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講演要旨



これからの土壌肥沃度管理の方向  

― 土壌の健全性の維持増進のために― 

 

所属：千葉大学大学院園芸学研究科

氏名：犬伏和之

講演要旨

山地の多い我が国において面積的に限られた農耕地で、農業総生産額の約半

分を占める水稲および畑作物からの収益力を向上させることが農業政策上の重

要な課題となっている。また農耕地における適正な施肥管理と長期的視点に立

った地力の維持向上が求められている。一方、国際情勢を鑑みると、有限な鉱物

資源の枯渇が懸念され、化学肥料価格の高騰とその後の高止まりに対する対応、

あるいは食料自給率の向上と資源戦略の見直しが喫緊の課題となっている。さ

らに、地域・地球環境の保全と収量・品質の向上との両立も求められている。 

このような我が国の情勢は、OECD諸国のなかでも特に厳しいとも指摘されて

いる。例えば我が国の穀物自給率は、173 の国・地域中 125 番目、OECD 加盟 35

か国中 30番目（2013年試算）であり、年々さらに低下傾向が止まらず、長期的

に見れば危機的状況に至るかもしれないと言わざるを得ない。この数字は裏返

せば、世界中からの食糧の輸入と同時に、その生産に関わる土壌養分も輸入され

ていることになり、国内での食料消費とそれに伴う土壌養分の環境負荷の高ま

りを意味している。有機質資源の適切な利用拡大が必要な所以であろう。 

一方、環境保全と低コスト化を目指した適正な施肥を行うためには、農業現

場での迅速な土壌診断とその活用が必須であるが、土壌理化学性に比べて土壌

生物性の診断活用は未だに不十分と指摘されている。本講演では、以上のてんに

ついて国際的な情勢を含めて紹介したい。 

 
国際土壌 10年のロゴマーク 

http://jssspn.jp/soils2015/home.html 

 

連絡先：inubushi@faculty.chiba-u.jp, 047-308-8816
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緑肥が土壌の物理性・化学性・生物性に及ぼす効果 

 

所属：農研機構中央農業研究センター

氏名：唐澤敏彦

講演要旨

 緑肥とは、栽培した植物を収穫せずにそのまま田畑にすきこみ、次に栽培する

作物の肥料にする技術、あるいは、そのための植物のことを指す。近年、緑肥の

もつ肥料効果や土壌の保護・改善効果に加えて、雑草制御、病害虫・有害線虫の

防除、天敵の保護・増殖、農村景観美化など様々な機能が着目されるようになっ

た。本報告では、緑肥の従来の肥料効果のほか、土壌の物理性や生物性への効果

について、農水省委託プロ「有機質資材」で検討している技術を中心に紹介する。

 土壌の化学性については、古くから、マメ科緑肥による窒素供給が行われてき

た。本プロジェクトでは、この窒素固定能の活用の他、前作物が吸い残した窒素

が流亡する前に吸い上げ、次作に供給する技術を検討している。カリ供給につい

ては、イネ科などの緑肥で効果を認めている。リン酸供給については、リン酸吸

収能の高い作物に土壌蓄積リンを吸収させ、次作物に供給する試み等も行われ

ている。施用労力の少ない緑肥は、リン酸・カリの比率が高くなりがちな家畜ふ

ん堆肥に比べて、窒素の比率が高い、あるいは、窒素、リン酸、カリのバランス

が良いものが多く、バランスを考えた養分供給という意味でも優位性がある。

 土壌の物理性については、緑肥をすき込むことによって作土の有機物を増や

す効果が期待される。本プロジェクトでは、緑肥の種類やすき込みステージごと

に、すき込み一年後の土壌有機物を増やす効果が、牛ふん堆肥何トン分に相当す

るのか調べている。また、緑肥の場合、根が下に伸びることにより、下層の物理

性を改善する効果も考えられる。このため、機械で深く耕さなくても、作物の根

の伸びる範囲を広げたり、土壌の透水性等を改善したりする効果が期待できる。

 土壌の生物性については、新鮮有機物である緑肥のすき込みによってエサが

増える等のため、土壌微生物が増加する。これまでに、作物が吸収しにくい難溶

性リン酸を溶かすリン溶解菌の増加、有機態リン酸を作物が吸収しやすい無機

態に分解するホスファターゼという土壌酵素活性の向上、作物に共生してリン

酸吸収を増やすアーバスキュラー菌根菌の増殖などの効果が確認されている。

 以上のように、緑肥には、土壌の化学性だけでなく、物理性、生物性を改善す

る効果も期待され、本プロジェクトでは、より効果的な活用法を検討している。

連絡先：tkarasaw@affrc.go.jp, 029-838-8828
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緑肥作物の利用の実際と課題 

