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脱脂米ヌカ炭化資材とその塩化鉄(皿)処理資材が硝酸態窒素の吸着保持と

メロン、ダ、イコンの生育に及ぼす影響

伊藤政憲 ・山崎紀子
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1 緒 昌

硝酸態窒素による地下水汚染は全国的に問題視され，

その要因としては生活 ・工業排水，耕地に施用される肥

料，畜産廃棄物が挙げられている 10) それらの要因が地

下水の硝酸態窒素濃度上昇に対する寄与率についての研

究も行われており，肥料の寄与率を 40%以上としてい

る報告 10)や，砂丘地においては施肥窒素の約 43%が地

下水に溶脱する 12) との報告もある.このことは，農業

における硝酸態窒素溶脱抑制技術の重要性を示唆してい

る.そのため，肥効率の向上と低投入型施肥を目的とし

て局所施肥技術 16) 肥効調節型肥料，有機質資材(堆肥

など)の利用技術 14) などについて研究が行われてきた.

砂丘地帯では排水が良好で，土壌が酸化状態であること

から，施肥窒素が硝酸態窒素として地下水へ溶脱すること

が懸念されている. 山形県庄内砂丘畑作地帯おいても環境

基準を超える井戸の存在が指摘されている 15) 当地域の土

地利用体系は， メロントンネル早熟栽培 (7月収穫)と，

後作として露地ダイコン栽培が主体となっている.硝酸

態窒素の溶脱抑制のための施肥技術として，メロン栽培で

はマルチ内全量基肥施用技術が開発され，慣行窒素施肥量

120 kg ha-1に対し.80 kgha一lでも収量や品質を損なう

ことなく生産することが可能となった 16) ダイコン栽培で

はうね上局所施肥技術が開発され，慣行窒素施肥量 200kg

ha-1に対し 110 kg ha-1でも収量や品質が確保されるよ

うになった 17) しかし著者らの栽培試験ではメロン収穫

後にポリマルチを除去すると残存する窒素の溶脱が観察さ

れ，さらにダイコン栽培期間中にも多くの窒素溶脱が観察

された.そのため，施用された硝酸態窒素の溶脱を防止し

後作のダイコンに吸収させることが可能な溶脱抑制資材が

必要と考えられる.資材としてはイオン交換樹脂が効果的

と考えられるが， コスト面から実用的とは言いがたい.一

方，植物炭化物の硝酸態窒素溶脱防止効果 3-6)が報告され

ている.木炭を塩化鉄(皿)処理することにより硝酸イオ

ンの吸着能を付与できる 9) との報告もある.しかし，木炭

以外の植物性炭化物の効果や，それら資材の施用と作物の
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生育との関係，砂質土壌への適用については解析されてい

ない.そこで¥山形県圧内地方は米どころとして有名であ

ることから，地域に多く存在する植物性資材(モミガラや

精米副産物)の炭化物や，それらの炭化物を塩化鉄 (III)

処理した資材の，溶脱抑制資材としての効果と作物生育に

及ぼす影響について検討した.

2. 材料および方法

1)供試資材

資材としては，モミガラくん炭と地元企業の廃棄物であ

る脱脂米ヌカの炭化物を供試した.

モミガラくん炭(以下 Ccと略す)は，モミガラを電気

炉中で5000C. 1時間炭化処理して作成し，米ヌカ炭化物

(以下 Bcと略す)はS社が脱脂米ヌカを窒素充填雰囲気

中で900"C. 2時間炭化処理して作成したものを用いた，

塩化鉄処理炭の作成はそれぞれの炭化物を塩化鉄(皿)溶

液に浸漬処理することとし，森ら 9) に準じて以下の方法

で‘行った.

それぞれの炭化物を乳鉢で粉砕し 0.5mmの簡を通し

15gに対して. 1.5molL一lの塩化鉄 (皿)溶液を 200mL

添加し時々撹排しながら 1時間放置したその後ろ過し

ろ液に硫酸銀水溶液を加えても，塩化銀の白色沈殿が発生

しなくなるまで、蒸留水で

成した.以下，塩化鉄処理CcをCc-Fe.塩化鉄処理Bcを

Bc-Feと表記する.

