
 

栄養過多の土壌を活用しリン枯渇をくいとめる 

 

佐藤 心， 齊藤 綾乃， 安部 夏美， 藤田 美波 

秋田県立秋田南高等学校 ３年 Ｄコース１グループ  

 

近年、食物の高騰を引き起こし、食糧危機につながるリン資源の枯渇が指摘されている。今回の研究でリ

ンの輸入と排出のデータから栄養過多になっている土壌がある点に着目した。また、フィールドワークで、

補給型施肥と高窒素鶏ふんペレット堆肥がリン枯渇の改善につながること、さらにリンの循環に鶏ふん焼

却灰が有効であることが分かった。しかし、栄養過多の土壌のリンはそのまま活用できないため、解決策

として落花生の緑肥を用いることを検討した。その結果、栄養過多の土壌や鶏ふんのリンを活用すること

によって、リン資源枯渇の解決につながるものと考察した。 
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Ⅰ 問題の所在 

現在、リン資源の枯渇が問題となっている。図１

のとおり、現時点で採算の取れるリンは 180億トン

である。しかし、リンの年間消費量は１億 3800 万

トンであるため、単純に計算すると、リンは 130年

で枯渇してしまう。リンが枯渇すると、価格が高騰

する可能性がある。また、リン資源の品質が低下す

るが、資源として使えるリンは 540 億トンある。し

かし、採掘コストが上昇するため、採算が取れず、

どちらにしろリンの価格が高騰する。リン鉱石から

リン酸を作り、そのリン酸を肥料の成分として使っ

ているため、リンの価格の高騰によって、肥料を作

ることもできなくなり植物の成長を遅くしてしま

い、収穫量に影響し重大な食糧危機を引き起こすこ

とになる。このことから私たちは、リン枯渇を改善

したいと考えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ リン資源の採掘ピラミッド 

Ⅱ 問題の背景 

日本でのリン酸の現状について説明する。現在、

日本はリンを 100％輸入に頼っている。量にすると、

年間 70万トンほどである（図２）。日本では、リ

ンをさまざまな目的で輸入している。リン鉱石・肥

料として 50％、農畜産物・海産物として 44％、工

業原料として６％という内訳である。工業原料の一

例として、リンを使って、ろうそくなどの生活に使

う身近なものも作っている（図２）。リン資源は農

業だけでなく、工業原料などにも使われているため

リン枯渇は様々なことに影響を及ぼす。 

 

図２ リン資源の輸入 

 

図３ 使われるリン資源 
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リンの使用のされ方については土壌蓄積として

78％、水域流出として 13％、廃棄物として７％と

いう内訳である（図３）。水域流出はリン酸の土壌

蓄積が過剰であることが原因だと考えられる。この

ことから、リン酸の土壌蓄積の過剰がリン資源の

90％の消費につながっていると考えられる。こうな

った原因は肥料をたくさん与えれば収穫量の増加

に結びつくと農家が思いこんだこと、年に何回も栽

できる作物が出てきたこと、施設園芸農業が普及し

肥料が土壌から出ていく量が減ったことであると

言われている。また、特にリン酸は過剰に与えても

影響がほぼないため気づきにくいことも原因の１

つである。それによって、地球の水環境への悪影響

も出ている。肥料の成分は水に溶けやすく、土壌に

蓄積した過剰なリン酸が雨水とともに河川へ流出

し富栄養化の結果アオコの発生、赤潮などにつなが

っている（図４）。その一方でリンを必要としてい

る土壌もある。 

よって過剰に土壌に蓄積したリン酸を有効活用

し、リンの蓄積の少ない土壌には補給しリンの循環

を作り、リン資源の輸入を減らすべきであると考え

る。 

 

 

 

 

 

 

 

図４ アオコが発生し富栄養化になった川 

 

