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多腐植質厚層黒ボク土畑における硝酸態窒素の移動遅延

問中正一・古江広治・前田守弘判・久保田富次郎潟脇門英美

要 約

農地における硝酸態窒素の動態解明は施肥や堆肥投入などに由来する釜素の地下水への移行過

程を知る上で重要である.本研究では，鹿児島県の畑作地幣の主要な土壌である多腐植質厚麗黒

ボク土畑において 1m深までの硝酸態窒素の移動特性を検討し，以下の結果を得た.

1m深における硝酸態窒素の濃度推移は，ガンマ確率分布関数による浸透水窒素濃度推定モデ

ノレが適用でき，濃度推移の予測が可能である.土壌中における硝酸態窒素の移動は，降雨に伴う

水の浸潤に比べて遅延する現象が認められ，アカホヤにおける遅延効果は黒ボク土に比べて大き

い.黒ボク土とアカホヤにおける硝酸態窒素の移動遅延は，パッチ吸者試験結果と吸着一遅延理

論によって推定できる可能性が示唆された.

キーワード:アカホヤ，陰イオン交換能，硝駿態窒素，多腐植質厚層黒ボク土，遅延係数

緒言

近年，全国的に農業地帯において，硝駿態窒素による

地下水や河)11などの持染が認められ，施肥や堆肥などの

有機物のほ場への投入による窒素負荷との関連性が指摘

されている.全国有数の農業県である鹿児島県の農業地

帯においても，同様な現象がみられており 8)， 9) 窒素

負荷の低減対策が求められている.特に本県は全国屈指

の畜産県で，多量に産出される家畜ふん歳出来の窒素発

生量が極めて多い叫.また西南暖地の温暖な気象条件を

生かし，年間を通した作付けが行われており，農業由来

窒素の潜夜的発生量を増加させている.それに加えて本

県の年間降水量は約2，400mmで、日本の平均降水量を大き

く上回り，露地で作物の作付けがない条件下では，年間

降水量の約65%が 1m深を流出しているとされ叫，施肥

や家畜ふん堆肥投入に由来する窒素などの地下水への溶

脱が助長される環境にあるといえる.

このような中，本県では農作物生産活動による蜜素

負荷の低減対策を図るため，豊富に産出する家資ふん

堆肥のベレット化技術の開発およびその施用方法が各

種作物で検討され，家畜ふん堆肥の肥料的利用の技術

確立 9)が行われてきた.またその一方で，堆肥や肥料

の施用に伴う硝酸態窒素などが，地下水へ及ぼす影響

が検討され，その低減対策を留るため，農業地帯にお

(連絡先)大隅支場
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ける湧7](や井戸水などの水質モニタリングや簡易ライ

シメータを用いた農地における窒素収支などが調査さ

れてきた1)以上の既往研究では，施把あるいは堆肥

投入に由来する窒素に対する窒素収支の解明など，量

的な取り組みが中心となってきた.

一方，農地の土壌中における硝酸態窒素の移動特性

を明らかにすることは，筋肥などにイ半う農業生産出来

の窒素が地下水などの周辺環境に及ぼす影響を評価す

る上で有用な知見が得られると考えられ，環境保全型

農業の推進を図る上でも重要である.

本研究では，施肥された硝酸態窓棄の移動特性を検

討するため，本県の主要な畑土壌の一つである多腐植

質厚層黒ボク土畑において，多くの作物の有効土層の

基準を満たしている 1 m深を対象に，以下の 2つの試

験を行った.試験 1では施把後における 1m深を通過

する浸透水中の硝酸態窒素濃度の推移をモニタリング

し 1m深を通過する硝綾態窒素の移動特性を検討し

た.試験 2では土壌カラム速水試験とパッチ吸着試験

を行い土壌中における硝酸態窒素の移動特性を土壌吸

者の面から検討した.

試験方法

試験 1 浸透水窒素濃度推定モデルによる 1m深を通

過する稿酸態窒素のモデル化と移動特性の検討

前回ら 6) は，モノリスライシメーターを用いて，様

々な施肥条件下における浸透水中の窒素濃度推移のモ

ニタリング試験を行い，土壌中での施肥窒素の移動特

性を推定できる数学モデノレである浸透水窒素濃度推定
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モデル 6) (以下，窒素濃度推定モデノレと記す)を開発

した.本研究では，この窒素濃度推定モデルを多腐植

質厚層黒ボク土畑のモニタリング試験結果に適用し，

硝酸態窒素の移動特性を検討した.

