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生鮮野菜類の栽培過程における残留農薬の解毒促進に関する研究
Ⅱ．有機塩素系農薬の土壌微生物による分解ならびに作物体への吸収・
移行について

樽谷 勝，梅田 裕，諸岡信一・，田川 清，芳沢宅実，水川邦夫
DEGRADATION OF RESIDUAL PESTICIDESIN SOILS
DURING VEGETABLE PRODUCTION

II・DegradationofOrg・anOChlorinePesticidesbySoilMicroorganisms

andTranslocationofPesticidesintoVegetables
MasaruKuRETANI，YutakaUMEDA，NobuichiMoROOKA，KiyoshiTAGAWA，
Takumi YosHIZAWA ilnd Kunio MIzuKawa

Thesucccssiveinvestlgationhasbeendonetoelucidatethee駄ctsofmineralcomplexapplica−

tioninsoilonthephysicalpropertiesofsoil）OnthegrOWthandqualityofvegetablesandonthe
growthorviabilityofsoilmicroorganisms）1nrelationtotheabsorptlOnandaccumulationof
OrganOChlorinepesticidesintovegetablesり Furthermore〉theinvestlgationwasextendedtosur−
VeyOnthemicroorganismswhichwereabletodegradetheorganicpesticideofBHC・There−
sultswer・eaSfo1lows：

（1）Asdescribedintheprecedingpaper，thesupplyofmineralcomplexesresultedinincre
intheporosltyandinthehumuscontentofsoil，eSpeCia11y〉remarkableresultswerenoted
bysupplyofAlgit．

（2）Whenthemineralcomplexessuppliedintheaeldscultivatedwater melonsandmelons，
Wellgrowthofthestemsandleaveswasobservedandtheyieldandthcqualityof一丘uitswere
improved．

（3）Thepopulationofmicroorganismsinthesoilsuppliedwiththemineralsinrelativelyh
amountwashigherthanthatinthenon一鈷rtilizedsoil・Themicroorganismshavingabilities
Ofremovalofα−andr・BHCffOmtheliquidculturemediumwerefiequentlyisolatedbut
thoseofβ−BHCwer・erare＝ Detai1edexperimentsemployingthehighpotentstrainsshowed
that the bacterialstrain might degradeα−and r・・BHC toless chlorinated compounds

throughdehydrochlorination，Whereasthefhngalstrainadsorbed the BHCisomersonits
mycelialmatandhardlydegradedthem．

（4）The supply of．the mineralcomplexesinsoildid somewhatinhibitabsorption of BHC
isomersintoradishrootsbutstimulatedtr・anSferoftheabsorbedisomerstootherpartsof
radish．

前報に引続いて，複合ミネラル施用が，土壌の理化学性，栽培野菜類の発育と品質，および土壌微生物の活性に及
ぼす影響について，検討を加えるとともに，有機塩素系農薬の野菜類への吸収・蓄培との関連を追究した．さらに
BHCの分解能を持つ微生物の検索へと研究を展開させた．結果はつぎのようである．
（1）前報と同様に，複合ミネラルを施用することより，土壌の孔除塵と腐植含盈の増加がみられた．このことは，
とくにアルギットの施用により顕著であった
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（2）スイカ，メロン栽培の畑に複合ミネラルを施用すると，茎葉の健全な発育ならびに，果実の収盈と品貿の向
上がみられた．
（3）比較的多盈の複合ミネラルを施用した土壌の微生物数は，触施用土壌のそれよりも多かった… 液体培養によ
りα−と†・−BHCの分解能をもう微縫物はかなり頻繁に見出される，しかLβ一BHCを分解するものほ希であった
選定西棟による実験では，細菌の場合α−およびγ−BHCを脱塩化水素反応によって分解するものと考えられたが，
かびではBHCを菌体に吸着するが，殆んと分解しないことが判った
（4）複合ミネラルを施用すると供試作物（ダイコン）へのBHC異性体の吸収が幾分附繋されるが，これら異性

