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【原著】

群馬県農業技術センター研究報告 第 10号 (2013) 1~ 8 

検索語-花壇苗・施肥機・被覆肥料

花きポットトレイ用定量施肥機による省力・低コスト化技術

高橋あかね・加藤香織 2*・桜井勇人 3*・古屋修い・穆強 5*・石川浩一 5*

要
0= 
日

花壇苗生産の省力化技術である温度反応型被覆複合肥料の定量施肥技術において、ポットトレイ

上の複数の鉢に一斉に定量施肥する施肥機を開発した。施肥精度(変動係数)は最大 16%であり、

パンジ一、ビオラなどの代表的な花壇苗栽培において、慣行体系と同ーの花壇苗が生産できる。土

詰め・施肥作業時間は、開発機を土詰め機と連結して作業すると、慣行作業の 59%に短縮できる。

土詰め・施肥作業で差を生じる費用の比較では、開発機を導入した場合、 13.8万鉢以上の経営で慣

行作業より有利になる。大規模花壇苗生産農家では開発機の導入により、高品質・省力化・低コス

ト化経営が実現できる。

緒 百

鉢物生産における温度反応型被覆複合肥料(以下、

被覆肥料)による肥培管理は、平成 15年に 5号鉢

仕上げのアジサイ栽培で、 3.5号鉢の鉢上げ時に一

鉢毎に 2~5g 程度施肥する技術が確立されている

1)。しかし、被覆肥料を正確に計量スプーン等で計

量して施肥するため、多くの労力を要することが課

題であった。そこで、平成 18年に、レバーを握る

と肥料収納部に投入した被覆肥料が一鉢ごとに高

精度に定量施肥できる鉢物用定量施肥器を開発し

2) 、被覆肥料の施肥技術は急速に普及した。

一方、従来の花壇苗生産は、定植後に緩効性粒状

高度化成肥料(以下、粒状化成肥料)を用士表面に

施肥し、液体肥料を追肥して管理している。しかし、

粒状化成肥料は形状にばらつきがあり、均一に施肥

することが難しく、また人力での施肥作業は非常に

時間を要した。そこで、平成 19年に、花壇苗にお

ける被覆肥料の定量施肥技術を確立し 3)、鉢上げ時

に鉢物用定量施肥器で被覆肥料を全量施肥(基肥一

発)することで、高品質で省力的に生産ができるよ

うになった。この技術は、少量多品目生産農家には

好評であったが、大規模生産農家からは、自動施肥

*現群馬県環境森林部自然環境課、 2*現群馬県農政部農

政課、l*現群馬県西部県民局西部農業事務所富岡地区農

業指導センター判現群馬県利根沼田県民局利根沼田農

業事務所普及指導課 *5株式会社スズテック

が可能な機械開発の要望が挙げられた。鉢物用定量

施肥器では、肥料収納部の容量が少なく肥料の詰め

替え時聞がかかることや、一鉢毎に人力で施肥する

と見落としの発生や作業負担が大きいことが原因

であった。

花壇苗生産における被覆肥料の定量施肥技術は、

鉢上げ時に①ポットへの土詰め、②定植、③定量施

肥器による施肥、の順に作業を行う(以下、慣行体

系、図 1) 。土詰め作業は、コンベアで搬送された

ポットトレイ上に用土を落とし入れる市販の土詰

め機が平成 5年頃より県内で普及しており、 6割近

くの生産者が所有している。 そこで、この土詰め

機構を生かした施肥機を開発し、新体系を確立し

た。

なお、本研究成果の開発機は、株式会社スズテッ

クとの共同研究により平成 24年 8月から製品化さ

れている。

[使用機械] {使用機械]

土詰め機 「士詰め機
施肥機

人力 (連結)

鉢物用定量施肥器|
(人力)

入力

図 1 花壇苗の施肥作業における作業体系
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花きポットトレイ用定量施肥機の開発

