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北関東の中山間地域の農用林における落葉および

落葉堆肥生産と水団施用の有効性

逢沢峰昭1.*・乾 友恵、1・平井英明2 ・大津和敏3 ・池田純子1・大久保達弘1

1宇都宮大学農学部森林科学科・ 2宇都宮大学農学部生物資源科学科・ 3宇都宮大学農学部農業環境工学科

北関東の中山間地域において，林地と農地の一体的利活用と有機物を用いた米生産に向けて，農用林から得られ
る落葉量，落葉堆肥の材料となる落葉量，そこから生産される堆肥量，水田投入量の測定を行い，水田 1haへの施
用に必要な落葉および落葉堆肥を得ることができる農用林の林分面積を調べた。さらに，これらの有機物を用いて
水稲栽培試験を行い，養分組成からみた水団施用の有効性を検討した。測定の結果，農用林から少なくとも 5Mg/

haの落葉を確保できること，低温季からでは約 9ヶ月で落葉487kgから230kgの落葉堆肥を生産できることがわ
かった。また，水田 1ha への施用に必要な落葉および落葉堆肥を確保することができる林分面積は 1ha程度で、ある
ことがわかった。落葉および落葉堆肥の養分組成を調べた結果，肥効率を考慮した落葉および落葉堆肥の窒素量は，
一般的な施肥基準量に達していなかった。しかし落葉および落葉堆肥のリン酸とカリウムは，施肥基準量の10%

以下であったため，リン酸やカリウムの過剰蓄積に対する低成分肥料として期待された。ただ，落葉および落葉堆
肥を用いて栽培した2011年の米収量は，化成肥料を用いた慣行農法の 8割程度と低くはないものの，無施肥区と比
べると肥料効果は限定的であった。

キーワード:農用林，落葉，落葉堆肥，養分，水稲栽培

Mineaki Aizawa， Tomoe Inui， Hideaki Hirai， Kazutoshi Osawa， Junko Ikeda and Tatsuhiro Ohkubo : Yields of 

fallen leaves and the compost from a farm forest and their efficacy for paddy rice cultivation in a hilly and lower 

mountainous area in northern Kanto. Japanese Journal of Forest Environment 55:119-126， 2013. 
In order to understand the past integrated use of farrn forests and agricultural fields in a hilly and lower mountainous re-

gion in northem Kanto， as well as the production of rice using organic materials， we measured the mass of raw fallen 
leaves gathered企oma farm forest， the mass of yielded compost made企omfallen leaves， and the mass of raw fallen leaves 
and compost supplied to paddy rice fields. Based on our results， we estimated the area of farm forest required to foster a 1-

ha paddy rice field. We also perfoηned experimental cultivation to assess the efficacy of the fallen leaves and compost in 

terrns of nutrient composition. We found that at least 5 Mg/ha of raw fallen leaves was obtained企omthe forest， and 1 ha 

of farm forest was necessary to cultivate a I-ha paddy rice field using these organic materials. Analysis of nutrient compo-

sition indicated that the total amount of nitrogen in these organic materials did not meet the general recommended quantity. 

The quantities of phosphate and potassium in these organic materials were less than 10% of th巴 generalrecommended 

level. However， these organic materials were expected to be effective fertilizers containing small amounts of phosphate and 

potassium for the soil in which excessive amounts of phosphate and potassium had accumulated. ln 2011， the yield of culti-
vated rice using raw fallen leaves and compost was not so low， namely， 80% of that produced with conventional cultivation 

using chemical fertilizers， but was roughly equivalent to that produced with no fertilizer application， indicating the limited 
efficacy of thes巴organicmaterials. 

Key words : farm forest， fallen leaves， compost， nutrient， paddy rice cultivation 

1 .はじめに

中山間地域とは，平地の周辺部から山間地に至るまとまっ

た平坦な耕地の少ない地域である。このような地域では，農

耕地と集落の周辺に，薪や炭の生産を目的とした薪炭林，主

として堆肥用の落葉採集を目的とした農用林，および採草地

などが一体となって配置されていた。第二次世界大戦後の

1950年代までは，農山村のエネルギーとして薪や炭が，農

業肥料として草や落葉，薪炭，ふん尿が用いられるなど，中

山間地域の物質やエネルギーは循環的に利用されていた(藤

森， 2006)。

関東地方の中山間地域は，とりわけ有機質に乏しい地力の

低い土壌で覆われていたため，畑作作業を維持するには落葉

広葉樹を主体とした農用林を育成し落葉で堆肥を作り，多

量の有機物肥料を畑地に投入することが不可欠で、あった。落

葉落枝の採集は畑仕事のない冬に行われ，採集した落葉を用

いて堆肥や苗床を作った(犬井， 1996)。そして，このような

農業経営上で必要な落葉を採集することを主な目的とする関

東地方の農用林は，下刈り，落葉かき， 15年から20年周期

の伐採，萌芽更新といった森林への人為的干渉によって維持

されてきた(中島， 1948;犬井， 1996)。しかし 1950年代

後期の燃料革命と肥料革命によって，農業肥料の多くが有機
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物肥料から化学肥料へと移り変わり，落葉やふん尿が農業肥

