濃度の上昇や pH の
低下により生育が抑制されたものと推察された。発
芽率の低下については、ナプラ養土ではセル内施肥
による影響がみられたのに対し、与作 N8 では認め
られなかったことから（図 2211-3）、適切な育苗培
土を用いることにより影響を小さくできる可能性が
ある。ナプラ養土と比較して与作 N8 はピートモス
の混合割合が低く、バーミキュライトの混合割合が
高いため、緩衝能力や物理性の違いによりセル内施
肥による影響を受けにくかった可能性があり、今後
の検討が必要である。地上部乾物重への影響につい
ては、高温となる夏期に育苗を行う秋作栽培で抑制
される傾向であったことから（データ略）、秋作栽
培においては遮光処理や白色セルトレイを用いるな
ど、可能な限り気温や地温の上昇を抑制する栽培管
理を行う必要があると推察される。
　（イ）　定植後のキャベツ生育及びリン酸吸収に及
ぼすセル内リン酸施肥の影響
　　ａ　セル内に施用するリン酸肥料の種類がキャ
ベツ収量に及ぼす影響
　土壌リン酸及び肥料リン酸の可給性は温度に依存

するため 3）、栽培時期によって適正な肥料の種類と
施肥量は異なると推定される。本課題では茨城県
及び千葉県の代表的な作型である春まき初夏どり
作（春作）と夏まき冬どり作（秋作）について、そ
れぞれ適正な施肥方法について 2010 年から 2012 年
にかけて所内圃場で栽培試験を行い検討した。春作
においては、被覆肥料では S60 区と S70 区が溶出
速度の遅い S100 区よりも慣行の結球重に近く、化
成肥料では重過リン酸石灰の割合が高い 7：3 区の
方が 9：1 区よりも結球重が高かったことから（図
2211-4）、生育前半の気温が低い春作では、初期に
リン酸が多く供給されるタイプのリン酸肥料が適
していることが示された。生育前半の気温が高く、
生育が進むにつれて気温が低下する秋作では、溶
出速度の速い S70 区や即効性リン酸の割合が高い
7：3 区の結球重は低く（図 2211-5）、初期のリン酸
供給が高い肥料は適さないことが示された。一方、
S100 区や 10:0 区の結球重も低かったことから、初
期のリン酸供給が少なすぎても秋作には不適であ
ることが示された。以上の結果と育苗試験の結果
より、春作では被覆肥料の場合 S70、化成肥料では
7:3 混合が、秋作では S80 と 9:1 混合が適している
と推察された。
　　ｂ　可給態リン酸濃度が異なる圃場における
キャベツ収量及びリン酸吸収量へのセル内施肥の影
響

図 2211-11�　リン酸吸収量と施肥リン酸利用率に対するセル内施肥の効果（2011 年）
可給態リン酸濃度 20mgP2O5/100g 乾土
図中の誤差線は標準誤差
図中の数字は施肥リン酸利用率

（リン酸吸収量－無リン区のリン酸吸収量）／リン酸施肥量× 100）
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　リン酸の減肥栽培では、土壌からの養分供給力に
よって適用可能な減肥水準が異なると推察される。
本課題ではリン酸施肥量を慣行施肥量の 50％以下
に削減することを目標としており、50％減肥で慣行
並みのキャベツ収量を確保できる圃場リン酸濃度を
明らかにするため、可給態リン酸（トルオーグリン
酸）濃度が異なる圃場で栽培試験を行った。畑土
壌では黒ボク土のリン酸濃度目標値は 100g 乾土当
たり（以下省略）10mg 以上となっており 4）、10mg
を中心により低いリン酸濃度と高いリン酸濃度の圃
場で検討を行った。一斉収穫による調査結果では、
春作、秋作とも慣行区に対するセル内施肥区の結球
重は同様な傾向を示し、10mg 以下の圃場では慣行
区と比べてセル内施肥区は低く、20mg の圃場では
慣行と同等の結球重となった（図 2211-6 ～ 8）。セ
ル内施肥区は慣行区よりも低い結球重であったが、
春作では被覆肥料区、化成肥料区とも 2.4mg 圃場
でも 1200g 以上の結球重となり、M 規格以上の結
球が得られることが示された。すなわち、慣行区よ
りも収穫時期が遅れるものの、適切なリン酸肥料を
セル内施肥することにより、可給態リン酸濃度が低
い圃場においても慣行施肥量の 50％減肥で慣行と
同等の収量が得られることが明らかとなった。一
方、秋作では収穫時期が低温期であるため、春作の
ように収穫時期を遅らせても結球重の増加は期待で
きず、セル内施肥により慣行施肥よりもリン酸利用
率は向上したものの、施肥リン酸利用率が春作と比
べて著しく低下し土壌からのリン酸供給量も少ない
ため（図 2211-11）、可給態リン酸濃度 10mg 以下の
圃場では慣行区との結球重の差が大きく、慣行区並
みの収量を得ることは困難であると推察された。可
給態リン酸濃度 20mg の圃場では、春作、秋作とも
セル内施肥区は慣行区と同等の結球重となったこと
から（図 2211-8）、20mg 以上の圃場では 50％減肥
が可能であることが示唆された。20mg の圃場にお
ける土壌からのリン酸供給量は、春作で慣行区のリ
ン酸吸収量の 79％に相当する 7kg/10a と非常に高
く（図 2211-11）、リン酸無施用でも慣行区と同等の
結球重が得られたことから（図 2211-8）、可給態リ
ン酸濃度が 20mg を超える圃場では、50％以上減肥
できる可能性があることが示唆された。また、秋作
でも可給態リン酸濃度を 20mg 程度まで引き上げる
ことにより、セル内施肥を用いて 50％減肥が可能

であることが示されたことから、堆肥等により地力
を改善することによって両作型ともセル内施肥によ
る減肥栽培ができると推察された。
　以上より、キャベツ栽培においてセル内施肥を導
入することにより、春作では目標とするリン酸施肥
量 50％減肥が可能であること、秋作では可給態リ
ン酸含量が 20mg 以上の圃場で減肥の可能性がある
ことが明らかとなった。今後は生産現場への普及技
術とするため、育苗安定化のための技術開発を進め
ると共に、現地栽培試験による検証を進める必要が
ある。

　オ　今後の課題
　（ア）　育苗を安定化するための技術を検討すると
共に、現地栽培試験によるデータの蓄積を図る必要
がある。
　（イ）　本課題に使用した被覆リン酸肥料は試作品
であり、安定した品質の製品を大量に製造する技術
の開発が必要である。
　（ウ）　異なる品種や土壌タイプにおける適用可能
性について検討する必要がある。

　カ　要　約
　（ア）　キャベツの施肥基準量の 50％に相当する
リン酸肥料を育苗培土に施用するセル内全量基肥に
ついて、育苗培土の化学性とキャベツ苗生育に及ぼ
す影響を調査した。被覆リン酸肥料やリン酸化成肥
料のセル内施肥によりトルオーグリン酸濃度の上
昇、EC の上昇及び pH の低下が生じ、キャベツ苗
の地上部乾物重が低下することが明らかとなった。
また、発芽の遅延が生じる場合があるが、培養土を
適切に選択することによって回避できることが示さ
れた。
　（イ）　キャベツの春まき初夏どり作（春作）及び
夏まき冬どり作（秋作）において、リン酸肥料のセ
ル内全量基肥に適した肥料を圃場栽培試験により明
らかにした。春作においては被覆リン酸肥料では
S70、化成肥料では熔リンと重過リン酸石灰を 7：3
の割合で混合したものが適しており、秋作では S80
及び 9：1 混合が適することを明らかにした。
　（ウ）　キャベツ栽培においてセル内施肥を導入す
ることにより、春作では目標とするリン酸施肥量
50％減肥が可能であること、秋作では可給態リン酸

─ 115 ─



含量が 20mg 以上の圃場で減肥の可能性があること
を明らかにした。
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（２）　セル内基肥によるキャベツのリン酸減肥
栽培技術の開発
　ア　研究目的
　減肥技術開発が強く望まれるリン酸肥料につい
て、セル内施用による接触施肥を核としたキャベツ
のリン酸減肥栽培技術を確立する。本課題では、農
業・食品産業技術総合研究機構野菜茶業研究所が開
発したセルの育苗培土にリン酸肥料を全量基肥施用
するセル内施用技術について、有効態リン酸含量を
2 水準とした圃場でキャベツの年 2 作体系（春播き
初夏どり栽培－夏播き冬どり栽培）による連用を行
い、技術の実用性を実証する。

　イ　研究方法
　（ア）　試験場所　千葉県農林総合研究センター東
総野菜研究室　露地圃場（千葉県旭市、15a、淡色
黒ボク土）
　（イ）　圃場の有効態リン酸水準の設定（4 か所の
平均値）
　　ａ　標準 P 圃場：トルオーグリン酸 19.7mg/ 
100g 乾土（2011 年 2 月 1 日に 46 重焼燐を 543kg/ 
10a 施用し、2 月 17 日に採土した）
　　ｂ　低 P 圃場：トルオーグリン酸 2.0mg/100g
乾土（リン酸肥料無施用とし、2011 年 2 月 17 日に
採土した）

　（ウ）　試験区の設定　以下の区を標準 P 圃場及
び低 P 圃場に設置し、同一の区割りで年 2 作 2 年
半（5 連作）栽培した。ただし、セル内＋条施用区
は、4、5 作目に低 P 圃場にのみ設置した。
　　ａ　セル内施用区：リン酸肥料（砂状ようり
んと重過石を春播き栽培は 7：3、夏播き栽培は 9：
1 で混合）を 1.9g/ 株セル内施用、年間のリン酸施
用量は 2 作型合計 18kg/10a（春播き栽培 9kg/10a、
夏播き栽培 9kg/10a）
　　ｂ　慣行施肥区：46 重焼燐を全面全層施用、
年間のリン酸施用量は 2 作型合計 50kg/10a（春播
き栽培 25kg/10a、夏播き栽培 25kg/10a）
　　ｃ　無施用区：リン酸肥料無施用
　　ｄ　セル内＋条施用区：セル内施用区に対し
て 46 重焼燐を夏播き栽培前に条施用、年間のリ
ン酸施用量は 2 作型合計 25kg/10a（春播き栽培
9kg/10a、夏播き栽培 16kg/10a）
　（エ）　供試品種 春播き栽培：「初恋」、夏播
き栽培：「YR 春系 305 号」
　（オ）　育苗方法　128 穴セルトレイを用い、培土
は与作 N-8 を使用
　（カ）　栽植密度　畝間 60cm、株間 35cm（4,761
株 /10a）
　（キ）　施肥　リン酸肥料は試験区の設定に示した
とおりとし、窒素と加里は全区共通で各 25kg/10a
を全面全量基肥施用した。
　（ク）　試験規模　1 区 168 株、3 反復

　ウ　研究結果
　（ア）　試験圃場のトルオーグリン酸値の推移を図
2212-1 に示した。標準 P 圃場は試験開始前に 46 重
焼燐を 543kg/10a 施用してトルオーグリン酸値を
19.7 mg/100g 乾土に調整したが、2 作目以降はトル
オーグリン酸値が 8 ～ 10mg/100g 乾土に低下した
条件下での試験になった。
　（イ）　標準 P 圃場における収穫期のセル内施肥
区のキャベツ結球重は、1 ～ 5 作を通して慣行施肥
区と同等であった（図 2212-2）。一方無施用区は、1
～ 3 作目は慣行施肥区、セル内施用区と同等の結球
重であったが、4 作目以降は両区より結球重が小さ
かった。
　（ウ）　低 P 圃場における収穫期のセル内施用区
のキャベツ結球重は、1 ～ 2 作目は慣行施肥区と同
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等であったが、3 作目以降は慣行施肥区を上回る結
球重となった（図 2212-2）。無施用区の生育は著し
く劣った。
　（エ）　低 P 圃場のセル内施用区は、標準 P 圃場
の慣行施肥区と比べ、1、2、4 作目で生育が遅延し
た。このうち 1 作目は春播き初夏どり栽培であり、
標準 P 圃場の慣行施肥区が収穫適期に達した 1 週
間後には、低 P 圃場のセル内施肥区も同等の結球
重になった（データ省略）。一方で、2、4 作目は夏
播き冬どり栽培であり、標準 P 圃場の慣行施肥区
と同程度まで肥大する前に、低 P 圃場のセル内施
肥区の結球肥大は気温の低下により停止した（デー
タ省略）。しかし、4 作目で設けたセル内＋条施用
区は、標準 P 圃場の慣行施肥区と同等の生育をし、
収穫期の結球重も同等となった（図 2212-2）。
　（オ）　慣行施肥区の施肥リン酸利用率は、標準 P
圃場で 2.4 ～ 9.6％、低 P 圃場で 2.7 ～ 9.0％であっ
た。一方、セル内施肥区は、標準 P 圃場の 1 作目
が 1.2％と慣行施肥区よりも低かったが、それ以外
の作では 5.9 ～ 30.4％となり、慣行施肥区の施肥リ
ン酸利用率を上回った。さらに、低 P 圃場ではセ
ル内施肥区の施肥リン酸利用率は 20.5％～ 33.7％と
著しく高かった（表 2212-1）。

　エ　考　察
　（ア）　標準 P 圃場では、5 作を通じてセル内施用
区と慣行施肥区で収穫調査時の結球重は同程度であ
り、リン酸肥料施用量を慣行栽培の 25kg/10a から
セル内施用により 9kg/10a に削減しても、安定し
て収量が得られることが実証できた。本技術の連
用は、少なくとも 5 作までは可能であると考えら

れる。作付前のトルオーグリン酸は、1 作終了後に
20mg/100g 乾土から 9mg/100g 乾土に低下したが、
これは試験圃場が淡色黒ボク土であることから、試
験開始前にリン酸肥沃度を高めるために施用したリ
ン酸が土壌に固定されたためと考えられた。その後
の 2 ～ 5 作目のトルオーグリン酸の値に大きな変化
はなく、減肥によりトルオーグリン酸が減少するこ
とはなかった。また、キャベツ地上部のリン酸吸収

図 2212-1�　連作圃場における作付前のトルオーグリン酸
の推移

各区 3 点より土壌を採取し、分析した値の平均値を示した

図 2212-2�　リン酸施肥法及び圃場のリン酸肥沃度
を異にするキャベツの結球重

1 ）セル内＋条施用区は、4 作目の夏播き栽培でセ
ル内施用に加え本圃に 7㎏ /10a のリン酸を施用
したが、5 作目の春播き栽培では、セル内施用の
みとし本圃へのリン酸の施用はしなかった（年間
のリン酸施用量は 2 作合計で 25㎏ /10a）

2 ）Tukey の多重比較により同一作の異なるアル
ファベット間には、5％水準で有意差あり
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量は、最大でも 10a 当たり 7.1kg とセル内施用区の
施用量 9kg を下回った。
　（イ）　低 P 圃場では、セル内施用区の収穫時の
結球重は慣行施肥区に比べ同等以上となった。土壌
中のトルオーグリン酸含量が低い場合ほど、セル内
施用区、慣行施肥区とも施肥リン酸利用率は高くな
る傾向が認められ、生育が施肥リン酸に依存する割
合が高くなると考えられることから、低 P 圃場で
は、根の近くに集中してリン酸が施用されるセル
内施用区で、生育が良かったと考えられた。しか
し、標準 P 圃場の慣行施肥区に比べると 5 作を通

じて生育が遅延し、特に夏播き冬どり栽培では収穫
前に寒さにより結球肥大が停止した。本試験の 4 作
目において、低 P 圃場でセル内施用に加え本圃に
7kg/10a のリン酸肥料を条施用する区を設けたとこ
ろ、生育遅延が解消され標準 P 圃場の慣行施肥区
と同等の実用的な収量が得られた。このため、トル
オーグリン酸が 5mg 程度の圃場でセル内施用技術
を用いるには、堆肥の施用により土壌のリン酸肥沃
度を高めるか、本圃に補足的にリン酸肥料を施用す
る必要があると考えられた。

表 2212-1　リン酸施肥法及び圃場のリン酸肥沃度を異にするキャベツのリン酸吸収量

1）結球部及び外葉部の 10a 当たり重量は、栽植株数を 4761 株 /10a として算出した
2 ）施肥リン酸利用率（％）＝（各区の地上部リン酸吸収量－無施用区の地上部リン酸吸収量）／各区のリン酸施
用量× 100

3 ）セル内＋条施用区は、4 作目の夏播き栽培でセル内施用に加え本圃に 7㎏ /10a のリン酸を施用したが、5 作
目の春播き栽培では、セル内施用のみとし本圃へのリン酸の施用はしなかった（年間のリン酸施用量は 2 作合
計で 25㎏ /10a）
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　オ　今後の課題
　リン酸肥沃度の異なる圃場や在圃期間の長い夏播
き厳寒期どり栽培など、本試験とは異なる栽培条件
においてセル内施用技術の有効性を明らかにする必
要がある。

　カ　要　約
　（ア）　成分量で 9kg/10a 相当のリン酸肥料を育
苗培土に混和するセル内施用技術を用いて、リン酸
肥沃度が異なる二つの圃場で 5 連作（2 年半）キャ
ベツを栽培し、生育、収量への影響を調査した。そ
の結果、セル内施用技術は、成分量で 25㎏のリン
酸肥料を全面全層施用する慣行栽培と同等以上の生
育、収量が得られることが明らかになった。
　（イ）　リン酸肥沃度の低い圃場（トルオーグリ
ン酸 5mg/100g 乾土）では生育が遅れたことから、
生育遅延が顕著だった夏播き冬どり栽培において、
セル内施用に加え本圃に 7kg/10a のリン酸肥料を
条施用したところ実用的な収量が得られた。

　研究担当者（町田剛史、岩佐博邦、小塚玲子＊、
永沢朋子、草川知行、吉田俊郎）

２　定植前施用による野菜のリン酸施肥削減技
術の確立

（１）　定植前施用による野菜のリン酸施肥削減
技術の確立
　ア　研究目的
　渡邊ら 1）によって開発された「定植前リン酸苗
施用」は、本圃でのリン酸施用量を 50％削減でき
る可能性のある技術である。この技術を実用化する
ため、定植前リン酸苗施用（以下、P 苗施用）の最
適化や機械化、連作における効果の確認、さらに効
果的な作付体系を明らかにする。また、これまで効
果が確認されたスイートコーンとキャベツ以外で適
用可能な野菜品目の選定を行う。

　イ　研究方法
　（ア）　スイートコーン－キャベツの輪作栽培にお
ける P 苗施用による減肥栽培の検証
　東北農業研究センター福島研究拠点内圃場（福島
市、淡色黒ボク土、全リン 79mg/100g、トルオー

グリン酸 8mg/100g、リン酸吸収係数 1910）で、P
苗施用の有無、圃場への施肥法及びリン酸施用量を
組み合わせて、2009 年～ 2010 年に試験を行った。
　2009 年には、スイートコーン（品種　味来早生
130）とキャベツ（品種　秋徳）をタキイたねまき
培土（N：460-P：500-K：440mg/L）を詰めた 128
穴セルトレイに 4 月 27 日、7 月 16 日に播種、5 月
19 日、8 月 11 日に条間 60cm、株間 35cm に定植、
7 月 22 ～ 30 日、10 月 23 日に収穫調査した。P 苗
施用は従来行っていた手作業でバットに入れたリン
酸カリ溶液にセルトレイを浸漬する区とエブ＆フ
ロー方式による施用区を設け、その濃度はスイー
トコーンでは P1％（KH2PO4 33g/L、K2HPO4 14g/
L）、キャベツでは P0.5％とした。圃場への施肥法
は全面施用とうね内部分施用とし、全面施用区には
スイートコーンでは N-P2O5-K2O：25-18-20kg/10a、
キャベツでは 25-20-18kg/10a を基準（100％）とし
て施用した。うね内部分施用区には、エコうねまぜ
君（井関 USB21）を用いて、全面施用区の 70％の
量を基準に施用した。リン酸施用量は、各々の基準
の 100, 50, 25, 0％施用区を設けた。
　2010 年の播種、定植、収穫は、スイートコーン

（品種　キャンベラ 86）では 4 月 28 日、5 月 17 日、
7 月 26 日に、キャベツ（品種　秋徳 SP）では 7 月
23 日、8 月 18 日、11 月 9 日に行った。その他は、
2009 年と同様に行った。
　（イ）　P 苗施用によるリン酸減肥栽培に適した品
目の検討
　ネギ、タマネギ、レタス、ブロッコリーについ
て、P 苗施用の効果を検討した。P 苗施用に用いた
リン酸カリ溶液の P 濃度は、全て 0.5％とした。
　ネギ（品種　夏扇パワー）はニッテン葱培土

（N：500 ～ 700-P：1250 ～ 2500- K：100 ～ 200mg/
L）を詰めたチェーンポット CP303 に 2009 年 3 月
16 日に播種し、5 月 15 日に簡易移植機（ひっぱり
くん）で条間 1m に定植した。施肥は N-P2O5-K2O: 
27-21-27g/m2 を基準（100％）とし、リン酸施用量
100, 75, 50, 0％区を設け、溝施用した。供試圃場は
淡色黒ボク土（トルオーグリン酸濃度 6mg/100g、
リン酸吸収係数 1976）で、10 月 14 日に収穫調査し
た。
　タマネギ（品種　ラッキー）はニッテン葱培土
を詰めたロングピッチチェーンポット LP303-10 に
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2012 年 1 月 27 日に播種し、4 月 9 日に条間 25cm
に定植した。肥料は各成分 15g/m2 を 100％として
全面施用し、リン酸、カリ施用量を 50％ , 0％とし
た区を設けた。供試圃場は淡色黒ボク土（トルオー
グリン酸濃度 5mg/100g）で、8 月 2 日に収穫調査
を行った。
　レタス（品種　インカム）をタキイたねまき培土
を詰めた 200 穴セルトレイに、2009 年 8 月 10 日に
播種した。施肥は N-P2O5-K2O：14-24-14g/m2 を基
準（100％）とし、リン酸施用量 100, 75, 50, 0％区
を設け、黒ポリマルチをした。供試圃場は淡色黒ボ
ク土（トルオーグリン酸濃度 8mg/100g）で、9 月
3 日に条間 75cm、株間 35cm に定植し、11 月 19 日
に収穫調査した。
　ブロッコリー（品種　ハイツ SP）をタキイたね
まき培土を詰めた 128 穴セルトレイに、2010 年 7
月 15 日に播種した。施肥は N-P2O5-K2O：18-21-15 
g/m2 を基準（100％）とし、リン酸施用量 100, 75, 
50, 0％区を設けた。供試圃場は淡色黒ボク土（ト
ルオーグリン酸濃度 8mg/100g）で、8 月 5 日に条
間 75cm、株間 35cm に定植し、10 月 5 ～ 9 日に収
穫調査した。
　（ウ）　ネギの連作における P 苗施用による減肥
栽培の検討
　連作による減肥栽培の継続性を検討するため、同
一圃場で（イ）のネギの試験を 2010 年、2011 年も
実施した。2010 年は 3 月 12 日、5 月 16 日、9 月 15
日、2011 年は 3 月 10 日、5 月 10 日、9 月 20 日に
播種、定植、収穫調査を行った。
　
　ウ　研究結果
　（ア）　スイートコーン－キャベツの輪作栽培にお
ける P 苗施用による減肥栽培の検証
　2009 年のスイートコーンの定植日は真夏日で、
強風が吹く天候であった。P 苗施用した苗は急速に
萎れ、葉先が褐変したものも多かった。P 苗施用に
よってトレイ当たり 2L のリン酸カリ溶液が吸収さ
れた。これは圃場へのリン酸 0.74g/m2 施用に相当
する。要因として p<0.05 水準で有意なのは、地上
部重に対する P 苗施用のみであった。手作業、エ
ブ＆フローいずれの方法でも、地上部重が増大し
た。しかし、雌穂重に有意な差はなかった。
　2009 年のキャベツの育苗期間中は不順な天候が

続き、定植前に潅水を控えても育苗用土が乾かず、
湿った状態で P 苗施用を行った。トレイ当たりの
溶液吸収量は 1.5L で、圃場へのリン酸 0.28g/m2 施
用に相当する。収量はうね内部分施用することに
よって有意に増加し、リン酸施用量と施肥法間には
交互作用があった。リン酸施用量が少ないほど、う
ね内部分施用の効果は大きくなった。リン酸無施用
の場合、うね内部分施用区の収量は全面施用区の
1.5 倍であった。P 苗施用の収量への有意な影響は
なく、うね内部分施用と定植前処理の相乗効果もみ
られなかった。
　2010 年のスイートコーンにおける P 苗施用の効
果は施用法に関係なく認められ、地上部重、雌穂重
が有意に増加した。圃場へのリン酸施用量が少ない
ほど P 苗施用効果は顕著であった。また、うね内
部分施用により 70％減肥しても全面施用と同等の
収量が得られた。
　2010 年のキャベツでも P 苗施用の効果が認めら
れ、収量が有意に高まった。P 苗施用の方法間に有
意な差はなかった。施肥法とリン酸施用量には交互
作用があり、リン酸施用量が少ないほど、全面施用
に比して部分施用での収量が高まった（表 2221-1）。
　（イ）　P 苗施用によるリン酸減肥栽培に適した品
目の検討
　ネギ苗における P 苗施用によるポット当たりリ
ン酸カリ溶液の吸収量は 3L で、圃場へのリン酸
1.07g/m2 施用に相当する。P 苗施用により初期生
育が顕著に促進され、1 回目の土寄せ前には地上部
重は P 苗施用なしの 2 倍以上になった。収穫時の
地上部重も P 苗施用区が有意に増大した（図 2221-
1）が、外葉を取り除いて調整した重量ではその差は
小さくなった。リン酸施用量による生育の有意な差
はみられなかった。
　タマネギ栽培では定植予定時に大雪となり、圃場
への定植が大きく遅れた。そのため定植時に根がら
みによって栽埴密度が低下し、全体的に収量が低め
となった。P 苗施用によってタマネギの初期生育は
促進され、収量も有意に増加した。圃場へのリン
酸・カリ施用の効果は判然としなかったが、P 苗施
用によってリン酸・カリ無施用でも慣行と同等の収
量が得られた（図 2221-1）。
　レタス苗における P 苗施用によるポット当たり
の吸収量は 2L で、圃場へのリン酸 0.22g/m2 施用
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に相当する。他の品目と異なり、リン酸施用量の
増加に比例して収量は顕著に高まった。P 苗施用に
よっても収量は有意に増加した（図 2221-1）。
　ブロッコリーの苗は高温の影響で、軟弱徒長傾向

となった。P 苗施用によるトレイ当たりの吸収量は
1L で、圃場へのリン酸 0.15g/m2 施用に相当する。
定植後も高温・乾燥の天候が続き、潅水したにも係
わらず P 苗施用区において定植後の枯死、生育不

分散分析の ***，**，* は各々 p<0.001，p<0.01，p<0.05 水準で有意，ns は有意差がないことを示す

表 2221-1　スイートコーン - キャベツ輪作体系における施肥法、P 苗施用、リン酸施用量の影響

図 2221-1　ネギ、タマネギ、レタス、ブロッコリーにおける P 苗施用と施肥の影響
図中の ***，**，* は各々 p<0.001，p<0.01，p<0.05 水準で有意，ns は有意差がないことを示す
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良が発生し、収量が大きく低下した。圃場へのリン
酸施用量の影響も明確には現れなかった（図 2221-
1）。
　（ウ）　ネギの連作における P 苗施用による減肥
栽培の検討
　2010 年は記録的な猛暑が続き、夏期に生育が停
滞した。それでも目標（3.5kg/m2）以上の収量が得
られ、地上部重、調製重ともに P 苗施用区が有意
に大きかった。2011 年の夏期の気温は 2010 年より
は低かったが、2009 年、2010 年に比べて全体的に
生育は良くなかった。P 苗施用によって、地上部重、
調製重ともに収穫時には有意に大きくなった。
　圃場へのリン酸施用量の違いによる初期生育の差
としては、2010 年には初期生育の地上部重、葉鞘
径に施肥効果が認められ、施用量が多いほど生育が
促進された。しかし、それらの差は収穫時にはみら
れなくなっており、リン酸施用の収量に及ぼす影響
は小さかった。2011 年も初期生育及び収穫期の調
査項目で有意な差がみられたのは、収穫時の全長の
みであった（表 2221-2）。

　エ　考　察
　（ア）　スイートコーン－キャベツの輪作栽培にお

ける P 苗施用による減肥栽培の検証
　スイートコーンとキャベツの最も大きな違いは、
キャベツが栄養生長のみで収穫できるのに対して、
スイートコーンでは生殖生長も必要なことである。
2009 年のスイートコーンでは P 苗施用によって地
上部重は有意に増加したが、雌穂重に有意な差はな
かったことから、栄養生長より生殖生長に効果は出
にくいと考えられた。
　渡邊ら 2）はスイートコーンの P 苗施用の P 濃度
を 1％に設定して、リン酸減肥栽培を可能にした。
しかし、2009 年のような高温、強風の気象条件下
では、定植時に浸透圧ストレスによると考えられる
植え痛みが生じ、収量にも影響した可能性がある。
キャベツ同様の P0.5％での効果など、濃度に関し
ては再検討する必要がある。
　うね内部分施用は、肥料等をうね立て時にうね中
央部の定植する苗の周囲にのみ土壌と混和して施
用する手法である。キャベツやハクサイ作におい
て施肥量を 30 ～ 50％削減しても、収量を維持でき
る（屋代 4，5））。本試験の結果から、スイートコー
ン－キャベツの輪作体系において P 施用とうね内
部分施用を組み合わせることにより、圃場へのリン
酸施用量を 1/3 程度に減らせる可能性が示された。

