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鹿児島県内の Y削巴センターグにおいて生産されるきゅう肥の化学的特性

宇田川義夫・上村幸康・古留昭夫

Chemical Properties of the Farm-yard Manures Produced by 

"Manure Center'' in Kagoshima Prefecture 

Yoshio UTAGAWA, Yukihiro KAMIMURA and Akio YosHIDOME 

はじめに

近年鹿児島県における肉用牛，鶏，勝｛の多頭）！2飼育の

規模は大子民間企業をはじめとして，現さに:fJi；大され，飼

養rm羽数も増加の A途をたどり，今後もその傾lfij＇ま変ら

ない見込である。したがってそれらの家高から緋ifll：され

るふん尿の；えも又増加lし続けており，調三年度：の昭和56

'F-の農林絞；汁による家也、飼養¥i}j)j;j数を恭にした試算では

59万 3rトンになっている。その後のMt：！でもH行手IJ5ヲ守ご

には631力 4子トンに；精力IIし，昭和65if-1：は796万 7千ト

ンにi生する見込みである。これらをすべて農地に還元す

るとすれば， flf1手口56°ドにおける10アール当り焔m；止は約

3.8トンになり 60"F代には 5トンをこす還になる。勿論，

'!, IJ本ぷん！示rcjc1のIJRの部分は耕地外で処分される；場合も

多いので，ふんのみに限定すればこれらの量の約75%が

還元される可能性があると二考えてもよかろう。しかしい

ずれにしても，手H当量の家資ふん尿及び処理物か、農地に

泌HJ される状況は待寺＇－~重iまってきているといえる。

. )j iii産農家を除く ー骨量農家においては，農作業が機

械化された結よ札役牛が姿を消し，伝統的なれ！削巴か（う

まやこえ）〈〉生11'hJ土行われなくなった。したがって蕊市ふ

ん以，きゅう lll1.¥は商産農家に偏；（f：する状況になっている。

fむf産音IIドうより t:illl＼されたふん尿は版業廃楽物として処

分，処理の対象物となり，大部分はJjミに近い状態てやは；場

に施！討されるが，尿を除いた一部分は地域で集められて

.i!UJBiちされるか，ハーク等に添加されて，家：ふん尿を

材料とする右機資資材として流通iこのることが多くなっ

た。もっとも鶏ふんについては，乾燥又は発陣乾燥され

て従米どおり有機質肥料として流通している設も多い。

有機物資材には［：記の家斎ふん尿主体のきゅう）J巴の他

汚泥肥料，都市ゴミコンポスト，微Jl_物関休肥料，みみ

ずふんさ宇多橡多様のものが販売されているが，実態の把

雌（特に化学成分， J街熟！支等）を急、がれているのは，や

はり JitllBセンタ で生産される家畜ふん).,j（主体のきゅう

Ill'.:で£る。

鹿児島県内にはrfi宮内、J，農協，その他のl'fl-1*等がつく

っている峨肥センタ が128か所存在するとされているが，

厩？？？を利llJした簡易なものまで含めるともっと多いと推

察されてきる。 .ttkflBセンターより生産予れる予ゅう肥の

量は介百！しておよそ13hl、ン以上と言われ，ふん尿の排

出量：に比べると僅かであるが，畜産振興によってもたら

される環境保令の問題もあり，そのせっ主量；はな速にイ111び

ていくものと忍われる。

最近主！？経互主家の級から荒111十のjcj・ しょにおいてツルボケ

や塊恨の形状が従米より品Ill長くなるよfJl象がみられるとの

意見があり， Mi!JB笠言葉の量に！反i入｜があるのではないかと

の疑問がなげかけられている。日IIち化学肥料の施肥基準

量は従来と変りがないので，封Iiきゅう）］巴の質と設に問題

ありとの；音、凡である。又，』色II巴｜長i芸において常に｜日B包と

なる将f

物（きゆう llB，わら子JO カ、；〉持j}o まれる i主Eカ三宇II、•ltl 多いこ

とカ乞；日；詰jされて3ゴり，主色！；芝：;J；こついての）lj.｛食討が必、安と

なつている。

.liUJ巴センターで製泣きれているきゅう llBは守ふんの他

鴻ふん，豚ぷんをi材料とし，それに敷半lペJ井k績発陣Iii¥'

