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ノート

コメヌカとオカラの湛水培養での窒素無機化特

性解析と圃場での窒素放出経過の推定

新良力也
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1 .はじめに

有機農法による水稲栽培において，コメヌカの散布が，

水稲への養分供給に有効であり，かつ，雑草の生育を抑制

するとして，重要な技術と位置づけられている(農文協，

2006 ;稲葉.2007). しかし有機質資材であるコメヌカ

の散布による養分供給，特に，水稲生育に鋭敏な影響を及

ぼす窒素供給に関して定量的な解析がなされていない.

有機質資材からの窒素供給に関しては，反応速度論的な

解析が有効と考えられ，有機質肥料を中心に多くの解析例

がある(郡司掛， 1999;古江・上沢， 2001;羽生， 2006)が，

コメヌカに関しては， しかも水田条件において，解析例が

報告されていない.反応速度論的な窒素無機化特性値が得

られれば，任意の地温条件下におけるコメヌカからの窒素

供給経過が推測でき，それを基に散布量の決定など，栽培

設計に役立つものと考えられる(西尾， 2007). 

そこで， コメヌカについて，反応速度論的解析による窒

素無機化特性値を求めることにした.その際，有機農法に

おいてコメヌカに次いでよく使用されるオカラの無機化特

性と比較した.また，今後，窒素無機化の反応速度論的解

析が容易に進められるように，古江・上沢 (2001)の提

案に従って，汎用化しているコンビュータソフトウエアの

使用を試みた.

2. 材料および方法

土壌にコメヌカあるいはオカラを混和し湛水培養を実

施した.供試土壌は，中央農業総合研究センター水田圃場

(つくばみらい市)内の灰色低地士が充填されている造成

聞の作土である. この造成圃では2009年夏作としてコメ

ヌカ等の有機質資材を散布した水稲栽培を行い，収穫後，

10月5日に供試土を採取した.供試土の化学性は， 2008 
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年4月に同圃から採取した土壌の分析値で、みると，全窒素

量 2.2gkg-¥C/N比 12，pH (lliO) 6.2である.採取土は4.7

mmふるいで調製し，風乾することなく使用した.

供試したコメヌカとオカラは土壌採取した圃場周辺の

精米所と豆腐庖から収集し風乾状態で保存しておいたも

のである.その 105
0

C乾物あたり全窒素含有量と C/N比

はコメヌカが 27g kg-1と19，オカラが55g kg-1と10で

あった.

土壌とコメヌカあるいはオカラの混合割合は， 100 kg 

乾士相当量に 100g風乾有機物とした. これは，土壌の仮

比重 1g cm-3で作土深 10cmの場合に 1m2あたりにコ

メヌカ風乾物 100g，オカラ生物488gを施用混和した割

合となる.

土壌とコメヌカ風乾物あるいはオカラ風乾物の混和物

を乾土 10g ~こ相当する量ずつガラス円筒容器(内直径 27

mm，内深さ 120mm) に入れて湛水状態にし，容器内の

水面上に気相が出来ないようゴム栓により密閉した後，

10
0

C， 20
0

C， 30
0

Cで培養を開始した.培養開始静置後の

土層厚は平均 23mmになり ゴム栓がガラス容器内に約

18mm入ったので，湛水層の厚さは約79mmとなった.

培養開始時と開始8，14， 28， 69， 92日後に， 10%塩化

カリウム溶液で無機態窒素を抽出し，インドフェノールブ

/レ一法(中谷， 1981)を採用したフローインジェクション

装置(アクア・ラボ社FL200) でアンモニア態窒素量を

定量した.そして，アンモニア態窒素の蓄積経過を古江・

上沢 (2001)の提案に従って Microsoft⑧ Excel2003の

ソルパ一機能(共役傾斜法により反復計算を行い解を求め

る機能)を使用して解析した.

さらに，得られた窒素無機化特性値と水田圃場の日平均

地温を用いて， コメヌカとオカラの窒素無機化経過を算出

した. コメヌカとオカラの散布については，有機農法とし

て， 4月中旬に実施して湛水を開始し，さらに， 6月上旬

の水稲移植直後の抑草資材， 6月下旬の追肥として実施す

る状況を想定した(稲葉， 2007). そこで， 4月 15日， 6 

月 10日， 7月 1日を起点にして収穫期9月 30日までの無

機化量を試算した. この場合，水稲移植翌日 6月 10日以

降は実測日平均地温を使用した.実測日平均地温は，土壌

を採取した圃場において 2009年水稲作時に，テイアンド

デイ社TR-71Uにより深さ 10cm部の地温を一時間ごと

に測定記録して算出した.水田で実測しなかった6月9日

以前については，中央農業総合研究センター水田圃場内の

観測施設での 10cm地温を使用した.

