
３ 施肥法

施肥は、土壌中の養分供給不足を補うために行う。施肥にあたっては、施肥時期、施

肥方法、肥料の種類および施肥量について検討する必要があり、これらはお互い関連し

合っている。特に窒素は、水稲生育に大きな影響を与え、土壌窒素の供給量だけでは目

標収量を確保できないことから、ここでは窒素成分を主に解説する（図－１、図－２）。

１） 施肥時期

施肥時期は、基肥と追肥に分かれる。基肥は初期生育を確保するために行うもので

ある。基肥量は使用する肥料の種類、各地の土壌、気象条件、品種によって異るので、

過量にならないようにする。特に、グライ土壌では、生育の中後期に土壌窒素の発現

量が大きい場合があるので、基肥と追肥を組合わせて実施する。

追肥は生育調整と後期生育維持を目的として行うもので、生育診断により施肥時期

と施肥量を決定する。減数分裂期までの追肥を基本とし、出穂期以降の追肥は品質・

食味が低下するので原則的に行わない。

２） 施肥方法（図－３、各施肥方法の詳細は５）以降に記載している）

施肥方法には、耕起前に施肥を行う全層施肥法、田植えと同時に施肥を行う側条施

肥法および播種と同時に施肥を行う育苗箱全量施肥法がある。また、追肥などで行わ

れる表面施肥法がある。

全層施肥は、肥料が耕起された作土全層に混和される。施肥窒素の利用率は20～30

％である。初期生育はやや劣る傾向があるが、その後の生育は旺盛になる。

側条施肥は、側条施肥移植機を使用し、肥料が移植と同時に基肥を植付け株の横２

cm程度、深さ３～５cmの位置にすじ条に局所施肥される。肥料が土中に埋め込まれ根

の近傍に存在するため施肥窒素の利用率は30～40％と高く、初期生育を促進する。

育苗箱全量施肥は、育苗期間中に肥料成分が殆ど溶出しない肥効調節型肥料を用い、

一作で必要な窒素全量を播種時に育苗箱に施肥する。肥料が根に接触していること、

移植後水稲の窒素吸収に近似して窒素成分が溶出することから施肥窒素の利用率は80

％と極めて高く、追肥は不要で減肥が可能である。

３） 肥料の種類

化学肥料の多くは、水に溶けやすい速効性肥料である。速効性肥料は、肥効が速く

現われるが肥効の持続性は劣る。速効性肥料の欠点を解消するために開発されたのが

肥効調節型肥料である。肥効調節型肥料は、作物の養分吸収時期に合った養分供給が

きるため、肥料の利用率が高い（図－４）。また、農耕地からの流亡が抑えられるの

で環境保全的な技術である。これには緩効性窒素肥料と被覆窒素肥料がある。

（１） 緩効性窒素肥料

緩効性窒素肥料は、難溶性の窒素化合物で徐々に溶出・無機化して効果が現れる

肥料である。化学合成によりつくられ、水にほとんど溶けず、加水分解により肥効

が発現するものと微生物の分解により発現するものとがある。
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図－１ あきたこまちの目標収量確保するための理想的窒素吸収パターン（イメージ図）
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（２） 被覆窒素肥料

