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砂耕栽培	https://par-ple.jp/life/20180510_nomeetsgirl/	
	
なんと培地が砂！ここ和創さんでは、腰くらいの⾼さに設置した⾼設ベッドに砂を

⼊れ、液肥でレタスを育てる砂耕栽培(さこうさいばい)を実践している。百聞は⼀
⾒にしかず。さっそくハウスの中を⾒させていただきました。	
	
	
—どうして砂なんですか—	
	
⼀番のメリットは洗えるという点。⼟は⽔をかけるとドロドロになりますが、砂は

⽔をかけても砂のままです。だから、液肥を与えた時に、必要な養分だけをレタス

が吸い取り、不必要な養分は下に落ちていく仕組みです。だから常に、リセットが

きく。最⼤のメリットは、連作障害(※①)が起きないこと。だから、１年間に８
回、同じところにレタスを植えることができます。	
	
	
	
硝酸態窒素（NO3－N）	
https://www.weblio.jp/content/NO3N	
	
硝酸態窒素は硝酸塩として含まれている窒素のことで、⽔中では硝酸イオンとして

存在しています。種々の窒素化合物が酸化されて⽣じた最終⽣成物で、富栄養化の

原因となります。	
	
好アンモニア性植物	
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=11622	
アンモニア態窒素を与えた⽅が、硝酸態窒素を与えた場合より⽣育がよくなる植物

は、好アンモニア性植物といわれる。これまで知られているものとしては、イネ、

チャ、クランベリー、ブルーベリー、サトイモ、パイナップルがある。	
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培養液

https://www.weblio.jp/content/%E5%9F%B9%E9%A4%8A%E6%B6
%B2	
	
培養のために調製された液体。対象とする⽣物体や培養⽬的により、適切な栄養

素・浸透圧・⽔素イオン濃度その他の条件を整えている。クノープ液・寒天培養基

など。	
	
	
アンモニア性窒素(NH4-N)	
https://www.weblio.jp/content/NH4%EF%BC%8DN	
アンモニウムイオンをその窒素量で表したものです。蛋⽩質，尿素，尿酸等の有機

性窒素の分解により⽣成するので，窒素系による汚染の消⻑を知ることができま

す。主な発⽣源は，し尿，⽣活排⽔，肥料，化学等の⼯場排⽔等です。アンモニア

性窒素が多過ぎると，稲の⽣育障害をきたし，また浄化処理においては塩素による

減菌効果が低下する等の問題が⽣じます。	
	
	
硝酸態窒素(しょうさんたいちっそ	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A1%9D%E9%85%B8%E6%85%8
B%E7%AA%92%E7%B4%A0	
硝酸態窒素(しょうさんたいちっそ、nitrate	nitrogen)とは、硝酸イオンのように酸
化窒素の形で存在する窒素のことである。通常は	{\displaystyle	NO_{3}^{-}}	
{\displaystyle	NO_{3}^{-}}の形の硝酸イオンに⾦属が結合した硝酸塩の形で存在し
ているが、このうち	N	の部分だけをとって硝酸態窒素という。また硝酸態窒素は通
常、窒素化合物の酸化によって⽣じる最終⽣成物である。	
	
	
アンモニア態窒素	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%A2
%E3%83%8B%E3%82%A2%E6%85%8B%E7%AA%92%E7%B4%A0	
	
アンモニア態窒素（あんもにあたいちっそ）あるいはアンモニア性窒素、アンモニ

ウム態窒素は、窒素成分のうちアンモニウム塩であるものをいう。アンモニウムイ

オン中の窒素の量を表しているので、⼀般的にNH4+-NあるいはNH3+-Nのようなか
たちで表現される。	
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グルタミン合成酵素(GS)	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%82%BF%
E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%86%E3%
82%BF%E3%83%BC%E3%82%BC	

	
グルタミンシンテターゼ	または	グルタミン合成酵素		(グルタミンごうせいこうそ、
Glutamine	synthetase、	GS	、		EC			6.3.1.2	[3]	)	は、	窒素	の	代謝	に必須の役割を果たす	酵素
で、	グルタミン酸	と	アンモニア	の	縮合	によって	グルタミン	を合成する反応を	触媒	する。	

グルタミン酸	(Glutamate)	+		ATP		+	アンモニア	(NH	3	)	→	グルタミン	(Glutamine)	+		ADP	
+		リン酸		(P	i	)	

	
アスパラギン	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%B9%E3
%83%91%E3%83%A9%E3%82%AE%E3%83%B3	
アスパラギン（asparagine）は、アミノ酸のひとつで、2-アミノ-3-カルバモイルプロピオ
ン酸のこと。略号は	N	あるいは	Asn。アスパラガスからはじめて単離されたことによりこ
の名がついた。	
	
中性極性側鎖アミノ酸に分類される。蛋⽩質構成アミノ酸のひとつで、⾮必須アミノ酸。グ

リコーゲン⽣産性を持つ。コドンはAAUまたはAACである。	
	
	
ヒスチジン	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%92%E3%82%B9%E3%83%81%E3%82%B8%E3%
83%B3	
	
ヒスチジン	(histidine)	はアミノ酸の⼀種で2-アミノ-3-（1H-イミダゾール-4-イル）プロピ
オン酸のこと。略号は	His	あるいは	H。名前はギリシャ語で「組織」という意味。	
	
塩基性アミノ酸の⼀種で、必須アミノ酸。糖原性を持つ。側鎖にイミダゾイル基という複素

芳⾹環を持ち、この部分の特殊な性質により酵素の活性中⼼や、蛋⽩質分⼦内でのプロトン

移動に関与している。蛋⽩質中では⾦属との結合部位となり、あるいは⽔素結合やイオン結

合を介してとしてその⾼次構造の維持に重要な役割を果たしている。	ヒスタミンおよびカ
ルノシン⽣合成の前駆体でもある。	
	
グルタミン	
https://ssl.kotobuki-pharm.co.jp/glutamine	
グルタミン(Glutamine)：略号はGlnまたはQ」は「アミノ酸」の⼀種です。	
	 	「アミノ酸」とは、私たちの筋⾁や⾎管などのタンパク質の構成成分であり、有機化学的
にはアミノ基とカルボキシル基の両⽅の官能基を持っています。	
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	 「アミノ酸」は⽣命活動に必須かつ重要な役割を果たしており、⾝体の20％は個性豊か
な⼆⼗種類の「アミノ酸」から構成されています。	
	 特に筋⾁に存在する「アミノ酸」の中で、「グルタミン」が50％〜60％含まれているよ
うに、「グルタミン」は⾝体に最も多く含まれているアミノ酸の⼀つです。	
	 近年、「グルタミン」を初めとする「アミノ酸」の多彩な⾝体への作⽤が徐々に明らかに
なりつつあります。	
	 なお、同じく「アミノ酸」で、うま味調味料の「グルタミン酸ナトリウム(MSG)」と「グ
ルタミン」とでは、全く異なります。	

	
2-オキソグルタール酸	
https://kotobank.jp/word/%E3%82%B1%E3%83%88%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%8
2%BF%E3%83%AB%E9%85%B8-59775	
	
ケト酸の⼀つで、オキソグルタル酸ともいう。α(アルファ)-ケト（2-オキソ）グルタル酸と
β(ベータ)-ケト（3-オキソ）グルタル酸があるが、⽣体中に存在するのはα-ケトグルタル酸
である。無⾊の結晶で、融点は112〜113℃。⽣物体内ではTCA回路の重要な⼀員である。
NADを補酵素として要求するイソクエン酸デヒドロゲナーゼにより、イソクエン酸から⽣
成され、次にα-ケトグルタル酸デヒドロゲナーゼによりスクシニル補酵素Aへと酸化され
る。また、グルタミン酸の酸化的脱アミノによっても⽣成され、アミノ基転移のアミノ基受

容体となる。グルタミン酸、グルタミン、アルギニン、ヒスチジン、プロリンの炭素⾻格

は、α-ケトグルタル酸を経てTCA回路に⼊るなど、アミノ酸代謝においても重要な位置を占
める。	
	
クルタミン合成酵素(GS)	
http://photosyn.jp/pwiki/index.php?%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%
9F%E3%83%B3%E5%90%88%E6%88%90%E9%85%B5%E7%B4%A0	

EC	6.3.1.2．グルタミン酸+NH	3	+ATP→グルタミン+ADP+Piの反応を触媒する酵素で，GS
と略される．慣⽤名はグルタミン酸-アンモニアリガーゼ．	グルタミン酸合成酵素
(GOGAT)とともにGS/GOGAT回路を構成する．タンパク質の⼀次構造上の特徴に基づき，
Ⅰ型，Ⅱ型，Ⅲ型に分類されるが，三者は同じ祖先遺伝⼦から分岐進化したものであると

考えられている．	

グルタミン酸⽣成酵素(GOGAT)	
http://photosyn.jp/pwiki/index.php?%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%
9F%E3%83%B3%E9%85%B8%E5%90%88%E6%88%90%E9%85%B5%E7%B4%A0	

EC	1.4.7.1とEC	1.4.1.14．		グルタミン合成酵素	と共役し，無機態のアンモニウムイオンを
同化してグルタミンからグルタミン酸を合成する反応を触媒する．	1974年に，単離葉緑体
でグルタミンからグルタミン酸を合成する反応が発⾒されて以来，アンモニウムイオン同

化の中⼼となる酵素に位置づけられた．グルタミン酸合成酵素(GOGAT)には，還元型フェ
レドキシン(Fd)を電⼦供与体とする	Fd	-GOGATと，	NADHを⽤いるNADH-GOGATの2種類
があるが，緑葉ではFd-GOGATが主成分である．Fd-GOGATとプラスチド局在型グルタミ
ン合成酵素は，	同化的硝酸還元	により⽣成するアンモニウムイオンの同化反応のほか，	光
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呼吸	でミトコンドリアから放出されるアンモニウムイオンの再同化に関わっており，Ｃ	3	植
物では後者の反応が特に重要であることが⽋損変異株を⽤いた研究などから⽰されている	

NH4+	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%A2%E3%83%8B%E3
%82%A6%E3%83%A0	

アンモニウム	(ammonium)は、化学式NH	4	
+	の	分⼦イオン	である	[1]	。		アンモニア	(NH	3	)の	プロ

トン化	によって形成される。	アンモニウムは、NH	4	
+	の1つ以上の	⽔素	原⼦が有機基に置き

換わってできる、陽電荷を持った、またはプロトン化置換基を持つ	アミン	や、	第四級アン
モニウムカチオン	(NR	4	

+	)に対する⼀般名でもある。	

アルギニン	

https://kotobank.jp/word/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%8B%E3%
83%B3-28191	

塩基性アミノ酸の	⼀種	。	略号		Arg	特に⿂類の精核を構成する	プロタミン	に多く含まれ、	⽣
合成	される。	オルニチン回路	の重要な⼀員で、	酵素	アルギナーゼの作⽤によって	オルニチ
ン	と	尿素	とに分解される。	

プロリン	

http://ebn.arkray.co.jp/disciplines/term/proline/	

プロリン（Proline）は、⾮必須アミノ酸の⼀つ。	

ピロリジン-2-カルボン酸のこと。	

略号は、Pro	または	P。	

等電点は、6.30。	

プロリン（Proline）はアミノ酸の⼀つ。	

環状アミノ酸で、タンパク質を構成する。	

糖原性を持つ。	

唯⼀アミノ基を持たないアミノ酸。	
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E7%B4%9A%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%A6%E3%83%A0%E3%82%AB%E3%83%81%E3%82%AA%E3%83%B3
https://kotobank.jp/word/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%8B%E3%83%B3-28191
https://kotobank.jp/word/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%8B%E3%83%B3-28191
https://kotobank.jp/word/%E4%B8%80%E7%A8%AE-434200
https://kotobank.jp/word/%E7%95%A5%E5%8F%B7-658477
https://kotobank.jp/word/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%BF%E3%83%9F%E3%83%B3-127980#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89
https://kotobank.jp/word/%E7%94%9F%E5%90%88%E6%88%90-85755
https://kotobank.jp/word/%E7%94%9F%E5%90%88%E6%88%90-85755
https://kotobank.jp/word/%E3%82%AA%E3%83%AB%E3%83%8B%E3%83%81%E3%83%B3%E5%9B%9E%E8%B7%AF-41641
https://kotobank.jp/word/%E9%85%B5%E7%B4%A0-62551#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89
https://kotobank.jp/word/%E3%82%AA%E3%83%AB%E3%83%8B%E3%83%81%E3%83%B3-41640
https://kotobank.jp/word/%E3%82%AA%E3%83%AB%E3%83%8B%E3%83%81%E3%83%B3-41640
https://kotobank.jp/word/%E5%B0%BF%E7%B4%A0-110651#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89
http://ebn.arkray.co.jp/disciplines/term/proline/


通常のアミノ酸に存在するα位の炭素に存在するアミノ基はこのプロリンの場
合のみイミノ基となっているために、本来はイミノ酸と分類されるべきであ

り、厳密にはアミノ酸に含めるべきではないのではないかという議論がある。	

表⽪細胞増殖促進活性、コラーゲン合成促進活性、⾓質層保湿作⽤などの⽣理

活性を⽰す。	

⼀度破壊されたコラーゲンを修復する⼒をもつアミノ酸。	

体の結合組織、⼼筋の合成時の主な材料でもある。	

最近では、アルドール反応の安全かつ効果的な触媒として注⽬されつつある。	

チアニン	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%
83%B3	

テアニン	（L-Theanine）は、	茶	に多量に含まれる	アミノ酸	の⼀種で	グルタミン酸	の
誘導体	。	

植物の中でも	チャノキ	（	Camellia	sinensis	）とそのごく近縁種、そしてキノコ(菌類)
の⼀種である	ニセイロガワリ	（	Boletus	badius	）にしか⾒つかっていない	アミノ酸	で
あり	[1]	[2]	、茶の	旨味	成分の⼀つである。テアニンは乾燥茶葉中に1-2%含まれ、特に
上級なお茶に多く含まれている。また、テアニンは茶の等級に関わらず、全遊離ア

ミノ酸の約半量を占めている。	

GS活性	

http://photosyn.jp/pwiki/index.php?%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%82%
BF%E3%83%9F%E3%83%B3%E5%90%88%E6%88%90%E9%85%B5%E7
%B4%A0	

Ⅲ型のGSは通常の⽣育では全GS活性の3%程度しか占めないが，	窒素⽋乏	状
態では20%を占める．Ⅰ型のGSは分⼦量約5万のサブユニットから成る12量
体酵素．⼤腸菌などのグラム陰性菌では各サブユニットのカルボキシル末端領

