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Ⅳ 麦・大豆等の土づくりと施肥対策 

 

１ 水田転換畑作の圃場準備および土壌改良資材施用、耕うん作業 

水田転換畑作物の生産を高位安定させるためには、排水や酸度矯正などの土壌環境の整

備が施肥対策以上に重要である。耕うん・砕土も作物の生育に良好な土壌環境の整備であ

ろう。大麦、大豆、ソバなどは、福井県では主に水田転換畑で作付けされ、排水対策や耕

うん作業などはほぼ同じである。 

１）圃場準備 

（１）前作物収穫残渣は貴重な有機物資源 全量すき込もう 

水田転換畑では畑地化に伴い有機物の分解が促進され、水稲作に比べて地力（腐植）

の消耗は大きくなる。このため、堆肥等の有機物施用が重要である。有機物の施用効果

は養分供給としてよりも土壌物理性（通気性・保水力）の改善や黒ボク地におけるリン

酸肥効の増進に役立つ。畑地の地力維持では堆肥投入が最も好ましいが、入手が困難で、

散布作業も多労である。手近にある貴重で安価な有機物資源、麦作前の稲わら、大豆作

前の麦わらを活用し、全量すき込む。結実前の雑草もすき込めば有機物資源となる。た

だし、わらは堆肥と異なり、分解が遅く、鋤き込み直後から微生物に窒素を取られるの

で窒素不足（窒素飢餓）を起こしやすいと言われている。 

麦収穫で、収穫作業能率だけを考えて高刈りしている事例が見られる。しかし、高刈

りして麦株残渣が長く大きいと耕うん時に十分にすき込めず、砕土・均平が劣り、播種

深度、覆土厚も不斉一になり、播種ムラや苗立ち不良となる。麦わら、刈り株を完全に

すき込むために、高刈りを避け、わら切断長を短くしておく。 

２）排水対策 

（１）確実な排水対策の実施が転換畑作のかなめ 

額縁排水溝施工などの排水対策作業は、麦作など転換畑作での一番初めの作業である。 

オオムギなど本技術対策資料で扱う作物はすべて畑作物で、当然のことであるが過湿

を嫌い、排水不良は、苗立ちから成熟まで全生育期間にわたり多大な悪影響を及ぼす。

確実な排水対策の実施が、転換畑作物で良質・高収量を確保する第一歩である。 
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＜排水装置の役割＞ 

