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北海道施肥ガイドとは
環境に配慮した合理的な施環境に配慮した合理的な施
肥管理・土壌管理の推進を肥管理・土壌管理の推進を
目的目的

検討委員会は独法、北海道検討委員会は独法、北海道
の研究者と行政担当者からの研究者と行政担当者から
なるなる

施肥対応はもとより北海道施肥対応はもとより北海道
における施肥に関する基本における施肥に関する基本
資料資料

北の農業情報広場(hao)にて公開
http://www.agri.pref.hokkaido.jp/



施肥ガイドができるまで施肥ガイドができるまで

施肥標準
S32

診断基準
S56

施肥対応
H1

診断基準と
施肥対応

H11

施肥ガイド
SH14



施肥ガイドの内容



ⅠⅠ 水水 稲稲

ⅡⅡ 畑作物畑作物

ⅢⅢ 園芸作物園芸作物

ⅤⅤ 牧草・飼料作物牧草・飼料作物

１１ 施肥標準施肥標準

２２ 土壌診断基準土壌診断基準

３３ 施肥対応施肥対応

４４ 作物栄養診断基準作物栄養診断基準

１１ 施肥標準施肥標準

（（11）小麦）小麦

（（22）てんさい）てんさい

（（33）ばれいしょ）ばれいしょ

（（44）大豆）大豆 ・・・・・・

２２ 土壌診断基準土壌診断基準

（（11）物理性）物理性

（（22）化学性）化学性

①① pHpH

②② リン酸リン酸

③③ カリカリ ・・・・・・

３３ 施肥対応施肥対応

（（11）土壌診断に基づく施肥対応）土壌診断に基づく施肥対応

（（22）有機物施用に伴う施肥対応）有機物施用に伴う施肥対応

４４ 作物栄養診断基準作物栄養診断基準

（（11）小麦）小麦

（（22）大豆）大豆 ・・・・・・

施肥ガイドの構成



作物への養分供給と収量、環境負荷

不足域 適正域 やや過剰域 過剰域
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施肥ガイドの基本となる考え方



図　　施肥量設定の模式図

0% 20% 40% 60% 80% 100%

やせている土壌の場合

有機物を多量投入した場合

肥沃な土壌の場合

作物の必要量に対する割合（％）

土壌から

有機物から

肥料から

養分供給の概念

施肥標準で示されている施肥量は、肥料
（化学肥料）の施用量ではない！



土壌診断に基づく施肥対応

施肥標準は、平均的な肥沃度のほ場において、
目標収量を達成するための養分必要量。

土壌診断基準は、平均的（良好）な肥沃度のほ
場の土壌状態。

平均的でない状態のほ場では、土壌分析値
に応じた養分供給が必要。

有機物（たい肥、緑肥、収穫残さなど）を施用し
たときの施肥量の調節も必要



施肥標準における地帯区分
と土壌区分

水稲
地帯区分：３１
土壌区分：５（低地土（乾・湿）、泥炭土、火山性土、台地土）

畑作物
地帯区分：１８
土壌区分：４（低地土、泥炭土、火山性土、台地土）

園芸作物
地帯区分：無し（作型を設定）
土壌区分：原則無し（低地土を基準）

牧草･飼料作物
地帯区分：３（牧草）、６（飼料）
土壌区分： ４（低地土、泥炭土、火山性土、台地土）



土壌の窒素肥沃度に対応した施肥（水田）
表　　窒素肥沃度に対応した窒素施肥対応　（施肥ガイド（2002）から抜粋）

低 やや低 中位 やや高 高

上川中央部 低地土（乾） ～4.0 4.0～　6.0 　6.0～10.0 10 .0～12.0 12 .0～

低地土（湿） ～7.0 7.0～　9.0 　9.0～15.0 15 .0～18.0 18 .0～

台地土 ～5.0 5.0～　7.0 　7.0～13.0 13 .0～15.0 15 .0～

石狩北部 低地土（乾） ～7.5 7 .5～10.0 10 .0～15.0 15 .0～17.0 17 .0～

空知中南部 低地土（湿） ～8.5 8 .5～11.5 11 .5～17.5 17 .5～20.5 20 .5～

泥炭土 ～6.0 6.0～　8.5 　8.5～13.5 13 .5～16.0 16 .0～

上川中央部 低地土（乾） 9.0(3 .0) 9.0(3.0) 8 .5(3 .0) 8 .0(3 .0) 7 .5(3 .0)

