
苗箱全量基肥肥料「苗箱まかせ」を用いた
飼料用米「夢あおば」の省力多収栽培技術

苗箱全量基肥肥料（商品名：苗箱まかせ）を導入し、省
力・低コストかつ必要な窒素肥効が得られる飼料用米専用
品種「夢あおば」の栽培体系を構築した。
苗箱全量基肥肥料の箱施用量の上限は1,630gとし、プー

ル育苗を行うことで移植作業に支障のない苗を育成できる。
また、適した肥料タイプはN400-60で、基肥+穂肥体系か
らの減肥率を約20％～40％とすることで、690㎏/10a以上
の多収が得られる。

温室効果ガス 農薬 有機農業肥料

生産 品目：水稲、畜産

技術の概要

効果

その他（価格帯、研究開発・改良、普及の状況）

導入の留意点

関連情報

◎慣行に比べ、約20％～40％の窒素肥料を削減
苗箱まかせN400-60を用いると減肥率23％～43％の範
囲では690㎏/10a以上の多収が得られる（表１）。
このときの栽植密度は坪当たり50株～60株、箱施用量は
1,400g～1,630gである。
肥料の利用率が高く、減肥により環境負荷が軽減できる。

◎本田の基肥及び追肥散布にかかる労働時間を削減

・苗マット強度確保のために箱施用量の上限を守る
移植作業に支障のない苗マット強度（7.5N/5㎝）を確
保するためには、箱施用量を1,630g以下とする。

・茨城県農業総合センター平成30年度試験研究主要成果
苗箱全量基肥肥料を用いた「夢あおば」の省力多収栽培技術

（https://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/noken/seika/h30pdf/documents/30-10.pdf）

図 苗マットの様子
（施肥量：1,630g/箱）

●苗箱全量基肥技術の導入

苗箱全量基肥施肥技術は、
生育期間中に必要な窒素肥
料を播種時に育苗箱に施用
するため、移植と同時に施
肥ができ、本田での施肥作
業が不要な省力技術である。
右図は播種機を利用して、

層状施肥により育苗した苗
マットの様子。

市販製品の利用

●価格帯
商品名：苗箱まかせN400-60 参考価格2,930円/10㎏袋

（地域によって異なる。）

●適応地域：茨城県（他地域での技術導入に際しては、各地域の指
導機関に相談すること。）

表１ 肥料タイプ・栽植密度・減肥率が収量等に及ぼす影響
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・必要に応じて、リン酸、カリを施用する
苗箱まかせN400-60はリン酸、カリが含まれていない。
必要に応じて、冬場の農閑期に堆肥等を利用してリン酸・
カリを圃場に供給する。
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13.7 1,630 8.9 36 738

14.3 1,400 8.0 43 711

16.6 1,630 10.8 23 758

17.1 1,400 9.6 32 694

基肥+穂肥 50 14.0 - 14.0 0 721
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問い合わせ先：茨城県農業総合センター農業研究所
TEL：029-239-7211 e-mail：noken@pref.ibaraki.lg.jp
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水田土壌のカリ収支を踏まえた水稲の
カリ適正施用指針

カリは肥料三要素の一つだが、減肥～無施肥でも水稲生育に
問題がない場合も多い。そこでカリ減肥下での水稲の生育と水
田のカリ収支を調査し、減肥が可能になる条件を解明した。
稲わら還元(すき込み)がされており交換態カリが20mg 

K2O/100g以上の低地土水田では、水稲のカリ施肥を標準の半
量にできる。稲わら還元と併せて牛ふん堆肥1t/10a以上が施用
される場合、当作のカリ施肥を省略できる。

温室効果ガス 農薬 有機農業肥料

生産 品目：水稲

技術の概要

効果 その他（価格帯、研究開発・改良、普及の状況）

導入の留意点

関連情報

◎施肥コストの削減効果

カリ施肥量を半減することで肥料代を10aあたり1,056円
削減できる。これは2018年度の肥料価格に基づく試算だ
が、肥料が高騰している場合はコスト削減効果がさらに大
きくなる。

◎堆肥施用によりカリ施肥を代替可能

・交換態カリ量の把握と維持が必要

土壌診断を励行し、交換態カリが減肥可能な条件
（ 20mg K2O/100g以上）にあることを把握した上で
減肥を行う。また土性が砂土（S）、壌質砂土（LS）、
砂壌土（SL）といった粗粒質の土壌はカリが溶脱し減
少しやすいので、CEC（陽イオン交換容量）が
12me/100g以上の場合を除き、減肥の対象としない。

