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１４ その他参考資料

２） 堆肥の肥料効果について
堆肥の効果は土壌の物理性改善、微生物の多様化、緩衝能や肥沃度の向上など様々です。堆肥

施用量は通常１～４t/10aとされていますが、その中には肥料成分が多く含まれています。いろい

ろな堆肥を上手に活用するには、肥料効果を把握して施用方法に役立てることが大切です。

（１）堆肥分析結果の見方
家畜糞入り堆肥の分析項目毎の平均値と一般的な見方は以下のとおりです。

分析項目 全国平均* 県平均** 分析項目の見方

水分（％） 45.5 59.0
水分65～70％で堆肥化がよく進み、70%以上だと発酵不足が懸念
される。一般的には50%程度が取扱いやすく、市販の袋詰めは
30％程度である。

炭素率
（Ｃ／Ｎ比）

16.5 21.4

全炭素（％） 38 46.1

全窒素（％） 2.3 2.2

家畜糞の混合割合が多いほど高くなり、鶏糞、豚糞、牛糞の順に
窒素含量が増加する。窒素肥効は速効の無機態成分、緩効の有
機態成分の割合や腐熟度によってきまる。一般的には、全窒素の
10～30％が施用年に有効化する。推奨基準は1%以上。

リン酸（Ｐ２Ｏ５ ％） 2.4 2.2
推奨基準は1%以上でリン酸含量の60～70％が有効化する。一般
的な牛糞堆肥であれば現物1t（リン酸含量1%）で6kgのリン酸肥料
としての代替が期待できる。

カリ（Ｋ２Ｏ ％） 3.2 3.9
推奨基準は1%以上でカリ含量の80～90％が有効化する。一般的
な牛糞堆肥であれば現物1t（カリ含量1%）で8kgのカリ肥料としての
代替が期待できる。

苦土（ＭｇＯ ％） 1.7 -
一般的な含有量は牛糞堆肥１～1.5％、豚糞堆肥1.5～２％、鶏糞
堆肥1.2～1.6％であり、種類によって大きな差はない。

石灰（ＣａＯ ％） 4.4 -
一般的な含有量は牛糞堆肥３～４％、豚糞堆肥５～６％、鶏糞堆
肥15～19％であり種類によって差が大きい。

ｐH（水素イオン濃度） 8.6 9.0 一般的な堆肥のｐHは８～９であり、8.5以下を推奨値としている。

灰分（％） 28.0 -
無機成分のほとんどが含まれ一般的には20～35％である。腐熟
化に伴って徐々に増加する。

銅(mg/kg) 52 -

家畜糞の種類によって含量が異なり、牛糞堆肥20～90mg/kg、豚
糞堆肥100～400mg/kg、鶏糞堆肥40～80mg/kgの範囲が一般的
である。土壌汚染防止法における環境基準として、水田土壌の銅
濃度125mg/kg以下の基準がある。銅含量の高い資材は多量連用
に注意が必要となる。

亜鉛(mg/kg) 206 -

家畜糞の種類によって含量が異なり、牛糞堆肥100～300mg/kg、
豚糞堆肥400～1000mg/kg、鶏糞堆肥300～500mg/kgの範囲が一
般的である。農用地における管理基準として、土壌中亜鉛濃度
120mg/kg以下の基準がある。亜鉛含量の高い資材は多量連用に
注意が必要となる。堆肥施用の影響例としては、堆肥亜鉛濃度
800mg/kgを現物２ｔ施用で1年に土壌亜鉛含量が4mg/kgずつ増加
することが見込まれる。

EC（電気伝導度 ｍS） 2.9 2.5
５mS以下を推奨値としている。家畜糞尿が多く含まれるほどカリ等
が多くなるのでECが高くなる。ECが高い資材は多量施用による濃
度障害に注意が必要となる。

*)堆肥診断システム（畜産環境技術研究所）における乳用牛で機械攪拌方式による乾物あたりの堆肥データ
**)鳥取県堆肥共励会（H13～16）における乾物あたりの堆肥データ

