
家畜ふん堆肥を原料としたペレット肥料の成分調整に用いる窒素肥料の

種類及び施肥方法がキャベツの生育及び収量に及ぼす影響
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家畜ふん堆肥を原料とし、窒素肥料を混合して窒素成分を調整したペレット肥料について、添摘要：

加する窒素肥料の種類とうね内局所施肥方法がキャベツの生育、収量に及ぼす影響を検討した。

１ ＣＤＵ混合有機ペレットは、培養窒素発現量を考慮してうね内局所施肥法で施用したところ、11

。 、 、月穫りキャベツでは化成肥料と同等の収量が得られた しかし 12 月穫りキャベツでは肥効が遅く

収量が劣った。

２ ＣＤＵより肥効の速い尿素を用いて初期の肥効を高めた尿素混合有機ペレットを用いたところ 12、

月穫りキャベツのうね内局所施肥法では、化成肥料以上の収量が得られた。

キャベツ、家畜ふん堆肥、ペレット、局所施肥キーワード：
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the Application Methods with Pelleted Fertilizer Made of Livestock

Manure in the Cultivation of Cabbage
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The present of study was attempted to investigate the effects of growth and yield in cabbageAbstract：

by the fertilizer application methods such as localized deep placement of fertilizer and showing high

fertilizer efficiency at early growing stage, using the pelleted fertilizer which was made of livestock

manure and mixed with CDU or urea nitrate fertilizers for adjustment of nitrogen concentration.

. When the pelleted manure mixed with CDU fertilizer was applied in more amount of nitrogen by１

the method localized deep placement of fertilizer, the yield of cabbage harvested in November was

similar to that by application of compound fertilizer. But the yield of cabbage harvested in December

was lower than that by application of nitrate fertilizer.

. When the pelleted fertilizer mixed with urea which has higher fertilizer efficiency than CDU at２

early growing stage was applied by the method localized deep placement of fertilizer, the yield of

cabbage harvested in December was higher than that by application of compound fertilizer.
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緒 言

