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ノート

畑条件下での牛糞・鶏糞堆肥と重過リン酸石灰

の併用による肥料由来の可給態リン酸の不可給

化の抑制

加藤雅彦 1，2・小宮山鉄兵 1.藤津英司 1，3

森園博全 1，4
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1 .はじめに

我が国は， リン酸質肥料の原料で、あるりん鉱石を輸入に

頼っているが，そのリン鉱石には限りがある. リン鉱石

の2007年の生産量， 2008年現在の埋蔵量は，それぞれ

156 X 106 t， 15，000 X 106 tであり CUSGS， 2009)， リン鉱石

がすぐさま枯渇することはないと考えられるが， リン酸資

源をいかに有効に活用するかは， リン鉱石が産出されない

我が国の農業にとって非常に重要な課題である.

リン酸資源の有効活用として様々な方法が考えられる.そ

のひとつとして， リン酸質肥料の利用効率を向上させること

が挙げられる.利用効率向上のためには土壌の可給態リン

酸を不可給化させず土壌に維持させ，作物に利用させるこ

とが必要である.Jiao et al. (2006)は，重過リン酸石灰(以

下，重過石)と牛糞堆肥をそれぞれ4年間連用し， トウモロ

コシを栽培した未熟土壌を用い， リン酸の吸着量の違いを吸

着実験により調査した.その結果，重過石連用土壌のリン酸

吸着量が295mg-P kg-1であったのが，堆肥連用土壌では

229 mg-P kg-1に減少したことを報告した. この要因とし

て，Jiao et al. (2006)は，堆肥の施用で土壌表面の陰電荷が

増加すること，元々吸着していたリン酸の保持力がより弱く

なることを指摘した.また， Lyamuremye et al. (1996)は，
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5種類のタイプの異なる土壌 (XericHaplohumult， Typic 

Vitrandept， Sombrihumult， Paleudult， Typic Placandept)に

それぞれ牛糞堆肥，麦ワラ，炭酸カルシウムなどを添加， 1 

カ月間培養した土壌を用い 同様な吸着実験を行った.その

結果，牛糞堆肥を施用することでリン酸の吸着量が，もっと

も大きい土壌で3.36cmolc kg-1から 2.89cmolc kg-1に減少し

たことを報告した. これらのことから， リン酸質肥料と堆肥

の併用で，肥料を単用するよりも可給態リン酸の不可給化が

抑制されると考えられる.しかしこれまでにリン酸質肥料

と堆肥の併用下での肥料由来の可給態リン酸量の経時変化な

らびに肥料単用との比較検討がなされてこなかった.

そこで本研究では，重過石と牛糞堆肥鶏糞堆肥との併

用時の肥料由来の可給態リン酸の挙動を調査した.肥料単

用と堆肥との併用下での肥料由来の可給態リン酸量を比較

し堆肥との併用で肥料由来リン酸の不可給化が抑制され

るか明らかにするとともに，その抑制量について検討した.

2.材料および方法

1)供試土壌と堆肥

培養試験には，リン酸吸収係数の異なる 2種類の土壌(褐

色低地土:神奈川県平塚市，非アロフェン質黒ボク土:宮

城県大崎市)を用いた.土壌の化学性は，表 1に示したと

おりであった.

供試堆肥には，副資材を添加していない市販の牛糞堆肥

(以下，牛堆肥)と鶏糞堆肥(以下，鶏堆肥)を用いた(表

2).堆肥は，凍結乾燥後，徴粉砕 (<1mm) したものを

供試した.堆肥の pH，EC，全炭素 (TC)および全リン (TP)

は，既報(加藤ら， 2008) と同様な方法で行った.有機態

リン(有機態P) の分析はYokotaet al. (2003)に従った.

また，堆肥の難分解性炭素の指標とするため，堆肥の非水

溶性TCを堆肥の TCから水溶'1生TCを差し引くことでも

とめた.水溶性TCは純水で抽出(堆肥:水=1:50) し，

櫨紙 (No.5ろ紙， Advantec)で櫨過後，全有機炭素計 (TOC

VCPN， Shimadzu)で測定した.

