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バイオマス燃焼灰のリン酸の形態とコマツナに対する肥効

小林透・田中章浩

(農研機構九州沖縄農業研究センター)

要旨:バイオマス燃焼灰の肥料利用促進を目的に 燃焼灰に含まれるリン酸の形態およびリン酸の肥効について検討

した鶏ふん燃焼灰(以下鶏ふん灰)牛ふん堆肥ベレット燃焼灰(以下牛ふん灰)を供試しリン酸の含量を測定し

たその結果，燃焼灰のリン酸含量は鶏ふん灰27.23%，牛ふん灰 7.93%であった燃焼灰に含まれるリン酸うち，

水溶性リン酸， く溶性リン酸の割合は， く溶性リン酸は鶏ふん灰 92.2%，牛ふん灰 99.3%であり，水溶性リン酸は

ほとんど含まれていなかった.このため，燃焼灰に含まれるリン酸はそのほとんどが，可給態リン酸であると考えら

れたコマツナを用いポット栽培を行い燃焼灰の肥効を溶成リン肥と比較したところ，溶成リン肥と同等以上の肥効

を示した圃場栽培において燃焼灰と化成肥料を用いてコマツナを栽培したところ，生育，収量，リン酸肥効は化成

肥料区と有意差は認められなかった 以上の結果，バイオマス燃焼灰はリン酸肥料の代替利用が可能で、あると考えら

れ る

キーワード:バイオマス燃焼灰肥効，肥料代替，リン酸.

畜産が盛んな地域において豊富に存在するバイオマスで

ある畜ふんは，主に堆肥化され農地への還元が行われてい

る. しかし南九州など畜産が極めて盛んな地域において

は，畜ふんの発生量が堆肥として耕地で許容できる量を超

えており，農地への窒素負荷が高くなり農地還元が困難に

なってきている.また，堆肥の広域流通には低価格化，品

質・成分の安定化，ハンドリング・運搬法，耕地への施用

法など，技術的課題も多い(農林水産省技術会議2002).

このため，堆肥化以外の畜ふん処理方法が必要とされてお

り，その処理方法のーっとして，燃焼によるエネルギー化

技術が開発されている(亀岡 2003，甲斐 2007). 家畜ふん

の燃焼により生じる燃焼灰には，窒素に比べてリン酸やカ

リなどの無機栄養素が多く含まれていることが知られてお

り(薬師堂 2007)，作物生産に利用することができると考え

られ，また，燃焼による軽量化・嵩の減少で広域輸送も可

能になる.これまでの研究では，水稲(伊藤・平井 1971)，

イタリアンライグラス(伊藤 1972)，ソルガム，キャベツ，

レタス(千葉ら 1986)，ホウレンソウ， トマト(畑ら 2006)

について鶏ふん燃焼灰の施用量が収量に与える影響が解析

されているが，鶏ふん以外の畜ふん燃焼灰についての研究

は少なく，鶏ふん燃焼灰についても肥効率など肥料として

の特性については十分解析されていない.また，生産現場

においても燃焼灰の肥料としての認知は十分ではなく，肥

料としての利用は十分に行われているとはいえない.そこ

で，南九州など畜産が盛んな地域での燃焼灰の利用促進を

目的に，鶏ふんおよび牛ふん堆肥ベレット燃焼灰について，

肥料成分を分析するとともに燃焼灰に含まれるリン酸の肥

効についてコマツナを用いて検討した.

材料と方法

1. 窒素， リン酸および力リ含量の測定

燃焼灰には，九州、|で産出された畜ふんを材料に九州沖縄

農業研究センター内において直径400mm，長さ 1370mm 

のロータリーキルン式バイオマスボイラー(太陽工業，

THB-10) を用い，ブロイラー鶏ふんおよび育成牛ふん堆

肥ペレットを用いた燃焼試験で産出した鶏ふん燃焼灰(以

下，鶏ふん灰)および牛ふん堆肥ペレット燃焼灰(以下，

牛ふん灰)を用いた.このときのボイラー燃焼温度は

850tから 1030
0

Cの問であったこれらの燃焼灰を乳鉢で

粉砕し以下の分析に供試した 全窒素含量はケルダール分

解(日高 1997)の後に蒸留装置 (FOSSkjeltec 2300) を用

い測定した. リン酸含量およびカリ含量は，燃焼灰を硝酸

と過塩素酸を用い湿式灰化(後藤 1990) した後に， リン

酸は比色法(南保 1997) による発色を分光光度計

(SHIl¥仏DWUV-3000) で測定し，カリは炎光光度計

(Sf凪品DWAA-6800)により測定した.水溶性リン酸は燃

焼灰 500mgに蒸留水 100mLを加え， 60分振とう抽出し，

く溶性リン酸は燃焼灰 500mgに2%クエン酸水溶液500mg

を加え， 60分振とう抽出した抽出液中のリン酸含量は燃

焼灰中のリン酸と同様に比色法により測定した.pHは燃焼

灰と水を 1:5の割合で 60分震壷後に pHメーター

(YOKOGAWA PH81)により測定した.

