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高濃度有機性汚水を低コストで浄化
できるハイブリッド伏流式人工湿地ろ
過システム

　酪農場、養豚尿液やバレイショデンプン工場などからの高濃度の有機性汚水を、好気と嫌気の両方のろ過方式を組み合わせ
たハイブリッド構造により浄化する、多段式の伏流式人工湿地ろ過システムです。
　安全バイパス構造や軽量浮遊資材の表面敷設などの仕組みにより、ろ床の目詰まりや冬季の凍結を回避しながら、ヨシやミミ
ズ、微生物などからなる浄化機能を支える生態系を作って、竣工直後から汚水を浄化できます。
　面積あたりの浄化効率が世界的な設計標準値よりも大きいことを現地実証し、既存の伏流式人工湿地システムよりも省スペー
スで設置できます。
　同じ処理能力を有する従来の機械的処理法に比べ、初期費用は3分の2程度、電気使用料などの運転費用は20分の1程度で
す。

北海道大学 1

薬用植物の植物工場における栽培技
術の開発

　現在漢方薬の材料となる生薬原材は需要量のほとんどを海外からの輸入に頼っており，将来的に供給が不安視されていること
から，国内生産による安定供給が望まれている。薬用植物の中には日本の気候下では薬効成分を定められた含有量で産生しな
い場合があり，そのような場合には施設栽培，人工環境下での栽培が有効であり，植物工場も有力な栽培施設のひとつである。
しかし，薬用植物の人工環境下での栽培事例は非常に少ないこと，多用される薬用植物は地下部を利用するものが多く，植物工
場における主要な栽培方法である養液栽培になじみにくいなど，課題が多い。これらの課題を克服するため，秋田県立大学生物
資源科学部植物資源創成システム研究室では，需要量の多い薬用植物(マオウ)や，特に地下部(根茎，根塊)を利用する薬用植
物 (オウレン，トウキ，ジオウ )を対象に，植物工場における 適栽培条件，促成栽培法，有効な養液栽培技術の開発研究を行っ
ている。また，薬効成分の二次代謝の環境応答に関する研究もすすめており，環境制御によって薬効成分を高蓄積した薬用植
物生産技術の開発にも取り組んでいる。

秋田県立大学 10

バイオマスエネルギー作物の耐冷性
向上技術

　 農山漁村における再生可能エネルギーの活用を図る上で、油脂系バイオマスは、ディーゼルエンジン動燃系のエネルギー源と
して重要である。油脂系バイオマスではジャトロファなどの熱帯作物において単収が特に高いことが知られているが、耐冷性に劣
るため冷涼地での栽培は進んでいない。本シーズでは、油脂系バイオ燃料植物の耐冷性を向上させるため、耐冷性の付与物質
である二糖類のトレハロースを、ジャトロファ等のバイオ燃料植物において蓄積させ、このバイオ燃料植物に遺伝子組換え手法を
用いてトレハロース生合成酵素遺伝子を導入し、耐冷性を向上させる技術を開発した。また、組織培養変異を用い、遺伝子組換
え技術によらずに耐冷性のバイオ燃料作物を選抜育種する技術系を構築した。これらの技術は、他のバイオ燃料作物の耐冷性
を向上させることにも活用可能である。

鳥取大学 11

簡易開閉式トンネル
　慣行トンネルと比較して保温性は同等で，開閉作業を大幅に省力化でき.る。トンネルの幅や高さを変えることで多重被覆も可能
であり，既存ハウスに簡易に設置できる被覆トンネルである。

宮城県農業・園芸総合研究所 12

梅調味廃液による鶏糞堆肥製造時の
アンモニア臭抑制

　和歌山県内で調味梅干製造に使用された後の梅調味廃液は年間18,000トン発生し、内10,000トンが産業廃棄物として廃棄処分
されているが、主要成分として糖分20％程度、塩分8％程度、クエン酸3％程度を含んでいる。。
この梅調味廃液はｐHが3程度と低いため、ｐHの高い鶏糞に施用するとアンモニアガスの発生を抑制することができる。
鶏糞堆肥に梅調味廃液を5％添加することで、アンモニア臭を30％抑制することができ、第一リン酸アンモニウムを併用すること
で約50％のアンモニア臭発生を抑制することができる技術である。

和歌山県農業試験場 13

鶏ふん、豚ぷん堆肥の窒素肥効予測
ソフト

　鶏ふん、豚ぷん堆肥の全窒素量、無機態窒素量および水分などを入力すると、堆肥からの窒素肥効パターンを予測できるソフ
トを開発した。また、無機化特性値を基に、地温データを入力すると任意の時期、期間における窒素の効き方を作図することがで
きる。

岡山県農林水産総合センター農業研究所 14

土壌水分や土性の違いが主要な有機
質肥料の窒素無機化に及ぼす影響

　有機質肥料の窒素無機化を肥料の主な有機質材料毎に測定しており、組合わせることで配合肥料にも適応できる。
　土壌は灰色低地土に、土壌水分はpF1.2～2.1で適用できる。

佐賀県農業試験研究センタ－ 15

雨水を利用した施設園芸のかん水量
確保技術

　施設園芸に使用する灌漑用地下水の塩水化が進み、灌漑用水の不足が大きな問題となっている。そこで、連棟ハウスの屋根

に降った雨水を簡易的な貯水槽
※

に貯留して、灌漑用水として利用するための貯水槽規模を決定する水収支シミュレーションを
検討した。
※簡易貯水槽
単管パイプやコンパネ、軟質塩化ビニルシート等のホームセンターで購入できるものを利用し設置。資材購入費用24万円程度。

熊本県農業研究センター生産環境研究所 16



ビーツ、フダンソウおよび飼料ビート
の遺伝解析

ビーツ、フダンソウおよび飼料ビートは、いずれも栽培ビート（Beta bulgaris ssp. vulgaris）に属する。当研究室では栽培ビートの
別種テンサイ（サトウダイコン）の遺伝情報や解析技術を保持しており、これらがそのまま利用できる。

北海道大学大学院農学研究院 19

イネ科植物の次世代におけるストレス
抵抗性強化法

　本技術のイネ科植物の次世代におけるストレス抵抗性強化法は、少なくとも当代の植物の栄養成長期においてストレス処理を
かける工程を含むことを特徴とする。
　本技術のストレス抵抗性を強化されたイネ科植物の種苗は、上記のイネ科植物の次世代におけるストレス抵抗性強化法によっ
て得られることを特徴とする。

国立大学法人岩手大学 20

微量元素による産地特定技術 食物中微量元素を測定、産地別のデータベースを作成し、産地を特定する技術。 東京農業大学 21

露地野菜等に対する土壌の可給態リ
ン酸含量に応じたリン酸施肥

葉茎菜類のハクサイ，根菜類のニンジン，サツマイモの代表作物を選定し，土壌の可給態リン酸含量とリン酸施肥の違いが収量
に及ぼす影響を調査し，県内の露地野菜畑地における土壌の可給態リン酸含量レベルに応じた，統一的なリン酸施肥基準量を
検討した。
　その結果，可給態リン酸含量（トルオーグ法）が土壌診断基準値の50mg/100g乾土を超える場合は無施肥，30～50mg/100g乾
土では50％減肥が可能となった。

鹿児島県農業開発総合センター 22

アザミウマ類の薬剤感受性簡易検定
法の開発

　施設野菜等の害虫であるアザミウマ類は、産地等によって薬剤感受性が異なる。そのため、効果的な薬剤の選定が重要であ
る。しかし、既存の薬剤感受性検定には時間と労力がかかる。そこで、薬剤感受性簡易検定法を開発した。
　薬剤感受性簡易検定法では、プラスチック製遠沈管（50ml）の上部に採集管を取り付け、採集器具として用いる。アザミウマ類
の採集後に採集管部分を外し、検定植物を入れて、供試虫の生死を判定する。
　このように、採集容器と検定容器を兼ねることで、供試虫を移し替える手間が省略できる。また、24時間後の生死判定で感受性
検定が可能で、既存の検定方法の2週間と比較して迅速である。

石川県農林総合研究センター農業試験場 25

赤色系ネット被覆によるアザミウマ類
防除効果

微少昆虫用の防除資材としては、通気性や温度の問題から目合いの細かさには限界がある。そこで昆虫が認識できない赤色領
域（620nm～）の0.8mm目合いの赤色系ネットにより通気性を確保しつつ防除効果を確保した。

神奈川県農業技術センター 26

広域防護柵の河川開口部に防草シー
トをのれん状に垂らして目隠しするこ
とでニホンジカの侵入を防止できる

広域防護柵の河川開口部に防草シートをのれん状に垂らして目隠しすることでニホンジカの侵入を防止できる。防草シートのの
れんは護岸の上に渡した単管パイプに１ｍ幅の防草シートを20～30cm重ねて針金で固定する。それぞれのシートの下部に”おも
り”として塩ビパイプ等を固定してのれん状に垂らす。下部を固定しないため、河川の流下物が堆積しにくい。

長野県農業試験場 27

ポリエチレン製ネットと通電線を組み
合わせた電気柵は、イノシシ・中型獣
の侵入を防止できる

市販のポリエチレン製ネット（幅１ｍ、網目サイズ16mm）と通電線２段の組み合わせで、イノシシ・中型獣の農地への侵入を防止
することができる。
　電気柵下部の除草等の管理作業を可能にするため、ネットは地際から90cmの位置で支柱に固定し、地面に10cm垂らす。ネット
は地面に固定せず、支柱にトンネルパッカーで固定する。
　ネット下部からのイノシシの侵入を防ぐ目的で、「突出し型クリップ」を使用してネットの外側10cm、地際からの高さ15cm・30cm
の位置に通電線を２段設置する。

長野県農業試験場 29

有機栽培畑における生産力向上のた
めの緑肥活用技術

・有機栽培への転換を目指した緑肥の導入モデルを示すとともに、転換後の地力維持に向けた緑肥活用法を提案した。
・緑肥の作付により熱水抽出性窒素は増加し、たい肥の施用でさらに増加し、その増加程度は、緑肥やたい肥等に由来する難分
解性の有機態窒素の増大に伴って緩慢となることを明らかにした。また、有機栽培畑への転換を前提とした緑肥導入モデルを提
示した。

（地独）北海道立総合研究機構農業研究本部 31



疎水材暗渠の排水機能簡易診断と機
能回復手法

疎水材暗渠の機能低下要因として、疎水材自体の腐朽による断面縮小や埋戻し土厚さの増加がみられ、疎水材周辺の土壌物
理性不良、暗渠管理の不良など疎水材以外による影響も想定された。また簡易な土壌診断による圃場の排水機能の確認方法
と、疎水材の状態に対応した暗渠の機能回復手法を策定した。

（地独）北海道立総合研究機構農業研究本部 35
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酪農、養豚、デンプン工場からの排水に加え、鶏卵洗浄排水、チーズ工房排水、
公園ビジターセンターの二次処理水などを浄化する実用施設として検証され、国
内（北海道・東北・関東）、及びベ トナのの14カ所で運用されています（平成25年8
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農研機構、北海道大学、株式会社たすく、株式会社中山組、環境エンジニアリン
グ株式会社の共同開発

