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水稲コシヒカリに対するメタン発酵消化液の基肥利用

上岡啓之 1・亀和田園彦1，2

キーワード メタン発酵消化液，水稲，基m~， 首長入施ffl，多湿泉ボク土

1 .はじめに

近年，大量生産・大量消費・大量廃棄型の現代文明を見

し省資源・楯環型社会システムの構築が求められてお

り，石油に依存した社会から脱却し再生可能なエネルギー

に転換する敢組が各種の産業分野で行われている.

農業分野においては，畜産廃棄物，木くず，稲ワラ等の

バイオマス資掠の有効利用が求められており，各地域で

排出されたノくイオマスを各地域で資源化し，有効利用する

仕組みづくりが始まっている.その中で， メタン発酵技術

は，家畜廃棄物等からバイオガスというエネルギーを作り

出すことができることで脚光を浴びている.バイオガスプ

ラントの普及は，特に EU諸国では著しく(松田， 2006)， 

近年では日本でも各地域で建設され始めており，今後さ

らなる普及が期待される.一方で¥化学肥料の能用量を減

らし環境負荷が少ない持続型の農業を行おうとする環境

保全型農業への取り組みが推進されており，バイオマス資

源の肥料代替利用のニーズは今後ますます高まるものと

考えられる.バイオガス生産時に残存するメタン発酵消化

液(以下消化液)は，アンモニウム態窒素 (N比一N) お

よびカリウム (&0)を高濃度に含有している(松中ら，

2002). このため液肥としての利用が注目され，それぞれ

の作物に適した施用時期，施用量，施用手法等が示されて

いる.草地への利用法で、は，消化液の肥料的効果の発現

程度は，アンモニア (N昆)の揮散損失を考慮、した正味の

NH4-N施与量に依存することが明らかにされている(松

中ら， 2003). また，露地野菜や養液土耕によるトマト栽

培でも化成肥料の代替として適正が高かった(徳田・東尾，

2008 ;宮田ら， 2005). 一方，消化液の水田利用に関して

は，飼料稲栽培において，治化液を多量に施用した際の水

稲生育や環境負荷に関する報告がされている (Houet al.， 

2007 ;須永ら， 2009;笹田・豊田， 2010). また，消化液

の水田への流入施舟に関する知見も報告されている(土井，

l栃木県農業試験場 (320-0002宇都宮市瓦谷町 1080)
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2009). しかし，消化液の食用米栽培への利用の報告は少

ない(古賀ら， 2010). 食用米栽培では， これまでの報告

の栽培作自に比べ施用量は少なく，わずかの肥料成分の増

加や損失でも生育や品質の抵下が予想される.また，水聞

では湛水前後で土壌環境が大きく変化する. これらのこと

から，食用米栽培においては，施用量だけでなく施用時期

と肥効の検証をする必要がある.また，環境保全の観点か

ら，食用米栽培における消化液利用が，周辺水環境や地下

浸透水に与える影響を把握し 新たな廃棄物利用による新

たな環境汚染を生じさせないことも重要である.

そこで，本報告では，岩手県葛巻町の，主に牛ふん尿を

原料としたノ〈イオガスプラントの消化液を用い， コシヒカ

リの基肥利用法を施用量および施用時期の臨で検証した.

また， コンクリート枠ライシメータを用いて消化液施用後

の隠面水および地下浸透水への影響を検討した. これを基

に，肥効や環境の面から効果的な施用条件を検討した.

2. 試験方法

1)メタン発酵消化液

消化液は，岩手県葛巻町のバイオガスプラントの貯留槽

に貯蔵されたものを用いた. メタン発酵の原料は，質量で

90%以上が乳牛のふん尿を関液分離したうちの液分であ

り， 10%以下の粉砕した生ゴミも含まれる.また，発酵

方式は湿式の中温発酵である(葛巻町役場， 2004). 試験

に使用した消化液の化学性を表1に示した.化学性は，ケ

ル夕、、ール法(日高， 1997)により全窒素を，硝酸一過塩素

酸分解後，原子吸光法(日立， 2-5010) (1-1-11埼， 1997)に

より，カリウム，カルシウム，マグネシウムおよびナト

リウムを，バナドモザブデン酸法(南(鼠 1997)によりリ

ン酸を測定した.また， 10倍に希釈した消化液をアドパ

ンテック NO.6櫨紙でろ過後， NH4-Nは蒸留， N03-N， 

塩化物イオンおよび硫酸イオンはイオンクロマトグラフ

法(カラム:shim-packIC-A1，検出器:電気伝導度計，

Shimadzu， CDD-6A) (木方， 1997)，その他の成分は未櫨

過の分析と同様に測定した.また， 0.5M塩酸抽出による

NHI-Nを測定した.2006から 2008年の分析値の平均で

は，全窒素は 1393mgL-Iに対し溶存態NHcNは928mg

L-1で全窒素の 67%を点めた.0.5M塩酸抽出 NHcNは

1034mgL-1と消化液中漉存態NH4-Nよりやや多い程度

である.消化液中の K20は1896mgL¥ リン酸 (P205)
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は504mg L-lとリン酸含有率は相対的に低かった‘ pHは

8.4と高く，貯蔵中に消化液中のN比一Nが除々に揮散す

ることが知られている(宮田・油田， 2006). このように，

消化液中のりン酸含有率は水稲の三要素施肥基準量のバラ

ンスに比べて低く，また pHを下げて Nlliの捧散を抑え

るため， P205が施肥基準相当量となるよう消化液に 85%

リン酸 (1もP04)を2.5ml L-1相当量添加した. リン酸の

添加により，消化液の P20Sは2600mg L-]程度増加した.