2)処理区の概要

処理区の概要を表3に示した.肥料を単用した肥料区，

肥料と牛堆肥鶏堆肥を併用した肥料一牛堆肥区，肥料一

鶏堆肥区，堆肥を単用した牛堆肥区，鶏堆肥区，資材を添

加しない無添加区を設けた.肥料は，重過石の主成分であ

るリン酸ーカルシウム水和物を用い，神奈川県の野菜の施

肥基準(神奈川県農業振興課， 2008) の中で，もっとも多

いリン酸基肥量である 200mg-P kg-1を添加した.堆肥は，

区によらず，神奈川県の施設野菜栽培での牛糞堆肥の施用

基準である 20g kg-1を添加した.堆肥の施用は現物換算

で施用されることが多い(藤原，2007). また，本試験で

は畜種の違いを比較検討するため，区によらず，堆肥の施

用量を一定とした.したがって，区によって土壌への資材

由来Pの添加量が異なった.

3)培養方法と分析方法

500mL容のポリプロピレン製ピーカーに湿潤土を乾

土換算で300g秤量した.これに資材を添加する区には，
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表1 供試土壌の化学性

土壌
pH 

(H20) 
褐色低地土 5.8 

非アロフェン質黒ボク土 5.6 

堆肥
pH 

旦20)
牛糞堆肥 8.7 
鶏糞堆肥 9.1 

叶分析値は乾物として
'2TCー水溶性 TC

EC 

(dS m-1) 

0.12 
0.04 

7.4 

可給態リン酸

トノレオ グリン酸 プレイリン酸

(mg-P kg-1) 

124 419 
15 326 

257 234 20 8.1 

リン酸吸

収係数

1070 
2430 

表 3 処理区の概要

肥料*1由来 P添加量堆肥の種類堆肥現物添加量判堆肥由来 P添加量制
土壌への資材

処理区 P添加量制
(mg-Pkg-1) '"，"，"'/'1"""" (gkg-1) (mg-Pkg一1)

肥料区 200 
肥料牛堆肥区 200 牛糞堆肥

肥料鶏堆肥区 200 鶏糞堆肥

牛堆肥区 *5 牛糞堆肥

鶏堆肥区 鶏糞堆肥

無添加区

持1試薬のリン酸 カノレシウム水平日物 (Ca(H，P04)，'H20) 
*，堆肥現物の添加量は乾物として
*3堆肥の現物添加量と堆肥の TP(表2) より算出した.
料肥料と堆肥由来Pの合量
持S無添加

所定量の資材を添加，撹枠後，土壌水分が最大容水量の

60%となるように水を添加し 再度撹持した.培養温度

は25
0

Cで¥培養期間は 100日間(取り出し日:0，7，28， 

56，100日目)行った.なお，すべての資材を添加した後

すみやかに培養O日目の分析を行なった.その後，アルミ

ホイルで、蓋をし，培養を開始した.処理区ごとに3反復設

けた. また，水分調整は毎週行った.

所定期間培養後，ポリプロピレン製ビーカーを培養庫よ

り取り出し，撹持後，各処理区より乾土当たり 10gを採

取した.採取後， ビーカーは再び培養庫に戻した.採取し

た土壌を風乾し， トルオーグ法，プレイ No.2(改)法(南

保， 1997)によるリン酸の分析を行った. トルオーグ法は，

主に Ca型(佐々井， 1995) に加えて Mg型(Josanet al.， 

2005) のリン酸を抽出する一方で，プレイ法は， Ca型に

加え Al型， Fe型のリン酸の一部を抽出するものと考え

られている(南{鼠 1997). また土壌pHの違いにより可

給態リン酸量が異なることが知られているため(佐々井，

1995)，試験前後の土壌pHの分析も行った.

3.結果および考察

1)肥料単用での可給態リン酸量の推移とその形態変化

各処理区から無添加区を差しヲ|いて見かけの資材由来

(以下，資材由来)のトルオーグリン酸(以下，トルオーグP)

量，プレイリン酸(以下，プレイ P)量をもとめた(表4，5).

培養O日目の肥料区のトルオーグP量は，褐色低地士，

非アロフェン質黒ボク土でそれぞれ 147，42mg-P kg-1で

(mg-Pkg-1) 

200 
20 540 740 
20 400 600 
20 540 540 
20 400 400 。

あった. したがって，肥料を添加した直後に資材由来トル

オーグPが速やかに不可給化したものと思われ， リン酸吸

収係数の大きい非アロフェン質黒ボク土で、顕著であった.