低地土（湿） 8.5(3 .0) 8.0(3.0) 8 .0(3 .0) 7 .5(3 .0) 7 .0(3 .0)

台地土 8.0(3 .5) 7.5(3.5) 7 .5(3 .5) 7 .0(3 .5) 6 .0(3 .5)

石狩北部 低地土（乾） 8.0(3 .5) 8.0(3.5) 7 .5(3 .5) 7 .0(3 .5) 6 .5(3 .5)

空知中南部 低地土（湿） 7.5(3 .5) 7.0(3.5) 7 .0(3 .5) 6 .5(3 .5) 6 .0(3 .5)

泥炭土 6.0(3 .5) 5.5(3.5) 5 .5(3 .5) 5 .0(3 .5) 4 .5(3 .5)
注1）精米蛋白含有率6.5％以下を目標とする場合

注2）目標収量は上川中央部で570kg/10a、石狩北部・空知中央部で510kg/10a

注3）窒素施肥量の（　）は側条施肥量

地帯名 土壌区分
窒素肥沃度水準（40℃-1週間培養窒素（mg/100g））

上に対応した窒素施肥量（kg/10a）



リン酸、カリ、苦土の施肥対応

表　土壌診断に基づく秋まき小麦に対するリン酸、カリ、苦土の施肥対応

成分 分析項目 基準値

有効態リン酸 0～5 5～10 10～30

施肥率※ 150 130 100

交換性カリ 0～8 8～15 15～30 30～50 70～

施肥率※ 150 130 100 60 0

交換性苦土 0～10 10～25 25～45

施肥率※ 150 130 100

※施肥率は、施肥標準量に対する割合。

基準値未満

リン酸

カリ

苦土
45～

0

基準値以上

50～70

30

30～60

80

60～

50

畑作の例

※露地野菜畑の塩基（K,Ca,Mg)の基準は土壌の粒径で区分



畑作物へのたい肥施用に伴う減肥

表　畑作物に対する牛ふん麦稈たい肥の施用指針

施用期間 乾物率

（％） 全窒素 カリ 全窒素 カリ 窒素 カリ

単年度 30 5 4 0.2 1 .0 1 4

連用5～10年 2 4

連用10年～ 3 4

注1　　成分量が測定できる場合はそれに従う

注2　　秋施用は10月中旬以降、凍結または降雪前までとし、散布後に土壌

　　　　混和することが望ましい。

　　　　豆類に対して春施用するときはタネバエ対策に留意する。

注3　　作物の品質低下、倒伏及び硝酸態窒素の流亡を考慮し、連用条件に

　　　　おける施用量の上限は年3t/10a程度である。

注4　　初期生育を確保するために、基肥窒素施肥量を豆類では2kg/10a程

　　　　度、馬鈴しょでは2～3kg/10a以下、てんさい、秋まき小麦では4kg/

　　　　10a程度以下にしない（スターター窒素）。

成分量 肥効率 減肥可能量

（kg/現物ｔ） （化学肥料＝1.0） （kg/現物ｔ）



施肥対応の策定方法

土壌肥沃度の異なる圃場において施肥試験を行
うことにより設定

窒素、リン酸、加里

水稲、畑作物、園芸作物（露地野菜、施設野菜、
花き、果樹）、牧草･飼料作物

土壌肥沃度に対応した試験成果を次に引用

それまでの多数の施肥用量試験も参考



S55 春まきたまねぎの安定確収技術
S58 畑土壌の有効態養分含量（リン酸・カリ）に対応した施肥法
S58 野菜畑土壌（ホウレン草、ハウストマト、ハクサイ）の肥沃度
に 対応した施肥法

S59 露地メロン，はくさい畑における加里肥沃土別適性加里施
肥量について

S59 にんじん，はくさい畑土壌のP肥沃土に対応した施肥法
S61 草地の土壌カリ供給力に応じた施肥改善法
S62 水田土壌の燐酸肥沃度別施肥指針
S63 泥炭草地における土壌のカリ供給能力とカリ施肥
S63 火山灰草地のりん酸肥沃度に応じた施肥法
H1 野菜畑土壌の加里肥沃土に対応した施肥法
H1 鉱質土草地のりん酸肥沃度に対応した施肥法

