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　産業革命以降社会情勢は大きく変化し，人類はこれ

までに類をみないほどの発展を遂げて豊かな社会を形

成することに成功した．しかし，その反面，物質循環

は乱れ，環境的負荷は増加し，今現在の社会に大きな

影を落としている．このような背景から，効率よりも

物質循環による再生産に重点をおき，環境と調和のと

れた持続的な農業生産の確保を図ることが求められて

いる．その中で，畜産業による家畜糞尿や，農業にお

ける農産物残渣等の有機性廃棄物の問題も解決でき，

その上化学肥料と比べると環境負荷も少ない堆肥の利

用は有望であると考えられる．特に，好熱細菌を利用

することにより，発酵期間中に従来知られている60℃

よりも高温域（90℃以上）となり，短期間で堆肥化を

行うことができ，循環型生産体系にもより組み込まれ

やすくなる．さらに，この手法を使用すると，堆肥の

品質が従来のものよりも向上し，芝生の維持創生およ

び排水による環境汚染を抑制できると報告されている

（日高ら，2004）．

　ところで，一般にダイズ栽培で窒素の施肥はほとん

ど不必要とされる一方で，ダイズの総必要窒素の量か

ら考えると根粒菌由来の窒素だけでは足りず，窒素施

肥が必要とする考え（Haper　e亡α乙，1974）があるが，

窒素の施肥は根粒菌の着生を妨げるという報告も数多

くなされている（金山，1990；田村，1997）．その中

で，完熟堆肥肥料の施用は，遅効性であるので，根粒

への障害も少ないと考えられる上に，開花期やそれ以

降の持続的な窒素の供給も期待できるのではないかと

考えられる．さらに，通気性等土壌の物理性を改善す

る効果があることで根粒菌の着生を助長し，活性も高

める効果も期待される（吉田，1979）．そこで，本実

験では好熱細菌製の堆肥を使用し，この堆肥肥料がダ

イズの生育および子実収量に及ぼす影響，ならびにそ

の排水が環境に与える負荷について，化学肥料との対

比により検討を行った．

1九州大学大学院生物資源環境科学府植物資源科学専攻農業植物科学講座作物学研究室

1Laboratory　of　Crop　Science，Division　of　Agricultural　Botany，Department　of　Plant　resources，Graduate

