
平成２６年度生産農水省環境総合対策事業 

（農業生産環境対策事業のうち低コスト施肥技術体系確立事業低コスト施肥技術体系確立事業低コスト施肥技術体系確立事業低コスト施肥技術体系確立事業） 

事業実施状況報告書 

1．目  的 

現在肥料の価格は、平成２０年度の高騰時に比べ落ち着いているものの、高騰前に比べいまだに高い

状況にあり、今後も世界的な人口増加→食糧増産→肥料需要増→肥料価格の高騰という連鎖は避けて通

れないと考えられる。このような状況にも対応できる野菜生産の体質強化を図る低コスト施肥技術体系

の確立が早急の課題である。当協議会では、「好熱菌発酵産物（商品名：キチン酵素）とミネラルを用

いた施肥技術」を活用することにより、施肥量（窒素、リン酸、加里）を削減し、肥料コスト低減につ

ながり、増収・品質向上にも繋がる技術の確立を目的とする。 

2013 年 3 月日本農芸化学会に於いて、「好熱菌発酵産物の施用によりオーキシン（Auxin）の輸送関連

タンパクの遺伝子の発現が増強することが確認され、作物の根の伸長や生体重量の増加をもたらす可能

性があることが報告された。」（千葉大大学院・日環科学㈱） 

また、当該好熱菌発酵産物を活用した肥料（商品名：キチン酵素）を施肥した農業の現場においても比

較的少ない肥料成分で生育が旺盛なことから窒素、リン酸、カリ肥料の有効利用に繋がることが期待さ

れる。 

本事業では、この技術が減肥に効果があるということを実証すべく、現地普及センターとも連携しなが

ら、本技術を高度化させるとともに、様々な地域、土壌条件でも適用できることを確認し、その後、県

内で広域に普及を進めていくことを目的とする。 

 

2．場  所 

 長野県南牧村野辺山  黒岩洋一氏圃場 

 長野県南牧村海尻   井出文洋氏圃場 

3．方  法 

 ①一般施肥区 

②低コスト実証区 

③慣行区（一回施肥 2 作用当地域推奨モデル） 

 上記一区画（6ｍ×8m＝48 平方ﾒｰﾄﾙ ）3 連にて実施  

 

 

 

 

 

 

 

4、試験区概要 黒岩氏圃場 井出氏圃場 

品種 1 作目白菜（黄楽）⇒2 作目（黄楽） 1 作目白菜（黄信）⇒2 作目（黄信） 

播種日 1 作目 4 月 30 日 施肥日 5 月 3 日 1 作目 4 月 30 日 施肥日 5 月 8 日 

定植日 1 作目 5 月 23 日 1 作目追肥 6 月 20 日 1 作目 5 月 26 日 1 作目追肥 6 月 23 日 

収穫日 1 作目 7 月 15 日⇒2 作目 9 月 24 日 1 作目 7 月 15 日⇒2 作目 10 月 17 日 

      ②堆肥・土壌改良材は、各試験区共通 

      ③低コスト実証区の苗は、育苗段階でキチン酵素を散布 

① ② ③ 

③ ① ② 

② ③ ① 

P1 



５．試験圃場の説明

当初、黒岩農場は、白菜黄化病対策に「クロールピクリンのマルチ畦内処理を実施してきたが、年々

効果が悪くなってきており、クロールピク

のことであっ

一部の畑でクロールピクリンの代替でキチン酵素を使用。

年より最大年間

（2010 年,2011

その結果、キチン酵素使用前の

素使用 4 年目、肥料を極力減らしても箱に入りきれない程の大玉が多くなり、使用

は、元肥をゼロにして尿素の追肥のみで

ほど遅れた

た圃場で土壌消毒剤を使用せず、元肥を

ン酵素施用により

できたため

［参考］黒岩農場では白菜大玉用平箱（

ﾚﾀｽ 135cm

 

６．土壌分析の実施

 日本土壌協会で行った

取れていた。長年栽培された高原野菜圃場での土壌の

もなく、CEC

黒ボク火山灰土壌であり、腐植が多く存在しリン酸の効きにくい土壌となっている。

井出農場の分析結果は、カリ数値が高い結果となった。これは豚糞堆肥によるものと推察された。

 