・額縁排水溝＋圃場内排水溝（明渠）： 

地表水を速やかに排除する。特に額縁排水溝は、隣接水田・用水路からの浸水、

農道からの降雨流入水を遮断する。 

大豆作等での灌水では短時間で圃場全体へ入水できる。 

・暗渠： 

暗渠敷設深度まで排水し、地下水位を低下させる。 

地下水位および土壌水分に応じて水閘の開閉を調節する。一般に転換畑作では

水閘を開放するが、夏作大豆作等で過度に土壌乾燥が進む場合には水閘を閉め

ておく。 

・補助暗渠（サブソイラ）： 

作土全体の均一で速やかな排水を促す。夏作大豆作等での灌水時には短時間で

効率的な入水が可能となる。 

難透水層に亀裂を形成（心土破砕）して、透水性を高め排水を促進する。サブ

ソイラで形成された亀裂、空間（チゼル跡や弾丸孔）により土壌の通気性や排

水性が促される。 

亀裂・空間に集水された土壌水は、補助暗渠と交差している暗渠吸水管上の疎

水材充填部を通って暗渠から排水される。あるいは、接続された額縁排水溝に

排水される。 
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（２）額縁排水溝の施工 

稲収穫後、できるだけ早く施工する。 

 深さは 25～30cmとする。額縁排水溝の深さがサ      

ブソイラ補助暗渠の設置深となるので、最低でも  

25cmを確保する（図Ⅴ－２：図中①）。 

排水口の底面は、必ず額縁排水溝より下になる 

よう手直しし、圃場外への排水を確保する。 

翌年の溝埋め戻し作業を考慮して、畦畔から 20  

～30cm離れた所を掘削する。角の部分はリバース  

機能やスコップを用いて必ず連結する。トレンチ 

ャの円形掘削（図Ⅴ－３）は、機械故障の原因と 

なるので絶対に行わない。 

使用するトレンチャーにリバーシブル機構がなくて、角の連結作業を農機で行えない

場合、図Ⅴ－４のような額縁排水溝の設け方もある。図中の番号順に掘削する。トラク

タがすでに掘削した溝を渡るところがあるので、最後に手直しをしておく。 

麦跡大豆作など、前作で額縁排水溝が施工してある場合には、溝浚えなど手直しをし

て、そのまま利用する。 
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 （３）補助暗渠の施工 

明渠と暗渠だけでは排水性が不十分なこ  

とが多く、サブソイラ補助暗渠を設置する  

ことで収量性が改善される（図Ⅴ－５）。 

 サブソイラ補助暗渠の施工間隔は、２（～ 

３）ｍとする（図Ⅴ－２：図中②）。間隔が 

狭い方が排水性は高まる。特に粘質土壌で 

は狭くする。なお、大豆作等夏作物では、 

間隔が狭い方が排水が進み、天候によって 

は乾燥し過ぎることがある。土壌の状態を 

確認し、畝間灌水等をこまめに行う。 

補助暗渠の施工の深さは、額縁排水溝と 

同じ 25～30cmとする（図Ⅴ－６）。 

基本的には補助暗渠は暗渠・畝と直交す 

る方向に施工するが、暗渠と暗渠の間に畝  

と平行な方向の補助暗渠も併せて施工する 

と、排水性が高まるとともに、夏作大豆で 

の灌水の能率も高まる（直交＋平行補助暗 

渠：図Ⅴ－７）。 
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 サブソイラ補助暗渠は弾丸を付けて  

も単に土の中に機械的な坑道を作るだ 

けなので、細粒な土壌（泥）によって埋 

没したり、孔壁が崩落したり、上からの  

圧力で押しつぶされて孔そのものがな 

くなったり、その効果の持続性は短い。 

効果の持続期間は、土質や管理等によっ 

て変わる。しかし、２年程度は効果の持 

続が見込めると思われる（図Ⅴ－８）。 

麦跡大豆等では、麦畝で排水溝が圃場 

内に縦横にあって補助暗渠施工作業が 

しにくく、また、麦収穫から直ちに大豆 

播種に入るため施工の時間がないので、 

前作で施工した補助暗渠をそのまま活 

用する。ただし、播種までに排水効果が 

持続していることを確認しておきたい。 

（４）圃場内排水溝の施工（畝立て） 

圃場内排水溝は、３～５ｍの間隔で、深さ 25～30cm とする（図Ⅴ－２：図中③）。間

隔が狭い方が排水性は高まる。特に粘質土壌で、排水性の劣る圃場では狭くする。ただ

し、溝間隔は播種床の畝幅となるので、播種作業幅（耕うんおよび播種機の作業幅）も

勘案して決める。さらに、後作でもそのまま手直しして利用するため、後作の播種作業

幅も考慮して間隔を決めたい。例えば、大麦＋大豆周年作付けの場合、大麦の播種作業

幅だけでなく、後作大豆の播種作業幅も考えて、畝幅（排水溝間隔）を決めることとな

る。 

枕地を作る場合には、額縁排水溝にスムーズに排水されるよう、枕地を横断する溝を

掘削する。また、圃場長辺が長い場合には、中央横断の排水溝を設けることが望ましい

（図Ⅴ－７）。 

 耕うん・播種作業等でトラクタが排水溝を越える  

時、図Ⅴ －９のように圃場内排水溝に厚手の塩ビ 

パイプ等を敷くとよい。渡り易いだけでなく、溝の 

崩れを減らし、後の手直しが少なくなる。 

麦跡大豆作などでは、麦収穫時のコンバイン走行 

で溝を崩し、圃場の排水性が元の状態に戻ってしま 

っていることが多い。溝浚えなど手直しを必ずして 

麦作の溝をそのまま利用する。ソバを作付けする場 

合も、梅雨期前、できれば麦収穫直後に排水溝を手直しして、圃場の排水性を維持する。 
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３）土づくり 

（１）畑作物は酸性に弱い 

オオムギなど畑作物は、酸性土壌では生育が劣る（図Ⅴ－10）。福井県で栽培される主

な転換畑作物の生育好適ｐＨ域は、オオムギ、ダイズでｐＨ6.0～6.5 の微酸性、ソバは

ｐＨ5.5～6.0 の弱酸性とされる。水田はｐＨが低く、転換畑で大麦などの畑作物を安定

して生産するためには、土づくり肥料の施用で酸度矯正し、適正ｐＨを確保することが

非常に大切である（図Ⅴ－11）。 

ところが、本県の水田土壌の８割強がｐＨ6.0以下である（図Ⅴ－12）。地域によって

土壌ｐＨは異なっているが、これは土づくり肥料の施用実績量と関係が深い（図Ⅴ－13、

図Ⅴ－14、図Ⅴ－15）。奥越地区と二州地区で土壌ｐＨが比較的高いのは、土づくり肥料

の施用量が多いことと、乾田化があまり進まなかったためである。その他の地区は、土

づくり肥料の施用量が少ないことに加え、乾田化の進展によって養分が溶脱しやすくな

ったことが酸性化が進展した原因と推察される。 
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ｐＨ矯正は、一般に消石灰やケイカルなど石灰質のアルカリ資材を用いて行う。苦土

含量の割合が低い土壌では、苦土石灰やようりんなど苦土分を含有したアルカリ資材が

有効である。 

 土壌の種類によって緩衝能がかなり異なるため、資材の正確な施用量を求めるには、

中和石灰量を算出するための緩衝曲線を作成するのが最も正確な方法である。しかし、

この方法は非常に手間がかかるため、土壌保全調査ではこの分析を実施していない。こ

のため、土壌保全調査分析システムでは、既存の分析項目（pH、塩基含量、塩基飽和度、

ＣＥＣ）から推定することによってｐＨ矯正のための資材の施用量を算出している。分

析値がない場合には、資材施用の目安表（表Ⅴ－１）を参考に、100～200kg/10a 程度の

石灰資材を確実に施用することが

重要である。石灰資材の種類は非

常に多いが、ｐＨ矯正の働きは資

材に表示されているアルカリ分の

高低で判断できる。したがって、

アルカリ分が低い場合には施用量

が多く、アルカリ分が高い場合には施用量が少なくなる。 

 

 

 

 

（２）リン酸も土づくり肥料でしっかり補給 

リン酸は生長作用に関わる重要な養分であり、初期生育の確保や安定多収には不可欠

である。また、麦類にはリン酸欠乏症状が出やすく、大麦に対するリン酸の施用効果が

高いことでも知られている。また、大豆の施肥基準では窒素成分 2～3kg/10aに対しリン

例： マグエ－ス100kg≒消石灰110kg≒むぎ番頭130kg≒炭カル140kg 

≒マグフミン150kg≒ケイカル160kg 

 

表Ⅴ－1　ｐＨを１程度上げるための資材背容量の目安

土性 CEC(me/100g） 10a当施用量

強粘質 20以上 250kg
粘質～壌質 10～20 150kg
壌質～砂質 10以下 100kg

注)資材のアルカリ分が約50％の場合
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酸 9kg/10a、ソバの施肥基準でも窒素成分

