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資源循環型農業のための家畜ふん堆肥中肥料成分の有効利用

１．は じ め に
家畜ふん堆肥は、土づくり効果と肥料的効果を併せ持つ優れた農業資材と
して長年使われてきた。しかし、これまでは化学肥料の標準量施用に上乗せ
で堆肥施用が行われてきたため、堆肥に含まれている肥料成分が必ずしも効
率良く活用されてきたわけではない。また、堆肥の有効成分の含有比が作物
の養分要求バランスと合致していないため、特にリン酸やカリウムが過剰に
蓄積した土壌では、土壌養分の適正管理の観点から堆肥の継続的施用が難し
くなってきている。本稿では、こうした技術的課題とその解決に向けたこれ
までの研究を概観しつつ、その研究成果が集約された混合堆肥複合肥料につ
いて解説する。なお、具体的な研究例については、過去、あるいは現在継続
中の複数のプロジェクト研究の内容・成果を中心に紹介する。

２．堆肥の肥料資源としての重要性と利用上の問題点
我が国は肥料原料の大半を輸入に頼っており、またリン鉱石などの肥料資
源は少数国に偏在している。2008年の肥料価格の高騰時には資源国による自
国向け供給の優先などが行われ、肥料資源が戦略物質として扱われるように
なったと言われた。一方、国内では肥料の多くは副産物として生産されてい
るため、主産物の生産動向に左右されやすい。製鉄産業や繊維産業での減産
などにより粒状硫安の国内供給が不足したことは記憶に新しい。またリン鉱
石の品位・品質の低下も古くから指摘されており、将来、リン抽出や不純物
除去技術の高度化が必要になりリン酸肥料の製造コストが増大する懸念もあ
る。このため、堆肥等の貴重な国内有機性資源に含まれる肥料成分の有効利
用を進めることにより、輸入肥料への依存度を低減し、肥料価格の安定化と
農家のコスト負担を低減させることが望まれる。
家畜ふん堆肥中に含まれる有効な肥料成分量は、化学肥料内需に対して窒
素26%、リン酸37%、加里67% と試算されている（図1 金澤 2009）。このた
め、これらの堆肥中肥料成分を有効に使えれば化学肥料を大きく削減できる
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家畜ふん堆肥中の有効な肥料成分量と化学肥料内需
（金澤、中央農研研報（2009年）より作図）

可能性がある。また、「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関す
る法律（平成11年制定）」が平成16年に本格施行されてから、雨よけで堆肥
化が行われるようになり、堆肥化中の降雨による養分の流亡が防止されたこ
と、また近年の副資材の高騰による戻し堆肥利用など副資材使用量の減少に
より、堆肥中肥料成分の増加が考えられ、堆肥の肥料的効果は高まっている
と期待される。
堆肥には作物の養分を補給する肥料的効果の他に、団粒形成を通じた土壌
物理性改善、土壌酸性化の防止、CEC の増大、リン酸固定の防止などの土壌
化学性改善、微生物の富化などの土壌生物性改善など、所謂、土づくり効果
があるが、従来のように、こうした土づくり効果を重視した「化学肥料に上
乗せ施用」では、特に前記のような高成分化した堆肥では養分管理上の問題
が生じやすくなる。図2A は、土壌の腐植を一定水準に維持するための牛ふ
ん堆肥受容量を市町村毎に示したものであるが、適正な養分供給のための堆
肥受容量（図2B）と比べて高くなる地域が多い（金澤ら 2007）。これは、
土づくりを主目的として堆肥を施用すると土壌に過剰の養分が投入されてし
まうことを示している。また、適正な養分供給を考えた単位面積あたりの堆
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市町村毎の牛ふん堆肥受容量（金澤、中央農研、H19年度成果情報）
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図3

養分の適正供給のための単位面積当たりの堆肥受容量
（金澤、中央農研、H19年度成果情報より作図）

肥受容量は東北日本海側や北陸地域などの施肥量の少ない水田作地帯で低い
値となるが（図3）、各作物別に見ると最大となる作物でも27t/ha とそれほ
ど高くは無い。平成20年に改正された地力増進基本指針で示された堆肥の標
準的な施用量は、水稲で牛ふん堆肥0.3t/10a、豚ぷん堆肥0.15t/10a と低く抑
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えられており、野菜でも牛ふん堆肥 1 ～2.5t/10a、豚ぷん堆肥0.5～1.5t/10a
である。