2. ポット栽培による燃焼灰のリン酸施用効果の評価

燃焼灰に含まれるリン酸の肥効は， 1/5000 aワグネル

ポットを用い，コマツナを栽培し植物体のリン酸吸収量を

測定することで調べた

化学分析に用いたものと同じ鶏ふん灰および牛ふん灰を

2015年 2月25日受理，連絡責任者:小林透 干885-0091宮崎県都城市横市町6651-2
TEL 0986-24-4270， FAX 0986-24-4283， thor@a伍:c.go.jP
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第1表各試験区で施用した肥料成分の種類.

成分(施用量) 鶏ふん灰区 牛ふん灰区 溶成リン肥区 無リン区 無施肥区

窒素 (900mg/pot) 。 。 。 。 × 

リン酸 (300mg/pot) 。 。 。 × × 

カリ (900mg/pot) 。 。 。 。 × 

鶏ふん灰区と牛ふん灰区は，含まれるリン酸が300mg/potとなる量の灰を用い，窒素とカリは硫安と硫酸

カリで、不足分を補った溶成リン肥区は，硫安，溶成リン肥，硫酸カリを施肥した無リン区は，硫安，

硫酸カリを施肥した 無施肥区は，三要素とも施肥しなかった

第2表燃焼灰に含まれる肥料成分と pH，

窒素(%)
リン酸(%)

カリ(%)
全リン酸 うちく溶性 うち水溶性

pH 

0，15 27，23 25，11 0.06 11.02 12.4 
鶏ふん灰

(92，2%) (0.2%) 

0，03 7.93 7.87 0.11 0.47 11.7 
牛ふん灰

(99.3%) (1，3%) 

括弧内の数字は全リン酸に対する割合を示す.

供試し対照の肥料としては溶成リン肥を用いた.施肥は，

燃焼灰および化成肥料のリン酸施肥量がコマツナの生育を

制限するような量で、施肥を行った燃焼灰，化成肥料の施

肥量はポット当たりリン酸として 300mg相当量とした.

併用する窒素とカリはポット当たり 900mgと十分量施肥

したこのときの肥料として窒素は硫安，カリは硫酸カリ

を施肥した.試験区の名称は，施肥したリン酸供給源によ

り，鶏ふん灰区，牛ふん灰区，溶成リン肥区としたこの

他に，土壌からのリン酸供給の影響を確認するために，窒

素，カリのみを施肥した無リン区および無肥料区を設けた

(第 1表).試験は各試験区4反復で行い，一定期間ごとに

場所の移動を行った

コマツナの栽培は1/5000aワグネルポットを用い，都城

研究拠点内の環境制御温室内で行った土壌は都城拠点内

の未耕作の黒ぼく土壌を用いたポット当たり風乾土壌

2500 gを用い，燃焼灰を土壌全体に混和し， 7日後に化成

肥料を土壌全体に施肥したポット当たりの施肥量は，鶏

ふん灰区は，鶏ふん灰 11.0g，硫安4.3g，硫酸カリ 2.4g，

牛ふん灰区は，牛ふん灰3.8g，硫安4.3g，硫酸カリl.5

gを施肥した 供試コマツナ品種は「夏楽天J(タキイ種苗)