2)カラム浸透法実験

カラムは内径 35.7mm(底面積 10cm2). 長さ 20cmの

ガラスチューブを使用し，底部を 1mmメッシュの寒冷紗

で被覆し更に脱脂綿を厚さ 1mm程度になるように詰め

た.供試土壌は研究室所属畑圃場の深さ o~ 20cmから採

取した砂丘未熟土で，理化学性を表1に示した.各資材 l

gを土壌200g (乾土換算)と均一になるようにあらかじ

め混合し上記のカラムに静かに詰めた.対照区として無

添加区を設けた.

土壌カラムの上端から蒸留水を，カラムの底部から穆み

出すまで十分量注入し，重力水を排除するため 24時間放

置した.その後，硝酸態窒素濃度 19m9L-1の硝酸カルシ

ウム水溶液20mL(硝酸態窒素で0.38mg)をカラ ムの上

端から注入した.硝酸カル シウム溶液が浸透した後，蒸

留水を 10mLかん水し，カラム底部より浸出した水量と，

それに含まれる硝酸態窒素を測定した.蒸留水よる浸出操
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表 l 供試土壌の理化学性

項目

土性

pH (H20) 

CEC 
全炭素含量

全窒素含量

カラム浸透法実験

S 

6.5 
4.4 cmol (+) kg-1 

2.4 g kg-1 

0.2g kg一1

ポット試験

S 
6.5 

4.9 cmol (+) kg-1 

3.2 g kg-1 

0.2 g kg-1 

作は8回行ったが.3回目終了後および6回目終了後に，

それぞれ 24時間のインターバルを設けた.

水量は重量で測定し硝酸態窒素濃度の測定方法は，

0.45μmのメンブレンフィルターでろ過後イオンクロマト

グラフィー(島津HIC-10ASP)で測定した.実験は2反

復で行った.

3)パッチ吸着実験

硝酸イオン濃度 1500mgL-)の硝酸カルシウム溶液 50

mLに対して. 0.1 ~ 5 gのBc-Feまたは Bcを添加し. 1 

時間振とう後 24時間放置し 平衡液の硝酸イオン濃度を

測定した.また. Bcの硝酸イオン吸着能を確認するため，

硝酸イオン濃度を 70mgL-1に調整した硝酸カルシウム溶

液 50mLにBcを5g添加した区. Bc添加後に希塩酸を

用いて pH4.8に調整した区を設け，上記と同様の操作で

平衡液の硝酸イオン濃度を測定した.さらに，硝酸イオン

濃度 70mgL一lに調整した硝酸カルシウム溶液50mLまた

は蒸留水 50mLにBc-Feを0.5g添加し. pHを7.0に調

整した後， ときどき撹枠しながら 1時間放置し，溶液に含

まれる硝酸イオンおよび塩化物イオン濃度を測定した.実

験は2反復で、行った.硝酸イオンおよび塩化物イオ、ノ濃度

の測定方法は 2) と同じである.

4)陰イオン交換容量 (AEC)の測定

荷電特性を土壌環境分析法 2)に準じて測定した.遠沈

管に 1) で調製した Bc-Feを0.5g秤取し. 1molL-)硝酸

カルシウム溶液30mLを加えた.さらに 1mol L-1アンモ

ニア水を OmL. 0.1 mLまたは 0.15mL加えpHを調整し

た.1時間振とう後8時間静置し遠心分離後の上澄み液

は廃棄した.次に 0.01mol L-Iの硝酸カルシウム溶液30

mLを加え. 30秒間振とう後 30分静置し，遠心分離後の

上澄み液を廃棄した.この操作を 5回繰り返し最後の

上澄み液を平衡溶液としてビーカーに採取し pHを測定し

た.遠沈管の全重を測定し，遠沈管内に残った平衡溶液量

を求めた.遠沈管に残った Bc-Feに1mol L-)の塩化カリ

ウム 30mLを加え 30秒振とう後 30分静置し，遠心分離

後の上澄み液を 250mL容のメスフラスコに移しこの操

作を 5回繰り返し 250mL定容とした.平衡溶液と抽出溶

液の硝酸態窒素濃度を Bremnerl)の蒸留法で定量した.実

験は3反復で行った.