(1)調査場所は大橋半島の笠野原台地の北東部に位置

する標高 108mの農業試験場大摺支場(現農業開発総

合センタ}大隅支場)内の，多腐植質厚層黒ボク土畑

であった.

(2) モニタリング期間は，施肥した 2004年 4月 9S 

~2005年 8 月 3 日の約 1 年 4 か月を対象とした.

(3) 試験区の構成は，施肥を行わない対照区と，硝酸

カリウムと塩化カリウムを用いて，硝酸態窒素と塩化

物イオンをそれぞれ20gm-'投入した NC20区の 2つの

処理区を設けた.ここで，窒素施肥量を20gm-'とした

のは，地域の代表的作物であるキャベツなどの窒素施

肥基準に準じたためである.試験規模は 1区面積25m'

の 2区制とした.

(4) モニタリングほ場の地表管理条件は，作物の様裁

が無い平畦の露地とし，調査期間中に除草を兼ねて適

宜耕深15cm程度のロ}タリ耕を行った.

(5) モニタリングほ場の 1m深まで土壌断面の概略を

図 1に示す.モニタリングほ場の土層は，表層 o~28 

cmが黒ボク土層で，その直下から 74cmまでが黒ニガ層

となっており，その直下の 74~84cm付近に黒ニガとア

カホヤ痛との漸移層(土壌生成過程において上下隣接

層位の中間的な性質を示す層)がみられ， 84~ 100cm 

の聞はアカホヤ層である.

Ocm 

詩書移腐

関 1 モニタリングほ場の土嬢断面の概略図

(6) 土壌溶液の採水は 4mm/日以上の降雨があった

1~2 日後に，適宜 1m深に壊設したポ}ラスカップ

を介して，エアーポンプを用いて吸引採水した.得ら

れた土壌溶液は， 50C以下で冷蔵保管し，イオンクロ

マトグラフ (Metrohm790 Personal IC) を用いて硝

酸態家素と塩化物イオン濃度を測定した.

(7) 1 m深を通過する流出量の推定は長谷川ら 2) の水

収支法(式 1)に基づいて算出した.モニタリング期

間における解析対象の降雨イベントは， 日降水量 4mm 

以上の33イベントであった.表面流去量は別途大隅支

場の多腐植質厚層黒ボク土畑において，本試験と同様

に土壌管理した枠試験から得られた，年間降水量に対

する表面流去率9.1%5)を用いて推定した.降雨前後

の土層 1mにおける保水量の変化量は式 2の van

Genuchten式 14)を用いて，降雨前日と降雨終了間の 2

日後における土j欝1mの含水量を求め，その差として

算出した.松元ら 9)が隣接ほ場で調査した土層 10cm深

さ毎のpF水分曲鰻のデータを vanGenucI比例1式に当て

はめて，パラメ}タを求めた.これに降雨前後におけ

る10cm深毎のマトリックポテンシャル h (水柱cm) を

代入し，合水率を求め，それらを積算して土層 1mの

保水量とした.

降雨イベント

に対する 1m

深を通過する

浸透水量

2水1-1::1-
降雨前後

の土層 1

mにおけ

る保水最

の変化最

式 1 7.k収支法による 1m深を通過する浸透水量の推定

注1)解析対象の降雨イベントは 4mm/日以上の降雨とし

モニタリング期間中33イベントであった.

2)降雨期間中の蒸発散量は Oと仮定した.

(e s -eγ) 

e eγ+ 
[1 + (ぽ h) n.] m 

ここで，m=l 一一一 ，また h ミ O
n 

[tt) :向。飽…
e r:残留含水率 h 水柱(cm) 

α n 係数

式 2 van Genuchten (1980)の式

(8) 窒素濃度推定モデルの適用

ア 窒素濃度推定モデル

本モデノレの特徴は，非反応トレ}サ~(元来土壌中
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における存在量が少なく，土壌との反応性が低く，化

学形態が変化しにくい元素)として，硝酸イオンと閉

じ1価の負荷震を有する臭化物イオンを用いて 1m

深における正規化濃度(全投入量に対する任意の積算

流出量におけるトレーサーの割合)の推移を，積算流

出量を変数とするガンマ確率分布関数 6)でモデル化す

るというものであり， トレーサーの積算流出量に対す

る浸透パターンの特徴を α と8の 2つのパラメーター

を用いて表現する.