料に用いられることは非常に少なくなった(藤森， 2006)。こ

ういった生活様式の急速な変化によって，中山間地域におけ

る農業と林業の結びつき，すなわち，田畑と山が結びつくこ

とで成り立っていた循環機能が失われてしまった。

近年，里山保全活動の一環として落葉堆肥作りが再び注目

を集めている(中川，2004;津布久， 2008;市川ら， 2010)。

堆肥などの有機物を施用する第一の目的は，土壌中において

終始失われる有機質を補給して 土壌の永久的地力の維持な

らびに増進にあるとされる (i前田， 1935)。また，堆肥などの

有機物の施用は，土壌の団粒化，陽イオン交換容量の増加，

土壊微生物の活性化といった，土壌の物理的性質，化学的性

質，生物的性質を改善し生産力を向上させる とともに，土

壌中への炭素の貯留といった効果をもたらす(農林水産省，

2008)。

北関東の八講山地の中111問地域にある栃木県那須烏山市大

木須遠下地区においても，かつて農用林から採集した落葉が，

タバコ栽培や農地の肥料，家畜飼育などのために利用されて

いた。特に同地区を含めた地域では， タバコ栽培が畑作換金

作物として最も盛んであった(烏山町史編集委員会，1978)た

め，落葉を大量に得るために大面積の農用林が必要であり，

下刈りや間伐なとマの農用林の定期的な管理が行われていた。

しかし戦後の農業経営の変化によ り，農用林の利用放棄や

利用転換が相次いだ。このような中，かつてこの地域で、行わ

れていた落葉および落葉堆肥を用いた水稲栽培を行うことで¥

林地と農地の一体的利活用がなされ， さらに，米に付加価値

を付けることで，中山間地域で、の農林複合経営(アグロフ ォ

レストリー)を活性化することができると考えられた。そし

て，このような取り組みは，この地域の農林業の継続的経営

と里山景観の保全に繋がる一つの有効な手段になりうると考

えられた。そこで，同地区では2010年より，慣行水田の試

験区において，同地区の在来農法で採集した落葉をそのまま

水田に施用する農法[当時は冬期湛水田(稲刈り後の休閑期

に意図的に水田に水を張る農法)に施用]と落葉堆肥施用に

よる水稲栽培試験が開始された。

しかし一方で，伝統的な落葉や落葉ー堆肥の利用量や水田へ

の施用量は経験的に決められてきたことも多く，在地の知恵

が失われつつある今日， ①農用林一定面積当たりどの程度の

落葉が採集でき，ここからどの程度の落葉堆肥が得られ，こ

のうちどの程度の量が施用されるのか，また，②逆算して一

定面積の水稲を落葉あるいは落葉堆肥によって栽培するため

には， どの程度の農用林面積が必要であるか，①落葉および

落葉堆肥にはどの程度の成分量が含まれるか，成分量ーから判

断してどの程度施用すればよいのか， ④落葉および落葉堆肥

によってどの程度の米の収量が硲保できるのか， といった点

について，科学的 ・定量的に評価しておくことは重要で、ある。

一般に落葉のみから作られた堆肥を用いることはほとんどな

く，慣行的に家畜ふんを加えた堆肥を利用することが多いこ

と(三好ら， 1983;市川 ら， 2010)や，化学肥料の普及によ

る落葉や落葉堆肥の必要性の低下によって，耕地あるいは林

地への肥料的観点からその含有成分を調べた研究(例えば，

守屋， 1913;満田， 1935;森田， 1972)は今日ではほとんど

みられない。さらに，このような研究は肥料学，作物学，森

林科学，生態学の境界領域に位置することから，単位面積当

たりのリタ ー量(薪藤， 1981;西村ら， 1992)や，その分解

過程，落葉に含まれる養分量に関する個別の研究(大政 ・森，

1937 ;片桐ら， 1970;河原， 1976;河田，1989; Takahashi， 

1997 ;大園 ・武田， 1998)はあったとしても，肥料や稲作に

関連付けて学際的かっ実践的に研究した例はみられない。

本研究では，林地と農地の一体的利活用と有機物を用いた

米生産に向けて， 1)落葉および落葉堆肥の必要量を把握す

るとともに，一定量の落葉および落葉堆肥を水田に施用する

のに必要な農用林面積を明らかにすること， 2)落葉ーおよび

落葉堆肥の養分組成を明らかにする こと，3)落葉ーや落葉堆

肥を施用した水田の米の収量を明らかにし落葉や落葉堆肥

の水団施用の有効性について慣行栽培との比較から明らかに

すること，を目的とした。