表 2221-2　ネギの連作における P 苗施用の収量に及ぼす影響

分散分析の **，* は各々 p<0.01，p<0.05 水準で有意，ns は有意差がないことを示す
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また、P 苗施用法間に有意な差はなく、大量の苗を
処理する場合にはエブ＆フローが効率的と考えられ
た。
　渡邊 3）は、土壌の可給態リン酸量が 2.8mg/100g
以上ではキャベツにおける P 苗施用の有意な効果
はみられないことを示した。柿坂ら 6）は、非アロ
フェン質黒ボク土でのスイートコーン栽培におい
て、リンが生育の制限因子になる低リン土壌でない
と、P 苗施用の生育促進効果は低いことを報告した。
本試験の実証に用いた圃場は、トルオーグリン酸濃
度が 8mg/100g と基準よりかなり低い条件であった
ため、比較的 P 苗施用の効果は出やすかったと推
察される。そのため、実用化にあたっては、リン酸
濃度のもっと高い圃場での検証が必要である。
　（イ）　P 苗施用によるリン酸減肥栽培に適した品
目の検討
　ブロッコリーの秋どり栽培は育苗 ･ 定植が夏季高
温期となるのに加え、他の品目に比べて浸透圧スト
レスに弱く、P 苗施用によるダメージが大きかった。
そのため収量も大きく低下し、P 苗施用の適用性は
低いと考えられた。最も顕著な生育促進効果が現れ
たのはネギであったが、栽培期間が長期化すると効
果がみえにくくなった。5 月定植、10 月収穫では収
穫が遅すぎると考えられたため、9 月収穫の作型で

（ウ）の試験を行った。
　（ウ）　ネギの連作における P 苗施用による減肥
栽培の検討
　石居ら 7）はネギでは苗床の施肥が本畑よりも重
要であること、特に苗へのリン酸施用の重要性を指
摘した。本試験で用いた市販の育苗用土にはリン酸
1250 ～ 2500mg /L が含まれており、育苗時には十
分なリン酸が供給されていた。それに加えて P 苗
施用を行うことによって生育初期に効果的にリン酸
が吸収された結果、生育が顕著に促進されたと考え
られる。
　本試験の最大の目的は、P 苗施用を利用したリン
酸減肥であった。しかし、本試験の圃場 ･ 栽培条件
下では、リン酸無施用でも有意な収量の低下はな
く、特別な処理をしなくても減肥できる結果となっ
た。土壌タイプによって異なる結果になる可能性は
あるが、これまで策定されていた標準施用量を見直
す必要があると考えられる。一方、P 苗施用によっ
て、ネギの生育はリン酸施用量に関係なく顕著に促

進されることから、増収及び収穫期の前進による作
期の拡大が期待される。

　オ　今後の課題
　（ア）　スイートコーン－キャベツの輪作栽培にお
ける P 苗施用による減肥栽培の検証
　土壌タイプやトルオーグリン酸濃度等の P 苗施
用による減肥栽培技術の適用できる範囲を明らかに
する必要がある。
　（イ）　P 苗施用によるリン酸減肥栽培に適した品
目の検討
　P 苗施用の効果のあった春まきタマネギや秋どり
レタスについて、効果の検証を行う必要がある。　
　（ウ）　ネギの連作における P 苗施用による減肥
栽培の検討
　実用化に向けて、作型等の技術が適用できる条件
の確認と現地実証を進める必要がある。

　カ　要　約
　（ア）　スイートコーン－キャベツの輪作栽培にお
ける P 苗施用による減肥栽培の検証
　P 苗施用とうね内部分施用を組み合わせることに
よって、収量を低下させることなくリン酸施用量を
1/3 程度に削減できる可能性が示された。　
　（イ）　P 苗施用によるリン酸減肥栽培に適した品
目の検討
　秋どりネギ、春まきタマネギ、秋どりレタスで
は、P 苗施用による増収効果が確認された。　
　（ウ）　ネギの連作における P 苗施用による減肥
栽培の検討
　夏どりネギ栽培においては、P 苗施用による初期
生育の促進が顕著で、それによって収量が有意に高
まった。
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（２）　野菜の定植前リン酸施用技術の現地実証
　ア　研究目的
　渡邊ら 1）が開発した「定植前リン酸苗施用（以
下、P 苗施用）」は、本圃でのリン酸施用量を 50％
削減できる有望な技術である。本研究では、キャベ
ツ及びネギについて、P 苗施用を組み入れたリン酸
施用量低減技術の現地における実用性と適用条件に
ついて、土壌群及びリン酸肥沃度が異なる現地圃場
で実証する。

　イ　研究方法
　（ア）　キャベツにおけるリン酸施肥量削減技術の
検討
　　ａ　土壌群の異なる福島県農業センター内のラ
イシメータに、リン酸の基肥施用レベルを 3 段階

（無施用、50％減肥、通常施肥）及び一部に P 苗施
用を組み合わせた 3 反復の区を設けた。基肥施肥量
は、通常施肥を N-P2O5-K2O：21-27-21kg/10a とし、
50％減肥を N-P2O5-K2O：21-13.5-21kg/10a、無施用
を N-P2O5-K2O：21-0-21kg/10a とした。2010 年 7 月
21 日に播種したキャベツ「秋徳 SP」を同 8 月 19
日に栽植密度が 40 株 /m2 となるよう定植し、11 月

9 日に収穫した。施肥前のトルオーグ法による可給
態リン酸（以下、可給態リン酸）の平均値は、褐色
低地土が 6.5mg/100g、灰色低地土が 12.5mg/100g、
黒ボク土が 5.9mg/100g、褐色森林土が 0.4mg/100g
であった。
　なお、本稿における全ての試験で行った P 苗施
用方法は、KH2PO416.5g と K2HPO47.0g を 1L の水
に溶かして作成した 0.5％リン酸カリウム水溶液に、
定植直前のセルトレイ苗を 1 時間浸漬する方法とし
た。
　　ｂ　土壌群の異なる福島県内現地 2 か所（矢
吹町、田村市船引）において、試験 a 同様にリ
ン酸の基肥施用レベルを 3 段階（無施用、50％
減肥、通常施肥）及び P 苗施用を組み合わせた
3 反復の区を設けた。基肥施肥量は、通常施肥
を N-P2O5-K2O：21-27-21kg/10a とし、50％減肥を
N-P2O5-K2O：21-13.5-21kg/10a、 無 施 用 を N-P2O5-
K2O：21-0-21kg/10a とした。矢吹春作の耕種概要は、
2010 年 2 月 28 日播種、同 4 月 20 日定植、7 月 7 日
収穫であり、同矢吹秋作は、2010 年 7 月 5 日播種、
同 8 月 10 日定植、10 月 21 日収穫であった。船引
秋作の耕種概要は、2010 年 7 月 21 日播種、同 8 月
18 日定植、11 月 2 日収穫であった。栽植密度は全
て 4,000 株 /10a となるようにし、キャベツは全て

「秋徳 SP」とした。施肥前の可給態リン酸は、矢
吹町（黒ボク土）が春作、秋作ともに 97mg/100g、
田村市船引（褐色森林土）が 48mg/100g であった。
　（イ）　ネギにおけるリン酸施肥量削減技術の検討
　ネギにおける P 苗施用の効果を確認するため土
壌群の異なる福島県内現地 2 か所（いわき市；A
圃場、B 圃場）において、リン酸の施用レベルを 3
段階（無施用、50％減肥、通常施肥）及び P 苗施
用を組み合わせた 3 反復の区を設けた。基肥使用料
は、通常施肥を N-P2O5-K2O：17-29-31kg/10a とし、
50％減肥を N-P2O5-K2O：17-14.5-31kg/10a、無施用
を N-P2O5-K2O：17-0-31kg/10a とした。2012 年 3 月
9 日に播種したネギ「夏扇 4 号」を、栽植密度が
40,000 株 /10a となるよう同 5 月 2 日に定植し、A
圃場は 2012 年 8 月 6 日に、B 圃場は同 10 月 11 日
にそれぞれ収穫した。施肥前の可給態リン酸は、A
圃場（褐色低地土）が 122mg/100g、B 圃場（灰色
低地土）が 29.5mg/100g であった。
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　ウ　研究結果
　（ア）　キャベツにおけるリン酸施肥量削減技術の
検討
　福島県農業総合センターのライシメータを用いた
試験結果によると、黒ボク土では基肥のリン酸施肥
量を半分にして P 苗施用を行うことで慣行と同等
の収量が得られた。褐色森林土では、P 苗施用の有
無にかかわらず基肥施肥量を半分にした区と慣行施
肥との収量差は認めらなかった。灰色低地土及び褐
色低地土では、基肥施用量及び P 苗施用と収量と
の関係は認められなかった（図 2222-1）。
　可給態リン酸が福島県施肥基準による畑作の目標

値である 20mg/100g より多い福島県内 2 か所の現
地試験では、施肥量及び P 苗施用と収量との関係
が認められなかった（図 2222-2）。
　（イ）　ネギにおけるリン酸施肥量削減技術の検討
　2 圃場における定植 42 日後または 49 日後の 1 株
重は、基肥のリン酸施用量に関わらず P 苗施用で
重かった（図 2222-3、図 2222-4）。また、定植 122
日後に収穫したいわき市錦町の 1 株重は、基肥リン
酸施用量に関わらず P 苗施用で多かった（図 2222-
5）が、定植 205 日後に収穫した B 圃場の 1 株重は、
P 苗施用の影響が認められなかった（図 2222-6）。

図 2222-1�　異なる土壌及びリン酸施肥と収量 t 検定に
よる各土壌の 100％＋無との比較

* は 5％水準で有意差有り
有、無はＰ苗施用の有無、
％は基肥リン酸施肥量

図 2222-2�　現地試験でのリン酸施肥と収量 Tukey に
よる検定で同一作間に有意差無し（p=0.05）
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図 2222-3　定植 42 日後の 1 株重（Ａ圃場）
** は分散分析により p<0.005 水準で
有意差あり、ns は有意差なし
Ｐ無、Ｐ有はＰ苗施用の有無を示す

図 2222-4　定植 49 日後の 1 株重（Ｂ圃場）
* は分散分析により p<0.05 水準で
有意差あり、ns は有意差なし
Ｐ無、Ｐ有はＰ苗施用の有無を示す

─ 125 ─



　エ　考　察
　（ア）　キャベツにおける P 苗施用による基肥施
肥の半量削減技術は、可給態リン酸が 5.9mg/100g
の黒ボク土のみで認められた。一方、可給態リン酸
が 6.5mg/100g の褐色低地土と 12.5mg/100g の灰色
低地土では認められなかった。これらのことから P
苗施用は施肥前の可給態リン酸が概ね 6mg/100g 程
度の黒ボク土壌の現地に適用できると考えられる。
しかしながら、福島県内で 2004 年から 2008 年に
実施した土壌機能モニタリング調査の結果 2）では、
畑地における可給態リン酸の平均値は 50.6mg/100g
であり、6mg/100g 以下の圃場は無かった。また、
可給態リン酸が充分にある現地 2 圃場の試験結果か
らも P 苗施用の効果は認められず、さらには基肥
リン酸施肥を行わなくても慣行施肥との収量差がな
かった。したがって、福島県内のキャベツ栽培で
は、可給態リン酸が低い特殊な圃場を除いては、P
苗施用を行わずに基肥の低減のみでリン酸施用量を
少なくすることができると考えられる。
　（イ）　ネギにおける P 苗施用は、施肥前の可給
態リン酸や基肥施肥量にかかわらず、初期生育量
を増加させる効果があることを確認した。村山ら 3）

の研究でもリン酸施肥量に関わらず P 苗施用によ
り全重が増加し、3 年間同じ結果であったことが報
告されており、本研究と一致する。なお、定植 122
日後では生育量の増加が認められたものの、定植
205 日後では認められなかったことから、P 苗施用
による生育促進効果は生育初期から一定の期間継続

し徐々に低下するものと考えられる。ところで、福
島県におけるネギ栽培では、早い時期に出荷するほ
ど単価が高く経営上有利であるが、冬季の低温や積
雪等の気象条件により作期の前進化（早期収穫）は
難しい。P 苗施用は、初期生育量を増加させる効果
があり、収穫時期を早めることが可能となる。な
お、現地 2 圃場での結果では、基肥リン酸を施用し
ない場合でも慣行施肥との生育差は認められなかっ
たことから一定量以上の可給態リン酸が存在する圃
場では、リン酸施用量を大幅に削減できると思われ
る。加えて P 苗施用を実施することで、リン酸の
減肥と生育促進とを同時に実現できると考えられ
る。

　オ　今後の課題
　（ア）　福島県のキャベツ及びネギ栽培において、
リン酸減肥を行うことのできる圃場条件を明らかに
する必要がある。
　（イ）　ネギにおける P 苗施用の生育促進効果の
メカニズムを解明することと、効果をさらに高める
ためのリン酸形態や濃度等を詳細に検討する必要が
ある。

　カ　要　約
　（ア）　キャベツにおける P 苗施用と基肥リン酸
施肥量の 50％低減技術は、可給態リン酸が概ね
6mg/100g の黒ボク土では効果があるが、他の土壌
群や可給態リン酸が多い圃場では効果が判然としな

図 2222-5　定植 122 日後の 1 株重（Ａ圃場）
＊は分散分析により p<0.05 水準で有意
差あり、ns は有意差なし
Ｐ無、Ｐ有はＰ苗施用の有無を示す

図 2222-6　定植 205 日後の 1 株重（Ｂ圃場）
ns は分散分析による有意差無し
Ｐ無、Ｐ有はＰ苗施用の有無を示す
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いことから現地への適用は難しい。
　（イ）　ネギにおける P 苗施用と基肥リン酸施肥
量の 50％低減技術は、大部分の圃場で適用可能で
あり、概ね定植 120 日後までは生育量の増加も併せ
て期待できる。

　キ　引用文献
1） 渡邊和洋・森谷茂・渡邊好昭・藤井國博 （1997） 

定植前リン酸苗施用によるリン酸施用量の削減． 
土肥誌 68：622-628.

2） 佐藤睦人 （2012） 福島県の農耕地土壌の実態．全
国農耕地土壌ガイドブック．日本土壌肥料協会．
pp. 34-35.

3） 村山徹・宮沢佳恵 （2013） 定植前リン酸苗施用に
よるネギの生育促進．土肥誌 84：455-461.

　研究担当者（佐藤睦人＊、根本知明、武田容枝、
小野勇治、三浦吉則）

３　肥料成分の複合施用による施肥量削減技術
体系の確立

（１）　�うね内複合施用技術の開発
　ア　研究目的
　露地野菜作において生育・収量を落とさずに肥料
施用量を大幅に削減するためには無駄がない施用技
術を開発する必要がある。その方法として、定植す
る苗の周辺にだけ肥料成分を施用する「スポット施
用技術」を開発するとともに、初期生育を確保する
ために有効な「うね内部分施用技術」を組み合わせ
た「うね内複合施用技術」を開発し、開発技術によ
る減肥効果の検討を行い、キャベツ等露地移植栽培
野菜作における大幅減肥技術として確立する。

　イ　研究方法
　（ア）「スポット施肥同時移植機」の開発と「うね
内部分施用技術」による減肥技術の確立
　キャベツ等露地野菜を移植すると同時に移植する
苗の下方に液肥をスポット的に施用する「スポット
施肥同時移植機」を開発した。また、「うね内部分
施用技術」を露地野菜生産における減肥技術として
確立するために、いろいろな露地野菜や全国の生産
地で現地実証試験を実施した。

　（イ）　液状肥料の「スポット施用」による施用量
削減効果検証試験
　キャベツ、レタスのマルチ作において、「スポッ
ト施肥同時移植機」を用いて定植時にスポット的に
液状肥料施肥量を削減して施用し、収量への影響を
調査した。
　（ウ）　リン酸液の「スポット施用」によるリン酸
施用量削減効果検証試験
　キャベツ作において、「スポット施肥同時移植機」
を用いて定植時にスポット的にリン酸液肥施用量を
削減して施用し、生育・収量への影響を調査した。
　（エ）「うね内複合施用技術」による施用量削減効
果検証試験
　窒素（硫安）、カリ（硫酸加里）をうね立て時に
うね内に部分的に施用し、リン酸液を定植時にうね
内にスポット的に施用する「うね内複合施用法」に
よる生育・収量への影響を調査した。

　ウ　研究結果
　（ア）「スポット施肥同時移植機」の開発と「うね
内部分施用技術」による減肥技術の確立
　開発した「スポット施肥同時移植機」（図 2231-
1）は「往復 2 条用半自動セル苗移植機」をベース
に、液肥タンクと液肥を吐出する吐出シリンダ、そ
して液肥を土中に吐出する吐出管からなるスポッ
ト施肥装置を取り付けた機械である。なお、液肥
は、移植するセル苗の位置を基準とし、その下方 0
～ 10cm、苗の左右方向 0 ～ 10cm、前後方向 5 ～
10cm の位置に液肥を 0 ～ 60ml 施用することがで
きる。
　「うね内部分施肥機」（図 2231-2）を用い、キャ
ベツ、ハクサイ、ブロッコリー、ダイコン等各種露
地野菜作における現地実証試験を全国 22 道県 50 か
所以上で実施し、本機を用いることによって肥料施
用量を 30％程度削減できることを確認した。なお、
本技術については、「新技術導入広域推進事業」と
して鹿児島、宮城県で技術の普及に向け、事業を展
開している。
　（イ）　液状肥料のスポット施用による施用量削減
効果検証試験
　キャベツ、レタスのマルチ作において、有機液状
肥料を移植と同時にスポット的に施用した場合、有
機液状肥料施用量を 50％削減しても NPK3 要素を
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全面全層に施用した場合と同等の生育・収量が得ら
れた（図 2231-3）。また、レタスの全面マルチ作に
おいても、硫安液を移植と同時にスポット的に施用
した場合、硫安施用量を 30％削減しても慣行と同
等の生育・収量が得られた（図 2231-4）。
　（ウ）　リン酸液の「スポット施用」によるリン酸
施用量削減効果検証試験
　低リン酸（トルオーグリン酸 :10mg/100g 以下）
圃場のキャベツ作においては、スポット施用によ
り、リン酸を 30 ～ 50％程度まで削減しても慣行
と同等の生育・収量が得られることが確認できた。

（2-2-3-（2）参照）
　（エ）　「うね内複合施用技術」による施用量削減
効果検証試験
　「うね内部分施用」と「スポット施用」を組み合
わせてうね内に複合的に施用することにより、秋冬
どりキャベツ作において、窒素・カリを 50％、リ
ン酸を 30 ～ 50％程度減肥しても慣行と同等の生
育・収量が得られた。（2-2-3-（2）参照）

　エ　考　察
　露地野菜作において生育・収量を落とさずに肥料
施用量を大幅に削減するためには無駄がない施用技
術を開発する必要がある。現在行われている一般的
施用法である全面全層施用法が面的な施用法である
が、「うね内部分施用法」は施用範囲を面的から線
的にした方法であり、「スポット施用法」は施用範
囲を線的から点的にした方法である。
　本研究では、これらの施用法を開発して、肥料
施用量の削減効果を検証した。その結果、「うね内
部分施用法」では面的施用法と比較して施用量を
30 ～ 50％程度削減できることが確認できた。一方

「スポット施用法」ではマルチ作においては面的施
用法と比較して 50％程度削減できることが確認で
きた。また、「うね内部分施用法」では初期生育は
良好であり、「スポット施用法」は生育後期に生育
が良好になる特徴があり、より肥料を無駄なく効率
的に施肥するためには、どちらもこの施用法だけで
最適な肥料施用法とは言えないことも判明した。そ
こで、より肥料を無駄なく効率的に施肥するために

図 2231-2　うね内部分施用機

図 2231-1　スポット施肥同時移植機と液肥施用位置

苗

吐出管

液肥

うね 設定施肥位置
苗下方5～10cm可
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は、これまでに開発されている各種施肥法の特徴を
活かし、最適な位置に、最適な量を施肥する複合的
な施肥作業技術を開発し、生産量と品質を確保しつ
つ肥料施用量を大幅に減らす技術を確立していく必
要がある。その方法論の一つが、「うね内部分施用
法」と「スポット施用法」を組み合わせた「複合施
用法」である。茨城県農業総合センタ－園芸研究所
と一緒に、「うね内施用法」に「スポット施肥法」
を組み合わせた「うね内複合施用法」での施肥量削
減効果について検証した結果、慣行の全面全層施肥
法と比較して、窒素、カリ施用量は 50％、リン酸
施用量は 30 ～ 50％削減しても慣行と同等の調整重

（収量）となることが判明し、「うね内施用法」に
「スポット施肥法」を組み合わせた「うね内複合施
用法」により施肥量削減効果が確認できた。

　オ　今後の課題
　（ア）　「うね内部分施用技術」については市販化
されており、全国の露地野菜作地域で活用できる。
　（イ）　「スポット施用技術」については今後実用
化を進めていく必要がある。また、「スポット施用
技術」「うね内複合施用技術」については露地野菜
作現地で実証試験を実施しながら技術普及に努める
必要がある。

　カ　要　約
　（ア）　キャベツ等露地野菜を移植する際に、移植
するセル苗の下 0 ～ 10cm、側方 0 ～ 10cm、前後 5
～ 10cm の位置に液肥を 0 ～ 60ml までスポット的
に施用できる「スポット施肥同時移植機」を開発し
た。

図 2231-3　液状肥料のスポット施用によるキャベツ・レタス収量への影響
使用機：「スポット施肥同時移植機」

図 2231-4　硫安液のスポット施用によるレタス収量への影響
使用機：「全面マルチ用スポット施肥同時移植機」
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　（イ）　キャベツ、レタスのマルチ作において、液
状肥料をスポット的に施用することにより、施用量
を 30 ～ 50％程度まで削減できることが確認できた。
　（ウ）　低リン酸（トルオーグリン酸 :10mg/100g
以下）土壌のキャベツ作においては、スポット施肥
により、リン酸施用量を 30 ～ 50％程度まで削減で
きることが確認できた。
　（エ）　キャベツ作において、「うね内部分施肥法」
で肥料施用量を 30％程度削減できることを確認で
きた。また、「うね内部分施肥」と「スポット施肥」
を組み合わせてうね内に複合的に施用することによ
り、窒素及びカリ成分を 50％、リン酸成分を 30 ～
50％程度まで削減できることが確認できた。

　研究担当者（屋代幹雄＊）

（２）　うね内複合施肥技術の現地検証
　ア　研究目的
　露地野菜作において大幅な施肥量削減を目的に、
現在開発中の「スポット施用技術（定植する苗の周
辺だけに肥料を施用する技術）」によるリン酸施用
量削減の実証試験を行うとともに、既に開発されて
いる「うね内部分施用技術」と「スポット施用技
術」を組み合わせた「うね内複合施用技術」による
窒素、カリ及びリン酸施用量削減の実証試験を行
う。

　イ　研究方法
　（ア）　リン酸の定植時スポット施肥がキャベツの
収量・リン酸吸収量に及ぼす影響

　　ａ　全面全層施肥法と組合わせたスポット施肥
法
　2009 年に園芸研究所（笠間市）の露地圃場にお
いて、全面全層施肥法・リン酸施用量 25kg/10a を
慣行として、スポット施肥法によってリン酸施用量
を 12.5kg/10a（慣行－ 50％）及び 17.5kg/10a（慣
行－ 30％）に減肥した時の、秋冬どりキャベツの
収穫物の調整重及びリン酸吸収量を調査した。な
お、スポット施肥法はリン酸施用全量（12.5kg/10a
及び 17.5kg/10a）を同法で単独施用する区に加え、
リン酸施用全量（12.5kg/10a 及び 17.5kg/10a）の
うち一部量の 5kg/10a 及び 10kg/10a を全面施肥法
で施用する「全面全層施肥法＋スポット施肥法」区
も設けた。供試土壌は表層腐植質黒ボク土、定植前
圃場のトルオーグリン酸含量 7mg/100g、キャベツ
品種は“初恋（トーホク）”、播種 8 月 6 日、定植は
9 月 3 日に移植同時スポット施肥機でリン酸施肥と
同時に行い、うね間 60cm ×株間 40cm、試験規模
は 1 区 24m22 反復とした。窒素及びカリ成分は定
植前に 25kg/10a を全区同一に全面全層した。試験
区構成は表 2232-1、供試圃場の化学性は表 2232-2
のとおりである。
　　ｂ　リン酸肥沃度の異なる圃場でのスポット施
肥法
　リン酸肥沃度の異なる圃場において、スポット施
肥によるリン酸施肥量の違いが秋冬どりキャベツ

（2011 年、2012 年実施）及び夏どりキャベツ（2013
年実施）の収量・養分吸収に及ぼす影響を検討し
た（表 2232-3）。圃場のリン酸肥沃度は、2011 年
の試験開始前に重焼燐を施用し、低肥沃度（トル
オーグリン酸含量 10mg/100g 以下）、中肥沃度（同

表 2232-1　試験区構成

窒素・カリは 25kg/10a を全面全層施肥

表 2232-2　供試圃場の化学性
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20mg/100g 程度）及び高肥沃度（同 60mg/100g 以
上）の 3 水準を設定した。さらにリン酸肥沃度の異
なる 3 水準圃場それぞれに、スポット施肥法でリン
酸施肥量を 0kg/10a（無施用）、12.5kg/10a（慣行
比－ 50％）、17.5kg/10a（慣行比－ 30％）、5kg/10a

（慣行）の 4 水準設定し、秋冬どりキャベツ及び夏
どりキャベツの収穫物の調整重及びリン酸吸収量を
調査した。なお、慣行の全面全層施肥法においても
リン酸施肥量を 0kg/10a（無施用）～ 25kg/10a（慣
行量）の範囲で 4 水準を設定した。
　秋冬どりキャベツの品種及び耕種概要は研究方
法（ア）-a と同様、夏どりキャベツは品種“冬の舞

（渡辺農事）”を供試し、播種 3 月 15 日、定植 4 月
15 日とした。試験場所、栽植密度、試験規模、窒
素・カリ施肥条件は研究方法（ア）-a と同様とし
た。

　（イ）　うね内複合部分施用とスポット施用の組立
て（うね内複合施用技術）の実証
　園芸研究所（笠間市）及び現地（小美玉市）の
露地圃場において、全面全層施肥法・窒素、リ
ン酸、カリ酸施用量各 25kg/10a を慣行として、

「うね内部分施肥法」で窒素、カリを 12.5kg/10a
（慣行－ 50％）、「スポット施肥法」でリン酸を
12.5kg/10a（慣行－ 50％）及び 17.5kg/10a（慣行
－ 30％）を組合わせた「うね内複合施肥法」にお
いて秋冬どり（2011 年、2012 年実施）及び夏どり
キャベツ（2013 年実施）で収穫物の調整重及びリ
ン酸吸収量を調査した。試験区構成は表 2232-4 の
とおりで試験規模は所内 1 区 18m22 反復、現地 1
区 26.4m2 で反復なしとした。供試土壌は園芸研究
所及び現地圃場ともに表層腐植質黒ボク土、各年の
栽培概要は表 2232-5 のとおりである。

表 2232-3　試験区構成

1 ）リン酸肥沃度はトルオーグリン酸含量が低：10mg 以下、中：
20mg 程度、高：60mg/100g

2）リン施肥量の (17.5kg/10a) はスポット施肥区のみ

表 2232-4　試験区構成

表 2232-5　耕種概要

定植日及び収穫日幅は所内と現地圃場の作業事情や収穫適期の違いによる
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　ウ　研究結果
　（ア）　リン酸の定植時スポット施肥がキャベツの
収量・リン酸吸収量に及ぼす影響
　　a　全面全層施肥法と組合わせたスポット施肥
法
　秋冬キャベツの調整重及びリン酸吸収量は、全面
全層施肥法とスポット施肥法を組み合わせてもス
ポット施肥法単独でも同等で、またリン酸施肥量も
12.5kg/10a（慣行－ 50％）まで減肥しても慣行の
全面全層施肥法・リン酸施用量 25kg/10a と同等で
あった（図 2232-1）。
　　b　リン酸肥沃度の異なる圃場でのスポット施
肥法
　リン酸肥沃度の低い圃場でリン酸をスポット施肥
した時の秋冬どり及び夏どりキャベツの調整重・リ
ン酸吸収量は、リン酸施肥量が少なくなるほど減
収・減少したが、17.5kg/10a（慣行－ 30％）では
慣行 25kg/10a と同等であった。
　一方、リン酸肥沃度が中以上、すなわち圃場のト
ルオーグリン酸含量が 16 ～ 20mg/100g 以上ではリ
ン酸無施用でも調整重とリン酸吸収量は減収・減少
せず慣行と同等であった（図 2232-2）。
　（イ）　うね内複合部分施用とスポット施用の組立
て（うね内複合施用技術）実証
　所内試験、現地試験ともに、うね内複合施肥
における秋冬どりキャベツの調整重及びリン酸
吸収量は、窒素・カリ施肥量を 12.5kg/10a （慣行

－ 50％）、リン酸施肥量 12.5kg/10a （慣行－ 50％）
及び 17.5kg/10a （慣行－ 30％）に減肥しても、慣
行施肥法（全面全層施肥法・窒素、カリ、リン酸
施肥量各 25kg/10a）と有意差は認められず同等で
あった。一方、夏どりキャベツは同様の処理で慣行
に比べ調整重とリン酸吸収量が所内試験では有意に
減収・減少し、現地試験では減収・減少する傾向に
あった（表 2232-6）。

　エ　考　察
　全面全層施肥法に対し、農作物の根域付近への施
肥法は施肥成分の利用効率が向上し施肥量削減が期
待でき、水稲では側条施肥田植機の現地導入が進ん
でいる 1）。一方、露地野菜においても、田中ら 2）は
秋冬どりネギの溝施肥法で施肥窒素利用率が 10 ～
40％向上するなどこれら施肥法に関する研究成果は
少なくない。しかし大規模経営の多い露地野菜では
これまで実用的な施肥機械がなく、定植うね部分や
根域局所への施肥技術の導入が遅れていた。そこで
中央農業総合研究センタ－開発 3）の「スポット施
肥同時移植機」によるリン酸のスポット施肥による
施肥量削減の実証、さらには同機に「うね立て同時
部分施肥機」を組み合わせた「うね内複合施用技
術」により窒素、カリ、リン酸の施肥量削減の実証
を行った。
　その結果、「スポット施肥同時移植機」利用によ
るスポット施肥法では、慣行の全面全層施肥法・

図 2232-1　全面全層 + スポット施肥法でのリン酸施肥量の違いと秋冬キャベツの調整重・リン酸吸収量

─ 132 ─



リン酸施用量 25kg/10a に対して同施用量を 30 ～
50％削減しても慣行と同等の調整重（収量）及びリ
ン酸吸収量となり同機利用よるリン酸削減効果が実
証できた。また、これに「うね立て同時部分施肥
機」を組み合わせた「うね内複合施用技術」により
慣行の全面全層施肥法・窒素、カリ、リン酸施用量
各 25kg/10a に対して窒素、カリ施用量は 50％、リ
ン酸施用量は 30 ～ 50％削減しても慣行と同等の調
整重（収量）となり、同技術利用による窒素、カ
リ、リン酸削減効果が実証できた。

　オ　今後の課題
　（ア）　うね内複合施肥技術は露地野菜作における

大幅な施肥量削減が可能であることが実証できた
が、当技術が産地に広く普及するには「うね立て同
時部分施用機」と「スポット施肥同時移植機」の導
入拡大が必要である。
　「うね立て同時部分施用機」は既に農機具メー
カーから市販され本県産地にも導入が始まってお
り、今後さらなる導入増加が進めば技術普及が期待
される。同時に現在開発段階にある「スポット施肥
移植同時移植機」の完成と市販化が待たれるところ
である。
　（イ）　夏どりキャベツではうね内複合施用技術に
よる施肥削減で減収したため、作型の違いによる検
討が必要である。

図 2232-2�　リン酸肥沃度の異なる圃場におけるスポット施肥法でのリン酸施肥量の違いと秋冬キャベツ及び夏どり
キャベツの調整重・リン酸吸収量

表中の符号は Tukey の多重比較。異符号間に有意差有り。

表 2232-6　うね内複合施肥法における秋冬どりキャベツ及び夏キャベツの調整重・リン酸吸収量
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　カ　要　約
　「スポット施肥移植同時移植機」利用の定植時ス
ポット施肥法によってリン酸施肥量を削減でき、ま
た同機に「うね立て同時部分施用機」を組み合わせ
る「うね内複合施肥技術」によって窒素・リン酸・
カリの施肥量を削減できることを実証した。
　（ア）　秋冬どりキャベツ及び夏どりキャベツにお
いて、定植時スポット施肥法は慣行施肥に対してリ
ン酸施肥量を 30％削減できる。
　（イ）　秋冬どりキャベツ及び夏どりキャベツ
において、圃場のトルオーグリン酸含量が 13 ～
20mg/10a 以上の圃場ではリン酸は無施用でも減収
しない。
　（ウ）　秋冬どりキャベツにおいて、うね内複合施
肥法は慣行施肥に対して窒素・カリ施肥量を 50％、
リン酸施肥量を 30 ～ 50％削減できる。

　キ　引用文献
1） 農林水産省 HP 稲作における施肥の現状と課題 
（2010） 施肥低減技術の普及状況：5.

　http://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/nenyu_
koutou/n_kento/pdf/2siryo1.pdf （参照日：2014. 4. 
25）

2） 田中有子・小山田勉 （2000） セル成型苗利用によ
る秋冬獲りネギの肥効調節型肥料を用いた全量基
肥溝施肥法．茨城県農業総合センタ－園芸研究所
研究報告 第 8 号：19-26.