イ 窒素濃度推定モデルの適用

本試験では，前悶ら 6)(こ準じて，塩化物イオンを非

反応トレーサーとして用いて，蜜素濃震推定モデノレの

適用を試みた.

(7)浸透特性値 (α とs)の算出

モニタリング試験で得られた NC20区の 1m深にお

ける塩化物イオンの濃度から，対照区の塩化物イオン

濃度を差し引いて，施肥に由来する正味の塩化物イオ

ン濃度として求め 1m深を通過した積算流出量 (mm)

でプロットした.次に得られた曲線を積分して 1m

深を流出した全塩化物イオン量 (gm -')を算出した.

次いで，得られた全塩化物イオン量で，各調査時の塩

化物イオン濃度を除して正規化濃度 (mm-1) を求め

て，再度 1m深を通過した積算流出量 (mm) に対して

プロットした.最後に，式 3に示すガンマ磯率分布関

数をそーメント法によってフィッティングさせて浸透

特性を表現するパラメーターである αと3を求めた.

f[I] =τ1_ 1叫 i
sarcα) f[刀:トレーサーのIE規化濃度

1 穣築浸透水量

α. s:浸透特性健

式 3 ガンマ確率分布関数

(イ)窒素濃度推定モデルの検証

塩化物イオンをトレ…サーとして用いて構築した窒

素濃度推定モデノレを使って，塩化物イオンと同時に施

肥した碑酸態窒素の濃度推移をシュミレーションし

た.なお，本試験においては作物の栽培は行っていな

いので，計算に用いた余興窒素量は，筋把した窒素全

量に相当する 20gm-2とした.

試験 2 土壌カラム通水試験とパッチ吸着試験による

硝酸態窒素の移動特性の検討

土壌中における硝酸態窒素の移動は，土壌水の動態

に加えて，土壌吸着による影響が大きいと言われてい

る同.この土壌による硝酸態窒素の吸着は，土壌の陰

イオン交換能(以下，AECと記す)の発現によるもの

で，土壌の穏類，土壌pH，土壌溶液中のイオンの種類

や濃度などによって変化する変位荷電に由来する.本

試験の萌究対象とした多腐植質厚層黒ボク土畑の 1m

深においては，場所によって各層位の出現深度や層の

厚さは異なるが，おおむねほとんどの場所の表層から

1m深までには，黒ボク土，黒ニガおよびアカホヤが

みられる.

そこで，試験 2では黒ボク土とアカホヤを供試し

て，土壌カラム通水試験とパッチ吸着試験を行い，碑

酸態窒素の移動特性を土壌吸着面から検討した.

(1)土壌カラム通水試験による硝酸態窒素の遅延係数

の測定

供試土壌の黒ボク土とアカホヤは，いずれも大隅支

場内の同一米農耕地から採取し，風乾後 2mm鯖通過分

を用いた.未農耕地から採取した理由は，既存畑では

長年の耕作による有機物の投入や化学肥料の施肥に由

来する窒素等の残存による試験への影響が懸念、される

ためである.供試土壌の化学性は土壌環境分析法川iこ

準じて測定した.その結果を表 1に示す.土壌pHは黒

ボク土が5.3，アカホヤが4.4となり，いずれの土壌も

駿性を示し，特にアカホヤで顕著であった.塩基飽和

度は，黒ボク土とアカホヤのいずれも 10%未満と低

く， トノレオーグリン酸含有量も 14mgkg-1未満と少なか

った.また，吸着態の陰イオン含有量は，アカホヤが

黒ボク土に比べて，塩化物イオン，硝酸態窒素および

硫鞍イオンのいずれも多く，特に硫駿イオンが顕著に

多かった.これは，アカホヤが黒ボク土よりも AECが

大きい 4)ことを示唆しているものと考えられる.

