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焼酎蒸留粕の紙状成型ポッ トに含まれる窒素の

肥料的効果*

山内正仁 1・樗木直也 2・山田真義 3，4 • 

増田純雄 5.米田真美 6，7・稲永醇二 2

キーワード 焼酎蒸留粕 15Nトレーサー，エコポ ット ，

肥料効果， コマツナ

1 .はじめに

鹿児島県では，平成 17酒造年度 (平成 17年 7月~平成

18年6月)において， 481，OOOMgの焼酎蒸留粕が発生し

この内 159，000Mgが海洋投棄処分されている1) しかし

2007年4月 1日に施行された[海洋汚染防止法jでは，

焼酎蒸留粕の海洋投棄が原則禁止となり，今後は陸上処理

への転換が急がれているの.一方 これまでの陸上処理法

としては，焼酎蒸留粕を直接，あるいは鶏ふん堆肥等と混

合した堆肥化物として農地へ還元したり，家畜の飼料とし

て利用している.し か し 農地還元については土壌の酸性

化，地下水汚染等の環境問題が 飼料としての利用につい

ては，現物で利用する場合には水分率が高い濃厚スラリー

状有機物であるため特に夏季において腐敗し易く，また乾

燥させて配合飼料として利用する場合には，焦げ臭等があ

ると家畜が採食しないため，高度な品質管理が要求される
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等の問題が，それぞれ課題として残されている 3-5) また，

既存の安価な肥料・飼料との差別化が図られていないため，

価格競争に弱く ，市場流通できない状況にあると推察され

る.

筆者らは，陸上処理の一手段として，上記問題点を解決

し得る製品として，焼酎蒸留粕を原料とした紙状成型品の

開発に着手し， 最終的には土壌還元できる焼酎蒸留粕紙 (以

下，エコ紙と記述する)，焼酎蒸留粕ポット (以下，エコポッ

トと記述する)の作製技術を確立したト9) (写真 1). この

エコポットは直接土壌に定植できることから，古紙ポット

およびポリポットと資材特性を比較すると，移植時の手聞

が省ける点，廃棄物(ゴミ)を発生させない点など優位性

が高い.さらに，栽培過程における肥料的効果も期待でき

る可能性がある.

そこで，本研究では，本製品中の焼酎蒸留粕由来窒素を

安定同位体の15Nで標識し 15Nトレーサ一法を利用し，

コマツナのポット栽培における窒素収支 (作物体への吸収，

土壌残存，エコ紙中残存)を検討した.また，窒素無機化

試験を行い，本製品に含まれる窒素成分の溶出パタ ーンを

明らかにした. これらの結果から，本製品の肥料的効果を

明らかにしたので報告する.

2 材料と方法

1) 15N標識甘しょ焼酎蒸留粕の製造及びエコ紙の作製

lOmm簡を通した鹿児島県霧島市国分清水の未耕土

シラスに表 1に示した無機成分を加えて， 甘 しょ栽培

用の培土を調製した.窒素成分と しては 15NH415N03(30 

Atom%)を使用した.2002年 6月8日にたらい (直径 50

cm，深さ 18cm)を8個準備し，各々培土を 30kg詰めた.

供試作物は焼酎原料用甘しょで品種はコガネセンガン

である.たらい中央部を盛り上げて畝状にして，たらい

あたり 2本の苗を斜め植えした.また，培土表面をポリエ

チレンフィルムで覆った.甘しょの移植は6月8日に，収

穫は 11月 10日に行った.たらい 1個あたりの甘しょ収

量は， 200~300 gであった.この収穫した甘しょを用い

て，鹿児島県工業技術センター内で本格芋焼酎を製造し，

甘しょ焼酎蒸留粕を得た 10，11) 本格芋焼酎は米 1に対して

写真 1 古紙混合比3%で作製したエコポット
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表 1

冗素

N 
P 
K 
恥19
Ca 
Fe 
B 
Cu 
孔10
Zn 

未耕土シラスに添加した無機成分

添加量 (mgkg-1)* 化学形態

50 15NH，15N03 
22 KzHPO， 
83 KzHP04， KCl 
50 MgS04 
100 CaClz 
50 FeClz・4HzO
5 H3B03 
1 CuSO，' 5HzO 
0.5 NazMoO，・2HzO
5 

5 
ZnClz 

MnS04・5HzO孔1n
*元素として.

甘しょ 5の割合(重量比)で仕込みを行い，今回収穫した

甘しょ量から 15N含有焼酎蒸留粕を 2.5L得た.既往の報

告 6) にしたがい，エコ紙の最適作製条件である古紙混合

比 3% (甘し ょ焼酎蒸留粕 1kgに対し新聞古紙を 0.03kg 

添加.)でエコ紙を作製した.本試験では得られた焼酎蒸

留粕が少なかったため，エコポットは成型できなかった.