７．堆肥の主要化学性の分析

 日本土壌協会の分析結果に対するコメント、比較表を別紙に掲載しました。

8．低コスト

①元肥は、清和複合肥料

②リン酸資材は、リンサングアノを使用

③追肥は、尿素（

④長年の堆肥連用により、ミネラルの吸収阻害、土壌病害の増加し易い環境が増えており、これらの対

策として水溶性総合ミネラル（

物（キチン酵素）施用で、土壌の生態系（微生物性）を改善

 

９．慣行区

 

試験圃場の説明（低コスト施肥技術確立事業に応募した理由）

黒岩農場は、白菜黄化病対策に「クロールピクリンのマルチ畦内処理を実施してきたが、年々

効果が悪くなってきており、クロールピク

のことであった。2008

一部の畑でクロールピクリンの代替でキチン酵素を使用。

年より最大年間 60 本使用していたクロールピクリンの使用を

,2011 年,2012

その結果、キチン酵素使用前の

年目、肥料を極力減らしても箱に入りきれない程の大玉が多くなり、使用

は、元肥をゼロにして尿素の追肥のみで

ほど遅れた場所もあった

た圃場で土壌消毒剤を使用せず、元肥を

ン酵素施用により、土壌中の少ない肥料成分で成長を促すというメカニズムが作用しているこ

たため、今回の事業応募に繋がった。

黒岩農場では白菜大玉用平箱（

135cm マルチ使用

土壌分析の実施 

日本土壌協会で行った

いた。長年栽培された高原野菜圃場での土壌の

CEC が、48.4

黒ボク火山灰土壌であり、腐植が多く存在しリン酸の効きにくい土壌となっている。

井出農場の分析結果は、カリ数値が高い結果となった。これは豚糞堆肥によるものと推察された。

堆肥の主要化学性の分析

日本土壌協会の分析結果に対するコメント、比較表を別紙に掲載しました。

低コスト実証区で用いる肥料について

①元肥は、清和複合肥料

②リン酸資材は、リンサングアノを使用

③追肥は、尿素（N46％）を使用します。→

長年の堆肥連用により、ミネラルの吸収阻害、土壌病害の増加し易い環境が増えており、これらの対

策として水溶性総合ミネラル（

物（キチン酵素）施用で、土壌の生態系（微生物性）を改善

慣行区（一回施肥

（低コスト施肥技術確立事業に応募した理由）

黒岩農場は、白菜黄化病対策に「クロールピクリンのマルチ畦内処理を実施してきたが、年々

効果が悪くなってきており、クロールピク

2008 年クロールピクリンとキチン酵素を併用したところ結果が良かったので、

一部の畑でクロールピクリンの代替でキチン酵素を使用。

本使用していたクロールピクリンの使用を

,2012 年,2013 年

その結果、キチン酵素使用前の

年目、肥料を極力減らしても箱に入りきれない程の大玉が多くなり、使用

は、元肥をゼロにして尿素の追肥のみで

もあったが平箱出荷率は

た圃場で土壌消毒剤を使用せず、元肥を

土壌中の少ない肥料成分で成長を促すというメカニズムが作用しているこ

今回の事業応募に繋がった。

黒岩農場では白菜大玉用平箱（

マルチ使用 10a=4115 本－ﾌﾞｰﾑ道

日本土壌協会で行った黒岩農場の土壌分析結果

いた。長年栽培された高原野菜圃場での土壌の

48.4％と大きく

黒ボク火山灰土壌であり、腐植が多く存在しリン酸の効きにくい土壌となっている。

井出農場の分析結果は、カリ数値が高い結果となった。これは豚糞堆肥によるものと推察された。

堆肥の主要化学性の分析 

日本土壌協会の分析結果に対するコメント、比較表を別紙に掲載しました。

実証区で用いる肥料について

