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検察諾.炭化汚泥・パーライト・ニチニチソウ・パンジー・硝酸態三塁手持

粒状炭化汚泥を利用したニチニチソウならびにパンジーの生育

修・渡遜康浩*

要 t==. 
回

ニチニチソウ、パンジーを控い、花壇用苗物培土の配合資材として広く利用されているパーライ

トの代用として、粒状炭化汚泥の利用を検討した。赤土:どートモス:パーライトロ50お:40% : 10 

弘の配合を基本培土とした場合、ニチニチソウでは粒状炭化汚泥によるパーライトの50%代替(培土

全体に占める配合割合としてパーライト問、粒状炭化汚泥問)以上で葉色が淡く、開花が遅れ、 100

九代替(培土全体に占める配合割合としてパーライト側、粒状炭化汚泥10見)で鉢サイズに対して大き

すぎる草姿となった。また、パンジーでは粒状炭化汚泥によるパーライトの50話代替で、地上部の

生育が劣る領向が認められた。これらの生育反応は、ポット内土壌抽出液中の硝酸態窒素濃度が鉢

げ2週間は低く、その後は高く推移したため、生育初期の窒素吸収が十分に行われなかったと考

えられる。リン駿肥料掠としての利用は可能で、ある O

鰭百

世界のリン消費は、世界的な食糧増産により増加

し続け、 60"-'70年後にはリン資源、の半分が枯渇する

との試算もある 1)。リン鉱石枯渇の懸念からリン価

格は高騰、 2009年の輸入価格は55，424円/tで、 2000

の価格比で241免の上昇となっている(封務省貿易

統計による)。リンを100お輸入に依存している β本

では、こうしたりンの国際価格上昇が、農業経営を

臣迫する原因のひとつとなっている。

炭化汚泥とは、汚泥を炭化した生成物である。従

来は800
0

Cの高温で炭化していたが、 500
0

Cで炭化す

ることにより、高濃度の可給態リン酸を含有するこ

とができ 2，ぺ圏内のリン資源、安舗なリン酸賞肥

料として有用であると考える。また塩基置換容量が

く、保肥力を向上させる効果が認められている 4)。

性状は粉末から5馴程度までの粒が中心で、軽量か

っ透水性、通気性に富む 2，4， 5) など、土壌改良効果

も認められている。こうした特性から群馬県は、下

水汚泥を炭化した焼成汚泥肥料「リン炭ぐんまl号」

の生産について、 2007年4丹に農林水産大臣の主主録

を受け、現在、地域住民と製造プラント建設に向け

た合意形成に動き出している。

*現 群馬県農政部主主糸園芸諜
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花壇用苗物(以下、花壇苗)生産に目を向けると、

培土の使用量が膨大で、生産費における培土作成に

要する経費の割合も高し刊。生産費低減のためには

コストの削減が求められ、関東地方では安価で、

大量に入手できる赤土が広く利舟されている。しか

し、赤土中に含まれるアルミニウムがリン離を!酉定

するため、赤土を使用する際には多量のリン酸質肥

料を添加する必要がある 7)。

また、花埴苗の生産、流通段階では運搬作業が多

く、その負担軽減のために培土の軽量化が重要視さ

れているへそのため、軽量な培土素材であるパー

ライトの利用場面は多く、あわせて透水性、通気性

に富むことから、県内花壇高生産農家の多くはパー

ライトを配合培土全体の5"-'10%程度混合している。

そこで、炭化汚泥はパーライトに類似した土壌物

理性改善効果があり、さらに安価な炭化汚泥を使う

ことで、リン酸質肥料の代替による コスト削減

も期待できる。よって本研究では、花壇苗の主力品

目であるニチニチソウならびにパンジーを使い、パ

ーライトの代用として粒状炭化汚泥を配合した場合

の、生育に及ぼす影響について検討した。

試験方法

1 栽培方法および試験区の設定

炭化汚泥は、群馬県県央水質浄化センターで2007
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関1 粒状炭化汚泥の性状

年10月16'""231=1に発生した下水汚泥を500
0

Cで、炭化

したものを用いた。花壇菌培土への配合を想定した

場合、粉末状の細かい粒子が含まれていると培土作

成時に粒子が拡散し、作業環境が悪くなるため、試

験には炭化物を2mmelの舗にかけ、縞上2mm以上のも

の(粒状炭化汚泥)を供試した(関1)0 この物理性な

らびに化学性は、表1のとおりである。

試験は、農業技術センター内ポリオレフィン系フ

ィルム展張雨よけパイプハウス内で実施した。ニチ

ニチソウ「エクエイターピンクアイ」ならびにパン

ジー iLRアリルイエローVer.2J を供試し、ニチニ

チソウは8月出荷、パンジーは10月出荷作型として

表l 供試した粒状炭化汚泥の成分分析結果(2007年)

