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熔成リン肥	（ようせいリンぴ）	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%86%94%E6%88%90%E3%83%AA%E
3%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。	

	
	

混合りん肥	
http://minex.co.jp/items_kr.html	
	
混合りん肥はイネの葉や茎の表⾯にけい化細胞を形成し、稲体を丈夫にするので初期育成の

促進・病⾍害の軽減・倒伏軽減・登熟歩合の向上・秋落軽減・冷害軽減などの効果が期待で

きます。	
	
混合りん肥とは	
混合りん肥とは、りん酸とケイカルの散布が⼀回の作業で⾏える省⼒的な肥料です。	
	
	
熔過りん	
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13451210
23	
熔りんと過リン酸⽯灰の違いは？また施肥するときに⼀番効果的な使い⽅を教えて

ください。�

溶リンはアルカリ性、リン酸分２０％�効果の遅効性は遅い�元肥（⼟と混合）�

りん酸、苦⼟、ケイ酸と各種微量要素を含む肥料です。アルカリ性の肥料ですから

酸性の強い⼟や⽕⼭灰⼟壌でのりん酸の補給には⼀番適しています。��

�

過リン酸⽯灰は酸性、リン酸分１７％�効果は速い�元肥（⼟と混合）、追肥�
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花もの�実ものには特に効果があります。元肥、追肥いずれにも使えますが、堆肥、

⽜ふんなどと併⽤するとより効果が上がります。�

�

重焼りん�
https://www.zennoh.or.jp/activity/hiryo_sehi/pdf/qa_kudo.pdf	
苦⼟重焼燐の原料であるという焼成りん肥とは，どんな肥料ですか？	
りん酸肥料の原料であるりん鉱⽯は，ふっ素と固く結合している	
「ふっ素りん灰⽯」なので，そのままではりん酸も⽯灰も作物にはほ	
とんど利⽤されません。したがって，フッ素を分離除去する処理をす	
れば肥料となります。	
りん鉱⽯を硫酸で分解したものが過りん酸⽯灰となり，りん鉱⽯を苦⼟原料とと	
もに熔融急冷して，その構造を破壊してガラス状物にしたものが「ようりん」です。	
それに対して，焼成りん肥は独特の焼成技術でりん酸および⽯灰とふっ素の固い結	
合（ふっ素アパタイト）を破壊し，難溶化の原因であるふっ素をほぼ完全に除去し	
たものです。	
焼成りん肥は，化学的にはレナニット〔CaNaPO4〕と活性りん酸三⽯灰〔αCa3（PO4）2
〕の固溶体です。このものは純度が⾼く，家畜によるりん（P），カル	
シウム（Ca）の利⽤率も⾼いので，飼料のミネラル源として幅広く利⽤されます。	
なお，有機質肥料の⾻粉のりん酸成分は，主にりん酸三⽯灰〔Ca3（PO4）2〕で，	
焼成りん肥の組成と⾮常によく似ています。	
	
	
カリ質肥料	
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。	
	
	
	

硫酸カリ	
https://www.tama5ya.jp/product/320	
硫酸加⾥は、⽔に溶けやすい速効性のカリ肥料（化学肥料）です。	
⼟壌に保持されるので元肥にも追肥にも向きます。	
植物の茎や葉を充実させ、根張りも良くします。	
特に野菜（イモ類）の収穫量を増やしますので⽋かせない肥料です。	
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塩化カリ	
https://www.tama5ya.jp/product/621	
	
肥料の三⼤要素であるカリウムの塩化物が塩化カリウムです。純粋の⾦属カリウムは反応し

やすく不安定な物質ですが、塩化物となった塩化カリウムは安定しており、中性で扱いやす

いカリウム肥料です。	
	
カリウムは植物体内でのたんぱく質の合成に⼤きな役割があり、カリウムが不⾜すると、窒

素が⾜りていてもうまく育ちません。	
	
⼈間と同じく体内の信号の伝達を担っており、新しい葉や新梢に移動しやすい物質でカリウ

ムが効くと全体にシャキッとするのが特徴です。細胞内の⽔分調整の働きもあり、カリウム

が⾜りていると⼟が乾いても植物はしおれにくくなります。夏場に⽋かせないカリウム肥料

です。	
	
この塩化カリウムは硫酸カリウムの原料にもなります。海で取れるニガリも同じ仲間です。

味は海⽔のように塩⾟く苦いです。	
	
	
	
	
硫酸カリ苦⼟	
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=16131	
	

よみ：	りゅうさんかりくど	

英名：	sulfate	of	potash-magnesia／	potassium	magnesium	sulfate	

関連項⽬：	加⾥質肥料	、	塩化加⾥	、	硫酸加⾥	

	 	肥料取締法	上の肥料種別名。硫酸カリと硫酸	マグネシウム	を原料とする複塩で、

原料のほぼ全量を輸⼊に依存している「	加⾥質肥料	」のなかで、塩化カリ、硫酸カ

リに次いで輸⼊量の多い肥料である。	肥料公定規格	では、⽔溶性カリ（K2O）16％

以上、⽔溶性苦⼟（MgO）8％以上を保証するが、市販品では⽔溶性カリ22％以

上、⽔溶性苦⼟18％以上を保証している。代表的な銘柄にサルホマグがある。	テン

サイ	などの畑作物や野菜、果樹、イネなどに単肥あるいは	配合肥料	の原料として使

われるが、⼤半は	化成肥料	の原料となる。苦⼟⽋乏の起こりやすい地帯ではカリ施
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⽤が苦⼟の⽋乏を助⻑するおそれがあるが、その回避に有効な肥料とされる。吸湿

性があるため、貯蔵条件には注意が必要である。	

	

けい酸カリ肥料	
https://www.zennoh.or.jp/activity/hiryo_sehi/pdf/qa_keisankari.pdf	
1.	製造⽅法	けい酸加⾥肥料は，⽯炭⽕⼒発電所で発⽣する微粉炭燃焼灰（フラ	イアッシュ）に⽔酸
化カリウム，マグネシウム源を加えて混合造粒・	篩分けしたあと，約900℃で焼成し製造されます。
これは世界で初めて開発された	緩効性加⾥質肥料で，加⾥と苦⼟のほか，ほう素，⽯灰，鉄などが
，けい酸と結合	したユニークな肥料です	
	
	
重炭酸カリ	
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=16101	
よみ：	じゅうたんさんかり	

英名：	potassium	bicarbonate	

関連項⽬：	肥料の酸性・アルカリ性	、	肥料取締法	、	肥料公定規格	

	 	肥料取締法	上の肥料の種別名。	肥料公定規格	では、⽔溶性カリとして45％以上を

保証する。⽔酸化	カリウム	に	⼆酸化炭素	を吹込み、濃縮して結晶化し製造する弱酸

と強塩基の塩であり、肥料⾃体はアルカリ性を⽰す。施⽤後は	カリウム	が⼟壌に吸

着するため	⼟壌溶液	中の塩類が低濃度に維持され、作物が	カリウム	を吸収した後に

酸根が残らない。そのため、⼟壌の酸性矯正剤としての効果や塩類集積の回避を期

待できる。価格が⾼いため、肥料としての消費は少ないが、タバコなど、塩素を嫌

う作物に使われる。吸湿性が強いため、包装や貯蔵に注意が必要であるとともに、

硫安、塩安、硝安、	過りん酸⽯灰	などの酸性肥料と配合する場合には、速やかに施

⽤しないと窒素などの成分が揮散するおそれがある。	

	
有機質肥料	
http://www.shk-net.co.jp/seminar/post-1.html	
有機質肥料には、様々な植物や動物に由来するもの、発酵⼯業や⾷品⼯業から副産されるも

のなど⾮常に多くの種類があります。狭い意味での有機質肥料とは、農⽔省の定める普通肥

料の公定規格に記載されたものですが、家畜糞なども植物に養分を供給する能⼒からみれば

有機質肥料と⾔えます。改訂有機JASの規定に従えば、⾃然に産するものなら無機物でも有
機質肥料の範疇に含められています。	
	
	
⿂かす粉末	
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http://izukawa.com/products/gyokasu.html	
⿂粕は、肥料登録上「⿂粉類」に分類される動物性有機質肥料の代表格です。当社⿂粕は「⿂粉類」の中の「⿂かす粉

末」で登録しています。公定規格によると「⿂かす粉末」は、窒素４％以上、りん酸３％以上、窒素とりん酸の合計が

１２％以上であると定められています。�

	
⾁かす粉末	
http://www.hiryou.hokuren.or.jp/qa/q03_13_02.html	
２．動物質肥料の種類と特徴	
	 動物質肥料には、主に⿂類、獣類に由来する原料でつくられた肥料で、⿂かす粉末、⾁かす粉末、⾁⾻
粉、乾⾎、蒸製⾻粉などが属します。これら動物質肥料の多くは含有する主成分から表２のように⼤別で

きます。	
	 全般的に窒素の肥効は⿂肥類で速効性のものが多く、その他の動物質肥料の場合も窒素含量が少なくて
も炭素率が⼩さいので多くは⽐較的速効性です(表２)。つまり、動物質肥料は、植物質肥料に⽐べて速効
性の窒素質肥料と位置付けて施⽤すると効果的です。また、リン酸含量の多い肥料はリン酸供給源として

も有効です。ただし、流通量の⽐較的多い動物質肥料に乾燥鶏ふん、発酵鶏ふんなどの加⼯家禽ふん肥料

がありますが、これらは窒素、リン酸、カリの3要素とも成分保証されているものの、成分量はいずれも少
なく、窒素の肥効は⽐較的遅効性の肥料として位置付けられます。	
	 なお、⾁⾻粉については、BSE対策上でその製造、使⽤の場⾯で種々の制約があります。		
	

	

	
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。	
	
	
⼤⾖油かす	
https://www.tama5ya.jp/product/414	
⼤⾖油かすとは、⼤⾖から油を搾り取った残りの粕です�

⼤⾖油かすは有機肥料の中では最も速く肥効が現れます。�

窒素・リン酸・カリを概ね7％、1％、1％程度を含みます。�

⼤⾖油粕は⼟壌の物理性改善効果が⾼く、地⼒の維持増進によいとされています。�

⼟壌に浸透しやすく、微⽣物によって分解され緩やかに効きます。�

開花、結実後の樹勢回復、草勢回復にお礼肥えとしてもお使いいただけます。�

畑・花⽊・果樹・庭⽊など幅広い植物に使えるオールラウンドな肥料です。�
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�

�

なたね油かす�
https://hondanojo.com/aburakasu.htm�

菜種油粕�はナタネという植物の種から油を搾り取って残った搾りカスのことをいいます。�

ＪＡＳ有機適合の有機肥料ですので化学肥料は含まれていません。安⼼して使⽤できます。�

窒素の成分が豊富であるために、野菜を栽培するにしても、葉もの野菜を栽培するときに、

特に適しています。�

菜種油粕�は有機質肥料ですので作物の根が吸収されるように分解するまで時間がかかりま

す。⼜、分解の過程でガスが発⽣し発芽障害や⽣育障害を起こす場合があります。そのため

植え付け前の２〜３週間くらい前に施して⼟によく混ぜておく必要があります。�

肥料効果を早め有機ガスなどの発⽣を少なくするためＥＭ菌で発酵させてぼかし肥料をつく

ることで発芽障害や⽣育障害を少なくすることが出来ます。�

菜種油粕を直接施してＥＭ１号を散布することで分解発酵を促すこともできます。�

�

乾燥菌体肥料�

http://www.shk-net.co.jp/seminar/post-1.html#semi08�

活性汚泥法による⽔処理で発⽣した微⽣物菌体を乾燥したもの、医薬品⼯業で細菌の⼀種か

ら脂質を除いた菌体、培養酵⺟から核酸などを除いたものなどを⼀括して乾燥菌体肥料と呼

びます。⾮常に多くの種類があって⼀概には⾔えませんが、⼀部を除いて⼀般に遅効性です

(�図3-19�)。�

乾燥菌体肥料の中で培養酵⺟を乾燥したものがあります。これは、有効なアミノ酸などを多

量に含み、微量で⽣育促進などの優れた効果を発揮します(�表3-8�)。�

�

加⼯家きんふん肥料�

https://kotobank.jp/word/%E5%8A%A0%E5%B7%A5%E5%AE%B6%E

7%A6%BD%E7%B3%9E%E8%82%A5%E6%96%99-1288810�

…ニワトリの糞は昔から⾃給肥料として消費されてきたが，近年は養鶏業
の発達による⼤量⽣産に伴い，⽕⼒乾燥や加⼯を⾏い，商品として流通す

るようになった。製法上は単に乾燥したのみの乾燥鶏糞と，硫酸を混合し

⽕⼒乾燥した加⼯家禽糞肥料の2種類がある。乾燥鶏糞の成分は窒素4％，
リン酸4％，カリウム2％程度のほか，カルシウム，マグネシウム，マンガ
ンなどを含み，肥料としての価値は⾼い。	
	
混合有機質肥料	
http://www.shk-net.co.jp/seminar/post-1.html#semi17	

https://hondanojo.com/aburakasu.htm
http://www.shk-net.co.jp/seminar/post-1.html#semi08
http://www.shk-net.co.jp/seminar/page/3-19.html
http://www.shk-net.co.jp/seminar/page/3-8.html
https://kotobank.jp/word/%E5%8A%A0%E5%B7%A5%E5%AE%B6%E7%A6%BD%E7%B3%9E%E8%82%A5%E6%96%99-1288810
https://kotobank.jp/word/%E5%8A%A0%E5%B7%A5%E5%AE%B6%E7%A6%BD%E7%B3%9E%E8%82%A5%E6%96%99-1288810
http://www.shk-net.co.jp/seminar/post-1.html#semi17


1．有機質肥料を2種類以上混合した肥料。有機質肥料に⽶ぬか、発酵⽶ぬか、乾燥藻（海藻粉末）も
しくはヨモギかすを混合したもの。	
2．1の混合有機質肥料の原料となる肥料に⾎液または⾖腐かす（おから）を混合し乾燥させたもの。	
普通肥料の公定規格では、上記のように規定されています。数種の有機肥料が混ざり合った肥料であ

