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栃木農試研報No.30.19～ 28 (1984) 

描設栽士吉における有機麓資材の利用に関する輯究

各韓有機質資材の分解特性第2報

土壌言＇~ ：，誌を形態別に両分した結果を報

Il 試験方法

試験は農場試験場舟のパ4プハウスで行い，

土壌は表層多腐槌rt黒ボク i二（七本桜統）であ

る．供J式土壌の理化学的性質及び栽培作物は，

前報12）のとおりである．試験区の処理内名，供

試資材の製造方法及び｛共試資材の化学的組成を

1～ 3表に示した．

各種有機問資材の士壌中における分解

特性

籾殻堆肥？わがくず堆肥むよび籾殻は原形の

まま， imわC):i'ff＇肥，落花生殻堆肥及び稲わらは，

2 cm程度に切断して試供した．

埋設量は乾物相、13で、20g（ただし，稲わら は

15g）としたが， この主主はハウスの方恒用活にほぼ

相、うする．

士＇IL投方法は＇ 1978年 5月27日に各資材をガラ

ス繊維ろ紙に包ん久塩化ビニル製fiJカゴ、の底

部；こ泣き， ：：れ女子干資材施fill互の地点面下lOcm

i菜に約三党した．

してのち＇ 1, 6, 12及び18か汁後に堀り

出して風乾し，ウイ 1)...型粉砕機で粉砕した試

料弘 .IJ!( ~ r司法振動式微粉砕機（平］：社袈）で

粉伸し，分析に供した． 有機成分組成の分析は，

堆きゅ）肥浮有機物分析訪日］）によヮた時

2'. 土壌rf1の形態別草案の分布刻合

作柄有機rt資材を 5:f手連m後 (1981年）に，

跡地土壌の形態別京葉両分会みた．

土壊の採取方法は， 1 lζ4か所からj奈さ15cm

までの土壌をとり，風乾後 2mmの舗を通過した

岩崎秀穂＠小川昭夫＠三宅

用後に，

告する．

I 繍

前線 112）では黒ボクのB包設（パイプハウス）土

接における，各種子i機宍資材の多用連Illが， 土

壌の略化学性に及はす影響を検討した．その結

事， 三二；主連用はこ土壌の超fL際、：迭を場主u2'せたが，

資材の持委託によって，保＊＇＇生や託換性方 111￥.含量，

i：壌微セ物本！］に及i主す彩特に速いがあることを

i切らかにした．

l二資材の分解過程を経時的に追跡した＊－r；呆，
←J:tj{r41における炭ぷの分解率l土，稲わらで紋も

111.ぐ，理設3か月で既に80%が分解していた．

しかし，稲わら堆肥．おかくず堆肥， ！fi；花生殻

堆肥，籾殻；熔：肥及び籾殻は，現議3か月後も

な:fJ50%にみ穴ない分解本であ.）た．このよう

に資材によって．分解パターンに特徴があみこ

とを明らかにした．

本手IWiC"は， i語版12）で報告したのとfri］ーの試料

計llいて，分解過ねにおける行機成分組成の変

イヒハ宇一／を特Aムした． また与税！〆有機1:11.資材施

i表試験監の処理およV'施舟嚢（kg/a)

終処珂 iベ 料不 合計
然隊肥 0 0 

2000 

2000 

-19-

' ／ 

ろ，

1500 

400 

300 

市立 先生 400 

i主 1宮76～1980年の5か年間1!Mtlした

’P 

イシ

稲 ｝） I~ 堆肥

1巴

1・) 

むが＜ f対主 JJ巴

堆

花 ＇tj設校肥

わ

1ifr 籾

相



栃木県）~~ ~試験問研究報； ＇ i ：~＼30 ） ；‘

第2

災 材 名 i
 

t－
 

－

－

 
j
 

村

uu
k
3
～
 

イ十
A
q！

ム
仁
h

M
4
 

吟）］111,イtl~fTll'f：資料

2刀、jJ 有11わら堆肥

籾 j~J! iii' )J巴

ぶ花生殻堆肥

J がくすご ifl0肥

ti1＼わら

封印員H与のC/NHAO 念 11料 l て；hlA~：~r 古 i添加｜

討日わらを i立：，士
行！!A三tdミc:/!'L；ん五 if;；力H

非民、添加

tu )f立 ,, 

3か）］

’F 

，， 

0かJJ

イシ

第 3 表供試有機質資材の化学的組成（ 1;1z~合1111, t ；~ ;J＜.＇.；｝は f~ ，1,4陶 l jr%) 