school　of　Bioresource　and　Bioenvironmental　Sciences，Kyushu　University

＊Corresponding　author（E－mai1：tfuruya＠agr．kyushu－u。ac．jp）

本研究は，日本学術振興会科学研究費補助金（課題番号：15651034）によって助成されている．

一99一



100 江頭知穂　ら

材料と方法
　実験1　排水中の栄養分の測定（ポット実験）

　供試する植物材料としてダイズ（G砂cε肥配砿

［L．］Merr．品種：丹波黒）を使用し，九州大学構内

のガラス室で2003年6月27日より12月31日までの約6

か月間実験を行った．

　ワグネルポット（1／2000a）に畑土壌（約15kg）を

つめて施肥を行い，6月27日に1ポット当たりダイズ

種子を4粒播種し，出芽後1本立てにした．処理区は

化学肥料区，堆肥区，2倍堆肥区（堆肥区の2倍量の

堆肥を施与），および10倍堆肥区（堆肥中の水溶性N

量が化学肥料中の窒素量と等量になるように窒素レベ

ルを調整した結果，堆肥区の約10倍の量が必要となる

処理区）の4処理区を設けた．なお，化学肥料区は標

準施肥量としてポット当たり窒素0。3g，リン酸1．Og，

カリウムLOgになるように複合肥料マメ化成を与え

た．また，堆肥区の施肥量は化学肥料区と同等の窒素

レベルに調整したが，リン酸およびカリウムについて

は，それぞれ1．Ogになるように，堆肥区は溶リンで

リン酸0．55g，塩化カリウムでカリウム0．88g，二倍堆

肥区で同リン酸0．1g，同カリウム0．24gの化学肥料を

別途添加した．なお，10倍堆肥区においてはリン酸お

よびカリウムが共に充分量含まれていた（乾物中含有

リン酸4．34g，カリウム1．17g）ので新たな添加は行わ

なかった．各処理区6ポットを用いた．

　排水の分析については，7月14日より潅水を始め，

毎回の潅水量はポット下部の排水口より水が漏れるま

でとし，10月27日まで約7日毎にポットからの排出水

を全量回収し，RQflex（小型反射式光度計，関東化

学製）によりNH4＋濃度，NO3一濃度，PO43一濃度を

測定，イオンメーター（堀場製作所製）によりK＋濃

度を測定した．また，twin　pH（堀場製作所製）を

用いてpH，twinCond（堀場製作所製）を用いて塩

分濃度の測定を行った．

　地上部の植物については，青立ち程度が激しく成熟

期がわかり難かったため，12月31日に地上部を刈り取

り，主茎長，主茎節数，総節数，分枝数，稔実葵数，

稔実種子数を測定後，地上部器官すべてを80℃で2日

間通風乾燥させて乾物重の測定を行った．

　実験2　ダイズの生育収量（圃場実験）

　ダイズ品種フクユタカを使用し，栽培は九州大学附

属農場内圃場において行われた．施肥レベルはポット

栽培と同様に化学肥料区，堆肥区，2倍堆肥区，10倍

堆肥区の4区を設定した．7月9日に播種し，栽植密

度は畝間70cm，株間30cmの2本立て（9．5本／m2）で，

各処理区25m2の1反復とした．

　8月20日（開花期）にサンプリング調査を行った．

調査は，各処理区より連続して12個体を採取し，主茎

長，主茎節数，総節数，分枝数を測定後，茎，葉およ

び葉柄に分別して，80℃で約2日間通風乾燥後各器官

の乾物重を測定した．

　収穫後の調査では8月の調査項目に加え稔実英数，

稔実種子数を測定後，同様に乾物重の測定を行った．

士
口糸 果

　1．好熱細菌製堆肥施与が肥料養分の漏出に及ぼす

影響（ポット実験）

　図1，2にみられるように，各処理区とも，排水中

のNO3一量は生育前期の7月中旬，下旬に多く，8月

以降はどの処理区からも検出されないほど低下した．

全生育期間中に排出されるNOゴ総量は堆肥使用区全

般で化学肥料区よりも低い傾向がみられた．特に，10

倍堆肥区では，可溶性窒素量で化学肥料区と等しくな

るよう調節したにもかかわらず，化学肥料区よりNO3一

の排出量が少なかった．NH4＋の排出量はどの区にお

いてもNOゴに比較して無視できるほど少なかった

（データ省略）．つぎに，排水中のPO43『含量は，NO3一

に比較して量的には極く少なかったが，その推移，総

量ともに処理区間において差異はなかった（図3，4）．

一方，排水中のK＋の含量はNOゴと似た傾向を示し

ており，排出総量は10倍堆肥区が最も多くなっていた

（図5，6）．これは，実験開始時に水溶性の窒素量を

基準として施肥したために，10倍区の方が化学肥料区

よりも土中のK＋量が多くなっていたことが要因であ

ると考えられる．また，排出量の推移においては

NO3一，PO43一，K＋イオンは共通した傾向を示し，測

定開始後約2，3週目で最も高い数値を示した．なお，

排水中塩分総量ではPO43一と似た傾向がみられ，各処

理区内で目立った差はなかった（図7，8）．

　なお，ポット実験におけるダイズの成長については，

次項で述べる圃場実験とほぼ同様な傾向を示したので，

ここではデータの記述を省略することとした．

　2．好熱細菌製堆肥施与がダイズの生育収量に及ぼ

す影響（圃場実験）

　ダイズの成長量調査は開花期に，また収量調査は成

熟期に行った．表1には開花期におけるダイズの生育

状況を示した．主茎長において堆肥区で長くなったが，

それ以外のすべての形質においては処理区間の差はみ
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表1　堆肥施与がダイズの生育に及ぼす影響（開花期調査）．

主茎長（cm）主茎節数　　総節数 分枝数　　葉面積（cm2）　地上部乾物重（g）

化学肥料　65．2±2．Ob

　堆肥　70．9±4．7a

2倍堆肥　64．4±4．1b

10倍堆肥　64．1±2．3b

16．0±0．6a

16．3±0．5a

15．8±1．Oa．

16．6±0．5a．

46．3±4．6a

48．8±3．8a

51．3±3．Oa

47．6±4．1a

5．6±0．5a

6．0±1．Oa

6．7±0．8a

6．3±1．5a

5645．0±289．6a

5352．4±554．9a

5635．4±570．4a

5373．2±528．2a

31．8±2．Oa

30。3±3．9a

31．1±2。3a

33．1±3。6a

申rh！丁㍉’士Lふ価ル、レ魍レ　｝ノ、（マT3』」』’r←山、　L一β■認置壺曲居▲み』』　一＿』
猟TVノ’1巨r6し『1図・1恥二』1もリvノ†みづ1i旦イつd、∪、↑示半瞥旧左ぜ7「9．