体の根から他の部分へ・の移行は逆に促進された

緒
前報（1）に引続いて，複合ミネラルの施用が土壌の理化学性，作物の発育・収盈・品質，土壌微生物相等に及ぼす影
響について，詳細な検討を加え．るとともに，とくに微生物による農薬分解，土壌中残留農薬の栽培作物への吸収・移
行について，筆者らの研究分担において必要な個別実験を行をった．
本報における研究結果については，前報と併せて−・部は食品衛生学会昭和50年度春季研究発表において，また，そ
の概要は園芸学会昭和50年度秋季大会研究発表において報告した．

材料および方法
Ⅰ．供託農薬および供試複合ミネラル
前報と同じものを供試した．
ⅠⅠ．分担による実験の材料および方法
各々研究分捌こおける研究項目別の実験材料および方法ほ，つぎのとおりであるu
（1）土壌の理化学性に及ぼす複合ミネラル施用の影響
花こう岩風化土壌に供試複合ミネラルを多盈施用した試験と，沖培土の実際栽培圃場における供試複合ミネラルの
累年施用試験について，それらの土壌の理化学性を調査した．
1）調査土壌

aい 複合ミネラルの多盈施用試験
1973年7月17日に，香川児大川郡長尾町昭和に所在する本学部附属農場の，山林地より採取した花こう岩風化の未
耕土を，1…0×10×0．4mのコンクリートポットに充填し，その1ポット当たり消石灰200g，化成肥料（15：15：15）

60gおよび堰きゅう肥2kgを施したものに，アルギット50g，100gを加用した2区，ネオ・ヒロン2号を30g，60gを
加用した2区および無施用標準の合計5区，各区2連制の試験区を設けた上記の各試験区に8月20日に大根（みの
早生）を播種し，それを栽培した土壌を10月20日（試験区土壌の調製後約3カ月）に採取して，その理化学性の調査
を行をった．
b．．複合ミネラルの累年施用試験
間取 本学部附属農場の水田で，1970年以来，10a当たりアルギット25kg，50kgおよびネオ・ヒロン2号10kg，
20kgを3年連用添加によって，スイカを栽培した圃場の土壌について，その理化学性を調査した．
2）理化学性の調査法

供試土壌の理化学性の調査は，前報ⅠⅠト（1）の場合に準じて行なった．
（2）作物の発育，収盈，品質に及ぼす複合ミネラル施用の影響
実際栽培の圃場における，供試複合ミネラル施用の影響について調査した．
1）スイカ作に対する施用試験

本学部附属農場の疏菜開場において，1972年4月17日に，10a当たりアルギッl、50k払 ネオヒロン2号20kgを添
加施用した両区と，普通肥料標準区を設けて，スイカ（富久光）の実生苗を植付けた．その後慣行法による肥培管理

の下で栽培し，それについて茎葉の発育および健康状態，果実の収蒐，果実の形質および果肉の糖度を調査した
2）温室作メロンに対する施用試験
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本学部附属恩場のガラス温室（摘北枕・両屋恨式，面積144111り において，1974年8月から12月の間，ア・−ルス・
フ．ェポリyト秋系3号を供して，基本普通肥料として床面積100m2当たり，ナタネ柏40kg，魚柏12kg，過石8kg，
硫加6kgを施用した有機質に富む埴賀土を用いて，供試複合ミネラルの施用効果を検討した。すなわち，上記の栽

培床上に対して，栽培床（巾60cmの金網ペソり1m9当たり，アルギソト100g，ネオヒロン2号50gを元肥に添
加施用した両区と，普通肥料標準区を設けて，9月11日に別に育成したメロン苗を，株間32cmの単列に植付けた．
その後常法による肥培管理を行ない，12月18〜20日の間に，草体の発育状態，収穫果の形質，果汁の糖度等の調査を
行なったり
（3）土壌の微生物相に及ぼす複合ミネラル施用の影響ならびに微生物による農薬分解
1） キ．ユウリの連作育苗土壌中の微生物数の消長
1972年9月初めに，本学部附属農場の山林地より採取した花こう岩風化土壌を原土として，消石灰，化成肥料およ
び供試複合ミネラルを添加して，育苗用の速成床土を調製した．
供式後合ミネラルの添加量は，原土1kgに対しでアルギット6g，20g施用と，ネオーヒロン2号3g，10g施用とし
た別にアルギン酸ソ1−ダ3g施用区と無施用対照区を設け，合計6試験区としたこれらの調製育苗上を径15cmの
黒色ビニ・−リレポソトに唄充し，各区5鉢ずつとし．，開放されたガラス室内に並べて，キ．コ．ウリの種子を3粒ずつ播き
付け，育苺実験を行なった（図−1参照）．