所属：雪印種苗株式会社

氏名： 立 花  正 

講演要旨 

１． いま、なぜ緑肥作物が注目されるのか？ 

作物を栽培する水田や畑では、堆肥等の有機物を投入して地力を維持しながら栽培することが、

生産性の向上や環境保全型農業の推進に当たっての基本ですが、近年の１０ａ当たりの堆肥の施

用量は、減少傾向で推移しており、今後も地力の低下が懸念されています。対策としては改めて

堆肥を積極的に投入することが考えられますが、耕種農家と酪農・畜産農家の専業化と大規模化

が進んでいること、かつ、お互いの経営する場所が離れていることから、容易に堆肥そのものを投

入することが難しくなっています。 

そこで、近年は手軽に対応が可能な緑肥作物による有機物の投入が注目され、いろいろな栽培

体系の中で積極的に利用されています。また、近年の緑肥作物には土壌に対して有機物を投入

するだけでなく、連作による有害線虫の増殖の抑制や病害抑制効果のある「機能性をそなえた緑

肥作物」も開発されていることも、緑肥作物の利用が増えている理由でもあります。 

２． 緑肥作物が利用される場面 

 緑肥作物が利用される場面と目的は多様で、有機物を投入する目的の他に、以下のような目的

で利用されることが多くなっています。 

  ・水田：ヘアリーベッチ（マメ科緑肥作物）を利用した水稲の減肥栽培 

  ・畑作：透水性の改善（根耕）。有害線虫や病害の抑制。 

  ・施設ﾊｳｽ：透水性の改善（根耕）。有害線虫や病害の抑制。クリーニングクロップとしての利用 

３． 緑肥作物を利用するにあたっての課題 

=委託ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ「生産ｺｽﾄの削減に向けた有機質資材の活用技術の開発」の目的と成果= 

 緑肥作物を利用する大きな目的に、有機物を投入することによって「地力の維持や改善」があげ

られますが、生産現場では地力を向上させることによって、後作物の栽培の中で「収量と品質を低

下させず減肥がどれだけ可能か？」ということが経営の中では大きな課題になります。そこで委託

プロジェクトでは、緑肥作物を利用することによって、後作物の野菜等を栽培する際に「どれだけ化

学肥料を節減できるか？（減肥できるか？）」という点について、具体的に検討を加えています。こ

れを明らかにすることによって、野菜等の栽培にかかる生産費の節減につながるとともに、化学肥

料の適正な利用にもつながり、環境（地下水や海、湖沼等の汚染の軽減）への負荷の軽減にも繋

がります。委託プロジェクトの弊社の課題は、緑肥作物（ヘアリーベッチ）の栽培後にスイートコーン

等を栽培し、「どれだけ減肥可能か？」という点を検討しており、慣行区に比較して 20％、50％減肥

栽培でも収量と品質に大きな影響は少ないとの傾向を確認しており、今年度も試験を継続していま

す。 

連絡先：Tadashi.Tachibana@snowseed.co.jp
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家畜ふん堆肥の利用をひろげる混合堆肥複合肥料 

 