資材 jノ1 ;J＜.ぅ；～ T N C/N ！ζo", K20 CaO MgO 

fi:lわら堆肥 71. 6 25.5 2.19 11.6 0.59 3 .19 5.03 0.53 

籾先生堆肥 59.3 29.l L 18 24.7 1 '"' υd l. 37 3.87 0.74 

茶花町改め＇.！JI＇~ 66.2 38.3 l. 49 25.7 1. 52 1.17 3.70 0.52 

わがベずiit!J巴 70.4 38.1 1. 26 30.2 1. 28 0.96 2.91 0.69 

，，司 (67. 9) (36.3) (1. 99) (18.2) (6. 48) (3. 23) (JO白48) (1. 26) 

行il わ 1, 8.9 37.5 0.58 64. '1 0 .16 l. 39 0.29 0 .18 

籾 ）：（又L 9.9 36.0 0.46 '18 .3 0.10 0.35 0.09 0.05 

i:U . 1976 W・・ 1980 'I'- 5かi干の、！と均的 fこだ I,H かくす＇｝（！』［T~I土4かトの、F均iu'l
2. おが＜ l"l11Jfl;榔jの（ )J勾l土l980'fli't~!ll l:Ht ・＇）数 frr'i

ものを， lJ~{ ~ 1 mm, 0. 29mm，の百討をJjjい之句 1 

～ 2mm, 0.29～ 1 mm及び0.2伽1mU、i：の土1乳試料

在件た j(ifi活lj した I二mi土形rig日rH；ぷ［·il]分 I~fltし

主同）分の分析j去は， BHEMNEHt 

?WJ'.Ji~ し f二．

国試験結果

有機¥'.tf［材の t:J喪rj11：おけ少分解

特性

1 ) 有機i占企〉組成グ）経11寺変化

.:Lタノー IL・ ・ベンゼン抽出物の践イ子訓合を，

12か月HJl針金にみる L，籾殻や稲わら，桁わり

だIJJ巴中の1ゲノール司ベン七ンIt,

少なく， irfH速度の111.いことが，＼：Y.められ！：.特

に糾W'zlJ初河lの6か凡で残存宗が21%にまり，

汗しぐ；〉がが進んηためか，〆？の後ほどんど減

少しなか J ( :4¥ l Iヌ｜）

1J<. 1rfir；イiが｛，長物rJ〕残イl恥，hiJ1旨

堆）Jl'~2：析1、』；で、↑OJJUJのJ』白少が大＼く， 1か月後

に40 50% I .ifij¥(/J) L., 18か月後（は20%i!!H乏に

まで減ノ判， t:. しかし涜花生殻堆肥，籾殻推

)JB，投Tf'HJ伎は，しγl":hfJ 18かI] なすi70～ 80

可／。の （？を示した（ iW~ 2 [ZJ) 

セル＼1 -;.z cT)時｛J宮町？をみうと， i1Jわ1,ii!UJ巴

とのがぐ j］叫［！；（ t初期！の減少；うす、火予く q 1かJJ

後他01)tl t場：1資材がほとんど減少しないのに比

-20~ 



施設設抗における有機資資材の手IJHJにj立jす〆汁ijf究（第 2報）

ヘミセル口一スの残存割合の経時変化第4図
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有機関資材の分解過程における

還元糖割合の変化パターン

}) 過車王

第5図
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熱水両J)容有機物の残存割合の
経時変化
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18かII
経過；j紋

べ，／rli]y；は40～ 50%の残存持frを示した．都わ

らと部花－＇HcJU十；JJ!%, 6 か丹後に紛争~1liJ後の残

存割合す示したが，その｛設はしγjごれも緩捜な減

少経過をたどった． tた制j設と籾殻封印巴は， f也

の資材に比べ，埋設ば後から終始緩やかな減少

経過をン：どっ l （第 3l'J<l). 

ヘ七七ルtJもスの残存；if1J:1・をみると，おがく

ずiitl/l~I 中止かア民：しく， 1か月後36%の残存別

合を；Jミした．；欠いで干i:lわ巴が57%と減少が大き

い． 三j揺わ （.とw域は， 6か）｝後iこ26%前後

の残イf)IJ合をゴ：し，その後払悦r，： 減少経過をた

どっ戸：. tifiわり堆肥l人 6か月後に64%の政存

訓合 ：；＇.;j：し t：怜，ほ三んと品：tpかしなかった 1::i1

4［雪｜）．

分解Fお品にむけるよ；立:Jr：和，lj別（？の存主fl＃変化ノイタ

Jトると， trnわら堆肥て、l土理没時，既に15

1かけ後l1191ノJi’をかに低下し
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は， 18か月経過もほとんど低下しなかった．稲