2.調査地と方法

2.1 調査地の概況

調査地である栃木県那須鳥山市大木須遠下地区(図-1)は，

北関東の栃木県東部の八構山地に属し那須鳥山市の東南部

に位置している。平野部を貫流する那珂川の侵食により，八

溝山地には多くの谷が形成され，平坦地はあまり見られず，

棚田 ・谷津田からなる里山景観が広がった中山間地域である。

気候は典型的な内陸型気候であ り，調査地に最も近い気象庁

の那須烏山市の2010年における年平均気温は13.3
0

C，年間降

水量は1，588mm，暖かさの指数は106ι 寒さの指数は23.2

である(気象庁;http://www.jma伊.jp/jmalindex.html)。

2.2 落葉量の測定

落葉量の調査は，同地区の林齢約40年の農用林に設置し

た40mx 40mの方形区(以下，落葉採集プロット)で、行った。

最大傾斜430の急な南東斜面である。この林分の胸高断面積

合計(BA)は35.7m2/haで、ある。コナラがBA割合(阻A)48

3%(最大胸高直径31.8cm)と優占しており，次にケヤキ13.

5% (60.0 cm)，クヌギ11.7% (34.4 cm) ，エンコウカエデ7.2%

(22.8cm) などが見られる。 ここでは，過去 2~3 年間落葉

図-1.調査地の位置図
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採集は行われていない。落葉採集量の調査は， 2009年3月

15日および2010年 1月11日に行った。熊手で落ち葉をかき

集め，大型の落枝を取り除いて，落葉採集袋(縦550mmX 

横800mmX 高さ500mm，光生商事)に可能な限り詰め込ん

で林外に搬出した。台ばかりを用いて袋ごと重量測定を行い，

最後に袋の重量を差し引いた。

2.3 落葉堆肥の生産・施用

堆肥生産作業は2009年および2010年の 2回行った。この

作業は，同地区において幼少時代から落葉堆肥生産を見て育

ち，自身も約10年間生産していた農家のKS氏の指導の下で

行った。落葉を詰めた落葉採集袋を秤量後，堆肥生産場に軽

トラックで運搬した。落葉を屋外のコンクリートを敷いた場

所に集め，フォークを用いて， 4月から 8月にかけて月に

1度のベースで切り返した。切り返しの際には，集めた落

葉に川の水をかけながら踏み固め，立方体になるように積ん

で、いった。さらに，切り返し時に枝や石(2010年は乾燥重量

でそれぞれ合計40.3kgおよびr2.9kg)などの分解しにくい物を

取り除いた。 KS氏の判断により， 2009年は 6月16日まで，

2010年は 8月29日まで切り返し作業を行い，その後は切り

返しをせずに放置し 2009年は11月29日(260日後)， 2010年

10月17日(259日後)の時点で堆肥完成とみなした。 2010年に

ついてのみ， 11月27日(310日後)に生産した堆肥重量を台ば

かりを用いて測定した。 KS氏は堆肥完成を，堆肥の色(黒

色)，臭い(甘酸っぱい臭い)，手触り(堆肥が lcm目の簡を

通るくらい細かくなり，握ったときにすぐ崩れる)，温度(気

温と同程度になる)といった，感覚的性質を基に判断していた。

2.4 水田 1haへの施用に必要な落葉および落葉堆肥を得

ることができる農用林面積の推定

2010年のデータを用いて計算を行った。すなわち，落葉

採集プロット (0.16ha)から採集した落葉量から，林分1ha当

たりの落葉量αMg/haを算出し，さらに2010年における堆肥

生産を通して，既知の落葉量bkgから生産された堆肥量ckg

を得た。そして，後述の試験田(合計面積0.0061ha)への落葉

および落葉堆肥の投入量は， KS氏が所有している水田

(O.072ha)への経験的な投入量(落葉は水田 1ha当たり乾燥重

量で4.36Mg日落葉堆肥は3.73Mg)(図-2)を面積換算して決

2010年1月

落葉
落ち葉かき
(0.16 ha) 

落葉採集量
(a) : 

5.86Mg/ha 

堆肥積み

定した。これらの値を用いて 1 haの水稲栽培を落葉およ

び落葉堆肥の施用によって行うために必要な農用林の林分面

積を式 1および2から算出した。

1 haの水稲栽培を落葉の直接施用によって行うために必

要な林分面積(ha)= 4.36 X 1 / a (式 1) 