域のチロシン残基の可逆的なアデニリル化により翻訳後の活性調節が⾏なわれ

ているが，シアノバクテリアのGlnAではそのような調節は⾏われていない．
その⼀⽅で，シアノバクテリアにおいては培地中のアンモニアの有無に応答し

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8C%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%9F%E3%83%8E%E9%85%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%9F%E3%83%B3%E9%85%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AA%98%E5%B0%8E%E4%BD%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%8E%E3%82%AD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8B%E3%82%BB%E3%82%A4%E3%83%AD%E3%82%AC%E3%83%AF%E3%83%AA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%9F%E3%83%8E%E9%85%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%B3#cite_note-casimir-1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%B3#cite_note-2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%86%E3%81%BE%E5%91%B3
http://photosyn.jp/pwiki/index.php?%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%9F%E3%83%B3%E5%90%88%E6%88%90%E9%85%B5%E7%B4%A0
http://photosyn.jp/pwiki/index.php?%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%9F%E3%83%B3%E5%90%88%E6%88%90%E9%85%B5%E7%B4%A0
http://photosyn.jp/pwiki/index.php?%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%9F%E3%83%B3%E5%90%88%E6%88%90%E9%85%B5%E7%B4%A0
http://photosyn.jp/pwiki/index.php?%E7%AA%92%E7%B4%A0%E6%AC%A0%E4%B9%8F


たGifA，	GifBと呼ばれる阻害ポリペプチドの結合により活性調節が⾏われて
いる．	

アンモニア態吸収量	

http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=10215	

⼟壌中の	アンモニア	態窒素は、⽔溶態、交換態および固定態で存在するが、作物に対する有

効量としては、⽔溶態と交換態の合量を塩化	カリウム	溶液で抽出して測定する。作物は	アン

モニア	態窒素と	硝酸態窒素	のどちらも吸収できるが、窒素源によって⽣育が異なる。多くの

畑作物は単独の窒素源として	硝酸態窒素	を与えたほうが⽣育がよい。⼀⽅、	アンモニア	態窒

素を好む	好	アンモニア	性植物もあり、⽔稲、チャが代表的な作物である。	

	 作物に吸収された	アンモニア	態窒素は、根で同化されてアミノ酸に取り込まれる（	アンモ

ニア	同化）。	アンモニア	同化には2つの経路が考えられる。⼀つは、グルタミン合成酵素（

GS）の働きでグルタミンのアミド基に取り込まれる。ついで、グルタミンのアミド基の窒

素が酵素（GOGAT）の働きで2-オキソグルタル酸に取り込まれてグルタミン酸となる経路

である。もう⼀つは、	アンモニア	態窒素がグルタミン酸脱⽔素酵素（GDH）の働きで直接

2-オキソグルタル酸に取り込まれてグルタミン酸となる経路である。このいずれかの経路を

経てから、さらに各種のアミノ酸が⽣合成される。	

GS遺伝⼦	

http://photosyn.jp/pwiki/index.php?%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%

9F%E3%83%B3%E5%90%88%E6%88%90%E9%85%B5%E7%B4%A	

	GS	2	遺伝⼦は光や硝酸イオンにより転写レベルで誘導を受けるが，光誘導はフィトクロム

制御下にあり，硝酸誘導は	硝酸レダクターゼ	遺伝⼦などと同様の制御機構下にある．	GS	1
はほとんどの植物で多重遺伝⼦族を構成している．それらGS	1	遺伝⼦は発現部位，発現時期

，そして外環境に対する応答様式などに違いがあり，各々が機能分化している．そのなかに

は葉の⽼化や根粒形成過程，アンモニア投与により誘導されるものや，	ソース	器官から	シン

ク	器官への窒素転流に関わるものなどが知られている．	GS	1	は暗条件下でリン酸化され，

14-3-3タンパク質が結合することで，タンパク質分解から保護されるとともに，活性も上昇

する．	GS	1	はこの他にも酸化修飾を受けることで，タンパク質分解に感受性が増し，ター

ンオーバー速度が速くなることが知られている．	

http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=10215
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=10210
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=10985
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=10210
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=10210
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=12460
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=12460
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=10210
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=11622
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=10210
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=10210
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=10210
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=10210
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=10210
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=10210
http://photosyn.jp/pwiki/index.php?%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%9F%E3%83%B3%E5%90%88%E6%88%90%E9%85%B5%E7%B4%A0
http://photosyn.jp/pwiki/index.php?%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%9F%E3%83%B3%E5%90%88%E6%88%90%E9%85%B5%E7%B4%A0
http://photosyn.jp/pwiki/index.php?%E7%A1%9D%E9%85%B8%E3%83%AC%E3%83%80%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%BC
http://photosyn.jp/pwiki/index.php?%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B9
http://photosyn.jp/pwiki/index.php?%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%AF
http://photosyn.jp/pwiki/index.php?%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%AF


クローニング	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%8B%E

3%83%B3%E3%82%B0	

⽣物学⽤語での、同じ遺伝⼦型をもつ⽣物の集団（クローン）を作製することから転じ

て、	分⼦⽣物学	的⽂脈においては、ある特定の	遺伝⼦	を増やす、つまり遺伝⼦を単離する

ことを意味する。	

アンモニア(NH4+)	

https://www.jamstec.go.jp/biogeochem/pdf/kagaku_87_12.pdf	

アンモニア(NH3)は	,窒素原⼦に3つ	の⽔素原	⼦が結合	した化合物である。	しかし⾮結合電

⼦対	をもつため,以下の式で⽰されるように,電⼦を	もたない⽔素イオン(プ	ロトン)と	その

電⼦対を共有	してアンモニウム(NH4+)を	⽣成	しやすい。	NH3+H+ざNH4+	つ	ま	り⽔	に溶

けたア	ンモニアは,′Hが低いほ	ど	(⽔	素イオン濃度が⾼いほど)NH4+が多	くな	り,逆	に	′Hが

⾼いほ	どNH3が多	くなる。⽔温が	25℃	の	時,両者が量的に釣	り合	うのは′Hがお	よそ	9.2	

の時である⻲	⼟壌や海洋に⽣息する独⽴栄養⽣物にとってア	ンモニアは,硝酸・亜硝酸	。

尿素・ア	ミノ酸など	とともに細胞内に取	り込むことがで	きる窒素基質	の⼀つである。中

でも最	も還元的なアンモニアは,	⽣物	にとってエネルギー効率の良い窒素源	となる。	⽣物	

に取	り込	まれる際,NH3の	ようにイオ	ン化	していない化合物	は,拡散	によって細胞膜	を通

過	す	る。それに対	し,NH4+の	ようなイオン化	した	化合物	は,膜を通過するのに何	らかの

キャリアを	必要	とす	る,い	わゆる能動輸送	となるち	たかが	プロ	トン化	とはいえ,利⽤する

⽣物の⽴場か	らす	る	とNH3と	NH4+の	間には⼤	きな違	いがあるの	だ。	海⽔	の′Hは多	く

の場合	8.1程度だか	ら,海⽔	中に溶存	しているアンモニアの	9割	以上が	NH4+	として存在す

るはずである。	したがって海洋学で	は⼀般的に,「	ア	ンモニア」ではな	く「ア	ンモニ	ウ

ム」	と記述	される。海洋に⽣息するほとんどの	植物	プランク	トンは	NH4+を	能動輸送す

るチャン	ネルをもち,NH4+を	細胞内に取	り込むことがで	きる(図	)。		

硝酸(NO3-)	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A1%9D%E9%85%B8%E5%A1%A9	

硝酸塩	（しょうさんえん、	英	:	nitrate）は、1個の	窒素	原⼦と3個の	酸素	原⼦からなる	硝酸
イオン	NO	3	−		を持つ	塩	である。⾷物、特に野菜から得られる硝酸塩は	消化器	で	亜硝酸塩	に

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%86%E5%AD%90%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%90
https://www.jamstec.go.jp/biogeochem/pdf/kagaku_87_12.pdf
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A1%9D%E9%85%B8%E5%A1%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AA%92%E7%B4%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%85%B8%E7%B4%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A1%A9_(%E5%8C%96%E5%AD%A6)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B6%88%E5%8C%96%E5%99%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%9C%E7%A1%9D%E9%85%B8%E5%A1%A9


変換され、⿂に多い2級	アミン	と反応し、ラットなどの⼩動物実験では発がん性をもつ	ニ
トロソアミン	を⽣成するという（	硝酸態窒素	、	亜硝酸塩	も参照のこと）。	

硝酸還元酵素(NR)	

http://photosyn.jp/pwiki/index.php?%E7%A1%9D%E9%85%B8%E3%83%AC%E3%8
3%80%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%BC	

	硝酸イオンを亜硝酸イオンに還元する反応を触媒する酸化還元酵素．	硝酸同化	に関与する
同化型硝酸レダクターゼ(NR)と硝酸イオンを⽣体酸化の最終電⼦受容体として利⽤する	硝
酸呼吸	に関与する異化型NRとに⼤別される．動物にはない．同化型NRのうちEC	1.7.1群
はピリジンヌクレオチドを電⼦供与体とする複合酵素で，⾼等植物，藻類，菌類など真核

⽣物に分布する	

亜硝酸	

https://kotobank.jp/word/%E4%BA%9C%E7%A1%9D%E9%85%B8-25422	

化学式	HNO	2		。無機亜硝酸塩に酸を作⽤させて得られるが，溶液中でのみ存在する淡⻘⾊
の弱酸。⽔中では迅速に酸化窒素と硝酸に分解する。		

3HNO	2	→2NO＋H	3	O	
+	＋NO	3	

-	

リチウム，ナトリウム，カリウム，カルシウム，ストロンチウム，バリウム，銀と安定な

塩	をつくり，またアルコール類と反応し	エステル		RONO	(Rは	アルキル基	)	を形成する。芳
⾹族第⼀	アミン		ArNH	2		と無機酸	HXの⽔溶液を冷却して，NaNO	2		⽔溶液を加えると，	ジア
ゾニウム塩		ArN	2	

+	X	-		を⽣じる。この塩は脂肪族第⼀アミンの場合は⾮常に不安定で，ただ
ちに分解し窒素ガスを発⽣するが，芳⾹族第⼀アミンの場合はやや安定であり，種々の芳

⾹族化合物合成の	中間体	として利⽤される。	

亜硝酸還元酵素(NiR)	

http://photosyn.jp/pwiki/index.php?%E4%BA%9C%E7%A1%9D%E9%85%B8%E3%83%AC%E3%8
3%80%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%BC	

亜硝酸イオンの還元に関与する酵素．亜硝酸イオンの⽣物的還元は，同化型還元と異化型

還元に分類される．前者の反応⽣成物はすべてNH	4+	であり，含窒素化合物に同化される．
また，異化的還元には，三電⼦還元されてNO→N	2	O→N	2	に⾄る脱窒過程，および六電⼦還
元されてNH	4+	として細胞外に排出される過程の2つある．脱窒過程は主として原核⽣物や
カビに特有の反応である．植物もNOやN	2	Oを放出することが知られている．	

	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%9F%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8B%E3%83%88%E3%83%AD%E3%82%BD%E3%82%A2%E3%83%9F%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8B%E3%83%88%E3%83%AD%E3%82%BD%E3%82%A2%E3%83%9F%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A1%9D%E9%85%B8%E6%85%8B%E7%AA%92%E7%B4%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%9C%E7%A1%9D%E9%85%B8%E5%A1%A9
http://photosyn.jp/pwiki/index.php?%E7%A1%9D%E9%85%B8%E3%83%AC%E3%83%80%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%BC
http://photosyn.jp/pwiki/index.php?%E7%A1%9D%E9%85%B8%E3%83%AC%E3%83%80%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%BC
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尿素	

https://kotobank.jp/word/%E5%B0%BF%E7%B4%A0-110651	

化学式	(NH	2	)	2	CO	。無⾊の結晶で，塩⾟い味がする。融点	132.7℃。	哺乳類	の尿，その他
の動物の体液などに広く存在する。尿素は蛋⽩質が	体内	で分解する際に⽣じるものであっ
て，成⼈は1⽇約	30gを排泄する。	1828年，F.	ウェーラー	によってシアン酸アンモニウム
から合成され，これによって「有機物質は⽣命⼒によってのみつくられる」という従来ま

での考えが否定された。尿素は希酸，希アルカリによって	アンモニア	と	⼆酸化炭素	に分解
する。⽤途としては，	肥料	，	尿素樹脂	の	原料	，	医薬	品製造原料として重要であり，アンモ
ニア，⼆酸化炭素を原料として⼯業的に⽣産されている。	

遊離アミノ酸含量	

https://kotobank.jp/word/%E3%82%A2%E3%83%9F%E3%83%8E%E9%85%B8%E7%B5%84%E6
%88%90-761227	

タンパク質	やペプチドを構成するアミノ酸の量．アミノ酸プロフィルも同じであるが，こ
の場合特に⾎漿中の	遊離アミノ酸	の量をいう場合が多い．	

テアニン(γ-gultamylethylamid）	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%B3	

アニン	（L-Theanine）は、	茶	に多量に含まれる	アミノ酸	の⼀種で	グルタミン酸	の	誘導体	。	

植物の中でも	チャノキ	（	Camellia	sinensis	）とそのごく近縁種、そしてキノコ(菌類)の⼀種
である	ニセイロガワリ	（	Boletus	badius	）にしか⾒つかっていない	アミノ酸	であり	[1]	[2]	、茶
の	旨味	成分の⼀つである。テアニンは乾燥茶葉中に1-2%含まれ、特に上級なお茶に多く含
まれている。また、テアニンは茶の等級に関わらず、全遊離アミノ酸の約半量を占めてい

る。	

テアニン合成酵素(γ-gultamylethylamideligase)	

http://www.asahigroup-foundation.com/academic/support/pdf/report/2016/06.pdf	
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グルタミン酸	

https://kotobank.jp/word/%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%9F%E3%83%
B3%E9%85%B8-57263	

略号	Glu	，化学式は	HOOC(CH	2	)	2	CH(NH	2	)COOH	。酸性アミノ酸の⼀種。	(1)	L体	 蛋⽩質
構成アミノ酸として広く分布している。コムギやダイズの蛋⽩質から加⽔分解によるか，グ

ルコースとアンモニウム塩から		Micrococcus	glutamicus	などの微⽣物による発酵法によって
⽣産される。分解点	247〜249℃。モノナトリウム塩が調味料として⽤いられる。⽣理的に
は，L体の塩は	神経伝達物質	として機能し，⼤量に産⽣すると神経毒として働いて，神経細

胞の死をきたす。	(2)	D体	 無味。分解点	224〜225℃	。	

	

エチルアミン	

https://kotobank.jp/word/%E3%82%A8%E3%83%81%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%
9F%E3%83%B3-1510077	