消化液へのリン酸添加は，施用直前に行った.また， リン

酸の添加持のニ自主化炭素発生による発泡を抑えるため， リ

ン骸添加前に消泡斉!J(Antifoam Sl (株)和光純薬工業〉

をO.OlmL-l相当量添加した.

リン酸添加後の消化液の pHの変化を把握するため， リ

ン酸添加後の消化液300mlをビーカーに入れ， 20
0

Cで静

置し，その pHの変化を測定した. ビーカーには通気を妨

げない程度にアルミ箔で軽く葦をした.

2)試験闇場および土壌

試験は栃木県農業試験場内の水田園場 00a) および網

室内に設置されたコンクリート枠のライシメータ 6基で実

施された.水田国場は，厚層多腐植質多湿黒ボク土(猪倉統)

で，土壌の主な化学性は表2のとおりである.pHは6.4で，

リン酸吸収係数は 1820と高かった.CECは42.1cmol (+) 

kg斗で，交換性塩基類のうち交換性カルシウム (CaO) は

8447 mgkg-1と高く，交換性カリウム (K20)は118mg

kg-lと低かった.またコンクリート枠ライシメータは，内

法が幅 0.90m，奥行き 0.90m，深さ 0.90mの大きさで，

宇都宮市の畑地から採取した非常に璃植の多い黒ボク土が

充填された. ライシメータの構造および土壌の充填概要を

図1に示した.また，土壌の主な化学性を表2に示した.

pH は6.2で， リン酸吸収係数は 1740とやや高かった.可

給態P205(トルオーグ法)は53mgkg-1とやや低かった.

CECは43.5cmol (+) kg-1であった.

3)試験の構成

試験は消化液の水稲への施用効果を確認する肥効試験，

湛水前施用を検討するための試験，流入施用を検討するた

水位調節管

図I コンクリート枠ライシメータの断面図

f乍土，耕盤層共に頗る腐績に富む黒ボク土耕盤層は，

踏み国めながら土壌を充填した.

めの試験，ならびに消化液の施用が，田苗水および浸透水

に及ぼす影響を把握するための試験によって構成された.

(1)水稲に対する施用効果および施用時期に関する間

場試験

いずれの試験も水田園場 (lOa)の一部を波板で分割し

て試験区を設定した.肥効試験および施用法試験 1 (湛水

前施用)の試験は， 1区9.4m2 (2.4 m x 3.9 m) の2区制

で実施した.施用法試験日(水口流入施用)は， 1区200

m2 C20mxIOm)内で，国商水および水稲調査はここに

16メッシュ (2.5m x 2.5 m)を設定して反復なしで実施し

た.品種はコシヒカリを供試し，栽植密度は 22.2株 m-2(15

cm x30cm)で1株あたり 4本を移植した.

肥効試験，施用法試験 Iおよび日として，表3に示す試

験区を設定した.杷効試験では，対照度として化学肥料

区を設定し，栃木県の施肥基準(基肥N: 30~40 kg ha-]， 

PzOs : 120 kg ha-1， &0  : 100 kg ha-1)， (追肥N:30kgha-1

程度，K20 : 30 kg ha-1程度)(栃木県， 2006) に準じ施用

した.化学肥料には，塩化アンモニウム (NHcN25%，

全農)，重焼リン(く溶性 PzOs46%，内水溶性 P20s30%，

全農)および塩化カザウム(水溶性 I~060%，全農)を

用いた.消化液の施用量は， NH1-Nを化学肥料区と同量

施府する(消化液lf吾輩)ことを基本とした. この時の

消化液施用量は， 2006"-'2008年の平均で43t ha-1であっ

た.また，このとき消化液由来の PZ05および&0により，

PzOsは22kg ha-1， KzO は82kg ha-1まかなうことができ

た.肥料成分として不足する PzOsは，施用部の消化液に

ザン酸を添加することにより補填した.2006年は，消化液

由来の &0の不足を塩化カリウムで描填したが， 2007"-' 

2008年は補填しなかった.追肥は出穂 15日前に化学肥

料を施用した.

水稲の追肥直前の窒素吸収量を把握するため，各試験区

内の 2か所から，それぞれ連続した6株，計 12株を地際

から刈り取った.通風乾燥機により 700Cで3日間乾燥し

乾物重を測定後，粉砕して分析試料とした.分析試料の窒

素含有率をケルダール法により測定した.追肥直前の消化

液施用区または化学肥料区の窒素吸収量から無窒素区の窓

素吸収量を差し51いた{直を見かけの基肥由来窒素吸収量と

しすこ.