供試した両土壌ともに肥料区のプレイ P量は，培養日ご

とで有意な違いはなかったが， トルオーグP量は，培養期

間に伴い減少した. このことから，肥料単用での資材由来

プレイ P量に大きな変動はなかった一方で， トルオーグP

の不可給化は進行したものと思われた. このように，抽出

法によって可給態リン酸の不可給化の程度が異なったのは，

抽出されるリン酸の形態によるものと考えられた.添加し

た資材由来リン酸が培養期間に伴い，溶解性の高い形態か

らプレイ法で抽出されるような比較的難溶性の形態へ変化

したため， トルオーグP量は減少した一方で，プレイ P量

に変化がなかったものと推察された.プレイ Pよりもトル

オーグPのほうが， より溶解性が高いと考えられるため，

トルオーグPの不可給化の進行を抑制することが作物への

効率的なリン酸供給を可能にする上で、重要と考えられる.

2)褐色低地土での鶏糞堆肥中の有機態リン酸の無機化

褐色低地土において牛堆肥区の可給態リン酸量(トル

オーグP量，プレイ P量)は，培養日ごとで有意な違い

はなかった(表4). 他方 鶏堆肥区の可給態リン酸量

は，培養 O 日目では 150~155 mg-P kg-1であったが，培

養 100 日目は 243~247 mg-P kg-1に増加した. これは添

加した堆肥P量に対し培養 0，100 日目でそれぞれ 38~39，

61~62% に相当し，培養 100 日間で 23% の堆肥 P が可
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表4 褐色低地土における抽出法ごとの資材由来の可給態リン酸含量の推移 (mg-Pkg-1)

処理区 抽出法
培養日数

O 7 28 56 100 

肥料区
トノレオーグ法 147a 118ab 100bc 76c 73 c 
プレイ法 128a 139a 138a 163 a 157 a 

肥料一牛堆肥区 トノレオーグ法 580a 491 b 552ab 496ab 500ab 
プレイ法 483a 508a 512a 511a 523a 

肥料鶏堆肥区 トルオーグ法 321 ab 275 b 336ab 352a 339ab 
プレイ法 274c 292c 322bc 419a 383ab 

牛堆肥区
トルオーグ法 360a 344a 370a 336a 370a 
プレイ法 313 a 336a 352a 356a 337a 

鶏堆肥区
トルオーグ法 150b 150b 214a 228a 243a 
プレイ法 155 c 147 c 186bc 251 a 247ab 

同一処理区，抽出法において培養日聞に有意差 (p<0.05: Tukey.KramerのHSD検定)がある
場合，異なるアルファベットで示した

表5 非アロフェン質黒ボク土における抽出法ごとの資材由来の可給態リン酸含量の推移 (mg-pkg-1) 

処理区 抽出法
培養日数

O 7 28 56 100 

肥料区
トルオーグ法 42a 29ab 32ab 23b 21 b 
プレイ法 115a 1l0a 122a 115a 121 a 

肥料一牛堆肥区 トノレオーグ法 204a 162b 163b 132c 157b 
プレイ法 380a 389a 405a 412a 386a 

肥料 鶏堆肥区 トノレオーグ法 102a 75ab 81 ab 68b 82ab 
プレイ法 274ab 244b 263ab 289ab 307a 

牛堆肥区
トノレオーグ法 147a 121 b 126b 103 c 126b 
プレイ法 285a 237b 245ab 276ab 261 ab 

鶏堆肥区
トルオーグ法 54a 42b 47b 40c 57b 
プレイ法 169a 115b 149ab 163a 167 a 

同一処理区，抽出法において培養日聞に有意差 (p<0.05: Tukey-KramerのHSD検定)がある
場合，異なるアノレファベットで示した.

給化したものと考えられた.鶏堆肥は，他の畜種の堆肥に

比べ，有機態リン酸の割合が高いことが報告されており

(伊藤ら， 2007)，本試験において堆肥TPに対する有機態

Pの割合も牛堆肥では2%であったのに対し，鶏堆肥では

41%で、あった(表2).鶏糞堆肥の有機態リン酸の大部分

はフィチン酸と考えられ (Turnerand Leytem， 2004) ，フィ

チン酸カルシウムは，土壌でその含有リン酸が無機化され

ることが知られている(吉川・西本， 1978). 加えて，プ

レイ P量もトルオーグP量と同様に培養期間に伴い増加

した. これらのことから，鶏堆肥中の有機態リン酸の無機

化によって， トルオーグP，プレイ Pが培養期間の経過に

伴い増加したものと思われた.仮に褐色低地土において培

養前後で可給化したリン酸(表4:堆肥全リン酸の 23%)

が有機態リン酸の無機化によるものとすると，鶏堆肥の有

機態リン酸(表2:堆肥全リン酸の 41%) のおよそ 56%

が無機化されたものと推定された.本試験により褐色低地

土において鶏堆肥由来のトルオーグRプレイ P量の両者

が経時的に増加することが示された.

