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有機栽培と聞いて、思い浮かべるのは？ 

「農薬（殺虫剤、殺菌剤、除草剤）・化学肥料を使わない栽培」 

「堆肥など有機肥料を活用した栽培」 

突き詰めると 



 有機栽培がとり入れられた畑は、たくさんの生命が支え
合って育つ豊かな空間だといえます。 

 有機栽培は、自然にある落ち葉や枝葉、健全に育ったニ
ワトリやウシなどの家畜の糞、それにおからや生ごみなど
材料にして堆肥をつくって土を肥やします。それを栄養にし
て野菜が育ち、それを人間や家畜が食べ、そこから出たも
のがまた堆肥の材料になります。 
 そこにはなにひとつ無駄がない、有機的循環があります。 

もともと『オーガニック』は生物多様性、自然界での生き物の連鎖を
理解・利用して、無駄を出さない仕組みをオーガナイズ（organize）

すること。これにより化学肥料や薬に頼ることなく、自然や動植物
が健全に生きる仕組みを作り上げる（organizeする）ことです。 



農薬を使えば 

害虫を食べてくれる天敵までいなくなります 

化学肥料ではなく有機肥料、堆肥を使うと 

土の中の微生物が増え、特定の病原菌が 
はびこりにくくなり、作物が元気に育ちます 

自然のバランスが保たれていれば 

作物が元気に育っていれば、病気や害虫の非害を 
受けにくくなります 

害虫は天敵に食べられて、困るほど大発生しなく 
なります 

結果的に農薬・化学肥料の使用を最小限に抑えることができる 
              究極は無農薬・無化学肥料 

農薬や化学肥料により、テントウムシ、カマキリ、クモ、トカゲなど、味方となってくれる
生き物は害虫よりも先にいなくなってしまう（死んでしまう） 



自然の力を生かすためのポイント 

②育ちやすい適期に作る（旬の作物は環境ストレスに強く、栄養価もUP） 

①良い土をつくる 

③品種を選ぶ（環境に適した品種） 

④輪作の工夫 

⑤多品目栽培・混植（コンパニオンプランツ、緑肥作物） 

⑦生態系を生かす（害虫の天敵を味方に） 

⑧自然のバランスを取り戻すまで我慢 

慣行農法から有機農法に切り替え、農薬や化学肥料の使用が減ると（もしくは未使用）、一時
的に病害虫被害が大きくなったり、大きく育たなかったりと、思うようにいかないことが様々起こ
ります。 
この時に「やっぱり有機は難しい」と諦めないこと、『△△△の薬が効くよ』『化成肥料をあげれ
ば大きくなるよ』などの周りからアドバイスに迷わないことが、第一関門突破の秘訣です。 

⑦情報交換、技術交流 









荒れた土壌の例 （佐賀県） 

化学肥料と農薬の継続的な使用、 
有機質の不足により土壌が荒廃。 

糸状菌による『べと病』が蔓延 

健全な土壌の例 （東京都） 

健康な土には 

②多種多様の土壌微生物が豊富 

①適切なミネラル栄養分がある 

ミミズがいて、土が 
団粒化している 



植物の根と土壌微生物の相互関係 

• 根の先端はムシゲルと呼ばれる薄い膜に包まれています。ムシゲルの
中には、炭水化物、アミノ酸、有機物、その他の生長促進、抑制物質も含
まれています 

 

• そこには数多くの根圏微生物が増殖してます。細菌類、菌類、藻類、原
生動物類が棲息し、植物はこの根圏土壌中の微生物と共生しているの
です 

 

• ここには悪玉菌の増殖や根へ感染を抑えるのが、微生物同士の自律機
能です。善玉菌が根と共生するために活躍するのです。植物生長促進性
根圏細菌は植物ホルモンを生成し、植物の生長を促進し、病原菌の増殖
を抑え、根への感染阻害します。 

 

 

           元東京農業大学名誉教授 太田保夫著 《共生農業より》 

 

 