5)メロン跡地土壌を用いたポット試験

供試土壌は砂丘未熟土で，メロン栽培終了後の9月4日

にベッド(畝の水平部分)から深さ o~ 20cmの土壌を採

取した.理化学性は表1に示したとおりである.試験は内

径 15.7cm. 深さ 19.5cm (0.02 m2
) のワグネルズポット

で、行った.土壌に含まれる無機態窒素は 24.7mgkg一ポッ

ト当たりでは 93.6mgであった.供試土壌を風乾し，以下

のように資材を混和した後ポ ット当たり 4000g充填した.

供試資材は BcまたはBC-Feとし，ポット当たり 4gまた

は8gを均一になるように混和した.資材の比重は O.26g

cm-3であり，資材の混和による体積の増加は無視できる

範囲であった.対照区として無添加区を設置した.雨よ

け園芸施設内にポットを設置し，各ポット 1日当たり 1回

200mLの脱塩水をかん水した.かん水は7臼聞に5回行

い，ポット底部から浸透した水をポリエチレン製広口瓶に

収集した.7日ごとに収集した浸透水の水量と無機態窒素

濃度を測定した.溶脱処理は9月7日から 10月26日まで

行なった.

溶脱処理終了後. 10月30日にダイコンを 1ポット当た

り3粒播種し. 12月 17日まで栽培した.栽培終了後ダイ

コンの新鮮重と窒素吸収量を測定した.栽培試験は2反復

で‘行った.

浸透水中に含まれる硝酸態窒素はイオンク ロマト グラ

フィ一法 (島津HIC-10ASP). アンモニア態窒素はインド

フェノール法11) 植物体中の全窒素はサリチル酸 硫酸

分解 ・水蒸気蒸留法 13)で‘定量した.

6)ライシメータ試験

研究室所属の畑圃場に設置した埋設型ライシメータを用

いて. Bc-Feの施用効果を検討した.埋設型ライシメータ

の底面積は 6.5m2 (2.7 m x 2.4 m). 深さ 0.65mてう地表

面から深さ 60cmの位置に設置しである.採水深は 1.45m

で，浸透水は併設してある集水槽(内径 1m.深さ 2.15m.

コンクリート管)に集められ，採水に際してはポンプア ッ

プし，地上部に設置しであるポリエチレン製タンクに回収

して行った.水量はタンクの排水部に設置した流量計で測

定した.資材の施用量は 300g m-2とし，対照区として無

添加区を設置した.試験規模は 59.2m2 • 単区制である.

栽培体系は， トンネル早熟栽培メロン，後作として秋冬

ダイコンである. メロンでは4月16日， 鶏ふんモミガラ

堆肥 (C/N比 15.8) を窒素成分で 10g m-2相当量を深さ

30cmで全面混和し基肥として有機入り化成肥料(窒素

成分 8%. 内有機態窒素 2%. 硫安および燐安で6%)を，

畑面積で窒素成分 8gm-2を幅 1.6mの畝部分(マルチ内)

に施用. 30cm深で混和し，同日ポリマルチを行い，翌日

トンネル被覆 (幅 2.0m)した.定植は4月23日に畝幅 2.7

m. 株間 0.8mで行い，収穫は7月21日に行った. トンネ

ルとマルチの除去は8月8日に行い，整地後直ちに Bc-Fe

を深さ 30cmで全面混和した.後作のダイコンは.8月

26日に窒素成分無施用で畝幅 0.75mに畝立て し，株間 0.25

m で1条に播種した.施肥は発芽揃い後の9月3日に，硝

安系肥料(燐硝安加里S604:硝酸ア ンモニウム，過燐酸

石灰，硫酸加里)を窒素成分で 11g m-2 • 株間施用した.

収穫は 11月13日に行った.

ライシメータ ーからの採水は，メロン栽培開始からダイ

コンの収穫終了まで7日間隔で行い，水量と硝酸態窒素お
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よびアンモニア態窒素濃度を測定した.生育調査はメロン

およびダイコンの定植または播種30日後と収穫時に実施

した.窒素吸収量は試験区内から中庸な3株をサンプリン

グし，乾燥後粉砕して分析用サンフ。ルとした.

2004年には. 2003年に施用した資材の. 2年目の効

果について調査した.施肥は 2003年と同様に実施した

かん水は地下水を用い，水量は流量計で，降水量は研究室

所属の畑圃場に設置した雨量計で測定した.かん水に用い

た地下水，降雨，溶脱水と植物体の分析方法は 5)と同じ

である.

