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要 約 

家畜ふん堆肥中窒素の有効活用につなげるため，県内で生産された家畜ふん堆肥（牛・豚・鶏）の無機態窒素量

及び，これらの堆肥の土壌施用後の無機態窒素量の経時的変化を調査した。牛ふん堆肥は豚ぷん堆肥及び鶏ふん堆

肥と比較して窒素成分及び無機態窒素量が低いが，他２畜種の堆肥と比較して発酵が進んでいるものが多い。豚ぷ

ん堆肥及び鶏ふん堆肥については，硝酸態窒素を多く含んだものは少なく，土壌への施用直後に一時的に有機化し

その後無機化するものが多いため，堆肥施用から作付けまでに４週間程度の間隔を空ける事で，堆肥由来窒素の肥

料的利用が可能と考えられた。 

 

キーワード 家畜ふん堆肥，窒素無機化パターン 

 

諸 言 

 

 従来，家畜ふん堆肥（以下｢堆肥｣とする。）は土

壌改良に主眼が置かれた利用であったが，近年流

通している堆肥は，水分含量の減少や，肥料成分

の増加が報告されており１），化学肥料の代替とし

ての利用が期待されている。 

 堆肥中の窒素の肥効評価は一般的に全含量に畜

種ごとの肥効率を乗じた方法が用いられているが，

肥効率は同じ畜種内においても個々の堆肥間で差

がある事が報告されている 2)。 

これらの問題を解決するために，堆肥施用当作

期間中の窒素肥効を迅速に評価する手法 3)や，土

壌施用後の無機態窒素の経時的な変化をパターン

化し，施肥設計に活かす方法が検討されているが

４),５)，パターンの分類に必要な堆肥成分の分析手

法は煩雑であることなどから，現場での普及は進

んでいない。 

 本県においては，堆肥を活用した施肥設計シス

テム｢たい肥ナビ！｣を開発し堆肥の利用を推進し

ている６）。｢たい肥ナビ！｣における施肥設計の中

で，窒素は全含量と肥効率を用いた肥効評価法が

用いられている。しかし，棚橋ら３）の方法のよう

に窒素肥効の遅速については考慮しておらず，そ

の過不足については作物の生育状況を見ながら追

肥で調整することとしているが，作期の短い作物

ではこのような対応は困難である。 

そこで，本研究では｢たい肥ナビ！｣の機能強化

に向けた基礎データを得るため，県内で流通する

堆肥の無機態窒素の含有状況について調査すると

ともに，土壌施用後の無機態窒素の推移について

調査し，堆肥中窒素の肥効を活かした施用法につ

いて検討した。 

 

材料および方法 

 

１ 堆肥中の無機態窒素量調査（調査１） 

本県で生産された堆肥中の無機態窒素量につい

て測定を行った。 

（１） 材料 

県内で流通している堆肥 91 点（牛 25 点，豚 43

点，鶏 23 点） 

（２）分析方法 

①全窒素 

堆肥を 65℃24 時間で通風乾燥させた後，粉砕

（レッチェ ZM200，0.5mm メッシュ）し，乾式燃焼 
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法（ジェイサイエンス，JM1000）により測定した。 

②無機態窒素 

 現物堆肥を 10 倍量の 2M KCL 溶液を用いて振と

う抽出し，抽出液をろ過後，ろ液を水蒸気蒸留法

（アクタック，スーパーケル 1500）によりアンモ

ニア態窒素，硝酸態窒素を測定した。 

 

２ 畜種別窒素無機化特性の検討（試験１） 

（１） 目的 

 土壌施用後の堆肥由来の無機態窒素量の経時的

変化を調査し，畜種ごとの窒素無機化特性を把握

する。 

（２） 材料 

県内で流通している堆肥 50 点（牛 28 点，豚 12

点，鶏 10 点） 

（３） 試験方法 

ガラス容器内（100mL 容）に乾物堆肥サンプル

と乾土（淡色黒ボク土）を混合し，水分が土壌の

最大容水量の 60%となるよう調整して 30℃の恒温

槽内で８週間培養した。この間 0日，３日，１週，

２週，４週，８週目に，ガラス容器を恒温槽から

取り出して，２M KCL 液で浸とう・ろ過後，連続

流れ分析装置（ビーエルテック，SWATT）を用いて

アンモニア態窒素及び硝酸態窒素を測定した。 

 堆肥由来無機態窒素は，各サンプルの無機態窒

素量から土壌のみを培養した試料（ブランク）中

の無機態窒素を差し引いて算出した。 

 

 

