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１ プロジェクトの３つの課題 

 今回のプロジェクトは２０１６年にブータン王国において開催された IFOAMアジアの大会において、

ブータン王国の農業大臣による報告がきっかけであった。ブータンは 2006 年に有機農業による国造りを

めざし、豊かな天然資源を活用し、ブータン王国の憲法に相応しい農業政策を立案してきた。具体的には

「①環境の保護、保全、促進と生物多様性の安全確保、②環境汚染と生態系破壊の防止 ③正当な経済

的、社会的発展を、生態系のバランスが取れた持続的な発展と両立させること ④憲法が保障するよう

な安全で健康な環境を確保する

こと。」（有機農業による持続的

な 社 会 経 済 発 展 ： Ganesh 

Chatri）が目標とされたが、殺虫

剤は全廃したものの農村の労働

力不足によって除草剤を使う農

家が増え、その解決が課題であ

るとの報告があった。 

 参加者の一人であった田坂興

亜氏が日本では除草剤を使わな

い雑草防除法が確立していると

報告したことから、NPO 法人民

間稲作研究所（以下当会という） 

の抑草技術が紹介され、ブータ

ン王国での技術支援活動を実施

する契機となった。国際活動に関する支援団体に応募したところジャイカ筑波の草の根市民活動の枠で

の採用が決まり、以下の 3 つの課題を掲げた支援活動が 2016 年 10 月から開始されることとなった。 

 ① 除草剤を使わない雑草防除技術の確立 

 ② イネの収穫量を 1.5 倍にする安定多収技術の確立 

 ③ 循環型有機農業の普及による地域創成 

１）3つの課題と生物多様性向上及び地球温暖化防止機能 

 以下の理由で上記３つの課題は生物多様性の向上 

及び地球温暖化の防止に貢献する技術移転である。 

①生物多様性の向上 ブータン王国で使用されている

除草剤のブタクロールはアメリカのモンサント社が

開発した有機塩素系の除草剤であり、ノビエ・ホタ

ルィ・ミズカヤツリ・アゼナなどに効果がある。田植

え前に使用され魚毒性の高い除草剤であることか

ら、カエルの幼虫やヤゴなどの水生生物、魚類など

に大きなダメージを与え、水田生物の多様性を著し
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く阻害する除草剤である。 

   この除草剤を使用せず、ため池を設

置したティンプーのテンデルタン実

験農場では２年目 6 月にカエルの幼

虫であるオタマジャクシ。2 年目 10

月には、猩々トンボの産卵が見られ、

プナカ県のチミパンにあるロイアル

プロジェクトのため池には 3 年目の

6 月にタイコウチの生息が確認され

た。除草剤ブタクロールの使用中止と

ため池の設置による安定した水利環

境の整備が水田周辺の生物の多様性

を向上させる効果のあることが確認

された。 

 

 ② 地球温暖化の防止機能 

 今般のプロジェクトで使用された有

機質肥料は大豆を搾油した後の油粕を

用いていることから、地球温暖化の防止

に貢献する持続可能な窒素肥料調達法

である。現在ブータン王国の窒素肥料と

して主に使用されている尿素は、1960

年代より省エネ技術が進展したとはい

え、尿素 1 トン（窒素 460 ㎏）当たりの

エネルギー消費量は 0.58×10６kcal と

報告されている。 

 これに対し大豆による窒素固定量は 

10a 当り 24kg～45 ㎏とされており、  表 2   生長パラメーター（１９８９） 

 

栽植密度 

８/５～９/７ 開花期 

CGR（g/㎡/day） 

個体群成長率 

NAR（g/㎡/day） 

純同化率 

MLAI 

平均葉面積 

12000 本/10a 13.0 2.6 5 

 

 

つまり、尿素は１ｔあたり膨大なエネルギーを消費して地球温暖化を促進するのに対し、大豆は同じ

1トンの窒素を吸収固定しながら、同時に CO2を 1日あたり 237.5㎏吸収固定し、地球温暖化の防止

に貢献しているのである。 

国立科学博物館 技術の系統化調査報告第 12 集 241ｐ 
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最小の窒素固定（日本など）では 1

尿素１トンを固定する面積は

１.9ha にのぼる。この面積で吸収

固定される CO₂はタチユタカで 1

日当たり５×2.5ｇ×19,000 ㎡

=237.5 ㎏となる。 

 