連作障害の対策 

パワーリキッド（別名：花まもり菌液）とぼかし肥料の併用で土壌の根圏環境を改善し、
ミミズの住むような地力が蘇る 

根圏微生物に対して微生物群の多様化 環境ストレス耐性有用細菌の増殖促進、活
性化 病原菌の増殖、活性の抑制 

改善例： 白菜の連作障害（宮城県） 

パワーリキッド（別名：花まもり菌液）とぼかし肥
料使用でネコブ対策実施後の圃場の様子 

軟腐病とネコブ病の被害 

① 

② 



【パワーリキッド】 別名：花まもり菌液 

有用菌群による植物活性液 

主な原材料： 乳酸菌、枯草菌、納豆菌、酵母、酵素、黒糖、アミノ酸、クエン酸、食塩、大豆タンパク 

◆5大効果 

① 発芽促進 ③ 成熟促進（品質向上、甘みの増加） 

④ 耐病性向上（無農薬化実現） ⑤ 連作障害の軽減 

② 健苗育成 

パワーリキッドで 
なぜ連作障害が軽減される？ 

塩類の分解を促進 

作物の根による 

アミノ酸蓄積を分解 
植物成長促進機能を高める 
（植物ホルモン、拮抗物質） 

土壌理化学の改善 
（三相分布の改善） 

病原性糸状菌を抑制 

根圏微生物、糸状菌を増やし 
根張りを良くする 



土を豊かにし、高品質、多収穫を実現する技術 

使用資材 必要な技術 高品質・多収穫への道 

ミネラル肥料 土壌分析 
 
肥料知識・施肥設計 

ミネラル肥料施肥 
     【フローラグリーンミロ】 
 
光合成能力のup技術 

アミノ酸肥料 発酵を利用する液肥製造技術 アミノ酸肥料施肥 
     無機質・有機物をアミノ酸に 
 
細胞づくりup 
     【パワーリキッド】（菌液） 

堆肥 発酵堆肥（ぼかし肥料） 
 
太陽熱利用技術 
 
微生物、酵素の活用 

発酵堆肥を施用して土壌を団粒化 
 
土壌消毒・根張り良くする技術 
              →害虫抑制 
 
セルロース、リグニンの分解 
（落葉、野菜残渣） 
     【パワーリキッド】（菌液） 



 
有用菌の増殖 

 

 
美しい健全な花 

や草木 
 

パワーリキッド 
別名：花まもり菌液 

耐病性の向上 

 
エチレンの発生 

 
植物ホルモンエチレンは 

優れた殺菌作用を持つ 

ボカシ肥料 

乳酸菌・枯草菌・バチルス菌などの有用菌が
土の中でバランス良く増殖し農薬や化学肥料
で死んだ土を蘇らせる 
アミノ酸、酵素等が葉面から吸収され植物を
元気に 

根の健全化 

 
無農薬化 

 

有用菌の分泌物は 

根の生長を著しく促進 

丈夫な根がミネラル 

分を多く吸収→美味しい 

ムシヨラン 
（天然成分害虫忌避剤） 

予防、対策を 

するなら 

フローラグリーンミロ 

（天然ミネラル） 

スーパーエコシェル 

ミミズの住むような肥沃な 

フカフカと柔らかな土に 



ボカシ肥料 

ボカシ肥料は、落ち葉、米ぬか、おから、油粕、大豆粕、野菜くず、
鶏糞、豚糞、牛糞など、植物性＆動物性の材料を微生物により発
酵させた有機質肥料。肥料成分が発酵により分解され（＝原形を
ぼかす）、植物に吸収されやすく肥効の緩やかな肥料になります。 

 害虫、病害菌発生の抑制 ネコブ病 ネコブセンチュウ、アブラムシ等の抑制 

 土壌の有用微生物を活性化し、健康な畑に 

 連作障害が回復し、楽しい野菜作り  

 肥料効果の持続と吸収を高め、収穫量がアップ 

 繊維質（落葉、野菜屑等）や食品残渣の発酵促進 

 土の保水性を高め、灌水量が少なくなる 

 土壌の団粒化を促進し、土を柔らかに 

 野菜の本来の味と甘味を体験できます 



ハウス土壌 10a (300坪) 

BTN流 バイオボカシ肥料（生産者向け） 
＜材料＞ 

1. 初めに米ぬか300kg、フローラグリーンミロ40kgを混合し、シートかセメント撹拌船でよく撹拌し、菌液を100倍に 
  希釈したものを20リッター程度加える。湿り具合を確認しながら少しずつ加え、菌液希釈液の量を加減する。 
              ★握ると指の跡が付いて団子状になり、つつくとホロリと崩れる程度 

