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☆6 月 14 日から 7 月 15 日にかけ、ワールドカップ

ロシア大会が世界中を熱狂させました。西野ジ

ャパンも予想を上回る活躍でした。 
☆6 月 28 日から 7 月 8 日頃にかけ、西日本を中

心に北海道や中部地方など全国的に広い範囲

で記録された台風 7 号及び梅雨前線等の影響

による集中的な豪雨がありました。この気象災害

で死者が多数出たほか、大きな土木・農業災害

をもたらしました。被害を受けられた地域や関係

者の皆様には心よりお見舞いを申し上げ、1日も

早い復旧を祈念しています。 
異常気象はその後も続き、常識とは異なる伊

豆諸島沖から東海、中四国を経由して九州に向

かった台風 12 号も西日本に被害を与えました。 
☆7 月以降過去には例をみない異常高温が続い

ています。猛暑、酷暑、危険な暑さなどと、体温

をはるかに超えた高温に列島はうだっています。

これが経済活動や農業生産にも影響を与えて

いるほか、出来秋の農産物の品質への影響も心

配されます。 
☆以下本通信での情報提供の概要を紹介します。 

「ご案内」欄では、間近に迫った『国際オーガ

ニック EXPO2018』について紹介しました。 

全国エコファーマーネットワークは、幹事会の

検討を経て 17 回目を迎える同 EXPO に初めて

協力・参加することにしました。従来軸足をおい

てきた技術力・経営力の向上に向けた活動に加

え、安全・安心・美味しい会員の生産物の販路

の確保・拡大を図る活動の第一歩として参加す

ることにしたものです。 

本 EXPO は、流通業界・飲食業界等の関連業

者との間で取引の機会を増やすことを狙いとし 

 

している展示会のため（B（business）toB（business）と

言われている）、農産物等の供給者であるネット

ワークの会員にとって、取引機会の創設につな

がる可能性があります。本 EXPO では、会員の

活動の紹介や農産物・農産加工品等の展示・販

売を通じ、持続可能な環境保全型農業への理

解を深め、ネットワーク活動の輪を広げることも

狙っています。 

会員の皆様も、農産物に限らないオーガニッ

ク・ナチュラル製品の状況を 1 カ所で幅広く知る

ことができるこの機会に、知見を広められることを

お勧めします。 

☆「会員だより」欄の 1 番目は、北海道の空知地方

で特別栽培の玉葱生産を行っているエコファー

マーグループ「大地の会」の代表西田秀樹さん

に、環境保全型農業に取り組んでいる様子を紹

介頂きました。仲間と共に「玉葱畑から食卓へ」

を合言葉に、消費者に喜ばれる玉葱生産のた

め多くの工夫や情報の共有を行っています。 

☆「会員だより」欄の 2 番目は、賛助会員としてエ

コファーマーを支えて頂いている井関農機夢あ

る農業総合研究所の屋代幹雄さんに、露地野

菜作で肥料施用量を大幅に削減でき、環境に

優しい施肥技術として成果を上げている「うね内

部分施用技術」について、分かりやすく紹介して

頂きました。省資源、省力化、低コスト化の視点

から普及が進んで欲しい技術です。 

☆「活動報告」欄では、全国エコファーマーネットワ

ークが目指していることや活動方針及び最近の

主な活動について概要を紹介しました。 

（全国エコファーマーネットワーク事務局） 
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 ご案内     

国際オーガニック EXPO２０１８へお出かけ下さい 

―日本土壌協会及び全国エコファーマーネットワークが初参加― 

 

 
１．国際オーガニック EXPO２０１８の特徴 

今回で 17 回目を迎える国際オーガニック

EXPO２０１８（以下「オーガニック EXPO」と略

す）に、全国エコファーマーネットワークは（一

財）日本土壌協会と連携して参加することにな

りました（同封の案内パンフレット参照）。 

時期は 8 月 30 日（木）から 9 月 1 日（土）で、

有機農産物や有機食品のほか、現今のライフ

スタイルに欠かせなくなっている衣類、コスメ、

雑貨など多岐にわたるオーガニック・ナチュラ

ル製品が一堂に集まる専門展示会です。 

「安心・安全」「環境配慮」「健康志向」など

の消費者ニーズの高まりの中で、本 EXPO は

BtoB（商品供給者と商品販売者の商取引）

の拡大に重点をおいており、生産・製造者と流

通・販売者の商談拡大が意図されており、そ

のような視点から展示のほか両者に役立つ数

多くのセミナーも充実しています。オーガニッ

ク・ナチュラル製品の消費拡大には消費者へ

の啓発活動が欠かせないため、最終日の 9 月

1 日には一般消費者にも開放しています。 

  