①元肥は、清和複合肥料 14-18-14

②リン酸資材は、リンサングアノを使用

％）を使用します。→

長年の堆肥連用により、ミネラルの吸収阻害、土壌病害の増加し易い環境が増えており、これらの対

策として水溶性総合ミネラル（Gエイト）で土壌のミネラルバランス（化学性）を整え、好熱菌発

物（キチン酵素）施用で、土壌の生態系（微生物性）を改善

施肥 2 作用当地域推奨モデル）

（低コスト施肥技術確立事業に応募した理由）

黒岩農場は、白菜黄化病対策に「クロールピクリンのマルチ畦内処理を実施してきたが、年々

効果が悪くなってきており、クロールピクリンの使用量を増やしても場所によっては、効果が薄い」と

年クロールピクリンとキチン酵素を併用したところ結果が良かったので、

一部の畑でクロールピクリンの代替でキチン酵素を使用。

本使用していたクロールピクリンの使用を

年）で 8 作の

その結果、キチン酵素使用前の 2007 年ではジシアン化成で

年目、肥料を極力減らしても箱に入りきれない程の大玉が多くなり、使用

は、元肥をゼロにして尿素の追肥のみで 1毛作、

が平箱出荷率は 90％近い出荷とな

た圃場で土壌消毒剤を使用せず、元肥を 2袋+

土壌中の少ない肥料成分で成長を促すというメカニズムが作用しているこ

今回の事業応募に繋がった。  

黒岩農場では白菜大玉用平箱（4 玉入れ）での出荷計画をしており（畝幅

本－ﾌﾞｰﾑ道）通常より

の土壌分析結果

いた。長年栽培された高原野菜圃場での土壌の

％と大きく塩基飽和度は理想値下限の

黒ボク火山灰土壌であり、腐植が多く存在しリン酸の効きにくい土壌となっている。

井出農場の分析結果は、カリ数値が高い結果となった。これは豚糞堆肥によるものと推察された。

日本土壌協会の分析結果に対するコメント、比較表を別紙に掲載しました。

実証区で用いる肥料について 

14 を使用 →

②リン酸資材は、リンサングアノを使用 → 

％）を使用します。→ 

長年の堆肥連用により、ミネラルの吸収阻害、土壌病害の増加し易い環境が増えており、これらの対

エイト）で土壌のミネラルバランス（化学性）を整え、好熱菌発

物（キチン酵素）施用で、土壌の生態系（微生物性）を改善

当地域推奨モデル）

（低コスト施肥技術確立事業に応募した理由）

黒岩農場は、白菜黄化病対策に「クロールピクリンのマルチ畦内処理を実施してきたが、年々

リンの使用量を増やしても場所によっては、効果が薄い」と

年クロールピクリンとキチン酵素を併用したところ結果が良かったので、

一部の畑でクロールピクリンの代替でキチン酵素を使用。

本使用していたクロールピクリンの使用を

の栽培を試みた

年ではジシアン化成で

年目、肥料を極力減らしても箱に入りきれない程の大玉が多くなり、使用

毛作、2毛作共栽培したところ結果は圃場によって

％近い出荷とな

+追肥の尿素のみで平箱出荷率が

土壌中の少ない肥料成分で成長を促すというメカニズムが作用しているこ

 

玉入れ）での出荷計画をしており（畝幅

）通常より株間が広く大玉を栽培し易い環境にあります。

の土壌分析結果は、土壌中のカリ成分が少ない他

いた。長年栽培された高原野菜圃場での土壌のいわゆる

塩基飽和度は理想値下限の

黒ボク火山灰土壌であり、腐植が多く存在しリン酸の効きにくい土壌となっている。

井出農場の分析結果は、カリ数値が高い結果となった。これは豚糞堆肥によるものと推察された。

日本土壌協会の分析結果に対するコメント、比較表を別紙に掲載しました。

 

