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要 旨

筑波大学農林技術センターの黒ボク土水田で，１９７８年から２８年間にわたって継続して実施し
た１２種類の異なる肥料要素試験区をもつ長期施肥連用試験における日本晴の収量データを収量
の変動と気温との関係から解析した。水稲の玄米収量は肥料要素の種類や施用の有無により大
きく変動し，平均収量は標準的な施肥量である三要素区で３３０kg/１０aであったのに対し，無肥
料区で４５kg/１０a，三要素倍量区で４８１kg/１０aと，試験区により１０．６倍の開きがみとめられた。
このとき，収量の年次間変異も試験区により大きく異なり，変動係数は三要素区で２３．２％で
あったのに比べ，最小はリン酸倍量区の１８．０％，最大は無リン酸区の６２．７％であった。平均収
量と収量の変動係数との間には有意な負の相関関係がみられ，平均収量が低い区ほど年次間変
動が大きいことが明らかとなった。この年次間変動を，気温を指標として解析した結果，収量
レベルの低い無肥料区および堆肥単用区では玄米収量と平均気温との間に正の相関関係がみら
れ，これら試験区では気温が地力の発現に影響を及ぼし収量に影響していることが推察され
た。
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緒 言

我が国の各試験研究機関の水田で実施されている施肥試験は，グライ土（安西ら
１９８９，１９９０，１９９３）や灰色低地土（神谷ら１９９４，宮川ら１９９４，津田ら１９９５）などの低地土につ
いての報告が主である。一方，黒ボク土に関する試験では主に畑土壌が対象になっており，水
田における三要素試験の報告自体はさほど多くない。また，日本ではこのような施肥試験や長
期試験が各地で中止されてきており，持続的な水稲生産を検討する上で貴重な実験の場が消滅
しつつある。
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筑波大学農林技術センター（以下，センターと略記）の水田は，畑地を１９７７年に造成したも
ので，土壌統群は淡色黒ボク土に属しており，土壌の性質が日本における一般的な水田土壌と
は様相を異にしている（香川ら１９９８，永塚ら１９８２）。
黒ボク土は水田として必ずしも適しているとはいい難いが，全国では全水田面積の１１％を占

めており（鳥山２００４），主要な水田土壌の一つである。この痩せた地力をいかにして高め，教
育研究の場として長期にわたり安定的に使える高生産性水田に変身させていくかは大学におけ
る重要な課題であるばかりか，一般圃場においても必要となる技術である。
そこで，まず黒ボク土水田における施肥反応データをできるだけ正確にかつ時系列的に把握

する必要がある。前報では，センターの水田において１９７８年～１９９９年の２２年間にわたり実施さ
れた施肥連用試験結果をまとめ，淡色黒ボク土における長期連用施肥が水稲の収量および収量
構成要素に及ぼす影響を検討した（米川ら２００１）。本報告は，１９７８年から２００５年までの２８年間
の施肥連用水田における収量データについて，収量の変動と気温データの面から解析した。

材料および方法

１．土壌
調査対象水田の位置は洪積台地上平坦面，海抜約２０m，土壌は淡色黒ボク土（赤ノッポ）

で，母材は火山灰である。表層から１～２m下には厚さ数mに及ぶ重粘土層があり，更にそ
の下層は砂質土からなっている（香川ら１９９８，永塚ら１９８２）。

２．灌漑水
灌漑水は，揚水ポンプによって汲み上げられた人工池の水を用いた。生育中の水管理は，原

則として中干し期までは常時湛水，それ以後は間断灌漑として，さらに黄熟期以後は落水し
た。

３．試験設計
供試水田は，１９７８年にコンクリート畦畔で１ブロック５０m２（１０m×５m）に区画された小区

画を，「無肥料区」，「無窒素区」，「無リン酸区」，「無カリ区」，「三要素区」，「三要素＋堆肥
区」，「堆肥単用区」の７試験区として割り当て，長期連用試験を開始した。その後１９８６年から
は，新たに「窒素倍量区」，「リン酸倍量区」，「カリ倍量区」，「三要素倍量区」を加え，更に
１９８８年には「三要素＋ケイカル区」を加えて，計１２試験区とした。