そこで，直径 12cm，高さ 10cmの黒ポリポット内側(側面)

にポット形状に切り取ったエコ紙6.7gを貼り付けたもの

を15N標識エコポットとした.本実験で得られた甘しょ焼

酎蒸留粕は凍結乾燥後に，またエコ紙は 700Cで24時間

乾燥後に質量分析計 (ThermoFinnigan社製DELTAplus

Advantage) でT-N，15Nを定量した.その結果，甘し ょ

焼酎蒸留粕は T-N: 3.51 % (乾物)， 15N: 12.3 Atom %で

あった.また，エコ紙は T-N:2.39% (乾物)， 15N: 12.4 

Atom%であった.

2) 15N標識エコポットを用いたコマツナの栽培試験

本試験の培土はくん炭 17.4%，鹿沼土8.7%，ゼオライ

ト0.1%， ピートモス 4.3%，黒ボク土 69.5%(し、ずれも

重量%)の割合で、混ぜたものである.これを 1ポットあ

たり 500g使用 した黒ボク土は鹿児島県霧島市溝辺の

未耕土を用い，その他のものは市販品を用いた.表2~こ

培土の化学性を示した.試験区は前述のエコポットに培

土を詰めたエコポット区，エコポットに化学肥料(昭光

通商 (株)製エメラルドグリーン，保証成分(%); N: 

P205 : K20=14 : 14 : 14)を混和した培土を詰めたエコポッ

ト+化学肥料区黒ポリポットに化学肥料混和の培土を詰

めた化学肥料区，黒ポリポットに培土だけを詰めた無肥料

区の 4区であり，それぞれ3ポット準備した.各試験区に

おける窒素施用量を表3に示した.

2003年 6月26日に直径 13.5cm，高さ 11.4cmのポ ッ

トに5粒コマツナ(品種:ごせき晩生)を播種し，鹿児島

大学農学部のガラスハウス内で栽培した.栽培期間中，ポッ

ト底面から水が流出しない程度に適宜濯水した.7 月 3~4

日(播種後 7~8 日目)に子葉の展開がみられ， 3本に間

引きを行った.播種後 24日目 にあたる 7月20日にコマツ

ナの葉数を調査した.播種後 37日目 の8月2日に栽培を

終了し，草丈と葉数を調査した.その後，作物体を採取，

乾燥し 地上部および地下部の乾物重を測定し，T司N，15N

pH EC 
(HzO) (dSm-1) 
6.51 0.151 

表2 培土の化学性

T-N NH4・N N03-N CEC 
(mgkg-1乾土 (cmol，kg-1乾土)

1860 6.4 10.6 20.6 

表 3 各試験区における窒素施用量

化学肥料 エコポ ット由来

包旦旦ご2
161 

試験区
計

エコポット
エコポット+化学肥料
化学肥料
無肥料

O 161 
271 

110 
O 

110 
110 
O 

161 
O 
O 

を質量分析計で定量した.また，跡地土壌(エコポット残

存物は除去)について， pH，ECと無機態窒素，全窒素を

測定した.無機態窒素は 10%塩化カリ ウムで抽出後， 蒸

留法で 12) また， T-N，15Nは質量分析計で定量した.

3)窒素無機化試験

最大容水量の 60%に水分調整した旧鹿児島県農業試

験場(鹿児島市上福元町)の畑土壌(中粗粒灰色低地土)

12.3 g (乾土 10g)を250mLポリエチ レン瓶に入れ，そ

の上に 0.5cm角のエコ紙 0.25gを置き，さらにその上を

畑土壌 12.3g (乾土 10g)で覆った.また，エコ紙を入れ

ない土壌のみの瓶も準備した.その後ポリエチレンフィル

ムと輪ゴムでポリエチレン瓶を封し，フィルムに刺し針で

10カ所穴をあけ， 30
0Cで恒温培養した.1週間おきに最

大容水量の 60%となるように土壌水分を調整した.培養 0，

7，14，28，42，56，84，112日目に 10%塩化カリウム 100mL

をポリエチレン瓶に加え， 1時間振とう後，ろ過し蒸

留法によりアンモニア態窒素，硝酸態窒素を測定した 12)

これらの窒素量から土壌だけで培養した土壌由来窒素量を

差しヲ1いた値をエコ紙由来無機態窒素量とした.なお，測

定は3連で行った.

本試験に使用したエコ紙0.25g中には，アンモニア態

窒素 0.16mg，硝酸態窒素 0.07mg，全窒素量 5.82mgが

含まれ，全窒素量に占める有機態窒素量の割合は約96%，

無機態窒素量の割合は約4%で、あった.