3)堆肥との併用による肥料由来のトルオーグPの不可

給化の抑制

肥料一牛堆肥区，肥料一鶏堆肥区からそれぞれ牛堆肥区，

鶏堆肥区を差し引き，併用区の見かけの肥料由来(以下，

肥料由来)のトルオーグP量，プレイ P量の推移を示し

た(図1).

併用区の肥料由来のプレイ P量は，非アロフェン質黒ボ

ク土の牛堆肥の培養7，28日目を除き，肥料区と違いはな

かった. このことから，肥料単用と同様に，堆肥との併用

下においても肥料由来のプレイ Pの不可給化の進行はな

かったものと思われた.

肥料由来のトルオーグP量は，土壌や処理区に関係な

く培養期間に伴い低下する傾向であった(図1). しかし

堆肥との併用区では肥料区よりも高く推移し，その傾向は

牛堆肥で高かった.褐色低地土における培養 100日目の

肥料由来トルオーグ P量は，肥料牛堆肥区，肥料一鶏

堆肥区でそれぞれ 130，96mg-P kg-1であり，肥料単用と

比べそれぞれ 57，23mg-Pkg-1高い値で、あった. これは添

加した肥料P量に対しそれぞれ 29，12%高い値であった.

同様に，非アロフェン質黒ボク士の培養 100日目における

肥料由来トルオーグ P量は，肥料単用に比べ高い値であっ

たが，その程度は褐色低地士よりも小さかった.

堆肥との併用で肥料由来トルオーグPが肥料単用より

も高く推移したのは，併用によって肥料由来トルオーグP

の不可給化が抑制されたこと，土壌への資材由来P添加量

(表3)が区によって異なったこと，によるものと思われた.

渡辺ら (1982)は，土壌へのリン酸添加量とトルオーグP

量の回収率の関係を調査した.その結果， リン酸吸収係数

の低い土壌では， P添加量に応じてトルオーグ Pが直線

的に増加するが， リン酸吸収係数の大きい土壌ではP添加
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図 1 肥料由来の可給態リン酸含量

バーは，S.E(η=3)を示す.肥料一牛堆肥区(肥料一鶏堆肥区)の資材由来の可給態リン酸含量(表

4，5)から牛堆肥区(鶏堆肥区)の資材由来の可給態リン酸含量(表4，5)を差し引き肥料由来の可

給態リン酸含量をもとめた.破線は，肥料添加量を示す
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図2 培養前後の土壌の pH(H20)

パーは， S.E( n=3)を示す

量が多いほどトルオーグPの回収率が高くなることを報

告した.すなわち，肥料と堆肥を併用した区は，それぞれ

を単用した区よりも資材由来P添加量が多く，資材由来P

添加量が多くなったことで回収率が高まり， トルオーグP

量が高く推移したことも考えられた. しかしながら，褐色

低地土のようなリン酸吸収係数が小さい土壌では，土壌へ

のP添加量とトルオーグP量とには直線的な関係が認め

られている(渡辺ら， 1982). このことは， リン酸の添加

量の違いはトルオーグPの回収率に影響しないことを示

している.また，堆肥の添加による不可給化の抑制の影響

がなければ，土壌へのP添加量が異なってもトルオーグP

量の低下，すなわち不可給化は生じるものと思われる.本

試験結果の褐色低地土では(表4)，肥料区の資材由来プ

レイ Pに変動はなかったが， トルオーグPの不可給化は

進行した.一方，牛堆肥区の資材由来トルオーグR ブレ
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イPともに不可給は生じなかった. このことは，土壌への

P添加量の違いではなく，資材の違いで可給態リン酸の不

可給化の程度が異なったことを示していると思われた. し

たがって，可給態リン酸の不可給化が生じない堆肥と肥料

を併用することで，肥料由来のトルオーグPの不可給化が

抑制されたことが推察された.以上のことから，堆肥との

併用で肥料由来トルオーグPが肥料単用よりも高く推移

したのは，土壌へのP添加量の違いによるものではなく，

堆肥との併用で肥料由来トルオーグPの難溶性リン酸へ

の不可給化が抑制されたためと考えられた.