異なるアルファベットが付いている場合は，5％水準で有意差があることを示す．

表2　堆肥施与がダイズの収量および収量構成要素に及ぽす影響（収穫期調査）．

主茎長（cm）主茎節数　　総節数　　分枝数　稔実さや数稔実粒数　稔実粒重（g）百粒重（g）地上艦樋㎏）

化学肥料　73．1土3．1a

　堆肥65．7土6．8b

2倍堆肥70，2±5，6ab

10倍堆肥　71，8±5．6a

16，7±1．4a　　　83．7±8．8b

15．8士1．8a　　　84，7±9．8b

15．8±1，5ε1　　84，0±8．4b

16．2±0．6a　95．0±8．4a

9．9±1．5b　　　92．7±17，9b　　131．1±20．5c

10．6±1．9ab　107，2±11，0ab　164．2±14，5b

11．0±1，2ab76．8±19．1c105．3±24，4d

12．0±1，6a109．6±12．2a191，9±20．7a

30．1±6。9b

39，6±3，1a

22．4±3．3c

36．2±5．9a

23．3±1，7ab　　　69．1±9，7b

24．4±2．6a　　　　87．6±9．1a

23．4±2．5ab　　　54．5±7．8c

22．1±2．Ob　　　　80．1±10，6a

表中の値は個体当たりの平均値および標準偏差を示す．

異なるアルファベットが付いている場合は，5％水準で有意差があることを示す．

られなかった．それに対して，成熟期では化学肥料区

に比較して，総節数，分枝数および稔実英数について

は10倍堆肥区，稔実粒数，稔実粒重および地上部乾物

重については，堆肥区および10倍堆肥区で有意な増加

がみられた（表2）．特に，総節数や分枝数，葵数の

項目でその増加傾向は著しかった．しかし，2倍堆肥

区では，他の2堆肥施与区とは違って，地上部の乾物

重や，稔実英数，粒数，粒重など収量に関する要素に

おいて逆に化学肥料区より低かった．

考 察

1．排水中の栄養分漏出

今回の実験において，排水中の窒素のほとんどは

NO3一として計測された．そのNO3一総量は堆肥使用

区において低く，含有窒素量が約10倍であってもなお

化学肥料区よりも低かった（図1，2）．化学肥料区で

施肥した窒素量は0．3gであったがそれ以上に窒素が

溶出していた．これは，畑土壌が含有していた窒素が

同時に溶出したものと考えられ，このことを加味すれ

ば，堆肥区や2倍堆肥区では堆肥からの窒素の溶出は

ほぼなかったと推察できる．溶出窒素量で調整したに

もかかわらず2倍堆肥区，10倍堆肥区で化学肥料区よ

りもNOゴ排出量が低くなった原因としては，土中有

機物が増加したことにより土壌CEC（陽イオン交換

容量）値が増加し（吉田ら，2004），主たる漏出栄養

分である陰イオンが土壌により多く吸着されたことが
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考察される．NOゴは地下水の汚染源となることが知