堆肥分析結果の見方

炭素率は堆肥の分解のしやすさと窒素肥効の目安となる。30以下
で分解しやすく窒素の放出が見込まれ、20以下だと窒素肥効が高
くなる。30～100では有機物の蓄積効果が大きく、窒素は取り込み
が見込まれる。原料の炭素率は鶏糞6、豚糞11、牛糞16、稲わら７
０、バーク200、おがくず400であり、おがくずやバークが多いほど炭
素の割合が多くなる。腐熟化の進行とともに炭素率は徐々に低下
する。
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（２）堆肥の窒素肥効

①堆肥からの窒素発現の考え方

堆肥中の窒素成分は、その分解のしやすさに着目すると次の３種類の成分が含まれています。

まず一つは、すでに分解されて無機態となっている成分です。化成肥料と同じアンモニア態や硝酸

態なので速効的な肥効が期待できます。

二つめは分解されやすい有機態成分で、菜

種油粕のような有機質肥料と類似した窒素肥

効が期待できます。豚糞や鶏糞入り堆肥には

比較的多く、牛糞入り堆肥には少ないのが一

般的ですが、その割合は１％程度から２０％

以上と様々です。

三つめは非常にゆっくり分解する成分で、

数年かけて徐々に分解して少しずつ窒素肥効

が現れます。堆肥中窒素の大部分がこのゆっ

くり効く成分となっています。

牛糞堆肥２ｔ（全窒素含量２％）を施用し

た場合を例に、窒素無機化の様子についてみ

てみましょう。

無機態成分は全窒素の一割とすると、２ｔ

で窒素４ｋｇが速効成分です。これは化成肥

料の燐硝安カリ（N16%）25kg分に相当し、同

じ肥効が期待できます。ゆっくり効く有機態

成分は全窒素の約３割とすると、11kgが徐々

に無機化します。これは有機質肥料の菜種油

粕（N５％で６割が無機化）360kgとほぼ同じ

肥効が期待できます。

堆肥は窒素を無機化して放出すると同時に、

まわりの窒素を有機化して取り込んでいます。

取り込み量は、おがくずやバークの混合割合

が多いほど、また未熟なほど多いとされてい

ます。実際の窒素肥効はこれらの合計によっ

て決まります。取り込み量を3kg程度とすると、１年間に窒素12kg程度が無機化してそれに相当する肥

効が期待できます。

分解しにくい成分は徐々に分解しやすい成分へと変化していき、次の年に無機化して肥効を現しま

す。次年度以降は残った成分が同様に無機化・有機化を繰り返します。連用の場合はこの過程が何重

にも重なってくるので複雑になりますが、長い目で見ると一定の肥効となるように落ち着きます。

②堆肥の種類と窒素肥効

県内の主要な堆肥の窒素肥効につい

て分類すると、表１、２のようになり

ます。堆肥Ａ、Ｂは速効的な無機態成

分が多く、分解しやすい有機態成分も

多いので窒素肥料的な性格が強い堆肥

と言えます。この特性は豚糞や鶏糞が

入っていることに由来しています。使

用にあたっては、堆肥施用量に応じて

窒素肥料を削減することが必要です。

図１ 堆肥からの窒素無機化のイメージ

（牛糞堆肥 2t/10aの例）

表１ 県内堆肥の窒素含量と利用特性（新しい技術31集：平成6年）

A 豚糞入り籾殻堆肥 3.7 9.5 18.6 4.3
B 牛糞豚糞鶏糞入りおがくず堆肥 2.3 15.9 17.7 10.4
C 牛糞豚糞入りおがくず堆肥 1.3 15.3 -4.4 -0.8
D 牛糞入りおがくず堆肥 1.4 24.9 0.1 11.5
E 鶏糞入り樹皮堆肥 2.1 0.2 0.6 1.1
F 豚糞入り樹皮堆肥 2.2 6.1 8.2 1.6
G 樹皮堆肥 2.0 0.1 -1.4 -2.4
H 樹皮堆肥 0.9 0.2 -3.8 -4.8
I 山野草堆肥 1.8 0.1 -2.9 0.3

