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用語 よみがな 解説

あ

IPM
（総合的病害虫・雑
草管理）

あいぴーえむ

（そうごうてきびょう
がいちゅう・ざっそう
かんり）

　Integrated Pest Managementの訳語。
　病害虫の発生予察情報等に基づき、耕種的防除(輪作など）、生物的防除
（天敵の利用など）、化学的防除（農薬散布など）、物理的防除（太陽熱利用
消毒など）を組み合わせた防除を実施することにより、病害虫の発生を経済
的被害が生じるレベル以下に抑制し、かつ、その低いレベルを持続させること
を目的とする病害虫管理手法。

い

EC
（電気伝導度）

いーしー

（でんきでんどうど）

　電気の伝わりやすさを示すもので土壌中の水溶性塩類濃度の指標となる。
塩類が水に多く溶けている（ECが高い）と土壌溶液中の浸透圧が高まり、作
物の根から水を吸うことが困難になること等から生育障害が発生する。

　主に土壌中での脱窒（土壌中の硝酸イオン等が微生物の働きにより窒素ガ
ス等に変換され空気中に排出されること）の中間産物、硝化（アンモニア態窒
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一酸化二窒素
（N2O）

  いっさんか
  にちっそ

等 変換さ 気中 排出さ る ） 中間産物、硝 （ 態
素が微生物の働きにより硝酸態窒素に酸化されること）の副産物として排出さ
れる窒素酸化物。亜酸化窒素とも呼ばれる。単位質量あたり、二酸化炭素の
３１０倍の温室効果を持っている（大気へ放出されてから100年間の積算値）。
窒素肥料使用量の低減等を通じて排出を抑制することができる。

え

塩基 えんき
　本検討会では主にカリウム（K）、マグネシウム（Mg）、カルシウム（Ca）など
の水酸化物を指す用語として使用。
　土壌中の塩基の過剰やバランスの乱れは生理障害等を引き起こす。

エコファーマー -
　持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律（持続農業法）に
基づき、土づくりと化学肥料・化学合成農薬の使用低減に一体的に取り組む
計画を立て、都道府県知事の認定を受けた農業者の通称。

塩基バランス えんきばらんす

　土壌に含まれる塩基の比率であり、とりわけカルシウム、マグネシウム、カリ
ウムの三つの成分の比率が重要とされる。地力増進基本指針では、基準値
としてカルシウム：マグネシウム：カリウム＝（65～75）：（20～25）：（2～10）が
示されている。
　マグネシウムが土壌中に十分にあっても、カリウムやカルシウムが過剰に
存在する場合にはマグネシウムの欠乏症状が出るなどの生育障害が発生す
る。る。
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塩類集積 えんるいしゅうせき

　土壌溶液中の塩類（カルシウムイオン、マグネシウムイオン、カリウムイオン
などの陽イオン、硝酸イオン、硫酸イオンなどの陰イオンの総称）濃度が高ま
ることをいう。
　降水量が少なく蒸発量の多い土壌で発生することが多く、我が国では降水
量が多いため塩類集積は起こりにくいが、肥料が多投入されているほ場や雨
による溶脱が少ない施設栽培などでは塩類集積が起こる可能性がある。海
外では、砂漠化の原因の一つとされている。

か

火山灰土壌 かざんばいどじょう

　火山灰を母材とした土壌。火山灰土壌は他の土壌に比べアルミニウム化鉄
の含有量が多く、肥料成分であるリン酸と強く結合するため、リン酸肥料の効
果が持続しない。

カバークロップ -

　土壌侵食防止、雑草抑制、景観の形成などを目的として、農地や畦畔等の
地表面を被覆するために利用される植物。
　レンゲ、クローバーなどのマメ科植物、イタリアンライグラスやライムギ、オオ
ムギなどのイネ科植物などが利用される。