米ぬか・・・300kg   鶏糞・・・400kg   牛糞堆肥・・・200kg   もみ殻・・・500kg 

天然ミネラル資材「フローラグリーンミロ」・・・40kg 

＜作り方＞ 

※一例です 

2. 低温だと発酵が遅れるのでシート等を掛けて倉庫等の屋根のある場所に静置する。 

3. 7日ほどで発酵し、温度（30℃～50℃）も上がり、菌が増殖して白い菌糸がみられる（途中で２回ほど撹拌する）。 

4. 鷄糞400kg牛糞200kgをさらに加えて混合し、7日間は馴染ませ発酵を待つ。 

5. もみ殻、キノコの廃床等をムラなく混合しブルーシートを掛けて被覆しておく。乾燥程度に応じて散水する。 

6. 完熟発酵までに最長3カ月を要するが、途中で発酵状態の確認のため2～3回切り返しを行う。 

有用菌資材「パワーリキッド」（別名：花まもり菌液）・・・100倍希釈液 20リッター目安 

＜施用量＞ 

施用量  バイオボカシ肥料 500kg～800kg 

露地畑地用 10a (300坪) 施用量  バイオボカシ肥料 500kg～800kg 

ボカシ肥料の材料や
作り方は人により
様々です。 



BTN流 バイオボカシ肥料（家庭菜園の場合） 
＜材料＞ 

ビニールシートか道具ケース（プラスチック）に米ぬかを入れ、花まもり菌液100倍希釈液2リッターを加えて均一に混
ざるよう撹拌する。加える時は湿り具合を確認しながら少しずつ加え、しっとりとした状態にする。 
                      ★握ると指の跡が付いて団子状になり、つつくとホロリと崩れる程度 
 
BOXがない時はビニール袋や段ボール入れて保管する。冬季は保温ために室内か毛布等かけて置く。これで微生
物の発酵が始まり10日から２週間で仕上がる。表面に白い菌糸の発生が見られ温度も上昇し菌のコロニーを作るが、
攪拌すれば良いボカシができる。発酵ムラをなくすため途中で数回撹拌する。 

米ぬか・・・15kg～20kg 

＜作り方＞ 

花まもり菌液・・・100倍希釈液 2リッター目安 

発酵鶏糞・・・5kg   油粕・・・3kg   燻炭・・・適量 

① まず米ぬかをボカす 

② ①の完成した米ぬかボカシに鶏糞、油粕、燻炭を加え水分を調整し、途中で数回攪拌しながらさらに10日間ぐらい 
  発酵させる。出来上がったバイオボカシ肥料はビニール袋に入れて保存しておく。 

＜使用法＞ 

• 作物の種類によって有機質肥料 落葉堆肥 牛糞 豚糞 鷄糞 油粕 魚粕 骨粉 加えて施用する 
• 土壌改良 元肥として使用する場合には播種の7日前に施す 
• 生ゴミ、未熟堆肥を肥料に使うには穴か溝を掘りこれらを投入しボカシ堆肥を振りかけ土をかぶせる。2週間後

には播種が可能である  



栽培品種： アイコ 

株式会社ビーティエヌ 

◆宮崎県・トマトハウス生産農場 

農薬よる土壌消毒、化学肥料のみの使用で
土壌が痩せ生物多様性が低下した圃場 

（2016年12月20日） 
ボカシ肥料を作り、土作りから見直しました 
鶏糞、牛糞、米ぬか、フローラグリーンミロ、稲ワラ、菌液 

2017年5月29日 

（パワーリキッド） 



ニンニク ／ スーパーエコシェル（SES）による薬浴比較 

●市川農園 

種子消毒なしで 
植え付け 

●隣接農園 

サビ病発生 

種子の段階で 
SES水溶液に浸漬 
    させて消毒 



【太陽熱処理による雑草防除と土壌改良】 

フローラグリーンミロ、魚粕肥料、
腐葉土、パワーリキッド（花まもり
菌液） を散布し耕す 

太陽熱が土壌細菌や有機態窒素に影響 

植物の栄養源となる特定のアミノ酸や生理活性物質（アセチルコリン）が作られる 

1 透明ビニールマルチをかけ、直射日光を
当てる 2 

＜目的＞ 

雑草種子駆除 

土壌改良 

積算温度 30℃ 900時間   

土壌消毒 



【アメリカの現状（2019年4月撮影）】 

オーガニック商品は
緑で表示 

大型スーパーマーケットチェーン 

ホールフーズマーケット 
テキサス州 ダラス 