Ⅲ 仮説 

１ 高窒素鶏ふんペレット堆肥 

 土壌に多くのリンが蓄積した時の解決策の１つ

として高窒素鶏ふんペレット堆肥を挙げたい。この

堆肥はリンの濃度が低く、窒素の濃度が高いため、

リンが蓄積しすぎた土壌に使用できる。 この堆肥

の特徴として次のことが挙げられる。ブロイラー鶏

ふん堆肥と尿素を重量比８：２で混合・ペレット化

していて、肥料全体に窒素 11％、リン酸３％、カ

リ２％含まれている。また、大きさは機械施肥に適

合するように直径 5.5～6.0mm、長さ 9.5～11.0cm

に作られている。そして、リン酸やカリが蓄積して

いる圃場１）での利用に適している。 

高窒素鶏ふんペレットは使用する耕種農家 2）に

とってメリットが多い。例えば、ハンドリングの向

上、つまり、ほこりが少なく、容積が減少され、機

械での散布が可能である。そして、一般のペレット

肥料と比較して、窒素濃度に比べリン酸・カリの濃

度が低いため、養分過剰蓄積圃場で使いやすく、肥

料費削減が可能であり、農作物の生育が安定してい

る。デメリットとして、リン酸・カリが少ないため、

定期的な土壌診断 3）をして土壌の状態を知る必要

がある。その際、ＪＡ（農協）などの農業機関に頼

んで有料で土壌診断 3）をしてもらうことになる。最

近ではインターネット通販でも簡単で安い土壌診

断 3）キットが売っているが、それだけでは正確な診

断ができないなど課題もある。 

 

図５ 高窒素鶏ふんペレット堆肥 

 

しかし、堆肥を販売する企業にとっては、デメリ

ットが多い。１つめは、ペレット化するのにコスト

がかかることである。設備の導入費用、堆肥の水分

低下にかかる処理費用などでコストが増加してし

まう。２つめは、ペレット形状が大きいことである。

ペレット形状が大きいため、水稲の側条施肥機 4）

への対応が不可となっている。３つめは、窒素含有

量が少ないことである。鶏ふん由来の窒素を二割し

か含まないため、特別栽培用肥料 5）として使用がで

きない。４つめは、ペレット化するのに手間がかか

ることである。一般のペレット堆肥と比較すると尿

素添加にかかる手間が増加してしまう。５つめは、

鶏の生育状態や品種に左右されるためはっきり数

値を出すことが難しいことである。堆肥は動物によ

 



 

って含まれる成分やその成分の濃度が異なる。人間

の排泄物が糖尿病だと糖が多いし、コレステロール

が高いと脂肪が多いのと同じで個体によって成分

が違うので一概には言えないのだ。 

畜産農家側にもデメリットがある。ペレット化す

るときに、使う堆肥の量が少ないため、畜産農家側

にたまった堆肥を効率よく消費できないことなど

がある。 

しかし、土壌内に蓄積したリン酸は多くの植物は

吸収できない。土壌中にリン酸を加えるとリン酸が

溶け出してリン酸はイオンの形で存在する。リン酸

イオンは陰イオンの中でも異質で、土壌中にリン酸

を固定（リン酸固定）され、作物が吸収できない肥

料成分の形（不可給態）にしてしまう。その原因と

して、リン酸イオンは土の中に含まれる鉄、アルミ

ニウム、カルシウムのいずれかと必ず結合してしま

うことがある。カルシウムと結合するとリン酸カル

シウム（このように結合しているときのリン酸を可

給態リン酸と呼ぶ。）となり植物は吸収可能だが、

鉄やアルミニウムと結合すると不可給態になって

しまう。それには、土壌の性質が関わっている。火

山灰土は鉄やアルミニウムが多く含まれているの

で溶けだし、リン酸イオンと結合してしまう。残念

なことに日本の土は 47％が火山灰土である。土壌

中に含まれているリン酸は不可給態リン酸で植物

が吸収できるようにする必要がある。 

２ 落花生緑肥 

そこで、私たちは不可給態リン酸でも吸収できる

ラッカセイに目をつけた。ラッカセイはキレート活

性というはたらきをする。キレート活性とは、根の

細胞壁にリン酸鉄やリン酸アルミニウムが結合し、

リン酸イオンのみを吸収し、鉄やアルミニウムがこ

れ以上結合できない飽和状態になると根の表面が

脱落し新しい根の表面が形成されるしくみである

（図６）。 

このしくみがあるので、ラッカセイを生育させる

際にリン酸の施用は必要ない。また、アーバスキュ

ラー菌根菌（ＡＭ菌）がはたらく。ＡＭ菌は、根の

外側に伸ばした菌糸によって土壌からリン酸などの

養分や水を吸収し共生している植物に運ぶ役割をし

ている。ＡＭ菌の菌糸はとても細く、根の届かない

土壌の粒の隙間からリン酸を吸収することができる。 

緑肥とは、栽培した植物を田畑にすきこみ、次に

栽培する作物の肥料にすること、あるいは、そのた

めの植物そのもののことである。土壌中のリン酸を

いったんラッカセイに吸収させ、それを緑肥として

すきこみ、リン酸を吸収できる状態にし、次に栽培

する作物にいったん吸収させたリン酸を使い、土壌

に蓄積したリン酸を有効活用できると考えた。 

 