区ト1 キュウリの連作育笛土壌における微生物数の消長実験
（試験区，育苗法；1972年10月）
キュ．ウリ種子の播種・育萌は，1972年10月17日（1期作），1973年6月5日（2期作），同年9月18日（3期作）と
し，いずれも同一・試験区，同一・ポットで反復してキ．ユウリの連作育蘭を行なった．
土壌微生物数の測定は，上記2期作後と3期作後の2回とした微生物数の測定に供する土壌の採取は，各ポソト
から平均に過敏ずつを採り，よく散揮混合したり 微生物培養の試料調製，培養条件ならびに計数法は，前報ⅠⅠト（3）
の場合に準じて行なった。

2）微生物によるBHCの分解
a‖ BHC分解菌の検索
前報の実験に用いたBHC散布ニヒ壌，耕地土壌ならびに河川，溜池馬の水を試料として，平板培養法により微生物
を純粋分離した平板分離培地としてはWaksmanのアルブミン寒天増地を用いた また，分離蘭の斜面培並には，
かび・酵母菌では02％ペプトン添加Czapek培地を用い，細菌・放線菌では普通寒天培地を用いた．

b分離菌のBHC分解能試験
前項により分離した菌のBHC分解能試験は，BHC25ppmを含む液体培地に斜面分離蘭を一・白金耳接種し，280C
で5〜7日間振とう培養して，残存するBHC量を測定することによった 使用した液体培地は，かび・酵母菌の場

合には02％ペプトン添加Czapek培地を用り，細菌・放線菌ではWak＄manアルブミン培地とした
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BHCの分析は，電子捕獲検出器をもつガスクロマトグラフ法（前報ⅠⅠト（4）−2））で行なった培地中のBHCの分
析には，菌体をろ別した透明液に10倍盈のn−ヘキサンを加え，よく振とうしてBHCをヘキサン相に移し，適当に
n−ヘキサンで希釈した後，その2／∠1をガスタロマトグラフに附したり また，菌体中のBHC畳は，菌体をn−ヘキサ
をで洗淋し，乳鉢中でガラス粉末とともに磨砕し，n−ヘキサン抽出・希釈の手順で，培養液の場合と同様にガスクロ
マトグラ■7分析に附した．
菌体塩は，かびの場合には菌体をろ紙で濾過し，その生菌体重量を測定することによったい 細菌では生菌体重畳の
測定と，6007乃〃の波長における吸光度の測定によった
BHC異性体標品は前報ⅠII−（4）−1）のものと同じであり，r−ペンタクロロシクロヘキセン（†−PCCH）は京都大学
中島稔教授から供与されたものであるα−ペンタタロロシクロへキセン（α−PCCH）は，中島（2）の方法に基づいて調

製したものを供した．すをわち，10gのα−BHCを151のアセトンに溶解し，N／50NaOH液2 51を加え，400Cに
おいて20分間挽拝して反応させたN／10HClで反応液を中和した後，水蒸気蒸留を行ない，50mほq分に留出液を分
取し，ガスクロマ11グラフ分析で，α・PCCHと考えられる区分を集め，アセ」トンを蒸留させた油状物をn−ヘキサン
50mlに溶かし，再度水蒸気蒸留して純化したこのもののガスクロマトグラフ上の保持時間は108秒で，α−BHCの
144秒に対して，沸点が高いことが推察された．元素分析，質量分析等の確認試験が残されているが，一一応本研究中
ではα・PCCHとして扱った．
（4）複合ミネラル施用が，土壌中の残留農薬の作物体への吸収・移行に及ぼす影響
1）試験区の設定