の水分il!oJ務物として111いられたノコクズ等の木質物を合

んでいる。伎)IJざれる米市ふんも夜組が1ドl11＼の物，二倍，

三種混イトの！かがあり，父混入している木質物の割合，制

極もまちまちである。したがって含有するイじ’学成ぅfも従

ヰ；のノ1(t$1Jjt!J！＇；よりかなり Iおく， しかも中I~ おのノくラツヨ干の

あることが分析f~Jより分かっている。

そこで今後流通にのって農家に出［r1Jるであろう .1111兇セ

ンタャー1mのきゅう）］！＇；について，その含有成分の概要を i切

らかにし，作物に対する適IEな施肥量，肥料代替・111等に

ついての資料とするためJ耳炎をもた施した。

I 調査方法

1 試料の採取方法

県下に存イfするよ佐IJEセンタ v すべてについて試料を採

集する子主主で専伐を通じ存地域の普及所に依頼する方法
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をとった。結栄として67か所より試料を採取ずることが

できた。採取にあたっては次の項目について聴取調査を

実施した。

l）きゅう JI！＇；材料として則いた家斎ふんの械類

2) ・., ー械の家畜ふんをilG公しているJ;Jh合はその混

合の判合

3）敷午、l又は水分制節物としてllJいられた十三ノ《物の柄

烈と混合割合（波平lについては・Hi7ld五）

4）れfj¥t)JJJI甘！と切返し［ii［数

2 採取の方法と分析資料の調製

各片u111；センターのIH荷前の.ljt積物について表rliiの乾燥

部分を除き数か所より合計約 lkg全保取した。抹取した試

料はt:t'i） に幾 ，\s＼＊－＝！~4:宅にj般人 l ，米乾の状態における（ふ

丸タト設による務熟だの綴察をれなった後， pHと然機務

室素そ；:ilj＇，さした。その後 J!lt＼乾し， :fi｝長宇百おおjして分析.，，1,約

としf：。

3 分析方法

LJ己の粉末試料について無機成分を， A 古111¥；差是試料に

ついて行機成分の分析を災地した。

：九成 •jJの分析 }Ji:｝ミは次のとおりである。

公炭素；ノト坂・本［！］・井績による l~:r~燃焼M
'i't素；ケ・・－ルタールi:!;（硫険分解液をBREM-

NERのれ1装置をm川定辻）

りん酸， l疏fi)'j同金分解後liTrl酸モリブテン闘をアンモン

による比色法

行）天・苛J_, !lit.式分1m.主IJKTI汲光光）史it、

力日里，炎光分光光i没法

有機成分， 2%胤i酸可俗物及び80%硫酸可決物中

の還元糖をSOMOGYI／：去により定量し，ヘミセ

ルローズセルローズ合註とした。又80%硫般イミ

溶？を！の祭素合室主に6.25を乗じたものを窓素化合

物とし，炭素合法に1.724を采ビた値から家三宮方自

合物を差し当jいたものをリグニン合法とした。

II 諦査結果と考察

1 試料の来歴と観察

1 ) 試料採取地と点数

試料の採取地点は67か所で地区名と点数は第 1表のと

言語 1表採 取地区と点数

地正名 r：•数

出＊ 6 
f/1 佐 2
姶 良 6
吟！冷 9
JJ : ・Ji 14 

おりである。首liL乃盛んな骨於，日1属地Kめよむ，li、数が多

〈，全体の1/3をriめた〉その他の地区は 6～l(),rLの細川

1あったが，！白川る， 1M-¥l土各 2点、になった。やはり内

川三｜二の飼うをJJM放のろいJ血lえは＇／ふんの桃山まも I ＜，井［ム

』巴己ンタ v →も＇11-t'11¥¥ltlll二設ιされたものと，＇，！ Jわれる。

2）きゅう JJ巴材料米自ふんの市秘別分資l

11--1¥2 .8% 

第 1図家禽ふんの種類による分類

堆）J巴センターで材料として使われている家計ふん以を

不明のものを除いて省符・)j!Jfこ分対した結果は第 l［：%］のと

おりである。

J.j：ふんを七材料とするきゅう Jll1~が全体の半数近い42.8

%を，1；めている。 'J'(j, II本のみを材料としているものが，

それぞれ14.3%, 10. 7%である。 ， J将を混合したも

のは32.2%あり，今後はこの樋のものがj甘える 11f能刊が

ある。 lj二ふんを佼)IJしたものが多いことは木県のかl養’ぶ

也、頭羽数と無関係ではない。 ll{j干IJ55～59＂ドの家者自 Ii］養1ぜ1

~）j数とふん尿三の推定量を第 2 表にノ］~した。

この表によみと牛， lfJJZ，鶏いずれもJ曽加し，ふん尿の

排出i立ち治；IJ詳しているが，その都合をみると 56°干の例で

'I. ふん尿符レド＋肉tj：）が全体の53.1%をおめており，

ふんのみについては56.4%となっている。豚ぶ；，，，鶏

ふんはそれぞれ18.2%, 25.4%であった。他の年度にお

いても概ね問機な割合ていある。したがってこれらのふん

尿を利用する堆JJ！＇；センタ｝ーの材料もこの割合に／討 iされ

たものと思われる。ただ家畜数に地域的な偏りがあり，

堆JJI",センターてサ土地元で得られる材料を用いるので， 単

一のふんで作る場合と二，三種のふんを混合する場合が

出てくる。鶏ふんについては堆積発酵させるいわゆる発

醇鶏ふんが増え，主主臭防止対策も合め，発酵促進のため

醇素斉ljを添加lしているものが多かった。
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JIT~＼ ll'見附売をもとにした 5<:1'.i＇ふんに混みするワラ及び本