間作 かんさく
　既に栽培している作物の畝間や株間に他の作物を栽培する作付様式。土
壌侵食の抑制や病虫害による被害の軽減などに効果があるが、作物間の養間作 かんさく 壌侵食の抑制や病虫害による被害の軽減などに効果があるが、作物間の養
水分や光の競合による生育抑制を引き起こす場合がある。

き

局所施肥 きょくしょせひ
　肥料を根に利用されやすい位置に集中的に施す施肥方法。
溝施肥、条施肥、深層施肥、水稲における側条施肥などの方法がある。

く

グリーンベルト - 　ほ場からの作土の流出防止のために設置される植生帯。

クロスコンプライアンス -
　ある施策による支払いについて、別の施策によって設けられた要件の達成
を求める手法。交差要件などと和訳される。

黒ボク土壌 くろぼくどじょう

　火山性放出物を母材とし、腐植の集積による黒い表層を持つ土壌。畑地の
約５０％を占める。
　透水性や保水性などの物理性は良好であるが、アルミニウム等の含有量が
多く、肥料成分であるリン酸と強く結合するため、リン酸欠乏が発生しやすい
など化学性に問題がある。
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し

硝酸態窒素 しょうさんせいちっそ

　主要な肥料成分である窒素の存在形態の一つで、硝酸イオン（NO3
-
）の形

で存在する窒素をいう。土壌中では、プラスに荷電しているアンモニア態窒素

（NH4
+
）はマイナスに荷電している土壌粒子に吸着されるため移動しにくい

が、硝酸イオンは移動性が大きく土壌中を下降する水によって溶脱されやす
い。
　化学肥料や家畜ふん尿等を多量に施用した場合、土壌中で多量の硝酸態
窒素が生成し、溶脱して地下水汚染の原因となる。硝酸態窒素を多量に含む
水を摂取すると、血液の酸素運搬能力が低下するメトヘモグロビン血症を引
き起こす場合がある。

食品循環資源 しょくひんじゅんかんしげん

　すべての食品廃棄物のうち肥料・飼料などの原材料になるような有用なも
のを指し、異物を含まないように分別・選別した各種の食品関連廃棄物のこ
と。

心土 しんど

　土壌の最上位を占める作土層の下の層を指し、通常の耕起では撹拌されな
い部分。一般に、作土層に比べて緻密で、有機物は少なく、養分も乏しいが、
養・水分の貯蔵庫としては重要な層であり、その透水性や通気性などが作物
の生育に影響する場合があるの生育に影響する場合がある。

せ

施肥基準 せひきじゅん
　収量の確保、一定の品質の確保等の観点から作毎、地域毎に定められた
標準的な施肥量で、普及指導員やJAが農業者へ指導を行う際の指針となる
もの。

生物農薬 せいぶつのうやく

　病害虫防除や雑草防除に使われる天敵昆虫や微生物。
大別すると、
（１）天敵昆虫（捕食性昆虫、寄生性昆虫などで、捕食性ダニ類も含む）
（２）天敵線虫（昆虫寄生性線虫、微生物捕食性線虫など）
（３）天敵微生物（細菌、糸状菌、ウイルス、原生動物など）
（４）その他生物由来物質（抗生物質、フェロモンなど）
に分類される。

（農薬の）選択性 せんたくせい

　防除したい病害虫や雑草には高い効果を示すが、それ以外の生物には効
かないという、対象によって作用に差があることを選択性があるという。
　選択性のしくみは、防除したい病害虫や雑草に特異的な機能にダメージを
与えることにあり、具体的には昆虫の脱皮時に新たな表皮の形成を阻害する
農薬や、光合成を阻害する除草剤などが開発されている。
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そ