3. 結果と考察

表4にコマツナの生育と収穫時の乾物重を示した.播種

後 24日目の葉数および栽培終了時 (37日目)の草丈，葉

数は， 化学肥料を使用したエコポット+化学肥料区，化学

肥料区とその他の試験区の間に有意差が認められた.地上

部の乾物重は，エコポット+化学肥料区が化学肥料区よ り

多かった.また，エコポット区と無肥料区を比較するとエ

コポット区の方が多かった.このことから，エコポットに

よってコマツナの生育は促進され，肥料的効果があったと

考える.つぎに， 地下部の乾物重についてエコポット+化

学肥料区と化学肥料区を比較すると，化学肥料区がやや多

い傾向で、あった.これは，エコポット+化学肥料区の窒素

施用量が化学肥料区の約 2.5倍と多かったため， 根の伸長

が抑制されたものと考えられる.
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表 5にエコポット区，エコポット +化学肥料区におけ

る栽培終了時のエコポット由来窒素の収支を示す.エコ

ポット区の場合，エコ紙に含まれる窒素成分のうち， コマ

ツナの地上部，あるいは地下部へ吸収された割合はそれぞ

れ 16.2:t2.5%， 1.5:t 1.2%であった.また，エコポット

由来窒素の約半分 (54.2:t6.7%)は土壌中に残存していた.

これらの作物体が吸収した窒素，土壌中に残存していた窒

素をエコポット中に含まれていた窒素から差しヲ|いたもの

をその他として計算した.黒ポ リポッ トに貼り付けたエ コ

紙は，収穫の時点で、は外観的にはほとんど変化はなかった.

濯水についてはポット底部から流出しない程度としたた

め，溶脱による窒素の損失はほとんどなかったと考えられ

る.これらのことから，その他の画分はポットに貼り付け

たエコ紙中に残存していると考えられる.一方，エコポッ

ト+化学肥料区の場合，地上部，あるいは地下部へ吸収

された割合はそれぞれ 30.9:t1.5%， 1.8:t0.2%であり，

土壌に残存している割合は 37.2土4.2%であった. この結

果から，エコポ ット中の窒素成分の約 70%は栽培期間中

にエコ紙から溶出したと推察される.

このように，エコポ ット+化学肥料区の方がエコポット

区よりも作物体の窒素吸収量が多くなり，土壌残存が少な

くなった.これは， 1)化学肥料を併用して作物の生育が

良い場合には，作物へ吸収される窒素の割合が増加し，エ

コ紙のみで作物生育が劣る場合には土壌に残存する窒素の

割合が高くなったこと， 2)化学肥料の添加によって，エ

コポッ トからの窒素無機化が進行したことの可能性が考え

られる.

表 6に栽培終了時の土壌の化学性を示す.エ コ紙は酸性

の甘しょ焼酎蒸留粕を原料に利用しているため， pHが4

前後と低い. しかしながら，栽培終了時の各試験区の土壌

pHを比較するとエコポ ットを使用した区と使用しなかっ

た区においてほぼ同等なため，エコ紙が加わることによる

土壌pHへの影響はなかったと考えられる.観察した作物

根の性状は，エコポ ット区，エ コポット+化学肥料区の作

物根で、も紙に向かつて放射状に広がり，根がポ ット側面の

紙の部分を突き破り，紙に絡まるように分布していた. ま

た，根は白く，根腐れなどは見られなかった. これらの結

果から，エコポットによる根への悪影響は無かったと考え

られる.さらに，栽培開始時 (表2) と終了時で EC，無

機態窒素量を比較すると，処理間差はなかった.このこと

から，エ コポ ット由来の土壌に残存していた窒素は主に有

機態として存在していたことが推察される.

図1に窒素無機化試験におけるエコ紙由来の土壌中無機

態窒素量の経日変化を示す.アンモニア態窒素量は培養開

始時に 7.7mg kg-1乾土であったが，その後減少しほと

んど検出されなくなった.一方，硝酸態窒素量は培養開始

時で 3.7mg kg-1であったが，7日後と 14日後がブランク

(土壌のみ培養)より少なくなり， 7日後が-3.0 mg kg-1， 

14日後が-5.5 mgkg-1と計算された.桐ら13) は甘し ょ

焼酎蒸留粕 (C/N比 11.3) に含まれる易分解性有機物の土

壌中における分解過程をゲルクロマトグラフィ一法と窒素

無機化試験から検討し焼酎蒸留粕を土壌に添加すると，

直ちに焼酎蒸留粕中の易分解性有機物の分解により無機態

窒素の有機化が進行することを明らかにしている.また，

表 4 コ7 ツナの生育と収穫時の乾燥重量

区名

エコポット
エコポット+化学肥料
化学肥料
無肥料

異なる英小文字聞には，

試験区

エコポット
エコポット+化学肥料

*標準偏差 (n= 3) 