られており，本実験の結果から，堆肥肥料の使用は地

下水汚染の対策にかなり有効であるとも考えられる．

また，PO43『値やK＋値，塩分値においても，堆肥を

施与した区で成分溶出の抑制効果がみられた（図3～

6）．なおK＋値では，10倍区で数値が高い理由は前述

のとおりである．堆肥区では，化学肥料区に比ベポッ

ト中のカリウム含量は，約170mg多く含まれている

にもかかわらず，排出量の差はそれよりはるかに少な

く，約15mgを示した．

　2．堆肥施用区におけるダイズの生育量，収量およ

び収量構成要素について

　収量および収量構成要素において，圃場栽培したフ

クユタカは2倍堆肥区において収量は低かったが，堆

肥区および10倍堆肥区において高くなる傾向を示して

いた（表2）．

　現在，ダイズ栽培における施肥は基肥のみが一般的

で，開花期までの栄養成長量を確保することが主目的

である．その後，根粒活性は最大に達するので，窒素

供給は根粒による固定窒素に頼るようになる（高橋，

2003）．基肥に窒素成分が少ない場合，初期生育量が

確保できず，窒素成分が多い場合，根粒の成長を抑制

するので，登熟後期には窒素不足が起こるジレンマが

ある．その解決策には，窒素成分を長期にわたって徐々

に放出する緩効性肥料が開発されている．堆肥は，有

機態から無機態までさまざまな形態の窒素を含んでい

るので，まさに天然型の緩効性肥料であるといえる．

本実験では，堆肥の施与は開花期までの栄養成長にほ

とんど影響を及ぼさなかったが（表1），結英数およ

び子実重に効果があった．これは，堆肥施与により長

期にわたって緩やかな窒素供給に起因していることが

考えられる．しかしながら，無機態窒素を多く含む堆

肥の施肥量が多かったために根粒菌着生が抑制される

可能性や（吉田，1979），堆肥に含まれる窒素形態に

よって窒素が有効に活用されないことも報告されてお

り（Tester，1989），事前に堆肥の性質を考慮した上

で施与量を決める必要がある．

　一般に，化学肥料はすぐに溶解して地下に浸透する

可能性が高く，地下水汚染の原因となるばかりか，圃

場中に残る量が少ないために開花期などに追肥を施さ

ないと生育や収量に影響が出てしまう．それに比較す

ると，堆肥肥料は緩やかに土中に窒素を放出し，地下

水汚染は少なく，しかも窒素供給の面では遅効性があ

るため追肥を省くことが可能である．また，ダイズな

どマメ科作物では土壌の物理性向上による根粒菌の発

達も期待することができる．今回の実験で堆肥肥料使

用区は化学肥料使用区と比べ植物体の成長や収量といっ

た点で劣らず，しかも排出窒素量をかなり抑えること

ができた．

　以上のことより，適量の堆肥肥料の使用は環境保全

のみならず，ダイズの子実生産の点からみても有望で

あるといえよう．

摘 要

　一般に，ダイズ栽培においては，初期の窒素施肥を

多くすると根粒の窒素固定作用を抑制し，また少なく

すると初期の生育不良や，後半のr窒素切れ」を起こ

す恐れがある．したがって，窒素を緩やかに放出する

タイプの緩効性肥料がよく用いられている．一方，堆

肥肥料はそのような緩効性を持ち，堆肥の施用は，ダ

イズの根粒菌の成長や窒素固定活動を抑制することな

く，ダイズに長期間安定した窒素供給ができることが

期待される．そこで，本実験では好熱細菌製の堆肥を

使用し，この堆肥肥料がダイズの生育および子実収量

に及ぼす影響と環境に与える負荷について，化学肥料

との比較により検討した．

　排水中の窒素排出量は，化学肥料区に比較して堆肥

区，2倍堆肥区では少なく，10倍堆肥区で同程度であっ

た．他の栄養分の排出においても堆肥施用区で化学肥

料区と同程度か抑えられる傾向がみられた．一方，ダ

イズの生育については，開花期までの成長量はどの堆

肥区でも，化学肥料区とほぽ同程度であったが，収穫

期において稔実英数，稔実粒数，子実重などは，堆肥

区，10倍堆肥区で化学肥料区よりも多かった．以上の

ことから，堆肥肥料の適量施用は，環境保全の点から

も，ダイズの生育や収量の点からも有効であると考え

られた．
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Summary

　In　soybean　cultivation，fertilizer　application　is　in　a　dilemma　between　more　nitrogen　supply

supPresses　the　nitrogen　fixation　of　root　nodules，and　nitrogen　deficiency　at　the　early　stage

causes　the　shortage　of　vegetative　growth．Compost　fertilizer　is　considered　that　release　the　ni－

trogen　gradually　in　a　long　period．The　objective　of　this　experiment　was　to（1etermine　the　ef－

fect　of　thermophile　garbage　compost　on　the　growth　and　the　seed　yield　of　soybean　and　the

nutrient　leaching　losses　from　the　soil　by　the　comparison　with　chemical　fertilizer．Thermophile

garbage　compost　was　applied　in　the　pots　and　the　field　before　sowing　of　soybean．　The

amounts　of　compost　application　were　adjusted　as　it　contained　the　same（1－T），2－times（2－T），

2nd10－timeg（10－T）of　tota1夏itrogen　comparod　witk　tkat　Gf　ckcmical　fer七ilizer．

　The　NO3－N　and　potassium　leached　from　the　soil　were　significantly　lower　in1－T　and2－T，and

about　same　even　in10－T，compared　with　that　of　chemical　fertilizer　applied　soiL　However，the

compost　application　had　no　effect　on　the　leaching　of　phosphorus　and　the　total　EC．Soybean

plant　growth　was　not　affected　by　the　compost　application　until　the　flowering　stage．However，

the　pod　number，seed　number　and　seed　weight　increased　in1－T　and10－T　at　harvest　time．This

effect　is　suggested　that　compost　fertilizer　could　supply　the　nitrogen　to　the　plants　especially　at

the　late　growth　stage。From　the　above　results，it　is　considered　that　thermophile　garbage　com－

post　is　not　only　effective　for　preventing　the　nutrient　leaching　but＆1so　suitable　a．s　a　fertilizer

in　soybean　cultivation．