脂肪族アミンの⼀つ。アンモニア臭をもつ可燃性の液体。臭化エチル（ブロモエタン）とヘ

キサメチレンテトラミンとの反応の⽣成物を加⽔分解して得られる。⼯業的にはエタノール

（エチルアルコール）とアンモニアから合成される。強い塩基性を⽰す。⽔、アルコール、

エーテルと混じり合う。⽔溶液に⽔酸化ナトリウムを加えると遊離する。染料や医薬品の合

成原料となる。塩酸塩は融点110℃の結晶である。	

	

ATP…アデノシン三リン酸	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%87%E3%83%8E%E3%82%B7%E3%83%B3%E
4%B8%89%E3%83%AA%E3%83%B3%E9%85%B8	

アデノシン三リン酸	（アデノシンさんリンさん、adenosine	triphosphate）とは、	アデノシ
ン	の	リボース	（＝糖）に3分⼦の	リン酸	が付き、2個の	⾼エネルギーリン酸結合	を持つ	ヌク
レオチド	のこと。	IUPAC名	としては「アデノシン	5'-三リン酸」。⼀般的には、「	a	denosine	
t	ri	p	hosphate」の下線部のアルファベットをとり、短縮形で「	ATP	（	エー・ティー・
ピー	）」と呼ばれている。	

	

ADP…アデノシン⼆リン酸	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%87%E3%83%8E%E3%82%B7%E3%83%B3%E
4%BA%8C%E3%83%AA%E3%83%B3%E9%85%B8	

アデノシン⼆リン酸	（アデノシンにリンさん、	英	：Adenosine	diphosphate、	略	：	ADP		）
は、	アデニン	、	リボース	、および⼆つの	リン酸	分⼦からなる化学物質。リン酸は	⾼エネル
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ギーリン酸結合	をとっており、	ATP	から	ADP	と	リン酸基	に分かれる際に放出されるエネル
ギーは⽣体内での主要なエネルギー源となっている。	

	

Pi…リン酸	

リン酸	（リンさん、燐酸、	英	:	phosphoric	acid）は、	リン	の	オキソ酸	の⼀種で、化学式	
H	3	PO	4		の	無機酸	である。	オルトリン酸	（おるとりんさん、orthophosphoric	acid）とも呼ば
れる。広義では、オルトリン酸・	⼆リン酸	（ピロリン酸）H	4	P	2	O	7	・	メタリン酸	HPO	3	など、
五酸化⼆リン	P	2	O	5	が	⽔和	してできる酸を総称してリン酸ということがある	[1]	。リン酸⾻格を
もつ他の類似化合物群（	ピロリン酸	など）は	リン酸類	（リンさんるい、	英	:	phosphoric	acids
）と呼ばれている。リン酸類に属する化合物を「リン酸」と略することがある。	リン酸化物
に	⽔	を反応させることで⽣成する。	⽣化学	の領域では、リン酸イオン溶液は	無機リン酸		(Pi)	
と呼ばれ、	ATP		や		DNA		あるいは		RNA		の	官能基	として結合しているものを指す。	

	

アスパラギン	

https://kotobank.jp/word/%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%91%E3%83%A9%E3%82%
AE%E3%83%B3%E9%85%B8-25562	

酸性	アミノ酸	の⼀種。化学式	HOOCCH	2	CH(NH	2	)COOH	，	略号	は	Asp	。蛋⽩質中にL	体と
して存在し，	動植物	中に⾒出される。L-	アスパラギン	の	加⽔	分解，または	グルテン	，⾎液
フィブリンなどを酵素パンクレアチンで加⽔分解して得られる。融点	270〜271℃で，⽔に
⽐較的難溶，	エチルアルコール	に	不溶	。銅と不溶塩を⽣成する。D	体は	ハナヤナギ		(フジマ
ツモ科)	に遊離酸として存在する。	

	

γ-gultamylmethylamide(GMA)	

http://www.ritsumei.ac.jp/se/rc/staff/tachiki/theanin.htm	

テアニン（γ-ｸﾞﾙﾀﾐﾙｴﾁﾙｱﾐﾄﾞ）は、緑茶の旨み成分として⾒いだされたが、近年、脳内⽣理
活性アミン類の濃度調節､⾎圧安定､興奮鎮静などの機能をもつことが明らかになってきた。	
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クワ	

https://kotobank.jp/word/%E3%82%AF%E3%83%AF-1528784	

クワ科の落葉⾼⽊または低⽊。クワ属の総称で、絹⽷を⽣産するカイコの⾷草として重要な

植物である。葉は数センチメートルの柄があり互⽣し、切れ込みの有無で切葉と丸葉とに分

けられ、切葉は切れ込みの数で、丸葉は葉⻑と幅の関係などで分けられる。この葉の形は品

種の識別に利⽤されるが、1本の⽊でも葉の出る時節や葉のつく枝の位置によって変異があ
り、決定的なものではない。初夏に楕円(だえん)形の穂状花序を出し、多数の⼩花をつけ
る。雌花序と雄花序とがあり、雌雄同株の個体や異株の個体がある。夏には雌花序が⾚から

⿊⾊に熟し、⼀つの花序が1個の果実のようにみえる。これは桑の実、桑苺(くわいちご)、
ドドメ、椹(じん)などとよばれ⾷べられ、乾かしたり、ジャムにしたり、果実酒にしたりす
る。⽇本には数種のクワがあり、栽培されるクワの品種は100種を超すが、そのほとんどが
ヤマグワ（⼭桑）とカラグワ（唐桑）、およびロソウ（魯桑）の3種を原種としてつくりだ
されている。	

	

炭⽔化物代謝	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%82%AD%E6%B0%B4%E5%8C%96%E7%89%A9%E4%B
B%A3%E8%AC%9D	

炭⽔化物代謝	（たんすいかぶつたいしゃ、	英	：Carbohydrate	metabolism）とは、	炭⽔化物
の	同化	、	異化	、相互転換といった	⽣物	の	⽣命	において重要な	⽣化学	の過程を意味する⽤語で
ある。最も重要な炭⽔化物は	グルコース	であり、この	単糖	はほとんどの⽣物体で	代謝	され
る。グルコースと他の炭⽔化物は様々な	⽣物種	の代謝経路に存在しており、	植物	では	⼤気	か
ら	光合成	によって炭⽔化物を合成し、他の⽣物はそれを	細胞呼吸	の	燃料	としている。炭⽔化
物は	1		g	の	酸化	によって約	4		kcal	の	エネルギー	を産⽣する。ふつう、炭⽔化物などから得ら
れたエネルギーは	ATP	の形で蓄えられる	[1]	。	好気呼吸	を⾏う	有機体	は、グルコースと	酸素	の
代謝でエネルギーと⼀緒に副産物として	⼆酸化炭素	と	⽔	を放出する。すべての炭⽔化物は⼀
般におおよそC	n	H	2n	O	n	の式で表すことができる（グルコースはC	6	H	12	O	6	）。単糖は	化学結合
によって	スクロース	のような	⼆糖	、	デンプン	や	セルロース	のような	多糖	を形成する。	

	

貯蔵炭⽔化物	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%82%AD%E6%B0%B4%E5%8C%96%E7%89%A9%E4%B
B%A3%E8%AC%9D	

糖質調節とは体内のグルコースの安定した濃度維持の事である。これは	ホメオスタシス	の1
つであり、細胞の周辺	環境	を⼀定に保つ。	インスリン	は、グルコースをグリコーゲンに変換
させ	肝臓	に貯蔵させる。インスリンは	膵臓	で作られる	ホルモン	で、	⾎糖値	が⾼いときに分泌
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される。また、インスリンは	筋⾁	でのグルコースの使⽤を促進させる。逆に、	グルカゴン	は
インスリンとは逆に作⽤し、低⾎糖時にグリコーゲンのグルコースへの	分解	を促進させる。	

	

再整枝	

http://www.ocha.tv/how_tea_is_made/tea_picking/pruning/	

③再

整枝�

秋整枝を⾏った場合に遅れ芽が出たときや、越冬中に古葉が⾵で⽴ち上がるなど、摘

採⾯が不均⼀になったときに実施します。3⽉ころに越冬葉に触れない程度に⾏いま

す。�

	

開葉数	

https://www.wachaclub.com/dictionary/archives/4921	

number	of	opened	leaves	
新芽の展開葉（中央脈が全て⾒えた葉）の数のこと。	
新芽の無作為抽出または⼀定⾯積を調べ、平均で表す。	
不完全葉を含まないで調査する場合には、その旨を明記しなくてはならない。	
	

①浅刈り	

https://www.wachaclub.com/dictionary/archives/4583	

摘採⾯から下へ3〜5ｃｍの1〜2年⽣枝を刈り払う。古葉は若⼲残る。枝数の極度の増加の
改善による良芽⽣産の⽬的で⾏われ、せん枝鋏やせん枝機を利⽤する。次茶期にはやや遅れ

ても摘採出来る。	

	

②深刈り	

https://www.wachaclub.com/dictionary/archives/4585	

摘採⾯から下へ10〜20ｃｍ深くまで刈りこむもので、古葉はほとんど失われる。せん枝される

枝の下部切り⼝の径は3〜5ｍｍ内外。樹体⾼さの調整や枝数増加抑制、冬などの気象災害の事

後対策、また芽数・芽重の改善に⾏われる。普通はせん枝機を利⽤する。浅刈りより処理後の回

復経過が遅れるが、⼀番茶後に実施すると、翌年の⼀番茶から摘採出来る。地⽅差はあるが、更

新後1〜2年で回復する。�

�

�

�
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③中切り�

https://www.wachaclub.com/dictionary/archives/4587�

地上から30〜50ｃｍの⾼さで切る。幼⽊では少なくとも樹⾼の半分または1／3以上を除去
する場合をいってよい。切断される枝の切り⼝は7ｍｍ内外である。⼤きな冬季気象災害の
事後対策や、⽼齢化に対する若返り対策に⾏われ、普通はせん枝機または中切り機で⾏われ

る。温暖地では更新後2年くらいで収量は90％程度まで回復し、北限では3〜4年でほぼ回復
する。	

	

④台切り	

https://www.wachaclub.com/dictionary/archives/4589	

地際から、または地上10ｃｍ内外で太い幹を切る。極度に低下した樹勢の回復や⽼齢化に
対する若返り、冬の気象災害の⼤被害後の対策として⾏われる。肩掛け式の仮払い機やロー

タリーカッターなどの機械⼒を利⽤する。回復にもっとも⻑年⽉を要し、更新後の好条件が

保たれても最低5〜6年以上かかる。	

	

裸地	

https://www.shinrin-ringyou.com/shinrin_seitai/seni.php	

裸地	とは、草⽊が1本も⽣えておらず、岩や⼟がむきだしになっている⼟地（地⾯や場所）
のことです。	

	

耕種的防除法	

https://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/nosose/byobo/boujosidou/kankyouniyasasii/kousyut
ekiboujo2.html	

耕種的防除法とは,作物の栽培法,品種あるいは圃場の環境条件などを適切に選択して,病害⾍
が発⽣しにくい条件を整え,発⽣抑制や被害軽減を⾏う⽅法です。作物や環境が本来有して
いる,病害⾍の発⽣を抑制する作⽤を効果的に活⽤する技術ですので,環境や農作物などに対
して⾼い安全性を保てます。	
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メヒシバ	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%83%92%E3%82%B7%E3%83%90	

メヒシバ	（雌⽇芝、	学名	：	Digitaria	ciliaris	）は、	イネ科	メヒシバ属	の	植物	である。⾝近にご
く普通に⾒られる	イネ科	の	植物	である。細い茎で地表を這い、⽴ち上がった花茎の先に、数
本の細い穂を放射状に伸ばす。勢⼒の強い雑草としても知られる。	

さほど⼤きくない⼀年草で、根元の茎は地表を這い、⽴ち上がった茎の先に細い穂を数本、

放射状に広げる。名前の由来は	雌⽇芝	で、その形がやや	オヒシバ	に似ているが、ずっと優し
げであることからの名と思われる。	メイシバ	、あるいは	メイジワ	と表記されることもある。	

茎は細く、基部は分枝しながら地表を這い、節々から根を下ろす。葉は細い⻑楕円形、⻑さ

は8-20cm、薄くて柔らかく、つやがない。花茎は⽴ち上がり、⾼さは30-70cmになる。	

花茎の先端に数本の穂が伸びる。当初は束になって出るが、次第に放射状に広がる。穂は8
本ぐらいまで出る。花茎先端からまとまって出るが、少しずれて⼆段、あるいは三段に分か

れる場合もある。穂の軸は上⾯が偏平な浅い三⾓になっており、下の⼆⾯に⼩穂が密着する

ようについている。⼩穂は先のとがった披針形で、⻑さは約3mm、緑⾊をしている。	⼩穂
は果実が熟すと基部で折れて脱落する。	

⽇本全⼟に⽣育し、⽇当たりのよい道端や庭、畑などにごく普通にある。全世界の熱帯から

温帯にかけて分布する。分布が広いだけに変異も多く、分類については若⼲の異説がある。	

	

ムラサキカタバミ	

https://matsue-hana.com/hana/murasakikatabami.html	

多年草	

南アメリカ原産。江⼾末期に観賞⽤として移⼊され、本州〜琉球で野⽣化した。庭、畑に⽣

え、観賞⽤に植えられたものが逸出した帰化植物。地下に有⽑の鱗⽚に包まれた褐⾊の鱗茎

があり、そのまわりに多数の⼩さな鱗茎が群がってつく。葉はすべて根⽣し、葉柄は5〜
15cm、3⼩葉からなる掌状複葉。⼩葉は倒⼼形で、幅2〜4.5cm、⽑はなく、裏⾯の特に葉
縁近くに橙⾊の細点がある。花茎は葉より⾼くぬき出て、⾼さ30cm内外となり、先端に散
形花序に数花をつける。花は淡紫紅⾊で、径約1.5cm。萼⽚は⻑楕円形で、先に2個の腺点
がある。葯は⽩⾊。さく果は円柱形で、⻑さ1.7〜2cm、全⾯に微⽑がある。⽇本やヨー
ロッパではもっぱら鱗茎による栄養繁殖をおこない、結実しない。花期は6〜7⽉。（⽇本
の野⽣植物）	

学名は、	Oxalis	corymbosa	

カタバミ科	カタバミ属	
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⼟壌処理剤	

http://japr.or.jp/zasou/index.html	

⼟壌処理剤は雑草がまだ⽣えていない⼟の表⾯に散布して雑草が⽣えてくるのを防⽌する除

草剤です。薬剤は⼟壌の表⾯近くに処理層と呼ばれる層を作り、種⼦から伸び始めた雑草の

芽や根から吸収されます。雑草は⽣育する前に枯れてしまうので、⼈⽬に付くことはありま

せん。除草剤は微⽣物や光などが関与して分解されて⾏くので、やがて効果は失われます。

効果の持続する期間は薬剤によって異なります。		

	