家畜排泄物法の施行で、家畜ふん堆肥の適正使用及び

利用促進が図られているが、さらなる利用拡大には、露

地野菜作で肥料としての利用が必要である。堆肥を肥料

として利用するため、その肥料成分のうち有効化率が高

いリン、カリウムの基肥施用を減らしたり、有効な可給

態窒素成分量を考慮した施肥設計が行われている。しか

し、堆肥を安定的に肥料として利用するためには、堆肥

の長期保存や投入時期が限られるなどの問題があるた

、 。 、め 成分の調整や成型などが必要である 既に当場では

家畜ふん堆肥のペレット化技術や、施肥の効率化を目的

とした化成肥料のうね内条施肥技術を開発した 。ま１－４）

た、堆肥と窒素肥料の組み合わせが、化成肥料とほぼ同

等の収量をあげることが可能であるとしてる 。５，６）

そこで、本試験ではこれらの知見を参考に、家畜ふん

堆肥を原料とし、ペレットの成型時に窒素成分で５％以

上となるように添加した窒素肥料の種類及びペレット肥

料の施用方法がキャベツの生育、収量に及ぼす影響につ

いて検討した。

材料及び方法

１ 育苗方法、試験ほ場及び栽植密度

いずれの試験も、育苗は 128 穴セルトレイを用い、ガ

ラス温室内で行った。栽培試験は、場内露地ほ場（中粗

粒灰色台地土、長久手統）で行った。各試験における栽

植密度は、うね間 60cm、株間 33cm、単条植えで、500

株/ａとした。

２ 植物体の採取及び調製方法

植物体は、地上部を外葉部と結球部に分けて生体重を

測定した。70 ℃で１週間通風乾燥し、乾物重を測定後

に粉砕して分析に供した。

３ 植物体の分析方法

全窒素は、粉砕試料をＮＣアナライザー（ジェイサイ

エンス・ラボ製ＪＭＩ 1000 ＣＮ）で定量した。

４ 供試資材

有機ペレット肥料は、豚ふんを主体とした家畜ふん堆

肥にＣＤＵまたは尿素を混合し、窒素含量を 5％以上に

、 （ 、 、調整後成型し ペレット化 直径 4.8 ㎜ 長さ 10.0 ㎜

仮比重 0.7 ｇ･ ）した。ＣＤＵ混合有機ペレットの成㎤-1

、 （ ）、分は N-P O -K O ＝ 6.2-5.9-4.1 ＣＤＵ 11.9 ％含有2 5 2

無機態窒素含量 0.45 ％、培養窒素発現量 2.35 ％、尿素

混合有機ペレットの成分は、N-P O -K O ＝ 5.8-4.7-3.32 5 2

（尿素 7.7 ％含有 、無機態窒素含量 0.57 ％、培養窒素）

発現量 2.97 ％のものを使用した。培養窒素発現量につ

いては、乾土 20 ｇ相当量の未風乾の細粒黄色土に有機

ペレット資材を混合して、最大容水量の 60 ％となるよ

うに蒸留水を加え、30 ℃で４週間静置培養し、静置培

養後の無機態窒素量から培養前の値を差し引いて算出し

た。

５ 局所施用方法

ペレットうね内施用機は、トラクタに装着し、一行程

で３うね同時にうね立てしながら、うね内の約 13cm の

深さに棒状（条施肥）に局所施用するものを用いた。仕

様の概要は ホッパ－は繰出量が 90 ｇ･sec で 容量 90、 、-1

、 、Ｌのものを３槽装着しており 有効作業幅 180 ～ 195cm

条間 60 ～ 65 ㎝、うね立て条数３条である。

６ 試験項目

試験１ ＣＤＵ混合有機ペレットの施用方法がキャベツの生

育及び収量に及ぼす影響

（１） 11 月穫り栽培試験

、‘ ’、 、供試品種は ＹＲしぶき は種は 2003 年８月４日

基肥施用及びうね立ては８月 31 日、定植は９月１日、

調査は ９月 16 日 29 日 10 月 15 日 27 日 11 月 10、 、 、 、 、

、 （ ） 。 、 、日 26 日 収穫時 に行った 施肥は 無肥料区には

基肥を施用しなかった。基肥は、化成肥料区はＣＤＵ化
-1成（N-P O -K O ＝ 12-12-12）で窒素成分 17 ㎏・10 ａ2 5 2

施用し、ペレット全層区は、ＣＤＵ混合有機ペレットで

18 ㎏・10 ａ 施用した。ペレット局所無追肥区及びペ-1

レット局所区は、18 ㎏・10 ａ 、ペレット局所増量区は-1

窒素の溶出量が 18 ㎏・10 ａ となるように 24 ㎏・10（ ）-1

ａ それぞれＣＤＵ混合有機ペレットを局所施用した。-1

追肥は、９月 30 日、10 月 28 日に化成肥料（N-P O -K O2 5 2

） 。＝ 16-0-16 を各回窒素成分で 7.5kg・10 ａ 施用した-1

無肥料区及びペレット局所無追肥区には追肥を施用しな

かった（表１ 。）

（２） 12 月穫り栽培試験

供試品種は ＹＲしぶき２号 は種は 2003 年８月 11‘ ’、

日、基肥施用及びうね立ては８月 31 日、定植は９月８

日 調査は９月 22 日 10 月７日 22 日 11 月４日 17、 、 、 、 、

、 （ ） 。 、 （ ）日 12 月 22 日 収穫時 に行った 施肥は 試験１ １