成熟期に，肥効試験および施用法試験 Iでは， 1区内で

2箇所，隣接する 2条で連続する 10株(計40株)，施用

法試験Hでは， 1区内で1か所，隣接する 3条で連続する

10株(計30株)を地際からメIJり取り，収量および収量構

成要素を測定した.玄米は，鮪別により粒厚1.8mm以上

とし，更に水分率 14.5%に換算した.

①肥効試験 (2006"-'2007年)

消化液は，間場を湛水，代かきおよび落水後にじようろ

を用いて表面に均一に施用しその震後に速やかに再度代

かきを行い，消化液をすき込んだ.代かきは小型耕うん機

を用いて行った.1週間後，7J(稲を移植した.
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②施用法試験湛水前施用の検討 (2008年)

大規模閏場では，肥効試験のように施用直後の代かきを

実施することは国難である.実施可能な施用手法として，

湛水前施用および流入施用による肥効の検討を行った.湛

水前施用では，湛水および代かきの 2日または9日前に，

耕起済みの関場に消化液をジョウロで施用し施用の翌

日に存度耕起してすき込んだ.対照、区として湛水 l臼後施

用区を設定し，肥効試験と問様の施用方法とした.消化液

のpH調整によって NHcNの揮散の程度が異なることが

想定されたため， ワン酸添加の有無による比較も行った.

pH無調整消化液の試験区における不足分のリン酸は，

焼リンを施用して補填した.湛水，代かきの l遇間後に水

稲を移植した.

③施用法試験日;流入施用の検討 (2008年)

湛水，代かき後，消化液流入施用の前日に間関水を落水

した.用水は，吐出口バルブの開度調節により，流出速度

を制御 (200L min一1)した.消化液は， 1000 L容タンク

により間場畦畔に準備しタンク下部に接続されたホース

の先端を，用水吐出部に国定し流入した. この時，バルブ

開度の調節により流出速度を一定 (28.6L min-1
) に制御

した.用水および消化液は，約 35分間で流入した.流入

施用後の水位は約5cmであった.消化液流入施用 1時間

後， 1日後および3日後における試験匹内 16地点 (2.5m 

x2.5mメッシュ)の田面水を 250ml ~容のプラスチック

容器に採取し， NH4-NおよびN03-N濃度を測定した.

NHcNの分析はインドフェノール青吸光光度法(測定波

長:640nm，検出器:分光光度計， 日立， U-3000) (日高，

1997)， NOrNはイオンクロマトグラフ法で測定した.

流入施用 3臼後の田面水サンプリングの後，代かきをして

消化液をすき込んだ.さらにその3日後に水稲を移植した.

(2)メタン発酵消化液施用が出面水および浸透水に及

ぼす影響評価に関するライシメータ試験

コンクリート枠最下部の取水口に，水位調節管を接続し

て減水深が2cmday-l程度になるように排出口コックを設

定した.排水コック下部に 100L容のプラスチック製貯水

タンクを設置し排水を一定期間貯寵した.田面7](は，毎

朝水位が4cmになるように水道水で調節した.水稲品種

はコシヒカリを供試し，枠当たり 18株(栽植密度 15cm

x 30cm)， 1株当たり 4本移植した.

試験は2007および2008年の 2年間実施し，表4に示

す試験区を設定し， 2区制で計6基のライシメータを用い

た.消化液は， ザン酸添加により pHを調整した消化液を

用いた.化学肥料底および無窒素匿の基肥および追肥の量

は，ほ場試験の同底と同様とした.2007年は湛水および代

かき後すべての試験底で基肥の施用を同時に行い，その産

後に速やかに再度代かきをして消化液をすき込んだ.基肥

の施用後，定期的に田面水を4か所から均一量になるよう

に100mL容プラスチック容器に採取し NH4-Nおよび

N03-N濃度の分析をおこなった. NH4-Nの分析はインド

フェノール育吸光光度法， N03-Nの分析はイオンクロマ

トグラフ法で測定した.浸透水は，湛水，代かき時にコン

クリート枠内土壌に存在していた水分が全量流出し，代か

き時の水分が排水口に到達すると推測される排出量250L

の時点(湛水，代かきから約30日経過後)で排水量およ

び各種濃度の測定を開始し， 600L排出された時点(湛水，

代かきから約 100日経過後)まで継続した.浸透水はおお

よそ 100L流出する毎に容量を計測し分析用試料として

プラスチック容器に 200mL程度分取し，残液を廃棄した.

採取した試料は， NHcN， N03-N，塩化物，カリウム濃度

の測定をおこなった.塩化物はイオンクロマトグラフ法，

カリウムは原子吸光法により測定した.2008年は，すべて

の試験区で基肥に消化液を施用し，処理区毎に施用時期を

変えた.湛水前施用区では施用の 1日後に，一方湛水後施

用底では施用直後に消化液をすき込んだ.湛7](，代かきし

た臼を基準として，定期的に回面水および浸透水を分析し

た.田面水および浸透水の採取時期，採取量，および分析

手法は2007年と向様とした.

4)統計処理

臨場試験のうち，肥効試験および施用法試験 Iは全ての

処理を 2反復で実施し平均値を各測定値とした.また各

測定績の処理開差に対して Turkeyの多重検定を行った.