質物は三ゅう合内で敷料とし一て使われたものと水分利略

の｜！；内と力nえられたものとがあるが，その機類とイI)!川さ

れている'J1jlj合を全調査点数に対する%てづj、したのが第 3

表であふ。

第3表 きゅう肥中の木質物等の種類と使用の殺度

名 =;r~；… llr._c

ノコクズ、 I 26.0 モミカ、ラ : 7 .8 

チップ｜ 15.6 ?1!1 粁II 3. 9 

ワラ 13 .o II その他｜ 7.8 

ハーヲ 10 .4 II ィ、時II 15 .6 

ノコクズはきゅう合における尿を吸収し，又悪奥対策

にもなるところからよく佼尽きれている。総議i土守二母｝で

あるが， C/N比の高いタト材のものが多いようである。

チップ，ワラ，パーク等も同様に聴取りから数料とし

て使われたものが多いと推定された。

ふん尿に対する混合割合は敷料として使われたものの

量が把慌しにくく，正確にはわからないが，概ね10～30

%程度混合されているものと推定した。

4) J:lli積期間と切返し回数

堆積期間については，きゅう舎より搬出したものをど

ニー／レハウス内で乾燥させていら例やきゅう舎から出し

たものを ~11寺土佐穣して農家の需突に応じて出すので短か

し、iL)'i土3～511 しかjji）.~しなし、が，主主に 12かバペふ18か）］

のiとNII日Jljj,f点した守・，j§ljがみられた。これらを、ドよりすると

1.:lかJJになるが， ri!Ia1t数の50%は 1～3か）！の範［Iiiにch

IJ ti~ねこのJUJiJ\Jが今般的なJthムli'UザJI日！とユ与えてよいと店、わ

t Lゐ。ただしiu イ）JjUJ巴センタ｝でも布引UJI土fト物のfl

f、•J';l!J'JUJIこ上って決まる♂〉で，【11＼イリιの11.＼＇却は lかJJ ]J＇＿ら

ずでii休日してしまうが，その他の!l与l野iには 3かJj前後四！

tr1しておくことが多いと，＼われるc

叶'I核WJH¥Jにおける切返し［11J設は 9はからJO包！まで、みら

iLらカ三千だJすると 2.81111 lこなふ。 2～ 3l1ilJUi血しているJ：易

fr刀、多く， lH-tU切11¥Jと｝JJせとA与えると . JJ lこ ・1111の背lj

でだ』血していりI＇斤が j品、ド改を 11iめていた。

5）外111/,, 九会＼

11，＼色～Jf.Hl-06のものが大ill＼分でかるが，防止弘めj並んだ

ものの1j1lこi町長を布びたものが多く，未熟なものの111に

は主総糸の色苅のものがは受けられた。竹，＋n'iすが多

く滋；（［ーする4ib7) 1111こ，＇！＇ふん，芸品ふんが乾燥 l•'il給したま

ま残存してい占のが認められ，耳t干斉II寺又；土封；

みでn主i史品｛七カミ進まなカ冶つた主＇Fi列と推昔iりざれた。

lj：ふんで湿度が出iいもののlI＇にi翠jじ（1<1な党防をしてい

ると思われるものや，主：.fjふん， )J~Zぷんの iJL{1：するものは

4制、ト{jな弘主しを発しており，隣地に！IL¥i;J,公：与をりえる

JJ;{I大lになっていると！'1＼われるので今後製造にあたっては

光分考慮する必要がある。

2 きゅう肥の会成分分析結集

l ) f除機成分

if~ 4表iこ分析結楽の数値の＇ F1tJ1tーさと変動係数をふん／；｝！.

d〕絡まti1Jリlこノj、した。

現物の水分は11：ふんを材料としたきゅう II巴が鴻，豚の

ものより若｜多い似rt11がみられた。＇.（ 1）ふん使）けのものは

やや水分は少なしノfラツキも大きいようであった。

pHは肢も変動が小さく 8にi丘いイl古をなすしたoPHl則定111¥'

