vol.

科学する農業

として与えておかなければなりませ
ん。これが過剰な施肥になる原因で

の最大の問題点は、施肥過剰に陥っ

トをしてきましたが、日本での栽培

肥の量を多めに与える傾向がありま

追肥が行ないにくいという理由で基

また、
野菜などのマルチ栽培では、

いという条件が施肥過剰に陥る最大

だわりすぎているように思います。

基肥で肥料を与えるということにこ

を行なう方が理に適っていますが、

雨の多い条件下では、追肥で施肥

めに、施肥量を減らすことに、非常

物を育てているという意識が強いた

とはありません。日本では施肥で作

天気次第の栽培になるなど、いいこ

が多くなり、天候の影響を増幅し、

ソラマメの全国的な産地である鹿
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多くの方が天候の影響には目をつ
す。

雨で流乏する分も基肥として与え

ぶっていて、天候の影響を回避する
際には天候の影響を最小限に抑える

るわけですから、播種直後はむしろ

ことは不可能だと考えています。実
ことができ、それもお金や手間をか

土壌養分は過剰になります。土壌養
生育初期は、養分が

ない方が作物は根を張るだろうと考

でしょうか？

分が過剰な状態で、作物の根は張る

けずに回避することすら可能です。

植
物の生理からみると
追肥型の方が理に敵う

ていることです。この施肥過剰によ

す。よく考えてみていただきたいの

えるのが自然でしょう。

って、作物栽培への天候の影響が増

ですが、マルチには肥料の流乏を防

長年、栽培の現場でコンサルタン

幅されているのです。

の原因といってよいでしょう。雨が

基肥で肥料を与えるのは、施肥の

に多くの方が抵抗を持っています。

ぐという効果があるのです。ところ

多いということは、肥料の流乏が激

方法の一つに過ぎず、肥料流乏の激

日本の気候の特徴は、雨が多いと

しくなり、基肥として与える施肥量

しい日本では、効率が悪いのです。

がマルチ無しに比べて、マルチ栽培

植物の生理から見ると、播種直後

基肥で施肥を行なう利点は、作業が

ころにあります。
農業を行なうには、

というのは作物体自体が小さいため

楽であるという一点です。作物の生

そこで今回は、基肥を減らすこと

では施肥量を多く与えてしまうのが

に多くの養分を必要とせず、体が大

理から見ると全く理に適っていませ

でどのような効果があり、どのよう

は多くなりがちです。

きくなるに従って必要とする養分量

ん。この基肥中心の施肥が日本の栽

に改善が可能かを見てみましょう。

際に 基 肥 の 窒 素 成 分 を
半分にしてみたら……
も増えます。雨が多く、肥料流乏覆

培技術を停滞させている理由の一つ

実
い日本では、体が大きくなった時期

だと思います。

暑すぎず、寒すぎず、最も恵まれた

PROFILE

施肥が多すぎると、病気生理障害

Illustration by Kazushige Akita

に十分な養分量を確保するために

実状ようです。

1961年生まれ。日本大学文理学部心理学科卒業後、埼玉県、
北海道の農家にて農業研修。派米農業研修生として2年間アメ
リカにて農業研修。種苗メーカー勤務後、1995年 農業コンサ
ルタントとして独立。1998年㈲アグセス設立代表取締役。農業
法人、農業関連メーカー、農産物流通企業、商社などの農業生
産のコンサルタントを国内外で行っている。講習会、研修会、現地
生産指導などは多数。無駄を省いたコスト削減を行ないつつ、効
率の良い農業生産を目指している。
Blog：
「あなたも農業コンサルタントになれる」
http://ameblo.jp/nougyoukonnsaru/

は、途中で流乏する分も含めて基肥

条件であると思います。この雨が多

Shinichi Okamoto

岡本 信一
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［最大の問題点は基肥中心の施肥過剰 ］

児島県指宿市の㈱アグリスタイルに
カ所に調査区

調査の方法は、６カ所の圃場でそ
れぞれ３カ所、合計

年に全圃場の施肥量を半分

った時点で窒素が多いと考えられた
ので、

が、調査時期の関係で、１月 日～

３月 日の調査結果になります。な

お、測定回数や間隔などが若干違う

行なった２年間の気象データ
（図１）

まず見てもらいたいのは、調査を

えた時期がよかったのでは』とか言

ベテラン農家は、『たまたま』
とか
『植

たので周囲は不作でした。ご近所の

不良率が下がりました。雨が多かっ

れた通り窒素を半分に減らしたら、

れません。しかし、出荷できるさや

節に一つになるため数自体は影響さ

ほとんど変わりません。ソラマメが

ます。両年とも調査した総さや数は

図２にソラマメのさやの数を示し

しています。

年は、や

同社社長の湯ノ口貴之氏は「言わ

ため、調査期間を４回に分けて集計

のみを行ない、２年目（以降、 年）

るために、さやの数を増やすような
です。平年値と比べると

ます。不良率が下がった結果、出荷

ってました……」と効果を語ってい

まり割合は、ほぼ倍近くに増えてい

がはるかに多く、出荷数による歩留

の数は、まるで違っていて 年の方

ソラマメは、節に一つずつ豆がな

なく、雨量が相当多いという正反対

量が大幅に増えたのです。

もらったものです。

ことは基本的にできません。いかに
や干ばつ気味で、 年は、日照も少

収量を増やすポイントです。さやに

の天候でした。ところが、調査結果

800
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調査結果（収穫・重量）
図3

94.7％ 82.1％ 88.3％ 93.7％
2009 年
0
歩留まり 76.6％ 65.1％ 33.0％ 86.0％
2008 年
30000
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ただけで、 年の方がはるかに天候

になりますが、窒素の量を半分にし

も同じ傾向が見られます。繰り返し

図３にあるように重量で見てみて

09

れば、どのくらい無駄な施肥を減ら

無駄に手間とお金を使うくらいであ

がお分かりいただけたでしょうか。

どの障害を与えているかということ

この結果から、施肥過剰がどれほ

な結果になります。

同様に窒素肥料を減らせば同じよう

偶然でもありません。多くの作物で

ことは難しいと思います。そして、

ようが、ここまで劇的に変化させる

おそらくどのような資材を使用し

だったのです。

は悪かったにも関わらず、この結果

09

12

ら収穫が始まり、翌春まで続きます

40000

91.1％ 72.4％ 80.9％ 87.3％
2009 年
0
歩留まり 63.4％ 46.5％ 18.4％ 74.0％
2008 年

ました。

では、はるかに 年の収穫量の方が

1000

月の初旬か

入っている豆の数が少なすぎてもダ

規格外
出荷
［個］
1200

指宿のソラマメは、

メですし、曲がっていたり痛みがあ

08

多かったのです。 年に調査を行な

規格外
出荷
［g］
50000

気象データの比較と施肥条件
図1

ったりすると出荷ができません。

図2

09

09

を半分に削減しました。

不良ができないように取るのかが、

収穫は、数日おきに普通に収穫して

10

08

はデータの分析結果を元に基肥窒素

と土壌分析は、
約 日ごとに行ない、

にしてもらったことで、良い結果が

て、２００８年から２年間調査させ

12

得られたと考えられます。

09

画を設けて、作物体と土壌の養分デ

調査結果（収穫・さやの数）

ータ、収量を調査しました。作物体

18

ていただいたものを紹介します。初

※気象データはそれぞれ前年12月〜その年の3月までの４カ月間のもの

年度（以降、 年）はデータの採取

18

せるのかを考えるべきでしょう。
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平年値
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平均気温［℃］
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