所属：農研機構九州沖縄農業研究センター

氏名：荒川祐介

家畜ふん堆肥には肥料三要素が豊富に含まれているが肥料として利用するには課題がある。

第１に化成肥料等と比べると相対的に肥料成分濃度が低く、かつ、養分バランスが作物の要求と

合致しないこと。第２に畜種、副資材の有無あるいは堆肥化方式等により堆肥の肥料成分濃度に

大きな幅があり、特に窒素肥効が不明確であること。第３に含水率が高く、かさ高いため広域輸

送や取扱性に難があることが挙げられる。

2012 年 9 月に普通肥料の公定規格「混合堆肥複合肥料」が新設され、複合肥料の原料に堆肥

を用いることが可能になった。混合堆肥複合肥料は、保証成分量が明示され、造粒されているこ

とから、施肥設計を容易に行え、化学肥料と同様に耕種農家保有の肥料散布機により機械散布が

可能である。混合堆肥複合肥料の普及により輸入肥料原料への依存度を減らし、従来の有機化成

と比べて施肥コストを抑制できることが期待される。

農水委託プロ（有機質資材）では、農研機構、公設試に加えて肥料メーカー等普及・実用化組

織等が参画し、混合堆肥複合肥料の利用拡大を目指した試験研究を行っている。初めに引き合い

の多い牛ふん堆肥を主原料とした混合堆肥複合肥料の製造技術の確立と肥料登録を目標とした。
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連絡先：arakawa.yusuke@affrc.go.jp  Tel.0986-24-4279
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有機質資材全般に適用できる窒素肥効評価法

 

所属：新潟県農業総合研究所畜産研究センター

氏名：小柳渉

有機質資材の利用を促進するには、作物の生育に大きな影響を及ぼす窒素肥効の明確化が重

要である。そこで有機質資材・有機質肥料全般に適用できる最大窒素肥効（施用当年度に発現す

る最大の窒素肥効）と速効性窒素（施用後直ちに作物が利用できる窒素肥効）の評価法を開発す

ることを目的に、培養無機態窒素とデタージェント分析で得られる ADSN（酸性デタージェン

ト可溶窒素）等との関係を検討した。なお、経時的な培養試験の結果から 30℃12 週培養無機態

窒素を最大窒素肥効、30℃4 週培養無機態窒素を速効性窒素とした。

緑肥作物、各種堆肥、農食品残さ、有機肥料原料等窒素含量の異なる 117 点について、ADSN

と 12 週培養無機態窒素の関係を調べたところ、決定係数は 0.957 と高かったが、ADSN の高い

資材で培養無機態窒素を過小評価する傾向にあった。そこで、ADSN のうちアンモニア態窒素

が全量培養無機態窒素となり、残りの ADSON（AD 可溶有機態窒素：ADSN－アンモニア態窒

素で求める）の一定割合が培養無機態窒素になると仮定し、ADSON と ADSON 由来 12 週培養

無機態窒素（培養無機態態窒素－アンモニア態窒素）との関係を調べ、さらに ADSON 由来培

養無機態窒素がゼロまたはマイナスである ADSON10mg/g 未満の資材を除外したところ、決定

係数は同等であったが、皮粉を除きほぼ回帰直線上に位置していた。さらに ADSN からの予測

値と ADSON とアンモニア態窒素からの予測値の AIC（赤池の情報量基準）を比較したところ、

ADSON とアンモニア態窒素からの予測値の方が小さく、当てはまりが良いモデル式であった。

同様に有機質資材 106 点について、ADSON が 10mg/g 以下の資材を除外し、ADSON と

ADSON 由来 4 週培養無機態窒素の関係を調べたところ、決定係数は 0.938 であり、皮粉と AD

可溶有機物 250mg/g 以上の豚ぷん堆肥以外はほぼ回帰直線上に位置していた。AIC についても、

ADSN からの予測値より ADSON とアンモニア態窒素からの予測値の方が小さかった。

以上の結果から、有機質資材の窒素肥効は、最大窒素肥効、速効性窒素とも一部の資材を除き

以下の式により統一的に推定できると考えられた。

最大窒素肥効：ADSON×0.739－10.2＋アンモニア態窒素   単位：mg/gDM

速効性窒素：ADSON×0.703－11.6＋アンモニア態窒素    単位：mg/gDM

  （ただし ADSON が 10 以下の資材は窒素肥効をアンモニア態窒素以下とする）

推定値と培養無機態窒素実測値から予測される標準誤差は、最大窒素肥効が 4.8 mg/gDM、速

効性窒素が 5.7mg/gDM であった。

ADSN は全窒素から ADF 態窒素を差し引いて算出するが、この操作は煩雑であるため、簡易

法として AD 抽出液から ADSN 値を直接求める手法を現在開発中である。

連絡先：woyanagi@ari,pref.niigata.jp
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水田における可給態窒素簡易診断手法の開発 