品目横断

高濃度有機性汚水を低コスベで浄化できるハイブリッド伏流式人工湿地ろ過シス
テナ

　酪農場、養豚尿液やバレイショデンプン工場などからの高濃度の有機性汚水
を、好気と嫌気の両方のろ過方式を組み合わせたハイブリッド構造により浄化す
る、多段式の伏流式人工湿地ろ過システナです。
　安全バイパス構造や軽量浮遊資材の表面敷設などの仕組みにより、ろ床の目
詰まりや冬季の凍結を回避しながら、ヨシやミミズ、微生物などからなる浄化機
能を支える生態系を作って、竣工直後から汚水を浄化できます。
　面積あたりの浄化効率が世界的な設計標準値よりも大きいことを現地実証し、
既存の伏流式人工湿地システナよりも省スペースで設置できます。
　同じ処理能力を有する従来の機械的処理法に比べ、初期費用は3分の2程度、
電気使用料などの運転費用は20分の1程度です。

養豚や酪農など畜産に関わる生産者、デンプン工場などの食品加工事業者な
ど、高濃度の有機性排水処理を必要とする様々なユーザが活用できます。
　高濃度の有機性排水を河川放流が可能なレ゙ルにまで低コスベで浄化するこ
とができ、 健全な農村環境の形成と地域資源の有効利活用に役立ちます。

有
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農研機構東北農業研究センター、プレスリリース：公開日 2013 年 11 月 1 日 

http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/tarc/049081.html 
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            平成 25年 11月 1日 

農 研 機 構 

 

高濃度有機性汚水を低コストで浄化できる 

ハイブリッド伏流式人工湿地ろ過システムを開発 
－畜産や食品工場など様々な汚水の浄化処理が可能に－ 

 
ポイント 

・処理能力の向上により、酪農雑排水だけでなく、より汚濁成分濃度の高い

養豚場の尿液やデンプン工場廃液など様々な有機性汚水を通年で浄化でき

るハイブリッド伏流式人工湿地ろ過システムを開発しました。 

・ろ床の目詰まりを回避する独自の仕組みにより、これまでの方法よりも省

スペースでかつ低コストで設置できます。 

・酪農、養豚、食品工場など、国内・国外１４カ所の事業所に導入されてい

ます。 
 

概要                                   

１．農研機構は、北海道大学、株式会社たすく、株式会社中山組、環境エンジ

ニアリング株式会社と共同で、酪農場、養豚尿液やバレイショデンプン工場

などからの高濃度の有機性汚水を好気的・嫌気的な両ろ過方式を組み合わせ

たハイブリッド構造により浄化する、多段式のハイブリッド伏流式人工湿地

ろ過システム１）を開発しました。 

２．安全バイパス構造や軽量浮遊資材の表面敷設などの仕組みにより、ろ床の

目詰まりや冬季の凍結を回避しながら、ヨシやミミズ、微生物などからなる

浄化機能を支える生態系を作りつつ、竣工直後から汚水を浄化できます。 

３．面積あたりの浄化効率が世界的な設計標準値２）よりも大きいことを現地実

証し、既存の伏流式人工湿地システム３）よりも省スペースで設置できること

を明らかにしました。 

４．同じ処理能力を有する従来の機械的処理法４）に比べ、初期費用は３分の２

程度、電気使用料などの運転費用は 20 分の１程度です。 

５．酪農、養豚、デンプン工場からの排水に加え、鶏卵洗浄排水、チーズ工房

排水、国立公園二次処理水などを浄化する実用施設として検証され、国内（北

海道・東北・関東）、及びベトナムの 14 カ所で運用されています(平成 25年 8

月現在)。 

 

＜関連情報＞ 

予算：農林水産省・新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業「伏流式

プレスリリース 
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農研機構東北農業研究センター、プレスリリース：公開日 2013 年 11 月 1 日 

http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/tarc/049081.html 

－2－ 

 

ヨシ濾床人工湿地による超高濃度排水の再生循環技術の開発」（平成 21～24 年

度）、環境省・地球環境保全等試験研究費・公害防止等試験研究費「湿原流域の

変容の監視手法の確立と生態系修復のための調和的管理手法の開発」（平成 20

～24年度） 

論文：K. Kato et al. (2013) Performance of six multi-stage hybrid wetland systems for 

treating high-content wastewater in the cold climate of Hokkaido, Japan. Ecological 

Engineering  51: 256-263. 

 

問い合わせ先など                             

研究推進責任者：農研機構東北農業研究センター 所長    今川 俊明 

研究担当者  ：同 生産環境研究領域  主任研究員   加藤 邦彦 

TEL 019-643-3464 

広報担当者  ：同 企画管理部情報広報課長       田中 忠一 

             TEL 019-643-3414   FAX 019-643-3588 
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研究の経緯                                

畜産農家や食品工場などからの汚水は、生活排水よりも有機物濃度が高く、

悪臭などの問題もあり、そのままでは河川等に放流できないため適切な処理が

必要です。しかし、従来の機械的処理法では処理や設備のコストが高いため、

より低コストの技術が求められています。 

農研機構では、平成 18年に酪農雑排水を河川に放流可能な水質まで浄化でき

る多段式のハイブリッド伏流式人工湿地システムを開発しました。その後、酪

農雑排水よりも有機物や窒素・リンの濃度が 10倍以上も高い養豚尿液やバレイ

ショデンプン工場廃液も処理できるろ過システムの開発に取り組み、浄化効率

を検証してきました。その結果、新たなろ過システム（ハイブリッド伏流式人

工湿地ろ過システム）を開発し、従来の伏流式人工湿地システムよりも省スペ

ース・高能率で汚水を浄化できることを明らかにしました。 

 

研究の内容・意義                             

１．新たに開発したろ過システムは、好気的な垂直流ろ床と嫌気的な水平流ろ

床の組み合わせで構成されています（図 1）。垂直流ろ床には、汚水を間欠的

に供給するために重力を利用する自動サイフォン５）を用いています。高濃度

の有機性汚水を浄化するため、垂直流ろ床の排水の一部を循環させる機能を

採用し、浄化効率を向上しています。処理水は冬季も含めて年間を通じて色

も臭いも減少します（写真１）。 

２．ろ過により生じる目詰まりを防止するためにバイパス構造を強化するとと

もに、軽量な人工軽石（スーパーソル＝廃ガラスのリサイクル資材）等を多

くのろ床表面に敷設しました（写真２、図１）。これによりヨシ等６）の地下茎

で増える植物や有機物を食べるミミズ６）の繁殖が旺盛になり、処理能力が向

上しました。 

３．ろ床を通過するごとに汚水は次第に浄化されます７）（写真１、図２）。面積

あたりの汚濁負荷に応じた浄化効率は、垂直流ろ床・循環あり＞垂直流ろ床・

循環なし＞水平流ろ床の順で、汚水投入量が多いほど大きくなります（図３）。

浄化効率の向上により、従来の伏流式人工湿地システムに比べて必要面積を

半分から５分の１程度まで減らせます。 

４．新たなろ過システムから導かれた汚濁負荷と浄化効率（酸素移行速度）２） の

関係（図３）を用いて、汚水の水質、汚水の量、年平均気温、目標水質に応

じたろ過システムの構成を設計できます。 

５．システム構成とコストの試算例を表 1 に示します。同程度の処理能力をも

つ従来の機械的処理法に比べ、初期費用は３分の２程度、電気使用料などの

運転費用は 20分の１程度です。 
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６．本システムを導入するにあたっては、ある程度の面積の土地を確保する必

要があります。例えば、養豚の場合、豚 1 頭のふん尿の液分を処理するのに

1.0～2.5m2程度のろ床面積が必要になります（表 1）。 

 

今後の予定・期待                             

養豚、酪農、デンプン工場からの排水に加え、鶏卵洗浄排水、チーズ工房排

水、国立公園二次処理水などを浄化する実用施設としての検証が進み、北海道・

東北・関東、東南アジアの 14カ所の現地で運用されています（2013年 8月現在）。 

低コストかつ省エネルギーな実用的技術であり、農業経営改善と農村環境保

全の両立に貢献すべく、広く普及されることが期待されます。 

 

用語の解説                                

１）ハイブリッド伏流式人工湿地ろ過システム 

伏流式人工湿地は汚水をろ過して浄化するもので、冬季も浄化能力が持続し

ます。垂直方向にろ過する好気的（酸化的）な垂直流と、浅い地下水として水

平方法にろ過する嫌気的（還元的）な水平流があります。垂直流と水平流を組

み合わせたものをハイブリッド伏流式人工湿地システムといい、窒素を浄化す

る能力が優れています。 

 

２）浄化効率の世界的設計標準値 

  有機性汚水の浄化効率を表す指標として酸素移行速度（OTR：oxygen 

transfer rate）が用いられており、OTR が大きいほど面積当たりの能率が良

いことになります。時間あたり面積あたりの有機物およびアンモニアの低減

量で評価されます。OTR=28 gO2/m
2/d 程度が世界的な設計標準値として報告さ

れています（Cooper, P. 2005）。 

 

３）伏流式人工湿地システム 

 排水を浄化するために作る湿地を人工湿地システム（constructed wetland 

system 或いは treatment wetland system）と呼び、表面流式、伏流式の 2

タイプがあります。表面流式は、田んぼのような湛水した浅い池を使った浄

化方式です。伏流式は砂利や砂の層を通して汚水をろ過する方式で、1970年

代以降にヨーロッパを先駆けに実用化され、主に生活排水の処理向けに世界

中に普及が進んでいます。 

 

４）機械的処理法 

  機械的汚水処理法には、膜分離法、凝集沈殿法、オゾン処理法などの物理・
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化学的な手法、及び、活性汚泥処理法、メタン発酵法などの生物的な手法が

あります。機械的処理法は人工湿地ろ過システムに比べてコストが大きく、

管理が複雑になる傾向がありますが、比較的狭い面積で汚水を浄化できると

いう利点があります。 

 

５）自動サイフォン 

サイフォンとは、隙間のない管を利用して、液体をある地点から目的地まで、

その途中で出発地点より高い地点を通って、重力の力で導く仕組みです。自動

サイフォンは、サイフォンの動作を自動化したものです。人工湿地システムで

用いられる自動サイフォンには、短い時間で汚水をまくことによりろ床全体に

水を広げる働きと、汚水をまかないときには１滴も水を流さずにろ床を乾かす

という２つの働きがあり、システムの隅々まで水を行き渡らせる役割を担って

います。 

 

６）ヨシなどの植物およびミミズの働き 

ろ過するタイプの人工湿地システムにおけるヨシなど植物の最も大きな役

割は、芽や茎によるろ床の目詰まりの軽減です。このほかにも冬季の断熱効果

や生物相を安定させる効果があります。植物による養分吸収の役割は 5％未満

なので、浄化促進のためにヨシなどの植物を刈り取る必要はありません。 

有機物を食べるシマミミズなどはろ床表面に溜まった有機物を食べて団子

状の団粒構造をつくり、ヨシなどの植物と共にろ床の目詰まりを防ぎます。 

 

７）浄化メカニズム 

汚水の浄化は、物理的なろ過、化学的な吸着、生物的な分解の組み合わせで

進みます。冬には物理化学的なろ過や吸着により、有機物はシステムに蓄積し

ます。夏にはろ過作用に加えて、生物的な働きが活発になって有機物が分解さ

れます。冬にたまった宿題を夏に片付けるという具合です。窒素の浄化は、主

に硝化（NH4
＋→NO3

−）と脱窒（NO3
−→N2）という微生物の働きで進みます。また、

Anammox 反応（NH4
＋＋NO2

−→N2＋2H2O）という微生物の働きも判ってきました。

これらの働きで、窒素は N2 ガスとして大気に放出されます。システムに蓄積

するリンはろ過資材で吸着し、必要に応じて農地還元できます。 
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写真１ 原水と処理水 

 

 

 

 

