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資 床斗

肥料技術の現在・過去・未来(1)

江戸時代の下肥流通から近代肥料産業の勃興まで

小林新

1. はじめに

肥料技術に関する名著「化学肥料の研究」（安藤， 1965)

の著者である安藤淳平博士は，当時の世界人口の急激な増

加に対応するために食糧増産が急務だとし，世界各地の大

規模肥料工場建設のなかで，肥料技術が他産業の革新的な

進歩に比べて技術的な発展が見劣りする理由としてこう述

べている．「括礎化学の不足および化学と技術の結びつき

の不足にあると思われる．化学肥料の場合も，構造化学の

基礎に立つ正しい知識は，新製品の開発，製造技術の向

上，使用法の合理化に役立つであろう」．現在の肥料技術

のおかれた現状を鑑みると，果たしてこの時代に安藤氏が

危惧していたことが解消されているのであろうか．

現在の土壌肥料学や化学工学を見渡しても肥料そのもの

の開発製造を対象とした研究は極端に少なく，化学肥

料に関する学問領域はほぼこの時代に収束し，その発展を

担ってきた時代の寵児たちはもはや現役を引退し，その固

有技術の伝承者は日本ではごくわずかに民間に留まってい

るに過ぎない．現在の土壌肥料学や化学工業分野において

は，肥料製造に関わる技術は取り上げられることがほとん

どなく，今後ともこの技術分野の将来展望は賠い．

この安藤淳平博士が同著書を執筆した 1960年代，我が

国は高度経済成長の真っ只中であり，米の増産の時代から

米あまりの時代への転換点でもあった．我が国の肥料製造

技術は， この食糧増産の流れに乗り，いくつかの革新的な

技術変革を経て一時代を築き，その時代に世界に先駆けた

技術も存在する．その肥料製造技術を大きく発展させてき

た立役者は，国を挙げた食糧増産の欲求に対して，大学，

国の研究機関がその技術開発に果敢に挑み，その技術を肥

料メーカーが産業として具現化させ，その取組みを国が施

策で支援してきた時代でもある．

化学工業の技術革新は， しばしば欠乏状態が引き起こ
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す．欠乏が人類の技術革新につながる欲求を促し，「欠乏

は発明の母」となる．化学肥料工業も幾多の欠乏の時代に

遭遇してきた． これらの欠乏状態を作り出した大きな原因

が戦争である．戦争は時に肥料産業に致命的なダメージを

与えた一方，産業の活性化や新しい技術開発のきっかけを

与えることもあった．肥料や肥料産業は，食糧増産や軍需

産業とも密接に関連しながら肥料や肥料産業は国家戦略と

して展開してきた． この産官学が一体となり肥料技術の開

発・普及を支えてきた歴史を振り返ることは，現在を見つ

め，未来を語ることにもつながると考える（肥料版温故知

新）．

そこで本稿では，肥料産業を展開の中核に据えた上で，

一旦江戸時代まで時代をさかのぼり，現在の肥料産業の源

流となる世界的にも画期的な循環型社会における肥料産業

の勃興の歴史を概括する．その上で，戦前，戦後の肥料開

発の歴史とその周辺技術について，土壌肥料学会が創設さ

れた 1927年前後の肥料使用実態について宮沢賢治の施肥

設計書から振り返り，当時の肥料事情を農業者の目線から

顧みる．

これらの展開を踏まえた上で，現在から未来へつながる

新たな潮流として，江戸時代の循環型社会を初彿とさせる

鶏糞燃焼灰等の有機資源の化学肥料原料への活用への力強

い流れや，現代における技術輸出の可能性を秘める高い製

造技術を誇る我が国の被覆肥料製造技術の今後の展開に話

をつなげる（表1~3, 図1).

