
秋冬キャベツ栽培の夏季休閑期への緑肥作物導入による窒素収支の改善
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：秋冬キャベツ畑において、夏の休閑期にソルガムまたはクロタラリアを栽培し、摘要

キャベツに対する緑肥の肥料的効果、土壌窒素肥沃度維持効果、硝酸態窒素溶脱抑制効果

を検討した。キャベツの収量は、緑肥作物導入初年度には、夏季裸地区と比べて、クロタ

ラリア区で同等、ソルガム区では低収であったが、緑肥導入３年目は連用に伴って多収と

なった。すき込み時の緑肥作物の窒素保有量は、ソルガムで5.5～12.2 g-N m 、クロタラ-2

リアで10.8～18.8 g-N m であり、キャベツ作の余剰窒素量に匹敵した。土壌窒素含量と-2

炭素含量は夏季裸地区では明らかに減少したが、緑肥施用によりその減少程度は抑えられ

た。夏季休閑期への緑肥作物の導入は、土壌への窒素蓄積とキャベツの窒素吸収量の漸

増による余剰窒素量の減少をもたらすと考えられ、硝酸態窒素の溶脱量の低減効果は、ソ

ルガム区で9 g-N m y 程度、クロタラリア区では6 g-N m y 程度と試算された。収量性、-2 -1 -2 -1

土壌窒素肥沃度の維持、窒素溶脱抑制効果の点から、秋冬キャベツにソルガムまたはクロ

タラリアを組み合わせた二毛作の有効性が確認された。

：緑肥作物、窒素収支、硝酸態窒素溶脱、キャベツ畑キーワード

Effect of Green Manure on Nitrogen Balance in a Cabbage Field

KASUYA Masahiro and HIROTO Seiichiro

Two types of green manure, sorghum and sunn hemp, were grownAbstract:
during summer in an upland field where cabbage is cultivated in autumn and
winter. The nitrogen uptake by green manure and cabbage, soil contents of
nitrogen and carbon, and amount of leached nitrate were determined.
In the first year of sorghum application, the cabbage yield in the field was

lesser than that in the plot where no green manure was planted, but the yield
increased thereafter with the continued application of green manure.
Furthermore, nitrogen uptake by cabbage increased every year with continued
green manure application.
The soil contents of nitrogen and carbon decreased in the cabbage field

without green manure application; however, this decrease was minimized in the
fileds where green manure were applied.
The reduction in the amount of leached nitrate was estimated to be 9 and 6

g-N m y after the application of sorghum and sunn hemp, respectively.−2 −1

Therefore, the cultivation of green manure crops during summer and their
subsequent application in cabbage fields reduces nitrate leaching, maintains
soil fertility, and increases cabbage production by improving the nitrogen
balance

green manure, nitrogen balance, nitrate leaching, cabbage fieldKey Words:
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緒 言

本県の渥美半島などでは、秋冬野菜を中心に栽培す

る露地野菜畑が夏季に休閑とされているケースがしば

しばみられる。この期間は高温多雨であるため、土壌

、 （ ）中の窒素代謝が盛んになり 生じた硝酸態窒素 NO -N3

が溶脱して地下水に流出するおそれがある。平成20年

度における環境省の地下水水質調査では、NO -Nの環境3

基準超過率は全国で4.4％と環境基準全27項目中で最も

高く 、依然として重要な汚染物質の一つである。愛1)

知県においても畑地帯で地下水のNO -N濃度が高いケー3

スが頻繁にみられることは、すでに明らかにされてい

る 。地下水はやがて主に河川を通じて海に流出する2)