写真２ 目詰まりを回避する工夫 

 

注1） 目詰まりにより表面流が発生するとバイパス強化カゴにより余剰水が排除され

る。また、浮かぶ資材（スーパーソル等）は粗大有機物の表面移動を抑制してバ

イパス強化カゴの働きを助ける。これらによりヨシやミミズの繁殖が旺盛になり、

好気性微生物による有機物分解機能が促進される。 

 

サンプル

処理水
4段出口

1 2 3 4 5

原水 処理水

交互に使う

バイパス
強化カゴ

浮かぶ資材（スーパーソル等）
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図１ ハイブリッド伏流式人工湿地ろ過システムの流れ図（４段の例） 

 

注1） 段階に応じて処理水の濃度が変わることをイメージして矢印の色を変えている。 

注2） 試料採取ポイントの番号は写真１のサンプル番号に対応。 

注3） バイパス構造の強化と軽量浮遊資材（スーパーソル等）の敷設が目詰まりを防ぐ。 

 

 
図２ 多段式のろ床による処理水質の平均値 

（左縦軸：酪農排水以外、右縦軸：酪農排水） 
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図３ ろ床の種類に応じた汚濁負荷と浄化効率の関係 

 

注1） 縦軸の浄化効率（OTR）は面積あたりの浄化量の大きさを示す。浄化効率の大き

さは垂直流ろ床・循環あり＞垂直流ろ床＞水平流ろ床の順で、投入量が多いほど

浄化量も多くなる。 

注2） 横軸の面積あたりの投入量を増やせば、浄化効率は世界標準の２倍～５倍程度に

向上する。 

注3） このデータは人工湿地ろ過システムの面積や段数の設計に活用できる。 

 

 

表 1 システム構成とコストの試算例（機械的処理法とのコスト比較） 
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垂直流
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V：

垂直流

循環なし

H：

水平流

温度補正後：年平均気温5.3℃

OTRの世界的標準値

原水 処理水
育成豚 搾乳牛 BOD BOD

頭 頭 ℃ mg/L mg/L m3/日 万円 万円/年 m2 万円 万円/年

豚舎汚水 800 15.8 5500 2.0 20.0 4,000 251 5 2012 3,230 14
豚舎汚水 2100 15.8 3750 20.0 31.5 4,800 248 4 2684 3,590 18
豚舎汚水 7000 16.3 6000 58.0 46.0 10,350 615 4 6212 6,850 26

パーラー排水 80 16.4 584 119.5 2.8 730 24 1 42 360 0.5
パーラー排水 375 14.6 4000 2.7 10.0 2,450 92 3 1100 1,860 4

*2：気温、水質、水量の条件からBODを基準にシステムを試算。施工費用は資材や地形などで変動する。

*1：主に（財）畜産環境整備機構の家畜ふん尿処理施設・機械選定ガイドブック（汚水処理編）にある汚水浄化処理
施設（活性汚泥処理法）の評価書個表を参考に記載。

汚水の種類と経営規模
年平均
気温

水質濃度
水量

人工湿地ろ過システム*2機械的処理法*1

汚水の
種類

規模
段数 面積

施工
費用

電気代
施工
費用

電気・
薬品代
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機関名 秋田県立大学

部署名 生物資源科学部

記入者氏名 小峰正史

電話番号 188721646
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品目

技術名
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活用が想定される場面
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普及状況
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情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

なし

なし

原材研究・開発中

秋田県立大学生物資源科学部生物生産科学科植物資源創成システナ研究室

品目横断

薬用植物の植物工場における栽培技術の開発

現在漢方薬の材料となる生薬原材は需要量のほとんどを海外からの輸入に
頼っており，将来的に供給が不安視されていることから，国内生産による安定供
給が望まれている。薬用植物の中には日本の気候下では薬効成分を定められ
た含有量で産生しない場合があり，そのような場合には施設栽培，人工環境下
での栽培が有効であり，植物工場も有力な栽培施設のひとつである。しかし，薬
用植物の人工環境下での栽培事例は非常に少ないこと，多用される薬用植物
は地下部を利用するものが多く，植物工場における主要な栽培方法である養液
栽培になじみにくいなど，課題が多い。これらの課題を克服するため，秋田県立
大学生物資源科学部植物資源創成システナ研究室では，需要量の多い薬用植
物(マオウ)や，特に地下部(根茎，根塊)を利用する薬用植物 (オウレン，ベウキ，
ジオウ )を対象に，植物工場における最適栽培条件，促成栽培法，有効な養液
栽培技術の開発研究を行っている。また，薬効成分の二次代謝の環境応答に関
する研究もすすめており，環境制御によって薬効成分を高蓄積した薬用植物生
産技術の開発にも取り組んでいる。

　秋田県立大学植物資源創成システナ研究室において研究対象としているオウ
レン，ベウキ，ジオウ，マオウは，いずれも需要量のほぼ全量を中国からの輸入
に依存しており，中国における需要量の増大，乱獲，質の低下などが危惧されて
おり，輸出制限も始まっているため，日本における漢方薬原材料の確保，安定供
給のため，安定的な国内生産が必要とされている。植物工場での薬用植物の栽
培技術が確立すれば，生薬原材料の安定供給が可能となる。。また，薬用植物
の環境に対する二次代謝応答が明らかとなれば，高コスベを要する植物工場で
はなく，比較的安価な施設栽培による栽培が実現する可能性もある。
　これらにより，高品質の薬用植物の生産，供給と，それによる漢方薬原材料の
国内での安定供給が実現しうる。

なし
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解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

　 プロベタイプの試作品種を作出した段階であるので、普及に向けて今後に取り
組む予定である。

鳥取大学

品目横断

バイオマスエネルギー作物の耐冷性向上技術

　 農山漁村における再生可能エネルギーの活用を図る上で、油脂系バイオマス
は、ディーゼルエンジン動燃系のエネルギー源として重要である。油脂系バイオマ
スではジャベロファなどの熱帯作物において単収が特に高いことが知られている
が、耐冷性に劣るため冷涼地での栽培は進んでいない。本シーズでは、油脂系
バイオ燃料植物の耐冷性を向上させるため、耐冷性の付与物質である二糖類の
ベレハロースを、ジャベロファ等のバイオ燃料植物において蓄積させ、このバイオ
燃料植物に遺伝子組換え手法を用いてベレハロース生合成酵素遺伝子を導入
し、耐冷性を向上させる技術を開発した。また、組織培養変異を用い、遺伝子組
換え技術によらずに耐冷性のバイオ燃料作物を選抜育種する技術系を構築し
た。これらの技術は、他のバイオ燃料作物の耐冷性を向上させることにも活用可
能である。

  ディーゼルエンジン動燃系は、ベラクター等の農業機械において必須のエネル
ギーである。油脂系バイオマスはバイオディーゼルへの変換が可能であることか
ら、農山漁村におけるこの燃料源の自給に向けた検討がなされているが、多くの
冷涼地域ではバイオマス生産性が低く課題となっている。本シーズは、ディーゼル
動燃系のベラクター、ポンプ、モーターなど、農山漁村におけるコミュニティー・゙ー
スでのエネルギー自給のシステナを構築するための要素技術の一つとして、活用
することが可能である。

無
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機関名 宮城県農業・園芸総合研究所

部署名 情報経営部

記入者氏名 酒井博幸

電話番号 022-383-8114

e-mail marc-fk@pref.miyagi.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または，当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権，実用新案権の有無

登録年月日
※特許権，実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権，実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域，面積，その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

自作可能な装置ではあるが，商品化に至っていないため普及していない状況であ
る。

宮城県農業・園芸総合研究所

普及に移す技術を添付

品目横断

簡易開閉式ベンネル

・慣行ベンネルと比較して保温性は同等で，開閉作業を大幅に省力化でき.る。ベン
ネルの幅や高さを変えることで多重被覆も可能であり，既存ハウスに簡易に設置
できる被覆ベンネルである。

・施設の多重・多層被覆化は，保温に有効であることが明らかであるが，コスベや
作業性の面から取り組みが進んでいない。本ベンネルを組み合わせることで，多
重被覆も可能となり，冬期間の増収や作期前進が期待できる。

無し。　特願2010-78791，特開2011-206002
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機関名 和歌山県農業試験場

部署名 環境部

記入者氏名 林恭弘

電話番号 0736-64-2300

e-mail hayashi_y0020@pref.wakayama.lg.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

県内ブロイラー農家で導入を検討中。

和歌山県農業試験場

品目横断

梅調味廃液による鶏糞堆肥製造時のアンモニア臭抑制

和歌山県内で調味梅干製造に使用された後の梅調味廃液は年間18,000ベン発生
し、内10,000ベンが産業廃棄物として廃棄処分されているが、主要成分として糖分
20％程度、塩分8％程度、クエン酸3％程度を含んでいる。。
この梅調味廃液はｐHが3程度と低いため、ｐHの高い鶏糞に施用するとアンモニ
アガスの発生を抑制することができる。
鶏糞堆肥に梅調味廃液を5％添加することで、アンモニア臭を30％抑制すること
ができ、第一リン酸アンモニウナを併用することで約50％のアンモニア臭発生を
抑制することができる技術である。

アンモニア臭が問題となっている畜舎。

無
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機関名 岡山県農林水産総合センター農業研究所

部署名 作物・経営研究質

記入者氏名 土居典秀

電話番号 ０８６－９５５－０２７１

e-mail norihide_doi@pref.okayama.lg.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

要請に応じてソフベを配布。

岡山県農林水産総合センター農業研究所

ソフベの使用には利用許諾書の提出が必要。

品目横断

鶏ふん、豚ぷん堆肥の窒素肥効予測ソフベ

鶏ふん、豚ぷん堆肥の全窒素量、無機態窒素量およひ水分などを入力すると、堆
肥からの窒素肥効パターンを予測できるソフベを開発した。また、無機化特性値を
基に、地温データを入力すると任意の時期、期間における窒素の効き方を作図す
ることができる。

有機農業の推進や化学肥料の低減対策として、鶏ふんや豚ぷん堆肥を用いる場
合、これまでは窒素の効き方が不明であったが、本技術を用いることで合理的な
施肥設計をすることができる。

なし
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機関名 佐賀県農業試験研究センタ－

部署名 有機・環境農業部・土壌・肥料研究担当

記入者氏名 大塚紀夫

電話番号 0952-45-8808

e-mail nougyoushikensenta@pref.saga.lg.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

該当土壌のイチゴ栽培面積（106ha程度）のうち有機質肥料使用面積106ha程度

佐賀県農業試験研究センタ－

品目横断

土壌水分や土性の違いが主要な有機質肥料の窒素無機化に及ぼす影響

・有機質肥料の窒素無機化（分解）については、原料の配合割合が異なる各種の
有機質肥料においても、原料ごとの窒素無機化の結果を組み合わせることで対
応できる。
・土壌は灰色低地土に、土壌水分はpF1.2～2.1で適用できる。

　栽培期間の実測地温と無機化特性値をもとに有機質肥料からの窒素無機化パ
ターンを推定できる。
　灰色低地土における、特に設園芸における施肥について活用できる。

無
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機関名 熊本県農業研究センター

部署名 生産環境研究所

記入者氏名 松本　久美子

電話番号 ０９６－２４８－６４４７

e-mail nakamura-k@pref.kumamoto.lg.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