 

所属：農研機構・中央農業研究センター

氏名：金澤 健二

講演要旨

土壌からゆっくりと供給される窒素（地力窒素）は作物の生育を大きく左右する重要な養

分ですが、必要以上に高まると、窒素供給の調節が難しくなります。こうした土壌養分の状

況を把握して肥料や堆肥の施用を加減することが栽培面や、施肥コスト・環境配慮の面でも

必要です。地力窒素の評価には、土壌試料を４週間、加温培養し、この間の無機態窒素の増

加量を調べる必要があり、重要な指標でありながらも通常の土壌診断のメニューとしては

一般的ではありませんでした。 

 

当センターでは土壌診断をより身近なものにするために、土壌の主要な成分について現

場向けの簡易判定法を開発してきており、地力窒素についても畑土壌向けの簡易診断法を

既に完成させ、これは肥培管理等に応用されつつあります。一方、この方法は水田土壌の地

力窒素の予測には適さなかったため、新たに水田土壌向けの簡易法を探索し、畑土壌向けと

は異なる迅速抽出法を開発しました。本研究プロジェクトでは、更なる簡易化の追及や実験

操作上の留意点の検討などを通じ、現場に近い普及センターなどで利用しやすい手法も新

たに追加してマニュアル化し、農研機構のホームページで公開しました。 

(http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/laboratory/narc/manual/062019.html) 

ここでは、①風乾土を 105℃で 24 時間乾熱処理して得られる絶乾土に、25℃程度の水を

加えて１時間振とうし、抽出液中の TOC を測定して可給態窒素を推定する手法と、②通風

乾燥機に替えて家庭用オーブンを用いた乾熱処理 + 振とう機を使用しない抽出 + COD 簡

易測定キットによる測定を組み合わせて可給態窒素を推定する手法を紹介しています。こ

れにより、研究機器の整備状況に応じて簡便に土壌診断ができると期待しています。

 

また、プロジェクト参画機関と協力し、気象条件や土壌の種類の異なる地点での現地試

験等の栽培試験から得られる可給態窒素および施肥窒素量と水稲生育の関係を解析し、各

地域の特徴を明らかにするとともに、最終的にはそれらの成果も踏まえた可給態窒素簡易

診断に基づく窒素施肥指針の策定を目指しており、その概要についてもご紹介します。 

連絡先：（メール）kanazawa@affrc.go.jp
（電話） 029-838-8826   
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紫外 LED 励起蛍光による土壌可給態窒素の 

小型非破壊分析装置の開発 

所属：信州大学 学術研究院

氏名：井上 直人

講演要旨

地力の把握は現代農業において特に重視される

項目の一つである。本研究では、分析方法として

近年注目されている蛍光分光分析を利用するた

め、低コストかつ小型の蛍光分析器を開発し土壌

中の可給態窒素量の推定を試みた。

黒ボク土、黄色土、灰色低地土を供試した。試

料 106 点を風乾し、φ2mm で篩った後、湿潤土壌

試料を 30℃で培養し、無機化した窒素含量を 4 週

間後に滴定し、可給態窒素量の測定値を算出した。

土壌試料から可視光と近赤外光の蛍光スペクト

ルを取得するための励起光源として UV-LED を使

用した 395nmと 375nmの多重励起蛍光分光分析器

を用い、500~700nm の波長範囲で約 2nm ごとの蛍

光スペクトルデータを得た。

375nm LED で励起された蛍光データ（93）と

395nm LED で励起された蛍光データ（93）を取得

し、一次微分値（186）を独立変数とした。一次微

分値を説明変数、可給態窒素量の真値を目的変数とした PLS 回帰分析を行い、得られた可

給態窒素量の推定値と真値の間の決定係数と RMSE から推定精度を評価した。

黒ボク土、黄色土、灰色低地土の推定値と測定値の間の決定係数（R2）は、それぞれ 0.91
（RMSE = 0.68）、0.66（RMSE = 0.89）、0.97（RMSE = 0.53）であった。この結果から土壌