土壌中の有機質，腐植，その他の要因の影響をできる限り避けるために，本学部附属農場の山林地より採取した花
こう岩風化の未耕土を用い，1．0×1り0×04m のコンクリ・−トポソトを使って表−1に示す6試験区を設定した（前記
（1）−1）−a と共同で設定）．
これに対して1973年8月20日に，大根（みの早生）を播種し，2カ月後（10月20日）に収穫した試験区設定にお
ける所定盈の供試農薬および供試複合ミネラルの施用方法，栽培作物の肥培管理の要領などは，前報の実験の場合と

同様にした
表−1試験区の設定

試

験

区

分

農薬施用盈

複合ミネラル施用盈

（g／m2）

（g／m2）

標 準 対 照 区
BHC・ア ル ド リ ン 区
BHC・アルドリン＋アルギット区
BHC・アルドリン＋アルギット区
BHC・アルドリン＋ネオヒロン区
BHC・アルドリン＋ネオ・ヒロン区

0

0

50
100
30
60

注：1）供試土壌は山林地の花こう岩風化の埴壌土

2）BHC粉剤，アルドリン粉剤各5g を混合施用
2）農薬の栽培作物（ダイコン）への吸収・移行
供試料として収穫した大根の，地下部（根部）は300gを，地上部（薬部）は300gに水150mlを加えて，それぞ
れミキサーにかけて均一イヒし，その100g（地上部は150g）を抽出用試料とし，図−2に示す方法に従って処理した，．
試薬および分析条件は，前報ⅠⅠⅠ−（4）−1）の場合と同様であり，栽培土壌中の残留農薬については，作物の収穫時
に土壌を採取し，前報ⅠⅠト（4）−1），2）に準じて，試料の調製および分析を行なったり

実 験 結 果
（1）土壌の理化学性に及ぼす複合ミネラル施用の影響
供試複合ミネラルの多蒐施用試験ならびに累年施用試験の土壌について，それぞれ理化学性を調査した結果は，
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複合ミネラル施f削こよる残留農薬の解毒促進の研究（2）

試 札100g
アセトン200mlを加えでブレンド
吸引口過

水 屑

n−ヘキサン屑

Na2SO4で脱水，減圧濃縮
フロリジルカラムクロマトグラフィー

フロジル5gを10mmx30cmカラムに充填（Na2SO42gを蛮屈）
15％エ・−・テル含有n−ヘキサン500mlで溶出

減圧濃縮後，51111n一ヘキサン溶液とする
ガスクロマト分析
ECD−GLC
図−2 作物中の残留農薬の分析法

太一2および嘉一3のとおりである．
表−2 多見地用試験における土．壌の理化学性、（花こう岩風化土）

＼＼項 目 ＼→ ＼．
＼

＼

拭 験 区
標

準

対

月督

嘉比愚

仮比重

孔 隙 最

pH

％lH20lKCll

C 】腐 他

表−3 累年施用試験における土壌の理化学性 （沖培土）

標 準 対
アルギソト施用区

ネオヒロン施用区

％l

区‡251 − 122 ‡ 51．4l5．15l4．00I O75 ll29

訂…盲丁て訂丁宕㌃T諒蒜「丁表1110甘示7361；∴701294

％
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物理性について孔隙盈を見ると，多盈施用および累年施用の両試験ともに，供試複合ミネラル施用土壌では孔隙盈
の増大がみられ，をかでもアルギソト施用区ではネオヒロン施用区よりもその傾向がはっきりしている、また，化学
性についてpHおよび酸度（Yl）についてみると，両試験とも■アルギット施用区は標準対照区に比べてpH値は高く，
累年施用試験でのアルギット施用区の酸度は，地区の土壌に比べてこ著しく小さい値を示していることがみられた．有
機炭素（C）および腐植含量においても，供試複合ミネラル施用区では標準対照区に比べて増加の傾向を示し，＿とく
にアルギソト施用区ではその傾向が明らかである。

