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研究背景

１）肥料など農業資源の確保をめぐる国内外の情勢

・食料需要と肥料原料の産出・輸出動向

・肥料資源の確保に向けた国内での動き

２）バイオマスエネルギーの開発をめぐる情勢

３）ナタネ生産とその油粕利活用の可能性
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１）肥料など農業資源の確保をめぐる国内外の情勢

○海外情勢
・世界的な人口増加、中国など経済発展が著しい国々で農畜産物需
要が増大

1990年:53億人→ 2007年:66億人→ 2050年:91億人(予測)

・特に畜産物の消費拡大にともなう、飼料用穀物の需要が増加

肉1kgの生産に要する穀物量
→牛肉:11kg、豚肉:７kg、鶏肉:４kg

・バイオ燃料の需要拡大による穀物増産（飼料用穀物との競合）

肥料需要の増加 穀物の高騰肥料原料の高騰
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・肥料原料の供給情勢

リン鉱石の主要産出国（2008年） （単位：千トン）
世界総産出量 167,000
１.中国 50,000 (30%)
２.米国 30,900 (19%)
３.モロッコ及び西サハラ 28,000 (17%)
４.ロシア 11,000 (  7%)
これらの国々で世界産出量の７割を占める

塩化カリの主要産出国（2008年） （単位：千トン）
世界総産出量 36,000
１.カナダ 11,000 (31%)
２.ロシア 6,900 (19%)
３.ベラルーシ 5,100 (14%)
４.ドイツ 3,600 (10%)
これらの国々で世界産出量の７割を超える

資料：USGS Mineral CommoditySummaries(2008)
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肥料原料産出国の動き（特にリン鉱石）

①米国におけるリン鉱石の輸出停止（平成11年以降）
②中国における特別関税の課税による実質的な禁輸措置
（平成20年５月～）
平成21年７月以降は特別関税を廃止
（現在の関税率は輸出関税の35%のみ）

国内需要が優先され自国での資源確保措置

○国内情勢

・海外の情勢から、化学肥料原料、特にリンの調達が困難になって
おり、価格高騰や将来的なリン不足による食料生産量減退への懸
念が高まっている。
・輸入肥料原料の安定確保とともに、国内に蓄積埋没するリン資源
の回収・精製技術の開発や事業化が進められている。
・近年、有機農法が見直され、化学肥料の需要は低下しているもの
の、化学肥料の代替になる安定品質の肥料が求められている。
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２）バイオマスエネルギーの開発をめぐる情勢

①バイオエタノール・・・・穀物、稲わら、木材等
②バイオディーゼル・・・・廃油等（ナタネ油）
③植物由来固形燃料・・・・間伐材、家畜糞等

燃料原料の資源循環利用による化石燃料代替、温暖化対策、資
源のゼロ・エミッション化の推進のためには、地域循環型が不可欠

肥料原料の確保とバイオマスエネルギー開発が連動（融合）した
ゼロ・エミッションを可能とする資源利用技術の開発はまだ乏しい
状況にある。

鳩山イニシアチブ（2020年までに温室効果ガス1990年比25％削減）提言
により、温暖化対策は緊急の課題
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３）ナタネ生産とその油粕利活用の可能性

・日本全国で菜の花栽培が行われ、増加傾向にある。

・ナタネ油は活用されているが、ナタネ粕については、利用
に苦慮している。

・リン資源は国内への輸入が困難になってきており、国内で
のリン資源のリサイクル活用が不可欠。

・菜の花からナタネ油、ナタネ油粕から燃料、その燃焼灰か
らリン資源を回収することが可能。

・地域完結型の資源循環型農業が可能。
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新技術の基となる研究成果・技術

5,100 kcal/kg
（21,400kJ/kg）

高位発熱量

16.2wt%

固定炭素

76.0wt%7.8wt%

揮発分灰分

ナタネ油粕の燃料特性

（木質燃料の発熱量は、一般に約4,800 kcal/kgといわれる。）

ナタネ油粕は、搾油のために粉砕された形態で得られる
ため、直接燃焼しやすく、また再加工も容易な形状にある。

41.4ｗｔ％

酸素他

6.7wt%

水素

4.9wt%47.0wt%

窒素炭素
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ナタネ油粕燃焼灰の特徴

重量％主要成分

20%酸化マグネシウム

0%窒 素

20%カリ（K2O）

42％リン酸（P2O5）

・リン酸含量が極めて高い
・クエン酸溶解性リン酸が多い
・アルカリ性を示す（pH 8.7）

・カリ、マグネシウム成分が
豊富に含まれる
・窒素成分はない

・ク溶性リン酸含量が高い普通肥料

・苦土過リン酸 15%
・熔成リン肥 17%
・焼成リン肥 34%

・リン酸含量が高い有機質肥料

・骨 灰（動物質肥料） 35%
・木 炭（草木灰類） 4%
・乾燥汚泥（ふん尿類） 13%

<農文協：肥料便覧より>

従来の肥料と比較するとナタネ油粕の
燃焼灰に含まれるリン酸含量は極めて高い
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ナタネ油粕燃焼灰を肥料としての効果（概要・一例のみ）