3. 結果および考察

1)カラム浸透法実験

土壌pHはCcまたはBcを混合することにより，わずか

に上昇したのに対し. Bc-Feを混合することにより 6.1ま

で低下した(データ略)

硝酸イオンの積算流出曲線を第 1図に示した. Bcおよ

び Bc-Fe 区では他の区に比較して溶脱初期 (3~4 回目)

から溶脱量が少なく. 5回目以降，硝酸態窒素の溶脱はほ

とんど認められなくなったが，他の区ではそれ以降も溶脱

が認められた.8回溶脱後，硝酸イオン溶脱量の積算値は

無添加区. Cc区およびCc-Fe区に差が認められず，約 0.3

mgであったのに対し. Bc区では 0.15mg. Bc-Fe区では

O.06mgと有意に少なかった.モミガラくん炭は塩化鉄処

理の有無にかかわらず硝酸イオンの吸着はなかったと考え

られる.これに対し米ヌカ炭化物では塩化鉄未処理でも添

加窒素量の 41%. 塩化鉄処理区では 15%に硝酸態窒素の

溶脱が抑制され，硝酸態窒素の吸着または収着の可能性が

示唆された.
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図1 各種資材を添加した土壌カラムからの硝酸態窒素

積算流出曲線

溶脱液量 :72~76 mL. 添加 N03-N : O.38mg 

2)バッチ吸着実験

浸透法実験で硝酸イオ ン吸着または収着の可能性が示

唆されたBcとBc-Feのバッチ法実験 9) による平衡液の硝

酸イオン濃度を図 1に示した. Bcを添加しでも硝酸イオ

ン濃度は変化が認められなかった.また，低濃度硝酸イオ

ン溶液 (70mgL一1)における実験や，溶液を pH4.8に調

整した場合でも硝酸イオン濃度の変化は見られなかった

(データ略).一方. Bc-Feの添加では，溶液の pHは4.5

に低下し，添加量の増加にともなって硝酸イオン濃度が次

第に低下した.これらのことは，米ヌカ炭化物には硝酸イ

オンの吸着能はないが，塩化鉄(田)溶液で処理すること

により硝酸イオン吸着能が発現することを示している.ま

た. pH7の硝酸カルシウム溶液にBc-Feを添加した区に

おける塩化物イオンは，蒸留水にBc-Feを添加した区に比

較して多く検出され，その差は吸着または収着された硝酸

イオンの 85%に相当した. これは，塩化物イオンとのイ

オン交換による吸着を示唆している.木炭を用いた実験で

平衡pHと硝酸イオンの吸着量との関係について森ら 8)は，

pHが低下するにつれ硝酸イオンの吸着量が増加するとし

ている.しかしBcではそのような現象が見られなかった.

Bcには水素イオンを取り込んで正荷電する水酸基などが

存在しないか，きわめて微量であったためと推察する.

硝酸イオンの吸着が見られない Bcでもカラム浸透法実

験では硝酸態窒素の流出が抑制された.平田 ・宮井 4)は

硝酸カ ルシウムを施用したホウレ ンソウのポッ ト栽培実験

で木炭の添加量が多くなるほど，硝酸イオンの流亡量が減

少したと報告しており本浸透実験の結果と一致した.森ら

8)は硝酸カリウム溶液の浸透実験で，木炭の孔隙の形態が

養水分の保持に大きく影響し，土壌カラム中の硝酸イオン

の下方移動を抑制するとしている.カラム浸透実験では8

回の浸透操作中に 2回のインターパル (24時間)を設け

たが，その追試として. Bc添加区，無添加区について 8
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図2 パッチ法による平衡液の硝酸態窒素濃度
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表 2 Bc-Feの添加による硝酸イオン濃度および塩化物イオン濃度変化

硝酸イオン 塩化物イオン
硝酸イオン 塩化物イオン

項目 吸着量 放出量
(mmolL一1) (mmolL一1) (mmol kg一1) (mmolkg-1) 

硝酸カノレシウム溶液 l.21 0.01 
硝酸カノレシウム溶液 +Bc-Fe 0.76 1.17 44.68 37.83 
蒸留水 0.00 0.01 
蒸留水 +Bc-Fe 0.00 0.79 

団連続しての浸透操作を行った.その結果. Bc添加区で

は無添加区に比較して硝酸態窒素溶脱の遅延が確認された

(データ略). これは.Bcの場合にも同様に徴細孔隙が硝

酸イオンの移動を抑制した結果と推察する.また，インター

バルを設けた浸出実験で、は，連続した浸出実験より資材無

添加区や Bc区でも硝酸態窒素の溶脱量が少なくなった

その理由として添加窒素の脱窒や有機化が考えられるが，

未確認であり今後の課題である.