３ 豚ぷん堆肥の窒素無機化特性の検討（試験２） 

（１） 目的 

 試験１により豚ぷん堆肥は土壌施用後，一度有

機化しその後無機化する傾向があることが判った。

そこで，製造方法や熟度の差による無機化時期へ

の影響を明らかにする。 

（２） 材料 

 同一農場で生産された以下の５種類の豚ぷん堆

肥。主な成分値は表２のとおり。なお，発芽評価

は「家畜ふん堆肥の品質評価・利用マニュアル」

２)に記載されている発芽率と外観評価の両面から

評価する方法を用いた。 

ア：生ふん（排せつ後 1週間以内） 

イ：堆肥舎で２ヶ月堆積発酵 

ウ：密閉式強制発酵施設で１週間発酵 

エ：密閉式強制発酵施設で処理後，４ヶ月堆積発

酵 

オ：堆肥舎で４ヶ月堆積発酵 

（３）試験方法 

 乾物堆肥サンプル 0.2g と乾土（淡色黒ボク土）

10g をガラス容器内で混合後，水分が土壌の最大

容水量 60%となるよう水を添加し，30℃にて 16 週

間培養を行った。0日，3日，1，2，4，8，12，16

週にガラス容器を取り出し，アンモニア態窒素及

び硝酸態窒素を測定した。測定方法及び堆肥由来

の無機態窒素量の算出方法については試験１と同

様である。 

主たる副資材 C/N比
平均値

堆肥舎 12 オガクズ(3)，籾殻(3)
オガクズ＋籾殻(3),剪定枝(1)，不明(2)

10.3～20.9 　 14.9

開放撹拌 15 オガクズ(3)，籾殻(5)，オガクズ＋籾殻(5),
戻し堆肥(1)，不明(1)

11.7～28      16.0

密閉縦型 1 オガクズ 17.1

堆肥舎 6 オガクズ(4)，籾殻(2) 5.1～24.7     16.2
開放撹拌 3 オガクズ＋籾殻(1)，籾殻(1)，なし(1) 9.7～18.7     12.8
密閉縦型 3 なし（３） 6.8～9.1       8.2
堆肥舎 1 オガクズ＋籾殻 10.6
開放撹拌 4 なし(4) 9.3～12.5     11,0
密閉縦型 5 なし(5) 9.5～12.6     10.8

注）括弧内の数値は供試試料の点数

表１　試験１で用いた堆肥の特徴

畜種 製造法 堆肥数

牛

豚

鶏
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表２　試験２で用いた豚ぷん堆肥の主な分析値

水分率 副資材
有機物

（DM％）
窒素

（DM％）
NH4-N

(mg/DMkg)

NO3-N

(mg/DMkg)
C/N比

発芽評価
(総合評価値)

ア 70.6 なし 87.0 4.1 3,840 0 11.1 4.1

イ 57.2 オガクズ 80.2 2.4 1,830 0 17.0 7.1

ウ 32.9 なし 74.9 3.0 2,160 0 11.8 8.1

エ 28.8 なし 66.1 3.1 1,720 0 10.5 9.5

オ 56.2 オガクズ 79.0 2.8 1,294 1,517 13.1 9.7

注）発芽評価値８未満は発芽抑制に注意が必要とされている２）
 

 

結果及び考察 

１ 調査１ 

 畜種別の全窒素量及び無機態窒素量等の結果を

表３に示した。 

牛ふん堆肥の全窒素量は，豚ぷん堆肥及び鶏ふ

ん堆肥の約半分の含有量であった。豚ぷん堆肥と

鶏ふん堆肥はほぼ同量の含有量であった。アンモ

ニア態窒素量については，牛ふん堆肥の平均値は

他２畜種と比較して 1/6 と低い数値であり，アン

モニア態窒素を全く含まないものが 28 点中６点

あった。一方で鶏ふん堆肥では，全ての堆肥にア

ンモニア態窒素を含んでいた。 

全窒素に占める無機態窒素の割合については，

牛，豚，鶏の順で多くなる傾向が見られた。 

 アンモニア態窒素と硝酸態窒素の含有割合につ

いては，硝酸態窒素量がアンモニア態窒素量より

も多いものは牛ふん堆肥では 25 点中 11 点，豚ぷ

ん堆肥は 43 点中 11 点，鶏ふん堆肥は 23 点中２点

であった。 

 これらの結果から，牛ふん堆肥の窒素成分は他

２畜種の堆肥より低いものの，発酵が進んでいる

ものが多いことが分かった。鶏ふん堆肥について

は，全窒素と無機態窒素共に最も多く含んでいる

が，硝化が進んだ堆肥はごく少なかった。これは，

鶏ふんの堆肥化処理方法が発酵よりも乾燥処理が

主であるため７），処理過程で水分が低下し硝化細

菌を含めた微生物の活性が失われ，有機物の分解

が停止すると同時に硝化反応も進まなかったと推

測される。
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表３　畜種別堆肥の全窒素及び無機態窒素（現物中）