3） 屋代幹雄ら （2009） 化学肥料を大幅に削減できる
露地野菜向け「うね内部分施用技術」の開発．農
林水産技術研究ジャ－ナル 32（3）：38-41. 

　研究担当者（飯村　強＊、小田部裕、折本善之、
植田稔宏）
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１　菌根菌の機能活用による土壌蓄積リンの利
用技術の開発

（1）　有機物施用による菌根菌の機能活用技術の
開発
　ア　研究目的
　前作に菌根菌の宿主作物を栽培した跡地でのダイ
ズ栽培ではダイズの菌根菌感染が向上するため、リ
ン酸減肥が可能であることが所内試験で示されてい
る１）。しかし、様々な有機物施用条件や土壌タイプ、
気象条件の生産者圃場でもこの技術が有効であるか
は不明である。そこで、有機物施用条件下での菌根
菌の効果を明らかにするとともに、宿主作物跡地で
ダイズを栽培する際のリン酸減肥を生産者圃場で実
証し、普及技術として完成させる。さらに本技術を
ダイズ以外の作物に適用する可能性についても明ら
かにする。

　イ　研究方法
　（ア）　施用される有機物が菌根菌の前作効果に及
ぼす影響
　前作に宿主作物（トウモロコシ、アズキ、エン
麦）または非宿主作物（ソバ）を栽培した圃場に
様々な有機資材（作物残渣、麦わら、鶏糞堆肥、牛
ふん堆肥など）を施用し、さらにリン酸施肥量を標
準量（15kg P2O5/10a）から段階的に減肥した試験
区を設定した。窒素及びカリの施肥は標準量とし
た。この圃場にダイズを栽培して生育や収量、菌根
菌感染や養分吸収量を調査した。
　（イ）　生産者圃場におけるダイズへの菌根菌感染
実態
　道央の畑作地帯及び水田転換畑地帯の生産者圃場
におけるダイズの菌根菌感染を調査した。これらの
結果を北海道立総合研究機構中央農業試験場（以
下、道総研中央農試）・十勝農業試験場（以下、十
勝農試）で実施した同様の試験と統合し、土壌タイ
プや前作物、土壌蓄積リン酸や施肥等がダイズの菌
根菌感染に及ぼす影響を解析した。
　（ウ）　生産者圃場におけるダイズのリン酸減肥試
験
　道央地域で宿主作物跡地にダイズを栽培する農家

を複数選定し、標準肥料（N-P2O5-K2O-MgO = 3-24-
13-4）及びリン酸減肥試作肥料（3-16-13-4 または
3-12-13-4）を配布し、両者を同量施用した条件下で
ダイズ栽培を委託し、途中生育と養分吸収、菌根菌
感染率及び収量を調査した。道総研中央農試・十勝
農試で実施された減肥試験と合わせてリン酸減肥が
ダイズの収量や生育に及ぼす影響を解析した。
　（エ）　ダイズ以外の作物における前作効果を活用
したリン酸減肥の可能性
　前年に宿主、または非宿主を栽培した圃場にリン
酸施肥量を標準量（バレイショでは 18、春小麦では
15kg P2O5/10a）から段階的に減肥した区を設定した。
この圃場でバレイショ・春小麦を栽培し、途中生育
と養分吸収、菌根菌感染率及び収量を調査した。

　ウ　研究結果
　（ア）　施用される有機物が菌根菌の前作効果に及
ぼす影響
　牛糞堆肥、鶏糞堆肥、麦わらなどを施用した場合
や緑肥（デントコーン、ヒマワリ、シロカラシな
ど）をすき込んだ場合など、多様な有機物が施用さ
れた条件下でもダイズの初期生育は非宿主跡に比べ
て宿主跡で優れており、菌根菌宿主作物の前作効果
が発現することを確認した（図 2311-1）。
　（イ）　農家圃場におけるダイズへの菌根菌感染実
態
　生産者圃場における開花期の AM 菌感染率は、
宿主作物栽培跡で高く、リン酸施肥量が多いほど低
下する傾向にあった。また火山性土では高いが泥炭
土や低地土では感染率が低い、といった土壌型によ
る違いも認められた（表 2311-1）。宿主跡では AM
菌感染率が 40％ 以上の圃場が約 4 割を占めた一方
で非宿主跡では 1 割程度と少なかった。
　（ウ）　農家圃場におけるダイズのリン酸減肥試験
　道央・道東の生産者圃場及び試験場圃場でのリン
酸減肥試験（50 例）を整理した結果、子実収量相
対値（標準区に対する減肥区の割合）の中央値は宿
主跡ではリン酸 50％減肥まで変化しなかったのに
対し、非宿主跡地では減肥に従って低下した（図
2311-2）。リン酸 3 割減肥を行った場合、子実粗収

第3章�　土壌中の蓄積養分の利用技術の開発
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量が 400kg/10a を越える条件では収量が一割以上
低下する事例が多かった（図 2311-3）。リン酸 5 割
減肥の場合、AM 菌感染率が 40％以下では開花期
生育が低下する例が増加するが（図 2311-4）、3 割
減では宿主跡地においては顕著な生育低下は認めら
れなかった。以上から、土壌の可給態リンレベルが
低くなく（トルオーグで 10mg/100g 以上）で収量
水準が基準内（粗収量で 400kg/10a 以下）の場合、
AM 菌の宿主跡ではダイズのリン酸施肥を３割削減
できると考えられた（表 2311-2）。
　（エ）　ダイズ以外の作物における前作効果を活用

したリン酸減肥の可能性
　前年に宿主、または非宿主を栽培した跡地ではバ
レイショの上いも収量や春小麦の精粒収量が有意に
上昇する場合があり、ダイズ以外でも前作効果の利
用可能性が確認された（データは示さない）。

　エ　考　察
　（ア）　施用される有機物が菌根菌の前作効果に及
ぼす影響
　生産者圃場では堆肥や前作物の収穫残渣、緑肥な
ど様々な有機物が施用されている。これらは化学肥

図 2311-1　様々な有機物施用条件下での前作効果
（左）様々な有機物資材を施用した条件でもデントコーン（宿主）跡のダイ
ズ生育はソバ（非宿主）跡よりも優れる。（右）ソバ（非宿主）跡に緑肥ヒ
マワリ（宿主）を作付けすると後作ダイズの初期生育は改善するが、小麦

（宿主）跡に緑肥シロカラシ（非宿主）を作付けしても初期生育には悪影響
はない。また、緑肥の鋤込・持出は前作効果に影響を与えない。

表 2311-1　生産者圃場におけるダイズへの菌根菌の感染実態

前作・土壌型・トルオーグリン酸の影響を分散分析で、リン酸施肥量と土壌硬度の影
響は t 検定で分析。
※ 1 それぞれの調査項目ごとに、異なるアルファベット間に有意差有り（Sheffe、

p<5％）。＊：5％水準で有意差有り（t 検定）
※ 2 宿主：小麦、バレイショ、えん麦、ヒマワリなど、非宿主：ソバ、シロカラシ、テ

ンサイなど
※ 3 土壌型と前作の効果に交互作用を検出したため、土壌型別に前作の効果を検定。＊：

有意差有り（Sheffe、p<5％）、NS：有意差なし。
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料以外のリン酸の供給源となったり、或いは逆に土
壌リンの有機化に寄与したりすることで土壌中のリ
ン酸の可給性を変化させる可能性がある。今回、そ
のような有機物の施用条件下であっても前作の違い
による初期生育の差が観察された事から、菌根菌の
効果を期待できると考えられた。しかし、麦わらの
ようにリン含量の低い有機物を投入した場合には

（前作による差は明瞭であるものの）リン酸減肥に
よって初期生育が低下する例も観察された事から、
リン酸減肥可能性についてはさらに検討が必要であ
ると考えられた。
　（イ）　生産者圃場におけるダイズへの菌根菌感染
実態

　今回の調査から生産者圃場でもダイズには菌根菌
が感染しており、またその感染率は宿主跡において
高かった事から、土着菌根菌の利用技術は生産者圃
場に導入可能であると考えられた。また前作物や土
壌リン含量、リン施肥等の影響以外に土壌型も菌根
菌の感染率に影響を及ぼしていることが明らかと
なった。
　（ウ）　生産者圃場におけるダイズのリン酸減肥試
験
　生産者圃場において、宿主跡地でのダイズ栽培で
は現行の基準から 3 割のリン酸減肥が可能であるこ
とを実証した。一部収量レベルが高い圃場において
減肥した場合に一割以上減収した事例も認められた

図 2311-2　リン酸施肥率とダイズ収量変化の関係
50 例の減肥試験結果を箱ひげ図にまとめた。箱の上端・
中線、下端はそれぞれ 75％点、中央値、25％点を示す。
ひげの上端・下端はそれぞれ得られたデータの最大値・
最小値を示す。

図 2311-3�　ダイズの収量レベルとリン酸 3 割減肥時の
相対収量の関係

全て宿主跡における結果である。試験場データと生産
者圃場データを含む。一部 3 割以上（5 割未満）減肥
したデータも含む。

図 2311-4　菌根菌感染率と開花期乾物重の関係
リン酸５割減肥時の結果を示す。縦軸は標準施肥量区
に対する相対値であり、0％は増減なし、− 10％は一
割の低下を示す。

表 2311-2　AM 菌を活用したダイズのリン酸減肥技術の適用基準

※ 1 土壌の可給態リンが低い圃場ではリン酸減肥はできない
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が、これは現行の施肥基準が収量標準（精選子実重
で 240 〜 320kg/10a）を確保する上で十分なリン供
給を確保する観点から設定されているためと考え
られる。また菌根菌の感染率が十分に高い（概ね
40％以上）場合はリン酸を 5 割減肥した場合も初期
生育・収量ともに標準施肥量区なみに維持される事
が示された。しかしながら、菌根菌感染率の高い圃
場を事前に識別できない現状では 3 割に止めるのが
安全であると考えられた。
　（エ）　ダイズ以外の作物における前作効果を活用
したリン酸減肥の可能性
　春小麦やバレイショにおいても宿主跡でリン酸減
肥可能である事例が得られた事は、土着菌根菌を活
用したリン酸減肥技術がダイズ以外の作物にも適用
可能である事を示している。道総研根釧農試では同
様の結果がトウモロコシでも得られており、本技術
は菌根菌の宿主となる作物に広く適用できる可能性
がある。

　オ　今後の課題
　（ア）　菌根菌の感染程度を予測する手法の開発
　宿主跡であってもダイズの菌根菌感染は幅があり
減肥可能量が異なる。生産者に安心して減肥をして
もらう情報提供のためにもダイズ作付け前に菌根菌
の感染程度を予測する手法の開発が必要である。
　（イ）　土着菌根菌利用によるリン酸減肥技術の他
作物への適用可能性
　今回の試験で春小麦やバレイショでも宿主跡では
リン酸減肥可能である場合がある事が示されたが、
減肥可能量や年次変動の影響についてさらに検討す
る必要がある。

　カ　要　約
　（ア）　土着菌根菌による前作効果は種々の有機資
材施用条件下でも発現する。
　（イ）　生産者圃場でもダイズは菌根菌に感染して
おり、土着菌根菌の利用が期待できる
　（ウ）　菌根菌の宿主作物跡ではダイズのリン酸施
肥を現行基準から 3 割削減できる。
　（エ）　土着菌根菌活性が高い場合はリン酸施肥を
5 割削減しても生育・収量が維持できる。
　（オ）　土着菌根菌利用によるリン酸減肥はダイズ
以外の作物に適用できる可能性がある。

　キ　引用文献
 1） Oka N., Karasawa T., Okazaki K. and Takebe 

M. （2010） Maintenance of soybean yield with 
reduced phosphorus application by previous 
cropping with mycorrhizal plants. Soil Sci. Plant 
Nutr. 56: 824-830.

　研究担当者（大友　量＊、岡　紀邦、杉戸智子）

（２）　菌根菌を活用した飼料用トウモロコシの
リン減肥栽培技術の開発
　ア　研究目的
　生産資材価格が高騰するなか、自給飼料を低コス
トで生産するためには、合理的な施肥の推進が必要
である。近年生産が拡大している飼料用トウモロコ
シ（以下、トウモロコシ）は、作物によるリン酸吸
収を促進するアーバスキュラー菌根菌（以下、菌根
菌）の宿主作物であることから、この機能（宿主作
物跡地で生育が促進される「前作効果」）を活用し
たリン酸減肥の可能性が示唆されている。
　そこで、トウモロコシ跡地圃場（トウモロコシ連
作圃場）において、栽培条件が土着菌根菌の前作効
果に与える影響を検討し、これを考慮したリン酸施
肥指針を策定する。

　イ　研究方法
　（ア）　飼料用トウモロコシに対する菌根菌の前作
効果の検討（前作試験）
　菌根菌の宿主または非宿主作物の跡地圃場におい
て、トウモロコシのリン酸用量試験を行い、前作物
がトウモロコシの菌根菌感染率やトウモロコシの生
育、及びリン酸減肥可能性に及ぼす影響を検討し
た。
　　ａ　圃場試験の概要
　トウモロコシのリン酸用量試験を実施する前年

（2009 または 2010 年）に同一圃場を分割し、前作
物としてトウモロコシ（宿主作物）、テンサイまた
はシロガラシ（非宿主作物）を栽培した。その翌
年（リン酸用量試験の当年（2010 または 2011 年））
に、圃場全面でトウモロコシを栽培した。2 年間で
行った前作試験は 5 例、リン酸施肥量は 0 〜 30kg 
P2O5/10a（N-K2O-MgO=13-14-4 kg/10a は 共 通 施
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用）、トウモロコシの品種は当地域において奨励さ
れる早生品種（「クウィス」、「ぱぴりか」、「たちぴ
りか」）を供試した。
　供試圃場はいずれも黒ボク土（農耕地土壌分類
委員会 1））で、有効態リン酸含量（トルオーグ法、
mg P2O5/100g）は 4 〜 25（「北海道施肥ガイド 2010

（北海道農政部 2））」における土壌診断基準値は 10
〜 30）、リン酸吸収係数は 1560 〜 1630 である。
　以上の 5 例について、生育初期（播種後約 40 〜
50 日目）にトウモロコシの菌根菌感染率及び地上
部乾物重等、収穫期に乾物収量等を調査した。
　　ｂ　リン酸減肥可能量の推定
　「北海道施肥ガイド 2010」において現在設定され
ている土壌診断に基づくリン酸施肥量は、土壌のリ
ン酸肥沃度により異なるため（表 2312-1）、リン酸
肥沃度の異なる圃場で行った試験について、リン酸
施肥量とトウモロコシ生育量の関係を直接比較する
ことは困難である。そこで、現行の土壌診断に基づ
くリン酸施肥量に対するリン酸施肥量の割合を「リ
ン酸施肥充足率」（式 1）と定義して求め、これと
生育量の関係を解析した。
　また、年次や圃場間におけるトウモロコシ生育量
のバラツキを補正するため、各圃場において、調査
時に最大となった試験区の地上部乾物重（生育初
期）または乾物収量（収穫期）を 100 とした相対値
で各試験区の生育量を評価した。
　（イ）　飼料用トウモロコシ連作畑におけるリン酸
施肥とトウモロコシ生育の関係
　2009 〜 2013 年に、北海道根釧地域のトウモロコ
シ連作畑において、16 例のリン酸用量試験（土壌
型、耕起法、土壌リン酸肥沃度等が異なる）を行

い、リン酸施肥（リン酸施肥充足率）とトウモロコ
シ生育量の関係を、以下の条件別に検討した。
　　ａ　土壌型の影響
　当地域に分布する主要な土壌型である火山放出物
未熟土（3 例）及び黒ボク土（4 例）を対象として、
土壌型とリン酸施肥がトウモロコシの生育に及ぼす
影響を検討した。供試圃場のリン酸吸収係数は、火
山放出物未熟土で 910 〜 1160、黒ボク土で 1830 〜
2010、有効態リン酸含量（mg P2O5/100g）の範囲
は 10 〜 17 であった。
　　ｂ　耕起法の影響
　前述した 2 種類の土壌型のうち各 1 圃場を供試
し、耕起法とリン酸施肥がトウモロコシの生育に及
ぼす影響を検討した。耕起法処理は、播種床造成工
程でプラウ耕を行う慣行法とこれを省略する簡易耕
の 2 種類である。供試圃場のリン酸吸収係数は、火
山放出物未熟土で 1160、黒ボク土で 1830、有効態
リン酸含量（mg P2O5/100g）は火山放出物未熟土
で 15、黒ボク土で 10 であった。どちらの土壌型に
おいても、耕起法処理間で土壌化学性の違いは認め
られなかった。
　　ｃ　土壌リン酸肥沃度の影響
　供試圃場の有効態リン酸含量以外の試験条件がほ
ぼ共通する試験を抽出し、土壌リン酸肥沃度とリン
酸施肥がトウモロコシの生育に及ぼす影響を検討し
た。対象とした試験圃場の有効態リン酸レベルは、
Ⅰ：土壌診断基準の下限値未満（有効態リン酸含量

（mg P2O5/100g）は 5、2 例）、Ⅱ：土壌診断基準の
下限値付近（同 10、2 例）、Ⅲ：土壌診断基準の上
限値近く（同 25、1 例）、Ⅳ：土壌診断基準の上限
値以上（同 43、1 例）で、土壌型は黒ボク土、リン

表 2312-1　北海道根釧地域における現行のリン酸施肥指針の例

「北海道施肥ガイド 2010」（北海道農政部）より

（式 1）
リン酸施肥充足率（％）＝　各試験区における実際のリン酸施肥量（kg/10a）
　　　　　　　　　　　　　　÷　現行の土壌診断に基づくリン酸施肥量（kg/10a）× 100
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酸吸収係数は 1560 〜 1710 の範囲である。

　ウ　研究結果
　（ア）　飼料用トウモロコシに対する菌根菌の前作
効果の検討（前作試験）
　前作物処理ごとに菌根菌感染率を比較すると、ト
ウモロコシ跡地は菌根菌の非宿主作物跡地より有
意に高かった（Tukey-Kramer、p<0.01、図 2312-1
左）。また、菌根菌の非宿主作物跡地におけるトウ
モロコシの初期生育量は、リン酸施肥充足率の減少
とともに低下するのに対して、トウモロコシ跡地
圃場ではその程度が小さく、施肥充足率 40％以上
の処理区では初期生育量に危険率 10％水準（Tukey-
Kramer）で有意な差は認められなかった。
　収穫期の乾物収量についても、前述の初期生育量
と同様の傾向が見られたが、前作物処理及びリン酸
施肥処理の影響は、生育初期と比較すると小さかっ
た（図 2312-1 右）。
　（イ）　飼料用トウモロコシ連作畑におけるリン酸
施肥とトウモロコシ生育の関係
　飼料用トウモロコシ連作畑において、リン酸施肥
は収穫期の乾物収量より初期生育量に大きく影響
した（図 2312-2）。また、トウモロコシの初期生育
量と収穫期の乾物収量の関係から、初期生育量が

当該圃場における最大値の 75 〜 80％以上となった
試験区は、最大乾物収量となった試験区と、危険
率 10％水準（Dunnett）でも有意差のない乾物収量
が得られた（図 2312-3）。以上より、収穫期におけ
るトウモロコシの減収を防ぐために必要なリン酸施
肥充足率は、各圃場における初期生育量が最大値の
75％以上となる水準であると考えられたので、これ
をリン酸減肥の可否を判断する基準とした。
　　ａ　土壌型の影響
　収穫期における減収を防ぐために必要なリン酸施
肥充足率は土壌型で異なり、火山放出物未土では
80％、黒ボク土では 40％であった（図 2312-4）。ま
た、各土壌型において、この値を満たすとき、リン
酸施肥充足率の区分間で初期生育量に有意な差は認
められなかった（p<0.10、Tukey-Kramer）。
　　ｂ　耕起法の影響
　火山放出物未熟土及び黒ボク土の各土壌型におい
て、耕起法別にリン酸施肥充足率と初期生育量の関
係を示した（図 2312-5）。収穫期における減収を防
ぐために必要なリン酸施肥充足率は、火山放出物未
熟土では簡易耕（50％）で慣行法（100％）より低
く耕起法処理間で差が認められたが、黒ボク土では
簡易耕と慣行法で同等（50％）と見込まれた。
　　ｃ　土壌リン酸肥沃度の影響

図 2312-1�　各前作物跡地におけるリン酸施肥とトウモロコシの初期生育量、
菌根菌感染率及び収穫期乾物収量の関係

2010-2011 年の 5 試験の平均値。* 初期生育量及び収穫期乾物収量は、各試験
の各生育ステージ別に生育量が最大となった試験区を 100 とした相対値。
異なる文字間（大文字；トウモロコシ跡地、小文字；非宿主作物跡地）は、
各前作内で初期生育量及び収穫期乾物収量に有意差あり（Tukey-Kramer、
p<0.10）。エラーバーは標準偏差。
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図 2312-3�　飼料用トウモロコシ連作畑におけるトウモ
ロコシの初期生育量と収穫期乾物収量の関係

初期生育量及び収穫期乾物収量は、各生育ステージ別
に生育量が最大となった試験区を 100 とした相対値。
生育初期は、相対値を 5 刻みで区分した。
対照群「95 〜 100」と比較して、「75 〜 80」以上で有
意差なし（Dunnett、p<0.10）。エラーバーは標準偏差。

図 2312-4　各土壌型におけるリン酸施肥充足率と連用
時のトウモロコシ初期生育量の関係

初期生育量は、各圃場において生育量が最大となった
試験区を 100 とした相対値。
各土壌型において、異なる文字間に有意差あり（p<0.10、
Tukey-Kramer）。エラーバーは標準偏差。

図 2312-5�　耕起法の異なる圃場におけるリン酸施肥充足率と連用時のトウモロ
コシ初期生育量の関係

初期生育量は、各圃場において生育量が最大となった試験区を 100 とした相対値。
異なる文字間には、各土壌型の耕起法処理内で有意差があることを示す（p<0.10、
Tukey-Kramer）。エラーバーは標準偏差。

図 2312-2�　飼料用トウモロコシ連作畑におけるリン酸施肥が初期生育量及
び収穫期乾物収量に及ぼす影響

初期生育量及び収穫期乾物収量は、各生育ステージ別に生育量が最大となっ
た試験区を 100 とした相対値。
異なる文字間には、リン酸施肥充足率の区分間で初期生育量及び収穫期乾物
収量に有意差あり（Tukey-Kramer、p<0.10）。エラーバーは標準偏差。
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　土壌リン酸肥沃度別に、リン酸施肥充足率とト
ウモロコシの初期生育量の関係を示した（図 2312-
6）。収穫期における減収を防ぐために必要な施肥充
足率は、土壌診断基準の上限値未満の条件では概ね
60％であった。一方、土壌診断基準の上限値を超え
る条件ではリン酸施肥充足率 50％未満でも、リン
酸減肥可能の判断基準を満たしていた。

　エ　考　察
　（ア）　飼料用トウモロコシに対する菌根菌の前作
効果の検討（前作試験）
　前作試験において、菌根菌の非宿主作物跡地で
は、リン酸施肥充足率の減少とともにトウモロコシ
の初期生育量も低下し、現行の土壌診断に基づくリ
ン酸施肥量が概ね妥当であることが確認された。
　これに対して、トウモロコシの跡地圃場では、菌
根菌の非宿主作物跡地圃場よりトウモロコシの生育
量及び菌根菌感染率は大きく、リン酸減肥に伴う生
育量の低下程度は小さかった。また、本稿ではデー
タを省略したが、トウモロコシ跡地ではリン酸吸収
量も多かった。このように、北海道根釧地域におい
ても、Arihara・Karasawa3）、唐澤ら 4）の報告にあ
る「菌根菌の前作効果」が確認された。
　以上のことから、トウモロコシの連作畑では、菌
根菌の前作効果により生育初期におけるトウモロコ
シのリン酸吸収が促進されるため、現行のリン酸施
肥指針から減肥を行ってもトウモロコシの生育及び
収量への影響は小さいと考えられた。

　（イ）　飼料用トウモロコシ連作畑におけるリン酸
施肥指針の策定
　前述のように、収穫期における減収を防ぐために
必要なリン酸施肥充足率は、土壌型、耕起法、土壌
リン酸肥沃度により異なることが示唆され、必要な
リン酸施肥充足率の範囲は 40％（黒ボク土）から
80％（火山放出物未熟土）と見込まれた。この条件
ごとに求めた必要なリン酸施肥充足率を、100 から
各々差し引いた値が、各条件における減肥可能割合
と考えられるので、リン酸減肥可能な範囲は 20％

（火山放出物未熟土）から 60％（黒ボク土）となる。
　本来、菌根菌の機能を最大限活用することが可能
であれば、前作効果の発現程度に応じて様々な条件
ごとにリン酸施肥指針を策定するべきである。しか
し、本試験では、いくつかの要因が減肥可能割合に
与える影響程度を相対的に評価したものの、各要因
の相互の影響程度について大小関係を整理すること
はできなかった。
　そこで、本成果では、要因別に検討した試験結果
から得られた最低限の減肥可能割合である 20％を、
多様な条件でも減収の恐れが少ない水準と考え、
これを踏まえた当面のリン酸施肥指針とした（表
2312-2）。

　オ　今後の課題
　（ア）　菌根菌の機能を最大限活用するための条件
整理
　本試験では、トウモロコシ連作畑におけるリン酸

図 2312-6�　土壌リン酸肥沃度別にみたリン酸施肥充足率と連作時のトウモロコシ初期生
育量の関係

各グラフ上の数値は、有効態リン酸量（圃場の平均値）。リン酸施肥充足率は、各試験
の施肥充足率を 0、50 未満、50 〜 75、75 〜 100、100 〜に区分し、その区分内の平均値。
初期生育量は、各試験において生育量が最大となった試験区の値を 100 とした相対値。
異なる文字間は、各リン酸肥沃度内で有意差あり（p<0.10、Tukey-Kramer）。エラー
バーは標準偏差。
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減肥可能割合は、土壌型、耕起法、リン酸肥沃度に
より異なる可能性があることを指摘したが、要因別
に具体的な減肥可能割合を提示することはできな
かった。試験例数を積み重ね、要因別にリン酸減肥
可能割合を整理できれば、更なる減肥を可能とする
余地が残されている。　
　（イ）　牧草地から飼料用トウモロコシ畑への転換
時のリン酸減肥
　牧草は多くの草種が菌根菌の宿主作物であるた
め、牧草跡地のトウモロコシ畑では現行基準からリ
ン酸を減肥できる可能性がある。しかしながら、本
試験において、耕起法（プラウ耕）がリン酸の減肥
可能割合に影響を及ぼすことが示唆された。表層に
根が集中する牧草地から、プラウ耕やロータリー耕
を行ってトウモロコシ畑に転換する際には、菌根菌
の前作効果が小さくなる可能性があるため、栽培試
験を行い菌根菌の前作効果による減肥可能割合を明
らかにすることが重要である。
　（ウ）　菌根菌の前作効果を評価する事前診断手法
の開発
　トウモロコシの作付当年の菌根菌感染率を事前に
予測することができれば、感染率の高低により減肥
可能割合を評価し、栽培当年の施肥設計に組み込む
ことが可能になる。さらに、生産現場で実施可能な
簡易な技術であれば、本技術の普及を促進する上で
有効である。

　カ　要　約
　（ア）　トウモロコシの連作畑では、菌根菌の非宿
主作物跡地と比較して、生育初期の菌根菌感染率及
び地上部乾物重が高く、菌根菌の前作効果が確認さ
れた。
　（イ）　トウモロコシ連作畑では、リン酸減肥に伴
う初期生育量の低下程度が小さく、現行基準からの
減肥が可能と考えられた。　
　（ウ）　トウモロコシ連作畑において、収穫期の減

収を防ぐために必要なリン酸施肥量は、土壌型、耕
起法、リン酸肥沃度の条件により異なることが示唆
された。
　（エ）　現行のリン酸施肥基準から一律 20％を減
じる範囲では、多様な条件でもリン酸減肥が初期生
育及び収穫期の収量に及ぼす影響は小さいと考えら
れたので、これをトウモロコシ連作畑での新しい施
肥指針として設定した。　

　キ　引用文献
 1） 農耕地土壌分類委員会 （1995） 農耕地土壌分類

第 3 次改定版． 農業環境技術研究所資料 17： 1-79.
 2） 北海道農政部 （2010） Ⅴ 牧草・飼料作物 . 北海

道施肥ガイド 2010. 北海道農政部 , 札幌 . pp. 189-
221.