＊）30℃、6週間培養による無機化割合 ＊＊）ハツカダイコンによる幼植物試験結果

有機態窒素の
無機化率（％）＊

堆肥窒素の利
用率（％）＊＊

無機態窒素
の割合（％）

堆肥名 堆肥の種類
全窒素量
（％）
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堆肥Ｄは速効性の無機態成分は多いも

の、分解しやすい有機態成分は少なく肥

効のほとんどは含有する無機態成分で

す。

堆肥Ｉは無機態成分、有機態成分共に

少なく、窒素肥効はほとんど現れません。

連用によって少しずつ肥効が多くなって

きます。

堆肥ＧやＨは無機態成分が少なく、窒

素を取り込む有機化がゆっくり続きま

す。有機物の分解が遅いので、土壌物理

性の改善に向く資材です。果樹園では窒

素肥効の促進より、根群伸長促進や活力維持のための改善が重要であるので、堆肥Ｉも含めて土づく

りに向く資材と言えます。

③ 窒素無機化量の予測

窒素の無機化は、温度が高いほど微生物活性が高いため早く進みます。従って、温度条件がわかれ

ば、いつの時期にどれくらいの無機化が起こるか数値化して予測することができます。代表的な堆肥

についての予測結果は図２のようです。

分類 窒素肥効 施用上の留意点

分解速やか
A
B

○現物1tあたり1kgの無機態窒素を含む
○有機窒素から1～2kgが無機化する
○連用により窒素吸収増加が大きい

○肥料的な性格が強い
○窒素肥沃度向上に有効
○窒素要求量の多い作物には施肥
窒素の削減が必要

分解ゆっくり
F
D

○現物1tあたり1kgの無機態窒素を含む
○有機窒素の無機化は期待できない
○連用により窒素吸収増加は中程度

○窒素肥沃度向上に有効
○おがくずの含有量や腐熟程度に
よって品質格差大

分解やや遅い
E
I

○見かけ上の窒素放出・取り込みはな
い ○連
用により緩やかに放出型に移行する

○単年による影響は少ない
○効果発現には連用が必要

分解ゆっくり
C
G
H

○堆肥からの窒素放出はない
○短期的には窒素を取り込む
○有機物の集積が大きい

○排水不良の物理性改善に役立つ
○窒素要求量の多い作物には窒素
の増施が必要

窒
素
放
出
型

窒
素
取
り
込
み
型

窒素供給特性

牛糞堆肥 2t/10a 
無機化量 6.7kg

バーク堆肥 2t/10a
無機化量 -11.4kg

牛糞堆肥秋施用 2t/10a
無機化量 5.2kg

鶏糞堆肥200kg/10a
無機化量 3.0kg

豚糞堆肥 1t/10a 
無機化量 5.1kg

図２ 堆肥からの窒素無機化予測の例
（窒素無機化予測ソフト「施肥名人」による

予測結果）
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牛糞堆肥２ｔ（N1.4%）を春施用した場合、施用直後に無機態成分１kgが溶出し、４～６月まで一月