２．オーガニック EXPO２０１８参加の狙い 
全国エコファーマーネットワーク及び日本土

壌協会がこの EXPO に参加することにした狙

いは、組織によって多少違いはありますが、大

きくは「持続可能な農業に向けた環境保全型

農業の啓発・推進」にあります。 

日本土壌協会では古くから土づくりの啓発

を通じて環境保全型農業を支援して参りまし

たが、特に有機栽培を成功に導くには土づくり

が基本になるため、ここ 10 年有余にわたり有

機農業技術の調査や有機栽培技術の手引書

作成に力を入れてきました。 

また、平成 24 年度から土づくりの人材育成

を目的に土壌医検定試験を開始しましたが、

営農指導者、生産者、農業素材メーカーだけ

でなく、今回 EXPO に参会される多くの食品製

造・流通・販売関係者にも知って頂いて活用

して頂くことが重要と考えております。 

そこで、この試験制度の紹介を行い、土づく

りの基礎となる土壌分析の一端についても知

って頂き、環境保全型農業への理解を高めた

いと考えております。 

一方、全国エコファーマーネットワークは、

各県知事の認証により環境に優しい農業の推

進者であるエコファーマーの先駆者の方々が、

その技術力・経営力のレベルを相互研鑽によ

り一層の向上を図る狙いをもって、特別栽培

者や有機農業指向者等が主導して平成 22 年

に結成した全国組織です。 

今回の展示会において、ネットワークでは持

続可能な農業実現に向けた会の趣旨を広く

発信して賛同者を増やすとともに、会員の農

産物や農産加工品の展示・販売を通じて、安

心･安全でおいしい商品を知って頂き、販路

拡大の機会にしたいと考えています。また、環

境保全に資する会員の活動の一端も紹介で

きればと考えています。 

  

３．ナチュラル＆エコゾーンで待ってます 
ネットワーク会員の方は、本 EXPO にお出か

け頂き、現在のトレンドである広い意味でのオ

ーガニック・ナチュラル製品の実状把握の機

会として頂くようお勧めします。ネットワークが

出展している「ナチュラル＆エコゾーンのＮＥ

－３ブース」にお立ち寄り下さい。   

EXPO の開催内容・場所（パシフィコ横浜）

は、今回本通信に同封しましたパンフレット

（無料招待券付き）でご確認頂くほか、更に詳

細な内容は、本事業の企画主体である国際オ

ーガニック EXPO 事務局のウエブサイト（http

ｓ://organic-expo.jp/）や本会のウェブサイト

（www.eco-farmer.net）でご確認下さい。 

協力・出展団体として加わるネットワーク

（eco@japan-soil.net）にお問合わせ頂ければ、

無料招待券の提供などの便宜を図ります（ウェ

ブで事前登録しても無料になります）。 
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 会員だより（正会員）     

 

『玉葱畑から食卓へ』を合言葉に！ 

―１０人のエコファーマーで特別栽培玉葱を共販― 

 
北海道栗山町すこやか大地の会代表 西田農園  西田 秀樹 

 
 
 

１．食料基地北海道を代表する農産物

『玉葱』 

本年は北海道開拓が始まってから150

年を迎えます。私達が営農を行っている

栗山町では明治30年代後半から玉葱栽培

が始まっており、現在では400haを越え

る道内有数の玉葱産地となっています。 

北海道には明治11年に、北米よりイエ

ローグローブダンパーズが伝えられまし

た。その当時は栗山町でも５月に直播き

が行われ、10月に収穫できる栽培体系で

したが、現在では雪深い２月の播種作業

に始まり、４月中旬の移植を経て、７月

下旬から収穫できる極早生種から、翌年

7月まで市場供給できる品種と貯蔵技術

の向上により、食料基地北海道を代表す

る農産物『玉葱』となりました。 

西田農園では現在父母、夫婦、娘の５

名とパートで、玉葱の特別栽培を８.６

写真１ 玉葱畑にて 

 

haで行っています。品種は収穫・販売期

間や販路を考慮して、オホーツク２２２

（早生一番の高収量性品種）、北もみじ

２０００（中晩性で作付け北海道№１品

種）、トヨヒラ（中晩性で辛みが少なく

食味のよい品種）を中心に、１０品種程

度を栽培しています。 

 

２．玉葱の適地で特別栽培グループ結成 

栗山町は玉葱の適地です。栽培環境は、

メロンで有名な夕張山系から流れ出る夕

張川中流域に位置し、玉葱の生育に適し

た肥沃な河成沖積土の地帯である上に、

有効土層1ｍ以上の好条件の地に立地し

ています。 

さらに早い融雪（本年は3月24日）や

太平洋側からの南風と肥大期の蝦夷梅雨

の加減がよく、玉葱栽培に適した場所で

す。また、適地適作での先人達の努力の

上、近年の土づくり、圃場観察による栽

培技術の向上、改善により、環境にやさ

しい循環型農業が可能になったと感じて

います。 

私達は平成４年から５軒の玉葱農家で

共販グループを立ち上げ、現在では10軒

のエコファーマー認定農家で100haを越

える特別栽培レベルの玉葱栽培グループ

となっています。 

私達が行っている一般的な玉葱の生育

期と農作業からなる栽培暦を示せば、図

１のようになります。 
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図1 地域での玉葱の栽培暦 

 