表1 2017年における主要肥料製造技術誕生からの年数

項目 2017年時点で 誕生

世界 クルックス卿の警告から 119年 1898年

ハーバーボッシュ法誕生から 104年 1913年

石灰窒素誕生から 112年 1905年

過リン酸石灰誕生から 175年 1842年

日本過リン酸石灰誕生から 129年 1888年

石灰窒素誕生から 108年 1909年

変性硫安誕生から 107年 1910年

副生硫安誕生から 116年 1901年

合成硫安誕生から 94年 1923年

化成肥料（石灰窒素）誕生から 99年 1918年

化成肥料（一般）誕生から 90年 1927年

BB肥料誕生から 39年 1978年
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表2 江戸時代からの肥料のトレンドの変遷

江戸 明治 プ正 昭和 平栽

項目 Ml MIO M20 M30 M40 Tl TlO Sl SlO S20 S30 S40 S50 S60 1-11 1-110 I-!20 
1868 1877 1887 1898 1907 1912 1921 1926 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1989 1998 2008 

下肥

有 魚 干鮪（国産）

機 粕鰊粕（国産） .... .... ....... . . .. .. . . ....... 

物 植 菜種（国産）
物
粕大豆（中国） .. . . .. 

硫酸工業 . .. .. ... ．．．．． ..... . . ... ..... ...... ．．亀●● . . . . . ．．．．． ........ .. .. .. ..... . . .... . " 

石灰窒素 ... ．．． ．．．．． ．．． ... ．．．． ．．． . . ... ．．． 

変性 •,• ヽ•.·.·.·.·.•.•· . -, .. 

窒
硫合成 ... ．． • , V 

素 安 副生 . , . . .. . . . . . ．． ．．．． ．．． ．． .. ．．． ．．． ... .. .. . ．． 

回収 .... 

尿素（肥料用） ....... ..... ．．ー．．．．量• ...... ...... 
塩安 .. . . .... ... . ... :; 

過リン酸石灰 , . .. ．． 
燐熔成燐肥 .... 
酸

.. ヘ

焼成燐肥 ー·-•·· 鼻

．．．．． 

複 配合肥料 .ヽ. . . .... . ... ・- . ．． .. .. .ヽ. .. . .. . • .. 

合低度化成
肥 riili度化成
料BB肥料 ．．． 

日清 日露
第1次 第2次 第1次 第2次

世の中の動き 世界 世界 オイル オイル戦争 戦争 大戦 大戦 ショック ショック

注）表中の黒色塗りつぶし部分は，その時代の肥料産業の中心的な役割を示した ことを示す（推定含む）．
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図1 わが国の化学肥料生迂量の帷移と構成割合

図l 我が国の化学肥料生産量の推移と構成割合

2. 江戸時代から昭和に至る液状複合肥料“下肥"流通に

みる我が国の物質循環社会の実現と肥料産業の創生

1)江戸時代における下肥流通による民間主導型の物質

循環社会の実現

現代の肥料市場は化学肥料に代表される普通肥料に着目

しやすいが，実は我が国の肥料全流通 1,400万 tのうち，

化学肥料は 500万 tに過ぎない．現代でも堆厩肥などの地

場流通品目が中心と なり我が国の農業が支えられている こ

とがわかる．

我が国の近代肥料産業の源流をさかのぼると，江戸時代

に市場の原型が形成されている． この詳細については，高

橋英一博士の「肥料の来た道帰る道」（高橋， 1991)に詳し

く記載されている．同氏によれば，肥料流通は江戸時代に

おける商業的農業の需要（シンク）と肥料の供給（ソ ース）

の形成と分化によって生まれたという ．つまり，数十万

人の人口を擁する江戸等の大都市への食糧需要に対 して，

17世紀ごろか ら経済性の高い疏菜類等を生産する近郊農
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表3 肥料産業をめぐる主な出来事