タイコウチ 
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  ２）3つの課題とＳⅮＧＳ 

   周知のようにＳⅮＧＳは国連に加盟する 193 か国が 2015 年 9 月の国連サミットで採択した地球

規模の持続可能な開発目標であり 2016 年から 2030 年の 15 年間で達成することとされた。しかし、

農業分野におけるその具体的な内容は多国籍企業による巨大な地域開発ではなく、地元の農業者・

市民・生協などの生活者を主体とした環境配慮型の家族農業の推進であり、食と環境の地域自給を

目標とした地域農業の発展という方向である。その農法はアグロエコロジーとして化学肥料や農薬

などの使用量を削減する取り組みであるが、その具体的な技術内容は今のところ明確に示されてい

るわけではなく、それぞれの地域に根差した伝統的農法と言った抽象的把握に留まっている。 

今回のプロジェクトは SⅮGｓで目標とされる持続的農業開発のモデルとして提案し、実践してき

た成果を取りまとめたものである。農薬・化学肥料の不使用はもちろん、それを使わないことで実

現される害虫防除・雑草・病害・気象災害などを解決する低コスト・省力技術の実践の成果を報告

し、ブータン王国における今後の事業展開を提案するものである。 

 

２ 除草剤を使わない雑草防除技術の確立 

 １）ブータンの水田雑草の種類と除草剤による防除の問題点 

  ブータン王国の水田雑草は日本とほとんど変わらない。除草剤を使用しない農家や有機農家には表

１のとおり日本と同様の雑草が発生し、その防除のために 2～3 回の手取り除草が行われてきた。苦役

とも言える除草作業の労力軽減のために 1989 年から除草剤のブタクロールが使用されるようになり、

2012 年には 362.1ＭＴになっている。実にエーカー当り 6.4kg の使用量である。この除草剤は魚毒性

の強い農薬であることから水田生物の多様性を失う恐れがあった。また人体への健康被害も懸念され

る散布法が行われ

ている。加えて除草

剤を使用しても防

除出来ない雑草と

してヒルムシロと

ホタルィがあった。 

今回のテーマは

除草剤を用いても

防除出来なかった

ヒルムシロとホタ

ルィの防除法を確

立することであっ

た。ブータンの有機

農家では田植え後

に発生したヒルム

シロなどの雑草を

手取りしており、家族労働だけでは間に合わず、近隣の主婦を臨時雇用し防除していた。 



２）ヒエの防除―発芽を抑制する深水管理と水利条件の整備― 

  今般のプロジェクトは雑草の発芽生長の特性を科学的に解明し、発芽させない条件を栽培技術とし

て組み立てるという抑草技術の構築であった。その具体的方法は以下の通りである。 

 ①湿性雑草のヒエなどの防除は田植え直後から７ｃｍ以上の深水管理を 30 日間維持することで容易

に解決する。天水に頼る水田の多いブータンにあっては、安定した深水管理を行うためには「ため池」

を作ることが必須の条件である。

今回のプロジェクトでは水田の水

温を高め、初期生育を促すことも

兼ねて、パロ、ティンプ―、チミパ

ンの 3 か所でため池を設置した。 

  その効果は絶大であった。パロ

の有機農家は標高が最も高い山か

らの天水で 8℃の冷水が流れ込む

環境であり、直接流入する水田は

①のように冷水被害が顕著に出て

いる。この解消を兼ねて 2 段のビ

オトープを設置した結果②のよう

に被害は回避され、ヒエの発芽も

解消された。 

  同様にティンプー、チミパンに

もため池が設置され、ティンプー

のテンデルタン実験圃場の約１０

００㎡の水利を確保することが出

来た。その水田では 1 年目の 6 月

からオタマジャクシが復活し、10

月には猩々トンボの産卵が確認さ

れた。 

またチミパンのロイアルプロジ

ェクトでは約１0000 ㎡の水田に

水を供給することができた。また

タイコウチが定着し、生物の多様

性が回復される兆しとなってい

る。 

このため池設置はバックホー1 台で 1～５日の作業時間で建設が可能であり、山間地の棚田の水源と

してブータンの各地に設置することで除草剤を使わない抑草技術が定着する。5 か年計画の中心的事業

として強力に推し進めることを提案したい。 

以上のような水利環境の改善があり、７ｃｍ以上の水位を 30 日間維持すればホタルィを除く湿性雑

草のほとんどは抑草が可能である。 

パロ 

① 

② 



２）コナギの防除法 

 コナギの種子の発芽特性とその特徴を活用した防除法は右図の通りである。田植え前の代掻きで泥を

はね上げ、コナギの種子を覆うのが容易にできる土壌と難しい土壌がある。ブータンの土壌は粒子の細

かな粘土質であるために水を深くして代掻きすれば泥が舞いあがり容易に種子を泥で覆うことが可能で

あるため、あまり発芽をしてこない。河川周辺の砂質土壌では泥の沈降速度が速く、コナギの種子よりも

早く沈んでしまい発芽するケース

が多い。チミパン農場ではストーン

クラッシャーを用いて石や土塊を

粉砕したことによってトロトロ層

が出来たために、コナギの発芽が抑

えられたと考えられます。ただし田

植え後、田擦り器などで表面を攪拌

すると大量に発生する（右の写真）