1 haの水稲栽培を落葉堆肥によって行うために必要な林

分面積(ha)= 3.73 X b/c X 1/，α (式 2)

2.5 落葉および落葉堆肥の化学分析

2.5.1 分析用試料の調製

2009年は3月15日， 5月1日， 5月23日， 6月16日， 8 

月18日， 11月29日の 6回にわたって， 2010年は 1月11日，

4月24日， 5月16日， 6月27日， 7月18日， 8月29日， 10

月17日， 11月27日の 8回にわたって，落葉堆肥生産場から

各回無作為に， 2009年は最初と最後の回で8反復，残りは

1反復， 2010年はいずれの回も 5反復の試料を採取した。

試料は実験室に持ち帰り，電子天秤を用いて採集時重量を測

定し，その後乾燥機(3860-D，木屋製作所)によって80
0

Cで

約3日開通風乾燥させた。乾燥させた試料を再び天秤で重

量測定し重量含水率(%)を算出した。そして，乾燥させた

試料から適量を取り， ミルサー(IMF-700，岩谷産業)にかけ

パウダー状に粉砕した。それを0.5mmの飾にかけ，分析用

試料として調製した(以下，分析用試料と呼ぶ)。

2.5.2 全炭素(以下， TC)，全窒素(以下， TN)，炭素/窒素

(以下， C/N)比の定量

各サンプルにつき 3反復の分析用試料を調製した。この

試料を実験の前日に一晩105
0

Cで乾燥させ，デシケーター内

で放冷した後に約30mg秤量し， NCアナライザー(SUMI-

GRAPH NC-22F，住化分析センター)を用いて分析した。標

準試料としてアセトアニリドを用いて補正した後に， TC， 

TN， C/NJtをf尋た。

2.5.3 リン(以下， p)，カリウム(以下， K)，カルシウム

(以下， Ca)，マグネシウム(以下， Mg)の定量

2009年および2010年に採集した落葉と， 2009年11月29日

および2010年11月27日の落葉堆肥について，それぞれ5反

復の分析用試料を調製し， 80
0

Cで一晩通風乾燥させてデシ

ケーターに保存した。その試料を約0.5gに精秤し硝酸過塩

11月 2011年1月

落葉の直接投入 収穫

9月

水田投入量 収量
: 4.36 Mg/ha* : 4.08 Mg/ha 

堆肥生産・施用 水稲栽培試験
(5月-9月)

「一 一:堆肥切返し(撹梓)生産量(の
1 堆肥用落葉量: (4月 -8月)~: 230 kg : 

(b): :----...... 

: 487 kg 

落葉堆肥
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図-2.落葉および落葉堆肥を用いた水稲栽培の流れと施用量

*実際の投入面積は0.0061haである。各値は乾燥重量を表す。括弧内の各アルファベットは. 1 haの水田への施用に必要な落葉
および落葉堆肥を得ることができる農用林面積を求めるために用いた量を表す(本文を参照)。
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素酸分解を行った。分解後ポリ製容器に冷蔵保存し， Pにつ

いては，アスコルビン酸還元モリブデンブルー法により分光

光度計(自記分光光度計330，日立製作所)を用いて定量したo

K， Ca， Mgについては，原子吸光光度計(日立Z-6100型偏光

ゼーマン原子吸光， HITACHI)を用いて分析した。なお， TC 

および~TNの試料調製時と乾燥温度が異なるが，両乾燥によ

る水分率の違いは無視できるものとみなした。

2.6 水稲の栽培と収量調査

落葉および落葉堆肥を施用した水田の収量ー制面は，収量調

査用の試験田において2011年に行った。土壌は灰色低地土

である。この試験囲内には落葉および落葉堆肥の各試験区と，

対照区として化学肥料と無施肥の試験区がそれぞれ3反復

設置されている。各試験区の面積は4.5mx 4.5mで、あり，各

処理区の合計面積は0.0061haである。この試験田は， 2008 

年まで化成肥料と農薬を施用した慣行栽培が行われていた。

落葉および落葉堆肥の施用効果の収量調査は2010年から開

始されていたが，その効果の評価にはある程度の連年施用が

必要と考えられたことから，本研究では，落葉および落葉堆

肥の施用 2年目に当る2011年に収量調査を行った。この際，

落葉堆肥については既述の2010年に生産されたものをその

年の12月に，落葉については2011年 1月10日に新たに採集

したもの(化学分析は未実施)をその月に，水田 1ha当たり

の投入量(図-2)に基づいて計算して試験田に投入した。化学

肥料区では，化学肥料として ひとふりくん100号(全農)