を用いた， 2012年 5月14日にポット当たり 25粒播種し，

5月21日にポット当たり 10個体となるように間引きを行っ

た 6月19日に収穫を行った栽培期間の気温は20
0Cとし

濯水は，あらかじめ供試土壌を充填したポットに過剰な濯

水を行い， 24時間後のポットの重量を測定し，この重量

を超えないように，各ポットの重量を測定し 1日1回の濯

水を行った栽培終了後地上部を収穫し生体重を測定し

た後， 80
o
C， 72時間乾燥を行い乾物重を測定した乾燥後

にサンプルを粉砕し硝酸と過塩素酸を用い湿式灰化(後

藤 1990) を行い，比色法(南保 1997) により植物体地上

部のリン酸含量を測定したなお，無施肥区と無リン区に

ついてはコマツナの乾物量が極めて少なかったため，リン

酸含量の測定を行わなかった

3. 圃場栽培による燃焼灰の肥料効果の評価

圃場試験として，小型の土壌枠を用いてコマツナを栽培

した九州沖縄農業研究センター都城研究拠点内の無底小

型土壌枠 (2x 2m)にリン酸肥効試験で使用したものと同

じ未耕作の黒ぼく土を表層から 50cmまで充填し，鶏ふん

燃焼灰，牛ふん燃焼灰，および化成肥料を用いコマツナ栽

培を行った試験区は，施肥したリン酸供給源により，そ

れぞれ鶏ふん灰区，牛ふん灰区化成肥料区とし，各試験

区4反復で試験を行った施肥は窒素:15gm・.2 リン酸:

15 g m'2，カリ:15 g m，2となるように行った 牛ふん灰区

は牛ふん燃焼灰 189gm.2，硫安71.2gm-2，塩化カリ 23.3

gm，2を施用した鶏ふん灰区は鶏ふん燃焼灰 55.1g m'2， 

硫安69.4g m.2，塩化カリ 14.8g m.2を施用した化成肥

料区は微量要素入り BB555号(窒素全量 15%，可溶性リ

ン酸 15%，うち水洛性リン酸 13.3%，水溶性カリ 15%)

を100gm-2施用した.また，すべての試験区に施肥前に牛

ふん堆肥3kg m.2施用した供試コマツナ品種はポット試

験と同様に「夏楽天J(タキイ種苗)を用いた.栽培は施

肥後に 1枠当たり 1m幅で2畦作畦を行い， 1畦当たり条

間20cm，株間 5cm，4条植(栽植密度 80個体m，2) とした.

2012年 10月12日に 1株 2粒播きで播種を行い， 10月24

日に間引きを行い 1株 1個体とし 12月12日に収穫を行っ

た 収量は各区すべての個体を収穫し生体重を測定した

また，収穫時に 1区当たり生育中庸な 20個体を選び，草

丈および最上位展開葉の SPAD値を葉緑素計(旧.JOLTA

C品，ffiRASPAD-502)で測定した.その後80
o
C，72時間乾
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第 2図 ポット試験におけるコマツナの乾物重

同ーの英文字は Tukeyの多重検定により 596水準で、有意差が

無いことを示す 図中の棒線は標準偏差を示す
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第l図 ポット試験におけるコマツナの生体重

同ーの英文字は日keyの多重検定により 5%水準で有意差が

無いことを示す 図中の棒線は標準偏差を示す
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第 3図 ポット試験におけるコマツナのリン酸含量

各測定項目内で 5%水準での有意差は認められなかった

中の棒線は標準偏差を示す。

牛ふん灰鶏ふん灰

。

燥を行った 乾燥後にサンプルを粉砕し硝酸と過塩素酸

を用い湿式灰化を行い，比色法により植物体リン酸含量を

測定した

1. 燃焼灰における窒素， リン酸，力リ含量

燃焼灰の乾物当たりの窒素含量は鶏ふん灰 0.15% ，牛

ふん灰 0.03% と共に低かったが リン酸含量は鶏ふん灰

27.23%，牛ふん灰 7.93%と共に高かった燃焼灰に含

まれるリン酸は，そのほとんどがく溶性リン酸(鶏ふん灰

92.2%，牛ふん灰 99.3%)であった く溶性1)ン酸に含

まれる水溶性リン酸は鶏ふん灰 0.20%，牛ふん灰 0.11%

でほとんど含まれていなかった カリは鶏ふん灰には

11.02%と多く含まれたが，牛ふん灰は 0.47%と少なかっ

た燃焼灰の pHは，鶏ふん灰 12.4，牛ふん灰 11.7と高

くアルカリ性を示した(第2表)

果結

肥区 14.1g，無リン区 1.2g，無肥料区 0.4gの順となっ

た (第2図)• リン酸含量は乾物 100g当たり，牛ふん灰区

7.0g，溶成リン肥区 6.9g，鶏ふん灰区 6.5gとなり，有

意差は認められなかった(第3図).コマツナのリン酸吸

収量はポット当たり，牛ふん灰区が 120.2g，鶏糞灰区

104.0 g，溶成リン肥区 96.6gとなり，牛ふん灰区が溶成

リン肥区に比べ有意に大きかった (第 4図)