3.結 果

1)メタン発酵消化液のリン酸添加

ザン酸添加後のメタン発酵消化液の pHの変化を図 2vこ

示した. リン酸の添加直後，メタン発酵消化液の pHは6.7

に低下した.その後，徐々に上昇し， 7日後に7.8に達し

その後は安定した.

表4 ライシメータ試験の試験区概婆

処理区 基DB施用最

試験年
施用物 施用時期

施用後の ザン酸添加に 消化液投入賞 N P205 K?G 
すき込み よる pH調整 (t ha斗) (kgha-1) 

消化液1倍 湛水後施Jtl 施用震後 O 42 40 (40) 125 (22) 82 (82) 
2007年 化学肥料 j甚水後施用 施用直後 40 125 100 

無窒素 湛7K後施用 施用直後 125 100 
消化液1倍 湛水9臼前施用 施用 1日後 O 49 40 (40) 125 (25) 84 (84) 

2008年消化液u音 種主水2日前施用 施用 1EI後 O 49 40 (40) 125 (25) 84 (84) 
消化液 H音 進水1日後施潟 施用直後 O 49 40 (40) 125 (25) 84 (84) 

( )内は成分中，消化液由来の儀
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2)水稲に対する施用効果および施用時期

(1)肥効試験

各試験区の生育最および収量構成要素を表5Vこ示した.

2006 年の化学肥料区の総籾数は 26200 粒 m-2 • 精玄米重

は5.10Mgha-1であるのに対し.2007年の化学肥料区の総

籾数は 28600粒 m-2 精玄米重は 5.56Mg ha-1と，生育

8.0 

7.5 

ヱ門円

7.0 

6.5 

o 5 10 15 

リン酸添加経過日数(日)

関 2 リン酸添加後のメタン発酵消化液の pH

パーは標準誤差 (η=3)を示す.

および収量構成要素は.2006年に比べて 2007年が大きい

額向で、あった.

2006年の消化液1.3街区の追肥前窒素吸収量および見

かけの基肥由来窒素吸収量，ならびに倒伏程度は，消化

液l倍区および化学肥料区に比べ，統計的に有意に高かっ

た.また，精玄米重は，統計的有意差はなかったが，平均

で消化液1.3倍区が0.2から 0.3Mgha-1程度高くなる傾向

であった.一方，消化液1倍底と化学肥料区の各調査項目

の平均値は間続度で，いずれも統計的な有意差は認められ

なかった.

2007年の消化液1.3倍区収穫期窒素吸収量および総籾

数，倒伏程度ならびに精玄米軍は，消化液1倍底および化

学肥料区に比べ，統計的に有意に高かった.追肥前窒素吸

収量および見かけの基肥由来窒素吸収量は，消化液1.3倍

およびI倍底の間で、統計的に有意で、はなかったが，平均値

で消化液1.3倍区が1倍区を上回る傾向があった.一方，

消化液1倍区と化学肥料区の各調査項目の平均値は間程度

で，統計的な有意差は認められなかった.

表5 メタン発酵治化液施用量の違いが水稲の生脊量および収量に及ぼす影響

2006年

窓素吸収監
主主熱 玄米 f自j伏 符i玄 玄米窒素

試験反 見カミけの 穂数 総籾数
追肥前 基n巴由jゲ* 1 収穫期

*'メ口;. 千1立Z立 程度 米重 含有率

kgha-1 本rn-2 x 100粒 rn-2 % g Mgha-1 % 
j点化j夜1.3fき*2 53 C*3 29 b 102 b 338 c 274 b 89.4 a 21.8 b 1.8 b 5.34 b 1.23 b 
消化液 l倍*2 46 b 22 a 94 b 309 b 258 b 89.4 a 21.9 b 1.2 a 5.07 b 1.09 ab 

化学肥料 42 b 18 a 92 b 325 bc 262 b 88.4 a 21.9 b 0.8 a 5.10 b 1.09 ab 
無窒索 24呂 45 a 193 a 133 a 86.6 a 20.9 a 0.6 a 2.41 a 1.03 a 

2007年

窒素吸収最
登熟 玄米 倒伏 精玄 玄米窓素

追肥育IJ
見かけの

収穫期
穂、数 総籾数

歩合 千粒震 程度 米重 合有率
基肥由来

kgha-1 ヌド m-2 x 100粒 mω2 % g Mgha-1 % 

66 c 43 b 109 c 384 b 326 c 88.4 a 21.3 a 1.6 b 6.16 c 1.20 b 
56 bc 33 ab 89 b 355 b 281 b 90.1 a 21.4 a 0.8 a 5.42 b 1.16 b 
49 b 26 a 93 b 356 b 286 b 90.9 a 21.4 a 0.9 a 5.56 b 1.19 b 
23 a 58 a 230 a 141 a 87.0 a 21.2 a 0.8 a 2.59 a 1.11 a 

相追flE前祭素吸収設 追flE前の主義窒素区繁華ミ吸収f誌により算出.
*2メタン発酵消化液はりン霊童添加により多pH重調整.
的関じアルフアベヅト i聞こはTurkeyの 検定により 5%水準で有意差無し.