3)塩化鉄処理脱脂米ヌカ炭の AEC

Bc-Feの硝酸イオン交換能を pHを変えて測定した結果

を図 3に示した.AECはpHが上昇することにより，低

下する傾向が見られ. 15 ~ 20 cmol (-) kg-Iの範囲に

あった.したがって.AECが実際の栽培現場の土壌pH(6.0

~ 6.5) でも. 15 cmol (一)kg-I程度の交換能があるこ

とが示された.中性に近い pHでも比較的高い AECを示

したのは，硝酸イオンの吸着がイオン交換によるものが多

かったためと考えられる.和田 18，19)は粘土鉱物において，

その周縁部の Fe-OH基が陰イオン交換基として機能し，

pHの低下とともに陰イオン吸着量が増加するとしている.

本報のように植物炭化物を塩化鉄処理する場合には，炭化

の過程で発生した灰分と塩化鉄が反応し，その一部が Fe-

OHとなり，変異荷電による吸着基として機能するものと

考えられるが未確認であり今後の課題である. これらのこ

とから.Bc-Feは硝酸態窒素の溶脱防止資材として有望と

考えられた.

4)メロン跡地土壌を用いたポッ ト試験

溶脱した窒素の形態は硝酸態窒素がほとんどで，アンモ

ニア態窒素は少なかった.硝酸態窒素溶脱の推移は，溶脱

処理初期 (7~ 21日) にBc区. Bc-Fe区で無添加区より

30 
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5 平衡溶液pH

図3 平衡溶液pHとBc-FeのAECの変化

少なかったが，その後は各区とも溶脱量が減少し処理区

間差は認められなくなった.試験終了までのポ ット当たり

積算硝酸態窒素溶脱量は，無添加区では約 38mgであっ

たのに対し，有意差はないものの Bc4g添加区ではその

85%. Bc 8g添加区では 78% と少なく ，さらに塩化鉄

処理した Bc-Fe4 g添加区では無処理区の 80%であった.

Bc-Fe 8g添加区では無添加区の 57% と有意に少なかっ

た.アンモニア態窒素の流出量については， 処理区間差は

なかった(表 3). これらのことから. Bc-Feは硝酸態窒

素の溶脱を抑制するものと考えられる.

流出処理終了後，ダイコンを播種しその生育と窒素吸

収量を測定した.その結果，窒素流出量の少なかった区で

草丈，新鮮重，乾物重とも大きく，生育が優れる傾向が見

られ，窒素の吸収量も同様の傾向が見られた.窒素流出量

と後作ダイコンの窒素吸収量と聞には高い負の相関(〆=

0.99) が見られ(図 4). 資材に吸着された硝酸態窒素は

作物に利用可能な状態で‘あったものと推察される.

5)ライ シメーター試験

Bc-Fe施用当年 (2003年)における播種30日後におけ

るダイコンの生育は，無処理区に比較して Bc-Fe区で葉数

が多く，葉長も大きかった(データ略).収穫期においても，

全重，根重ともに Bc-Fe区の方が大きく. ha当たり窒素

吸収量も，無処理区が83.2kgであったのに対し.Bc-Fe 

区では95.3kgと多かった(表4).ライシメ ータ浸透水中

における硝酸態窒素溶脱量は，降水量が大きく影響し，降

水量の多い期間で、は硝酸態窒素の溶脱量が多かった.資材

施用が硝酸態窒素溶脱に及ぼす影響について，無処理区に

比較して Bc-Fe 区は 8 月下旬~ 9 月初旬において少なかっ

た. これは Bc-Feがメロンの残肥を吸着したためと考えら

れる.その後は両区とも溶脱量が増加したが，無処理区に

比較して Bc-Fe区では低く推移した (図5).ダイコン栽

培期間における硝酸態窒素の溶脱量は.Bc-Fe添加によっ

て約 30%抑制された.

