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北海道における堆肥と各種有機質肥料を用いた

露地野菜の無化学肥料栽培*

キーワード 無化学肥料栽培，堆肥， 有機質肥料，露地

野菜

1. はじめに

近年，消費者サイドでは食の安全性への関心の高まりか

ら「有機農産物の日本農林規格(有機 JAS規格)Jや

「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」などにより認

証された農産物に対する期待や需要が増大している.生産

者サイドでも農産物の価格低迷を受けて，より付加価値の

ある栽培法への関心が高まっており ，特に野菜作では無化

学肥料や無農薬栽培あるいは有機栽培への取組みが盛んで、

ある.このうち，無化学肥料栽培では，窒素 ・リン酸 ・カ

リウム等の施肥成分の全てを有機物で代替するので，各種

の有機物の養分供給特性を把握し，それらを適切に組合わ

せて作物の養分吸収特性に対応した肥培管理を行わなけれ

ば収量の安定確保が難しい.このため， 生産現場からは，

収量の安定確保に向けた無化学肥料栽培法の確立が求めら

れている.

有機物からの養分供給のうち，収量や品質への影響が大

きい窒素については研究例も多く ，北海道でも数多くの研

究例をまとめて指針3)を作成している.こ の指針に基づ

き，有機質肥料が窒素肥料の全量を代替えできると考えて

いる.また，吸収量の多いカリウムは，過不足なく供給し

なければならないが，有機物中のカリウムのほとんどが水

溶性であるので，組合せは比較的簡単で必要量を含む有機

物を選択すればよい.これに対して，有機物の種類により

形態が大きく異なるリン酸については，窒素，カリウムに

比べて，有機物からの供給に関する知見が少ないため，適

切な有機物を組み合わせるうえでのネックとなっている場

合が多い.

そこで本報告では，各種有機質肥料のリン酸を中心とし
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た主要成分の養分供給特性を明らかにするとともに，露地

野菜の養分を堆肥や各種有機質肥料の組合せにより供給す

る無化学問料栽培法について検討し，その施肥法の手順を

整理したので，その内容を紹介する.

2. 本技術の概要

本技術は，堆肥および各種有機質肥料の窒素， リン酸，

カリウムの養分供給特性の評価に基づいて，有機物を適切

に組み合わせる手順を整理した無化学肥料栽培法で、ある.

この技術を用いると，化学肥料のみを施用した場合と同等

の収量 ・養分吸収量を得ることができる.

その特徴は次の 3点である.①まず， I北海道施肥ガイ

ドj2)における各作物の施肥対応を参照し，カリウムの土

壌診断値に基づいて堆肥の施用量を判断する.ただし，環

境への影響を考慮して，堆肥の施用上限量を 1作当たり

2.5 kg FM m-2とし，カリウム肥料代替量は分析値を優

先する.②次に，堆肥で補えない窒素，カリウムを各種の

有機質肥料で施用する.この場合，窒素肥効が損なわれな

いように，窒素の無機化が速い有機質肥料の施用割合を極

力高める.③最後に，①と②で不足するリン酸をリン酸の

みを保証する有機質肥料で補給する.

本技術の窒素， リン酸，カリウムの施用上限量は，I北
海道施肥ガイドj2)に記載されている施肥標準量とする.

また，各種有機物からの養分供給量は，生産現場での実用

性を配慮して，保証成分量や公定規格の最小量等から算出

する.

3. 本技術開発の手順

1)有機質肥料のリン酸を主体とした養分供給特性

(1)処理の概要

各種有機質肥料のリン酸供給特性を，化学分析による有

効態リン酸含量および圃場埋設試験によるリン酸消失率，

ポット栽培試験によるエン麦のリン酸吸収量から検討し

た.供試材料は表 1に示した 8種類，計 9点(骨粉は蒸製

骨粉を主体とした 2点)の有機質肥料を用いた.

化学分析による有効態リン酸は，I肥料分析法J7)に従っ

てペーテルマンクエン酸塩液に溶ける可溶性リン酸含量を

測定した.