３．肥料的利用のための技術的課題とその解決に向けた研究
上述のように、堆肥の肥料的効果を上手に利用できれば化学肥料削減のポ
テンシャルは大きいが、従来のような土づくり効果を主目的とした「化学肥
料に上乗せ」では養分管理上の問題が生じる。この問題を解決するために
は、肥料・資材施用における基本的な考えに立って研究を進める必要があ
る。肥料・資材は、①作物の生育や土壌の性質改善に有効であること、②土
壌に不足する養分を適量、適切な位置・施肥時期に施用するための資材の選
択と施用方法の適正化、③長年の肥培管理によって土壌養分の状況は変化す
るため最善の施肥法はいつも同じとは限らないことを基本として検討すべき
である。家畜ふん堆肥は有効成分含有量が明示されていないこと、施用時期
が農閑期となることが多いことなどにより、化学肥料に比べて，特に②の資
材選択、適量施用、施用時期の適正化が難しい。そこで、（1）堆肥中の有効
な肥料成分含有量の明示、（2）養分バランスの改善、（3）ハンドリングの改
善と施用時期の適正化などの技術開発が検討されてきた。以下にこれらの技
術的課題の解決に向けた研究例を紹介する。
（1） 有効な肥料成分含有量の明示
「堆肥の品質実態調査報告書  ㈶畜産環境整備機構、平成17年）」によると、
畜種別堆肥中の全窒素、リン酸（P2O5）、加里（K2O）の乾物当たりの平均
含 有 率 % は、 乳 用 牛（2.2、1.8、2.8）、 肉 用 牛（2.2、2.5、2.7）、 豚（3.5、
5.6、2.7）、採卵鶏（2.9、6.2、3.6）、ブロイラー（3.8、4.2、3.6）であり、一般
的に言われているように牛ふん堆肥に比べて豚ぷん堆肥、鶏ふん堆肥で肥料
成分が多い。しかし、同一畜種でも変動幅は極めて大きく、例えば乳用牛ふ
ん堆肥中成分含有率の最小値 % －最大値 % は、全窒素（0.9－5.6）、リン酸
（0.5－13.3）、加里（0.2－7.7）、豚ぷん堆肥の場合でも全窒素（1.4－7.2）、リ
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ン酸（1.6－22.7）、加里（0.3－6.6）となっており、肥料成分をほとんど含ま
ない堆肥から化学肥料並に肥料成分を含む堆肥まで極めて多様である。
また、堆肥に含まれる肥料成分の全てが施用当作期間中に有効化するわけ
ではない。このため、畜種別に肥効率（同じ成分量の化学肥料が示す肥効を
100として堆肥に含まれる成分の肥効を指数化した値）が調査され、目安の
値として、窒素は牛ふん堆肥30%、豚ぷん堆肥50%、乾燥鶏ふん70%、鶏ふ
んオガクズ堆肥35%、リン酸は牛ふん堆肥と豚ぷん堆肥60%、乾燥鶏ふん
70%、鶏ふんオガクズ堆肥35%、加里はいずれの畜種も肥効率90% とされた
（西尾 2007）。さらに、窒素肥効については、全窒素含有率が高いほど肥効
率も高くなることが指摘され、全窒素含有率別に窒素肥効率が整理された。
しかし、堆肥の製造法や性状は多種多様であり、畜種別や全窒素含量に基づ
く肥効率の整理では十分とは言えない。実際に、堆肥の窒素は施用直後から
作物に吸収される無機態窒素から施用当作期間中にほとんど効果を示さず土
壌に蓄積されるものまで多様な形態で存在する。堆肥中の窒素を有効に活用
するためには、肥効の遅速を含めて評価し、化学肥料の基肥、追肥それぞれ
から減肥する必要がある。そこで、個々の堆肥を分析して速効性窒素、緩効
性窒素を評価し、土壌を分析して堆肥施用によって土壌に蓄積される遅効性
窒素を評価する分析体系の構築が試みられた（図4、新たな農林水産政策を
推進する実用技術開発事業18053「農業環境規範に適合する家畜ふん堆肥の
肥効評価システムの確立」）。速効性窒素は堆肥施用後、夏期 1 ヶ月以内に有
効化する窒素であり基肥に相当する。緩効性窒素は施用 1 ヶ月後から 3 ヶ月
後の間に有効化する窒素であり追肥に相当する。したがって、堆肥の窒素肥
効を速効性と緩効性に分けて評価できれば、作物収量を維持しながら化学肥
料窒素を削減できる。開発された堆肥分析法の概要を図5、6に示す。牛ふ
ん・豚ぷん堆肥の場合、酸性デタージェント分解で可溶化する有機物（AD
可溶有機物、易分解性有機物の指標）が250mg/g 未満の場合は、緩効性窒
素はほとんど無しと判定され、速効性窒素は塩酸可溶性無機態窒素から推定
できる（図5、家畜ふん堆肥の肥料成分・窒素肥効評価マニュアル2010）。
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速効性 ：速効性化学肥料と同等
全窒素
肥料取締法
で表示義務
あり

の肥効（尿素、硫安並）
施用1ヶ月以内に有効化する窒素

緩効性 ：動植物の有機肥料と
同等の肥効（油粕、魚粕並？）
施用1ヶ月～3ヶ月で有効化する窒素

遅効性 ：施用当作には肥効を示さない
土壌に蓄積される窒素

図4
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堆肥の窒素肥効の遅速を考慮した分析体系の概要（実用技術開発事業18053）

AD 可溶有機物が250mg/g 以上の堆肥では、施用後、いったん窒素が有機化
し、その後徐々に無機化する複雑な窒素発現パターンとなるため無機態窒
素、AD 可溶有機物、酸性デタージェント分解で可溶化する窒素（AD 可溶
窒素）から窒素肥効を推定する。副資材を含まない採卵鶏の鶏ふん堆肥で
は、全窒素含量が正確に把握されている場合は、全窒素 % の二乗で速効性
と緩効性窒素の合計量が推定できる（図6）。全窒素含量が不明な場合は、塩
酸抽出と pH5酢酸緩衝液抽出で抽出されるアンモニア態窒素を測定し、その
差から尿酸態窒素を推定し、その推定値に塩酸抽出アンモニア態窒素を加え
た値が速効性窒素となる。緩効性窒素は、副資材を含まない採卵鶏の鶏ふん
堆肥では 2 kg/t と見積もられた。図7に堆肥の窒素肥効の分析手順概要を示
したが、高価な分析機器を使わないように工夫されている。詳細は、現在、
岐阜県農業技術センターのホームページで紹介されている「家畜ふん堆肥の
肥効評価の解説と分析マニュアル http://www.g-agri.rd.pref.gifu.lg.jp/taihi_
manual/index.html」をご覧頂きたい。この窒素肥効評価法の妥当性は、水
稲、キャベツ、ブロッコリーを対象とした減化学肥料実証試験により確認さ
れている。キャベツの例を図8に示したが、牛ふん堆肥では基肥窒素、豚ぷ
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牛ふん・豚ぷん堆肥
AD可溶有機物を測定