茎葉兼⼟壌処理剤	

http://japr.or.jp/zasou/index.html	

茎葉処理剤は雑草の地上部にかけることで葉や茎の表⾯から吸収され、雑草を枯らします。

散布後、数時間以内に変⾊やしおれ等の症状の現れる即効的な薬剤から、はっきりとした効

果が現れるのに⼀週間以上かかる遅効的なものもあります。		

	

摘採⾯積率	

https://www.wachaclub.com/dictionary/archives/3949	

ratio	of	plucking	surface	to	land	
⼟地⾯積に対する摘採⾯積の⽐率。	
摘採⾯積/⼟地⾯積×１００（％）。	
（参考：統計では栽培⾯積に対する実際に摘採した茶園⾯積の割合をいう。）	
	

⽣育阻害要因	
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jcsproc/228/0/228_0_312/_pdf	

茶の⽣産に影響する代表的気象災害としては、春先の霜害が筆頭である。晩霜による⼀番茶	
新芽の枯死は甚⼤な経済的被害を発⽣させるので古くから対策技術が検討され、防霜ファン

や	スプリンクラーによる散⽔氷結法が実⽤化された。また、1994・95	年の両年には、全国
的な盛	夏期の異常⾼温と少⾬による茶⽣育の⻑期にわたる抑制・翌年⼀番茶⽣産量の減少
が発⽣し全	国各地の茶園で⼤きな影響があった。その後も、夏の⾼温⼲ばつ、台⾵による
豪⾬、暖冬で推	移し春先に強い低温が襲う・・など多種多様な気象に起因する悪影響が発
⽣している	

	

	

	

http://japr.or.jp/zasou/index.html
http://japr.or.jp/zasou/index.html
https://www.wachaclub.com/dictionary/archives/3949
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jcsproc/228/0/228_0_312/_pdf


弧状仕⽴て	

https://www.wachaclub.com/dictionary/archives/5321	

arc	shaped	bush	formation	
摘採⾯を弧状にする仕⽴て法のこと。通常のはさみ摘み茶園で⽤いる。	
cf.樹形、栽培ー図7	

	

最適新芽数	

https://www.wachaclub.com/dictionary/archives/4558	

摘採適期に摘採⾯上に⼀定の⼤きさの枠をかけ、枠内の摘採可能な新芽の数を数える。枠の

⼤きさは三〇ｃｍ平⽅か⼆〇ｃｍ平⽅がよく⽤いられる。同⼤の枠を園内に数カ所以上かけ

て調べ、より信頼度が⾼い平均値を把握する。枠の⼤きさを⼀㎡に換算して、⼀㎡当たりの

新芽数は平均⼆〇〇〇芽内外、摘み取った新芽⼀〇〇個の重さが平均五〇ｇ内外を最適とし

ているが、品種による差も⼤きい。	

	

100芽重	

https://www.wachaclub.com/dictionary/archives/3180	

weight	of	one	hundred	buds	
全芽摘みした新芽の百芽重のこと。	
	

塊茎	
https://kotobank.jp/word/%E5%A1%8A%E8%8C%8E-42291	
多年⽣の	草本	で，	地上	部が毎年枯れるものの	地下茎	が肥⼤し，	養分	をたくわえて	塊状	になっ
たもの。植物学的には，休眠および	栄養器官	で，	維管束	の配列などから根とは区別できる。
ジャガイモ	，	クワイ	などの塊	茎	のように，⾷⽤になるものも多い。地上のものは	⾁芽	とい
う。	
	

敷草	
https://kotobank.jp/word/%E6%95%B7%E8%8D%89-72581	
作物を栽培する際にうね間や	株間	に野⽣の	⽣草	や	刈⼲し	を敷くこと。材料としてはわらが最
も多いが，⽣草，	乾草	もある。果樹の場合には，	敷紙	といって，特殊な紙を敷くこともあ
る。敷草は湿気を保ち，	⽇射	による	地温	上昇と過度の乾燥を防ぎ，冬季には被覆物として	寒
害	を防ぎ，	作物	の根の⽣理を正常化する。また雑草の発⽣を防ぎ，腐熟すれば	⼟壌	に	有機物
を供給する効果もある。傾斜地の乾燥しやすい場所とか，移植したときとか，あるいは苗⽊

を植付けたときなどに特に有効。	
	

https://www.wachaclub.com/dictionary/archives/5321
https://www.wachaclub.com/dictionary/archives/4558
https://www.wachaclub.com/dictionary/archives/3180
https://kotobank.jp/word/%E5%A1%8A%E8%8C%8E-42291
https://kotobank.jp/word/%E8%8D%89%E6%9C%AC-89704
https://kotobank.jp/word/%E5%9C%B0%E4%B8%8A-565838
https://kotobank.jp/word/%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E8%8C%8E-95878
https://kotobank.jp/word/%E9%A4%8A%E5%88%86-653341
https://kotobank.jp/word/%E5%A1%8A%E7%8A%B6-457594
https://kotobank.jp/word/%E6%A0%84%E9%A4%8A%E5%99%A8%E5%AE%98-36008
https://kotobank.jp/word/%E7%B6%AD%E7%AE%A1%E6%9D%9F-30084
https://kotobank.jp/word/%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%A2-75730
https://kotobank.jp/word/%E3%82%AF%E3%83%AF%E3%82%A4-764765
https://kotobank.jp/word/%E8%8C%8E-55021
https://kotobank.jp/word/%E8%82%89%E8%8A%BD-591242
https://kotobank.jp/word/%E6%95%B7%E8%8D%89-72581
https://kotobank.jp/word/%E6%A0%AA%E9%96%93-465907
https://kotobank.jp/word/%E7%94%9F%E8%8D%89-347582
https://kotobank.jp/word/%E5%88%88%E5%B9%B2%E3%81%97-467983
https://kotobank.jp/word/%E4%B9%BE%E8%8D%89-470622
https://kotobank.jp/word/%E6%95%B7%E7%B4%99-517624
https://kotobank.jp/word/%E6%97%A5%E5%B0%84-109842
https://kotobank.jp/word/%E5%9C%B0%E6%B8%A9-565203
https://kotobank.jp/word/%E5%AF%92%E5%AE%B3-469280
https://kotobank.jp/word/%E5%AF%92%E5%AE%B3-469280
https://kotobank.jp/word/%E4%BD%9C%E7%89%A9-68769
https://kotobank.jp/word/%E5%9C%9F%E5%A3%8C-105168
https://kotobank.jp/word/%E6%9C%89%E6%A9%9F%E7%89%A9-650506


敷藁	
https://kotobank.jp/word/%E6%95%B7%E3%82%8F%E3%82%89-1329457	
作物間の⼟壌表⾯を被覆するために⽤いる稲わら，⻨わら，刈草，堆肥などの総称。	マルチ
の⼀種である。⼟壌の侵⾷防⽌，⼟壌⽔分の保持，地温の調節，雑草の発⽣防⽌などを⽬的

とするが，施された有機物は徐々に分解して肥料の補給源ともなる。敷草は主作物の条間に

あらかじめ牧草や⻘刈り⽤作物などを栽培しておき，適当な時期に刈り取って主作物の条間

に敷く場合と，圃場（ほじよう）外から搬⼊する場合とがある。コンニャク植付け予定圃場

にあらかじめエンバクを栽培しておくのは前者の例であり，果樹園や桑園などで⽤いられる

稲わらや堆肥などは後者の例である。	
	

⽣理機能	
http://www4.tokai.or.jp/otakachaen/kounou.htm	
	

緑茶成分とその機能性	

緑茶成分	 ⽣理作⽤	

不溶性成分	
（70〜80
％）	

⾷物繊維	
（30〜40％）	

便秘防⽌、⼤腸がん、⼼疾患、糖尿病などの予

防	

タンパク質（グルテ

リン）	
（約24％）	

栄養素	

β-カロチン	
（13〜29ｍｇ％）	

プロビタミンＡ（ビタミンＡの供給源）、抗酸

化（活性酸素、ラジカルの消去）、抗がん

（肺、⽪膚がんなど）、⼼疾患、⽩内障などの

予防、免疫能増強	

ビタミンＥ	
（25〜70ｍｇ％）	

抗酸化（ラジカル消去、過酸化脂質の⽣成抑

制）、ニトロサミンの⽣成抑制、抗がん（消化

器系、肺、乳がんなど）、糖尿病、⼼疾患、⽩

内障の予防免疫能増強	

クロロフィル	
（0.6〜1.0％）	

がん予防、抗突然変異、抗潰瘍、消毒	

ミネラル（不溶性）	
（2〜3％）	

	

https://kotobank.jp/word/%E6%95%B7%E3%82%8F%E3%82%89-1329457
https://kotobank.jp/word/%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81-680202#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88
http://www4.tokai.or.jp/otakachaen/kounou.htm


⽔溶性成分	
（20〜30
％）	

カテキン類	
（10〜18％）	

抗酸化（ラジカル消去、脂質過酸化防⽌、ＬＤ

Ｌ、酸化防⽌）、抗突然変異、抗がん（消化器

系、肺、膵、腎、乳腺、⽪膚がんなど）、⾎中

コレステロール上昇抑制、⾎圧上昇抑制、⾎⼩

板凝集抑制、⾎糖上昇抑制、抗菌（⾷中毒菌、

コレラ菌、Ｏ-157菌、⽩癬菌など）、⾍⻭予
防、抗ウィルス（インフルエンザウィルス、エ

イズウィルス）、腸内菌叢改善、抗アレル

ギー、消臭など	

複合タンニン	
（0.4％）	

抗酸化、抗がん	

フラボノイド	
（0.6〜0.7％）	

⾎管壁強化、抗酸化（ラジカル消去、ＬＤＬ、

酸化防⽌）、抗がん、冠状動脈⼼疾患の予防、

消臭	

カフェイン	
（3〜4％）	

中枢神経興奮、眠気防⽌、強⼼、利尿、代謝促

進	

複合多糖	
（0.6％）	

⾎糖上昇抑制（抗糖尿）	

ビタミンＣ	
（150〜250％）	

抗壊⾎病、抗酸化（ラジカル消去、ＬＤＬ、酸

化防⽌）、ニトロサミンの⽣成抑制、抗がん

（胃がんほか）、⾵邪予防、⽩内障予防、抗ア

レルギー、免疫系増強	

ビタミンＢ	2	
（1.4ｍｇ％）	

⼝⾓炎予防、抗酸化（過酸化脂質の⽣成抑制）	

テアニン	
（0.6〜2.0％）	

⾎圧降下、脳・神経機能調整	

γ-アミノ酪酸（ＧＡ
ＢＡ）	
（0.1〜0.2％）	

⾎圧降下、抑制性神経伝達物質	

サポニン	
（0.1％）	

抗喘息、抗菌、⾎圧降下	



⾹気成分	
（1〜2ｍｇ％）	

アロマテラピー効果	

⾷物繊維（ペクチ

ン）	
（3〜6％）（可溶
性）	

胆汁酸排泄促進、⾎中コレステロール低下	

ミネラル	
（3〜4％）	

フッ素：⾍⻭予防	
亜鉛、マンガン、銅、セレン：抗酸化、がん予

防	

	

	

動脈硬化・脳卒中予

防	
⾎圧効果	

γ-アミノ酪酸を⽣理的に強化	

お茶の中には、⾎中上昇濃度の⽣成阻害作⽤のあるこ

とを東北⼤学の⽬⿊熙先⽣らが発表しています。ま

た、元⽇本医科⼤学の福⽣吉裕先⽣は、お茶を飲むこ

とによって、善⽟コレステロール（HDL）が体内に増
え、動脈硬化を予防すると発表しています。⾎圧硬化

に⼤きな働きをするγ-アミノ酪酸（GABA）の含量を⾼
めたお茶が農林⽔産省・茶業試験場（現（独）農業・

⽣物系特定産業技術研究機構野菜茶業研究所）で開発

され、⼤妻⼥⼦⼤学の⼤森正司先⽣の研究で⾎圧上昇

抑制作⽤が証明されました。	

	



	

⾷中毒予防	
（病原性⼤腸菌

O-157にも有効）	

茶カテキンの殺菌⼒	

「お茶を飲みながら⾷事すれば、⾷中毒は防げ

る。」と、昭和⼤学医学部の島村忠勝先⽣はお茶の

殺菌⼒の有効性やお茶がコレラ菌を殺す強い⼒があ

ること、⾚痢菌・腸炎ビブリオなど腸に感染する病

原菌に効くことも発表しています。また、社会問題

にもなった病原性⼤腸菌O-157に対しても茶カテキ
ンの殺菌⼒は有効であることを証明しました。その

ほか、乳幼児の腸内で増殖し、ひどい下痢を引き起

こすロタウィルスの感染を強⼒に阻⽌する成分がお

茶にあることを、東北⼤学医学部で明らかにしまし

た。	

	

	

美容と健康	 ビタミンCが豊富	

緑茶のビタミンCは⽐較的熱に強く保存にも優れ
た特性があります。ビタミンCは⼈体内のあらゆ
るところで作⽤し、⼀⽇の所要量は50ｍｇです。
またノーベル化学賞・平和賞を受賞したライナ

ス・ポーリング博⼠は、ビタミンCの⼤量摂取に
よりウィルス感染への抵抗性が増し、いろいろな

病気の予防や治療に効果があると提唱していま

す。また、ビタミンCは、美容の点からも、肌に
弾⼒性を与え⽔分の減少を防ぎ、肌の⾊を⿊くす

るメラニン⾊素の⽣成を抑制する」効果もありま

す。	

	



	

ノン・カロリー

で	
豊富なミネラル	

	

私たちの⾷べる⾁・⿂・卵・⽶などは酸性の

⾷品です。⼈間の体は、健康な状態のときは、

弱アルカリ性に保たれていますが、お茶は私

たち体の酸性化を防ぐのに適した多くの微量

要素・ミネラルを豊富に含むアルカリ度の⾼

い飲み物です。カロリーはゼロで、カリウム・

ナトリウム・カルシウム・マンガン・銅・亜

鉛・フッ素・セレン・ニッケル・モリブデン...
など多くのミネラルを含んでいます。「妊娠中

は、抜群の亜鉛供給資源となるお茶を適度に

飲んだ⽅が良い」と元⿅児島⼤学医学部の故

森⼀郎先⽣らの研究グループが発表していま

す。	

	

	

⾍⻭予防・⼝臭

抑制	
カテキン類やフッ素	

「お茶を毎⽇コップ⼀杯飲むだけで、⽇本

の学童の⾍⻭は半減するだろう。」と⻑年

⾍⻭予防をされた元東京医科⻭科⼤学の故

⼤⻄正男先⽣が提唱しています。これは、

お茶のフッ素が有効な働きをするからだと

しています。カテキンやお茶のフラボンな

どを利⽤した⼝臭予防や、⾍⻭予防⻭磨き

も出来ました。	

	