[肥料100g当たりのN，PZ05(以下， リン酸)， K20(以下，カ

リ)および~MgO(以下，苦土)の含有重量はそれぞれ12g， 14 

ι12gおよび2gJ を用いた。化学肥料の施用量は， KS氏

の肥培管理法に則って550kg/haとした。栽培品種はコシヒ

カリとした。栽培は無農薬とし 除草剤は使用しなかった。

収穫は2011年9月に行い，脱穀，乾燥，もみすり後に玄米

の収量を調べた。収量の調査方法は高橋・吉田 (2008)に依

拠した。

3.結果

3.1 落葉採集量と落葉堆肥の生産量および投入量

2009年3月15日に採集した落葉は，林分O.l6ha当たり乾

燥重量(以下，断りのない限り重量は乾燥重量で表す)でl.24

Mg， 1 ha当たり 7.73Mgで、あった。 2009年はl.24Mgのうち

無作為に選んだ、約720kgを堆肥生産場へ運び，堆肥生産を

行った。

2010年 1月11日は，林分O.l6ha当たり 938kg(lha当たり

5.86Mg)の落葉を採集した。このうち487kgを堆肥生産場へ

運び，堆肥生産を行った。そして， 2010年11月27日に230kg

の落葉堆肥を得た(図-2)。

3.2 水田 1haへの施用に必要な落葉および落葉堆肥を得

ることができる農用林面積の推定

水田 1haへの施用に必要な落葉および落葉堆肥を得るこ

とができる農用林面積を， 2010年の落葉の採集量・水田投

入量，落葉堆肥の生産前後の量および、水田投入量を基に計算

したところ，落葉の直接投入による場合は0.7ha，落葉堆肥

使用の場合はl.3haであった。

3.3 落葉および落葉堆肥の養分組成と変化

2009年および2010年の落葉の堆肥化過程における成分含

有量を表 1 に示した。落葉の重量含水率は12.9~2 l.9% ，

TCは481~486供与 TNは1O.9~1l.8 g/kg， C/N比は40.9~

44.8， Caは 16.0~18.7 g/kg， Mgは1.80~2.02 g/kg， Kは

1.11 ~ l.90 g/kg， Pは0.527~仏529 g/kgで、あった。落葉堆肥の

含有成分についてみると，重量含水率は74.4~76.0% ， TCは

367~384 g/見 TNは17.2~17.8供与 C/N比は2l.4~2l.6 ，

Ca は34.5~35.5g/kg， Mgは5.73~5.85 g/kg， Kは 1.38~2.29

g/kg， Pは0.911~0.527 g/kgであった。両年ともCが二酸化炭

素として放出されたことによる，他の成分含有量の増加がみ

られた。また，両年とも重量含水率が最も多く増加し，次い

で、Mg，Caの)1頁で、増加がみられた。堆肥生産開始時のC/N比

は， 2009年で40.9，2010年で44.8であり，経時的に減少し

堆肥化後は2009年で2l.4，2010年で2l.6(10月17日の完成時

点では2l.2;図-3)となり， 20付近まで低下していた(図-3)。

表ー1.落葉および落葉堆肥の成分含有量と堆肥化過程における変化

重量含
TC TN C冷4 Ca Mg K P りん酸 カリ 石灰 苦土

種類 水率
g/kg g!kg 比 g!kg g!kg g/kg g!kg g!kg g/kg g/kg g!kg 

% 

落葉(2009年) 12.9 481 11.8 40.9 18.7 2.02 1.11 0.529 1.21 1.34 26.2 3.36 

落葉。010年)* 21.9 486 10.9 44.8 16.0 1.80 1.90 0.527 1.21 2.25 22.4 3.05 

落葉堆肥(2009年) 76.0 367 17.2 21.4 34.5 5.85 1.38 0.911 2.09 1.66 48.3 9.70 

落葉堆肥(2010年)* 74.4 384 17.8 21.6 35.5 5.73 2.29 0.527 2.l5 2.75 49.6 9.50 

落ち葉堆肥T 75 501 28 17.9 5 10 

牛ふん堆肥T 50 349 22 16.7 29 29 42 13 

*2010年11月27日の試料を分析した。リン酸(P205). カリ (KzO). 石灰(CaO)および、苦土(MgO)は. P. K. Caお
よび~Mgをより換算した。十栃木県 (2006) の農作物施肥基準(%)を換算した。
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回一3.落葉堆肥生産過程におけるC/N比および重量含水率の変化

図中の上下バーは.2009年は8反復(ただし*は 1反復)の.2010年は
5反復の標準偏差を表す。

表-2. 2011年における水田 1haに施用した落葉および落葉堆肥中に含まれ

る肥料成分量

C N りん酸 カリ 石灰 苦土

(Mg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) 