ので、抑草資材（トウモロコシ粉末

など）20㎏/１０００㎡を散布し、

7㎝以上の深水管理を行って成長を

抑制し、田植え後は田んぼに入らな

いことが重要である。 

田擦り器で表面を攪

拌したためにコナギ

が大発生した事例 



４）ヒルムシロ、オモダカなどの宿根性雑草の防除体系 

 宿根性の雑草は田植え前に発芽させ、3回の代掻きによって防除するのが基本である。 

 バジョにおけるヒルムシロの防除が最も成功した事例であり、宿根性雑草の防除法として

記憶にとどめて頂きたい。 

 1 回目の代掻き後大量に発生したヒルムシロ・コナギ・オモダカ・ヒエなどを浅水で代掻

きを行ってから水を湛え酪酸発酵を促したことによって雑草が分解消滅し、3 回目の代掻き

によって酸素が供給され、酪酸が消失しイネの活着に障害を与えない水田になって 700㎏台

の収穫量を実現したことは記憶に留めておくべきであろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５）ホタルィの防除法 

 1 年目は 2～3 回の代掻きによってヒルムシロの防除に成功したが、ホタルィの発生を抑

えることが出来ず、2 年目の課題となった。 

 ホタルィの種子が固いキ

チン質状の表皮で覆われ、

水を吸わないために代掻き

時に水面に浮き上がり、四

方八方に流れて子孫を増や

す特性のあることが 2 年目

の代掻き時に判明し、浮き

上がった大量の種子を除去

することで防除が可能であ

ることが明らかとなった。 

 今回のプロジェクトの最

大の成果と言っても良いと

思います。参加者のみなさ

まに感謝です。 

 

６）ヒエ・ホタルィ・コナギ・ヒルムシロ・オモダカなど水田に発生する雑草の総合的な 

抑草技術の体系は下図の通りである。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



７）イネ―麦―大豆―小麦の輪作による抑草 

    イネを栽培した跡に冬作物の小麦や大麦又はナタネを栽培し、その収穫後に大豆を栽培する輪

作を行うことによって、水田は水を湛えた環境と畑環境が交互に繰り返され、雑草の発生量は大幅に少

なくなります。同時に農地

の高度利用が進み、耕地の

少ないブータン王国の食料

自給率を高めるうえで決定

的に重要な農法となりま

す。また大豆を栽培するこ

とで空気中の窒素を 24ｋｇ

/1000 ㎡も固定し、化学肥料

の必要性がなくなりますか

ら、地球温暖化の防止にも

役立ちます。パロの有機農

家の実践で、このような循

環型の有機農業がブータン

王国でも可能であることが

実証されました。実に大き

な成果です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 収穫量 1.5倍の多収技術の確立 

 １）ブータン王国における栽培技術の問題点―その低収性の要因 

  ブータン王国のお米の生産力は 2016 年時点で表のとおりであった。栽培試験を行ったティンプーが

籾収量で 2225/4＝556 ㎏/10a と最も高く、パロが 2218/４＝554 ㎏/10a、プナカ 1918/４＝479 ㎏

/10a、ワングド―1506/4＝376 ㎏/10a とワングド―を除き、全国平均 1604/4＝401 ㎏を上回る地域

であった。日本の平均玄米収量と

比べ、籾収量 401 は玄米収量に換

算すると約 320 ㎏/10ａである。こ

うした低収量の要因には天水によ

る不安定な水利環境があった。移

植直後に水が無くなり、畑状態に

なってしまう圃場が多く、こうし

た環境になっても生育できる乾燥

に強い赤米が栽培されてきた。こ

うした赤米は品種特性として茎数

の少ない低収性品種が多いという

事情があった。 

 

２）恵まれた気象条件を活かすための水利条件の整備と新品種導入 

 上記の水環境の悪条件を除けば、栽培試験圃場の気象条件は

昼夜の温度格差が大きく、日照時間も比較的多い地域で稲作

に適した気象条件である。 

  ブータンの気象データは日本の気象庁の「世界の気候」に

掲載がない。止むを得ず旅行誌よりティンプーの気象を見る

と図の通り、稲作の栽培期間である 5 月～9 月までの最高気

温と最低気温の日格差は 10℃前後である。出穂前 10 日（7

月下旬）から出穂後 30 日（9 月下旬）の平均気温は 20℃～

22℃～19℃と推移し、日本の多収地域である長野県松本市の

平年気温とほぼ同じである。 

  ちなみに長野県の平年収量は 2000年より玄米収量で 1000

㎡あたり 600 ㎏を超えており、5 年間の移動平均値は 608 ㎏

となっている。籾収量に換算すると 760 ㎏となる。（農水省 

作物統計） 

 また、出穂前 13 日の最低気温が 17℃以下になると低温障

害が発生する。特にブータン王国では７～8 月の真夏でも１

０℃前後の低水温の天水が流入するために、障害不稔を発生

させる恐れがある。そのことを念頭に置き、低水温の灌漑を -10
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避け、出穂前２０日～１３日まで中干しを行えば 700 ㎏台の安定多収は不可能ではないと考えられ