施肥対応に関する試験成果
（施肥対応発行まで）



H2 水田土壌の窒素診断基準とこれに基づく施肥対応
H2 熱水抽出性窒素によるてん菜及び馬鈴しょ畑の土壌窒素診断
H2 パソコンによる畑および野菜畑の土壌診断、施肥設計システム
H3 水稲育苗床土の土壌診断とリン酸・カリ施肥対応
H3 土壌窒素供給量の評価による草地の効率的窒素施肥管理
H4 パソコンによる水田および草地の土壌診断・施肥設計システム
H8 パソコンによる土壌診断・施肥設計システム（Ver．2）
H11 土壌診断による秋まき小麦の窒素施肥量の設定
H11 花き栽培土壌の養分実態と土壌診断指標
H12 施設簡易軟白ねぎの窒素およびリン酸肥沃度に対応した施肥法
H15 施設栽培における下層土診断に基づく窒素施肥改善
H17 水稲苗および育苗用床土のリン酸に関する新基準
H17 秋まき小麦の起生期無機態窒素診断による窒素追肥量
H20 土壌診断のための簡易分析法 －pH、N、P2O5、SiO2、Cu、Zn、B、
Fe2O3－

施肥対応に関する試験成果
（施肥対応以降）



S58 畑土壌の有効態養分含量（リン
酸・カリ）に対応した施肥法（試験方法）

1.十勝農試
1)土壌りん酸の実態と特性把握 a,てん菜畑のりん酸含量調査 b,
火山灰別のりん酸溶出率 c,火山灰別の有効態りん酸の推移
2)土壌りん酸水準別りん酸施肥反応試験 土壌:褐色火山性土,供
試作物:てん菜 土壌りん酸水準3×作条りん酸水準5 2ケ年
3)現地りん酸用量試験 a,てん菜,12ケ所 b,小豆 9ケ所

2.北見農試
1)畑土壌の有効態りん酸含量分布 網走管内126ケ所
2)土壌りん酸肥沃度とりん酸反応試験 土壌:湿性黒色火山性土
供試作物:てん菜
土壌りん酸水準5×作条りん酸水準4,2ケ年

この他にカリの試験も同様におこなっている。方法省略



S58 畑土壌の有効態養分含量（リン酸）に対応した施肥法

土壌リン酸が高い
ほど増収するが、
トローグ60ｍｇで
は作条リン酸の
増肥効果はない

トローグリン酸を
基準値（10-30ｍ
ｇ）まで上げる

トローグ30ｍｇ以
上で作条リン酸を
減肥する



S58 畑土壌の有効態養分含量（カリ）に対応した施肥法

土壌加里が40ｍ
ｇでは無加里で大
きく減収するが、
80ｍｇ以上では小
さいか増収

基準値（30ｍｇ）
以上では減肥す
る



施肥ガイドの利用

肥料高騰対策
土壌診断に基づく
施肥設計手順
土壌分析状況



肥料価格高騰の現状と技術的対応策

北海道立中央農業試験場 肥料価格高騰対策チーム

平成20年9月

肥料高騰の現状認識

問題点を抽出し、これまでの知見（施肥ガイド等）を基に
生産現場でおこなうことのできる技術的方策を提示

対象作物は道央地域で広く栽培されている水稲、畑作
物、土地利用型露地野菜（たまねぎ、キャベツ等）

肥料散布時の問題点や対策

土壌診断に基づく施肥対応

土壌養分が十分にある肥料分は削減

有機物に含まれる肥料養分を考慮して施肥量を減らす



土壌診断に基づく施肥設計の手順

作成 肥料コスト低減対策推進会議

監修 北海道農政部、北海道立農業試験場

作成 平成２０年１１月

対象 土壌分析から施肥設計をおこなう現場
の指導者（普及指導員、ＪＡ営農技術者など）

内容 施肥ガイドの具体的手順解説書および
エクセルマクロプログラム



施肥ガイドによる施肥量の決定手順

１施肥標準

土壌区分

地帯区分

２土壌診断に基づ
く施肥対応

有効態窒素

有効態リン酸

交換性塩基

(微量要素)