→ リン酸成分が高く安価の為（低ｺｽﾄﾓﾃﾞﾙ農家使用実績）

 リンサン吸収係数が高い為

 窒素成分が

長年の堆肥連用により、ミネラルの吸収阻害、土壌病害の増加し易い環境が増えており、これらの対

エイト）で土壌のミネラルバランス（化学性）を整え、好熱菌発

物（キチン酵素）施用で、土壌の生態系（微生物性）を改善

当地域推奨モデル） 

（低コスト施肥技術確立事業に応募した理由） 

黒岩農場は、白菜黄化病対策に「クロールピクリンのマルチ畦内処理を実施してきたが、年々

リンの使用量を増やしても場所によっては、効果が薄い」と

年クロールピクリンとキチン酵素を併用したところ結果が良かったので、

一部の畑でクロールピクリンの代替でキチン酵素を使用。2 年目の結果も良く、

本使用していたクロールピクリンの使用を全て中止し、

を試みた。 

年ではジシアン化成で 10～12

年目、肥料を極力減らしても箱に入りきれない程の大玉が多くなり、使用

毛作共栽培したところ結果は圃場によって

％近い出荷となった。また、

追肥の尿素のみで平箱出荷率が

土壌中の少ない肥料成分で成長を促すというメカニズムが作用しているこ

玉入れ）での出荷計画をしており（畝幅

株間が広く大玉を栽培し易い環境にあります。

は、土壌中のカリ成分が少ない他

いわゆるメタボ化（塩基飽和度

塩基飽和度は理想値下限の 60.8％であった。当地は、八ヶ岳山麓の

黒ボク火山灰土壌であり、腐植が多く存在しリン酸の効きにくい土壌となっている。

井出農場の分析結果は、カリ数値が高い結果となった。これは豚糞堆肥によるものと推察された。

日本土壌協会の分析結果に対するコメント、比較表を別紙に掲載しました。

リン酸成分が高く安価の為（低ｺｽﾄﾓﾃﾞﾙ農家使用実績）

吸収係数が高い為

窒素成分が高く安価の為（低ｺｽﾄﾓﾃﾞﾙ農家使用実績）

長年の堆肥連用により、ミネラルの吸収阻害、土壌病害の増加し易い環境が増えており、これらの対

エイト）で土壌のミネラルバランス（化学性）を整え、好熱菌発

物（キチン酵素）施用で、土壌の生態系（微生物性）を改善し、肥料の有効利用を促進する。

注意 

リンサン肥料については、佐久農業改

良普及ｾﾝﾀｰ唐澤所長と協議した結果、

実証区と同じリンサンを同量使用する

方が分かり易いとのことでリンサング

アノを使用、追肥も尿素で統一。

 