私達が力を入れて取り組んでいる環境保

全型農業技術にカバークロップの導入があ

ります。これは玉葱の後作に緑肥としてヘア

リ ー ベ ッ チ 「 藤 え も ん 」 と え ん 麦 野 生 種

「PRATEX」を混播し、播種約2ヵ月後に地上

部を裁断後2～3日放置し、好嫌気性複合微

生物資材「コフナMP」を散布・鋤込みにする

ものです（写真２）。この緑肥の作付けで畑

の透水性・排水性が改善でき、微生物資材

を活用した緑肥のすき込みで団粒構造の形

成や腐植化が促進され、有用微生物群が多

様化・活性化され、成果を上げています。 

 
 
 
 
 
 
 
 

写真２ カバークロップの導入 

 

３．すこやか大地の会が心がけていること 

現在北海道の玉葱は1万3000haを越える作

付面積となり、私達の産地は市場供給量とそ

の安定力では他産地には及びませんが、消費

者に選んでいただけるように、玉葱品種のよ

り深い理解から土作りに始まる玉葱栽培を以

下の３つの要点を大事にして行っています。 

①野菜場産地として手間をかけ、消費者に選

ばれる玉葱を栽培し食卓まで意識する。 

⇒安全，安心を栽培規範から考える。 

⇒メンバーの平均耕作面積10haの中で、土

づくりによる連作障害防止を図り永続

性を考える。 

②各種勉強会を大事にして、各自理解力を高

め玉葱栽培を実践する。 

⇒生協、種苗会社、資材会社、販売会社

と連携した研修。 

⇒知識量の範囲でしか理解は得られない。 

③会員相互の情報共有を大事に、玉葱生育ス

左がカバークロップ導入畑 緑肥は種同時収穫機 後作緑肥の畑 
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テージ、病害虫発生に対処する。 

⇒独自連絡網と徹底。 

⇒作業に対する裏付け、自信をもつ。 

 

10軒の会員は、いかに美味しく、評価され

るものを作るか、日々このことだけを考え、

試行錯誤を繰り返しています。必要とされる

出荷先には栽培履歴も添付しています。 

『すこやか大地の会』では、以上のよう

な点に留意しながら当たり前の農作業を続け、

プロフェッショナな玉葱農家を目指していま

す 

 

４．三日月地区の栽培環境克服への模索 

（１）土壌特性と土壌分析結果の活用 

別添土壌生産性分級図（図2）中心部に西

田農園と表示した場所（詳細分級図では

K256）がほぼ私達の自宅と圃場です。図面

中心部に夕張川が右下より左上へ蛇行してお

り、その右岸に位置するMZ－Ⅱ、FU－Ⅱの地

域が、南空知でも有数の玉葱産地になってい

ます。当会の会員も同地区で玉葱を栽培して

います。 

そこで詳しく当地域の土壌をみるため、

春施肥前の土壌を分析してみました（表１）。 

 

・家前畑は、連作70年の玉葱畑 

・転作畑は、連作30年で、それ以前は水田

だった所 

・稲井畑は、４年前に購入した農地で、

前耕作者も玉葱を連作していた畑 

 

傾向的には夕張川の河成沖積土で、潜在

的に苦土の多い地域であることに加え、玉葱

の永年の連作でリン酸の蓄積が見られます。 

土壌分析結果からみて、どの畑の収量が

一番多いと思いますか。収穫量の多いのは家

前畑で、この圃場ではエコファーマー（特別

栽培基準）として、稲・麦藁主体の１年程度

熟成さ堆肥を40年連続して、10月に1500㎏

/10aと、玉葱収穫後にえん麦系とペッチ系の

混播緑肥の栽培を25年継続している圃場です。   

また、個人毎に異なりますが、生産性を

上げるためさらに土壌診断の結果を踏まえ、

多くの圃場で10月上旬までにお礼肥えとして

米糠、鶏糞、豚糞や貝化石等を施用すること

も行っています。しかし、転作畑の方が腐植

値が家前の１.４に対し２.２と僅かに高いも

のの、土壌の物理性の悪さもあり、平均反収

は5500㎏に対し600㎏前後少なく苦戦してい

ます。 

 

図２ 玉葱栽培を行っている地域の土壌分級図 
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表１ 属性の異なる圃場別土壌分析結果 