つぎに，多量施用試験土壌の緩衝曲線は，図−3に示すとおりであるい

4

2

6ml／Z5g

O．1N−NaOH
図−3 多盈施用試験土壌の緩衝曲線

すなわち，本実験結果をみると，供試複合ミネラル，とくにアルギソトの多盈施用では緩衝能が弱くなる傾向がみ
られた′
（2）作物の発育，収農，品質に及ぼす複合ミネラル施用の影響
1）スイカに対する施用試験

開場作スイカについて，茎葉の健康および発育状態，果実の収盈・形質，果肉の糖度を調査した結果は，表・−4，5
に示すとおりである．
すなわち，複合ミネラル施用の両区では，普通肥料標準区に比べて，茎集の健康状態がすぐれ，茎柴の発育盈およ
び茎の太さが大であったり また，収穫果数およびその果蛮が多ぐて収盈の増加がみられた．果実の形質においては，
果皮が薄く，果肉の糖度が高く，果実の品質がすぐれた．
2）温室作メロンに対する施用試験
供試複合ミネラルを加用して栽培したメロンについて，草体の発育状態の調査結果を表一6に，果実の形質および糖
度について調査した結果を衷−7に示した．
供試複合ミネラル添加の各区は，普通肥料標準区に比べて茎葉の発育盈および柴重が大きく，細根歪も大であった．
また，果実の重恩および果肉の厚さも大きく，とくに果汁の糖度が高かった．
表−4 茎葉の健康，発育状態（1973年）

n−−11
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表−5 果実の収蚤，形質および糖度

（1973年8月4日調査）

表−6 メロン草体の発育状態（1974年12月20日解体調査，1株当たり）

普 通 肥 料 標 準 区
アルギソト添加施用区
ネオヒロ ン添加施用区

薮−7 メロン果実の大きさ，果肉厚および糖度（1974年12月18日採取調査）

（3）土壌微生物相に及ぼす複合ミネラル施用の影響および微生物による農薬分解
1）キュウリの連作育苗土壌【I了の微生物数の消長
花こう岩風化土壌で調製した床土で，キェ．ウリの2期作，3期作の連作育薗を行なった土壌について細菌，かびお
よび酵母菌の消長（生菌数）を測定した結果は，真一8のとおりである‖
義一8 キュウリの連作育苗土壌中の微生物数 （土壌1g中生菌数）
2期作育苗土壌
（1973年8月21日）
細

無 施 用 対 照 区
ア ル ギノI6g添加区
〝

20g

〝

ネ オ ヒ ロ ン3g

〝

〝

10g

アルギン酸ソーダ3g

〝

〝

菌lか

び

3 期作育苗土壌
（1973年11月30日）
細 菌l7うゝ びl酵母等
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すなわち，土壌中の細菌数について見ると，供試複合ミネラルの添加土壌では，無施用対照区に比べて僅かではあ
るが増加の傾向がみられるい しかし，アルギン酸ソ・−・ダ3g添加の土壌では，その差がみられをい．
かびおよび酵母類も概して増加の傾向にあるが，複合ミネラルの添加盈によって差があるい この場合とくに，3期
作土壌におけるアルギット20g添加区およびアルギン酸ソーダ3g添加区の土壌にお車て，酵母類の増加がみられた．
2）微隼物によるBHCの分解
a．．BHC分解菌の検索
土塊および河川水等から386菌株のかび，酵母菌，細菌を分離し，それぞれのBHC分解能を測定した結果は，表−
9に示すとおりであるい

表−9 BHC分解微生物の分離株数

a．BHCおよび†・BHCを分解する薗株はかなり多くみられたが，β−BHCを分解するものは少なく，60％以上の分
解率を示したものは偉かに2歯株であったい

60％以上の高い分解率を示した菌株について，さらに二次スクリーニングを行ない，宥力菌株としてかびのNoり64
薗株と，細菌のNo、126歯株を選び，つぎの実験に供した．

b有力歯殊によるBIiCの分解
有力菌株として速足したかびのNo‖64歯株と，細菌のNo126菌株は，いずれも液体培養によっl｛：a−BHCと
r−BHCを減少させるが，β−BHCの減少は少なかった．L したがって両菌株による以後の実験は，α−BHCとγ−BHCの