2～3kg/10aに対しリン酸 4～8kg/10aとし

ていることから分かるように、大豆、ソバ

においてもリン酸は十分供給したい養分

である。本県水田土壌の可給態リン酸は、

昭和 40 年代中頃には基準値である

10mg/100g 以上の割合が全県で 10％あま

りと少なかったが、30年後の平成 10年頃

にはその割合が 80％以上に増加し、リン

酸肥沃度が大幅に改善された。この理由は、

福井県では、従来より移植時期の低温対策

や圃場整備した土壌に対する養分補給対

策として、リン酸質の土づくり肥料の施用

を推進してきたことや、基肥に高リン酸肥

料を長年使用してきたこと、さらには、地

区によりケイ酸補給に、ようりんが利用さ

れてきたこと等によるものと考えられる。 

土壌保全調査分析システムでは水田における可給態リン酸の目標値を 20mg/100g とし

ているが、県全体では、平成 10年頃で改善が必要な地点は全体の約 60％で、資材必要量

の平均値は、ようりん換算値で約 40kg/10a となっている（図Ⅴ－16）。この値は耕種基

準の設定値と一致している。不足している水田では、所定量のリン酸資材を石灰質資材

と同時に施用し耕耘しておくとよい。 

最近は水稲、大麦とも基肥一括施肥肥料の施用が増え、施肥からのリン酸供給量が減

少しており、以前にも増してリン酸資材の施用をする必要がある。 

（３）前作残さは、地力を維持増進させるために必要な、貴重な有機物（「圃場準備」の項） 

大麦作付けの前の稲わら、大豆播種前の麦わらなど、前作残さは、貴重な有機物であ

る。また、持ち出して堆肥等にすることは労力等から困難で、焼却すれば煙害等環境・

安全問題を引き起こす。前作残さは、必ず全量すき込む。すき込みが不十分だったりす

ると播種精度が低下し、苗立ちムラになることがある。すき込まれやすいよう、前作物

の高刈りを避けて刈り株を小さくし、わらの切断長も短めにする。また、正転ロータリ

耕の場合、耕うんした部分にすき込まれるので、十分な耕深をとることで表層のわら等

の割合を減らすことができる。 
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４）耕うん（耕起・砕土・整地） 

 （１）深く耕うん、細かく砕土 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大麦、大豆、ソバともに、

根の張る領域を十分確保し

て、品質、収量の安定、特に

異常気象時の登熟向上（高

温・乾燥、日照不足害防止）

のために 15 ㎝の深さで耕す

（図Ⅴ－17）。 

 また、高い精度で播種し、

出芽・苗立ちを安定的に確保するために、播種

床の砕土率は、60％以上（表層 5cm 以内におけ

る直径 2cm 以下(１円玉以下の大きさ)の土塊割

合）にする（図Ⅴ－18）。砕土が悪く大きな土塊

が多くなると、播種した種子が露出しないよう

にして深播きになる傾向があり、出芽揃いの不

良や苗立ちムラとなる（図Ⅴ－19）。鎮圧も不十

分になりやすく、このことも出芽、苗立ちの不

安定につながる。逆に細かすぎると、強雨で土

壌表面がクラスト化して出芽不良となる

ことがある。ただし、現地では粗すぎる

事例の方が圧倒的に多い。なお、播種床

より下はやや粗い方が排水性等が優れる

ため望ましい。 

15cmの耕深、60％以上の砕土率を確保

【耕うん（耕起・砕土・整地）の目的】 

①作土の反転や切削、かく拌によって、雑草やわらなどの前作物残さを土中に埋没

させたり、細かく切断して土壌と混合することで枯死させる。また、あと作業へ

の支障を少なくする。 

②土壌を膨軟化させることで、畑作では土壌の孔げき率を高め、水田の場合は灌漑

水との混和を良好にして、種子および苗の発根と発芽、出芽および活着に好適な

土壌の物理的条件を作る。 

③雑草の種子を土中に埋没させて、発芽を抑制する。 

④地表に散布された堆肥や肥料などを下層まで混入し、あるいは土壌を膨軟化して

肥料などの土中への施用を容易にすることによって、それらの施用効率の向上を

もたらす。 

⑤害虫の幼虫や卵など地上病害虫を土中に埋没させることにより死滅させる。 

⑥作土の表層部を播種および移植作業に適した状態に整える。 
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するためには、適度な土壌水分条件で耕うんする必要がある。また、この適度な土壌水

分が、苗立ちの安定、除草剤効果の安定に必要である。 

表Ⅴ－2、表Ⅴ－3を目安に、現場で耕うん作業時期を判断する。なお、耕うんにより

土壌が膨軟になり保水力が高まるため、耕うん後に降雨に会うとその後の排水、土壌乾

燥が進まず、当分砕土・播種作業ができなくなる。耕うんの後に降雨が予想される場合

は、その日のうちに耕うんした場所の播種を済ませた方が良い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表Ⅰ－2　手の感触に基づく耕耘条件の把握方法（目安）

含水比の区分 手で握った時の状態 耕耘・砕土の難易度

　60％以上 土を手で握ると水が垂れてくる程度 不可

　50～60％ 土を手で握ると幾分水がにじんでくる程度 極難

　40～50％ 　　　〃　　　土が連なる程度 やや難

　20～40％ 土を手で握って連なってこない 易

　20％以下 土を手では握れない（硬い） やや難（硬い）

注）粘土含量30％台の強グライ土壌の場合

表Ⅰ－3　スコップ等で掘り起こした状態に基づく条件の把握方法（目安）

水分状態の区分 スコップで掘り起こした状態 耕耘・砕土の難易度
超高水分(液性限界以上) 土が軟弱で流動状態 不可、極難
高水分(液性限界付近) 土が固まりスコップに付着して離れない 難
適水分(液性限界以下) 土が崩れやすくスコップにも付着しない 易
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（２）耕深 15cmを確保するためのロータリ耕うん 