あたり1kgの窒素が徐々に無機化して全窒素量の34%％にあたる約7kgが有効化します。

豚糞堆肥１ｔ（N2.7%）は、施用直後に2.2kgが溶出し、４月までは一時的に窒素を取り込み、５～

７月には一月あたり0.7kgの窒素が無機化します。合計の無機化量は5.1kgで全窒素量の19%が有効化す

ると予想されます。

鶏糞堆肥200kg（N3.6%）は、施用直後の短期間に1.6kgが溶出し、夏期まで一月あたり0.2～0.4kgの

窒素が無機化します。合計の無機化量は3.0kgと予測されます。

バーク堆肥２ｔ（N1.4%）は、施用直後にわずか0.5kgが溶出し、その後は夏期まで一月あたり１～

２kgの窒素の取り込みが続きます。合計の無機化量はマイナスとなり11kgが取り込まれます。なお、

連用した場合は、数年後には全体として取り込み量が減少してわずかな放出へと変化していくことに

なります。

通常、果樹では有機物の秋施用が一般的です。秋に牛糞豚糞鶏糞混合堆肥２ｔ（N1.9%）を施用した

場合は、施用直後の1か月間に無機態成分３kgが溶出し、年内に４kgが有効化すると予測されます。翌

年は春から夏にかけて１kg程度が有効化し、合計5kgの無機化が見込まれます。

これらは温度条件に基づいた各種堆肥の窒素無機化予測の例です。実際は水分や空気等の温度以外

の条件が加わったり、個々の堆肥の腐熟度や成分差があるので注意が必要です。

（３） リン酸とカリの肥効

堆肥中にはリン酸やカリも豊富に含まれています。表３は堆肥毎の肥料代替量の目安を示したもの

です。

リン酸は成分含

量の６～７割の肥

効が期待できると

されます。一般的

な牛糞であれば１

ｔの施用で６ｋｇのリン酸肥効が期待できることになります。また、カリは成分含量のほとんどにあ

たる８～９割の肥効が期待できるとされ、１ｔの施用で８ｋｇ程度のカリ肥効が期待できます。

樹園地では、稲わらや山野草の持込みが多くありますが、稲わらなら500kgで７～８kgのカリ供給が

見込まれます。樹園地の土壌診断結果をみると、置換性カリ含量がかなり豊富にあることが指摘され

ています。有機物や堆肥からの供給も一因と考えられます。園内に堆肥等を多く持ち込んだ場合は、

カリの減肥を考慮する必要があります。

以上、堆肥の肥効について述べました。果樹栽培の施肥改善にあたっては、これらの一般的な肥効

特性に加えて、肥効がどのように現れているかについて、生育の状況をよく観察して評価しながら調

整することが大切です。

窒素 リン酸 カリ 窒素 リン酸 カリ 窒素 リン酸 カリ
発酵鶏糞 3 5 4 50 60 80 15 30 32
豚糞堆肥 1 2 1 30 60 80 3 12 8
牛糞堆肥 1 1 1 30 60 80 3 6 8

種類
１ｔ施用時の肥料代替量(kg)

表３ 家畜糞堆肥の肥効率と肥料代替量の目安
成分含量(現物%) 肥効率(%)
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１４ その他参考資料