図６ キレート活性 

 

３ 鶏ふん焼却灰 

土壌にリンが蓄積していない状態のときの解決

策として鶏ふん焼却灰を挙げたい。鶏ふん焼却灰と

は鶏ふんを焼却して得られる灰のことである。 

 

図７ 鶏ふん焼却灰 

 

これを使用するメリットは４つある。１つめは、

この焼却灰には鶏ふんに含まれていたリンが残っ

ており、この焼却灰を肥料として散布することがで

きることである。２つめは、無機物質として扱える

ようになることだ。仮に鶏が病気を持っていたとし

ても、焼却することで加熱殺菌されるため、焼却灰

には病原体が残らない。３つめは、鶏ふん焼却灰が

アルカリ性のため、土壌の㏗を大きくすることがで

きる（図８）。 

土壌の最適 pHは 6.0～6.5 である。過度に酸性だ

と、アルミニウムが溶け出し植物に吸収され、リン



 

の吸収を阻害する。また、日常的に降る雨が土壌を

酸性化させる原因にもなっている。そのため、土壌

の酸性を防ぐ必要がある。過度な酸性の土壌では、

㏗を大きくして、土壌を最適㏗に近づけなくてはな

らない。鶏ふん焼却灰はアルカリ性だから、過度な

酸性土壌に散布すれば、土壌を最適㏗に近づけ長期

的に利用できる。４つめは、焼却灰を分解する工程

を経れば、リン単体として取り出すことができるこ

とだ。リン単体になれば使い勝手がよく、農業だけ

でなく他の産業分野にも活用が可能である。 

 

図８ ㏗基準 

 

デメリットは３つある。１つめは、コストがかか

ることだ。鶏ふんを焼却灰にするためにはボイラー

施設を設置し、その際に発生する事業費と電気代を

払う必要がある。２つめは、鶏ふんを焼却しなくて

はいけないことだ。鶏ふんには窒素やリン酸が多く

含まれている。鶏ふんをそのまま投与することは環

境破壊の原因となるため、窒素の含有量を減らす必

要がある。焼却することで窒素酸化物は大気中に放

出されてしまう。３つめは、熱処理することで大気

中に二酸化炭素などの温室効果ガスが排出され、地

球温暖化につながる可能性があることだ。このよう

に、鶏ふん焼却灰にもメリット・デメリットがある

が、リン資源を循環させるためには、鶏ふん焼却灰

も有効な解決策であると考える。 

 

Ⅳ 仮説のまとめ 

補給型施肥をもとに土壌診断し、可給態リン酸が

多い場合、高窒素鶏ふんペレット堆肥を使い、不可

給態リン酸が多い場合ラッカセイを栽培して緑肥と

して用いて土壌中のリン酸を可給態リン酸にし、高

窒素鶏ふんペレット堆肥とともに使い、リン酸が少

ない場合鶏ふん焼却灰を使用する。１年ごとに土壌

診断を行い、その結果に従って上記３つの解決策を

使い分ける。これによって土壌に蓄積したリンを有

効活用でき、リンの輸入が減り、リン枯渇の改善が

できると考える。 

 

図９ 仮設のまとめイメージ図 

 

Ⅴ 検証 

補給型施肥とは、土壌に蓄積しているリン酸やカ

リウムなどの栄養素を土壌診断で調べて、その土壌

に蓄積している栄養素を堆肥で補う考え方である。

具体的に言うと、収穫物による肥料成分持ち出し量

と降雨等浸透水による土壌養分の溶脱量を計測し

て不足した栄養素を堆肥で補うということである

（図 10）。養分過剰と認められれば「減肥基準」を

参考にして、適正値に近づくように肥料を減らして

与える（図 11）。リン酸が多い土壌では、リン酸の

含有量が少ない高窒素鶏ふんペレット堆肥を使用

したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10 リン酸収支 
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図 11 減肥基準の考え方 