ことから、河川水質の悪化と閉鎖性の強い三河湾の富

栄養化 を助長することが懸念される。このような状3）

況を鑑みると、畑土壌からの窒素溶脱を抑制すること

は、水質保全上の重要な課題といえる。

緑肥作物は古くから土づくりに用いられ、利用技術

も確立されているが 、近年はさらに「持続性の高い4）

農業生産方式の導入の促進に関する法律（平成11年法

律第110号 」における「土づくりに関する技術」の一つ）

。 、として省令で指定され導入促進が図られている また

緑肥作物栽培期間中には土壌溶液のNO -N濃度が低下す3

ることが明らかにされている 。秋冬野菜を栽培する5）

露地野菜畑の夏季休閑期に緑肥作物を導入することに

より、地下への窒素溶脱を抑え、さらにそれをすき込

んで緑肥として利用すれば、窒素収支を改善し窒素溶

脱量を低減できる可能性がある。そこで、秋冬キャベ

ツ年1作の露地畑を対象に、3年間にわたって夏季にソ

ルガムまたはクロタラリアを栽培して窒素収支を調査

し、キャベツに対する緑肥の肥料的効果、土壌窒素肥

沃度維持効果、硝酸態窒素溶脱抑制効果を検討した。

方 法

2006年から3年間、愛知県豊橋市にある東三河農業研

究所内のほ場で、秋冬キャベツにソルガムまたはクロ

タラリアを組み合わせた二毛作の窒素収支を調査し

た。別途、緑肥作物を栽培しない区を対照（夏季裸地

区）とした。実験は2反復で行ったが、2008年について

は、ソルガム区とクロタラリア区それぞれの反復の一つ

、で根こぶ病によるキャベツの被害面積が大きかったため

土壌の化学性と窒素収支に関しては解析から除外した。

実験ほ場は昭和30年代に客土されたもので、土壌は

台地造成土、細粒質褐色森林土相（細粒黄色土の上に

40cmの厚さで客土されたもの）である。造成以来、野

菜の栽培試験に用いられ、主に秋冬作にキャベツ、ハ

クサイ、タマネギが、春夏作にサツマイモ、スイート

コーン、キャベツが栽培されてきた。2003年以降は堆

肥等有機物の投入は行われていないが、それ以前の土

壌管理状況は不明である。そこで、本試験に先立ち、

緑肥導入前の2005年にキャベツを栽培した後に、2006

年から夏季に緑肥作物を導入した。

3年間の栽培概要を表１に示す。緑肥作物は、ソルガ

ム（ 、品種：雪印種苗、つちたろSorghum bicolor (L.)

Crotalariaう、播種量：4.5 g m ）とクロタラリア（-2

、品種：雪印種苗、ネマキング、播種spectabilis L.