の~！＼~機態安素はNH,-Nが多く，土佐積条件等によって変

動が大きいが， tl死ねT Nの1/10程度合まれることが多

く，乾物100g当ワ 300～500由gが定量された。また三塁素含

量の高い鶏ふんを材料とするものに多い傾lf•Jが認められ

るが，数似の変動1隔が大きい。NO, Nは数即日から30mgの

範聞で定をされたが，者種別の差は半IJ然としなかった。

全皇室素については29～36%の範凶にあった。木質物の

悦人割合の影響を受けていると考えられるが，割合に数

値の変動I隔が小さかった。ノ｜ふんを材料とするものはお

%とやや高し鶏ふん，豚ぷんを材料とするものはお～33

%， 2種以上混合したものはその中間値を示した。材料

として佼潟されたふん尿の震が木質物よワ多ししたが

ってふんの成分的特徴がそのきゅう llEにあらわれている
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項目 I 水分出 1 PH I T -d C/N ¥P205%¥ KzO%¥ Ca0%¥ Mg0%¥ 1天分%

の酬＼｜正 lcv%1x lcv司王 lcv''Ix lcv可云 lcv%1王lcv可証 lcv出Ix lcv出

トドト「U各トrpplp 

卜γクト17・－－fトFHAB 
． 

長istlaku昨ゆ忍大守人
川山山町創わお初制（（（（（（（ 

ρhUウtのんつんηiQOndd
ooρhU00η／ワtにひηδ

FhJA斗AAqにひ4んつd♂3

QdOOFb内Jρりにひパ吋
つμqtuAq－－ょっGPO－A

・・・・j・
ワi門，tヴ／ヴiワi一OO

OハU内／un同dハwdハリdハhυ

ハυoottつμワム一、ブ11111一l

6389523 3322333 

6467560 1692097 

、ムリ111ょにδauooρhu
つωワムηJAq－－

－h・・
1A、FJ4ソαつムワμqJパゾJ

η／1iO。つμρbりムQO
ρhυA斗ムヴ、υつμハリハυぺA

※（ ) 1J~ は試料jえ1、数正：平均値 Cv%，変を｝］｛；）t士

ものと思われる。

OOO。ハUQυ1i1IハU
ワμつμつυ内JηJ1iワμ

2I］I111 

全長＊＇＇土f下ふんを材料とするものが明らかに低＜ 1. 67 

%でわるのに対し，鶏ふん，！隊ぷんを材料とするものは

やや尚~ 2 .4 %前後で、あった。 2将以lニ混合したものは

鶏ふん，豚，＼：んに近い他であった。これはよ｜ふんに対す

る混合よじが 1. 1に近い比本でまぜられたものが多い給

果と考えられる。事実聴取では 2樋の持合，牛 鶏の伊lj

では50. 50, 60 40の滋合比が多かった。

りん峻含量l土lj：ふんを材料としたものと他のものとの

i首j に大きな~があり， 1.91%に対し 5 ～ 8%になってい

る。特に鶏んを材料とするものは高いが，又数値の変動

も大きい。潟ふんをj昆合しているものも防総である。

力IIゐ；iは概ね2.4%～ 3%前後てい含量創立少ないが，牛ふ

んを材料と「るものが若干低い値を示している。鶏ふん

を材料としているものは動きやすい成分のためか数値の

変動も大きい。豚ぷんと鶏ふんを混合したものはやや高

い含査を示している。この傾向は窓素， りん酸寺子他の成

分にも見られるが，試料数の少ないこともあって一般的

な傾向とは結論しにくい。

イjf:米合議はりん酸とならんで特徴的であり，牛ふんを

材料とするもので最も低＜ 2. 04%であるが，豚ぷんを材

料とするものでは4.11%，更に鶏ふんな材料とするもの

は 8%になっていた。本県の鶏ふん中の石灰含量につい

てはブロイラーで4.12%，採卵鶏で12.48%の分析値が知

られているぷ，採卵鶏のふんが多かったものと思われる。

2種以上混合したものでは鶏ふんと豚ぷんを混合したも

のが7.5% となっているが，他は 4%前後てゆ豚J~んの含量

に近かった。又，各きゅう肥問の値のバラツキも大きい

万であった。

苦土含量はLf：ふんを材料とするものが鶏ふん，豚ぷん

を材料とするものよりイ氏〈，はほ1/2であったが，鶏ふん，

豚ぷん， 2種類以上の混合物は1.2～1.6%の値を示し，

全体的に含量の主主は少なかった。
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灰分は土佐きゅう 1m腐熟化の税）支を表わす指標として使