表3 メロン跡地土壌を充填したポットからの溶脱

溶脱水量 硝酸態窒素 アンモニア態窒素
区 溶脱量* 平均濃度 溶脱量* 平均濃度

(mL) (mg) (mgL-l) (mg) (mgL一1) 

無処理 3908 38.1 a 9.7 l.6a 0.4 
Bc4 3887 32.4 ab 8.3 l.5a 0.4 
Bc8 3956 29.7 ab 7.5 l.5a 0.4 
Bc-Fe4 3966 30.6ab 7.7 l.4a 0.4 
Bc-Fe8 3829 2l.5 b 5.6 l.3a 0.3 
*同ーの符号間に Tukey検定 (5%)で有意差がない.
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施用 2年目の効果を調査するため，そのままの状態で越

冬し翌年にメロンと後作としてダイコ ンを栽培した結果，

メロンの生育や果実形質に処理区間差は見られなかった

(データ略).一方，ダイコンでは2003年と同様に， Bc-

Fe区で初期から生育が優れ(データ略)，収穫期の生育も

有意差はないものの優れる傾向が認められた(表4).

栽培期間における硝酸態窒素溶脱量は， メロンの栽培期

間では両区とも少なく，ダイコンの栽培期間で増加した.

これは， メロンの栽培では施肥が栽培ベッド部分にのみ行
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図4 ポットからの硝酸態窒素溶脱量とダイコンの窒素吸収量

われ，その部分がポリマルチで、被覆され，更にビニールト

ンネル被覆も行われているため，降雨による窒素の溶脱

が少なかったことによるものと考えられる.Bc-Fe添加に

よる硝酸態窒素の溶脱抑制効果は，施周年に比較して小さ

かったが，溶脱量はダイコン栽培期間の後半に少なくなる

傾向が見られた.

資材施用翌年におけるライシメーターの窒素収支につい

て，窒素の吸収量はメロンではBc-Fe区が無処理区よりや

や多く，ダイコンでも無処理区で66kgha一Iであったのに

対し， Bc-Fe区では 76kgha-1と多く ，見かけ上の窒素利

用率はBc-Fe区の方が高かった (表 5).処理区間の窒素

溶脱量には大きな差が見られなかったが， これは施肥量に

対して資材の添加量が 300g m-2では少なかったことや，

土壌中や施肥に由来する硫酸イオンや塩化物イオンなど，

アニオン吸着基に対する競合イオンの存在が考えられる.

これらのことから，塩化鉄処理脱脂米ヌカ炭化物の施用は，

ダイコン栽培において窒素の搬出量(吸収量)を増加させ

ることが明らかとなり，その効果は複数年期待できるもの

と考えられる.また，ダイコン栽培における施肥量を削減

することが可能で，地下水への窒素溶脱をさらに軽減でき

るものと考えられる.

年 区 茎葉

表4 ライシメータ試験におけるダイコンの生育と窒素吸収量

新鮮重

根 メ込圭↓
oロl

窒素吸収量

(kgha-1) (kgha-1) (kgha-1) 

2003年 無処理 12，150ab 59，744 b 71，894a 
(施用年 Bc-Fe 13，701 a 67，032 ab 80，733a 
2004年 無処理 9，408 c 53，451 ab 62，858 a 

(施用翌年 Bc-Fe 10，637 bc 59，853 a 70，490 a 

*同ーの符号間にTukey検定 (5%)で有意差がない。
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Bc-Fe施用翌年における ライシメータからの硝酸態窒素溶脱量の推移図6

資材施用翌年における ライシメーターの窒素収支表 5

単位:kgha-1 

収支
(a)ー (b)

10.9 
-3.1 

計

(b) 