落葉 2.11 49 5 8 106 14 

落葉堆肥 1.40 65 8 8 183 36 

施肥基準量* 40~50 90 80~90 

2011年の水田 1haへの落葉および落葉堆肥の施用量(それぞれ4.36Mg/haおよび
3.73 Mg/ha)と. 2009年および2010年の平均成分含有量を基に推定した。*施肥基
準量は栃木県 (2006)を1ha換算した。

一方，堆肥生産開始前の重量含水率は， 2009年で12.9%，

2010年で21.9%であり，堆肥化後は2009年で76.0%，2010年

で74.4%(10月17日の完成時点では70.6;図-3)となり，堆肥

生産過程とともに増加した(図-3)。

2011年に施用した落葉および落葉堆肥に含まれる水田 1

ha当たりの肥料成分量を， 2009年および2010年の平均成分

含有量を基に推定した(ヨト2)。落葉は 1ha換算で、4.36Mgが

試験田に投入された。その中に含まれる肥料成分量はCが

2.11 Mg， Nが49kg，リン酸が5kg，カリが8kg， CaO(以下，

石灰)が106kg，苦土が14kgで、あった。落葉堆肥は 1ha換算

で3.73Mgが試験田に投入された。その中に含まれる肥料成
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分はCが1.40Mg.Nが65kg，リン酸が8kg，カリ 8kg，石

灰が183kg，苦土が36kgであった。

3.4 米の収穫量

試験田の2011年における水稲玄米の 1ha当たりの収量は，

落葉施用区では4.08:t: 0.06 Mg，落葉堆肥施用区では4.04:t: 

0.13Mgで、あった。また，化成肥料施用区(慣行栽培区)では

1 ha当たり4.95:t: 0.29 Mg，無施肥区では3.80:t: 0.57 Mgで

あった。
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C/N比が約20に下がり，堆肥完成とみなせることがわかった