中の可給態窒素量は、光源に UV-LED を用いた蛍光分光分析によって、低コストで非破壊

かつ迅速な推定ができる事が示された。今後 AI などの技術を用いる事で発展が見込まれる。

連絡先：inoue55@shinshu-u.ac.jp 0265-77-1409

- 7 -



紫外 LED 励起蛍光による土壌可給態窒素の 

小型非破壊分析装置の開発 

所属：信州大学 学術研究院

氏名：井上 直人

講演要旨

地力の把握は現代農業において特に重視される

項目の一つである。本研究では、分析方法として

近年注目されている蛍光分光分析を利用するた

め、低コストかつ小型の蛍光分析器を開発し土壌

中の可給態窒素量の推定を試みた。

黒ボク土、黄色土、灰色低地土を供試した。試

料 106 点を風乾し、φ2mm で篩った後、湿潤土壌

試料を 30℃で培養し、無機化した窒素含量を 4 週

間後に滴定し、可給態窒素量の測定値を算出した。

土壌試料から可視光と近赤外光の蛍光スペクト

ルを取得するための励起光源として UV-LED を使

用した 395nmと 375nmの多重励起蛍光分光分析器

を用い、500~700nm の波長範囲で約 2nm ごとの蛍

光スペクトルデータを得た。

375nm LED で励起された蛍光データ（93）と

395nm LED で励起された蛍光データ（93）を取得

し、一次微分値（186）を独立変数とした。一次微

分値を説明変数、可給態窒素量の真値を目的変数とした PLS 回帰分析を行い、得られた可

給態窒素量の推定値と真値の間の決定係数と RMSE から推定精度を評価した。

黒ボク土、黄色土、灰色低地土の推定値と測定値の間の決定係数（R2）は、それぞれ 0.91
（RMSE = 0.68）、0.66（RMSE = 0.89）、0.97（RMSE = 0.53）であった。この結果から土壌

中の可給態窒素量は、光源に UV-LED を用いた蛍光分光分析によって、低コストで非破壊

かつ迅速な推定ができる事が示された。今後 AI などの技術を用いる事で発展が見込まれる。
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岐阜県平坦部水田における 

可給態窒素を考慮した適正施肥に向けた取り組み 

 

所属：岐阜県農業技術センター・土壌化学部

氏名：和田 巽

講演要旨

 水稲の収量、品質には肥料および土壌からの窒素供給が大きく影響すること

から、高品質な水稲を安定的に生産するためには、水田土壌の可給態窒素を考

慮し適正な窒素施肥を行うことが重要です。

 水田土壌の可給態窒素の評価手法は、従来は長期間の培養試験と煩雑な分析

操作を伴う方法でしたが、近年、短期間で簡便な評価が可能な手法が開発され

ました。

 そこで、岐阜県平坦部の水田土壌において、この簡易・迅速評価法の適合性

を明確化するとともに、簡易に評価した可給態窒素に応じた水稲の適正施肥技

術を確立することを目的として、現在、研究を進めています。

 本講演では、これまでの簡易・迅速評価法に加えて、分光光度計と COD 測定

用試薬セットを組み合わせた新たな評価手法を開発しましたので、その概要を

紹介するとともに、岐阜県平坦部の水田土壌における簡易・迅速評価法の適合

性について報告します。

 また、岐阜県平坦部の主力品種である「ハツシモ岐阜ＳＬ」について、可給

態窒素を考慮して施肥量を調整した栽培試験を当センターおよび現地ほ場にお

いて継続して実施しており、これまでに明らかとなった成果や問題点、今後の

展開について紹介します。

連絡先：058-239-3135
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野菜畑における土壌可給態窒素の簡易判定に基づく

適正施肥に向けた取り組み 

 