聞場埋設試験では，2003年に北海道立中央農業試験場

内の黒ボク土圃場において，小野寺ら8)の方法に従い供試

材料 10gをナイロン繊維布製袋に詰めた試料を，地中深
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表 l 供試有機質肥料の成分量

保証成分量(gkg-1
)' 分析値(gkg-1

) 

有機質肥料 窒素 リン酸 カリウム 窒素 リン酸 カリウム

(N) (P205) (K20) (N) (P205) (K20) 

魚かす(ベレット状) 70 40 94 52 17 

なたね油かす(粒状) 50 15 57 67 17 

乾燥菌体 50 40 81 87 5 

大豆油かす 70 10 10 72 31 25 

脱脂米ぬか 20 40 10 33 79 11 

発酵鶏ふん 50 50 30 35 65 30 

リン酸質グアノ 240 1 188 。
骨粉 A 300 23 392 7 

骨粉 B 250 41 319 。
傘下線部の数値は，脱脂米ぬかでは公定規格の最小量，発酵鶏ふん ・リン酸質グ

アノでは製品に添付された分析例を示した.

表 2 有機質肥料の養分供給特性

リ ン酸 室 素

有効態割合.2 消失率*3 エン麦H

供給能・4
消失率

供給能*5
(対全量比) (99日目，%) 吸収量 (72日目，%)

魚かす 47 13 85 ほぼ同等 84 高い

なたね油かす 30 16 ほほ.同等 73 やや高い

乾燥菌体 43 7 111 同等 71 やや高い

大豆油かす 10 84 高い 95 高い

脱脂米ぬか 57 160 高い 65 中

発酵鶏ふん 34 26 47 ほぼ同等 69 中

リン酸質グアノ 2 9 65 やや低い

骨粉.1 11~72 4~38 76~82 
やや低い~

ほぼ同等

10 cmに埋設した.5月16日に埋設を開始し，埋設後 5，

13， 23， 31， 52， 72， 99日目に回収し， リン酸，窒素，

カリウムの各消失率を調査した.

ポット栽培試験は， 2003年 5月 15日より同試験場内の

ガラス温室で， 1/5000 aワグネ ノレポットに黒ボク土を充

填 し， リン酸の全量を有機質肥料で施用する有機質肥料系

列 7区(魚かす，乾燥菌体，脱脂米ぬか，発酵鶏ふん， リ

ン酸質グアノ ，骨粉)と過リン酸石灰を用いて施肥量を変

えた化学肥料系列 4区(ポット当たり 0，0.15， 0.30， 

0.45gP20s) を設置し，エ ン麦を 81日間栽培 した.有機

質肥料系列のポ ット当たりの施用量は，魚かすおよび乾燥

菌体区で リン酸 0.15gP20s相当量，その他の区で同

0.30gP20S相当量とし， リン酸が生育の制限要因になる

ように窒素(各区とも 0.30g N になるように不足量を硫

酸アンモニウムで補った)とカリウム(各区とも硫酸カリ

ウムを 0.30g K20相当量施用した)は十分量施用した.

(2)各種有機質肥料のリン酸供給能

各種有機質肥料のリン酸供給能は，全リン酸含量に対す

る有効態割合， リン酸消失率およびエン麦のリン酸吸収量

から総合的に判断すると，脱脂米ぬか士芸大豆油かす>乾燥

菌体>魚かす与なたね油かす詩発酵鶏ふん>骨粉>リン酸

質グアノの順に高かった(表 2). 特に，植物質有機質肥

料の脱脂米ぬかでは，有効態リン酸割合は低いものの，有

機物分解に伴うリン酸消失率が高く，かつエン麦によるリ

ン酸吸収量は過リン酸石灰以上であった.その他の有機質

肥料のリン酸供給能は，有効態リン酸割合をほぼ反映して

いるものと推察された.なお，過リン酸石灰と同等以上の

供給能を示す肥料と，それ以下の肥料に分かれたが，供給

能が大きく劣る肥料はなかった.

一方，圃場埋設試験による窒素消失率から判断される有

機質肥料の窒素供給の遅速は，既往の報告1，8)と同様で，

窒素含量の高い肥料ほど速い傾向にあり， 高窒素含量の肥

料は窒素供給源として有効と考えられた(表 2).同様に

判断されるカリウムの供給は，カリウムを含有するいずれ

の肥料もカリウム供給源として概ね有効で，含有量をその

まま換算できると考えられた.