と同様に施用した。追肥は、10 月７日、11 月４日に化

成肥料（N-P O -K O ＝ 16-0-16）を各回窒素成分で 7.5kg2 5 2

・10 ａ 施用した。無肥料区及びペレット局所無追肥区-1

には追肥を施用しなかった（表１ 。）

試験２ 有機ペレットに添加する窒素肥料の種類がキャベ

ツの生育及び収量に及ぼす影響

供試品種は ＹＲしぶき２号 は種は 2004 年８月 11‘ ’、

、 、 、日 基肥施用及びうね立ては９月４日 定植は９月６日

追肥は 10 月２日、10 月 27 日、12 月６日に化成

（N-P O -K O=16-10-14）を各回窒素５ kg･10 ａ 施用し2 5 2
-1

た。調査は、10 月１日（生育初期 、12 月 24 日（収穫）

時）に行った。施肥は、無肥料区には施用しなかった。

、 （ ）、基肥は 化成肥料区は園芸化成 N-P O -K O ＝ 14-8-142 5 2

ＣＤＵペレット全層区及び尿素ペレット全層区はＣＤＵ

混合有機ペレット及び尿素混合有機ペレットをそれぞれ

20 ㎏･10 ａ 全層施用した。尿素ペレット局所区は、尿-1

素混合有機ペレットを 20 ㎏･10 ａ うね内に局所施用-1

し、追肥は、10 月２日、10 月 27 日、12 月６日に化成

肥料（N-P O -K O ＝ 16-10-14）を無肥料区を除いた各区2 5 2

に３回それぞれ窒素５ kg･10 ａ ずつ施用した。-1
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基肥 追肥 合計
無肥料区 － 0 0 0
ペレット全層区 CDU混合有機ペレット 全層 18 15 33
ペレット局所無追肥区 CDU混合有機ペレット うね内局所 18 0 18
ペレット局所区 CDU混合有機ペレット うね内局所 18 15 33
ペレット局所増量区 CDU混合有機ペレット うね内局所 24 15 39
化成肥料区 CDU化成 全層 17 15 32

表１　試験１における試験区の構成

試験区 施用資材 基肥施肥方法
窒素施用量 (kg・10a

-1
)

試験２ 有機ペレットに添加する窒素肥料の種類がキャベ

ツの生育及び収量に及ぼす影響

供試品種は ＹＲしぶき２号 は種は 2004 年８月 11‘ ’、

、 、 、日 基肥施用及びうね立ては９月４日 定植は９月６日

追肥は 10 月２日、10 月 27 日、12 月６日に化成

（N-P O -K O=16-10-14）を各回窒素５ kg･10 ａ 施用し2 5 2
-1

た。調査は、10 月１日（生育初期 、12 月 24 日（収穫）

時）に行った。施肥は、無肥料区には施用しなかった。

、 （ ）、基肥は 化成肥料区は園芸化成 N-P O -K O ＝ 14-8-142 5 2

ＣＤＵペレット全層区及び尿素ペレット全層区はＣＤＵ

混合有機ペレット及び尿素混合有機ペレットをそれぞれ

20 ㎏･10 ａ 全層施用した。尿素ペレット局所区は、尿-1

素混合有機ペレットを 20 ㎏･10 ａ うね内に局所施用-1

し、追肥は、10 月２日、10 月 27 日、12 月６日に化成

肥料（N-P O -K O ＝ 16-10-14）を無肥料区を除いた各区2 5 2

に３回それぞれ窒素５ kg･10 ａ ずつ施用した。-1

試験結果

試験１ ＣＤＵ混合有機ペレットの施用方法がキャベツの生

育及び収量に及ぼす影響

（１） 11 月穫り栽培試験

11 月穫り栽培試験の結果を表３及び表４に示した 11。

月穫りキャベツにおける生体重は、ペレット局所増量区

が化成肥料区とほぼ同等であった。次いでペレット局所

区、ペレット全層区の順であった。ペレット施用区の中

、 、では ペレット全層区が局所施肥区に比べて劣っており

ペレット全層区の生体重は、11 月 10 日まで増加し、そ

の後増えなかった。一方、ペレット局所区とペレット局

所増量区は 11 月 10 日から 26 日にかけて大きく増加し

た。また、ペレット局所無追肥区は、９月 30 日の追肥

施用後からの増加が追肥を施用した他の区に比べ、低か

った。しかし、11 月 10 日 から 26 日にかけてペレット

愛知県農業総合試験場研究報告第 37 号

9月16日 9月29日 10月15日 10月27日 11月10日 11月26日
無肥料区 0.02 0.12 0.26 0.29 0.26 0.23 -
ペレット全層区 0.04 0.40 1.25 1.95 3.90 3.03 42
ペレット局所無追肥区 0.05 0.30 0.92 0.86 0.86 1.03 23
ペレット局所区 0.05 0.33 1.39 2.36 3.52 3.79 55
ペレット局所増量区 0.06 0.34 1.60 2.58 2.94 4.10 50
化成肥料区 0.09 0.40 1.55 2.54 4.25 4.21 63