分析項g 単位 分析値

水分 判官8 くO.1 

かさ比重 g/cm O. 38 

pH 8.99 

EC mS/CIll 0.05 

弘DB 34.3 

窒素 見DB 4.0 

リン鍛 %DB 11. 6 

く溶性リン酸 %DB 8. 9 

表2 供試品目の播種、鉢上げ、基肥及び潜水回数(2009年)

品 展 播穏鉢上げ

288穴セルトレーに播種後、 3.5号軟質黒ポットに鉢

上げを行った(表2)。培土は赤土:ピートモス:パ

ーライトロ50弘:40弘:10九の配合を慣行とし、試験

区の構成に基づきパーライトと粒状炭化汚泥の配合

割合を変化させた(表3)0 土壌改良資材として、全

ての試験区に炭酸苦土石灰をピートモス 1L当たり

向、炭汚O%IR(慣行)のみ重焼燐(P-46引を赤土1L当

たり 8gを添加した。施肥は基肥のみとし、鉢上げ日

に鉢土表面へ施用、瀧水は自走式散水装壁(側誠和

製)で鉢土の乾き具合に応じて行った(表2)0 ニチニ

チソウのみ、各区とも7月8日に摘心、 7月131=1にわ

い化処理として、ウニコナゾーノレP液剤70{音波を鉢

当たり O.5ml茎葉散布した。試験規模は1区20鉢の3

反復とした。

2 気相率の調査

粒状炭化汚泥の配合による物理性の変化を調査す

るため、容器容水量時の含空気孔隙率を三相分布の

簡易測定法8)により測定した。

3 開花時の生育調査

各区からランダムに10鉢を選び、ニチニチソウで

は4輪開花時、パンジーでは1輪開花時に草丈、株径、

葉色、分校数、枯死卒、開花日を調査した。葉色は

葉縁素計SPAD-502(MINOLTA社製)で測定した。 地上

部および地下部の乾物重は、 l皮復自の10鉢を地上

部と地下部に分け、 f亘掘乾燥機により 70
0C、50h乾

燥後、乾物重量を測定した。

4 土壌抽出液の化学性調査

ニチニチソウにおいて、鉢上げ後、 7日おきに

壌抽出液を土壌溶液採取器ミズトール(DIK-8391大

起理化学工業械製)により採取し、抽出i夜中のpHを

pHメータ一、 ECをECメータ一、硝駿態窒素ならびに

リン酸を反射式光度計RQflex2(沼田CK社製)を用いて

測定した。

月己 週当たり濯71<回数

ニチニチソウ 5/27 

パンジ 8/10

6/24 スーパーロング424-70日型(14-12-14) 2.0g/鉢

8/31 ロングトータル花き1号-70日型(13-16-10) 1. 5g/鉢

2~6毘

2~4四

表3 試験区の構成

区名
培土全体に占めるパーライトと粒状炭化汚泥の容積比

ノfーライト : 粒状炭化汚泥

炭汚10%区
11 5弘区

11 0弘区(慣行)

0見

5出
10お

10お
5弘

0お

円
ノ
臼ハU

1
tム
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結果 なった。乾物重は、地上部が粒状炭化汚泥によるパ

ーライトの代替割合が高くなるほど震くなる額向が

l 気相に及ぼす影響 認められ、地下部は試験匿による差がほとんどなか

各区培土の容器容水量時における気相率は、平均 った(表5、図2)。

{庄、標準偏差ともに、ほとんど差がなかった(表4)0 2)パンジー

表4 各試験症の容器容71<時の気指率(2009年)

区名

炭汚10見広

炭汚 5弘毘

炭汚 0%芭(慎行)

注)競五i:1ま5i壌とした。

z)数値は平均値土SD

合空気孔関率 z

(%) 

13.8こと1.0

13. 9::tO. 9 

13. 5ごと1.3

2 開花時の生育に及lます影響

1)ニチニチソウ

炭待問区ならびに炭汚10弘区で、炭汚0弘区(慣行)