ます。 

３）栽培試験の方法 

 今回のプロジェクトでは水管理の安定のために小規模なため池を作ることからスタートし、分げ

つの多く出るササニシキ・IR 種を試供することにした。各試験区とも尿素に代わる有機質肥料とし

て大豆を主原料にグアノとシリカを加えペレット化した有機質肥料（民稲研 1 号）を基肥に 30 ㎏

/1000 ㎡、追肥に 15 ㎏/1000 ㎡を散布して栽培試験を行った。試供した苗は各試験区とも 4.5～5.5

葉令の苗を 1～3 本移植する方式とした。各農場の栽培の方法と成果につては下記の通りである。 

➀ パロの有機農家（キンレイ・オム女史）の栽培試験 

〇４０ｇのマット用播種機

を用いて 4.5 葉苗を育苗し、

2 条の歩行型田植機を使って

移植した。 

〇大豆はエンレイを試供し、

栽培試験を行った。 

〇大豆跡にカナダ小麦を栽

培。その跡に農林 11 号を栽

培した。 

  ②ティンプー、テンデルタン 

農場 

   〇育苗ポットに 1 粒播種し、 

5.5 葉齢まで育苗し、移植 

した。 

  ➂バジョ種子センター  

   〇育苗ポットに 1～3 粒播種し、4.5～5 葉令で移植した。試供品種はササニシキ、IR28,64 であ

った。（ササニシキは鳥害により除外） 

４）栽培試験の成果   

 栽培試験の結果は鳥害に会 

ったバジョのササニシキを 

除き、全て籾収量６００g/㎡ 

を超える結果となった。 

 特に化学肥料を用いなけ 

れば 600 ㎏の高収量は達成 

できないと言われていた IR 

種が 648ｇ/㎡、720ｇ/㎡とい 

う高収量を上げたことは、 

大豆由来の有機質肥料が化 

学肥料を超える肥効を持つ 

ことを示唆するものであっ 

た。 



５）大豆由来の有機質肥料の肥効の特徴 

  今回のプロジェクトとは別に、ミャンマー連邦共和国のピュー農業灌漑局試験場において 5.5 葉

苗を化学肥料と大豆由来の有機質肥料で育苗し、同一圃場に移植し化学肥料と有機質肥料の肥効試

験を実施する機会を得た。2018 年 1 月 7 日、ポットに 1 粒播種し育苗を開始。同日本田の化学肥料

区に元肥として 15 ｰ 15 ｰ 15 の高度化成を４0 ㎏、有機肥料区には、30 ㎏を散布し 2 月 11 日に 5 葉

苗を移植した。5 月 27 日に生育調査を実施したところ、10 株調査で有機栽培区が 30.5 本、化学肥

料区が 19.2 本と大きな差が生じていた。根の鮮度も有機肥料区がはるかに高く維持され、吸肥力の

高いことが想定された。（下図写真参照）化学肥料区では有機肥料区の旺盛な生育に追い付こうとし

て追肥を繰り返し、最終的には 75 ㎏/10a の化成肥料を投入した。それに対し有機質肥料区は出穂前

40 日に 15 ㎏追肥したのみで収獲期に至り、下記の結果を得た。 

  もみ収穫量において有機肥料区がｒ用の 842.6ｇ/㎡に対し化学肥料区では 444.5 ㎏/㎡（両区とも

生育量の最も良い部分の 1 ㎡の坪刈り調査）と約 2 倍の差が生じた。これを窒素成分量で評価する

と有機質肥料では 2.25 ㎏の投入量に対し、収穫物に含まれる窒素量は約 6 倍の 13.48 ㎏となった。

それに対し、化学肥料区では窒素投入量 11.25 ㎏に対し、収穫物に含まれる窒素量は約 60％の 7.11

㎏であった。 

  こうした現象は未だ十分に研究されている状態ではないので推定の域を超えないが、有機質肥料

の原料である大豆は細菌類とほぼ同じタンパク組成を持つことから、細菌類の増殖に試供されてき

た。この事実は温度に敏感に反応する特性があると言われる根粒菌（大豆栽培技術の現状と課題― 



中央農業総合研究センター 嶋田信二）を含む多様な窒素固定細菌類の増殖を促す効果があると考

えられる。これに対し化学肥料は窒素固定細菌類の増殖を妨げ、死滅させることから大豆栽培の基肥

には使用されていない。化学肥料と大豆由来の有機質肥料の肥効の差がこれほど大きくなった理由

は今後科学的に解明される必要があることは言うまでもない。 

  2018 年度の栽

培成果は大豆を

原料とした有機

質肥料の高い肥

効が安定して発

現することを示

すものとなった。

2018 年度のティ

ンプーの栽培試

験には在来種の