	

⾎糖値降下作

⽤	
ポリ	 サッカライド（茶多糖)効果	



「お茶をゴクゴクの飲めば糖尿病が抑え

られる。」と、元富⼭医科薬科⼤学の清

⽔岑夫先⽣と農林⽔産省・茶業試験場

（現（独）農業・⽣物系特定産業技術研

究機構野菜茶業研究所）の研究グループ

が発表しています。	

	

	

発ガン作⽤抑

制効果	
カテキン類で⽴証	

⼈の細胞に突然変異を起こし、ガンを

誘発する原因に対し、緑茶がそれを抑

える極めて強い作⽤があることが、元

国⽴遺伝学研究所故賀⽥恒夫先⽣らの

研究で証明され、また、前静岡県⽴⼤

学の⼩國伊太郎先⽣は、疫学調査から

緑茶が胃がんを抑制する効果がある事

を発表しています。さらに、国⽴遺伝

学研究所の⿊⽥⾏昭先⽣は、緑茶のビ

タミンが発ガン物質の細胞への作⽤を

抑制することを発表しています。	

	

	

知的作業能

⼒・運動能⼒

の向上	
「朝茶は七⾥

帰っても	
飲め！」	

カフェイン	

お茶の中のカフェインは、⼤脳など

の中枢神経に興奮作⽤をもたらし、

知的作業能⼒・運動能⼒も⾼めるこ

とを、元静岡⼥⼦短⼤学⻑の林栄⼀

先⽣は⻑年の研究で証明していま

す。またカフェインは強⼼作⽤や利

尿作⽤を⽰し、精神に安らぎを与え

る事もわかってます。	

	



	

⽼化防⽌	 ビタミンＥを上回る効果	

私たちの体内にできるフリーラジ

カルや過酸化脂質のの⽣成を抑

え、⽼化を防ぐとして、今話題の

ビタミンＥの効果を上回る（実験

データでは約20倍）効果が、緑茶
にあることを元岡⼭⼤学の故奥⽥

拓男先⽣らが明らかにしていま

す。また、茶学術研究会会⻑・前

静岡産業⼤学の富⽥勲先⽣らは、

お茶やお茶の葉の微粉末を使って

微⽣物や動物を使って実験を⾏い

強い突然変異抑制作⽤や抗酸化作

⽤のあることを証明してます。	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



茎葉処理剤	

http://japr.or.jp/zasou/index.html	

茎葉処理剤は雑草の地上部にかけることで葉や茎の表⾯から吸収され、雑草を枯らします。

散布後、数時間以内に変⾊やしおれ等の症状の現れる即効的な薬剤から、はっきりとした効

果が現れるのに⼀週間以上かかる遅効的なものもあります。		

	

秋肥窒素	

https://www.jstage.jst.go.jp/article/cha1953/1988/67/1988_67_19/_pdf	

⼀番	茶新	芽	の⽣育	に及	ぼす	秋肥	窒素,春	肥	窒素	の	効果	と分散	分析	の結果	を⽰	した。	
秋	肥及	び春	肥	窒素	の処	理	濃	度	の増	加	に	つ	れ新	芽	の⽣	育	は増	加	し,秋	肥25ppm－	
春	肥25ppm区	で最	⼤	値	を⽰	し	た。	分散	分析	の結	果	で	は,新	芽	の⽣育	と秋	肥窒	素濃	
度,春	肥	窒素	濃度	との関	係	は	と	もに1%の	⽔準	で有	意	であ	った	が,交	互作	⽤	に	おい	
ては有	意	な関係	は認	め	られ	なか	った。	この試	験	は秋芽	の新	芽	の⽣育	の停	⽌	した	時	
よ	り開始	され	てお	り,秋	肥	に	よる葉⾯	積	の	増	加は	な	い状	態	で⾏	ったの	で,秋	肥窒	素	
の葉⾯	積拡	⼤	効果	は除	外	され	る。	また,⼟	耕	ポ	ッ	ト試	験	あ	るい	は	圃場	試験	の如	
く,秋	肥	の⼟	壌	中へ	の残存	に	よる残	効	は砂	耕試	験	のた	め除	外で	きる。	このた	め本試	
験	で	交	互作	⽤	の認	め	られ	な	か	った	こ	とは,秋	肥	窒素,春	肥	窒素	が	それ	ぞれ	独⽴	に
そ	の肥効	を発	現	す	る	ことを	⽰	唆す	る	と考	え	られ	るが,実	験	が⼩規	模	のた	め,こ	の点	
に関	して	は	さ	らに検	討	を加	え	る必	要が	あ	る。	表2に	⼀	番	茶新芽	へ	の窒素	移	⾏量	
に及	ぼす秋	肥窒	素,春	肥	窒素	の効	果	と分散	分析	の結果	を⽰	した。	窒	素	移⾏	量	と秋	
肥窒素,春	肥窒	素	との関	係	は,新	芽	の	⽣育	に	おけ	る関係	と同	じ傾	向	を⽰	した。	す	な
わ	ち分	散	分析	の結	果	では,秋	肥窒素	濃	度,春	肥	窒素濃	度	の	窒素移	⾏	量	との関	係は	そ
れ	ぞれ1%の	⽔	準	で有意	で	あ	ったが,交	互作	⽤に	おい	て	は有意性	は認	め	られ	な	表1⼀	
番茶	新芽	の乾物重	に及ぼす秋肥窒素,	春肥	窒素の効果	と分散分析	分	散	分	析	表	**:1%の	
⽔	準	で有	意。	か	った。	表3に	⼀番茶	新芽	へ	の秋肥	窒素	転流	量	に及ぼ	す秋	肥	窒	素	と
春	肥	窒	素	の	効	果	と分	散	分	析	の結	果	を⽰	し	た。	秋肥	窒素	転流	量	は,秋	肥期	間に	吸
収	され	た重窒	素	標識	窒	素を	測定	して算	出	した。	秋肥	窒素	転流	量は	秋肥	窒素	濃	度
12.5ppm区	間	では春	肥窒	素	濃度	の増	加す	るに	つれ	明	らか	に増	加	して	いた。	しか	し,
秋	肥	窒素	濃度25ppm区	間	では	春肥	の影	響	は低	くな	る傾	向	を⽰	した。	分散	分析	の結	
果	では,秋	肥窒	素転	流量	は秋	肥窒	素濃	度,春	肥	窒素	濃度	に対	して	それ	ぞれ1	%,5%で	
有	意	な関係	が認	め	られた。		

	

	

	

	

	

http://japr.or.jp/zasou/index.html
https://www.jstage.jst.go.jp/article/cha1953/1988/67/1988_67_19/_pdf


春肥窒素	

https://www.jstage.jst.go.jp/article/cha1953/1988/67/1988_67_19/_pdf	

⼀番	茶新	芽	の⽣育	に及	ぼす	秋肥	窒素,春	肥	窒素	の	効果	と分散	分析	の結果	を⽰	した。	
秋	肥及	び春	肥	窒素	の処	理	濃	度	の増	加	に	つ	れ新	芽	の⽣	育	は増	加	し,秋	肥25ppm－	
春	肥25ppm区	で最	⼤	値	を⽰	し	た。	分散	分析	の結	果	で	は,新	芽	の⽣育	と秋	肥窒	素濃	
度,春	肥	窒素	濃度	との関	係	は	と	もに1%の	⽔準	で有	意	であ	った	が,交	互作	⽤	に	おい	
ては有	意	な関係	は認	め	られ	なか	った。	この試	験	は秋芽	の新	芽	の⽣育	の停	⽌	した	時	
よ	り開始	され	てお	り,秋	肥	に	よる葉⾯	積	の	増	加は	な	い状	態	で⾏	ったの	で,秋	肥窒	素	
の葉⾯	積拡	⼤	効果	は除	外	され	る。	また,⼟	耕	ポ	ッ	ト試	験	あ	るい	は	圃場	試験	の如	
く,秋	肥	の⼟	壌	中へ	の残存	に	よる残	効	は砂	耕試	験	のた	め除	外で	きる。	このた	め本試	
験	で	交	互作	⽤	の認	め	られ	な	か	った	こ	とは,秋	肥	窒素,春	肥	窒素	が	それ	ぞれ	独⽴	に
そ	の肥効	を発	現	す	る	ことを	⽰	唆す	る	と考	え	られ	るが,実	験	が⼩規	模	のた	め,こ	の点	
に関	して	は	さ	らに検	討	を加	え	る必	要が	あ	る。	表2に	⼀	番	茶新芽	へ	の窒素	移	⾏量	
に及	ぼす秋	肥窒	素,春	肥	窒素	の効	果	と分散	分析	の結果	を⽰	した。	窒	素	移⾏	量	と秋	
肥窒素,春	肥窒	素	との関	係	は,新	芽	の	⽣育	に	おけ	る関係	と同	じ傾	向	を⽰	した。	す	な
わ	ち分	散	分析	の結	果	では,秋	肥窒素	濃	度,春	肥	窒素濃	度	の	窒素移	⾏	量	との関	係は	そ
れ	ぞれ1%の	⽔	準	で有意	で	あ	ったが,交	互作	⽤に	おい	て	は有意性	は認	め	られ	な	表1⼀	
番茶	新芽	の乾物重	に及ぼす秋肥窒素,	春肥	窒素の効果	と分散分析	分	散	分	析	表	**:1%の	
⽔	準	で有	意。	か	った。	表3に	⼀番茶	新芽	へ	の秋肥	窒素	転流	量	に及ぼ	す秋	肥	窒	素	と
春	肥	窒	素	の	効	果	と分	散	分	析	の結	果	を⽰	し	た。	秋肥	窒素	転流	量	は,秋	肥期	間に	吸
収	され	た重窒	素	標識	窒	素を	測定	して算	出	した。	秋肥	窒素	転流	量は	秋肥	窒素	濃	度
12.5ppm区	間	では春	肥窒	素	濃度	の増	加す	るに	つれ	明	らか	に増	加	して	いた。	しか	し,
秋	肥	窒素	濃度25ppm区	間	では	春肥	の影	響	は低	くな	る傾	向	を⽰	した。	分散	分析	の結	
果	では,秋	肥窒	素転	流量	は秋	肥窒	素濃	度,春	肥	窒素	濃度	に対	して	それ	ぞれ1	%,5%で	
有	意	な関係	が認	め	られた。		

	

芽出し肥	

http://www.chanomiyagura.com/?p=615	

新芽の発育を良くするために肥料を施します。このときの肥料には成分値の⾼い化成肥料が

主に使⽤されます。	4⽉（施肥２回⽬）に施す肥料を芽出し肥と呼びます。	

	

	

	

	

	

https://www.jstage.jst.go.jp/article/cha1953/1988/67/1988_67_19/_pdf
http://www.chanomiyagura.com/?p=615


吸収率	

https://kotobank.jp/word/%E5%90%B8%E5%8F%8E%E7%8E%87-764046	

(1)	摂取した	栄養素	の	量	に対して吸収される量．(2)	光が	物質	に⼊射したときに，透過せずに
物質の中で消滅してしまう	割合	．⇒	吸収係数	

	

窒素肥料	

https://kotobank.jp/word/%E7%AA%92%E7%B4%A0%E8%82%A5%E6%96%99-96318	

窒素を主成分として含む	肥料	。	⿂粉	，	油かす	などは有機質	窒素	肥料であるが，	化学肥料	とし
ては，	硫安	，	塩安	，	尿素	，	⽯灰窒素	，	硝安	，	硝⽯	などがある。硝酸態窒素肥料は	硝酸ナトリ
ウム	の形態で存在する窒素を主成分とするもので，速効性であるが，⼟壌から溶脱しやすい
ので畑作に⽤いられることが多い。硫安，塩安，尿素，⾼度化成肥料のように，窒素を	アン
モニア	の形で含有するアンモニア系窒素肥料が，需要は伸びている。	

	

溶脱	

https://www.wachaclub.com/dictionary/archives/3670	

eluviation	
広義には⼟壌中の溶質が⼟壌⽔の移動により下層へ動く現象を総称して溶脱	
という。⼟壌⽣成では、下層に集積層を⽣じる場合を溶脱といい、集積層を	
⽣じない場合を洗脱という。	
	

硫安	

https://kotobank.jp/word/%E7%A1%AB%E9%85%B8%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%
A2%E3%83%8B%E3%82%A6%E3%83%A0-149626#E3.83.96.E3.83.AA.E3.82.BF.E3.83.8
B.E3.82.AB.E5.9B.BD.E9.9A.9B.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E5.B
0.8F.E9.A0.85.E7.9B.AE.E4.BA.8B.E5.85.B8	

化学式	(NH	4	)	2	SO	4		。硫酸アンモニウムともいわれる代表的な	窒素肥料	。	硫酸	に	アンモニア
を反応させる中和法によって多量に⽣産される。また⽔中でアンモニアに亜硫酸ガスを反応

させ，これに酸素または空気を約	20気圧で吹込んで	硫安	に酸化する亜硫酸法もある。	無⾊
透明	な	結晶		(斜⽅晶系)	。⽐重	1.77，⽔に易溶。	280℃以上で分解する。アンモニアミョウ
バンの製造，寒剤，蛋⽩質沈殿剤，分析試薬などに⽤いられるが，最⼤の⽤途は速効性窒素

肥料である。	(→	硫安⼯業		)		 	

	

	

https://kotobank.jp/word/%E5%90%B8%E5%8F%8E%E7%8E%87-764046
https://kotobank.jp/word/%E6%A0%84%E9%A4%8A%E7%B4%A0-443416
https://kotobank.jp/word/%E9%87%8F-149897
https://kotobank.jp/word/%E7%89%A9%E8%B3%AA-125155
https://kotobank.jp/word/%E5%89%B2%E5%90%88-665736
https://kotobank.jp/word/%E5%90%B8%E5%8F%8E%E4%BF%82%E6%95%B0-52046#E6.A0.84.E9.A4.8A.E3.83.BB.E7.94.9F.E5.8C.96.E5.AD.A6.E8.BE.9E.E5.85.B8
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https://kotobank.jp/word/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%A2-29681
https://www.wachaclub.com/dictionary/archives/3670
https://kotobank.jp/word/%E7%A1%AB%E9%85%B8%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%A6%E3%83%A0-149626#E3.83.96.E3.83.AA.E3.82.BF.E3.83.8B.E3.82.AB.E5.9B.BD.E9.9A.9B.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E5.B0.8F.E9.A0.85.E7.9B.AE.E4.BA.8B.E5.85.B8
https://kotobank.jp/word/%E7%A1%AB%E9%85%B8%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%A6%E3%83%A0-149626#E3.83.96.E3.83.AA.E3.82.BF.E3.83.8B.E3.82.AB.E5.9B.BD.E9.9A.9B.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E5.B0.8F.E9.A0.85.E7.9B.AE.E4.BA.8B.E5.85.B8
https://kotobank.jp/word/%E7%A1%AB%E9%85%B8%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%A6%E3%83%A0-149626#E3.83.96.E3.83.AA.E3.82.BF.E3.83.8B.E3.82.AB.E5.9B.BD.E9.9A.9B.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E5.B0.8F.E9.A0.85.E7.9B.AE.E4.BA.8B.E5.85.B8
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⽯灰窒素	

https://www.denka.co.jp/product/detail_00071/	

⽯灰窒素は、⽯灰⽯を原料とするカーバイドに⾼温で窒素を吸収化合させて製造する窒素質

肥料です。また、安⼼してお使いいただくために、30種類以上の試験を実施し、農薬取締法
に基づき厳正な検査を受けて農薬としても登録されています(農林⽔産省第5884号､第12863
号､第17051号)。主成分のカルシウムシアナミドは農薬効果(殺⾍､除草､殺菌)を発揮した
後、⼟壌中で肥料成分に分解され残留性がなく、安⼼してお使いいただけます	

