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　せっかく自分で野菜を育てるなら、無農薬で、安心・
安全で、おいしくて、栄養たっぷりの野菜をつくりた
いと、誰でも思いますよね。ただ実際は、野菜つくり
の本や雑誌を読みながらやってみても、病気や害虫に
悩まされたり、木が大きくならなかったり、実が小さ
かったり、おいしくなかったり、甘くない、というこ
とが起きます。
　どうしてうまくいかないのでしょうか？ その理由
は簡単です。ほとんどの本は、タネまきの仕方や苗の
植えつけ方といった栽培の「方法」については書かれ
ていても、そもそもどうして野菜が元気に育つのか、ど
うしたら病気や害虫にやられにくい強い生育になるか、
多収穫で、しかも甘くおいしい実がなるのか、という、
基本的な大切なことに触れていないからです。
　本書では、ジャパンバイオファームの小祝政明氏が
開発した「BLOF理論」をもとにした野菜栽培の理論
と方法を、家庭菜園向けにわかりやすく紹介していま
す。一般的な「野菜つくり」の本とはかなり違います
し、「連作してもOK」など、常識とはまったく反対の
ことも書かれています。なによりこの本は「非常識な
ぐらいおいしくて多収穫できる」、すごい野菜つくり
を、初心者でも実現できることを目指しています。し
かも、病気や害虫の被害が少なく、化学農薬の散布の
必要もないので、普通よりもずっと楽で、簡単につく
れるのです。
　おいしくて多収穫なのに無農薬で楽につくれるなん
て、信じられないかもしれません。でも、そう確信を
持って言えるのは、僕自身がそれを体験してきたから
です。

　BLOF理論に出合う以前は、家庭菜園を５年ほど自
己流で楽しんでいましたが、病気や害虫にすぐやられ、
収穫量も少ない。実がついてもあまりおいしくない。ホ
ウレンソウは何度タネまきしても芽が出てこない。そ
んなことを繰り返していました。
　そんな自分が、小祝政明氏のBLOF理論に出合って
約3 ヵ月後、植えたハクサイは農薬なし、防虫ネット
もなしで、大きくきれいな玉が取れたのです。初めて
ホウレンソウも立派なものをとることができました。
ダイコンもシュンギクもニンジンも、おいしくて素晴
らしいものがとれました。
　その頃はまだ、BLOF理論を10分の1も理解でき
ていなかったでしょう。ところが、ポイントだけを学
び、見よう見真似で栽培してみただけで、いきなりす
ごい野菜がとれてしまったのです。かつて僕がそうだ
ったように、まずはBLOFの栽培を体験してみてくだ
さい。それまでに比べれば、はるかによい野菜がとれ
るようになるはずです。
　本書で大切にしているのは、「野菜はどうして元気に
育つのか」という、そもそもの基本的な「しくみ」の
部分です。しくみがわかると、うまくいったときも失
敗したときも、その理由がわかり、次はどうすればい
いのかが、自分で考えられるようになって、どんどん
上達していきます。
　初心者の方にもわかりやすく、小さな畑やプランタ
ーでも実践しやすいように書きました。非常識なまで
においしくて、ありえない収穫量で、普通の2倍も3
倍も甘みや栄養価の高い有機野菜つくりのコツを、ぜ
ひつかんでください。
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おいしくて栄養価の高い野菜が、無農薬で
驚くほどたくさんとれる！
「BLOF理論」の有機栽培なら、
そんな夢がかないます

BLOFなら、こんな野菜がつくれます！INTRODUCTION

写真は、BLOF理論の有機栽培でつくった野菜です。驚くほどたくさん実をならせながら、
糖度、栄養価は通常の２倍、３倍にもなります。

有機栽培＝化学的に合成された肥料や農薬を使わな
い栽培方法。「有機＝無農薬」ではなく、自然界に由来
する農薬であれば、有機栽培でも使用することがある

一房に10個以上も実がついた
大玉トマト（なかや農園撮影）

無農薬でも虫食いがなく
光沢のあるハクサイ

BLOFでつくった
色鮮やかな野菜たち

（関根農園）

根が深く張り、大きく育った葉ネギ（萩原紀行撮影）

インゲンは、１m2から1kgの
収穫が平均的。BLOFの栽培
では、7倍の7kgを実現した

普通、キュウリは１つ
の節に１本の実がな
る。写真では、５つの
実がついている
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6章
ワンランクアップの
有機菜園テクニック