250mg/g以上

250mg/g未満
緩効≒0
（後効きしない）

緩効
速効

速効
0週

夏期4週

夏期12週

無機態窒素より窒素肥効量
を推定

0週

夏期4週

夏期12週

無機態窒素、AD可溶有機物、
AD可溶窒素より窒素肥効量を推定

図5 牛ふん堆肥・豚ぷん堆肥の窒素肥効評価法
（家畜ふん堆肥の肥料成分・窒素肥効評価マニュアルより）

全窒素含量

わかる

窒素肥効は全窒素含量から推定可能
速効性窒素と緩効性窒素の合計量 =
全窒素%×全窒素%

不 明
全窒素含量の測定
塩酸抽出と酢酸緩衝液抽出で抽出されるアンモニア態窒素量
を測定
尿酸態窒素 = （塩酸抽出アンモニア態窒素－酢酸抽
出アンモニア態窒素）×4.7－2.6
尿酸態窒素に塩酸抽出アンモニア態窒素を加えた値(速効性窒素)
緩効性窒素は採卵鶏の鶏ふん堆肥の場合、2kg/t
図6 鶏ふん堆肥（副資材なし）の窒素肥効評価法
（家畜ふん堆肥の肥料成分・窒素肥効評価マニュアルより）
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牛ふん・豚ぷん堆肥

鶏ふん堆肥

塩酸抽出①
0.2AD抽出④
（圧力鍋）

酢酸緩衝液
抽出②

ﾍﾟﾙｵｷｿ分解⑦
（圧力鍋）

水分

過ﾏﾝｶﾞﾝ酸
ｶﾘｳﾑ法⑥

AD可溶窒素

無機態窒素

電子レンジ⑧

ﾊﾟｯｸﾃｽﾄ法⑤

小型反射式光度計③
（RQフレックス）

pH5抽出
ｱﾝﾓﾆｱ態窒素
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AD可溶有機物
AD可溶有機物は⑤、⑥
のいずれかで推定します

リン酸、カリ他

20,000

1600

15,000

1200

10,000

800

5,000

400
0
ン

豚
ぷ
ん
B0

.5
ト

.5
ト

ン

併
ん
A0

豚
ぷ

ふ
牛

併
用

用

行
慣

ん
１ト
ン

料
肥
学
化
図8

併
用

0

結球重 (g/株)

費用 (円／10a)

図7 高価な分析機器を必要としない窒素肥効評価の分析手順概要
（家畜ふん堆肥の肥料成分・窒素肥効評価マニュアルより）

堆肥施用費
化学肥料費
結球重

堆肥の窒素肥効評価とリン酸・加里成分量に基づくキャベツの減化学肥料栽培
（家畜ふん堆肥の肥料成分・窒素肥効評価マニュアルより）

ん堆肥 A、B では基肥と追肥窒素を削減しているが、結球重は化学肥料慣行
と同等以上に維持されている。また、いずれの場合もリン酸と加里を大幅に
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図9

表1

牛ふん堆肥による基肥窒素代替栽培での玄米収量
（小柳ら 2011より作図）

牛ふん堆肥の窒素肥効評価に基づく水稲の化学肥料代替栽培
（小柳ら 2011より作成）

堆肥中

堆肥

基肥窒素

倒

AD可溶 ｱﾝﾓﾆｱ 施用量 堆肥 化肥 穂数 伏
3)
有機物 態窒素
由来2) 由来
DMkg/10a
mg/gDM
kg/10a
/m 2

慣行（ 化肥のみ）
堆肥A50％代替
堆肥A100％代替
堆肥B100％代替
穂肥のみ

146
146
140

5.4
5.4
8.1

277
555
373

1) 堆肥施用区は基肥リン酸、カリは無施用
3) 無0～甚5

0
1.5
3
3
0

3
1.5
0
0
0

421
447
414
444
385

0 .8
1.3
0.3
1.0
0 .3

タン
パク
質
％

6 .0
6.0
5.9
6.2
5 .8

2)堆肥由来アンモニア態窒素

減肥しているため、資材コストを削減できることが示されている。緩効性窒
素を含まない牛ふん堆肥を水稲に施用した例を図9、表1に示したが、基肥窒
素の50%、あるいは100% を堆肥窒素で代替しても化肥慣行と同等の玄米収
量が確保され、また倒伏や玄米タンパク含量に悪影響を及ぼさないことが示
されている（小柳ら 2011）。しかし、密閉縦型発酵装置で製造された豚ぷん
堆肥など、AD 可溶有機物の多い堆肥により基肥の大半を代替すると、水稲
生育前半の窒素有機化の影響を受け、茎数・穂数が減少し減収する場合も認
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窒素肥効パターン
横軸: 施用後日数
縦軸: 無機態窒素量

ADOM<250
0

堆肥毎に異なる
窒素肥効パターン

望ましい施用法
緩効性窒素がないので、すべての作物で利用しやすい。塩酸抽出無機態窒素
全ての作物で利用しやすい。水稲作での春施用
が多い場合は、基肥窒素を削減。ただし、水稲作では硝酸態窒素は脱窒によ
り損失するので施肥設計時に考慮しない(各堆肥共通)。
も可。
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窒素肥効の有効利用の観点から、水稲作での秋施用はなるべく避ける。また、
短期葉菜類や水稲作での秋施用には向かない。
有機化による生育抑制が起きやすい短期葉菜類での利用は避ける。

ADOM≧250
C/N＜18
0

30
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90

すぐには再無機化しないので、水稲の秋施用や中長期野菜で土壌物理性改
水稲作での秋施用など、栽培開始まで時間的余
善に利用する。
裕があるときに物理性改善に利用する。

ADOM≧250
C/N≧18
0
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90

すべての作物で利用可能だが、速効性窒素が多いので基肥窒素を削減する。
全ての作物で利用可能。基肥窒素を必ず削減。
また、窒素肥効の有効利用の観点から、水稲作での秋施用はなるべく避ける。

施用後すみやかに栽培開始。
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0
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短期葉菜類には向かない。中長期の葉菜類に
短期葉菜類での利用は避け、中長期の葉根菜に利用する。水稲作で春施用
する場合は、有機化による初期生育抑制を防ぐため、基肥窒素代替率を暖地
利用。水稲で春施用する場合、暖地でも基肥窒
でも50%以下とする。秋施用は避ける。
素代替率を50%以下とする。