肥料粒の表面を水の浸透が遅い被膜で被覆（コーティング）することにより、成

分の溶出をコントロールすることができる。溶出期間は、25℃の水中において含有

成分の80％が溶出する期間で示され、溶出パターンは温度の影響を受け、高温とな

るほど溶出は速くなる。溶出には、直線的に溶出する単純溶出型と初期の溶出が一

定期間抑えられた後、急速に溶出するシグモイド型がある（図－１）。

４） 施肥量

施肥量は、目標収量を確保するために必要な窒素吸収量と、土壌窒素吸収量、施肥

体系および肥料の窒素利用率を考慮して決定する。

（１） 基肥窒素量の決め方（例、中央地域のあきたこまち場合）

目標収量と窒素吸収量：10a当たり、目標収量が570㎏の場合水稲の成熟期の窒素

吸収量はおおむね11.5kgである（表－１）。

土壌窒素吸収量：中央地域の土壌窒素吸収量は㎡当たり7.7g（10a当たり7.7kg）

である（図－２）。

施肥体系：速効性の化成肥料を用いた基肥＋追肥２回の体系で示す。

肥料窒素利用率：速効性の化成肥料を用いた場合の差し引き法による窒素利用率

は、基肥（全層施肥）でおおむね25％、追肥（表層施肥）は幼穂形成期で60％、減

数分裂期で70％である（表－１）。

基肥窒素量：幼穂形成期、減数分裂期にそれぞれ10a当たり2kg追肥する場合、窒

素利用率を考慮すると水稲は10a当たり、幼穂形成期に1.2kg、減数分裂期に1.4kg、

この他土壌から7.7kg、計10.3kg吸収する。目標窒素吸収量11.5kgに比べ1.2kg不足

である。この不足分が基肥由来の必要窒素量となる。基肥の窒素利用率を25％とす

ると必要な基肥量は窒素で10a当たり4.8kgとなる（表－１）。

県内の標準的な全層施肥による品種別基肥量および追肥量は表－２、側条施肥、

肥効調節型肥料および育苗箱全量施肥の施肥量については、Ｐ23の表－１、表－２

および表－３に示した。

（２） 復元田の施肥量

転換畑を復元した水田では、土壌の乾燥や下層土まで酸化層が拡大することによ

り、土壌窒素の無機化量が増加したり水稲の根の養分吸収力が高まりやすい。その

ため、ほ場来歴を考慮した肥培管理を行わないと倒伏、収量の低下、品質低下とな

る場合がある。水稲の窒素吸収量は、復元１～２年目では連作水田に比べ増加し、

復元３年目以降は連作水田とほぼ同等になる。土壌窒素供給量は復元２年目頃まで

多くなるので、基肥窒素量は減肥し、生育の推移をみながら、生育や葉色の診断に

基づき追肥時期や量を決める。また、作付け品種は、耐倒伏性の強いものを選択す

る。復元田でも畑期間の残存肥料に由来する可給態リン酸が多い場合は、一律増施

を改め、土壌診断基準に基づいて施肥する。また、カリについても同様である（Ｐ

23の表－４）。
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図－１ 被覆肥料の溶出モデル（左：単純溶出型、右：シグモイド型）

図－２ 普及センター生育診断システムの地域別土壌窒素吸収割合

表－１ 施肥窒素の推定吸収量（中央地域の場合）

窒素利用率は施肥区と無肥

料区の窒素吸収量の差を施

肥量で除する「差し引き法」

による。

土壌窒素吸収量は、無肥料

区の窒素吸収量で代替して

いる。

表－２ 品種別基肥および追肥施肥量の目安

施肥窒素 窒素利用率 推定吸収量
（kg/10a） （％） （kg/10a）

基肥 4.8 25 1.2
追肥 幼穂形成期 2 60 1.2

減数分裂期 2 70 1.4
9 3.8

目標   収　　量　　： 570kg/10a
目標 窒素吸収量 ： 11.5kg/10a

　　　　　　土壌窒素吸収量　：　7.7kg/10a
　　　　　　施肥窒素吸収量　：　3.8kg/10a

　　　　　　推定窒素吸収量　：　11.5kg/10a
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基盤整備後の大区画ほ場では地力ムラが生じやすい。そのため、土壌窒素無機化