土壌カラム通水試験装置の概要を図 4に示す.内径

3.6cm，長さ 25cmのアクリル管の下端にろ紙 (ADVAN-

TEC NO. 2) を敷き，供試土壌の乾土90g相当を充填し

た.なお， {共試土壌を土壌カラムに充填する際に土壌

内に気泡が発生すると，カラム通水溶液中の硝酸イオ

ンと土壌との接触が妨げられるなど実験に支障をきた

す恐れがあるので，あらかじめ通水する背景水で浸潤

にして脱気処理した.背景水は供試土壌のpHがおおむ

ね 5であったので， pH 5に調整した塚酸溶液(1 X 10 

-Omol L-1 )を用いた.通水期間中に土壌が圧密を受

けないように，土壌カラムの下端から上向きにマイク

ロポンプを用いて，流速約 10mmh-1で通水した.土壌

カラムを通過してくるカラム上端からの流出液の濁り

が目測で無くなるまで一昼夜通水し，土壌カラムの通

71<を安定させた後，カラム下端の流入銀，IJに設けた三方
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コックを切り替えて，今度は1.3g L -1の重水と 1mmo1 

L-1の硝酸態窒棄を含む塩酸搭液に切り替え，カラム上

端からの流出液をフラクションコレクターで 1時間

毎にサンプリングした.流出液中の硝酸態窒素と塩化

物イオン濃度はイオンクロマトグラフ，重水濃度は白

金触媒 (HOKKOPAC) を付したガスクロマトグラフ(島

津GC-14B) を用いて測定した.

一一一一争

シリコン栓

ろ紙

土壌90g(乾土)
内径 3.6crr、
長さ 16.4cm

ろ紙

シリコン絵

図 3 土壌カラム通水試験装置の概略

(2) パッチ吸着試験による硝酸態窒素吸着量の測定

供試土壌は，土壌カラム通水試験と同じ黒ボク土と

アカホヤの 2mm簡通過分の風乾土を用いた.風乾土 2

gを50m1容のポリプロピレン製の遠沈管に採取し，硝

酸態窒素を 1， 2， 4， 10mmo1 L-1含むpH5の塩酸溶

液を 20m1ずつ加えて 1時間振とうした後，遠心分離

(KUBOTA卓上多本架遠心機KN-70: 3000rpm， 3 min) 

後の上澄み液の硝酸態窒素濃度(c 0 q， mmo 1 L-1 )を

測定した.また，添加液と平衡液に含まれる硝酸態窒

素量の差から，硝酸態窒素の土壌吸着量(5 e q， mmol 

kg-1
) を求めた.平衡液の硝酸態窒素濃度はイオンク

ロマトグラフで測定した.なお，硝駿態窒素を含まな

いブランク試験もあわせて行い，土壌由来の硝酸態窒

素の影響を取り除いた.以上の試験は 2連で行い，そ

の平均値を代表的な吸者等温式 3 )の一つであるフロ

イントリッヒ型吸着式(式 4)で近似した.

表 1 供試土壌の理化学性

土壌名 pH 日C CEC 

(廷20) (dSm-1
) (moL kg-l) 

Ca 単一一一一五
(cmoL kg-1

) 

50q kCnoq 

式 4 フロイントリッヒ型吸着式

注)k (L kg-l) および n (一)は最小二乗法によ

り求めた

結果および考察

試験 1 浸透水窒素濃度推定モデルによる 1m深を通

過する硝酸態窒素のそデノレ化と移動特性の検討

(1) 1m深における硝駿態窒素と塩化物イオンの濃度

N C20区の 1m深における硝酸態主主素の濃度から対

照、区の硝酸態窒素の濃度を差し引いて求めた施肥に由

来する硝酸態窒素濃度は，施肥後の積算流出量が 600

mm謹度から上昇がみられ，判然とした濃度ピークはみ

られないものの，おおむね積算流出量が 1500mm程度

(積算降水量として 1800mm程度)で最高濃度の47.3mg

rに到達した(図 4) .この最高濃度に到達した積算

降水量の 1800mmは，以前向ーほ場においてサトイモ栽

培後に観測した硝酸態窒素濃度がピークに到達した積

算降水量の 1600mmに近い値であった¥その後硝酸態

蜜素濃度は徐々に低下し，施杷後の積算流出量2500mm

程度，施肥後日数で約 1年 4か月で，硝酸態窒素は 1

m 深を通過したと考えられる.