作業はじめに耕耘深さをチェックして、10～12㎝と浅い

場合は、ロータリの前後の傾きを調整、作業速度を落とす、

あるいは、２回耕耘を行う等して、15 ㎝の耕深を必ず確保

する。 

耕深を計るときは、耕耘してない田面を基準に計らなけ

れば正確な値は得られない（図Ⅴ－20）。耕耘部分をそのま

ま計ると 10㎝程度の盛り上がりも含まれてしまい、実際よ

り深いと勘違いするので注意が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【15cm耕耘作業のポイント】 

①ゆっくり耕うん 

基本的には、深くする場合は速度を遅くしてゆっくり作業する。耕うんピッチ（ロ

ータリの爪が１回打ち込まれる毎に耕す土の長さ。図Ⅴ－21）が小さくなれば、負荷

が小さくなりロータリ爪は深く打ち込まれる。逆に、速度が速くなり耕うんピッチが

大きくなると負荷が大きくなり、土の応力でロータリ爪が深くまで打ち込まれず浮い

てしまう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

②２回耕うん 

１回目の耕うんによって田面が軟らかくなっているため、ロータリ自体が沈みやす

く（チェンケースへの抵抗が少ない）、さらに爪の打ち込みによる土の応力や負荷も

小さいため、耕深は深くなる（図Ⅴ－22）。 

ただし、1 回目の耕うん後に降雨があると高水分で土壌条件が悪化するので、絶対

避ける。 

＜ワンポイント・アドバイス＞ 

大型トラクタでも小型トラクタで

も作業走行スピードは変えない 
トラクタの馬力がアップしても、Ｐ

ＴＯの回転数はほとんど変わらない。

したがって、作業走行速度を速くする

と、耕うんピッチが大きくなり、砕土

率が低下する。 

もちろん、一般に低馬力のトラクタ

より高馬力のトラクタの方が、広い幅

のロータリ等作業機を装着できるの

で、作業走行速度が変わらなくても作

業能率は高まる。（単位時間当たり作

業面積＝作業幅×作業走行速度） 
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③改良ロータリ(ツーウエイローター)による一回耕うん同時播種 

改良ロータリは、１回の耕耘で 15cmの耕深が確保できる。わら、雑草のすき込みが

良く、これらのロータリ軸への絡みが少ない。また、作業能率も高く、秒速 0.5m（時

速 1.8km）程度である。 

なお、改良ロータリは、正転ロータリの一種で汎用利用性が高く、水稲作の耕深確

保にも役立つ。 
 

（３）砕土率 60％以上に細かく砕土 

 覆土を確実にしながら播種深度を適正に

保ち（図Ⅴ－19(再掲)）、出芽苗立ち、初期

生育を安定させるためには、播種床の砕土率

は図Ⅴ－18(再掲)のように 60％以上を確保

したい。しかし、現地調査では砕土率 50％

未満が半数以上と粗い傾向がある。砕土率を

高めるには、ＰＴＯの回転は下げずに速度を落

とし（耕耘ピッチを小さくする）ゆっくり作業

する。その程度は砕土を確認して変える。逆転

ロータリは、機構的に表層が細かく下層が粗く

なるので、播種床の砕土率を高めやすい（図Ⅴ

－23）。 

 播種機は耕うんと播種を同時に行うロータ

リシーダが一般的である。播種深は砕土が良け

れば自然に安定するが、作業のはじめに播種深

をよく確認して作業機を調整する。 
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（４）耕うんや播種作業で畝を渡る時、排水溝を崩さないように。崩れたらすぐに手直しを 

 耕うんや播種作業で畝から畝に渡る時、ロータ

リトレンチャ等で圃場内に設置した排水溝（前出

図Ⅴ－２、図Ⅴ－７にある③の溝）を崩さないよ

う、注意する。図Ⅴ－９(再掲)のようにすると、

渡り易いだけでなく、溝の崩れが少なくなる。 

作業後、崩れを確認し、ただちに手直しを実施し

ておく。 

 