品目横断

雨水を利用した施設園芸のかん水量確保技術

　施設園芸に使用する灌漑用地下水の塩水化が進み、灌漑用水の不足が大きな

問題となっている。そこで、連棟ハウスの屋根に降った雨水を簡易的な貯水槽
※

に貯留して、灌漑用水として利用するための貯水槽規模を決定する水収支シミュ
レーションを検討した。

※簡易貯水槽
単管パイプやコンパネ、軟質塩化ビニルシート等のホームセンターで購入できるも
のを利用し設置。資材購入費用24万円程度。

灌漑用地下水の塩水化が進んでいる地域や用水確保が困難な地域においても
活用できる。

無

熊本県宇城地域　４９箇所

熊本県農業研究センター生産環境研究所
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 No.624（平成 22 年 5 月） 
 分類コード 06-04 
 熊 本 県 農 林 水 産 部 

 

農業の新しい技術 
雨水を利用した施設園芸のかん水量確保技術 
 

農業研究センター 生産環境研究所 施設経営研究室 

研究のねらい 担当者：乗田 貞博 
 

 本県の沿岸地域における施設園芸ではかん水用地下水の塩水化が進行し、かん水量の確
保が大きな問題となっている。そこで、ハウスに降った雨水を効率的に集水してかん水に
利用する技術を開発する。 
 
 
 

研究の成果 

1  過去の降雨量、かん水量データ及び集水条件(図 1)から、適正な貯水槽の大きさを決
定するとともに、雨水を利用したかん水可能回数を推定することができる。雨水貯水
槽の容量が大きくなるにつれ、かん水に雨水を利用できる割合も大きくなる。 

 
2 ミニトマトはかん水量が比較的少なく、小規模な雨水貯水施設で大半のかん水量を賄 
  うことが可能であり、貯水槽を大きくしても雨水利用回数はあまり増えない。また、 
  両勾配雨樋の場合は片方のみの集水で十分である。（表 1 、図 2） 
 
3  かん水量の多い高設イチゴでは、雨水貯水量及び雨水集水面積が大きくなるほど雨水

で賄える割合は高くなる。貯水槽の大きさについては土地の制約を受けやすいため、
雨水集水面積を可能な限り大きくした方が貯水槽は小さくてすむ。（表 1 、図 2） 

 
  以上、対象作物のかん水量、その地域の降雨量データ及び集水条件によりシミュレー

ションを行うことで、現地に適した雨水利用率の高い貯水方式を決めることができる。 
 
 
普及上の留意点 

1  本成果は八代海沿岸地域でのシミュレーション結果である。降雨量データは気象庁八 
  代観測地点の過去20年間(1989～2008年度)のデータを用いている。 
 
2 シミュレーションを行う際は、対象となる作物のかん水量及び間隔について詳細なデ 
  ータが必要となる。 
 
3 貯水槽及び雨樋から貯水槽への送水管の材料は、ホームセンターや農業資材を取扱う

店で入手可能なものを用いて作ることが出来る。(図 3)また、農作業の支障にならな
い場所に設置する。 

 
4  冬期には雨水貯水槽の水温が低下するので、かん水の際は地温を下げないよう注意が

必要である。 
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 [具体的なデータ] 

集水不可
集水不可

集水可

貯水槽

送水管

 表 1 かん水条件  
2008 年度現地測定データをモデル化  
 ミニトマト 高設イチゴ

かん水量 間断日数 かん水回数 かん水量 間断日数 かん水回数月
 
 
10月 0回 7.0mm 3日 10回
11月 1.5mm 4日 7回 7.0mm 3日 10

 

回
12月 1.5mm 7日 4回 7.0mm 3日 10回
01月 1.5mm 7日 5回 7.0mm 3日 11

 

回
02

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1 ビニルハウス模式図 月 1.5mm 7日 4回 6.5mm 3日 9回
03月 1.5mm 7日 4回 5.5mm 3日 10回
04

図 2 雨水貯水槽とかん水回数の関係 (左：ミニトマト、右：高設イチゴ) 
注） ビニルハウス面積 1,000m2当りの結果で、折線は雨水集水面積割合毎に示している。X軸は雨水貯水槽の
容量、Y軸は雨水のみでかん水が賄えた割合である。各点は、過去の気象データ、表 1 及び図 1 の条件から、
過去 20 年間の計算結果を平均したものである。 

上記グラフの使い方 作目をミニトマト、ハウス面積 2,000m2、雨水集水面積 400m2、雨水のみ利用によるかん水回数目
標を 90%とする場合。雨水集水面積割合=400m2÷2000m2=20%なので、折線グラフ雨水集水面積割合 20%を用いる。Y軸のか
ん水回数割合 90%を読み取り、その時のX軸の値を読むと、雨水貯水槽の容量はV=約 5m3。ハウス面積が 2,000m2なので、
5m3×2,000m2÷1,000m2=10m3の貯水槽が必要となる。 

斜線部分は雨水を集めることができる面積であり、「雨
水集水面積」とする。現地では、両勾配の雨樋が多く、
台風対策のためビニルを張る時期は 10 月中旬が多い。
本シミュレーションでは、雨水集水開始を 10 月 15 日と
している。 

月 1.5mm 7日 4回 6.5mm 2日 15回
05月 1.5mm 7日 5回 6.0mm 2日 15回

計 33回 計 90回

雨水集水面積割合=雨水集水面積/ビニルハウス面積
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図 3 現地施設の例 
雨樋 

貯水容量V=約 10m3 主な材料 

材料名 規格 材料名 規格

丸パイプ VU管

クランプ エルボDL

丸パイプ φ19.1mm チーズDT

土木シート 厚み0.5mm 丸パイプ

コンパネ 1.8m×0.9m クランプ

シート 雑草防止用

貯水槽

その他　パッカー、角材等

送水施設

その他　ドリルビス等

φ48.6mm
φ125mm

φ31.8mm

送水
管

雨水貯水槽 
支柱
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機関名 北海道大学

部署名 農学事務部

記入者氏名 山下　敦子

電話番号 011-706-4125

e-mail a.yamashita@jimu.hokudai.ac.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

品目横断

ビーツ、フダンソウおよび飼料ビートの遺伝解析

ビーツ、フダンソウおよび飼料ビートは、いずれも栽培ビート（Beta bulgaris ssp.
vulgaris）に属する。当研究室では栽培ビートの別種テンサイ（サトウダイコン）の
遺伝情報や解析技術を保持しており、これらがそのまま利用できる。

品種識別など

無し

北海道農業研究センターのテンサイ育種において利用実績有り

北海道大学大学院農学研究院
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機関名 国立大学法人岩手大学

部署名 研究推進機構プロジェクト推進部門

記入者氏名 佐藤裕文

電話番号 019-621-6494

e-mail iptt@iwate-u.ac.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

-

-

現在研究室及び他大学と連携し継続試験中。提供時期、普及範囲は研究開発の
進展状況に伴い検討中。

国立大学法人岩手大学

発明者　岩手大学　農学部　准教授　下野裕之、准教授　横井修司

品目横断

イネ科植物の次世代におけるストレス抵抗性強化法

（特徴）
　本技術のイネ科植物の次世代におけるストレス抵抗性強化法は、少なくとも当
代の植物の栄養成長期においてストレス処理をかける工程を含むことを特徴とす
る。
　本技術のストレス抵抗性を強化されたイネ科植物の種苗は、上記のイネ科植物
の次世代におけるストレス抵抗性強化法によって得られることを特徴とする。
（原理）
　本技術のイネ科植物の次世代におけるストレス抵抗性強化法においては、塩類
ストレス、寡照ストレスなどストレス処理を当代植物の栄養成長期に行う。また、
本技術のイネ科植物の次世代におけるストレス抵抗性強化法においては、栄養
成長期が、イネ科植物の幼穂形成７週間前から１週間前までの範囲であることが
好ましい。
（効果）
　本技術のイネ科植物の次世代のストレス抵抗性強化法によれば、当代のイネ
科植物の栄養成長期にストレス処理をかけることにより、わずか１年という短期間
で、不良形質の導入リスクを抑え、ストレス抵抗性を強化した同一品種の種子ま
たは球根を生産できる。
　また、本技術のイネ科植物の次世代のストレス抵抗性強化法によれば、元の品
種のゲノム塩基配列には変化を引き起こさないと考えられるため、元の品種の持
つブランドを活かしながら、ストレス抵抗性を強化した同一品種の種苗を生産する
ことが可能となる、。
（応用）
　本技術の植物の次世代におけるストレス抵抗性強化法は、イネ科植物以外の
植物にも適用が期待でき、さらにストレス処理は塩類ストレス、寡照ストレス以外
の処理においても応用が期待できる。

農業分野において、品種改良時間の短縮とブランド価値の維持向上は重要な観
点である。本技術は、従来の技術と比較して品種改良が簡単であるとともに大幅
に短縮でき、さらに、品種改良による親世代のブランドを維持できるため産業上の
メリットが高いことから種苗会社、農業分野では関心が高いことが想定され産業
上の利用可能性は高いと考える。

特許出願中
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機関名 東京農業大学

部署名 短期大学部醸造学科

記入者氏名 長谷川 貴帆

電話番号 03-5477-2491

e-mail kh203701@nodai.ac.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

品目横断

微量元素による産地特定技術

食物中微量元素を測定、産地別のデータベースを作成し、産地を特定する技術。

現在は茶葉とはちみつについての利用を想定。

無

無

東京農業大学
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機関名 鹿児島県農業開発総合センター

部署名 企画調整部普及情報課

記入者氏名 脇門英美

電話番号 099-245-1118

e-mail wakikado-hidemi@pref.kagoshima.lg.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

露地野菜等に対する土壌の可給態リン酸含量に応じたリン酸施肥

　葉茎菜類のハクサイ，根菜類のニンジン，サツマイモの代表作物を選定し，土壌
の可給態リン酸含量とリン酸施肥の違いが収量に及ぼす影響を調査し，県内の
露地野菜畑地における土壌の可給態リン酸含量レベルに応じた，統一的なリン酸
施肥基準量を検討した。
　その結果，可給態リン酸含量（トルオーグ法）が土壌診断基準値の50mg/100g
乾土を超える場合は無施肥，30～50mg/100g乾土では50％減肥が可能となった。

　黒ボク土露地野菜畑において，土壌の可給態リン酸の分析結果から診断処方
箋を作成する場合等の施肥指導に活用する。

鹿児島県の平成25年度普及に移す成果として公表されており，現在，普及の開
始段階

鹿児島県農業開発総合センター生産環境部土壌環境研究室
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品目分類：野菜，作物，技術分類：土壌肥料