これまでの報告 (Lyamur巴myeet al.， 1996 ; Jiao et al.， 

2006)では，多くの作物の栽培期聞を含む 100日間での堆

肥との併用下における肥料由来トルオーグRプレイ P量の

経時変化を追跡した例はない.本試験より，培養試験条件

下において，堆肥との併用で肥料由来トルオーグPの不可

給化が抑制され，見かけ上肥料由来のトルオーグP量が培

養 100日聞を通じて高く推移することが明らかとなった.

4)肥料由来トルオーグPの不可給化が抑制された要因

肥料由来トルオーグPの不可給化が堆肥と併用するこ

とで抑制された要因として，堆肥の添加による土壌へのリ

ン酸吸着能の減少(Jiaoet al.， 2006)が考えられた.Jiao 

et al. (2006)は，堆肥を連用した土壌のほうが土壌表面

の陰電荷が増加するため リン酸の土壌への吸着が減少

したと報告した.また，土壌に有機酸(Hue，1991)，堆肥

(Schefe， et al.， 2008)を添加することで土壌溶液中のリン

酸の吸着が抑えられることに加え，有機酸を土壌に添加す

ることで土壌の固定リン酸の脱着よりも新たに添加した
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リン酸の固定が抑制されたこと (Stauntonand Leprince， 

1996)，が知られている.これらのことから，本試験にお

いて堆肥に含まれる有機酸 (Baziramal記 ngaand Simard， 

1998)や腐植酸，堆肥の分解に伴う有機物により，肥料

由来トルオーグPの不可給化が抑制されたことが考えら

れた.またこのほかの要因として，堆肥の添加による pH

の上昇 (Lyamuremyeet al.， 1996) も考えられた.本報の

pHの範囲では pHが高くなることで，土壌に吸着される

リン酸が減少すること(江川・関谷， 1950) が知られてい

る.培養前後の土壌の pHは(図 2)，試験前，肥料区に比べ，

非アロフェン質黒ボク士の肥料一牛堆肥区を除き，堆肥を

添加した区で‘高くなった. しかし，鶏堆肥に比べ牛堆肥を

添加した区の pHが低かった(図 2)一方で，牛堆肥を併

用した区の肥料由来トルオーグP量が鶏堆肥よりも高く

推移した(図1).牛糞堆肥は他の畜種に比べ難分解性有機

物を多く含んでおり(財団法人畜産環境整備機構， 2007)， 

本試験で供試した牛堆肥も非水溶性炭素量(表2)が鶏堆

肥よりも多かった. これらのことから，堆肥との併用で肥

料由来トルオーグ Pの不可給化が抑制され，その程度が牛

堆肥で大きかったのは，堆肥の添加による pHの上昇より

も堆肥に含まれる腐植酸による土壌へのリン酸吸着能の減

少の影響が大きいものと思われた.

5)肥料と堆肥の併用下における施肥量の考え方

トルオーグ Pの主な形態が Ca型リン酸とすれば，畑土

壌においては，作物に利用されやすい可給態リン酸と考え

られる.今回試験で用いた非アロフェン質黒ボク土のよう

なリン酸吸収係数が非常に高い土壌では，堆肥との併用に

よる肥料由来トルオーグPの不可給化の抑制の影響は小

さいと推察される. しかし，褐色低地土のようなリン酸吸

収係数の比較的小さい土壌では，施肥後 100日間において

堆肥との併用で施肥した P量の 10"-'30%がトルオーグ P

として肥料単用よりも可給態のまま維持されると推察され

る.本試験は，培養試験であり，今後実際の栽培試験，堆

肥の種類の違いなど検討する必要がある.また，堆肥の持

つリン酸自体でリン酸質肥料の施用が必要ない場面も考え

られる. しかし本試験の結果より，堆肥とリン酸質肥料の

併用下おいて適正なりン酸質肥料の施肥量を算出するため

には，肥料由来リン酸の不可給化の抑制を考慮することが

重要と考えられた.

4. まとめ

重過石と牛糞・鶏糞堆肥との併用時における肥料由来の

可給態リン酸の挙動について検討した. リン酸吸収係数の

低い褐色低地土において堆肥との併用で肥料由来トルオー

グP量が肥料単用よりも培養 100日間にかけて高く推移

することが明らかとなった. このことは，堆肥との併用に

よるトルオーグPの不可給化の抑制によるものと考えられ

た.以上より，堆肥とりン酸質肥料の併用下おいて適正な

リン酸質肥料の施肥量を算出するためには，肥料由来リン

酸の不可給化の抑制を考慮することが重要と考えられた.
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