 
分析項目 単位 

圃場別分析値と基準値外の項目(＊) 基準値 

家前 転換畑 稲井 下限 上限 

土
壌
分
析
結
果 

ｐH(H2O)  7.07 ＊ 6.89 ＊ 6.62 ＊ 6   6.5 

EC ｍS/cm 0.11 0.08  0.08  0.1   0.3 

CEC meq/100g 28.3 ＊ 24.5  26.8 ＊ 15 25 

交換性石灰 mg/100g  369 ＊ 373 ＊ 296 ＊ 420 500 

交換性苦土 mg/100g 89 75.8  65.7  60  90 

交換性加里 mg/100g 53.5 ＊ 50.6 ＊ 49.5  40  50 

有効態リン酸 mg/100g 230 ＊ 180 ＊ 220 ＊ 20  80 

ﾘﾝ酸吸収係数  839 646  476 ＊ 500 900 

腐植 ％ 1.4 ＊ 2.2 ＊ 2.8 ＊ 3 5 

硝酸態窒素 mg/100g 0.4 0.3  0.3  5 15 

ｱﾝﾓﾐｱ態窒素 mg/100g 4.8     6.2  4.5    

塩
基
バ
ラ
ン
ス 

塩基飽和度 ％ 66.3 ＊ 74.3  55.6 ＊ 70 90 

石灰飽和度 ％ 46.6 ＊ 54.4 ＊ 39.4 ＊ 65 75 

苦土飽和度 ％ 15.7 ＊ 15.5 ＊ 12.3 ＊ 20 25 

加里飽和度 ％ 4.00 4.40  3.90 2 10 

石灰/苦土比  2.96 3.51  3.22 3 6 

苦土/加里比  3.91 3.52  3.12 2 4 

注：分析時点でのEC値や硝酸態窒素は低いが、秋期の緑肥栽培により吸肥に伴うもの

であり、基準値外の値であるが＊印は付けてない。 

 

土壌分析結果ではリン酸の高数値も目

につきます。そこでリン酸を減らした試

験を農業普及所指導のもとに行った成果

を基にして、特別栽培専用肥料としてホ

クレン037V（窒素10％、リン酸13％、加

里7％）や有機ペレットSO79（窒素10％、

リン酸17％、加里9％）を中心に、低度

化成を組み合わせたオリジナルの配合肥

料を施用している。その結果、慣行栽培

の圃場での一般的な10a当たり施肥量

（窒素20㎏、リン酸40㎏、加里20㎏）に

対し、窒素18㎏（半量は有機態窒素によ

る）、リン酸25㎏、加里15㎏程度に抑え

た施肥をして収穫量を安定させました。 

そして最近特に注意しているのが塩基

バランスで、一部に石灰飽和度や苦土飽

和度が低い圃場もみられますので、これ

を改善していくため硫酸カルシウム（pH

５）や根張りを良くするため硫黄分の施

用も重要と感じています。以前は単カル

に始まり、貝化石に進み、硫酸カルシウ

ムに行き着いています。しかし、硫酸カ

ルシウムも多くの商社から商品化されて

いますが、粒子や何を添加しているか、

まだまだ勉強することが多いと感じてい

ます。 

なんとか自分の意志に反映してくれる

畑を創ることが大事で、本当に難しく感

じています。会員全員がほぼ同じ土壌環

境下なので、同質の玉葱を供給できるこ

とが最も重要なことと考えています。 

 

（２）地表排水対策の徹底 

さて農業を営む上で、出来不出来でよ

く言い訳にされる悪天候ですが、経営者

として、また共販責任者として言い訳を

しない事を心掛けています。 

今期も問題となる雨水対策が第一と考

え、移植前の春作業で圃場チェックを行

い、表面帯水が起きないように均平化明

渠の泥上げに始まり、近年の作業機能が

向上している心土破砕機能を持つ複合機
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としてのアッパーロータリー（ニプロ製）

の導入，移植精度の高い移植機の導入な

どを積極的に進めています。しかし、写

真３の右側のように、降雨量10ミリ程度

の雨でも、場所によっては畑面に地表水

が滞水してクラスト（土膜）が出来てし

まうことがあります。 

そこで写真３の左側のような中耕作業に

よって、この解消を図っています。カル

チベーターは除草用途を優先して行う中

耕作業ですが、この地域では、クラスト

ができた表土を中耕することにより、表

土層の膨軟性を確保することが必要にな

ります。玉葱の浅い根域を少しでも深く

する意図と、表土に膨軟空気層を持たせ

ることで地温維持対策も考えて行ってい

ます。そのため爪の形状や鎮圧方法も考

慮しています。 

 
写真３ クラスト（右側）対策のための

中耕（左側） 

 

（３）会員相互の情報共有 

以上のような技術情報に加え、会員情

報の共有が不可欠のため、生育段階に応

じた生育進度や病害虫発生情報、市場情

報の収集にネットワークをはり、「すこ

やか大地の会」独自で会員情報も毎月発

行し、他産地を凌駕する高品質の玉葱生

産が行えるように注意喚起を行っていま

す。こうして作物をみる目を向上させ、

“玉葱畑から食卓へ”を合言葉に、地球

にやさしい農業を求めて25年を経過した

“すこやか大地の会”です。 

 