1 試作機の概要

試作機は人力用播種機の繰出部分とモータを組み

合わせたすじ状施肥機構とした。透過型光電センサ

が反応するとモータ駆動により施肥ロールが回転す

る。モータの回転速度と溝の大きさ及び間隔が異な

る施肥ロールを交換する ことで、肥料の落下量を調

節する(図 2)。

2 試作機の性能

試作機を土詰め機 (STK-37P) に装着し、ポットト

レイを自動搬送させて肥料繰り出し試験を行った。

供試肥料はロングトータノレ 313-70日(gあたり 33.9 

個)で、 一鉢あたりの繰出量を計測し、平均繰出量、

最大値、最小値、標準偏差、変動係数を求めた。そ

の結果、繰り出し量の変動係数は 10%程度であった

(表 1) 。 また 、 平成 20 年~21 年に、農業技術セ

ンタ一花き係および現地農家において試作機による

栽培試験を行った。秋出荷パンジーおよびビオラに

おいて、開花までの期間に若干の差異が認められる

が、他は慣行と差のない結果となった(表 2)。

試作機に一定の高い性能が得られたことから、県

内の生産農家で最も使用頻度の高い土詰め機の生産

メーカーである株式会社スズテックと、製品化に向

けた共同研究を実施した。

3 開発機の概要

開発機は、施肥部とコンベア部から構成される(図

3) 。施肥部の肥料繰出口は 437IJで、繰出口が蝶ネ

図 2 花きポットトレイ定量施肥機(試作機)

ジにより上下左右に可動することで、ポットの高さ

と幅に合わせ施肥位置を調整できる(図 4) 。 コン

ベア部は長さ 150cmで、 4本のV字ベノレトにより毎

秒 5.23cmでポットトレイを搬送する。施肥部手前

のコンベア上に可動式ポットトレイガイドを設置

し、 ポットト レイ の幅に合わせて所定の位置に搬送

でき るようにした。施肥ホッパは 8L容量で、増量ホ

ッパの装着により最大 32L充填できる。

表1試作機の施肥精度

コンベア速度 平均繰出量 最大値 最小値
標準備差

変動係数
(cm/s) (g) (g) (g) (%) 
2.8 3.1 3.9 2.1 0.31 10.2 

5.6 1.4 1.7 1.0 0.15 10.9 

表2施肥方法の違いが生育に及ぼす影響

品目名 作業体系
草丈 株張り

葉色 分枝数
は種~ 枯死率

(cm) (cm) 開花日数 (%) 

秋出荷ノ号ンジー 試作機体系 8.7 15.0 54.1 3.1 70 0.0 

慣行体系 8.6 9.9 56.1 3.6 70 0.0 

粒状化成肥料体系 7.7 14.5 53.9 1.2 73 0.0 

n.s n.s. n.s. n.s. * 
秋出荷ビオラ 試作機体系 6.1 10.8 49.1 3.8 71 0.1 

慣行体系 6.2 9.9 45.8 3.8 66 0.0 

粒状化成肥料体系 6.3 9.9 47.3 3.7 65 。。
n.s. n.s. n.s n.s * 

注)葉色ミノルタ製葉緑素計iSPAD-502Jによる測定値。 *:分散分析により、5%水準で、有意差あり。
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開発機の性能

花壇苗生産に供試する肥料は、エコ ロング 424-40

日(以下、 EL424-40)、エコロング 424-70日 (以下、

EL424-70) 、スーパーロング 70日(以下、 SL70)

ロングトータル花き l号 70日(以下、LT花き 1号)

の4種類である。これらの肥料を gあたりの個数と

粒径(平均値・変動係数)を計測し、 3.5号鉢で施

肥した場合の精度(平均値・最大値・ 最小値・ 変動

係数)を求めた。 各肥料の変動係数は、 5~10%であ

った(表 3)。

開発機を土詰め機と接続 して連続作業した場合、

3. 5号鉢で 1時間あた り最大 400トレイ (8，000鉢)

の作業速度である。

ら，
花きポットトレイ定量施肥機(開発機)図 3

4 

肥料繰出口

肥料繰出量の調整は、チェーンボックス内のスプ

ロケットの交換およびダイヤノレ式の無段階目盛によ

り、施肥ローノレの回転速度を制御して、 3.5号鉢の

場合、約 1~3g/鉢まで設定できる。また開発機は、

独自でストッパー機構を備えていないため、土詰め

機の外部接続端子に開発機の電源を接続し開発機の

コンベア最後部に土詰め機のス トッパーを取り付け

るこ とによ り、開発機が土詰め機と同調しての動作

が可能となる (図 5)。

図4

機体仕様(コンベア型)