り、通常の有機配合肥料のようなものだと考えて差し⽀えありません。従って、肥料によってその内

容は区々ですが、通常、改訂有機JASの有機肥料と考えて差し⽀えありません。単肥のような形で販
売される場合と、複合肥料の原料として使われる場合があります。		
	
	
複合肥料	
https://kotobank.jp/word/%E8%A4%87%E5%90%88%E8%82%A5%E6%96%99-123968	
化成	肥料	と	配合肥料	を総括した呼称。従来は，	無機質肥料	および原料に化
学的操作を加えて	窒素	，	リン酸	，	カリウム	の2種以上が結合して⼀つの	化
合物	としてできた肥料を	化成肥料	と呼び，単に窒素，リン酸，カリウムの
うち2種以上を混合してつくった肥料を	混合肥料	，または	配合肥料	と呼ん
でいた。しかし，最近は	両者	の区別がつけにくくなってきたことなどから
，1956年	10⽉1⽇改訂の肥料取締法に基づき両者を総括して複合肥料と呼
ぶようになった。	
	
	
第⼀種複合肥料(化成肥料、配合肥料)	
https://kotobank.jp/word/%E9%85%8D%E5%90%88%E8%82%A5%E6%96%99-112803	

2種類以上の肥料を配合したもので、肥料の三要素である窒素、リン酸、
カリ（カリウム）のうち2成分以上を含むものをいう。配合機で均⼀に混
ぜたものと、シャベルを⽤いた⼿配合のものがある。⼤部分が有機質の肥

料を原料としているが、マンガン、苦⼟（酸化マグネシウム）、ホウ素な

ど微量元素を加えたものもある。配合肥料に類似のものに化成肥料がある

が、これは配合肥料のように単に機械的に配合ないし混合したものではな

く、化学的操作によって製造したものであり、配合肥料に⽐べ含有成分量

が⼀般に⾼い。現在では両者は第⼀種複合肥料に統⼀され、明⽩な区別は

なくなっている。	
	
第⼆種複合肥料(固形肥料など)	
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=12793	
よみ：	せいけいふくごうひりょう	

英名：	solid	fertilizer	

同義語：	固形肥料（よみ：こけいひりょう）	

関連項⽬：	泥炭	、	腐植	

	 	肥料取締法	上の	複合肥料	の⼀種で、固形肥料ともいう。「	窒素質肥料	」、「	りん

酸質肥料	」、「	加⾥質肥料	」、「	有機質肥料	」、「	複合肥料	」、「苦⼟質肥料」、

https://kotobank.jp/word/%E8%A4%87%E5%90%88%E8%82%A5%E6%96%99-123968
https://kotobank.jp/word/%E8%82%A5%E6%96%99-121703
https://kotobank.jp/word/%E9%85%8D%E5%90%88%E8%82%A5%E6%96%99-112803
https://kotobank.jp/word/%E7%84%A1%E6%A9%9F%E8%B3%AA%E8%82%A5%E6%96%99-140299
https://kotobank.jp/word/%E7%AA%92%E7%B4%A0-96307
https://kotobank.jp/word/%E3%83%AA%E3%83%B3%E9%85%B8-150341
https://kotobank.jp/word/%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%82%A6%E3%83%A0-47349
https://kotobank.jp/word/%E5%8C%96%E5%90%88%E7%89%A9-44007
https://kotobank.jp/word/%E5%8C%96%E5%90%88%E7%89%A9-44007
https://kotobank.jp/word/%E5%8C%96%E6%88%90%E8%82%A5%E6%96%99-44745
https://kotobank.jp/word/%E6%B7%B7%E5%90%88%E8%82%A5%E6%96%99-170160
https://kotobank.jp/word/%E9%85%8D%E5%90%88%E8%82%A5%E6%96%99-112803#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/%E4%B8%A1%E8%80%85-659295
https://kotobank.jp/word/%E9%85%8D%E5%90%88%E8%82%A5%E6%96%99-112803
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=12793
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=14553
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=14635
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=13350
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=15545
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=15545
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=10988
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=15298
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=14635


「	マンガン	質肥料」、「	ほう素質肥料	」もしくは「	微量要素	複合肥料	」に⽊質泥

炭、紙パルプ廃繊維、草炭質腐植、流紋岩質凝灰岩粉末または	ベントナイト	のいず

れかを混合し、桃の核状（重さ約15g）や粒状（⼤きさ3〜12mm）に成型または造

粒したもの。肥料成分は、泥炭中の腐植などに吸着しているので、灌漑⽔や⾬によ

る流亡が少ない。またリン酸の⼟壌固定も少ない。	

	
	

	
第⼆種複合肥料(吸着肥料)	
http://www.naro.affrc.go.jp/org/tarc/to-noken/DB/DATA/042/042-019.pdf	

http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=15031
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=16126
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=14557
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=14635
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=16124
http://www.naro.affrc.go.jp/org/tarc/to-noken/DB/DATA/042/042-019.pdf


	
	
被覆複合肥料	
http://www.toyodayuki.co.jp/genryo/genryo-26.htm	
三成分（窒素・りん酸・加⾥）を硫⻩コーティングしてあり安定した肥効で濃度障害の⼼配

がありません。⻑期栽培作物の元肥として最適です。短期作物としては元肥⼀発として使⽤

できます。また、硫⻩は⼟壌中のすべて分解され、作物の品質アップを助⻑します。	
	
醗酵廃液	
http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=2161	

化学⼯業で反応に使⽤された廃酸、鉄鋼および電気機械⼯業その他の⾦属表⾯処

理⼯業から排出される硫酸、塩酸、硝弗酸、リン酸、発酵⼯業からの廃酸（焼酎の

製造⼯程で発⽣するアルコール醗酵廃液）などを主とする。ガラス窯業・タバコ製

http://www.toyodayuki.co.jp/genryo/genryo-26.htm
http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=2161


造・科学技術研究等の分野でも多く発⽣する。レントゲン廃液などもあるが、

pH2.0以下の強酸性廃液は特別管理産業廃棄物である。�

	
	
乾燥複合肥料	
https://www.sc-engei.co.jp/qa/h_qa/5.html	
１） 配合肥料………上記の単肥を、⽬的にあわせた分量を単に混ぜ合わせた肥料。油カス や⾻粉な	 	
ど有機質肥料をベースにして、⼀部無機質肥料を混合した肥料が多いです。	

２）化成肥料………配合肥料を化学的な⼯程などを経て製造した肥料。３要素の合計が30％以上の製
品を⾼度化成といいます。⼀般的には速効性ですが、中には成形や化学反応によってゆっくり効く肥

料もあります。（花⼯場スティック庭⽊⽤などが該当します）	

３）被覆複合肥料…速効性の化成肥料が⼀度に溶け出さないように、表⾯を樹脂などで覆って溶出率
をコントロールし、⻑期間効果が持続するようにした肥料です。（「	エードボールＣａ	」、「ガー
デニングエードボール」、「ベジタブルエードボール」などが該当します）	

液状複合肥料	
https://www.sc-engei.co.jp/qa/h_qa/5.html	
４）液体肥料………化成肥料を液体にした製品です。（「	花⼯場原液	」、エードポトリンなどが
該当します）	
	
⽯灰質肥料	
https://kotobank.jp/word/%E7%9F%B3%E7%81%B0%E8%B3%AA%E8%82%A5
%E6%96%99-87175	
カルシウムを主成分とした	肥料	。	カルシウム	は炭素，⽔素，窒素，	マグネ
シウム	とともに植物の⽣⻑に必要な元素であり，施⽤量も多く，特殊成分
肥料として重視されている。	⽣⽯灰	，	消⽯灰	，	炭酸カルシウム	肥料，副産
⽯灰の種類がある。⼟壌酸性の矯正を主要⽬的とし，また	微⽣物	の繁殖，
有機物	の分解，⼟壌団粒構造の発達を促すためにも使⽤される。	
	
	
⽣⽯灰	
http://www.itosangyo.jp/products/aboutlime.html	
⽯灰⽯を900℃〜1100℃程度に熱すると分解し、⼆酸化炭素と⽣⽯灰となります。⽣
⽯灰は⽔と激しく反応して吸収、発熱するため、乾燥剤に⽤いられるほか、発熱を

利⽤してお弁当や⽸⼊り清酒の加温剤としても使⽤されています。その反応の激し

さから、密閉せずに放置しておくと、空気中の⽔分を吸収して消⽯灰になります。

⽔と反応した際に消⽯灰ができるため、⽔溶液はアルカリ性となります。		
	
主成分は酸化カルシウム(CaO)で、⼀般的には⽩⾊ですが、不純物により⾊が付く
こともあります。	
	
	

https://www.sc-engei.co.jp/qa/h_qa/5.html
https://www.sc-engei.co.jp/guide/detail/1433.html
https://www.sc-engei.co.jp/qa/h_qa/5.html
https://www.sc-engei.co.jp/guide/detail/1458.html
https://kotobank.jp/word/%E7%9F%B3%E7%81%B0%E8%B3%AA%E8%82%A5%E6%96%99-87175
https://kotobank.jp/word/%E7%9F%B3%E7%81%B0%E8%B3%AA%E8%82%A5%E6%96%99-87175
https://kotobank.jp/word/%E8%82%A5%E6%96%99-121703
https://kotobank.jp/word/%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%A6%E3%83%A0-47649
https://kotobank.jp/word/%E3%83%9E%E3%82%B0%E3%83%8D%E3%82%B7%E3%82%A6%E3%83%A0-135862
https://kotobank.jp/word/%E3%83%9E%E3%82%B0%E3%83%8D%E3%82%B7%E3%82%A6%E3%83%A0-135862
https://kotobank.jp/word/%E7%94%9F%E7%9F%B3%E7%81%B0-86103
https://kotobank.jp/word/%E6%B6%88%E7%9F%B3%E7%81%B0-79437
https://kotobank.jp/word/%E7%82%AD%E9%85%B8%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%A6%E3%83%A0-95052
https://kotobank.jp/word/%E5%BE%AE%E7%94%9F%E7%89%A9-119881
https://kotobank.jp/word/%E6%9C%89%E6%A9%9F%E7%89%A9-650506
http://www.itosangyo.jp/products/aboutlime.html


消⽯灰	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E9%85%B8%E5%8C%96%E3%82%A
B%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%A6%E3%83%A0	

⽔酸化カルシウム（すいさんかカルシウム、Calcium	hydroxide）は、	化学式		Ca(OH)	2	
で表される	カルシウム	の	⽔酸化物	。消⽯灰（しょうせっかい）とも呼ばれる。	固体	は	カ
ルシウムイオン	と	⽔酸化物イオン	からなる	イオン結晶	である。⽔溶液は⽯灰⽔、	懸濁液
は⽯灰乳と呼ばれ、共に強い	アルカリ性	を⽰す。⽯灰⽔は	⼆酸化炭素	を簡易的に検出す
る試薬として多⽤されている。	

	
炭酸カルシウム肥料	
http://www.hiryou.hokuren.or.jp/qa/q02_09_01.html	
（３）炭酸カルシウム	
	 ⽯灰⽯を粉砕したものが炭酸カルシウムで、最近は利便性の良い粒状のものも多く販売されています。
緩効性でアルカリ性も弱いので、酸性⼟壌の改良に⼀般的に利⽤されています。⼟壌中の中和反応は徐々

に進み、特に粒径の⼤きい炭酸カルシウムほど、反応が穏やかで効き⽬が持続します（図）。苦⼟も不⾜

している圃場では、苦⼟炭酸カルシウムの施⽤が適しています。		
	
	
けい酸質肥料	
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=11515	
よみ：けいさんしつひりょう	

英名：silicate	slag	fertilizer／	calcium	silicate	fertilizer	

関連項⽬：	⼟づくり	、	流⼊施肥	、	可給態ケイ酸	

	 	肥料取締法	に基づく肥料の種別名。	肥料公定規格	では「鉱さい	けい酸質肥料	、軽

量気泡コンクリート粉末肥料、シリカゲル肥料、シリカヒドロゲル肥料、けい灰⽯

肥料」がある。	

	 鉱さい	けい酸質肥料	は、鉄鋼などの⽣産過程で⽣成する鉱さいを原料とする。ケ

イ酸のほかにアルカリ分（	カルシウム	や	マグネシウム	）を含むので、けい酸⽯灰肥

料（ケイカル）と呼ばれる。	マンガン	やホウ素を含むものもある。⽔に対する溶解

性は極めて低いが、	⽔⽥⼟壌	中では、	⼟壌有機物	の分解や根の呼吸によって発⽣す

る	⼆酸化炭素	の中和効果や⼟壌のpH緩衝能によって溶解が持続する。⼟壌の酸度矯

正効果や	微量要素	の補給効果も期待できるので	⼟づくり	肥料としても使⽤される。	

	
鉱さいけい酸質肥料	
http://www.slg.jp/slag/product/hiryo.html	
⾼炉スラグは肥料成分であるCaO、SiO	2	、MgOを含んでいるため、「鉱さいけい酸質肥料」（ケイカル肥料）

として稲作⽤に使われています。製鋼スラグもまた、これら３成分のほかにFeO、MnO、P	2	O	5	などを含んでお

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E9%85%B8%E5%8C%96%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%A6%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E9%85%B8%E5%8C%96%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%A6%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%BC%8F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%A6%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E9%85%B8%E5%8C%96%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BA%E4%BD%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%A6%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%A6%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E9%85%B8%E5%8C%96%E7%89%A9%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3%E7%B5%90%E6%99%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%87%B8%E6%BF%81%E6%B6%B2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A1%A9%E5%9F%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E9%85%B8%E5%8C%96%E7%82%AD%E7%B4%A0
http://www.hiryou.hokuren.or.jp/qa/q02_09_01.html
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=11515
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=14553
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=16154
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=11515
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=11515
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=10998
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=14989
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=15031
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=12686
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=13770
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=13913
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=14557
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=13506
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り、稲作⽤のほかに、畑作、牧草⽤として幅広く利⽤されています。さらに、アルカリ分の作⽤により、⼟壌の