各試験区の施肥設計を表１に示す。基肥は代かき時に全層施肥し，追肥は１回目を幼穂形成
期に，２回目を出穂２０日前にそれぞれ表層施肥した。肥料には硫酸アンモニウム（N２１％含
有），重過燐酸石灰（P２O５３４％含有）および硫酸カリ（K２O５０％含有）を使用した。堆肥は２
年間腐熟させた稲わら堆肥（材料は稲わらのみ）を用いた。なお，試験期間中は各試験区とも
収穫後の稲わらは全量，圃場から搬出した。
供試品種には日本晴を使用した。基本的な栽培時期として４月下旬に播種し，５月中旬に

３０cm×１５cmの栽植密度で移植したが，これらの時期は試験年によって多少変動した。いずれ
の試験年も２１日間育苗した稚苗を用いて，１株４本植えに揃えた。殺虫剤，殺菌剤，除草剤な
どの使用を含めた管理作業はセンターの慣行に従った。
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収量調査は，代表株法により収量構成要素を求め，それらの結果から玄米収量を算出した。
具体的には，各試験区とも成熟期に１区から５０株を採取し，そこから平均値に近い穂数をもつ
２０株について穂重を測定し，平均穂重に最も近い５株について総籾数，登熟歩合，玄米千粒
重，玄米水分含有率を測定し，これらの値から株当たり精玄米重を求めた。これに単位面積当
たりの栽植株数を乗じて１０a当たりの玄米収量を算出した。なお，登熟歩合は比重１．０６の塩水
選から算出し，玄米収量は含水率１５％に換算した。
気温のデータは筑波大学農林技術センター筑波実験林の計測データを使用した。ただし，欠

損データについては気象庁高層気象台つくば市館野のデータを使用した。
試験データは統計解析ソフトJMP６（SASInstituteJapan株式会社）を使用して解析した。

結 果

試験期間中の玄米収量の平均値，最高値，最低値および変動係数を表２に示す。玄米収量は
無肥料区で最も少なく，平均４５kg/１０aであり，最も高かったのは三要素倍量区の４８１kg/１０aで
あった。三要素区は３３０kg/１０aであったことから，肥料要素の違いにより，平均値で三要素区
に対して，無肥料区の１３．７％から三要素倍量区の１４５．８％までの開きが見られた。平均収量は
無肥料区のほか，無リン酸区および堆肥単用区では１００kg/１０a程度の低い値で，無窒素区では
２００kg/１０aレベルとこれら試験区の２倍以上の単収をあげており，それ以外の試験区では
３００kg/１０a以上の単収レベルであった。

標準的な施肥量である三要素区と，試験期間中の平均玄米収量が最も低い無肥料区および最
も高い三要素倍量区の玄米収量の推移を図１に示した。無肥料区は試験年次の進行にかかわら
ず１００kg/１０aまでの範囲で変動していたのに比べ，三要素区では試験年次の進行に伴い玄米収
量が増加する傾向が見られた。また，三要素倍量区においても三要素区と同様に試験年次の進
行に伴い玄米収量が増加したように見られた。
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表１ 各試験区の施肥設計．

備 考
追肥K２O（kg/１０a）追肥N（kg/１０a）基肥（kg/１０a）

試験区名
２回目１回目２回目１回目K２OP２O５N

０００００００無肥料区
００００７．５７．５０無窒素区
００１．２５１．２５７．５０５．０無リン酸区
００１．２５１．２５０７．５５．０無カリ区
００１．２５１．２５７．５７．５５．０三要素区