(図-3)。この値は，微生物が難分解性炭水化物を含む有機物

を分解する上で，土壌中の無機態Nを利用せずに有機物中の

Cだ、けを使って増殖できる値とされ，一般的な堆肥完成の目

安とされる(西尾， 2007)0 KS氏は堆肥完成を感覚的性質に

基づいて判断した。石井ら (2010)は植物由来の堆肥の化学

成分と色，手触り，臭いなどの感覚的な性質に関連性があ

ることを指摘しており，この点でKS氏の経験に基づく判断

は妥当であったといえる。

2009年と2010年でC/N比および重量含水率において最初

の100日あたりまでの経時変化が異なっていた。これは，

2009年は 3月15日に落葉堆肥生産を開始したのに対して，

2010年は 1月11日と開始から最初の約 3ヶ月聞が低温季に

当ったため，落葉の分解が進行せず， C/Nの低下と水分変化

が2009年に比べて緩やかになったためと考えられる。した

がって，経過日数は両年で、違いはなかったものの，堆肥化の

進行の程度は気温の影響を受けることが示唆される。また，

市川ら (2010)における落葉堆肥の堆肥化年数(l， 2， 3， 

4および5年)ごとのC川比変化によると， C/N比は堆肥化

1年後で22となり，堆肥化年数による違いはみられなかっ

た。本研究において市川ら (2010)の研究よりもC/N比の低

下が速かったのは，月に 1度切り返し作業を行っていたた

めと考えられる。このように，切り返しも堆肥化を促進する

効果があると考えられる。

森田 (1972)によるとコナラ落葉の成分含有量は，石灰

(18:t 5 g/kg)が特に多く， N(8.6:t 1.1 g/kg) ，苦士(5.5土

0.9 g/kg) ，カリ (3.0:t 1.1 g/kg) ，リン酸(0.6:t 0.5 g/kg)の順

に減少するとされる。本研究で得られた2009年および2010

年の落葉の成分含有量は，多少の数値の違いはあるものの，

この傾向と一致していた。また，落葉の堆肥化過程は，広葉

樹林のAo層におけるL層からH層への有機物の分解過程とほ

ぼ同様と考えられる。 Takahashi(1997)の広葉樹林にみられ

るL層からH層へ向かつてのNの増加， Cの減少， pの微増お

よびKはほぼ変化がない傾向は，本研究の堆肥化過程おける

変化と一致していた。一方で， Takahashi (1997)の広葉樹林

においては， CaがL層からH層へと減少するものの， Mgが

ほぼ変化しない傾向がみられた。しかし本研究の堆肥化過

程では， CaとMgが顕著に増加するなど，逆の傾向がみられ

た(差是-1)。森林土壌においては，落葉の分解が良好な場合に

は酸性物質の生成が少ないため溶脱が抑えられ， F 層のCaは，

落葉自身のCaに関係なく，明瞭に増加し反対に分解が不

良な場合はF，H， H-Aの順で'Caが減少するとされる(河田，

1966， 1989)。また， Mgは，落葉の分解に対してCaと同様

の変化傾向を示す場合も少なくないとされる(河田， 1966， 

1989)。したがって，本研究の堆肥化過程におけるCaやMg

の増加は，落葉の分解が切り返し作業によって良好に保たれ

たことに起因するものと考えられる。加えて，堆肥生産場は

屋外であるもののコンクリート敷きであるため，雨水による

CaやMgの流出が抑えられたことも， CaやMgの増加をもた

らす原因となったと考えられる。
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4.1 落葉量と落葉堆肥生産に要する林分面積

本調査地の落葉採集量は， 2009年は7.73Mg/ha， 2010年は

5.86 Mg/haで、あった。 2009年と2010年の採集量に1.87Mg/ha 

の差がみられたが，これは2009年の採集時点で，過去 2~

3年落葉採集が行われておらず，落葉の蓄積があったため

と考えられる。落葉採集は年 1回行われ，とりわけ大きな

ものを除いて落校も含まれることから， 2010年の採集量は

概ね年当たりのリターフォール量とみなすことができる。本

研究のようにプロット内のほほ全ての落葉(落枝を含む)を採

集した例はみられないため， リタートラップを基に推定した

日本のコナラ林におけるリターフォール量と比較した。リ

タートラップを用いた調査は年変動があるため量的比較は難

しいが，本研究で得られた落葉量は， 2.33:t 0.22 Mg ha-I 

yr-I
(大政・森， 1937)，3.45:t 0.64Mg ha-I yr-I

(粛藤， 1981)， 

2.78~7.62(平均4.73)Mg ha-I yr-I
(西村ら， 1992)より多い傾

向にあった。その理由として，プロットが斜面下部に位置し

ている上，中央部が溝状の地形となっているため，落葉が溜

りやすかったことが考えられる。また， 2009年に栃木県高

根沢町の毎年落葉採集が行われているコナラの優占する平地

林(コナラのRBA73.5%・最大胸高直径38.2cm)において，

筆者らが同様の手法で、落葉量調査を行ったところ，林分BA

は25.5m2/haと本プロットより小さいものの6.98Mg/haの落

葉が採集できた。したがって，立地条件，コナラ林の樹種組

成および地形の影響もあるだろうが，中山間地のコナラ林に

おいては，少なくとも 5Mg/ha程度の落葉量の確保が期待

できるものと考えられる。

1 haの水田への施用に必要な落葉および落葉堆肥を得る

ことができる森林面積は0.7~ 1.3ha(平均1.0ha)であった。同

じ八溝地域で調査した奥田 (1956)によれば，農用地一反歩

(約0.1ha)には，等倍の面積の農用林が必要とされ，本研究

によって得られた結果と一致した。一方，犬井 (1996)は，

畑地(陸稲，小麦，大麦，いも類など)の場合， 1反歩(約0.1

ha)の作付面積には 2反歩(0.22ha)余りの広さの平地林が必

要であるとしている。本研究と犬井 (1996)との違いは，水

田と畑作の違いや，平地と中山間地の違いを反映したものと

考えられる。また，犬井 (1996)では約 1haの平地林から4.5

Mgの落葉が採集可能とあり，本研究の農用林よりも落葉の

生産量がやや低いため，その分だけ本研究の推定面積より多

くの林分面積を必要とすることなども理由として考えられる。

以上のように，本研究によって 1haのコナラ優占林から

得られる落葉採集量や， 1 haの水田への施用に必要な落葉

あるいは落葉堆肥を確保できる農用林の林分面積は水田と等

倍面積であるという知見が得られた。これらの知見は，里山

保全活動の一環として落葉あるいは落葉堆肥を施用して作物

栽培を行おうとする際に，落葉採集を行う農用林の場所・面

積を決める上でのひとつの目安となる。

4.2 落葉および落葉堆肥の養分組成と米の収穫量

本研究において，堆肥生産開始から約260日(約9ヶ月)で

4.考
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落葉堆肥については，農作物施肥基準(栃木県. 2006)に記