量7 g m ）を用いた。緑肥作物の栽培はキャベツ作の-2

余剰養分の回収をねらったものであり、施肥は行わな

かった。緑肥作物の播種とすき込み時期は、2006年：6

月6日、8月17日、2007年：5月31日、7月30日、2008年

：6月2日、8月2日であった。キャベツは2005年と2007

（ ） 、 、年がYRしぶき2号 石井育種場 を用いて 条間60 cm

株間30cmで9月上旬に定植し11月に収穫した。2006年と

2008年は、YR冬さかり（トヨハシ種苗）を用いて条間

60 cm、株間33 cmで9月中旬に定植し翌年1～2月に収穫

した。施肥は、2005年～2007年は被覆尿素入り複合

肥料（あいち経済連、ロジワン）を用いて、全区とも

30 g-N m の全量基肥とした。2008年は、硫安の分施-2

とし、施肥窒素量は夏季裸地区およびソルガム区で30

g-N m とした。クロタラリア区では、可給態窒素量が-2

夏季裸地区より多い傾向が2006年、2007年に明確であ

ったこと（後述）を勘案して、わずかながら基肥を減

肥し28 g-N m とした。なお、全区とも、キャベツ定-2

植前には、pH矯正のために炭酸苦土石灰を100 g m 施-2

用した。

キャベツおよび緑肥作物の生長量、収量、窒素吸収

表１ 栽培概要

糟谷・廣戸：秋冬キャベツ栽培の夏季休閑期への緑肥作物導入による窒素収支の改善



143 愛知県農業総合試験場研究報告第42号

量を調査するとともに、作土（作土深20cm）をキャベ

ツ作前後および緑肥播種前（ただし2008年は未採取）

に採取し、pH、全窒素（TN）含量、全炭素（TC）含量

を測定した。また、緑肥すき込み後の可給態窒素含量

をキャベツ定植前の作土について測定した。

キャベツの収量は、周囲に欠株のない連続する5株を

各区3か所で採取し、合計15株について結球重と外葉重

に分けて重量を測定した。緑肥作物の生長量は、すき

込み同日に、各区３か所で、ソルガムでは1×1 mの、

クロタラリアでは0.5×0.5mのコドラート内の緑肥作物

の重量、および茎数と草丈を測定した。作物体と土壌

、 （ 、のTN TC含量はNCアナライザ 住友化学分析センター

スミグラフNC-700）により、土壌の可給態窒素は30℃4

週間の保温静置法により分析した。

緑肥導入が窒素溶脱に及ぼす影響を評価するため、

原則として一雨降水量20mm以上の降雨後に、ポーラス

カップを通じて深さ60 cmから採取した土壌浸透水のNO

（ 、 ）3-N濃度をイオンクロマトグラフ 横河電機 IC-7000

で測定した。2005年9月から2009年5月までの採水回数

は合計85回であった。降水量と蒸発散量（UIZIN、EWL-

2000により計測）を測定し、浸透水量は降水量から蒸

発散量を差し引いて求め、土壌浸透水のNO -N濃度に浸3

透水量を乗じて溶脱量を算出した。

結 果

１ 緑肥作物の生長

表２にすき込み時における緑肥作物の生長量と窒素

。 、 、・炭素保有量を示す 緑肥作物の生長量は ソルガム

クロタラリアとも栽培期間が72日と長かった2006年が

最も大きく、緑肥作物の連用により次第に減少する傾

向であった。ソルガムでは、窒素保有量は2006年：11.1

g-N m 、2007年：12.2 g-N m と同等であったが、生-2 -2

長量が大きく減少した2008年には5.5 g-N m と少なか-2

った。C/N比は2007年が31と比較的低かったが、2006年

と2008年は50以上であった。クロタラリアの窒素保有

量は、2006年は18.8 g-N m と非常に多かったが、20-2

07年、2008年には11 g-N m 程度であった。C/N比は3-2

年間を通じて20前後とソルガムと比べて低かった。

２ キャベツの収量

図１にキャベツの収量を示す。キャベツの収量は、

緑肥導入前の2005年にはすべての区で差は認められな

かった。緑肥導入初年の2006年にはソルガム区、クロ

タラリア区ともに夏季裸地区に比べて低収であった。

特にソルガム区では夏季裸地区と比べて収量指数で85

と低収傾向が大きかった。しかし、緑肥導入2年目は各

区に差はなく、2008年には、ソルガム区では夏季裸地

区より17％多く、また、クロタラリア区では化学肥料

を2 g-N m 削減したにもかかわらず、キャベツの収量-2

は夏季裸地区より9％多かった。

３ キャベツの窒素吸収と窒素収支

キャベツの窒素吸収量を収穫物（結球）と残渣（外

葉）に分けて図２に示す。施肥窒素量30 g-N m (2008-2

年のクロタラリア区は28 g-N m )に対して、窒素吸収-2

図１ キャベツの収量

※ 2008年のクロタラリァ区のみ窒素基肥を2 g- N m 減肥-2

表２ すき込み時における緑肥作物の生長とC、N保有量
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図２ キャベツの窒素吸収量

図３ 余剰窒素量の推移

量は、ソルガム区：29～45 g-N m 、クロタラリア区-2

、 、：25～41 g-N m 夏季裸地区：26～38 g-N m であり-2 -2

すべての区で施肥窒素量と同等かそれ以上の窒素吸収

が認められた。また、2008年の窒素吸収量は2005年～

2007年に比べて多かった。窒素吸収のうち、収穫物に

吸収された窒素は、ソルガム区：12～31 g-N m 、クロ-2

タラリア区：12～29 g-N m 、夏季裸地区：12～25 g-N-2

図４ 作土のTC、TN、可給態窒素含量の推移

表３ 作土のTC、TN含量の変化を示す回帰式 のパラメータ＊

m であった。施肥窒素量からこれらの窒素吸収量を差-2

し引いたものが余剰窒素量となる。図３に余剰窒素量

の推移を示す。ここで、クロタラリアについては窒素

固定分がインプットとして加わるため、余剰窒素の算

出は行わなかった 。ソルガム区の余剰窒素量は、夏季。

裸地区と比べて、2006年にやや多くなったが、2007年

は同等となり、2008年には-1 g-N m と夏季裸地区（5-2

g-N m ）より6 g-N m 小さくなった。-2 -2

４ 土壌のTC、TN、可給態窒素含量およびpHの推移

図４に作土のTC、TN、可給態窒素含量の推移を、ま

た、表３にTC、TN含量の経時的変化を示す回帰式y =
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図５ 月別にみた硝酸態窒素溶脱量の推移