われることもあるが，今回の凋売においては守ふんきゅ

う肥の例においても数値の変効が大きし 一応、のFJやす

程度に用いるべきであると考えふ。本県の場合， :lit積過

程て‘の土砂の浪人に｝Jllえてシ斗スを混ぜるシラス:tJUJI",も

11"られるので，！天分のみでは！偽11,U交判定が困難な場合が

ありit滋を要する。

数値については鶏ふんを用いたものの合濯が高く，他

のもはより 10～15%高いので， 寸ι鶏ふんを材料とした

ものは腐熟化が進んでいるとみてもよいと考えられる。

灰分とともに腐熟化の程度や分解の難，タJの指標とさ

れるC/Nについては，，，，んを材料とするものが22.5，鶏

ふん， l隊ぷんを材料とするもの14.6であり，敷料等の沿

入のため，ふんそのものより若！高い他を示しているが

溺ふんを使ったものが牛ふんのものより分解し易いこと

カサ〉かる。ただ宝島ふんは：／H!J'ii品とフゃロイラーてやかなり）JJ己

分に売があり， C/Nも変動怖か、大きい。

以トA！時生成分の概1さについてのべたが，れ:tJUJ[l;センタ

ーの成分とその似のパラツキの程度を［；；｛［／｛；すると第 2以｜

のとおりである。ふんのお極による迷い， 2極以上のふ

ん混合比，数料や水分銅終のために力11えられた木Y長物の

壮一と質， i住積条件とJVJI旬等によって，実に多様多械な製

品が作られていることがわかるが，きゅう II巴，，，の 2/3以

ヒをふんが占めるため，おのずからふんの特徴が山てお

り，午＼＇flこりん同変， :fil戸~， C/N寺ーにおいて明白である。し

たがって製迭する ;tjf：肥センターでも製，＼~，の成分検査会時々

行ない，その含量とハラツキを把擬しておく必要があゐ。

後で述べるが，近年ふん尿の成分以以内ljより含量が高く

なっており，施肥設計を：立てるi努，施肥量の到iとして

考えなければならないことが指摘されている。

2）きゅう肥中の有機成分と！火分との関係

散さゅう肥の製造過程における版作品とは材料に含まれ

る炭水化物，資自質等のいわゆる易分解性有機物が分解
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(66) 鹿児島以農業試験場研究報告第 13号（1985)