３）土壌化学性診断結果の活用

近年の土壌診断事例をいくつか示しました。診断結果の見方、処方箋作成の着眼点等、診断結

果活用の参考にしてください。

＜事例１＞
施設トマト栽培を弓浜砂畑ほ場（砂丘未熟土）で20年以上行っている。栽培上は大きな問題は認

められないが、土壌養分の富化の進行が懸念されている。土壌化学性の分析結果を参考に肥料コ

ストの低減と適切な施肥管理に向けて施肥改善を行いたい。

（１）栽培概要：1～8月はトマト、9～12月はコマツナ等をハウス栽培

有機石灰(CaO36%)を200kg/10a、リン酸質資材（P2O5 17%）を30kg/10a

貝化石（水溶性MgO20%)を70kg/10aを20年間近く連用

（２）土壌分析結果

ｐH、ECが高く、交換性石灰は基準値の4倍以上、苦土含量も基準値の4倍以上と極めて高い。

有効態リン酸も基準値（20～100）の3倍以上あり過剰気味である。

（３）施肥改善の方法

永年の施肥によって、石灰、苦土、リン酸が土壌にかなり蓄積しているので、減肥の目安を示

すとともに、削減実証を行いながらコスト削減を図るように勧めます。

石灰質資材は、pHも高いので当面無施用とするか、現行の資材を20～40kg/10aにするなど最小

限に止めて減肥します。苦土質資材とリン酸質資材は、過剰気味であるので当面無施用とするよ

うに提案します。なお、ECが高いのは、石灰、苦土等の交換性塩基含量が多く、塩基飽和度も基

準値の4倍以上あるためと考えらます。また、残存窒素も考えられるので別途硝酸態窒素を測定し

て確認します。

施肥改善に向けて、土壌診断結果を説明して実施可能な改善案を提示し理解を図ります。まず、

栽培者の納得できる改善から始め、実証比較に取り組むなどの対応が大切です。なおその際には、

栽培期間中に巡回し、よく観察を行うとともに、栽培後は結果を示しながら一緒に検討して理解

に努めます。

１～２作後では土壌化学性に大きな変化はないので、ないのを確認することも含めて、２～３

年後に再度土壌診断して改善効果を確認します。

低 高 単位
pH(H2O) 6.8 6.0 6.5

電気伝導度 EC 1.20 上限値→ 0.30 mS/cm

石灰 CaO 828 144 193 mg/土100g

苦土 MgO 104 17 26 mg/土100g

カリ K2O 16 12 28 mg/土100g

苦土カリ比 6.5 0.4 2.1

リン酸 P2O5 371.0 20.0 100.0 mg/土100g

硝酸態窒素 NO3-N 上限値→ 4.0 mg/土100g

陽イオン交換容量 CEC 8.6 － － meq

ケイ酸 SiO2 － － mg/土100g

腐植含量 1.1 － － %

石灰飽和度 343.9 60.0 80.0 %

苦土飽和度 60.5 10.0 15.0 %

カリ飽和度 4.0 3.0 7.0 %

塩基飽和度 408.3 70.0 100.0 %

適正範囲
結果項目

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

pH

NO3-N

P2O5

K2O

CaO

MgO

分析値 適正(低) 適正(高)
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＜事例２＞
八頭町郡家地区（褐色森林土）で二十世紀ナシを永年栽培している。これまで表層にリン酸が

が蓄積傾向にあるのがわかっているが、特に対応は実施していない。肥料コスト低減のためにも

土壌診断に基づいて適切な減肥を実施したい。表層と（0～20cm）と次層（20～40cm）の２層に分

けて土壌化学性診断を行った。なお、CECの分析は行っていないので代替値を設定して診断する。

（１）栽培概要：施肥は地区の施肥設計に準じて施用してきた。石灰質資材はセルカを200kg/10a

リン酸質・苦土質資材は、苦土重焼燐を60kg/10a、稲わらを800kgを夏期にマルチ

し秋に深耕穴に混ぜ込んでいる。

（２）土壌分析結果

ｐHは比較的低いが交換性石灰は、深さ20cmまで基準値の2倍程度ある。有効態リン酸も深さ40c

mまで基準値の2倍程度ある。カリは適正基準値の3倍近くあり、稲わらからのカリ供給による影響

と考えられる。なお、CECは土壌図から土壌統群を礫質褐色森林土として、近隣の分析結果を参考

にしながら、本県の代表値19を代替値として診断した。

表層（0～20cm)

表層（0～20cm)

次層（20～40cm)

土壌図

（３）施肥改善の方法

土壌分析結果を説明するとともに、改善に沿った資材案を示して実施を勧めます。石灰質資材

は、石灰含量は多いがpHが低めなので現行の資材を半量の100kgに減肥します。リン酸質資材は、

深さ40cmまで高いので当面無施用とします。苦土は基準値内にあるので現行量を施用します。ま

た、カリは適正基準値の3倍近くありますが、有機物施用を確保するため、稲わらマルチは継続実

施として、施肥カリを低カリ成分に替えます。

果樹は短期間での大きな変化は見込めないので、今回の診断結果を記録し、次回の診断（３～

５年後）で変化の方向と改善効果を確認します。

pH

NO3-N

P2O5

K2O

CaO

MgO

分析値 適正(低) 適正(高)

pH

NO3-N

P2O5

K2O

CaO

MgO

分析値 適正(低) 適正(高)
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＜事例３＞
倉吉市大沢（黒ボク土）で飼料用トウモロコシを栽培している。牛ふん堆肥を多用しているの