所属：鹿児島県農業開発総合センター

氏名：上 薗 一 郎

講演要旨

 可給態窒素は圃場の作物生産力を左右する重要な土壌診断項目ですが，ルー

チン分析項目として測定している土壌診断機関はほとんどありません。

 この理由として，可給態窒素は 30℃4 週間保温静置培養法で求めるため時間

がかかること，測定値を活用しにくいこと等があげられます。

このうち，測定の迅速化については「80℃16 時間水抽出-COD キット判定法」

で簡易に測定することができるようになりました（パネル展示；畑の地力窒素

を測ってみよう）。

 一方，測定値の活用については，窒素肥沃度向上のための土づくり指針（地

力増進基本方針における普通畑の目標値；乾土 100g 当たり 5mg 以上）として

使われていますが，窒素肥料の加減に活用している事例はほとんどありません。

 そこで，本プロジェクト研究では，野菜畑における可給態窒素の簡易判定結

果に基づいた窒素施肥量の適正化に取り組んでいます。

 可給態窒素は30℃4週間の培養期間中に無機化される窒素量で表されますが，

窒素無機化は土壌中の微生物活動によるため，温度，水分，土壌タイプ等，環

境条件に影響されます。このうち最も影響が大きいのが温度で，地温が高く，

栽培期間が長いほど窒素無機化量が多くなり，同じ可給態窒素レベルでも栽培

する野菜の種類によって異なります。

 そこで，反応速度論的手法を用いて栽培期間中の窒素無機化量を求め，地域

の施肥基準量から加減することにしました。

 窒素無機化量の推定には，土壌の窒素無機化特性値や平均地温データが必要

ですが，過去の研究蓄積データを活用しています。一方，大きな野菜産地では，

地域の土壌で窒素無機化特性を詳細に解析し，地域の栽培条件を考慮すること

によって推定精度の向に取り組んでいます。

 根群域を考慮した窒素無機化量の見積もり方法や，施肥窒素と土壌無機化窒

素の利用率の違い等，まだ解決すべき課題は残されていますが，これまでの研

究成果や，現地実証等を踏まえた今後の展望についてお話しします。

連絡先：ichirou-uezono@pref.kagoshima.lg.jp (Tel 099-245-1156)
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野菜畑における土壌可給態窒素の簡易判定に基づく

適正施肥に向けた取り組み 

 

所属：鹿児島県農業開発総合センター

氏名：上 薗 一 郎

講演要旨

 可給態窒素は圃場の作物生産力を左右する重要な土壌診断項目ですが，ルー

チン分析項目として測定している土壌診断機関はほとんどありません。
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がかかること，測定値を活用しにくいこと等があげられます。
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で簡易に測定することができるようになりました（パネル展示；畑の地力窒素

を測ってみよう）。

 一方，測定値の活用については，窒素肥沃度向上のための土づくり指針（地

力増進基本方針における普通畑の目標値；乾土 100g 当たり 5mg 以上）として

使われていますが，窒素肥料の加減に活用している事例はほとんどありません。

 そこで，本プロジェクト研究では，野菜畑における可給態窒素の簡易判定結

果に基づいた窒素施肥量の適正化に取り組んでいます。

 可給態窒素は30℃4週間の培養期間中に無機化される窒素量で表されますが，

窒素無機化は土壌中の微生物活動によるため，温度，水分，土壌タイプ等，環

境条件に影響されます。このうち最も影響が大きいのが温度で，地温が高く，

栽培期間が長いほど窒素無機化量が多くなり，同じ可給態窒素レベルでも栽培

する野菜の種類によって異なります。

 そこで，反応速度論的手法を用いて栽培期間中の窒素無機化量を求め，地域

の施肥基準量から加減することにしました。

 窒素無機化量の推定には，土壌の窒素無機化特性値や平均地温データが必要

ですが，過去の研究蓄積データを活用しています。一方，大きな野菜産地では，

地域の土壌で窒素無機化特性を詳細に解析し，地域の栽培条件を考慮すること

によって推定精度の向に取り組んでいます。

 根群域を考慮した窒素無機化量の見積もり方法や，施肥窒素と土壌無機化窒

素の利用率の違い等，まだ解決すべき課題は残されていますが，これまでの研

究成果や，現地実証等を踏まえた今後の展望についてお話しします。

連絡先：ichirou-uezono@pref.kagoshima.lg.jp (Tel 099-245-1156)
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夏秋トマト施設栽培における 