 

図 12 肥料費の比較 

 

表１ リン酸とカリウムの施用量の比較 

（窒素 10kg/１ａ） 

 

10ａの農場で 4500kg のキャベツを栽培しようと

すると、補給型施肥基準に基づいてリン酸を４kg、

窒素を 10～12 ㎏必要とする。高窒素鶏ふんペレッ

ト堆肥は窒素が多く、リン酸が少ないことが特徴で

あるため、窒素を 10 ㎏与えるとすると、高窒素鶏

ふんペレットは 114㎏必要とする。一般の鶏ふんに

比べて、高窒素鶏ふんペレット堆肥は容積が原料堆

肥の 2/3～1/6 になり、一般の鶏ふんと比べると、

７％の重量となり非常に少ない量で済むことにな

る。それによって、輸送費用も一般の鶏ふんに比べ

て安価になり、散布量が少なくて済むため散布が楽

になる。また、肥料費も化学肥料に比べて安くなる

（図 12）。リン酸は肥料の中に３％含まれているた

め、リン酸の量は 3.42 ㎏という計算になる。これ

は施肥基準より 0.58 ㎏少ない量であり、その分過

剰に蓄積したリン酸を活用できる（表１）。 

不可給態リン酸が多い土壌ではラッカセイ緑肥

を利用する。緑肥は肥料効果だけでなく、土壌の保

護・改善効果、雑草制御、病害虫・有害線虫の防除、

天敵の保護・増殖、農村景観美化などの機能につい

て着目されている。ラッカセイのすきこみ後、３週

間以上おいてから作物の種まきをする。ラッカセイ

の緑肥はリン溶解菌のうち糸状菌の活性化を促す。

リン溶解菌は溶けにくいリン酸を溶けるようにす

るはたらきをするため、次に栽培する作物にリン酸

を届けることができる。グラフからラッカセイの緑

肥はリン酸無施用にも関わらず、リン酸のある区画

に近い生育を示したことが分かる。このことから、

ラッカセイの緑肥はリン酸を追加供給することな

しに作物を育てられる（図 13）。リン酸が少ない土

壌では、リン酸の含有量が多い鶏ふん焼却灰を使用

したい。 

石灰はアルカリ性で、虫よけ効果があり、土壌の

酸化を防ぐ効果がある。リン酸が４㎏必要な場合、

約 18 ㎏の鶏ふん焼却灰で賄うことが出来る（表２）。 

 

 

図 13 緑肥のすきこみやリン酸施用量が 

コムギの生育に及ぼす影響 

 

表２ 鶏ふん焼却灰に含まれる成分 
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Ⅵ 結論 

緑肥はすきこみ後、３週間以上経たないと作物を

植えられないというデメリットはあるが、リン酸肥

料の施用量削減には大きな効果がある。高窒素鶏ふ

んペレット堆肥と鶏ふん焼却灰には上記のような

問題があるが、リン資源の枯渇をくい止めるために

とても有効であり、また農家にとってのメリットの

多い肥料であり、緑肥とともに広めていくべきであ

ると考える。鶏ふん焼却灰は鶏ふんからリン酸を取

り出すことができるため、堆肥よりも使い勝手がよ

く化学肥料の代替となることができるだろう。そし

て、取り出したリンは肥料だけでなく、工業製品の

原料としても使用できるだろう。それぞれを使用す

るには土壌の状態を常に農家が理解している必要

がある。しかし、土壌診断は農家単体で行うことは

難しくＪＡや、この度フィールドワークに行かせて

頂いた農業研究センターの協力が不可欠だ。そのた

め、農家とそういった機関とが協同した農業システ

ムになることも重要であると考える。 
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注 

1)圃場：作物を栽培する田畑のこと。 

2)耕種農家：田畑を耕し、作物を作る農家のこと。 

3)土壌診断：土壌に栄養素がどのくらい含まれているか

ＪＡなどの農業機関に依頼し土壌の栄養状態を知るた

めのもの。 

4）側条施肥機：苗を移植するときに苗横３～５cm、深さ

３～５cm程度に施肥するための機械のこと。 

5)特別栽培用肥料:特別栽培農産物に使用できる肥料の

こと。特別栽培農産物とは、化学合成農薬および化学

肥料の窒素成分を慣行レベルの５割以上削減して生産

した農産物のことである。 
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