一方，塩化物イオン濃度は，硝酸性窒素と同様な推

移がみられ，施肥後の積算流出量が 600mm種度から濃

度が上昇し積算流出量1800mm程産で、最高濃度の47.0mgL→

に到達した(図 5) 

なお，試験期間中における 1m深を通過する積算流

出量は，積算降水量3948mmに対して2563mmとなり，降

水量の約65% に相当した.また春夏作期間担当の 4~

10月の積算流出量は 1245mm，秋冬作期間相当の 11~3

月では698mmと推定され，春夏作期間で流出量が多か

った.この結果は，年間降水量の約2/3が春先から梅

雨時期に集中している南九州畑作地帯の降雨特性 11)を

反映しており，この期間の硝酸態窒素i容税リスクが高

計塩基飽和度 P205 C1- N03-N SO.'-

(先 (mgkg-1
) (cmol， kg-l) 

黒ボク土 5.3 0.05 37.0 2.02 0.80 0.06 2.88 7.8 

9. 6 

13.6 0.100.11 1.17 

アカホヤ 4.4 0.05 12.8 0.80 0.34 0.08 1.23 13.8 0.78 0.21 4.38 

注)吸着態の絵イオンはO.OlNaOHで、置換した溶液をイオンクロマトグラフで測定した.

a 平成14年度春夏作試験成議書(大隅支場)
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いことを示している.

(2) 窒素濃度推定モデルの適用性

試験ほ場の 1m深における塩化物イオンの浸透特性

は3 パラメータが α =13， s = 115のガンマ確率分布

関数で表現できた(函 6) .得られたガンマ確率分布

調数を用いて 1m深を流出する硝酸態窒素濃度を推

定したところ，濃度勾配の推移パターンとピーク値が

おおむね実測値と一致し，多腐植質厚層黒ボク土畑に

おける窒素濃度推定モデノレの適用性が示唆された(図

7) 
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図 6 積算流出量と正規化塩化物イオン濃度
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(3) 浸透特性の比較

本試験で得られた浸透特性は，前回ら 6)の淡色黒ボ

ク土，砂丘未熟土および赤色土の浸透特性に比べて，

トレーサーの正規化濃度のピークが低く，濃度の上昇

から下降するまでのパターンがなだらかな形となっ

た.正規化濃度ピークは，前回らの試験結果では，こと

層 1mの保水量に相当する積算流出量付近にみられた

のに対して，本試験では穣算流出量が 1500mm程度にみ

られており，土層 1m開の保水量約600mmの約2.5倍相

当であった.これらのことから，本試験の土層 1m聞

における硝酸態窒素の移動は，土壌水の移動に比べて

著しく遅延している可能性が高い.この硝酸態窒素の

移動遅延は，土壌のAECによるもので，硝酸イオンが

土壌に吸着されることに起因すると考えられる.今回

の試験ほ場の下属には，黒ボク土に比べてAECが大き

いといわれるアカホヤが存夜しており，硝酸態窒素の

移動遅延に影響した可能性が考えられる.

(4) まとめ

以上の結果から，多腐植質厚鷹巣ボク土畑における

硝酸態窒素の移動特性は，ガンマ確率分布関数による

窒素濃度推定モデルで表現でき 1m深における硝酸

態窒素濃度の推移予測も可能であった.また，窒素濃

度推定モデノレで表現されたトレーサーの浸透特性値か

ら，土壌水の移動に対する硝酸態窒素移動の遅延が示

唆され，土壌の種類との関連性が考えられた.

試験 2 土壌カラム通水試験とパッチ吸着試験による

硝酸態窒素の移動特性の検討

(1)土壌カラム通水試験

図 8と函 9に，黒ボク土とアカホヤのカラム通水試

験における流出液中の硝駿態窒素と重水 (D20) の

破過曲線をそれぞれ示す.破過曲線の縦軸は，流出液

濃度(C) を供給液濃度(C 0) で除した正規化濃度
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図 9 アカホヤにおける重水と硝酸態窒素の破過曲線

( C/Co)で，横軸は積算通水量を充填土壌の孔隙量

で除して求めたポアボリュームで表記した.黒ボク土

とアカホヤのいずれも，重水の正規化濃度はポアボリ

ューム1.5付近でほぼ 1となったが，硝酸態窒素は重

7}(に比べて遅延し，黒ボク土ではボアボリューム 2付

近で，アカホヤではポアボリューム 4付近で正規化濃

度がほぼ 1になった.一殻に，溶質移動の遅延は，非

吸着性のトレーサーの移動速度より何倍遅し、かで評価

され，遅延係数 (R，)と呼ばれる.そこで，硝駿態

窒素の Rfを，重水の移動に対する遅延で求めた.流

出液中の重水と硝酸態窒素の濃度(C) が，それぞれ

の供給液濃度(Co)の1/2になった時(C/Co=1/2) 