3. 結果および考察

有機質資材無混和土壌のアンモニア態窒素の蓄積は，時

間の経過に対してほぼ直線的に増大し， 92日間の培養期

間中に 300Cの場合には， 83 mg kg-1， 20 Tの場合には

24 mg kg-¥ 10 Tの場合には8mgkg-1増大した(図 1).

コメヌカの混和によるアンモニア態窒素の蓄積は， 200C 

と100Cで28日間抑制された後に増加する特徴が見られ，

オカラの場合には，培養開始後7日間の増加速度が大き
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く，その後に増加速度が緩やかになる特徴を示した(図

1).オカラに比較してコメヌカの C/N比が高いため， コ

メヌカを混和した場合にアンモニア態窒素の蓄積抑制が顕

在化したものと考えられる.なお， コメヌカについては施

肥量や栽培法に応じて窒素含有率が変化すると想定され，

北陸地域で調べた4事例としてl.77"'2.63%(現物あたり)

の値が報告されている(長谷川， 1997). 本報告で供試し

たコメヌカの炭素含有率を用いれば， 4事例の C別比は

17 "'25と試算され，本報告で使用したコメヌカの C川比

(19) は平均的なものと判断される.一方，オカラについ

ては，供試物を得た豆腐居から 7ヵ月後に収集したオカラ

のC/N比，さらに，別の近隣豆腐庖から得たオカラの C川

比をみると， 9.8"'10.4と安定しており，本報告の供試オ

カラの C/N比(10)が典型的な値である可能性は高い.

有機質資材を混和した土壌のアンモニア態窒素量から土

壌のみのアンモニア態窒素量を差しヲ|いた窒素量を有機質

資材の全窒素量に比較し，その比率を窒素無機化率と定義

すると，窒素無機化率は， コメヌカとオカラ共に， 300C 

の場合には69日間で， 200Cの場合には 92日間でほぼ

100%以上に達した(図 2). これら窒素無機化率の経過は，

杉原ら(1986)のモデルにある可分解性有機態窒素量 (No)

と最大窒素有機化量 (Nim) を，添加した有機質資材の全

窒素量に対する比率(%)で表示すると，オカラの場合は，

単純型モデルにあてはめることができたが， コメヌカの場

合は，Noの上限値を 150%に設定して，有機化に関する

項を持つ単純並行型モデ、ルにあてはめることができた(表

1，図 2). 混和有機物の窒素無機化経過に関する反応速度

論的解析事例は，湛水条件では多くなく，畑条件を含めて
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図 1 土壌培養実験におけるアンモニア態窒素の蓄積経過

凡例中の数値は培養温度 (OC)，無は有機質資材無混和土壌，

コはコメヌカ混和土壌，オはオカラ混和土壌.
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も，解析対象の多くは有機質肥料となっている(郡司掛，

1999 ;古江・上沢， 2001 ;羽生， 2006). 市販有機質肥料

のC/N比は，多くが 15"'20以下(郡司掛， 1999) である

ことが影響し，本報告のコメヌカのように有機化に関する

項目を持つものの報告は極わずかである.湛水条件での脱

脂コメヌカの解析において，培養初期に無機化の停滞が見

られ，抑制期間のある一次反応モデルが適用されている例

(羽生， 2006)があるが，本報告の結果より停滞期聞が短

い.羽生 (2006) の例では，脱脂コメヌカの無機化率は

150C 14日間で約 8%，lQ
o
C 28日間で約 14%と読めるの

に対し本報告のコメヌカの場合， 20T 14日間で3.5%，

100C 28日間では，ほぼゼロとなった. コメヌカの場合は，

脱脂コメヌカより初期の無機化抑制からの立ち上がりが遅

くて， コメヌカの分解が遅く肥効が劣る(山根， 1987)性

質を確認させる結果となった.また，脱脂コメヌカの最大

放出率が約 60% (羽生， 2006) と低くなっている結果も

合わせて，脱脂コメヌカの特性値はコメヌカに適用できな
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e，ム・は実測値，点線は窒素無機化特性値からの

算出値.