堆肥１０００kg/１０a００１．２５１．２５７．５７．５５．０三要素＋堆肥区
堆肥１０００kg/１０a０００００００堆肥単用区

００２．５０２．５０７．５７．５１０．０窒素倍量区
００１．２５０７．５１５．０５．０リン酸倍量区

２．５２．５１．２５０１０．０７．５５．０カリ倍量区
２．５２．５２．５０２．５０１０．０１５．０１０．０三要素倍量区

ケイカル１００kg/１０a００１．２５０７．５７．５５．０三要素＋ケイカル区
注１）堆肥は基肥施用時に投入した。
注２）追肥の１回目は幼穂形成期に，２回目は出穂２０日前に行った。
注３）Nは硫酸アンモニウム，P２O５は重過リン酸石灰，K２Oは硫酸カリを使用した。



そこで玄米収量と試験年次との関係を相関分析してみると，無肥料区のほか，無窒素区，無
リン酸区，無カリ区，堆肥単用区では両者の間に一定の関係は認められなかったが，三要素
区，三要素＋堆肥区，窒素倍量区，リン酸倍量区，カリ倍量区，三要素倍量区および三要素＋
ケイカル区では試験年次との間に１％あるいは０．１％で有意な正の相関関係が認められた（表
３）。
図２に１９７８年から２００５年までの，水稲生育期間である５月～１０月の平均気温，最高気温およ

び最低気温の推移を示した。最低気温，最高気温および平均気温の平均値および変動係数はそ
れぞれ最低気温１６．６℃，５．２％，最高気温２５．８℃，３．３％，平均気温２０．７℃，３．８％であった。
これら気温要因と試験年次との相関を検討したが，いずれの気温要因も試験年次の進行との間
に一定の関係は認められなかった。
玄米収量と気温との相関を検討してみたが，平均気温は無肥料区，無カリ区，堆肥単用区，

カリ倍量区の平均玄米収量との間に有意な正の相関関係が認められたものの，他の試験区では
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図１ 三要素区，無肥料区，３要素倍量区における玄米収量の年次変動．

表２ 肥料要素が玄米収量とその変動に及ぼす影響．

変動係数最低収量最高収量平均収量
試験期間試験区

（％）（kg/１０a）（kg/１０a）（kg/１０a）
５６．６９８９４５１９７８～２００５無肥料区
３０．０１１４３４０２１３１９７８～２００５無窒素区
６２．７４１６６７１１９７８～２００５無リン酸区
１９．６２１５４９７３５１１９７８～２００５無カリ区
２３．２１６２４５７３３０１９７８～２００５三要素区
２８．１１７１５０３３５４１９７８～２００５三要素＋堆肥区
５７．４２９２４５１０１１９７８～２００５堆肥単用区
１８．９３１８６２２４６７１９８６～２００５窒素倍量区
１８．０２５９５６５４３２１９８６～２００５リン酸倍量区
２１．３２１７５０１３６４１９８６～２００５カリ倍量区
２０．９２９０６６２４８１１９８６～２００５三要素倍量区
２２．４２５８４９９３６７１９８８～２００５三要素＋ケイカル区



相関が見られなかった。最高気温はいずれの試験区の玄米収量との間にも相関関係は認められ
ず，最低気温は無肥料区およびカリ倍量区との間に正の相関が認められた（表３）。
三要素区では平均３３０kg/１０aの単収であったが，試験年次により１０a当たり１６２kgから４５７kg

まで単収が変動し，試験年次の平均収量を１００％としたときに，４９％から１３８％までの変動幅で
あった（表２）。このように各試験区の玄米収量の変動についてみてみると，試験区により変
動の幅が異なっていた。最も平均単収が低かった無肥料区は，最低収量が９kg/１０aであったの
に対し，無リン酸区は平均単収では無肥料区の１５７％であったものの，最低収量は無肥料区よ
り低い４kg/１０aであった。このような試験区の玄米収量の変動をみる指標として，平均単収の
大きさに左右されない変動係数を使用した。玄米収量の変動は三要素区で２３．２％であったのに
対し，窒素倍量区，リン酸倍量区，カリ倍量区，三要素倍量区，では安定しており，無カリ区
も変動係数が１９．６％と安定していた。一方，無リン酸区では変動係数が６２．７％と最も高く，無
肥料区，堆肥単用区でも変動が大きかった。玄米収量の変動と平均玄米収量との関係を検討し
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表３ 玄米収量と年次および気温との相関．