で土壌診断を実施して土壌養分の実態を把握するとともに、低コストで適切な資材を施用したい。

（１）栽培概要：牛ふん堆肥8t/10aを3～4月に施用耕耘して、無肥料で4年間栽培してきた。

ほ場に堆肥を堆積していた箇所は生育不良が認められている。

（２）土壌分析結果

ｐHは比較的低く交換性石灰、苦土は基準値以下で不足している。交換性カリは基準の2倍程度

と高く、有効態リン酸も基準の3倍程度とかなり蓄積している。平均的な牛糞堆肥現物８tに含ま

れる肥料成分はリン酸、カリが80kg程度であり、リン酸は48kg（肥効率60%）、カリは64kg（肥効

率80%）とかなり多く投入されている。このことが交換性カリと有効態リン酸の蓄積に影響してい

ると考えられる。部分的な生育不良は、カリ過剰による石灰や苦土の吸収抑制も一因と推察され

る。

（３）施肥改善の方法

塩基バランスが不均衡になっているので、適正供給には石灰と苦土を施用して改善を図ること

が必要なことをグラフ等を用いて説明します。堆肥中の石灰、苦土は40kg程度ですが、黒ボク土

に必要量の多い石灰と苦土は堆肥だけでは不足しているので、改良資材として苦土石灰を追加施

用する必要があります。一度に基準値まで改良するにはコストがかかるので、改良必要量の半量

（150kg程度）を目安に、２～３年かかって改善する

ことを勧めます。改善を実施したほ場は、生育不良

が改善されたかどうかを巡回時に観察して記録しま

す。また、３年後にもう一度土壌診断して、改善方

向を確認します。

収量確保には堆肥からの窒素供給の影響が大きい

と考えられます。窒素については、連用によってほ

ぼ必要量が供給されていると予想されます。当面、

自給の堆肥を有効活用して養分補給を行っていくの

が最も低コストなので、堆肥分析を実施して各養分

の供給量を把握して不足分を追加するように改善す

ることが必要です。 図 飼料用トウモロコシの施肥の組み立て

分析デ タ

低 高
pH(H2O) 5.2 5.5 6.5

電気伝導度 EC 0.05 上限値→ 0.15

石灰 CaO 313 414 622

苦土 MgO 21 37 148

カリ K2O 126 35 87

苦土カリ比 0.2 0.4 4.3

リン酸 P2O5 140.0 10.0 50.0

硝酸態窒素 NO3-N 上限値→ 2.5
陽イオン交換容量 CEC 37.0 － －

ケイ酸 SiO2 － －

腐植含量 － －

石灰飽和度 30.2 40.0 60.0

苦土飽和度 2.8 5.0 20.0

カリ飽和度 7.2 2.0 5.0

塩基飽和度 40.3 47.0 85.0

適正範囲
結果項目

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

pH

NO3-N

P2O5

K2O

CaO

MgO

分析値 適正(低) 適正(高)

 

土壌改良に必要な成分の目安 （kg/10a）
目標までの
土壌改良

最低限の
土壌改良

石灰 CaO 144 71 305 kg/10a
苦土 MgO 50 11 200 kg/10a

成分名

硫酸マグネシウム

炭カル

目標までの土壌改良 資材施用の一例

倉吉地区 T 予想窒素吸収量 16.3 kg 予想乾物収量2324 kg

0

1

2

3

4

5

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

窒
素
量
(k
g/
1
0
a)

土壌窒素量 堆肥窒素量 施肥窒素 目標窒素量
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１４ その他参考資料

４）鳥取県土壌診断指針

５）土壌診断に基づく減肥の目安

（１）水稲

鳥取県土壌診断指針

非火山灰土

砂～壌質 粘質 砂～壌質 粘質 砂～壌質 粘質 砂～壌質 粘質 粘質

作土の厚さ cm

有効根群域の深さ cm

有効根群域の緻密度（山中式） mm

湛水透水性（目減水深） mm/day - -

有効根群域の透水性 cm/sec 10-3

地下水位 cm

作土の粗孔隙
(PF 1.5気相)

% 15以上

有効根群域の粗孔隙
(PF 1.5気相)