kanmamap が栽

培され、529g/㎡

の成果を修め、在

来品種での増収

効果を確認する

ことが出来た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



プロジェクト最終年の 2019 年は全てブータン国内の資材を使い、ブータン担当者の主体的な栽培試験

を行った。結果は下記の通り、基肥に発酵鶏糞を用いたパロの有機農家の成績が際立って良かったこと

から、今後の展開が楽しみである。ただ、田植え前の代掻きが 2 回になったことでヒルムシロが再発生

し、防除に手間取ることとなった。 

 ６）不足する窒素肥料の調達と大豆の活用技術 

   ➀不足する窒素肥料 

 ブータン王国の水田土壌

の肥沃度は急峻な傾斜地に

設置された田畑が多く、窒

素成分が常に流亡する環境

にあった。ブータンの農業

者は古くから役畜として飼

育している牛糞堆肥を唯一

の有機質肥料として春先に

田畑に投入してきた。窒素

の揮散を避けるために春先

に堆厩肥投入することは有

機農業の土づくりの基本形

として広くアジアに普及し



てきた。ところが、水田地帯では湛水されるという環境で強還元状態となって堆肥に含まれるデン

プン質が有機酸を発生し、根腐れ症状を発現させ、害虫の多発も加わって初期生育が停滞するとい

う悪影響が生じていた。それでも有畜複合経営を実践しているパロの有機農家や役畜を飼育して

いる農家では施用時期さえ間違わなければ土壌微生物や小動物の多様性が増して安定した収量を

確保することが出来るが、現状の収穫量を超えるためには不足する窒素成分を新たに調達する必

要があった。特に家畜を飼育しない農家にとって化学肥料の投入は魅力的であった。 

化学肥料の尿素を購入する農家が増え、「2000 年から 2007 年で約 2 倍になった」といわれる

（ブータンの有機農業と国民総幸福 前田智佐子）そうした現状を踏まえ 2011 年には Bhutan 

Observer 誌が「オーガニック神話と現実」という記事を掲載し「深刻な土壌侵食により、もとも

と土壌肥沃度が低いブータンでは、化学肥料を投入しなければ十分な収量を確保することはでき

ない。有機農業１００％と食量自給率１００％の達成は両立できない。このままでは２兎追うもの

１兎をも得ずになってしまうに違いない。」（Bhutan Observer 29 th April 2011）という認

識が一般的になりつつあった。 

    こうした認識を根本的に改めるきっかけとして今回のプロジェクトの成果を参考にして頂きた

い。特に、大豆を原料とした有機質肥料は土壌微生物の活性を促し、化学肥料の尿素より効率的な

肥効をもたらすこと。イネー麦―大豆という輪作経営や畑地や耕作放棄地での大豆―小麦の輪作

の過程で生み出され、地球環境の保全や生物多様性の向上、外部資本からの収奪を避け、農家経営

の発展に繋がる内部調達の可能な方法である。 

    その活用技術はイネ・麦・大豆・なたね等の循環型有機農業と同時に、大豆やなたねを搾油し、

その残渣を肥料として活用する技術の確立が必要不可欠である。今回のプロジェクトの予算では

調達できない機器であったために関係者への呼びかけやクラウドファンデング等で資金を集め、

やっと韓国製の搾油機を導入することになったが、その運用はこれからである。 

②大豆の搾油と脱脂大豆の肥料としての利用 

  食用大豆に含まれる油分は１５％以下であり、圧搾による搾油は限られた機種でないと上手くでき 

ない。現在、韓国製、ドイツ製などがあるが、搾り粕を肥料として使う場合は韓国製が優れている。 

搾油作業上の留意点は、まず第一に大豆の水分 

を１０％以下にすることである。第 2には搾油 

機の温度を 70℃にセットし機械全体を良く温 

めること。第 3には油が出始めるまでは少量の 

大豆を投入し、もし油の出るスリットから大豆 

粉末が出るようであれば、逆転スイッチを操作 

し、軸を逆回転させてから、軸を抜き取って良 

く掃除をします。大豆の乾燥度を高めて再稼働 

すれば問題は解消します。 

 搾油粕を受ける容器は木製で製作し、その中で搾油粕を細かく粉砕し、余熱を取ってから油が浸みだ 

さないようビニール袋などに入れ、それをさらに紙袋などに入れて 2重袋にして保管します。 