 3） Arihara J. and Karasawa T. （2000） Effects 
of previous crops on arbuscular mycorrhizal 
formation and growth of succeeding maize. Soil 
Sci. Plant Nutr. 46: 43–51.

 4） 唐澤敏彦・笠原賢明・建部雅子 （2001） 緑肥作
物の導入によるアーバスキュラー菌根菌の増殖と
トウモロコシ栽培への利用 . 日本土壌肥料学雑誌 
72： 357–364.

　研究担当者（八木哲生＊、松本武彦、林　拓、三
枝俊哉）

（３）　菌根依存性のネギ品種間差に基づくリン
減肥技術の開発
　ア　研究目的
　ネギ科の Allium 属の作物（ネギ、タマネギ、ニ
ラ、ニンニクなど）は根系の発達が他の作物と比べ
て乏しいため多量のリン酸施肥を必要としている。
その一方でこれらの作物の多くの栽培地において過
剰なリンが土壌中に蓄積し環境に対して悪影響を及

表 2312-2　北海道根釧地域における新たなリン酸施肥指針の例
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ぼすことが危惧されている（俵谷 1））。そこで本研
究では、本圃でのリン酸減肥技術を確立するため、
複数のネギ品種と VA 菌根菌種を用いて本技術に
適する組合せや適正リン酸施肥量を検討し、また、
接種した VA 菌根菌の 2 年目以降の土壌中におけ
る定着率を土着菌根菌密度が異なる圃場において明
らかにする。具体的には、（１） ネギ栽培圃場にお
ける VA 菌根菌の状態、（２） 山形県のネギ品種か
らの VA 菌根依存性が高い品種の選抜、（３） 山形
県のネギ品種への VA 菌根菌の接種を行う。

　イ　研究方法
　（ア）　ネギ栽培土壌における VA 菌根菌の状態
　山形県内の農家圃場 15 箇所から土壌を採取し
た。土壌は 60 mL 容プラスチック製ポットに詰め、
ソ ル ガ ム（Sorghum bicolor） 及 び ネ ギ（Allium 
fistulosum）を宿主としたトラップ培養を行い、播
種後 90 日目の土壌から VA 菌根菌の胞子を回収し
た。回収した胞子をソルガム及びネギに接種し、人
工気象器内で 120 日間生育させ、VA 菌根菌の胞子
を増殖させた。
　（イ）　山形県のネギ品種からの VA 菌根依存性
が高い品種の選抜
　ネギ 6 品種（秀逸、冬扇 3 号、錦蔵、夏場所、長
悦、元蔵）に VA 菌根菌 Glomus R-10 を接種し、2
段階のリン酸施肥レベル（1g （P1）、4g （P2） P2O5 
kg -1）の滅菌黒ボク土 400g を詰めたポットで 105
日間 4 反復で生育させた。地上部新鮮重、地上部乾
物重、地上部リン含有率及び VA 菌根形成率を測

定した。菌根依存性（％）=（接種区の地上部乾物
重−非接種区の地上部乾物重）/ 接種区の地上部乾
物重 × 100 を計算した。
　（ウ）　山形県内の異なる圃場におけるネギ品種へ
の VA 菌根菌の接種
　 山 形 県 鶴 岡 市（ 可 給 態 リ ン 酸 濃 度 9.54mg 
P2O5/100g）及び村山市（18.96mg P2O5/100g）の
圃場に３段階のリン施肥レベル（0、28、56g P2O5/
m2 または 0、21、42g P2O5/m2）を設定し、VA 菌
根菌（Glomus R-10）接種及び非接種のネギ品種秀
逸及び冬扇 3 号をそれぞれ 201 日及び 242 日生育さ
せた。地上部新鮮重、地上部乾物重、地上部リン含
有率及び菌根形成率を測定した。

　ウ　研究結果
　（ア）　ネギ栽培土壌における VA 菌根菌の状態

（図 2313-1）
　山形県内の農家圃場を用いたトラップ培養後のソ
ルガム及びネギの根全てに VA 菌根形成が認めら
れ、形成率は土壌により異なった。トラップ培養後
の土壌から 20 菌株の胞子を増殖させることができ
た。9 菌株の接種がネギの地上部リン吸収を増加さ
せた。
　（イ）　山形県のネギ品種からの VA 菌根依存性
が高い品種の選抜（表 2313-1）
　全てのネギ品種で P1 レベルでは接種区の地上部
乾物重が非接種区より大きかった。P2 レベルでは
品種錦蔵及び夏場所の地上部乾物重が接種区で非接
種区より大きく、他の品種では接種区と非接種区間

図 2313-1　トラップ培養で分離した菌株の接種がリン吸収に及ぼす影響
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表 2313-1　2 段階のリンレベルにおけるネギ品種の地上部乾物重

図 2313-2　鶴岡市圃場における品種秀逸の地上部新鮮重 図 2313-3�　鶴岡市圃場における品種冬扇 3 号の地上部
新鮮重

図 2313-4　村山市圃場における品種秀逸の地上部新鮮重 図 2313-5�　村山市圃場における品種冬扇 3 号の地上
部新鮮重

─ 145 ─



に差がないかまたは接種区で非接種区より小さかっ
た。菌根依存性はいずれの品種も P1 で P2 より高
く、品種長悦と錦蔵はいずれリンレベルでも正の
値であったが、他の品種では P2 レベルで負の値で
あった。
　（ウ）　山形県内の異なる圃場におけるネギ品種へ
の VA 菌根菌の接種（図 2313-2 〜 5）
　鶴岡市圃場及び村山市圃場におけるネギ品種秀逸
と冬扇 3 号の地上部新鮮重は P0 及び P1 レベルに
おいて接種区で非接種区より大きかった。接種によ
る生育促進の度合は冬扇 3 号で秀逸より大きかっ
た。P2 レベルでは接種区と非接種区の新鮮重に差
がないか、または非接種区で接種区より大きかっ
た。

　エ　考　察
　（ア）　山形県のネギ奨励品種において VA 菌根
依存性に品種間差が認められ、VA 菌根菌が相利共
生的に生育に及ぼす品種と寄生的に生育に及ぼす品
種があった。ネギ品種において VA 菌根菌を利用
し、リン酸施肥量を削減するためには品種の菌根依
存性を考慮する必要がある（Tawaraya 2））。
　（イ）　接種した VA 菌根菌の圃場における 2 年
目以降の生存率及び生育に対する効果は不明であ
る。現段階では 1 作ごとに VA 菌根菌を新たに接
種する必要がある。
　（ウ）　ネギへの VA 菌根菌の接種には可給態リ
ン酸濃度が低い黒ボク土を用いることにより移植時
には高い菌根形成率を得ることができた。市販のネ
ギ用培土には高濃度のリン酸が含まれているため育
苗時に菌根形成が阻害される可能性がある。VA 菌
根菌の接種用培土を開発する必要がある。

　オ　今後の課題
　（ア）　VA 菌根菌依存性の低い品種では菌の接種
が収量を減少させる可能性もあるので、接種は菌根
菌依存性の高い品種で行う事が必要である。
　（イ）　ネギの生育を促進する土着の VA 菌根菌
の接種源の生産方法及び利用を希望する農家への配
布方法を検討する必要がある。
　（ウ）　山形県のネギ以外の奨励品種や他の都道府
県の奨励品種の VA 菌根菌依存性を検討する必要
がある。

　カ　要　約
　（ア）　山形県内の土壌からネギの生育を促進する
土着の VA 菌根菌を分離し、増殖させた。
　（イ）　山形県奨励ネギ品種の生育の VA 菌根菌
依存性に品種間差が認められた。
　（ウ）　ネギ品種の育苗段階に菌根菌を接種するこ
とにより、圃場におけるネギの生育とリン吸収が促
進された。
　（エ）　菌根依存性の高い品種（冬扇）にあって
は、リン酸施肥を標準量から 5 割削減した場合に非
接種区では収量が変化しないが接種区では増収する
ことを明らかにした。

　キ　引用文献
 1） 俵谷圭太郎 （2012） リン酸資源の枯渇に対応し

たリン栄養研究　4. 土壌微生物によるリン酸施
肥削減 . 日本土壌肥料学雑誌 83 : 620-624.

 2） Tawaraya K. （2003） Arbuscular mycorrhizal 
dependency of different plant species and 
cultivars. Soil Sci. Plant Nutr. 49: 655-668.

　研究担当者（俵谷圭太郎）

（４）　菌根菌機能活用技術における作用機構の
解明と評価技術の開発
　ア　研究目的
　アーバスキュラー菌根菌（菌根菌）は宿主植物への
リン酸供給による植物生育促進機能があることは知ら
れているが、実際の圃場における活性 ･ 機能の評価法
は確立されていない。これまでに菌根菌のリン酸蓄積
や輸送形態であるポリリン酸の測定法の開発と圃場の
植物試料へ適用の検討、及び圃場の作物に感染してい
る菌根菌の菌相の解明などの研究を行ってきた 1）。本
研究では菌根菌の機能の評価手法を確立することを
目的に、圃場での実証試験課題（北海道農業研究セン
ター（以下、北農研）・山形大学（以下、山形大））と
連携して、作物根中のポリリン酸定量値や土壌中の菌
根菌相と菌根菌機能の関連を解明する。また、育苗時
に接種した菌根菌株について圃場生育時の追跡調査
を行い、接種菌の有効性を検証する。さらに、土壌
DNA を指標として土壌中の菌根菌の感染源としての
ポテンシャルを圃場間で比較する手法を開発する。以
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上より、圃場での菌根菌による効果を実証できる機能
評価技術を確立することを目指す。

　イ　研究方法
　（ア）　植物根のポリリン酸の定量
　北農研圃場で前作（宿主：デントコーン、非宿
主：ソバ）や有機物施用、及びリン酸施肥量が異
なる試験区で栽培したダイズの根を播種後 4 週目
と 6 週目に採取した。植物根よりポリリン酸を抽
出・精製し、ポリリン酸量を PPK（polyphosphate 
kinase）法と PPX（exopolyphosphatase）法により
測定した 3）。また、高リン酸（4g P2O5/kg）または
低リン酸（1g P2O5/kg）施用条件でポット栽培した
ネギ 6 品種の播種後 105 日の根を採取し（山形大）、
同様にポリリン酸を測定し、生育量（地上部乾物
重）の菌根依存性との関係を比較、検討した。
　（イ）　接種菌根菌の追跡法
　育苗時に菌根菌（主に Glomus sp. R10（出光興
産）を使用）を接種したネギを用いて、接種菌の
追跡試験（山形大）を圃場や品種などが異なる条
件で行い、移植前の苗、及び圃場移植後にネギの
根を経時的に採取した。調製した根 DNA を鋳型と
して Sato ら（2005）4）による菌根菌特異的 primer
を用いて nested PCR を行い、PCR 産物を DGGE

（Denaturing Gradient Gel Electrophoresis）に供試
した（60℃、50V 一定、30 〜 40％変性）。さらに、

幾つかの DNA バンドを抽出し、その塩基配列を決
定し、BLAST による相同性検索を行った。
　（ウ）　土壌 DNA を用いた菌根菌密度推定法
　 菌 根 菌 の 菌 株（Claroideoglomus etunicatum 
MAFF520053）を増殖し、胞子濃度が既知の土壌

（約 200/g）を標準試料として用いた。滅菌土で希
釈し、ISOIL Large for Beads ver.2 （ニッポンジー
ン）を用いて調製した土壌 DNA を鋳型として菌根
菌特異的 primer（AMV4.5NF − AMDGR 4）、また
は AM1 − AM2 2））を用いた PCR を行い、バンド
増幅の有無やバンド強度によって菌根菌密度を推定
できるかを検討した。ダイズ播種前のソバ栽培跡と
デントコーン栽培跡の圃場（北農研）から採取した
土壌及びその土壌篩別物からも同様に DNA 抽出し

（図 2314-1）、前作の違いによる増幅の違いについ
て検討した。さらに、標準試料を用いた real time 
PCR を行い、胞子 DNA と土壌篩別物 DNA の real 
time PCR による定量値の関係を解析した。

　ウ　研究結果
　（ア）　植物根のポリリン酸の定量
　ダイズの根のポリリン酸は、播種後 6 週目で前作
がデントコーンの方が、ソバの場合より高い値を示
す傾向が見られ、麦わら施用区では前作に関わらず
低い値を示した（図 2314-2）。播種後 6 週目の PPK
法による定量値は地上部の生育量をある程度反映し

図 2314-1　土壌中の菌根菌胞子の濃縮法による DNA 抽出
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ていた。
　ネギは品種により生育量の菌根依存性が異なり

（図 2314-3）、菌根菌接種区の低リン酸施用区につ
いて、菌根依存性が高い品種は菌根依存性が低い品
種と比べて、根のポリリン酸の蓄積が少なかった

（図 2314-4）。高リン酸施用区については相関は見
られなかった。
　（イ）　接種菌根菌の追跡法
　ネギの育苗時に接種した菌根菌は、異なる圃場や
品種の条件において生育期間を通じて維持されてい
ることがわかった。戸沢村では 2009 年と 2010 年に
同じ圃場、同じ接種菌の条件で試験を行った結果、
2009 年にネギ苗に接種した菌根菌の菌株が土壌中

に維持され、翌年 2010 年に菌根菌非接種のネギ
（NM 区）に同菌株の感染が認められた（図 2314-
5）。また、2010 年の戸沢村と鶴岡市の圃場間で、ネ
ギの根の中の菌相に違いがみられた。
　（ウ）　土壌 DNA を用いた菌根菌密度推定法

図 2314-2�　播種後 6 週間目のダイズの根の中のポリリン
酸量（PPK 法）

△ : ソバ前作・有機物無し、▲ : ソバ前作・堆肥施用、
◆：ソバ前作・麦わら施用、○ : デントコーン前作・有
機物無し、● : デントコーン前作・堆肥施用＊ : デント
コーン前作・麦わら施用

図 2314-3　ネギ６品種の生育の菌根依存性
播種後 105 日目のネギ地上部乾物重についての（接種区
−非接種区）/ 非接種区× 100 の値による。■低リン酸
施用区、□高リン酸施用区。

図 2314-4�　ネギ品種の菌根菌依存性（低リン酸施用区）
と根の中のポリリン酸濃度（PPX 法）の関係

図 2314-5�　菌根菌を接種したネギにおける圃場移植前と
移植後の根の中の菌根菌群集構造

ネギの育苗時に菌根菌を接種し、異なる 2 圃場に移植し
た。ネギの根を圃場移植前と 9 月に採取し（2010 年）、
根 DNA を調製し、PCR-DGGE 法により根に共生してい
る菌根菌を分離した。 NM：菌根菌非接種区、M：菌根
菌接種区、+P：リン酸施用区 （57g P2O5 / m2）、− P：
リン酸非施用区、→：育苗時の主なバンド。

─ 148 ─



　胞子密度が異なる標準試料を用い、異なる DNA 
polymerase や DNA 抽 出 法、primer を 検 討 し、
より適した条件の PCR 法を決定し、土壌篩別後
に 抽 出 し た DNA 及 び primer は AMV4.5NF −
AMDGR を用いることにした。圃場から採取した
土壌やその篩別物から抽出した DNA で本 PCR 法
を行った結果、前作後の圃場の菌根菌の密度の比
較・評価は困難であった。既知の胞子濃度の標準試
料を用いた real time PCR による検量線を用いて、
土壌篩別物中に含まれる菌根菌 DNA 量を推定でき
る可能性を示した（図 2314-6）。

　エ　考　察
　（ア）　植物根のポリリン酸の定量
　圃場のダイズでは、播種後 6 週目の根のポリリン
酸の測定値は、感染率での前作効果の判別と同様の
結果であった。ネギでは、低リン酸施用条件におい
て菌根菌依存性の高い品種ほど根のポリリン酸蓄積
が少ない傾向がみられ、感染率では判別が難しい菌
根菌依存性の品種間差をポリリン酸測定で判別でき
る可能性が示された。これは、依存性が高い品種ほ
ど菌根菌由来のリン酸をより多く吸収・利用してい
るためと考えられた。これに対し、高リン酸施用区
では菌根菌依存性とポリリン酸蓄積の相関は認めら
れなかった。以上より、作物根のポリリン酸測定に
よる、菌根菌の実際の効果の判別・比較ついては、
適用可能な条件・場面を判断することが重要であ
る。
　（イ）　接種菌根菌の追跡法
　PCR-DGGE 法による接種菌根菌の追跡は、接種
菌の種類が異なる場合も適用可能であり、さらに作
物栽培後の土壌 DNA を用い、同手法より土壌中の
菌根菌相を確認することで、接種菌の菌株の圃場へ
の定着性を確認できると考えられる。ただし、ゲル
のバンドが近接した位置で種が異なる場合があり、
バンドの塩基配列を確認する必要があると思われ
た。
　（ウ）　土壌 DNA を用いた菌根菌密度推定法
　顕微鏡観察による土壌中の菌根菌胞子の観察はあ
る程度の熟練を要するが、それに代わる方法として
real time PCR 法を用いることで、土壌中の菌根菌
密度が推定できる可能性が示された。土壌や土壌篩
物 DNA 試料によるばらつきが大きいことなどがあ

り、条件の検討が更に必要である。最終的には土壌
DNA の real time PCR の測定値から圃場土壌中の
菌根菌の感染力を推定し、減肥可能性の有無を判断
できるまでの手法を確立することが必要である。

　オ　今後の課題
　（ア）　PCR-DGGE 法による接種菌根菌の追跡は、
接種菌の種類が異なる場合も適用可能だと考えられ
る。より精度を高めるにはより良い primer の構築
が必要である。
　（イ）　土壌 DNA を用いた菌根菌ポテンシャルの
評価法の確立については、今後の引き続き検討を要
する。

　カ　要　約�
　（ア）　PCR-DGGE 法で圃場や品種の異なる条件
で接種菌が維持されていることがわかり、接種菌の
追跡法として有用であることを示した。
　（イ）　ダイズでは播種後６週目の根のポリリン酸
含量が地上部の生育をある程度反映し、ネギでは低
リン酸施肥条件下でのポリリン酸の蓄積を指標に、
菌根依存性の品種間差を判定できる可能性を示し
た。
　（ウ）　土壌 DNA による菌根菌ポテンシャル測定
法では土壌中の胞子 DNA の real time PCR による

図 2314-6�　胞子（C. etunicatum）の土壌添加後の篩別
物 DNA を用いた real time PCR による胞子数
推定値 

既知数の胞子 DNA と土壌篩別物 DNA を数段階に希釈
し real time PCR を行い、胞子 DNA の CT 値から検量線
を作成し、篩別物 DNA の CT 値からの推定値を算出し
た。△：酵素 A、○：酵素 B。
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推定法の適用可能性を示した。PCR-DGGE 法で作
物根中あるいは土壌中の菌相の違いを可視化し、特
異的なバンドの検出が可能であることを確認した。
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２　植物機能の活用技術開発とリン酸減肥の検証
（１）　土壌蓄積リンの可給化に適した緑肥作物
等の選定と利用技術の開発
　ア　研究目的
　土壌に蓄積しているリン酸を、植物等が有する機
能を生かして利用する技術を開発する。本課題で
は、各種の緑肥作物等の中から、リン酸吸収量が多
く、次に栽培する作物のリン酸源として利用されや
すいものを選定する。また、緑肥のすき込み効果の
検定にあたっては、リン酸源としての効果だけでな
く、その分解過程における微生物の活性化による土
壌蓄積リンの可給化についても検証する。これによ
り、リン酸減肥のために有効な緑肥の種類や利用法
を提示するとともに、そのメカニズムを明らかにす
る。
　本研究では、土壌蓄積リンの可給化に関与する可
能性のある微生物機能のうち、植物が吸収しにくい

有機態リン酸を無機化する土壌酵素（ホスファター
ゼ）の活性 1）を調べるとともに、植物が吸収しに
くい難溶性リン酸を可溶化するリン溶解菌の密度 2）

を調べた。

　イ　研究方法
　（ア）　冬作緑肥−夏作物
　中央農業総合研究センター（以下、中央農研）圃
場（有効態リン酸 3 〜 4 mg P2O5/100 g）において、
2009 〜 2012 年の各 10 月より窒素施肥のみで各種の
冬作緑肥を栽培する区と緑肥なし区を設けた。翌年
5 月には、各緑肥を、植えてあった場所にすき込み、
2010 〜 2011 年はスイートコーンとダイズ、2012 年
はコマツナとシュンギク、2013 年にはスイートコー
ンとコマツナを栽培して、緑肥の効果を調べた。
　　ａ　2009 〜 2010 年に緑肥を播種した試験
　冬作緑肥として、エンバク、ライムギ、ヘアリー
ベッチ、キバナルーピン、チャガラシ、ハゼリソウ
を窒素施肥のみで栽培し、そのすき込み跡地と緑肥
なし跡地で、2010 〜 2011 年にスイートコーンとダ
イズをリン酸無施用で栽培した（緑肥なし区にの
み、リン酸標準施用区も設置）。なお、窒素とカリ
については、各後作物の標準施肥量を一律に施用し
た。
　　ｂ　2011 年に緑肥を播種した試験
　冬作緑肥として、エンバク、ライムギ、ヘアリー
ベッチ、シロバナルーピン、チャガラシ、ハゼリソ
ウを栽培し、そのすき込み跡地と緑肥なし跡地で、
2012 年にコマツナとシュンギクをリン酸無施用で
栽培した（緑肥なし区にのみ、リン酸標準施用区も
設置）。なお、窒素とカリについては、各後作物の
標準施肥量を一律に施用した。
　　ｃ　2012 年に緑肥を播種した試験
　冬作緑肥として、エンバク、ベッチを栽培し、そ
のすき込み跡地と緑肥なし跡地で、2013 年にリン
酸施肥レベルを変えてスイートコーンとコマツナ
を栽培した。スイートコーンとコマツナについて
は、各緑肥跡地と緑肥なし跡地とも、リン酸を 0P、
80P、100P の三段階施肥する区を設けた。リン酸
標準施用量である 100P は、スイートコーン 18 kg、
コマツナ 12 kg P2O5/10a 施用を意味し、80P はそ
れぞれから 2 割減肥した区、0P はリン酸無施肥区
である。窒素とカリについては、各後作物の標準施
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肥量を一律に施用した。
　　ｄ　それぞれの夏作物を播種する時に、土壌の
細菌・糸状菌数、リン溶解細菌・糸状菌数 2）、ホス
ファターゼ活性 1）、バイオマスリン酸を調べた。ま
た、各緑肥跡地、各リン酸施肥レベルで夏作物の収
量を調べた。
　（イ）　夏作緑肥−冬作物
　中央農研圃場（有効態リン 2 mg P2O5/100 g）に
おいて、2009 〜 2012 年の各 6 月より窒素施肥のみ
で各種の夏作緑肥を栽培する区と緑肥なし区を設
けた。その年の 9 月に各緑肥をすき込み、2009 〜
2010 年はコムギ、2011 年はコマツナ、2012 年はコ
ムギ、コマツナ、シュンギクを栽培して、緑肥の効
果を調べた。
　　ａ　2009 〜 2010 年に緑肥を播種した試験
　夏作緑肥として、ソルガム、ヒマワリ、ソバ、
ラッカセイ、クレオメ、クロタラリアを窒素施肥の
みで栽培し、そのすき込み跡地と緑肥なし跡地でコ
ムギをリン酸無施用で栽培した（緑肥なし区にの
み、リン酸標準施用区も設置）。なお、窒素とカリ
については、コムギの標準施肥量を一律に施用し
た。
　　ｂ　2011 年に緑肥を播種した試験
　夏作緑肥として、2009 〜 2010 年と同じ作物を栽
培し、そのすき込み跡地と緑肥なし跡地でコマツナ
をリン酸無施用で栽培した（緑肥なし区にのみ、リ
ン酸標準施用区も設置）。なお、窒素とカリについ
ては、コマツナの標準施肥量を一律に施用した。
　　ｃ　2012 年に緑肥を播種した試験
　夏作緑肥として、ソルガム、クロタラリアを栽培
する区と緑肥なし区を設けた。各緑肥のすき込み跡

地と緑肥なし跡地で、コムギ、コマツナ、シュンギ
クをリン酸無施用で栽培した（緑肥なし区にのみ、
リン酸標準施用区も設置）。なお、窒素とカリにつ
いては、各後作物の標準施肥量を一律に施用した。
　　ｄ　それぞれの冬作物を播種する時に、土壌の
細菌・糸状菌数、リン溶解細菌・糸状菌数 2）、ホス
ファターゼ活性 1）、バイオマスリン酸を調べた。ま
た、コムギ、コマツナ、シュンギクの生育・収量を
調べた。

　ウ　研究結果
　（ア）　各試験年とも、リン酸無施用で栽培した
緑肥のリン酸吸収量は、夏作ではソルガム、ヒマ
ワリ、冬作ではエンバク、ライムギ、ハゼリソウ、
ベッチで高く、リン酸すき込み量（地上部）は、4
〜 5 kg P2O5/10a であった（データ略）。
　（イ）　緑肥すき込み後の土壌のホスファターゼ活
性は、乾物すき込み量が多い緑肥の跡地ほど高く、
リン溶解糸状菌数は、ソルガム、ラッカセイ、クレ
オメ、ルーピンなどの跡地で多かった（データ略）。
　（ウ）　2012 年に播種した冬作緑肥の処理間で比
較すると、すき込み後の土壌のホスファターゼ活性
はエンバク、ベッチ後で高く（図 2321-1）、リン溶
解菌密度には処理間差がなく（データ略）、バイオ
マスリン酸（可給化した後、微生物の体内に取り込
まれたリン酸）はエンバク後で高かった（図 2321-
1）。
　（エ）　2012 年に播種した冬作緑肥をすき込んだ
後の細菌数、リン溶解糸状菌数、バイオマスリン
酸が、80P 区のコマツナ収量と相関が認められた一
方、他のリン酸レベルで栽培したコマツナやスイー
トコーンでは相関がみられないこともあった。ホス
ファターゼ活性は細菌数・糸状菌数・リン溶解細菌
数と、バイオマスリン酸は細菌数・糸状菌数・リ
ン溶解糸状菌数と正の相関関係にあった（表 2321-
1）。
　（オ）　スイートコーン収量は、緑肥なし区でリン
酸を 2、10 割減肥すると低下する一方、エンバク、
ベッチ区では 2 割減肥による減収はみられなかった

（図 2321-2）。コマツナの収量も、エンバク区では 2
割減肥による減収はみられなかった（図 2321-2）。
　（カ）　2012 年に播種した夏作緑肥の効果を比較
すると、リン溶解糸状菌密度がソルガム跡で高かっ

図 2321-1�　冬作緑肥後の土壌のホスファターゼ活性（左）
とバイオマスリン酸（右）
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た（図 2321-3）。すき込み後に栽培したコムギの生
育は、リン酸無施用でもソルガム区では +P 区なみ
であった（図 2321-3）。コマツナ、シュンギクでも、
ソルガムの効果はみられたものの、＋ P 区に比べ
ると、大幅に生育が劣った（データ略）。

　エ　考　察
　（ア）　次の冬作物へのリン酸供給量（リン酸すき
込み量）である緑肥のリン酸吸収量は、地上部乾物
重が大きな緑肥ほど多い傾向にあり、今回用いた夏

作緑肥の中では、ソルガムとヒマワリのリン酸吸収
量が大きく、その量は、4 〜 5 kg P2O5/10a 程度で
あった。これは、次に栽培するコムギやコマツナの
リン酸吸収量と同等以上であると考えられる。冬作
緑肥の中では、エンバク、ライムギ、ハゼリソウ、
ベッチの吸収したリン酸が 4 〜 5 kg P2O5/10a と多
く、こちらも、次の主作物（ダイズやスイートコー
ンなど）が吸収するリン酸と同等以上であった。緑
肥に含まれるリン酸の利用率が 100％であれば、次
の作物のリン酸栄養をすき込んだ緑肥だけでまかな
えることになるものの、実際には、リン酸利用率は
100％ではない。茨城県の普通作物栽培基準、野菜
栽培基準では、コムギ、ダイズ、スイートコーン、
コマツナに標準的なリン酸施肥量はそれぞれ 13、8、
18、12 kg/10a であり、今回、緑肥としてすき込
まれたリン酸の量 4 kg/10a は、その 30、50、22、
33％に相当する。このリン酸は、もともと土の中に
あったものではあるが、化学肥料と同じような効果
を持てば、その分を減肥できる可能性がある。　
　（イ）　土壌中には、過去に施肥されて、作物に利
用されずに蓄積しているリン酸が含まれている。そ

図 2321-2�　冬作緑肥のすき込み跡地と緑肥なしの跡地で、リン酸を 0、80、100
（100 が施肥標準量）となるように与えて栽培したトウモロコシ（左）と
コマツナ（右）の収量

図 2321-3�　夏作緑肥後の土壌のリン溶解糸状菌密度（左）
と次作コムギの出穂期の生育（右）

表 2321-1�　土壌の細菌・糸状菌数、リン溶解細菌・糸状菌数、ホスファターゼ活性、
バイオマスリン酸、コマツナ収量、スイートコーン収量との相関係数

TB: 細菌数、PB: リン溶解細菌数、TF: 糸状菌数、PB: リン溶解糸状菌数、Pase: ホ
スファターゼ活性、BioP: バイオマスリン酸、KT80P:80P 区のコマツナ乾物収量、
MZ80P:80P 区のスイートコーン雌穂収量
＊、＊＊はそれぞれ 5、1％水準で有意な相関関係があることを示す
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の一部は、植物に利用されにくい難溶性リン酸や有
機態リン酸となっているとされる 1，2）。有機態リン
酸を無機化する土壌のホスファターゼ活性は、乾物
重が大きな緑肥のすき込みで高まることが示され
た。ホスファターゼ活性の上昇は、緑肥に含まれる
リン酸を無機化して、作物に供給するために役立つ
だけでなく、土壌中に蓄積している有機態リン酸の
無機化にも有効な可能性がある。また、難溶性リン
酸を可溶化して、作物が利用しやすい形態に変える
働きがあるリン溶解糸状菌の密度は、一部の緑肥の
すき込みで高まった。このことから、緑肥の種類を
選ぶことにより、緑肥をリン酸源として用いるのみ
ならず、有用微生物の活用も介して、より効果的に
土壌蓄積リンを、作物に供給できる可能性が考えら
れた。
　（ウ）　スイートコーンとコマツナのリン酸施肥レ
ベルを変えて、緑肥の効果を調べた結果、有効態リ
ン酸 3 〜 4 mg P2O5/100 g のリン酸レベルが低い圃
場でも、エンバクやベッチの導入によってリン酸
を 2 割程度減肥できることが示された。リン酸すき
込みが多い緑肥に含まれるリン酸の量は、スイート
コーンやコマツナへのリン酸標準施肥量の 2 〜 3 割
にあたることから、今回、認められた緑肥の効果
は、リン酸源としての効果で説明ができるのかもし
れない。ただ、緑肥としてすき込んだリン酸は、も
ともと土壌中にあったリン酸であり、土壌中のトー
タルのリン酸の量は増えていないことから、土壌中
のホスファターゼ活性の向上やリン溶解菌密度の増
加も、緑肥導入によるリン酸施肥の削減に関係して
いると思われる。

　オ　今後の課題
　（ア）　緑肥すき込みによるリン酸吸収促進の効果
は、次に栽培する作物の種類によって程度が異な
る。作物の種類ごとに、緑肥導入によるリン酸減肥
可能量を明らかにすることが必要である。　
　（イ）　今回の試験では、リン酸のみの減肥可能量
を検討した。実際には、緑肥には、窒素やカリの成
分が含まれており、緑肥導入による窒素、カリ減肥
も可能と考えられることから、緑肥導入後の作物の
窒素、カリの適正施肥量についても明らかにする必
要がある。　

　カ　要　約
　（ア）　有効態リン酸 3 〜 4 mg P2O5/100 g の低リ
ン酸土壌においても、エンバク、ベッチなどの緑肥
をすき込むことにより、次作スイートコーン、コマ
ツナのリン酸を 2 割削減することができる。　
　（イ）　緑肥の効果は、次作物の種類によっても異
なり、ソルガムすき込み後のコムギでリン酸が大幅
に減肥できる可能性が示されたのに対し、コマツナ
やシュンギクでは、減肥可能量が小さい可能性があ
る。　

　キ　引用文献
 1） 藤原伸介ら （1991） 土壌の生化学的機能活用に

よる土壌蓄積りんの効率的利用 . 土壌蓄積りんの
再生循環利用技術の開発　研究成果 259 : 71-83.