露地野菜等に対する土壌の可給態リン酸含量に応じたリン酸施肥 情報分類 普及情報

〔要約〕露地野菜等に対する土壌の可給態リン酸含量（トルオーグ法）に応じたリン酸施肥

量の基準を設定した。可給態リン酸含量が土壌診断基準値の50mg/100g乾土を超える場合は

無施肥，30～50mg/100g乾土では50％減肥が可能である。

生産環境部土壌環境研究室 連絡先 099-245-1156

（ ）普及対象地域 県内の露地畑（黒ボク土） 普及見込面積等 22,000ha 土壌診断に活用

〔背景・ねらい〕

農産物価格が低迷するなか，近年の肥料価格の高騰は生産コストを高くする一因になってい

る。この対策として，土壌に蓄積した養分を土壌診断によって適正に評価し，養分状態に応じ

た施肥を行うことが重要である。特に，露地野菜畑ではトルオーグリン酸含量が増加傾向にあ

り，４割程度が土壌診断基準値の50mg/100g乾土を超過しているため，減肥基準の策定が急務

である。そこで，リン酸の多少が生育，収量に影響しやすい秋冬作の中から，植付け方法や根

群域が異なる葉茎菜類のハクサイ，根菜類のニンジンを，春夏作からイモ類のサツマイモを代

表作物に選定し，可給態リン酸含量とリン酸施肥の違いが収量に及ぼす影響を調査し，県内の

畑地における土壌の可給態リン酸含量レベルに応じた，統一的なリン酸施肥基準を設定する。

〔成果の内容・特徴〕

１ 可給態リン酸含量が概ね50mg/100g乾土以上では，ハクサイ，ニンジン，原料用サツマイ

モともにリン酸施肥による増収効果がないため，無リン酸栽培が可能である（図１～３ 。）

２ 可給態リン酸含量が概ね50mg/100g乾土以下において，秋冬作のハクサイ，ニンジンでは

可給態リン酸含量の違いが収量に大きく影響する。一方，春夏作の原料用サツマイモでは可

給態リン酸含量の違いが収量に及ぼす影響は小さい（図１～３ 。）

３ 可給態リン酸含量10mg/100g乾土以下では，ハクサイおよびニンジンの収量の低下が大き

く，特に，ニンジンは基準量のリン酸を施肥しても十分な収量が得られないため，リン酸質

資材の施用による土づくりが必要である（図１，２ 。）

４ 可給態リン酸含量30～50mg/100g乾土の場合，水溶性リン酸量は５～８kg/10aと推定され

る。露地野菜でリン酸吸収量が10kg/10aを超える品目は殆どなく，リン酸吸収量の半分以上

が土壌から供給されるため，50％のリン酸減肥が可能である（表１ 。）

５ 以上の結果から，土壌診断結果による可給態リン酸含量に応じたリン酸施肥基準を表１の

ように設定する。

〔成果の活用面・留意点〕

１ 本成果は黒ボク土畑における試験結果である。

２ 県内の露地野菜およびサツマイモ畑における可給態リン酸含量の平均値は約65mg/100g乾

土で，10mg未満が２割，10～30mgが３割，30～50mgが１割，50mg以上が４割程度である。

３ 水溶性リン酸は作物に容易に吸収される形態のリン酸である。トルオーグリン酸含量から

水溶性リン酸を推定する方法は「土壌中の水溶性リン酸の抽出法 （平成２年３月,普及上」

の参考資料）を参考にする。

４ 土壌分析結果から診断処方箋を作成する場合等の施肥指導に活用する。
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〔具体的データ〕

図１ 可給態リン酸含量とハクサイの結球重との関係

図２ 可給態リン酸含量とニンジン根重との関係

図３ 可給態リン酸含量と原料用サツマイモのイモ重との関係

表１ 畑地における土壌の可給態リン酸含量に応じたリン酸施肥基準

〔その他〕
研究課題名：環境と調和した栽培技術確立事業
予 算 区 分：委託
研 究 期 間：平成25年度（平成22～25年度）
発表論文等：平成22～25年度 農業開発総合センター土壌肥料試験成績書

平成23～24年度 農業開発総合センター大隅支場土壌肥料試験成績書
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Y=5.25*(1-exp(-0.054*x))+3.35

R2=0.96

（決定係数が低いため非表示）

（

（耕種概要）
試験年度：H22～23
供試品種：黄楽90

定 植：10月中旬
収 穫： 1月下旬

栽植密度：4,167株/10ａ
土壌のリン酸吸収係数 1,860
施肥区のリン酸施肥量：20kg/10a
収量 7t/10aにおけるリン酸吸収量：

8kg/10a (結球4.5kg＋外葉3.5kg)
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Y=4.73*(1-exp(-0.058*x))+2.82

R2=0.66
（

Y=5.01*(1-exp(-0.070*x))+2.28

R2=0.84
（

（耕種概要）
試験年度：H23～24
供試品種：ベータ312
は 種： 9月中旬
収 穫： 1月中旬

栽植密度：46,800株/10ａ
土壌のリン酸吸収係数 1,860
施肥区のリン酸施肥量：23kg/10a
収量 5t/10aにおけるリン酸吸収量：

4kg/10a (葉1.0kg＋根3.0kg)
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Y=1.17*(1-exp(-0.055*x))+2.92

R2=0.59
（

（決定係数が低いため非表示）

（耕種概要）
試験場所：大隅支場
試験年度：H23～24
供試品種：シロユタカ

植付け： 6月上旬
収 穫：10月中旬

栽植密度：357株/ａ
土壌のリン酸吸収係数 2,400
施肥区のリン酸施肥量：12kg/10a
収量 3.8t/10aにおけるリン酸吸収量：
6kg/10a (茎葉2.0kg＋いも4.0kg)

可給態リン酸含量　(mg/100g乾土) ～10 10～30 30～50 50～

水溶性リン酸推定量　(kg/10a)　注4) ～2 2～5 5～8 8～
注) 1　牛ふん堆肥施用を前提とした基準である

　 　2　地域のリン酸施肥基準量に対する比率とする

　 　3　リン酸質資材等を施用して，可給態リン酸含量を10mg/100g乾土まで改良したうえで施肥する

　　 4　水溶性リン酸が トルオーグリン酸の16％程度であることを考慮して設定した

リン酸施肥基準量　注1，2) 100％ 注3) 100％ 50％ 注2,4) 無リン酸
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機関名 石川県農林総合研究センター農業試験場

部署名 生物資源グループ

記入者氏名 藪　哲男

電話番号 ０７６－２５７－６９１１

e-mail 　t-yabu@pref.ishikawa.lg.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

品目横断

アザミウマ類の薬剤感受性簡易検定法の開発

　施設野菜等の害虫であるアザミウマ類は、産地等によって薬剤感受性が異なる。
そのため、効果的な薬剤の選定が重要である。しかし、既存の薬剤感受性検定に
は時間と労力がかかる。そこで、薬剤感受性簡易検定法を開発した。
　薬剤感受性簡易検定法では、プラスチック製遠沈管（50ml）の上部に採集管を取り
付け、採集器具として用いる。アザミウマ類の採集後に採集管部分を外し、検定植
物を入れて、供試虫の生死を判定する。
　このように、採集容器と検定容器を兼ねることで、供試虫を移し替える手間が省略
できる。また、24時間後の生死判定で感受性検定が可能で、既存の検定方法の2週
間と比較して迅速である。

薬剤感受性簡易検定法は、生産現場での防除薬剤を選択する際に活用できる。
　ただし、本技術は短時間で薬剤の検定を行うため、脱皮阻害剤等の遅効的な薬剤
を検定する場合では注意が必要である。

無

県内の園芸作物等の防除指導において活用

石川県農林総合研究センター農業試験場
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機関名 神奈川県農業技術センター

部署名 生産環境部

記入者氏名 大矢武志

電話番号 ０４６３－５８－０３３３

e-mail ohya.8st@pref.kanagawa.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

神奈川県内全域、群馬県・岐阜県・熊本県のキュウリ産地、京都の葉ネギ産地、
高知県の施設全域

神奈川県農業技術センター

品目横断

赤色系ネット被覆によるアザミウマ類防除効果

微少昆虫用の防除資材としては、通気性や温度の問題から目合いの細かさには
限界がある。そこで昆虫が認識できない赤色領域（620nm～）の0.8mm目合いの
赤色系ネットにより通気性を確保しつつ防除効果を確保した。

施設、露地栽培での作物全般
特にキュウリを中心とした施設の側窓、葉ネギのトンネル栽培での活用によりア
ザミウマ被害が軽減可能

特許権申請中（日本ワイドクロスと共同）
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機関名 長野県農業試験場

部署名 企画経営部

記入者氏名 岡部知恭

電話番号 026-246-2411

e-mail okabe-tomoyasu@pref.nagano.lg.jp

品目

分類コード -

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

品目横断

広域防護柵の河川開口部に防草シートをのれん状に垂らして目隠しすることでニホンジ
カの侵入を防止できる

　広域防護柵の河川開口部に防草シートをのれん状に垂らして目隠しすることでニホン
ジカの侵入を防止できる。防草シートののれんは護岸の上に渡した単管パイプに１ｍ幅
の防草シートを20～30cm重ねて針金で固定する。それぞれのシートの下部に”おもり”
として塩ビパイプ等を固定してのれん状に垂らす。下部を固定しないため、河川の流下
物が堆積しにくい。

野生鳥獣による農作物被害を防止するため、防護柵の設置が進められている
が、広域に防護柵を設置した場合、河川等の柵が設置できない箇所から野生獣
が侵入するため、対策が求められている。本技術は、ニホンジカの侵入が発生し
ている河川の両岸が護岸されたボックス形状の河川開口部に、防草シートによる
目隠しを設置することで、シカの侵入を防止する。河川の形状により異なるが、概
ね１万円以下で設置できるため、該当地域では普及している。

無

広域防護柵が設置されており、両岸が護岸された地域

長野県農業試験場
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広域防護柵の河川開口部に防草シートをのれん状に垂らして目広域防護柵の河川開口部に防草シートをのれん状に垂らして目広域防護柵の河川開口部に防草シートをのれん状に垂らして目広域防護柵の河川開口部に防草シートをのれん状に垂らして目

隠しすることでニホンジカの侵入を防止できる隠しすることでニホンジカの侵入を防止できる隠しすることでニホンジカの侵入を防止できる隠しすることでニホンジカの侵入を防止できる    

 

具体的な具体的な具体的な具体的な技術技術技術技術内容内容内容内容    

（１）広域防護柵の河川開口部の護岸の上に渡した単管パイプに１ｍ幅の防草シー

トを 20～30 ㎝重ねて針金で固定し、それぞれのシートの下部に“おもり”

として塩ビパイプ等をつけて、のれん状に垂らして目隠しするという安価な

方法でニホンジカの侵入を防止することができる。 

（２）防草シートは耐久性が高く、ハサミで切ってもほつれない不織布タイプを利

用する。 

（３）下部を固定しないため流下物は堆積しにくいが、定期的に点検を行い大雨等

で出水が予想される場合は、撤去する。 

（４）設置する場合は、仮設物として河川管理者（建設事務所、市町村役場等）の

許可を得る必要がある。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 設置状況 図１ 防草シートのれん設置図 

防草シート

(１ｍ幅)

単管パイプ

20～30㎝の重なり

防 護 柵

護 岸
護 岸

塩ビパイプ等

図３ 山側の状況 図４ 里側の状況 図５ 設置前。侵入するシカ 
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機関名 長野県農業試験場

部署名 企画経営部

記入者氏名 岡部知恭

電話番号 026-246-2411

e-mail okabe-tomoyasu@pref.nagano.lg.jp

品目

分類コード -

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

県内でイノシシ・中型獣による被害発生地域はおよそ600haに上る。今後、対象地
域に周知啓蒙し、普及を図っていく予定である。

長野県農業試験場

品目横断

ポリエチレン製ネットと通電線を組み合わせた電気柵は、イノシシ・中型獣の侵入を防
止できる。

　市販のポリエチレン製ネット（幅１ｍ、網目サイズ16mm）と通電線２段の組み合わせ
で、イノシシ・中型獣の農地への侵入を防止することができる。
　電気柵下部の除草等の管理作業を可能にするため、ネットは地際から90cmの位置で
支柱に固定し、地面に10cm垂らす。ネットは地面に固定せず、支柱にトンネルパッカー
で固定する。
　ネット下部からのイノシシの侵入を防ぐ目的で、「突出し型クリップ」を使用してネットの
外側10cm、地際からの高さ15cm・30cmの位置に通電線を２段設置する。