 今回使用した民稲研 1号は大豆油粕にグアノとシリカを混合したものです。ブータンではグアノの 

代わりに使用直前に炭化鶏糞（発酵鶏糞ではトラブルが出ます）を加え良く混合して使用すれば十分 



ではないかと思います。また、搾油機を充分活用するためにナタネ栽培と搾油も是非実行してくださ 

い。とくにナタネはイネの出穂前 30日に追肥すれば食味・収量とも増加するという知見がありますか 

ら是非実行してきてください。ペレット成形機があれば散布しやすく、粉末による葉焼けなどの被害を 

防ぐことが出来ます。搾油機を使い農場内で調達できる有機肥料の窒素（Ｎ）りん酸（Ｐ）かり（Ｋ 

）の含有成分は以下の通りです。全て循環型有機農業で入手できます。土壌の改善、地球温暖化の防止、 

外貨流失の防止になります。 

 

肥料成分 ☆大豆油粕 大豆油粕 ６ 

✛炭化鶏糞４ 

☆ナタネ油粕 

窒素全量 (Ｎ) ６～７％ ４．４％  5.7％ 

りん酸全量 (Ｐ) １～１.３％ ３．８％ 2.6％ 

加里全量 (Ｋ) １～２.５ ３．６％ 1.4％ 

 微量要素 苦土、ホウ素、マ
ンガン、亜鉛、銅 

苦土,ホウ素、マンガン,
亜鉛,銅,カルシュウム 

苦土、ホウ素、マンガン、 
亜鉛、銅 

 

 備  考 

〇速効性肥料 
〇すべての作物に使
える。 
〇草木灰と混合して
使用すると良い。 

〇速効性肥料 
〇すべての作物に使え
る。 
〇Ｐ.Ｋが多く、分けつが
取れる 

〇緩効性肥料 

〇出穂前 30日に追肥。長
く穏やかに効く。 
〇畑で全層施肥した場合
は３週間後に作付ける 

   注 ☆印の出展 日本国 農林水産省 ポケット肥料便覧            

   注 混合肥料の計算式 

      炭化鶏糞 ２，８，６ ⇒４㎏   0.08、  0.32  0.24 

      大豆油粕 ６，１，２ ⇒６㎏   0.36、  0.06  0.12 

      混合後の成分（１０㎏）      0.44   0.38  0.36 

 

 ③低温圧搾による大豆油、なたね油等の含有成分とその効用は以下の通りである。 

溶剤抽出による市販品の植物油と比べ、ビタミンＡ   やβ―カロチン、ビタミン E など重要な栄養

分が含まれ、酸化しにくい良質の油である。その良さを宣伝しながら、販路を拡大して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｇ・OIL 市販品 Ｇ・OIL 市販品 Ｇ・OIL 市販品

ビタミンＡ（レチノール当量） 2 0 4 0 2 0 30  網膜細胞の保護に用いられ、欠乏すると夜盲症になる

β -カロチン 26 0 47 0 26 0 180  抗酸化・抗ガン成分

ビタミンＥ 80.1 39.2 7.5 18.5 14.2 19.5 7.6 抗酸化。老化防止成分。疾病の治療、栄養補給、酸化防止剤として利用

パルミチン酸 4.4 4.1 4.1 4 9.6 9.9 9.8 中和して脂肪酸石鹸として、皮膚や毛髪を洗浄し清潔にするために使用

ステアリン酸 3.5 3.4 2.4 1.9 1.8 4 3.01 コレステロールへの影響は少ない

オレイン酸 65.3 57 67.2 58 41.1 22 70.5 酸化しにくい。悪玉コレステロールのみ引き下げる

リノール酸 25.3 28 17.3 19 40 50 9.78 必須脂肪酸：過剰に摂取すると悪玉・善玉コレステロールを引き下げる

リノレン酸 0 0.2 7.8 7.5 6.6 6.1 0.75 必須脂肪酸：アレルギーや癌の発症を抑制する

コレステロール 検出せず 0 検出せず 2 検出せず 1 0

市販品の脂肪酸データはhttp://www.jr2bvb.com/index.htmlより コレステロールは文科省　5訂増補日本食品標準成分表

グリーンオイルの成分分析結果　　２０１３，１２
（ビタミンＡ・カロチンはμ ｇ/100ｇ：ビタミンＥmg/100g：脂肪酸組成は％）

成     分
ひまわり油 なたね油 大豆油 市販オ

リーブ油
効　　　　　　　　用



  注 市販品のビタミンＥは搾油後に添加したものであり、酸化が早く捨てる油が多く出て環境汚染 

    の原因になる。低温圧搾油は酸化が遅く、最後まで使い切ることができるのが特徴である。 

 