 2） 木村龍介ら （1991） りん溶解菌利用による土壌
蓄積りんの効率的利用 . 土壌蓄積りんの再生循環
利用技術の開発　研究成果 259 : 84-92.

　研究担当者（唐澤敏彦＊）

（２）　マメ科植物ルーピンの難利用性リン吸収
能の増強と減肥への応用
　ア　研究目的
　マメ科植物のルーピンは、リン肥沃度の低い土壌
でも良く育つ 1）。これまでに、ルーピンが有機酸放
出によって難溶性リンを可溶化する能力 2）と酸性
ホスファターゼ分泌によって有機態リンを無機化す
る能力 3）をあわせもつことが明らかになっている。
これまでに、ルーピンから根分泌性酸性ホスファ
ターゼをコードする遺伝子 LASAP2 が単離され 4）、
遺伝子組み換えによって分泌能力を増強できる 5）

ことが示されている。また、酵素添加実験によりリ
ン吸収能が向上することが示されている 6）。本課題
では、遺伝子組換え技術等を利用して、ルーピンの
有する能力を他作物に付与する技術を開発するとと
もに、ルーピンの放出する酸性ホスファターゼを酵
素肥料として活用する技術、ルーピンによる難利用
性リンの可給化の効果を混植により他作物に付与す
る技術を開発し、リン酸施肥の削減に資することを
目的とした。
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　イ　研究方法
　（ア）　ルーピンの混植による主作物への効果
　材料として、シロバナルーピン（Lupinus albus 
L.）を用いた。ルーピンを混植することによって
主作物のリン吸収に効果があるかどうかについて、
ポット栽培試験を行うことで適用可能な作物種を検
討した。また、圃場栽培試験を行うことによって圃
場レベルでルーピンを混植する上で必要な管理方法
について検討を行った。
　　ａ　ポット栽培試験
　トウモロコシ、ソバ、ダイズ、フダンソウ、トマ
ト、ナタネを主作物として混植栽培試験を行った。
無機態リン酸区（NaH2PO4 を 50 または 100 mg-P/
kg）、有機態リン酸区（フィチン酸を 100 mg-P/
kg）を設け、温室または人工気象機で 28 〜 32 日
間の栽培を行った。栽培後、通風乾燥機で乾燥さ
せ、乾物重を測定した後、粉砕した。粉砕試料は湿
式分解後全リンを測定した。
　　ｂ　圃場栽培試験
　トウモロコシ、ダイズを主作物として混植栽培試
験を行った。通常施肥区及び減肥区（過リン酸石
灰を 100 または 50 kg-P2O5/ha）、有機肥料区（堆
肥を 50 kg-P2O5/ha 相当施用）を設けた。ルーピン
と主作物の栽植距離は 0 または 25 cm とした。ト
ウモロコシについては、ルーピン切除処理を行い、
ルーピンとの栄養の競合についても調査を行った。
　（イ）　遺伝子工学的手法による分泌性酸性ホス
ファターゼの活用
　 ル ー ピ ン 根 分 泌 性 酸 性 ホ ス フ ァ タ ー ゼ

（LASAP2）過剰発現株はこれまでに育成したタバ
コ L2 株を用いた 5）。マサ土にピートモスを添加し
た土壌を用い、タバコ野生株と L2 株を標準リン

区（+P 区）、フィチン酸区（Phy 区）、リン欠如区
（− P 区）を設けて人工気象機内で土耕栽培を行っ
た。栽培後、植物体を風乾し、粉砕した後に全リン
を測定した。また、有機酸添加処理試験を行い、難
溶性リン可溶化による有機態リン吸収への効果を検
証した。

　ウ　研究結果
　（ア）　ルーピンの混植による主作物への効果
　　ａ　ポット栽培試験
　ポット栽培試験によってルーピンとの混植を適
用可能な作物の範囲を検討した結果について、図
2322-1 に示した。標準施肥条件（標準区）でトウ
モロコシ、ソバ、ダイズ、トマトを主作物として栽
培した場合、ルーピンの混植によってそれぞれ地上
部生育量が 34％、58％、39％、70％、地上部リン
吸収量が 43％、65％、27％、87％増加した。しか
しながら、フダンソウ及びナタネを主作物とした場
合には地上部生育量、リン吸収量ともにほとんど変
化せず、混植による効果は現れなかった。以上のこ
とより、混植によるリン吸収の促進効果には主作物
に特異性があることが示された。ダイズ、トマトに
おいてはリンの施肥量を 50％減らした減肥区を設
けたが、その場合にも生育、リン吸収量がともに混
植によって大きく増加し、減肥区の混植で通常区の
単植と同程度のリン吸収が認められた。トウモロコ
シを主作物とした場合、有機態リン酸区においても
リンの吸収の改善が認められたが、その程度はあま
り高くなかった。
　　ｂ　圃場栽培試験
　主作物としてトウモロコシ、ソバ、ダイズを用い
て圃場栽培試験を実施したところ、いずれの作物に

図 2322-1　ポット栽培した主作物の地上部リン吸収量（mg-P/plant）
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ついても生育及びリン吸収が混植区において増加す
る傾向が示された（図 2322-2、図 2322-3）。
　トウモロコシにおいては、株間 0 cm、25 cm の
栽植密度処理を設けた。株間 25 cm 区で 0 cm 区よ
りもリン吸収及び生育が高い傾向にあったことか
ら、単位面積当たりの効果を確保する目的で畝間に
25 cm の距離で栽植した。その結果、減肥区におい
ては畝間区で株間区と比較するとリンの吸収が低い
ものの、単植区と比較するとリンの吸収量が増加す
る傾向が示された。また、生育期間の途中でルーピ
ンの切除処理を行ったところ、非切除区で切除区よ
りもトウモロコシの生育及びリン吸収量が高かっ
た。
　ソバにおいては、無機肥料区において混植区で生
育及びリン吸収が増加する傾向が示されたが、有機
肥料区においては単植区、混植区の間で大きな違い
は示されなかった。
　ダイズにおいては、減肥区、通常区ともに単植
区、混植区の間で生育には大きな差は認められな

かったが、リン含有率は混植区で全て高かった。株
間 0 cm 区において、25 cm 区と比較して混植の効
果に大きな違いはなく、同じ株で栽培可能であると
考えられた。
　（イ）　遺伝子工学的手法による分泌性酸性ホス
ファターゼの活用
　分泌性酸性ホスファターゼ LASAP2 を高発現す
るタバコ植物体 L2 系統をリン吸着能の高い黒ボク
土、低いマサ土で栽培した。有機態リンの利用は
いずれの土壌でも向上したが、マサ土においては、
+P 区及び Phy 区でそれぞれ 17％、30％リン吸収
効率が高く、Phy 区でのリン吸収効率には有意差が
認められた（図 2322-4）。また、リン利用効率（リ
ン含有率当たりの生育）には野生株と L2 株の間で
差は認められなかった。
　本酵素による酵素肥料としての利用可能性を探る
ため、難溶性有機態リンの溶解度を上げるために土
壌へクエン酸を添加して L2 株の栽培試験を行った。
その結果、滅菌土壌条件で− P 区、Phy 区、+P 区

図 2322-2�　圃場で栽培したトウモロコシの地上部生育と
リン吸収量（mg-P/plant）

図 2322-3�　圃場で栽培したダイズの地上部生育とリン吸
収量（mg-P/plant）

図 2322-4�　タバコ野生株と L2 株を土耕栽培したときの
生育とリン吸収量

図 2322-5�　土耕により栽培したタバコ L2 株に有機酸添
加処理を土耕栽培したときの効果

白いバーは無処理区、灰色のバーは有機酸添加処理区を
示す。有機酸は 2 日ごとに 100 mM クエン酸（pH 5.5）
を 2 mL ずつ 10 回施用した。
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における植物のリン濃度がクエン酸添加によりそれ
ぞれ 6、30、43％増加した（図 2322-5）。一方、非
滅菌土壌ではクエン酸添加によるリン吸収への直接
の効果は認められなかった。

　エ　考　察
　（ア）　ルーピンの混植による主作物への効果
　ポット栽培試験において、ルーピンを混植した場
合に多様な主作物の生育とリン吸収量が向上したこ
とから、減肥に活用可能であることが示された。圃
場栽培試験においては、トウモロコシ、ソバ、ダイ
ズでポット栽培と同様の効果がみられたことから、
圃場レベルでも活用可能であることが示された。ト
ウモロコシでは畝間に 25 cm の距離でルーピンを
配置した場合に、ダイズではルーピンと同じ位置に
播種したときに効率がよいと判断された。また、ト
ウモロコシの場合には生育に伴って競合するよりも
共存することによるメリットの方が大きいものと判
断された。
　本研究の試験結果はリン酸吸収計数の低いマサ土
からなる広島大学の圃場において得られた試験結果
であり、多くの土壌で適用可能であるかどうかは今
後の検討が必要である。その一方で、コムギなどを
対象にした別の土壌でも混植による生育促進効果は
報告されている 7，8）。これまでの知見と、本研究に
おいて土壌に十分なリンがある場合にはその効果が
低くなることが示されていることを踏まえると、可
給態リンのレベルから減肥レベルを検討する必要が
あると判断される。
　（イ）　遺伝子工学的手法による分泌性酸性ホス
ファターゼの活用
　ルーピン根分泌性酸性ホスファターゼの遺伝子組
換えによる有機態リンの利用効率が向上することが
示された。この結果は、リン吸着能の低いマサ土で
高く、黒ボク土ではあまり高くなかったことから、
可溶化している有機態リンに対してのみ機能してい
るものと考えられる。さらに効果を向上するために
は、可溶化のメカニズムが別途重要であると考えら
れた。本酵素は精製した上で酵素肥料として活用す
る可能性も考えられるが、可溶化のメカニズムが必
要であることから、土壌中で安定かつ無毒な有機酸
などのキレート剤の同時施用が必要であると考えら
れる。

　オ　今後の課題
　（ア）　ルーピンの混植による主作物への効果
　混植によって減肥しながら主作物を栽培する場合
には、土壌の特性や蓄積リンの違いを踏まえた実際
の削減レベルの検討が、今後の課題として残され
た。また、ルーピンの混植効果には主作物の低リン
耐性や菌根菌の感染性とは明瞭な関係は認められな
いため、作物の種類ごとに検討が必要である。
　（イ）　遺伝子工学的手法による分泌性酸性ホス
ファターゼの活用
　分泌性酸性ホスファターゼを遺伝子工学的手法に
より利用する場合、遺伝子組換えによる発現増強や
精製酵素を施用する方法が考えられる。この酵素は
基質が可溶化しているときに効果が高いため、キ
レート剤としての有機酸が共存することが重要であ
ると考えられるため、容易に分解されず安全性の高
いキレート剤の開発が必要である。

　カ　要　約
　（ア）　ルーピンの混植による主作物への効果
　土壌中に残留する難利用性リンを利用する能力の
高いルーピンを混植することにより、根分泌物を共
有することによってトウモロコシ、ダイズなど多く
の作物に対してリンの吸収を促進する効果が認めら
れ、本法は減肥に活用可能であると考えられた。
　（イ）　遺伝子工学的手法による分泌性酸性ホス
ファターゼの活用
　ルーピン根分泌性酸性ホスファターゼは、遺伝子
工学的手法によってその機能を増強した場合に、土
壌中に蓄積している有機態リンの有効利用に効果が
あることが示された。

　キ　引用文献
 1） Luo H.M. et al. （1997） Mechanisms of 

differential tolerance of crop plants to high 
aluminum and low phosphorus growth conditions. 
In Ando T. et al. （ed.） Plant Nutrition – for 
Sustainable Food Production and Environment. 
Kluwer Academic Publishers, Dordrecht. pp 473-
474.

 2） Gardner W.K. et al. （1983） The acquisition of 
phosphorus by Lupinus albus L. III. The probable 
mechanism by which phosphorus movement in 
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the soil/root interface is enhanced. Plant Soil 70: 
107-124.

 3） Wasaki et al. （2003） Secreted acid phosphatase 
is expressed in cluster roots of lupin in response 
to phosphorus deficiency. Plant Soil 248: 129-136.

 4） Wasaki et al. （2000） Molecular cloning and root 
specific expression of secretory acid phosphatase 
from phosphate deficient lupin （Lupinus albus 
L.）. Soil Sci. Plant Nutr. 46: 427-437.

 5） Wasaki et al. （2001） Characterization of 
secretory acid phosphatase gene of lupin roots 
and the transformations of the gene into tobacco 
plants. In Horst W.J et al. （ed.） Plant Nutrition 
- Food Security and Sustainability of agro-
ecosystems through basic and applied research. 
Kluwer Academic Publishers, Dordrecht. pp 
36-37.

 6） Tadano T. and Komatsu K. （1994） Utilization of 
organic phosphorus in soil by plant roots. Trans. 
15th Word Congr. Soil Sci. 9: 521-522.

 7） Horst  W.J .  and Waschkies C .  （1987） 
Phosphorus nutrition of spring wheat （Triticum 
aestivum L.） in mixed culture with white lupin 

（Lupinus albus L.）.
　Zei tschr i f t  für  P f lanzenernährung und 

Bodenkunde 150: 1-8 （in German）.
 8） Kamh M,, Horst JW,, Amer F,, Mostafa H, and 

Maier P. （1999） Mobilization of soil and fertilizer 
phosphate by cover crops. Plant Soil 211: 19-27.

　研究担当者（和崎　淳＊）

（３）　各種目的で導入した緑肥後の作物に対す
るリン酸減肥可能量の解明
　ア　研究目的
　現在利用されている緑肥作物等の中から後作物の
リン酸減肥に利用可能な作物・品種を選定する。そ
の結果、選定されたヘアリーベッチをイネやエダマ
メの前作として導入し、主作物のリン酸減肥栽培が
可能かを検討する。更に、ハウス等で集積した過剰
な塩類をクリーニングクロップ（スーダングラス）
に吸収させて搬出し、別の土壌にすき込んで、主作
物のコマツナでリン酸の減肥が可能か検討する。

　イ　研究方法
　（ア）　リン酸減肥に利用可能な緑肥作物の選定
　外来野生種及び緑肥作物の市販品種の中から 109
種類を、リン酸施肥区（+P 区、8kg/10a 施用）及
び無施肥区（− P 区）に播種した。窒素とカリウ
ムは両区共に 8kg/10a を施用した。播種は 2009 年
10 月 22 日に行い、畝間 75cm、株間 20cm、畝長
2m で点播した。収穫調査は出穂期及び開花期に行
い、リン酸含量及び個体ごとの乾物収量を測定し、
リン酸吸収量を算出した。
　（イ）　ヘアリーベッチ後作イネのリン酸減肥確認
試験
　試験は 2011 年から実施し、2013 年には有効態リ
ン酸が基準値内の成田市に 2 枚（有効態リン酸：平
均で 15.7mg/100g）と、有効態リン酸が低い佐倉市

（平均で 6.2mg/100g）に 3 枚の実証圃場を設置し
た。試験区については、表 2323-1 のとおり 6 処理
とした。ヘアリーベッチ（品種：まめ助）は前年の
10 月に 3 〜 4kg/10a を播種し、翌年 3 月末〜 4 月
上旬にかけてロータリーですき込んだ。すき込み直

表 2323-1　ベッチ後作イネのリン酸減肥確認試験概要
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前のヘアリーベッチの生育量及び養分含量を調査し
た。イネについては草丈、分げつ数、SPAD 値を調
査し、最高分げつ期と収穫期に土壌と作物体のサン
プリングを行い、各種化学分析に供試した。
　（ウ）　ヘアリーベッチ後作エダマメのリン酸減肥
確認試験
　試験区は主区にヘアリーベッチすき込み及び無栽
培を設け、副区にエダマメへの異なる施肥量を設け
た分割区法とした。ヘアリーベッチ「まめ助」は
4t/10a を圃場の外から持ち込み、ヘアリーベッチ
すき込み区にすき込んだ（処理は表 2323-3 参照）。
エダマメの品種は「雪音」を供試し、6 月 9 日に播
種し、8 月 10 日に収穫した。地上部の生育及び収
量を調査し、リン酸の含量を分析した。
　（エ）　クリーニングクロップすき込み土壌のリン
酸減肥確認試験
　ガラス温室内に過リン酸石灰で有効態リン酸：
303mg/100g の土壌を作製し、スーダングラス「ね
まへらそう」をクリーニングクロップとして、7 月
9 日に 5kg/10a を播種した。42 日間栽培したのち
に地上部を刈り取り、細断後、リン酸含量の少ない
山土（有効態リン酸：4.6mg/100g）に 4t/10a 相当
量をすき込んだ。3 週間の腐熟期間をとった後に、
9 月 21 日にコマツナを播種した。コマツナの施肥
はリン酸を 5 段階にし（標準 12㎏ /10a）、窒素とカ
リウムは 12㎏ /10a に統一した。コマツナは 10 月
31 日に収穫し、新鮮重及び葉長を調査した。

　ウ　研究結果
　（ア）　リン酸減肥に利用可能な緑肥作物の選定

　109 種類の中から、発芽や生育量、種子供給の面
で有望な 18 品種の結果を図 2323-1 に示した。乾物
総重で多収のものはエンバク、ライムギ、イタリア
ンライグラス、チャガラシ、ヘアリーベッチで、リ
ン酸含量が多いものはヘアリーベッチであった。品
種によって無リン酸条件では生育が悪いものもあ
り、リン酸すき込み量が多く、無リン酸で落込みが
少なく、分解が早いヘアリーベッチ１）をリン酸減
肥可能な緑肥として選んだ。
　（イ）　ヘアリーベッチ後作イネのリン酸減肥確認
試験
　佐倉市ではヘアリーベッチすき込み区のイネは
慣行区（ベッチ無 100P）に比べ草丈は大差がなく、
穂数が増え、SPAD が高く、精玄米重は 100P 区で
は大差がないものの、リン酸減肥区ではやや低収と
なった（表 2323-2）。土壌中の有効態リン酸には、
処理による大きな差は認めらなかったが、作物体の
リン酸含量はヘアリーベッチすき込み区で高い傾向
にあった。いずれの処理もリン酸欠乏症はなかった。
　成田市ではヘアリーベッチすき込み区は草丈がや
や高く、穂数が大差なく、SPAD が高くなり、精玄
米重はいずれの区も多収となった（表 2323-2）。土
壌中の有効態リン酸含量はリン酸減肥処理により大
差がなく、作物体のリン酸含量は、リン酸減肥した
条件であっても、ヘアリーベッチすき込み区で若干
高くなった。いずれの処理でも、イネにリン酸欠乏
症はみられなかった。
　（ウ）　ヘアリーベッチ後作エダマメのリン酸減肥
確認試験
　ヘアリーベッチすき込み処理区では化学肥料を標

図 2323-1　有望な 18 品種のリン酸含量とリン酸吸収（千葉市、2009 秋）
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準量施用した区を含めて化成肥料のみの試験区より
生育が旺盛、地上部全生重で各々の処理区の総平均
で 116％と極多収となった（表 2323-3）。作物体、
及び土壌中の有効態リン酸含量もヘアリーベッチを
すき込んで減肥した処理区では慣行区と大差がな
く、リン酸欠乏症も見られなかった（表 2323-3）。
　（エ）　クリーニングクロップすき込み土壌のリン
酸減肥確認試験
　クリーニングクロップ栽培によりスーダングラス
は 3.5㎏ /10a のリン酸を吸収した。持ち出したクリー
ニングクロップをすき込んで栽培したコマツナの生
育は慣行区と比べて、すき込み区はリン酸で 6kg/10a
以上施用すると、いずれも極多収になり、クリーニ
ングクロップの肥効はリン酸で 3 〜 6kg/10a 程度と
考えられた（25 〜 50％減肥、図 2323-2）。

　エ　考　察
　リン酸減肥可能な作物として、ヘアリーベッチを
選定した。生育が良い作物は他にもあったが、肥効

という面では炭素率が 12 前後のヘアリーベッチが
適していると考えた 1）。別な試験ではあるが、出穂
しないライムギとの比較でも、後作エダマメにはヘ
アリーベッチが優れており、リン酸のすき込み量は
2 〜 3㎏ /10a を期待できる（データ省略）。
　イネのリン酸標準施用量は 8kg/10a であり、今回
のヘアリーベッチすき込みによる供給量は佐倉市で
3.6kg/10a、成田市で 2.7㎏ /10a であった。イネに
含まれている総リン酸はヘアリーベッチすき込みの
0P 区の佐倉市では 5.6㎏ /10a、成田市は 4.7kg/10a
で、ヘアリーベッチのリン酸供給量はイネの吸収量
にも足りない。リン酸肥沃度が低い土壌を用いた
ポット試験では 4t/10a のヘアリーベッチのすき込
みではイネにリン酸欠乏症が生じた（データ省略）。
また、圃場の有効態リン酸が基準値 :10mg/100g よ
り低い場合にはイネは若干低収になっており、有効
態リン酸が低い圃場では、ヘアリーベッチの導入に
よるリン酸減肥は慎重に行う必要がある。
　ヘアリーベッチは後作の肥料代の節約や高付加価

表 2323-2　ヘアリーベッチ後作イネの生育及び収量

表 2323-3　ヘアリーベッチ後作のエダマメの地上部重とリン酸含量

地上部全生重の値は平均値±標準偏差（n=3）
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値米生産に役立つ可能性が示されている 2，3）。イネの
栽培にヘアリーベッチを用いる場合には、窒素供給
量とイネの耐倒伏性がポイントで、過去には 4t/10a

（窒素で 16㎏ /10a 供給）すき込みでイネが倒伏した
ものの、2 〜 3t/10a のすき込み量にすることで問題
がなくなった（窒素で 8 〜 12㎏ /10a 供給）。本試験
では SPAD が高く、穂肥の必要はなかったが、この
窒素の肥効は 50 〜 80％と思える。
　ダイズに対してもヘアリーベッチの導入効果が認
められ、現地では無肥料栽培で、排水不良地の対策
を含めて、秋田県や富山県で普及している４）。本試験
でもヘアリーベッチの有機物としての効果も大きい
かもしれないが、ヘアリーベッチをすき込んだ区で
は、エダマメの無肥料栽培で問題がみられなかった。
　本試験でクリーニングクロップとして使った「ね
まへらそう」は極晩生品種であり、有機物としても
炭素率が 20 前後と低かった。クリーニングクロップ
は土壌の過剰塩類除去に有効な手段であると共に、
系外の圃場でのリン酸減肥への活用が期待できた。

　オ　今後の課題
　（ア）　ヘアリーベッチ→イネへの栽培技術は現地
でも好評であり、圃場の有効態リン酸が基準値以上

（10mg）の場合は無肥料栽培を含め、普及し、今後
は問題点を整理していく。基準値に達していない圃
場については、土壌診断を行い、現地と相談しなが
ら、対応していく。
　（イ）　ヘアリーベッチ→エダマメ（ダイズ）への
栽培技術も現地で普及しており、今回の結果を更に

普及していく。
　（ウ）　クリーニングクロップについても別圃場へ
のすき込みという形で、リン酸減肥に利用できる可
能性が示されたことから、現地で普及、問題点を整
理していく。

　カ　要　約
　（ア）　リン酸減肥が可能な緑肥作物としてヘア
リーベッチを選定した。
　（イ）　後作にイネを栽培する場合、土壌中の有効
態リン酸が基準値：10mg/100g 以上であれば、無
施肥栽培を含めて、減肥が可能であった。土壌中の
有効態リン酸が基準値未満の場合にはある程度のリ
ン酸施肥を必要とする。
　（ウ）　エダマメ（ダイズ）でもヘアリーベッチ後
作ではリン酸減肥が可能であった。
　（エ）　本試験でのクリーニングクロップのリン酸
肥効は 3 〜 6kg/10a 程度で、25 〜 50％減肥が可能
と思われた。

　キ　引用文献
 1） 橋爪健 （2007） 緑肥を使いこなす . 農文協 . pp. 

207.
 2） 米倉賢一 （2012）ヘアリーベッチ「寒太郎」・「藤

えもん」を活用し環境に配慮した水稲栽培 . 牧草
と園芸 60 : 19-24.

 3） 和田美由紀 （2014）ヘアリーベッチが農地にも
たらしてくれるもの . 牧草と園芸 62 : 6-10.

 4） 廣川智子 ら（2011）中粗粒灰色低地土における
田畑輪換圃場の土壌窒素肥沃度の変化と緑肥、家
畜ふん堆肥を活用した対策技術 . 富山県農セ研報 
2 : 11-26.

