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■ Ⅲ 品目別低コスト施肥技術

品目別低コスト施肥技術

１ 水稲

○穂肥時期の過剰生育が毎年のように続いているほ場では、短期的対策として、当面

基肥窒素量を１割以上減肥する。

○高地力ほ場では、基肥窒素量を２～３割程度減肥する。

、 。○ほ場整備による乾田化が進んだことから 乾湿田の区分については慎重に対応する

○地域慣行基準の施肥量を、早急かつ抜本的に見直す。

○適正施肥量を把握するため土壌分析・診断を早急に実施する。

（１）過剰生育の抑制と基肥量の減肥

水稲の収量と品質を上げるには、品種特性を理解し、過剰分げつを

抑制し、適切な穂肥施用と出穂後25日頃までの適正な水管理が重要で

ある。特にコシヒカリの場合は、２回の穂肥と出穂後の水管理が収量

・品質に大きく影響してくる。

ところが、コシヒカリの穂肥指導は、ここ何年も「遅め・控えめ」

が通例となり、結果的に穂肥不足等による後期栄養不足での格落ちが

生じている。近年のコシヒカリは、坪当たり50株前後の疎植栽培が主

流となっているが、それにも関わらず過剰生育となるのは、基肥窒素

量の過多が原因と考えられる。６月以降の生育過剰を抑え、十分な穂

肥を施用するためには、基肥窒素量の減肥が不可欠である。

図Ⅲ-1-1は、過去10年の県内全気象感応ほにおける幼穂形成期の茎

数分布（コシヒカリ）である。幼穂形成期の茎数は、一般地域で480



- 11 -

～520本/㎡、茎数過剰地域で420～440本/㎡を理想生育相としている

が、茎数過剰地域では、68％がこの理想生育相を超過している（一般

地域の超過割合は18% 。）

この対策としては、基肥窒素施肥量の抜本的な見直しが必要である

が、単年度対策として、１割以上の減肥を実施する。

茎数過剰地域における基肥窒素施肥量の減肥割合の目安表Ⅲ-1-1

土 壌 の 種 類 減肥割合 乾田：非かん

細粒質 湿田 ３割減肥 がい期のグラ

乾田 ２割減肥 イ層の出現の

低地土 中粗粒質 湿田 ２割減肥 深さが80cm以

乾田 １割減肥 上の水田

礫質 乾田 減肥しない

台地土 細粒質 湿田 ３割減肥

乾田 ２割減肥

中粗粒質 湿田 ２割減肥

黒ボク土 湿田 ３割減肥

乾田 ２割減肥

表Ⅲ-1-2 水稲における窒素吸収量と窒素施肥量算出の考え方

項 目 10ａ当たり 算出根拠

培養窒素か 発現量 湿潤土４週間培養 4.8kgに相当 測定値：4.0mg、作土深12cm

ら推定され 〃 10 〃 10.2kgに相当 測定値：8.5mg、作土深12cm

る地力窒素 稲体吸 湿潤土４週間培養 4.32kg 地力窒素利用率：90％

の 収量 〃 10 〃 9.18kg (幼穂形成期以降：4.86kg)

玄米540kg/10aを得るために必要な窒素量 10.8kg （100kg当たり２kg×540kg）

期間別窒素吸収割合 幼穂形成まで:45％ 4.86kg 10.8kg×期間中吸収割合45％

と必要窒素量 幼穂形成以降:55％ 5.94kg 10.8kg×期間中吸収割合55％

不足分の窒素量 基肥(～幼穂形成期) 0.54kg 必要N量4.86kg-地力N量4.32kg

(肥料として補うべ 穂肥(幼穂形成期～) 1.08kg 必要N量5.94kg-地力N量4.86kg

き窒素量) (計1.62kg) 必要N量10.8kg-地力N量9.18kg

培養窒素と窒素利用 基肥窒素施用量 1.80kg 0.54÷基肥窒素利用率30％

率を考慮した施肥量 穂肥窒素施用量 2.16kg 1.08÷穂肥窒素利用率50％

※ 単位収量当たり必要窒素成分及び期間別窒素吸収割合 肥料利用率は ＪＡ施肥診断、 、

技術者養成講習会テキストⅡより抜粋

※ 作土深を12cm、地力窒素利用率90％として試算

※ 穂肥は２回分施の合計量

※ 下層土の状態 有効土層の厚さや下層土の地力の有無など により 下層からの養分（ ） 、

、 、 。吸収量が変わることから 施肥量については検土杖などを活用し 総合的に判断する
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なお、５月10日以降の田植えを励行している場合は、早植えに比べ

田植えから出穂期までの期間が短いので、その分基肥窒素を減肥する

必要がある。田植えが遅ければ遅いほど、その傾向は強くなるので、

更に減肥率を上げる必要がある。

表Ⅲ-1-5 窒素成分の基肥施用例（現行施肥量が３kg/10aの場合）

田植日 窒素施肥量（減肥割合）

５月10日植え 2.7kg/10a（１割減肥）

５月30日植え 2.4kg/10a（２割減肥）

表Ⅲ-1-4：土壌診断結果に基づくリン酸、加里減肥の施肥設計
有効態リン酸：25mg/乾土100g →リン酸50％減肥
交換態加里 ：35mg/乾土100g →加里50％減肥
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早生においては、コシヒカリ同様の株セット（疎植）で移植し、茎