と比べて葉色が淡く、開花が有意に遅れた。また、

粒状炭化汚淀の代替配合により、草丈が高く、株径

が大きくなる傾向が認められ、炭汚10則までは、そ

の差が有意で、鉢サイズに対して大きすぎる草姿に

草丈、株径、葉色、分校数、枯死率、開花日にお

いて、試験区による差が認められなかった。乾物重

は、粒状炭化汚泥の代替配合により地上部が軽くな

る額向が認められ、地下部は試験E互による差がほと

んどなかった(表6、図的。

4 土壌抽出液の化学性に及ぼす影響

ポット内土壌抽出液における化学性の経時変化を

ニチニチソウで調査した。 pHは炭汚10九i玄では炭汚

O見区(慣行)、炭汚同区と比べて鉢上げ寵後は低く、

逆に生育後半には高く推移した(関心 o ECは炭汚5%

区ならびに炭汚10見区で全期間にわたり炭汚0免区(，慣

行)と比べて低く推移し、配合割合による違いは認

められなかった(閣5)。硝酸態窒素濃度は、炭汚0見

区(慣行)で鉢上げ後2避間でピークに達し、その後

は低く推移した。一方、炭汚同区ならびに炭汚l怖

症では炭汚O%IR(慣行)と比べて、鉢上げ2週間後ま

表5 粒状炭化汚泥が5月播稜8月出荷ニチニチソウの生育に及ぼす影響(2009年)

丈 株径 葉急 z 分校数 枯死率 乾物霊 (g/鉢) 開花日 評価 χ

!R名
(cm) (cm) (本) (お) 地上部 根 音s (月/日)

炭汚10見区 17.4 a 20.9 a 42. 7 b 10.8 0.0 3.09 0.39 08/03 a ム

炭汚同区 16. 7 ab 20.3 ab 43.2 b 10.4 o. 0 2.91 o. 38 08/04 a ム

炭汚 0%区(慣行) 14.0 b 18. 7 b 46.5 a 11. 1 o. 0 2.67 0.40 08/01 b O 

分散分析 * * * n. s. n. s. * 
主主)Tukey-test'こより、奥なる英文学問に出水準で有意楚あり。

z)葉緑素計SPAD-502(MINOLTA社製)による測定fific
y) 1反復跨の10鉢を務査。 i笠j鼠乾燥機;こより 70CC、50h乾燥後、乾物重量をj員.11定。

x)O : .草姿ノ〈ランスが良く、商品性が高し、。 ム草姿ノ〈ランスがやや懇い x 蕊姿バランスが怒く、商品性が低い。

注)友から炭汚0弘(↑良行)区、炭汚5%区、炭汚10見区。

撮影日 2009年7月29日
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表6 粒状炭化汚泥が8月播種10見出荷パンジーの生育に及ぼす影響(2009年)

丈 株掻 業 分校数 枯死率 乾物重 (g/鉢) 開花日 評価 K

区名
(cm) (cm) (本) (九) 池上部 根音1¥ (月/日)

炭汚10九区 8. 1 15. 9 56. 2 4. 3 0.0 1. 99 O. 38 10/16 ム

炭汚同区 8. 2 16.0 56. 6 4. 3 0.0 1. 89 O. 38 10/15 ム

炭汚 0話区(-1震行) 8. 5 15. 6 55. 7 4. 7 0.0 2. 20 O. 36 10/15 O 

分散分析 n. s. n. s. n. s. n. s. n. s. n. s. 

注)Tukey-testfこより、異なる英文字問に部水準で有意羨あり。

z)葉緑素言十SPAD…502(羽INOLTA社製)による測定値。

y) 1反復図の10鉢を調査。{笠温乾燥機により 700C、50h乾燥後、乾物重量をinlJ定。
x)O:草姿バランスが良く、商品性が高し、。 ム 草姿バランスがやや怒い。>く:蔦姿バランスが怒く、商品性が低い。

図3 鉢上げ44日後の生育(パンジー)

注)左から炭汚凶(慣行)区、炭汚5%区、炭汚10見区。

撮影臼:2009年10月1413

8.0 

7.5 I再開1略
一盤一歳汚5%監

7.0 1-1.......炭汚0%藍(横行)
p 

H 6.5 
{度

6.0 

5.5 

5.0 

6/30 7/7 7/14 

月/自

7/21 7/28 

国4 鉢内土壌抽出液中pHの推移(ニチニチソウ)(2009年)