最低気温最高気温平均気温年試験区名
＊０．４２ns０．２５＊０．４０ns０．２６無肥料区
ns０．１７ns０．３６ns０．３７ns０．４３無窒素区
ns０．３０ns０．２１ns０．３２ns－０．１１無リン酸区
ns０．３４ns０．３０＊０．４２ns０．３６無カリ区
ns０．０７ns０．１１ns０．２０＊＊＊０．７１三要素区
ns０．２１ns０．２５ns０．３３＊＊＊０．６８三要素＋堆肥区
ns０．２８ns０．３３＊０．３８ns－０．０１堆肥単用区
ns０．２４ns０．２２ns０．２８＊＊０．６３窒素倍量区
ns０．４４ns０．２６ns０．４１＊＊０．６３リン酸倍量区
＊＊０．５９ns０．４３＊０．５４＊＊０．５６カリ倍量区
ns０．３４ns０．２９ns０．３７＊＊０．５７三要素倍量区
ns０．３６ns０．２７ns０．３７＊＊０．６１三要素＋ケイカル区

注）＊＊＊，＊＊，＊はそれぞれ０．１％、１％および５％で有意であることを示す。nsは有意でないこ
とを示す。

図２ 試験期間（５～１０月）の平均気温、最高気温，最低気温．



てみると，両者の間には０．１％で有意な負の相関関係が認められ，両者の決定係数は０．８８と極
めて高く，収量の変動は収量レベルが大きく影響していることが明かとなった（図３）。

考 察

１９７８年から２００５年までの試験の結果，無肥料区の玄米収量は三要素区の１４％と低レベルで
あった。無肥料栽培における水稲の生育は窒素で規制されていると考えられ，吸収窒素が土壌
窒素の放出量とみなすことができる。これは，湛水期間中の藻類や微生物の増殖と前年水稲の
刈株，残根などの無機化によるところが大きく，微生物等による窒素固定作用が関与している
（塩田ら１９８４）。微生物による固定窒素量は平均して４kg/１０a程度（川口桂三郎１９９７）であり，
本試験においても土壌微生物による窒素固定が無窒素区における収量確保につながったと考え
られる。本試験における年次変動について検討した結果，無肥料区の玄米収量は平均気温およ
び最低気温と有意な正の相関関係が認められ，気温がこれら有機物の生成およびその無機化に
影響して収量にまで影響が及んだものと考えられた。同様な結果は平均単収の低い堆肥単用区
でも認められた。堆肥単用区では平均気温が直接的に有機物の無機化に影響しているものと考
えられる。一方，無リン酸区では玄米収量と気温との間に一定の関係が認められなかった。供
試した土壌は淡色黒ボク土で，リン酸吸収係数は２５００～３１００の値を示し，作物のリン酸欠乏症
状の出やすい土壌である（永塚・大羽１９８２）。要素欠乏の影響はリン酸で最も顕著であり，三
要素に対して無リン酸区の相対収量は２１％と著しく低かった。リン酸の欠乏は生育の抑制，出
穂・登熟の遅延などを招き重大な低収の要因である（星川１９８０）。無リン酸区の玄米収量が気
温との間に一定の関係がみられなかったのは，土壌有機物の無機化では補いきれないリン酸不
足の影響があったためと考えられる。無リン酸区の収量は他の要素区に比べて年次変動が大き
いが（表２），その原因については明らかではない。一方，リン酸の倍量施肥は玄米収量が増
加したが，これは穂数，一穂籾数の増加が影響したことが要因であった。リン酸施用によって
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図３ 玄米収量の変動と平均玄米収量との関係．