・水田土壌のカリ収支を踏まえた水稲のカリ適正施用指針（本編および
資料集）（（国研）農研機構 中央農業研究センター（令和３年））

●水田のカリ収支と稲わら

水田のカリ収支に決定的な影
響を及ぼすのは稲わらの扱い
で、持ち出す場合は10kg
K2O/10a以上のカリが収奪さ
れる。そのため、カリ減肥を
行う上で稲わらは水田に還元
することが必要。

公開

●導入が可能な水田面積

・低地土の水田のうち交換態カリが20mg K2O/100g以上
のもの（全国で約80万haと推算される）

有機農業での水稲作に活用でき
る。

水田のカリ収支の
模式図。稲わらを
還元する場合、標準の
半量（ここでは3kg/10a）
の施肥で収支は±0となり
カリの減耗を防げる。
牛ふん堆肥を施用するとカリは
10kg/10a以上のプラスになる。

収穫後に水田へ還元される稲わら

問い合わせ先：農研機構本部
TEL：029-838-8988 e-mail：naroMeaDRI@ml.affrc.go.jp

https://www.naro.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/137697.html


水稲作におけるリン酸肥料削減の基本指針

生産 品目：水稲

技術の概要

効果

導入の留意点

◎多くの地点でリン酸肥料を半減できる

土壌環境基礎調査を取りまとめた報告では、少なくとも
50％地点で有効態リン酸量が15mg/100gを超えてい
る。本指針に基づけば、おおよそ半数地点の水田でリン
酸肥料を標準施肥量の半量に減らすことを指導できる。

・都府県農政部等の標準施肥量から減肥量を算出する
本指針は、各地域の標準施肥量が策定されていることを前提
にする。また、各地域の品種、気象条件なども考慮すると精
度が向上する。

その他（価格帯、研究開発・改良、普及の状況）

関連情報

●普及の状況：8県で導入推進中、8県で導入検討中。

農研機構成果情報「水稲作におけるリン酸肥料削減の基本指針」
https://www.naro.go.jp/project/results/laboratory/narc/2013/
13_004.html

●適応地域：本州以南の水稲作地帯

土壌診断に基づき水稲作のリン酸を減肥する指針である。
地力増進基本指針における改善目標の下限値を基準とし、

安全を見越した幅を持たせて、有効態リン酸が10mg～
15mg/100gの場合には各地の土壌条件に応じて標準施肥量
～その半量の施肥を、15mg/100gより大きい場合には半量
の施肥を推奨する。
また、減肥による土壌中の有効態リン酸減少モデルに基づ

き、減肥を見直すべき時期を提示できる。

◎リン酸肥料半減により、肥料費は10%～20％
削減できる

土壌環境基礎調査では、多くの地点で、
有効態リン酸量が地力増進基本指針におけ
る改善目標の下限値10mg/100gを超えて
いる。本基本指針は、下限値を超えている
場合のリン酸肥料削減方法を提案するもの
である。

有効態リン酸が
10mg/100gより多
ければ、リン酸半
減肥でも、水稲収
量が確保できるこ
とを確認

基本指針解説資料

温室効果ガス 農薬 有機農業肥料

公開問い合わせ先：農研機構本部
TEL：029-838-8988 e-mail：naroMeaDRI@ml.affrc.go.jp

https://www.naro.go.jp/project/results/laboratory/narc/2013/13_004.html


水田の土づくりは、稲わらの全量還元または堆肥10ａ当
たり１ｔ施用が基本であるが、労力やコスト面から励行さ
れておらず、地力の低下が懸念されている。また、水稲栽
培では省力化・低コスト化が求められ、特に大規模経営で
は重要な課題である。
これらを解決するために、リン酸、カリ代替とする牛ふ

ん堆肥の施用条件下において、被覆尿素のみを側条施肥す
る普通期水稲の低コスト施肥法により、玄米収量および品
質を低下させることなく、肥料コスト低減が可能になり、
土壌養分を維持することができる。

