
緑肥作物を活用した育土（自然農法の土づくり）～実践農家を例に～  

榊原  健太朗（普及部技術普及課）  
 
１．はじめに 

 植物が育つ土と言っても、熟畑化した肥沃な

土もあれば、かろうじて雑草が生える運動場の

ような土もある。この運動場でも雑草が夏に生

長しては秋冬に枯れて土に還るサイクルを繰り

返していけば、年々腐植が蓄積し、土の厚みを

増し、やがて生物相が豊かで生産力のある土壌

に育つであろう。 
当然ながら、生産力のある土壌は、畑に落ち

葉や敷草などの未熟有機物で土を覆っただけで

すぐにできるものではない。自然農法の土づく

り、すなわち「育土」は、通常は良質な有機物

（堆肥）を投与しながら栽培を続けることによ

って、腐植（有機物）を維持・増量させ、土壌

中に棲息する生物の働きや作物根によって土壌

構造を発達させ、生産力が上がるように栽培環

境を整えながら、あたかも子どもを育てるよう

に時には積極的に、時には見守りながら関わっ

ていくことである。 

ここでは、良質の堆肥を入手できない場合や、

新しい土地で自然農法をはじめられる方々へ、

育土技術の一つである圃場内で粗大有機物を生

産し、腐植を蓄積し、豊かな生物相を育む緑肥

作物の活用法を提案する。特に、緑肥作物を前

作に利用する方法と通路部分に栽培する方法に

絞り、これから自然農法や有機農業を始める方

への助言を添えて説明したい。 

 
２．緑肥作物とは 

１）緑肥作物の定義 

作物学用語辞典によると緑肥作物とは、「植

物体が腐る前に土壌中にすき込んで分解させ、

肥料とするものを緑肥といい、緑肥にするため

に栽培される作物」とされている。緑肥作物の

一種、マメ科のレンゲは江戸時代からすでに水

田裏作に利用されていたといわれている。 

２）緑肥の種類と効果 

緑肥作物の種類には、イネ科やマメ科、アブ

ラナ科、キク科などがある（表１）。その効果

は、堆肥と同様に土壌の物理性や化学性および

生物相が改善されることである。これらを適宜

組み合わせて、雑草抑制や防風など作業の省力

効果や土壌表面の被覆による土壌の流亡防止な

どの環境保全の効果も期待できる。 

 
表１ 緑肥作物の種類と効果 

緑肥作物の

種類 
おもな作物名 期待される効果  

イネ科 
麦類、ソルガム、

ギニアグラス、 
トウモロコシなど 

有機物の還元、無機

成分の有機化など 

マメ科 

クローバ類、 
ベッチ類、レンゲ、 
ダイズ、 
クロタラリアなど 

地力涵養として、空

中窒素の固定、作土

の深化など 

アブラナ科 
菜種、 
カラシナなど 

雑草・病害の抑制、

団粒化の促進など 

キク科  
ヒマワリ、 
マリーゴールド 

雑草・病害の抑制、

リン酸の可溶化など 

 

３．自然農法における緑肥の活用（その１） 

一般に、貸し出される農地は、生産力のある

畑は少なく、水田跡の耕作放棄地などあまり作

物が育たないところが多い。また、慣行農業を

長年続けた農地に、いきなり有機物を施しても、

そこにはそれらを分解する土壌生物、天敵の種

類や密度が少なく、すぐには良い品質の作物は

得られない。その対策として、自然農法での新

規就農者や転換参入者がこれから営農をはじめ

る場合や新しく借りた畑で栽培をはじめる場合、

まず、緑肥作物の栽培を推奨する。 

１）前作に緑肥作物を利用する 

ここでは高知県本山町の山下一穂氏の事例

をもとに説明する。 
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まず、緑肥作物は耐湿性が劣るものが多いた

め、水田の転換畑などではサブソイラーなどを

活用した耕盤破砕や弾丸暗渠、畑の周りに溝を

切る額縁明渠などを活用して排水性を確保する

ことが前提となる。 
次に作付け１か月前までに手に入りやすい

堆肥や有機肥料を窒素換算で10ａあたり10kg
を施し、イネ科の緑肥作物（ソルガム等）を播

種する。緑肥作物に施肥はもったいないと思わ

ず、最高の土壌をつくってくれる土壌生物相を

活性化させるためと考えるべきである。播種後、

極端に発芽が悪いところは、水分条件が悪いこ

とが考えられ、排水性を改善し、必要に応じて

追い撒きをする。 
穂が出るくらいに育ったころ、緑肥をフレー

ルモアやハンマーナイフモアで粉砕して、堆肥

や発酵系の有用微生物を含むボカシ肥料（ＥＭ

生ごみ堆肥等）を窒素に換算して10ａあたり

10kgを目安に表層にすき込み、発酵分解させる

ことが土壌生物相の活性化のポイントとなる。

山下氏はこれを「畑丸ごと堆肥化」と呼んでい

る。（写真１、２）モアがない場合は、トラク

ターの整地板を下げて、ロータリーを回転させ

ずに引っ張り一定方向に緑肥を押し倒して有機

肥料等を散布し、次に逆向きの葉先から根元へ

ロータリーを掛けて耕耘すれば、細かくすき込

むことができる。（写真３、４） 
その後、緑肥作物の分解を促進するために何回

か耕耘を行う。必要に応じて後作用の栄養分や

ミネラル資材を植え付けの30日以上前に施用

する。すき込みから植え付けまでは余裕を持っ

て夏場でも45日以上をみておくと良い。植え付

け時には、活着障害が起きないように緑肥作物

が十分に分解していることが大切である。（写

真５） 

 