3. 圃場で栽培されたコマツナへの燃焼灰の施用効果

小型枠で栽培したコマツナは，燃焼灰の施用による出芽

の遅延，生育の異常は観察されず順調に生育した.収穫時

の草丈，生体重 SPAD値においても各試験区間で有意差

は認められなかった リン酸吸収量は， 化成肥料区 1.56g

m-h 牛ふん灰区1.41g m.2，鶏ふん灰区 1.52g m.2となり

2. ポットで栽培されたコマツナへの燃焼灰の施用効果

ポット試験におけるコマツナは，燃焼灰の施用による出

芽の遅延や生育の異常は観察されず順調に生育した本試

験と同じ割合で燃焼灰を施用した同じ土壌の pHは，供試

土壌 5.91に対し鶏ふん灰，牛ふん灰を混和した土壌では

どちらも 5.97となり，燃焼灰の施用が土壌 pHに与える

影響は小さかった栽培終了時のコマツナの地上部生体重

はポット当たり，牛ふん灰区が257.7gで最も大きく，鶏

ふん灰区 222.3g，溶成リン肥区 218.0gの順となった (第

1図).この 3区の中では牛ふん灰区が鶏ふん灰区および

溶成リン肥区に比べ有意に大きくなった無リン区は

12.9 g，無肥料区 2.4gとなり，リン酸を施肥した試験区

に比べ著しく小さかった 乾物重は生体重と同様の傾向を

示し，牛ふん灰区 17.9g，鶏ふん灰区 16.0g，溶成リン
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第 4図 ポット当たりのコマツナのリン酸吸収量

同ーの英文字は Tukeyの多重検定により 596水準で有意差が

無いことを示す 図中の棒線は標準偏差を示す リン酸吸収

量は各試験区4ポット (1ポット 10個体)の平均値

各試験区間で有意差は認められなかった(第3表)

考 察

本試験で用いた鶏ふんや牛ふん堆肥ペレットを燃焼して

産出された燃焼灰は， リン酸を鶏ふん灰 27.23%，牛ふん

灰 7.93%と豊富に含んでいた(第2表) これまでに鶏ふ

ん燃焼灰の全リン酸含量については 17% (伊藤 ・賀屋

1970)， 24. 4%~33% (千葉ら 1986)，20.7% (畑ら 2006)

などの報告があるが，今回使用した鶏ふん燃焼灰の全リン

酸含量は27.2%でこの範囲内にあった牛ふん堆肥ペレ ツ

トの燃焼事例はあまりないが牛ふんオガクズ堆肥の燃焼

灰のく溶性リン酸含量は 13 . 84%~14.38 % (薬師堂ら

2004)との報告がある 今回の試験では，牛ふん灰のく溶

性リン酸含量は 7.87%と牛ふんオガクズ堆肥の燃焼灰に

比べ低くなったが，原料となる牛ふん堆肥のリン酸含量は

O. 7~4. 9% (西尾 2003) との報告もあり，燃焼前の堆肥

中のリン酸含量には大きな幅がある.このため燃焼灰のリ

ン酸含量は，燃焼前の堆肥のリン酸含量の影響が大きいと

考えられる また，燃焼灰ではないが，牛ふん炭化物につ

いてく溶性リン酸含量は 4.9%(松丸 ・真行寺2005)，1.44

~3.05% (凌 ・東 2003)との報告があり，燃焼灰に比ペ

リン酸含量が低くなっている 燃焼灰は，炭化物に比べ炭

素含量が低いため燃焼残誼の体積が減量され， リン酸含量

が高くなったと推察される 燃焼灰に含まれるリン酸はほ

とんどがく溶性リン酸であり その含量は鶏ふん灰では

92.2%，牛ふん灰では 99.3%であった.水溶性1)ン酸は

鶏ふん灰では 0.2%，牛ふん灰では 1.3%であったことか

ら，リン酸のほとんとεが水不溶く溶性リン酸であった鶏

ふん燃焼灰は，これまでの報告(伊藤 ・賀屋 1970，千葉ら

1986，畑ら 2006)でも水溶性リン酸をほとんど含んでおら

ず，牛ふんオガクズ堆肥の燃焼灰も水溶性リン酸を含まな

第 3表 闘場試験における収穫時のコマツナの生育量およびリン酸

吸収量

草丈 生収量
SPADイ直

リン酸吸収量

(mm) (gm") (gm") 

