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有機質肥料・牛糞堆肥(かんとりースーパー河北潟)と

員化石肥料の併用効果

長谷川和久*・伊東志穂**・林 文慧** *， 

〔キーワード):牛糞堆肥，員化石肥料，堆肥施用

の基本，カルシウム含有肥料，環

境保全型農業

1.はじめに

有機質肥料の特性については，周知のように一般

的に明らかにされている.しかし，個々の種類，地

域によっては使用対象作物，土壌および使用者・農

業者の土壌や肥料に関わる一般的農業知見の不十

分さから，肥料・資材の本来有する機能が十分発揮

されていない例が多い.地域的に新しく農業に入る

人の 80%は，全く農業に素人との報道もある.

ちなみに，北陸地域ではここ 40年間に栽培農地

面積が約 30%減少し，農業者の世代交代や「農」関

連高校の消失，縮少に伴う基礎的土づくりや栽培知

見の継承・維持が弱体化している.従って，今まで

の「使い方ぐらい分かるだろう」という話が通じな

い場面が多くなっていると筆者は見ている.これら

のことも配慮、し，ここでは高品質の堆肥を具体的に

どう使うかの例として，環境保全型農業を念頭に水

回転換畑などにおいて，秋作野菜 6種に対して牛糞

堆肥と天然員化石肥料を併用した場合の効果およ

び効果を有する際の機能について考察を加えた.

供試した堆肥(かんとりースーパー河北潟，以下

C.S.と記す)は，石川県河北潟干拓地内(株)河北

潟ゅうきの里で年間約 1，000t，他にもみ殻堆肥等

6，500tを製造している.ここでは筆者らが鹿児島市

から紹介導入した山村菌 (YM菌)，好気性高温堆

肥化菌群を利用している 1) なお，主要含有成分は

N: 2%， P205: 3%， K20: 1. 4%. 水分含有率が約

30%で，農業者にとっては利便性の高い肥料である.

また，天然員化石肥料の特徴は，同様に筆者らが

すでに紹介している 2，3)
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2.試験方法

試験地は，富山県小矢部市長地内水稲コシヒカリ

栽培あと転換畑 300m2で、行った.3，000m21区画の

うち排水性のよい東側で、あった.土質は，埴壌土(東

浦統類似)，土色 7.5YR3/3暗褐， pH (Hp) 6.5で

ある.

耕起は，イネコシヒカリ刈りあとを 30馬力ロー

タリートラクターで耕起，細土化後，管理機で畝立

て(南北方向)，表面水平化を行った.施肥は， C.S. 

および員化石肥料等を畝表面散布(局所，帯状施肥)

後，ヤンマー管理機(ポチ)で混合し，レーキ整地

を行った.

苗の定植と播種について，ハクサイ・ダイコン・

白カブ・蘇州青葉・ミズナの各試験区構成は，表 1~

3の通りである.ハクサイは，ポット育首の松島結

球を供試し， 2012年 9月 29日に株間 40cm間隔 2

条(列)千鳥に定植した.ダイコンは，宮重青首総

太ダイコンを 9月 27日に播種した.白カブは富山

白カブを供試，蘇1'1'1青菜は中国江蘇省で広く一般に

表 1 試験区構成(ハクサイ)

試験区

対照区

貝化石肥料区

1区 6m2単連制.

処理・施肥量
(10aあたり kg)

C.S. 貝化石

2000 

2000 200 

表 2 試験区構成(ダイコン)
①堆肥 (C.S.)2t施用水準

試験区

C.S. 

対照区 2000 

貝化石肥料区 2000 

*化成 10-10-10使用.

l区1.5m2単連制.

0369-5247/14/￥500/1論文/JCOPY

処理・施肥量
(10aあたり kg)

化成肥料 貝化石
窒素*

20 

20 20 
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表 3 試験区構成(ダイコン ・白カプ ・蘇州青

菜 ・ミズナ)

②堆肥 (C.S.)lt施用水準

試験区 処理 ・施肥量

(10aあたり kg)

C.S 化成肥料 貝化石

室素・

対照区 1000 20 

貝化石肥料区 1000 20 20 

Yヒ成 10-10-10使用

ダイコン :1区1.5m2単連制，白カプ 1区 5m2

単連制，蘇州青菜 ・ミズナ l区 3.3m2単連制

栽培されているチンゲンサイの仲間でこれを供試，

ミズナは京ミズナ，いずれも 9月 27回全面薄撒き

散播とした.