２ 大麦作の土づくりと施肥対策 

１）大麦作の排水対策 

 大麦作における排水対策は、前記「１－２）排水対策」を見てほしい。排水不良は、

オオムギの苗立ち、生育、登熟だけでなく、後作（大豆等）にも悪い影響が及ぶ。なお、

後作が大豆作の場合、排水溝の設置間隔を大豆作の播種・耕起作業幅を考えた畝幅にし

ておくことで、大豆作の排水路や灌漑水路としても有効に活用できる。 

２）大麦作の酸度矯正 

麦は水稲より高いｐＨ（ｐ

Ｈ6.5以上）を好むため、石灰

質資材を施用して適正ｐH に

矯正することが重要である。土

壌によって資材の施用量はか

なり異なるが、右表のように

100～200kg/10a 程度の施用が必要となる。苦土（Mg）含量が少ない土壌では苦土石灰や

ようりん等の資材が有効である。 

３）大麦作の施肥基準 

（１）基肥一括施肥栽培 

追肥に係る労賃を削減して省力・低コスト化を図るため、基肥一括施肥栽培が年々

拡大し、平成 21年播種麦では 8割強となっている。 

（ア）肥料の特徴 

「新大麦名人｣の３要素成分割合は N 30％：P2O5  2％：K2O 10％で、窒素の内訳は速

効性窒素が 10.4％、リニアタイプの被覆尿素(LP40)が 31.3％、シグモイドタイプの

被覆尿素(LPS30)が 58.3％となっている。地力窒素の補完となる石灰窒素を含む土壌

改良資材「麦番頭｣と合わせての施用が望ましい。 

【窒素溶出パターン】 

各被覆尿素の窒素溶出パターンは、地域や年次、播種期により差は見られるもの

の、おおむねリニアタイプの LP40が越冬前（積算地温 500℃付近）に 40％、出穂期

頃（同 1300℃付近）に 80％が溶出する。シグモイドタイプの LPS30は、越冬前に溶

表Ⅴ－1　ｐＨを１程度上げるための資材背容量の目安

土性 CEC(me/100g） 10a当施用量

強粘質 20以上 250kg
粘質～壌質 10～20 150kg
壌質～砂質 10以下 100kg

注)資材のアルカリ分が約50％の場合
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出が開始し、出穂期以降 40％程度が溶出する（図２）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）使用上の留意点 

（ａ）播種時期 

被覆尿素の溶出は主に地温に左右される。10月上旬（10/7）、中旬(10/18)、下旬

(10/27)の３回に分けて播種・施肥を行った結果、シグモイドタイプの被覆尿素

(LPS30)の窒素溶出は、積算地温で見た場合、全ての播種時期で 500℃付近から溶出

が開始し、以降はほぼ同様の溶出経過を辿った。しかし、暦日で見ると 10月上旬播

種は、中旬と下旬播種に比べ越冬までの溶出率が高く、40%程度が溶出する。一方、

10 月下旬播種は、積雪終了後 60％程度の急激な溶出が見られる（図３）。収量・品

質は、10 月上旬播種が全重、わら重で最も優れたものの、穂数が多くなったため千

粒重が低く製品率、精子実重を落とす。一方、10月下旬播種は 10月中旬播種より穂

数が多くなったが、これは融雪後からの穂数が増加した（データ略）もので、収量、

製品率は低くなる（表３）。このことから、播種は 10月中旬が適している。 
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図３ 播種・施肥期の違いがシグモイドタイプ被覆尿素(LPS30)の窒素溶出に及ぼす影響(H16産)

   

0 

20 

40 

60 

80 

100 

0 500 1000 1500 2000 2500 

N 溶出率 

(%) 

リニアタイプ 
被覆尿素 (LP 40 ) 

越冬期間 

↑ 出穂期 

0 500 1000 1500 2000 2500 

シグモイドタイプ 
被覆尿素 (LPS 30 ) 

14  福 10 / 22 ～ 
15  福 09 / 30 ～ 
15  福 10 / 16 ～ 
15  福 10 / 25 ～ 
15  若 10 / 23 ～ 
15  若 10 / 30 ～ 
15  南 10 / 24 ～ 
15  南 11 / 01 ～ 
15  奥 10 / 16 ～ 
15  奥 10 / 23 ～ 
16  福 10 / 08 ～ 
16  福 10 / 20 ～ 
16  福 10 / 28 ～ 
16  若 10 / 20 ～ 
16  奥 10 / 10 ～ 
17  福 10 / 18 ～ 

↑ 出穂期 

図 ２ 全量基肥肥料 に 用 いている 被覆尿素 の 溶出 パターン 

注）凡例 は 左 から 収穫年、栽培 を 行 った 地域（福：福井地区、若：若狭地区、南：南越地区、奥：奥越地区）、の 

越冬期間 

施肥日を示す 
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（ｂ）施肥方法 

施肥位置は、慣行分施では表層が良いというデータが出されているが、被覆尿素

を用いる全量基肥施肥法では、窒素の溶出が乾燥により制限されてしまうため、側

条もしくは全層施肥が適する。表４は、全量基肥と慣行分施でそれぞれ全層施肥と

表層施肥による栽培を行った結果である。慣行分施は、収量品質とも表層施肥区で

優れたのに対し、全量基肥の場合は、全層施肥区の方が表層施肥区に比べ、全重、

わら重、穂数は劣ったものの、精子実重は多い。 

 

 

  

 

 

 

 

 

（ｃ）施肥量 

全量基肥用肥料を用いた窒素施用量 10a当たり 12kg程度である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）分施施肥栽培 

基肥が施用される 10月の気象条件は、微生物活動に比較的好適であるため、施用され

た肥料は短期間に硝酸態窒素に変化する。硝酸態窒素は雨水によって簡単に流亡するた

め、基肥の窒素利用率は非常に低い。 

 表４　施肥位置の違いと収量・品質(H16産)

肥料 施肥位置 全重 わら重 粗子実重 精子実重 製品率 千粒重 容積重 穂数
(kg/10a) (kg/10a) (kg/10a) (kg/10a) (%) (g) (g/L) (本/㎡)

全量基肥 全層 1,200 553 495 415 84 35.4 651 425
表層 1,305 630 507 322 63 35.0 649 452

慣行分施 全層   738 356 294 245 83 34.5 631 358
表層 1,048 493 433 357 83 35.3 646 424

注１　品種はファイバースノウ
注２　精子実重は粒厚が2.3mm以上のものを対象とした
注３　場所は福井市現地圃場、土壌タイプは細粒グライ土

注４　施肥量は全試験区で10a当たりN 12kg、P2O5 15.4kg、K2O 12kgとした

表３　全量基肥肥料を用いた場合の播種・施肥期別収量・品質(H16産)

播種期 全重 わら重 粗子実重 精子実重 製品率 千粒重 穂数
(kg/10a) (kg/10a) (kg/10a) (kg/10a) (%) (g) (本/㎡)