わら堆肥とは対照的に，籾殻では埋設当初52%

であったものが， 18か月経過後な .t)'40%と高い

数値を示していた．稲わらは埋5没時に43%のも

のが， 12か月後35%に低下したが，それでも籾

殻に次いで還元糖訓合は常に高く，その低下速

度も遅かった．（第5図）

2. 土壌中形態別宰案の分布；刊合

各種有機質資材を 5年連用後（1981年j，形態

別室素踊分の分布淵合が匂施期資材の科 ~Jiによ

って，どう変化するかをみた． また名将有機質

資材は，微宝物や耕転等による機械的な破砕を

受け， しだいにまIiiかい画分に移行ナるが，その

i民土壌の形態別奈素画分の分布括合には，粒

設の粗いl議分と，細かい両分で違いがふるのか，

土壌を簡別して検，j;Jした．土壌は粒ff別に 1～
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6図各種有機物施用土壌の粒桂別による

形態別輩棄の分布割合
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2mm, 0.29～ 1 mm及び0.29mm以下の両分の 3槌

に分けた．

非加水分解性主主素lよ，籾殻施用土壌を除く存

土壌とも，粒径が細かい両分に移行寸るにした

がい，減少する傾向がみられた．

無知：肥土壊と籾殻施用土壊を除く有機rt資材

施！日土壌を比較すると， 1～ 2mm［蘭分の l：壌で

は，非加水分解性者素の割合に大差はみ勺れな

い．しかし0.29～ lmm及び0.29mm以下の！可｜分で、

は，無土佐肥土壌に比べ有機質資材施m土壊で，

その割合が増加する傾向が認められた（第6図）．
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施設栽情における有機質資材の利用に問する研究（箔 2報）

N 考察

1. f干柿有機質資材の分解特性

1 ) 有機成分組成の変化

ユタ／、－ )1"・ベン七ンtrl1出物について， I ) 

ノけいに上れは， tr111H物はロウtit，樹脂及びあ

ノsViの Ji;!;t~！i物 t'r 部分トしている．自立わら ±1；』巴や

わら， MrJ,!l:では，工タノール:j:fll1'l叶o/Jがf也のff

'.Ci資村より多く，アll投手に約2%を合平1しγ

いん .lilt主主桁ゃあるいわらや糾殻い，表!Iむを

っていっ tiりif'（の物引が，埋設長、仁ふ速じな解

し， lかJJで約50うるが分解した． lff;JJ巴系yljの乞

のは， J!先にま＇：［設は！誌のぷ＇ lj主化の過i'¥¥（戸、分M

人／：t ')' ：げ｛λがもレ t~ く，開設f去の分釘i宝fを

もがご1・；ィしな y丈一．

市小、i1Ji ; ff校長物の待行主IJ合は，がiわら wm~べ】

わりが， J'!,;1党1カ、jJ 伐に40～50% と急~＇主 l 減

少しルぴ）ト Hl ，開／；~11ι』巴，相沈没び落｛Cl妓

｜夕日I~·， i土1 'l()~ 80%土賊イ五，I

t1 l i, V•[;,'."il ＼＇の正常；J< riJi ＇.有機物の；？

してい〆：，＞，Uわれ，手1riわらや稲わん±ilJJ目て＇（ t' 