イノシシをはじめとする中型獣の農作物被害が増加しており、広域防護柵で被害
が防げない場合は、圃場ごとの対策が必要となる。本技術はこうした場合の対策
として有効で、設置経費も電牧器を除くと１ｍ当たり400円程度と安価である。

無
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図１　試験区電気柵構造概略図

農地側

ポリエチレン製ネット

（幅1m 目合16mm）

15㎝間隔2段

ｸﾞﾗｽﾌｧｲﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ

長さ 120cm 直径 10mm

+

+

ネットは90cm

の位置で固定

ネットを地際に垂らす

トンネルパッカー

ポリエチレン製ネットと通電線を組み合わせた電気柵は、イノシ

シ・中型獣の侵入を防止できる    

    

具体的具体的具体的具体的なななな技術技術技術技術内容内容内容内容    

（１）市販のポリエチレン製ネット（幅1ｍ、網目サイズ 16mm、以下「ネット」

と記載）と通電線２段の組み合わせで、イノシシ・中型獣の農地への侵入を

防止することができる（図１）。 

（２）電気柵下部の除草等の管理作業を可能にするため、ネットは地際から 90cm

の位置で支柱に固定し地面に10cm垂らす。ネットは地面に固定せず支柱に「ト

ンネルパッカー」で固定する（図１、図２）。 

（３）ネット下部からのイノシシの侵入を防ぐ目的で、「突出し型クリップ」を使

用してネットの外側10cm、地際からの高さ 15cm・30cm の位置に通電線 

を２段設置する（図２）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 突出し型クリップ、トンネルパッカー       図３ 電気柵内に侵入できないイノシシ 

 

トンネルパッカー 

突出し型クリップ 
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機関名 （地独）北海道立総合研究機構農業研究本部

部署名 企画調整部企画課

記入者氏名 昆野　大次

電話番号 0123-89-2587

e-mail central-agri@hro.or.jp

品目

分類コード -

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

品目横断

有機栽培畑における生産力向上のための緑肥活用技術

・有機栽培への転換を目指した緑肥の導入モデルを示すとともに、転換後の地力維
持に向けた緑肥活用法を提案した。
・緑肥の作付により熱水抽出性窒素は増加し、たい肥の施用でさらに増加し、その
増加程度は、緑肥やたい肥等に由来する難分解性の有機態窒素の増大に伴って
緩慢となることを明らかにした。また、有機栽培畑への転換を前提とした緑肥導入モ
デルを提示した。

・有機栽培畑へ転換中および転換後の地力増進による生産力向上のために緑肥
を活用する際の参考として活用する。

無

中央農業試験場
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項目

作物 ｱｶｸﾛｰﾊﾞ
ｸﾘﾑｿﾝ
ｸﾛｰﾊﾞ

えん麦 ﾍｱﾘｰﾍﾞｯﾁ 混播 えん麦

窒素施肥量 (kg/10a) 2～4 3～4 5～6 2～5 3～6 5～6

施用資材

乾物収量 (kg/10a) 350～550 300～550 400～550 150～200 250～350 300～400

窒素吸収量 (kg/10a) 10～14 6～10 4～6 5～8 5～8 4～7

α-グルコシダーゼ活性

1作目における
熱水抽出性窒素の
上昇程度 （mg/100g）

休閑緑肥 後作緑肥

たい肥（1 tあたり窒素1 kgに換算。ただし、3 t/10aを上限）
無機化が速い有機質資材（窒素含有率の高い発酵鶏ふん、大豆かすなど）

0.8 0.5 0.2

1作目で上昇（微生物活性の上昇）

熱水抽出性窒素
の上昇程度

(mg/100g)

作物の
増収程度

・収益性の確保

・4.5 mg/100g程度

・AとCの中間

・4.0 mg/100g程度

・転換後の効果が大

・3.5 mg/100g程度
C

休閑緑肥
（2年間）

・ｱｶｸﾛｰﾊﾞ（雑草発生等を防ぐため、適宜掃除刈り）
・ｸﾘﾑｿﾝｸﾛｰﾊﾞ
・えん麦

大
（1.5）

大
（30 %）

小
（0.5）

小
（10 %）

B
休閑緑肥＋
　　　後作緑肥

・ｱｶｸﾛｰﾊﾞ
・ｸﾘﾑｿﾝｸﾛｰﾊﾞ
・えん麦

収益作物
・ﾍｱﾘｰﾍﾞｯﾁ
・混播
・えん麦

中
（1.0）

中
（20 %）

A
後作緑肥＋
　　　後作緑肥

収益作物
・ﾍｱﾘｰﾍﾞｯﾁ
・混播
・えん麦

収益作物
・ﾍｱﾘｰﾍﾞｯﾁ
・混播
・えん麦

モデルケース
・特徴
・導入の目安
　(熱水抽出性窒素）

転換期間 転換後（3, 4年目）

1年目 2年目

2015 農業研究本部 中央農業試験場

Hokkaido Research Organization                                      地方独立行政法人 北海道立総合研究機構

Central Agricultural Experiment Station

有機栽培畑の地力増進！
緑肥の上手な活用法

有機栽培に取り組むにあたって、地力の向上をどのように図るか？その地力をいかに維持する
か？は重要なポイントです。その方策の一つとして緑肥の活用があります。本課題では、有機栽
培への転換を目指した緑肥の導入モデルを示すとともに、転換後の地力維持に向けた緑肥活用法
を明らかにしました。

中央農業試験場
農業環境部 栽培環境グループ
０１２３－８９－２００１
central-agri@hro.or.jp

普 及 Dissemination 連絡先 Contact

概 要 Abstract

成 果 Results

・緑肥の導入に当たっては、定期的な土壌診断により圃場の地力水準を把握します。

・緑肥の選定に当たっては、既往の知見(北海道緑肥作物等栽培利用指針-改訂版-等)

を活用し、後作物との適合性に留意します。

アカクローバ

有機栽培への転換を目指した緑肥導入モデル

転換後の地力維持に向けた緑肥栽培法とその効果

転換期間のたい肥施用は、熱水抽出性窒素を高めるなど一層の地力増進に効果的！

たい肥施用量は概ね 3 t/10aを上限とします。 えん麦

いつまでも地力を
落とさず安定生産！

これで有機栽培に
最適な畑づくりを！
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平成２６年度 成績概要書 
 
課題コード（研究区分）： ３１０４－３２５６３１ （経常（各部）研究） 
                        
１．研究課題名と成果の要点 
１）研究成果名：有機栽培畑における生産力向上のための緑肥活用法 

  （研究課題名：有機栽培畑の窒素肥沃度向上を目指した緑肥と堆肥の活用法） 
２）キーワード：有機栽培、緑肥、たい肥、熱水抽出性窒素、窒素収支 
３）成果の要約：緑肥の作付により熱水抽出性窒素は増加し、たい肥の施用でさらに増加した。その増加程度

は、緑肥やたい肥等に由来する難分解性の有機態窒素の増大に伴って緩慢となった。休閑・後
作緑肥を 2 ヵ年作付することで作物の収量性や土壌環境が向上したことなどから、有機栽培畑
への転換を前提とした緑肥導入モデルを提示した。 

 
２．研究機関名 
１）担当機関・部・グループ・担当者名：中央農試･農業環境部･栽培環境 G 研究主任 櫻井 道彦 
２）共同研究機関（協力機関）：（北農会 有機農産物検査・認証センター） 

 
３．研究期間：平成 23～26 年度 （2011～2014 年度） 

 

４．研究概要 
１）研究の背景：有機農業の拡大を促進する上で、生産の基盤となる圃場の生産力を高めることは重要であり、

その手段として緑肥の導入が考えられるが、その導入に伴う効果については未検討である。 
２）研究の目的：緑肥導入に伴う生産力向上効果を明らかにし、それに基づく緑肥活用法を示す。 

 
５．研究内容 
１）有機栽培畑における緑肥の生育特性と土壌環境に及ぼす影響 
・ねらい：有機栽培畑での緑肥導入に伴う生産力向上効果を明らかにし、それに基づく施肥法を提示する。 

・供試圃場：場内 3 圃場（火山性土、低地土、未熟土）。管理は有機 JAS 規格に準拠し、緑肥はすき込み。 

・作付概要：2011 年から 3 作連作。2014 年はレタス栽培（窒素施肥量 12 kg/10a(魚かす)）により生産力評価。 

・供試緑肥：休閑緑肥（アカクローバ、クリムソンクローバ、えん麦、無栽培（対照）） 

後作緑肥（ヘアリーベッチ、混播（えん麦＋ﾍｱﾘｰﾍﾞｯﾁ）、えん麦、無栽培（対照）） 

・施用資材：鶏ふん区（発酵鶏ふん 3~5 kgN/10a）、たい肥区（牛ふんたい肥 3t/10a+発酵鶏ふん 0~2 kgN/10a） 

２）有機栽培畑への転換を前提とした緑肥の導入 
・ねらい：一年生作物の生産を前提に、有機栽培畑への転換に向けた緑肥の導入モデルを提示する。 

・供試圃場：場内の未熟土。管理は有機 JAS 規格に準拠し、緑肥はすき込み。 

・試験処理：  

 

 

 

 

 

 

 
 
６．成果概要 
１）緑肥 1 作目での熱水抽出性窒素の増加程度は、休閑緑肥のアカクローバで 0.8 mg/100g、クリムソンクロー

バ、えん麦で 0.5 mg/100g、後作緑肥で 0.2 mg/100g であり、たい肥を施用した場合さらに 0.3 mg/100g 程度
上昇した。作付回数やたい肥施用に伴う残存有機態窒素（緑肥や施用資材中の難分解性窒素）量の増加に伴
って熱水抽出性窒素は増加したが、残存有機態窒素量が増えるほどその増加程度は緩慢となった（図 1）。 

２）α-グルコシダーゼ活性（畑土壌の微生物性診断指標）は、休閑・後作緑肥を問わず 1 作目で上昇した。緑
肥作付に伴う熱水抽出性窒素や α-グルコシダーゼ活性などの生産力向上によりレタスの収量も増加した。 

３）これらの結果や既往の知見を基に、「有機栽培畑における緑肥栽培法とその効果」として提示した。なお、
たい肥施用に付随する養分供給量を考慮し、緑肥作付時のたい肥施用上限量を概ね 3 t/10a とした（表 1）。 

４）転換期間中に相当する 2 ヵ年に緑肥を栽培した試験区②、③、④では、転換後の作物（スイートコーン、
レタス）がそれぞれ 10、20、30 %程度増収し、転換期間中にたい肥を施用した場合はさらに 5 ％程度増収
した。また、熱水抽出性窒素も試験区②、③、④でそれぞれ 0.5、1.0、1.5 mg/100g 程度上昇し、転換期間中
にたい肥を施用した場合はさらに 0.5 mg/100g 程度上昇した（表 2）。 

５）緑肥を栽培した試験区の超過窒素量（地下水の硝酸汚染リスクの評価指標）は、緑肥を栽培していない試
験区①と大差なく、ゼロ前後であった。なお、後作緑肥（えん麦）や吸肥力の強い作物（かぼちゃ、スイー
トコーンなど）を導入することで、窒素負荷の更なる低減が可能と考えられた（表 2）。 

６）これらの結果を基に、「有機栽培畑への転換を前提とした緑肥導入モデル」を提示した（表 3）。 

施肥量 年
(kg/10a) 月 5 6 7 8 9 10 ～ 5 6 7 8 9 10

無施用区（対照） 0

たい肥区 3

鶏ふん区 3 2013年（3年目）

たい肥区 3 　スイートコーン
 1)

鶏ふん区 3 2014年（4年目）

たい肥区 3 　レタス 
2)