10月上旬 1,240 606 496 343 69 34.1 539
10月中旬 1,200 553 495 415 84 35.4 425
10月下旬 1,115 518 461 319 69 35.2 487
注１　品種はファイバースノウ
注２　精子実重は粒厚が2.3mm以上のものを対象とした
注３　場所は福井市現地圃場、土壌タイプは細粒グライ土
注４　施肥量は全試験区で10a当たりN 12kg、P2O5 15.4kg、K2O 12kgとした

   表５ 全量基肥肥料の施用量の違いと収量・品質(H16 産) 

N 施用量 全重 わら重 粗子麦重 精子実重 製品率 千粒重 容積重 穂数 
(kg/10a) (kg/10a) (kg/10a) (kg/10a) (kg/10a) (%) (g) (g/L) (本/㎡) 

14.4 1,172 528 516 445 86 36.7 682 440 
12 1,083 472 496 460 93 38.0 685 421 
9.6 838 345 382 343 90 37.4 685 339 

注１ 品種はファイバースノウ 
注２ 精子実重は粒厚が 2.3mm 以上のものを対象とした 
注３ 場所は福井農試圃場、土壌タイプは細粒グライ土 
注４ リン酸とカリは全試験区で 10a 当たり P2O5 15.4kg、K2O 12kg とした 
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基肥の窒素利用率は施肥位置によっても変動し、表層施肥は全層施肥よりも窒素利用

率が高いことが明らかにされている。これは、表層施肥の方が全層施肥よりも土壌との

接触面積が小さく、また、肥料分が根域外に流亡するまでの移動距離が長いことなどか

ら、表層施肥では土壌中の残存窒素量が多く保持されているためである。したがって、

基肥の施肥位置は表層ないしは側条施肥が望ましい。 

（ア）基肥 

基肥によって播種期から生育初期の麦の生育を確保するが、早播きや秋の気温が高

い場合は過剰生育になる場合もある。基肥施用にあたっては土壌改良資材の窒素量を

考慮する。播種後表層施肥ないしは側条施肥を行なうことで肥料の利用効率が高く年

内の肥効が持続し、黄化が抑えられる。 

 除草剤を適切に使用して雑草を抑えることが、肥効の発現には重要である。 

表１ 基肥施用の目安 

 施用量 
（Ｎ成分 kg/10a） 

備  考 

播種時（側条）もしくは 
播種後（表層）施用 

３ 
土壌改良資材のＮ成分量 
  石灰窒素 20％、いね一番 2％、 

むぎ番頭 3％ 

 

（イ）年内追肥 

近年は暖冬傾向が続いており、越冬中にも生育が進むため窒素不足で生育が凋落し、

収量低下につながりやすい。播種１か月後に窒素成分で 3kg/10a の追肥を必ず施用す

る。 

（ウ）越冬後追肥 

越冬期間中の消耗を補い、穂数を確保するための重要な施肥である。 

なお、越冬後（2 月中旬）の生育を見て、追肥を行なうかどうか、行なう場合の施

肥量を判断する。 

越冬後追肥は消雪後すぐ施用するのが基本であるが、積雪が少ない暖冬年は麦の生

育も進んでいるので早め（2月上～中旬）に施用する。戻り寒波で一時的な積雪がある

場合もあるが、施用が遅れると倒伏につながる場合もあるので早めに施用する方が良

い。多雪年は積雪下での消耗が大きいので施用量をやや多くし、消雪後すぐに施す。 

表２ 越冬後追肥の目安 

 
草丈 
（ｃｍ） 

茎数 
（本／㎡） 

施用量 
（Ｎkg/10a） 

備  考 

条播 
２０以下 

600 未満 ４ 施用時期： 

消雪直後または平均気温が４～５℃

に達する頃 

（散播での施用は慎重に行う） 

600～800 ３ 
800 以上 ２ 

２０超 － ２ 

表面 
散播 

２０以下 
500 未満 ４ 
500～800 ３ 
800 以上 ２ 

２０超 － １ 



- 144 - 

 

（エ）穂肥１ 

穂長、一穂粒数増加を目的に、幼穂長 7mm を確認して施用する。施用量は茎立ち期の

生育で判断する。施用量が多すぎると倒伏につながる場合があるので、葉色と茎数を的

確に把握して施用する。 

  表３ 穂肥１の目安 

 
３葉以上の 

茎数（本／㎡） 
葉色 

（群落） 
施用量 

（Ｎkg/10a） 
備  考 

条播 
500 以下 

５.５以下 ３  

＊ 越冬後追肥の肥効が

出て葉色が濃い場合

は施用しない。 

５.５超 １ 

500 超 
５.５以下 ２ 
５.５超 １ 

表面 
散播 

400 以下 
５.５以下 ３ 
５.５超 １ 

400～600 
５.５以下 ２ 
５.５超 １ 

600 超 
５.５以下 １ 
５.５超 ０ 

 

（オ）穂肥２ 

一穂稔実粒数や千粒重の増加を目的に出穂 10日前頃に葉色を見て施用する。 

施用時期が遅れると硝子粒率が増加する傾向があるので注意する。 

 
  表４ 穂肥２の目安 

葉色 
（群落） 

施用量 
（Ｎ成分 kg/10a） 

備  考 

５以下 ２ 施用時期： 
＊穂肥１の 10～20 日後頃 ５～６ １ 

６超 ０ 

 

 

３ 大豆作の土づくりと施肥対策 

 