載されている「堆肥等有機質資材の成分例」と比較を行った

(担)。成分例に記載されている「落ち葉堆肥」のNは28g/

kg. リン酸は 5g/kg. カリは10g/kgで、あり，石灰，苦士に

ついての記載はなかった。この値を本研究の落葉堆肥の結果

(表1)と比較すると，本研究で得られた値は，農作物施肥基

準に対してNは約 5分の 3. リン酸は 4分の 1. カリは約

5分の 1程度と小さかった。また，森田 (1972)の値もこの

施肥基準値よりも小さい値を示した。この施肥基準にある落

葉堆肥の詳細は不明であるが，このような成分含量の違いは，

落葉を採集した林分の構成樹種の違い(河田. 1989)や，生産

方法の違いによって生じている可能性が考えられる。

2011年において，水田 1ha当たりの施用量から，落葉お

よび落葉堆肥の肥料成分量を計算したところ.Nは落葉で49

kg.落葉堆肥で65kg施用されていた(差是ー'2)。栃木県 (2006)

に記載のある落葉堆肥(C/N比17.9;表一1)のNの肥効率は

30%とされ，これを基に本研究における落葉堆肥のNの供給

量を求めると約20kgとなった。落葉の肥効率の記載はない

が. C/N比が30.0と比較的高いパーク堆肥の肥効率が0%

(栃木県. 2006)であることを考慮すると. C/N比が40程度で

ある本研究の落葉の肥効率は実質的にほぼ0%と考えられ

る。このように，本研究の落葉および落葉堆肥のNの供給量

は，栃木県 (2006) におけるNの施肥基準量の40~50kgと比

較して大きく不足している。落葉および落葉堆肥のリン酸お

よびカリも大きく不足しており，落葉堆肥におけるリン酸と

カリの肥効率(50%と90%;栃木県. 2006)を考慮すると，

不足はさらに顕著となる。米の収量についてみると，本研究

の落葉および落葉堆肥を施用した水稲収量は4.04:t O.l3~ 

4.08 :t 0.06 Mg/haと. 2011年の栃木県の水稲収量5.47Mg/ha 

(農林水産省関東農政局. 2011)や，本調査地区同様に中山間

地域の広がる，岡県芳賀郡茂木町における2011年の収量5.20

Mg/ha(農林水産省関東農政局.2012)の約 7割で、あった。ま

た，全国の無農薬・無化学肥料栽培の水稲収量4.32Mg/ha 

(農林水産省大臣官房統計部編. 2004)の9割，同試験区に

おける化成肥料区(慣行栽培区)の 8割程度と，それほど低

い値ではなかった。しかし落葉および落葉堆肥の収量は無

施肥区の収量3.80:t 0.57 Mg/haとほぼ同程度で、あった。以上

のように，落葉および落葉堆肥の養分面および収量面での肥

料効果は極めて限定的であるといえる。

自給肥料の利用が盛んだ、った戦前の資料(満田. 1935)によ

ると落葉の堆肥の作成方法として. I牛舎にて 4ヶ月間踏み

しめ，堆肥舎に移して 4回切り返しを行う」方法が記され

ている。この方法で生産された堆肥に含まれるNは9g/kg. 

リン酸は 4g/kg. カリは 7g/kgと，本研究の落葉堆肥で得

られた結果(ヨト1)よりNは低いものの， リン酸とカリはいず

れも高かった。これは，農作物施肥基準にある牛ふん堆肥

(差是ー1)でリン酸やカリ含量が多いことを考慮すると，牛のふ

ん尿が混入したためと考えられる。このように，落葉および

落葉堆肥にみられたリン酸，カリの不足は，かつては堆肥を

家畜ふん尿を加えてつくることで補っていたものと考えられ
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る。したがって，落葉および落葉堆肥の単独施用によって水

稲栽培を行う際には.N. リン酸，カリの補充が必要となる

と考えられる。しかしリン酸とカリは，日本で、は水田，普

通畑のいずれの圃場においても過剰蓄積が見られ(農林水産

省. 2009).農水省は施肥改善政策として.L字型肥料(リン

酸，カリの大幅減)等の低成分肥料の利用や，肥効調節型肥

料等の施肥低減技術の導入を促進する方針である(農林水産

省. 2009)。このような観点からみると，リン酸，カリの少

ない落葉および落葉堆肥は，農水省が提案する低成分肥料と

なることが期待でき， リン酸やカリの過剰蓄積の改善に貢献

できる可能性がある。さらに，落葉および落葉堆肥にはCa.

Mgのミネラル含有量が多く(差是ー1). ミネラル分の補充が期

待できる。

4.3 今後の課題

落葉および落葉堆肥が多く水田に施用されることは，化学

肥料が連年施用されてきた農地にとって団粒効果や保肥効果

などの利点は多い。しかし多量に投入し続けることは，酸

素欠乏やpHに影響を及ぼし，作物の生育に支障をきたす可

能性もある。したがって，落葉および落葉堆肥を施用する場

合は土壌診断を定期的に行う必要がある。
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