表４ 硝酸態窒素の年間溶脱量

x + のパラメータを示す。ここで、y:TC、TN含量（ga b

kg 、x:2005年9月5日を0年とする経過年数である。-1）

TC含量は、夏季裸地区では、年0.145 g kg の割合-1

で減少したが（p<0.01 、両緑肥区ではその減少傾向が）

抑えられた。TNについても、ほぼ同様に全区ともに減

少傾向にあったが、夏季裸地区より両緑肥区の方が減

少の程度は小さかった。緑肥すき込み後、キャベツ定

植前の可給態窒素含量は、夏季裸地区では毎年減少し

た。一方、緑肥区では2006年、2007年にはその減少は

。 、 、抑えられた 2008年には 両緑肥区ともに減少したが

夏季裸地区よりは高い値を示した。作土のpHは、ソル

ガム区とクロタラリア区で5.9～6.4、夏季裸地区で5.9

～ 6.2とほぼ同程度の微酸性で推移した。夏季裸地区

よりは高い値を示した。作土のpHは、ソルガム区とク

ロタラリア区で5.9～6.4、夏季裸地区で5.9～6.2とほ

ぼ同程度の微酸性で推移した。

５ 緑肥作物導入による硝酸態窒素溶脱抑制

深さ60 cmに浸透したNO -Nの量を溶脱量と見なして3

図５に示した。また、年別に集計した溶脱量を表４に

示した。緑肥栽培期間およびすき込み後1か月間は、概

ね両緑肥区のNO -N溶脱量が夏季裸地区より少なかっ3

た。この傾向は特にソルガム区では安定していた。年

間のNO -N溶脱量は夏季裸地区では2006年～2008年の平3

均値で46.9 g-N m であったのに対し、ソルガム区で-2

37.8 g-N m で夏季裸地区と比べて9.1 g-N m の削減-2 -2

となり、クロタラリア区では40.5 g-N m で同じく6.4-2

g-N m の削減となった。-2

考 察

１ ソルガムとクロタラリアの特性の比較

（ ）、ソルガムとクロタラリアの生長を比較すると 表１

ソルガムの方が、生長量は大きいものの、窒素含有率

は10 g-N kg 前後と低く、C/N比は30～50と大きい。-1

ソルガム導入初年にキャベツの収量が夏季裸地区と比

べて低収となる傾向が認められていることは、すき込

み後の土壌中での分解が遅く 、腐熟期間を十分にと6）

らなければ土壌窒素の取り込みにより窒素飢餓を起こ

す おそれがあることを示唆している。逆に、図４、4）

表３のように、土壌のTC、TN含量の低下を抑制する効

果はクロタラリアより大きく、長期的な土壌肥沃度維

持に有効と考えられる。

、 、 、一方 マメ科のクロタラリアは 窒素固定能を有し

窒素含有率は20g-N kg 以上と高く、C/N比は20前後と-1

小さい特徴を有している。栽培期間が72日と長かった

2006年においてもクロタラリアのC/N比は21であり、栽

培が長期に及んでもイネ科のソルガムのようにC/N比が

愛知県農業総合試験場研究報告第42号
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高まる傾向は小さいと言えよう。すき込まれる窒素量