５．消費者を意識した最近の取組 

西田農園では、野菜の中身を 2015 年よ

りチェックしています。特に、活性酸素消化

能の数値に関心をもち、抗酸化力の数値

の高い品種“トヨヒラ”に注目しています。 

昨年（株）メディカル青果物研究所に生

産した玉葱の健康診断スコアを計測してみ

てもらったところ、図３のような分析結果を

頂きました。 

 

図３ 生産した玉ネギの健康診断スコア（例示） 

（株）メディカル青果物研究所分析結果 

 

【総評コメント】 

DB平均値（玉葱/10月）※と比較すると、

Brix糖度に関して平均値の約1.3倍という高

い値となり、抗酸化力（植物ストレス耐性力）

についてもやや高い傾向が見られました。 

ビタミンC含量については、平均値と同程

度の範囲内の値でした。 

硝酸イオン含量は平均値と同様に、検出

限界値以下の非常に低い値でした。 

食味については、甘い香りがあり、シャキ

シャキと瑞々しい食感で、甘味と、鼻に抜け

る辛味が強く感じられるという評価でした。

 

※ DB はデリカフーズグループ保有の
データベース（59 検体）を指します。 

 

品種：トヨ ヒラ 
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 会員だより（賛助会員）     

露地野菜作で肥料施用量を大幅に削減でき、環境に優しい施肥技術 

うね内部分施用技術 

井関農機（株） 夢ある農業総合研究所 技術顧問 屋代 幹雄 

 

一般的にキャベツ・ハクサイ等土地利用型の露

地野菜生産においては、稲・麦・大豆など一般作

物と同様にブロードキャスターやライムソワー等

の施肥用機械を用いて肥料を圃場全体に散布し、

ロータリー等を用いて土壌と攪拌・混和してうね

立て機でうねを立て、そこに野菜苗を定植したり、

種子を播種したりしています。この方法は「全面

全層施用法」と呼ばれ、肥料がうね内だけでなく

うね間も含む圃場全体に土壌と混和して施用され

ています。しかし、地上部の広がりが大きい露地

野菜では、土地全体を使って面的に栽培している

一般の畑作物と異なり、どちらかというと点的に

栽培していると考えられ、このため、面的に圃場

全体に撒かれた肥料をすべて利用しているのでは

なく、うね間など野菜が利用しない部分に施用さ

れた肥料成分や過剰に施用され利用されずに残っ

た肥料成分は土壌中に残り、蓄積されます。また、

うねの表面やうね間に混和されている肥料は降雨

等により、圃場周囲や地下に流出します。このよ

うに土壌中に蓄積されたり、周囲や地下に流出し

た肥料成分は、地下水や河川など近隣の水域環境

や周囲環境を汚染したりする可能性があり、問題

にもなりつつあります。また、肥料価格も 2008

年の高騰以来、高値で推移しており、これにより

生産コストが増加し、露地野菜生産者の経営を圧

迫しています。 
 これらのことから、生産量と品質を確保しつつ、

無駄に施用されている肥料を大幅に減らす低資材

投入型かつ環境負荷低減型生産技術の開発が求め

られています。 

 ここで紹介する「うね内部分施用技術」は、露

地野菜作において肥料施用量を大幅に削減でき、

かつ省力的で環境に優しい生産技術で、国立研究

開発法人農業・食品産業技術総合研究機構で開発

され、井関農機（株）が実用化したものです。 

 

１.従来の肥料等生産資材の施用法とその特徴 

 現在、一般的に露地野菜作で行われている施用

法は、前述したように基肥等の肥料をうね内やう

ね間も含めて圃場全体に土壌と混和して施用する

「全面全層施用法」です（図-1 左参照）。この方

法では定植した苗の根の周辺に肥料が十分にあ

り、定植直後の苗は順調に生育するが、うね間の

肥料は圃場外への流出し地下水や河川等環境を汚

染したり、利用されずに蓄積したりして無駄にな

っています。 
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これまで、これを解決する方法の一つとして、

うね内の局所に資材を施用する「うね内局所施用

法」が開発されています（図-1 中央参照

方法では、定植した苗の根が肥料を求めて伸長し、

施用資材周辺に根を広げて生育するため、うね間

やうね表面に肥料を施用する必要がなくなり、施

用量を削減できます。しかし、堆肥等で地力が高

く維持されていないと定植後の苗の根が肥料に届

くまでの間は肥料成分がないので初期生育が遅れ

る傾向があります。また、定植時に

れたり、うね内の施肥位置が安定していないと

定植した苗の根と肥料の距離が変化

のばらつきや根と肥料の接触による

こす危険性があります。また、機械的にも土壌水

分が高いと土中に施用する部分に土が詰まる等の

トラブルも起こしやすい。また、「うね内局所施

用法」による肥料施用量の削減効果は

あり、大幅な削減に結びついていません

 