７）循環型有機農業による安定した農業経営体の創設 

➀水田における大豆ー小麦―イネの輪作 

  イネの生産技術が高度化し、現在の 1.5倍の収穫量が達成されれば、自家消費量を超える面積

で、循環型有機農業が採用され大豆―麦―イネの作付けが可能となる。 

大豆を栽培することによって空気中の窒素が大量に固定され、大豆収穫後にも根粒菌や固定した

窒素が小麦の生育に関わり、無肥料で 300 ㎏/1000 ㎡の収穫量は可能である。また小麦収穫後に

屑大豆や大豆油を搾った脱脂大豆を 30㎏/1000㎡散布し、4.5葉齢以上のイネを移植することで、

イネの収穫量は籾収量で 500 ㎏/1000 ㎡は可能となる。加えて畑と水田が交互に繰り返されるの

で雑草の防除も容易になるなど持続可能な循環型有機農業が可能となる。その収支を試算すると

以下のようになる。 

   日本における慣行栽培と循環型有機農業の 10ａ当り収支差額（概算） 

収 支 

概算額 

農薬･化学肥料使

用稲作（480ｋ） 

大豆―小麦―イネの循環型有機農業 

大豆（80㎏） 小麦（300㎏） イネ（420㎏） 

収 入 104,000×２年 32,000 60,000 140,000 

費 用 67,600×2年 9,600 15,000 49,000 

純収益 36,400×２年 22,400 45,000 91,000 

純収益比較 72,800 158,400 

右の写真はパロの有機農家

キンレイオム氏の大豆⇒麦⇒

イネの輪作風景の写真である。 

大豆はエンレイ、小麦はカ

ナダ小麦、イネは№１１であっ

た。 

 収量調査は実施しなかった

が、大豆・小麦・イネの 2年 3

作が可能であることが実証さ

れた。パロ空港近くのＡＭＣの

裏山に位置する農場で、2 年 3

作が可能であれば、ブータンの

多くの地域で栽培が可能であ

り、循環型のモデル農法として

普及できる内容であろう。このことと小麦の製粉などの加工技術の定着発展によって、ブータンの自給

率は大幅に改善されることは間違いない。ブータンでのイネの籾収穫量が現状の 360 ㎏から 560 ㎏に増

加し、大豆と小麦で 380㎏の生産量となれば単位当たりの生産高は 360×2年=720ｋｇから米・麦・大豆

で 940㎏と 1.３倍となる。自給率はこれだけで６５％台になる。 



②水田おけるイネ―小麦の 2毛作の普及と畑地における大豆―麦の有機輪作 

  耕作地が少なく自給自足経済の支配的な農村に在っては水田に大豆を栽培することは 

 お米を犠牲とすることとなり、お米の増収がない限り不可能に近い。しかしイネー小麦の 2 毛作であ

れば十分に有機輪作が可能である。イネの収穫後に地力増進も兼ねて 1000㎡あたり堆厩肥を１ｔと脱

脂大豆 30 ㎏を散布し、小麦を播種すれば 300 ㎏台の小麦は収穫できる。小麦収穫後は 30 ㎏の脱脂大

豆を散布し、深水代掻きを行って 4.5 葉以上の苗を移植し 7ｃｍ以上の深水管理を行えばイネの収穫

量も籾収量で 500㎏以上は可能である。 

  また、窒素肥料として必要な脱脂大豆は畑や耕作放棄地などで大豆―小麦の輪作を行い、大豆油を

生産しながら同時に脱脂大豆を生産し、水田の2毛作に必要な窒素肥料を確保するのが合理的である。

特に大豆は連作障害が出やすい作物であるが、大豆と小麦・大麦などと輪作することで連作障害が解

消され、麦の無肥料栽培が可能となる。こうして、低コストの持続的農業が循環型有機農業によって

生み出され、経営的にもゆとりのある拡大再生産の可能な農業経営体が実現している。 

日本における慣行栽培と有機輪作の 10ａ当り収支差額（概算） 

収 支 

概算額 

農薬･化学肥料 

栽培稲作(530kg) 