数を確保するため、基肥を多くしている傾向が見られる。茎数過剰地

域で早生を作付ける場合は、栽植密度を70株/坪に上げ、コシヒカリ

同様基肥窒素も１～３割減肥する。

※ 暗渠管理について

乾田化による地力の減耗を防止及び、暗渠機能を維持するため、暗

渠は原則として通年閉めることとし、出穂25～30日後から収穫までの

期間のみ開けることとする。

「 」 、 、溝切り時に 戻り が生じるほ場では 溝が固まるまで暗渠を開け

春先の耕耘作業期間においても、原則暗渠は開けないこととする。

（２）安価な肥料への移行

加里の減肥と安価な肥料への移行で、２割以上のコストカットが可能

稲わらには加里成分が多く含まれ 稲わらすき込みを行った場合は ｐ48 Ⅵ-1-(3)、 、

加里成分の不足が生じ難いことから、土づくり肥料、基肥、穂肥を総 水稲における

合的に見直し、窒素とリン酸成分を主体に低成分銘柄肥料等の安価な 加里中間追肥

肥料に移行する このことで ２割以上のコストカットが可能である について。 、 。

なお、土壌診断によりリン酸分の過剰が判明した場合は、更にコス

トカットが可能となる。

表Ⅲ-1-7にリン酸過剰が判明したときの施肥設計例を示す。

土壌診断結果に基づくリン酸、加里減肥の施肥設計

有効態リン酸：30mg/乾土100g →リン酸不要

交換態加里 ：45mg/乾土100g →加里不要
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（３）肥効調節型肥料の局所施肥による減肥（肥料の効率的利用技術の導入）

○ 基肥一発肥料の側条施肥は、基肥窒素成分換算で２割減肥が可能である

肥効調節型を側条施肥することで、肥料の効率的利用と追肥等の労

力削減が図られる。
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側条施肥を行う場合は施肥効率が上がるので、全層施肥量に対し、

（ 、 ） 。窒素成分で約２割 地力 土性により１～３割 の減肥が可能である

基肥一発肥料は、基肥分（速効性）と穂肥分（肥効調節型）の窒素

、 。成分割合を加味する必要があるので 減肥割合は当面２割程度とする

なお、基肥一発肥料を全層施肥する場合でも、肥料は効率的に利用

、 。 、されることを踏まえ 窒素成分で１割以上減肥する このことにより

過剰生育に対するリスクが軽減でき、かつ穂肥分の不足が生じた場合

は、単肥を含め安価な肥料で対応できるので、必ず減肥する。

土壌診断により下記の値が得られた場合の施肥設計を表Ⅲ-1-9に示

す。

土壌診断結果に基づくリン酸、加里減肥の施肥設計

有効態リン酸：25mg/乾土100g →リン50％減肥

交換態加里 ：35mg/乾土100g →加里50％減肥

（４）化学肥料の代替としての家畜ふん堆肥等の利用

家畜ふん堆肥には、無機化しているリン酸・加里成分が多いことか

ら、家畜ふん堆肥中のリン酸・加里成分をそのまま化学肥料に代替す

ることが可能である（表Ⅲ-1-10 。）

窒素成分については、家畜の種類によって無機化率が違うので、成

分を把握し、利用する。

また、土壌診断により数値が得られた場合の施肥設計を表Ⅲ-1-11

に示す。
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土壌診断により下記の値が得られた場合の施肥設計を表Ⅲ-1-11に示す。

土壌診断結果に基づくリン酸、加里減肥の施肥設計
有効態リン酸：25mg/乾土100g →リン酸50％減肥
交換態加里 ：35mg/乾土100g →加里50％減肥
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■ Ⅲ 品目別低コスト施肥技術