酸性を改善します。	

	
	

けい酸質肥料	
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=11515	
よみ：けいさんしつひりょう	

英名：silicate	slag	fertilizer／	calcium	silicate	fertilizer	

関連項⽬：	⼟づくり	、	流⼊施肥	、	可給態ケイ酸	

	 	肥料取締法	に基づく肥料の種別名。	肥料公定規格	では「鉱さい	けい酸質肥料	、軽

量気泡コンクリート粉末肥料、シリカゲル肥料、シリカヒドロゲル肥料、けい灰⽯

肥料」がある。	

	 鉱さい	けい酸質肥料	は、鉄鋼などの⽣産過程で⽣成する鉱さいを原料とする。ケ

イ酸のほかにアルカリ分（	カルシウム	や	マグネシウム	）を含むので、けい酸⽯灰肥

料（ケイカル）と呼ばれる。	マンガン	やホウ素を含むものもある。⽔に対する溶解

性は極めて低いが、	⽔⽥⼟壌	中では、	⼟壌有機物	の分解や根の呼吸によって発⽣す

る	⼆酸化炭素	の中和効果や⼟壌のpH緩衝能によって溶解が持続する。⼟壌の酸度矯

正効果や	微量要素	の補給効果も期待できるので	⼟づくり	肥料としても使⽤される。	

	
苦⼟肥料	
http://lib.ruralnet.or.jp/genno/yougo/gy272.html	

苦⼟（マグネシウム）（くど（まぐねしうむ））	

植物の必須元素の⼀つで、葉緑素の核となる重要な成分。また、	酵素	の成分でもあり、糖や
リン酸	の代謝に関与し、⾷味向上や果樹の糖度向上などに役⽴つ。リン酸と苦⼟は植物体内
を供連れ移動し、リン酸とともに苦⼟を施⽤したり、リン酸が蓄積した⼟に苦⼟を施すと、

リン酸の吸収が著しくよくなる。そのため、	苦⼟の積極施肥	で、⼟壌に蓄積された	⽯灰	やリ
ン酸を作物に吸収させ、病気に強い作物体をつくり、⾼品質と増収をねらう施肥法が話題を

呼ぶようになった。これの背景には、家畜糞堆肥の多⽤による	カリ	過剰が苦⼟の吸収を妨げ
ていることや、有機栽培に移⾏することによる苦⼟の不⾜、あわせて、⽯灰質資材の多⽤に

よる苦⼟との競合などがある。	

苦⼟を施⽤すると、作物が根からだす	根酸（有機酸）	が⼤幅にふえ、アルミナなどの⼟の有
害物質から根を守っている事実も明らかになってきており、興味深い元素の⼀つである。	
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硫酸苦⼟肥料	
http://lib.ruralnet.or.jp/genno/yougo/gy245.html	

硫マグ・⽔マグ（りゅうまぐ・すいまぐ）	

苦⼟	の代表的な単肥。	海⽔	に⽣⽯灰を混ぜると⽔マグ（⽔酸化苦⼟）ができ、この⽔マグに
硫酸を加えると硫マグ（硫酸苦⼟）ができる。蛇紋岩などに硫酸を加えても硫マグができ

る。どちらも微量な	ミネラル	を豊富に含む。	苦⼟の積極施肥	にも便利な単肥だが、性質が異
なり、⼟の条件によって使い分けたい。	

硫マグは⽔に溶けて酸性を⽰すので、中性またはアルカリ⼟壌にむく。元肥でもいいが、⽔

溶性で速効タイプなので、ここぞというときの追肥にむいている。いっぽう⽔マグは塩基性

で、⼟壌の酸性を中和できる（	pH	を上げる）ので、酸性⼟壌むき。ク溶性でゆっくりと効
くタイプなので、元肥にむいている。	

	
	
	
⽔酸化苦⼟肥料	
http://lib.ruralnet.or.jp/genno/yougo/gy245.html	

硫マグ・⽔マグ（りゅうまぐ・すいまぐ）	

苦⼟	の代表的な単肥。	海⽔	に⽣⽯灰を混ぜると⽔マグ（⽔酸化苦⼟）ができ、この⽔マグに
硫酸を加えると硫マグ（硫酸苦⼟）ができる。蛇紋岩などに硫酸を加えても硫マグができ

る。どちらも微量な	ミネラル	を豊富に含む。	苦⼟の積極施肥	にも便利な単肥だが、性質が異
なり、⼟の条件によって使い分けたい。	

硫マグは⽔に溶けて酸性を⽰すので、中性またはアルカリ⼟壌にむく。元肥でもいいが、⽔

溶性で速効タイプなので、ここぞというときの追肥にむいている。いっぽう⽔マグは塩基性

で、⼟壌の酸性を中和できる（	pH	を上げる）ので、酸性⼟壌むき。ク溶性でゆっくりと効
くタイプなので、元肥にむいている。	

	
腐植酸苦⼟肥料	
https://www.denka-azumin.co.jp/howto/index.html	
動植物の遺体が⼟壌中で分解される過程で、腐植物質になり、さらに地中に埋没・堆積し、亜炭・⽯

炭へと変化していきます。アヅミンは、この亜炭を硝酸で酸化し、よみがえらせた「腐植酸」を主成

分とする「⼟づくり肥料」です。	
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マンガン質肥料	

http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=16129	

よみ：まんがんしつひりょう	

英名：manganese	fertilizer	

関連項⽬：	マンガン	、	微量要素肥料	、	くえん酸可溶性	

	 	微量要素	の	マンガン	を含む肥料で、	肥料公定規格	には「硫酸	マンガン	肥料」、

「炭酸	マンガン	肥料」、「鉱さい	マンガン	肥料」、「加⼯	マンガン	肥料」などがあ

る。このほか、三要素に	マンガン	を添加した「	マンガン	⼊り	複合肥料	」がある。	⽔

⽥⼟壌	では砂質の強酸性⽔⽥や	⽼朽化⽔⽥	で溶脱により	マンガン	が⽋乏する場合が

あり、畑⼟壌では⽯灰等の塩基性肥料の過剰施⽤により⾼pH化した場合に	マンガン

が不可給化し、⽋乏症が発⽣するため、これらの場合の施⽤が効果的である。	

	

硫酸マンガン肥料	
https://www.tama5ya.jp/product/302	
■特⻑�

	
・マンガンの硫酸塩です。�

・⽔溶性なので即効性があります。�

・畑や⽥への散布のほか養液栽培にも使えます。�

	
■マンガンの働き�

	
・酸化・還元に働きます。�

・酵素の活動を活発にします。�

・タンパクの合成を助けます。�

・葉緑素と同化し⽣⻑を助けます。�

・栄養⽣⻑促進、秋落ち予防に効果あります。�

	
■施⽤効果�

	
・ブドウ、果樹などの花ふるい防⽌。�

・斑点病、萎⻩病、⻩班病防⽌。�

・病⾍害に対する抵抗性を⾼める。�

�

�

鉱さいマンガン肥料	
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=16129	
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鉱さい	マンガン	肥料はく溶性	マンガン	を10〜27％含み、副成分としてケイ酸、	カルシウム	、	マ
グネシウム	を含有することから、それらの補給を要する	⽼朽化⽔⽥	に適するが、畑⼟壌ではpH
上昇により	マンガン	が不可給化する場合がある。	
	
	
ほう素質肥料	
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=16126	
よみ：	ほうそしつひりょう	

英名：	boron	fertilizer	

関連項⽬：	ホウ素	、	微量要素肥料	、	くえん酸可溶性	

	 	微量要素	のホウ素を含む肥料で、	肥料公定規格	には「ほう酸塩肥料」、「ほう酸

肥料」、「熔性ほう素肥料」、「加⼯ほう素肥料」がある。このほか、三要素にホ

ウ素を添加した「ほう素⼊り	複合肥料	」がある。ホウ素⽋乏症は古くから多くの作

物でみられ、成⻑の盛んな部位の壊死が特徴であり、わが国でもアブラナ科作物を

中⼼に、ホウ素が溶脱しやすい砂質⼟壌等で広く発⽣する。	

	
ほう酸塩肥料	
http://www.shop-tane-ishikawa.jp/SHOP/SB-00003.html	

ほう素はチッソなどの多量要素ではありませんが、微量要素として植物の⽣育に必要な要素のひとつ

です。	 ★ほう素が少なかったり、圃場条件が悪いと吸収がスームズにいかず⽋乏症になることがあ

ります。	 ★ほう素は微量要素ですのでチッソ等のように多くは必要とされません。過剰症が出やす

いので多く施すこともよくありません。施肥量には⼗分気をつけましょう。	

	
	
ほう酸肥料	
http://www.ekihi.co.jp/karuhouso.htm	
○		ホウ酸肥料		
	 ホウ素として	55％含有、酸性、溶解し難い、過剰障害に注意、単肥、液肥の原料として
利⽤される。	
	
	
熔成ほう素肥料	
https://agri-biz.jp/item/detail/823?page=2	
	 ⽔溶性ホウ素の⽋点である過剰害、流亡の対策として、⼟壌中で徐々に溶けて⻑
い安定した肥効を⽰す「ク溶性ホウ素」の形態のものとしたのがこの熔性ホウ素で

す。ク溶性ホウ素24%を保証しています。		
	
	 肥効の持続性がよいことと、ホウ素以外にク溶性苦⼟10%、⽯灰6･5%、ケイ酸27
･5%、カリ3･5%を含みます。		
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	 野菜では10a当り0.5〜2.0kg、果樹で2〜3kgで元肥に施します。		
	
	 追肥としてこの肥効は期待できません。また施肥量が少ないので均⼀に施⽤する
⼯夫が必要です。		
	
	
加⼯苦⼟ほう素肥料	
http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/sinsei/nourin/922ea5ade90462ce067f0d0cf3b8cbd4.pdf	
	

	

	
	
	
微量要素複合肥料	（※４８，４９同キーワード）	
	
https://www.jeinou.com/information/2011/09/05/093500.htm	
l	●鉄、マグネシウム、マンガン、ホウ素、亜鉛、銅、モリブデンの７つの要素を配合した液体微量要
素複合肥料。	
●マンガン、ホウ素、亜鉛、銅など単肥施⽤だと過剰害が出やすい要素をバランスよく配合してある
ため、⼿軽に使⽤できる。	

http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/sinsei/nourin/922ea5ade90462ce067f0d0cf3b8cbd4.pdf
https://www.jeinou.com/information/2011/09/05/093500.html
https://www.jeinou.com/information/2011/09/05/093500.html


●花や野菜の栽培全般に使⽤でき、葉緑体の増加、呼吸機能や光合成能⼒、それに窒素同化の向上、
根張り促進（根量増加、根を太くする効果）に効果を発揮し、⽣産物の品質向上に⼤きく貢献する。	
●葉⾯散布に好適で「⼟壌施⽤よりも⼟壌蓄積が少なく過剰害のリスクがはるかに⼩さい」「⾼ｐＨ
の⼟壌下で効きにくい鉄、マンガン、銅、亜鉛なども⼟壌ｐＨに左右されずに施⽤できる」「さまざ

まな⾼機能性の液体資材と組み合わせることで相乗効果を期待できる」といった利点がある。	
	
	
	
熔成微量要素複合肥料	
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=14558	
微量要素	複合肥料	には、熔成	微量要素	複合肥料	、混合	微量要素	肥料、液体	微量要素	複合肥料	があ
り、	マンガン	、ホウ素の両元素を含むほかに鉄、亜鉛、銅、	モリブデン	を添加したものも多い。
このうち熔成	微量要素	複合肥料	はFTEと呼ばれ、く溶性ホウ素7〜9％、く溶性	マンガン	17〜20
％含み、肥効が緩やかで過剰害が出にくい。混合	微量要素	肥料は2種類以上の	微量要素	肥料を混
合したもので、く溶性あるいは⽔溶性の	マンガン	、ホウ素を⾼濃度に含む。	
	
	
尿素	
https://www.weblio.jp/content/%E5%B0%BF%E7%B4%A0	

哺乳類	の尿	中に	含まれる	窒素化合物	。	体内	で	タンパク質	が	分解	して	⽣成	される。	化学式		（

NH	2	）	2	CO			⼯業	的には	アンモニア	と	⼆酸化炭素	とから	合成	される。	無⾊	の	柱状	結晶	で、	肥
料	・	尿素樹脂	・	医薬	・	接着剤	の	原料	となる。	1828年	に	初め	て	化学的	に	合成	された	有機化合
物	として有名。	
	
	
過りん酸⽯灰	
http://lib.ruralnet.or.jp/genno/yougo/gy244.html	

⽔溶性	リン酸	を多く含む速効性肥料（副成分は硫酸⽯灰）。	

肥効が⾼いが、施⽤すると、⼟壌中のアルミニウムなどと結合して不溶化し、植物に吸われ

ない形になりやすい。そこで、施肥の仕⽅に⼯夫がいる。堆肥や	ボカシ肥	、	⽶ヌカ	等の有機
物に包んで使う⽅法、なるべく⼟と触れないように⼀定の深さにかためて施肥する⽅法（過

⽯層状施肥）などがある。また、過⽯を⽔に溶かした過⽯⽔を直接葉⾯散布する⽅法も効果

的。	

への字稲作	の井原豊さんは、副成分の硫酸⽯灰に注⽬し、	カルシウム	を効かせ⾷味を上げる
⽯灰追肥	⽤の肥料として愛⽤していた。	

	