３有機物施用
に伴う施肥対応

窒素

交換性塩基

(微量要素)

農家慣行 改善提示

収量
品質



診断値の例…倶知安町の淡色黒ボク土ほ場
品種：キタアカリ（生食用）

地帯：羊蹄山麓

土壌：火山性土

施用有機物：なし

前作：小豆、残渣持出し

土壌診断結果：

熱水抽出性窒素 トルオーグリン酸 交換性カリ 交換性石灰 交換性苦土 可溶性銅

mg/100g mg/100g mg/100g mg/100g mg/100g mg/kg

3 38 22 170 20 0.6



肥料の増減表

項目 窒素 リン酸 カリ 石灰 苦土 銅

施肥標準 10 18 13 4～5

土壌診断に基づく窒素施肥対応 10

リン酸、カリなどの施肥対応 14.4 5.2～6.5

有機物施用に伴う施肥対応 10 13

結果 10 14.4 13 5.2～6.5

土壌区分火山性土、地帯区分は3。

単位はkg/10a

豆がら、麦稈等残渣は持出しなので減肥なし。

増減なし。

リン酸の施肥率は80%、苦土の施肥率は130%。



土壌診断施設・点数・料金(平成18年）

全道 農協系 市町村系 普及センター

施設数 112 39 28 45

点数 114,795 66,928 31,979 15,888 

料金(平均） 1,737 1,507 1,407 -

土壌診断実施計画

作付面積
（ｈａ）

実施対象
圃場数

一筆当規模
（ｈａ）

診断必要
数/年

844,266 702,838 1.2 186,944 

（26.6％）
診断実績
（Ｈ１９）

診断計画
（Ｈ２０）

診断計画
（Ｈ２１）

72,492 160,780 170,806 

（北海道農政部食品政策課調べ）



作物別項目別土壌診断点数（H18）

pHが10万点を超えている
交換性塩基と有効態リン酸が6万点程度
可給態窒素は3万点にとどまっている



土壌分析の流れ（ホクレンの例）
施肥ガイド

地域の基準
地域の肥料
銘柄

三笠、北見
（2万点/年）

ホクレンHPより

他の市町村の分析センターでも施
肥ガイドに準拠した診断表を普及
センターとの連携して作成





北海道農耕地のリン酸の変遷



北海道農耕地の加里の変遷



北海道耕地土壌の化学性の実態

(1999～2003土壌機能実態モニタリング調査)

大部分の圃場で有効態リン酸と交換性加里が
基準値を超過！

表 北海道施肥ガイドにおける基準値以上の割合(%)
地目 水田 普通畑 野菜畑 草地

pH(H2O) 6 2 16 9
交換性石灰 11 7 35 14
交換性苦土 - 24 37 69
交換性カリ 34 70 57 61
苦土カリ比 - - - -
有効態リン酸 94 37 83 58
可溶性銅 8 0
可溶性亜鉛 0 0
易還元性マンガン 0 5 1



平均施肥率と施肥実態から求めた減肥可能量

土壌診断に基づき施肥対応を行うことにより、減肥可能なリ
ン酸は水田で5,400t、普通畑のリン酸とカリは、全道でそれ
ぞれ、8,400t、11,800tと推定
カリについては有機物施用に伴う減肥を計算に含めていな
いため、その分を加えると減肥可能量はさらに大きくなる。



項目 pH 有効態リン酸 交換性カリ 交換性石灰 交換性苦土
mg/100g mg/100g mg/100g mg/100g

測定値 5.2 65 52 120 80

基準値 5.5～6.5 10～30 15～30 200～300 25～45
判定 基準値未満 基準値超過 基準値超過基準値未満 基準値超過

備考 トルオーグ 中粒質土壌

評価
範囲(mg/100g) ～ 5 5 ～ 10 10 ～ 30 30 ～ 60 60 ～
施用量(kg/10a)

