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し尿，家膏糞尿，下水汚泥等の有機性廃棄物を原料

として製造される発酵液!J~は，植物の栄養源である窒

素，リン，カリを含み，化学肥料の代替として有効利

用し得る地域資源である.化学肥料の使用に際しては，

特に窒素肥料の製造において多量のエネルギー消費を

伴うことから(安田ら， 2001)，発酵液肥の利用は，

エネルギー消費の削減につながる他，近年上昇傾向に

より生成される液状堆肥と，有機性廃築物を嫌気性条

件でメタン発酵させた擦に生じるメタン発酵消化液

(以下消化液j と略記)に大別される.消化液の肥

料特性については，7K稲や畑作物等の栽埼実験により，

概ね化学肥料に近いことが報告されている(中野ら，

2003 ;松中ら， 2003;頭打|ら， 2007;宮本， 2008). 

また，その犯料利用に関して環境負荷の面からも研究

がなされており，美保ら (2004)，藤川ら (2008)に

より，水田に消化液を施F脅した際のアンモニアや温室

ある肥料代の節減にも寄与する.また，資源循環裂の 効果ガスの発生最のデータが提示されている.また，

農業生産体系を構築する意味からも，発酵液胞のよう 船本ら (2006)は，施肥後のj上水管理の徹底と降雨前

な地域資源の積極的な活用は重要である. の施肥を避けることにより，肥料成分の流亡を抑えて，

発書事液肥は，有機性廃棄物に発鮮を促進する静素を 環境負荷を低減できることを示している.以上のよう

入れて空気を送り込み(高酸化処理)，好気性条件に に，発酵液胞の実用化に寄与する種々の研究成果が発
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表されている しかしながら，肥料特性については，

作物の生育差や収量調査のデータから化学肥料との差

異を報告した例がほとんどであり，肥料特性を十分に

把握したよで発酵液肥を生産現場で使用するためには，

肥料成分の吸収過程や利用率に関して，更なるデータ

収集が必婆である.

そこで本研究では，液状堆肥の窒素成分の肥料特性

に関する基礎データを得ることを目的に，ポット栽熔

試験を実施した.化成肥料と液状堆胞を組み合わせて

基胞と追肥を行った 5試験区について，生育期間中の

草丈，茎数， SPAD 値の計測データから水稲の窓素

吸収量を推定した.さらに，生育期間中の土壌水の無

機態笠素濃度の計測結果と水稲の窒素吸収量を照査し，

液状堆肥の肥料特性について考察した

り

5
5
0ト
N

吉長メ〉、
仁3j可

1，栽培試験

栽接試験は，水稲品種ヒノヒカリを用いて実施した

1/5000aワグネルポットに 5mm鏑い風乾土壌を充填

し，一試験区につき 3ポットを図 lのようにコンテナ

内に配置した.滋水深は土壌面上 3cmとなるよう水

道水による議水を行い，降雨により 5cmを超える場

合はコンテナ上回から流出するようにした.また，土

壌下層からも水が供給されるように，ポットの栓は開

けた状態で試験を行ったコンテナ内に繁茂する水草・

プランクトン等は素卒く除去し，稲以外の窒素吸収を

抑えた.

化成肥料には尿素硫加燐安(窒素16%，1)ン酸16%，

カ1)16%)を使用し，液状堆肥は，福陀県星野村の施

設にて，し尿・下水汚泥を原料として製造されたもの

を使用した化成肥料および、液状堆胞の施用量は全窒

素換算で決定した. 7月 l日に基肥(10gNm寸)を

全層施肥した後， 7月10日に湛水したポットに t株3

本植で葉齢 4 程度の中苗を移植した.追~Eは移槌34 日

後 (3gNm -2)， 75日後 (2gNm-2)に表層施肥した.

施胞の組合せとして，基肥追肥の順で，液状堆肥“液

状堆肥区 (LC-LC)，化成肥料ー化成肥料区 (CF-CF)，

液状堆肥ー化成肥料区 (LC-CF)，液状堆肥叩無施用区

(LC-NF) ，無施用無施用区 (NF-NF)および無栽培

区として液状堆肥ー無施用区 (LC-NF(Non-Plant)) 

の合計6試験区を設けた.また，生育期間を通して，

気温・地視・雨量等の気象データの計測も行った

ポット栽培試験の概略図

モニア態窒素 (NH，-N)， リン重量 (P，05)， カリ

(K，O) を測定し，追肥H寺は T-NとNH，-Nのみを測

定した 分析方法は，サリチル酸・硫酸ー過援化水素

水分解を行った後，小Nをインドフェノール法，

P，05をアスコルビン酸法により比色定量し， K，Oは

原子吸光光度法により定量した. NH，-Nはコンウェ

イの微量拡散分析法により搬出しインドフェノール法

により比色定量した.なお，測定は全て3反復とした.