ADOM≧250
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すべての作物で利用可能であるが、速効性窒素が多い堆肥では、その有効利
全ての作物で利用可能。全窒素の高いものは施
用と環境保全の面から水稲作での秋施用は避ける。温暖条件では、施用２ヶ
月以降に発現する窒素肥効はない。
肥窒素を削減する。

副資材なし
0

図10
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窒素肥効の特徴に基づく堆肥の適正な利用場面
（実用技術開発事業18053成果より）

められた。このような栽培実証の結果を整理して、窒素肥効評価に基づく堆
肥の適正施用法が整理された（図10）。このように堆肥の窒素肥効の特徴を
明らかにすることにより、場面に応じて堆肥を選択して利用することも可能
となる。また、分析結果に基づいて堆肥施用時の適正施肥量を自動計算する
「堆肥カルテシステム」が作成され、現在は三重県版「堆肥カルテシステム
http://202.78. 248.243/taihi/」として公開されている。また、岐阜県農業技
術センターでは、県内で生産されている堆肥について、本分析法による無機
態窒素、速効性窒素、緩効性窒素の分析結果を C/N 比、リン酸、加里、石
灰、苦土の成分含有率や堆肥供給者の連絡先、堆肥化原料や堆肥化方式とと
もに「岐阜県堆肥供給者リスト https://www.pref.gifu.lg.jp/sangyo/chikus
an/chikusan-shinko/11437/index_5542.html」として公開し、堆肥の適正利
用の推進を図っている。この評価法は化学分析操作が必要なため、今後、普
及を拡大するためには、分析機関の確保やデータ更新が可能な体制の整備が
必要である。
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なお、堆肥連用で土壌に蓄積される窒素（遅効性窒素）は、土壌可給態窒
素の増加量から評価する。可給態窒素は、土壌培養により無機化する窒素で
評価するのが一般的であるが、測定に 1 ヶ月かかること、操作が煩雑である
ことなどから土壌診断の分析項目に含まれないことが多い。そこで、80℃水
抽出－ COD 測定による畑土壌可給態窒素の簡易・迅速評価法が開発された
（上薗ら 2010a, b, c）。この方法は、土壌種や堆肥施用履歴の有無に関わらず
適用でき、2日間で手軽に分析できるので茨城県一部地域のレタス栽培で活
用され、その後、農水省委託プロジェクト研究「生産コストの削減に向けた
効率的かつ効果的な施肥技術の開発」で普及拡大のための研究が続けられて
いる。
堆肥のリン酸肥効率は60% ～80% が用いられることが多かった。しかし、
実際のリン酸肥効は、堆肥中リン酸の存在形態、堆肥の性状、土壌種、作物
種など多くの要因によって影響を受ける。家畜の飼料に使用されているトウ
モロコシやふすまには有機態リン酸であるフィチン酸（イノシトール 6 リン
酸）が多く含まれているが、このフィチン酸は豚や鶏では消化されない。こ
のため、飼料にリン酸カルシウムやフィターゼが添加されている。これらの
ことから堆肥のリン酸形態として、フィチン酸とその分解物（イノシトール
5～1リン酸）、および堆肥化過程でのアルカリ条件下で生成するリン酸マグ
ネシウムアンモニウム（MAP）やハイドロキシアパタイト（HAP）などの
無機リン酸化合物が想定される。棚橋らは、異なる 3 つの抽出方法を組み合
わせることにより、酸不溶、フィチン等有機態、HAP 態、MAP 態、その他
Mg 態に分画する方法を考案し（図11）、畜種別にリン酸の存在形態を調査
した（プロジェクトシリーズ540、2015）。その結果、牛ふん堆肥はその他
Mg 態が多く、豚ぷん堆肥は HAP 態と Mg 態（MAP 態＋その他 Mg 態）が
主体であること、鶏ふん堆肥は HAP 態とフィチン態が多いことなどの特徴
を明らかにした（表2、棚橋 2015）。また、リン酸二水素カルシウムを対照
として、各形態の標品（試薬）、および堆肥のリン酸肥効率をポット栽培試
験で調査し、標品の肥効率に堆肥中の各形態の存在割合を乗じた値の合計値
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（B）を堆肥のリン酸肥効率（A）と
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全
量

比較したところ、A は100% を超え

有機態
主にフィチン

A>>B となる場合が多いことを明ら
かにした（棚橋ら 2011）。このよう
に堆肥でリン酸肥効が高まる要因に
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ついて、さらに検討したところ、堆

主にHap

肥とともにリン酸が存在すると肥効
が高まる効果があること、粉状に比

他Mg態

べて粒状では肥効が高いこと、乾燥
した堆肥に比べ含水品では肥効が高

MAP

いことなどが明らかになった（棚橋
ら 2012）。リン酸肥効に影響を及ぼ
す環境要因については、小柳らに

図11 堆肥のリン酸形態分画法
（棚橋 2015から転記）

よって詳細に調査され、土壌のリン

酸吸収係数が大きいほどリン酸肥効率の堆肥間差が大きくなることが示され
た（ プ ロ ジ ェ ク ト 研 究 成 果 シ リ ー ズ540、2015）。 リ ン 酸 吸 収 係 数 が
500mg/100g 以下の土壌では、黄色土で肥効率高く、砂丘未熟土で低い傾向
であった。また、作物の栽培適正域内での比較であるが、土壌 pH が高いほ
ど堆肥のリン酸肥効率は低下した。作物種別の肥効率はキュウリで高く、え
んどうで低かった。また、前記の結果と同様に、堆肥をペレット化すること
表2