量が多い場所では過繁茂による倒伏が発生しやすく玄米窒素濃度の増加等で品質が

低下する。また、土壌窒素無機化量が少ない場所では生育不足で収量が低下する。

このため、ほ場の状態をよく観察し、地力ムラに対応した栽培管理に努める必要が

ある。土壌窒素無機化量は、整備前より増加するので、基肥を減らし、生育状況を

見ながら追肥で調節する。また、土壌診断により、リン酸やケイ酸などの土づくり

肥料を施肥し土づくりに努める。

５） 側条施肥法

（１） 特徴

側条施肥は、局部的な施肥となるために、施肥部分における肥料濃度は通常の全

層施肥に比べ著しく高濃度になり、初期の養分吸収が旺盛になって生育が良好にな

る。表面水への溶出・流亡が少ないので肥料利用率が向上し、経費節減ができ環境

保全的である特徴をもっている。

（２） 側条施肥導入の条件

側条施肥は初期生育の促進効果が期待できるので、地域の生育特性に応じた、側

条施肥、全層施肥と側条施肥の組合わせ及び追肥の体系を設定する。

側条施肥に用いる肥料は、速効性肥料や速効性肥料と肥効調節型肥料を混合した、

ペースト状肥料や粒状肥料がある。これらの肥料の使用は、側条施肥機の機種に合

わせて選ぶ。

速効性肥料のみを用いた側条施肥では、移植後約１か月の８葉期近くになると施

肥窒素がほぼ消失し、地力の低い土壌では地力窒素が不足し葉色の低下するおそれ

があるが、このような場合は、肥料切れを補うためにつなぎ肥を施肥する。窒素成

分で1.5kg/10ａが目安である。

６） 育苗箱全量施肥法

（１） 特徴

育苗箱全量施肥法は、水稲で本田の施肥窒素（または、窒素とカリ）全量をあら

かじめ育苗箱に入れておき、田植え時に苗と共に本田に持ち込む方法である（Ｐ25

の図－１）。苗箱に施肥するだけで、育苗中の追肥や本田の基肥、追肥は不要であ

る。

肥料の溶出は地温の変化に応じて増減し、稲の養分要求に沿って溶出する（Ｐ25

の図－２）。移植直後から分げつ発生始期に溶出する肥料窒素分が少ないので、慣

行栽培に比べて茎数が10～20％程度少なく推移する。しかし、有効茎歩合が高く秋

まさり的な生育経過をたどることから、穂数は慣行並かやや少なくなるものの、１

穂粒数、登熟歩合、千粒重の増加により、減肥しても慣行栽培とほぼ同等の収量と

品質が得られる。

（２） 育苗箱全量施肥に用いる肥料の特徴

この肥料はシグモイド型の被覆肥料で、窒素のみまたは窒素とカリを含有したも

のがある。
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表－１ 側条施肥の施肥量

表－２ 肥効調節型肥料の施肥量（県内一円）

表－３ 育苗箱全量施肥の施肥量

表－４ 主な前作物ごとの復元田基肥減肥率の目安

地区および土壌 施肥区分 追肥時期および量
県内一円： 全量を側条施肥

グライ土
県北部：

灰色低地土
多湿黒ボク土

　
県中央部・県南部

灰色低地土 全量を側条施肥

多湿黒ボク土

土壌型別基肥窒素量の80～
90％量

速効性肥料のみを基肥
に用いた地力の低い圃
場では8葉期に窒素成分
で　1.5kg/10ａ追肥する。
穂肥は、生育・栄養診断
によるが、幼穂形成期、
または減数分裂期の窒
素2kg／10aを基本とす
る。

基肥窒素施肥量

全層施肥と側条
施肥の組合せ

土壌型別基肥窒素量の80～
90％量

・全層施肥は、土壌型別基肥
窒素量の30～50％量

・側条施肥は、土壌型別基肥
窒素量の50～70％量

前作物 年数 備考

100 70 50 100 100 70 50 0

初年目 ○ ○

大豆 ２年目 ○ ○

３年目 ○ ○

初年目 ○ ○

野菜 ２年目 ○ ○

３年目 ○ ○

初年目 ○ ○

牧草 ２年目 ○ ○

３年目 ○ ○

野菜の施肥残効を考慮す
る

異常還元になりやすいた
め秋耕で分解促進させる

めんこいな・でわひかりあきたこまち・ひとめぼれ

基肥減肥率（％） 基肥減肥率（％）

黒ボク土の２年目は0でよ
い

施肥区分 肥料タイプ 基肥窒素施肥量

全層施肥
70～100日タイプの肥効調節型肥料を
窒素成分で50～70％配合した肥料

（各地域の基肥＋追肥合計窒素量）の80～90％量

（各地域の基肥＋追肥合計窒素量）の70～90％量

　＊40日タイプは8葉期の肥料切れを防止する。

　＊70日タイプは穂肥までの追肥を省略できる。

側条施肥
40～70日タイプの肥効調節型肥料を
窒素成分で40～70％配合した肥料

地区および土壌

　