播種が 9月末であったため，間引きせず，試験区

の野菜生育量を相対的に比較することにした

栽培期間中の防除などはしなかった

収穫調査は，12月 23日行った.なお，調査襟本

は値のバラツキを避けるため，試験区全面より均等

に採取した.測定項目は草丈，個重(平均)，結球

部葉糖度 (Brix値)，葉中硝酸濃度 (RQフレックス

NOイ)などである.

また，栽培あと地の表土について物理性を三相分

布，孔隙率，真比重について大起式実容積測定装置

により，化学性を pHはガラス電極法，交換性アン

モニア濃度を l規定塩化カリウム液土壌液 1・ 2.5

浸出I夜について (RQフレック ス，イ ンドフェノー

ル法)それぞれ定量した.

①2012年 10月

図 1 回場における生育状況

表 4 ハクサイ収穫結果

対照区 貝化石肥料併用区

個重 (kg) 2.06 2.22 
結球部草丈 (h，cm) 28. 3 27.3 
結球部葉幅 (w，cm) 18.7 18. 7 

h/w 1. 51 1. 45 
糖度 3.4 3. 2 

各区 0=8.

3 結果および考察

圃場における生育状況は，図 lの通りである.

収穫まで病害は発生しなかった.12月初め弱し、霜

にあったが，試料の調査には支障がなかった.

1)ハクサイの収穫調査結果 (n=8の平均値)を表 4

に示した.個重では，2kg程度のものが採れており，

貝化石肥料区が対照区に比べて約 10%増である結

球部の草丈，葉幅には差はみられない.h/W が貝化

石肥料区で若干，対照区に比べ小さいことから草姿

がずんぐり型ともみられる.糖度は約 3余で，差が

ノj、さし¥

以上のことから，員化石併用により個体重を生育

量と して見ると，僅かに効果が観察された.

2)①ダイコンのC.S. 2t施用水準区の調査結果(0=15

の平均値)を表5に示した.生育後期が冬にかかり，

成長期間が短いため，また間引き作業を省いたので，

一般のダイコンより 小さく個重 200g程のものが収

穫された.顕著なことは，対照区に比べて根部重(し、

わゆる白い部分の収量)が 2割方多いことで，これ

に伴って葉部重 (T) /根部重 (R)比は，前者 4.0 

に対して後者 2.5 と小さく葉から根部への転流

②2012年 11月



長谷川他・有機質肥料・牛糞堆肥(かんとりースーパー河北潟)と貝化石肥料の併用効果 25 

表 5 ダイコン収穫結果 (C.S.2t施用水準区)

対照区 貝化石肥料併用区

個重 (g) 198 203 

葉重 (g) 159 138 

根部重 (g) 39 65 

参考

最大葉丈 (cm)キ 41. 6 39.6 
根部重 (g) 330 323 

糖度 4.8 5.0 

本大きいもの 3個平均.

各区n=15.

表 6 ダイコン収穫結果 (C.S.lt施用水準区)

対照区 員化石肥料併用区

個重 (g) 196 203 

葉重 (g) 135 138 

根部重 (g) 61 65 

参考

最大葉丈 (cm)ヰ 41. 3 39.6 

根部重 (g) 260 323 

糖度 4.4 5.0 

*大きいもの 3個平均.

各区 n=15

割合が大きいことを示している.

白い可食部の糖度は約 5で，大きな差はみられな

かった.

②ダイコンの c.s.lt施用水準区の調査結果 (n=15

の平均値)を表6に示した.2t水準ほどではないが，

貝化石施用区は根部重が，対照区に比べやや大きい.

T/R比は 2.2(対照区)と 2.1 (貝化石肥料区)で

差は小さい.糖度は員化石肥料区の方が 0.6高く，

甘さが増す傾向が認められた.

以上のように根部(可食部)が土中へ深く伸長す

るダイコンでは，個重が C.S.2tと1t施用聞の差は

小さいので， ltで十分と考えられる.2tでは過剰施

用となる可能性がある.

全重としては，区間差は現れにくかったが，員化

石肥料併用では，葉から根への転流が促進される傾

向がみられ，可食部を収穫する見地からは生育が早

まると考察した.