表6 メタン発酵消化液施用時期の違いが水稲の生育量および収量に及ぼす影響

2008年

窒索吸収量
登熟 玄米 倒伏 精玄 玄米窒素

見かけの 穏数 総籾数
試験区 追肥吉IJ 基肥由来制* 収穫期

4タj;:メ口弘 千粒震 程度 米重 含有率

kgha-1 本 m-2 x 100粒 m-2 % g Mgha→ % 

湛水9日前施周
pH調整 34 ab *2 10 a 101 b 328 b 276 b 82.1 a 24.3 ab 1.4 b 5.50 b 1.23 b 
pH無調整 37 b 13 a 103 bc 336 b 286 bc 79.9 a 24.6 b 1.5 b 5.62 bc 1.26 b 

湛水2自前施ffl
pH調整 54 c 30 b 117 d 385 d 341 d 76.8 a 23.5 a 2.4 c 6.14 d 1.27 b 
pH無調整 50 c 26 b 113 cd 367 c 319 de 77.9 a 23.6 ab 2.1 c 5.86 bcd 1.30 b 

進水 1日後施用 pH調整 50 c 25 b 112 bcd 363 c 306 c巴 80.9 a 23.9 ab 2.0 c 5.92 cd 1.29 b 
無窒索 24 a 50 a 224 a 164 a 82.7 a 24.1 ab 0.8旦 3.23a 1.07 a 

*1追肥1111主主素吸収益 追JIE前の1提言草言葉区皇室素吸収致により算出.
料開じアノレファベット院にはTurkeyの多重検定により 5%水準で有意差無し
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(2)施用法試験 1 (湛水前施用)

各試験IKの生育量および収量を表6~こ示した. pH調整

消化液を施吊した試験区の比較では，湛水9日前施用区の

追肥前窒素吸収量および見かけの基肥由来窒素吸収量，穂、

数，総籾数， j闘伏程度ならびに精玄米重は， ~甚7]( 2日前施

用区および湛水1日後施用区に比べ小さく，統計的な有意

義が認められた.また，湛水2日前施用区と湛水l臼後施

用区の比較では，穂、数および総籾数は統計的有意差が認め

られたものの，その飽の項目で有意差は認められなかった.

消化液の施用時期が同じ試験E互における pH調整および

無調整毘の比較では，湛水9日前施ffl底でいずれの謂査項

目も間程度の値で¥統計的有意差は認められなかった.ま

た，湛水2日前施用区では， pH調整区の穂数が無調整区

に比べ，統計的に有意に高かったが，その他の調査項目は

問水準で、統計約な有意差は認められなかった.

(3)施用法試験日(水口流入施用)

消化液流入施用後の田面水NHrN濃度の測定結果を，

図3~こ等高線グラフにより示した.流入施用 1 時間後の

NHrN濃度は，水尻付近に比べ水口付近で高く，瞳場内

の変動が大きかった.流入施用 1日後には，水尻の 1時間

後に濃度が特に低かった水尻側角の地点を除いて、濃度が低
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3日後 変動{系数:0.06

国3 流入施用後の回国水NHcN濃度の経時変化

下し，また水口水尻聞の差や変動は小さくなり，全体がほ

ぼ一定濃度となった.流入施用 3日後の NHrN濃度は 1

日後よりさらに低下した.また， N03-N濃度は，施用 1

時間後最大で2mgL-I程度であったが， 1日後以後は低

下し地点間の変動もほとんどなかった(データ非掲載). 

水稲の生育，収量および窒素吸収量を，田面水の調査と

同様の 16地点で実施した.追肥直前の水稲の窒素吸収量

を図4に示した.追肥霞前の水稲の窓素吸収量は，水尻で

やや低かったものの，圃場内の変動は小さかった.追肥前

窒素吸収量:の平均は36kg ha-Iであった.また収穫時の精

玄米重を国 5Vこ示した.間場内のバラツキは小さく，精玄

米重の平均植は 5.40Mgha-Iであった.

3)メタン発酵済化液施閣が曲面水および、浸透水に及

ぼす影響評価

(1)田面水に及ぼす影響

2007年にライシメータで実施した湛水後施用による岡

田水の無機態蜜素濃度の推移を，図 6に示した.消化液区

のNH4-N濃度は，施用直後に 16mg L-Iであったがその

後急速に低下し施用 10臼後には 0.3mgVl程度になっ

た.化学肥料区の N比一Nは施肥直後に 19m9L→で，そ

の後急速に低下した. N03-N濃度は，消化液区および化

学肥料誌の施用直後から施用 5臼自までlから 2mgL-l程

度で推移し，いずれも施用 5臼後に最も高い値となった.

その後は低下し， 10日目には殆ど検出されなかった.ま

た，無窒素区では施用翌日 1mgV1であったがその後低

下した.

2008年に消化液の施用時期を変えて実施した自国水の
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図4 追肥直前の窒素吸収量の分布
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無機態窒素濃度の推移を鴎 7に示した. NHcN濃度は湛

水 1臼後施用区で施用翌日に 24mgL-lであったのに対し，

湛水 2日前施用涯では，湛水後 3日まで 1から 3mgV1

と低水準で，その後減少した. また，湛水9日前施用区で

は，~甚水翌日でも 1mgV1 以下であった. N03-N濃度は，

湛水 1日後施用区および湛水2日前施用Eで、湛水開始l臼

後， 2から 3mgL-l程度であり，その後減少傾向であった.