窒素業界 燐酸業界 肥料関連情勢 法整備 社会情勢 世界情勢

明治 以前 宮城紡績電灯カーバイ 過リン酸石灰製造1888大豆輸入根絶．鰊不漁 肥料取締法制定 1889 日清戦争1892・B露戦 世界初石灰窒素工業生

ド製造1900 →価格肥料発達1892 争1904 産 1905

39 日本カーバイド設立 人造肥料工業会事業調 鉄道国有法公布 ハーバーボッシュ法開

整 発

41 日本窒素肥料設立 関西過石3社共同販売 特許意匠等法公布・肥 日露戦争不況反動不況 世界経済不況

会社 料取締法改定

43 石灰窒素・変性硫安製 大日本人造肥料設立 工場法制定 日韓併合・帝国農会設

造 lL ． 

大正 1 北海カーバイド設立 過石関東•関西連合懇 第 1次世界大戦・

談会設立 BASFアンモニア操業

3 鏡工場変性硫安・電気 過石同業者会設立 肥料価格暴騰

化学設立

5 水俣・大牟田工場変性 BASF硝酸量産体制完

硫安製造 成

7 ハーバー法特許民間許 肥料価格暴騰・トモエ 米価暴騰・米騒動 チリ硝石生産者協会発

可 特許肥料販売 足， 硫安大暴落 過石生産調整 肥料取締法改定・肥料 合成硫安拡大・尿素工

改良奨励規則 業化開始・ ICL設立

11 日本窒素肥料合成硫安 ラサ燐鉱設立 全購連事業開始 関東大震災

（延岡）

13 信越窒素直江津工場・ 肥料調査委員会発足・

彦島アンモニア合成 塩安輸入

昭和 1 大日本人造肥料硫安工 朝鮮窒素肥料設立 土壌肥料学会発足

場設立・水俣合成法

3 大日本人造肥料／三井 大日本人造化成肥料製 肥料管理法提出・未了 世界恐慌

鉱山硫安製造 造

5 昭和肥料／三池窒素硫 燐酸肥料工業組合設立 硫安価格暴落 肥料配給改善助成規則 満州事変・東北北海道 肥料産業保護政策

安製造 成立 飢餓

7 硫安配給組合設立 国際協定制定， 多木肥料硫安製造

11 日本タール硫安製造・ 重要肥料事業統制下 臨時肥料配給統制法公 日中戦争

硫安販売会社設立 布

13 硫安増産配給統制法公 燐酸肥料会社設立 肥料許可規制制定 国家総動員法・工場事 米穀配給統制法公布 天然ガス水蒸気改質法

布 業所管理法公布

15 日本肥料設立 配給肥料製造業組会結 重要肥料業統制法改定 太平洋戦争 緑の革命 (~60)