lti l 9がと川〈，籾，c!l:.t\l.JJP~，相イ；＇zik び部1CL般

か }JI＇~で i;l 3 -5 %と {j¥;¥ I ;'.l;-:{1イミ守 ・1：：していた．

;J:/i:fl：の｛付金q"o/]にJ パミて，弘法， 手llHI11 fhJ< 

Ill l:Hぷで｝し＜ ・rn：＋；－しているが， t ：の ~11 '・ 
f：して，ヘ干ソーペ， ;r・；レー1 ζ， 

ペントース，ウロンI＼えアミノ私ft, アミノ酸，

ブェノール性物質，布機者案化合物， ィ？色有機

物及び未同Jl；物質をあげている． これらの粕類

やアミノ酸は，土壌微生物がIW利用可能なもの

である．稲わらや稲わ i，堆肥では熱水可溶有機

物合ti斗fが16～19%土；＇.；jく，分解もiまやかなこ

とから，稲わらを）反米！とした資材やは，施「目立

後の i~ ：j誌の 1i機イヒfitが多いものと杭定 f下れる．

ヘミセルリャース 合についで，稲ねら

と稲わらよMll~は，そのii長少傾向がなく対照的な

パタ』ーンき；Jミした. ti i わらiifJJ告のヘミセルロト

スは， 1かJI後の張作凡合約85%, 6か月に64

%と伐憾な分解過ねえぶしたのに対し，稲わら

のへ、セル ＼］ …スは7 千万事！の 1かけで ；£＼i放に分

解し57%の残存百IJ・{tl：匂 6か月後26%にと詳し

く減少し f （弔4

ごの［1lfi おの j士併のれ~ci［の述いに ＇） いて， fi日わ

ん~：：JI巴（ j：，北村むUJl'U1!11 ；ヘミセルロースの奔し

い減少がえは：り， Ji今！点校はゆっくり止減少すら

ノf夕、ン I. ,ft( j・ t〆Jものと考えられる．この

ごと 1l,ilij行のfバ！没Ii)1./J。ヘミセルロースえイf

いからも作定λ；l,1'18わらの16.7%に村し，

稲わら堆肥では日光仁 4.0%に減少してい人

有；j わら ｝）糸約腐；；汚l）／.~｛、＂，＼における，ヘミセル口

一足、の；波・j;-I ... ）いで， JI二ノ f引は経ll寺変化にと

ヰ おける有機成分総成（乾物＇＇ iり%）

ヱタノ」 ！1・ 泳ノト1if、f' ノじ F有
n 村 (, *I:‘｝ヂJ’ T c T N ベンゼン 日

rrt1 Ill物干i終物 キ九七1レ＼］ ス 1仁＼、けjI 

イilわら ill~ 44.7 24.2 2.1 2.1 10 .T 4.0 5.9 9.9 

籾法 ij1ど1m 45.0 30 2 1. 2 0.9 。 1:1る 20.0 32.5 

(C,メ＇Jt11 II巴 13.2 52. :i 3.7 l. 0 4.8 10. 7 22.7 33.4 

I がく！捻IJI~ 16. 2 39.8 0.8 1. 7 2.6 12 3 29.8 42.1 

札1 わ 1, 17' '/ 37.4 0.5 2.2 12.9 16.7 18.2 34.9 

籾。
J没 18.9 37.3 0.4 1. 9 4 1 184 29.9 48.3 

内ぺ

υ。，
“
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もな j有機）J党分組！戊の数値を比t較し， 3かけに 七ル 0 ースの分併（j，士11!.r没 [1\f~＜ほとんど減少し