は、平均的にはクロタラリアの方がやや多く、すき込

み後第1作期間に有効化する窒素量も多い ので、短期6）

的な肥料効果はソルガムより大きいと考えられる。

２ キャベツの収量に及ぼす緑肥の効果

緑肥がキャベツの収量に及ぼす効果については、緑

肥導入初年に夏季裸地区と比べてソルガム区で低収と

なったが、その後のキャベツ収量は夏季裸地区と比べ

て増収傾向に転じていることから、緑肥の養分供給効

果は連用に伴って現れたものと考えられる。特に2008年

には、夏季裸地区と比べて、ソルガム区で17％の多収

となり、クロタラリア区では2 g-N m の減肥を行って-2

も9％の多収となったことから（図１ 、連用に伴い窒）

素発現効果は安定に向かうと推測される。すき込み時

、 、の緑肥作物の窒素保有量は ソルガムで6～12 g-N m-2

。 、クロタラリアで11～18 g-N m であった すき込み後-2

キャベツ定植前の1か月間を緑肥の腐熟期間にあてた

が、ライシメータにおける試験 では、土壌、緑肥作8）

物の生長状況等が本研究とは異なるものの、マメ科緑

肥のクロタラリアとセスバニアではすき込み後1ヶ月間

に緑肥由来窒素の無機化が進むのに対して、イネ科の

ソルガムとギニアグラスでは、それがほとんど認めら

れていない。さらに、すき込み後1年間を通して有効化

する緑肥由来窒素は、いずれの緑肥作物も5割以下であ

った。

、 、すなわち キャベツに対する緑肥の肥料代替効果は
-2両緑肥ともすき込んだ窒素量ほどではなく、数g-N m

相当になると見込まれる。今後、連用による窒素有効

化量の変化などをさらに検討する必要があろう。

本研究では、クロタラリア区の3年目以外は、キャベ

ツ作において窒素減肥を行っていないが、余剰窒素量

（ 、 ）、は夏季裸地区と比べてしだいに少なくなり 図２ ３

窒素溶脱量も削減できる（図５、表４）ことから、キ

、ャベツ収量低下のおそれのある過度な減肥は必要なく

キャベツの場合は施肥基準30 g-N m の1割程度の減肥-2

、 。で 窒素収支の改善と増収の両立が可能と考えられる

３ 緑肥導入による土壌窒素肥沃度の維持

図４のように、夏季裸地区においては土壌中の炭素

含量、窒素含量が大きく減少した。夏季裸地区におけ

るこのような作土のTC、TN含量の減少は、裸地状態の

畑土壌では有機物の分解に伴う土壌窒素の消耗が速い

ことを示唆している。また、表４で示したNO -N溶脱量3

は、余剰窒素量（図３）を大きく上回っており、これ

は土壌窒素の無機化の寄与が大きいこと を示唆す7,8）

る。両緑肥区、特にソルガム区では、これらの減少程

度を抑制する効果が認められた（図４、表３ 。）

本研究では2005年以来、キャベツ年1作の作付けを継

続しており、年間の窒素投入量は30 g m y に過ぎな-2 -1

い。キャベツの窒素吸収量も投入量に見合うほど多い

ことから、溶脱する窒素の多くが土壌由来の窒素であ

ると考えられる。緑肥作物の生長がしだいに減少する

傾向（表２）も、年1作で余剰窒素量がそれほど多くな

いことに加えて、下層土も含めたこのような土壌窒素

の減少に起因する可能性がある。したがって、露地野

菜畑では、土壌窒素肥沃度を維持するために、なんら

かの有機物供給が必要である。本研究においては、ソ
-2ルガムとクロタラリアにより、それぞれ、300 g- C m

y 以上、200 g-C m y 弱程度の炭素が固定され、窒-1 -2 -1

素については、裸地状態では溶脱されうるNO -Nのうち3

10 g-N m y 前後を回収して作土に戻す効果があると-2 -1

評価される。その結果、土壌のTC、TN含量の減少傾向

が抑制された。すなわち、緑肥の導入は、土壌窒素肥

沃度を維持し、同時に地球温暖化を緩和する土壌管理

技術としても有効な技術の一つと言えよう。

４ 窒素溶脱抑制効果

、緑肥作物を秋冬キャベツ休閑期に導入することにより

NO -N溶脱量は、夏季裸地区と比べて、2006年～2008年3

の平均でソルガムでは9.1 g-N m y 、削減できた。-2 -1

この値は、キャベツ作の平均余剰窒素量に匹敵した。

窒素固定によるインプットのあるクロタラリアにおい

てもNO -N溶脱低減量は6.4 g-N m y と明らかに認め3
-2 -1

られた。すなわち、緑肥作物導入による窒素溶脱抑制

効果は極めて優れていると言えよう。

このように窒素収支が改善できることから、秋冬野

菜を生産する畑において、夏季に緑肥作物を組み合わ

せる二毛作は、野菜の生産性維持・向上に加えて環境

保全面でも有効な技術と評価できる。
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