１）大豆作の排水対策 

ダイズは排水不良の状態では十分な生育が望めず、茎疫病等病害が発生しやすく、雑

草も多発する。特に発芽～初期生育時が土壌水分過多で、土中に十分な酸素がないと生

育不良になり、その後生育は回復できない。大豆単作でも麦跡栽培でも、発芽～初期生

育期に梅雨期を迎えることになるので、排水対策が適切に行なわれているかどうかが栽

培上非常に重要である。 

播種作業幅の不一致、溝の雑草発生から麦作で設置した排水溝をつぶして平畝で播種

する例が見られる。しかし、麦跡栽培でも大豆単作よりも排水性は改善されているとは

言え、梅雨期を経過しながら中耕・培土を行うことから、やはり排水溝の設置は必要で

ある。畝立て播種栽培であっても、大雨時に表面の水を速やかに排水するため、排水溝
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を設置する。 

なお、新に排水溝を設置しない場合は、麦作時の排水溝を手直しして積極的に活用する。 

 

 

 

 

 

 

 

２）大豆作の酸度矯正 

大豆栽培にはｐＨ6.0 から 6.5 の微酸性の土壌が適し、腐植が含まれ、透水性が 1 日

1cm程度で地下水位が 30cm以下であることが望ましい。 

大豆１作（300kg/10a）が吸収する肥料養分は、おおよそ窒素 20kg、リン酸 5kg、カリ

7kg、石灰および苦土各 2kgと見積もられ、その他にもイオウや鉄、マンガン、亜鉛、モ

リブデン等の微量要素を必要とする。窒素は根粒の働きにより７割以上が空中から固定

されるが、他の養分は土壌から吸収する。 

作物によるカルシウムとマグネシウムの吸収は、土壌中における存在量の影響を受け

るだけでなく、粘土や腐植などの性質によっても影響される。カルシウムは土壌溶液中

に一定濃度以上存在しないと作物は必要量を吸収することができず、ダイズの場合は

2ppm以上の濃度が必要である。 

カルシウムとマグネシウムの吸収は、共存するイオンと拮抗し、他のイオンの濃度が

上昇すると吸収が抑制される。石灰苦土比（当量）を 2～3に保つことが重要である。ま

た、両イオンともアルミニウムによる吸収の阻害を受けやすく、土壌の pＨが低い場合に

問題となる。これが、酸性土壌における大豆の生育障害の一因であり、石灰資材の施用

によるｐＨの矯正が必要である。 

微量要素は作物の体内で光合成や呼吸および窒素代謝に係わる重要な働きをしている

が、土壌のｐＨや水分状態によって不溶化や吸収阻害、逆に過剰溶出を起こしやすく、

土壌ｐＨの矯正および適正な施肥と有機物補給を行うことが重要である。 

 

３）大豆作の施肥基準 

（１）大豆作と窒素 

大豆子実の蛋白含量は 40%前後と高く、収量は最終的な吸収窒素量と直線関係にあっ

て、1kgの子実生産に 70～90ｇの窒素吸収を必要とする（高橋）。従って、収量を上げる

ためには窒素吸収を促すことが必要である。 

窒素の給源としては、根粒の固定窒素、地力窒素、施肥窒素の３つが主に挙げられる。

それぞれがどの程度貢献しているかについて、近年の資料から拾ってみると、表１のよ

うである。 

＜留意点＞ 

麦作の時点から大豆作の播種・耕起作業幅を考えた畝幅にしておく必要がある。

また、夏の高温乾燥時に畝間灌水を行なうことも考慮して、暗渠と平行のサブソイ

ラ施工の設置および枕地の作り方（枕地畝の排水口部分は切り通すなど）を考えた

方が良い。 
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（ア）根粒固定窒素量の増大 

固定窒素の総量

は、根粒の着生量、

寿命および根粒菌の

窒素固定比活性の積

算である。着生量は、

過剰な施肥（特に硝

酸）、および湿害を避

けて、初期の生育量

を旺盛にし、根量と

光合成による根への

エネルギー供給を潤

沢にすることで確保

する。 

  根粒菌がたくさ

ん着いたとしても、

窒素固定活性は、乾燥または酸素不足で容易に落ち込みやすい。 

この両極端な障害を避け、適度な水分状態を維持する必要がある。特に夏場は、大

豆株の外観に何の異常が見られなくても乾燥によって窒素固定が滞っている可能性が

高い。管理としては、排水溝を深くして、乾燥時には灌水（地下灌漑）を徹底すると

いうことになる。大部分の圃場では、梅雨明けしたら暗渠栓は閉じた方が良い。 

（イ）地力増進 

土壌中の有機態窒素が徐々に分

解して供給される窒素を地力窒素

と称している。根粒の活性を阻害す

ることなく、しかも根粒活性が低下

してくる子実肥大期以降に高温に

より分解速度が速まり溶出量が増

す。根粒の窒素固定と比べて天候に

よる変動が小さく、安定生産面の意

義も大きい。 

大豆作付けにより圃場の窒素収

支がマイナスになっていることが

近年の収量低迷の大きな要因と考

えられており、持続的な有機物の施

用が重要である。 

 

表　　　大豆の窒素源に関する解説例 単位；kg/10a/年

引用 収量
吸収窒素

総量
根粒固定

窒素
地力
窒素

施肥
窒素

備考

島田 340 24 12 12 0 アメリカ　イリノイ
250 18 12～16 1～6 0 ブラジル
ー ー ３～7割 ー 0.2＋α 日本

16 1 15 ー 2002干ばつ年
23 8 16 ー 2003多雨年

大野 301 20 15 7 ー 富山
345 20 12 9 ー 秋田
ー 27 26 1 ー 上越(1)
ー 22 14 8 ー 上越(3)

大山 ー ー ー 5～10 0.3 （総説として）
480 33 25 8 0 慣行
592 39 25 8 6 深層施肥
532 36 23 9 3 追肥
600 54 37 10 7 深層の例から試算