堆肥中のリン酸存在形態（棚橋

全リン酸
含量％
乳用牛 n=31
肉用牛 n=50
豚 n=36
採卵鶏 n-58

2.3
2.4
7.8
7.4

酸不溶
主に
フィチン
18
12
8
3

2015より転記）

構成比率％
酸可溶
Mg 態
MAP
他 Mg 態
7
3
5
6
4
18
23
13

Ca 態
主に Hap
24
22
44
45
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でリン酸肥効が著しく増大することが示された。小柳らは、キャベツの 4 年
間堆肥連用圃場試験を行い、リン酸肥効と残効を調査した。本試験では過リ
ン酸石灰を対照とし、リン酸施用量が同量（20kg/10a）となるように 3 畜
種の堆肥をそれぞれ 4 年間施用している。前述した堆肥の窒素肥効評価法に
よって堆肥からの窒素供給量を推定し、不足する窒素を化学肥料で施用して
いる。また加里は肥効率を100% と仮定し不足分を化学肥料で補填した。使
用した牛ふん堆肥は水分61% で塊状、フィチン態の割合が 6 %、豚ぷん堆肥
は水分13% と低く粉状でフィチン態の割合が15%、鶏ふん堆肥は水分17% の
ペレットでフィチン態の割合が42% と高いものであった。キャベツ結球重の
4 年間平均はいずれの堆肥でも過リン酸石灰と同等であったが、リン酸肥効
率は、過リン酸石灰100% に対して牛ふん堆肥105%、豚ぷん堆肥88%、鶏ふ
ん堆肥105% となり、豚ぷん堆肥で低かった（図12）。また連用試験後、リン
酸無施肥でキャベツを栽培して土壌蓄積リン酸の可給性を評価したところ、
やはり豚ぷん堆肥で有意にリン酸吸収量が低いことが確認されている（図
13）。この原因の詳細は不明であるが、使用した豚ぷん堆肥が低水分で粉状、
フィチン態を比較的多く含むなど、リン酸肥効が低下しやすい条件が重なっ
たためと考えられた。一方、低水分でフィチン態の割合が著しく高い鶏ふん
堆肥で肥効率が100% 以上となったことは注目に値するが、ペレット成型に

リン酸吸収量
吸収量 kg/10a

25
20
15

リン酸肥効率
(100%) 105%
88%
AB
AB
B

105%
A

10
5

C

0
過石

牛堆肥

豚堆肥

鶏堆肥

無P

図12 連用試験におけるキャベツの4年間合計のリン酸吸収量
（棒グラフの上の数値はリン酸肥効率、プロジェクト研究成果シリーズ540より転記）

３．肥料的利用のための技術的課題とその解決に向けた研究

（ 15 ）

よる肥効向上効果が極めて高かったと考えられる。荒川（2012）も、牛鶏ふ
ん混合堆肥のペレット成型によるリン酸肥効の向上を黒ボク土での栽培試験
により認めており、リン酸利用率がコマツナで8.6%（堆肥原体）から12.5%
（ペレット）へ、ソバで15.9%（堆肥原体）から24.5%（ペレット）へと大幅に
向上したと報告している。荒川は、その理由をペレット形状の土壌中での保
持、塩類共存効果によるリン酸溶出の遅延、堆肥分解生成物（低分子有機
酸、腐植酸）による土壌へのリン酸収着の抑制であると述べている。また、
堆肥ペレットに多くの根が絡みついたことも根との接触頻度を高める点で有
利であったと推察している。小柳らの試験でフィチン態割合が高い鶏ふん堆
肥ペレットで肥効率が100% 以上となった原因は、このようなリン酸収着の
防止に加え、土壌中でペレットが水分を含むことにより、フィチン態リン酸
がペレット内で無機化して徐々に溶出したことも考えられる。ペレット成型
は後述する堆肥のハンドリング性の向上技術であるが、リン酸肥効の向上に
も繫がることが明らかになり、堆肥の肥料的利用の推進上大きな意義がある。
以上のように堆肥のリン酸肥効に及ぼす要因は様々あるが、堆肥自体にリ
ン酸肥効率を高める効果があり、また成型することによる肥効の増大も顕著
である。このため肥効率が100% 以上となる場合が多く（表3）、リン酸が十
分に蓄積している土壌では肥効率を100% として化肥を削減しても実用上の

リン酸吸収量
吸収量 kg/10a

3.0

a
2.0

b

1.0
10

c

0.0
過石

図13
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牛堆肥 豚堆肥 鶏堆肥

無P

連用試験跡地土壌で無リン酸栽培したときのキャベツのリン酸吸収量
（プロジェクト研究成果シリーズ540より転記）
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表3 コマツナでの畜種別堆肥のリン酸肥効率
（プロジェクト研究成果シリーズ540より転記）

黒ボク土
褐色森林土

牛 （n=4）
平均
最低
122
115
116
108

豚 （n=3）
平均
最低
145
119
152
144

鶏 （n=2）
平均
最低
80
55
108
87

問題は無いと考えられる。ただし、粉状でフィチン態リン酸含量が高い鶏ふ
ん堆肥、または極端に乾燥した粉状の堆肥は肥効率が低いので注意が必要で
ある。副資材を含まない採卵鶏ふん堆肥の低水分・粉状品の調査結果から、
フィチン態リン酸割合とリン酸肥効率との間には明瞭な負の相関関係があ
り、フィチン態リン酸割合が概ね20% 以上では肥効率が100% を下回ること
が示されている（プロジェクト研究成果シリーズ540、2015）。特に密閉縦型
発酵装置で製造された堆肥や乾燥鶏ふんの粉状品では、リン酸肥効率が低く
なるので注意が必要である。
（2）養分バランスの改善
家畜ふん堆肥に含まれる有効な窒素、リン酸、加里の割合を試算した結果
を図14に、作物吸収量の割合を図15に示した。両者を比較すると、堆肥中の
有効な窒素の割合が養分吸収割合に比べて少ないことがわかる。このため、
堆肥由来の窒素のみで栽培するとリン酸と加里が過剰投入されやすい。一
方、施設園芸や露地野菜畑では、長年の施肥や堆肥施用により、過剰のリン
酸や加里が土壌に蓄積され、加里過剰による苦土欠乏やブロッコリー花蕾黒
変症（べと病発生の助長、鎌田ら 2008）、リン酸過剰に起因するスイート
ピー（岡本ら 2009）やキュウリ（塩原ら 2009）の生理障害が報告されるよ
うになっている。このため、堆肥の適正利用を進めるために堆肥の養分バラ
ンスを整える必要があり、複数の地域有機性資源を組み合わせた融合堆肥、
あるいは成分調整堆肥の製造・利用技術が検討された。例えば、牛ふん乾燥
物、生ゴミ処理物、剪定くず堆積物を混合して堆肥化する方法が検討され、
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K2O