全長 :1555mrn、

全高:990~ 1155mrn、

全幅 :670mrn 

肥料繰出方法・条数:

溝付き回転ローノレ式、 4条

光学センサにて繰出制御

V字ベノレト搬送速度:5. 23cm/秒

ホッパ容量 8L

(大容量ホ ッパ取 り付けで約 32L)

駆動方式

モーター駆動 (40W/IOOV)

適応ポット :3号鉢、3.5号鉢
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表3開発機の施肥精度

gあたり個数 粒径

平均値変動係数 平均値変動係数
(個) (%) (mrn) (%) 

EL424・40 19.3 6 3.8 18 

EL424・70 19.6 7 3.7 17 

SL70 40.6 4 3.0 17 

LT花きl号 40.5 8 3.1 21 

栽培実証試験

1 試験方法

平成 21'"'-'23年度に現地実証試験を行った。供試機

械は、開発機、スズテック社製土詰め機、鉢物用定

量施肥器とした。試験区は、士詰め機に開発機を連

結する新体系と鉢物用定量施肥器による慣行体系

(鉢物用定量施肥器)とした(図 1)。

1 )施肥精度調査

平成 22年 5月'"'-'9月に現地実証における施肥精度

を調査した。調査数は 50鉢で、肥料は EL424-70と

した。 I鉢ごとに用土表面へ施肥された肥料粒数を

計測し、 g あたり個数から重量へ換算することで、

施肥量の平均値、最大、最小値、変動係数を求めた。

2 )生育調査

生育調査は肥料濃度の増減に敏感な黄色系統のパ

ンジー・ビオラの作型を中心に、出荷時期の目安と

なる各株の第 l花が開花した日に調査を行った。

平成 22年は、パンジー「マリア(イエロ一系)J 

を8月 6日に播種後、新体系は 8月 31日に EL424-70

を1.5g施肥して同日定植し、慣行体系は 8月 31日

に定植して、 9月 8 日に鉢物用定量施肥器で

EL424-70を1.5g施肥した。また、ビオラ「シヤン

グリライエロー」を 8月 6日に播種後、新体系は 9

月 2日に LT花き l号を1.5g施肥して同日定植し、

慣行体系は 9月 2日定植後、 9月 8日に鉢物用定量

施肥器で EL424-70を1.5g施肥した。

平成 23年は、パンジー「デルタ(イエロ一系)J 

を8月 6日に播種後、新体系は 9月 8日に EL424-70

を1.3g施肥して同日定植し、慣行体系は 9月 8日

定植後、 10月 5日に鉢物用定量施肥器で EL424-70

3.5号鉢における施肥精度

設定値平均値最大値最小値変動係数
(呈) ~ (墨) (皇) (%) 
2.0 2.1 2.5 1.7 9 

2.0 2.0 2.4 1.7 8 

1.5 1.5 1.7 1.4 5 

1.5 1.5 1.8 1.2 10 

を1.5g施肥した。また、ビオラ「ソルベ(ブソレ一

系) Jを 8月 6日播種後、新体系は 9月 13日に LT

花き I号を1.3g施肥して同日定植し、慣行体系は 9

月 13 日定植後、 9月 15 日に鉢物用定量施肥器で

EL424-70を1.5g施肥した。

いずれも調査数は 20株で、調査項目は、草丈、

草高、分枝数、葉色、は種から開花までの日数、枯

死率とした。

3 )作業時間調査