成

17 過石企業整理 食料管理法・企業整備

令公布

19 食糧危機非常措置決定 終戦・農地改革 第2次世界大戦

21 工場別個別価格制採用 化学肥料生産確保緊急 食糧緊急措置令閣議決 尿素肥料化（硫安併産）

対策決定 定

23 東洋渦庄尿素生産 肥料配給公団発足・千 春肥供給確保緊急対策

代田化成再開 要領閣議決定

25 日本硫安工業会発足・ 日本化学等ようりん製 肥料配給公団解散 肥料取締法・輸出品取

塩安生産開始 造開始 締法硫安指定

27 硫安工業合理化5ヵ年 農地法公布

計画

29 東洋東圧尿素循環I法 燐鉱石輸入協会 くみあい化成取扱開始 肥料2法（需給安定・

完成 硫安合理化）

31 片倉チッカリン設立・

硫酸加里生産

33 東洋曹達塩安生産・完 硫安合理化計画・日産 肥料2法5年延長

全循環A法 3工場閉鎖発表

35 旭硝子塩安生産開始・ 三菱燐安工場・宇部化 硫安工業再建基本対策

旭化成硫安廃止 成過石生産 決定

37 日本化成・日本鋼管副 関東電工過石生産 硫安工業基本対策決 国際輸出カルテルナイ

生硫安製造 定／日東化成生産 トレックス設立

39 肥料価格安定等臨時措 アンモニア合成設備大

置法公布 型化加速

41 東洋東圧アンモニア尿 岩手 BB肥料生産 ナイトレックス中国向

素大型化 け3百万 t契約

43 三井東圧化学設立 日本燐酸大型設備生産 リン酸液大型化調整方 日米貿易摩擦 ・DP第2

針決定 位
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表3 肥料産業をめぐる主な出来事（つづき）

窒素業界 燐酸業界 肥料関連情勢 法整備 社会情勢 世界情勢

昭和 45 日本アンモニア大型 肥料価格安定等臨時措

化・三菱瓦斯設立 置法5年延長決定

47 チッソ旭設立 東洋燐酸大型設備稼働 全農発足・産業構造審 オイルショック・変動

議会輸出依存提言 為替相場制

49 肥料価格安定等臨時措 ベトナム戦争終結・ア

置法5年延長決定 メリカ大豆禁輸措置

51 日本アンモニア生産停 KR途J:国輸出開始

止

53 硫安工業会設備廃棄方 特安法公布・肥料価格 オイルショック・変動

針決定 安定法5年延長 為替相場制

55 全農燐鉱設立

57 日本硫安輸出会社解散 熔燐産構法指定 コープケミカル設立・

化成産構法指定

59 宇部アンモニア大型プ 片倉小樽工場閉鎖・ホ 肥料価格安定法・地カ

ラント完成 クレン東曹買収等 増進法制定

61 チッソ LPコート量産 産業構造転換臨時措置

開始 法公布

63 全農個別交渉開始・ 産構法廃止・肥料価格

カーギル BB事業 安定法廃止

平成 1 通産省燐酸産構転法指 日本アンモニア協会発 円滑化法燐酸指定（既 湾岸戦争

定 足 尿素化成等）

3 日本ヨルダン肥料設立

5 三菱化学発足 米輸入開始 阪神震災・大冷害・

ガット・新食糧法

7 アラジン肥料輸入開 肥料輸出承認制度廃止 アメリカ燐鉱石輸出停

始・全農燐鉱停止 止， 三菱化学四日市工場肥

料廃止

11 日産アグリ設立 食糧・農業・農村基本 BSE発生

計画策定

13 但越化学石灰窒素コー 三菱アグリ発足・｛言越

プ譲渡 化学事業譲渡

15 日本肥料アンモニア協 食料安全基本法公布 BSE問題

会発足

17 サンアグロ・住商アグ

リ設立

19 三菱硫安販売停止 ジェイカムアグリ・エ 肥料価格高騰

ムシーファーテイコム

設立

21 セントラル燐酸停止 クレハ化学培士撤退 肥料メーカー震災(・ 東日本大震災

片倉・ジェイカムアグ

リ・東ソー・・・）

23 石灰窒素調節型肥料認 朝日工業過石撤退 全農中国燐安出資

定

25 宇部堺硫安停止・セン 片倉コープ設立 TPP基本合意

トラル塩安輸入

27 宇部全農大粒硫安合弁 農業競争力強化プログ

会社設立合意 ラム提出

29 住化農材肥料事業住化 農業競争力強化支援法

アグロヘ譲渡 案国会提出

業が商業的農業として発展し，速効性の肥料である下肥の

需要が生じた．その肥料市場形成の過程において，下肥

の“生産現場”である都市部における家主による下肥の処

分権の創出，その生産された糞尿の汲み取り権限までもが

ビジネスとして形成され，需要と供給の機能分化が発達し

た．

保6(1721)年には 100万人の人口を抱えるに至った．一

人当たりの糞尿の排出量を 550kg/年とすると実に年間55

万tもの排出量となり，童要な速効性肥料として農業にお

いて大きな意義をもつことに至った．

この下肥の商品価値は，おそらく農業者の経験値として

発生由来により下肥の肥効が異なることを背景に，大名旗

本や大商店由来は上級品，貧民の多い長屋由来は下級品な

ど，商品価値が異なることを価格に反映していた（表4).