P2O5

P2O5

P2O5

図14 家畜ふん堆肥中の有効な窒素、リン酸、加里の割合
「堆肥の品質実態調査報告書（畜産機構、2015）」の畜種ごとの含有率平均値に、窒素
肥効率として牛30％、豚50％、鶏60％、リン肥効率として80％、加里肥効率はすべて
90％として乗じて試算。

K2O

N

N

N

K2O

K2O
P2O5
P2O5

水稲

P2O5

キャベツ

トマト

図15 作物の窒素、リン酸、加里吸収量の比較
（作物比較栄養生理、田中明編より作図）

頻繁な攪拌混合や通気による好気状態の維持などによって発酵が促進される
ことが明らかにされた。牛ふん堆肥の場合、有効な肥料成分量は 1 トン当た
り窒素1.7kg、リン酸35kg、加里57kg であったのに対し、生ゴミ処理物、剪
定くず、牛ふんを乾物重比10：6：2で混合した堆肥の有効な肥料成分量は 1
トン当たり窒素5.4kg、リン酸11kg、加里22kg に改善された（竹本 2007年、
農林水産研究高度化事業「生ごみ処理物を利用した高品質融合コンポスト製
造技術の開発」）。また、現地農家圃場での栽培実証では、キャベツ収量が化
学肥料区並みに維持され、また栽培跡地土壌の交換性加里の上昇も軽減され
た。また、異畜種堆肥の混合による成分調整や菜種油かすや化学肥料との混
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合による窒素肥効強化も検討された。福岡県では牛ふん堆肥に尿素あるいは
菜種油かすを混合して成型した堆肥のキャベツやイチゴ促成栽培での肥効試
験が行われ、慣行栽培と同等の収量が得られること、および土壌の気相率が
向上するなど土壌物理性の改善効果が得られたと報告されている（福岡農総
試 2002a, b）。熊本県でも菜種油かす、あるいは発酵鶏ふんで成分調整した
牛ふん堆肥ペレットは窒素肥効が高く、アールスメロン栽培や夏秋トマト雨
よけ栽培において、化学肥料施用区と同等～それ以上の収量と糖度の向上が
見られた（松森ら 2005）。また、栽培跡地土壌の交換性加里は、牛ふん堆肥
単独のペレットに比べて増加が著しく抑制された。
しかし、特殊肥料である堆肥と普通肥料の化学肥料や有機質肥料を混合し
て製造・販売することは肥料取締法上の問題がある。そこで、堆肥化過程で
発生するアンモニアを回収して堆肥に還元することにより窒素肥効を強化す
る取組も行われた。農林水産省委託プロジェクト研究「地域内資源を循環利
用する省資源型農業確立のための研究開発（途中から気候変動に対応した循
環型食料生産等の確立のためのプロジェクト B1系）」では、密閉縦型発酵装
置による豚ぷん堆肥の製造時に発生するアンモニアを硫酸に溶解させ、得ら
れた硫安溶液を堆肥に混合して成型する窒素付加ペレット堆肥の製造法が開
発された。この窒素付加ペレット堆肥は有効窒素、リン酸、加里がそれぞれ
4%、8.5%、3% であるが、有効窒素の主体はアンモニア態窒素であるため速
効的であり、水稲基肥やタマネギなど露地野菜作での化学肥料代替資材とし
て利用できることが示された（棚橋ら 2016a）。
（3）ハンドリングの改善と施肥時期の適正化
堆肥は高水分でかさばり、散布にマニュアスプレッダーなどの特殊な機械
が必要である。密閉縦型発酵方式で製造された低水分の粉状堆肥では散布時
の粉塵も懸念される。また、堆肥は畜産が盛んな地域に偏在するため、ある
程度の広域流通を可能にしなければ肥料成分の効率的利用や土壌養分の適正
管理を進めることができない。このため、堆肥の成型により減容化を図り、
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輸送適性や機械散布適性を向上させることが必要となる（原 2017）。さら
に、堆肥中肥料成分の作物による利用率を高めるためには、施用時期の適正
化も重要な要件となる。堆肥は農閑期に施用されることが多かったが、施用
から栽培開始までの期間が長くなると含まれている速効性窒素は硝化後の溶
脱や脱窒による損失、リン酸は土壌固定による不溶化の進行、加里も降雨に
よる溶脱が懸念されるため、利用率は低下する。このため、（1）で紹介した
ような肥効評価を行なっても、期待される肥効が得られない場合がある。し
たがって堆肥の肥料成分を活用した減化学肥料栽培を実現するためには、ペ
レット化等による堆肥形状の改善により、耕種農家が保有する施肥機で適正
な時期に施用できるようにすることが必要となる。
鶏ふん堆肥は、窒素全量とリン酸全量が共に2.5% 以上、加里全量1% 以
上、水分20% 以下、有害成分の規制（窒素全量含有率 1 % につきヒ素0.004%
未満）などの要件を満たせば加工家きんふん肥料（有機質肥料）として登録
できるので、登録済みの鶏ふん堆肥は化学肥料などの普通肥料を混合しても
製造・販売が可能となる。そこで前記のプロジェクト研究（気候変動プロ
B1系）で普通肥料登録済みのブロイラー鶏ふん堆肥に尿素を混合して窒素
肥効を強化し、ペレット成型により施肥機での散布を可能にする技術開発が
行われた（図16）。この高窒素鶏ふんペレット肥料の保証成分は、窒素 : リン