２ 園芸（総括編）

必要な養分を必要な量だけ、必要な範囲に施用することにより施用量の削減が図

られる。また、地域資源を生かした代替肥料の利用に努める

（１）適正な施肥及び肥培管理

長期間にわたる作付により、土壌には堆肥施用や施肥から各種成分

の残存や蓄積が見られる。そのため、土壌に残存・蓄積した成分を考

慮した施肥を行うことにより、過剰な施肥を削減する効果と共に作物

の健全な生育を促し、収量及び品質の安定が期待される。

ア 土壌診断結果に基づく適正施肥

作付前に実施する土壌診断は、作付土壌に残存し、土壌から作物

へ供給される養分を把握する上で重要である。残存する成分を把握

することにより、過剰な基肥の施用を抑え、施肥コストの低減が図

られる。特に、施設栽培においては、降雨等による流亡が露地に比

べ非常に少ないため、その効果は大きい。以前から施設土壌におけ

るリン酸過剰による生育障害や病害発生の助長等の報告もあり、収

量・品質の安定を図る上でも重要である。また、土壌条件の改善と

して多量の家畜ふん堆肥が毎年投入される場面が多く見られるが、

これらの施用により加里やリン酸が蓄積している事例も見られる。

家畜ふん堆肥に含まれる加里やリン酸は、肥料効果が高いため、

これらを考慮した低成分肥料や単肥使用による基肥施用は、施設・

露地問わず、施肥コスト低減に向け重要である。

イ 適正な肥培管理

作物の栽培期間中に、土壌養液や作物体の栄養診断を実施するこ

とにより、生育ステージにあった適正な追肥が可能となり、不要な

追肥を削減することが可能である。これらリアルタイム診断による

肥培管理は、品質や収量の向上に向けた技術として有効であるが、

技術的に体系化された作物が限られているため、今後の試験研究成

果に期待する。
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■ Ⅲ 品目別低コスト施肥技術

（２）化学肥料の代替としての家畜ふん堆肥等の利用

これまでは、化学肥料に頼った栽培が主体であったが、環境保全型

。 、農業の普及により堆肥等有機質肥料の利用が増加してきた これらは

市販製品の他、地域内供給や自給可能な資材及び安価な市販品の利用

により自家製造も可能であり、製造のための労力を要するが、直接的

な施肥コスト低減が期待できる。

家畜ふん堆肥等の有機質資材の肥料効果は、気象条件により肥効発

現等が影響される場合があるため、生育状況に応じ化学肥料との併用

が基本となる。また、製造に関わる労力や購入資材単価等を考慮し、

経営管理の上で施肥コスト低減につながっているか否か検証する必要

がある。

ア 堆肥利用による化学肥料の代替

家畜ふん堆肥に含まれるリン酸、加里は、水溶性及びクエン酸可

、 。溶性が多く含まれているため 肥料効果としての利用が可能である

しかし、その含有量は、主資材及び副資材や堆肥製造方法によって

も異なるため、使用前に分析することが必要である。また、適正な

使用量以上に用いると効果の低減や作物への影響も考えられるた

め、品質・収量の安定のためには適正な施用量を守る必要がある。

窒素成分については、含まれる量が少なく、堆肥のみでは、必要

、 。量を賄うことはできないため 化成肥料等による調整が必要となる

イ 自家製ぼかし肥料による化学肥料の代替

地域内等で自給可能な有機質資材と市販の有機質肥料（発酵鶏ふ

ん・菜種かす等）を利用した自家製ぼかし肥料の利用も施肥コスト

低減に向け効果が期待される。一般的に米ぬかや屑大豆を主原料と

して、市販有機質肥料を混合し発酵させる場合が多いが、資材の構

成により窒素成分が異なるため、使用前には分析することが望まし

い。

（３）安価な肥料への移行

土壌分析や化成肥料代替資材利用により、単肥や低ＰＫ成分肥料の *低ＰＫ肥料:

利用が可能となる。最近、リン酸や加里成分を抑えた低成分肥料の販 リン酸及び加

売が増加しているため、それらの利用により施肥コストの低減が図ら 里成分を減ら

れる。 し、単価を下

ただし、単肥や低ＰＫ成分肥料の利用は、土壌分析や成分が把握さ げた肥料

れた化成肥料代替資材の利用が前提である。
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■ Ⅲ 品目別低コスト施肥技術

（４）減肥可能な技術の活用

これまで、環境保全型農業の普及に向け化学肥料施用量の削減技術

が報告されている。これらの技術は、

①肥効調節型肥料の利用、②基肥及び追肥の局所施用

③ポット内施用技術、 ④養液土耕栽培技術

が中心となっている。また、局所施用技術においても肥効調節型肥料

の利用が大半を占めている。これら技術の中で、肥料成分の土壌残存

量を考慮した技術は、概ね養液土耕栽培技術に限られ、他技術につい

ては、窒素成分の削減を主眼においた成果である。

これらの技術により大半が２～３割、品目等によっては５割以上窒

素施用量の削減が可能とされている。一般に普通化成肥料に比べ、肥

効調節型肥料は高価であり、環境保全型農業の面からは積極的に導入

を図るべき技術と考えられるが、必ずしも施肥コスト低減に直接結び

つかない場合もあるため、注意が必要である。

（５）単肥を利用した場合のコスト試算及び施肥例

窒素、リン酸、加里の単肥のみを使用することによりコスト削減が可能である。

※ 次ページ以降の表Ⅲ-2-3～8の削減率は、この肥料費との対比。
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■ Ⅲ 品目別低コスト施肥技術

（６）リン酸、加里を削減した場合のコスト試算及び施肥例

リン酸、加里の蓄積が進んだ施設では、土壌分析に基づきリン酸、加里の施用を

控え、窒素主体の肥培管理を行う。

前提条件

１ リン酸、加里が過剰に蓄積した施設土壌を前提とする。

２ リン酸、加里が過剰蓄積した施設土壌では、石灰も過剰な場合が

多いと考えられるので、石灰/苦土比に留意して石灰類の施用量削

減も検討する。
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