% 10以上 10以上 15以上 20以上 15以上 20以上

PH（H2O）※1

8以上 12以上 15以上 8以上 12以上 25以上 8以上 12以上 25以上 8以上 12以上 25以上 12以上 25以上

石灰飽和度 （EX-Ca） %

苦土飽和度 （EX-Mg） %

加里飽和度 （EX-K） %

全塩基飽和度 (Ca+Mg+K) %

Ca/Mg (当量比)

Mg/K (当量比)

有効態リン酸含有量 (P2O5)
※2 mg/100g 20～40 10～30 10～30

有効態ケイ酸含有量 (SiO2) mg/100g

遊離酸化鉄含有量 (Fe2O3) % 0.8

可給態窒素含有量※3 mg/100g 5～15 5～15

※上記指針は土壌診断の目安であり、この値の域外ならただちに生育異常が見られるものではありません。

-

-

-

(2008.12鳥取県農業試験場)

-

-

-

60～70

10～15

2～5

70～90

3～7

2～6

10～20

70～90

3～7

2～6

20～40

-

60～70

10～15

2～5

100以上

20以下

-

-

-

-

-

-

3～7

2～6

20～40

5以上

60～70

10～15

2～5

70～90

10～20

1.5

60～70

10～15

2～5

70～90

3～7

2～6

10～30

10～20

3～7

2～6

10～30

20

50～70

10～15

2～5

70～90

20以上

20以下

50以上

25～30

10-3～10-4

25～30

60以上

20以下

-

-

-

-

15以上

50以上

20以下

20～30

陽イオン交換容量 （C.E.C） me.

5.5～6.5 6.0～6.5 5.5～6.56.0～6.5 6.0～6.5

20以上

50以上

20以下

-

10-3～10-4

60以上 100以上 100以上 100以上

※3 土壌を湛水状態（水田）または畑状態（畑）で30℃ 4週間培養した場合のアンモニア態窒素生成量

非火山灰土

※1 栽培作物によって異なる

※2 トルオーグ法

診断項目

水田

非火山灰土

転換畑

非火山灰土

非かんがい期60以上

火山灰土
（黒ボク）

火山灰土
（黒ボク）

火山灰土
（黒ボク）

火山灰土
（黒ボク）

火山灰土
（黒ボク）

樹園地

非火山灰土

草地普通畑

15以上

10以上

10-3以下10-4

20以上

15以上
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（２）野菜・果樹

対象作物
トルオーグリン酸
含量（mg/100g）

リン酸施用法 備考

30未満 土壌改良材は標準または5割増施用、施肥リン酸は標準施用
30～75 土壌改良材は半量、施肥リン酸は標準施用
75～120 土壌改良材は無施用、施肥リン酸は半量施用
120以上 土壌改良材、施肥リン酸ともに無施用
20未満 土壌改良材は標準または5割増施用、施肥リン酸は標準施用
20～50 土壌改良材は半量、施肥リン酸は標準施用
50～100 土壌改良材は無施用、施肥リン酸は半量施用
100以上 土壌改良材、施肥リン酸ともに無施用
10未満 土壌改良材は標準または5割増施用、施肥リン酸は標準施用
10～40 土壌改良材は半量、施肥リン酸は標準施用
40～70 土壌改良材は無施用、施肥リン酸は半量施用
70以上 土壌改良材、施肥リン酸ともに無施用
10未満 土壌改良材は標準または5割増施用、施肥リン酸は標準施用
10～30 土壌改良材は半量、施肥リン酸は標準施用
30～50 土壌改良材は無施用、施肥リン酸は半量施用
50以上 土壌改良材、施肥リン酸ともに無施用

果樹Ⅰ

果樹Ⅱ

ナシ、ブド
ウ、カキ

表 土壌診断による有効態リン酸含量に基づく減肥の目安

スイカ、ト
マト、ブ
ロッコリー

白ねぎ、
ラッキョ
ウ、ナガイ
モ

野菜Ⅰ

野菜Ⅱ

対象作物 カリ飽和度（％） カリ肥料施用法 備考
4＞ 施肥カリは標準施用または5割増施用
4～10 施肥カリは標準施用
10＜ 施肥カリは無施用
3＞ 施肥カリは標準施用または5割増施用
3～7 施肥カリは標準施用
7＜ 施肥カリは無施用
3＞ 施肥カリは標準施用または5割増施用
3～7 施肥カリは標準施用
7＜ 施肥カリは無施用
2＞ 施肥カリは標準施用または5割増施用
2～5 施肥カリは標準施用
5＜ 施肥カリは無施用