して炭酸カ、、スと 4くになることとされている 1 したがって，

きゅう IJ巴中の易 ＇：t解性ノ自「機物のうち選対極Jセルローズ，

へミセル口町ズ）は漁村伐イ変色、選；がお干J:/1加するが，

以後急激な減少や示し，特にセルローズ合誌は殺しく i主

少すると l守われている。そこで全体の有機炭素合：，uこ対

するセルローズ，ヘミセルローズ態炭素合；之の割イt（還

元糖剣合）をJnrj浴すれば｝肉熟の度合を織かめることがで

きる。 1高 3 表lこは試料の fjl から特徴のあるものを）l~ぴ，

還元糖含；主とま今までに炭素＇；，－：， 1:，筑紫合迭を示した。

牛ふんを村flいしたNo.10では:tli待湖間もなく水質物30%

を含んだ手ゅう；j巴ていあるが，メjノ己総合；量， iι元機：＇iリ合と
もにi勾＜， Xi；：ぷ台、量， C/N比も内く， j天分は少乍〈，

未熟なものと判元：がて、予た。

逆にNo.33の得ふんを材料とするものは木汀物を六まず

4かJJのよ甘積；如何のものであるが， C/NJ:七が低〈，還j己

批lfが少なく， i:V己＊},If割合も低くて！天分が多い。このよう

なものは腐熱が滋んできふと判断される。又耳L積期間l土

長くてもNo.9のパークを主体とするものは，還元祖1fl土分

解して減少しているが依然としてC/N比は高〈，リグニ

ン含量が多く，灰分は少なく，難分解の物質を多民flTん

でいると忠われる。特別！な例としてNo.47は堆積良n間が僅

かで未熟であり C/N比，還元納割合も高いが， J天分が多

い。このようなものの中には土砂を含むことがあり，！災

分だけで腐熟度主判定できない一例てゃある。しかしごく

一般的にはC/NJ:七， j天分等によって!i'Zf'1U支の腐熱波が総

定可能で、ありidiJrsl！］の相関関係が認められている。第 3

tぇlに判資試ギ｜の jら材料＇i＜：，｝ふんのl明らかなもの56点に

つい｝’~C/N と！ポ汐のキIll羽i羽係を l:XJ刀、した。｜豆｜｜の各測点

は， Yニ 277.Sx1十8.46S ( y二 0.549）のr!JJ線で代表され

るよ）にみえるがふさに，｛十々の他の対数をとってグラブ

に表わすと Y 4. 668 0. 535x ( yご (). 607）のl白線と

なり，林l関があっ c考えられみ。しかし，木質物の＇ ct
混合刈合等のためr~i いねJP!Jl土料められなかった。

3）含有成分の特徴

1), 2），においては分析似について述べたが，最近

従米の敗予ゅう II巴と同線な考え）Jで，家南ふん民主体の

きゅう肥を施用したがJ果， l出：＆のとおり｜｜しょにおいて

は，茶葉のj的繁i~ ， }j(fi』 f没 ~f菜では上11~'1'.fi ('J4iに｝J[I'll）の過

剰l集積や窒素過多の現象がii＼ていると古われる。そこで

過去のきゅう肥と今回集めた:tjf）］巴センター製泣のきゅう

)J~ との成分的な相述人止を平均仰で調べたあi；栄を示、すと 5\1

6表のとおりである。刈lち全般的に成分濃度のト.Jjがu
¥i:つが，各成分仰に防（［人iを列挙すると

(1) T C%が 2fj",jL[くにあがっている。これは首ijよ也

のとおり敷料その他からの鰍分jJf性木質物の浪人が30%

以L~まれるためと考えられる。

成分（乾物%）
一 一 一

家畜ふん 成機 i;TJ;区 選元緋I 滋Jじ私有 s1%H,so.不I器物

浪人材料期間し 外観 If. 分 T C T N C/N へミセルセルル
jグリン N イヒ {¥- 1.1 

の区別 （月）（凶） ロズロース iii 害U 合物
一一一一一一一

Nu 5 ノコクズ 1 なし樹色 23 .6 38. 2 1. 61 23. 7 10.95 23.51 34.46 35.98 28.00 3 .36 31.36 

牛 10 ノコクズ
な しなし県被j 14 .8 41.2 1. 42 29.0 17.80 26.71 44.51 43.21 26. 78 2.18 28. 96 チyプ30%

23 パーク30% 1. 5 2 M＼福 23 .0 38.0 1. 57 24. 2 13.60 15.53 29.13 30.66 36 .55 4.05 40.60 

ふ 26 ノコクス
2 3 樹 22 .6 36 .0 2.89 12 .5 8.91 22.84 31.75 35.28 25. 95 5.68 31.63 30% 

48 

オチガップスクク：0メズ:: る

1 なし樹 25 .8 37 .1 16 .2 22. 9 9.00 24.15 33.45 36.06 27 .52 3.87 31.39 

ん 16
ンブ

8 1 巣溺 24. 7 37.'I l. 95 19. 3 12.12 13.70 25.82 27.40 27 .18 4. 67 31. 85 

47 オtr
3日なし灰黄 55 .2 21. 7 0. 82 26 .5 8.39 14.45 22.84 42.JO 15 .04 l. 86 16. 90 ワラ

一…一一ノコクズ
豚 z な しなし以黒 28 .8 35 .5 3.12 11.4 18.65 15.27 33.92 38.22 16 .52 3. 74 21 .26 
」ミ 5% 

ん 32
。

12 6 議樹 41.5 29 .8 2.17 13. 7 5 .33 8.04 13.37 17.95 26.81 5. 86 32 .67 30% 

鶏 9 ノてーク95% 6 Z～3 ！韮 29 .1 37. 5 1. 2R 29 .3 7.59 12.38 19.97 21.30 39 .53 4.04 43 .57 

33 なし 4 
3～4 黒 68 .3 18. 5 3.08 6.0 3. 92 5. 22 9.14 19.76 9 .80 9.19 18.99 

ふ

ん 39 なし 1 10 1火樹 57 .2 24.2 2. CB 11.6 8.49 7.79 16.28 26.91 11.62 4. 70 16. 32 

54 油脂 5% 5 巣 31.3 35 .8 2. 46 14 .6 10.76 19.93 30.69 34.29 20.18 6.44 26 .62 

チミガッアラ。3oニ%c 午 18 18 3 ！正！詰 45. 7 27. 9 3.18 8.8 4.83 8.90 13.73 19.68 20 .33 8. 99 29 .32 
＋ 
五品 58 ノコクズ 3 編 21.8 38.6 2. 54 15 .2 12.49 17.15 29.64 30.72 23 .32 4.37 27 .69 

豚十鶏14 なし 5 7 黒 32.4 34 .4 3.66 9.4 11.42 13.38 24.80 28.84 18.54 6.89 25 .43 

ワ丈甘う
牛十R~42 ワラ 40% 3 3 黒補 33 .2 35 .6 2. 50 14. 2 9.66 16.15 25.81 29.00 22.99 4.87 27 .86 

豚斗十＋鶏55 （ 鶏告75 %し） 6 編 31. 9 34.1 2.86 11.9 10.66 16.93 27.59 32.36 18.16 5. 62 23. 78 