草生栽培 そうせいさいばい
　土壌流亡の防止、有機物の補給を主な目的として果樹園に下草を生やす
樹園地の管理法。イネ科やマメ科の牧草又は自生の雑草等を利用する。

SOX そっくす
　一酸化硫黄（SO）、二酸化硫黄（SO2）、三酸化硫黄（SO3）などの硫黄酸化

物の総称。石油や石炭など硫黄分が含まれる化石燃料を燃焼させることによ
り発生する有毒物質で、大気汚染や酸性雨などの原因の一つとなる。

た

たい肥 たいひ
　わら、もみがら、樹皮、動物の排せつ物その他の動植物質の有機物を堆積
又は撹拌し、腐熟させたものの総称。

団粒構造 だんりゅうこうぞう

　有機物の施用などによって土壌動物や微生物の活動が高まり、その分泌物
が接着剤として働くことで、土壌中に大小の孔隙が発達した構造を団粒構造
という。団粒構造の発達は土壌の保水性、排水性、通気性の改善に寄与す
る。

炭素貯留機能 たんそちょりゅうきのう

土壌が、主に土壌有機物の形態で炭素を保持する能力。
土壌に還元された有機物（枯死植物体やたい肥等有機質資材等）に含まれる
炭素は、微生物による分解によって相当程度が二酸化炭素として大気中に放
出されるが、その一部は再合成されて分解を受けにくい物質（腐植物質等）と
なり、土壌中に長期間貯留される。
土壌中の炭素貯留量は、有機物の投入量や微生物の活性（温度や湿度、土
壌の種類・管理等に依存）等に応じて変動する。
なお、貯留された炭素は、微生物の影響等を受け続けて減少していくことか
ら、土壌中の炭素を一定量に保つには有機物の投入が不可欠（枯死植物体
の平均滞留時間：約１～４年，腐植物質の平均滞留時間：約2,600年）。

ち

地力 ちりょく 　土壌の性質に由来する農地の生産力のこと。
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地下水環境基準 ちかすいかんきょうきじゅん

　環境基本法に定められる水質汚濁に係る環境基準であり、平成１１年から
は新たに硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が追加された（10mg/L）。
　地下水の水質については水質汚濁防止法に基づき、都道府県知事が水質
の汚濁の状況を常時監視し、その結果を環境大臣に報告することとされてい
る。

地力増進法 ちりょくぞうしんほう

　土壌の性質（物理的性質、化学的性質、生物学的性質）に由来する農地の
生産力の維持増進により、農業生産力の増進と農業経営の安定を図ることを
目的とした法律。
（１）農林水産大臣による地力増進基本指針の作成
（２）土壌の性質が不良であると認められる地域を地力増進地域として指定
し、改善のための対策を実施する地力増進地域指定制度
（３）土壌改良資材の表示の基準等を定めた土壌改良資材の表示制度
の三部から構成される。

地力増進基本指針 ちりょくぞうしんきほんししん

　地力増進法に基づき農林水産大臣が定める地力の増進を図るための農業
者及びその組織する団体に対する基本的な指針であり、
（１）土壌の性質の基本的な改善目標
（２）土壌の性質を改善するための資材の施用に関する基本的な事項
（３）耕うん整地その他地力の増進に必要な営農に関する基本的な事項
（４）その他地力の増進に関する重要事項
を定めている。

地力増進作物 ちりょくぞうしんさくもつ
　レンゲ、クローバー、エンバク、ソルゴーなど、すき込み等による土壌の性質
の改善を目的として栽培される作物。

と

特別栽培
（特別栽培農産物）

とくべつさいばい

　土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させるとともに、農業生産に由
来する環境への負荷をできる限り、低減した栽培方法を採用して生産するこ
とを原則とし、
（１）節減対象として定められた農薬の使用回数が５０％以下
（２）化学肥料の窒素成分量が５０％以下
で栽培された農産物。

冬期湛水 とうきたんすい
　冬期の水田に水を張りっぱなしにしておくもので「ふゆみずたんぼ」とも呼ば
れる。
　近年、渡り鳥などの生育場所を提供するなどの効果により注目されている。