普通肥料登録済みのブロイラー鶏ふん堆肥に
尿素を混合・ペレット化(窒素肥効の増強)

図16

加工家きんふん肥料の窒素肥効強化による肥料化（気候変動プロ B1系成果より）

（岩手県農業研究センター・農研機構中央農研・㈲三沢地域環境保全組合、プライフーズ㈱の共同開発）
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図17

高窒素鶏ふんペレット肥料による水稲収量と玄米タンパク
（プロジェクト研究成果シリーズ540より転記）

酸 : 加里、それぞれ11%（有効窒素は8.8%）：3%：2% であるが、施肥機での
散布を可能とするため窒素成分を高めており、リン酸、加里が少ない、いわ
ゆる L 型肥料である。このためリン酸や加里が蓄積した土壌に適している。
また、ブロードキャスターや畝内部分施肥機でも精度良く施用可能であり、
化学肥料慣行施肥と同等の収量（水稲・キャベツ、図17に水稲の結果を示
す）、食味（水稲）が得られる。また現地慣行の施肥に比べ、水稲で 2 ～ 5
割、キャベツで 4 割程度の肥料費削減が期待できる（表4）。この肥料は岩手
県の一部地域で平成26年春から市販化され、普及センターによる展示圃の設
置 な ど の 普 及 活 動 に よ り 平 成28年 に は 流 通 量 が50ト ン を 超 え た（ 高 橋
2016）。ただし、この肥料はペレットサイズが直径平均5.7mm、長さ平均
10.4mm であるため、水稲の側状施肥機では施用できない。そこで三重県で
採卵鶏ふん堆肥を原料とした窒素付加鶏ふん微小ペレット堆肥の製造・利用
が検討された（気候変動プロ B1系）。その結果、水分15% 程度の原料堆肥に
尿素20w/w% と固結防止剤 1 w/w% を添加・混合後、 3 mm 孔径のディスク
を装着したディスクペレッターにより、ロール式水稲側条施肥田植機で安定
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高窒素鶏ふんペレット肥料の現物施肥量と肥料コスト削減効果
（プロジェクト研究成果シリーズ540より転記）

作目

肥料 （基肥）

窒素施肥量1） 現物施肥量
肥料費 肥料費対
(kgN/10a
( 基肥、
（円 /10a） 肥 （％）
基肥＋追肥 ) kg/10a)

水稲
キャベツ

高窒素鶏ふんペレット肥料
（11-3-2） 1）
A （12-15-15）
B （15-10-10）
高窒素鶏ふんペレット肥料
（11-3-2） 1）
C （12-16-12）

7(6)+2

68

4,200

6+2
6+2

50
40

7,900
5,100

13(10)+6

114

10,500

10+6

83

16,200

A 比 ： 53
B 比 ： 82

C 比 ： 65

（ ）は窒素有効率80％とした場合の窒素量
A、B、C 肥料：岩手県内主要産地の地域銘柄肥料、農協価格を参考

1）

表5 窒素付加鶏ふん微小パレットによる水稲現地試験
（プロジェクト研究成果シリーズ540より転記）

年度

供試資材

収量
蛋白
施肥コス
【標準偏差】 食味値 含有率
ト試算
(kg/10a)
（％ DM） （円 /10a）
571 【96】
4352

化成肥料
2012 窒素付加鶏ふん
515 【33】
微小ペレット
水稲側条施
肥田植機
化成肥料
523 【43】
2013 窒素付加鶏ふん
559 【54】
微小ペレット

2915
1.01

6.7

4350

0.96

7.15

2915

施肥コストは、窒素付加鶏ふん微小ペレット肥料50円 /kg で試算

した施肥が可能な微小ペレット（径 3 mm ×長さ 6 mm）を製造できること
が示された。また現地栽培試験の結果、玄米収量・品質も化学肥料慣行栽培
と遜色なく、化学肥料代替資材として使用可能であった（表5）。
以上のように、（1）有効肥料成分の明確化、（2）窒素肥効の強化、（3）堆
肥形状の改善によって施肥機で施用可能にすることにより、施用量や施肥時
期の適正化、散布労力とコストの削減、広域流通の推進が実現できる。ま
た、施肥機で施用することにより耕種農家に堆肥の肥料代替資材としての価
値を認識いただくことも重要な点だと考えられる。
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４．混合堆肥複合肥料の登場
以前は、肥料取締法の制約により、堆肥の成分調整や窒素肥効強化には限
界があった。しかし、平成24年 9 月に肥料の公定規格が改正され「混合堆肥
複合肥料」の規格が新設された。これにより堆肥に化学肥料や有機質肥料を
混合し、造粒あるいは成型後、加熱乾燥すれば製造・販売できるようになっ
た。加熱乾燥により雑草種子や有害微生物などの生物的なリスクを低減で
き、また保管性を高めることができる。ただし、原料として使える堆肥は動
物の排泄物又は食品由来の有機質物を主原料とするものに限られ、また C/N
比15以下、家畜ふん堆肥については窒素全量 2 % 以上、窒素・リン酸・加里
全量の合計 5 % 以上など肥料的効果の高いものに制限されている。このよう
な制限はあるものの肥料成分を調整しやすくなったこと、従来の有機配合肥
料よりも価格を抑制できることなどにより、豚ぷん堆肥、鶏ふん堆肥、食品
残渣堆肥を原料とした混合堆肥複合肥料が開発されるようになった。
しかし、生産量の多い牛ふん堆肥については、C/N 比が高く肥料成分含有
率が低いものが多いこと、使用されている副資材によっては造粒や成型が難
しいことなどの技術的課題があるため、肥料原料として使用しにくかった。
そこで、農林水産省委託プロジェクト研究「生産コストの削減に向けた有機
質資材の活用技術の開発（平成27年度～31年度）」において、公設試験研究
機関と各地域の民間企業が連携して、牛ふん堆肥を主原料とする混合堆肥複
合肥料の開発研究が行なわれており、これまでに表6に示したように 5 つの
銘柄が肥料登録されている。表6のうち、A と B は有機物補給も同時に行な
えるように意識し、窒素成分量が抑制されている。C と D は追肥を省略でき
る省力的な混合堆肥複合肥料であり、C はハイパー CDU が配合されたキャ
ベツ用の肥料であり、D は水稲側状施肥用であるため微小ペレット（直径
2.5mm）とし、被覆窒素肥料との配合により全量基肥の目標達成を目指して
いる。E は特別栽培に使えるように設計されており、天然由来資材による代
替率は窒素、リン酸、加里、それぞれ50%、50%、100% である。これらの