ところで，当地では無加温のビ、ニールハウスで，

10 月初めダイコンを播種すると雪中でも l 月下~2

月に l本 lkg余の手頃な甘いものが収穫できる.少

家族化，食物の多様化でダイコンもかつて一般的

だった太いものよりも，バッグに入りやすい，本試

験でも示した 2， 300g~lkg以下の需要も現実に見ら

表 7 白カブ収穫結果

対照区 貝化石肥料併用区

全重 (g/個) 114 142 
根部重 (g) 96.8 113 
最大草丈 (cm) 39.0 420 

球部高さ (h，cm) 5.0 5.3 

球部幅 (w，cm) 6.3 6.8 

w/h 1. 27 1. 28 

糖度 4.2 4.4 

各区n=15.

表 8 蘇州青菜収穫結果

対照区 員化石肥料併用区

最大草丈 (cm) 14.2 16. 1 

全重(地上部 g/個) 20.8 27.9 

糖度 3.4 4.2 

各区n=20.

表 9 ミズナ収穫結果

対照区 貝化石肥料併用区

最大草丈 (cm) 34.0 32. 7 

全重(地上部 g/個) 26.8 23.9 

糖度 3.6 3.8 

各区 n=20.

れる.

3) 白カブの調査結果 (n=15の平均値)を表 7に示

した.各測定項目の数値からみて，対照区に比べて

貝化石併用区は全般に高い傾向がみられた. W/h 

値からみて両区の草姿は似ている.この肥料の施用

効果が高いと見られた.ちなみに，可食部の糖度も

僅かに甘い傾向で、あった.

4)青菜の調査結果 (n=20の平均値)を表 8に示し

た.草丈，全重(個重)とも明らかに対照区より貝

化石併用区の値が大きく，効果が現れた.また，葉

糖度も同様で甘いものが採れた. C.S.と員化石肥料

併用により消費者に好まれるチンゲンサイ類が栽

培できると考えられる.

5) ミズナの調査結果 (n=20の平均値)を表 9に示

した.草丈は 30cm余，個重 20g強で、あったが，数

値的にいずれも対照区の方が貝化石併用区よりや

や大きい.本試験では間引きをしていないので，貝

化石併用区では成長が早く大きくなったが，相対的

に密となり，霜を受け枯れた葉部の割合が多くなっ

たことが考えられる.この点，僅かに生育が遅れた

対照区が，調査時数値が結果的に高くなったと考察

した.
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ロハクサイ .ミズナ . 蘇州青菜

農業および園芸第四巻第 l号 (2014年)

1600 1500 

E
且
己

対照区

図 2 築中の硝酸i炭度

貝化石肥料区

このような試験条件では草丈，重量では，結果的

にミズナへの貝化石併用効果がみられなかった.糖

度には，効果が僅かにみられる傾向であった.

6) 各野菜葉中の硝酸濃度を図 2に示した.貝化石

併用区がハク サイ 900ppm，青菜 1500ppm，ミズナ

900ppmに対して，対照区は低い傾向であった 差

が 500と大きいハクサイでは，貝化石の併用で養分

吸収が相対的に高く(盛んで)，この濃度が高くなっ

たことが考えられる.

本試験で供用した蘇州青菜は，貝化石肥料の併用

により生育上，プラスの効果が相対的にみられた.

この野菜は中国中部で、は農村，街を問わず台所用に

孔隙率 45

空き地で方眼状にいつも植えられ，移植ができ大量

に消費されている やや肉厚のため煮物，和え物，

;妙め物他に広く利用できる.筆者らは，江蘇省にお

ける NPO法人日中資源開発協会の農業技術転移活

動の中で，日本へこの野菜を導入し，数年来ハウス

や露地における各種の肥効比較試験へコマツナに

準じて用いている.

7) 栽培あと地土壌の理化学性

施肥後，冬をはさみ 7ヶ月経過した 2013年 5月2

日に採取した表土の三相分布は，図 3の通りで，孔

隙率は対照 45%，貝化石肥料区約 40%である.貝

化石肥料区では，わらや堆肥の部分の分解が，対照

区に比べて進むことが考えられるので，これがあと

地におけるこの土壌の液相率減少へ結果的に影響

したことが考えられる.

また，真比重は前者1.25に対し，後者は 1.14と

異化石肥料を併用した区の方は，土壌が数値的に約

10%軽くなっているのが特徴的である.

あと地土壌 (2013年 1月2日採土表土)の化学性

(図 4)では， pHは6台にあり ，野菜種ごとの対照

区と貝化石肥料区間の差は，ハクサイが約 O.57と

やや大きい他はダイコン，カブ、で・はノj、さかった.ち

なみに，水田表土は6.4で、あった.

l規定の塩化カリウムで浸出される交換性アンモ

ニアは，約 3mg以下で、あった (10a当たり 3kg相当).