試験区
窒素吸収量（ｇ･株-1） 施肥窒素

利用率(%)

表４　　11月穫りキャベツにおけるCDU混合有機ペレットの施用方法が
                           窒素吸収量及び施肥窒素利用率に及ぼす影響

結球重

9月16日 9月29日 10月15日 10月27日 11月10日 11月26日 （ｇ･株-1）
無肥料区 4 33 98 144 145 126 a

3) －

ペレット全層区 5 97 376 638 1740 1564 bc 939
ペレット局所無追肥区 6 65 313 384 502 738 a 334
ペレット局所区 7 72 368 713 1433 1845 cd 1140
ペレット局所増量区 8 79 395 739 1126 2035 c 1287
化成肥料区 12 86 391 800 1701 2127 bd 1364
注１）無肥料区は結球しなかった。
注２）11月10日から11月26日の間における生体重の減少は、外葉の落葉によるものである。
注３）異符号間に有意差あり（ｐ＜0.05）。

試験区
生体重（ｇ･株

-1
）

表３　　11月穫りキャベツにおけるCDU混合有機ペレットの施用方法が生育及び結球重に及ぼす影響

基肥 追肥 合計

無肥料区 － － 0 0 0
CDUペレット全層区 CDU混合有機ペレット 全層 20 15 35
尿素ペレット全層区 尿素混合有機ペレット 全層 20 15 35
尿素ペレット局所区 尿素混合有機ペレット うね内局所 20 15 35
化成肥料区 園芸化成 全層 20 15 35

表２　試験２における試験区の構成

試験区 施用資材 基肥施肥方法
窒素施用量 (kg・10a-1)
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全層区の生体重がむしろ減少したのに対し、ペレット局