牛ふん
（N＝25)

豚ぷん
(N=43)

鶏ふん
(N=23)

全窒素量　　   　    平均値 1.1 2.2 2.2

(%)　　　  　　 　   最大値 1.9 4.3 3.8

　　　　　　　  　   最小値 0.5 0.5 1.3

標準偏差 0.4 0.9 0.6

アンモニア態窒素     平均値 576 3,197 3,646

(mg/kg)       　　    最大値 2,916 9,463 13,994

　　　　              最小値 0 0 312

標準偏差 802 2,904 3,685

硝酸態窒素          平均値 256 685 653

(mg/kg)　            最大値 1,491 6,784 10,087

　　　　　            最小値 0 0 0

標準偏差 396 1,330 2,151

無機態窒素/全窒素　　平均値 11.4 17.8 19.4

(%)                 最大値 54.5 78.6 89.9

　　　　　　       　最小値 0.5 0.6 1.7

標準偏差 11.6 15.8 22.2

 

２ 試験１ 

 培養した堆肥の堆肥由来無機態窒素量の推移に

ついてその特徴を整理したところ，大きく次の６

つのパターンに類別できた。 

Ａ：ほぼ一定に推移するもの 

Ｂ１：初期に減少するが増加に転じ，４週以降も

増加を続けるもの 

Ｂ２：初期に減少するが増加に転じ，４週以降も

一定に推移するもの 

Ｂ３：初期に減少するが増加に転じ，４週以降再

び減少するもの 

Ｃ１：期間中継続して減少が続くもの 

Ｃ２：初期に減少し，その後一定に推移するもの 

表４　畜種・製造方法別窒素無機化パターン

Ａ Ｂ１ Ｂ２ Ｂ３ Ｃ１ Ｃ２ その他
堆肥舎 3 1 1 4 2 1
開放撹拌 7 1 3 3 1
密閉縦型 1
堆肥舎 1 3 1 1
開放撹拌 1 2
密閉縦型 2 1
堆肥舎 1
開放撹拌 2 2
密閉縦型 2 3

注）数値は試料点数

豚

鶏

畜種

牛

製造法
窒素無機化パターン

 

 

牛ふん堆肥は様々なパターンが確認できたが，

一定に推移するものや，培養期間中継続的に有機

化するものが多いという特徴があった（図１～３）。          

豚ぷん堆肥は培養直後に一度有機化し２～３週目
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に無機化する特徴が確認できた（図４）。 

鶏ふん堆肥も豚ぷん堆肥と同様に培養直後に有

機化するが，２週以内に無機化し４週間は無機化

が進むがが，４週以降の変化量は小さいものが，

ほとんどであった（図５）。 

堆肥の窒素無機化パターンは，副資材の混入割

合や，堆積期間，腐熟度などの複数の要因によっ

て決定するとの報告がある５）。今回の試験におい

て様々なパターンが確認された牛ふん堆肥につい

ては，C/N 比が 20 以上のものは継続して有機化す

ることが確認できたが，C/N 比が 15 以下のもので

も同様のパターンを取るものもあり，C/N 比以外

の要因も強く影響していることが確認できた（図

6）。 

また，アンモニア態窒素よりも硝酸態窒素が多

い堆肥は，土壌施用後の無機態窒素量が一定に推

移するものが多いことが確認でき，無機化パター

ンに影響を与えていることが分かったが（図 7）,

堆肥の製造方法と窒素無機化パターンの関係は判

然としなかった。 

豚ぷん堆肥及び鶏ふん堆肥については，易分解

性有機物が比較的多く残存していたため，施用直

後に無機態窒素が微生物に取り込まれ，一時的に

有機化したと推測される。また，鶏ふん堆肥には

尿酸態窒素が含まれており，これが土壌施用後に

急速に無機化されるとされている２）。今回の試験

においても前述の理由から豚ぷんと比較して早い

段階で無機化に転じたと考えられた。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１．牛ふん堆肥の無機態窒素量の推移（A パ

ターン） 
 

図２．牛ふん堆肥の無機態窒素量の推移（Ｂパ

ターン） 

図３．牛ふん堆肥の無機態窒素量の推移（Ｃパタ

ーン） 

図４．豚ぷん堆肥の無機態窒素量の推移 
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３ 試験２ 

 培養期間中の堆肥由来無機態窒素量の推移を図

８から１０に示した。アの堆肥は培養直後から無

機化が進み，８週目以降は安定して推移した。無

機態窒素の組成を見ると，アンモニア態窒素が培

養直後から４週まで増加し，４週以降から硝酸態

窒素の生成が始まり，８週以降増減はなかった。

オの堆肥は施用直後に若干増加したが培養期間中

安定して推移した。それ以外の３種類の堆肥は培

養直後に有機化し，２週後から無機化に転じ，１

～４ヶ月後の期間で大きな変化は見られなかった。 

 アの堆肥は，排出後１週間以内の糞であるため

易分解性有機物を多く含んでおり，土壌中で易分

解性有機物の分解が進み同時に硝化反応が進んだ

と考えられた。 

オの堆肥は，堆肥舎で４ヶ月間堆肥化処理され

た堆肥であり，発芽評価による腐熟度検査結果や，

硝酸態窒素が含まれていたことなどから完熟状態 

であったと判断できる。そのため，易分解性有機

物が少なく，土壌施用後の変化が少なかったと推

測される。 

 