30.6%と伐存割合が著しく減少寸うことを明ら

かにした．本報告でだIL没した稲わ：；の，ヘミセ

ルロースの減少パタ…ンも，ナドノ j二のJif'ft!Jお熟

過出（： Iiif ・f交したことから， ／、ゥベの土岐Ij1 

でも，ノドド1111：肥の場合とほぼ［Ii］し述ばで分解が

進行！て1,1るものと推定される．

籾・JZQのへミセルロースの残存：＇｝ i]fr（土， 1か月

後にが~90%, 12かJj民過後57%'1dせなう〉併で

Jうり，［！1]i 、• M~J1f'H1で、ぬる布五わらの分科過f'1~ （：は，

対！！｛江戸jなノfターンをノメした．

むがく YHt胞のへ、セルuースの／長＃）ilJ合は，

lかj！？変I.約30%と， 汗しい減少ftllli日jをノメした．

tれlf むがくず、l1('}j ［~，；）＞＇，千ii1 わら y )J［；より

るのし期間を要し，わがくずtrf；肥lt 4かJJ以

上を黙す，iためと汚：りれる． ：：でJfJい／ょ，

わ、がく ・fY:リ出土 3かj1 Jif'fdのもので、わったえめ，

Jijl_技法も JfI二1かJJ l'UIJ，へミ七ルlj…；z (!)if, ' 白

少がiゾtい／：ものt£1i1日，： i'れる 'J ;/; ＋：、fl」ji；一ご！｜ J 

いた；／t'カ＂＜ ・fL上「オゲ：I」と H千ll'h・ifr 

状の店Illカ、いιのσあり，二れよりも十！：状の粗い

府立のおがくずで、は， grI ~ J皮i《•／戸、＇／.z'/JC: lるのに

j
 

I
2
2
 

1
t
 

！
 

”リリ 十ると冷えハ h•J, 

セル口町スのタミイj'IJ11'につい、ふうと，，的わ

らかue；とかがく γlii'Ee~I 土，だ！L没初完i Iか月、

iiJXIザうtf9fi'.!_ 40～ fi0%）な 〉た． 本当日！？でJllいた

ないが， I～ 6かIJのWJがlitも減少の汗い｛イ｜、F
J!IJて。わり，また〆；三、ふのイ｛機化のr:.'jJるピークで

もあ 5. その後，·；；~誌の有機11'..ILl:佐｜設にヨると

考えられる．

}1~*1,it';ii!J合に J パベ φi立川和H,1;1J合とは，

素l. ,11めるヘミ｛ル ¥1 ス及ひでル＼）…ノ、

主主の刊イ？な，パ むントで、ぷし fこもので．

f立の t\H；~~のゐっとし，·）llし、られている.11ノ.r") 
によれば歩還元本］1f.1i1J {!' 35 %以下をtiRhら

のJf，冷のiI 'iどとしてい〆ム

fil f，らJi()J告のよ之11；おiiHIJ合の；：;jヒノすター ・il, 

f也ののみ支iT資材l：上［：♂勺｝も低＜ ' Jiil,,没、lj初日うる

で，その？をl0%1liJfiァJ＂＇出過し丈一これは約 2か

JJ /i:J(ljJ1fJ刊IJll:J1j11，ヘミセル U・ ス，十nu 

ー；、のjまやかな；ょ併が1i弘り， fl~ !'t に！釘！~~＼ししてい

るよどなノj；した． aが〈ず＇［， 1111;1よ， J!!1i¥Zl1ト42%

で、Ji＇！てむのが， A かjl 後し 21 必と：li)J~ に分解

しj：。

1：ぷ立の！？;[:*1,lfi,IJ介の減少パターンは，仙の伐

材lj：仁べi1.fr'I必であり， 18かjJf々によ，・1，、てもすl'Yレ

n、J、の伐｛｛－＇,illh'I'か50jるあう． : ;/l壬）父｜映して，

fぷ；＆1.'.)1kJl:fJit'iliiJイ？内ら:01lfH去の，：；；1,ミfo'(；＇（ノj；し，

開［うJ、角什1：の資材であノふ：と人ノj；した． このこと

かL qw仰土，物Jil_・/tの改HI：長期il:JのJH.JU'I: 

が，；t;H;Fきるとどィ’ t);i'L~.

研nti , , i1u11~は， 8 !l~WU ti：ねのもの γ＼：〉り， JI二ノ 2) 

rs ） の ·~IL d) 8 ;1iJ.1 i刀、ら，急激；：？〉鮮が：進行し ちlj

てあ、り， 十字IWrのさlf.1ダUc':Ii、1;f.，交1.1:. このこ

とは，先のヘミヤ 1し11ースの場i’；＇~·. l1i]l伝子， u裳

もな主i'lf(;j卜・，nJJ11iJ1f1・ rni c; i1＇.ぺで分解が進

行していuものぞ如氏、べれる．

j rかくす刊肥のセル＼ 1 ー λ7),Y~fr),'IJ合が， fl[

lかけで急械に減少Lたこ JI ハヨては，

ヘミぞJf.¥ 1-・;;., I)）均台と Iii］段， JI;!;::{Lが安定1ふ

J) I二， Jii[/,f:f愛： 1かけ上・c-、；詳WUを＇＇｝；［.し〆三ものとJ!R

f9¥ '; h <:, 

'Hi~耳f0Jl1:, WJ！！~i1LU巴，籾法1えび稲わらの

｛ミミキ.jJ/tti)il i：；ぶこむける形態

't i空中11/ti11H廷のi を矢II

るた ）， ！：じてそ1’，／，｛＂7Jijlこ1～ 2副m,0.29～ 1 mm, 

0. 29 mml), ・ 1,・ 1 . ii~j7j1J し， Jl~1L~ ＇.刊；~：ζの Iι的｝ 'it 試み

If:加 1J~ 汁附＂＇ノ｜三七｝~Ol,i,lj合U, 籾殻〉、＇Z千{ol）千l機

中j・!J包jiJ LHr J、＇＇ ',','., ＇；る f1,j向がみ I）れj~. :fぷ

1改でlに f立ィ子カ、Jり，iilll：う、いplijjjに移行すづにし

たがい， JI:力111J::!tM'/'I:二；c[~十；［.＇γhリイ？がJ'r1l/Jllしj：の

に対 I", : C>1tllU！有桝U河村では，概抗的l：み

れば，制かい｜寸分、C)I t.1:11工1三 Ji:加ノk注解十i：議

24 



IA包i没:tJU己におけう千ftg足立資材の示、IJJ!Jに関するの円三（第 2幸員）

京の；ifiJ合が減少した． しかし稲わらiii'IJ巴は0.29

mm以 lのい）分で， JI' 加；j（.分j~平性：；しとの；ifiJ ｛｝－が，

0.29～ 1 mmのllHi分よりお去る｛ばiii］］をノj：し，やや

傾向を異にし！：.