この事実は，まさに格差社会の縮図として江戸時代の下肥

この産業発達により下肥が商品価値をもつようになり，

しばしば下肥価格の高騰による農民側の暴動を招き，幕府

による行政指導も行われている．江戸の人口増加により享
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流通が存在していたことを示す． このように当時の下肥は

窒素， リン酸，加里を含む液状複合肥料の代表格として我

が国の肥料産業を支え， この市場形成が結果的に都市部と

農村部における物質循環型社会を形成していたのである

（表5).

これらの下肥市場は明治，大正を通じてさしたる変化は

なく，行政の介入なしに民間により自発的に取引きされて

いだこの流れは日露戦争後の中国からの大豆粕輸入の急

増時においても，大豆粕よりも廉価であったこと，速効性

であったこと，潅水不要であること，など農業生産上の有

利性から硫安や石灰窒素が市場流通するようになった昭和

の時代になっても“液状複合肥料”としての地位は不動で

あった．

表4 食生活水準や肥料価値を表す下肥の表現

上

中

下

表現

だれこみ

水増し

内容

大名屋敷，旗本屋敷，大店

一般の武家，町屋

貧民が多い長屋

糞便が少なく小便割合が高い

下肥を水で薄めたもの

江戸の糞尿学（永井2016)より ．

表5 下肥の肥料成分分析例

日本人
成分 ヨーロッパ人

農民 兵士・学生 平均

窒素 0.55 0.8 0.57 07 

リン酸 0.12 0.2 0.15 0.26 

カリ 0.3 0.21 0.27 0.21 

食塩 1.16 0.84 1.02 0.66 

人糞尿の組成の違い（ケルネル調べ）．

（江戸～明治初期】。゚ 需給が連紐的

需給が非連統的

同時代の 16世紀から 19世紀ごろのヨ ーロッパでは，都

市部において江戸のように下肥が産業としては発達せず，

代わりに下水道により目の前から排除させる方式を選択し

た．

江戸では下肥生産と農地還元，江戸の食糧供給システム

が高いレベルで完成し，循環型社会が確立したことによ

り，下水道の発達は遅れその普及は 19世紀に入ってから

となる． それは化学肥料などの出現により 300年続いた

都市糞尿の肥料としての商品価値が喪失したことを意味す

る．大 正8年からはじめて当時の東京市が予算計上し，翌

9年から有料汲み取りが本格的にはじまっている． この流

れは激烈な戦時中の一時，販売肥料の減産と食糧増産のた

め官主導で配給されたことがあったが， 肥料産業の生産基

盤回復によりほぼ消失し，現在では下水汚泥肥料としてそ

の名をわずかに残すのみである．

ヨーロッパでは，そのころ牧畜が盛んであったことか

ら，食糧や衣料，灯料などは畜産由来を活用することが多

かった． この活用の一貫として，江戸の下肥と同じ位置づ

けで家畜由来の厩肥を使用してきた． ヨーロッパの肥料産

業の勃興の歴史と現代の肥料産業が出会うのは，後述する

骨粉の活用の発展系であった 1890年の過燐酸石灰の誕生

まで待たなければならない．

2)現在の肥料産業の基礎は江戸時代の肥料の広域流通

から始ま った

この時代における灯料の必要性は，当時の肥料産業にも

影響を及ぼしている ． これが現代でも広く使用されている

植物系有機肥料の代表となる菜種粕の肥料化である ．大都

市の繁栄に伴って灯料の需要が伸長し，そのシンクに対し

て農村部における菜種の栽培振興によるソ ースが形成さ

れ， ー大市場が形成された． この油の搾り粕である圧搾菜

種粕を使用して相性のよい換金性の高い綿花栽培がさらに

振興され，木綿産業の発展を肥料産業が牽引したのであ

る．ただし， この木綿産業は江戸時代から明治時代まで産

戸
住（エネルギー）の流れ

翻請t
廃棄物／肥料（商品）の流れ

図2 江戸時代における肥料を中心とした物質の広域 ・域内循壊の融合
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業近代化の中核として発展してきたが，綿の品質の問題か