登録番号

保証
成分
（％）

用途

103493

TN 4.0
IAN 2.2
TP 3.2
TK 3.1

コムギ追肥
4-3.2-3.1

103501

TN 5.0
IAN 1.6
TP 2.0
TK3.0
IWK 1.0

チンゲン菜
ハネギ
5-2-3

福岡県
静岡県
㈱すすき牧場 ㈱ﾎｰﾁｱｸﾞﾘｺ

102424

TN 10.0
TP 3.0
TK 7.0
ICK 5.4
IWK 5.3
CMG 1.0
WB 0.05

キャベツ
10-3-7
（CDU配合）

岡山県
三興㈱

103291

TN 9.2
IAN 5.9
TP 3.9
ISP 2.9
IWP 2.3
TK 15.8
IWK 15.2

水稲
9.2-3.9-15.8
（BB用）

岡山県
三興㈱

表6 農水省委託プロで開発中の牛ふん堆肥を主原料とする混合堆肥複合肥料

101895

TN 6.0
IAN 1.5
TP 4.0
ICP 1.5
TK 4.0
ICK 2.4
IWK 1.7

特栽葉物
6-4-4

神奈川県
㈱朝日工業
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肥料は、今後、現地圃場での栽培試験や保管性の確認などを経て製品化が期
待される。
岐阜県農業技術センターでは肥料メーカーと連携し、密閉縦型発酵方式で
製造された豚ぷん堆肥に有機質肥料や化学肥料を混合造粒した肥料が開発さ
れたが、近年、水稲の硫黄欠乏が散見されるようになったことを考慮し、硫
酸根を含む化学肥料が原料として使用されている（棚橋ら 2016b）。
混合堆肥複合肥料は銘柄によってはリン酸、加里成分が少ないので、長期
連用する場合には、土壌診断を行なって有効態リン酸や交換性カリを確認す
る必要がある。また、既存の有機配合肥料と同様、かさ密度が低いので施肥
機の施肥量調節レバーを化学肥料よりも少し高く設定する必要があるので注
意が必要である。

５．望ましい今後の研究方向
混合堆肥複合肥料は、堆肥中肥料成分の有効利用に関するこれまでの土壌
肥料研究、すなわち（1）肥効の明確化、（2）成分調整（特に窒素肥効強
化）、（3）形状改善の成果が集大成されたものである。これにより耕種農家
が保有する施肥機で適正量を適切な時期に施用できるようになり、堆肥中肥
料成分の利用率を高めると共に、養分や塩類の過剰蓄積の抑制、肥料に含ま
れる有機物による地力維持効果、海外肥料資源への依存度の低減による急激
な肥料価格高騰の抑制など、様々なメリットがある。また、肥料化すること
により、堆肥の窒素肥効を生産現場で評価する必要性は低下するが、本稿で
紹介した窒素肥効評価法を堆肥以外の有機質資材にも適用拡大できれば、原
料配合割合を検討する際に有益な情報となるため、肥料開発を効率的に行な
うことができる。また、酸性デタージェント可溶有機物・窒素のより簡便な
分析手法の開発にも期待したい。
しかし、現状では原料として使える堆肥には満たすべき要件があること、
堆肥の混合割合が50% 以下に制限されていることなどの制約がある。肥料原
料として使いやすい堆肥の確保、堆肥の水分・成分変動への対応、臭気対
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策、異物混入の防止など製造場面での課題がある。また、原料堆肥の長距離
運搬や小ロット生産になりやすいなどの製造効率上の問題もある（加藤雅彦
ら 2017）。利用場面では、特別栽培や全量基肥に使える銘柄の拡大による普
及拡大が重要と思われる。また、肥料に含まれる炭素の土壌中での残存率や
連用による保水性・透水性などの土壌物理性の改善効果を明らかにすること
も必要である。ただし、従来の堆肥施用に比べて混合堆肥複合肥料による有
機物投入量はかなり少ないので、土づくりについては補完的な効果と捉え、
別途、土づくりの取組みを考える必要もあろう。
一方、肥料成分や成型適性が低いなどの理由で肥料原料として使えない堆
肥も多い。こうした堆肥は、より一層の低塩類・低成分化を図ることによ
り、10アール当たりトン単位で連用しても養分過剰や塩類集積を招かない土
づくりに適した資材とし、炭素貯留効果や土壌物理性改善を目的として利用
できるようにしたい。このため、効率良く低塩類化できる技術の開発が必要
である。さらに、耕種農家が堆肥を容易に選択できるようにするため、堆肥
の炭素貯留効果や土壌物理性改善効果の見える化を可能にする技術開発が望
まれる。また、このような土づくり資材として用いる堆肥では雑草種子や有
害微生物等の生物的リスクの低減技術も必要と考えられる。
土壌病害の発生を軽減する堆肥については、堆肥の製造過程で拮抗菌密度
を増加させる技術が開発されたが（村上ら 2010）、農薬取締法の制約や堆肥
の製品管理の問題があり普及していない。今後、土壌生物性診断の進歩によ
り堆肥施用による土壌生物性改善効果が見える化されれば、それが突破口に
なるかもしれない。
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