硝安	

https://kotobank.jp/word/%E7%A1%9D%E5%AE%89-78816	

硝酸アンモニウム	の⼯業的呼称。化学式	NH	4	NO	3		。無⾊結晶。融点	169.5℃，約	220℃で分
解。⽔に発熱しながら多量に溶ける。爆薬の原料でもある	(→	硝安爆薬		)	。窒素含有量は理
論値で	35%であるが，	肥料	⽤製品としては	32〜34%で，半分ずつが	アンモニア性窒素	と	硝
酸性窒素	である。肥料として速効性で，流亡性が⼤きく，	硫安	に⽐べると窒素分は	1.5倍で
，無効成分が含まれていない。しかし爆発性であるため，取り扱いには⼗分な注意が必要。

⼯業的	製法	としては，	硝酸	に	アンモニア	を加える。この製法には常圧中和法と加圧中和法が
ある。	

リン酸肥料	

https://kotobank.jp/word/%E3%83%AA%E3%83%B3%E9%85%B8%E8%82%A5%E6%96%
99-150358	

リン酸を含む肥料。リン酸は植物の枝，葉，つぼみ，花の発育に⽋かせない成分であり，窒

素，	カリウム	とともに肥料の3要素とされる。天然と⼈造とに⼤別され，前者には，	動物性
肥料	に	⾻粉	，	グアノ	，鶏糞，	植物性肥料	に	⽶ぬか	などがあり，いずれも遅効性で	元肥	または
置き肥として使う。後者はリン鉱⽯を原料とし，代表的なものに，	過リン酸⽯灰	，	重過リン
酸⽯灰	，リン安，	溶成リン肥	，	焼成リン肥	がある。また他の肥料成分をも含んだ配合肥料，
化成肥料	がある。	

	

https://www.denka.co.jp/product/detail_00071/
https://kotobank.jp/word/%E7%A1%9D%E5%AE%89-78816
https://kotobank.jp/word/%E7%A1%9D%E9%85%B8%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%A6%E3%83%A0-79235#E3.83.96.E3.83.AA.E3.82.BF.E3.83.8B.E3.82.AB.E5.9B.BD.E9.9A.9B.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E5.B0.8F.E9.A0.85.E7.9B.AE.E4.BA.8B.E5.85.B8
https://kotobank.jp/word/%E7%A1%9D%E5%AE%89%E7%88%86%E8%96%AC-78818#E3.83.96.E3.83.AA.E3.82.BF.E3.83.8B.E3.82.AB.E5.9B.BD.E9.9A.9B.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E5.B0.8F.E9.A0.85.E7.9B.AE.E4.BA.8B.E5.85.B8
https://kotobank.jp/word/%E8%82%A5%E6%96%99-121703
https://kotobank.jp/word/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%A2%E6%80%A7%E7%AA%92%E7%B4%A0-29688
https://kotobank.jp/word/%E7%A1%9D%E9%85%B8%E6%80%A7%E7%AA%92%E7%B4%A0-686316
https://kotobank.jp/word/%E7%A1%9D%E9%85%B8%E6%80%A7%E7%AA%92%E7%B4%A0-686316
https://kotobank.jp/word/%E7%A1%AB%E5%AE%89-149487
https://kotobank.jp/word/%E8%A3%BD%E6%B3%95-546372
https://kotobank.jp/word/%E7%A1%9D%E9%85%B8-79233
https://kotobank.jp/word/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%A2-29681
https://kotobank.jp/word/%E3%83%AA%E3%83%B3%E9%85%B8%E8%82%A5%E6%96%99-150358
https://kotobank.jp/word/%E3%83%AA%E3%83%B3%E9%85%B8%E8%82%A5%E6%96%99-150358
https://kotobank.jp/word/%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%82%A6%E3%83%A0-47349
https://kotobank.jp/word/%E5%8B%95%E7%89%A9%E6%80%A7%E8%82%A5%E6%96%99-581329
https://kotobank.jp/word/%E5%8B%95%E7%89%A9%E6%80%A7%E8%82%A5%E6%96%99-581329
https://kotobank.jp/word/%E9%AA%A8%E7%B2%89-502664
https://kotobank.jp/word/%E3%82%B0%E3%82%A2%E3%83%8E-54648
https://kotobank.jp/word/%E6%A4%8D%E7%89%A9%E6%80%A7%E8%82%A5%E6%96%99-534331
https://kotobank.jp/word/%E7%B1%B3%E3%81%AC%E3%81%8B-1320503
https://kotobank.jp/word/%E5%85%83%E8%82%A5-142551#E3.83.96.E3.83.AA.E3.82.BF.E3.83.8B.E3.82.AB.E5.9B.BD.E9.9A.9B.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E5.B0.8F.E9.A0.85.E7.9B.AE.E4.BA.8B.E5.85.B8
https://kotobank.jp/word/%E9%81%8E%E3%83%AA%E3%83%B3%E9%85%B8%E7%9F%B3%E7%81%B0-47563
https://kotobank.jp/word/%E9%87%8D%E9%81%8E%E3%83%AA%E3%83%B3%E9%85%B8%E7%9F%B3%E7%81%B0-1335423
https://kotobank.jp/word/%E9%87%8D%E9%81%8E%E3%83%AA%E3%83%B3%E9%85%B8%E7%9F%B3%E7%81%B0-1335423
https://kotobank.jp/word/%E6%BA%B6%E6%88%90%E3%83%AA%E3%83%B3%E8%82%A5-145765
https://kotobank.jp/word/%E7%84%BC%E6%88%90%E3%83%AA%E3%83%B3%E8%82%A5-79426
https://kotobank.jp/word/%E5%8C%96%E6%88%90%E8%82%A5%E6%96%99-44745


熔成リン	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%86%94%E6%88%90%E3%83%AA%E3%83%B3%E8%82
%A5	

熔成リン肥	（ようせいリンぴ）とは、	リン酸	肥料の⼀種。	熔リン	（ようりん）と略称され
る。「溶成-」の字も⽤いる。	

熔成リン肥は	リン酸	や	アルカリ	分（	⽯灰	、	苦⼟	）などを含んだ、ガラス様の	固溶体	である。
リン鉱⽯	や	蛇紋岩	などを原料とし、炉で溶融し急冷破砕して作られる。通常は砂状である
が、造粒剤を⽤いて粒状に成形したものもある。	

広義の熔成リン肥（	英	:	fused	phosphate）には様々な種類があるが、⽇本ではもっぱら熔成
苦⼟リン肥（	英	:	fused	magnesium	phosphate）を指し、本項もこれを扱う。熔成苦⼟リン
肥は1930年代から1940年代にかけてドイツおよびアメリカで開発された。⽇本では1950年
に国産化され、酸性⼟壌や⽼朽化⽔⽥における⼟作りに好適として広まった。	

	

過リン酸⽯灰	

https://kotobank.jp/word/%E9%81%8E%E3%83%AA%E3%83%B3%E9%85%B8%E7%9F%
B3%E7%81%B0-47563	

リ	ン鉱⽯や	⾻粉	を硫酸で処理し，リン成分を	可溶性	にした	粉状	ないし	粒状	の	灰⽩⾊	の	リン酸
肥料	。主成分は	リン酸	⼆⽔素カルシウムと	硫酸カルシウム	。有効リン酸を	15〜18%含むが
，20%以上を含む	重過リン酸⽯灰	もある。	単肥	または他の	肥料		(	窒素肥料	，	カリ肥料	)	と配
合して使⽤される。	

	

カリ肥料	

https://kotobank.jp/word/%E3%82%AB%E3%83%AA%E8%82%A5%E6%96%99-47462	

窒素，	リン酸	とともに，	肥料	3要素の⼀つとして⽋かせない肥料。	塩化カリウム	，	硫酸カリ
ウム	を	主成分	とする	カリ塩	。	塩化カリ	，	硫酸カリ	，硫酸苦⼟	カリ	，	重炭酸カリ	がある。⽇本
には	カリウム	資源がないので，	全量	をアメリカ，	ヨーロッパ	などからの輸⼊に依存してい
る。	1970年頃からカリの肥効認識が⾼まり，従来の窒素偏重を是正するため，	配合肥料	や
複合肥料	のカリ原料としてカリ消費が増加している。	

	

	

	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%86%94%E6%88%90%E3%83%AA%E3%83%B3%E8%82%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%86%94%E6%88%90%E3%83%AA%E3%83%B3%E8%82%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%B3%E9%85%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%B3%E9%85%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%AB%E3%83%AA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E7%81%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%A6%E5%9C%9F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BA%E6%BA%B6%E4%BD%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%B3%E9%89%B1%E7%9F%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%9B%87%E7%B4%8B%E5%B2%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E
https://kotobank.jp/word/%E9%81%8E%E3%83%AA%E3%83%B3%E9%85%B8%E7%9F%B3%E7%81%B0-47563
https://kotobank.jp/word/%E9%81%8E%E3%83%AA%E3%83%B3%E9%85%B8%E7%9F%B3%E7%81%B0-47563
https://kotobank.jp/word/%E9%AA%A8%E7%B2%89-502664
https://kotobank.jp/word/%E5%8F%AF%E6%BA%B6%E6%80%A7-467118
https://kotobank.jp/word/%E7%B2%89%E7%8A%B6-623288
https://kotobank.jp/word/%E7%B2%92%E7%8A%B6-658759
https://kotobank.jp/word/%E7%81%B0%E7%99%BD%E8%89%B2-192691
https://kotobank.jp/word/%E3%83%AA%E3%83%B3%E9%85%B8%E8%82%A5%E6%96%99-150358
https://kotobank.jp/word/%E3%83%AA%E3%83%B3%E9%85%B8%E8%82%A5%E6%96%99-150358
https://kotobank.jp/word/%E3%83%AA%E3%83%B3%E9%85%B8-150341
https://kotobank.jp/word/%E7%A1%AB%E9%85%B8%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%A6%E3%83%A0-149633
https://kotobank.jp/word/%E9%87%8D%E9%81%8E%E3%83%AA%E3%83%B3%E9%85%B8%E7%9F%B3%E7%81%B0-1335423
https://kotobank.jp/word/%E5%8D%98%E8%82%A5-324127
https://kotobank.jp/word/%E8%82%A5%E6%96%99-121703
https://kotobank.jp/word/%E7%AA%92%E7%B4%A0%E8%82%A5%E6%96%99-96318
https://kotobank.jp/word/%E3%82%AB%E3%83%AA%E8%82%A5%E6%96%99-47462
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https://kotobank.jp/word/%E3%83%AA%E3%83%B3%E9%85%B8-150341
https://kotobank.jp/word/%E8%82%A5%E6%96%99-121703
https://kotobank.jp/word/%E5%A1%A9%E5%8C%96%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%82%A6%E3%83%A0-37961
https://kotobank.jp/word/%E7%A1%AB%E9%85%B8%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%82%A6%E3%83%A0-149631
https://kotobank.jp/word/%E7%A1%AB%E9%85%B8%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%82%A6%E3%83%A0-149631
https://kotobank.jp/word/%E4%B8%BB%E6%88%90%E5%88%86-528676
https://kotobank.jp/word/%E3%82%AB%E3%83%AA%E5%A1%A9-467790
https://kotobank.jp/word/%E5%A1%A9%E5%8C%96%E3%82%AB%E3%83%AA-447367
https://kotobank.jp/word/%E7%A1%AB%E9%85%B8%E3%82%AB%E3%83%AA-1436888
https://kotobank.jp/word/%E3%82%AB%E3%83%AA-47315
https://kotobank.jp/word/%E9%87%8D%E7%82%AD%E9%85%B8%E3%82%AB%E3%83%AA-1336040
https://kotobank.jp/word/%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%82%A6%E3%83%A0-47349
https://kotobank.jp/word/%E5%85%A8%E9%87%8F-551497
https://kotobank.jp/word/%E3%83%A8%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%91-146564
https://kotobank.jp/word/%E9%85%8D%E5%90%88%E8%82%A5%E6%96%99-112803
https://kotobank.jp/word/%E8%A4%87%E5%90%88%E8%82%A5%E6%96%99-123968


硫酸カリ	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A1%AB%E9%85%B8%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%8
2%A6%E3%83%A0	

硫酸カリウム	（りゅうさんカリウム、potassium	sulfate）は化学式	K	2	SO	4		の	無機化合物	で
ある。	硫酸カリ	、	硫加	（リュウカ）とも呼ばれる。不燃性の⽩⾊結晶塩で、⽔には溶けるが
アルコール	には溶けない。天然には	アルカナイト	として存在するが、これは存在度の低い鉱
物である。⼯業的には	塩化カリウム	を	硫酸	と熱するか、	キーゼリット	(	硫酸マグネシウム	鉱
⽯）と塩化カリウムの	複分解	によってつくる。	カリウム	と	硫⻩	を提供することから、	化学肥
料	として広く使われている。	

	

塩化カリ	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A1%A9%E5%8C%96%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%8
2%A6%E3%83%A0	

塩化カリウム	（えんかカリウム、potassium	chloride）は	化学式			KCl		で表される	カリウム	の
塩化物	で、	結晶格⼦	は	塩化ナトリウム型構造	をとる。⼯業的には	塩加	、	塩化加⾥	、	塩化カリ
とも呼称される。	アメリカ合衆国	では薬物による	死刑	執⾏時に使⽤する薬物としても知られ
る。	

⿂かす	

http://www.shk-net.co.jp/seminar/post-1.html#semi03	

⽣⿂（イワシ、ニシン、雑⿂など）を⽔で20〜30分煮て、圧搾機で油と⽔分を除き、乾燥さ
せたものを⼀般に⿂かすと呼んでいます。有機質肥料には⼤きく分けて植物由来のものと動