分解に関するもののみについて行覆った
すなわち，図一4はかびNo64歯株の培益過程にふけるBHCの減少を示すものであり，図一5は細菌Noり126歯株
の培養過程におけるBHCの減少を示すものである
かびでは対数増殖期に並行してBHCの減少が見られ，48時間後にはα・・BHCおよびr−BHCともに90％以上の減
少率を示した‖ −・方，細菌では歯体急に比例したBHCの減少経過がみられ，48時間後には最小の濃度に達するが，
培養100時間後から僅かにBHC濃度の増加する傾向がみられた．
培養中のBHCの減少が分解によるものか，薗体内への取り込み濃縮によるものか，またはl吸着によるものである
かを検討するために，つぎの実験を行なった．

0
Z
−・−

5

0
0

図−4 かびNoい64歯株の液体培養過程におけるBHCの減少

5
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図−5 細菌No．126菌株の液体培養過程におけるBHCの減少
BHCを含まない境地で歯を培養し，菌体をBHCの添加培地に移し，2射時間培養後，菌体と培地の両方について
BHC濃度を測定したその結果は表−−10のとおりである．
真一10 置換培養によるBHCの分解，放り込み吸着蛍
被 検 菌 体

使用菌体鼻

供試 BHC

異 性 体

菌体から回収される桑

分解鼠（率）

吸 着仁取り込み
55／唱（55％）
24 〝（2．4〝）
555 〝（55∩5〝）

340 〝（340〝）
被除菌をα−またはγ一BHC25／唱／mlを含む培地201711に置換し300C，24時間振況焙儀した〟
すなわち，かびでは培地から失われたBHC嵐の大部分が菌体にあり，しかもn−ヘキサンで菌体を洗うことにより
溶出してくる，いわゆる吸着盈が多いのに反し，共に分解されたとみられる蒐は非常に少ないことが判った．−・方，
細菌ではかなりの蒐が分解されていることが認められた、また，α−BHC培地での置換培養組曲菌体のBHC分析に
おいて，α−BHCよりも保持時間の短かいピークがクロマl∵グラム上に現われることよりして，α−BHCをアルカリ分
解して調製したα・PCCH（未確認）と，比較ガスクロマトグラフ分析を行なった．その結果は凶−6のごとくであり，
両者の相対保持時i乱 ピ・−ク位掛も ともによく一・致してぉり，α−BHCの脱塩化水素反応度物であるα−PCCHであ
ると考え．られた．
つぎに，かび菌体へのBHCの吸着現象のいちじるしいことからして，細菌菌体への吸着との比較検討を行をった．
その結果は図−7のとおりである

α−BHCおよびr−BHCともに，かび菌体へ・の銀著な吸着が認められ，とくに，r−BHCの吸着は短時間にしかも高
率であった．細菌菌体への吸着ほ，かびに比べて低く，両者の吸着力に明らかな差が認められたい
（4）複合ミネラル施用が，土壌中の残留BIICの作物体への吸収・移行に及ぼす影響
供試作物人根（みの早生）の収穫時における土壌中のBHC兢曹長に対する作物中の濃皮比（吸収率，％）は，
図一別こ示すとおりである．

標準対照匡（農薬1gのみ添加）では，BHC各異性体の地下部への吸収率ほα体44％，7体20％，βおよび∂体
17％である．また，地上部へはα休22％，？・体14％，∂体3％，およびノ9体2％であり，βおよぴ∂体に比べて，
水溶性のα，γ体の高い吸収性が示された巾
地下部に対する地上部の濃度比（移行率）は，α，7体ともに50〜70％，β，∂体10〜20％であり，吸収率と同様に前
者の移行性が高いことがみられた．
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図−6 細菌No126によるα−BHC分解産物のガスタロマトグラム
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図−7 かびNo・64薗株（実線）と細菌No．126薗株（破線）の菌体へ
のBHCの吸着
かび菌体1gまたは細菌菌体05gを25FLg／mlのα1−またはr−BHC
を含む0一05Mリン酸緩衝披（pH6．4）20mlに懸濁し，300Cで所定
の時間振放後，菌体に吸着されたBHCをn−ヘキサンで洗推し，
ガスクロマトグラフで測定した