 
 
 
 

 

写真１ ハンマーナイフで粉砕 
 

 
写真２ 堆肥や発酵肥料を散布 

 

 
写真３ ソルガムをロータリーの整地板を押し当

てて一定方向に押し倒し、堆肥や発酵肥

料を散布する。 
 

 
写真４ 押し倒した反対側からロータリーを掛け

て耕耘し、すき込む 

（公財）自然農法国際研究開発センター30周年記念誌

75



 

写真５ 緑肥活用後のコマツナ栽培（山下農園） 
 

２）緑肥作物が育たない畑では野菜も育たない 

有機肥料を施して緑肥作物を播種したにも

かかわらず、あまり育たなかった場合は、「緑

肥作物が育たないくらい土壌の状態が良くなか

った」と考えるべきである。このような圃場で

は、透排水性が良くない場合が多く、野菜を栽

培してもうまく生育せず、使用したタネや苗代

が無駄になる。 

広島県東広島市に新規就農した森昭暢氏は、

就農時に耕作放棄地を含む水田120ａに雑草を

繁茂させ、雑草の生育が良かった圃場（40ａ）

は、野菜が育つ土と判断してすぐに野菜栽培を

はじめた。一方、雑草の生育が良くなかった圃

場（80ａ）は野菜が育つ状態ではないと判断し、

ヒマワリ、クリムソンクローバー、ナタネなど

の緑肥を育てた。以降、緑肥作物の生育が良く

なった時点を野菜栽培に切り替える判断ポイン

トとし、それまでは緑肥栽培を繰り返した。こ

のように圃場の状態を見極めながら野菜を栽培

することで、大きな失敗もなく順調な経営が行

われている。なお、すべての圃場に野菜を作付

けられるまでに４年かかったとのことであり、

緑肥作物が十分に育つ環境になるまでに相当の

時間がかかる場合もあることをあらかじめ理解

しておく必要がある。 

 

 

 

 

３）緑肥活用のポイント  

(1) 土壌の排水性を確保して、十分な養分を施

用し、緑肥作物を育てる 

前述の山下氏の例では、緑肥作物をすき込む

までに10ａあたり20kgの窒素分を投入してい

る。油かすで換算すれば約400kgにもなる。後

作に必要な基肥を入れれば、さらに多くなる。

もし、透排水性の悪い畑にこれらの量を一度に

施用すれば、腐敗して辺り一面にアンモニア臭

が漂うことになるであろう。このようなところ

に野菜を植えても健全な生育は難しい。しかし、

排水性を改善すれば、緑肥作物は良く育ち、緑

肥作物の根は土壌の団粒化を促し、土壌構造が

発達して透排水性はさらに向上するであろう。 
(2)緑肥作物を堆肥とともにすき込む 

ソルガム（C/N値（有機物などに含まれる炭

素と窒素の質量比）：49）を堆肥とともにすき

込んだ場合、堆肥中に含まれる硝酸態窒素はソ

ルガムの分解に取り込まれて溶脱が抑えられる

（岡山総農セ、2004）。緑肥作物のC/N値や土

壌条件により違いはあるが、緑肥作物の残渣は

土壌への残存割合が大きく、後作物への直接的

な窒素養分供給と溶脱や脱窒による系外への流

失に比べ、土壌中の有機体窒素への供給源とし

ての役割が大きい（新良・西宗2000）。すなわ

ち、緑肥作物のすき込み時に、堆肥などの有機

物を投入することで、土壌生物が活性化し、土

壌中に保持される窒素含量も増加するとともに、

作物を栽培しやすい土壌へ変化していく。 
ここでは、イネ科緑肥作物と有機質肥料の活用

例を示したが、有機質肥料の代わりにマメ科とイ

ネ科緑肥作物（クロタラリアとソルガムなど）の

混播なども良い。また、栃木県芳賀郡芳賀町で自

然農法を実践している綱川稔氏は、田畑転換する

際に麦と大豆を２年間栽培し地力が十分養われ

た（育土がすすんだ）後に、地力に合わせて各種

野菜を栽培している。これは緑肥作物を活用した

場合と同様の効果があり、夏場に緑肥作物を栽培

体系に組み込めない地域などでは、換金性の畑作

物の積極的な利用が現実的である。 
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４．自然農法における緑肥の活用（その２） 