可給態窒素レベルに応じた適正施肥法の開発 
 

所属：岩手県農業研究センター 環境部

氏名：桐山 直盛

講演要旨

 土壌の可給態窒素は、作物への影響が大きいにもかかわらず、分析に時間が

かかることや、評価手法が確立されていない等の理由から、これまで施肥に反

映させるのは難しい状況でした。しかし近年、畑土壌における簡易・迅速な可

給態窒素評価法が開発され、比較的簡単に可給態窒素の分析が可能となってい

ます。そこで、岩手県農業研究センターでは、可給態窒素の影響が大きいと考

えられた夏秋トマト施設栽培において、可給態窒素を考慮した施肥法の開発に

取り組むこととしました。

 まず、同一圃場内に可給態窒素レベルが異なる区を設置し、窒素を無施肥と

してトマトを栽培しました。その結果、トマトの生育は可給態窒素が高い区ほ

ど旺盛で、収量は増加し、可給態窒素が 8.5mg/100g の区では、窒素無施肥でも

可販果収量は 12.6t/10a に達しました。

次に、可給態窒素レベル高および中の区（5.3､4.2mg/100g）において、可給

態窒素の肥効として想定された分（可給態窒素 1mg/100g あたり窒素成分

3kg/10a）だけ窒素施肥量を減らしてトマトを栽培したところ、基準区と変わら

ない収量が得られ、推定販売額もほぼ同等となりました（図）。以上の結果から、

夏秋トマト施設栽培では、可給態窒素の影響は大きく、可給態窒素が高い場合

は減肥できる可能性が示唆されました。

連絡先：0197-68-4422（岩手県農業研究センター 環境部） 

図 可給態窒素を考慮して減肥した場合の月別可販果収量と推定販売額 
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水田におけるカリウムの供給と収支を踏まえた適正

施用指針の検討 

 

所属：農研機構中央農業研究センター

氏名：久保寺秀夫

講演要旨

 肥料三要素の一つであるカリは、施肥や有機物資材以外に土壌鉱物や水田で

の用水からも供給される。また、陽イオン交換容量（CEC）の高い黒ボク土で溶

脱しやすいなど動態に不明の部分がある。そのためカリの適正施用指針の策定

には、用水や土壌からの供給量の把握や動態に関与する因子の解析が不可欠で

ある。これらの背景に基づき、「適正施肥技術」プロジェクトの４系では山形・

新潟・三重・宮崎・鹿児島の各県で水稲のカリ減肥栽培試験ならびに用水のカリ

供給能の評価を、農研機構中央農研で土壌のカリ保持能・供給能の解析を行って

おり、現在までに以下の成果が得られている。

1) 各地の低地土における減肥試験（60 kg/ha 程度の標準施肥から無施肥まで）

において、1～2 年目に収量や品質の処理間差は見られなかった。カリ欠の潜

在的な指標であるナトリウムの代替吸収は一部の試験区で観察されたが、年

次によるばらつきがあった。作土の交換態カリは、鹿児島のシラス水田以外

では施肥の有無によらず稲わら還元でほぼ維持された。

2) 三重県において独自の枠試験装置が開発された。この装置は水田に設置し、

周囲の田面水と同じ水位を保ちつつ任意の水質の用水による水稲栽培と水・

カリの収支把握ができる。本装置を他県でも導入しカリ収支を解析している。

3) 実測または文献値から河川水のカリ濃度を調査したところ 1 ないし 4 ppm
（K2O で）が多く、地域別の傾向（鹿児島では東部 > 西部、新潟では長岡地

域 > 魚沼地域 など）が明らかになった。

4) 宮崎県において稲体搾汁液によるカリのリアルタイム診断手法を検討した結

果、追肥時期の搾汁液カリ濃度は土壌へのカリ投入量と正の、ナトリウム濃

度は負の関係を持ち、搾汁液診断による追肥要否判定の可能性が示された。

5) 土壌のカリ保持能は CEC や塩基飽和度とは関係が薄く、土壌種（黒ボク土は

保持能低）および EK（交換性塩基中のカリ割合、高いと保持能低）に影響さ

れた。非交換態カリが 400～1000 mg kg-1以上と極めて多い土壌が一部に見

られ、これらは粘土・シルトだけでなく砂画分にも非交換態カリが多かった。

連絡先：kubotera@affrc.go.jp 029-838-8827
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