の通水量の比として求めると，黒ボク土では重水の透水

量174.98ml (1. 11ポアボ、リューム)に対して硝酸性窒素

の通水量が242.28ml (1. 53ポアボリューム)となり Rf

f室は1.38，アカホヤでは重水の透水量180.00ml (1.15ボ

アボリューム)に対して硝酸性窒素の通水量が502.43ml 

(3.21ポアボリューム)となり Rf櫨は2.79と推定され

た.アカホヤは黒ボク土に比べて，硝酸態窒素の移動遅

延効果が明らかに大きかった.また，黒ボク土とアカホ

ヤの再供試土壌を，容量比で 2 1に充填した土壌カラ

ムを用いて硝酸態窒素の流出を試験した結果，正規化濃

度 C/Co=1/2になるのに約1.8ポアボリュームを要し，

その後ゆっくりと C/Co=lに漸近し，黒ボク土単独に比

べて，硝酸態窒素がより大きく遅延した(図10) .この

ことは間一土壌深において，黒ボク土層単独に比べて，

アカホヤ層が同時に存在することによって硝酸態窒素の

移動速度が遅くなることを示唆しており，農地における

アカホヤ層の出現位置あるいは層の厚さが，硝酸態窒素

の移動遅延に影響していることが考えられる.
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図10 黒ボ、ク土十アカホヤにおける硝酸態窒素の破過

曲線

(2) パッチ吸着試験

関11と図 12に，黒ボ、ク土とアカホヤにおける平衡液

硝酸態窒素濃度と土壌吸着硝酸態窒素最の関係を示

す 黒ボク土とアカホヤのいずれも，硝酸態窒素濃度

が高いほど土壌吸着最が多くなる傾向を示し，今回の

試験条件である硝酸態窒素濃度が O~印刷olcじ 1 の範

囲においては，式 4のフロイントリッヒ型吸着等温式

3 )で近似できた(図 11と歯 12の実線毘みの式) .ここ

で，カラム通水試験の供給液濃度である 1mmol L-1に

おける平衡持の硝酸態窒素吸着量を，パッチ吸着試験

回帰曲線(式 4，閤 11，図 12) から求めたところ，黒

ボク土ではO.85mmolkg七アカホヤでは4.79mmo 1 kg-1 

となり，アカホヤの吸器量が黒ボク土に比べて約 6倍

多かった.このことは，土壌カラム通水試験におい

て，アカホヤが黒ボク土に比べて，硝酸態窒素の移動

遅延効果が大きかった結果と一致しており，土壌中に

おける硝酸態窒素移動において，土壌の種類の違いに

よる硝酸態重量素吸着能の違いが，移動遅延に大きく影

していることを示唆している.

(3) パッチ吸着試験によるカラム透水試験の Rf値推

，J.-・

よと

前回ら7)は，土壌pHおよび共存陰イオンが異なる条

件下で，淡色黒ボク土の硝酸イオンパッチ吸着試験と

カラム送水試験を行い，パッチ吸者試験結果からカラ

ム通水試験の Rf値の推定を試みた.その結果，パッ
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留 12 アカホヤにおける平衡液硝酸態主主素濃度と土壌

吸着硝酸態釜素量の関係

注)S 'q :土壌吸肴量 C叫.平衡液濃産

チ吸着試験で得られた硝酸性窒素吸着量と土壌カラム

通水試験の Rdi直には高い相関があり，パッチ吸着試

験結果から吸着一遅延理論により R，債を推定できる

可能性を示唆している.そこで，本試験においても同

法の有効性を検証した.

土壌吸着を考慮、した溶質移流分散解析においては，

Rf値と 5，q/C，qには，次の吸着 遅延理論式が理想

的には成立する.

ハ 5e a 

Rf = 1 +アて

式 5 吸着一遅延理論式

控)ρ は{反比重 (Mgm-3) ， 。は体積含水率.