　研究担当者（和田美由紀、桂川尚彦、立花　正、
橋爪　健＊）

（４）　カバークロップの導入と耕起法の改善に
よるリン酸減肥技術の開発
　ア　研究目的
　緑肥は鋤込んでしばらくしてから作物を播種する
のが一般的であるが、冬作麦類を鋤込まずに播種直
前に地表面に刈敷いて大豆を栽培するカバークロッ

図 2323-2�　クリーニングクロップすき込み後のコマツナ
の生育と収量
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プ不耕起大豆栽培（以下、カバークロップ体系）で
は 2 〜 3 割の増収がみられる。カバークロップ体系
における大豆は生育中期にアーバスキュラー菌根菌

（以下、菌根菌）の感染率が高まっていることから、
菌根菌の働きにより土壌蓄積リンを利用できる栽培
法として有望である。また、この体系では開花始期
以降にミミズの生息が確認され、土壌生物活動によ
る大豆のリン酸吸収促進効果も考えられる。カバー
クロップ体系をリン酸減肥技術として確立するため
には、菌根菌や土壌生物の活動がリン酸の動態と大
豆の生育・収量に及ぼす影響を解明するとともに、
それらの活動と耕起システム等の栽培法の関係を明
らかにする必要がある。本研究では大豆栽培におい
て、カバークロップの導入と耕起システムなどの栽
培法の改善を通じて菌根菌及び土壌生物の機能を最
大限に活用することでリン酸減肥を達成する技術を
開発する。

　イ　研究方法
　（ア）　東北農業研究センター福島研究拠点の場内
試験圃場（腐植質黒ボク土）において 2009 年から
2012 年までダイズの栽培試験を実施した。実験計
画は 2 因子の分割区法で、反復は 2 である。第 1 因
子は冬作カバークロップの有無で、オオムギ区、コ
ムギ区及び冬期休閑後、慣行栽培を行う慣行区の 3
水準を設定した（カバークロップ区にはムギ類播種
時に全量基肥として 6-6-6kg/10a（N-P2O5-K2O）を
施用）。第 2 因子はリン酸施肥量で、0P、12P 区を
設定し、それぞれダイズ栽培時の基肥として 3-0-
12、3-12-12kg/10a（N-P2O5-K2O）を施肥した。カ
バークロップのオオムギ区、コムギ区におけるダイ

ズはいずれも不耕起で播種を行った。
　（イ）　カバークロップ栽培における AM 菌（菌
根菌）とカバークロップ残さのダイズへの収量への
寄与を個別に評価するために、ポット試験を行っ
た。実験計画は AM 菌接種、ムギ類残さの種類

（オオムギ、コムギ）と有無を要因とする 2 要因で
反復は 3 である。処理は AM 菌のみ、オオムギ残
さ（CC）のみ、オオムギ CC+AM 菌、コムギ残さ

（CC）のみ、コムギ残さ（CC）+AM 菌そして AM
菌接種及びムギ類残さのない対照区を含め 6 処理で
ある。ダイズは 6 月中旬に裸地土壌から採取した
土壌を充填した 0.05m2 のポットに播種した。大麦、
小麦は 10 月下旬に圃場に播種したものを 12 月下旬
の 3 〜 4 葉期にバーミキュライト充填ポットに移植
し、重窒素で標識したホグランド液を与えて 7 月初
旬まで栽培し、地上部を刈り取って細断後、乾物当
たり 35g（700g/m2 相当）をダイズの播種後の土壌
表面に敷いた。AM 菌はセラキンコン（セントラル
合同肥料）を播種時にポット当たり 2.5g を接種し
た。施肥は全ての処理区に基肥のみ 3-12-12kg/10a

（N-P2O5-K2O）相当を施肥した。

　ウ　研究結果
　（ア）　ダイズの収量は腐植質黒ボク土圃場、淡色
黒ボク土圃場ともに全体的にカバークロップ区で慣
行区に比較して粗子実重が大きい傾向にあった（分
散分析値における p 値：それぞれ 0.035、0.062）。
腐植質黒ボク土圃場ではリン酸施肥の収量に対する
影響は認められなかったが、淡色黒ボク土ではカ
バークロップ区、慣行区ともにリン酸施肥量が多い
ほど粗子実重が大きい傾向がみられた（図 2324-1）

図 2324-1　異なるリン酸施肥水準におけるダイズの収量（2010 年試験）
左側が腐植質黒ボク土圃場、右側が淡色黒ボク土圃場
同じ文字同士は有意でない。Tukey 検定　P<0.05
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（分散分析における p 値：0.0583）。
　刈敷時におけるムギ類のリン量とダイズの収量を
みると腐植質黒ボク土圃場、淡色黒ボク土圃場とも
に刈り敷かれたムギ類のリン量が多いほどダイズの
収量が高い傾向にあった（図 2324-2）。
　ダイズの子実肥大期に根の菌根菌感染率を測定し
たところ、オオムギカバークロップ＞慣行、0P ＞
6P ＞ 12P という関係が示された（図 2324-3）。
　（イ）　ポット試験では麦類と AM 菌の組合せで
最もダイズの収量が高かった。AM 菌のみ区は対照
区より収量が顕著に低くなった（図 2324-4）。この
ことからダイズ収量は AM 菌のみ及び麦類残さの
みよりも AM 菌と麦類残さの組合せによりダイズ
の収量に良好な影響を与えることが推測された。麦
類残さのみの処理区では大麦残さ区のほうが小麦残
さ区より高い傾向にあった。

　エ　考　察
　（ア）　圃場試験では冬期休閑にムギ類カバーク
ロップを作付するとダイズの菌根菌感染率が高まる

こと、及びムギ類残さ由来のリン量がダイズの収量
を高めていることが示された。しかし、残念ながら
圃場試験の慣行区ではリン酸を減肥しても収量に違
いがみられなかったことから、カバークロップを導
入するとリン酸減肥が可能になるという結論には至
らなかった。
　（イ）　ムギ類カバークロップダイズ栽培における
ダイズの増収要因を明らかにするためのポット試験
により、AM 菌単独やムギ類カバークロップ単独で
はなくこれらが組み合わせる効果により、増収する
ことが示された。Hodge ら 1）による、AM 菌が有
機物の分解を促進する作用があることから残さを投
入することに AM 菌が組み合わせることでカバー
クロップ由来の養分の利用率が高まっているのかも
しれない。冬期カバークロップ栽培体系自体の持つ
AM 菌感染率を高めること及びムギ類の残さが刈り
敷かれることと両方に意味があり、カバークロップ
の生育量を確保するための施肥管理も重要であるこ
とが示唆された。

図 2324-2　刈敷ムギ類のリン量とダイズの収量の関係
左側が腐植質黒ボク土圃場、右側が淡色黒ボク土圃場

図 2324-3�　圃場試験におけるダイズの菌根菌感染率
（2009 年 8 月 28 日）

同じ文字同士は有意でない。Tukey 検定　P<0.05

図 2324-4�　ポット試験による AM 菌及びムギ類残さが
ダイズ収量に及ぼす影響

同じ文字同士は有意でない。Tukey 検定　P<0.05
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　オ　今後の課題
　（ア）　ムギ類ダイズ栽培は多くの残さが生産され
るので地力向上を促進するよい栽培体系であるが、
残さの処理がうまくされないとダイズの発芽率が不
良になることが課題の一つである。タネバエの発生
を嫌い、敬遠する農家もいる。有機物と発芽率の問
題は今後取り組まなければならない課題である。
　（イ）　ムギ類不耕起ダイズ栽培を行うには不耕起
播種機を持っていなければならないが、不耕起播種
機を持つ農家は多くない。今後、作業機械分野の研
究員と協力して現在所持している播種機でも簡単に
装着できるような不耕起播種機の開発を行う必要が
ある。

　カ　要　約
　（ア）　慣行区ではリン酸を減肥しても収量に違い
がみられなかったが、 ムギ類カバークロップダイズ
栽培では菌根菌感染率が高まり、ムギ類残さ由来の
リン量が多いほどダイズの収量を高めることが示さ
れた。
　（イ）　ポット試験により、AM 菌単独やムギ類カ
バークロップ単独ではなくこれらが組み合わせる効
果により、ムギ類カバークロップダイズ栽培では増
収することが示された。

　キ　引用文献
 1） Hodge A. et al .  （2001） An arbuscular 

mycorrhizal fungus accelerates decomposition 
and acquires nitrogen directly from organic 
material. Nature 413: 297-299.

　研究担当者（内田智子＊、小林浩幸）

３　低コスト養液土耕栽培による土壌蓄積リン
の利用技術の開発とリン酸減肥の検証

（１）　施設野菜における土壌蓄積リン利用技術
の開発と減肥の実証
　ア　研究目的
　近年、リン資源の枯渇が懸念されており（黒田
ら 4））、肥料価格の高騰による生産コストの上昇な
ど、生産者の負担が増えているため、野菜生産にお
けるリン施用量を軽減するとともに利用効率を向

上させる技術の開発が求められている。リンは重
要な多量元素として、作物の生育に欠かせない栄
養分である（Schachtman ら 7））。体内のリンが欠
乏すると光合成が抑制され、成長速度が低下する

（Sawada ら 5，6）、Sharkey and Vanderveer8）、von 
Caemmerer and Farquhar9）、Zhang ら 10））とされ、
リンは施肥管理において重要な要素である。作物は
一般的に過剰施用による障害が出にくく、土壌の種
類によっては施用効率が低いことから、吸収量に比
べて大量に施用される傾向がある。特に施設栽培の
土壌では、リン酸の蓄積が著しく増加しており、極
めて高い水準が報告されており（小原・中井 2）、小
宮山ら 3））、蓄積したリンの有効利用に関する取り
組みも増えている。
　本課題では、土壌中の蓄積リン酸を溶解し有効利
用するため、酸施用の利用可能性について検討する
とともに、リン施用量と植物のリン吸収及び生産性
との関連性を明らかにするために実験を行った。

　イ　研究方法
　（ア）　クエン酸処理がトマトの生育に及ぼす影響 
　　ａ　濃度の選定
　2009 年 5 月 14 日に、播種後 1 か月後のトマト
苗“桃太郎ヨーク”をニッピ園芸培土に充填した
1/5000a ポットに定植しガラスハウス内で栽培し
た。第 1 果房開花後からクエン酸の濃度を 4 段階に
設定した処理区を設けた。大塚 A 処方の液肥 2 単
位に、0、3、9、27、81mM になるようにクエン酸
を溶解させ、5 月 25 日、6 月 1 日、6 月 8 日、6 月
15 日、6 月 22 日、6 月 29 日、7 月 6 日、7 月 13 日
に 500mL 添加してその影響を評価した。クエン酸
処理開始後は 1 日 500mL の灌水とした。 
　　ｂ　生産に与える影響
　‘桃太郎ヨーク’を 2 月 1 日にニッピ園芸培土
1/5000a ポットに定植しガラスハウス内で栽培し
た。最低気温 10℃以上で管理した。処理区はポッ
トの表層に CDU 化成を N で 7.2g/ 株施用する慣行
区（BC）、リン酸は園芸培度に含まれるのでリン酸
を添加しないように KNO3 で N7.2g/ 株になるよう
に施用した基肥区（BKN）、KNO3 を養液に混合し
て灌水同時施肥する灌水同時施肥区（FKN）、灌水
に合わせてクエン酸を土壌に注入するように設定
した灌水同時施肥 + クエン酸区（FKN+Cit.）を設
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けた。灌水同時施肥の施肥量は、3/12 〜 4/6 まで
の 24 日間は 50mgN/ 株として、それ以降 6 月 5 日
までは 100mg/ 株とした。期間中の窒素施用量は同
じにした。クエン酸は 0.6g/L（約 3mM）が適当と
判断されたのでこの濃度で添加されるように設定し
た。
　（イ）　クエン酸処理がキュウリの生育に及ぼす影
響
　　ａ　異なるリン酸施肥土壌へのクエン酸処理が
キュウリの生育に及ぼす影響
　キュウリ品種‘エクセレント節成’を 8 月 17 日
に播種し、8 月 29 日に黒ボク土と NK 化成（16-0-
16、5kg-N/10a 相当）を混合しリン酸施肥処理後、
1/5000a ワグネルポットに充填して定植しガラスハ
ウス内で栽培した。実験は 10 月 3 日まで行った。
対照として S604（16-10-14）の 5kg-N/10a 相当量を
供試した。定植後 22 日目にはポット内の土壌と頂
点から 7 節目の葉の葉柄を採取しリンの濃度を測定
した。実験に用いた土を分析した値を基に、過リン
酸石灰の添加量を調整し、土壌中のトルオーグリ
ン酸レベルが 0、10、50、300mg/100g になるよう
にした。また、それぞれに水、クエン酸、塩酸給
液区を設け、給液処理を行った。クエン酸は 1mM

（pH5.0 に調整）を、塩酸は pH5.0 に調整した液を
用い、pF センサ制御（− 5.4kPa）によって給液を
行った。
　　ｂ　養液へのクエン酸添加がキュウリの生育及
びリン酸吸収に及ぼす影響
　キュウリ‘エテルノ’を供試し、播種後 45 日間

（播種：7/14、定植：7/26、収穫期間：8/17 〜 29） 
ガラスハウス内で栽培を行った。1/5000a ワグネル
ポットに土壌（黒ボク土及び砂）を充填し、キュウ
リを定植した。元肥は用いず、培養液（大塚 A 処
方）を用いて養水分を供給した。給液処理としてク
エン酸濃度を変え（0、1、2mM）、栽培を行い、生
育状況及び果実収量を調査した。試験規模は 1 試験
区 5 株× 2 反復とした。8 月 30 日に新鮮重と乾物
重を測定した。粉砕後に湿式分解を行い、リン酸を
測定した。
　（ウ）　培養液のリン濃度がキュウリの生育及びリ
ン吸収に及ぼす影響
　キュウリ品種‘エテルノ’を用い、ガラスハウス
内で湛液水耕栽培を行った。培養液は、園試処方

1/2 倍液を基に、リン酸濃度のみを異にして 5 処理
を設けた。各処理は 4 株× 3 反復とし、培養液は 3
日毎に更新した。先端から 14 枚以下の葉は摘葉し
ながら 1 本仕立てで管理を行った。栽培期間中、生
長点から 7 番目の葉を定期的に採取し葉柄汁液のリ
ン酸濃度を測定した。リン酸濃度の定量にはバナ
ド・モリブデン酸法を用いた。
　培養液については N、P、K、Ca、Mg、MnO、
B2O3、Fe、Cu、Zn、Mo の濃度をそれぞれ、112、
0、156.4、80、24.4、0.5、0.5、1.5、0.01、0.02、
0.01ppm に調整した液にリン酸カリウムを添加し、
培養液中のリン酸濃度のみを 5 段階（0.2、0.4、0.8、
1.4、2.2me・L-1）に設けた培養液を用いた。栽培は
播種後 2 か月間行った（播種：9/10、定植：9/27、
収穫開始：10/23、実験終了：11/30）。

　ウ　研究結果
　（ア）　クエン酸処理がトマトの生育に及ぼす影響
　　ａ　9mM までは生育を抑制することはなく、
むしろやや生育を促進する傾向にあり、葉緑素値に
ついても同様であった（図 2331-1）。
　　ｂ　生育が抑制される 81mM においても根に
おいては顕著な褐変などは生じなかった。クエン酸
は比較的根に外観上の影響が出にくい資材であると
評価できた。
　　ｃ　生育の抑制により草姿が制御された。その
結果、結果的に果実への分配が増加する傾向が認め
られた（図 2331-2）。
　（イ）　クエン酸処理がキュウリの生育に及ぼす影
響
　　ａ　異なるリン酸施肥土壌へのクエン酸処理が
キュウリの生育に及ぼす影響
　リン施肥量と給液処理によってキュウリの乾物重
には有意な差があったが（図 2331-3）、特に P10 区
でのクエン酸施用による重量増加が認められた。
　土壌中のリンレベルが高くなるほど、葉柄中のリ
ン濃度は高くなる傾向があったが、葉柄汁中のリン
濃度は、水とクエン酸施用区に比べて、塩酸施用区
は顕著に低かった（図 2331-4）。
　　ｂ　養液へのクエン酸添加がキュウリの生育及
びリン酸吸収に及ぼす影響
　キュウリの乾物重は、黒ボク土、砂土ともに、
クエン酸 1mM 区が最も乾物重が大きく、次い
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で 2mM 区、クエン酸添加なしの順となった（図
2331-5）。
　リン酸吸収量は黒ボク土が砂土よりも大きかっ
た。黒ボク土区ではクエン酸の添加によってリン酸
の吸収量が増加した。砂土でも同様な傾向ではあっ

たが、その差は小さかった（図 2331-6）。
　（ウ）　培養液のリン濃度がキュウリの生育及びリ
ン吸収に及ぼす影響（安ら 1））
　　ａ　培養液中の P 濃度によって生育差が見ら
れたが、0.8 me/L 以上では有意な差はなく、収量

図 2331-1　土壌に添加するクエン酸濃度がトマトの生育に与える影響

図 2331-2　灌水同時施肥によるクエン酸の添加がトマトの収量と糖度に与える影響

図 2331-3�　リン施肥量が異なる土壌における酸施用が
キュウリの生育に及ぼす影響

図 2331-4�　リン施肥量が異なる土壌における酸施用が
キュウリの葉柄中リン濃度に及ぼす影響
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の差はなかった。また、培養液中の P 濃度が減少
すると根への乾物分配が増加する傾向があった（表
2331-1）。0.2 me/L 区でも葉色等に P の欠乏症状は
見られなかった。
　　ｂ　培養液中の P 濃度の増加によって葉中の P
含量は直線的に増加したが、全重では 0.8 me/L 以
上では有意な差はなかった（図 2331-7）。
　　ｃ　葉柄汁の P 濃度と葉中の P 濃度とでは正
の相関関係が認められた（図 2331-8）。
　　ｄ　各処理における葉柄汁中 P 濃度を調査し
た結果、第 5 葉以下に比べて、上位葉での P 濃度
が低い傾向が見られた（図 2331-9）。また、定植後
19 日目（収穫前）に比べて 47 日目の葉柄中の P 濃
度がいずれの処理で低いことから（図 2331-10）、
着果負担が大きくなると体内の P 濃度が低下する
傾向が見られた。

　エ　考　察
　（ア）　クエン酸処理がトマトの生育に及ぼす影響
　トマト栽培において 1 週間毎にクエン酸を添加す
る場合、比較的高濃度であっても根が褐変するなど
の顕著な障害は認められなかったことや、9mM 以
上の濃度ではクエン酸の施用濃度が上昇するにした
がい生育が抑制される傾向が認められたことから、
9mM までは十分施用可能であると考えられる。ま
た、クエン酸の連続施用では、トマト果実への分配
を増加させる可能性が示唆されたが、糖度には影響
が少ないことが示唆された。
　（イ）　クエン酸処理がキュウリの生育に及ぼす影

響
　クエン酸処理によって土壌中のリンの溶出は向上
する（データ省略）が、塩酸処理では、リンの吸収
抑制が見られ、酸処理においても種類によって反応
が異なることが示唆された。クエン酸施用の場合、
低いリン酸レベルの土壌でキュウリの生育促進に有
効であると考えられる。
　なお、培養液中にクエン酸を添加することによっ
てリン酸の吸収量が増加するが、特にリン酸を吸着
しやすい黒ボク土でのキュウリ栽培においてはクエ
ン酸の添加が有効であると考えられる。
　（ウ）　培養液のリン濃度がキュウリの生育及びリ
ン吸収に及ぼす影響
　養液栽培において培養液中の P 濃度が 0.2 〜 2.2 
me/L の範囲では培養液と葉柄汁液中の P 濃度間に
正の相関があるが、可販果収量では培養液中のリン
濃度による有意差は認められず、培養液の P 濃度
を高めても 0.8me/L 以上では頭打ちの傾向を示し
たことから、リンのそれ以上の施用効果は小さいと
判断される。
　実際、キュウリを含め果菜類の養液栽培におい
て、一般的に用いられる培養液処方での P 濃度が
3 〜 5 me/L であり、肥料の投入コストと収益を十
分に勘案すると大幅な減肥が可能であると示唆され
た。さらに、葉柄汁中の P 濃度は葉中の P 含量及
び培養液中の P 濃度と正の相関があり、P の吸収や
根域の P 濃度の推定が可能であるが、葉位及び採
集時期によって異なることが明らかになった。

図 2331-5�　キュウリ養液土耕におけるクエン酸の添加が
乾物重に及ぼす影響

図 2331-6�　キュウリ養液土耕におけるクエン酸の添加が
リン酸吸収量に及ぼす影響
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　オ　今後の課題
　（ア）　トマトやキュウリの施設栽培においてクエ
ン酸処理は低リン酸土壌やリン酸が吸着しやすい土
壌での効果が示唆されたが、実際、施設土壌では極
めて高い水準のリンが蓄積されており、灌水のみに
よる蓄積リン酸における利用向上の事例があること
から、高濃度の蓄積リン酸土壌では、まず、灌水に

よる無リン施肥栽培の体系化を確立する必要がある
と考えられる。
　（イ）　施肥効率が高いとされる養液栽培でも吸収
量に応じた処方にも関わらず、リンの施用量は吸収
量に比べて高めに設定されている処方が多い（日本
施設園芸協会・日本養液栽培研究会、2012）。した
がって、栽培方法に関わらず、既存の施肥体系の見

表 2331-1　培養液中の P 濃度が養液栽培キュウリの生育に及ぼす影響

1） 30 節までの雌花数
2） 異なる文字間には Tukey の多重検定により 5％の危険率で有意差有り
3） 全重に対する割合

図 2331-7　培養液中の P 濃度と全重及び葉中 P 含量
1）Tukey 多重検定により 5％の危険率で有意差あり

図 2331-8　葉柄汁の P 濃度と葉中 P 濃度の関係

図 2331-9　葉位と葉柄汁液の P 濃度
1）上位葉：生長点から 1 〜 5 葉、中位葉：6 〜 9 葉、下
位葉：10 〜 14 葉

図 2331-10　生育時期と葉柄汁液の P 濃度
分析には生長点から 7 番葉の葉柄を使用
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直しやリン施用量を軽減する技術の確立と共に、吸
収量に応じた施肥体系のほか、物質生産に応じた施
肥体系の検討が必要であると考えられる。

　カ　要　約
　（ア） クエン酸処理がトマトの生育に及ぼす影響
　　ａ　クエン酸は 9mM までは十分施用可能であ
り、それ以上の比較的高濃度であっても根が褐変す
るなどの顕著な障害は認められなかった。
　　ｂ　9mM 以上の濃度ではクエン酸の施用濃度
が上昇するにしたがい生育が抑制される傾向が認め
られた。
　　ｃ　クエン酸の連続施用では、果実への分配を
増加させる可能性が示唆されたが、糖度には影響を
与えなかった。　
　（イ）　クエン酸処理がキュウリの生育に及ぼす影
響
　キュウリ栽培において、クエン酸の施用や培養液
への添加処理によって生育やリン酸吸収が促進され
ることが示唆された。特に、蓄積したリン酸レベル
が低い土壌及びリン酸を吸着しやすい土壌での効果
が大きくなることが明らかとなった。
　（ウ）　培養液のリン濃度がキュウリの生育及びリ
ン吸収に及ぼす影響
　養液栽培及び葉柄汁液診断の手法を利用し、低
リン条件下でのキュウリの生育反応やリンの吸収
及び物質生産について評価した。培養液のリン濃
度を 0.2、0.4、0.8、1.4、2.2me/L と異にし、定植後
64 日間、湛液水耕栽培を行った。培養液のリン濃
度と植物体のリン吸収量（r=0.982）及び総乾物生
産（r=0.915）との間には、それぞれ高い相関があっ
たが、培養液のリン濃度が 1.4me/L 以上では、総
乾物重の増加傾向はみられなかった。0.8me/L 以下
の低リン区では、生育や葉面積、養分吸収が制限さ
れ、総乾物重は大きく減少した。葉柄汁液のリン濃
度（PPs）と葉のリン濃度（PL）との間には、 PL 
= 3.134 × ln（PPs） − 6.267 で示される有意な相関
関係（r=0.946）が認められた。一方、培養液のリ
ン濃度の増加に伴い、葉柄汁液のリン濃度は直線的
に上昇した。
　本研究の生育及び養分吸収の結果から、乾物生産
を維持するためには、培養液のリン濃度を約 0.8me/
L 以上とし、葉柄汁液のリン濃度を約 90ppm 以上

に保つ管理が望ましいと考えられた。しかし、培養
液のリン濃度が 1.4me/L 以上では、リンの施用効
率を高める効果は少ないと考えられた。　
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（２）　土壌蓄積リンの可給化技術の開発とリン
酸減肥の検証
　ア　研究目的
　本研究では土壌に蓄積されたリン酸の作物吸収を
促進するために、養液土耕栽培における酸施用が作
物のリン酸吸収に及ぼす影響を明らかにする。ま
た、養液土耕用肥料の組成が蓄積リン酸の吸収に及
ぼす影響を明らかにする。さらに、従来の粒状リン
酸肥料と養液土耕の組み合わせによって施肥リン酸
の利用率を向上させることができるかどうか検討す
る。

　イ　研究方法
　（ア）　養液土耕栽培における酸施用が作物のリン
酸吸収に及ぼす影響
　　ａ　供試土壌：黒ボク土（pH6.2、トルオーグ
リン酸 26mg-P2O5/100g）
　　ｂ　供試作物：トマト（桃太郎ヨーク、タキイ
種苗）
　　ｃ　栽培期間：2010 年 3 月（定植）〜 6 月
　　ｄ　供試肥料・資材：尿素（液肥）、クエン酸

（1-2mM）、液化炭酸（pH5.5）
　　ｅ　処理区及び栽培概要：①リン酸施肥慣行量

（重過石全面全層施用）、②クエン酸水施用（リン酸
無施用）、③炭酸水施用（リン酸無施用）、④無処理
の 4 処理を設け、トマト栽培（30 株 / 処理、2 連）
を行った。なお、いずれの区も尿素の灌水同時施肥
を行った。
　（イ）　養液土耕用肥料の組成が蓄積リン酸の吸収
に及ぼす影響
　　ａ　供試土壌：黒ボク土（pH6.1、トルオーグ
リン酸 13mg-P2O5/100g）
　　ｂ　供試作物：トマト（アニモ、朝日工業）
　　ｃ　栽培期間：2010 年 11 月 19 日（定植）〜
2011 年 4 月 14 日（6 段摘心栽培）

　　ｄ　処理区及び栽培概要：①有機養液（魚汁肥
料（JAS 有機対応）、N-P2O5-K2O ＝ 6-0-0）、②硝酸
カルシウム（CN）養液土耕、③硝酸アンモニウム

（AN）養液土耕、④硝酸アンモニウムの全面全層
混合区（基肥＋追肥 1 回表面施用）の 4 処理区を設
け、各処理にリン酸肥料施用区（+P）、リン酸無施
用区（− P）を設けた（施用区は 5g-P2O5/ 株、重
過石の全面全層混合）。
　（ウ）　粒状リン酸肥料と養液土耕の組み合わせに
よる施肥リン酸の利用率向上
　　ａ　供試土壌：黒ボク土
　　ｂ　供試作物：トマト（アニモ、朝日工業）
　　ｃ　栽培期間：2011 年 11 月 4 日（定植）〜
2012 年 3 月 9 日（5 段摘心栽培）
　　ｄ　処理区及び栽培概要：①慣行（NPK 全面
全 層（N-P2O5-K2O=10-10-10g/ 株 ））、 ② NK 液 肥
＋重焼燐（MP）局所（リン酸 3 割減、重焼燐はド
リップ下施用）、③ NPK 液肥（リン酸 3 割減）、④
NPK 液肥（P3 割減、少頻度＝ 10 日に 1 回 10 倍液
を施用、施用量は③と同じ）の 4 処理区を向けた。
肥料は①は硝安、重焼燐、硫加を用い、②〜④は硝
安、リン酸カリ、硝酸カリを用いた。なお、全区点
滴潅水を行った（①は水のみ施用）。

　ウ　研究結果
　（ア）　養液土耕栽培における酸施用が作物のリン
酸吸収に及ぼす影響
　トマトの収量はいずれの試験区においても有意
差はみられず、12.8 〜 13.7（t/10a）であった（図
2332-1）。クエン酸及び炭酸水を施用した区におい
ては無処理区と比較してリン酸吸収量は減少した

（図 2332-2）。栽培後土壌のリン酸含量を根が集中
する点滴直下土壌と株間土壌に分けて測定した（図
2332-3）。根が集中する点滴直下においては、株間
土壌と比較して 47 〜 115mg-P2O5/100g 程度減少し
ていた。このことから、養液土耕栽培は土壌蓄積リ
ンの吸収に大きく貢献することが明らかとなった。
クエン酸水及び炭酸水施用区では特に点滴直下土壌
のトルオーグリン酸の減少量が大きかった。
　（イ）　養液土耕用肥料の組成が蓄積リン酸の吸収
に及ぼす影響
　リン酸施用区のトマト収量は養液の種類によっ
て差は見られなかった。一方で、リン酸無施用区
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のトマト収量について、AN 養液区以外は減収した
（図 2332-4）。リン酸無施用区の中で、AN 養液土
耕区のリン酸吸収量は他区と比較して高かった（表
2332-1）。このことは窒素肥料として AN を用いた
養液土耕栽培は土壌蓄積リン酸の有効利用の観点か
ら有効であるといえる。また、AN 養液区ではカル
シウム、マグネシウムの吸収量も増加した。これは
比較的高濃度のアンモニウムイオンが局所的に供給
されることにより、置換反応により土壌交換性陽イ
オンがトマトに吸収されたと推察され、このことは
跡地土壌分析からも明らかであった。有機養液の施
用により根系の発達を促し、養分吸収が促進される
ことを想定したが、有機養液区は根長の増加はみら
れる（図 2332-5）が、養分吸収への寄与は小さい
と考えられた。以上のことから養液土耕肥料の組成
が土壌蓄積養分（リン酸、塩基）の利用率に大きく
影響する可能性が示唆された。
　（ウ）　粒状リン酸肥料と養液土耕の組み合わせに
よる施肥リン酸の利用率向上
　液肥区（No.2 〜 4）の収量は慣行区と比較してや

や高くなった（図 2332-6）。リン酸吸収量は NPK
液肥区が最も高かった（図 2332-7）。また、重焼燐
＋ NK 液肥区はリン酸を 3 割減肥しているにも関わ
らず、リン酸吸収量は慣行区よりも高かった。重焼
燐＋ NK 液肥区ではトマト栄養で重要なカルシウム
及びマグネシウムの吸収量が増加した。これは重焼
燐由来の成分を効率的に吸収したと考えられた。

　エ　考　察
　（ア）　酸施用の効果
　クエン酸や炭酸水の施用は土壌蓄積リンの吸収を
促進しなかった。これはクエン酸の分解によって生
じた（重）炭酸イオンや炭酸水中の（重）炭酸イオ
ンが同じ陰イオンであるリン酸の吸収を抑制したた
めと考えられた。
　（イ）　養液土耕栽培による土壌蓄積リン酸の吸収
促進
　養液土耕栽培における点滴潅水部には根が集中
し、栽培後の全リン酸含量は株間土壌と比較して大
幅に低下していたことから、養液土耕によって土壌

図 2332-1　トマトの収量 図 2332-2　トマトのリン酸吸収量
異なるアルファベットは有意差あり

図 2332-3　栽培後の点滴直下及び株間土壌のリン酸含量
図 2332-4　トマトの収量

＊は -P 区と +P 区との間に有意差があることを示す
（P<0.05）
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蓄積リン酸の吸収が促進されることが明らかとなっ
た。また、低下割合はクエン酸及び炭酸水の施用に
よって大きくなったことから、酸施用により局所的
には蓄積リンが可溶化されていることが示唆され
た。
　（ウ）　土壌蓄積養分を促進する肥料組成
　養液土耕栽培において、土壌中のリン酸、カルシ
ウム及びマグネシウムなどの吸収促進には窒素肥料
として硝酸アンモニウムが適していると考えられ
た。これは、硝酸態窒素のみの場合と比較してリン

酸の吸収が促進されること（陰イオン同士の吸収阻
害の回避 1））、アンモニウムイオンによる交換性カ
ルシウム、マグネシウムの放出によるものと推察さ
れた。
　（エ）　粒状リン酸肥料の局所施肥効果
　粒状リン酸肥料を局所施肥した部分に点滴潅水施
肥をすることによって、リン酸肥料の利用効率が高
まり、減肥栽培が可能であった。ここでは養液で供
給するのは窒素、カリウムのみであり、肥料コスト
が低減できると考えられた。
　（オ）　肥料コスト
　当初の狙いである酸施用の効果は適正な土壌条件
においてはみられなかった。しかし、生産者がすぐ
にでも取り入れられる技術として硝酸アンモニウム
液肥の利用、通常のリン酸肥料と NK 液肥を組み合
わせた肥培管理の有用性を明らかにした。当初の目
的であるリン酸（3 割）減肥栽培は可能であった。

　オ　今後の課題
　（ア）　酸施用が有効である土壌条件を明らかにす
る（アルカリ化した土壌など）必要がある。

表 2332-1　トマトの養分吸収量（g/ 株）

＊＊: P<0.01 で有意、＊ : P<0.05 で有意

図 2332-5　− P 区における根長
１L のコアで採取し測定

図 2332-6　トマトの収量

図 2332-7　− P 区における根長
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　（イ）　現在主に用いられている硝酸系の肥料に加
え、土壌蓄積養分の利用吸収を促進するアンモニア
性窒素を含有した肥料の開発が想定される。
　（ウ）　施肥場面においては効率的なリン酸肥料の
局所施肥法と NK 液肥を組み合わせたリン酸減肥栽
培の体系を開発する必要がある。

　カ　要　約
　（ア）　土壌への酸（クエン酸水、炭酸水）施用は土
壌のリン酸を可溶化する作用があることは示された
が、リン酸含量が中庸である土壌においてはトマトの
養分（リン酸）吸収を増加させる効果はみられなかっ
た。しかし、養液土耕栽培は土壌蓄積リン酸の吸収を
促進する栽培法であることが明らかとなった。
　（イ）　養液土耕栽培において硝酸アンモニウムの
養液施肥は土壌に蓄積された養分（リン酸、カルシ
ウム、マグネシウム）の養分吸収を促進することが
明らかとなった。
　（ウ）　高価なリン酸液肥の代替として通常のリン
酸肥料（重焼燐）の局所施肥と NK 液肥栽培を組
み合わせることで、慣行と比較してリン酸施肥量を
3 割減らしてもリン酸吸収量は減少しなかった。ま
た、重焼燐由来のカルシウム、マグネシウム吸収量
が増加した。

　キ　引用文献
 1） Kirkby E. A. and Knight A. H. （1977） Influence 

of the level of nitrate nutrition on ion uptake 
and assimilation, organic acid accumulation, and 
cation-anion balance in whole tomato plants. Plant 
Phisiol. 60: 349-353.