 

 イ，ウ，エの堆肥は堆積期間及び製造方法がそ

れぞれ異なるが，同様のパターンが確認できた。

硝酸態窒素が増加していないことから，施用直後

のアンモニア態窒素の減少原因は硝化反応ではな

く，アンモニア態窒素の一部が有機化したと推定

される。培養後１週から４週で再度アンモニア態

窒素が増加し，４週以降にアンモニア態窒素が減

少すると同時に硝酸態窒素の生成が確認された。

培養後８週以降はどの堆肥も大きな増減は見らな

いことから，豚ぷん堆肥の場合，硝酸態窒素の形

から有機化することはほとんどないと考えられた。 

以上の事から，完熟堆肥でない堆肥を施用した

場合でも，生糞のような極端に易分解性有機物が

多いもの以外では，土壌への施用後４週以降に作

付けを行うことで，堆肥由来の窒素を肥料として

活用できると考えられた。 

 

 

 

 

 

図５．鶏ふん堆肥の無機態窒素量の推移 

図６．牛ふん堆肥のパターン別 C/N 比 図７．牛ふん堆肥のパターン別無機態窒素組成 
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 以上の結果から本県で流通している堆肥中の無

機態窒素特性を活かした堆肥の施用法を考えた場

合，牛ふん堆肥は窒素含有量が低く，土壌施用後

に無機態窒素が大きく増加するものは見られなか

ったため，施用当作において高い窒素肥効は期待

できないと考えられた。また一般的に用いられて

いる牛ふん堆肥の肥効率30％２）が見込めるものは

少ないと考えられた。 

豚ぷん堆肥及び鶏ふん堆肥は未分解な易分解性

有機物が残存しているものが多く，土壌への施用

後，一時的に窒素が有機化する堆肥が多いと考え

られるため，基肥として利用する場合には施用か

ら作付けまで４週間程度の期間を空けることで，

堆肥由来の窒素を有効に利用できると考えられた。 

今回行った牛ふん堆肥の培養試験結果では，製

造方法や C/N 比が同様の堆肥であっても異なる無

機化パターンが確認されたため，これらのみを指

標とした窒素無機化パターンの分類は非常に困難

図８. 試験２における堆肥由来無機態窒素量の経時的変化 

図９. 試験２における堆肥由来アンモニア態窒素量の経時的変化 

図 10．試験２における堆肥由来硝酸態窒素量の経時的変化 
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だと考えられた。今後，｢たい肥ナビ！｣へ窒素の

肥効時期を考慮したシステムを組み込むには，栽

培試験により窒素無機化パターンと肥効との関係

を確認し，パターン毎の施肥法を確立する必要が

ある。そのうえで個々の堆肥の窒素無機化パター

ンを培養試験により把握しデータベース化する方

法が有効であると考えられた。 

 

 引用文献及び参考文献 

１）古谷修,2005,「全国の堆肥センターで生産さ

れた家畜ふん堆肥の実態調査」，畜産の研究，59

巻 11 号，1181-1183  

２）「家畜ふん堆肥の品質評価・利用マニュアル」

平成 16 年３月 農林水産技術会議事務局農業・生

物系特定産業技術研究機構 68，23-24，57，65 

３）棚橋寿彦ら，2010，｢酸性デタージェント可溶

有機物と無機態窒素を指標とした牛ふん堆肥・豚

ぷん堆肥の窒素肥効評価｣，日本土壌肥料学雑誌，

第 81 巻，第４号，336-342 

４）｢家畜ふん堆肥の肥料成分・窒素肥効評価マニ

ュアル｣2010 年 3 月 実用技術開発事業 18053 マ

ニュアル作成委員会 

５）高橋朋子ら，2000， ｢家畜ふん堆肥の窒素無

機化パターン｣ 群馬畜試験報第７号，107-112  

６） 眞部幸子ら，2010，｢たい肥を活用した施肥

設計システム｢たい肥ナビ！｣の開発｣ 茨城県畜産

センター研究報告第 43 号，1-4  

７）山口武則ら，2000，｢家畜ふん堆肥の製造・利

用の現状とその成分的特徴｣，農業研究センター研

究資料，5-6 