図 1材料及び方法

3.土療水の無機態窒素濃度

湛7]<後から収穫までの関，土中に埋めた塩ピ管(図

1参照)に浸透する土壌水をシリンジにより 1週間~

2週間の間煽で採水した.塩ビ管は，内径20mmであ

り，下端から 4cmの高さにかけて直径 1mmの穴を

16箇所空け，土中 6cmの深さまで挿入した.また，

浸水部(塩ビ管底部と穴を空けた側面)には布を巻き

つけ，土壌水を浸透させた採水した土壌水は，櫨退

後，イオンクロマトグラフ (DIONEX，ICS-90) に

より硝酸態および、アンモニア態安素濃度を測定した

なお，測定は3反復で行った.

4.稲の生育指標

約 1週間間続で葉鈴，草丈，茎数， SPAD fl疫を測

定した. SPAD fl直については，最上位展開薬の築部

から 3分の 2の部分を葉緑素計(コニカミノルタ，

SPAD-502)で測定し， 5回の測定の平均を各株の値

とした.

アン全窒素 (T伺 N)，

2.液状堆胞の肥料成分

基肥の肥料成分については，
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表 1 液状堆肥の成分組成

項Eヨ

T-N 

NH/-N 
T-P 
K20 

基肥

1.30 

1.03 

0.26 
0.46 

追肥 1

1.53 
1.22 

分析伎の単位はすべて gkg-1

結果及び考察

1.液状堆肥の成分組成

追肥2

1.53 
1.22 

液状堆肥の成分総成を表 1に示す.液状堆肥には 1

L 当たり1.30~ 1.53g の N が含まれており，そのうち

の約8認はアンモニア態変素であった.また， P205， 

K20に関しては，それぞれ 1L当たり0.26g，0.46g 

と低濃度であった. したがって，窒素， リン，カリの

比で， 5: 1 : 1.77であった.

2.土壌水の無機態窒素濃度

水田内に存在する無機態窒素において，硝重量態窒素

はそのほとんどが水溶態として土壌水に存夜するのに

対し，アンモニア態窒素は土嬢への吸替が生じる.7k

包土において吸着態濃度は水溶態の 3倍の濃度を吸着

するという報告もなされており(中村ら， 2007)土壌

水濃度から吸着態濃度もある程度推定できると考えら

れる.図 2に土壌水のアンモニア態窒素濃度の経時変

化を示す.滋水直後は，基肥CF区， LC区， NF区

のj願に大きい績を示したが，同じ LC区間でもばらつ

きが見られるなど，施肥前の土壌窒素の影響が大きかっ

たと考えられる.移植後14日以降は LC-NF<Non-

Plant)区を除くすべての区で 4mgL-1以下で推移し

た.LC回NF(Non-Plant)区においては，移植後40

臼前後にアンモニア態窒素濃度の増加が見られた.こ

れは，液状犠肥に存在する 2割程度の有機態窒素が無

機化したためと考えられる.本実験では40B前後でア

ンモニア態窒素の発現が確認されたが，有機態窒素の

無機化は地混・土壌条件などに依存するため，移植日

や気象条件の違いにより発現に要する日数も変化する

と考えられる.

図3は土壌水の硝重量態窒素濃度の経時変化を示して

いる.話事水直後は各試験区の濃度は高く 120~200mg

L-1の範閣にあったが，それ以後急激な濃度低下によ

り15日後にはほとんど消失した.この傾向は液状堆肥，

化成肥料の施用の有無に関わらず全試験区で確認され

たこれは基肥施用前の土壌窒素として存在していた
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図2 土壌水のアンモニア態窒素濃度の経時変化
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磁酸態変素の大部分が港水により水溶態として溶出し

たことを示している.その後の濃度低下については，

還元層からの脱窒によるものと考えられる.生育初期

の短期間における脱窓作用から，土壌中の硝酸態窒素

は水稲の生育に影響を与えていないと考えられる.

3.生育期間中の稲の推定窓素吸収量

生育期間中の稲の主主素吸収量の推定には，荒木

(2005)が品種ヒノヒカリについて提案している以下

の式用いた.

Un
口 11.7十6.57X10-5XHnXNnXCnXI: (t;-12) 

;-0 (1) 

ただしん<12のとき，(t;-12) = 0 

Cn : SPAD値，Hム草丈 (cm)， Nn :株当たり茎

数(本)， t; :移纏 z日後の日平均気温 (OC)， Un : 

株当たり察素吸収最 (mg)，添え学の nは移植後

の日数を示す.