子千悼イ],f；話1't日付施JI上j；唆のい jヱれも， アンモ

二ア・アミド出主；；，ヘキソサ、ツ態茶話及び

アミノ態任案の分 {Ii,i!!J合は，ほど／lと＇＇l11Jどで、め

り，，；1：方IJ1J＜分IF'l''I：コ人七割合の増減（J；未l1iJ

の＇；lilJ合を ¥21！力、Fせλ． 二のようにfJ分解＇／＂！：＆ cf

~1f：分 M'i"I：の資村を IIJI, ＼ても，午、＼＇（： 1：；＇.江 ＇＇） た変化

合ノJ：さなか，， fJ：こと仁川i床がも／：れる．

カ!F,Ji(』』巴 l：弘：，＇~ :D-1リnイf機fl資j

加；J＜分角t平＇'I"！：の：：i7主：Yリ（？をJt較す； 2, 1 ··~ 2 mm 

のuH1分ではlりjIJかでないが， 0.29～ lmmど0.29

滋終日、，，－の：金分は， MiJ,'ifI＇~i こみで無！マγJJ!1:U史上。） , 

fキ稀有機吋汀村施llLU良一で、l¥<i}J ll'l i f tfl向がみら

れた． l1i]i誌のft[ii1J l l, i二十；， ) 11 J i ,・, 8）が， ~］｝／ l 

1 ：壊会 JIJ い，だ；Jm/Ail;J~lll 止汗通列11"1'. 比｜校 Lf：；長

~I ；や， i：え 11[1,, Jt:i I ）治、 i~ ＇ )i.fl:;J' 1+1 'HJい，イ｛地

11l肥料 ii:}j’u21 iJした（.！｛；＇｛にみられつ． この1j1でjミ

見らは， 行機1umn i：施Illした＇・.）：によって，

JI: /JIJ1J＜う〉：平性三；fかじj主るま：；Ull0) －~コとして

人為的なもの，すなわち l:lJflこ胞JIJされたぷソド

化物士どと， 7ゐミノ司をとがl/J，［チし了，反応lt'.J戊

q勿カJ 'j：じ d f ミ／ などのfo'Cがfl¥,くな〆i

ため γあろうとしている．

*aw；－でJI'-!1111J＜分Mtl守系三iJ合が，有機汀資

材のJl-ui!IJで出まるf里山は，』追J!jした:ff{A民t1t資材

の；之が， f正｛fi:r'i::Ct句で10a 11たり 4t (fii＼わらは

3 t ）と，ごく多量であり， 5 'ij三連mした後に

採｜；し分析に供したため。有機究資材のもつ形

態泌I江主の分布吋合が，かなりば挟していタご

とめ fえられた． しかし｝／tli,)IJH j：の有機質1!l:Hの

)i0)Jllノド分W¥WI：宗本：iflJ合は‘施行1後のj：壌のJt'-/J!I

1J< !i'fF'l"I：主素にH：べ，必「しも，（1jぃ：ifリ合を示し

ていとい． このことは， 7/uUIH去に1'1i*Hい主材中

のJI:加水分解'1'11:主主主IJ合が， 上壌1j1で肘熟化す

るよiM3で史‘I:: I ~·Ii fり， l:Vlil: Iぷ｜映したと考えら

れ〆）• 

1fi'k1!f資材のJIミ！Jllノド分；H・/・11：・ベ主；iiiJ合が，

イヒの過1Vでli,1力IIすうMir勾は， JI：ノ f-5）が稲わら

のげ：1Jl1~fヒ過れにおける， ！13門別室素の分イ！日iJ合

の変イヒをぬ跡lr:W~1；·や，林式川の広治樹Pl鮮

；＼ークと， HUJl：~化した f表、のノ、ークの形態別

の？〉合j河｛'tcl七三唆した・（，fij＇；－がある． ヱド il.！. ~1 ；民でも，

お11:1!)i)):">Vh＇設、7）形態別一三誌の分イliWIJ介在，堆

)J!1:fヒの1ifif支で、比波し， 11';.;Mヒの過i"iで， JI：力II水

分M’l'L－~·ミ去－－~htが1ii］ まう令！Jii］ル認めた． このこ

とは，府与｛イとの）£封Aでは沿海J仕の

に上って火ふなわれ？；う；弘に

'ct 材；ぅ
Ji:［交

JJ l全

lilJllノlて，j
；γ・ft;;, 

有機質資材の形態別議索の分布割合

6 N l"}.H'11UJfJ;Jγ；tl11H'I N 

｛%） 

:t- I j 

f科1 ： ~tJV. ( l1M+) 19.3 80.7 

生f立i令2巴

fri] j 24 

籾 'iitl I：川千）

ドミ／駿滋ヘ品、tJ-ミ示［；1]'.il'.-N

10.9 42.8 1. 5 25.5 

21. 0 7ヲ0 13.9 

25' 8 7 4' 2 14' 2 

3. l 24.2 

3.4 18.8 

14 .8 

37.8 

37.8 

48.9 

43.1 

43.2 4.5 

i
J
 

［
 

j
 
j
 

12.2 87.8 8.9 

4. () 19.3 

17.0 

籾｛投

/ri] 

18.8 

19.9 

81. 2 

80.1 24 

2. 2 27. 8 

15.4 

”h
d
 

nJω 
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案が，より与く内沼したごとをなI床すり＼：考え