温室効果ガス 農薬 有機農業肥料

◎リン酸とカリは堆肥から供給
牛ふん堆肥の施用によって、栽培終了後土壌のトルオー
グリン酸および交換性カリ含量は栽培前と同水準を維持
可能。

◎窒素は被覆尿素の側条施肥で軽量化・低コスト
被覆尿素（リニア型100日タイプ）を用いて施肥窒素量
を20％削減可能。

◎肥料コスト削減

●低コスト施肥の事例

牛ふん堆肥を施用せずに水稲用の基肥配合肥料を全面施
肥する慣行の体系に比べて、肥料コストを約２割低減。

牛ふん 化学肥料

施肥法 たい肥 （現物施肥量） 窒素 リン酸 カリ

低コスト施肥 １ｔ 13.4 5.6＋（0.1） （13.0） （27.6）

慣行施肥 無施用 58.3 7.0 8.2 9.3

施肥量　化学肥料＋（牛ふん堆肥）

普通期水稲に対する牛ふん堆肥の施用と
被覆尿素の側条施肥による低コスト施肥法

生産 品目：水稲

効果

技術の概要

・栽培ほ場の土壌化学性

土壌のトルオーグリン酸、交換性カリ含量が診断基準値に達し
ている圃場に適用する。

導入の留意点

問い合わせ先：鹿児島県農業開発総合センター
TEL： 099-245-1114（研究企画課）

公開

その他（価格帯、研究開発・改良、普及の状況）

●普及対象農家 側条施肥田植機を有する普通期水稲栽培農家

平成30年度普及に移す研究成果（鹿児島県農業開発総合センター）
https://www.pref.kagoshima.jp/ag11/pop-tech/nenndo/
documents/70049_20201106155437-1.pdf

関連情報



マメ科緑肥（ヘアリーベッチ）の
肥料代替効果を活用した水稲栽培 温室効果ガス 農薬 有機農業肥料

生産 品目：水稲

技術の概要

効果

導入の留意点

公開

・緑肥として均一な生育量を確保

マメ科緑肥のメリットを活かすために、「畑作物」と同
様の排水対策等を実施して均一な生育量の確保に務め
る。
その他（価格帯、研究開発・改良、普及の状況）

関連情報

マメ科緑肥のヘアリーベッチを活用した水稲栽培におい
て、作物の適正な生育を得るために、緑肥の生育量から肥
料代替効果を算出する方法を考案した。
緑肥の肥料代替効果の算出方法について、通常は緑肥の

重量から推定するが、ここでは緑肥の群落高から、およそ
の窒素肥効を推定する。
緑肥の窒素肥効と土壌からの可給態窒素量を考慮して、

より簡易に、品種や作期に応じた適正な施肥量を算出す
る。

◎マメ科緑肥による化学肥料の大幅な削減

根に根粒を形成して窒素を固定するので、他の緑肥よ
りも土壌の窒素肥沃度が向上する。C/N 比は10～12 
と低いために、土壌中での分解が比較的早く進むこと
から、大幅な窒素肥料の削減が可能となる。

◎雑草抑制と「紫色の花」による景観形成

旺盛な生育とアレロパシー効果で雑草抑制と景観形成。
・緑肥で環境にやさしい米づくり（兵庫県立農林水産技術総合センター）

http://hyogo-nourinsuisangc.jp/18-panel/pdf/h27/01.pdf）

●普及状況

・兵庫県 466ha(令和2年度環境直接支払制度実績)

●適応地域

・春播き緑肥は3月以降に降霜が少なくなる地域向け

フレールモアによる細断状況

●春播きヘアリーベッチ緑肥を活かした水稲栽培

ヘアリーベッチを3月初旬に播
種し、6月上旬まで細断（すき込
み）時期を遅くする「春播き緑
肥」を活用した水稲栽培におい
て、①フレールモアによる緑肥
細断処理、②栽培期間の長い中
生品種、③薄播き（90g/箱、通
常は120g～130g/箱）と中苗
（30日間育苗）を組み合わせた
健苗育成、の３点を栽培体系に
取り入れることによって、安定
多収が得られる。

ヘアリーベッチの群落高から推定した水稲への窒素肥効（窒素吸収量）

問い合わせ先：兵庫県立農林水産技術総合センター農業技術センター
TEL：0790-47-2400 （担当：農産園芸部）マメ科緑肥で環境に

（ヘアリーベッチの
肥料代替効果を活用

http://hyogo-nourinsuisangc.jp/18-panel/pdf/h27/01.pdf


品目：野菜

野菜作における可給態窒素レベルに応じた
窒素施肥指針作成のための手引き 温室効果ガス 農薬 有機農業肥料

技術の概要

効果

導入の留意点

公開

◎適正施肥により収益性向上
土壌の可給態窒素レベルが高い場合には減肥により肥料
費を削減。低い場合には有機物施用や増肥で収量・品質
が向上。以上の結果、野菜生産者の収益性が向上。