なお，本推定式の適用期間は移植後15~55日後(出

穂までは有効)であることから，移植後56臼(出穂臼)

までの推定を行った.生育初期において NF-NF区を

除く試験区間に有意差は認められなかったが，基肥
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回4 各試験lKにおける穏の推定窒素吸収量

LC区では生育初期の窒素吸収量が基肥 CF区に比べ

若干劣り，移植後35臼で間程度になった.一方， LC同

NF (Non-Plant)区の土壌水中のアンモニア態窒素

濃度において，移植後40臼前後にアンモニア態窒素濃

度の増加が確認、されたが，これは，基肥LClKの水稲

の窒素吸収盤が CF-CF区と間程度になる時期とほぼ

一致している.このことから液状堆肥は，生育初期の

肥効が緩やかで， 20%程度含まれる有機態窒素の無機

化が，移植後40白(幼穏形成期)頃まで続くと推察さ

れた.また，液状堆胞の追肥区は，化成肥料の追肥区

に沈べ，生育後期の安楽吸収量がイ尽く推移した.善明

ら (2009)は，消化液の施用方法による水稲の N利

用率の違いから，消化液を全層施用すると化学肥料と

同等の効果をもって植物の生育に寄与し得るが，表層

施周では消化液の大部分を占める NH，司Nの揮散損失

により施肥された Nが植物に有効に利用されない可

能性を示唆している.今回の実験においても追肥を表

層施用したため，液状堆肥は化成肥料に比べ，窒素が

空気中に揮散しやすい状態であったと考えられる.ま

た，追肥後，降雨蚤が40mmday-lを超える日が3日

間続いたことで，液状堆胞の肥料成分が流亡した可能

性も考えられる.

要 約

本研究では，液状堆犯の塗索成分の肥料特性に隠す

る基礎データを得ることを包的に，ポット栽培試験を

実施した.化成肥料と液状堆肥を組み合わせて装組と

追胞を行った 5試験区について，水稲の窒素吸収量を

推定した.さらに，生育期間中の土壌水の無機態窒素

濃度の計測結果と水稲の察素吸収震を照査し，液状堆

胞の肥料特性について考察した.得られた結果は以下

の通りである.

(1)生育初期において化成肥料区と液状堆肥区の間の

推定察素吸収震に若手の羨が見られたが，生育中期

(移植35臼後)において，窒素吸収量は間程度になっ

た.

(2) LC-NF (Non“Plant)区の土壌水のアンモニア

態窒素濃度の変化および上記(1)の結果を務まえて，

液状堆犯の20%程度含まれる有機慈愛素の無機化が，

移植後40日頃まで続くと推察された

(3)液状堆肥の追肥区は，化成肥料の追肥区に比べ，

生育後期(移植40 日 ~55臼後)の窒素吸収量が低く

推移した.これは，追胞の表層施用による液状堆胞

に含まれる窒素成分の揮散や，追肥後の降雨による

流亡が原因として考えられる.
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水稲のポット栽培による液状堆胞の安楽成分の肥料特性評価

Summary 

We aimed to obtain the fundamental data of the fertilizer characteristics of nitrogen in 

liquid compost (LC)， which is produced from organic wastes such as human waste and sewage 

sludge. The rice cultivar Hinihokari was cultivated in pots， and 5 combinations of basal fer-

tilization and topdressing using chemical fertilizer and LC were applied in the experimental 

plots. Growth indicators such as plant length， the number of tillers， and the SP AD value 

were measured during the rice-growth season， and the amounts of nitrogen absorbed by the 

rice plants were estimated using these values. In addition， to understand the fertilizer charac同

teristics of nitrog叩 inLC， we measured the inorganic-nitrogen concentration in the soil 

water. In the experimental plots in which either chemical fertilizer or LC was applied as basal 

fertilizer， nitr‘ogen absorption during the initial growth stage (i.e.， from transplantation to 24 

days after transplantation) did not differ significantly; however， the nitrogen absorption was 

slightly lower in the experimental plots， in which LC was applied as the basal fertilizer. Fur-

ther， the ammonium-nitrogen concentration in soil water indicated that the organic nitrogen 

in LC was completely mineralized at approximately 40 days after the transplantation. This 

phenomenon was considered to be responsible for the lowered nitrogen absorption during the 

initial growth stage in the plants that underwent basal fertilization with LC. In addition， in 

the experimental plots in which LC topdressing was applied， nitrogen absorption in the late 

period of rice growth (i.e.， from 40 days to 55 days after transplantation) was low， and we 

hypothesized that the ammonium-nitrogen in LC was lost through volatilization， since the 

topdressing was applied to the soil surface. Further， rainfall greater than 40 mm day-l 

continued for 3 days after the topdressing， and leaching of the fertilizer components was 

suspected. 
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