られる（第 5表）．

~MfH化過F化 ~f' 1J~1JJ＜分解性主

[fl，高11131が，火山原土

減少部分の約、｜三ht：を，！？め， その他の加水分解性

p!1j分も，その存冶：：lifJ合lこ），ιじて減少した． しか

し非加J1Jc分解性主素の減少は，ごくわずかであ

ったとしている勾このことは？：誌の無機化に最

水分解＇l'1i 市:kill化 も寄！Jーするのは宅：。ミノ態：宍よれ、あり， {f{f,島民

が進むにつれて，土壌を jす~l~ に対「う hiJ{j がよ幹

加し， :II}Jll1｝~分即位：常本が減少す〆s （：拡7して

いる．：本；u・:irでも0.29・ ’ Imm, 0.29mm灯、ドの両

分の，無j制巴土tj~ と各科l(f｛会n•:tH』41iJ] J i；機を

比較したが，主l~HUJ巴lゴ災午よれ:killイヒ J)fii, み極右

機it1t資材脂JIJ:Ui~ •＇！：－比妙的 4~ ;i名1、 L:Jil.c': cプなせ

ば， その村栄l；上刻llDJ, ;;.'ill! l j の；：1w~ と lriJ.ff！な（ぱ｛

向であ）三

I lて、び〕丙午、，'If刊；！J［分（／〕辞任JJ.li:l土q 係JUJBI:

段及びJfaJl~：lifi.J11. LU~で 1 、 2 mm ・. I) . 29 ~ 1 mm : 

0.29mmUドのJ州立の：刊介が，約13: 3fi：切であ

コのに士、jし号 1'mわら及び料公的i!lLUメでl仁約

16 : 41吋 4:32,0. 29mmU f. tつれiノ；士川すが多か

った．こd . i: 't, ~,f匹 W.lltの tiねがJ' IJf~I くら

べ，）拶：！大市河波砕く三れに；ぃぺf イrぷ！ γいるも

のと考えハれう．

ぞ手陣

ttし無JMJ巴十誌で、JiげJ少なく，

不ft縫：！（｛t材のJiuUIJにより，

てとをよし・c，， ミj二

；~· i:Ji;f J 

日LグlU1'fも0.29mmJ）.ドJ）副；〉の

のrrifl沙

いが.Ji；』巴長何でil,0.29mmJJ. 十の！日。立が9

mわらや1ル没施Jll!:JJ~·ノ＇） 43%1 • ＜ι〉ベ令

52%と約10%もちい：どかハ亀 二J〕/iiJ[/.) 

J）無機イtl二治手｝

M.以lH＇）が ：τ， 

;;1uる二と合20[11］宇治 1)Jgし．

ぷσj各l~llj 分の減少 'fi: ,l}!ijベメ：謀；1;-l二よれば‘ l1iら

減少率（！）大ラいのがα ア；ノ あり，

26 

):1材をb包JlJ・ J-・S、： LI：より， ：のt'fl）分を：今しく

t附ll主せること It, む杉並吋近付施）干J効果のうち，

J,kも大三なもののーつであん j.

V 摘

1. ti自わら， 1JJ設のにダノぃール・ベシぞン

11ti/U物け、， 11;千五万IJ{1・が埋没1211' I J ・z;・21～25%に

減少し／よ

2. 稲わら わら l@J ［~l今治水口n宍イJ機物

I t，校訂；iflJ什；うl'JI＂＿没 1か｝｜で. 40～ 50%に減少

した． しか t.w；設がJJE;, jiJ/iQ及び＇if1'E11'

？は， 18か11後れ7り・80%2 （ぃf1:Jl1rJJをがした．

3. fil＼わり於ゴII~ （： ,t，.が（寸ミ：if'!JE；のセ Jlリ」

ベのりく；イ'fiflV！は，川没1かjl 刊で約40～ 50%に

減少し t'. にか［仇b，の有機円訂村は，ほとんど

減少－＼f1"801/r）以 hn；長作戸＼勺わ Jた．

4. わ、がく r主：:JJ[I~のへ、ヤル口一ス cl） タ長イF

XIJ合は， JI［＼点u'ffザ）減少が大穴〈；， lかj！？交に

36%仁川少し九〉よいで、fit¥t〕ハの減少が人全く

IかJj1乏し.57；仇 6刀、jJ f釘マ26%と許し； j成少

した．
r・ 
;) . 