アルギソト施用区では，α体の吸収率が幾分低い傾向を示したが，とりわけアルギットの施用効果があるとは判定
し難い．しかし，地I：部から地上部へのα−BHCの移行率は若干高かった

山・方，ネオヒロン30g／11−㌧および60g／n−2施用区では，地l・丁部への吸収率は減少し，α体10〜12％，β，γ体10〜11
％，∂体12−20％であり，α，β，？体の吸収が抑制された．また，アルギット施用の場合と同様に，α，γ−BHCの地下
部から地上部への移行率が増大し，60g／m2施用区ではα体100％，7体160％であった．
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図−8 ダイコンの地下部，地上部へのBHC異性体の吸収，移行におよぼす複合ミネラル
施用の影響

考

察

（1）土壌の理化学性に及ぼす複合ミネラル施用の影響
前報に続き未耕地花こう岩風化土壌に供試複合ミネラルを多最施用したもの，および沖積土壌に複合ミネラルを累
年施用した場合における土壌の理化学焼について調査した結果は表→2，3に見られるごとくであるい その理学性につい
ては多鼠施用試験，累年施用試験ともに，複合ミネラルの施用によ・つて炎比蛮，仮比重が小さくなり，孔陵墓の増加
がみられた．とくにアルギットの多盈施用区において，それが明らかであることは前報（1）と同様である．
化学性のうちpI｛償および酸度については，両試験とも標準対照区に比べて，ネオ■ヒロン施用区においてヤヤ酸性
傾向を示したが，アルギバ、施用の各区ではpH値ほ高くなり，酸性矯正の傾向がみられた．これはアルギソトのア
ルカリ度によるものと考えられる．
有機炭素（C）および腐億含盈については，多盈施用試験におけるネオヒロン30g施用区以外は，複合ミネラル施
用によって増加していることば繭報（1）の場合と同様で，とくにアルギット施用区においてそれが明らかである．
つぎに多盈施用試験における標準対照区と，アルギット100g施用区およびネオ■ヒロン60g施用区土壌の，緩衝力
を調査した結果は図−3に見られるごとく，標準対照区とネオヒロン60g施用区では，ほとんど差異ほ認められをか
ったが，アルギット100g施用区の媛衝カの弱いことば，この実験の供試土壌が未耕地のもので，童機物が少ないも
のであるのに対して，アルカリ皮の高いアルギットが施用された結果であると考えられるハ
（2）作物の発育，収監，品質に及ぼす複合ミネラル施用の影響
本報の実験においてほ，実際の圃場栽培のスイカ，メロンを対象とした供試複合ミネラル施用の影響を調査したも
のであるが，本来果実の形質，食味を要求する作物において，本実験の結果が示すように，果実収盈の増加とともに，
果皮および果肉の厚さ，果汁中の糖度をどの形状，品質，食味の向上がみられたことは，この種の野菜栽培に益する
ものがある．
前報（1）および本報の実験結果にみられるように，栽培野菜類の健康状態および地上部・地下部の発育を良くし，収
量，品質を向上させたが，供試複合ミネラル施用の影響は，単にその成分要素の肥料的効果のみならず，土壌の理化
学性の改首効果，さらには後述の土壌微生物の増殖・活性に及ぼす効果などの，綜合的を土壌生態系の保全効果が，
栽培作物の発育作用に好影響をもたらしたものといえようl
（3）土壌微生物相に及ぼす後合ミネラル施用の影響
本報の実験では前潮（1）で指摘したように，比較的多最の供試複合ミネラルを施用した床土で，キュウリの連作育苗
を行なった土壌中の微生物相の変化を見た結果，表−8に見られるように複合ミネラルの比佼的多量施用によって，細
菌，かび類では無施用区に比べて増加することが判った．．
他方，供試複合ミネラルであるアルギットには，相当多盈のアルギン酸が含まれており，アルギン酸ソーダを施用
してアルギン酸の効果を同時に見たところ，アルギン酸ソーダ施用区では酵母菌数の増加はみられたが，物質分解あ