ハクサイでは区間差はみられないが，ダイコンとカ

ブでは貝化石肥料区で対照区に比べやや少ない傾

対照区

員化石肥料
併用区

図3 土壌の三相分布(%)
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口対照区 .員化石肥料併用区 口対照区 . 貝化石肥料併用区

6.50 

6.84 6.80 
3.5 

3.07 

6.8 3.0 

6.6 2.5 

6.4 2.0 
寸一且ー 工

D. 

6.2 1.5 

6.0 1.0 

5.8 0.5 

5.6 。
ノ、クサイ ダイコン カブ 水田表土 ノ、クサイ ダイコン カブ 水田表土

pH(H20) 交換性アンモニア(NH4-)

図 4 貝化石肥料施用秋野菜栽培あと地土壌の化学性

表 10 カルシウム含有肥料等のアルカリ分(例)

試験区 アルカリ分(%) 備考 (20kgノj、売価格f9"lJ，円)

生石灰

消石灰

炭酸カルシウム

貝化石肥料
高IjjlE石灰肥料(鉱，浮粉末など)

混合石灰肥料(苦土肥料なとや入ったもの)

石灰窒素

向がみられた.

4.再考有機物 (堆肥)施用の道標

有機物，有機質肥料 ・資材施用にあたり 基本の事

項，確認、，反省は，車の運転に似て常に留意が求め

られる.

①堆肥は生物性有機物で，土の中において微生物分

解により見掛け上消失する.

②施用，分解消長の過程で物理的，化学的および生

物的な働き，機能を有する.

1) 物理性 :通気透水性の改良 士の団粒構造化を

促進する.

侵食(エロージョン)土壌流出防止.耕転，整地

など作業性の向上.

2)化学性土壌の酸度や pHの急激な変化を抑える

(緩衝作用)

窒素，リン，カリなどの養分をゆっくり植物へ補

給する(緩効性) • 

カルシウム，苦土など堆肥の素材が保持する微量

80 (160) 

60 (120) 粒状 700円

50 (100) 

35 ( 70) 粒状 600円
35 ( 70) 

35 ( 70) 粒状 540円(苦土石灰)

55 (110) 粒状 2，430円(N19.5%含む)

要素の補給.

3) 多様な微生物の住居を提供する

これらの分解作用(呼吸)による地温上昇，微生

物の排ttlt物による糊の作用で土壌団粒化などへの

プラス効果

③完熟のものは土の中へすき込み可だが，未分解の

もの，生のものは表面や畝間施用で分解を促し，後

作に利用するなど配慮が必要.

④有機物(堆肥)の施用は，好天のとき実施し，耕

転する まきむらがへり，均一に施用できる.

以上のことは農作業上，イロハのイ，基本条項で

ある.

5 貝化石肥料などのアルカリ分などについて

{共試貝化石肥料などのアルカリ分を表 10に示し

た.一般に炭酸カノレシウムや消石灰はアルカリ分が

多く，現場における溶解性は相対的に速い.他方，

貝化石肥料は産出由来，構造上緩効性で，植物の成

長，根の発達に対応して，ゆっくり溶解し肥効を発
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揮する.また，貝化石の粒状品は，粉末のものより

製法的に溶解性が高く， 1%水溶液の pHは約 l余粉

末状のものより高い 4)

高温菌利用の牛糞堆肥に貝化石肥料を 10a当たり

200kg基肥帯状施用すると，相対的に生育や葉糖度

に効果のあることが分かつた.野菜の種類によって

は， 100kg程の施用でも可能であると考えられる.ちなみに，開発後 100年余の歴史を有する石灰窒

素はアルカ リ分が 55%で，窒素の肥効，除草，殺菌，

アノレカリ分による酸性矯正など4つの機能を有する

ことで，篤農には多くの使用例が蓄積されている.

言うまでもないが何の目的で何を，いつ，どれだ

け，どのように施用するかは，農業者および関係者

の「肥料」を「士J，I作物」へ円滑に接しさせ，食

料生産に利用する原点である.

6 むすび

以上のように，水回転換畑秋作のハクサイ，白カ

ブ，蘇州青菜(チンゲンサイ)に対しては，好気性

追肥利用では，やや量が少なくても類似の効果が

期待できることが，経験的に推察されるが更に検証

を試みたい
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