2) 養分吸収特性に対応した無化学肥料栽培法

(1)処理の概要

2003年から 2005年の 3年間，毎年，圃場埋設試験と同

じ黒ボク土圃場において，土壌のリン酸肥沃度を 2水準

カリウム

消失率

(72日目，%)
供給能事5

R
U

内

b

3

A
吋

u
n
x
u
n吋
u

高い

やや高い

高い

.1骨粉は供試した 2点の範囲を示した 02有効態割合は全リン酸に対する可溶性リン酸割合である*3各養分の消失率は圃場

埋設法で得られた結果である.判エン麦吸収量および供給能は，それぞれ過リン酸石灰区を対照とした比および評価で示し

た.同窒素 ・カリ供給能は，圃場埋設法による消失率および既往の報告から判断したデータなし.
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る無化学肥料栽培法では，化学肥料栽培に近い養分供給が

行われていたと考えられた.また，全量有機物による養分

供給効果をより発現させるためには，マルチの利用や土壌

リン酸肥沃度を高めることが有効で、あることが示唆され

た.

マノレチ栽培が有効で、あるのは，土壌の保温効果や水分保

持効果などにより刊生育と窒素の無機化が促進されたこ

とが指摘される.土壌リン酸肥沃度を高めることの有効性

は，その機作を十分に解明できていない.しかし， リン酸

塩を添加した土壌ではその量に比例して好気性細菌 ・放線

菌 ・糸状菌の数や土壌からの二酸化炭素発生量が増加する

との報告12)があることから， リン酸肥沃度を高めた土壌

では微生物数の増加と活性の向上によって窒素の無機化を

はじめとする有機物の分解が促進されたことが指摘され，

そのことが有効性を高める一つの要因になっているものと

推察された.

(3)土壌化学性の変化

全量有機物による無化学肥料栽培を 3年 (3作)継続し

た場合の土壌化学性の変化をみると，全量有機区では熱水

抽出性窒素 ・有効態リン酸 ・交換性カリウム含量が，それ

ぞれ 106mg N kg 九 285mg P20s kg-
1， 567 mg K20 

kg-1と化学肥料区に比べて高ま っていた(表 5).

この要因としては，全量有機区では各養分吸収量が化学

肥料区より高まる例はあるものの，前述した方法で、施用量

を算出したことで，想定した施用量に対して実際に投入さ

れた量が多かったためと考えられた.すなわち，前述した

方法で用いた保証成分量，分析例，公定規格の最小量およ

び減肥可能量は実際の分析値との聞に大きな差があったた

めである.特に，公定規格の最小量を用いた脱脂米ぬかの

全リン酸や，I北海道施肥ガイドj2)の減肥可能量を用いた

牛ふん堆肥の全窒素，全リン酸，全カ リウムで，実際の投

入量が多かったためで、ある(表 3).

(トルオーグ法による有効態リン酸含量 171，557 mg P 20S 

kg-1
) 設定し，スイートコーンとレタスを供試して施肥

試験を実施した.供試作物は，窒素の全量を比較的速効性

の有機質肥料で代替した場合の適応性がやや低いことヘ

有機栽培での作付け例が多いことなどを勘案して選定し

た

施肥処理は化学肥料区(硫酸アンモニウム ・苦土重焼リ

ン・硫酸カリウム)と窒素 ・リン酸 ・カリウムの全量を各

種有機物の組合せで施用した全量有機区の計 2処理区を設

置した.全量有機区は，レタスでは牛ふん堆肥 ・脱脂米ぬ

か ・魚かすベレットを供試し，スイートコーンではさらに

リン酸質グアノを加えた(表 3).堆肥はカリウムの供給

源として多量施用が望まれるが，北海道の露地野菜畑で収

量性および環境への窒素負荷の軽減の面から設定されてい

る牛ふん堆肥の施用上限量10)に従い 2.5kg FM m-2を施

用した.また，有機物からの各養分の肥料代替量は，魚、か

すべレットは保証成分量，脱脂米ぬかは公定規格の最小

量， リン酸質グアノは製品に添付された分析例，牛ふん堆

肥は「北海道施肥ガイドj2)の減肥可能量を用いた.各有

機質肥料の配合割合および施用量は，①各成分の施用量を

施肥標準量とし，②また窒素肥効が劣らないことに留意し

て決めた.