・栽培実証試験による精度向上が必要

その他（価格帯、研究開発・改良、普及の状況）

関連情報

●改良・普及の状況

野菜作における可給態窒素レベルに応じた窒素施肥指針作成のための手引き
https://www.naro.go.jp/publicity_report/publication/files/carc_chissos
ehishishin20200331.pdf

土壌の可給態窒素は、窒素肥沃度の指標と位置づけられ
ており、適正な施肥を行うには、そのレベルに応じて窒素
施肥量を加減する必要があるため、手引きを作成した。本
手引きでは、各地域において畑土壌の可給態窒素レベルに
応じた野菜の窒素施肥指針を作成するための考え方や手順
を紹介している。

◎環境保全に貢献
適正な窒素施用量を把握し、過剰施肥を回避。温室効果
ガスである一酸化二窒素発生や硝酸性窒素溶脱による地
下水汚染を抑制。

◎土づくりにも活用

測定法の簡易迅速化

80℃16時間水抽出－
CODパックテスト判定法

30℃４週間保温静置培養法

●可給態窒素簡易迅速測定法の開発

畑土壌の可給態窒素は、従来は「30℃
4週間保温静置培養法」で測定していた
が、結果を得るまでに約1か月を要し、
操作が煩雑であった。そこで、これを
簡易迅速化した「80℃16時間水抽出－
CODパックテスト判定法」として、短
時間で特別な装置が不要な測定法を開
発した。

可給態窒素レベルに応じた窒素施肥指針を作成する際に
は、必ず栽培実証を行い、実証結果をフィードバックし
ながら精度を高めていくことが大切。

2019年に、５県で野菜畑の窒素適正施肥技術の普及に活
用。さらに、2021年から８県で新たに現地実証試験を計
画中。

有機野菜生産における有機物施用等の土づくりを適正
化。

※可給態窒素3mg/100gを窒素施肥基準量とし，それ以上は減肥

作 型

晩夏まき ２．１ ＋4.2 ＋2.1 ±０ －2.1 －4.2
初秋まき ０．８ ＋1.6 ＋0.8 ±０ －0.8 －1.6
晩秋まき １．４ ＋2.8 ＋1.4 ±０ －1.4 －2.8

可給態窒素 (mg/100g) と窒素増減量
(kg/10a )

１ ２ ３(標準) ４
５

表 可給態窒素と施肥窒素の増減指針（鹿児島キャベツ作の事例）

換算量
(kg/10a)

可給態窒素簡易迅速測定法は、多くの県で採用され、さら
なる改良法が提案されている。

生産

問い合わせ先：農研機構本部
TEL：029-838-8988 e-mail：naroMeaDRI@ml.affrc.go.jp

https://www.naro.go.jp/publicity_report/publication/files/carc_chissosehishishin20200331.pdf


土づくりと減肥のための緑肥利用マニュアル 温室効果ガス 農薬 有機農業肥料

生産 品目：野菜

技術の概要

効果

導入の留意点

・緑肥の種類、すき込み時期などによっては収量減

ねらいとする導入効果をもち、適期に栽培できる緑肥を
選ぶ。主作物や周辺の作物の病害虫を増やさない緑肥と
する。すき込み時期の遅れによる作業性（緑肥すき込み
と主作物の播種）の悪化や野良生えの発生、主作物の窒
素飢餓に注意する。腐熟期間が不足すると主作物に植え
傷みが起きる。

その他（価格帯、研究開発・改良、普及の状況）

関連情報

●適応地域
マニュアルの導入事例に示された地域に限らず、主作物を
栽培しない期間が一定程度ある野菜産地などで適応可能。

圃場への堆肥投入が減少していること等から、土づくりへ
の関心が高まっている。また、化学肥料の価格は高止まりし
て生産コストを押し上げている。緑肥は、施用労力や輸送コ
ストの面で有利な有機物で、古くから肥料として栽培されて
いることを踏まえ、緑肥の導入による土づくりや減肥の方法
を取りまとめた。