所無追肥区では増加した。

窒素吸収量においても、ペレット全層区は 11 月 10 日

以降増えず、ペレット増量区は 11 月 10 日から 26 日に

かけて増加した。化成肥料区は、11 月 10 日から 26 日

にかけて生体重は増加したが、窒素吸収量は増加しなか

った また ペレット局所無追肥区は 10 月 15 日から 11。 、 、

月 26 日にかけてほとんど窒素を吸収せず、11 月 10 日

から 26 日にかけて吸収した窒素量は、わずかに 0.17 ｇ

と低かった。無肥料区の窒素吸収量を差し引いて求めた

収穫時の施肥由来の窒素利用率は、化成肥料区が 63 ％

と最も高く、次いでペレット局所区、ペレット局所増量

区、ペレット全層区、ペレット局所無追肥区の順で、い

ずれの区も化成肥料区より低かった。ペレット施用区の

、 。 、中では ペレット全層区が局施用区より低かった また

無追肥区の窒素吸収量を差し引いて求めたペレット局所

区の追肥窒素の利用率は、92 ％と高かった。

（２） 12 月穫り栽培試験

12 月穫り栽培試験の結果を表５及び表６に示した 12。

月穫りキャベツにおける生体重は、ペレット全層区及び

ペレット局所区が化成肥料区とほぼ同等で、次いでペレ

ット局所増量区の順であった。ペレット施用区の生体重

は、11 月 17 日までは全層施用したペレット全層区が最

も重かった。局所施用したペレット局所区とペレット局

所増量区は、11 月 17 日から 12 月 22 日にかけての増加

割合が大きかった。窒素吸収量は、化成肥料区とペレッ

ト局所区が同等で、次いでペレット全層区、ペレット増

量区の順で、ペレット局所区以外は化成肥料区に比べて

少なかった。ペレット施用区の中では、ペレット全層区

とペレット局所増量区は、11 月 17 日以降あまり増えな

かったが、ペレット局所区は大きく増加した。化成肥料

区は同時期に生体重は増加したが窒素吸収量は増加しな

かった。また、ペレット局所無追肥区は、追肥を施用し

た他の区に比べ 10 月 20 日以降における生体重の増加が

低く、窒素吸収量も 11 月 20 日から 12 月 22 日にかけて

低くなっており、ほとんど窒素を吸収しなかった。

無肥料区の窒素吸収量を差し引いて求めた、収穫時の

施肥由来の窒素利用率は、ペレット局所区が 38 ％で化

成肥料区と同等であり、次いでペレット全層区、ペレッ

ト局所増量区の順であった。また、無追肥区の窒素吸収

量を差し引いて求めたペレット局所区の追肥窒素の利用

効率は、72 ％であった。

試験２ 有機ペレットに添加する窒素肥料の種類がキャベ

ツの生育及び収量に及ぼす影響

。 （ ）試験２の結果を表５に示した 生育初期 10 月１日

の生体重は、尿素混合有機ペレットを局所施肥した尿素

ペレット局所区が最も軽かった。次いで化成肥料区、Ｃ

ＤＵペレット全層区、尿素ペレット全層区の順で、尿素

ペレット局所区以外のいずれの区も化成肥料区より優れ

ていた。収穫時の生体重は、ペレットを局所施用した尿

清水・社本・恒川・恒川・矢部：家畜ふん堆肥を原料としたペレット肥料の成分調整に用いる窒素
肥料の種類及び施肥方法がキャベツの生育及び収量に及ぼす影響

9月22日 10月7日 10月20日 11月4日 11月17日 12月22日
無肥料区 0.04 0.08 0.22 0.26 0.33 0.52 -
ペレット全層区 0.10 0.25 1.00 1.48 2.57 2.80 34
ペレット局所無追肥区 0.05 0.30 0.72 0.66 0.71 0.82 9
ペレット局所区 0.05 0.33 0.82 1.62 1.83 2.98 38
ペレット局所増量区 0.03 0.34 1.07 2.00 2.38 2.49 25
化成肥料区 0.10 0.58 1.58 2.55 3.27 3.01 40

施肥窒素
利用率(%)

窒素吸収量（ｇ･株
-1
）

                                 窒素吸収量及び施肥窒素利用率に及ぼす影響
表6　　12月穫りキャベツにおけるCDU混合有機ペレットの施用方法が

結球重 窒素吸収量

10月1日 12月24日 （ｇ･株
-1
） （ｇ･株

-1
）

無肥料区 51 99 a
2) － 0.21 0

CDUペレット全層区 124 918 b 544 0.22 26
尿素ペレット全層区 146 627 c 319 0.23 17
尿素ペレット局所区 70 1363 d 911 2.82 37
化成肥料区 100 1245 d 796 2.45 32
注１）無肥料区は結球しなかった。
注２）異符号間に有意差あり（ｐ＜0.05）。

生体重（ｇ･株
-1
）

試験区

表７　　12月穫りキャベツにおける有機ペレットに添加する窒素肥料の
　　　　　　　   　　種類が生育、収量窒素吸収量及び施肥窒素利用率に及ぼす影響　　　　

施肥窒素
利用率(%)

9月22日 10月7日 10月20日 11月4日 11月17日 12月22日 11月17日 12月22日
無肥料区 8 25 74 121 144 220 a

2) － －
ペレット全層区 17 67 241 491 1059 1419 b 497 933
ペレット局所無追肥区 9 61 225 296 371 415 a 45 112
ペレット局所区 9 54 204 538 620 1409 b 141 834
ペレット局所増量区 6 64 264 661 686 1193 c 167 682
化成肥料区 19 138 388 821 1232 1492 b 641 1041
注１）無肥料区は結球しなかった。
注２）異符号間に有意差あり（ｐ＜0.05）。

結球重（ｇ･株-1）

表５　　12月穫りキャベツにおけるCDU混合有機ペレットの施用方法が生育及び結球重に及ぼす影響

試験区 生体重（ｇ･株-1）
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素ペレット局所区が最も重く、ペレットを全層施用した