試験区

エコポット
エコポット+化学肥料
化学肥料
無肥料

播種後24日目 栽培終了時(播種後37日目)

業数 草丈 葉数 乾燥重量
地上部 地下部

(枚) (cm) (枚) (g pot-1) 

6.9b 19.5b 8.7b 

7.7' 24.7' 1l.O' 

7.4' 23.0' 10.1' 

5.0' 5.9' 5.7' 

LSD法により 5%水準で有意差あり (n= 3) 

表 5 エコポット由来窒素の収支

地上部 地下部 土壌

16.2:t 2.5* 

30.9:t l.5 

l.5:t l.2 
l.8:t 0.2 

(%) 

54.2:t6.7 

37.2:t4.2 

表 6 栽培終了時の土壌の化学性

pH EC NH4.N 

2.19' 

5.26' 

4.30b 

0.29d 

0.27b 

0.40' 

0.48' 

0.07' 

その他

28.l:t4.2 

30.l:t 3.2 

N03・N
(H20) (dSm-1) (mg kg-1乾土)

6.65' 0.199 6.2 10.2 

6.53b 0.214 9.7 9.7 

6.50b 0.217 9.0 8.7 

6.58ab 0.205 10.0 9.1 

異なる英小文字聞には，LSD法により 5%水準で有意差あり (n= 3) 
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図1 土壌中におけるエコ紙由来無機態窒素量*の経日変化

エラーパーは標準偏差 (n=3)を示す.

注)土壌20g(乾物)にエコ紙0.25gを添加した.

*エコ紙由来無機態窒素量=エコ紙を含む土壌無機態窒素量一土

壌のみで培養した土壌無機態窒素量
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松久保ら 14)は甘しょ焼酎蒸留粕中に含まれる成分を調査

し， クエン酸が0.49%と多く含まれることを明らかにし

ている.エコ紙の C/N比は 15.5であったが，甘しょ焼酎

蒸留粕を原料に作製されていることから，焼酎蒸留粕由来

の易分解性の有機物を多く含むため，桐らの結果と同様，

土壌に加えた場合には微生物の活性が高まるものと考えら

れる.したがって，エコ紙混入のために徴生物による無機

態窒素の取り込みが活発になり，土壌中の無機態窒素がほ

とんどなくなったと考える.培養 14日後からは徐々に硝

酸態窒素量は増加し 42日後には1.3mg kg-Iと正に転じ

た. これは，培養初期に有機化されたものが時間の経過に

伴い無機化されたためと考えられる.それ以降は，さらに

硝酸化成作用が進行し，112日後に 32.4mg kg-Iとなった.

以上の結果から，エコ紙中の窒素は一旦，土壌バイオマ

ス中に取り込まれ，その後再び硝酸態窒素ま で無機化され

ると考えられる.しかし栽培試験の結果によると，エコ

紙中の窒素は肥料的な効果があり，作物に早い段階から吸

収されている.これはエコ紙中の窒素は作物が存在する場

合には作物に吸収され，一方作物がない場合には土壌徴生

物が吸収して有機化するために，無機化試験では土壌中の

無機態窒素は 40日程度までは検出されなかったものと考

えられる.

なお，今回の無機化試験では中粗粒灰色低地土を使用

し栽培試験の培土の主成分である黒ボク土とは異なる土

壌を用いた.桐ら 13)は，黒ボク土は沖積土に比べると焼

酎蒸留粕の分解過程における無機態窒素の有機化とその再

無機化は黒ボク土の方が速かったことを報告している. し

たがって，栽培試験では黒ボク土を使用していることから，
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有機化された窒素が再無機化されたのは 40日程度よりも

速かった可能性も考えられる.

4. まとめ

本試験では，焼酎蒸留粕を原料としたエコポ ットで， コ

マツナの栽培試験を実施し， コマツナの生育が促進された

ことから，エコポ ットには肥料的な効果があることが明ら

かになった.また 15Nトレーサーを用いて，エコポ ットに

含まれる窒素が作物に吸収されたことから，窒素の肥料的

効果があることも明らかになった.さらに，窒素無機化試

験では，エコ紙に含まれる窒素成分が硝酸態窒素として土

壌中に現れてくるのは施用 40日目以降であることが明 ら

かになった.

今回は， ごく短期間の栽培試験しか実施しなかったが，

エコポ ット中の窒素はポ ット自体あるいは土壌中に残存し

ており，長期にわたって作物に吸収される可能性がある.

育苗ポ ットと して利用する場合にはそのまま本圃に埋設す

るので¥残存している窒素がさらに有効に利用されること

が期待される.
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