黒岩農場は、白菜黄化病対策に「クロールピクリンのマルチ畦内処理を実施してきたが、年々

リンの使用量を増やしても場所によっては、効果が薄い」と

年クロールピクリンとキチン酵素を併用したところ結果が良かったので、

年目の結果も良く、使用開始

全て中止し、キチン酵素に代替し

12袋使用していたのが、

年目、肥料を極力減らしても箱に入りきれない程の大玉が多くなり、使用

毛作共栽培したところ結果は圃場によって

また、2013 年度は

追肥の尿素のみで平箱出荷率が 95

土壌中の少ない肥料成分で成長を促すというメカニズムが作用しているこ

玉入れ）での出荷計画をしており（畝幅

株間が広く大玉を栽培し易い環境にあります。

は、土壌中のカリ成分が少ない他

メタボ化（塩基飽和度

％であった。当地は、八ヶ岳山麓の

黒ボク火山灰土壌であり、腐植が多く存在しリン酸の効きにくい土壌となっている。

井出農場の分析結果は、カリ数値が高い結果となった。これは豚糞堆肥によるものと推察された。

日本土壌協会の分析結果に対するコメント、比較表を別紙に掲載しました。 

リン酸成分が高く安価の為（低ｺｽﾄﾓﾃﾞﾙ農家使用実績）

吸収係数が高い為（低ｺｽﾄﾓﾃﾞﾙ農家使用実績）

高く安価の為（低ｺｽﾄﾓﾃﾞﾙ農家使用実績）

長年の堆肥連用により、ミネラルの吸収阻害、土壌病害の増加し易い環境が増えており、これらの対

エイト）で土壌のミネラルバランス（化学性）を整え、好熱菌発

し、肥料の有効利用を促進する。

リンサン肥料については、佐久農業改

良普及ｾﾝﾀｰ唐澤所長と協議した結果、

実証区と同じリンサンを同量使用する

方が分かり易いとのことでリンサング

アノを使用、追肥も尿素で統一。

黒岩農場は、白菜黄化病対策に「クロールピクリンのマルチ畦内処理を実施してきたが、年々

リンの使用量を増やしても場所によっては、効果が薄い」と

年クロールピクリンとキチン酵素を併用したところ結果が良かったので、

使用開始 3 年目

キチン酵素に代替し

袋使用していたのが、

年目、肥料を極力減らしても箱に入りきれない程の大玉が多くなり、使用 5 年目の

毛作共栽培したところ結果は圃場によって

年度は、牧草地を起こし

95％超えたことは、キチ

土壌中の少ない肥料成分で成長を促すというメカニズムが作用しているこ

玉入れ）での出荷計画をしており（畝幅 42cm×株間

株間が広く大玉を栽培し易い環境にあります。

は、土壌中のカリ成分が少ない他は全般にバランスが

メタボ化（塩基飽和度 90％以上）の傾向

％であった。当地は、八ヶ岳山麓の

黒ボク火山灰土壌であり、腐植が多く存在しリン酸の効きにくい土壌となっている。 

井出農場の分析結果は、カリ数値が高い結果となった。これは豚糞堆肥によるものと推察された。

 

リン酸成分が高く安価の為（低ｺｽﾄﾓﾃﾞﾙ農家使用実績）

（低ｺｽﾄﾓﾃﾞﾙ農家使用実績）

高く安価の為（低ｺｽﾄﾓﾃﾞﾙ農家使用実績）

長年の堆肥連用により、ミネラルの吸収阻害、土壌病害の増加し易い環境が増えており、これらの対

エイト）で土壌のミネラルバランス（化学性）を整え、好熱菌発

し、肥料の有効利用を促進する。

リンサン肥料については、佐久農業改

良普及ｾﾝﾀｰ唐澤所長と協議した結果、

実証区と同じリンサンを同量使用する

方が分かり易いとのことでリンサング

アノを使用、追肥も尿素で統一。

黒岩農場は、白菜黄化病対策に「クロールピクリンのマルチ畦内処理を実施してきたが、年々

リンの使用量を増やしても場所によっては、効果が薄い」と

年クロールピクリンとキチン酵素を併用したところ結果が良かったので、2 年目

年目の 2010

キチン酵素に代替し 4 年間

袋使用していたのが、キチン酵

年目の 2012 年度

毛作共栽培したところ結果は圃場によって 7～10 日

牧草地を起こし

たことは、キチ

土壌中の少ない肥料成分で成長を促すというメカニズムが作用していることが推察

×株間 54cm、

株間が広く大玉を栽培し易い環境にあります。

は全般にバランスが

％以上）の傾向

％であった。当地は、八ヶ岳山麓の

井出農場の分析結果は、カリ数値が高い結果となった。これは豚糞堆肥によるものと推察された。 

リン酸成分が高く安価の為（低ｺｽﾄﾓﾃﾞﾙ農家使用実績）

（低ｺｽﾄﾓﾃﾞﾙ農家使用実績） 

高く安価の為（低ｺｽﾄﾓﾃﾞﾙ農家使用実績） 

長年の堆肥連用により、ミネラルの吸収阻害、土壌病害の増加し易い環境が増えており、これらの対

エイト）で土壌のミネラルバランス（化学性）を整え、好熱菌発酵産

し、肥料の有効利用を促進する。 

リンサン肥料については、佐久農業改

良普及ｾﾝﾀｰ唐澤所長と協議した結果、 

実証区と同じリンサンを同量使用する

方が分かり易いとのことでリンサング

アノを使用、追肥も尿素で統一。 

P2 

黒岩農場は、白菜黄化病対策に「クロールピクリンのマルチ畦内処理を実施してきたが、年々

リンの使用量を増やしても場所によっては、効果が薄い」と

年目

010

年度

日

牧草地を起こし

たことは、キチ

とが推察

、

株間が広く大玉を栽培し易い環境にあります。 

は全般にバランスが

％以上）の傾向

リン酸成分が高く安価の為（低ｺｽﾄﾓﾃﾞﾙ農家使用実績） 

 

長年の堆肥連用により、ミネラルの吸収阻害、土壌病害の増加し易い環境が増えており、これらの対

酵産