評価
範囲(mg/100g) ～ 8 8 ～ 15 15 ～ 30 30 ～ 50 50 ～ 70 70 ～
基肥量

評価
範囲(mg/100g) ～ 10 10 ～ 25 25 ～ 45 45 ～
施用量(kg/10a) 0

高い

2.7

リ
ン
酸

カ
リ

苦
土

4.5 3.9 3

0

低い やや低い 基準値 高い

12.6 11.7 9 5.4

低い やや低い 基準値 やや高い 極めて高い

高い

18 15.6 12 9.6 6

低い やや低い 基準値 やや高い

空知南部転換畑

（小麦作付け予定）の
土壌診断結果例

施肥対応表に診断結果を

当てはめると減肥可能量が
示される

施肥対応で削減可能なのは

リン酸6kg/10
カリ5.3kg/10a
苦土3kg/10a

施肥対応で上乗せするのは

石灰（pH5.2→5.5に改善）
126kg/10a

リン酸は熔燐から苦土を含まない過石に代えることで2,400円/10aの減、
カリは硫加で1,600円/10aの減、塩加で1,100円/10aの減、
炭カル投入で1,900円/10aの増となるが、
10aの肥料コスト低減分で土壌診断費用はまかなえる。

土壌診断による減肥をおこなった場合の
費用削減効果



減肥に向けた現地の取り組み
（ホクレンの例）

土壌診断システムの改善

土壌分析点数の増加

１１，０００点から２０，０００へ（２カ所）

ＢＢ（バルクブレンド）肥料の増加

４５０銘柄へ。普及率は７０％へ（Ｈ２０）

減肥展示補の設置



地域 内容 目的
空知 水田土壌診断に基づく新規BB肥料の効果確認 低成分

大豆に対する緩効性・溶出コントロール肥料（UF）の効果確認 省力化
水稲BB肥料の側条施用による肥料効果確認 低コスト
てんさいに対する新規BB肥料の効果確認 低コスト
馬鈴しょに対するBB肥料の効果確認 低成分
水稲BB肥料の側条施用による肥料効果確認 低コスト

日胆 土壌診断に基づく小豆に対する新規銘柄効果確認 低成分

石狩

後志

施肥防除合理化圃場実施状況（道央地区、平成20年）

施肥防除合理化推進協議会（施防協）では、施肥コスト低減の試
験を行っている。

BB415についてはすでに2年間の試験を行い、利用拡大に向けて
の実証展示にある。施肥コストは従来のBB484の86%程度に抑
えられる。



減肥に向けた現地の取り組み
南羊蹄地区の例

土壌診断の結果、多い加里過剰圃場

バレイショ、ビート、ダイコンで実証試験
を実施

加里減肥銘柄「ＢＢＳ006」を地域銘柄と
決定



低成分肥料の利用

山型
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窒素 リン酸 カリ
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谷型
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窒素 リン酸 カリ

L字型

12

8 8

窒素 リン酸 カリ

フラット

12 12 12

窒素 リン酸 カリ



施肥対応の課題と北海道
における今後の対応



試験および減肥実施に
当たっての問題点

試験

肥料養分水準の異なる圃場（現地生産者圃場
を含む）を準備する必要がある

その圃場で施用量試験を行う必要

養分吸収特性のグループ分けが必要

実施

無肥料であっても本当に大丈夫か（低温期のり
ん酸肥効、診断間隔）

生産者が大幅な減肥を受け入れるか（展示圃）

合致する肥料銘柄などがあるか



施肥対応に当たっての条件と意義

施肥標準（施肥基準）と施肥対応の違い

施肥標準は中庸地力において目標収量を得るための施
肥量（作目、品種、養分吸収量、施肥効率）

目標収量は比較的良好年に代表市町村の約半数の生産
者が到達できる収量水準

施肥対応は土壌の養分状態や有機物管理などにより施
肥標準を変化させたもの

肥料削減の意義

現在の高い養分状態を下げる必要があるのか？

N：環境への配慮・資源の適正使用、PK：資源の適正使用
土壌養分の適正な維持（作物吸収量＝投入量）



「北海道施肥ガイド」の改訂

平成２１年度中の改訂

有機物中のリン酸の肥効評価

新しい研究成果を盛り込む

新しい作目や品種への対応

合理的な施肥が実効性を伴うためにさらに
利用者の視点に立って、より理解しやすい構
成となるよう改善を図る

ご静聴ありがとうございましたご静聴ありがとうございました