スイートコーンは露地直はん (8月どり)作型で 5月 中~

下旬にマルチ栽培したが，2003， 2004年の両年は l区を 2

等分して無マルチ区も設置した.レタスは春夏まき作型で

6月上~中旬に定植した.

(2)収量および養分吸収量

全量有機区におけるスイートコーンおよびレタスの収

量 ・養分吸収量は化学肥料区と同等以上であった(表 4).

このような両区の収量あるいは養分吸収量は， リン酸肥沃

度の高い土壌やマルチ栽培で、増加する例が多かった.

これらのことから，本試験条件における全量有機物によ

成分投入量(gm-2)村

全カリ
ウム

表3 無化学肥料栽培における処理と施肥量

保証成分量(gkg-1y 施肥量(gm-2)
施用量

窒素 リン酸カリウム ー(疋 m-2
)

(N) (P205) (K20) 

210 

供
試
作
物

供試肥料処理区

硫酸アンモニウム

苦土重焼リン

硫酸カリウム

牛ふん堆肥ホホ*

脱脂米ぬか

魚かすベレツト
リン酸質グアノ

硫酸アンモニウム 210 67 14.0 

苦土重焼リン 400 30 12.0 
硫酸カリウム 500 24 12.0 

牛ふん堆肥 1 4 2.500 2.5 10.0 18.5 20.5 30.3 
脱脂米ぬか 20 40 10 200 4.0 8.0 2.0 6.6 15.8 2.2 
魚かすベレット 70 40 107 7.5 4.3 10.1 5.6 1. 8 

ホ脱脂米ぬか，発酵鶏ふんは公定規格の最小量，グアノは製品に添付されていた分析例，牛ふん堆肥は北海道施肥ガイドの滅肥可能

量を示し，この値から施用量を計算した.“成分投入量は各成分の全含量の分析値より算出した.日*供試した牛ふん堆肥は乾物率

が39.1%，C/N比が 12.8であった.

全リン酸全窒素カリウムリン酸窒素

15.0 1
i

A
U
F
O
 

巧

i
ι
u

ワ臼

化学肥料

30.3 

3.3 

1.6 
O.。

20.5 
23.7 

4.8 
6.6 

18.5 

9.9 
8.7 
O.。

13.0 

10.0 

3.0 

24.0 

12.0 
3.7 

8.3 

2.5 

6.0 

6.5 

2，500 

300 
93 
35 

500 

4 

10 

400 

40 
40 

240 

可
E
ム
ハ
H
U

ハH
V

η〆
U

月''

全量有機

ス
イ
l
ト
コ

l
ン

化学肥料

全量有機

レ
タ
ス
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表4 無化学肥料栽培における収量と養分吸収量

養分吸収量(gm-2)
リン酸

供試作物
マルチ

処理区 収量比 窒素
の有無肥沃度

リン酸 カリウム

(N) (P205) (K20) 

f，f& 
化学肥料 (1. 76) 18.4 7.3 32.8 

有 全量有機 104 17.6 7.7 32.2 

高 全量有機 107 20.6 9.1 40.2 
スイートコーン

{民
化学肥料 (1. 31) 17.8 6.0 27.9 

無 全量有機 104 16.2 6.3 25.9 

高 全量有機 118 19.5 9.2 33.3 

{民
化学肥料 (1.31) 6.3 1.5 12.2 

レタス 有 全量有機 123 7.1 2.0 16.5 

高 全量有機 141 8.4 2.7 19.7 

2003~2005 年の 3 年間の平均値を示した. ただし，無マルチ栽培は 2003~2004 年

の2年間の平均値である.収量比の項目で括弧内に示した数値は収量の実数 (kg

m-2)である.