２．うね内部分施肥法の特徴と効果について

 「うね内部分施用法」は、前述の手法と異なり、

うねの中心部の定植した苗の周辺部だけに肥料・

農薬等施用資材を帯状に土壌と混和して施用する

 
化成肥料を「全面全層施用法」、「うね内局所

施用法」、「うね内部分施用法」で施用した場合

のキャベツの生育経過を見ると（図

内局所施用法」では「全面全層施用法」と同量の

肥料を施用しても、定植直後は肥料無施用区と同

等の生育を示し、初期生育が大きく遅れ

 
これまで、これを解決する方法の一つとして、

うね内の局所に資材を施用する「うね内局所施用

中央参照）。この

方法では、定植した苗の根が肥料を求めて伸長し、 

施用資材周辺に根を広げて生育するため、うね間

やうね表面に肥料を施用する必要がなくなり、施

。しかし、堆肥等で地力が高

く維持されていないと定植後の苗の根が肥料に届

くまでの間は肥料成分がないので初期生育が遅れ

にうねがつぶさ

うね内の施肥位置が安定していないと、

定植した苗の根と肥料の距離が変化し、初期生育

による肥料焼けを起

機械的にも土壌水

分が高いと土中に施用する部分に土が詰まる等の

トラブルも起こしやすい。また、「うね内局所施

用法」による肥料施用量の削減効果は30％程度で

ません。 

うね内部分施肥法の特徴と効果について 

「うね内部分施用法」は、前述の手法と異なり、

うねの中心部の定植した苗の周辺部だけに肥料・

農薬等施用資材を帯状に土壌と混和して施用する

方法です（図-１右参照）。

 この手法は、耕うん軸に一つのうねあたり２枚

のディスクがうねの中心を境に同距離になるよう

に取り付けられているのが特徴です

うね立て機の上部に取り付けられ

ッパと繰出装置から繰り出された肥料は、ホース

の中を通り２枚のディスク間の前方に散布され、

２枚のディスクとその間の耕うん爪により横方向

に逃げることなく土壌と攪拌・混和され、その後

成形板でうね立て成形され

肥料はうねの中央部の設定範囲内に帯状に土壌と

混合して施用されます（図

化成肥料を「全面全層施用法」、「うね内局所

施用法」、「うね内部分施用法」で施用した場合

図-４）、「うね

内局所施用法」では「全面全層施用法」と同量の

肥料を施用しても、定植直後は肥料無施用区と同

等の生育を示し、初期生育が大きく遅れました。

これは定植直後の根が肥料施用位置まで伸長する

までは定植する土壌の保有肥料により生育してい

ることを示しています。しかし、「うね内部分施

用法」では肥料施用量を50

期まで「全面全層施用法」と同様に順調な初期生

育を示しました。これは、「うね内部分施用法」

）。 

に一つのうねあたり２枚

のディスクがうねの中心を境に同距離になるよう

のが特徴です (図-２）。 

 
うね立て機の上部に取り付けられている肥料ホ

繰り出された肥料は、ホース

の中を通り２枚のディスク間の前方に散布され、

２枚のディスクとその間の耕うん爪により横方向

に逃げることなく土壌と攪拌・混和され、その後

成形板でうね立て成形されます。これによって、

肥料はうねの中央部の設定範囲内に帯状に土壌と

図-３）。 

 

これは定植直後の根が肥料施用位置まで伸長する

までは定植する土壌の保有肥料により生育してい

。しかし、「うね内部分施

50％削減しても、生育中

期まで「全面全層施用法」と同様に順調な初期生

た。これは、「うね内部分施用法」
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で施用した場合には、定植直後の根の周辺に生育

に必要な肥料成分が十分に施用されているため、

これを定植直後からすぐに吸収することができた

ためであると考えられます。 

 

 「うね内部分施用法」で肥料施用量を50％削減

した場合、「全面全層施用法」で 100％施用した

場合と同等の個体結球重が得られ、収量が減少す

ることはありませんでした（図-５）。

 

 

これまでに、化成肥料や緩効成分を含む基肥一

発肥料であるならば30～50％、追肥をこれまで通

り行うのであれば基肥を 50％まで施用量を削減

しても生育・収量に影響はありませんでした。ま

た、「うね内部分施用法」では、定植時にうねが

つぶれても、定植位置が変動しても定植した苗の

周辺には十分な肥料があるため、生育が揃う傾向

にありました。これは移植した苗の周辺には慣行

よりも高い濃度の肥料成分が混合して施用されて

いるため、移植直後から作物は順調に生育すると
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考えられ、このことから、うね内部分施用法は比