鶏ふん区 3

たい肥区 3

　：発酵鶏ふんの施用時期 　　　　　：たい肥の施用時期 1)
 窒素施肥量12 kg/10a（なたね油かす） 2)

 窒素施肥量12 kg/10a（魚かす）

転換後に相当

② 後作緑肥＋後作緑肥 レタス
ヘアリー

ベッチ

転換期間中に相当

試験区
施用区

ヘアリー
ベッチレタス

2011年（1年目） 2012年（2年目）

① 緑肥なし レタス レタス

緑肥に対する窒素施肥

レタス
ヘアリー

ベッチ

④ 休閑緑肥（2年間）

③ 休閑緑肥＋後作緑肥 アカクローバ

アカクローバ
1年目で

すき込まない

堆

堆

堆 堆

堆

堆 堆

堆 堆

鶏

鶏

鶏 鶏

鶏

鶏

鶏
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＜具体的データ＞ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
７．成果の活用策 
 １）成果の活用面と留意点 
（１）有機栽培畑へ転換中および転換後の地力増進による生産力向上のために緑肥を活用する際の参考とする。 
（２）緑肥の導入に当たっては、既往の知見（北海道緑肥作物等栽培利用指針-改訂版-等）も併せて活用し、特

に緑肥の選定にあたっては後作物との適合性に留意する。 
 ２）残された問題とその対応 なし 
 
８．研究成果の発表等 
１）櫻井道彦 日本有機農業学会第 4 回有機農業試験研究交流会にて発表（山梨県：2011.10） 

表 1 有機栽培畑における緑肥栽培法とその効果 

表 2 緑肥導入による転換後の作物収量・熱水抽出性窒素と窒素収支（2011～2014年）への影響 

図 1 残存有機態窒素量と 

熱水抽出性窒素の増加量との関係 

（2012～2014年：休閑緑肥、後作緑肥） 

 

1) 緑肥や施用資材に含まれる窒素成分のうち、おおよそ 1 年間、土

壌で分解されずに残存する窒素とし、その割合は以下によった。 

発酵鶏ふん：20 %（既往の試験成績を参照） 

たい肥：78 %（農林水産技術会議事務局、研究成果 166、1985） 

マメ科緑肥：28 %、混播：35 %、えん麦：41 % 

（小川ら、北農試研報 149、1988） 

2) 無栽培（対照）との比較による。 

3) 凡例の白抜きは鶏ふん区、黒塗りはたい肥区 

表 3 有機栽培畑への転換を前提とした緑肥導入モデル 

y = 0.5405x0.2502

R² = 0.90**

y = 0.3786x0.3126

R² = 0.95**

y = 0.1509x0.528

R² = 0.98**
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残存有機態窒素1)量 (kg/10a)

（休閑）アカクローバ

（休閑）ｸﾘﾑｿﾝｸﾛｰﾊﾞ・えん麦

（後作）ﾍｱﾘｰﾍﾞｯﾁ・混播・えん麦

3)

えん麦導入時の 1) 2013年：スイートコーン、2014年：レタス

2013年 2014年 超過窒素量 
4) 　 無施用区（対照）に対する収量比を示す。

(3年目) (4年目) 2013年 2014年 (kg/10a) (kg/10a) (kg/10a) 　（　）内は実数(kg/10a)

無施用区（対照） (1185) (2132) 4.2 3.6 5.4 -0.8 -1.5 2) 窒素収支＝

たい肥区 108 103 5.1 4.5 7.6 1.4 0.8 　　投入窒素量（施用資材、緑肥、生物固定窒素、収穫残渣）

鶏ふん区 112 105 4.9 4.3 7.0 0.8 -1.4 　　－持出窒素量（収益作物、緑肥の窒素吸収量）

たい肥区 119 107 5.7 4.9 8.3 2.1 -0.1 　　2011～2014年の平均値

鶏ふん区 128 114 4.9 4.6 5.3 -0.9 -2.6 3)  超過窒素量＝窒素収支－硝酸性窒素残存許容量 (6.2)

たい肥区 130 117 5.7 5.1 6.9 0.7 -1.1 　  硝酸性窒素残存許容量は、中辻ら（2014）により推定。

鶏ふん区 141 116 6.7 5.2 5.2 -1.0 -1.7 4)  1、2年目のﾍｱﾘｰﾍﾞｯﾁをえん麦に変更し、

たい肥区 153 125 7.3 6.0 6.4 0.2 -0.5 　  4年目の後作にえん麦の無窒素栽培を導入した場合。

超過窒素量 
3)

④
休閑(2年間)

①
緑肥なし

②
後作+後作

③
休閑+後作

窒素収支 
2)

試験区 施用区 (mg/100g)

熱水抽出性窒素作物収量 1)

熱水抽出性窒素

の上昇程度 
2)

(mg/100g)

作物の

増収程度 3)

・収益性の確保

・4.5 mg/100g程度

・AとCの中間

・4.0 mg/100g程度

・転換後の効果が大

・3.5 mg/100g程度

1) 有機栽培露地野菜畑の土壌窒素診断基準値（5.0～7.0 mg/100g）への到達が見込まれる熱水抽出性窒素レベル。排水性不良等で緑肥の生育量が十分得られない場合、基準値に達しない恐れがある。

2) 転換期間中にたい肥を施用した場合、熱水抽出性窒素はさらに0.5 mg/100g程度上昇するため、導入の目安となる熱水抽出性窒素を各モデルケースで0.5 mg/100g程度低く見積もる。

3) 転換期間中にたい肥を施用した場合、さらに5 %程度増収する。なお、(  )内はスイートコーン（3年目）、レタス（4年目）を作付し、緑肥すき込みに伴う窒素減肥未対応での値である。

4) クリムソンクローバ・えん麦は越冬不可で、転換後の生産力はアカクローバより劣る。

モデルケース

・特徴

・導入の目安 1,2)

　(熱水抽出性窒素）

転換期間中に相当 転換後に相当（3, 4年目）

備　　考
1年目 2年目

・前作物が窒素吸収量に比べて窒素施肥
量が多い作物（レタス、たまねぎ等）の場
合、残存窒素の回収と生産力向上の両立
を図る上で有利なえん麦を作付する。
・マメ科緑肥の後作物には、吸肥力の強い
作物（かぼちゃ、スイートコーンなど）の導
入により、窒素負荷の低減を図る。その
際、根菜類は避ける。

小（0.5） 小（10 %）

B 休閑緑肥＋後作緑肥
ｱｶｸﾛｰﾊﾞ・ｸﾘﾑｿﾝｸﾛｰ
ﾊﾞ・えん麦

収益作物
ﾍｱﾘｰﾍﾞｯﾁ・
混播・えん麦

中（1.0） 中（20 %）

A 後作緑肥＋後作緑肥 収益作物
ﾍｱﾘｰﾍﾞｯﾁ・
混播・えん麦 収益作物

ﾍｱﾘｰﾍﾞｯﾁ・
混播・えん麦

C 休閑緑肥（2年間）
ｱｶｸﾛｰﾊﾞ（雑草発生やｱｶｸﾛｰﾊﾞの種子落下を防ぐた

め、適宜掃除刈りをする）・ｸﾘﾑｿﾝｸﾛｰﾊﾞ 4)・えん麦 
4) 大（1.5） 大（30 %）

1) たい肥1 t/10aあたり熱水抽出性窒素

作物 アカクローバ ｸﾘﾑｿﾝｸﾛｰﾊﾞ えん麦 
2) ﾍｱﾘｰﾍﾞｯﾁ 混播 

3) えん麦 　　0.1 mg/100g程度の上昇が見込める。

窒素施肥量 (kg/10a) 2～4 3～4 5～6 2～5 3～6 5～6 　　なお、連作するとその上昇程度は緩慢となる。

施用資材 2) 年2回の栽培も可能である。

乾物収量 (kg/10a) 350～550 300～550 400～550 150～200 250～350 300～400 3) えん麦＋ヘアリーベッチ

窒素吸収量 (kg/10a) 10～14 6～10 4～6 5～8 5～8 4～7 　

 

α-グルコシダーゼ活性
緑肥のすき込みは、フレールモア等で細断後、ロータリーで混和した。野良生えの発生を防ぐため、種子
が結実する前に確実にすき込む。備　考

1作目における熱水抽出性窒

素の上昇程度 
1) 

（mg/100g）

休閑緑肥 後作緑肥

たい肥（3 t/10aを上限とし、1 tあたり窒素1 kg減肥）
窒素無機化が速い有機質資材（窒素含有率の高い発酵鶏ふん、大豆かすなど）

1作目で上昇（アカクローバでやや高い） 1作目で上昇（えん麦でやや高い）

0.8 0.5 0.2
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機関名 （地独）北海道立総合研究機構農業研究本部

部署名 企画調整部企画課

記入者氏名 昆野　大次

電話番号 0123-89-2587

e-mail central-agri@hro.or.jp

品目

分類コード -

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

品目横断

疎水材暗渠の排水機能簡易診断と機能回復手法

・疎水材暗渠の機能低下要因として、疎水材自体の腐朽による断面縮小や埋戻し土
厚さの増加がみられ、疎水材周辺の土壌物理性不良、暗渠管理の不良など疎水材
以外による影響も想定された。また簡易な土壌診断による圃場の排水機能の確認方
法と、疎水材の状態に対応した暗渠の機能回復手法を策定した。

・圃場の排水不良要因の抽出と対策の策定、ならびに効率的・効果的な農業農村整
備事業の推進に活用する。

無

中央農業試験場
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2015 農業研究本部 中央農業試験場

Hokkaido Research Organization                                      地方独立行政法人 北海道立総合研究機構

Central Agricultural Experiment Station

この暗渠効いてるの？チェックの手順と機能回復法

疎水材使用の暗渠の効きが良くないとされる圃場
では、地下水位が高く、疎水材周辺の土壌が堅くて
隙間が少なく、酸素不足（還元状態）になる割合が
高いことがわかりました（右図）。そこで、圃場の
状態と疎水材暗渠の状態を簡単にチェックする方法
と、暗渠排水の機能を回復させる対策についてまと
めました。

中央農業試験場 農業環境部 環境保全グループ
℡0123-89-2001(代表)central-agri@hro.or.jp

普 及 Dissemination 連絡先 Contact

概 要 Abstract

成 果 Results

圃場の排水不良要因の抽出と対策策定に活用してください。

排水不良要因のチェック

①地形・排水路

②維持管理

・排水路や暗渠出口の埋没・水没は？

■は営農対応、■は事業対応

・圃場が周囲より低いか？
・地表や排水路に水が滞留しているか？
・排水路の水位は高いか？

・排水設備の適切な管理

③表層泥濘化

・表層が泥濘化して強還元な状態か？
・水分過多で非常に柔らかいか？

・地表排水の促進（圃場内明渠等）
・営農による土層改良
・多水分での土壌管理作業の回避

④難透水層

・下層まで粘質、強還元な状態か？
その深さは？

・不良部40cm以浅→営農による土層改良

・地表排水促進（圃場内明渠、傾斜均平）

・排水路整備による周辺地下水位の低下

・傾斜下部に有材補助暗渠設置

・畑地では粗粒質土壌の客土

・不良部40cm以深→事業による補助暗渠

⑤堅密層

（いずれも疎水材使用が望ましい）

・40cm以浅 →営農による土層改良

・40cm以浅で2.5MPa以上/・40cm以深
→事業による補助暗渠施工

・貫入抵抗値1.5MPa以上の硬い層の
深さは？（貫入式土壌硬度計を用いる）

（強粘質の場合は疎水材使用が望ましい）

検土杖
またはスコップ

*指針値：土地改良事業における埋戻し土厚さの指針値で、水田15cm、汎用田25cm、畑40cm

③④⑦の調査方法

⑥暗渠管

・管の詰まりや破損はないか？
・集中管理孔による暗渠管内清掃

・暗渠管内清掃が困難な場合は事業で
⑦暗渠の埋戻し土厚さ

・埋戻し土厚さが、指針値*＋10cm以上
かつ60cm未満

・埋戻し土厚さが、指針値*＋10cm未満

・本暗渠再整備

・疎水材補充、もしくは有材補助暗渠
（本暗渠整備との比較検討が必要）

・疎水材への対応不要

・埋戻し土厚さが60cm以上
・暗渠埋設位置不明、疎水材未使用

検土杖等を用いて土壌を深さ
20cmごとに堀上げ、土層の
厚さや粘土の多さを調べます。

*ジピリジル液：α-α’ジピリジル試薬
1gを10%酢酸500mLに溶かす

該当ありなら→

図 暗渠の効きが良くない圃場における土壌断面の特徴

・地表面から疎水材上端までの距離は？

ジピリジル液*を土壌に滴下
します。 すぐに赤くなると
強還元です。
（土が青灰色でどぶ臭い）
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平成２６年度 成績概要書 
 