藻類などの生育が旺盛となり，窒素固定が無リン酸区よりも多くなってリン酸施用が窒素施用
と同様の効果を持ったものと考えられる。
収量の増加は化学肥料の多投入で達成されてきたが，その一方で化学肥料のみに依存した施

肥法による地力の低下が問題化し，有機物施用の重要性が再認識されるようになってきている
（塩田１９８０）。有機物の効果は化学的効果として有機物中に含まれる無機要素の効果である。リ
ン酸吸収力の強い火山灰土壌などでは有機物中のリン酸は土壌に直接接触することがなく不可
給態化を免れ，植物根によって吸収され，極めて有効である（川口１９９７）。しかし，本試験の
結果，１t/１０aの堆肥投入は２８年間連用施用しても収量が試験年次の継続により増加するまでに
は至らなかった（表３）。
稲わら堆肥に含まれる窒素が施用年次に吸収利用される割合は１５％程度で，大半が土壌窒素

あるいは一部堆肥の状態で残留し，数年にわたって除々に吸収利用される（塩田ら１９８０，塩田
ら１９８２）。試験年次と玄米収量との相関は三要素＋堆肥区で認められたが，三要素区でも同様
に正の相関がみられたことから，これは堆肥の連用施用による土壌有機物の蓄積効果によると
いうよりは，施肥による土壌中の根量および切り株量が蓄積した結果，地力が増大したためと
考えられた。このことについては，三要素区のほか，平均単収の高かった窒素倍量区，リン酸
倍量区，カリ倍量区，三要素倍量区および三要素＋ケイカル区ではいずれも試験年次との間に
正の相関が認められたことからも裏付けられた。玄米収量レベルが低いほど，収量の変動係数
が大きい（図３）。無肥料区の収量は気温との相関が認められたが，無リン酸区では関係が認
められず，収量変動に及ぼす要因については，気温だけでなく，環境要因も検討する必要があ
る。
地球温暖化が懸念される中で，今後の水稲生産を収量面においてもいかに維持するかは大き

な課題である。温暖化が作物生産に及ぼす影響は本試験のような長期試験の解析により明らか
になるものと考えられる。本試験は２８年間に及ぶ同一品種，同一施肥設計の試験結果を解析し
たものであるが，この試験年次の気温変動を検討した結果，年次の進行により気温が上昇する
傾向はみられなかった。このことは四半世紀程度の試験期間では温暖化といった地球規模の気
候変動を論じるには短い期間であることを示している。各地で長期試験が中止されてきている
中で，本センターで実施されている試験の継続が今後大きな意味をもってくるものと思える。
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Abstract

WecarriedouttheexperimentofsuccessiveapplicationofNPK elementsandrice

strawcompostinthepaddyfieldofLight-coloredAndosolfrom１９７８to２００５atAgriculture
andForestryResearchCenter,theUniversityofTsukuba.Ricecultivar‘Nipponbare’was
cultivatedin１２differentexperimentalplotsandyielddatawasanalyzedintheviewpointof
its fluctuation and airtemperature.Brown rice yield was fluctuated by the different

applicationofNPKelements.Averageyieldofbrownricewas３３０kg/１０ainNPKplot.The
lowestyieldwhichwas４５kg/１０ainno-fertilizerplotandthehighestyieldwas４８１kg/１０ain
doubleamountapplicationofNPK elementplot.Thecoefficientofvariation(cv)ofbrown

riceyieldwasvariedbyplotswas２３.２% in NPK plot.Thelowestandthehighest

fluctuationwere１８.０% indoublephosphateplotand６２.７% innophosphateplot.Thereisa
negativecorrelationbetweenbrownriceyieldanditscv.Thereisapositivecorrelation

betweenbrownriceyieldandaveragetemperatureinno-fertilizerplotandstraw compost

plot.Itwasclearthatyieldwasaffectedbythemineralizationofsoilorganiccomponentsas

affectedbythetemperature.

Keywords:Brownriceyield,Fluctuationofyield,Light-coloredAndosol,NPK elements,

Paddyrice,Temperature
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