尿素ペレット全層区及びＣＤＵペレット全層区は、生育

が劣った。特に最も重かった尿素ペレット局所区の生体

重は、10 月１日（生育初期）からの増加が大きく、化

成肥料区より増加率が 13 ％優れていた。

収穫時の窒素吸収量は、尿素ペレット局所区の窒素吸

収量が化成肥料区より多く、無肥料区の窒素吸収量を差

し引いて求めた、収穫時の施肥由来の窒素利用率も 37

％と最も高かった。尿素ペレット全層区及びＣＤＵペレ

ット全層区の窒素吸収量は、無肥料区とほぼ同等で低か

った。

考 察

ＣＤＵ混合有機ペレットは、従来施用されている化成

肥料よりも肥効が低いと考えられるため、施肥利用効率

を高める局所施肥方法について検討した。

11 月穫りキャベツ栽培において、ＣＤＵ混合有機ペ

レットの局所施肥を行ったところ、ＣＤＵ混合有機ペレ

ットの培養窒素発現量を考慮して多く施用したペレット

。 、局所増量区で化成肥料と同等の収量が得られた しかし

ペレット全層区及びペレット局所区の結球重は劣ってお

り、11 月穫りキャベツ栽培において、ＣＤＵ混合有機

ペレットを用いた場合、ペレット局所増量区のように栽

培期間中に想定される培養窒素発現量を考慮した窒素量

をうね内局所施用する施肥方法が、11 月穫りキャベツ

栽培に適していると考えられる。

12 月穫りキャベツにおいて、ＣＤＵ混合有機ペレッ

トの局所施肥を行ったところ、ペレット局所増量区の収

量は劣ったが、ペレット全層区及びペレット局所区の生

育は、化成肥料区とほぼ同等であった。しかし、ペレッ

ト全層区の結球重は 943 ｇ、ペレット局所区の調製重は

836 ｇと化成肥料区の 75 ～ 85 ％にすぎず、ペレット局

所区の追肥窒素利用率が高いことから、ＣＤＵ混合有機

ペレットの全層及び局所施肥は 11 月穫りと比較して 11、

月が約 15 ℃、12 月が約 10 ℃と地温が５℃以上も低下

する 12 月穫りでは、肥効パターンがキャベツの生育に

適さないと考えられる。ペレット局所区及びペレット局

所増量区は、11 月 17 日から 12 月 22 日にかけて、生体

、 。重がそれぞれ 2.3 倍 1.7 倍となり急激に増加している

、 、特にペレット局所区において 結球重が約６倍に増加し

その時期の窒素吸収量は 1.15 ｇも増加しており、12 月

穫り栽培におけるＣＤＵ混合有機ペレットの局所施用

は、化成肥料に比べて肥効が遅く、収穫時まで窒素の吸

収が続いていたと推察される。また、ペレット全層区と

化成肥料区の窒素吸収量の増加は、10 月 20 日から 11

月４日にかけて、それぞれ 0.48 ｇ、0.97 ｇ、その後 12

月 22 日まで 1.32 ｇ、0.72 ｇと化成肥料区に比べ、Ｃ

ＤＵ混合有機ペレット区の窒素吸収が遅いことから、Ｃ

ＤＵより肥効の速い窒素肥料を添加することが望ましい

と考えられる。

試験１において、ＣＤＵ混合有機ペレットの肥効が遅

かったことから、ＣＤＵより肥効の速い尿素を添加した

尿素混合有機ペレットを作成し、試験２を行った。12

月穫りキャベツにおいて、尿素混合有機ペレットを局所

施用したところ、尿素ペレット局所区では、慣行の化成

肥料区以上の収量が得られた。ＣＤＵ混合有機ペレット

及び尿素混合有機ペレットを全層施用した両区では、生

育が劣った。これは、試験１を行った 2003 年は、例年

より９月の降水量が少なく 11 月の降水量が 100 ㎜以上

多かったのに対し、試験２を行った 2004 年は、例年よ

り台風が多く９、10 月の降水量が 500 ㎜も多かったた

め、土壌中の窒素成分の溶脱が多く、窒素の有効化率が

化成肥料より低い有機ペレットでは、肥効が十分でなか

ったと考えられる。ＣＤＵ混合有機ペレットの初期生育

が化成肥料区の 1.2 倍と優れていたのも、定植後２回の