第⼀種複合肥料	

https://kotobank.jp/word/%E5%8C%96%E6%88%90%E8%82%A5%E6%96%99-44745	

http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=14558
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=14557
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=14635
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=14557
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=14635
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=14557
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=14557
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=14635
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=15031
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=15230
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=14557
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=14635
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=15031
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=14557
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=14557
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=15031
https://www.weblio.jp/content/%E5%B0%BF%E7%B4%A0
https://www.weblio.jp/content/%E5%93%BA%E4%B9%B3%E9%A1%9E
https://www.weblio.jp/content/%E5%93%BA%E4%B9%B3%E9%A1%9E
https://www.weblio.jp/content/%E4%B8%AD%E3%81%AB
https://www.weblio.jp/content/%E5%90%AB%E3%81%BE%E3%82%8C%E3%82%8B
https://www.weblio.jp/content/%E7%AA%92%E7%B4%A0%E5%8C%96%E5%90%88%E7%89%A9
https://www.weblio.jp/content/%E4%BD%93%E5%86%85
https://www.weblio.jp/content/%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%AF%E8%B3%AA
https://www.weblio.jp/content/%E5%88%86%E8%A7%A3
https://www.weblio.jp/content/%E7%94%9F%E6%88%90
https://www.weblio.jp/content/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%BC%8F
https://www.weblio.jp/content/NH
https://www.weblio.jp/content/CO
https://www.weblio.jp/content/%E5%B7%A5%E6%A5%AD
https://www.weblio.jp/content/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%A2
https://www.weblio.jp/content/%E4%BA%8C%E9%85%B8%E5%8C%96%E7%82%AD%E7%B4%A0
https://www.weblio.jp/content/%E5%90%88%E6%88%90
https://www.weblio.jp/content/%E7%84%A1%E8%89%B2
https://www.weblio.jp/content/%E6%9F%B1%E7%8A%B6
https://www.weblio.jp/content/%E7%B5%90%E6%99%B6
https://www.weblio.jp/content/%E8%82%A5%E6%96%99
https://www.weblio.jp/content/%E8%82%A5%E6%96%99
https://www.weblio.jp/content/%E5%B0%BF%E7%B4%A0%E6%A8%B9%E8%84%82
https://www.weblio.jp/content/%E5%8C%BB%E8%96%AC
https://www.weblio.jp/content/%E6%8E%A5%E7%9D%80%E5%89%A4
https://www.weblio.jp/content/%E5%8E%9F%E6%96%99
https://www.weblio.jp/content/1828%E5%B9%B4
https://www.weblio.jp/content/%E5%88%9D%E3%82%81
https://www.weblio.jp/content/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E7%9A%84
https://www.weblio.jp/content/%E5%90%88%E6%88%90
https://www.weblio.jp/content/%E6%9C%89%E6%A9%9F%E5%8C%96%E5%90%88%E7%89%A9
https://www.weblio.jp/content/%E6%9C%89%E6%A9%9F%E5%8C%96%E5%90%88%E7%89%A9
http://lib.ruralnet.or.jp/genno/yougo/gy244.html
http://lib.ruralnet.or.jp/genno/yougo/gy269.html
http://lib.ruralnet.or.jp/genno/yougo/gy204.html
http://lib.ruralnet.or.jp/genno/yougo/gy214.html
http://lib.ruralnet.or.jp/genno/yougo/gy021.html
http://lib.ruralnet.or.jp/genno/yougo/gy271.html
http://lib.ruralnet.or.jp/genno/yougo/gy209.html
https://kotobank.jp/word/%E5%8C%96%E6%88%90%E8%82%A5%E6%96%99-44745


2種類以上の肥料または肥料原料を使⽤し，これに化学的操作や造粒操作
を加えて製造され，窒素，リン酸，カリのうち2成分以上を保証し，その
合計量が15％以上である肥料をいう。その原料の⼤部分は化学肥料である
が，	有機質肥料	などを原料として含むものもあり，有機化成などと呼ばれ
ている。2種類以上の肥料が単に混合されたものは	配合肥料	である。これ
らは法律上は第1種複合肥料として統合されている。窒素，リン酸または
カリの合計量が30％未満のものを普通化成肥料(普通化成)または低度化成
肥料(低度化成)と呼び，30％以上のものを⾼度化成肥料(⾼度化成)と呼んで
いる。	

	
	
液状複合肥料	
http://www.ekihi.co.jp/ekihierabi.htm	
液肥の利点は、適時に適量だけ施すことで吸収性も良く、従来の過剰施肥による河川や地下

⽔などの⽔質汚染を防ぐ効果があり、その⽤途は葉⾯散布や⼟壌施⽤をはじめ、多くの栽培

法において広く利⽤されております。	
	
	 現在、市販されている液肥は、法的に分類すると	液状窒素肥料、液体副産窒素肥料、液
体リン酸肥料、液状複合肥料、液体微量要素複合肥料、液体ケイ酸加⾥肥料	等（保証票の
肥料の種類欄に記載）に分けられます。	
この中で、最も登録数や⽣産量の多いのが	液状複合肥料	です。	
	
	 	液状複合肥料では、窒素、リン酸、加⾥のうち⼆要素以上、合計最⼩量	８％以上の規格
規定があり、製品の種類も多く、三要素だけのもの、三要素に特殊要素を加えたもの、さら

に微量要素すべてを含有させたものがあります。	
	
	
	
放射冷却型	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BE%E5%B0%84%E5%86%B7%E5%8D%B4	
⽇本	では主に気象関係で⽿にするくらいだが、地⾯の温度が下がり、気温が下がる程度
が⼤きい時に特に使われる⾔葉（実際にはいつも放射冷却は起きている）。	秋	から	冬	を
挟み	春	までのよく	晴れ	た	⾵	の弱い夜間に気温が下がりやすい。	天気予報	では放射冷却に
よる気温の著しい低下が予想される場合、冬を中⼼に低温に注意する旨の呼びかけが⾏

われる（「低温注意報」として発表される）。また、秋（早霜）と春（晩霜）は	霜	に注
意する旨の呼びかけが⾏われる（「霜注意報」として発表される。冬は霜注意報が発表

されない）。そのため単に放射冷却と⾔った場合には、	気象	としての現象を指すことが
多い。	
	
https://www.jstage.jst.go.jp/article/agrmet1943/36/1/36_1_37/_pdf	

https://kotobank.jp/word/%E6%9C%89%E6%A9%9F%E8%B3%AA%E8%82%A5%E6%96%99-144650
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http://www.ekihi.co.jp/ekihierabi.htm
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%A5
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E6%B0%97%E4%BA%88%E5%A0%B1
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https://www.jstage.jst.go.jp/article/agrmet1943/36/1/36_1_37/_pdf


	
	
蒸気移流型	
https://kotobank.jp/word/%E7%A7%BB%E6%B5%81-436472	

https://kotobank.jp/word/%E7%A7%BB%E6%B5%81-436472


空気や海⽔の移動によって、⽔蒸気・塩分、圧⼒・熱・密度・運動量など

が運ばれる過程。また、その過程で、ある地点に⽣ずるそれらの値の時間

的変化率。	
	
	
⾬上がり型	
https://www.jnouki.kubota.co.jp/agriinfo/einou_magazine/backnum/pdf/u_west20.pdf	
	

	
	
	
	

地形	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E5%BD%A2	

地形（ちけい、英語：landform）は、地表⾯の起伏（凹凸）の形態である	[1]	。地形学で
は、特定の成因により形成された特定の形態的特徴をもつ部分ごとに区分して、それぞ

れに特定の	地形分類	⽤語を与えており、それらを地形種	[2]	、地形単位	[3]	という。	

	
	
樹⾼	
https://kotobank.jp/word/%E6%A8%B9%E9%AB%98-528412	
樹⽊の⾼さ。	地⾯	から	樹冠	の	先端	までの⾼さ。	
	
	
樹形	
https://kotobank.jp/word/%E6%A8%B9%E5%BD%A2-528355	

https://www.jnouki.kubota.co.jp/agriinfo/einou_magazine/backnum/pdf/u_west20.pdf
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E5%BD%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E5%BD%A2#cite_note-:1-1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E5%BD%A2%E5%88%86%E9%A1%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E5%BD%A2#cite_note-:0-2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E5%BD%A2#cite_note-3
https://kotobank.jp/word/%E6%A8%B9%E9%AB%98-528412
https://kotobank.jp/word/%E5%9C%B0%E9%9D%A2-524091
https://kotobank.jp/word/%E6%A8%B9%E5%86%A0-22263
https://kotobank.jp/word/%E5%85%88%E7%AB%AF-550607
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樹⽊の幹・枝などがつくりだす	外形	。	樹⽊	の種類によってほぼ決まってい
るが、環境条件により変化がある。	
�
	
畝	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%95%9D	

畝（うね）とは、		畑	で作物を作るために（何本も間隔を空けて）細⻑く直線状に⼟を
盛り上げた所のこと。英語では	hilling	またはhillと呼ぶ。また	道	や	波	が畝る（曲がる）
などと	動詞	ともなる。	

	

葱	（ねぎ）を作物とする畑の畝（これは⼭型）	

畑の畝、畦（どちらも、うね）は、	作物	を⽣育させるために⼟を盛り上げた所。畝はし
ばしば	苗	や作物を⾵による障害から防ぐ⽬的がある。	畝は	スコップ	や	鍬	、また機械の
耕耘機	や	トラクター	を⽤いて⽴てる。	通常、作物を作り終え次の作物を⽣育すると
き、畝を⽴て直す。これを畝換えと⾔う。	

作物や⼟の状態によって、畝が必要でなかったり、畝の形状を変更したりする。	

冬以外の気候ならば南北⽅向に⽴てられる。温度も⼗分で⼟を温める必要もないからで

ある。しかし、冬の天候では⼟が⼗分温まらないこともあり、光が当たる⾯積を増やす

⽬的で畝が東⻄に⽴てられる。	

よく畝を⽴てるとされる状況は、	

● ⼟の⽔はけが悪い場合	
● 作物が塊根、塊茎である場合（	ジャガイモ	など）	
● 強⼒な茎をもつ作物を⽣育する場合（	リーキ	など）	
● その他の場合（	チコリー	など）	

があげられる。	

	
	
	
凹地	

https://kotobank.jp/word/%E5%87%B9%E5%9C%B0-449167	
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くぼ-ち【�▽�凹地／�×�窪地】�

くぼんでいる	⼟地	。	周囲	よりも低くなっている⼟地。	
	
	
台地上	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B0%E5%9C%B0	

地形学における台地	[	編集	]	

地形学	においては平坦な頂上⾯を持つ卓状の	⾼地	という意味合いで⽤いられている。
テーブル・トップ・マウンテンや南⽶	ギアナ⾼地	ではテプイとも⾔われる。	

地質学における台地	[	編集	]	

⼀⽅、	地質学	では⽔平またはわずかな傾きをもった	岩盤	が⼤陸の広⼤な地域を占めてい
るものを指している。	

⽇本語に訳せばColorado	Plateau	はコロラド台地もしくは	コロラド⾼原	であるし、
Deccan	Plateauは	デカン⾼原	であって、海抜⾼度や周辺地域との⾼度差（⽐⾼）だけ
から⾒れば	⼭地	に分類されてもおかしくない。	

しかし⽇本の台地は主に	洪積台地	と呼ばれるもので規模が⼩さいため、標⾼はあまり⾼
くなく、	平野	の要素として考えられることもある。	

「台地」の⽤語について	[	編集	]	

地形学で台地を表す⽤語に	plateau	がある。「⽐較的⾼度が⾼く⾯積の広い平坦な表⾯
を有し、側⾯が急に低地へ下っている地形」と定義されるが、地形学では	ウィリアム・
モーリス・デービス	などの海外の学者によって提唱された、本来は海外の地形にあては
まる⽤語を輸⼊したものが多い。plateau	も	インド	の	デカン⾼原	や	アメリカ	の	アパラチ
ア⾼原	などを含む概念である。	

⽇本の台地とはスケールが異なり、かつ⽇本の地形の形成要因は	⼤陸	の	構造地形	などと
は異なるため、単純に⽇本の「台地」と同じ意味で	plateau	を使うと弊害が⽣じる可能
性がある。⽇本の地形を論じる際に海外の⽤語を採⽤する場合には注意を要する。	

	
	
霜道	
https://kotobank.jp/word/%E9%9C%9C%E9%81%93-75416	
夜間，	地⾯	の	放射冷却	によって冷えた空気が流れやすく，	霜害	を受けやす
い場所。地⾯の低いところに沿って細⻑く分布する。このような	霜	害を防
ぐには，林や垣根で	冷気	流をせき⽌める，⽕を焚いて地⾯からの放射を妨
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https://kotobank.jp/word/%E9%9C%9C%E5%AE%B3-89155#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%9C%9C-155966
https://kotobank.jp/word/%E5%86%B7%E6%B0%97-660895


げる，⾵を起こして冷気とその上の暖気とを混合するなどの⽅法が⽤いら

れる。	
�
	
霜⽳	
https://kotobank.jp/word/%E9%9C%9C%E7%A9%B4-75328	
くぼんだ地形の所や盆地などで	冷気	がたまりやすく	霜	が降りやすい場所。
たんぼ	のあぜ道などや，平地の林の中の	空き地	でも冷気がたまりやすく，
霜道	などともいう。地形的な窪地や⾕間などは冷気湖ともいわれる	
	
	
茶株⾯	
https://yamatoh.jp/wp/blog/2019/02/17/%E5%8C%96%E7%B2%A7%E3%81%AA
%E3%82%89%E3%81%97/	
1番茶芽が⽣育する前の茶株⾯には、秋から冬に萌芽・伸⻑・硬化した芽や、⾵に

よって直⽴した古葉があります。�

�

	
	
	
	
亜熱帯性常緑樹	
http://kudamono-noukyo.com/rakuyo.html	

https://kotobank.jp/word/%E9%9C%9C%E7%A9%B4-75328
https://kotobank.jp/word/%E5%86%B7%E6%B0%97-660895
https://kotobank.jp/word/%E9%9C%9C-155966#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/%E3%81%9F%E3%82%93%E3%81%BC-1364547
https://kotobank.jp/word/%E7%A9%BA%E3%81%8D%E5%9C%B0-423103
https://kotobank.jp/word/%E9%9C%9C%E9%81%93-75416#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://yamatoh.jp/wp/blog/2019/02/17/%E5%8C%96%E7%B2%A7%E3%81%AA%E3%82%89%E3%81%97/
https://yamatoh.jp/wp/blog/2019/02/17/%E5%8C%96%E7%B2%A7%E3%81%AA%E3%82%89%E3%81%97/
http://kudamono-noukyo.com/rakuyo.html