しかし湛水9日前施舟区では湛水開始1から 3日後に6

から 10mgL-lであり，他の試験区と比べ高く推移した.

(2)浸透水に及ほ、す影響

2007年に実施した，謀水後施用時の浸透水に含まれる

無機態窒素 (NH4-NとNOs-Nの合計値)および塩化物な

らびにカリウムの讃算値を表7に示した.無機態窒素の浸

透量はいずれの試験区も 0.1gm-1と同等であった.また，

塩化物の浸透量は消化液院が3.9gm-2と，化学肥料区およ

び無窒素症と比べ有意に少なかった.カリウムは1保護素，
化学肥料，消化液の11聞に多かったが，有意差はなかった.
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8 

2008年に実施した，消化液の施用時期を変えた場合の

浸透水に含まれる無機態窒素および塩化物ならびにカワウ

ムの積算値を表8に示した.いずれの項目も処理区間に有

意差はなかった.

4.考 察

1)水稲に対するメタン発酵消化液の窒素肥効

2006年および 2007年の肥効試験では，両年とも消化

液 1倍区と化学肥料IRでおおむね問等の生育および収量で

あった.三枝・渡部 (2006) は，採草地への表面施用で

消化液の NH4-Nが全窒素の 50%以上ある場合， NHcN 

によって換算するとしている. また，石岡・木村 (2006)は，

コマツナのポット試験等から，消化液中のりン駿マグネシ

ウムアンモニウム・ 6水和物 (MAP)のNHcNを考慮し

た 0.5担塩酸抽出 NHcNが速効性の窒素肥料として利用

可能であるとしている.本報で用いた消化液は， 0.5抗塩

酸抽出 NH4-Nと溶存態NH4-Nの差が小さかった. これ
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図6 2007年コンクリート枠ライシメータ試験における図面水の無機態窒素濃度の推移
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国7 2008年コンタワート枠ライシメータ試験における田面水の無機態窒素濃度の推移

パーは標準誤差 (11=2) を玉沢す

表 7 2007年コンクリート枠ライシメータ試験における浸透

7j(に含まれる主主素量等の積算{霞

試験区
N*2 K C1 

gm -

3.9a 
5.7b 
5.0b 

消化液*1 0.1 a 判

化学肥料 0.1 a 

無窒素 0.1 a 
* 1消化液は湛水後に施潟した.
れNH，-NおよびN03-Nの合計舷
水 3同じアノレファベット問にはTurkeyの多重検定により 5%水準

で有窓去を無し.

5.0a 
6.6a 
7.4 a 

表8 2008年コンクリート枠ライシメータ試殺における浸透

水に含まれる窒素最等の積算{霞

試験区
N*l C1 K 

gm-2 

浪水9日前施用 0.1 a取 2 6.3a 6.4a 
話事水2日言IJ施用 O.la 6.7a 6.2a 
湛水 1目前施ffl 0.1 a 6.6a 4.8a 
*lNH，-NおよびN03-Nの合計{直.
ネ 2r可じアルファベット間にはTurkeyの多:m:検定により 5%水準

で有怠差無し.
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は，消化液の原料が牛ふん尿を回液分離したうちの液分を

使用したものであり，消化液中の有機態窒素やMAPが比

較的少なかったと考えられる.また，施用直前に消化液の

pHを調整し，消化液施用後は速やかに代かきをおこなっ

たため，作業中の NI-:b揮散が最小に抑えられたと考えら

れる.さらに， 2007年のライシメータ試験では，施用直後

の田面水の無機態窒素濃度および水稲栽培期間中の浸透水

の窒素積算値が消化液と化学肥料で、向水準で、あった.本研

究は水田条件下で，消化液の施用後速やかに代かきをおこ

なったため， NHcNの硝化および流亡が少なかったと推

測される. これらのことから，消化液中のN比一Nの肥効

が化学肥料と同等に評価で、きたものと考えられ，本研究で

用いた消化液中の有機態、窒素は，水稲の生育に影響を及ぼ

さないことが示された.古賀ら (2010)は，食用米栽培

に対する基肥利用では，化学肥料区に比べ生育が劣るとし

ている.本研究では，窒素の施用量をアンモニウム態窒素

含有率に基づき算出したのに対し，古賀らは窒素全量に基

づいて算出したため窒素施用量が不足したものと考えられ

る.

消化液1.3倍では，いずれの年も消化液1f音区や化学肥

料区に比べ，総籾数や精玄米重が多かった.また，追肥前

の窒素吸収量が，化学肥料区に比べ有意に高く，伺j伏程度

が高い{頃向を示した.さらに2006年の消化液1.3倍区の

玄米窒素含有率は，消化液 lf音区や化学肥料匹に比べて高

かった. これらのことから，消化液1.3倍施用区では，水

稲生育期間をとおして化学肥料区や消化液1f音区よりも窒

素の供給が多かったものと推測され，信q伏が多くなり玄米

の窒素含有率が高まることで，品質の低下が懸念される.