注)土壌抽出液の採取は鉢上げ(6月2413)後、 l遊間おきに土壌溶液

採取器ミズ、トール(DIK-8391大起理化学工業側製)を使用し、

pHメーターで測定した。

で低く推移したが、その後は逆に高く推移し、その

ピークは 3週間後となった(図6)0 リン酸濃度は、

炭汚同匹ならびに炭 汚10九区で、全期間にわたり炭

汚0九区(慣行)と比べて低く推移した(図7)。

(rnS/cm) 
2.0 

1.5 

E 

c 1.0 
i産

0.5 

0.0 

6/30 717 

一φ一炭汚10%龍
一際一民汚倒産

ー&ー炭汚O潟区(慣行)

7114 7121 7/28 

月 / 臼

図5 鉢内土壌捻出液中前の推移(ニチニチソウ)(2009年)

波)土壌抽出淡の採取は鉢上げ(6月24日)後、 1週間おきに土壌溶液

採取器ミズトール(DIK-8391大起理化学工業鰍製)を使用し、

ECメーターで測定した。

考察

赤土:ピートモス:パーライト =50弘・ 40%: 10犯

の配合を基本培土とした場合、ニチニチソウでは粒

状炭化汚泥によるパーライトの代替配合により、葉

104-



古屋他:粒状炭化汚泥を利用したニチニチソウならびにパンジーの生

(防相)

35 

30 

N 25 
O 
1320 

益15

度 10

5 

O 

6/30 

一令一炭汚10%区
一堅一炭汚倒産
ー&ー炭?初%藍(横行)

7114 7/21 
月/臼

7/28 717 

罰6 鉢内土壌抽出液中硝酸態窒素濃度(NO，，-N)の推移

(ニチニチソウ)(2009年)

(滞n古

35 

30 

25 

一令E 炭汚10%区

一際一波汚5%区

--14 農汚0%区(境行〉
p 

0
2 20 

i15 

度 10

5 

O 

6/30 7/14 7/7 7121 7/28 
月 / 日

図7 鉢内土壌抽出液中リン酸濃度 (P20 5)の推移

(ニチニチソウ)(2009年)

浅)土壌抽出i夜の採取は鉢上げ(6}l24 13 )後、 1i堕照おきに土壌溶液 j主)土壊拙出液の採取は鉢上げ(6月2413)後、 1週間おきに土縫溶液

採取器ミズトール(DIK-8391大起怒化学工業械製)を使用し、 採取器ミズ、トーノレ(DIK-8391大起理化学ヱ業側製)を使用し、

反射式光度計RQflex2(羽田C五社製)で総定した。 反射式光度計託Qflex2(羽ERCK社製)で測定した。

鴎8 鉢上げ14日後の生育(ニチニチソウ)
注)左から炭汚0首(慣行)区、炭汚5弘区、炭汚10覧区。

撮彩艮:2009年7月8日

色が淡くなる、鉢サイズに対して大きすぎる草姿に

なる等の品質低下が見られ、開花も遅延した。パー

ライトの代用として粒状炭化汚泥を利用した場合、

容器容水量時における気相率には大きな差がなかっ

たことから、物理性には影響を及ぼさないと考えら

れる。よって、ニチニチソウ生産において今回設定

した基肥の種類と施用量では、炭化汚泥の利用は適

していないと考えられる。パンジーでは、地上部の

生育が劣る傾向は認められたが、はっきりとした結

果は得られなかった。

ニチニチソウにおいて生育経過を観察したとこ

ろ、土壌抽出液硝酸態窒素濃度の推移との間に関連

が見られ、慣行区と比べ、粒状炭化汚泥を代替配合

した区では、土壌抽出液硝駿態窒素の濃度が低い鉢

げ後2週間は生育が抑制されたものの、その後

壌抽出液硝酸態窒素の濃度が高まり、開花期には'1貫

行よりもボリュームが増したと考えられる(図2、8)0

こうした階酸態窒素の推移や生育反応を示す原因と

して、 2つの理由が考えられる。 1つ自の理由とし

て、施用した基肥の窒素形態は、硝酸態窒素とアン

モニア態窒素の比率が1:1であるが、炭化汚泥は;塩

基罷換容量が高いことから、アンモニア態窒素は炭

化汚泥の粒子に吸着され、硝酸化成作用が進みにく

くなったと考えられる。 2つ自の理由として、粒状

炭化汚泥は他の有機物と同様に、分解の過程で窒素

の取り込みと無機化が行なわれたと考えられる。

1により、今回の試験に供試した粒状炭化汚泥の炭

素窒素比(C/N比)は8.6となり、一般論として、炭素

窒素比だけを見るときま素を速やかに無機化すると思

われる川。しかし、炭化汚泥中に含まれる窒素は結

晶化され、土壌微生物の影響を受けないことが示さ

れている iに
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以上の理由を考慮した上で生育の劣化を改善する