年間を通じて葉を茂らせている果樹を常緑性果樹類（かんきつ類・オリーブ・ビワなど）、熱帯

及び亜熱帯地域を原産とする果樹を熱帯果樹類（ドリアン・マンゴー・マンゴスチンなど）とい

い、落葉果実とは主に落葉性果樹類に実る果実をいいます。�

�

�

成葉	
https://www.wachaclub.com/dictionary/archives/3111	
mature�leaf�

⽣育を完了した葉のこと。�

�

	
	
⻑波放射(熱)	
http://www.keirinkan.com/kori/kori_earth/kori_earth_1_kaitei/contents/ea-1/3-b
u/3-2-1.htm	
⾯に吸収された太陽放射エネルギーは，⻑波（⾚外）放射や熱流量（⽔蒸気の蒸発

による潜熱流量と乱流伝導）によって地表⾯から正味出ていくものとつり合ってい

る。⻑波放射で地⾯から放射されるものは114単位と⾒積もられている。これは，
288Kの温度での⿊体放射に対応するものとして推定される量である。このうち12単
位は⼤気の窓を通して直接宇宙空間へ逃脱するが，残りの102単位は⼤気中の⽔蒸
気，⼆酸化炭素や雲によって吸収される。⼤気⾃⾝もその中の⽔蒸気，⼆酸化炭素

や雲から⻑波放射を放出している。すなわち，57単位は宇宙空間へ，95単位は地表
に向かい地⾯で吸収される。地⾯からの正味喪失量は114＋23＋７－95＝49単位と
なり，地⾯が短波放射で獲得した49単位とつり合っている。地⾯からの⻑波放射の
得失による正味の喪失量は114－95＝19単位である。19単位のうち12単位は直接宇
宙空間へ逃脱するものであるから，残りの7単位が正味⼤気による⻑波放射の吸収量
である。⻑波放射による宇宙空間への逃脱部分の57単位は，⼤気中での短波放射の
吸収，すなわち成層圏のオゾンや対流圏の⽔蒸気，塵挨や微細な浮遊粒⼦状物質が

吸収した20単位と，⻑波部分での⼤気の正味獲得量7＋23＋7＝37単位の和からなる
ものである。	
	
	
逆放射	
https://sites.google.com/site/giolinehelp/beginner02	
逆放射トラバースは座標値が分かっている「点」を現場に設置（復元）するための測量で、測設と呼

ばれる事もあります。	

1. トータルステーション（以下TSと略す）を既知点（座標点が既知で現地に杭等が存在する
点）にセットします。TSをセットした点を器械点と呼びます。	

2. 器械点と復元点の２点の座標値で、器械点ー復元点の距離と⽅向⾓を求めます。	
器械点とは別に既知点があるときは、その点を後視点（取付点・バック）とし、器械点ー復

元点の距離、後視点からの夾⾓を求めます。	

この操作例では⼟⽊現場で⼀般的と思われる後視点がある例で説明します。	
	
放射冷却	

https://www.wachaclub.com/dictionary/archives/3111
http://www.keirinkan.com/kori/kori_earth/kori_earth_1_kaitei/contents/ea-1/3-bu/3-2-1.htm
http://www.keirinkan.com/kori/kori_earth/kori_earth_1_kaitei/contents/ea-1/3-bu/3-2-1.htm
https://sites.google.com/site/giolinehelp/beginner02


https://kotobank.jp/word/%E6%94%BE%E5%B0%84%E5%86%B7%E5%8D%B4-132098	
地表⾯や⼤気層が熱を	放射	して冷却する現象。	⾚外放射	による冷却。⼤気
や	地球	の絶対温度は約	200〜300Kの範囲内にあり，波⻑	3〜100μm，最⼤
強度の波⻑	10μmの放射線を出して冷却する。⾚外放射の強さは，	シュテ
ファン＝ボルツマンの法則	に従って⼤気や地表⾯の絶対温度の	4乗に正⽐
例する。晴れた夜に地表⾯が冷却するのは放射冷却による。雲が多いと，

雲もまた⾚外放射を⾏なっているため，雲からの下向きの⾚外放射と地表

⾯からの上向きの⾚外放射とが相殺され，地表⾯の正味の放射冷却量は⼩

さくなる。	
	
	
こも	
https://kotobank.jp/word/%E3%81%93%E3%82%82%28%E8%96%A6%29-11672
17	
マコモや藁（わら）を編んだもので，	敷物	や被覆材として⽤いる。古くは
マコモ	で織ったがスゲや	チガヤ	，イ(藺)，ガマ(蒲)，⽵なども⽤い，現在は
藁が⼀般的である。盆の	精霊棚	に新薦（あらごも）を敷く⾵習は古代の	遺
⾵	を⽰しており，かつては	殿上	の	⼤床	や，	⼤饗	（たいきよう）の敷物，あ
るいは	神事	の	斎庭	（ゆにわ）や神前への奉納物の敷物として⽤いられた。
神事などの敷物はすべて清浄を尊んで毎回新しくするしきたりであったが

，⺠間ではこもはむしろ粗末なものとして扱われることが多い。	
�
	
トンネル掛け	
https://ymmfarm.com/cultivation/basis/tunnel	
	
ビニールや防⾍ネットなどの被覆資材で、畝をトンネル状に覆うことを「トンネル掛け」、

それを⽤いた栽培⼿法を「トンネル栽培」といいます。	

被覆資材にはいろいろな種類があり、⽬的に応じて使い分けます。	

トンネル掛けの⽬的と効果	

トンネル掛けを⾏う⽬的と得られる効果には、主に次の3つがあります。	

https://kotobank.jp/word/%E6%94%BE%E5%B0%84%E5%86%B7%E5%8D%B4-132098
https://kotobank.jp/word/%E6%94%BE%E5%B0%84-132037
https://kotobank.jp/word/%E8%B5%A4%E5%A4%96%E6%94%BE%E5%B0%84-86758#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/%E5%9C%B0%E7%90%83-95930
https://kotobank.jp/word/%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%86%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%3D%E3%83%9C%E3%83%AB%E3%83%84%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%81%AE%E6%B3%95%E5%89%87-77938#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/%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%86%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%3D%E3%83%9C%E3%83%AB%E3%83%84%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%81%AE%E6%B3%95%E5%89%87-77938#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/%E3%81%93%E3%82%82%28%E8%96%A6%29-1167217
https://kotobank.jp/word/%E3%81%93%E3%82%82%28%E8%96%A6%29-1167217
https://kotobank.jp/word/%E6%95%B7%E7%89%A9-72705
https://kotobank.jp/word/%E3%83%9E%E3%82%B3%E3%83%A2-870768
https://kotobank.jp/word/%E3%83%81%E3%82%AC%E3%83%A4-95904
https://kotobank.jp/word/%E7%B2%BE%E9%9C%8A%E6%A3%9A-533702
https://kotobank.jp/word/%E9%81%BA%E9%A2%A8-435598
https://kotobank.jp/word/%E9%81%BA%E9%A2%A8-435598
https://kotobank.jp/word/%E6%AE%BF%E4%B8%8A-578225
https://kotobank.jp/word/%E5%A4%A7%E5%BA%8A-451049
https://kotobank.jp/word/%E5%A4%A7%E9%A5%97-90992
https://kotobank.jp/word/%E7%A5%9E%E4%BA%8B-466441
https://kotobank.jp/word/%E6%96%8E%E5%BA%AD-2090514
https://ymmfarm.com/cultivation/basis/tunnel


● 保温	

● 防⾍	

● 防⾵	

例えば、夏野菜の苗を植えた直後、遅霜の⼼配があるうちは、不織布か防⾍ネットを利⽤し

て、畝全体をトンネル状に覆っておけば安⼼です。	

寒さ、強⾵、害⾍から守ることができ、野菜の⽣育を助け、その後の⽣⻑も良くなります。	

	
直掛け	
https://www.irisplaza.co.jp/media/A13974774517	
⽀柱を使わず、ベタ掛け資材を作物の上に直接掛ける⽅法�

資材の⾶散や害⾍の侵⼊を防ぐために、資材の裾は留めておく。�

ハウス内といった⾵や害⾍侵⼊の⼼配がない環境なら、裾を固定しない「置き掛

け」もOK。�

�

�

�

棚掛け	
http://www.orihara-kajyuen.jp/hatake/tana.html	
	

https://www.irisplaza.co.jp/media/A13974774517
http://www.orihara-kajyuen.jp/hatake/tana.html


梨やブドウなどの果樹は、⽢く熟す頃になると果実が⽊から下がり、柔らか

くなり、⾵ですれたり痛みやすります。そのため、棚を作って果樹栽培をする

歴史は、随分古くからとされています。	
	
棚作りは、果実を⼤切に育てることはもちろん、新しく伸びてきた新芽（新

梢：しんしょう）を⼤事に育て、来年再来年を⾒越した⽊を作るためには⽋

かせないことです。	

①もちあ

み式	
4隅の柱をしっかり設置し、番線を升⽬状に張って作る。棚作りの主流になってい
る。	
	
4隅の柱のどれか1本でも揺らいだ場合、全体が緩んでしまう難点がある。	
	
②いくみ式	
いくつかのブロックで作られているため、破損した際には部分修理で⼗分補強でき

る。	
	
が、この⽅式での設置の場合、特に専⾨的な技術が必要で、時間と⼿間も⼤変という

ことで、あまり普及しなかった。	

	
	
逆転層	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%86%E8%BB%A2%E5%B1%A4	

逆転層（ぎゃくてんそう）は	気象学	⽤語のひとつ。気象学において逆転とは、	⾼度	に伴
う	⼤気	の性質、特に	気温	の変化が通常と異なる現象（気温逆転）であり、普通ならば⾼

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%86%E8%BB%A2%E5%B1%A4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%97%E8%B1%A1%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E5%BA%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%B0%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%97%E6%B8%A9


度の上昇にともない気温が低下するはずなのに、逆に上昇していることをいう。これが

起こる層を逆転層（ぎゃくてんそう）と呼ぶ。	

⼀般に⾼温の⼤気は	密度	が低いため上に移動し、	対流	が起こる。しかし逆転層があると
上の⽅が密度が低いため、対流は起こらない。従って逆転層によって地表近くの⼤気が

トラップされ、	濃霧	になったり、また激しい	スモッグ	により健康被害が起こることもあ
る	[1]	。逆転層により、遠くの⾳が⼤きく聞こえることが多く、また	電波伝播	に異常が⾒
られることもある。なお逆転層では	蜃気楼	が起こりやすくなる。対流の抑制が何らかの
理由で破られると、湿度の⾼い空気が対流を起こすことで激しい	雷⾬	になることもあ
る。	

	
	
傾斜地	
https://www.weblio.jp/content/%E5%82%BE%E6%96%9C%E5%9C%B0	
斜め	に傾いている	⼟地	。	
	
	
運転開始温度	
http://www.naro.affrc.go.jp/laboratory/karc/prefectural_results/yasai_kaki/040353.html	

● ハウスは室内容積550m�3�(床⾯積160m�2�)の単棟アーチパイプハウスで、ヒートポン

プは定格冷房能⼒11.2kW(5⾺⼒・消費電⼒4.35kW)を⽤いた。温度設定はハイブ

リッド制御盤(N社製)で21°C設定とし、ヒートポンプの動作幅(DIF)を2.0(運転開始

22°C、運転停⽌20°C)、とした。�

● ヒートポンプの冷房運転は、2009年6⽉13⽇〜7⽉12⽇の期間、夜間21:00〜早

朝6:00まで、サイドビニールを閉鎖させハウスを密閉状態として⾏った。密閉する

ことにより、ハウス内温度は外気より2°C⾼くなる。�

● ヒートポンプの吹き出し⼝の温度は、外気温21〜22°Cの範囲において、外気温より

約9°C低い冷⾵吹き出しが可能であり、設定温度21°Cになるまでの所要時間は15分

を要した。また、位置別、⾼さ別温度差はほとんどない(図1)。�

● ハウス内湿度は、ヒートポンプを冷房運転することで、10%程度低下させることが

可能である。(図2)。�

● 冷房運転のランニングコストは、6⽉中旬〜7⽉中旬に設定温度21°Cで160m�2�のハ

ウスでの電気料⾦は9300円であった(表1)。�

	
茶株⾯気温	
http://www.o-cha.net/teacha/saibai/banshimo.html	
⽇本上空が⽐較的低温の寒気団を伴った移動性⾼気圧に覆われ、夜間を通じて⾵が弱く、上空は

快晴で雲が無い条件で放射冷却が起きやすくなります。地表⾯付近の気温分布は⽇中は⾼く、夜

間は低くなります。特に茶株⾯のように昼は直接、太陽熱を受け、夜間は放射冷却⾯になって熱

を放出する役⽬を果たす所は暑くなりやすく、冷えやすい傾向があります。このような気温の⾼

さ別の温度差を差を気温の逆転度ということがあります。�

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%86%E5%BA%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%BE%E6%B5%81
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BF%83%E9%9C%A7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%A2%E3%83%83%E3%82%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%86%E8%BB%A2%E5%B1%A4#cite_note-1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E6%B3%A2%E4%BC%9D%E6%92%AD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%9C%83%E6%B0%97%E6%A5%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%B7%E9%9B%A8
https://www.weblio.jp/content/%E5%82%BE%E6%96%9C%E5%9C%B0
https://www.weblio.jp/content/%E6%96%9C%E3%82%81
https://www.weblio.jp/content/%E5%9C%9F%E5%9C%B0
http://www.naro.affrc.go.jp/laboratory/karc/prefectural_results/yasai_kaki/040353.html
http://www.o-cha.net/teacha/saibai/banshimo.html


https://www.pref.kagawa.lg.jp/agrinet/dougubako/03/tya/3.htm	
茶は新芽⽣育期に凍霜害を受けると摘採期の遅れや、収量、品質に影響します。被害の程度は茶の⽣