表1 湛水土壌に混和したコメヌカとオカラの窒素無機化特性値

No Nim k (25OC) 九Jα50C) Ea Eaim R2 

一一一一 (%) 一一一 (102d一1)-- (102 J mol-1
)一一一一一

コメヌカ 150 -50.6 3.28 15.8 638 597 0.880 
オカラ 87.8 4.34 576 0.951 
No;可分解性有機態窒素量 N

I
J1/;'最大窒素有機化量，k (25T) ; 250Cにおける窒素無機化速度定数J

h川 (250C); 250Cにおける窒素有機化速度定数，Ea， Eaim:みかけの活性化エネルギー， R2;決定係数J
N。と Nimは供試有機質資材の全窒素量に対する比率で表示した.

上
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いと判断できる.オカラの場合は，報告の多い有機質肥料

のなかでは，畑条件で培養された菜種油粕，魚、粕に似た窒

素無機化特性値を示し，Noが大きく，窒素無機化速度定

数ck)が中庸であった(古江・上沢， 2001). 

コメヌカの場合，NoとNunの和がコメヌカ全窒素量の

99%となり，最終的に，ほとんど 100%の窒素放出となっ

た. これについては，実験値においても，窒素無機化率が

100%以上の値となっており，有機物の添加による急速

な徴生物群の増殖によって 添加有機物以外の土壌有機物

からの窓素無機化量が増大するプライミング効果(津田，

1984) が生じていることを推泌させる.従って，本報告

のような差し引きによる有機物由来窒素量の評価は，正確

には，混和した有機物からの無機化量ではなく，土壌のみ

からの無機化量に対する土壌と有機物の混和物から無機イと

する増大量の評価と考えるべきである.混和した土壌から

の無機化増大量を評価することは 作物への窒素供給量が

どれだけ増加したかを評価できる意義があるが，表 1の様

に研究対象とする土壌の性質と切り離して混和有機物の窒

素無機化率を評価することには注意が必要である.実際，

畑培養では，作物体残漬からの窓素放出に黒ボク土と低

地土で大きな差異が指摘されている(新良・西宗， 2000). 

以 tの通り正確さを欠くが，多くの報告において，差し引

きによる窒素無機化増大量から混和有機物の窒素無機化系

が算出されていることに鑑み， ここでもコメヌカとオカラ

の窒素無機化率と定義しておく.

得られた窒素無機化特性値と水田園場の深さ 10cm部分

の日平均地祖を用いて， コメヌカとオカラの窒素無機化経

過を算出した(図 3). 基肥散布日 4月 15日から水稲移植

臼6月 9日の王子均日地温は 16.8
0Cであり，その後高く推

移し， 6月 10日から追肥実施前日 6月 30日の平均白地

温は 24.6
0C， 7月， 8月， 9月の平均白地温はそれぞれ

25.8
0C， 25.5

0C， 21.30Cである.4月 15日を起点とすると，

6月 10日起点に比べて，地温が低くて無機化が遅れ， コ

メヌカでは有機化が25日間続き，無機化率が50%に達す

るのにコメヌカで63日，オカラで41臼要する.6月 10日

と7月 I臼を起点とした算出で、は，地温が間程度に推移す

ることを反映しほとんど同じような無機化経過を示し

コメヌカの場合は，初期に 9~11 日間の有機化が生じた後，

50% に達するのに 32~34 Bを要するのに対し，オカラ

では，初期の有機化を経ずに 19~20 臼で 50% に達する.

その後，オカラの無機化率の増大速度が低下し，間資材と

もに 63日目に同じ 83%の無機化率に達した.

以上の様にコメヌカとオカラについて期間別の窒素無機

化を算出できることは， これら資材を水稲栽培に用いた場
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基肥として 4月15日 (4/15)，抑草資材として 6月

10 EI (6/10)，追肥として 7Jel 1日 (7/1) に施用し，

水稲収穫日までに無機化する率を 2009年の地誠によ

り算出.

合の養分管理技術の確立に寄与するものと考える.また，

窒素無機化特性の解析に際し，本報告のように，汎用化さ

れているコンビュータソフトの活用が有効である.
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