作業時間は、土詰め作業と施肥作業の合計時間と

作業人数、作業鉢数から 1万鉢あたりの作業時間を

求めた。新体系は平成 23年 9月 13日、慣行体系は

同 10月 7日に調査した。実証試験を実施した農家

は 3戸であり、作業人数は新体系が 4人、慣行体系

は土詰め作業が 4人、鉢物用定量施肥器での施肥作

業が 2人であった。

4) 経済性評価

開発機の経済的導入効果を明らかにするため、生

産費用で差が生じる費目(農業機械の減価償却費と

修繕費、小農具費)及び労働費について比較検討を

行った。農業機械の減価償却費は償却期間 7年とし、

l年当たりの修繕費は購入価格の 3%とした。慣行体

系で用いる施肥器は 2台使用することとした。耐用

年数は 3年とし、これの l年相当分を小農具費とし

て計上した。また、労働費は両体系ともに、雇用労

力で作業することを前提として時給 800円とし、作

業時間は 3)の結果を用いることとした。

2 試験結果

1 )施肥精度調査

平均施肥量は、新体系、慣行体系ともに設定値ど

おりとなった。 l鉢ごとの施肥量の変動係数は、新

表4 現地実証における施肥精度

作業体系(供試機械・方法)
設定値 平均施肥量 最大値 最小値

標準偏差
変動係数

(g/鉢) (g/鉢) (g/鉢) (g/鉢) ('Yo) 

新体系(土詰め同時) 1.3 1.3 1.8 1.0 0.2 16 

慣行体系(鉢物用定量施肥器) 1.0 1.0 1.2 0.9 0.1 7 

(参考)計量スプーン施肥 1.5 1.8 2.4 1.2 0.3 17 
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表5作業体系の違いが生育に及ぼす影響

年度 品目名 作業体系
草丈 株張り 分校数

葉色 は種~ 枯死率
(cm) (cm) (本) 開花日数 (%) 

22年度 秋出荷ノミンジー 新体系 5.6 10.4 2.3 62.2 77 。
慣行体系 5.6 10.7 3.2 62.6 81 。

ll.S ll.S ll.S ll.S * 
22年度 秋出荷ビオラ 新体系 6.8 11.0 4.7 49.0 66 。

慣行体系 6.5 10.4 4.9 47.1 64 。
ll.S ll.S ll.S ll.S * 

23年度 秋出荷ノfンジー 新体系 6.0 14.7 1.8 59.5 77 3 

慣行体系 6.0 14.9 1.1 64.0 75 3 

ll.S. ll.S. ll.S. * ll.S 

23年度 秋出荷ビオラ 新体系 8.1 16.1 6.5 53.9 74 

慣行体系 6.7 12.7 5.6 51.4 74 

* キ * ll.S ll.S. 

注)葉色は、ミノノレタ製葉緑素計rSPAD-502Jによる測定値。 * : t-testにより5%の水準で有意差あり。

表6 士詰め・施肥作業における作業時間

体系名 作業名 作業人員
I万鉢あたり作業時間

(時)

新体系(土詰め同時) 土詰め・施肥 4 5.3 

士詰め 4 5.5 
慣行体系

施肥 2 3.6 
(鉢物用定量施肥器)

9.0 

士詰め 4 5.5 

(参考)施肥機単独 施肥 3 3.6 

9.1 

同左比

59 

100 

表 7 労働力と機械装備(試算条件)