表5 無化学肥料栽培における跡地土壌の化学性(リン酸肥沃度 :低土壌， 3年 ・3作収穫後)

熱水抽出性 有効態リン酸 交換性塩基(mgkg-l) 

処理区 pH EC 窒 素 (トノレオーグ法) カリウム カノレシウム マグネシウム

(mSm-1
) (mg N kg-l) (mg P205 kg-l) (K20) (CaO) (MgO) 

化学肥料 5.4 21. 3 89 

全量有機 5.9 15.7 106 

3)無化学肥料栽培の肥料成分施用法

(1)土壌診断に基づく施肥対応の考え方と堆肥 リン酸の

肥料換算

全量有機物施用による無化学肥料栽培では，有機物由来

の肥料成分が土壌へ蓄積しやすい傾向にあり ，本試験でも

3年 (3作)の継続により土壌の有効態成分量が高まって

いた(表 5). そのため，無化学肥料栽培での土壌診断に

基づいた施肥対応の考え方とこれまで肥料換算されていな

かった堆肥リン酸について論じる.

有機物中のカリウムは，肥効が化学肥料にほぼ等しいの

で，現行の基準で、施肥対応を行っても問題のない成分と考

えられる.ただし，本試験の供試堆肥のカリウム成分量

は，r北海道施肥 ガイドj2)における減肥可能量 (4g K20 

kg-l) の約 3倍と多かった.この一因として，カリウム

の主要な供給源である堆肥は，近年，屋根付きの堆肥舎で

管理されることで，成分濃度が高まる傾向にあることが指

摘される.このため，堆肥中カリウムの肥料代替量は，分

析値を優先することが望まれる.いずれにしても，r北海

道施肥ガイドj2)における各作物の施肥対応を参照し，土

壌診断値に基づいてカリウム施用量を決めることが重要

で，これにより適切な量の堆肥を施用できるとともに，肥

料換算されない窒素および リン酸の過剰投入が抑制される

効果もあると考えられる.

しかし，窒素とリン酸については，無化学肥料栽培では

減肥などの施肥対応を実施しないのが妥当と考えられる.

その理由は，同栽培では，窒素肥効が化学肥料より遅い有

機質肥料のみを施用するので，窒素を減肥することは初期

の供給不足を助長する恐れがあるためで、ある. リン酸は肥

171 309 2，490 662 

285 567 2，504 785 

沃度が高まると無化学肥料栽培に有利であったこと，その

時の有効態リン酸含量が 557mg P20S kg-lで，土壌診断

基準値で高い水準 (450mg P20S kg-l) に位置することか

ら土壌診断基準とそれに基づく施肥対応は無化学肥料栽

培向けに再考が望まれた.

一方，r北海道施肥ガイドj2)では，露地野菜 ・畑作物に

対して，他県とは異なり ，堆肥中のリン酸を肥料成分とし

て考慮していない.そのため，本試験でもリン酸を肥料換

算しなかった.しかし，十勝地方の畑作物の長期有機物連

用試験lりでは，本試験で、認めたのと同様に，土壌の有効

態リン酸含量が堆肥連用区で近年特に増加している.した

がって， リン酸質肥料の節減および土壌中リン酸の過剰蓄

積を抑制する観点から，畑地でも堆肥リン酸の肥料換算が

必要であろう .一般的に家畜ふん堆肥中のリン酸の肥効率

は60%程度6) とみなされている.しかし，北海道での既

往の研究によると，牛ふん堆肥におけるリン酸肥効率は施

設野菜畑で 20~33%へ草地で 30%S) と見積もられてい

る.このことから，地温の低い北海道の露地野菜畑では肥

効率を 20~30%に設定(肥料代替量: 1 g P20S kg-l) す

ることが当面は適当と考えられた.ただし，近年の報告9)

には家畜ふん堆肥中のリン酸で過リン酸石灰や溶成燐肥と

同等以上の肥効が認められていることから， リン酸の肥効

率に関する詳細な検討が今後も必要と考える.