化成肥料区 333 3728 43.9 1.56 

牛ふん灰区 335 3729 41.2 1.41 

鶏ふん灰区 336 3748 42.1 1. 52 

各測定項目内で596水準での有意差は認められなかった

い(薬師堂ら 2004) との報告があり，今回の結果も同様で

あったこのため，これら燃焼灰に含まれるリン酸は緩効

性の可給態リン酸であると考えられ，化学肥料と比較する

と溶成リン肥に近い性質を持っと考えられる

また，燃焼灰はほとんど窒素を含んでいなかった.燃焼

物中の窒素化合物は，燃焼中に酸化し窒素酸化物となり燃

焼排気に含まれる(新岡ら 2001)が，鶏ふんでは燃焼温度

が高温になるにつれて窒素の含有量が少なくなる(伊藤・

賀屋 1970)ことや，牛ふんオガクズ堆肥は 600t以上の高

温ではほとんど窒素が含まれなくなる(薬師堂ら 2004) こ

とが知られている 供試した燃焼灰も燃焼温度が850t以

上であったことから，窒素は燃焼中に酸化し窒素酸化物と

なり，その結果，燃焼灰はほとんど窒素を含んで、いなかっ

たと考えられる このため，これら燃焼灰を肥料として利

用するには，窒素肥料との組み合わせが必要であるといえ

る.

次に，燃焼灰に含まれるリン酸に対し窒素およびカリを

過剰に供給し，コマツナの栽培を行いリン酸の肥効につい

て検討を行った 栽培終了時のコマツナの生体重および乾

物重は，無リン区および無肥料区で著しく低くなった 両

区はリン酸を施肥していないため，コマツナの生育には供

試土壌から供給されるリン酸が使われたと考えられる.無

リン区はリン酸以外の窒素とカリは施肥されていたにもか

かわらず，無肥料区と共にリン酸を施肥した他の 4試験区

に比べ収量が低くなったこのため，供試土壌からのリン

酸供給量は施肥をしたリン酸量に対して著しく少ないと考

えられる.一方， リン酸を施肥した 3試験区では， リン酸

に対し窒素とカリは 3倍量施肥したため，施肥されたリン

酸がコマツナの生育の制限要因となっていると考えられ

る.そこで¥リン酸が施肥された 3試験区を比較すると，

牛ふん灰区および鶏ふん灰区のコマツナ収量は，溶成リン

肥区と同等以上であったこのことから，これら燃焼灰は

リン酸供給源として溶成リン肥と同程度に有効で、あると考

えられる.

ポット当たりのリン酸吸収量(ポット当たりのコマツナ

の地上部乾物重×リン酸含有率)は牛ふん灰区 120.2g， 

鶏ふん灰区 104.0g，溶成リン肥区 96.6gとなり (第4図)， 

牛ふん灰区のリン酸吸収量は溶成リン肥区に比べ有意に高

くなったこのとき，リン酸含量は 3試験区共に約 7mg

g-lで有意差はなかったが，乾物重は溶成リン肥区に比べ
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燃焼灰区が有意に高かった本試験では，リン酸の吸収量

が乾物生産を制限していると考えられるため，牛ふん灰区

は溶成リン肥区に比べ効率的にリン酸を吸収したと考えら

れるそこで，第 4図のデータから燃焼灰の溶成リン肥に

対するリン酸の相対吸収率を計算(燃焼灰区のリン酸吸収

量/溶成リン肥区のリン酸吸収量 x100) すると，牛ふん

灰 125%，鶏ふん灰 108%となった水稲では，溶成リン

肥と同量のリン酸を鶏ふん燃焼灰で施用した結果，収穫期

のリン酸吸収率は 107%であった(伊藤・平井 1972) との

報告があり，今回の結果も同様であった燃焼灰のリン酸

の肥効が溶成リン肥と同等かそれ以上となったことから，

作物栽培において燃焼灰は溶成リン肥と同等に利用できる

と考えられ，溶成リン肥等のく溶性1)ン酸で施用されてい

る化成肥料であれば，燃焼灰に置き換えることが可能で、あ

ると考えられる.