育ステージと低温の程度で変わります。萌芽期までは霜が降りても摘採が遅れる程度ですが、⽣育ス

テージが進むと摘採の遅れに加えて、収量、品質の低下が起こります。凍霜害を防⽌軽減する対策

は、防霜ファンによる送⾵法が⼀般的です。霜が降りる⽇は、空気が乾燥し、最低気温が３℃以下と

なる⽇で、地表⾯は０℃以下となります。放射冷却現象で地上６ｍ付近の気温が茶株⾯の温度より１

℃程度⾼くなっています。そこで防霜ファンで上空の暖かい空気を株⾯に吹き下ろして、冷気の対流

を抑制して、凍霜害の被害防⽌・軽減させます。	
	
	
http://www.pref.saga.lg.jp/kiji00322606/index.html	

（4）防霜対策技術	

	 	
	 	 防霜対策を⾏うためには、予知情報（霜注意報等）を利⽤することが極めて有
効である。霜害の発⽣する危険温度は、最低温度で4℃以下である。	
(1)被覆法	
	 被覆物を茶株の上部に張ることにより、茶株や地表⾯から天空に向かって放射さ
れる熱線の⼀部を被覆物が⼀時的に吸収し、逆に下⽅へ放射することにより、茶株

や地表⾯の温度低下を抑制する。	
ア．被覆資材の防霜効果	
	 被覆資材の防霜効果は、熱吸収率と遮蔽率によって決まり、同じ資材でも⾊によ
り熱線の遮蔽率が変わるため、⿊⾊や灰⾊のものは熱吸収率が⾼く、⽩⾊等は熱吸

収率が低い。このため、同じ⾊及び資材でも遮蔽率の⾼い資材が熱吸収率が良く、

外部気温との対流による熱損失も少ないため、被覆による防霜効果は⾼い。	
イ．被覆⽅法と防霜効果	
	 被覆⽅法には、棚式、トンネル式、直接被覆式の三つのタイプがある。棚式の場
合、被覆物の⾼さと保温効果の関係をみると、被覆物は放射により温度が低下し、

棚が低いと被覆下の気温低下が早まるため、被覆位置は⾼い⽅が効果が⼤きい。	
	 ⼀般的には、茶株⾯から60〜90cmの⾼さが適当とされ、この場合の保温効果は
1〜2℃である。	
	 トンネル式の場合も、株⾯からの距離により差があるが、40cm以上あればO.5
〜1.0℃程度の保温効果があり、軽い晩霜程度なら防霜効果が期待できる。	
	 直接被覆は厚⼿の資材の場合、多少の効果はあるが、⼀般的には防霜効果は⼩さ
い。	
ウ．設置基準	
	 被覆資材の光線透過率は40％以下のものがよく、被覆は降霜が予測される時に掛
け、朝⽅には除去するのが⼀般的である。昼夜とも被覆を⾏う場合は、⽩⾊の光線

透過率の⾼い資材を利⽤する。(但しこの場合は、⿊⾊資材よりも防霜効果は低
い)。	
	 また、トンネル式被覆の場合、防霜効果は⾼くないため、気温低下の厳しい地域
では使⽤しない。	
(2)送⾵法	

https://www.pref.kagawa.lg.jp/agrinet/dougubako/03/tya/3.htm
http://www.pref.saga.lg.jp/kiji00322606/index.html


	 降霜のあるような夜は気温の逆転現象が起こり、地上6mの位置の気温は、茶株
⾯気温より4〜5℃（気象条件及び地形により異なる）⾼くなる。この暖かい空気を
下⽅に吹き降ろすことにより、茶株⾯付近の昇温効果と同時に、空気を撹絆するこ

とで気温低下を抑制する効果がある。	
ア．気温の逆転強度と昇温効果	
	 気温の逆転強度（送⾵機の⾼さの気温と茶株⾯の気温の差）と昇温効果の関係
は、⾼い正の相関がみられ、気温の逆転強度が強いほど昇温効果が⾼い。	
	 防霜効果は、逆転強度と同時に、その⽇の夜温が⼤きく関係する。逆転強度が強
くても気温が⾮常に低い場合は効果がないか、効果範囲が狭くなり、特に株⾯気温

が－3℃以下の場合は効果が⼩さく、その範囲も狭くなる。	
イ．効果範囲	
	 送⾵機のタイプ、気象条件、地形、設置規模等により異なる。例えば	750Wタイ
プの場合、⽀柱の前⽅向では12〜14m付近までは気象変化に対しても⽐較的安定
した効果があり、両側⽅向では16〜20mが効果範囲である。	
ウ．設置基準	
	 10a当りの設置台数は	750Wの場合3〜4台、2,200Wの場合1.2〜1.5台であ
る。ファンの運転期間は、地域や品種によって多少異なるが、⼀般的には萌芽期前

15⽇（3⽉中旬）頃から摘採期まで⾏う。また、サーモのセット温度は3℃とし、
新芽の⽣育に合わせて⾼めて⾏く。（過度な調整は電⼒の浪費になるため注意す

る。)	
	
	
萌芽期	
https://www.weblio.jp/content/%E8%90%8C%E8%8A%BD%E6%9C%9F	
(1)	植物	が	芽	を出す	時期	を意味する	表現	。	

(2)	物事	の	始め	の	時期	を意味する	表現	。	
	
	
潜熱	
https://kotobank.jp/word/%E6%BD%9C%E7%86%B1-88835	
物質が	温度	を変えないで，その状態	(気体，液体，固体)	を変えるために	吸
収	または発⽣する熱。たとえば	融解熱		(→	融解		)	，	気化熱		(	蒸発熱	または昇
華熱)	などがある。潜熱は単位量	(1g，1kg，または	1mol)	あたりに要する
熱量	で表わされ，定まった温度では	物質	に固有の値をもつ。潜熱は⼀定の
温度と圧⼒のもとで物質の相が	転移	する際に吸収または発⽣する熱量であ
るから	転移熱	とも呼ばれ，	熱⼒学	では2つの相の	エンタルピー	の差で与えら
れる。	
�
	
氷結潜熱	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BD%9C%E7%86%B1	
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https://kotobank.jp/word/%E5%90%B8%E5%8F%8E-52041
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https://kotobank.jp/word/%E8%9E%8D%E8%A7%A3-144601#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/%E6%B0%97%E5%8C%96%E7%86%B1-472512
https://kotobank.jp/word/%E8%92%B8%E7%99%BA%E7%86%B1-532969
https://kotobank.jp/word/%E7%86%B1%E9%87%8F-111455
https://kotobank.jp/word/%E7%89%A9%E8%B3%AA-125155
https://kotobank.jp/word/%E8%BB%A2%E7%A7%BB-102040#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%BB%A2%E7%A7%BB%E7%86%B1-102055
https://kotobank.jp/word/%E7%86%B1%E5%8A%9B%E5%AD%A6-111446
https://kotobank.jp/word/%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%83%94%E3%83%BC-38257#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://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BD%9C%E7%86%B1


⽔	分⼦が⽔⾯から	⼤気	中へと蒸発する場合（⼗分な量の液体の⽔があると考える）、⽔
分⼦は相転移して気体となるが、この際吸熱が起こる。その結果⽔⾯に接する⼤気は周

囲の⼤気よりも低温となって多くの	⽔蒸気	を含む。⽔を⽔蒸気に変化させるためには	エ
ネルギー	が必要であるため、液体の⽔はそこから蒸発する⽔蒸気によって熱エネルギー
を奪われている、つまり熱を吸収しているのである。逆に⽔蒸気が⽔や	氷	に変化すると
きには、⽔蒸気が持っているエネルギーが	顕熱	として	凝縮	や	凝固	が起きる表⾯で放出さ
れる。	
	
	
http://www.taisei.ne.jp/product/pdf/seisitu.pdf	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B7
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%87%9D%E5%9B%BA
http://www.taisei.ne.jp/product/pdf/seisitu.pdf


	
	
	
⻑波放射	
http://photosyn.jp/pwiki/index.php?%E9%95%B7%E6%B3%A2%E6%94%BE%E5%B0%84	

http://photosyn.jp/pwiki/index.php?%E9%95%B7%E6%B3%A2%E6%94%BE%E5%B0%84


⽬に⾒えない⻑波⻑の電磁波であり，⾚外放射，熱放射とも呼ばれる．太陽放射を短波放射

と呼ぶことに対する⽤語で，⼀般には地球の⼤気や地表⾯が出す波⻑4〜100μm付近の放
射をいう．地球⼤気に含まれる⽔蒸気，⼆酸化炭素，オゾンなどの気体は，特定の波⻑の⻑

波放射を強く吸収してその場の温度を上昇させる．⼤気は温度によって決まる⻑波放射を出

しており，この放射を特に⼤気放射という．	
	
放熱量	
http://www.hptcj.or.jp/inquiry/GlossaryDetail/tabid/827/wordid/77/GSearch/on/Default.aspx	
	

⽤語名	 放熱量	

読み	 ほうねつりょう	

内容	
蓄熱槽から冷⽔あるいは温⽔として取り出し、有効に熱負荷を処理した熱量。取出し熱量と

もいう。	

記号	
	

関連数式	
	

単位	 	

	
	
	
防霜法	
http://www.ochakaido.com/juku2/kihon/3w-2hou.htm	

◆W007.散⽔氷結法	

ドイツで考案された防霜法で、気温が低下して凍霜害を受けるような時にスプリンクラーで散⽔し、

茶に付着した⽔分が凍って潜熱を放出することを利⽤して新芽を０℃に保つという⽅法で、２℃にな

るとスプリンクラーが稼働するようセンサーで設定します。ただし、重ねて凍結させることで効果が

あらわれるため、保温効果を出すには毎時3mmの散⽔が必要。⽇の出後の気温が5℃程度上昇して葉
の表⾯に付着した氷が滑り落ちるまで散⽔を続けるため、１時間あたり3〜4t/10aの⽔を要し、経済
的負担が⼤きい。	

	

http://www.hptcj.or.jp/inquiry/GlossaryDetail/tabid/827/wordid/77/GSearch/on/Default.aspx
http://www.ochakaido.com/juku2/kihon/3w-2hou.htm


	
散⽔むら	
http://www.482.co.jp/info/mente/67_watering.html	

簡易スプリンクラーの場合には、スプリンクラーを⽔道のホース先端につなぎ、スプリンクラーを芝

⽣の中央に置いて下さい。蛇⼝をひねりますと、⽔圧によりスプリンクラーが回転します。後は⽔が

どの範囲まで届いているのかを確認し、散⽔ムラのないようにスプリンクラーの位置と⽔圧を調整し

ます。その⽇の⾵向きや⾵速によって散⽔範囲は様々に変化しますので、散⽔の都度、⽬視により確

認し、位置等を調整してください。�

	
	
ハードニング	
https://kotobank.jp/word/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%8B%E3%83%B3%E
3%82%B0-598092	
《frost	hardeningから》⽣物に耐寒・耐凍性を⾼めさせること。また、そ
のための処理。⾼温下に⽣育する⽣物を、中間温度下をへて低温下に移す

と耐寒性は⾼まる。	
	
	
搾汁屈折率	
http://www.pref.nara.jp/secure/73722/14-11-17.pdf	

	

http://www.482.co.jp/info/mente/67_watering.html
https://kotobank.jp/word/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0-598092
https://kotobank.jp/word/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0-598092
http://www.pref.nara.jp/secure/73722/14-11-17.pdf


	
	
蒸散	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%92%B8%E6%95%A3	

蒸散（じょうさん、transpiration）とは、	植物	の地上部から	⼤気	中へ	⽔蒸気	が放出され
る現象である。蒸散は主に	葉	の裏側で起こるが、これは、蒸散の⾏われる	気孔	が裏側に
集中しているためで、葉の表側や	茎	、	花	、	果実	においても⾒られる	

単なる⽔分の	蒸発	が受動的な現象である⼀⽅、蒸散は⽣物体による能動的な調節、特に
気孔	の開閉制御が関与する点で異なる。ただし気孔を完全に閉じた状態でも、	クチクラ
層を通しての蒸散は⾏われる。気孔を通じて⾏われる蒸散を気孔蒸散（stomatal	
transpiration）、クチクラ層を通して⾏われる蒸散をクチクラ蒸散（cuticular	
transpiration）と呼ぶ。	

	
	
葉柄部	
https://kotobank.jp/word/%E8%91%89%E6%9F%84-145848	
葉を⽀える柄の部分をいう。⽔分と養分の通路であり，葉の中央脈が葉の

輪郭の外側まで突出したものとみることもできる。葉柄をもたない葉も多

い。たとえば	ノボロギク	では，下⽅の	葉	には葉柄があるが，上⽅の葉には
ない。葉柄基部には	離層	が⽣じて，落葉の原因となる。	
	
	
幼⽊園	
https://www.wachaclub.com/dictionary/archives/3686	
young�tea�field�

⽣葉収量が年々増加しつつある園で、うね幅がまだ広がりつつある幼齢期の茶�

園のこと。未成園ともいう。�

	
	
⾃然仕⽴て園	
http://marumo-cha.jp/archives/1191	
⾃然仕⽴ての茶園とは、お茶の樹をそのまま伸ばして育てた茶園です。	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%92%B8%E6%95%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%8D%E7%89%A9
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https://www.wachaclub.com/dictionary/archives/3686
http://marumo-cha.jp/archives/1191


	

現在はお茶の樹を機械で摘採するために	

整枝して形を整えた茶園がほとんどですが	

昔、機械での摘採ができなかった時代はどこの茶園も⾃然仕⽴て。	

	
	