(2)各種有機物の選択手順

全量有機物を用いた無化学肥料栽培で、は，必要とされる

肥料成分量に適合させるために，有機物を適切に組合せて

施用しなければならない.特に，作物の生産性を最も左右

する窒素の肥効が劣らないように，窒素の供給源に何を選
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スタート

二王Z
(1)土壌診断値に基づきカリウムの施用量を決定

(北海道施肥ガイドにおける各作物の施肥対応を参照のこと)

(2) 堆肥の施用量を算出

(3) 窒素・カリウム供給源の選択

(a)窒素多，カリウムなし~少 ・・・・・ 魚かす，乾燥菌体， 油かす類等
(b)窒索中，カリウム・少 ~中・・・・・ 脱脂米ぬか，発酵鶏ふん等
(c)窒素少，カリウム.多 ・・・・・ 発酵副産肥料等

(4)リン酸供給源の選択
(骨粉，リン酸質グアノ等)

5}'，首点
・窒素，リン酸は施肥標準量を目安.

. (1)で決定したカリウム施用量から堆肥の施用量を算出
・完熟たい肥を使用 = 

.上限量はl作当たり 2._5kgm-2 

・肥料代替量は現物 lkg当たり窒素 IgN，リン酸 IgP，05'カ
リウム 4gK20を目安(牛ふん麦稗堆肥)ただし，カリウムは
分析値を優先

・(2)で不足する窒素，カリウムは，窒素の肥効を考巌じな ‘
がら， (a)と(b)または(c)の有機質肥料を組み合わせて応
用

-リン酸施用量が過剰にならないように肥料の選択に留意

[:::::::: ::: :. : : ~川で不一ン訟luf酸f税制問主成分とする有機質肥料を施用

図1 無化学肥料栽培における肥料成分施用法

有機質肥料や堆肥の施用量は.a:保証成分量，②製品に添付された分析例，③公定規格の最小量，④北海道

施肥ガイドに記載されている堆肥類の滅肥可能量を順に参照し，野菜別に設定されている施肥標準の肥料成

分量に合致するよう に算出する.

択するかが重要となる.し かし，現実に組合せを行う場

合， 窒素の肥効が優る有機質肥料の多くはカリウム成分量

が少ないため，カリウムの供給源に最適な堆肥の施用を，

全体的な窒素の肥効面を視野に入れながら考える必要があ

る.さらに，無化学肥料栽培を実施してL、く上では，堆肥

による土づくりで土壊肥沃度を向上させることも重要であ

る.

これらのことから，図 lのフローに示したように，①カ

リウムの供給源および土づくりに有効である堆肥の施用量

を第ーに検討するのが実用的である.②次に，不足する窒

素とカリウムを有機質阻料で充足する.その場合，窒素の

肥効面を考慮、して無機化が速い有機質肥料(魚かす，油か

す類，乾燥菌体など)を極力選択しながら，成分バランス

に優れる有機質肥料(脱脂米ぬか，発酵鶏ふんなど)など

を適切に組み合わせて，2成分が過不足なく供給されるよ

うに選択する.③最後に，不足するリン酸は， リン酸のみ

を主成分とする有機質肥料を用いることで，施肥設計が容

易となる. リン酸の供給源としては，骨粉やリン酸質グア

ノなどが有効と考えられる.各種有機物の施用量は，過剰

な養分供給を控えるために，保証成分量，製品に添付され

た分析例，公定規格の最小量，r北海道施肥ガイドj2)に記

載されている堆肥類の減肥可能量を順に参照し，野菜別に

設定されている施肥標準の肥料成分量に合致するように施

肥設計する.ただし，堆肥類中のカリウム肥料代替量は分

析値を優先する.

4. 本技術適用の留意点

1)本無化学肥料栽培法は，有機農業や特別栽培，環境

保全型農業(たとえば，北海道におけるクリーン農業)等

に活用できる.

2)本報告の結果は，有機質阻料での窒素代替適応性が

やや低いスイートコーン， レタスで得られているため，他

の露地野菜にも十分適用可能で、ある.

3)本報告は，牛ふん堆肥で得られた結果である.その

ため，牛ふん堆肥以外の堆肥を用いる場合には，成分量の

違いを考慮、して利用する必要がある.

4)本技術は北海道内における無化学肥料栽培の指針と

して行政等を通じて普及を図ってし、く予定である.
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