１）換金作物と緑肥作物を同時に栽培する 

一般的に草生栽培とは果樹栽培の下草を活

用する栽培方法を指すが、自然農法では、圃場

の空いているところ（通路や畦）に積極的に草

を生やして、草と土をつくりながら、病虫害を

回避して作物を栽培する栽培法を草生栽培と言

う。 
地力の高い圃場になれば、多少の雑草が生え

ても野菜は健全に育つ。この状態を維持するに

は草生栽培が有効である。草生栽培の効果は、

土壌、地上部それぞれに期待できる（表２）。 

 
表２ 草生栽培の効果 

 草生栽培の効果  

土壌 

透排水性の改善、腐植の蓄積、窒素の固

定、団粒化の促進、ミネラルの供給、土壌

生物相の多様化（根圏効果、土壌病害を軽

減、雑草の抑制） 

地上部 
有機物の生産、土壌の保護、生物相の多

様化、風雨の浸食防止（風よけ効果、害虫

の飛来阻止） 

 

一例として、カボチャの蔓を這わせる部分に

エン麦やヘアリーベッチ、赤クローバなどの緑

肥作物を定植前に播種して生育させておく方法

を紹介する（図１、千嶋2014）  
カボチャの植え付け部には、必要に応じて堆

肥や有機肥料などの元肥を入れて、1か月以上

熟成させておく。カボチャ定植後に蔓が伸びて

きたら、蔓先の緑肥を刈り込み、カボチャの株

元や蔓先に敷いて、それを繰り返す。また、カ

ボチャの生育を観て、必要に応じてボカシなど

を蔓先に施用する。敷草は草を抑え、圃場の生

物多様性も増して特定の病害虫が出にくくなり、

前述の育土のすすんだ土壌に近づく。また、野

菜と緑肥作物を計画的に栽培された圃場は見た

目も美しく、畑に草が生えていることを好まな

い近隣農家も納得するであろう。 
キュウリやトマト、ナスなども同様に通路に

緑肥作物を活用すれば、雨上がりなどでも収穫

に入りやすい状態を保つことができ、通路の緑

肥作物を刈って敷草として使うこともできる。 
 

 

図１ カボチャ草生栽培例（千嶋2014） 

 
草生栽培を行う場合、管理の仕方で作物と緑

肥作物との光・水分・空間・養分の競合が起こ

る場合がある。これらの競合を避けるために、

作物の株元での草生栽培は行わないこと、緑肥

の草丈が作物を越えないように適宜刈り取るこ

とが重要である。そして、圃場がやせている場

合は、緑肥作物の分までの養分も考えて前年の

秋または植え付け１か月前までに堆肥や有機肥

料をすき込んでおくと良い。 

２）換金作物と緑肥作物を交互に栽培する 

前出の森昭暢氏は、緑肥作物が良く育った圃

場から野菜作をはじめたが、その際、野菜を植

え付ける部分と通路部分は同じ幅にして作付け

している。通路部分ではできる限り雑草を生や

し、栽培作物の生育や作業の障害にならないよ

うに適宜刈り込み雑草による草生栽培をし、作

付け部分と通路の草生帯を交互に入れ替えて栽

培している（図２）。栽培の一例として、夏作

のキュウリを栽培中に通路部分に雑草を生やし
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て、夏作終了時に雑草を粉砕、必要な有機資材

とともにすき込み、秋作のダイコンやカブ作付

け帯とする。通路部分に草生栽培をすることで、

外部からの投入資材の依存度を減らし、低コス

トで地力を維持増進させている。 
この方法では、通路部分を広くとっているた

め、作業効率は良い。ただし、果菜類などの栽

培では収穫期に通路部分を頻繁に歩くため年々

雑草が少なくなり、通路部分に積極的に緑肥作

物を播種することも検討している。 

 

 
 
図２ 広島県森昭暢氏の植え付け部と雑草草生帯部

を交互に入れ替える作付け例の模式図 
 

 

５．まとめ 

温かい時期に田圃の畦畔では、施肥をせずに

何度刈っても草が生えてくる。土壌には植物を

生育させる力がある。条件が整えば旺盛に生育

し、青刈りされて地力になる緑肥作物と畦草は

似ているのかもしれない。緑肥作物は地上部の

茎、葉を生産し、根は広く・深く張って養分を

集める。同時にさまざまな土壌生物を根圏で養

い、土壌の団粒化をすすめ、やがて有機物とし

て土に還る。 
ダイズ作後の水稲作では、減肥をしなければ

水稲が倒れるほど土が肥える。イネ科のムギ類

やトウモロコシ等も収穫残渣が多いため、青刈

りしたときと同様、またはそれ以上に有機物の

還元効果が期待できる。 
時に緑肥作物と同様に換金作物をうまく活

用しながら、輪作や混作、間作を行い、いつで

も何らかの植物が地表面を覆っている状態を維

持し続けることは、地上部と地下部の生物の多

様性を維持することに繋がり、病虫害も少なく

なるであろう。緑肥作物や雑草、野菜などの植

物をはじめ、農地に棲息するさまざまな生物が

豊かで健全な圃場環境づくりと地力の維持増進

をはかることが、自然農法の土づくり、すなわ

ち「育土」なのである。 
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