新体系 慣行体系 備考

労働力

(雇用労働力)
土詰め施肥同時
土詰め
施肥

農業機械

開発機
鉢物用定量施肥器
士詰め機

4人

1台

ムローよ

ム
ロ
ム
口

ワ山

1
ょ

285千円/台

12千円/台

※新体系では開発機と連結して使用

体系で 16%、慣行体系は 7%であった。(表 4) 。

2) 生育調査

首の草姿(草丈、株張り、分枝数)では、平成 23

年のビオラで新体系が慣行体系に比べがやや大きく

なった。他は新体系と慣行体系でほぼ同一の結果と

なった。は種~開花日数では、平成 23年はビオラ、

パンジーともにほぼ同ーの結果が見られたが、平成

22年のビオラは新体系の開花が遅く、パンジーは新

体系で、開花が早かった。枯死率はすべて 5%未満で

あった(表 5)。

3 )作業時間調査

測定時の条件などを考慮して、策定した。 l万鉢

800円/時

4人

2人

あたりの作業時間は、慣行体系では合計 9.0時間に

対して、新体系では合計 5.3時間となり、慣行体系

の 59%であった。(表 6) 。

4) 経済性評価

試算条件は表 7のとおりである。生産量と両体系

の積算費用の差(慣行体系費用一新体系費用)の関

係をみると、 137，911鉢までは慣行体系の方が生産

費用は安いが、 137，912鉢で差が無くなり、これ以

上の生産鉢数では新体系の生産費用の方が慣行体系

より安くなり有利となった(図 6) 。

考察
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図 6 両体系の積算費用

図7 施肥単独作業

花壇百生産において課題となっていた、ポットト

レイへ省力的に被覆肥料の施肥できる施肥機を開発

した。

農家既存の土詰め機と組み合わせて利用し、土詰

め機のストッパ一機能を活用すると同調して動作し

肥料ロスが少な く効率よく作業ができる。

試作機では土詰め機装着型であったが、開発機は

定速のコンベア一体型としたことで、施肥i単独作業

も可能になった(図7)。

花壇苗生産のなかで最も生産量の多い秋出荷のパ

ンジーとビオラ栽培において、新体系と慣行体系の

生育が概ね同等となった。パンジーとビオラ は他の

品目よりも施肥量の大小が草姿に影響しやすいと言

われている。 したがって、他の花壇苗においても新

体系は慣行体系と同等の苗を生産する ことができる

と思われる。

2年間利用した現地実証農家の達観では、鉢物用

定量施肥器で施肥する時より施肥量を減らした方が

株の仕上がりがよいと判断された。通常、パンジー

やピオラは、 生育初期に根の活着を促進するため施

肥量を控える。慣行体系では、定植直後には施肥せ

ず、根が活着する約 1週間後に鉢物用定量施肥器で

施肥を行っている。秋出荷のパンジーやビオラで土

詰め同時施肥を行う 8月下旬'"'-'9月上旬は近年気温

が高い傾向があり、被覆肥料は温度が高くなるほど

肥料の溶け出しが速くなる。初期の溶け出し量を抑

えるために施肥量を調節することも必要である。

作業時間は、新体系が慣行体系の 59%となり、 4

割程度の削減ができた。 しかし、開発機の土詰め同

時施肥作業を 2人で行う場合、作業者がコンベア上

からポットトレイを人力で移動したり、土詰め機に

パケットや手作業で用士を補給したりする時聞がか

かるため、開発機の運転を停止したりコンベアが空

走する時聞が多かった。周辺作業の方法を改善する

ことによりさらに作業時間の短縮が可能と考えられ

る。

群馬県内での花壇苗生産農家の生産量は、 10aあ

たり 15万鉢程度である。開発機を中核とする新体系

では、 13.8万鉢を超えると、慣行体系より有利にな

り、導入効果が高くなるので、この規模(概ね 9.2 

a )以上の花壇苗生産農家には経済的な導入効果が

期待できる。一方、13.8万鉢以下の生産者に導入す

る場合で経済的有利面を享受するためには、複数戸

での共同利用や施肥を含む作業の請負など、開発し

た定量施肥機導入に伴って上昇する機械費を、低下

させる方法を検討する必要がある。

最後に、開発機を利用するにあたり、作業前に必

ず調整作業を行う必要があることに注意したい。施

肥精度は、作業方法・環境・条件等で差が生じる。特

に、湿度の影響や掃除が不十分であると施肥ロール

の溝に肥料が詰まる場合がある。 一般に粒径の小さ

い肥料のほうが溝に詰まることが少なく扱いやす

い。また、硬めの材質のポットで作業すると施肥精

度は高くなる。施肥機に合った資材を選択・利用す

ることも必要である。

以上の例のように、ポットの大きさや肥料の種類

によりスプロケットの種類や目盛の設定値が異な

る。また、栽培環境や作目(品種)に合わせ、用土

や肥料の種類により施肥量を微妙に調整する必要が

ある。機械の性能を十分理解して栽培環境に応じて

開発機の活用範囲が拡大することを期待する。
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(Key Words: Pot flower， Fertilizer application， Coated fertilizers) 

Development of Automatic Fertilizer Applicator for Flower Pots on 

Trays， and Analysis of Cost Performance 

Akane TAKAHASHI， Kaori KATO， Hayato SAKURAI， Osamu FURUYA， Kyou BOKU and Kouichi ISHIKAWA 

Summary 

We developed a device to apply coated fertilizer automatically to flower pots on trays. Its precision was the same as 

that of conventional practice， and flower growth was the same. Using the applicator with soil potting equipment 

reduced the working time to 59% of conventional practice. The cost broke even at > 13 8 000 pots. 
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