髙橋 46～88% 沖積土壌
40～82% 黒ボク土壌
20～74% 砂質土壌

（野原データ
から）

それぞれの論述から抜粋した。調査対象のみならず、調査や分析の方法も異なる

１ 

第　図　堆肥施用と収量 　（2009福井農試）
（堆肥は馬糞堆肥２ｔ／10a，多窒素は尿素Ｎ成分15kg／

10a

：現地も含む４か所平均）
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（ウ）施肥の工夫 

普通の施肥窒素は基肥として 3kg/10aで、しかもその利用率は 10%と低い。しかし、

発芽後の根圏を拡大するためのスターターとしての意義がある。 

肥効調節型肥料などを用いての、培土期追肥（後述）、あるいは深層施肥が有効とさ

れた報告も多い。 

ただし適応場面が限られるようであり、応急または一時的な方便に留まっている。 

（２）基肥 

基肥の具体例を表 3-3-1 に示した。窒素成分で 2～

3kg/10a、リン酸および加里はそれぞれ 9kg/10a および

12kg/10aを施用する。 

 また、大豆は生理的に石灰を多く要求するうえ土壌酸

度にも敏感である。生育量を確保し、しわや裂皮粒の発生を抑えるため石灰の施用が重

要である。最近、水田土壌に不足しがちな微量要素施用による増収例もあるが、使用す

る場合は農林総合事務所等の関係機関と相談する。大豆の根は特に出芽から生育初期に

濃い肥料分に触れると、表面が傷んで養水分の吸収力が弱まり根粒着生能力を損なう。

その後、根の伸長が抑制され、生育不良や干ばつの被害を受けやすくなる原因となるほ

か、しわ粒や裂皮粒の発生を助長する。側条施肥は株元に肥料を集中的に施用するため、

生育不良や低収の危険を増す（表 3-3-2）。基肥は全面全層に施用することを原則とする。 

（３）追肥 

 従来、大豆は根粒で窒素固定を行うた

め追肥は不要と考えられていた。しかし、

大豆は子実肥大に多量の窒素を必要とす

るため、実際には開花から成熟期におけ

る窒素肥効が安定多収の重要な鍵となる。

特に開花期付近に窒素吸収量が最も高ま

るため、低地力、苗立ち不良および生育

不足などの圃場では開花期の追肥が有効

である。 

 また、肥効調節型被覆肥料を培土と同

時に追肥することによって、作業回数を

増やさず開花期の肥効を最大にできる。

施肥量の目安は窒素成分で 5～10kg/10a

であるが、圃場条件や大豆の生育状況に

基づいて判断する。肥効調節型被覆肥料を使用する場合は、6月下旬に条間に施用して培

土する。 

 

 

資材名 施用量(kg/10a)
マグエース 100
ようりん 40
大豆専用化成 60

表3-3-1　標準基肥施用量

図3-3-1　　被覆肥料の溶出経過(H13)
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４ ソバ作の土づくりと施肥対策 

１）ソバ作の排水対策 

ソバ作における排水対策は、前記「１－２）排水対策」を見てほしい。排水不良は、ソ

バの苗立ち、生育、登熟に悪い影響を及ぼし、収量も期待できなくなる。このため、でき

るだけ早い時期に排水溝を設置して、梅雨明け後の好天下で徹底したほ場の乾燥を図る。 

麦後栽培の場合はソバ単作よりも排水性は改善されていても、麦収穫時のコンバイン走

行で溝を崩すことが多いので、麦収穫直後に、排水溝を手直しする。ソバ単作の時には、

新たに排水溝を掘削することになるが、できるだけ早い時期に設置する。速やかに準備し

ておくのは排水溝だけで、耕うんは播種直前まで行わない。耕うんにより土壌が膨軟にな

り保水力が高まるため、耕うん後に降雨に会うとその後の排水、土壌乾燥が進みにくくな

るからである。 

大雨時に表面の水を速やかに排水するため、新規設置でも麦作溝の再活用でもよいが、

排水溝の設置は必須である。 

２）ソバ作の酸度矯正 

ソバはｐＨ6程度が適するので、必要に応じて石灰資材で矯正する。 

３）ソバ作の施肥基準 

窒素成分は 10ａ当たり 2kgとするが、大豆専用肥料等を用いてリン酸、カリを多くする。 

ソバは吸肥力が強く、他の作物に比べればやせ地でもよく

生育する。むしろ窒素過多となると過繁茂、結実不良、倒伏等

を招きやすいので、肥沃な転換畑や前作物の肥効が残るような

場合には基肥は無肥料で始める方が無難である。 

 

５ レンゲの土づくりと施肥対策 

１）レンゲ作の排水対策 

幼植物期には湿害を受け易い。年内および越冬後に滞水しないように排水対策を講ずる。 

２）レンゲ作の酸度矯正 

水田の場合、土壌ｐＨが 5.0 以下では生育が悪くなり、4.5 以下では枯死する場合があ

るので、ｐＨ5.2～6.2になるように石灰質資材を施用して土壌酸度を矯正する。 

３）レンゲ作の施肥基準 

一般にマメ科植物は根粒菌により窒素を固定するが、

基肥として稲刈り取り後、10ａ当たり窒素 2kg、リン

酸 5kg、カリ 5kgを施用すると初期生育を促進できる。 

 

 

施用時期 種類 施用量
kg/10a

播種前 石灰資材 100～150
窒素 2～3
燐酸 4～8
加里 5～10

表　基準施肥量表１ 

施用時期 種類 施用量
kg/10a

石灰質資材 100～150
窒素 2
燐酸 5
加里 5

播種前

表　基準施肥量表１ 