物由来のものがありますが、動物系有機質肥料の代表。普通肥料の公定規格では、⿂かす粉

末、⼲⿂肥料粉末、⿂節煮かすの3種類があります。⿂かす粉末は、4％以上の窒素と3％以
上のリン酸を含み、窒素とリン酸の合量が12％以上であること、と規定されています。⼲⿂
肥料粉末は、窒素6％以上、リン酸3％以上。⿂節煮かすは、窒素9％以上と規定されていま
す。⼀般的な⿂かすは、窒素とリン酸をそれぞれ7〜10％、4〜9％含みます。温度によって
分解速度があまり変わらず、⽐較的速効性の肥料で、元肥・追肥ともに使えます。寒冷地や

重粘⼟、砂⼟などでも肥効が⾼く、肥料の流亡も少ない優れた肥料です。⿂粕は、作物の味

を良くすると⾔われ、特に果樹農家では重⽤されています。しかし、⼀度に⼤量に施すと⼟

壌中にアンモニアが貯まり、かえって品質を悪くする場合があります。	

	

	

	

	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A1%AB%E9%85%B8%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%82%A6%E3%83%A0
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A1%A9%E5%8C%96%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%82%A6%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A1%AB%E9%85%B8
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A1%AB%E9%85%B8%E3%83%9E%E3%82%B0%E3%83%8D%E3%82%B7%E3%82%A6%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A4%87%E5%88%86%E8%A7%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%82%A6%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A1%AB%E9%BB%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E8%82%A5%E6%96%99
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なたね油	

http://www.shk-net.co.jp/seminar/post-1.html#semi01	

菜種、⼤⾖、綿実、ゴマ、落花⽣などの植物の種⼦や⽶ぬか等から油を搾ったかすを⼀括し

て植物油かす類と呼びます。その中で菜種油粕は有機質肥料の代表選⼿。肥料成分の効き⽅

も有機質肥料全体の中間。⼤⾖油粕は有機質肥料の中では最も速く肥効が現れます。菜種油

粕や綿実油粕など多くは、窒素・リン酸・カリを概ね5〜6％、2％、1％程度含み、⼤⾖油
粕はそれぞれ7％、1％、2％程度を含みます。菜種油粕は、作物の⽣育パターンによく合っ
ており、古くから利⽤されています。また、⼟壌の物理性を改善したり、⼟壌微⽣物を増や

す働きが⼤きいなど優れた有機質肥料です。しかし、⼟壌中で分解した窒素の硝酸化成が極

端に遅い、施⽤直後は発芽を強く抑制するという⽋点があり、注意しなければなりません。

⼤⾖油粕は、肥効が速く、⼟壌の物理性改善効果も⾼く、地⼒の維持増進によいとされてい

ます。	

	

蒸製⾻粉	

http://www.shk-net.co.jp/seminar/post-1.html#semi05	

⼀般に⾻粉と⾔われているのは、⽜、豚などの動物の⾻を砕いて加圧・⾼温（3気圧・180
度・3時間以上）で蒸製し、脂肪と⼤部分のにかわ（ゼラチン）を除いた蒸製⾻粉のことで
す。その他、ゼラチンを除いた脱膠⾻粉（だっこうこっぷん）もあります。蒸製⾻粉は、窒

素4％程度、リン酸18〜22％含み、肥効は緩効的で残効も⻑く、優れたリン酸肥料の⼀つで
す。脱膠⾻粉は、リン酸分を30％以上含み、窒素は1〜2％しか含みません。公定規格上
は、脱膠⾻粉も蒸製⾻粉に含められています。最近は、原料が⽜から豚主体になったため、

以前に⽐べ、りん酸成分は低くなっています。蒸製していない⽣⾻粉（きこっぷん）は、現

在では流通が禁⽌されています。また、普通肥料の公定規格では、蒸製鶏⾻粉が定められて

いますが、⽜や豚の蒸製⾻粉より、肥料成分含有率は低くなっています。	

BSE発⽣後は、⾻粉質類の海外からの輸⼊が禁⽌され、僅かに国内産の豚や鶏の⾻粉が流通
しているのみになっています。国内の⽜⾻粉もありますが、脊柱を除いたり、死亡⽜は使⽤

できないなどの規制が厳しく、流通量が少なく、価格も⾼価です。⾻粉の代替え品として、

植物またはリン鉱⽯由来のリンカルの流通量が増加しています。海外からは、動物(豚が多
い)の⾻を⾼温で処理した⾻炭や⾻灰（いずれも特殊肥料）も輸⼊されていますが、蒸製⾻
粉に⽐べて施⽤効果は劣るようです。	

流通量は少ないのですが、鮫などの⼤型⿂の⾻を蒸製した蒸製⿂⾻粉も輸⼊されています。

鮪などの国産⿂⾻粉も僅かですが流通しています。⼀般に蒸製⿂⾻粉の窒素は、家畜由来の

⾻粉より少ないのですが、りん酸成分を25〜28％程度含んでいます。通常の蒸製⾻粉の代
替え品として、⾮常に魅⼒的な有機肥料ですが、流通量が少ないのが残念です。	

⾻粉質類には、もう⼀つ⾁⾻粉があります。窒素を6〜8％、リン酸を8〜15％含み、窒素の
分解に従ってリン酸が溶けやすくなり、リン酸の吸収、利⽤性が⾼い優れた有機肥料です

http://www.shk-net.co.jp/seminar/post-1.html#semi01
http://www.shk-net.co.jp/seminar/post-1.html#semi05


が、BSEの感染源だとみなされ、⼀旦は完全に流通が禁⽌されました。国内品については	⾮
常に厳しい制限の元、僅かに⽣産されているようですが、⾮常に⾼価で、流通量も僅かなた

め、複合肥料の原料としてはほとんど使われていないと思います。	

いずれの種類の⾻粉も流通量が少なく、以前に⽐べてかなり⾼価になっております。⽇本の

有機農業発展のために、⾻粉に変わる有機リン酸源の確保が急がれます。	

	

	 弊社の⾻粉類は、狂⽜病予防に必要な国際規格で製造された国産品を使っています。安⼼
して使ってください。ただし、これらの原料を使った肥料は、放牧地への散布や動物の餌に

混⼊する恐れのある使い⽅は禁⽌されています。		

	

粒状化	

https://www.itoen.co.jp/oiocha/history/oiocha_history/index.html	

『オリ』とは緑茶抽出後2〜3⽇で緑茶に含まれる成分が	粒状の浮遊物として⼤量に発⽣
し、沈殿する現象のことです。	⾝体に害はないのですが、透明なペットボトルでは⾒栄え
が悪く、⾵味も損なわれます。		

	

⾼度化成	

https://www.kajyu.org/saibai-nasi-kagakoudo.html	

化成肥料は成分（Ｎチッソ、Ｐリンサン、Ｋカリウム）を2種類以上含んだ肥料です。その
中でも、成分含有率が特に⼤きいもの（３０％以上）を⾼度化成肥料といいます。	

	 ⾼度化成肥料は、含有成分の⽐率が⼤きいため化成肥料の中でも特に省⼒化のメリットが
あります。その反⾯、散布時の偏りや施しすぎに注意が必要な肥料です。	

・⾼度化成肥料のメリット	

	 普通化成肥料（8-8-8）と⾼度化成肥料（14-14-14）で⽐較した場合、含有率が2倍近くあ
ることから使⽤量が約半分程度となります。このため、搬送作業や散布作業に伴う労⼒が半

分程度。作業時間も⼤幅に短縮されます。	

	 ・⾼度化成肥料のデメリット	

	 体積が普通化成肥料（8-8-8）と⽐較し半分程度のため、広範囲に均⼀に散布する使⽤で
は不向きであり、⼿散布では斑となり易くなります。特に均⼀散布に主眼を置く場合、散布

量と散布⾯積を考慮したうえで肥料散布機などを使⽤して計画的な散布作業が必要となりま

す。	

	

	

https://www.itoen.co.jp/oiocha/history/oiocha_history/index.html
https://www.kajyu.org/saibai-nasi-kagakoudo.html


普通化成	

https://horti.jp/7829	

窒素、リン酸、カリウムの配合合計が15〜30%のものを指します。最も⼀般的に使わ

れている化成肥料です。�

�

緩効性窒素質肥料	

http://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/hozen_type/h_sehi_kizyun/pdf/ntuti30.pdf	

難溶性の窒素肥料で、徐々に無機化し、天然の有機質と同じような窒素の肥効発現を	する
化学肥料である。ホルム窒素、ＩＢ、ＣＤＵなどがある。	

IBチッソ	

https://agri-biz.jp/item/detail/790?page=5	

(イソブチルアルデヒド加⼯尿素肥料)		

保証成分は窒素全量28%以上。直径2〜8mの粒状にしてあります。		

肥効の発現は、⽔に少しずつゆっくりと溶け、加⽔分解により尿素となり、炭酸アンモニウ

ムから硝酸へと変化していくという段階を踏みます。	この分解速度は、IB肥料のタイプ別
粒径の違いの他に、⼟壌岬⼟壌⽔分にも左右されます。また使⽤時期の⼟壌温度によって

も、窒素成分の溶出が違います。	乾いた状態では分解溶出が少なく、あてにした肥効が現
われなかったというような失敗例もよく聞きます。しかし、このことは有機肥料でも同様の

ことが起こることです。⽔分調節さえすれば問題はありません。		

	

CDUチッソ	

https://agri-biz.jp/item/detail/790?page=5	

(アセトアルデヒド加⼯尿素肥料)		

保証成分は窒素全量で28%以上。⽔にはほとんど溶けません。	⼟壌に施されてから、加⽔
分解により少し化学構造を分解され、その後は微⽣物分解により⽇数を経てアンモニアに変

化します。有機肥料よりも肥効は遅く、緩効性です。また⼟壌⽔分、温度の影響を受けま

す。		

	

https://horti.jp/7829
http://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/hozen_type/h_sehi_kizyun/pdf/ntuti30.pdf
https://agri-biz.jp/item/detail/790?page=5
https://agri-biz.jp/item/detail/790?page=5


被覆肥料	

http://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/hozen_type/h_sehi_kizyun/pdf/ntuti30.pdf	

被覆肥料は⽔溶性の粒状肥料を硫⻩、ポリオレフィン樹脂、アルキッド樹脂などで表	⾯を
被覆し、肥効発現の持続期間をコントロールできる肥料であり、コーティング肥料	とも呼
ばれている。	被覆肥料の最⼤の特徴は、肥効の持続性と溶出コントロール性である。被覆
肥料は肥	効が緩やかで、作物の根に接触しても周辺の⼟壌養液濃度を⾼めることがないた
め、定	植時における１作分の施肥や局所施肥が可能となり、追肥の省⼒化、肥料利⽤効率
向上	と施肥量削減が同時に出来る可能性がある。また、地温などから肥効のシミュレー
ショ	ンができるため、作物の養分吸収特性に応じた施肥を⾏うことが可能である。	しか
し、被覆肥料の溶出は種類によって異なってくるため、それぞれの溶出特性を⼗	分に把握
した上で作物の種類や栽培法に応じて選定する必要がある。	

合成樹脂	

https://kotobank.jp/word/%E5%90%88%E6%88%90%E6%A8%B9%E8%84%82-62452	

天然樹脂に対する名称。	合成⾼分⼦	のうち，	合成繊維	，	合成ゴム	以外のものをいうが，⽪膜
など区別が明確でないものが多く，合成⾼分⼦全体を意味することもある。可塑性をもって

おり，加⼯しやすく，軽く，電気や熱の	絶縁性	のよいものが多い。合成樹脂として，	フェ
ノール樹脂	，	メラミン樹脂	のような	熱硬化性樹脂	，	ポリエチレン	，	ポリ塩化ビニル	，	ポリス
チレン	のような	熱可塑性樹脂	など，⽤途に応じて⾮常に多くの種類が⽣産されている。	

硫⻩	

https://kotobank.jp/word/%E7%A1%AB%E9%BB%84-29937	

元素記号S，	原⼦番号		16，原⼦量	32.066。周期表	16族，	酸素族元素	の1つ。2価の	陰イオン
をつくりやすい。以前は⾃然硫⻩や硫⻩鉱⽯から得られたが，最近は⽯油の	脱硫	により⼤量
に得られる。単体硫⻩には3種の固体の	同素体		(	斜⽅晶系	，	単斜晶系	，無定形)	がある。	融点
は斜⽅晶系が	113℃，単斜晶系が	119℃。	沸点	は	444.55℃。液体硫⻩の粘度は	160℃以上で
⾮常に⾼く，190℃で極⼤，それ以上では低下する。電気の	不導体	。空気中で⻘い炎をあげ
て燃え，	⼆酸化硫⻩	を⽣じる。硫酸，群⻘，	クロロスルホン酸	，硫化リン，	⽕薬	，マッチ，
抜染剤	，染料の製造およびゴムの	加硫	，	碍⼦	などに⽤いられる。	
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珪藻⼟	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8F%AA%E8%97%BB%E5%9C%9F	

珪藻⼟	（けいそうど、diatomite、diatomaceous	earth）は、	藻類	の⼀種である	珪藻	の殻の	化
⽯	よりなる	堆積物	（	堆積岩	）である。	ダイアトマイト	ともいう。珪藻の殻は	⼆酸化ケイ素	（
SiO	2	）でできており、珪藻⼟もこれを主成分とする。	

珪藻が	海	や	湖沼	などで⼤量に増殖し死滅すると、その死骸は⽔底に沈殿する。死骸の中の	有
機物	の部分は徐々に分解されていき、最終的には⼆酸化ケイ素を主成分とする殻のみが残
る。このようにしてできた珪藻の化⽯からなる	岩⽯	が珪藻⼟である。多くの場合	⽩亜紀	以降
の	地層	から産出される。	

	

溶脱窒素	

http://www2.pref.iwate.jp/~hp2088/seika/old/h07/c_17.pdf	

(1)畑	の	N03~N存在量	と溶脱の実態	ア	定	点調査の	3巡	⽬までの畑のECの変化は⼤き	くは
ない。	しか	し、野菜では普通作物	に⽐較	して明	らかにECの値が⾼	く、特	に施設の割合
の⾼い果葉類で⾼い傾向が⾒	られる。ほ	うれん	そうハ	ウスの調査によると、40〜60cmの
下層において	も	N03~Nの値が⾼い例が多	く、窒素施	肥過剰	に加えて、多量の有機物の連
年施⽤によるもの	と考え	られた。	(図	1	)	イ	排	⽔の良い⽕⼭灰⼟壊等の条件では、	N03~N
は⼟壌浸透⽔	に伴	って速やかに下⽅に溶脱す	る。作⼟層の	N03~Nが1□深に	まで到達する
には、積算降⽔量で約	700mmを要する。	ウ	N03~Nの	港脱は多肥	によって著	しく増加す
る。有機物で	も施⽤量が多	くなれば溶脱量は増	加するが、化学肥料単独に⽐べ	ると、溶
脱量の増加割合は少ない。施肥	N量に⽐較	して作物	体による吸収量が少ない場合に、	
N03~N溶脱量が多	くなる傾向が⾒	られる。	(表	1、	図	2	)	緩効性肥料	(試験資材	:被覆尿素)
は	作物による施肥	Nの利⽤率は⾼まるが、溶脱量はか	な	らず	しも低下	しない傾向がみ	ら
れた。		