課題コード（研究区分）： ４１０５－４５５９５１（道受託研究） 
 
１． 研究課題名と成果の要点 

１） 研究成果名：疎水材暗渠の排水機能簡易診断と機能回復手法 
（研究課題名：暗きょの排水対策検討調査） 

２） キーワード：疎水材、暗渠、経年変化、簡易診断、機能回復 
３） 成果の要約：疎水材暗渠の機能低下要因として、疎水材自体の腐朽による断面縮小や埋戻し土厚さの増

加がみられ、疎水材周辺の土壌物理性不良、暗渠管理の不良など疎水材以外による影響も想定された。
また簡易な土壌診断による圃場の排水機能の確認方法と、疎水材の状態に対応した暗渠の機能回復手法
を策定した。 

 
２．研究機関名 
１）担当機関・部・グループ・担当者名：中央農試・生産研究部・水田農業 G・塚本康貴、農業環境部・環

境保全 G 
２）共同研究機関（協力機関）： （北海道農政部農村計画課、各振興局） 

 
３．研究期間：平成 22～25年度 （2010～2013年度） 
 
４．研究概要 
１）研究の背景 

近年は暗渠排水機能の向上のため疎水材を有する暗渠が整備されているが、期待した排水効果が得られな
い場合がある。そのため疎水材暗渠の機能低下要因について明らかにし、暗渠の再整備に依存しない、機能
低下の要因に対応した疎水材暗渠の機能を回復させる手法の確立が求められている。 

２）研究の目的 
 疎水材暗渠整備圃場における排水機能低下要因を明らかにし、簡易な土壌調査による機能診断手法を取り
入れた、排水機能低下要因に対応した機能回復手法を確立する。 
 

５．研究内容 
１）疎水材暗渠整備圃場における排水機能低下要因の解明 

・ねらい：疎水材暗渠の施工後年数や疎水材の種類の異なる水田、畑において、排水機能の低下要因につ
いて検討する。 
・試験項目等：供試圃場：疎水材暗渠整備済み圃場（水田 31、畑 41）、施工後年数 3～24年、疎水材の種
類：有機質資材はモミガラ、木材チップで、無機質資材は砂利、砕石、火山礫、火山灰、ホタテ貝殻。調
査項目：地表面の状態や排水路、暗渠落口の状況観察、土壌断面調査、土壌物理性、疎水材の腐朽程度（C/N、
土砂混入量、断面変化）、現場透水性（シリンダーインテークレート） 

２）簡易な土壌調査による排水機能診断手法の開発 
・ねらい：整備事業や農業指導に携わる職員でも対応可能な簡易な土壌調査による機能診断手法として、
検土杖を用いた方法について検討する。 
・試験項目等：検土杖で 20cm深さごとに採取した土壌の粘り、土性の判別、ジピリジル液による土壌還元
の程度。専門家による土壌断面調査結果と照合。 

 
６．成果概要 
１）疎水材暗渠整備済み圃場の排水性を調査した結果、水田で 64.5％、畑で 43.9％が排水不良と判断された。

また、水田、畑ともに排水性の良否と施工後年数、疎水材の種類との間には明瞭な関係がみられず、施
工後年数以外の様々な要因が排水性の良否に影響しているものと思われた（データ省略）。 

２）施工後年数に伴う疎水材の変化として、透水性については細粒分が多かった火山灰を除いていずれの資
材も良好であった（データ省略）。火山灰を疎水材として利用する際は粒度調整が必要である。 

３）無機質疎水材では劣化や疎水材周辺の空洞化、崩落は認められなかった。また埋戻し土厚さが施工時よ
り増加した圃場がみられたが、施工後年数との関係は判然としなかった。一方、有機質疎水材では施工
後年数が経過した圃場で疎水材周辺の空洞化や崩落がみられ、C/N の低下や土砂混入量、埋戻し土厚さ
の増加がみられた（図１）。また本調査の中で暗渠管内が閉塞した状況は確認されなかった。 

４）疎水材量が不足している圃場は水田で 35.5％、畑で 65.9 ％であり、無機質疎水材に比べ有機質疎水材
量の不足圃場の割合が高かった（表１）。 

５）排水不良と判断された圃場では疎水材周辺の土壌物理性が不良であり、粗孔隙が少なく、余剰水の疎水
材への移動を妨げている例が多いと考えられた。水田では高地下水位であることと泥濘化や堅密層によ
る浸透阻害が、畑では土壌の堅密化による浸透阻害が、主たる排水機能の低下要因と考えられた。また、
暗渠落口の水没や水閘の常時閉鎖など、維持管理不良が主要因となっている圃場も散見された（表２）。 

６）20cm毎に採取する検土杖を用いた簡易な土壌調査の判定（土性、粘り、ジピリジル液による還元反応）
は、専門家が行った土壌断面調査結果との整合性が高く、圃場の排水機能診断に活用可能であった。 

７）以上の結果をもとに、暗渠整備済み圃場における排水不良要因と疎水材暗渠の機能診断手法、および疎
水材暗渠の機能回復手法についてまとめた（表３）。 
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＜具体的データ＞ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
７．成果の活用策 
 １）成果の活用面と留意点 
（１）本成果は圃場の排水不良要因の抽出と対策の策定、ならびに効率的・効果的な農業農村整備事業の推

進に活用できる。 
 ２）残された問題とその対応 なし 
 
８．研究成果の発表等 

Tsukamoto Yasutaka, et al. (2011) Aged Deterioration of Underdrain with Organic Filter Materials, 
MARCO Workshop Proceedings, p.44. 
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H23

H24

H25

地目 項目
全排水不良圃場に
対する割合（％）

強還元1)層出現深40cm以浅 100

高地下水位 85

土壌構造未発達層出現深40cm以浅 80

粘質 80

堅密層の存在 70

表層泥濘化 60

暗渠出口の水没、水閘閉鎖 10

堅密層の存在 94

畑 暗渠管より上の層に還元反応1)有り 67

（n=18） 土壌構造未発達層出現深40cm以浅 50

暗渠出口の水没、水閘閉鎖 28

１）ジピリジル液による土壌還元反応テスト

水田
（n=20)

表３ 暗渠整備済み圃場における排水不良要因と

疎水材暗渠の機能診断および機能回復手法 

図１ 木材チップ疎水材の C/N と施工後年数

との関係（畑） 

表１ 疎水材量不足圃場の割合 

表２ 排水不良圃場における土壌断面の特徴 

全圃場数 疎水材不足 B/A
(A) (B) （％）

無機質 17 5 29.4

水田 有機質 14 6 42.9

全体 31 11 35.5

無機質 21 13 61.9

畑 有機質 20 14 70.0

全体 41 27 65.9

地目
疎水材
種類

注）疎水材不足圃場は、地表面から疎水材上端までの距離（＝埋戻し土厚

さ）が設計値より10cm以上厚くなっている圃場とした。

診断
内容

状態確認
する項目

調査
順

排水不良
要因

簡易診断の視点、方法

（二重枠網掛けは検土杖による簡易法１））
対策

営農
対応

事業
対応

①
集水地形

周辺高地下水位

・圃場が周囲より低い
・圃場と排水路との高低差なく、暗渠出口が水没
・地表滞水や排水路に水が滞溜

・地表排水の促進（圃場内明渠、傾斜均平）
・排水路整備による周辺地下水位の低下
・傾斜下部では有材補助暗渠設置

○ ○

② 管理不良
・排水路や暗渠出口の埋没、水没
・水閘や暗渠蓋の常時閉鎖

・排水設備の適切な維持管理 ○ －

表層部泥濘化
・表層や次層が粘質、泥濘状で、強還元２）

・水分過多かつ非常に柔らかい

・営農による地表排水促進（圃場内明渠等）

・営農による土層改良５）

・多水分での土壌管理作業の回避
・畑地では粗粒質土壌の客土*

○ （○）

難透水層
（土壌構造未発達） ・下層まで粘質、強還元２）

・不良部が40cm以浅→営農による土層改良５）

・不良部が40cm以深→事業による補助暗渠
（いずれも有材が望ましい）

○ ○

浅い堅密層
（耕盤層）

・深さ40cm以浅で貫入抵抗値1.5MPa以上
・営農による土層改良５）

・貫入抵抗値2.5MPa以上の非常に堅密な場合
は事業による心土破砕*

○ （○）

深い堅密層
（硬盤層）

・深さ40cm以深まで貫入抵抗値1.5MPa以上
・事業による補助暗渠
（強粘質の場合は有材が望ましい）

－ ○

暗渠管 ④ 暗渠管不良
・暗渠管の詰りや明らかな破損の確認
（管の出口から管内を視認）

・集中管理孔による暗渠管の清掃
・上記が困難な場合は本暗渠再整備

○ ○

・埋戻し土厚さ３）が60cm以上
・暗渠埋設位置不明
・疎水材未使用

・本暗渠再整備 － ○

・埋戻し土厚さ３）が「指針値４）＋10cm」以上かつ
60cm未満

・疎水材の補充、もしくは有材補助暗渠
（本暗渠整備との比較検討が必要）

－ ○

・埋戻し土厚さ３）が「指針値４）＋10cm」未満 ・疎水材への対応は不要 － －

１）検土杖を用いて土壌を深さ20cm毎に掘り上げ、土層の厚さや土性、還元状態を確認する。

２）土壌強還元の判定は、どぶ臭または土色が青灰色、もしくはジピリジル液（2,2'-ビピリジル試薬1gを10％酢酸500mLに溶かす）を土壌に滴下し、即時鮮明赤発色の場合とする。

３）埋戻し土厚さとは、地表面から疎水材上端までの距離を言う。

４）指針値とは、土地改良事業における埋戻し土厚さの指針値で、水田15cm、汎用田25cm、畑40cm。

５）営農による土層改良としては、サブソイラによる心土破砕や弾丸暗渠、有材心土破砕（モミサブロー等）などがある。

６）事業対応の括弧付き〇については、対策項目中の*部分が事業対応であることを示す。

疎水材不足

圃
場
の
診
断

圃場周囲の
地形・排水路

暗
渠
・
疎
水
材
の
診
断

疎水材 ⑤

圃場内の
暗渠管埋設
部周辺土壌

③
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