肥料タイプ

（各地域の基肥＋追肥合計窒素量）の60～70％量

（各地域の基肥＋追肥合計窒素量）の80～90％量

（各地域の基肥＋追肥合計窒素量）の70～80％量

基肥窒素施用量

グライ土

灰色低地土

多湿黒ボク土

60又は100日のシグモイドタ
イプの育苗箱全量施肥専
用の肥効調節型肥料

0
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（３） 肥効調節型肥料の箱当たり施肥量の決め方および育苗時の施肥

10a当たりで使用する箱数と施肥窒素量から、１箱当たりの肥効調節型肥料の施

肥量を決定する（表－１）。また育苗では、この肥効調節型肥料の他に従来の育苗

用化成肥料を箱当たり窒素1.0～1.5ｇ、リン酸1.6～2.4ｇ、カリ1.0～1.5ｇを育苗

土と混和して施肥し、育苗期間中の追肥はしない。

（４） 留意点

① 肥料を床土に混和して使用する場合は、平型混和機は絶対に使用せず回転型混

和機を使用する。混和した時点から肥料窒素の溶出が開始するため、混和してか

ら播種するまでの期間は２週間以内とする（図－３）。

層状に施肥する場合は、市販の施肥専用ホッパーを使用する（図－４）。

② 肥料は中苗育苗（35～40日育苗）で使用する。稚苗（20～25日育苗）や成苗（

45～50日育苗）では、育苗や本田での窒素溶出が過不足となる。

③ 土壌中のリン酸、カリ含量が基準値以上であれば、育苗箱全量施肥のみで良い。

④ 稲わらを全量ほ場に還元している場合、土壌診断によって土壌養分量が基準値

以上であれば、５年間はリン酸、カリを無施肥でも水稲栽培に支障はない。

７） 流し込み施肥による追肥法

（１） 特徴

① 流し込み施肥による追肥は、水に極めて溶けやすい泡状（ポーラス状）の流し込

み専用肥料を水田の水口から灌漑水とともに施肥する省力で均一な追肥方法であ

る。

② 流し込み施肥後３～４日で施肥成分が田面水全体に拡散し、濃度がほぼ均一に

なる。追肥後の止葉の葉色や水稲収量の変動係数が小さく、均一な生育・収量が

望める（図－５、図－６、表－２）。

③ 基盤整備が進められている大区画ほ場水田では省力的追肥技術として有望であ

る。

（２） 流し込み施肥導入の条件および作業手順

① 畦畔が湛水深８㎝以上を確保でき、６～７時間で湛水深８㎝以上を確保できる

こと。

② 減水深が３㎝/日以下で、田面の高低差が±３㎝以内であること。

③ 流し込み施肥方法の手順を図－７に示した。

（３） 留意点

① 高低差の大きい水田では凹部で施肥量が多くなり、生育ムラができやすいので、

できるだけ均平にしておく。また地力差の大きいほ場での使用は避ける。

② 減水深の大きな水田では水口付近に肥料成分がかたより、生育ムラを起こすの

で本技術の漏水田への導入は避ける。

③ 中干しなどで亀裂が発生したり、溝切りを行った水田では亀裂や溝の周辺で灌

漑水の浸透が大きく、多く施肥されるため生育ムラが見られるので施肥前に、水

をいれて十分に湿らせておく必要がある。

（農試：生産環境部土壌基盤担当）
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表－１ 育苗箱全量施肥の施肥早見表

図－４ 層状施肥の作業手順

図－５ 図－６

表－２

図－７

催芽籾

灌水
薬液

↓

肥効調節型
肥料 覆　　土

↓ ↓育苗箱

化成肥料
混和済み
育苗土

↓→

 図－３　混和施肥の作業手順
　　（「チッソ旭」資料より）
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