したがって，食用米生産のための消化液の施用量としては，

対照の化学肥料区と同等の生育および収量が得られる消化

液1倍量の施用が適当と判断される.

2)消化液施用時期および、施用方法の違いが肥効に及

ぼす影響

(1)湛水前施用における肥効の低下

pHを調整した消化液を用いた比較で、は，湛水2日前と

湛水1日後施用区でおおむね向等の窒素吸収量および精玄

米重を示した.しかし湛水9臼前施用区では窒素吸収量

が低く，特に追肥前までの窒素吸収量に大きな差が生じ，

見かけの基肥由来窒素吸収量は湛水 1臼後施用区の 40%

で、あった.また，湛水9日前施用区の穂数および総籾数な

らびに精玄米重は，湛水2日前や楳水l白後施用区に比べ

有意に低く.さらに2008年のライシメータ試験では，湛

水9日前施舟で田面氷の N03-N濃度が高くなったことか

ら，消化液を湛水の9日前に施用すると，施用された消化

液中の NHcNの一部が湛水までに硝化を受け，湛:水によ

り流亡するか，土壌の還元化による脱窒により消失するも

のと推察された.松中 (2009)は，銅料用トウモロコシ

畑において，秋施用による NHcNの硝化作用による溶脱

損失の可能性を指摘している. しかし，本研究でのライシ

メータ試験では， 9日前施用による浸透水への影響は見ら

れなかった. したがって，本研究では，硝化により生成し

たN03-Nの大部分は，脱窒したものと考えられる. しか

しより長期間湛水せずに放霞することにより，生成する

N03-Nが耕盤層以深に浸透し，下j習に溶税することも懸

念される.

(2)流入施用における肥効の低下

2008年に実施した流入施用試験で、は，水回全面の田部

水中消化液濃度を均一にするため，施用後3日間静置した

後に代かきを行った.水稲の収量や追肥前窒素吸収量の平

均値は，湛水1臼後施舟や湛水2目前施舟よりも低くなり，

特に見かけの基肥由来窒素吸収量は， ~甚7]( 1日後施用匿の

48%であった.流入施用では施用後の時間経過に伴い，

田面水の窒素濃度は低下することが知られている.その主

な原因は，土壌表面への NHcNの吸着と土壌表面数mm

""'2 cmの酸化層による硝化に伴う下方への溶脱あるいは

脱蜜による消失によると考えられる(土田ら， 2005). ま

た， pHを謂整した消化液を使用したものの， 3日間の静

置により N胞が揮散した可能性も考えられる.水口流入

施用は， i甚水後に消化液を施用する方法として実用性が高

いが， 2006および2007年に実施した、湛水後施用試験のよ

うに，消化液施用後速やかに代かきをおこなうことが，消

化液の NHcNを消費させないために重要と考えられる.

図3に示したように，田面水中 NH4-N濃度は，施用 l白

後にはばらつきが小さくなるので， 1日静置後代かきが望

ましい.しかし闘場面積が大きいほど，流入施用後，国

面水中NHcN濃度が均一になるまでに長時間を要し，硝

化や揮散によるロスが大きくなると考えられ，国場が大き

いほどこれら問題も大きくなると考えられる.また，本研

究において消化液は，流入施用 1日後で圃場にほぼ均一に

なったと判断したが，均一化する過程や時間は，間場面積

だけでなく，消化液中間形分の量や粒径組成，または各種

養分の回相一液相への分配比率にも影響されると考えられ

る.消化液の流入施用には今後さらに研究の継続が必要で

ある.

(3)消化液へのリン酸の添加

通常NI-:bの掠散は， pHが?を上回ると進行する.

Thawda et al. (2009)は，木酢液を用いて消化液の pHを

7β から 6.0へ低下させてから湛水土壌に施用することが，

N胞の揮散を抑制する有効な手段と報告している.本報で

は， N胞の揮散を防止し同時に施用時のリン酸不足を

補うため消化液にリン離を加え， pHを6.7程度に下げた.

これによって， N誌の揮散が抑えられたと考えた.しかし

消化液にリン酸を添加して pHを継続的に測定した結果，

一週間程度で6.7から 7.8に上昇した.宮田・池田 (2006)

は，消化液の pHをあらかじめ6.5程度に調整したが， 2 

時間でpH8程度にまで上昇したことを報告しており，そ

の原因として，水和した二酸化炭素 (C02)や重炭罰金イオ

ン CHC03-)がC02として揮散するためとした.宮田・

池田は本実験を撹狩しながら実施したものと判断される

が，本研究では，本実験を静置状態で実施したのが， pH 
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上昇速度の違いの主な原因と考えられる.さらに，用いた

消化液の組成の違いも pH上昇速度の違いに影響するもの

と推察される.消化液へのリン酸添加は，施肥リン酸の補

填および揮散防止のニつの面で有効と考えられるが， リン

離を添加した消化液は，p百が徐々に上昇するため， Nlli 

の揮散訪止の効果は添加してから数日間に限られることが

示された.