な

中干し延期 はかぼしえんき

　水稲栽培において、湛水によって還元状態となった水田土壌中における有
害物質である硫化水素や有機酸の生成を抑えるため、生育中期に落水し、
田面に細かい亀裂が現れるまで土壌を干す水管理を中干しという。
　中干し延期とは、水田に生息する小動物等を保全を目的として、中干し開始
時期を遅らせることをいう。
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の

NOX のっくす
　一酸化窒素 (NO)、二酸化窒素 (NO2)、一酸化二窒素(N2O) などの窒素酸化

物の総称。自動車の排気ガスなどが主な発生源であり、光化学スモッグや酸
性雨などを引き起こす大気汚染原因物質である。

農業環境規範 のうぎょうかんきょうきはん

　農業者が環境保全に向けて最低限取り組むべき事項として定められた規
範。チェックシートにより農業者が自らの営農活動を自己点検する形式となっ
ている。

は

発生予察（情報） はっせいよさつ

　病害虫に対して適時に効率的な防除を行うためには、病害虫の発生状況を
把握し、将来の発生程度やそれによる被害を的確に予測する情報が有用で
あり、この情報を発生予察情報という。
　我が国では、農林水産省と都道府県が協力して実施し、都道府県の病害虫
防除所により発生予察情報が発表され、農林水産省はこれらを全国規模で
取りまとめて公表している。

　針葉樹・広葉樹の樹皮(バーク)を主原料に家畜排せつ物等を副資材として

バークたい肥 ばーくたいひ

排
添加したたい肥。
　一般的には１～２年間堆積したものを利用するが、多量に施用する場合に
は窒素飢餓や土壌の乾燥に注意する必要がある。

ふ

肥効調節型肥料
ひこうちょうせつ
がたひりょう

　土壌中での肥料成分の流出や窒素成分のアンモニア態窒素から硝酸態窒
素への変化による肥料効果の発現を様々な方法により調節・制御し、作物の
養分要求特性に応じて肥料成分を適期に供給することを目標に開発された
肥料。
　肥効発現の制御方法から
（１）被覆肥料（コーティング肥料）
（２）化学合成緩効性肥料
　　（肥料成分を水に解けにくくしたり、分解されにくくした肥料）
（３）硝化抑制剤入り肥料（硝酸性窒素への変化を抑制した肥料）
の３つに大別される。

腐熟度 ふじゅくど

　たい肥の発酵（腐熟）の度合いを示す指標。
　発酵が進んでいない腐熟度の低いたい肥は、容易に分解される有機物を多
く含むため、土壌中で急激に分解されて、有機酸などの有害物質を生成し、
作物の根に障害を与える恐れがある。



用語 よみがな 解説

へ

ペレット化たい肥 -

　たい肥をペレット状（円柱形または粒状）に圧縮成型したたい肥。
　圧縮成型して乾燥させることにより、容積や重量が減少するため、貯蔵経費
や輸送経費の低減に寄与。また、耕種農家が手持ちのブロードキャスター等
で機械散布できるという利点がある。

ほ 　

保肥力 ほひりょく
　土壌が有する肥料成分を保持する能力を指し、粘土および腐植の種類、量
などによって変動する。

む

メタン -

　水田土壌などの嫌気的条件で有機物が分解されることにより発生。単位質
量あたり、二酸化炭素の２３倍の温室効果を持っている（大気へ放出されてか
ら100年間の積算値）。
完熟たい肥の施用や中干しの前倒し・長期化等を通じて排出を抑制すること
ができる。

ゆ

有機栽培 ゆうきさいばい
　化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと等を基本として、農業生
産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法。

よ

陽イオン交換容量
（CEC）

よういおんこうか
んようりょう

(しーいーしー)

　土壌の肥料成分の保持能力などを表す指標であり、アンモニウムイオンや
カルシウムイオンなどの陽イオンを保持する土壌のマイナス荷電の総量。
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