形成層活性	
https://blog.goo.ne.jp/rebun10b/e/0b984e2bea93744583e2f3a4d3199381	

オーキシンは形成層活性の正の制御因⼦であることが知られており、茎で発現している

PIN1		や	PIN3		の機能喪失変異体ではICやICによって形成される組織の発達の程度が低下して

いた。よって、茎における求基的なオーキシン輸送は形成層活性に対して正に作⽤してお

り、	max		変異体によるオーキシン輸送量の増加は形成層活性化の原因とはなっていないと

考えられる。	max1-1		変異体の茎の内⽣オーキシン量は野⽣型よりも⾼く、オーキシンシグ

ナルを可視化した	DR5:GUS		コンストラクトもしくは	DR5:GFP		コンストラクトを導⼊した

max1-1		変異体の茎は野⽣型よりもレポーター活性が⾼くなっていた。したがって、SL⽣合

成能が低下した植物体の維管束は、⼆次成⻑が低下しているにもかかわらず、オーキシン量

やオーキシンシグナルは⾼くなっている。よって、	max		変異体での⼆次成⻑の低下はオー

キシン量の低下によってもたらされたものではなく、オーキシン蓄積とは独⽴もしくはその

下流においてSLが形成層の活性に直接作⽤していると考えられる。オーキシンの求基的輸

送を阻害するNAPを局所的に作⽤させると、処理した領域よりも上の部分でオーキシン蓄

積が起こり、局所的に⼆次成⻑が誘導される。しかし、	max1-1		変異体や	max2-1		変異体に

局所的NPA処理をすると、維管束間組織の形成は野⽣型よりも抑制された。よって、SL⽣

合成およびSLシグナルはオーキシンによる維管束形成層の活性化にとって重要であること

が⽰唆される。オーキシン⾮感受性変異体	axr1-3		ではICの形成や活性化が抑制されるが、

axr1-3	max		⼆重変異体を局所的NPA処理をした際の維管束間組織形成の抑制の程度は単独

https://blog.goo.ne.jp/rebun10b/e/0b984e2bea93744583e2f3a4d3199381


変異体と同等であった。また、	axr1-3		変異体、	axr1-3	max1-1		⼆重変異体、	arx1-3	max2-1	

⼆重変異体をGR24処理するとIC形成の誘導が、それぞれ、野⽣型、	max1-1		変異体、

max2-1		変異体と同等にまで回復した。したがって、SLはシグナル伝達経路においてオーキ

シンの下流に位置して⼆次成⻑を正に制御していると考えられる。⽊本植物のユーカリ（

Eucalyptus	globulus		）の茎をGR24処理すると⼆次維管束組織の形成が促進されること、

エンドウの	MAX4		オーソログの機能喪失変異体	rms1-1		においても形成層活性が低下してい

ることから、SLによる形成層活性の制御はシロイヌナズナ以外の植物においても⾒られる

現象であることが⽰唆される。	

	

	
	
癒合組織	
https://kotobank.jp/word/%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%B9-22235	
カルス	（読み）かるす	
盆栽⽤語集�の解説�

カルス�

癒合	組織	のこと。幹や枝の傷ついた部分に盛り上がって発⽣する	細胞	集
団。	分裂	・	増殖	を繰り返し、やがて分化して	それぞれ	の組織をつくり、	活
着	→	癒着	→	⾁巻き	となる。	
	
	
剥離	
https://www.weblio.jp/content/%E5%89%A5%E9%9B%A2	
剝		（は）	がれてとれること。また，	剝がし	てとること。	「	網膜	が－する」	
	
	
こぶ	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%93%E3%81%B6	

こぶは、	

● 昆布	（こんぶ）の別読み。	昆布締め	（こぶじめ）など。	
● 瘤（こぶ）	-		ドーム	状に盛り上がった「	できもの、せつ	」（⼈間に⽣じるも
のを特に「	腫れもの、よう	」「	腫瘤	」という）の総称。	⾍こぶ	、	タンコブ	、
粉瘤	など。⼩型のものは「	いぼ、ゆう	」という。	

● ⼦供の俗称。	
	
	
https://kotobank.jp/word/%E7%98%A4-503959	

https://kotobank.jp/word/%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%B9-22235
https://kotobank.jp/dictionary/bonsai/
https://kotobank.jp/word/%E7%B5%84%E7%B9%94-5375
https://kotobank.jp/word/%E7%B4%B0%E8%83%9E-68215
https://kotobank.jp/word/%E5%88%86%E8%A3%82-128724
https://kotobank.jp/word/%E5%A2%97%E6%AE%96-89462
https://kotobank.jp/word/%E3%81%9D%E3%82%8C%E3%81%9E%E3%82%8C-719545
https://kotobank.jp/word/%E6%B4%BB%E7%9D%80-464425
https://kotobank.jp/word/%E6%B4%BB%E7%9D%80-464425
https://kotobank.jp/word/%E7%99%92%E7%9D%80-651968
https://kotobank.jp/word/%E8%82%89%E5%B7%BB%E3%81%8D-22298
https://www.weblio.jp/content/%E5%89%A5%E9%9B%A2
https://www.weblio.jp/content/%E5%89%9D%E3%81%8C%E3%81%97
https://www.weblio.jp/content/%E7%B6%B2%E8%86%9C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%93%E3%81%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%86%E5%B8%83
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%86%E5%B8%83%E7%B7%A0%E3%82%81
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%83%BC%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%8A%E3%81%A7%E3%81%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%88%E3%81%86
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E8%85%AB%E7%98%A4&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%99%AB%E3%81%93%E3%81%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E5%87%BA%E8%A1%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B2%89%E7%98%A4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%84%E3%81%BC
https://kotobank.jp/word/%E7%98%A4-503959


こぶ【�×�瘤／�×�癭】�

１�	病気のために筋⾁が固くなるなどして、⽪膚が⾼く盛り上がっているも

の。	

２�	からだの⼀部をひどく打ったりして、そこが⼀時的に盛り上がったも

の。たんこぶ。「転んで額に―ができる」	

３�	表⾯が盛り上がっているもの。「ラクダの―」「⽊の―」	

４�	ひもの結び⽬。	

５�	⾃由な⾏動のさまたげになるもの、やっかいなもののたとえ。多く、⼦

供をいう。「⽬の上の―」「―つきの⼥性」	

[補説]書名別項。→	瘤	
	
	
	
	
諸障害	
https://www8.cao.go.jp/youth/kenkyu/h19-2/html/3_2_8.html	

知的障害・発達障害	

精神医学的にはWHOの定めた疾病分類であるICD－10や⽶国精神医学会の定めたDSM－IVに

記載されているように，知的障害と発達障害，それにここで精神障害と表現している狭義の精

神障害をすべて含めた多彩な障害を精神障害と呼ぶのが⼀般的であるが，ここではわが国の⾏

政的な体系にしたがって発達障害，知的障害，精神障害と各々独⽴したものとして扱っている

のはすでに述べたとおりである。ここでいう知的障害と発達障害であるが，これらは⾏政の枠

を越えて考えれば，いずれも胎⽣期及び出⽣直後までの期間に⽣じた⽣物学的な脳機能の障害

を背景にしており，幼児期の早い段階から何らかの症状は出現しており，基本的に障害は⼤き

な変化がなく，⽣涯にわたって持続するという条件を満たしており，広義の発達障害は知的障

害と狭義の発達障害を合わせたものと考えてよいだろう。さて，広義の発達障害はすでに述べ

たように途中で加わる障害ではなく，持って⽣まれた障害であり，「病気」というイメージよ

りは，⼈間の「タイプ」あるいは⼈間の「器」の特徴の⼀つととらえるほうが理解しやすい。

障害と呼べるほど極端であり，ハンディキャップといえるほど適応上の⽋陥をもたらしている

場合に知的障害や発達障害とされるということを忘れてはならない。	

https://kotobank.jp/word/%E7%98%A4-503959#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89
https://www8.cao.go.jp/youth/kenkyu/h19-2/html/3_2_8.html


	
http://www.rehab.go.jp/ddis/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E5%8F%96%E3%82%8A
%E7%B5%84%E3%81%BF%E3%83%BB%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AE%E5%8B%95%
E3%81%8D/%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AE%E5%8B%95%E3%81%8D/%E8%AB%B8%
E5%A4%96%E5%9B%BD%E3%81%AE%E3%80%8C%E7%99%BA%E9%81%94%E9%9A%9C%
E5%AE%B3%E3%80%8D%E3%81%AE%E7%94%A8%E8%AA%9E%E3%81%AE%E4%BD%BF%
E7%94%A8%E3%81%A8%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%81/	
⽇本では、「発達障害者⽀援法」に定義されている範囲を「発達障害」として⾏政

政策上の運⽤を⾏っています。しかしながら、「発達障害」の⽤語の⽰す範囲は、

国や地域、学問領域などによって異なるため、時として誤解を⽣じる場合がありま

す。そこで、ここでは、⽇本の「発達障害者⽀援法」に定められている主な障害

が、諸外国の法律においてどのように呼ばれ、定義されているのか紹介します。	
	 今回は、在留邦⼈が多く、かつ、当該国政府が公式に発達障害に関する情報を公
表している国として、アメリカ合衆国、イギリス、オーストラリア（注1）を取り上
げます。	
	
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/boshi-hoken07/h7_01.html	
まず「軽度発達障害」という⽤語について説明をしたいと思います。�

 この⽤語は、ご存じのようにWHO（世界保健機構）が出しているICD-10や⽶国

精神医学会が出しているDSM-VIといった診断の⼿引き書で定義されたものではあ

りません。私が記憶する範囲や⾒聞してきた限りにおいて、最初に登場した⽂献や

記録等について正確な情報がありません。おそらくある種の委員会で⽤語の概念や

定義などについて議論され、そして使われ始めた⽤語ではないと思われます。誰が

どのような意図をもって使い始めたのか、よく分からないままに使われ始め、やが

て広まっていったということだと推測されます。�

�

�

藁帽⼦	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BA%A6%E3%82%8F%E3%82%89%E5%B8%BD%E5%AD%9
0	

⻨わら帽⼦（むぎわらぼうし、⻨藁帽⼦）は、	藁	あるいは藁様の素材（様々な植物由来
あるいは合成素材）で編んだ	帽⼦	。	

⻨わらは⻨稈（ばっかん）ともいい⻨稈帽⼦（ばっかんぼうし）	[1]	あるいは単に⻨稈帽
（ばっかんぼう）ともいう。また、⻨わらは英語ではストロー（Straw）ともいいスト
ローハット（Straw	hat）ともいう。	

丸い⼭形をしており、⽇除けの	つば	が広い。あご紐が付けられる場合もあるほか、男⼥
ともに	リボン	が巻かれたり飾りが付けられたりすることもある。	夏	に⽇よけとして⽤い
られる。夏の野良仕事や	海⽔浴	などによく⽤いられるため、夏の	⾵物詩	ともなってい
る。そのため「⻨わら」や「⻨わら帽⼦」は夏の	季語	になっている。	

	
	
	
科学繊維資材	

http://www.rehab.go.jp/ddis/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E5%8F%96%E3%82%8A%E7%B5%84%E3%81%BF%E3%83%BB%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AE%E5%8B%95%E3%81%8D/%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AE%E5%8B%95%E3%81%8D/%E8%AB%B8%E5%A4%96%E5%9B%BD%E3%81%AE%E3%80%8C%E7%99%BA%E9%81%94%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E3%80%8D%E3%81%AE%E7%94%A8%E8%AA%9E%E3%81%AE%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%A8%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%81/
http://www.rehab.go.jp/ddis/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E5%8F%96%E3%82%8A%E7%B5%84%E3%81%BF%E3%83%BB%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AE%E5%8B%95%E3%81%8D/%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AE%E5%8B%95%E3%81%8D/%E8%AB%B8%E5%A4%96%E5%9B%BD%E3%81%AE%E3%80%8C%E7%99%BA%E9%81%94%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E3%80%8D%E3%81%AE%E7%94%A8%E8%AA%9E%E3%81%AE%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%A8%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%81/
http://www.rehab.go.jp/ddis/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E5%8F%96%E3%82%8A%E7%B5%84%E3%81%BF%E3%83%BB%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AE%E5%8B%95%E3%81%8D/%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AE%E5%8B%95%E3%81%8D/%E8%AB%B8%E5%A4%96%E5%9B%BD%E3%81%AE%E3%80%8C%E7%99%BA%E9%81%94%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E3%80%8D%E3%81%AE%E7%94%A8%E8%AA%9E%E3%81%AE%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%A8%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%81/
http://www.rehab.go.jp/ddis/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E5%8F%96%E3%82%8A%E7%B5%84%E3%81%BF%E3%83%BB%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AE%E5%8B%95%E3%81%8D/%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AE%E5%8B%95%E3%81%8D/%E8%AB%B8%E5%A4%96%E5%9B%BD%E3%81%AE%E3%80%8C%E7%99%BA%E9%81%94%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E3%80%8D%E3%81%AE%E7%94%A8%E8%AA%9E%E3%81%AE%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%A8%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%81/
http://www.rehab.go.jp/ddis/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E5%8F%96%E3%82%8A%E7%B5%84%E3%81%BF%E3%83%BB%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AE%E5%8B%95%E3%81%8D/%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AE%E5%8B%95%E3%81%8D/%E8%AB%B8%E5%A4%96%E5%9B%BD%E3%81%AE%E3%80%8C%E7%99%BA%E9%81%94%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E3%80%8D%E3%81%AE%E7%94%A8%E8%AA%9E%E3%81%AE%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%A8%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%81/
http://www.rehab.go.jp/ddis/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E5%8F%96%E3%82%8A%E7%B5%84%E3%81%BF%E3%83%BB%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AE%E5%8B%95%E3%81%8D/%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AE%E5%8B%95%E3%81%8D/%E8%AB%B8%E5%A4%96%E5%9B%BD%E3%81%AE%E3%80%8C%E7%99%BA%E9%81%94%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E3%80%8D%E3%81%AE%E7%94%A8%E8%AA%9E%E3%81%AE%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%A8%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%81/
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/boshi-hoken07/h7_01.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BA%A6%E3%82%8F%E3%82%89%E5%B8%BD%E5%AD%90
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BA%A6%E3%82%8F%E3%82%89%E5%B8%BD%E5%AD%90
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%81
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%BD%E5%AD%90
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BA%A6%E3%82%8F%E3%82%89%E5%B8%BD%E5%AD%90#cite_note-Science106-1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%A4%E3%81%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%9C%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%8F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%B7%E6%B0%B4%E6%B5%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A2%A8%E7%89%A9%E8%A9%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%A3%E8%AA%9E


https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E7%B9%8A%E7%B6%AD	
化学繊維（かがくせんい、chemical	fiber）とは、	⽯油	などから化学的プロセスにより
製造される	繊維	の総称で、⼈造繊維	(artificial	fiber)	とも呼ばれる。	天然繊維	（天然⾼
分⼦）を原料にして製造される	再⽣繊維	、天然⾼分⼦を改質して製造する	半合成繊維	、
純合成的に有機	⾼分⼦	化合物を製造する	合成繊維	、そして	無機化合物	からなる	無機繊維
に⼤別される。	