　研究担当者（小宮山鉄兵＊、小林　新、藤澤英司、
新妻成一、矢作　学、森國博全）

（３）　露地野菜における土壌蓄積リン利用技術
の開発と減肥の実証
　ア　研究目的
　日射制御型拍動自動灌水装置（吉川・中尾 1））

（以下、拍動灌水装置）は、貯留タンク内の水位が
一定に達すると電磁弁を開放して、点滴チューブを
介して灌水施肥を行う低コストな養液土耕装置であ

る。この装置を利用することで、露地野菜での低コ
スト養液土耕栽培（図 2333-1）による土壌蓄積リ
ンの利用技術の開発とリン酸減肥の実証を行う。ま
た、拍動灌水装置で実現される 0.3L/h/ 点滴孔とい
う極微量灌水施肥が根圏の発達に及ぼす影響、施肥
成分の効率的吸収への影響を調査解析することによ
り、極微量灌水施肥の有効性を実証する。さらに、
クエン酸等の酸施用がリン酸可給化に及ぼす影響に
ついても検証する。

　イ　研究方法
　（ア）　低コスト養液土耕栽培装置を用いた露地ナ
ス栽培におけるリン酸減肥栽培の実証
　　ａ　2011 〜 2013 年の期間、所内の露地ナス栽
培圃場（0.9a）において、拍動灌水装置導入による
リン酸減肥試験を行った。慣行区では畝間灌水、追
肥は畝肩追肥または通路追肥を行った。拍動灌水
区の追肥は灌水同時施肥で行った。施肥の内訳は
表 2333-1 のとおり。品種は筑陽、台木は台太郎を
用いた。株間 80cm、畝幅 180cm（畝 80cm、通路
100cm）、畝高 20cm、３本仕立てとした。
　　ｂ　岡山県和気町夏秋ナス露地栽培農家圃場
において拍動灌水装置導入による減肥実証調査を
2011 〜 2013 年の期間行った。慣行圃場は畝間灌
水、基肥は全層混和し、畝肩追肥とした。実証圃場
は拍動灌水装置（図 2333-1）を用いた、基肥は全
層混和し、追肥は被覆尿素と被覆燐硝安カリをタ
ンク内に投入しての灌水同時施肥によって行った。
2011 年と 2012 年は、慣行圃場と実証圃場を設けた

図 2333-1�　低コスト養液土耕装置（日射制御型拍動自動
灌水装置）の概略図
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が、2013 年は、実証圃場のみの調査であった。施
肥の内訳は、表 2333-2 のとおり。品種は筑陽、台
木は茄の力を用いた。株間 80cm、条間 220cm、畝
裾 120cm。4 本仕立てとした。また、畝内の細根発
達の調査 2）を行った。調査時期は、2011 年は栽培
期間中の 8 月中旬に、2012 年、2013 年は栽培終了
後に行った。なお、現地試験で導入した拍動灌水装
置の導入費用は、ソーラーパネル、水中ポンプ、制
御装置電磁弁、水位センサーなどの基本部材の費用
は約 12 万円で、配管資材、点滴チューブ等を合わ
せても、約 20 万円 /10a であった。
　（イ）　土壌に対する酸施用がリン酸の可給化に及
ぼす影響
　　ａ　3 種の土壌（アロフェン質黒ボク土、灰色
低地土、マサ土）各 10g に 500mmol/L のクエン酸
水溶液を 0.4mL 添加。いずれの実験でも風乾土に
対して、蒸留水を適量添加し、畑状態（最大土壌容
水量の 60％）に調整した土壌を供試した。クエン
酸添加後は、瓶培養（30℃）を行った。経時的に採
取し、水抽出を行い、抽出液に含まれるリン酸、ク
エン酸をイオンクロマトグラフィーにより定量し
た。

　ウ　研究結果
　（ア）　低コスト養液土耕栽培装置を用いた露地ナ
ス栽培におけるリン酸減肥栽培の実証
　　ａ　2011 年、2012 年は、畝間灌水・慣行施
肥区（以下、慣行区）に対し、拍動灌水・リン酸
50％減肥区（以下、拍動・P50 区）で収量 19％、
8％増加、拍動灌水・リン酸 75％減肥区（以下、拍
動・P25 区）で 8％、12％増加した（図 2333-2）。
2013 年は、慣行区と拍動・P50 区が同等だったの

に対し、拍動・P25 区では 5％低下した。拍動・
P50 区、拍動・P25 区での収量が慣行区を上回った
2011 年と 2012 年は 7 月、8 月の収量が、大きかっ
たが、2013 年は月ごとの収量差はほとんどなかっ
た。
　　ｂ　現地実証調査における 10a 当たりに換算
した 2011 年の収量は慣行圃場 9.6t に対し、実証
圃場 10.3t であった（表 2333-2）。2012 年は慣行
圃場 10.3t に対し、実証圃場 14.7t であった。ただ
し、2012 年実証区では、6 月前半から青枯れ病が
発生したため、正常株による収量 8.3t/10a と発病
株率（43％；155 株 /360 株）より算出した収量で
ある。2013 年は、実証圃場の収量は、11.3t であっ
た。2013 年は、前年の実証区が栽培できなくなっ
たことから、前年の慣行農家が、新たに拍動灌水を
導入した圃場で調査を行った。このため 2013 年の
実証圃場の生産者と同一であり、慣行区は設ける
ことができなかった。このことから、同一農家の
2012 年と 2013 年の収量と比較した場合、前年比 2
割減肥で同等の収量であった。3 か年通じて、20 〜
30％のリン酸減肥において、慣行比で同等〜 4 割増
収との結果になった。増収の要因は、夏場の収量
の増加にある（データ省略）。畝内の細根調査の結
果のうち、2012 年の栽培終了後に測定した結果を
図 2333-3 に示す。実証圃場（図 2333-3、B）では、
慣行圃場（同、A）に比べて、畝内の細根数が多く、
特に、点滴チューブ敷設位置周辺で顕著な細根の発
達が認められた。この傾向は、3 か年共通して観察
された（データ省略）。
　（ウ）　土壌に対する酸施用がリン酸の可給化に及
ぼす影響
　　ａ　土壌に添加したクエン酸の分解は、添加後

表 2333-1　場内における露地ナス栽培試験の施肥内訳（2011 年〜 2013 年）

作付け前の有効態リン酸 P2O5（mg/100g）は、24.4（2011 年）、27.5（2012 年）、
31.3（2013 年）。P50、P25 は慣行施肥区の基肥施肥量に対する 50％と 25％を
意味する。
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＊ 1 基肥成のうち N 30、P2O5 21.6、K2O 15.6 は鶏ふん由来。 ＊ 2 青枯れ株発症につき、正常
株の収量 8.3t/10a と発病株率（43％；155 株 /360 株）から算出。＊ 3 土壌採取前に堆肥散布
なし。 ＊ 4 実証区選定が遅れたため未採取。

表 2333-2�　現地実証試験における収量、施肥内訳及び農家圃場の有効態リン酸量
（2011 年〜 2013 年）

図 2333-2　場内での露地ナス栽培試験の収量（2011 年〜 2013 年）
慣行区の基肥リン酸施肥量を P100 として、P50 は 50％減肥、P25 は 75％
減肥。2013 年は慣行区の基肥窒素施肥量 N100 に対して、N70 は 30％減肥。

図 2333-3　現地露地ナス圃場における栽培終了後の畝内細根分布
慣行圃場と実証圃場の畝形状が異なる（層位 0-10cm の部分）。数値は簡易な細根計数
法 2）で計測された細根数（本 / 窓）。最大値 15 を黒とし、最小値 0 を白に表中のセル
を塗り分けた。色が濃いほど細根数が多い。灌水チューブ敷設位置は太枠で囲まれた
ブロック中央の表層。
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速やかに始まることが確認され、半減期は、添加
溶液の初期濃度が低いほど短く、5.2 〜 12.1 時間で
あった（データ省略）。いずれの土壌でもクエン酸
は速やかに分解し、EDTA は分解しなかった（デー
タ省略）。EDTA 添加区では培養終了後にリン酸が
水抽出されたが、クエン酸区では水抽出されなかっ
た（表 2333-3）。また、硝酸態窒素が減少しており、
微生物の増殖により窒素が消費されたことが推察さ
れた。

　エ　考　察
　（ア）　尾和 3）によれば、ナス１トンを収穫する
ために必要な養分吸収量（kg/t）は、N 2.69、P2O5 
0.89、K2O 4.55 とされている。場内圃場の平均収量
を 9 トン /10a とすると、養分吸収量（kg/10a）は
N 24.2、P2O5 8.0、K2O 40.9 であり、拍動・P50 区
の リ ン 酸 施 肥 量（ 表 2333-1） は 8.9 〜 9.6kg/10a
で 養 分 吸 収 量 と 同 等、 拍 動・P25 区 で は 6.2 〜
6.6kg/10a と養分吸収量を下回っていた。場内試験
を行った圃場の有効態リン酸値（mg/100g）は 24.4
〜 31.3 で適正な範囲であったことから、土壌有効
態リン酸からの養分供給により、収量には影響が
なかったと推察される。場内圃場での露地ナス栽
培試験では、2013 年では、増収効果が認められな
かったが、2011 年、2012 年に慣行区に対し、拍
動・P50 区、拍動・P25 区で増収効果が認められた。
2013 年は 6 月〜 7 月上旬、8 月中旬以降の降水が多
く、点滴灌水の効果が出にくかったことが、原因の
一つとして考えられる。しかし、2013 年度は拍動・
P25 区では 5％程度収量減少するなど、収量の変動
が多いことから、安定した収量を得るためには、本
試験におけるリン酸 50％減肥区程度の施肥量、す

なわち作物の養分吸収量相当のリン酸を施肥する必
要があることが示唆される。
　（イ）　露地ナス栽培現地圃場における低コスト養
液土耕装置を利用したリン酸減肥栽培試験において
は、リン酸施肥量削減と収量増加を達成した。前述
のナス１トンを収穫するために必要な養分吸収量を
用いると、2011 年の実証区（収量 11 トン /10a）で
の養分吸収量は N 29.7、P2O5 9.9、K2O 50.1 である。
一方、施肥量は、N 55.0、P2O5 46.4、K2O 49.2 で
あった。窒素・リン酸に関しては、養分吸収量に対
して施肥量が依然として過剰であり、削減の余地が
あることが推察される。養液土耕は適切な肥培管理
を可能にする技術であることから、今後、露地栽培
で養液土耕を導入する際には、その特徴を十分に考
慮した施肥設計を行うことが重要である。
　また、細根の調査と同時に行った土壌の化学性分
析から、細根発達部位での局所的な土壌養分の減少
も確認された（データ省略）。特に、追肥の影響の
ない基肥成分であるカルシウム等の含量も低下して
おり、土壌蓄積養分の利用が促された可能性が示唆
された。
　（ウ）　土壌に対する有機酸の施用による土壌蓄積
リン酸の可給化を検討するため、有機酸の一つとし
て、クエン酸の効果を調査した。しかし、土壌に添
加されたクエン酸の分解は非常に早く、施用効果の
持続期間は短い。そこで、より持続性の高い資材と
して EDTA を検討したところ、その持続性は長く、
土壌に添加後 3 週間でもリン酸の可溶化は認められ
た。しかし、EDTA は土壌中での難分解性や、水
生生物に対する急性毒性が確認されており、農地へ
の施用は控えたほうがよく、EDTA の代替となる
持続性の高い、安価な資材の探索が求められる。

表 2333-3�　クエン酸または EDTA 添加瓶培養後に土壌の 1 : 5 水抽出中の溶出リン
酸イオン及び硝酸イオン濃度（mg/kg）

数値は抽出液中のイオン濃度（mg/kg）
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　オ　今後の課題
　本試験の結果は、有効態リン酸（mg/100g）が
37.2 〜 107.9 の現地実証試験圃場及び 24.4 〜 31.3 の
場内試験圃場での成績であり、栽培前には土壌の有
効態リン酸値が適正範囲であることを確認する必要
があることから土壌診断との組合せは必須である。
また、細根の発達部位と土壌養分の減少部位の関連
について、より詳細な研究により明らかにすること
で、露地栽培における点滴灌水と局所施肥の組み合
わせによる、さらなる減肥が期待される。

　カ　要　約
　初期導入費用が約 20 万円 /10a の日射制御型拍動
自動灌水装置を用い、露地ナス栽培における低コス
ト養液土耕によるリン酸減肥栽培の実証試験を行っ
た。場内試験においては、施肥リン酸を約 4 割削減
し、慣行比収量が同等〜 2 割増、現地実証調査で
は、施肥リン酸約 2 割〜 3 割削減し、慣行比で同等
〜 4 割増収との結果を認めた。また、細根の発達と
養分の吸収効率の向上の関係を明らかにした。

　キ　引用文献
 1） 吉川弘恭・中尾誠司 （2010） ソーラーポンプを利

用した拍動自動灌水装置の組み立て方法 . 近中四
農研研究資料 7 : 21-23.

 2） 笠原賢明・渡邊修一・志村もと子・松森堅治・
山砥健・井上賀貴・吉川弘恭 （2011） 露地ナス栽
培現場における畝内根量分布の定量的調査法の提
案 . 土肥関西支部会講要集 . 107 : 37.

 3） 尾和尚人 （1996） わが国の農作物の養分収支 . 
環境保全型農業研究連絡会ニュース . 33. 

　研究担当者（渡邊修一＊、笠原賢明、吉川弘恭）

（４）　低コスト養液土耕栽培による露地野菜畑
におけるリン酸施肥料削減技術の実証
　ア　研究目的
　近年露地栽培圃場でも導入し易い、日射制御型拍
動自動かん水装置（吉川・中尾 1））や電池式簡易か
ん水装置が普及しはじめている。これらのかん水装
置は、低価格で水源さえ確保できれば比較的設置条
件を選ばない特徴があり、点滴かん水を行うことで
窒素肥料の減肥や収量・品質の向上が確認されてい
る 2）。しかし、これまでリン酸の減肥効果について
は検証されていなかった。そこで、植物の吸収量に
応じた効率的な施肥技術を確立し施肥量の低減を図
るとともに、点滴かん水栽培におけるリン酸施肥削
減技術の確立を図り、リン酸成分を有効活用した省
資源型農業のモデルの策定を行う。また、クエン酸
等の酸施用がリン酸可給化に及ぼす影響についても
検証する。

　イ　研究方法
　（ア）　植物の吸収量に応じた効率的な施肥による
リン酸削減効果試験
　　ａ　2009 〜 2013 年の期間、非アロフェン質黒
ボク土の岩手県農業研究センター（北上市）所内
露地ピーマン栽培圃場（5a）において、リン酸の
慣行施肥量 30kg/10a（P30）に対し、50％（P15）、
20％（P6）、無施肥（P0）での点滴かん水の有無
による生育・収量への影響を調査した。基肥に
NK エコロング 203-140 と尿素を用い窒素成分で
30kg/10a と重過石を用い所定のリン酸成分になる
ように調整し畦内局所施肥を行った。他に粒状消
石灰と硫マグを施用した。追肥は生育状況を見な
がら尿素を株元に 5 〜 8 回（窒素成分で 1kg/10a・
回）施用した。この圃場の作付け前の土壌化学性
は表 2334-1 のとおりで、可給態リン酸が 8.9 〜
16.5mg/100g であったがリン酸改良は行わなかっ
た。かん水は、点滴チューブ（ストリームライン
60-20cm ピッチ）を畦当たり１本設置し、低コス
トな自動かん水装置（日射制御型拍動かん水装置

（2009 〜 2011）、N 社製電池式簡易かん装置（2012
〜 2013））によって、定植 10 〜 20 日目から株間
20cm 深の pF 値が pF1.9 を目標にかん水量を増減
させかん水を行った。無かん水区は原則降雨のみで
生育させたが、8 月〜 9 月中旬までかん水区も含め
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て数回通路かん水を行った。
　　ｂ　2010 〜 2013 年の期間、岩手県遠野市（褐
色森林土） 露地ピーマン栽培農家圃場において、か
ん水装置導入による減肥実証調査を行った。この圃
場の作付け前の土壌化学性は表 2334-1 のとおりで、
土壌中にリン酸が蓄積しているため、農家慣行のリ
ン酸の基肥量は 9kg/10a（リン酸施肥基準の 3 割）
とすでに減肥されていたが、岩手県の減肥基準（可
給態リン酸 100mg/100g 以上の場合無施肥）に従っ
てリン酸無施肥区を設けた。慣行区では基肥に NK
エコロング 203-140 と燐硝安加里 1 号を窒素成分で
29kg/10a になるように施用し、リン酸無施肥区で
は燐硝安加里 1 号に変えて尿素を施用した（2009
〜 2012 年は全面施用、2013 年は畦内局所施肥によ
り通路部分に施用されていた基肥相当（慣行の 4
割）を削減して施肥）。他にてんろ石灰を施用した。
追肥は尿素を無かん水区では通路に 5 〜 8 回に分け
て粒状のまま（窒素成分で 1kg/10a・回）、かん水
区では液肥混入機（ミックスライト）を用いて十数
回に分けて施用した（窒素成分で 0.5kg/10a・回）。
かん水は上記の所内圃場と同様に行った（N 社製電
池式簡易かん装置使用）。無かん水区は降雨のみで
生育させた。
　（イ）　リン酸肥料の鶏糞代替及びクエン酸の施用
効果
　上記所内圃場で、リン酸施用量が 15kg/10a と
6kg/10a のかん水区において、リン酸肥料を全量炭
化鶏糞に代替した場合の露地ピーマンの生育・収量
への影響を調査した。併せて 6kg/10a の炭化鶏糞
代替区に、週に１度 9mM クエン酸液を点滴チュー
ブにより施用した場合の効果についても調査した

（2011 〜 2012 年）。

　ウ　研究結果
　（ア）　植物の吸収量に応じた効率的な施肥による
リン酸削減効果試験
　　ａ　点滴かん水装置によってかん水を行ったか
ん水区では、無かん水区に比べ草丈、節数が増え、
高温・乾燥期の尻腐れ果、花落ちの発生が減り、1
〜 2 割の増収となった（表 2334-2）。さらに、最適
な土壌水分（pF1.9 前後）を維持することができた
2009 年、2012 年、2013 年にはかん水区で、リン酸
の施肥量を 6kg/10a（施肥基準量の 2 割）まで減肥
しても、慣行（30kg/10a）とほぼ同等の収量が得
られた。一方、高温乾燥と点滴孔の目詰まり等に
よって最適な土壌水分を維持することができなかっ
た 2010 年、2011 年には、減肥することでかん水区
でも収量が低下した（図 2334-1）。
　　ｂ　リン酸無施肥では、農家慣行区よりも株当
たりの着果数も多く（表 2334-3）、高い収量が得ら
れた。土壌中のリン酸濃度は、リン酸肥料を減肥ま
たは無施肥で栽培することにより低下し、無施肥で
栽培する方が土壌中のリン酸濃度がより早く低下し
た。さらに 2013 年の畝内局所施肥によって全ての
基肥量を 4 割削減しても、2012 年までの全面全層
施肥に比べ同等の収量が得られた（図 2334-2）。
　（ア）　リン酸肥料の鶏糞代替及びクエン酸の施用
効果
　2 年間実施した栽培のうち、2011 年は、土壌水
分を適正値に維持ができなかった影響から、全体
的に 2012 年の収量を下回った。また、慣行のリン
酸 30kg/10a 区に比べて、いずれのリン酸減肥区で
も収量が減少した。土壌水分が適正に維持できた
2012 年においては、リン酸施用量 15kg/10a または
6kg/10a の区のリン酸を炭化鶏糞で全量代替して
も、慣行のリン酸 30kg/10a 区と同等の収量が得ら

表 2334-1　圃場の施肥前土壌分析結果及び試験別の耕種概要及び区の構成
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れた。また、いずれの年度においても、クエン酸を
処理した場合、処理しない区に比べていずれの区で
も増収し、特にリン酸 6kg/10a を炭化鶏糞代替し
た区で最も増収の効果が得られた（表 2334-4）。

　エ　考　察
　（ア）　露地ピーマンにおいて、点滴かん水により
最適な土壌水分（pF1.9 前後）を維持することによ
り収量・品質が向上する。
　（イ）　点滴かん水栽培においては、露地ピーマン

のリン酸施肥量はリン酸吸収量と同等で良く、岩手
県の露地ピーマン目標収量（販売収量）6t/10a を
収穫するためのリン酸施用量は 6kg/10a 程度とな
り、施肥基準量の 2 割まで減肥することができる。
但し、かん水量不足により圃場が乾燥した場合は、
減肥すると収量は低下するので、pF メータ等を設
置して適正な土壌水分の維持に努めることが重要で
ある。
　（ウ）　リン酸の蓄積が進んでいる圃場では、減肥
基準に従ってリン酸を無施肥で栽培することで収量

表 2334-2　最適な土壌水分下でのリン酸施用量による影響（2009 年）

図 2334-1　土壌水分とリン酸施用量が収量に及ぼす影響（2009 年〜 2013 年）
（左は適正土壌水分で栽培できた場合、右はやや乾燥した場合）

表 2334-3�　リン酸蓄積圃場でのリン酸施用が生育及び
着果量に及ぼす影響（2012 年）

図 2334-2�　リン酸過剰圃場でのリン酸施用量が収量に及
ぼす影響と土壌中のリン酸量の推移（2010 年
〜 2013 年）
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の低下を防ぐことができる。また、複数年減肥を行
うことで、土壌中の可給態リン酸の量は低下するの
で、数年に 1 度の定期的な土壌診断が重要となる。
　（エ）　リン酸肥料を炭化鶏糞で代替しても概ね同等
の収量が得られることから、地域資源を有効に活用し
た循環型農業の実現が可能となる。また、クエン酸を
処理した場合、処理しない区に比べ明確な収量への差
は見られなかったが、く溶性リン酸を多く含む炭化鶏
糞代替区に処理した場合、収量の増加がみられ、く溶
性リン酸を多く含む資材との組み合わせにおいてクエ
ン酸処理の効果が期待される。しかし、いずれの場
合も 2012 年のように適正な土壌水分の維持ができな
かった場合には収量が低下するため、これらの場合で
も適正な土壌水分の維持が重要となる。
　（オ）　基肥を畦内局所施肥することで、通路部分
の施肥量を削減し全面施肥に比べ 4 割の基肥を削減
できる。また、畦中心部への局所施肥によって初期
生育が旺盛になることが期待され、更なる収量向上
の可能性も考えられる。
　（カ）　本年度までに岩手県内に各種低コスト点滴か
ん水装置が 241 台導入され、リン酸減肥の取り組みも
一部で始まっている。植物の吸収量に応じた効率的な
施肥を行うために、土壌診断技術との組み合わせによ
るオーダーメード肥培管理が一層重要となる。

　オ　今後の課題
　露地栽培圃場であっても、多くの圃場でリン酸
の蓄積がみられ、減肥基準に従って減肥や無施肥
で栽培しなければならない圃場が多い。そのため
に栽培前の土壌診断と組合せた減肥技術が必須と
なってくる。また、本試験は有効態リン酸が最大で

162mg/100g の現地圃場で実施したが、それを大き
く上回る圃場もみられる。また、他の塩基バランス
が大きく崩れている圃場も多く、本試験の結果がそ
のまま適用できないケースも考えられる。減肥に取
り組む生産者の不安を少しでも解消し、減肥技術を
定着させるためには、地域の普及組織と一体となっ
たきめ細かい施肥技術の指導が必要である。

　カ　要　約
　露地ピーマンでは、点滴かん水により最適な土壌
水分（pF1.9 前後）を維持することで、植物のリン
酸吸収量とほぼ同等の 6kg/10a までリン酸施肥量
を抑えることができ、施肥基準量（30kg/10a）の 2
割まで削減できる。土壌診断の結果、土壌中の可給
態リン酸が 100mg/100g 以上に蓄積したほ場では、
リン酸を無施肥とすることが可能である。なお、岩
手県においては各種低コスト点滴かん水装置が 241
台導入され（ハウス栽培、その他の果菜類も含む）、
リン酸を減らした施肥設計を JA 単位で取り入れる
事例もみられている。

　キ　引用文献
 1） 吉川弘恭・中尾誠司 （2010） ソーラーポンプを利

用した拍動自動灌水装置の組み立て方法 . 近中四
農研研究資料 7 : 21-23.

 2） 土田典子 （2002） 雨よけトマトの点滴潅水施肥
栽培における施肥量低減 . 岩手県農業研究セン
ター研究成果 .