ら輸入綿に取って代わられ， 1896年の輸入関税撤廃によ

り綿花栽培は急速に衰退し，やがて消滅に至っている．

一方，商業的農業の発展による肥料市場の形成は，菜種

粕とともに鰊粕などの魚粕（動物質有機質肥料）を登場さ

せた．都市部から産出される下肥は運搬が不便であるた

め，域内市場に留まったが，菜種粕や魚粕は広域流通が可

能であるため，江戸では干鰯の生産が房総半島で行われ，

農業地であった江東区深川に肥料問屋街を形成した．干鰯

の取引は明治20年代になると減少し，北海道の開拓の進

展により鰊粕のシェアが高まった．その後，日清戦争後の

大陸進出により満州産大豆粕に移行することになり，深川

でも豆粕の扱い量が増えることになる．この下地のもと

で，江東区では現在の肥料産業につながる重要な肥料会社

が出現している．それは，渋沢栄一の協力のもとで設立さ

れた高峰譲吉らの東京人造肥料（現サンアグロ）で，江東

区大島町に過リン酸石灰工場が建設されている．さらに日

本窒素肥料（現ジェイカムアグリ），大日本特殊肥料（現エ

ムシーファーテイコム），など現在の有力な業者が名を連

ねている．

関西ではこれらの高価な肥料の需要地である畿内や瀬戸

内の綿花，菜種栽培地に近い大坂が肥料流通のハブとして

重要な役割を果たした．

18世紀の大坂市場の主要肥料は関東産の干鰯であった

が， 19世紀になると北海道産鰊粕が増大し，販売肥料の

主力を占めるに至った． これらの広域にわたる活発な取引

きが今日の肥料取引に関わる流通業者の原型となっている

（図2).