大豆―小麦（畑） イネー小麦（水田） 

大豆(80㎏) 小麦(300) 小麦(300㎏) イネ（420㎏） 

収 入 114,800 32,000 60,000 60,000 140,000 

費 用 74,640  9,600 15,000 15,000 49,000 

純収益 40,160 22,400 45,000 45,000 91,000 

比較表 40,160 67,400 136,000 

５ 循環型有機農業の推進による地域創成事業の可能性（提言） 

 ➀循環型有機農業の安定的な発展のための政策提言 

  ⅰ）小型ため池の設置による水利条件の整備拡充 

   除草剤を使わず、田植え後は除草のために田んぼに入らに低コス・省力の抑草技術は田植え前 30

日～田植え後 30 日間の常時湛水管理が必須の条件であることから、この技術の普及拠点から随

時、充分な防災対策を備えた小型ため池を設置して、深水管理のできる幅の広い畦畔を作成する

必要があります。バックホー1台で 1日で完了するような小型ため池が数多く整備されることで、

水田生物の多様性も大幅に向上し、環境保護を国是とするブータン王国に相応しい圃場整備にな

ると考えられます。 

  ⅱ）水田でのイネ―麦又はなたねの輪作、畑地での大豆―小麦の輪作の普及事業 

    ブータン王国の耕地条件は急峻な傾斜地に点在する棚田が多くを占めており、これ以上の耕地

の拡大は難しい、また風雨による土壌浸食が起きやすいので、夏も冬も作物が栽培され、生産と

耕地保全が両立する栽培体系の普及が自給率の向上と環境の保全に役立つことになる。 

    この栽培方式が全土に普及すれば自給率は８０％を超えることになり、主食作物の確保が問題

になっているアジア各国の農業政策のモデルとなります。 

  ⅲ）有機農業に必要な良質の有機肥料の生産と販売の整備事業 

     チミパンのロイアルプロジェクトに導入された搾油機によって大豆とナタネの搾油が可能に

なった。その本格的な稼働によって脱脂大豆を原料とした即効性の窒素質肥料とナタネ油粕を



原料とした遅効性の有機質肥料の生産が可能になった。チミパンの農場内や周辺地域への供給

であれば、そのまま袋詰めにして供給しても問題はないと考えられるが、ティンプーやパロ地域

への発送や粉末散布による葉焼け現象を考えた場合、ペレット成形機を導入し、混合肥料のペレ

ット化を中心に、遠方への輸送に耐える肥料製造工場を設置する必要があろう。既存の肥料工場

も 3 か所あるとのことなのでそれを活かす形で製造部門を設置し、各肥料工場を起点に周辺農

家に呼びかけ講習会を行ったうえで有機農業者への供給をおこなう体制を構築すべきであろう。 

  

 ② 自給率向上のための加工技術の改善課題 

   ⅰ）ブータンでは、日本と同じく海外の安価な輸入品に市場が奪われ、国内生産の有

機農産物の流通が困難に直面する可能性がある。 

それを克服するためには、イ）石などの入らないお米の精米技術の向上、ロ）小麦の製粉技

術の向上、ハ）大豆の加工技術の向上、二）有機認証の制度確立と市場競争力の強化などが課

題になる。 

     イ）精米技術の向上 

       有機栽培米の精米には、収穫⇒脱穀⇒乾燥⇒脱ぷ⇒精米⇒梱包⇒出荷の工程があり、そ

の工程で石や木くずなどの異物混入や異種穀粒の混入は避けなければならない。また、農薬

や化学肥料を使ったお米との混入ももちろん避けなければならない。この工程管理は虫な

どの発生のない精米施設内で行わないと実際的には不可能である。少なくともパロ、ティン

プー、プナカなどの大都市に 1か所は建設し、専門に管理する必要がある。特に気圧の低い

ブータンでは圧力釜による炊飯技術の指導を含めた販売活動が必要であろう。 

     ロ）小麦の製粉技術の向上 

       小麦の製粉にはパン用小麦粉、ラーメン用小麦粉、モモ（餃子）用小麦粉、ピザなどの用

途に合った精麦・製粉工程が要請される。問題は 10トン単位の製造施設はあるが、そのプ

ラントは高額となり、ブータンの需要にマッチしたものは少ない。小規模用の製麦・製粉で

も 500 万円程度は必要になるので、そのための製粉工場は精米工場と同じエリアで建設す

る必要があると考えられます。特にこの分野は既存のパン工房やラーメン工房、菓子工房な

どとの連携事業が必要であり、行政の積極的な働きかけが必要であろう。 

     ㇵ）大豆の加工技術の向上 

       大豆については大豆油の製造精製だけでなく、仏教国として肉に変わる優れた蛋白源と

して豆腐、味噌、納豆等の生産工房の創設と消費拡大がテーマになる。ブータンでは現在

一社しかなく、消費拡大の働きかけとともに助成の対象の新規企業として普及する必要

がある。    

以上のような米、麦、大豆、植物油の生産と加工販売技術の定着発展によって、ブータンの自

給率は大幅に改善されるであろう。ブータンでのイネの籾収穫量が現状の 360 ㎏から 560 ㎏

に増加し、大豆と小麦で 380 ㎏の生産量となれば単位当たりの生産高は水田単作 360×2 年

=720ｋｇから米（520 ㎏）・麦（600 ㎏）・大豆（80 ㎏）で 1200 ㎏と単位面積当たりの生産量

は 1.６倍となる。現状の５０％台の自給率はこれだけでも８０％台になります。これに野菜



や果樹の生産を加えれば有機農業１００％で自給率１００％も夢ではなくなります。 

 世界初のこうした取り組みは日本を始め、アジアの国々の模範として高い評価を受け、普及

するものと考えられます。 
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