ためには、基肥の施用量を減らした上で、窒素が不

足する生育前半に硝酸主体の液肥を施用して窒素を

補うことや、生育初期から の溶出の多い基肥を

施用することが考えられ、この点については今後の

検討としたい。

炭化汚泥利用によるリン酸施用量は、培土1L当た

りの全リン酸換算で、 10係施用区が4.4g、5児施用区

が2.2gとなり、く溶性リン駿換算では、 3.4g、1.7g 

で、対照区の1.8gと間等となるように施用した。粒

状炭化汚泥の配合によるリン酸供給効果について

は、キクにおいて山土(可給態リン酸測定値が乾土

100g当たり 3.3mg)に炭化汚泥を配合することによ

り、生育改善効果が得られたとしづ報告 5)fsある O

本報告においても、土壌抽出液に含まれるリン酸が、

粒状炭化汚淀を代替担合した区で、慣行区よりも低

レベルではあるが水溶液中に検出されていること、

炭化汚泥はく溶性リン酸が主体であり、土壌抽出液

中には検出されにくいことを踏まえると、リン酸供

給効果があったと考えられる。さらにリン酸は、

長点や根の先端部に特異的に存在し、細泊分裂や遺

伝現象と関連し、生長、形態形成を可っていること

が知られているへ本報告において、粒状炭化汚淀

の配合により根重に差がなかった点からも、リン酸

の供給効果が認められ、リン酸質肥料の代替による

培土コスト削減が可能となる。

培土へ炭化汚泥を配合したことによる生育

反応は、品臣によって嫌々である。蓮J11らは、花壊

苗4品目を供試し、培土に配合する炭化汚泥の割合

を変えたところ、 30九以上の配合により生育初期か

ら生長が抑制されたと報告している 1ヘ花壇苗以外

のポット栽培試験においては、清水らはエノキの苗

木を用い、培土に対して炭化汚泥30%の配合で生育

が促進されたと報告している 3)。紺野はキクを用い、

炭化汚泥50憾己合で¥草丈の伸びが良かったと報告

しているヘ本報告では、ニチニチソウでは地上部

のボリュームが増し、草姿が大きすぎてしまい、パ

ンジーでは逆にボリュームが不足するという、相反

する結果となった。品目によって生育反応が異なる

のは、各品自の栽培期間の長短、気温、生育初期の

肥料レベルが生育に与える影響、肥料に対するレス

ポンスの早さによるものと考えられる。

本研究において、リン酸供給の安価な肥料として、

粒状炭化汚泥の効果が確認された。一方、粒状炭化

汚泥の肥効に対する生育反応は、品鴎ごとに異なる
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ことが改めて示唆された。県内で、生産されている花

壇苗の品目は数百種類に及ぶ。炭化汚泥の利用に際

しては、予め小規模で試験栽培し、生育反応を確認

した上で、配合の適否ならびに適正な栽培条件を整

理しておく必要がある。
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古屋他 粒状炭化汚泥を利用したニチニチソウならびにパンジーの生

(Key Words: Sewage Sludgeラ carbonization，P巴r1ite，Vincα， Pansy) 

Production of Vinca and pansy Seedlings in Flower Beds with 

CaJも0悶izedSewage Sludge 

Osamu FUIミUYAand Yasuhiro WATANABE 

Summaty 

Instead of perlite， which is widely used to condition the soil for cultivation， we used Vinca and pansy to analyze 

carbonized sewage sludge. We made the basic eatih in the following prOpOliion: red cJay:peat moss:per1ite = 50:40: 1 O. 

When more than 5% Carbonized sewage sludge was usedラ Vincαwerelight green in color and their blooming was 

delayed; when more than 10% Carbonized sewage sludge was used， T打/々uη1Cαg♂l

hand， pansy plants grew less above the eatih. We think the reason for this is that in the pot， the concentration of 

nitrate-nitrogen was low during the first half， but it b巴camehigher in the later half; henceラ enoughnitrogen was not 

absorbed at the beginning of the growth.We can use Carbonized sewage sludge as the phosphate feliilizer. 
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