3. 我が国の近代肥料産業の勃興

1)世界初の化学肥料‘‘過リン酸石灰"誕生秘話

世界における近代肥料産業の源流をまず振り返ることに

する．この起源はイギリスのシェフィールドにおける刃物

産業に遡る．当時，刃物の柄の材料として骨や角などが大

量に使用されており，その削り屑が工場の周囲に大量に積

まれていた． この周辺の雑草がよく繁茂したことを発見し

たことが骨粉の起源である． この骨粉の肥料産業化が世界

初の化学肥料である過リン酸石灰の開発につながる．ロー

ザムステッドのローズ (1814-1900)は， この骨粉の酸処

理により肥効が高まることを発見し，デトフォードに肥料

工場を設立し 1843年に過リン酸石灰の生産を開始した．

これが世界初の化学肥料工業の誕生となった．また，当時

のリン酸原料は現在のようなリン鉱石でなく，獣骨であっ

た．過リン酸石灰の原料として大量に集めるためヨーロッ

パ中の屠殺場から獣骨が集められたが，それでも不足した

ため戦死した兵士の骨まで原料にしたという．これは農芸

化学の祖リービッヒにより非難されている．過リン酸石灰

の燐酸源は，当初骨粉とグアノであったが， 1847年にイ

ギリス国内で商業的に流通が始められたリン鉱石（糞石）

に置き換わり， 1851年以降は世界的取引に発展したリン

鉱石に落ち着いた．

2)我が国の化学肥料のパイオニア“過リン酸石灰,,の誕

生

我が国におけるリン酸工業のはじまりは，先の高峰譲吉

に遡る．高峰は 1884年アメリカのニューオーリンズで行

われた万国博覧会において化学肥料の重要性を認識し，そ

の後渋沢らの協力のもとで1890年に東京人造肥料を設立

した．同社は東京都江東区大島に工場を建設し，フロリダ

産リン鉱石と大蔵省造幣局からの硫酸を原料として 1887

年から過リン酸石灰の生産を開始した．ほぼ同時期に多木

粂次郎は兵庫県別府にて骨粉を原料とした過リン酸石灰の

生産を始めている．

我が国初の化学肥料は販売には苦労したことが記録され

ている．当時は燐酸単肥の需要は少なく，燐酸の効果も連

用により不明瞭になる点もそれを助長した．活路として見

出したのは，東北から関東に存在する黒ボク土であった．

販売網を整理するため特約店方式を整備し，豆粕などと

異なり集積地を経由せずに地方の肥料問屋を特約店とする

独自の流通チャネルの構築により市場開拓をすすめた． こ

れらの販売ルートの農業者側に属した宮沢賢治は 1926年

に羅須地人協会を岩手県花巻に設立したが，その間に作

成した 2,000の施肥設計書には過リン酸石灰が記載されて

おり，販売ルート確立の成果が反映されている．ただし，

「それでは計算いたしませう（校本全集6補遺詩篇 II)」で

は「燐酸を使ったことがありますか」との記載があるため，

当時上市は果たしていたものの，まだ一般的に使用される

に至っていなかったとみられる．

ちなみに，我が国でもリン鉱石を産出した歴史がある．

商業的な採掘の歴史をもつ産地としては，石川県能登半島

の能登リン鉱石は 1907年から 1921年にかけて，この他，

沖縄県に属する沖大東島（別名ラサ島）と北大東島で，そ

れぞれ1911年から 1945年， 1910年から 1950年にかけ

て，合計200万t余りが採掘されている．

3) "欠乏は発明の母,,日本独自のリン酸質肥料「ようり

ん，重焼燐」誕生

化学工業の技術革新は， しばしば欠乏状態が引き起こ

す．ようりん，焼成燐肥の製造技術は，先の大戦により

硫酸がひっ迫したことが，その開発の原動力となった．

1947年当時，燐鉱石は資金援助により 114万tの在庫が

あったものの，過リン酸石灰製造設備の復旧の遅れや硫化

鉱の不足から過リン酸石灰の生産が停滞していた．

日本化学工業， 日の出化学工業，電気化学工業は 1947

年に硫酸を使用しないリン酸質肥料の開発に着手し，その

過程で溶融によりフッ素を追い出し，肥効率を高めること

に成功し熔成燐肥（ようりん）が誕生した．

同時期に焼成燐肥についても同じ理由から小野田肥料

（現小野田化学）により菫焼燐として工業化された．同社

はこの開発により全国発明賞（発明協会），化学技術賞（日

本化学会），西日本文化賞（西日本新聞社）など数々の栄誉

を受けるとともに， 1956年には天皇皇后陛下のご訪問を
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受けている．かつての肥料産業は，それほどまで社会的な

影響力が大きかったことを裏付けている．

4)現在のリン鉱石は養鶏場に眠っている ？

我が国の家畜排せつ物は， 年間80百万 tと推定され，

平成20肥料年度の価格高騰以降，改めてその農業利用に

脚光が当たっている． 今後，一層家畜排せつ物の農業利用

をすすめる必要性には論を待たないが， これまでの農業利

用での議論は，物質循環としての議論，畜産者からの議

論あるいは耕作者側からの議論が中心であった．今後の

一層の利用促進を図るためには，家畜排せつ物を肥料産業

における肥料原料として組み込み，江戸時代の下肥流通と

同様の経済合理性をもつ自発的な物質循環を成立させる必

要がある．

現在の家畜排せつ物の農業利用は，地域循環が主体と

なっており ，それは経済合理性，あるいは社会的な制約か

ら発生者側と需要者側の地理的ミ スマッチを解消できてい

ないためである．これも下肥流通を域内流通に留まらせた

理由と 同じである．

0
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0
0
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0
0
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0
0
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0
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0
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0
0
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国内絶滋造渥活用鉗栢実績偲ゆ搭移
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図3 国内地域資源活用銘柄の実績