・緑肥利用マニュアル -土づくりと減肥を目指して-（（国研）
農研機構（2020年））

緑肥の効果は、作物種
やすき込み時期によって
異なる。そこで、緑肥ご
とに、土づくりの効果*、
化学肥料代替の効果を定
量的に示した。
*堆肥に換算して定量化
ソルガムは堆肥1.4t/10a相当、ベッ
チは堆肥0.3t/10a相当など、土づく
り効果が違う例を掲載

◎有機物の補給などによる土づくり
緑肥の種類、すき込み時期に応じて、堆肥に換算した土
壌への有機物蓄積効果を示している。土壌の団粒化、下
層土の硬度や透水性への効果も認められている。

◎減肥

緑肥の種類、すき込み時期に応じて、次の作物の収量を
落とさずに、どのくらい減肥できるのかを示している。

◎所得への効果

各地への導入事例について、所得への効果を試算。

ソルガム、エンバク、ライムギ、ヘアリー
ベッチ、クロタラリアを緑肥として各地に
導入し、所得を増やしつつ、土づくりと主
作物の減肥栽培を行う技術を紹介。

●栽培マニュアルの表紙と緑肥の導入体系の一例

緑肥ソルガムと同量の有機物を土壌に
蓄積させるのに必要な牛ふん堆肥の量

春どりキャベツ収穫後に
ソルガム播種

草丈約200 cm（栄養
成長期）にすき込み

ソルガムすき込み
４週間後に定植

公開問い合わせ先：農研機構本部
TEL：029-838-8988 e-mail：naroMeaDRI@ml.affrc.go.jp

https://www.naro.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/134374.html


有機農業肥料温室効果ガス野菜用高速局所施肥機 農薬

生産 品目：キャベツ等

技術の概要

効果

導入の留意点

◎高い肥料の利用率で施肥量を3割削減
上層と下層の二段に局所施肥を行うことから、生育ステー
ジに合わせた効率の良い養分の供給を行えるため、肥沃な
土壌では施肥量を慣行比3割削減することができる。

・ 減肥栽培は土壌分析を踏まえて行うことが必要

減肥の効果は土壌や栽培条件によって異なるため、減肥
栽培を行う場合は事前に土壌分析等により養分収支の計
算を行い、土壌の特性に見合った施肥量とする必要。

その他

関連情報

畝内の上層と下層の二段に筋状に肥料を落とす二段局所
施肥を行うことができる畝立て同時施肥機である。従来の
局所施肥技術の、生育障害を起こしやすいというデメリッ
トを抑え、高い肥料の利用率というメリットを最大限活か
すことのできる技術であり、施肥量の削減が期待できる。
二段局所施肥は、ロータリーではなく前後二列に配置さ

れたリッジャ（いわゆる培土器で、溝を作ったり土を寄せ
るための爪）を用いることで実
現された技術である。
また、上記リッジャにより土

壌のかき分け、施肥、かき寄せ
を連続して行うため、土壌全体
を撹拌するロータリー方式と比
較し作業速度が最大２倍以上に
まで高められている。

◎GNSS等を利用した高精度な肥料の繰り出し

◎リッジャを利用した最高1.4m/sの高速畝立作業

本機は上田農機（株）から、主に嬬恋村等夏秋キャベツ
産地向けに「ボビンローラー三兼３連ソワー」、また
（株）タイショーより全国の野菜産地向けに「畝立同時施
肥機グランビスタKUTシリーズ」の名称で条間45cm仕様、
条間60cm仕様の２型式が販売されている。希望小売価格は
全型式ともに198万円（税別）。

リッジャを利用することで、ロータリー方式の畝立機では
実現不可能な最高速度1.4m/s（5km/h）で畝立施肥作業
を行うことができる。

GNSSと傾斜角度センサを
用いることで、丘陵地帯でも
繰出量が変動することなく設
定した施肥量を播くことがで
きる。コントローラーはデジ
タル化され、施肥量は液晶画
面を見ながら数値で入力する
ことができる。

野菜用の高速局所施肥機の開発
（農研機構技報 No.2, p.14-17. ）

市販化

その他
（労働生産性）

0cm

10cm

15cm

問い合わせ先：農研機構本部
TEL：029-838-8988 e-mail：naroMeaDRI@ml.affrc.go.jp

https://www.naro.go.jp/publicity_report/publication/laboratory/naro/naro_technical_report/132497.html
https://www.naro.go.jp/publicity_report/publication/laboratory/naro/naro_technical_report/132497.html