一方， pH未調整の消化液を用いて湛水前施用試験を実

施した結果，消化液の pH謂整の有無による生育及び収量

の違いは見られなかった.飼料揺に対し基肥および追肥

として窒素を 30"'60g m-2施用した結果， Nlliの発生に

よって窒素施用量の 35"'60%が揮散し，作物に利用され

ないことが報告されている(須永ら， 2009). 本研究では，

N胞の掠散量は未測定であるものの，水稲による吸収量

や悶面水および、浸透水中主主素濃度の推移から， N胞 の 揮

散による損失が上述の報告ほど大きかったことは考えにく

い.本研究では須永ら (2009) の研究とは奥なり，消化

液を基肥のみに利用し，追把としては利用しなかったこと

と，施用量が棺対的に少ないことが大きく影響したものと

考えられる.つまり，基肥は湛水前に施用されたものの，

施用 1日後にすき込んだため，土壌への吸着が速やかに進

み揮散が抑制されたものと考えられる.表面施用された家

畜ふん尿からの Nlli揮散損失は，施用されたふん尿由来

NH4-Nが土壌に被覆されれば大きく減少することが報告

されている(凌・亀山， 2008). また，本研究での消化液

の施用量は，食用米栽培のため 40tha-1と飼料用稲に比較

して少なく，散布後 2"'3時間程度でかなりの部分が土壌

に浸潤し吸着状態となったため， Nlli揮散は少なかったと

考えられる.さらに，黒ボク土のような酸性土壌に表面施

用した窒素肥料の NH3揮散率は低いことが報告されてお

り(笛木ら， 2007)，これらが揮散抑制の要因と考えられた.

これらのことから，黒ボク土で消化液を水稲の基肥とし

て湛水前に施用し翌日にすき込んだ場合，蜜素成分の消失

は主に消化液施用から湛水までに生じる硝化および脱窓に

よるものと考えられた.

5.要約

国液分離した牛ふん尿の液分を主原料としたメタン発酵

消化液を用いて，水稲コシヒカリの基肥施用の肥効を検討

した.用いた消化液の全議素のうち NHI-Nは67%を占

めた.10m2程度の小規模区画で 水稲施肥基準相当量の

NH4-Nを含む消化液を施用し，速やかに代かきすること

により，化学肥料と同等の生育ならびに収量が得られた.

このことは，全窒素の残り大部分を占める消化液の有機態

窒素が，水稲の生育に影響を及ぼさないことを示している.

また，施用直後の代かきは大規模間場では臨難であるた

め，湛水前施用および流入施用による肥効を検討した.湛

水前施用では，湛水2日前に施用すると，直後に代かきし

た場合と同等の生育および収量が得られた. しかし，湛水

9日前施用では，消化液由来の追肥誼前の窒素吸収量が直

後に代かきした場合の 40%であった.流入施用では，施

吊38後に代かきを行ったが，消化液由来の追肥直前の窒

素吸収量は，施用直後に代かきした場合の 48%であった.

このように，肥効の著しい低下の原因としては，施用後長

期間代かきを行わないことによる， NHcNの硝化および

引き続く脱窒が考えられた.

なお，消化液の pHは 8.4であり， Nlli揮散の可能性が

考えられた.湛水前に消化液を施用し，翌臼にすき混みを

行った場合， pH調整の有無に関わらず，生育および収量

は同等であったことは，揮散による損失が少ないことを示

している.
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Effect of anaerobically digested cattle slurry as basal application on paddy rice Koshihikari 

Hiroyuki KAMIOKA1 and Kunihiko KA抗EWADA1
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Anaerobically digested cattle slurry made mainly from the liquid portion of cattle's dung urin巴wasexamined for・the

effect on th巴growthand yield of paddy ric巴(Oryzasativa) Koshihikari. The rice plant was cultivated using the digested 
slurry as basal application，whose ammonium nitrogen accounted for 67% of total nitrogen， and ordinary chemical fertilizer 
as supplemental application. In small scale field experiments， carried out in the area of 10 m2

， the application of the slurry 
which was equivalent to chemical ferti1izer on amount of ammonium nitrogen basis followed by immediate plowing resulted in 
growth and yield similar to those under standard cultivation. This result indicated that the organic nitrogen which accounted 

for the r巴stof total nitrogen had slight eff，巴cton the growth of the plant. Two types of application methods， application before 
flooding and the inflow application， were carried out. In th巴formermethod， the application of two days before flooding led to 
growth and yield similar to those in small scale field exp巴rimentsas described above. In contrast， the application of nine days 
before flooding resulted in 40% nitrogen uptake by the plant originated from the liquid. For the latter method， the plowing of 
three days after inflow application produced corresponding values of 48%. A possible explanation of the extreme decrease in 

efficiency of nitrogen is that aerobic condition may have caused prompt nitrification followed by denitrification. Ammonium 
nitrogen was potentially dissipated by volatilization because the pH of the slurry was 8.4. Whether or not the pH was adjusted， 

the growth and yield， however， were approximately the same in both the plots， indicating that the loss of ammonium nitrogen 
by volatilization would be negligible. 

Kの!words: anaerobically digested cattle slurry， paddy rice， basal application， inflow application， wet andosol 

(Jpn. ]. Soil Sci. Plant Nutr二， 82， 31-40， 2011) 
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