きない最大の問題は、土耕栽培にお

要がある。これがまず容易ではない

のような影響を与えるのかを示す必

のような硬さだと、ジャガイモにど

いて最も重要な土壌の違いが収量や

のだが、農業とは直接の関係があま

だけを理解いただければ良いと思う。

（現ノーキングラセット）とい

で急激に硬くなり硬いまま推移する

て徐々に硬くなるタイプ、ある深さ

一様なのではなく、深くなるにつれ

土壌の硬さというのはどの深さでも

多くの人は疑問に思わないだろう

きさと個数を推定できる。しかし、

度の精度で収穫時のジャガイモの大

の硬さと株間を計測すると、ある程

このようなプロセスを経て、土壌

違うので、その関係性は品種ごとに

いる。品種によってその特性は全く

とになるだろうという結論に至って

壌の硬さに応じた株間を選択するこ

二つの品種ともに、重視すべきは土

値で表さなくてはならなかった。硬

な土壌の硬さの変化をいくつかの数

係についても調べた。この調査では

ていくが、品種ごとに種イモとの関

天候の影響については、今後書い

かも違ってくる。

壌の影響を受けやすいか受けにくい

ては明確な違いがあり、それぞれ土
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農業の現場で数値管理が実用化で

品質にどう関係しているのかを把握

りないので簡単に触れるだけにす

例えば、土壌がどのように硬くな

Ｃ

う品種がトヨシロという品種に比べ

て、種イモの影響を受けることが分

タイプなど様々である。これらの硬

か。種イモの管理だって関係するだ

調査しなければ分からない。調査件

かったが、土壌の物理特性や株間の

さの変化を無視して平均化しても、

ろうし、施肥、品種、天候の影響も

影響の方が大きかった。
したがって、

収量や品質との関係性は分からな

さについてもっと細かく分析し、ど

14

vol.

科学する農業

できていない点にある。

格内収量を最大化するという目的の

ってゆくのかの勾配（傾き）や最も

る。ここでは、単純に軟らかいとか

場合にはどうなるのだろう。ジャガ

硬くなるまでの深さなど、様々な要

では、今回取り上げている事例、

イモの大きさをそろえようとした時

因が関係している。これを土壌の物

硬いということではないということ

には株間をそろえるだけでは結果に

理特性の項目として数値化する。同

ジャガイモの大きさをそろえて、規

結びつかない。土壌の硬さも勘案し

とバラツキをデータにすることによ

なければ数値管理の指標として利用
前回書いたように土壌が軟らかけ

って、収量や品質との関係性は明瞭

様に植えられた株間を測定し、平均

れば大きくなりやすく、硬ければ小

となり、数式で表せるようになるの

できないということになる。

さくなりやすいというのは誰にでも

である。

PROFILE

数の多かったＣ とトヨシロについ

重

理解しやすく、その通りだろうと思
わせるものがあるが、そこにたどり
着くまでが大変なのである。

Illustration by Kazushige Akita

あるはずだと。

要な要因以外は排除して
問題を複雑化させない
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い。この関係を知るためには、複雑

これまでにも触れてきたとおり、
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［数値管理の指標をつくる考え方（２）］

壌の硬さが影響しているとすれば、

はならない。多くの圃場において土

が、重要な要因以外を排除しなくて

要因が関係していると考えられる

なってしまうのである。つまり、多

になりすぎて実用的なものではなく

すべての要因を考えすぎると、複雑

様々な要因があるからといって、

方が良いということが分かるだろう。

て、種イモ管理の問題は後で考えた

むことといえるだろう。

は、関係の明確な測定項目に絞り込

化してしまっている。第一ステップ

タを採取して、かえって問題が複雑

程度捉えているといっていいのでは

するためにはハードルが残されてい

るわけだ。もちろん、実用的に利用

かったことをシミュレーションでき

とに試験を行なわなければ分からな

ジャガイモの大きさには、多くの

非常に重要な項目だと判断できる。
くのデータを収集すれば良いという

さて、このように分かってきたこ

ないだろうか。数値管理を行なう上

のである。同様に土壌の物理性を一

入る収量をシミュレーションしたも

定にして、土壌の物理性と規格内に

と株間偏差（バラツキ）の条件を一

ら重要な要素を探し出す作業が最も

では、このように多くの要因の中か

し、多くの要因が介在する農業分野

っと簡単な数値管理だろうか。しか

多くの方がイメージするのは、も

壌の収量や品質に与える影響をある

きることの意味は非常に大きい。土

るが、栽培のシミュレーションがで

一方、種イモ管理の問題が影響を与
ことではなく、重要な情報だけに集

とを一体どのように利用すべきなの

で最も難しい技術的な障壁を乗り越

定にして、株間を変えるとどのよう

重要になる。土壌の化学分析結果を

栽

えたのは限られた一部の圃場だった
中する必要がある。数値管理につい

だろうか。
図のステップ２に移ろう。

に変化するのかも知ることができる。

想定していただければ分かると思う

を改善してもどの

適な株間を知ることによって実現で

うことが、土壌の硬度を測定して最

ジャガイモの大きさをそろえるとい

を行なえば、収量を最大化し、かつ

のだろうか。このシミュレーション

ろえたいと考えた場合、何ができる

複合して考えることによって収量や

今回のように土壌の物理性と株間を

ことが分かるだけである。しかし、

ランスが取れているであろうという

改善前よりも作物の生育にとってバ

く分からない。ただ、
土壌の状態は、

程度収量や品質が改善するのかはよ

のだが、土壌の

きるということを意味している。さ

品質に与えている要因に迫ることが

さらに、施肥量を変えたら一体ど

らに、株間のバラツキ具合の押さえ
でよりもはるかに同じ大きさのジャ

うなるのか、天候の影響をどのよう

可能だと考えられる。
ガイモがそろうということになる。

は、次号で書きたいと思う。

に見積もるのかということについて

方の指標を守ることにより、これま

う、品種も違う中で同じ大きさにそ

ここでジャガイモを土壌条件の違

培シミュレーションから
数値管理の指標をつくる

としよう。この場合、ジャガイモの
ては、この観点が非常に重要である。

20-25

大きさに関しては、当面土壌の硬さ
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規格内収量︵ ︶

最大硬度勾配
︵ MPa/cm
︶

品種 トヨシロ

引用元：『ポテカル』No.24（2006年9月号）統計学からジャガイモを斬る! 最終回

えている可能性もある。

（例）平均株間を26㎝、株間偏差を6㎝として求めた 土壌の飽和硬度と
最大硬度勾配によるジャガイモの規格内収量の変化の様子

このグラフは、品種ごとに平均株間

※今回のケースでは「ジャガイモの大きさ」を①〜④のデータによる数式で表す

多くの場合、やみくもに多くのデー

バラツキ： 株間偏差 4

との関係を明確にすることに集中し

間
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︶
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品種ごとに条件を決めてシミュレーションする
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従来であれば、多くの試験を繰り
返し、場合によっては個別の圃場ご
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定量的な関係を把握して、重要要因を絞り込む
ステップ1

ジャガイモの規格内収量を最大化し、
大きさをそろえたい！
事例

〜数値管理の指標を作る流れ〜