 ※1 地域名

※2 県名

※3 土壌の種類

※4 施肥 10 月 上 旬

収穫 翌年5 月 上 旬

※5 栽培期間の30℃換算日数は 36.2 日 ＝ 5.2 週間

※6 窒素施肥基準 ｋｇ/10ａ

※7 可給態窒素 mg/100g乾土

※8 窒素発現量 ｋｇ/10ａ

※9 2.2 kg/10aに相当します

15

4.5

九州・沖縄

鹿児島

黒ボク土

9.8

可給態窒素 1mg/100g が窒素施肥

黄色のセルだけ操作してください

秋冬作露地野菜の可給態窒素レベルに
応じた窒素施肥量の簡易算出法

◎安定収量を確保
可給態窒素診断結果に基づいて窒素施肥量を加減するこ
とにより、安定した収量を確保。

・施肥窒素換算量は各地の平年値でシミュレート
・キャベツ、ハクサイ、ニンジン、ブロッコ
リー、
レタス、若ゴボウで有効性を確認

・施肥窒素量算出シートは鹿児島県農業開発総合センターウェブ
サイトからダウンロード可能
https://www.pref.kagoshima.jp/ag11/

速度論的窒素無機化量の予測法に基づき、全国各地の平
均地温データから、栽培期間中の土壌無機化窒素量を予測
し、窒素施肥量に換算する表計算シートを公表した。

露地野菜を栽培する地域、土壌の種類、施肥および収穫
時期をリストから選択し、簡易法で測定した可給態窒素含
量を入力することで適正な窒素施肥量が表示される。

◎無駄な施肥がなくなり，地下水等への負荷が軽減
作物が必要な量を施肥することで施肥効率が向上。

◎計画生産に貢献
生育が揃うため、大規模栽培において、計画的な生産が
可能。

計算シートの入力例

図１ 栽培期間中における旬別窒素発現量を表示

生産 品目：秋冬作露地野菜全般

導入の留意点

効果

技術の概要

温室効果ガス 農薬 有機農業肥料

公開

関連情報

その他（価格帯、研究開発・改良、普及の状況）

●普及対象農家 大規模露地野菜農家

・畑土壌の可給態窒素簡易迅速評価法（2009年，農研機構）

・野菜作における可給態窒素レベルに応じた窒素施肥指針作成の
ための手引き（2020年，農研機構）

https://www.naro.go.jp/laboratory/carc/result_digest/files/snm
anu.pdf

http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/pamp
hlet/tech-pamph/134396.html

問い合わせ先：鹿児島県農業開発総合センター
TEL：099-245-1114（研究企画課）

https://www.pref.kagoshima.jp/ag11/
https://www.naro.go.jp/laboratory/carc/result_digest/files
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/134396.html


秋冬どりハクサイにおける
土壌診断に基づく窒素適正施肥法 温室効果ガス 農薬 有機農業肥料

生産 品目：ハクサイ

技術の概要

効果

導入の留意点

◎ハクサイの品質安定による収益向上
土壌診断によって畑ごとの地力を評価して、最適な量の
窒素施肥を行うことで、販売単価の高い良品を効率的に
生産できる。

・土壌の硝酸態窒素含量の測定は、施肥直前に行う

硝酸態窒素は、降雨等の影響を受け変動しやすいため、
可能な限り施肥の直前に測定する。

その他（価格帯、研究開発・改良、普及の状況）

関連情報

●普及の状況（茨城県）

●適応地域
茨城県

良品のハクサイを生産するためには、畑ごとに適正量の
窒素施肥をすることが重要である。
そこで、畑の窒素肥沃度の指標として可給態窒素（土中

の有機物由来の窒素供給のポテンシャル）と硝酸態窒素量
（残っている窒素肥料の成分など）を用い、窒素肥沃度に
応じて最適な窒素施肥量を導き出す技術を開発した。
秋冬どりハクサイにおける良品生産に最適な窒素施肥量

は、栽培試験によって求めた「基準値（20kg/10a）」を
用いて以下の式により算出する。

◎肥料コストと環境への窒素負荷軽減が期待できる

これまで必要以上に施肥をしていた場合、この技術導
入によって窒素施肥を最適化することで、肥料コスト
と環境への窒素負荷を低減できる。

対象地域において、栽培講習会や現地研修会を開催し、
本技術による施肥設計等について普及推進を図っている。
現在、生産者67戸（87ha）で技術が活用されている。

・茨城県農業総合センター平成31年度試験研究主要成果
冬どりハクサイにおける土壌診断に基づく窒素適正施肥法

（https://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/enken/seika/yasai/yosai/documents/r1yasai9.pdf）