較的初期生育が遅れがちである寒冷地においても

良好な初期生育を確保でき、品質及び収量の安定

化が期待できる施用法です。 

 その他に、「うね内部分施用法」では肥料をう

ね内にのみ部分的に施用されており、うねの側面

やうね間には施用していないので、「全面全層施

用法」と比較してうね側面やうね間の雑草の生育

が抑制される効果があります。また、耕うん前に

行っていた施肥作業が、うね立て時にこの作業と

同時に行うことができ、これまで２～３工程かか

る施肥・混合・うね立ての作業工程を１工程で行

うことができ、作業工程を簡略化でき、作業能率

を向上する効果があります。そのうえ、「うね内

部分施用法」では、うね表面や側面ならびにうね

間の肥料成分が少ないため、生育期間中の降雨等

による表層流出や地下部流出が防止できます。ま

た、収穫後土壌中に残る肥料成分も少なくなるの

で、土壌中への肥料成分の残留や残留成分の流出

が防止でき、環境への負荷を低減させる効果も認

められました。 

 「うね内部分施用法」では単位面積当たりの資

材施用量を大幅に削減することができ、この方法

で肥料の施肥量を 30～50％削減した場合、2009

年度の肥料価格で算定すると、肥料費が 5,000～

10,000円/10a程度低減できます。うね内部分施用

機（２うね用）の購入価格を約100万円とした場

合、肥料代だけで２～４haの作付面積があれば、

購入機械費を５年間で償却できます。さらに作業

能率や作業時間の短縮化により、さらに大幅なコ

スト低減効果があります。 

 