1章 BLOFって何？
―有機栽培がうまくいく「しくみ」
有機栽培だからこそ、多収穫でおいしくて、
病害虫に強い野菜がつくれます。
そのしくみを、「BLOF理論」をもとに紹介します。



　BLOF理論の３つの分野を詳しく紹介する前に、ま
ずは植物の生長のしくみを少しおさらいしましょう。
　人がお米やパン、肉や野菜を食べてエネルギーをつ
くり、カラダを成長させるのと同じように、植物は「光
合成」をして生長します。よい野菜を育てるには、い
かに活発に「光合成」を行えるかにかかっているとい
えるのです。　
①植物の仕事は「光合成」と「呼吸」

上に立つこともできません。細胞を包む「細胞壁」、つ
まりセンイが必要です。センイは、光合成で生産され
た炭水化物どうしが結びついてできているもので、代
表的なものにセルロースがあります。
　センイは、養水分の通路として機能する（維管束）
ほか、カラダを支える骨格としての役目や、表皮を硬
くして病害虫から身を守るという役目もあります。

　細胞にしても、センイにしても、野菜のカラダをつ
くる基本材料になっているのが、「炭水化物」です。植
物にとっては、炭水化物をたくさんつくることが一番
大切なことなのです。
　炭水化物がたくさんあれば、カラダを大きくしたり、
実をたくさんつけたり、硬い「センイ」でカラダを守
り、病気や害虫から身を守ることもできるようになり
ます。

　植物が行っている仕事は、主に「光合成」と「呼吸」
です。「光合成」では、太陽の光と二酸化炭素、水を利
用して「炭水化物（ブドウ糖）」をつくります。
　炭水化物は、カラダをつくる材料に使われると同時
に、呼吸するためのエネルギーとしても使われます。
②「細胞」と「センイ」
　野菜のカラダは大きく分けて「細胞」と「センイ」
からできています。細胞は、光合成でつくられた炭水
化物とチッソが結びついてできたアミノ酸の集合体

「タンパク質」からつくられます。
　しかし植物は、「細胞」だけでは生きられないし、地

　また、炭水化物を余分にたくさん持っていたら、も
し天気が悪い日が続いて光合成がうまくできないとき
でも、すぐに弱ってしまわずに、生育を保つことがで
きるようになります。

　野菜をおいしく、栄養価の高いものにするためにも、
炭水化物が重要です。
　甘さのもとになる糖をはじめ、ビタミンやデンプン、
ビタミンCやA、E などは、すべて炭水化物が材料で
す。つまり、おいしさの秘密は、いかにたくさんの炭
水化物を持っているか（つくれるか）ということなの
です。
　BLOFの有機栽培では、土の環境を整えて植物に光
合成を最大限してもらい、炭水化物を余るほどにつく
ってもらうことを目指します。

葉緑体

センイ
センイは動物でいう骨格であり
表皮でもある

細胞

二酸化炭素

カラダはみんな細胞で
できているよ

植物は光合成をして、葉っぱや茎や根をつくっている

光

水 水

光合成すると
炭水化物ができるよ

細胞は
タンパク質で
できている
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植物のカラダは、
炭水化物でできている

炭水化物は、強く、
大きく育つための鍵

植物の仕事は
「光合成」と「呼吸」野菜のカラダは細胞と

センイからできている

多収穫とおいしさの秘密も
炭水化物に

植物は光合成で二酸化炭素と水
を材料にして、炭水化物をつくっ
ている。炭水化物は細胞やセン
イなど、植物のカラダつくりの材
料となる。
いっぽう、葉や根は酸素を吸って
二酸化炭素を出す「呼吸」も行っ
ている

2 野菜が育つしくみとは？
—光合成、呼吸、炭水化物



　野菜の生育を人の一生にたとえてみると、生育のど
んな段階で収穫するかがわかり、いつ、どのぐらいの
肥料を与える必要があるか、わかりやすくなります。
　野菜のライフステージは、大きく分けて下記の5段
階に分けられます（カッコ内は人の成長ステージ）。
1 タネから芽が出る（生まれる）
2 苗が大きく育ちはじめる（小学生から中学生）
3 葉や茎が次々と伸びカラダが大きくなる
　（高校生から成人）
4 花が咲いて実が成る（子供が生まれる）
5 枯れる（一生を終える）
　上記のステージのどの段階で収穫するのかによって、
野菜を7つのタイプに分類できます。
　1は、芽が出てまもない段階で収穫する、モヤシや