● 合成繊維	
○ ポリエステル	系合成繊維	
○ ポリアミド	系合成繊維	-		ナイロン	

● 半合成繊維	
○ セルロース	系半合成繊維	-		アセテート	
○ タンパク質	系半合成繊維	-		プロミックス	

● 再⽣繊維	
○ セルロース系再⽣繊維	-		レーヨン	、	キュプラ	、	ポリノジック	

● 無機繊維	
○ ガラス繊維	
○ 炭素繊維	

	
	
ヒノキの枝	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%92%E3%83%8E%E3%82%AD	
ヒノキ（檜、桧、	学名	：	Chamaecyparis	obtusa	）は、	ヒノキ科	ヒノキ属の	針葉樹	。	⼈
⼯林	として多く植栽されている。	
ヒノキは	⽇本	と	台湾	にのみ分布する。⽇本では	本州	中部（	福島県	）以南から	九州	まで分
布する。	台湾	本島には	変種	タイワンヒノキ	（台湾扁柏、	Chamaecyparis	obtusa		var.	
formosana	）が分布している。また	中国	においては、「檜（桧）」という漢字は	ビャク
シン属	を指す。⽇本では	⽊曽	に	樹齢	450年のものが⽣息しているのが最⾼であるが、台
湾では樹齢2,000年のものが⽣息している。	
	
	
寒⼲害	
https://www.pref.kagawa.lg.jp/agrinet/dougubako/11/tya/11.htm	
○⻘枯れ（寒⼲害）	
	 ⻘枯れは-3〜-10℃の低温で、寒⾵に吹いているときに発⽣する乾燥害です。寒⾵

が吹くと葉からの蒸散が促進されます。このとき⼟壌や幹が凍結していると⽔分が

吸収できず、樹体から⽔分が失われて、寒⼲害が発⽣します。寒⼲害が発⽣すると

葉が緑⾊のまま乾燥して光沢のない笹⾊となり、降⾬後には褐変していきます。	

	
	
アンバランス	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E7%B9%8A%E7%B6%AD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E6%B2%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B9%8A%E7%B6%AD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E7%84%B6%E7%B9%8A%E7%B6%AD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%8D%E7%94%9F%E7%B9%8A%E7%B6%AD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%8A%E5%90%88%E6%88%90%E7%B9%8A%E7%B6%AD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E5%88%86%E5%AD%90
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%88%E6%88%90%E7%B9%8A%E7%B6%AD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E6%A9%9F%E5%8C%96%E5%90%88%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%84%A1%E6%A9%9F%E7%B9%8A%E7%B6%AD&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%9F%E3%83%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%AD%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%BB%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%AF%E8%B3%AA
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A8%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%97%E3%83%A9
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%83%8E%E3%82%B8%E3%83%83%E3%82%AF&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AC%E3%83%A9%E3%82%B9%E7%B9%8A%E7%B6%AD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%82%AD%E7%B4%A0%E7%B9%8A%E7%B6%AD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%92%E3%83%8E%E3%82%AD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%A6%E5%90%8D
https://en.wikipedia.org/wiki/Chamaecyparis_obtusa
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%92%E3%83%8E%E3%82%AD%E7%A7%91
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%9D%E8%91%89%E6%A8%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E6%9E%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E6%9E%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B0%E6%B9%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC%E5%B7%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%9D%E5%B7%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B0%E6%B9%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%89%E7%A8%AE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%AF%E3%83%B3%E3%83%92%E3%83%8E%E3%82%AD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%93%E3%83%A3%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%B3%E5%B1%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%93%E3%83%A3%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%B3%E5%B1%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%A8%E6%9B%BD%E8%B0%B7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%B9%E9%BD%A2
https://www.pref.kagawa.lg.jp/agrinet/dougubako/11/tya/11.htm


https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%
A9%E3%83%B3%E3%82%B9	
アンバランス（unbalance）は、英語で釣り合い・調和がとれていないこと。	
	
	
マルチ	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81	
マルチは、「複数の」を表す	接頭語	。	英語	の	連結形	（他の語と結びつく）	multi	-（多い
〜、多くの〜、多数の〜、さまざまの〜、多様な〜、多数倍の〜）より。マルティとも

表記するが、全	英語圏	における本来の発⾳は	「モウタイ」、「モウティ」	に近い。	
	
	
ソルゴー	
https://kotobank.jp/word/%E3%82%BD%E3%83%AB%E3%82%B4%E3%83%BC
-315432	
ソルゴー【sorgo】�

茎葉を	飼料	とするために，または茎から⽢汁を採るために栽培されるイネ
科の⼀年草。	モロコシ	の1変種とされる。モロコシ(ソルガム)のうち，飼料
⽤に栽培されるものは，⼦実型ソルガム(穀実⽤モロコシ)，兼⽤型ソルガ
ム，ソルゴー型ソルガムの3者に分類されるが，その中のソルゴー型ソル
ガムは草丈が2.4m以上で，茎は太く，多汁質で汁は⽢みがあり，中⽣（な
かて）〜晩⽣（おくて）の品種が多い。ソルゴーは本来この品種群の中で

，とくに糖分含量が多く，糖みつ，シロップなどの製造にも利⽤される⽅

向に分化した変種に与えられた名称で，それを⽇本では	サトウモロコシ	，
ロゾク(蘆粟)などと呼んでおり，アメリカでもスイートソルガムsweet	
sorghumを指すことが多い。	
	
	
	
陸稲(りくとう／おかぼ)	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%B8%E7%A8%B2	
陸稲（りくとう	/	おかぼ）は、	畑	で栽培される	イネ	（稲）。野稲（のいね）とも呼ばれ
ている。⽔稲に較べて⽔分条件により厳しい畑状態に適したイネと位置づけられている

が、	植物学	的な差異は無く、また歴史的にも古くから陸稲として栽培されたものから、
⽔稲から	品種改良	されたものまで存在している。	
	
	
凍結防⽌	
https://gwhp.city.joetsu.niigata.jp/fm/topics/suidoutouketu/	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8E%A5%E9%A0%AD%E8%BE%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%90%E5%90%88%E8%BE%9E
https://ja.wiktionary.org/wiki/multi
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E%E5%9C%8F
https://kotobank.jp/word/%E3%82%BD%E3%83%AB%E3%82%B4%E3%83%BC-315432
https://kotobank.jp/word/%E3%82%BD%E3%83%AB%E3%82%B4%E3%83%BC-315432
https://kotobank.jp/word/%E9%A3%BC%E6%96%99-80996
https://kotobank.jp/word/%E3%83%A2%E3%83%AD%E3%82%B3%E3%82%B7-773491
https://kotobank.jp/word/%E3%82%B5%E3%83%88%E3%82%A6%E3%83%A2%E3%83%AD%E3%82%B3%E3%82%B7-69338#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
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%B8%E7%A8%B2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%95%91
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%8D%E7%89%A9%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%93%81%E7%A8%AE%E6%94%B9%E8%89%AF
https://gwhp.city.joetsu.niigata.jp/fm/topics/suidoutouketu/


凍結の⽬安となる気温・凍結しやすい場所�

気温�

「マイナス４℃以下」�

マイナス４℃以下になると⽔道管の凍結や蛇⼝の破裂が多く発⽣しますので、天

気予報で低温注意報が発表されたときにはご注意ください。�

��

凍結しやすい場所�

● ⽔道管がむき出しになっているところ�（給湯器に接続している配管等）�

● ⽔道管が⼾外や北向きの⽇陰にあるところ�（散⽔栓、湯沸かし器の元栓等）�

● 北向きにある⽔まわり�（洗⾯所やトイレの蛇⼝等）�

⽔道管の凍結を防⽌する⽅法�

1.保温材の取付け�

屋外のむきだしになっている配管や散⽔栓には保温材の取付けが効果的です。ただし、古く

なり表⾯のテープ等が損傷すると効果が薄れることから、取替えをおすすめします。さら

に、凍結防⽌には凍結防⽌ヒーターの取付けがより効果があります。�

保温材の取付けは、�市内の�指定給⽔装置⼯事事業者�（有料）で⾏っていますので、お知り

合い、�またはお近くの⼯事店にご相談ください。�

2.少量の⽔を出しておく・⽔を抜く。�

蛇⼝や⽔道管が凍らないために、就寝前に鉛筆の芯の太さく�らいの⽔を出しておく。�

	
	
https://www.sekisuiheim-owner.jp/maintenance/equipment/09.html	
屋外の配管や⽴⽔栓は、本格的な寒さがやってくる前に、ボロ布を	

巻きつけるか、市販の配管保温剤（※１）などで保護します。	

http://gwhp.city.joetsu.niigata.jp/customer/gyousha/
https://www.sekisuiheim-owner.jp/maintenance/equipment/09.html


※１	
配管保温剤	
発泡スチロール付きの保温テープや、筒状のパイプカバーなどがあり、	
ホームセンターやDIYショップで⼊⼿できる。	

	

⽴⽔栓などの外の蛇⼝はボロ布やスポンジを	

巻いておく	

北側の床下部分が開放されている場合は、冬場だけ（⼀時的に）板などでふさぎま

す。床下の配管への北⾵の直撃を防ぐためです。	

メーターボックスや元栓部分には、ボロ布を⼊れたビニール袋などを詰め込みま

す。外気に直接は触れていませんが意外に凍結しやすいので注意しましょう。	
	
	
	
⽣育抑制	
https://www.jstage.jst.go.jp/article/weed1962/43/4/43_4_341/_article/-char/ja/	
アレロケミカルとして過去に報告されたことのある21種類のフェノール化合物の阻害活性を⽔

溶液試験と⼟壌混和試験によって相対的に評価した。⽔溶液試験では,�juglone,�coumarin,�

t�-cinnamic�acid,��o�-hydroxyphenylacetic�acid�および�3-phenylproponic�acidは
1.0mMにおいてレタスと栽培ヒエの幼根の伸⻑を顕著に阻害し,�salicylic�

acid,β-resorcylic�acid�および�benzoic�acid�の阻害活性がそれに準じた。0.1mMでは�

juglone�を除く全ての化合物の阻害活性が減少した。また,�レタスは栽培ヒエより強く阻害され

た�(Fig.�1)。次に⽔溶液の阻害活性が最も⾼かった8種類のフェノール化合物を⼟壌に混和し

て,�レタス幼根の伸⻑に対する影響を調査した。juglone�は最も⾼い阻害活性を⽰し,�

coumarin�がそれに準じた�(Fig.�2)。また,�14種の供試植物に対して⼟壌に混和した�juglone�

と�coumarin�が与える影響を調査した。juglone�は2.0μmol/g⼟壌において全ての供試植物

の幼根伸⻑を強く阻害したが,�同じ濃度における�coumarin�の阻害活性は供試植物間で異なっ

た。また,�0.2および0.4μmol/g⼟壌においては両化合物の阻害活性が供試植物間で異なった�

(Fig.�3)。この場合,�供試植物の感受性は供試植物の科とは関係なかったが,�種⼦の⼤きさとは関

係があるようであった。両化合物の阻害活性は⼤きな種⼦の供試植物では⼩さいが,�⼩さな種⼦

の供試植物については種によってその感受性が⼤きく異なった�(Fig.�4)。�

�

�

⼟壌孔隙	
http://www.ffpri-skk.affrc.go.jp/sj/sj28p2.html	
⼟壌の孔隙と保⽔のメカニズム		

https://www.jstage.jst.go.jp/article/weed1962/43/4/43_4_341/_article/-char/ja/
http://www.ffpri-skk.affrc.go.jp/sj/sj28p2.html


⼟壌中には、粘⼟粒⼦の間のような⾮常に微細な孔隙から、ミミズの巣⽳のように

⼤きな孔隙まで、さまざまな⼤きさ（太さ）の孔隙が網の⽬のように張り巡らされ

ています。⼟壌に浸透した⾬⽔は、⼤きな（太い）孔隙中では速く、⼩さな（細

い）孔隙中では⽑管張⼒が作⽤するためゆっくりと移動します。あまりに⼤きな孔

隙では、⽔を貯留することはできません。逆に、⼩さすぎる孔隙では、重⼒より強

い⽑管張⼒が働くため、⽔が下⽅に移動できなくなります。従って、⽔源かん養機

能には、⽔を⼀時貯留し、しかも徐々に下⽅に移動できる⼀定範囲の⼤きさの孔隙

が重要になります。		
⼟壌研究の分野では、⽔の保持⼒を「pF価」という表現⽅法で表してきました。細
かい説明は省略しますが、pは対数を、Fは⾃由エネルギーを表し、pF1は10cm、
pF2は100cm、pF3は1,000cmの⽔柱⾼に相当する⽔の保持⼒（吸引圧）を⽰してい
ます。また、孔隙の⼤きさと⽔の保持⼒との間には⼀定の関係があり、孔隙区分を

pF価で表すことも可能です。例えば、「pF3相当の孔隙」は、⽔柱1,000cmに相当
する⼒で⽔を保持できる直径0.003mm孔隙を意味します。「pF1相当の孔隙」は、
⽔を10cmしか引き上げることができない直径0.3mmに相当する孔隙を意味しま
す。こうしたことから、理論的にはpF3ですが、実質的にはpF2.7相当より⼩さい孔
隙では、重⼒より⽑管張⼒が⼤きくなって、⽔の⽑管連絡が切断されてしまい、⽔

は下⽅に移動できなくなります。そのため、⽔が下⽅へ移動でき、⽔源かん養機能

に強く関与するpF2.7相当より⼤きな孔隙を「粗孔隙」、⽔が下⽅へ移動できない
pF2.7より⼩さな孔隙を「細孔隙」と区分しています。	