燃焼灰を用いた栽培試験では，水稲(伊藤・平井 1971)， 

イタリアンライグラス(伊藤 1972) において，鶏ふん燃焼

灰に窒素を添加することで化成肥料施用区と同様の収量が

得られたと報告されている.ホウレンソウ(畑ら 2006)で

は，鶏ふん燃焼灰と窒素を組み合わせて栽培することが可

能であり，収穫物の品質も慣行の化成肥料を施用した場合

よりも低下することはないと報告されている.一方，鶏ふ

ん燃焼灰と化学肥料を組み合わせ，ソルガム，レタス，キャ

ベツを栽培した試験(千葉ら 1986) では，鶏ふん焼却灰に

は水、溶性リン酸がほとんど含まれていないので，実用的に

は施肥リン酸の直接の代替は困難で、あるとして，重過リン

酸石灰を併用しているが焼却灰を用いたキャベツの栽培

試験では，重過リン酸石灰を併用しなくても化成肥料施用

区に劣らない収量が得られており， 1)ン酸の肥効について

は十分に検討されていない.本試験においては，コマツナ

の収量は化成肥料区で 3728g m-2であったのに対し，牛ふ

ん灰区で3729gm-2，鶏ふん灰区 3748gm-2となり有意差は

認められず，リン酸吸収量は化成肥料区 1.56gm-2に対し，

牛ふん燃焼灰区 1_41 g m-2，鶏ふん燃焼灰区で1.52g m-2 

となり， リン酸吸収量にも有意差が見られなかった(第3

表)-また，収穫時草丈およびSPAD値についても牛ふん

灰区，鶏ふん灰区および化成肥料区間で有意差は認められ

なかったことから，圃場でのコマツナ栽培において，リン

酸肥料を燃焼灰で代替することが可能であると考えられ

る この時の燃焼灰の化成肥料に対するリン酸相対吸収率

を計算すると，牛ふん灰 90.2%，鶏ふん灰 97.6%となり，

肥効試験でのリン酸相対吸収率が，牛ふん灰 125%，鶏ふ

ん灰で 108%であったのに対して低い値となった.これは，

化成肥料区で施肥したリン酸のうち 88_7%が水溶性であ

り，肥効試験で用いた溶成リン肥に比べ即効性が高いこと

が原因として考えられるが詳細については今後検討が必

要である

以上，バイオマス燃焼灰に含まれるリン酸は，そのほと

んどがく溶性リン酸であり，コマツナ栽培においては化成

肥料と変わらない肥効が期待でき，リン酸肥料を代替でき

ることが明らかとなった 燃焼灰は，窒素が燃焼中に酸化

して窒素化合物となって排気されることで農地への窒素負

荷が少なく，リン酸，カリを耕地へ還元できることから，

畜ふんの発生量が多い地域での畜ふん処理方法として有力

であると考えられる.今後燃焼灰の利用をさらに促進する

ためには，他の作物においてもバイオマス燃焼灰の肥料代

替効果が得られるかを検討する必要がある.
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Property組 dFertilizing Eぽ'ectof Phosphorus in Incinerated Biomass for Koma回 na(Brassicaωmp帥 isvar.peru吋ridis): Tooru 

KOBAYASHI and Akihiro T，刷必A(NARO均ωhuOkinαωαNational Agricultural Research G初旬 Miyak叩ザoM今αzaki885-0031Japan) 

Abs佐act: The property and effects of phosphorus in incinerated biomass as fertilizer were evaluated. Incinerated poultry 

manure contained 27.23% phosphate， and incinerated cattle manure contained 7.93% phosphate. Most of the phosphate in 

incinerated manure， 92.2% of the phosphate in incinerated po叫町manure，and 99.3% of the phosphate in cattle manure was 

citrate soluble. On出eother hand， h訂 d砂anywater-soluble phosphate was contained in incinerated biomass. As a result， most of 

出ephosphate in incinerated biomass is considered to be available phosphate. Komatsuna (Br.ωsicacamtωt巾羽T.peruviridis) was 

cultivated in po岱 suppliedwi也 incineratedbiomass or chemical fertilizer consisting of fused magnesium phosphate. The plant 

growth in出epots supplied wi出 incineratedbiomass was almost equivalent to or greater than that wi白血sedmagnesium 

phosphate. In the field experiments with komatsuna， there was no sign迫cantdifference in grow白， yield or fertilizer effect 

between the plan岱 fertilizedwith incinerated biomass and those fertilized with magnesium phosphate. Thus， incinerated 

biomass was considered to be suitable substitute for phosphate fertilizer. 

Keywo吋s: Fertilizer effect， Incinerated biomass， Phosphate， Substitute fertilizer. 
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