３．うね内部分施用機 

「うね内部分施用機」は大規模生産者から小規模

生産者まで経営面積に応じた２条～４条用のうね

内部分施用機と、平うね（同時マルチも可）に対

応したうね内部分施用機の４機種のラインアップ

が完成し、「エコうねまぜ君」という愛称で井関

農機（株）から販売されています（図-６）。 

うね内の攪拌・混和される幅はディスク間の距離

を変えることによって、15cm～30cmの範囲で設定

することができます。また、搭載されている肥料・

農薬等資材繰出装置はGPSを利用して作業速度を

検出し、その作業速度に連動して操出し量を変え

る速度連動式施用装置で、一度設定すれば作業速

度を変えても、圃場傾斜で作業速度が変化しても、

設定施用量を正確に施用することができます。ま

た、使用する農家の施用資材により、粒状資材用

繰出し装置や粉・粒剤兼用繰出し装置の組み合わ

せを変えることによって、対応可能です。 

  なお、３うね・２うね内部分施用機は、後方に

播種機を取り付けることによってダイコンやニン

ジン等根菜類の栽培に利用することができます。

また、平うね内部分施用機は、その後方に付いて

いる成型板の後ろに播種機を取り付けることによ

りダイコンやエダマメ作等に、成型板を取り外し

てマルチ張り機を取り付けることによりブロッコ

リー・レタス等平うねマルチ栽培にも利用するこ

とが可能です。 

 平成 17 年から、24 道県 43 ヶ所で「うね内

部分施用機」を用いた現地実証試験を実施し、

葉菜類ではキャベツ・ハクサイ・レタス・ブ

ロッコリー・カリフラワー、根菜類ではダイ

コン・ニンジン、豆類では大豆・エダマメ、

果菜類では露地トマト・露地ナス、花き類で

は小ギクなど多くのの生産現場において汎用的

に使用することができることが実証されていま

す。 
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４．今後の方向 

 「うね内部分施用法」では、定植する苗の周辺

に生育に十分な量を施肥するため、定植直後の根

は肥料をすぐに吸収することができ、旺盛な初期

生育を示します。また、うね間やうねの側面等利

用されない部分には施用しないので、

施肥法」による面的施用法と比較して「うね内部

分施肥法」では施肥量を30～50％削減できるよう

になり、無駄な施肥量を削減することができ

また、定植時にうねがつぶれても、定植位置が変

動しても定植した苗の周辺には十分な肥料がある

ため、生育が揃う傾向にあります。

料施用法は露地野菜における減肥料、低コスト・

省力技術として、しかも環境に優しい技術として

生産現場への普及が期待されます。

 現在、さらなる施肥量削減技術として、緩効性

肥料をうまく利用して追肥量も削減する手法も開

発されつつあります。その一つとし、「うね内部分

「うね内部分施用法」では、定植する苗の周辺

に生育に十分な量を施肥するため、定植直後の根

は肥料をすぐに吸収することができ、旺盛な初期

。また、うね間やうねの側面等利

用されない部分には施用しないので、「全面全層

施肥法」による面的施用法と比較して「うね内部

％削減できるよう

無駄な施肥量を削減することができます。

また、定植時にうねがつぶれても、定植位置が変

動しても定植した苗の周辺には十分な肥料がある

。今後、この肥

料施用法は露地野菜における減肥料、低コスト・

省力技術として、しかも環境に優しい技術として

生産現場への普及が期待されます。 
現在、さらなる施肥量削減技術として、緩効性

肥料をうまく利用して追肥量も削減する手法も開

発されつつあります。その一つとし、「うね内部分

施肥法」を利用してうね中央部と外側にうねを区

分して速効性・緩効性肥料等特徴の異なる別々の

肥料を施用したり、「うね内部分施肥法」と「うね

内局所施肥法」を組み合わせたりして、生育初期

にはうね中央部に施用された速効性肥料成分を利

用し、生育後期にはうね外側部分や局所的に施用

された緩効性肥料を利用することにより、これま

でに基肥、追肥量とも50％程度まで削減できる可

能性も見出だされています。

 今後の方向としては、貴重な肥料を無駄なく効

率的に施肥するために、栽培する露地野菜や土壌

に応じて、最適な肥料を、最適な位置に、最適な

量を施肥する施肥手法が開発され、生産量と確保

しつつ肥料施用量をより大幅に減らすことが近い

うちに可能となると思われます。

 

 

施肥法」を利用してうね中央部と外側にうねを区

効性・緩効性肥料等特徴の異なる別々の

肥料を施用したり、「うね内部分施肥法」と「うね

内局所施肥法」を組み合わせたりして、生育初期

にはうね中央部に施用された速効性肥料成分を利

用し、生育後期にはうね外側部分や局所的に施用

された緩効性肥料を利用することにより、これま

％程度まで削減できる可

能性も見出だされています。 
今後の方向としては、貴重な肥料を無駄なく効

率的に施肥するために、栽培する露地野菜や土壌

に応じて、最適な肥料を、最適な位置に、最適な

量を施肥する施肥手法が開発され、生産量と確保

つ肥料施用量をより大幅に減らすことが近い

うちに可能となると思われます。 
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 活動報告     

全国エコファーマーネットワークの主な活動 

―最近の取り組みから― 

 

◆ネットワークが目指すもの 

全国エコファーマーネットワークは、農業生

産活動に伴う環境負荷の一層の低減に加え、地

球温暖化、生物多様性、資源の有効利用など新

たな課題への対応を通じ農業の公益的機能を高

めるとともに、消費者の求める安心・安全で品

質の良い農産物の供給の拡大を目指しています。  
このような取組は、消費者や流通関係者はも

とより、環境保全に寄与する活動・資材提供を

行っている団体・企業等多くの方々の理解と協

力が必要であり、相互の交流を重視しています。 
 

◆ネットワークの活動方針 

全国各地で先駆的取組を行っているエコファ

ーマー達が連携して先進的な技術や経験の交流

を行い、互に研鑽を深め、技術力・経営力の向

上を図る必要があります。また、消費者や流通

関係者への情報発信の強化を通じ、エコファー

マーが生産した農産物の取引が環境保全に繋が

ることを理解し、販路拡大に協力してもらうこ

とも不可欠です。 
このような活動は、全国各地のエコファーマ

ーや賛同者の結集があってはじめて可能です。

環境保全型農業の普及・推進に共に取り組み、

また支援者として、「全国エコファーマーネット

ワーク」への加入をお待ちしております。 

 

◆ネットワークの主な活動 

最近行ってきた主な活動は以下の通りです。昨

今は環境保全型農業を一層レベルアップしていく

ため特別栽培農産物の生産拡大に重点を置いて

います。 

 

 

 

① 「エコファーマー全国交流会」の開催 

毎年開催県を変えて講演会、情報交換・交

流会、現地研究会を行っています。講演会

では環境保全型農業の政策、安心・安全・美

味しさにこだわった農業生産への取組、商品

力を高める取組について研鑽を深めています。

情報交換・交流会では会員、消費者、流通

関係者等との交流を、現地研究会では先進

的な農業者等の取組を学んでいます。 
② 技術研究会の開催 

会員からの要請が強い環境保全型農業技術

について研修会を行っています。29 年度に

は会員の意向調査を踏まえ、環境保全型農

業の基本となる土づくりについて、座学を

中心とした研修会を行いました。 
③ 消費者等への啓発活動 

農林水産省「消費者の部屋」で開催の特別

展示に参加し、消費者等への理解増進に努

めてきました。今年は「国際オーガニック

EXPO」で啓発・展示・販売に取組ます。 
④ 会員等への情報提供 

ほぼ四半期毎に「エコファーマーネットワーク

通信」を会員に提供しているほか、「ホームペ

ージ」（www.eco-farmer.net）による情報発信を

行っています 
⑤ ネットワークのシンボルマークの普及推進 

環境にやさしい農業の一層の推進を目指し

て組織されたネットワークの認知度を高め、

活動の輪を広げるため、シンボルマークを

定めその普及を進めています。 

 【お問合せ】  電話：０３－３２９２－７２８１  FAX：０３－３２１９－１６４６  ｅ-mail:eco@japan-soil.net  
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