問い合わせ先：茨城県農業総合センター園芸研究所
TEL：0299-45-8340 e-mail：enken@pref.ibaraki.lg.jp

公開



キュウリ促成栽培における基肥リン酸施用
要否のための可給態リン酸基準 温室効果ガス 農薬 有機農業肥料

生産

技術の概要

効果

公開

導入の留意点

・追肥は通常通り施用する

・栽培期間中にキュウリが吸収する41 kg/10aの
リン酸を追肥で施用する。

・適応地域は、灰色低地土のキュウリ促成栽培農
家とする。

その他
（価格帯、研究開発・改良、普及の状況）

関連情報

●価格帯

●改良・普及の状況

品目：キュウリ

キュウリ促成栽培は、10年以上連作している圃場が多い。
また、収穫期間が約9か月と長いことから施肥量が多く、リ
ン酸の蓄積が顕著である。
定植前の土壌中の可給態リン酸が60mg/100g以上あれば、

基肥リン酸を無施用としても、生育や収量に影響がなかった。

※2017年9月、高知県内キュウリ主要3産地の
JA販売平均価格。窒素施用量を42kg/10aとして試
算。

◎土壌中の可給態リン酸の
過剰な蓄積を抑制できる

基肥に無リン酸肥料を用いることで、肥料費が約2万円
/10a※削減できると見込まれる。

高知県内主要1産地のJAで低リン酸肥料が導入された。

1作目 1作目 2作目 3作目

作付け前 栽培終了時 栽培終了時 栽培終了時

基肥リン酸あり

基肥リン酸なし

120

100

80

60

40

20

0

(mg/100g)

可
給
態
リ
ン
酸

基肥リン酸施用の有無と収量

基肥リン酸を無施用とすること
で、可給態リン酸の蓄積を回避で
きる。

注) 図中の[ ]内の数値は、3作の累計吸収量。
可給態リン酸は1作目作付け前の値。

安全・簡便な畑土壌中リン酸の現場型評価法に基づく施設
キュウリ栽培でのリン酸減肥マニュアル
(国研)農研機構 中央農業総合研究センター(平成26年)

ドレンベッドでのリン
酸施用量試験の様子

高知県農業技術センター
内施設栽培圃場において、
可給態リン酸含有量が３段
階の土壌を用いて、基肥リ
ン酸無施用としてキュウリ
を3年(3作)栽培した。

問い合わせ先：高知県農業技術センター生産環境課 土壌肥料担当
TEL：088-863-4915

http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication
/files/narc_cucumber_reduceH3PO4_man.pdf

追肥

1作目 64 44 37 100
63 0 37 104

143 0 37 98
255 0 37 106

2作目 66 44 37 100
56 0 37 103
98 0 37 108

167 0 37 111
3作目 88 44 37 100

58 0 37 96
96 0 37 108

136 0 37 111

可販果収量

各作の基肥リン酸施用区
を100としたときの指数

リン酸施用量

基肥

(kg/10a)(mg/100g)

可給態リン酸

基肥リン酸施用の有無とリン酸吸収量

可給態リン酸 可給態リン酸 可給態リン酸 可給態リン酸

64mg/100g 63mg/100g 143mg/100g 255mg/100g

基肥 44kg/10a/作

追肥 37kg/10a/作 追肥のみ 37kg/10a/作

(kg/10a)

リ
ン
酸
吸
収
量

[122] [127] [132][112]
150

100

50

0

3作目

追肥のみ 37kg/10a/作

2作目

1作目



増収とリン酸減肥を可能にする定植前の
ネギ苗へのリン酸カリ溶液施用 温室効果ガス 農薬 有機農業肥料

生産 品目：ネギ

技術の概要

効果

導入の留意点

◎収量向上効果
初期生育が促進されることによって、リン酸肥料を
50%以上削減しても収量が高まる。

◎収益性向上効果
収量増による収入増と圃場へのリン酸肥料の施用量削
減によって、定植前に使用する資材費や労働時間の増
加を十分に補填でき、収益性が高まる。

・定植前リン酸苗施用のための肥料が必要

定植前リン酸苗施用を行うために別途肥料が必要であり、
市販リン酸資材「サンピプラス」の場合7kg/10aである。

その他（価格帯、研究開発・改良、普及の状況）

関連情報

●改良・普及の状況
・低温期の定植となる夏どり栽培、乾燥しやすい時期に定
植となる秋どり栽培生産者を中心に山形県で普及

http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/lab
oratory/narc/manual/051697.html