26l.l 
275.1 

溶脱量

収 入

流入量 計 搬出量

かん水 l) 降水 2) (a) メロ ン ダイコン

無処理 240 21.7 10.3 272 51.4 66.0 143.7 
BC-Fe 240 21.7 10.3 272 57.4 75.8 141.9 

l)かん水 =2004年のかん水量 x2003年に調査したかん水に含まれる窒素

D 降水 =2004年の降水量x2000年に調査した降雨に含まれる窒素

出支

投入量
区

して，硝酸態窒素の溶脱を抑制した. Bcや Bc-Feはポ ッ

ト試験や，ほ場試験における作物の生育を，無処理区に比

較して増加させた.こ れは， Bc-Feに吸着されたり ， Bc 

により移動を抑制された硝酸態窒素は作物が利用でき る状

態であったことを示している.
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硝酸態窒素による水質汚染は，人の健康に悪影響を及ぼ

す可能性が指摘されており， その原因として肥料や家畜糞

尿があげられている.砂丘地は透水性に優れることから窒

素の溶脱 も多く， 地下水汚染に対するリスクが高い.本報

では砂丘地におけるモミガラ炭化物 (Cc) または米ヌカ

炭化物(Bc) とそれらの塩化鉄 (皿)処理物が硝酸態窒

素の溶脱 と作物の生育に及ぼす影響を調査した.結果は以

下に示したとおりである.

(1) カラム浸透実験で，モ ミガラ炭化物は塩化鉄(皿)処

理の有無にかかわらず硝酸態窒素の溶脱抑制効果が見られ

なかった.米ヌカ炭化物 (Bc) は塩化鉄 (III)処理の有

無にかかわらず溶脱抑制効果が認められた.

(2) Bc-Fe の陰イオン交換容量は 15~20 cmol (-) kg 

Iであ った.一方， Bcの陰イオン交換容量は極めて小

さいものと 推察された.Bc-Feの硝酸態窒素溶脱抑制効

果は AECと徴細孔隙によるものと考えられ， Bcにつ

いては徴細孔隙によるものと考えられるが，時間間隔を

あけて溶脱操作を行った場合の窒素の挙動については今

後の課題である

(3)ポ ット試験において，

と

Bcや Bc-Feは無処理区に比較

ま4. 
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Effect of a carbide of defatted rice bran treated with iron (皿)chloride on retention of nitrate-

nitrogen， growth of melon and raddish and leaching of nitrate nitrogen in sand dune area 

Masanori ITO and Noriko YAMAZAKl 

(Agric Tech. Imtrovement Res. office， Shonai Area General Branch Administratωn.) 

Water pollution that seriously harms human health is reported to occur when the amount of ni仕atenitrogen (N) in water 

exceeds 10 mg L ¥The source of dissolved nitrate N in agricultural areas is often fertilizer and hog or cattle dung. The rate 

of percolation through the soil aff，巴ctsleaching losses of nitrate N， and the high percolation rates in sandy soils leads to high 

leaching losses， which in turn increase the risk to human health. Carbide is commonly used to prevent the loss of nitrate 

N.In this study， we evaluat巴dthe effect of carbide soil amendments that originated from risk husk (Cc) or bran (Bc)， with and 
without iron (III) chloride (Fe)， on the growth of crops and leaching of nitrate N from sandy soils. The Cc amendment， with 
or without Fe， had no effect on the leaching of nitrate N in a model experiment compared with the amount of leaching in the 

absence of carbide. Less ni仕ateN was leached in the Bc treatment， with or without Fe (Bc+Fe and Bc， respectively)， in the 

model experiment. The anion-exchange capacity (AEC) in the Bc+Fe treatment was 15 to 20 cmol(一)kg-
1
， but was negligible 

in the Bc treatment. The lower leaching of nitrate N in the Bc+Fe仕eatmentmay thus have been caused by the higher AEC， 

whereas the reduced leaching in the Bc仕eatmentmay have been caused by the porous s仕uctureof the Bc. The leaching 

of nitrate N was lower in the Bc and Bc+Fe廿eatmentsin both the pot and field experiments without carbide amendment. 
Plants grown in a pot experiment with Bc or Bc+F，巴仕eatmentsand plants grown in the field experiment with the Bc+ Fe 

treatment grew better than plants without a carbide amendment. This suggests that crops could more readily absorb ni仕ate

N adsorbed by Bc+Fe or Bc in both the pot and field experiments. 

K空ywords: carbide of defa仕edrice bran， ni仕ateni仕ogen，inhibition of leaching， ground water， sand dune regosol 

Opn. J Soil Sci. Plant Nutr.， 79， 155-161， 2008) 
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