　研究担当者（漆原昌二＊、藤尾拓也、大友英嗣、
菊地淑子、渡辺芳幸、本田純悦）

表 2334-4　リン酸肥料の鶏糞代替及びクエン酸の施用が収量に及ぼす影響（2011 年，2012 年）
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４　畑の夏季湛水による土壌蓄積リンの有効化
による省資源型農業技術の開発

（１）　夏季湛水による肥培かんがい効果と線虫
防除技術の最適化
　ア　研究目的
　生産費の低減や農業経営の安定化において肥料費
の抑制が大きな課題となっている。野菜を中心とす
る畑作では、施肥リン酸の土壌による固定があるた
め土壌には多量のリンが蓄積しており、その活用は
重要な課題である。これに対して、畑の夏季湛水が
土壌蓄積リンの有効化に及ぼす影響を検討する。合
わせて湛水処理前に米ぬかを混和する等で土壌を還
元状態にすることにより、土壌蓄積リンの有効化の
促進と従来よりも短期間の湛水処理で有害線虫密度
の低減を行う技術を開発する。夏季の施設内におい
てフスマの土壌混和と多量の潅水を行い、低酸素・
有機酸生成状態とすることで線虫及び土壌病原菌の
防除が行えることが報告されている 1，2）。

　イ　研究方法
（ア）　米ぬか添加量の違いが湛水処理の効果に及ぼ
す影響解析（圃場試験 1）
　九州沖縄農業研究センター合志拠点の圃場にて夏
季湛水処理の有無を一次要因、湛水処理時の米ぬ
か施用を二次要因とする分割区実験を 2010 年から
2012 年の三か年にわたって同一圃場において行っ
た。試験開始に先立ち圃場全体に 2010 年 2 月によ
うりん 200kg/10a と牛ふん堆肥 3 t/10a を施用し、
線虫増殖の目的でグリーンミレットを栽培した。グ
リーンミレットの地上部を 7 月上旬に収穫後、7 月
20 日に苦土石灰 200kg/10a を施用した。還元発達
のため米ぬかを（0、50、250kg/10a）散布した後、
8 月下旬まで 4 週間湛水処理を行った。2011 年は主
効果のプロットを入れ替えて、また 2012 年は米ぬ
か無施用で行った。なお、土壌改良資材の施用は初
年目のみ行った。湛水処理区の落水後、8 月下旬か
ら 9 月上旬にニンジンを播種し、翌 1 月に調査を
行った。上記の試験区ではリン酸 3 割減肥とし、比
較のため無湛水でリン酸を標準量施用した標準施肥
区を別に設定し参考とした。2011 年と 2012 年は湛
水処理に先立ち土壌に陰イオン交換樹脂を埋設し、
経時的に掘り出して陰イオン交換樹脂に吸着したリ
ン酸を酸溶液で抽出し測定した。

　（イ）　湛水期間と米ぬか添加の有無が線虫密度に
及ぼす影響解析（圃場試験 2）
　九州沖縄農業研究センター合志拠点の圃場にて
2011 年に夏季湛水期間（0、30、40 日間）と米ぬか
施用（0、50kg/10a）が線虫密度及びニンジンの線
虫害に及ぼす影響について乱塊法二反復により検討
を行った。また、2013 年には処理を夏季湛水期間

（0、30 日間）と米ぬか施用（0、500、1000kg/10a）
として同様に検討した。湛水開始時及び湛水終了後
のニンジン播種時に各区より土壌採取し、線虫密度
を調査した。また、ニンジン収穫時における 1 本
重、根こぶ指数、外観被害指数、線虫密度の調査を
行った。さらに、夏季湛水効果の持続性を調べるた
め 2012 年に前年のニンジン跡地において 5 〜 8 月
にキュウリを作付し、作付前後の線虫密度、根こぶ
指数、病徴指数、株当たり収量（総重量及び本数）
を調査した。
　（ウ）　土壌還元と線虫防除効果を促進する資材の
選定（ポット試験）
　九州沖縄農業研究センター合志拠点のガラス温
室にて、ワグネルポットを用い数種の有機物を投
入した土壌還元消毒処理を 14 日間行い、酸化還元
電位（ORP）、有効有機酸濃度＊ 1、線虫密度低減効
果を調査した。数種の有機物処理として、米ぬか
1000kg/10a または 250 kg/10a 相当量混和後湛水、
2％または 1％エタノール湛水、50 mM 酢酸湛水、
焼酎廃液 800kg/10a 相当量湛水を行った。試験は 5
回に分けて行った。

　ウ　研究結果
　（ア）　湛水前後の土壌化学性について表 2341-1
に示した。土壌 pH は湛水により上昇した。湛水区
で交換性 Ca、Mg より高い上昇が認められた。こ
の結果は、小林ら 3）、野口・吉野 4）の報告と符合す
る。供試土壌のリン酸吸収係数は総じて高く、一
方、有効態リン酸（ブレイ２法）は総じて低く、処
理の影響は認められなかった。図 2341-1 に圃場に
埋設した陰イオン交換樹脂へのリン酸の吸着量を示
した。湛水区において、湛水開始前の 29 日間の吸
着量が 0.025mg であったのに対して、湛水期間（28
日間）終了までの 33 日間で吸着量は 4.2 倍の 0.80mg
となった。これは、湛水期間にリン酸が水溶化した
ことを示唆するものである。
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　夏季湛水処理後のニンジン栽培では初期生育が良
好であった。三か年中二か年でニンジンのリン酸
吸収量が有意に増加し、収量も増加した（表 2341-
2）。一方、窒素吸収量とカリ吸収量は湛水処理区
で高い傾向にあったが統計的には有意でなかった

（データ略）。米ぬか施用の収量とリン酸吸収量に及
ぼす効果は、2010 年、2011 年の両年とも有意では
なかった。圃場試験 1 ではグリーンミレットを栽培
し、線虫の増殖を図ったものの湛水処理前の線虫密
度は概ね 10 頭以下と少なく、処理による線虫密度
低減効果を評価するのに十分な密度ではなかった。
　（イ）　2011 年の試験では、夏季湛水により後作
のニンジンにおいて線虫密度の低減（表 2341-3）、
根こぶ指数の低下、外観被害指数の低下、一本重
の増加等の線虫害緩和傾向が認められた（表 2341-
4）。一方、当初目論んでいた米ぬかの土壌混和に
よる線虫防除に必要な期間の短縮は図れなかった

（表 2341-3、表 2341-4）。2013 年の試験では、線
虫密度が低くその低減効果は判然としなかったが

（データ略）、根こぶ指数の低下、外観被害指数の低
下、1 本重の増加等の線虫害緩和傾向が認められた

（表 2341-5）。米ぬか処理量による違いについては、
湛水区で線虫害が軽減される傾向が見られたが、
1000kg/10a と 500kg/10a の差は判然としなかった。
非湛水区では米ぬか処理量による違いは見られな
かった。
　ニンジン後作のキュウリ（2012 年）では、前年
の湛水処理による線虫密度低減効果は見られなかっ
たものの（データ略）、病徴指数及び根こぶ指数を
低下させ、1 株当たり本数及び 1 株当たり収量を増
加させる傾向が見られた（表 2341-6）。
　（ウ）　数種の有機物を投入したポット湛水による
土壌還元消毒試験において、米ぬか 1000 kg/10a 相
当量混和後湛水、2％エタノール湛水 14 日間処理
は、線虫密度をほぼ 0 に抑えた。1％エタノール湛
水、50 mM 酢酸湛水、焼酎廃液 800kg/10a 相当量
湛水についても若干の抑制効果が見られたが結果に
は振れがあった（データ略）。また、ORP 及び有効
有機酸濃度の結果より、線虫密度低減効果には有効
有機酸がある濃度以上必要であるが、ORP の低下
は十分条件ではなかった（表 2341-7）。

　エ　考　察
　（ア）　圃場に埋設した陰イオン交換樹脂に吸着し
たリン酸が湛水処理により増加することから、土壌
還元により土壌蓄積リン酸の可溶化が伺われた。但
し、この可溶化は落水後の有効態リン酸含量には反
映されなかった。湛水処理土壌では交換性 Ca、Mg
より高い上昇と土壌 pH の上昇が認められること、
可給態窒素含量が維持されることから後作物のリン
酸吸収に良好な状態になると考えられた。ニンジン

図 2341-1�　圃場に埋設した陰イオン交換樹脂へのリン酸
の吸着量（2011 年）

米ぬか施用 0kg/10a の処理区に埋設（6 月 22 日）。横軸
の日数は埋設日からの経過日数。

表 2341-1　湛水前後の土壌化学性の変化（2010 年）

1. 単位 dS/m、2. 単位 cmolc/kg、3. 80℃熱水抽出性有機物からの推定 
単位 mgN/100g、4. リン酸吸収係数 単位 gP2O5/kg、5. ブレイ２法 単
位 mgP2O5/100g、6. 過塩素酸分解 単位 mgP2O5/100g
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表 2341-2　湛水処理の有無と米ぬか添加量の違いがニンジンの収量とリン酸吸収量に及ぼす影響

表 2341-4�　湛水期間と米ぬか処理の有無がニンジンの
線虫害に及ぼす効果（2011 年）

表 2341-5�　湛水と米ぬか処理量の違いがニンジンの線
虫害に及ぼす効果（2013 年）

表 2341-6�　湛水と米ぬか処理量の違いがニンジン後作
のキュウリの線虫害に及ぼす効果（2012 年）

＊ ; 5％水準で有意　ns；有意でない。異符号間は有意
差有り。
キュウリ収量：収穫開始より 2 〜 3 日ごとに 20cm 以
上になったキュウリの本数及び重量を区ごとに計量。
線虫被害：8 月 3 日に病徴指数、8 月 10 日に根こぶ指
数を調査。

表 2341-3�　湛水期間と米ぬか処理の有無がネコブセン
チュウ密度低減に及ぼす効果（2011 年）

＊：各区の Pf/Pi 値の平均、＊＊：湛水 0 日・米ぬかな
し処理を 100 とした場合の数値

＊ 1：根こぶ指数は栽培終了時に、各処理区の 10 株を掘り上げ下記の根こぶ形成程度別基準を用いて調査、算
　 出した。

0；根全体にこぶを認めない　1；こぶをわずかに認める 2；こぶの形成が中程度　
3；こぶの数が多い　4；こぶが特に多くかつ大きい　根こぶ指数＝調査区の根こぶ程度の平均値÷ 4 × 100

＊ 2：外観被害指数は栽培終了時に、各処理区の 10 株を掘り上げ下記の外観被害程度別基準を用いて調査、算
　 出した。

0；被害はみられない　1；末端あるいはごく一部にこぶあり 2；全体に表面に凹凸があるがその程度は軽い
3；全体に表面に凹凸がありその程度は激しい　4；50％以上の部位で原形をとどめていない　外観被害指数
＝調査区の外観被害程度の平均値÷ 4 × 100

＊ 3：病徴指数は、栽培終了 1 週間前に、下記の病徴度別指針を用いて調査、算出した。
0；葉の黄化が 0 〜 20％　1；葉の黄化が 20 〜 50％ 2；葉の黄化が 50 〜 100％　3；葉全体が枯れる　4；
主軸まで枯れ上がる　病徴指数＝調査区の病徴度の平均値÷ 4 × 100
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のリン酸の吸収量が湛水区で勝ることから見て湛水
をした場合にはリン酸の 3 割減肥は十分達成可能と
考えられた。
　（イ）　夏季湛水により後作ニンジンの線虫害が軽
減され外観品質の向上及び一本重の増加が認められ
た。この原因については、湛水による線虫害緩和に
加え、肥培効果が線虫害を補償していた可能性が考
えられた。夏季湛水効果の持続性を調べる目的で
行った次年のキュウリ作においても湛水区で病徴指
数及び根こぶ指数が低下し、収量（総重量及び本
数）が大幅に向上した。従って、湛水効果は少なく
とも次作栽培期間においても持続するものと考えら
れた。なお、米ぬか添加による線虫防除に必要な湛
水期間の短縮を目論んだが米ぬか添加の効果は判然
としなかった。
　（ウ）　夏季湛水を模したポット湛水による土壌還
元消毒により、米ぬか 1000kg/10a 相当量混和後湛
水、2％エタノール湛水処理で線虫密度抑制効果が
見られた。これらは既にある知見であるが 1，2，5）、
実用的にはより投入有機資材を削減する必要があ
る。その他の処理法では、線虫密度低減効果がある
程度見られたものの効果は劣った。これは処理時の
温度、期間、pH 等の条件が適切ではなかったこと
が考えられた。

　オ　今後の課題
　（ア）　かんがい設備が整備されている圃場におい
て、水深 5cm 程度を維持する簡易な夏季湛水によ
り、線虫害の軽減及び肥培効果によると考えられる
収量の増加が見込まれる。
　（イ）　現地での夏季湛水の普及のため成果発表会

の開催とマニュアルの配布を行う。なおマニュアル
は随時改訂を行って内容を充実させる。

　カ　要　約
　（ア）　圃場にて夏季湛水処理の有無を一次要因、
湛水処理時の米ぬか施用を二次要因とする分割区実
験を行った。土壌還元により土壌蓄積リン酸の可溶
化が伺われたものの、落水後の有効態リン酸含量の
増加は認められなかった。湛水処理により、交換性
Ca、Mg より高い上昇と土壌 pH の上昇が認められ
ること等により、ニンジンの初期生育とリン酸吸収
が促進されるものと考えられた。湛水をした場合に
はリン酸の 3 割減肥は十分達成可能と考えられた。
　（イ） 夏季湛水により後作ニンジンの線虫害が軽
減され外観品質の向上効果及び収量の増加が認めら
れた。また、次年のキュウリ作においても湛水区で
病徴指数及び根こぶ指数が低下し、収量が大幅に向
上し、湛水効果の長期持続性が示唆された。
　（ウ）　ポット湛水による土壌還元消毒により、米
ぬか 1000kg/10a 相当量混和後湛水、2％エタノー
ル湛水処理で線虫密度抑制効果が見られた。

　キ　引用文献
 1） 久保周子ら （2004） トマト土壌病害虫に対する

土壌還元消毒の効果 . 千葉農総研研報 3 : 95-104.
 2） 片瀬雅彦ら （2009） フスマを用いた土壌還元消

毒における揮発性脂肪酸の生成と殺線虫活性 . 日
本線虫学会誌 39 : 53-62.

 3） 小林嵩ら （1955） 潅漑による畑土壌の改良に関
する研究 （1）. 九州農業試験場彙報 3 : 1-30.

 4） 野口純隆・吉野実 （1966） 畑地かんがいによる黒

表 2341-7　ポット湛水試験における土壌還元消毒処理の線虫密度低減効果

＊ 1 線虫密度低減に効果が示されている酢酸と酪酸のモル濃度合計
＊ 2 水道水処理を 100 とした場合の補正密度指数

補正密度指数＝ 各種湛水処理区の 14 日後密度 × 水道水処理区の処理前密度
各種湛水処理区の処理前密度 水道水処理区の 14 日後密度
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色火山灰土壌の肥培管理 . 農業技術 21 : 262-265.
 5） 小原裕三 （2012） 低濃度エタノールによる新規

土壌還元消毒技術 . 野菜情報 105 : 44-49.

　研究担当者（荒川祐介＊、岩堀英晶）

（２）　多腐植質黒ボク土畑における夏季湛水に
よる窒素およびリン酸の減化学肥料栽培技術
の開発
　ア　研究目的
　鹿児島県大隅半島笠野原台地の多腐植質黒ボク土
畑では、畑地かんがい水の多目的利用技術として夏
季湛水による土壌線虫防除を推進しているが、普及
面積は拡大していない。一方、湛水は土壌蓄積リン
の可給化によるリン酸施肥の削減が期待される。そ
こで、夏季湛水が土壌のリンや窒素の可給化に及ぼ
す効果と、涵養量増加による地下水水質への影響を
明らかにし、ニンジン及びキャベツにおける湛水に
よるリン酸の減肥技術を開発する。また、得られた
成果については夏季湛水マニュアルとしてとりまと
め、技術の移転、普及に努める。

　イ　研究方法
　（ア）　2010 〜 2011 年はニンジンを 2012 年はキャ
ベツを供試した。試験ほ場は農業開発総合センター
大隅支場内ほ場、供試土壌は多腐植質厚層黒ボク土
で実施した。夏季湛水期間はニンジン施肥試験では

2010 年 7 月 13 日〜 8 月 22 日の 40 日間、2011 年 6
月 29 日〜 8 月 10 日の 42 日間、キャベツ施肥試験
では 2011 年 7 月 9 日〜 8 月 14 日の 35 日間であっ
た。
　（イ）　供試品種は、ニンジンは向陽２号で、は種
及び収穫はそれぞれ 2010 年 9 月 28 日〜 2011 年 2
月 15 日、2011 年 8 月 20 日〜 2012 年 1 月 10 日で
あった。キャベツは金系 201 号で、は種日は 2012
年 9 月 3 日、定植は 9 月 20 日、収穫は 2012 年 12
月 25 日であった。
　（ウ）　リン酸施肥量は 15kg/10a を標準として 3
割減肥で 10.5kg/10a とし、ニンジンでは窒素、加
里は 20kg/10a、キャベツの窒素、加里施肥量は
15kg/10a とした（表 2342-1）。
　（エ）　調査項目はニンジン、キャベツの収量性及
び土壌理化学性の湛水処理による変化等について調
査した。

　ウ　研究結果
　（ア）　2010 年度のニンジン施肥試験では発芽不
良によるまき直しで生育が遅れたため、湛水の収量
などへの効果が懸念される中で試験を開始した。肥
沃度低群の湛水群におけるニンジンは、無湛水群の
リン酸施用レベルに対して、生育が栽培初期から旺
盛になる傾向で、リン酸を３割減肥しても標準施肥
並みの収量、窒素吸収が得られた。湛水群は、栽培
前土壌のトルオーグリン酸含量が無湛水群と同等で
もリン酸吸収量が増加した（表 2342-2）。

表 2342-1　夏季湛水試験区の構成

1） 1 〜 6 区は、2009 年 2 月に牛ふん堆肥 5t/10a、ようりん 200kg/10a を施用。無湛水群
と湛水群とも２反復で 7 〜 8 区は反復なし。三要素施肥量の単位は kg/10a 当たり。
2） ニンジン施肥の窒素と加里は成分当たり基肥 16.0kg/10a ＋追肥 4.0kg/10a を NK2 号、
リン酸は過リン酸石灰で施用。キャベツは基肥のみでリン酸は過リン酸石灰で施用。
3） リン酸肥沃度中群は有効態リン酸で 11mg/100g、低群は 6mg/100g 乾土当たり。
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　（イ）　2011 年度のニンジン栽培試験では播種後、
発芽は良好で生育は順調であった。ニンジンの生育
はリン酸肥沃度中群では湛水条件による生育差は認
めなかったが、リン酸肥沃度低群では湛水条件の方
が生育旺盛で、3 割減肥しても生育量は標準施肥区
と同等であった。ニンジン収量はリン酸肥沃度中群
がリン酸肥沃度低群の収量を大きく上回ったが、リ
ン酸肥沃度低群の収量減は湛水処理により補償され
た（表 2342-2）。跡地土壌ではリン酸肥沃度中群、
低群とも湛水群が無湛水群より作土深が浅い傾向で
あった。また、次層のち密度は概ね湛水群が無湛水
群より高く、湛水処理により土壌が締まったためと
みられた。pF1.5 の土壌水分はリン酸肥沃度にかか
わらず湛水群が無湛水群より多くなり、保水性が高
まったことがうかがえた（表 2342-3）。
　（ウ）　2012 年度のキャベツ栽培試験での結球重
はリン酸肥沃度中群の無湛水群では標準施肥に比
べ、3 割減肥の収量が上回る傾向であった。リン酸
肥沃度低群の湛水群では標準施肥はリン酸 3 割減肥
と標準施肥は同等の収量であったが、リン酸肥沃度
中群の湛水群では 3 割減肥の結球重が 3 割程度減少
した。ニンジンでは肥沃度中群でも湛水群の収量は

無湛水群と同等以上であることから、葉菜類である
キャベツの湛水処理効果は、根菜類であるニンジン
に比べ小さいことがうかがわれた。
　（エ）　湛水群、無湛水群ほ場にポーラスカップを
埋設し、深さ 80cm の土壌溶液を採取、硝酸態窒素
濃度の推移を調査した結果、夏季湛水による硝酸態
窒素の溶脱は慣行栽培である無湛水群と同程度で、
地下水への影響は無湛水の一般ほ場と変わらないと
推察された（図 2342-1）。
　（オ）　夏期湛水の 30 日間で難防除畑雑草である
ハリビユの抑草効果が確認され、オヒシバ、メヒシ
バ、その他畑雑草も含め、顕著な抑草効果がみられ
た（図 2342-2）。

　エ　考　察
　（ア）　ニンジン栽培跡地土壌では、湛水を行った
ほ場では作土層は浅く、また、次層のち密度が上昇
する傾向にあった。また次層の pF1.5 水分が上昇す
ることから土壌の保水性が向上することがうかが
え、これらの湛水に伴う土壌物理性の変化がニンジ
ンの発芽、初期生育を良好にし、増収を促す要因と
なったと推察された。

表 2342-2　ニンジン（2010、2011 年度）、キャベツ（2012 年度）収量調査結果

単位は新鮮物 kg/10a、英小文字は Turkey − HSD により異符号間で有意差有り

表 2342-3　2011 年度ニンジン栽培跡地の作土層､ ち密度､ pF1.5 水分％
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　（イ）　根菜類であるニンジンはリン酸肥沃度が低
い場合に夏季湛水の効果がみられるが、葉菜類であ
るキャベツでは夏季湛水の効果が低い傾向であっ
た。これは夏季湛水による土壌水分の変化が土壌物
理性に及ぼす影響と考えられ、根菜類ではプラスに
働くものの、葉菜類には影響が少ないためと考えら
れた。

　オ　今後の課題
　（ア）　畑地かんがい水利用にあたっては、各地域
の土地改良区の使用基準を遵守する。
　（イ）　ほ場区画が広い場合はレーザーレベラーな
どの機械化作業体系を活用し、できるだけほ場内で
の均平化を図る。

　カ　要　約
　（ア）　ニンジン栽培では、リン酸肥沃度が低い場
合、夏期湛水により収量が増加し、リン酸を 3 割減
肥しても標準施肥と同等の収量が得られ、リン酸肥
沃度が中程度の場合、リン酸を減肥しても慣行栽培

（無湛水標準施肥区）と同等の安定した収量が得ら
れた。
　（イ）　ニンジン栽培跡地土壌の作土深と次層のち
密度並びに次層の pF1.5 水分量では、湛水を行った
ほ場では作土層は浅く、また、次層のち密度が上昇
する傾向にあった。また次層の pF1.5 水分が上昇
することから土壌の保水性が向上することがうかが
え、これらの湛水に伴う土壌物理性の変化がニンジ
ンの発芽、初期生育を良好にし、増収を促す要因と
なったと考えられた。
　（ウ）　深さ 80cm の土壌溶液の硝酸態窒素濃度の
推移を調査した結果、夏季湛水による硝酸態窒素の
溶脱は慣行栽培である無湛水群と同程度で、地下水
への影響は無湛水の一般ほ場と変わらないと推察さ
れた。
　（エ）　夏期湛水の 30 日間で難防除畑雑草である
ハリビユの抑草効果が確認され、オヒシバ、メヒシ
バ、その他畑雑草も含め、顕著な抑草効果がみられ
た。

　研究担当者（森　清文＊、脇門英美、肥後修一）

図 2342-1　土壌溶液中 (80cm 深 ) 硝酸態窒素濃度の推移
表中の矢印は、①湛水開始､ ②湛水終了､ ③ニンジン基肥､ ④ニン
ジン収穫､ ⑤牛ふん堆肥散布

図 2342-2　湛水期間中の雑草発生調査
発生雑草量はオヒシバ 376g/m2、ハリビユ 243g/m2、
メヒシバ 164g/m2、その他 25g/m2
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既刊行抜粋（最新号より70号）
470．安全・安心な畜産物生産技術の開発 

－抗生物質に依存しない減投薬飼養管理システムの構築－ （21年 3月）
471．農林水産生態系における有害化学物質の総合管理技術の開発 （　　〃　）
472．ゲノム育種による効率的品種育成技術の開発 －ゲノム育種技術の開発と実証－ （21年 2月）
473．ゲノム育種による効率的品種育成技術の開発 －QTL遺伝子解析の推進－ （　　〃　）
474．ゲノム育種による効率的品種育成技術の開発 －多様性ゲノム解析研究－ （　　〃　）
475．有用遺伝子活用のための植物（イネ）・動物ゲノム研究

－イネ・ゲノムの重要形質関連遺伝子の機能解明－ （　　〃　）
476．有用遺伝子活用のための植物（イネ）・動物ゲノム研究

－遺伝地図とミュータントパネル利用型－ （　　〃　）
477．有用遺伝子活用のための植物（イネ）・動物ゲノム研究

－イネ・ゲノムリソースセンターの整備－ （　　〃　）
478．バイオマス生活創造構想事業に係る技術開発 （　　〃　）
479．生物機能を活用した環境負荷低減技術の開発 （21年12月）
480．イセエビの種苗生産技術の開発 （22年 2月）
481．アグリバイオ実用化・産業化研究 2007 ～ 2008年度 （24年10月）
482．沖縄北部における農業・食品産業の振興に必要な果樹等の安定生産・高付加価値利用

技術の確立 （23年 7月）
483．地球温暖化が農林水産業に及ぼす影響評価と緩和及び適応技術の開発 （　　〃　）
484．低コストで質の良い加工・業務用農産物の安定供給技術の開発　1系　野菜 （25年 1月）
485．低コストで質の良い加工・業務用農産物の安定供給技術の開発　2系  大豆，3系  畑作

物，4系 稲，5系 モデルコンソーシアム （　　〃　）
486．粗飼料多給による日本型家畜飼養技術の開発　1系　自給飼料の生産量・質の画期的な

向上によるTDN増産技術の開発 （　　〃　）
487．粗飼料多給による日本型家畜飼養技術の開発　2系　自給飼料多給を基本とした効率的

な畜産物生産のための給与技術の開発 （　　〃　）
488．粗飼料多給による日本型家畜飼養技術の開発　3系　飼料自給率向上のための放牧技術

の開発 （　　〃　）
489．粗飼料多給による日本型家畜飼養技術の開発　4系　地域先導技術の実証・解析 （　　〃　）
490．粗飼料多給による日本型家畜飼養技術の開発　5系　

飼料用米の低コスト生産・調製・給与技術の開発 （　　〃　）
491．安全で信頼性、機能性が高い食品・農産物供給のための評価・管理技術の開発安全性 （　　〃　）
492．安全で信頼性、機能性が高い食品・農産物供給のための評価・管理技術の開発信頼性 （　　〃　）
493．安全で信頼性、機能性が高い食品・農産物供給のための評価・管理技術の開発機能性 （　　〃　）
494．土壌微生物相の解明による土壌生物性の解析技術の開発（eDNAプロジェクト） （　　〃　）
495．食品素材のナノスケール加工及び評価技術の開発 （25年 3月）
496．動物ゲノムを活用した新市場創出のための技術開発

－動物ゲノム情報を活用した新需要創造のための研究－ （　　〃　）
497．動物ゲノムを活用した新市場創出のための技術開発

－昆虫ゲノム情報を活用した新需要創造のための研究－ （　　〃　）
498．地域活性化のためのバイオマスの利用技術の開発①

（国産バイオマス燃料への利用に向けた資源作物の育成と低コスト栽培技術の開発） （26年 3月）
499．地域活性化のためのバイオマスの利用技術の開発②

（稲わら等の作物の未利用部分や資源作物・木質バイオマスを効率的にエタノール
等に変換する技術の開発） （　　〃　）

500．地域活性化のためのバイオマスの利用技術の開発③
（バイオマス利用モデルの構築・実証・評価）　　 （　　〃　）

501．地域活性化のためのバイオマスの利用技術の開発④
（バイオマス・マテリアルの製造技術の開発） （　　〃　）

502．地域活性化のためのバイオマスの利用技術の開発⑤
（革新的なCO2高吸収バイオマスの利用技術、バイオ炭化水素製造技術及びバイオ
オイルの製造技術の開発） （　　〃　）

503．担い手の育成に資するIT等を活用した新しい生産システムの開発 （　　〃　）
504．水田の潜在能力発揮等による農地周年有効活用技術の開発

超低コスト作物生産技術の開発 （　　〃　）
505．農作業の軽労化に向けた農業自動化・アシストシステムの開発 （　　〃　）
506．農業に有用な生物多様性の指標及び評価手法の開発 （　　〃　）
507．ウナギの種苗生産技術の開発 （　　〃　）
508．環境変動に伴う海洋生物大発生の予測・制御技術の開発

－魚種交替の予測・利用技術の開発－ （　　〃　）
509．環境変動に伴う海洋生物大発生の予測・制御技術の開発

－クラゲ類の大発生予測・抑制技術の開発－ （　　〃　）
510．新農業展開ゲノムプロジェクト－GMO領域－ （　　〃　）
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511．新農業展開ゲノムプロジェクト－重要性質領域－ （26年 3月）
512．新農業展開ゲノムプロジェクト－QTL領域－ （　　〃　）
513．新農業展開ゲノムプロジェクト－多様性領域－ （　　〃　）
514．新農業展開ゲノムプロジェクト－他作物マーカー領域－ （　　〃　）
515．新農業展開ゲノムプロジェクト－リソース領域－ （　　〃　）
516．新農業展開ゲノムプロジェクト－マーカー育種領域－ （　　〃　）
517．新農業展開ゲノムプロジェクト－GMO評価・管理領域－ （　　〃　）
518．新農業展開ゲノムプロジェクト

－DREB遺伝子等を活用した環境ストレスに強い作物の開発－ （　　〃　）
519．鳥インフルエンザ、口蹄疫等の効率的なリスク低減技術の開発 （　　〃　）
520．牛海綿状脳症（BSE）の効率的なリスク低減技術の開発 （　　〃　）
521．生産・流通・加工工程における体系的な危害要因の特性解明とリスク低減技術の開発

［化学物質（第1編）］ （　　〃　）
522．生産・流通・加工工程における体系的な危害要因の特性解明とリスク低減技術の開発

［かび毒・病原微生物（第2編）］ （　　〃　）
523．自給飼料を基盤とした国産畜産物の高付加価値化技術の開発

－自給飼料の簡易・迅速品質評価技術の確立－ （　　〃　）
524．自給飼料を基盤とした国産畜産物の高付加価値化技術の開発

－広域流通に向けた自給飼料の高品質化及び安定化技術の開発－ （　　〃　）
525．農地・森林等の放射性物質の除去・低減技術の開発 （　　〃　）
526．気候変動に対応した循環型食料生産等の確立のための技術開発

－有機農業の生産技術体系の確立－ （　　〃　）
527．水田の潜在能力発揮等による農地周年有効活用技術の開発

－冬作物の高品質化に資する基盤技術の開発－ （　　〃　）
528．水田の潜在能力発揮等による農地周年有効活用技術の開発

－土壌養水分制御技術を活用した水田高度化技術の開発－ （　　〃　）
529．農林水産資源を活用した新需要創出プロジェクト （27年 2月）
530．水田の潜在能力発揮等による農地周年有効活用技術の開発

－戦略作物等の省力・多収生産技術の開発－ （　　〃　）
531．水田の潜在能力発揮等による農地周年有効活用技術の開発

－冬期の水田活用を促進する高品質な冬作物品種の開発－ （　　〃　）
532．野菜等の光応答メカニズムの解明及び高度利用技術の開発 （　　〃　）
533．花きの光応答メカニズムの解明及び高度利用技術の開発  （　　〃　）
534．キノコの光応答メカニズムの解明及び高度利用技術の開発 （　　〃　）
535．害虫の光応答メカニズムの解明及び高度利用技術の開発  （　　〃　）
536．有用水産生物の光応答メカニズムの解明及び高度利用技術の開発 （　　〃　）
537．気候変動に対応した循環型食料生産等の確立のためのプロジェクト

－土壌病害虫診断技術等の開発－ （　　〃　）
538．気候変動に対応した循環型食料生産等の確立のためのプロジェクト

－低投入型農業のための生物農薬等新資材及びその利用技術の開発－ （　　〃　）
539．気候変動に対応した循環型食料生産等の確立のためのプロジェクト

－農業環境における物質循環促進のための微生物による処理技術の開発－ （　　〃　）

　AgriKnowledgeのホームページ（http://agriknowledge.affrc.go.jp/search/article/orglist/maff/project_2010）
において、研究成果（全文）をご覧いただけます。

研究成果第540集「気候変動に対応した循環型食料生産等の確立のためのプロジェクト
　　　　　　　　　　－循環型農業のための有機資材とその利用技術の開発（B-1系）－
　　　　　　　　　　－施肥削減に向けた生産技術体系の開発（B-2系）－」

Kenkyuseika540“ Technology development for circulatory food production systems responsive to climate 
change 
-Development of organic material production and utilization for sustainable agriculture- 
-Development of production system for reduction in fertilizer use-”
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