※全農取り扱い実績（混合堆肥複合肥料含む， BB肥料除く）．

この解消には広域化を阻む制限因子を除去する必要があ

るが，結論は現在の肥料広域流通の中心となっている化学

肥料の原料として活用す るこ とに尽きる．このためには，

化学肥料工場での活用を前提とした肥料原料として具備す

べきいくつかの条件を満たす必要がある．

肥料原料 とし ての前提条件をキ ーワー ドとして挙げる

と，原料価格の低位安定化，臭気の抑制，成分の安定，水

分の低位安定， 物性の安定，発生置 ・ 変動 • 発生場所の安

定，となる．

これらの制約の強弱はその工場立地，製造ライン構成，

製品特性により 異なっている．少なくとも，我々がどんな

に声高に叫んだとしても， これらの要素が解消されない限

り，自発的な物質循環は成立 しない．そのため， 地域未利

用資源には，そのハー ドルのいくつかが解消できず，残念

ながら肥料化がすすまない地域資源が数多く存在する．

そのなかで，現在， 化学肥料への地域資源活用に向けて

利用拡大が期待され，肥料業界から熱視線が注がれている

2つの分野がある．

ひとつは平成24年に制定された「混合堆肥複合肥料」

の規格改正による堆肥の肥料原料としての利活用である．

28年6月現在6社40銘柄が肥料登録されており， うち全

農では27年度20銘柄2,280tと大きく 伸長し， 肥料の低

コスト化に大きく寄与している．

ここでもうひとつ取り上げるのは，鶏糞燃焼灰の化学肥

料への活用である．家畜排せつ物80百万 tのうち採卵鶏

由来が8百万 t, ブロイ ラー由来が5百万 tと推定されて

いる（農林水産省）．鶏糞は含水率が低く自燃可能である

こと を利用して焼却施設が各地に建設，稼動されつつあ

る． これらの焼却施設から発生する燃焼灰は，年間約 140

【現代（バイオマス畜産流通】

三
住（エネルギー）の流れ

食料の流れ
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図4 現代におけるバイオマスの広域 ・域内循猿の融合
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千t発生し， リンとしては 10千t含まれていると推定さ

れている．この灰は肥料原料としてのいくつかの璽要な要

素を満たしている．つまり，化成肥料原料として公定規格

で使用が認められていること，既存肥料原料に比べて安価

であること，鶏糞に比べて臭気が少ないこと，水分が低位

であること，比較的成分が安定していること，発生場所が

集中していること，量がまとまり季節変動が少ないことな

ど，化学肥料の原料として適合性が高い． このため，全農

は肥料原料として 23年度から着目し，施肥コスト抑制銘

柄として取り扱いを開始した．取り扱い開始以降年々

実績が伸長し， 27年度には 352銘柄， 58千 tの取扱いと

なっている（図3).

これらの鶏糞の燃焼では，ダイオキシン発生抑制の観点

から 800°C以上の高温で燃焼させるため窒素の消失や加

里の揮発による損失を伴い， リン酸がアパタイト化するた

めく溶率が低下する．著者らは， これらく溶率が低下し

た鶏糞燃焼灰中のリン酸や加里が化成肥料製造に必須と

なる酸処理により可溶率が向上することを見出した（神田

ら， 2016). これらの一連のサイクルは， リン鉱石（グア

ノ由来堆積岩起源）の生成過程とその採掘，過リン酸石灰

製造とよく類似している．

最近，ある地域で鶏糞が不足しているとの話しを聞くこ

とがあった．その理由は品種，給餌の技術発展により飼料

要求率が低位であるため鶏糞発生量が抑えられ，さらに鶏

糞が焼却されることにより地域流通量が少なくなったため

という．もちろん，燃焼により窒素が損失し加里も一定程

度揮発してしまうことから，これらの損失が少ない堆肥等

による地域活用を基本とすべきであることはいうまでもな

し)

一方で，地域資源が偏在し域内循環に限界があることを

考慮すると，バイオマス関連灰を海外依存度の高い化学肥

料原料として広域活用につなげることは，地域資源の有効

活用を促進する有効な手段となる．今後とも我が国に眠る

地域肥料資源の発掘と肥料原料としての利活用をすすめる

必要がある（図4). ((2)に続く）

付 記：本稿は「2017年度土と肥料の講演会」の内容を

執筆したものである．
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