硫酸根	

http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=15515	

硫酸の酸基（＞SO4）を硫酸根といい、	硫酸根肥料	には「	硫酸	アンモニア	、	過りん酸⽯灰	、
硫酸加⾥	」などがある。硫酸根を副成分として含む硫安などの肥料を	⽔⽥⼟壌	に施⽤する
と、地温の上昇とともに、微⽣物の作⽤によって硫酸根が還元されて	硫化⽔素	が⽣成する。
⽣成した	硫化⽔素	は、通常の	⽔⽥⼟壌	中では鉄と結合して無害な硫化鉄となるが、表⼟の鉄
が下層に溶脱して乏しくなっている	⽼朽化⽔⽥	や、有機物の多い湿⽥などで⼟壌の還元化が
進んでいる場合は、	硫化⽔素	の発⽣を抑えきれず、	根の活⼒	が阻害されて、根腐れにより	幼
穂形成期	頃から下葉が枯れ上がる秋落ち現象を起こす。このため、	⽼朽化⽔⽥	や湿⽥では副
成分として硫酸根を含まない肥料の施⽤が奨められている。⼀⽅、硫⻩（S）成分の不⾜す
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る⼟壌や、塩類の集積によってアルカリ化に傾きやすい施設栽培⼟壌では、	硫酸根肥料	によ
る硫⻩の補給や⼟壌pHの矯正効果が期待され、	硫酸根肥料	の施⽤が⾒直されている。	

	

置換性塩基類	

https://www.weblio.jp/content/%E7%BD%AE%E6%8F%9B%E6%80%A7%E5%A1%A9%E5
%9F%BA	

exchangeable	base	

⼟壌	コロイド	は	Ca2+	，Mg2+，K+，	H+	などの	陽イオン	を	吸着	しているが、容易に他の	陽イ

オン	と	交換	されるので	このような	陽イオン	（	H+	を除く）を	交換性塩基	または置換性塩基と

いう。	

緩衝曲線	

http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=13426	

中和⽯灰量	は、全酸度相当量による⽅法や緩衝曲線法、あるいは陽イオン飽和度と陽イオン

の⽐率から計算する⽅法などによって求める。全酸度による⽅法では、⾵乾⼟壌100gに1M

塩化	カリウム	溶液を加えて振とうし、懸濁液の濾液を0.1M⽔酸化ナトリウム溶液で滴定し

て中和に要したmL量、置換酸度Y1から全酸度を推定し、⼟壌の中和に必要な⽯灰量を算出

する。緩衝曲線法では、⾵乾⼟壌10gに対し、炭酸	カルシウム	を段階的に加えて純粋25mL

を加えてよく混ぜて24時間放置後、5時間振とうする。通気により	⼆酸化炭素	の影響を除去

してpHを測定し、炭酸	カルシウム	量とpHの緩衝曲線を作成して⽯灰資材の必要量を読み取

る。陽	イオン交換容量	と陽イオン飽和度の差から必要な⽯灰量を計算することもできる。	
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中和⽯灰量	

http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=13426	

中和⽯灰量	は、全酸度相当量による⽅法や緩衝曲線法、あるいは陽イオン飽和度と陽イオン

の⽐率から計算する⽅法などによって求める。全酸度による⽅法では、⾵乾⼟壌100gに1M

塩化	カリウム	溶液を加えて振とうし、懸濁液の濾液を0.1M⽔酸化ナトリウム溶液で滴定し

て中和に要したmL量、置換酸度Y1から全酸度を推定し、⼟壌の中和に必要な⽯灰量を算出

する。	

⽯灰類	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E7%81%B0	

⽯灰	（せっかい）とは、⽣⽯灰（	酸化カルシウム	、CaO）または消⽯灰（	⽔酸化カルシウ

ム	、Ca(OH)	2	）のこと。	炭酸カルシウム	（CaCO	3	）や	カルシウム	（Ca）を指すこともあ

る。消⽯灰は⽣⽯灰を	⽔	で	消和	してつくり、炭酸カルシウムは消⽯灰と	⼆酸化炭素	が反応し

てできる。	
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施⽤⽯灰量	

http://www.hiryou.hokuren.or.jp/qa/q02_14_01.html	

１．中和⽯灰量の算出⽅法	

	 ⽯灰の施⽤量を求めるのに⼀般的に使われているのは、精度が落ちますがアレニウス表

(表)を⽤いる⽅法と、pHメータを⽤いて実際に炭酸カルシウムを添加して必要量を求める緩

衝曲線法とがあります。		

(1)アレニウス表から求める⽅法	

この⽅法を⽤いるには対象⼟壌のpH、腐植含量および⼟性を知る必要があります。表に算

出例を⽰しましたので参考に願います。	

(2)緩衝曲線(炭酸カルシウム添加・通気法)から求める⽅法	この⽅法は、数段階の炭酸カルシ

ウムを⼟壌に加えた後、その懸濁液のpHを実際に測定します。精度は⾼いのですが、添加

炭酸カルシウムと⼟壌の反応(図2)に時間がかかります。図1に⽰したような図を描いて、所

定のpHにするのに必要な炭酸カルシウム量を求めます。	

苦⼟⽯灰類	

https://botanica-media.jp/316?#head-a4a7419599b2adbb216d6df297b140d2	

苦⼟⽯灰の主成分	

ドロマイト系の⽯灰岩を粉砕したもので⽩⾊の粉末状もしくは粒状をしています。主成分は

炭酸カルシムと炭酸マグネシウムで、化学式で表すとCaCO2とMgCO3です。アルカリ成分

は55％以上です。	

苦⼟⽯灰の特徴	

⽣⽯灰や消⽯灰ほどアルカリ性は強くなく、緩効性なのでゆっくりとpH調整をしてくれる

のが特徴です。カルシウムの他に苦⼟（マグネシウム）も含むため、植物に	必要な微量要

http://www.hiryou.hokuren.or.jp/qa/q02_14_01.html
https://botanica-media.jp/316?#head-a4a7419599b2adbb216d6df297b140d2


素の補給にも役⽴ちます。そのため野菜づくりで使⽤される⽯灰肥料ではこの苦⼟

⽯灰が主流となります。	

三要素系肥料	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%82%A5%E6%96%99%E3%81%AE%E4%B8%89%E8%A

6%81%E7%B4%A0	

肥料の三要素	（ひりょうのさんようそ）[		英	:	three	main	macronutrients	]とは、	植物栄養素

としての	窒素	、	リン酸	、	カリウム	のことである。これらは、植物がその成⻑のために多量に

要求し、かつ、植物体を⼤きく⽣育させるため、農業上特に肥料として多く与えることが望

ましい。	

窒素質肥料	

https://kotobank.jp/word/%E7%AA%92%E7%B4%A0%E8%82%A5%E6%96%99-96318	

窒素を主成分として含む肥料。⿂粉，油かすなどは有機質窒素肥料であるが，化学肥料とし

ては，硫安，塩安，尿素，⽯灰窒素，硝安，硝⽯などがある。硝酸態窒素肥料は硝酸ナトリ

ウムの形態で存在する窒素を主成分とするもので，速効性であるが，⼟壌から溶脱しやすい

ので畑作に⽤いられることが多い。硫安，塩安，尿素，⾼度化成肥料のように，窒素をアン

モニアの形で含有するアンモニア系窒素肥料が，需要は伸びている。	

硫安	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A1%AB%E9%85%B8%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%8

3%A2%E3%83%8B%E3%82%A6%E3%83%A0	

硫酸アンモニウム（りゅうさんアンモニウム、	英	:	ammonium	sulfate）は	硫酸	のアンモニウ

ム塩で、	化学式	(NH	4	)	2	SO	4		で表される化合物。硫安とも呼ばれる。	

無⾊の	結晶	で、	⽔に易溶	。空気中で熱すると	120	°Cで	分解	を始め	357	°C	で	アンモニア	を

放って	融解	する。	
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塩安	

https://kotobank.jp/word/%E5%A1%A9%E5%AE%89-37941	

塩化アンモニウム		NH	4	Cl	の略称。⾷塩から	ソーダ灰	を製造する際に発⽣した塩素を	アンモ

ニア	と反応させたもので，⽔溶性の⽩⾊，無臭の結晶。速効性の窒素質	肥料	として利⽤され

る。無硫酸根肥料として，硫酸根をもった肥料	(	硫安	)	に⽐較して⽼朽⽔⽥⽤肥料として安

全である。⼯業的には	アンモニアソーダ法	による⽣産が⼤部分を占めている。	

硝安	

https://kotobank.jp/word/%E7%A1%9D%E5%AE%89-78816	

硝酸アンモニウム	の⼯業的呼称。化学式	NH	4	NO	3		。無⾊結晶。融点	169.5℃，約	220℃で分

解。⽔に発熱しながら多量に溶ける。爆薬の原料でもある	(→	硝安爆薬		)	。窒素含有量は理

論値で	35%であるが，	肥料	⽤製品としては	32〜34%で，半分ずつが	アンモニア性窒素	と	硝

酸性窒素	である。肥料として速効性で，流亡性が⼤きく，	硫安	に⽐べると窒素分は	1.5倍で

，無効成分が含まれていない。しかし爆発性であるため，取り扱いには⼗分な注意が必要。

⼯業的	製法	としては，	硝酸	に	アンモニア	を加える。この製法には常圧中和法と加圧中和法が

ある。	

硝酸ソーダ	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A1%9D%E9%85%B8%E3%83%8A%E3%83%88%E3%8

3%AA%E3%82%A6%E3%83%A0	

硝酸ナトリウム	（しょうさんナトリウム、	英語	：sodium	nitrate）は	硝酸	のナトリウム塩

で、化学式	NaNO	3	で表される	化合物	である。天然には	チリ硝⽯	という	鉱物	として	鉱⼭	から

採掘される。⼯業的には硝酸をソーダ灰（	炭酸ナトリウム	）または	⽔酸化ナトリウム	と反応

させることによって製造されている。	
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尿素	

https://kotobank.jp/word/%E5%B0%BF%E7%B4%A0-110651	

化学式	(NH	2	)	2	CO	。無⾊の結晶で，塩⾟い味がする。融点	132.7℃。	哺乳類	の尿，その他の

動物の体液などに広く存在する。尿素は蛋⽩質が	体内	で分解する際に⽣じるものであって，

成⼈は1⽇約	30gを排泄する。	1828年，F.	ウェーラー	によってシアン酸アンモニウムから合

成され，これによって「有機物質は⽣命⼒によってのみつくられる」という従来までの考え

が否定された。尿素は希酸，希アルカリによって	アンモニア	と	⼆酸化炭素	に分解する。⽤途

としては，	肥料	，	尿素樹脂	の	原料	，	医薬	品製造原料として重要であり，アンモニア，⼆酸化

炭素を原料として⼯業的に⽣産されている。	

⽯灰窒素	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E7%81%B0%E7%AA%92%E7%B4%A0	

⽯灰窒素	（せっかいちっそ）は、	炭化カルシウム	と	窒素	の化合物である。植物および動物に

対して	毒性	があるので取り扱いがやや難しいが、	肥料	と	農薬	の2つの効果を狙える利点があ

る。主成分は、	カルシウムシアナミド	（	CaCN	2	）。副成分は	⽯灰	、	ケイ酸	、	鉄		など。微量

の	カーバイド	も含むので特有の臭気がある	

りん酸質肥料	

https://kotobank.jp/word/%E3%83%AA%E3%83%B3%E9%85%B8%E8%82%A5%E6%96%

99-150358	

リン酸を含む肥料。リン酸は植物の枝，葉，つぼみ，花の発育に⽋かせない成分であり，窒

素，	カリウム	とともに肥料の3要素とされる。天然と⼈造とに⼤別され，前者には，	動物性

肥料	に	⾻粉	，	グアノ	，鶏糞，	植物性肥料	に	⽶ぬか	などがあり，いずれも遅効性で	元肥	または

置き肥として使う。後者はリン鉱⽯を原料とし，代表的なものに，	過リン酸⽯灰	，	重過リン

酸⽯灰	，リン安，	溶成リン肥	，	焼成リン肥	がある。また他の肥料成分をも含んだ配合肥料，

化成肥料	がある。	
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過りん酸⽯灰	

https://kotobank.jp/word/%E9%81%8E%E3%83%AA%E3%83%B3%E9%85%B8%E7%9F%

B3%E7%81%B0-47563	

リン鉱⽯や	⾻粉	を硫酸で処理し，リン成分を	可溶性	にした	粉状	ないし	粒状	の	灰⽩⾊	の	リン酸

肥料	。主成分は	リン酸	⼆⽔素カルシウムと	硫酸カルシウム	。有効リン酸を	15〜18%含むが

，20%以上を含む	重過リン酸⽯灰	もある。	単肥	または他の	肥料		(	窒素肥料	，	カリ肥料	)	と配

合して使⽤される。	

	

重過りん酸⽯灰	

https://kotobank.jp/word/%E9%87%8D%E9%81%8E%E3%83%AA%E3%83%B3%E9%85%

B8%E7%9F%B3%E7%81%B0-1335423	

リン鉱⽯をリン酸またはリン酸と硫酸の混酸で処理、分解して得られる⽔溶性のリン酸⼀⽯

灰を主体とする	リン酸肥料	の⼀つで、略して重過⽯または重過リン酸という。	過リン酸⽯灰

と異なる点は、製法の違いにより⽯膏(せっこう)（硫酸カルシウム）の含量が少ないこと

で、逆にリン酸含量は⾼い。⽇本では可溶性リン酸含量が30％以上のものを重過リン酸⽯

灰、30％未満のものを過リン酸⽯灰と定義づけて区別している。しかしこの基準は国によ

り異なっており厳密なものではない。また、22％以上のものを包括して濃厚過リン酸、22

％未満のものを普通過リン酸と2⼤別することもある。⽇本で⽣産されている重過リン酸⽯

灰の平均品位は約38％で、リン酸分解のものが45〜47％と⾼く、混酸分解のものでは33％

程度のものが多い。有効リン酸の成分が2、3倍⾼いだけで肥効は普通の過リン酸⽯灰とほ

ぼ同じである。［⼩⼭雄⽣］	

『伊達昇・塩崎尚郎編著『肥料便覧』第5版（1997・農⼭漁村⽂化協会）	 ▽肥料協会新聞

部編『肥料年鑑』各年版（肥料協会）』	
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