ナシ、ブド
ウ、カキ

表 肥料コスト低減に向けた交換性カリ飽和度に基づく減肥の目安（案）

果樹Ⅱ

野菜Ⅰ
スイカ、ト
マト、ブ
ロッコリー

野菜Ⅱ
白ねぎ、
ラッキョ
ウ、ナガイ

果樹Ⅰ
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６）全農式試薬一覧表

＜役立つ表計算ファイル等＞

（１）土壌化学性診断集計シート（土壌診断プログラム鳥取版のCSVデータファイル）

（２）土壌物理性診断計算シート

（３）土壌断面調査シート

（４）堆肥データ計算シート

（５）土壌診断プログラム鳥取版（エクセルマクロファイル）

（６）土壌診断一覧表

（７）県内土壌化学性実態

＜参考図書等＞

（１）測定診断室における分析指針、鳥取県農林水産部農業改良課編、1983

（２）現場の土づくり・施肥Q＆A、関東土壌肥料専技会編、1996

（３）土壌診断の方法と活用、藤原ら、農文協、1996

（４）堆肥等有機物分析法、（財）日本土壌協会、2000

（５）土壌・施肥診断ベーシック読本、全農肥料農薬部編、2009

（６）畑土壌可給態窒素の簡易・迅速評価法、(独)農業・食品産業技術研究機構中央農研、2010

測定項目 試薬名 主な内容成分 備 考

CaO、MgO、
K2O、NH4、NO3

抽出試薬 pH4.8塩化ナトリウム・酢酸ナトリウム緩衝液
4倍に希釈して使用。CaO、MgO
ではブランクとしても使用。

発色試薬A オキシキノリンを含むOCPC溶液 要冷蔵

発色試薬B 界面活性剤を含むpH11緩衝液 A:B＝1:10に混合して使用

MgO 発色試薬
界面活性剤、トリエタノールアミンを含むキシリジルブ
ルー溶液

発色試薬A ホルマリン・界面活性剤を含むアルカリ溶液（劇物）

発色試薬B カリボールのアルカリ溶液

抽出試薬 硫酸アンモニウムを含む0.02N硫酸溶液 原液を10倍希釈して使用

発色試薬A
モリブデン酸アンモニウムと酒石酸アンチモニルカリ
ウムを含む硫酸酸性溶液（劇物）

要冷蔵

発色試薬B アスコルビン酸微粉末

発色試薬A ニトロプルシドナトリウムを含むフェノール溶液（毒物）
要冷蔵。廃液は別保存して処
理。

発色試薬B 次亜塩素酸ナトリウムのアルカリ溶液 要冷蔵

還元試薬A pH12.5アンモニア緩衝液 10倍に希釈して使用

還元試薬B 砂状亜鉛 回収して別保存して処理

発色試薬
スルファミルアミドと塩酸エチレンジアミン塩酸酸性溶
液

要冷蔵

腐植 抽出試薬 ピロリン酸ナトリウムアルカリ溶液

発色試薬A モリブデン酸アンモニウム塩酸酸性溶液（劇物） 要冷蔵

発色試薬B 酒石酸溶液

発色試薬C アスコルビン酸微粉末

還元試薬A ハイロドサルファイトナトリウム粉末

還元試薬B 0.2MEDTA溶液

発色試薬
O-フェナントロリンと塩酸ヒドロキシアミン塩酸溶液
（劇物）

Fe2O3

全農式土壌診断試薬一覧

CaO

K2O

有効態P2O5

抽出は中性リン酸緩衝液を使用
（酢酸緩衝液もあるので注意要）

NH4-N

NO3-N

SiO2
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