；ド 59 土砂混 黒栂 83 .9 6 .1 0. 73 8.4 4.22 3.80 8. 02 52. 59 6.11 1.40 7 .51 

日月 65 ，， 樹 71.2 13.4 1.10 12 .2 4.13 7.20 11.33 33.82 11.07 2. 74 13 .81 

J士）~、未熟， 中～完熟



宇HJ)![. l：村・古WI：鹿児島県内の明夫肥センタ Ii におし、てノ仁!Ifされるきゅう）j巴の化学的特性 [67〕

ー
ト
V
Kヘ、＇·，•子と＼人～

{(J ti¥i 81) ""  

第3怒 きゅう詑中の as hとC/Nの構係

(2) T ~ N %も0.4%台吋93%と従来の 211Hrt1を示

している。 Jflc肥センターでは鶏ふん，！ぷぷん者一宗主転~m

のはい材料を使)IJしているのて勺＂1然全体の＞［！.J6J{1rCI土r¥'lj< 
. 
ιA '0。

(3) C/NJ:じ l土 16.4 となり 20 を＼1fリつて官~ ＜なつている。

ノド1(1（物による＇j、 Cの端力IIを材料として川いら hた2永j+i 三i 

ふんrf：のT NがJ:jrrjつたものと巧今えられる O

(4) P,0，%は1.93と従来のきゅう JJ巴の約10伐の合員を

示し縦めて特徴的ていある。これはりん後合一訟のおい議ふ

ん， i琢ぷんを材料とするものを含むためで，！j：ふん単独

のものは 1%以［＂である。ただし従来のものに比べると

"I＇ふんの場合も飼料等の関係で 0.6%前後のものも多くみ

られ， 1.5～ 2伐にあカてっているものと必定される。

(4) Ca0%は係卵系の丈島ふんで特に向く，それらの影響

子受けて高くなっていると思われるが， りん酸とならん

で従米のものと大きな廷のある成分のーつである。

(5) K,0%も1.5～ 2七＇H'M支高くなっていゐが，鶏ふん

の影響，全般的な合選：のおまりが考えられる。

(6) Mg0%もK,Oとi<>H！長な球lLliで 2～ 3総高仁｜になっ

ている。

以k全ての成分が従長！とのきゅう Jl思より高いことがわか

るが，也、1lliの多頭羽飼育が進み鴻ふん，！隊.l：んの！誌がJ1；~

え，＇Iふんのみのきゅう肥より鶏，豚のふんが混入され

たものが地えていく f頃向にあり，成分もそれにつれて高

まる可能性が強し、。したがって，今後家資ふんを主体に

4) （牝物巧り） 5) （乾物当世）

本分 75.1 '.i8.8 69. 2 日 3 I ) I 16.8 

l》 II 7 .9 7. g 

c 7. g 9 .27 15.26 (32.6せ） 16.5 (:ll .O ) 

N 0. 39 0.47 0.43 CU3 I J.99) 。日J I o. 91) 

じ／N 20.3 21 .6 J6.1 33.0 (33.0 ) 

p,o, 0.19 。16 0.28 1.9:1 ( 4 .13) 。Hi I 0.30) 

正：， O 0. 70 0.38 0.62 1.18 ( 2.53) 0.17 ( 0.32) 

CaO 0.45 0.49 II 2.14 ( l;.58) l.61 ( 3.0'.l) 

MgO 。13 0.18 0.49 ( i.49) 。。21 ( 0.40) 

1i:) I)総在誌がF揺κイill［！的 2）野i長121/.1'j船長支場 3）総事f>IY<ド4）仇＜＞I議定 5)1活者56年

';/'Lる予ゅう胞はその成分合去をチェックして1tJIJ 

寸o:n：志すふと Jtに化学肥料の施!lJ量も考・1,i.）：した施，IJH

il；がえましい。郎肥センターで製えきれた予ゅう lll1:三多

}j(fjした湯川，竹物及ぴ 1Jj~ にいか V る彩科i '? 'j・えるかに

コいては！ Iト試験を倣，j1!trjrであるが，その 例を市 4121 

にぶ［た。.＇！［ Jちきゅう！！巴のn刈寺j＆カてfr4:m, ｜二J~ ，こ J~U.