台風により初期生育が遅れ、他の区に比べて緩行性であ

るＣＤＵでは肥効が遅く溶脱が比較的少なかったためと

考えられる。さらに、尿素よりやや遅いが、ＣＤＵは加

水分解及び微生物分解されるため、高温多雨条件下にお

ける分解溶出速度は、極めて速いと推察される。また、

尿素混合有機ペレットの局所施肥は、初期生育が化成肥

料区の 70 ％と初期の生育が遅いことから、根が肥料成

分の存在する 13 ㎝の深さまで到達するまでの生育期間

がかかり 、なおかつ台風による初期生育の遅延、及び４）

無機態窒素の溶脱によるためであると考えられ、局所施

肥法においては、ＬＰＳの育苗培養土への添加など定植

直後の生育初期の肥効を高める技術 を組み合わせる７－９）

ことが、12 月穫りキャベツ栽培の初期生育促進技術と

して適応できると考えられる。試験２においては、尿素

混合有機ペレットの局所施用が、12 月穫りキャベツに

最も適したペレット及び施肥方法であると考えられる。

、 、以上の結果から 有機ペレットは局所施用することが

施肥方法として適しており、12 月穫りキャベツ栽培に

おいても尿素混合有機ペレットのうね内局所施用により

化成肥料以上の収量を得ることができ、添加する窒素肥

料は尿素のような速効性肥料が適しており、今回施用し

たペレットが、11 月及び 12 月穫りキャベツ栽培に適し

。 、た肥料であると考えられる これにより肥料成分を添加

成型することで家畜ふん堆肥の肥料化ができ、有機質資

材の効率的な有効利用方法として期待できる。また、堆

肥の散布労力軽減が可能であり、ＬＰＳの育苗培養土へ

の添加などさらなる省力、施肥効率向上技術と組み合わ

せることが、普及には必要であると考えられる。

：本試験を実施するに当たり、ペレットを提供して謝辞

いただいたＪＡみなみ田原堆肥センター及びうね内局所

施肥機の開発をしていただいた鋤柄農機の皆様に感謝の

意を表します。

引用文献

1.榊原幹男，平山鉄夫，増田達明，加納正敏．戻し堆肥

の利用、腐植酸資材の添加及び通気量の低減が豚ふん堆

． ． ，肥の窒素含有率に及ぼす影響 愛知農総試研報 35 号

愛知県農業総合試験場研究報告第 37 号



98

183-186（2003）

2.加納正敏，豊島浩一，大橋秀一，増田達明，田中明，

福留豊，藤本栄一．家畜ふん堆肥のブレンド及び成型技

術．愛知農総試研報．29，299-304（1997）

． ． ． ，3.水野英之 うね内条施肥機の開発 愛知農総試研報 30

153-156（1998）

４．大川浩司，林悟朗．機械利用によるうね内条施肥法

がキャベツの生育斉一性と肥料の利用率に及ぼす影響．

愛知農総試研報．30，157-162（1998）

５．山田良三，日置雅之，関稔，早川岩夫．ブレンド及

び成型した家畜ふん堆肥の露地野菜に対する肥料代替施

用法．愛知農総試研報 30.173-181（1998）

６．山下純一，脇本賢三．露地野菜の収量，品質向上に

対する家畜ふんの効率的施用方法第１報キャベツ，レタ

スに及ぼす影響．九農研 55.69（1993）

７．小出哲哉，伊藤武志．キャベツセル成型苗における

培養土内基肥施用法の確立（第１報）肥料の種類と量が

． （ ）苗の生育に及ぼす影響 園学雑 65 別 2.402-403 1996

８．小出哲哉，伊藤武志．キャベツセル成型苗における

培養土内基肥施用法の確立（第２報）生育、収量及び窒

． （ ）素利用率に及ぼす影響 園学雑 66 別 2.330-331 1997

９．小出哲哉，伊藤武志．キャベツにおけるセル培養土

． ． ， （ ）内基肥施用法の確立 愛知農総試研報 30 145-152 1998

清水・社本・恒川・恒川・矢部：家畜ふん堆肥を原料としたペレット肥料の成分調整に用いる窒素
肥料の種類及び施肥方法がキャベツの生育及び収量に及ぼす影響