T資付の＇j

I［訓，1j,tjiJ｛＇！の変化パターンは，れ有機

」： .u:u央して， fi日わらがサFγひは，

H！.設11;¥J!正しF 15%1JiHQの 11~ ＼叶p＇（今ノJミしたのに対し，

似主生it18かJH吃ムヲ i;421.%と；.；j¥、iii＇（を／J：した．

18 /J'} lfその ）·~i. ;l;和i/fc司 {Iは 1L~いものから，稲わら

〉主主イ1:1jえJ:1i)Jf;r イf；うす、く ドlfo;W'.. 1%設が；』1~ ＞ f1TI

n仏、＞;j:i}カハ ））Jilliでめ ，j二．

？え村5if 31.!lJiH交の跡.tihi：主主

～れが；果，）j3態別

うNirf司が認められt:. ：上にみ j:t長ぞ究． .JI吋ij[l;j'(



施設栽培における行機河口材の利rnに関する研究（第 2縦）

分Wi!'l''f:主主は，粒f壬が利llかくな〆汁こしたがい減

少する傾向が認められた． しかしW1i11J包出U≫t
では，ヂのMirtiJは判特としなか －it乙

7. {I ｛誕百交付J/ili,)j]J:IJ~のピ~＇~会－（；~ '!tは，

乙いものから Jl~i に ｛＇：／＜；花＇b役五i')J巴＇＞似J&Ji幻l目，む

がく f、i1UJ

ノヤ」．

8 i：壌の ，＇＼イf:1u土q 中立任

日lj{てみ／」と， 0.29mm以ドび）［i1f1分の l：壊で1＆む：手

〈，そのうち力II水分［%作j：：；江主が80-90%分，Ijめ

て J:J り， J行京の~,1＼~tf:品化にザi j寸〆i効引が，ア：

ノJl用計

VI 文 献

1. は i／~苅：ソj ' JJj{ ff I主（1970) j 引！~P＇~べMl:

487・ 490 

2. })r"rnnerぺ J,M (lヲ65)Methods o/ 

Soil 1¥nary〆isl》art2:1238-1255 

3.刻ll1 H克し1,, 1:';j/H~ 大（19fi8) UJl＇~）｛l\ 11長

4, 8. 

-27 

4. 広瀬存DIJ,Im fI1恭ー‘ ¥1972）土肥誌43: 

21～24 

5. JI＇；子 H円j亡（1982)

～242 

iえl 第57か：235

6. プノノワ， M, M許（1966）汗~！f す）［5,

久，lf1-[;fJIJil か共訳一卜」J~ イWM:物新化予文

｜駄刊行公： 182 

1. Jnt伝I~ :., ;fl!U 1秀徳 (1970) LJmUAl : 

281～ 286 

8. ：＿，＋；手／Jj；・川Jj議行（1908)

NW;- :.J¥15ト；－ 125～134 

9. ;:if:業1t111:rM究所制 (19'79) J:!J~~I主j仏＇；＇HliJ

/Jlj総七日本!l::JJi＇；議dぺ料2

10. 民業Jt fi/.JM 1¥'.11庁（1981)i：域別5料・＇.＇l/llj別

総tM食•J~ ；

11. ；；~林ノド！っ： f°iJ~1~.!ifl会I :'.:';: J, ,] ；；~三課 (1979) 此

きゅう Jl巴・：争心機物分析il;: l～ 67 

12. 小）If llil J. , デ当イ，j' ( 1981) 栃1\:1~＇~：式研

w第2'n;: 41 ＂日4



栃木県民業試験場研究計H1i 4¥30；；会

Studies on the礼pplicationof various organic matter in the plastic・日reenhouseculture. 

On the degrcce of maturity of organic matter. 

Hideho IWASAKI, Akio OGAWA and Shin MIYAKE 

Summary 

The change of org品nicconstituents of buried organic m品ttersin the soil was ob臼er-

ved during 18 months. Materials tested tested are rice straw compost, rice hull com” 

post, sawdust cりmpost,peanut shぃllcompo日L,raw ric吃 straw,and raw rice hull. The 

rate of five organic forms of nitrogen in the test月oilswas detected. 

1. Hot wat廿rsoluble organic matter of the rice 日traw compost and raw rice straw dee悶

reased by 50～60% in九 month,while those of tlH~ ric円 hullcompost and the rice hull 

and peanut shell compo日idecreasi~d only by 20～ 30%引venin 18 months. 

2. Cellulose of thぐ ricestraw compost and th行刈wdu:stcompost decreased by 50～60% 

and those of other organic matters only by 20% in a month. 

3. ’fhe ratio of n~ducing sugars of the 1 ic<' straw compost was 15% at th。be広inmr収，

showing a fully frrmenlぜdcondition. Ilow1~ver, dwιratio of reducing su符arsof the raw 

rice hull remainPd at 42% even in 18 months, being a non-fermented condition. as 

before. 

4. After five yi:ars successive application of various organic: matt （ ~rs in soil, the rate 

of the following orばanicforms of nil! o符enwas rktec:t行d:ammoniu日1amide, amine su日ar,

amino acid, unidぃntifi,,dand norト hydrolyzable I orms.’l"h巳 rat《 ofnon-hydrolyzable nitro蜘

gen was higher句 111 汁oil沿 appliedwith the compost than in non-compost. The rate of non悶

hydrolyzabl(' nitro詩entPnded to cl円crease,as the particle size of each test soil became 

smaller. But this t円1d1・ncywas not clear in the ≫oil applie with the raw rice hull. 

5. The test soih刊 werearranged in diminishin氏。rclerof the total nitrogen contents in 

the soil: pe札nutshdl conpost, ric<' hull compo日t,rice straw compost, sawdust compost, 

raw rice straw <1nd r九iwrice hull application日。ils.
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