○効果の一例

二十日ダイコン（ラディッシュ）の栽培における肥料効果

１）栽培条件

・プランターにおいて高温下で栽培
・一般的な化学肥料の施肥量を対照区
・化学肥料のカリを基準に同等量の灰を施肥
・さらに灰の施肥量を２倍にした実験区を設定

２）効果の概要

・高温環境によって生育不良が生じる条件下では、 灰
の肥効が化学肥料より劣ることはなかった。
・特に葉のリン酸含量は、化学肥料の場合より顕著に
高いことが示された。
・灰は肥料としての機能性があり、かつ高温障害の緩
和、耐性をもたらす可能性も見いだされた。
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ナタネ油粕燃焼灰を肥料としての効果（概要・一例のみ）

○効果の一例

ハーブ栽培における肥料効果
・すべてプランターあたり３株

ナタネ油粕燃焼灰２倍区ナタネ油粕燃焼灰区

対照区（化学肥料） ２倍対照区（化学肥料）

最も生育が良い
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従来技術とその問題点

・固形バイオマス燃料では木質燃料や鶏糞燃料がある
が、燃焼後の灰の機能性については定まっておらず、
特に高濃度のリンを含むものは見あたらない。

・ナタネ油粕は、堆肥や飼料としての用途に一部利用さ
れるが、大部分は処理に困っている。

・下水汚泥焼却灰などからリンの回収も行われている
が、薬品を使用するのでその後処理が必要。
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新技術の特徴・従来技術との比較

①ナタネ油粕は、もっぱら発酵堆肥としての用途に限られてい
たが、燃料やリン資源という新たな原料に活用することが可
能となった。

②現在、下水汚泥焼却灰などからリンの回収が試みられている
が、ナタネ粕は天然植物由来の高濃度のリン酸濃縮物なの
で、有害金属などの心配がない。

③本技術の適用により、高騰する化学肥料や化石燃料のコスト
削減が図られ、農業分野での資源循環型アグリビジネスの展
開が期待される。
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想定される用途

• 畜舎や園芸ハウスの暖房用燃料への利用
（ナタネ油粕）

• 化学肥料の使用軽減（代替）につながる特殊肥料へ
の利用（燃焼灰）

• 農業分野のほか、食品添加物、化学原料などリン回
収精製用原料としての利用（食品・工業製品分野へ
の応用）
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ナタネ油粕のカスケード式資源循環システムの構想

・ナタネ栽培にあたって必要な肥料成
分の供給は主に地域で生産・流通す
る堆肥を有効に活用し、物質転換に
よる資源循環を高める
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想定される業界

• 利用者・対象

１）焼却施設または農業用暖房機製造メーカー

特に燃焼炉、ボイラー製造メーカー

２）肥料製造、リン回収・精製を手がける企業等

３）菜の花栽培農家、園芸農家等

４）ナタネ搾油企業

• 市場規模

全国規模を想定しているが、額面上の導入額および市場性の算定は
検討中である。
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実用化に向けた課題

• ナタネ油粕の燃焼に関して、基礎実験用燃焼炉は製作済み
であるが、燃焼制御ができるプロトタイプの燃焼炉の製作が
必要である。

• 今後、ナタネ油粕の燃焼性および灰の肥効性に関する実験
データを実地的な規模で蓄積し、一層の実用的な条件を検
証する必要がある。

• 実用化に向けて、燃焼評価とともに作物への肥効及びリン回
収性評価と連動する総合的なシステム構築の検討が必要と
なる。
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企業への期待

・燃焼炉ボイラーの開発については、焼却炉やボイラー設計の
実績を有する企業の技術により克服が容易と考えている。

・農家に普及できる上記装置開発などが可能な企業との共同
研究を希望している。

・燃焼灰からのリンを分離精製するノウハウ、肥料製造を手が
ける企業との肥料開発を強く望んでいる。

・大学農場にて燃焼実験・栽培実験等の部門連携によるモデ
ル化実験の共同実施を希望している。
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お問い合わせ先

(公)秋田県立大学 地域連携・研究推進センター

コーディネーター 佐 藤 幸 徳

ＴＥＬ 018－872 － 1557

ＦＡＸ 018－872 － 1673

e-mail yukinori_satou＠akita-pu.ac.jp