　野菜のライフステージで見たとき、野菜の育ち方は
3つに分かれます。

　ホウレンソウ、シュンギク、コマツナなどの葉菜タ
イプが「栄養生長型」です。
　栄養生長とは、茎や葉を伸ばしてカラダを大きくす
る生長の段階。炭水化物はおもに細胞と、カラダを守
るセンイつくりに使われ、生長の途中で収穫をします。
　このタイプは、生き生きとした緑の葉を収穫するた
め、栄養生長が盛んなとき、元肥がまだしっかり残っ
ている段階で収穫します。次の栽培では、土に残され
た肥料分を考慮して肥料を与える必要があります。

カイワレダイコンといったスプラウト野菜。
　2～3の生長段階で収穫するのが、ホウレンソウや
シュンギク、コマツナといった葉菜タイプ。
　3と4の間、大人になり、子供ができるまでの途中
で、養分を貯蔵するために特定の部位を肥大させるの
が、ダイコンやニンジンなどの根菜タイプと、キャベ
ツ、ハクサイ、レタスなどの結球野菜（本書では外葉
タイプに分類）、ジャガイモなどのイモ類タイプです。
　4は蕾と実で2つに分かれます。花が咲く前、蕾の
段階で収穫するのがブロッコリーやカリフラワー（外
葉タイプ）。実を収穫するのがキュウリ、トマト、ナス、
イチゴなどの果菜タイプと、エダマメ、エンドウなど
のマメ類タイプです。生育の後半で収穫するタイプほ
ど栽培期間も長く、与える肥料の量も多くなります。

　葉菜タイプよりも生育が進み、炭水化物を特定の部
位に蓄えるのが「擬似生殖生長型」の野菜です。
　ハクサイ、キャベツ、タマネギなどの「外葉タイプ」
ニンジン、ダイコンなどの「根菜タイプ」。ジャガイモ、
サツマイモなどの「イモ類タイプ」の3タイプがここ
にあてはまります。
　擬似生殖生長型の野菜は、栄養生長が進み、チッソ
肥効が落ちて生育がゆっくりになると、根や茎、結球
部など、ある特定の部位に炭水化物を貯めるようにな
ります。花を咲かせ実をならせる「生殖生長」とは違
い、養分を根や葉や茎などに貯めたものを収穫するた

タネから
芽が出る

生まれる【人間】

【野菜】

栄養生長 生殖生長

青年期幼年期 成人 妊娠 子孫を残す出産

茎が伸び
葉が大きく
なる

花が咲く 実がなる
実が肥大
してタネが
できる

枯れる

葉菜タイプ

（スプラウト）

栄養生長型の野菜 擬似生殖生長型の野菜 生殖生長型の野菜

外葉タイプ
根菜タイプ
イモ類タイプ

必
要
な
養
分（
チ
ッ
ソ
）の
量

元肥

追肥する 果菜タイプ（トマト、キュウリ、ナス、ピーマンなど）
＋マメ類タイプの一部

追肥しない
果菜タイプ（カボチャ、スイカ、メロンなど）

＋マメ類タイプの一部

擬似生殖生長型の野菜

外葉タイプって
初めて聞いたわ

外葉タイプ
がいよう

イモ類タイプ 根菜タイプ

栄養を実ではない
ところに貯えるのが
同じだね

キャベツ

長ネギ ブロッコリー

サツマイモ ニンジン

カブ ゴボウ

ダイコンジャガイモ

サトイモ

ハクサイ ニンニク

タマネギ

62 6362 634章  野菜のタイプ別育て方

栄養生長型【葉菜タイプ】

野菜のライフステージと肥料養分の推移

擬似生殖生長型
【外葉タイプ、根菜タイプ、イモ類タイプ】

1 2野菜のライフステージと
7つのタイプ

３つの生育特性
「栄養生長型」、「擬似生殖生長型」、「生殖生長型」