「将〉引土かなり大きい。第 61えにはノトク士 j一体とし，

ふんを少品加えて製造される～ノ＇ .ttUJ~；の成分も i、 L た

虫、．そのj長；ッFUJ:1!tくきゅう 1111:とノく ク；；f.li!",liliiJ!Jt1A1；忠 L

浅のりんみを守之はti'l4 Iヌiにみわれっとおり大三な T；そ＇I二

じている 3

,,;,I A～品開
／ ーヲ久」.－ 7.26 

戸一ー一ー、、、－一一司11'

跡地 HU中のトルイ グリ／俄

第 4IZI 有機物が作物・こと譲に与える影響

III 摘要

JJ/,;fr 燥さ佐の＇ti}J機械化， &i1tのj:Jl棋拡大等により，伝

統的なきゅう肥1litliは1dつれな‘くなり，家ri'iのしJ,j(はv;i
F各地にii辻、〉：された」！Ul巴センタ v に集められ，家，fiふん

主体のきゅう肥が製造され，供給されている。しかし，

その家託子ふんの材料には＇ I,I隊，鶏のふん尿があり，そ

れらの混合割合，混入すみ木古物の極責決と ι量，地積1¥lllm

てぎによって；＼1，＇長；こ大きな i虫、ちり，施mu：号題を＇Lじて

いる。そこで早急；こ1支ええ〆ど誠益する必婆があり路下のJiil

月巴センタ ~·67か所より試料を採取して ）J）（；分 1r析を実地し

た。その結果次の事項がリlらかになった。

(1) 牛ふんを主材料とする手ゅう）j巴が誠二祈念数の42.8

%を r1i めた。鶏，豚等二，二i重~Ylのふんを i!l持するもの

も32.2%に迷した。

(2) 数料及び水分調整物として使われた木質物はノコ

クズが多し家畜ふんに対する混合比は30%程度と推測

さj工た。

(3) ＃空機成分は使用された材料，治穣期間によってか



(68〕 鹿児品見込業｝試験場研究報告 がn3勾（1985)

なりの変動があるが，概ね材料のふんの首I漣による特徴

カ清E、ゲ〉ら才u：こ。

(4) 無機JjX;分のうち特徴的なものは室、素， りん向中，石

j火であり，鶏ふん，豚＇＂＇~ん使用のもので高校ti交のものが

みられたが，成分のバラツキも大きかったり

(5) 有機成分のセパ／ローズ，へミセルローズ；マ：，；及び

還花粉割合は本調査においても燃熟度2か公り＜＇） I州系が

みられた。又難分解性の水質物を含むものlIリア ン合

：量が高か~，た。

(6) 腐熟度に関してC/Nと灰分の関口、は手応、の相関が

みらtLt：この

(7) 堆IJ!';-tンター産のきゅう）j出土成分命濯が従米のき

ゅう肥よりかなり高く，作物，二｜：・へうえる：l杉響の大きい

ことがえf;ll呈された。従って，今後約iH巴設；l[にかいて充分施

m盈，！肥料代梓性を考慮する必要のある乙町公認めた。
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Summary 

Chemical properties of Farm yard manures produced by 

"Manure C巴nter" in Iく日goshimaPrefecture 

Yoshio Utagawa. Yukihiro Kamimura and Akio Yoshiclom巴

In proportion to spreading of m巴canicalAgriculture, the number of Catties clicr巴asecl,and lately 

farmers scarecely produce manures. Animal industries in Kagosgima prefecture were enlar耳目l,

and th巴 animalw乱stesare gather日lto Manure-Center of each plac巴， theyhave been produced as 

manure. For the animal wastes are contained mixture of cattle, swine and poultry feces, manure’s 

chemical contents are widely different fromεach other. 

The differences were caused by the kind of animals’feces, qualities and content of liter in 

日1anurc.

So it is necessary to 代史archthe actual conditions ofεarch Manure-Cεntere. 

Authors planed to collect manure samples of all Manure-Centεm in K呂goshimaPrefecture, but 

finally the sampl巴S we could collect w巴reonly 67. 

Anyway chemical an呂lysisw巴recaried out with all the samples. The results may be summari-

zed as follows. 

(1) The cattle’s manures percentage in all samples were 42. 8 percent, Mixed rn乱nur巴 withcattle, 

swine and poultry feces percentage were 32. 2 percent 

(2) Most of wood matteres for bedding or adjustm巴ntof feces moisture were sawdust P巴rcentage

。fmixed sawdust to feces was about 30 percent. 

(3) Contents of inorganic clements in manures show吋 widely variation by used feces and 

composting t巴rm. But they were characterized by a kind of feces. 

(4) Some remarkable facts have been clarified through chemical analysis. ’rota! contents of N. 

P,o, and CaO of the poultry and swine’s manurers were peculioly higher than cattle’s one, and 

showed widely variation. 

(5) By the Cellulose and I-I巴mic巴llulosecontents and Reducing suger ratio in manure are judged 

to ripe grade of manure. 

(6) wεobserved correlation between the C品rbonゃnitrogenratio and th巴 ash.

(7) I、hecontents of all inorganic elements in manur己 fromManure-Center were higher than old 

manure. So soil and plants are affected significantly. and it is necess乱ryto consider carεfully 

be forεyou applicate the manure (amount of manuring, how to substitute manure for fertilizer) 
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