本試験の試験条件である平衡液硝酸態窒素濃度範閉

が o~10mmol L'lで得られた吸着等温式は 5，q 

k Cr'，qであるが， 0 ~ 4 mmol L-1の低濃度における吸

着がへンリー型 3) (式 4で n 1相当 5， q 

k C， q) であると仮定すると 5，q/C，qは kとな

り，これは園液分配比に相当する.そこで kとして

平衡液濃度 O~4mmoLL"1 の範囲における近似直線

の傾き(閤 11，閲 12中の破線囲みの式)を用いて土

壌カラム試験における各供試土壌における仮比重 ρ

(黒ボク土0.48Mgm ヘアカホヤO.39Mg mーっと体積

合水率 e(黒ボク土0.79m3 m アカホヤ O.8 3m 3 

m-3) を式 5に代入して R，を推定した(表 2) .その

結果，吸着一遅延理論式で求めた推定R，値は，黒ボ

ク土では実測 Rf値上 38に対して推定 R，値が1.39，ア

カホヤでは実測 R，値2.79に対して推定 R，値が2.64と

なり，実測 Rd直とおおむね一致した(表 2) ，以上

のように，黒ボク土とアカホヤのいずれも，硝酸態窒

素濃度 1mmol L'lを通水した試験において，水浸潤に

対する硝酸態窒素の移動特性を吸着一遅延理論によっ

て推定できる可能性が示唆された.一般に， Rd直は

室内カラム通水試験で測定される場合が多いが，手)1践

が煩雑である.これに対してパッチ吸着試験による

R，値の推定は，カラム通水試験に比べて簡易な方法

と考えられ，例えば施肥した硝酸態窒棄が，降雨に対

してどれくらい遅延して溶脱するかなどの検討に比較

的容易に利用できる可能性が考えられる.なお，今屈

の試験は室内において，硝酸態霊童素濃度，通水量およ

び繊度条件などが定常的な条件下で行ったものであ

り，今後の課題として非定常的なほ場レベルでの検討

も必要と考えられる.

表 2 パッチ吸着試験と吸着一遅延理論による R，値

の推定

王 一一菌液芳記正仮比重体積含水率 推定 実測

Kρ fJ Rf  Rf  

黒ボク土 O. 64 1. 39 1. 38 0.48 O. 79 

アカホヤ 3.49 2.64 2. 79 O. 39 0.83 

注1)推定R f
口 1十 ρK/e 

注2) 毘液分比(氏復)は，平衡液濃度が O~4mmol L-1までの
範囲における直線の{噴きを用いた。

(4)まとめ

以上の結果から，土壌中における硝酸態窒素の移動

は土壌の種類で異なり，アカホヤが黒ボク土に比べて

硝酸態窒素の移動遅延効果が大きかった.また，黒ボ

ク土とアカホヤにおける硝酸態窒素の移動遅延は，パ

ッチ吸着試験結果と吸着 遅延理論によって推定でき

る可能性が示唆された.
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Retardation of NO 3-N Movement in an Andosol Field of Kagoshima 

Shoichi Tanakaラ KojiFurue， Morihiro Maeda， Tomijiro Kubota and Hidemi Wakikado 

Summary 

The mechanisms of nitrate nitrogen (N03・N)movement in an Andosol field is vital to understanding how N03-N derived 

from fertilizers and manures contaminates the groundwater in areas with a volcanic ash soil. In this study， we investigated 

the N03-N movement in Andosols that were one of the main field soil in Kagoshima prefecture. 

Results obtained from two investigations are summarized as follows. 

1. The concentration of NO，-N at a depth of 1 m below the ground could be expressed by the nitrogen concentration estimation 

model that was proposed by Maed註 etal (2006). The movement of nitrogen through Andosols was described by using two 

parameters， related to the gamma distribution function 

2. The movement of NO，-N in the soil was retarded compared with the permeation speed of water by rainfall. The 

degree of retardation in Akahoya was greater than that of Andosols. 

3. We could predict N03-N retardation factors in the column tests from the N03-N adsorption in the batch tests through 

the adsorption-r巴tardationtheory. Our results further suggests that the batch tests for N03-N adsorption are a useful tool 

for inferring N03-N retardation in Andosols. 

Keywords : Akahoya， Andosols， Anion exchange capacity， Nitrate-nitrogen， Retardation factor 
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