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るいは合成に有力と考えられている細菌，またはかび類の増加は見られなかった‖ また，総微生物数の増加も殆んど
なかったこのことば複合ミネラルの微生物増殖に対する効果は，知挽塩類によるものであることか指摘される．つ
まり，複合ミネラルの施用は土壌の理イヒ学性を改＃するとともに，その無機成分が微生物の増殖に適した条件付与に，
好影響をもたらすものと考えられる．
（4）微生物によるBHCの分解
微生物による農薬分解に関して，BHC分解歯の検索と，有力薗によるBHCの分解能について実験を行なったが，
土壌細菌の中には，BHCを分解するものがかをり存在することが明らかである．とくに，α−BHCおよび†−BHC分
解細菌が多かったことば，本研究において芳沢・水川が行なった実験で，土壌中のこれらのBHC異性体の減衰状態
と関連して興味深いものがある従来，BHCの微生物分解については，殺虫にもっとも有効なリンデン，すなわち
？−BHCに関する報告が大部分である（3 9）．わが国のようにα−BHCを55〜70％，β−BHCを5−14％，†−B‡iCを12〜
16％からなるBHC製剤を使用した場合には，これら異性体個々の分解について追究する必要がある7−BHCの分解
については水田中でC肋由追加明属細瀾より嫌気的に脱塩化水素され，1，3，5−−トリクロールベンゼン等（9）に，または
3，4，5，6−テトラクロトーリレシクロへキセン（7〉に分解されることが知られている．われわれの実験ではP5βα（わ∽0〝αS属，
（未同定，培養所見，電子顔微銃観察により，ほほ誤まりないものと思う別途報嘗・の予定）によるもので，菌体内
でα−BHCの脱塩化水素反応の進むことが考えられ，α−PCCHを主要な生産物として推定した同一L菌によるr−BHC
の分解においては，α−PCCHに相当するT−PCCHの生成を確認することばできず，したがってT−BHCの分解には
γ・・PCCHになる段階が律速されているものと考えられた．
糸状菌においては，液体培地からのBHC消失は，主として蘭体への吸着であり，其の分解は少をいものと考えら
れたL．LESI寸N10WSKYら（10）は，エ1−ル湖に流出したアルドリンが1フロック形成細菌によってⅠ牧著されることを見てお
り，われわれの観察した現象も同様に，添加BHCは微粒子として糸状菌の菌体に吸着されるものと考えられる．し
たがって，BHCの溶解度が除去率を左右することは明らかである．
液体培養による微生物分解を検討したのであるが，野菜栽培土壌へ直接にこの結果を，そのまま適用することがで
きないのは勿論であり，栽堵土壌中での分解は微々たるものと推定される．
（5）後合ミネラルの施用が，土壌中の残留BモICの作物体への吸収・移行に及ぼす・影響
土壌中に残留するBHCの作物体（ダイコン）への吸収が，βおよび∂体に比べてαおよび†体のほうが速やか
であるのは，後者の高い水溶性に起因するものである‖ 本実験において伏就役合ミネラル，とくにネオヒロ∴ンの施用
によって，土壌中BHCの作物体への吸収抑制の現象が認められた… このような現象について，ある種のミネラル要
素が農炎の作物体への吸収・移行を抑制，または促進するとの報謝11）もある、しかし，その機構については定かで
はをい‖
一・方，ダイコンの地下部から地上部への移行，すなわち作物体内における戯薬の移行・分布吼 供試複合ミネラル
の施用によって明らかに促進された．これは土壌に施用されたミネラルが栽培作物の生理的作用に対して，何らかの
影響を及ぼし，それが間接的に反映された結果として，水溶性の比較的高いα−BHCおよびγ・BHCの移行率が増大
したものと思われる．
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