ネギ苗を高濃度のリン酸カリ溶液に定植前に浸漬するこ
とによって、初期生育が顕著に促進され、リン酸施用量を
50%以上削減しても、慣行と同等以上の収量を確保できる。

ネギの苗をリン酸
濃度1%に調製した
リン酸カリ溶液に浸
漬してから定植する
ことによって、初期
生育が顕著に促進さ
れ、リン酸減肥が可
能になる。

●ネギの初期生育を促進

・労働時間の増加
苗施用のリン酸カリ溶液を調製して苗を浸漬するために、
1.5時間～3時間/10aほど労働時間が増加する。

土壌診断、施肥法改善、土壌養分利用によるリン酸等の施肥
量削減にむけた技術導入の手引き

公開

●適応地域 東北・北陸地域

問い合わせ先：農研機構本部
TEL：029-838-8988 e-mail：naroMeaDRI@ml.affrc.go.jp

http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/laboratory/narc/manual/051697.html


タマネギ直播栽培における直下施肥を用いた
リン酸肥料の減肥技術 温室効果ガス 農薬 有機農業肥料

生産

技術の概要

効果

導入の留意点

市販化

◎基肥のリン酸施用量を約30％
削減、肥料コストを抑制

方法は、基肥リン酸量の1/3～
1/4（リン酸成分量で約10kg/10a
の過リン酸石灰）を、コート種子
直下約2～4cm（幅3～4cm）へ局
所施用する。残りの基肥（2/3～
3/4のリン酸、窒素及びカリウム）
は、全層施用する。

・種子と肥料の接触は収量減の可能性
種子と肥料が接触する条件では、リン酸施用量が増えるに
つれて出芽が遅延するため、施肥は種子の下方2cm以上の
ギャップを設けて肥料と種子が接触しないように留意す
る。

その他（価格帯、研究開発・改良、普及の状況）

関連情報

●価格帯

・平床仕様 （施肥播種機）：約130万円
・畦立て仕様（施肥播種機）：約158万円～179万円
＊平床仕様は火山性土壌で効果が高い

●普及の状況
・平床仕様は2015年から、畦立て仕様は2021年から市販

品目：タマネギ（直播栽培）

・タマネギ直播栽培における直下施肥を用いたリン酸肥料の減肥技
術（最新農業技術・品種2018（平成30年））

・畑作地帯における加工・業務用たまねぎの直播栽培指針（北海道
農政部（令和2年））

・福島県を中心とした被災地域における営農再開に向けたタマネギ
の新たな栽培技術（福島県農業総合研究センター（令和3年））

タマネギ直播栽培において、種子の直下へリン酸施肥
を行うことで、減収することなく、基肥のリン酸施用量
を約30％削減することが可能となる。直下施肥により、
減肥しても効果的に肥料成分の吸収が可能となり、初期
生育が促進される。なお、 減肥+直下施肥では、肥大開
始や倒伏が早まり収量が安定する。

・減肥により生育や肥大開始が遅
れて減収することが 多いが、直
下施肥を行うことで収量は慣行
施肥と同等となる。

・リン酸肥沃度が低い圃場でも直播栽培が可能となり、
作付面積の増加、国内産シェアの拡大に寄与する。

◎リン酸肥沃度が低い火山性土などで効果的

種子

肥料

●施肥播種機械の導入
・播種機械自体は慣行の播
種機であるが、直下施肥
のための施肥機構は北海
道の平床仕様、本州の畦
立て仕様とも開発済。

平床仕様 畦立て仕様
（アグリテクノサ （株式会社
ーチ株式会社より） クボタより）

減肥＋ 慣行施肥
直下施肥

問い合わせ先：農研機構本部
TEL：029-838-8988 e-mail：naroMeaDRI@ml.affrc.go.jp

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kihyo03/gityo/new_tech_cultivar/pdf/2018kobetuseika/2018_11.pdf
https://www.hro.or.jp/list/agricultural/research/tokachi/develop/technology_info/vegetable/guide_for_direct_sowing_onion_20200513.pdf
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/433133.pdf

