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コーンスティープリカーを用いたセル育苗における

籾殻くん炭覆土による培地中硝酸態窒素の増加*

佐藤文生 1・唐津敏彦2・加藤直人2

キーワード 窓素肥効，光条件，有機性液肥

1 .はじめに

近年，食の安全・安心に対する消費者意識の高まりを

背景に，有機栽培に取り組む生産者が増えつつある.野

菜の有機栽培では，育芭・定植の省力化や青前資材の節減

のため，セノレ青苗を導入する生産者が増えている(魚住，

1999). セノレ育苗は， ポット育苗などに比べ培地容量が少

なく，養分が欠乏しやすいことから，育苗中に液肥を追肥

する必要がある(藤原.1998). コーンスティープリカー

(Corn steep liquor :以下. CSLとIII告す)はコーンスター

チ製造工程の副産物で，原料トウモロコシ 100tのうち約

12 tがCSLとして排出される. CSLは発醇培地や家音飼

料のほか，易分解性の有機態窓素が豊富に含まれるため，

肥料としても利用されている. CSLは遥度な粘性を持つ

ことから，セノレ育苗で、の追肥に利用されており，我が毘!の

有機栽培認証に対応した商品も市販されている. しかし，

CSLの窒素肥効は無機態窒素を含む従来の液肥に比べる

と緩i52なため，追肥に CSLを用いた育苗で、は商の生育が

遅くなることが指摘されている(城島ら.2003). 

茨城県の県西地区では， トンネル被覆を利用した春どり

レタス栽培が行われている. この作製では，育苗が 12月

から 3月の抵温期にあたり 育苗に長期間を要する.そ

のため，追肥に CSLを用いたセル育萌では，苗の生育遅

延が顕著に現れることが問題となっている.筆者らは，こ

の問題に対し，播種時に籾殻くん炭(くん炭)を覆土する

と，苗の生育が促進することを明らかにした(佐藤・加藤，

2010). また， くん炭を覆土した苗は，体内の窒素濃度が

高まり，窒素吸収量も 2倍程度に増加したことから，この

くん炭覆土による苗の生脊促進には，窒素栄養の改善が関

係するものと推測された.

くん炭は徴細な孔隙に富み 土壌の通気性や保水性を改
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善する効果が高く(中島.1992). また，無機養分を吸着

する能力がある(大塩ら 1981)• このため園芸作物の育

苗では，培地の物理性や化学性の改善を呂的に培養土に混

和して用いられる(小牧ら.2002 ; Chukala et al.， 2003). 

しかし前述の効果は， くん炭を覆土し，その表面が露出

した場合にのみ有効で， くん炭を培養土に混和したり，覆

土した表面をアルミ舗で、覆って遮光すると問様の効果は得

られないことが確認されている(佐藤・加藤.2010). こ

のため， くん炭の覆土効果は，培地の物理性や化学性の改

よるものとは考えにくく くん炭が培地表面にあるこ

と，さらにそこに光が当たることが効果発現において重要

な要素となることが示唆される. くん炭は色が黒く，太陽

光の熱を吸収しやすいことから 水稲の保温折衷苗代では

培地温度を確保するための覆土資材として用いられる(河

原ら.1954). 温度は有機態窒素の分解過程に関わる主要

な環境条件であることから(杉浦ら.1986). くん炭の覆

土効果は，培地撮度の上昇に伴う有機態窒素の無機化促進

によってもたらされた可能性も想定される.

そこで本研究では， くん炭の覆土効果の要因を CSLの

窒素肥効の国から明らかにするため，追肥に CSLを用い

たセノレ育苗において， くん炭の覆土が培地の無機態窒素最

と培地鼠度， レタス苗の生育に及ぼす影響を検討した. ま

た， 日最高温度および明期の有無が異なる条件におけるく

ん炭の覆土が培地の無機態、窒素量に及ぼす影響についても

調査を加えた.その結果 CSLを用いたセル育苗におい

て窒素肥効の改善を図る上での有用な知見が得られたので

報告する.

2.材料および方法

1)試験 1:育芭ハウス試験

試験 lは. 250Cで側窓、が開放するように設定した無加

温の育苗ノ、ウス内で2010年2月3日から 45日間実施し

た.試験期間中のハウス内の気温は平均8.30Cであった.

本試験で供試した市販のくん炭(千成産業)とピートモス

主体のセノレ育萌用培養土(有機の土，サカタのタネ)の化

学的特性を表1に示す.諜準規格の 200穴セルトレイ(セ

ル容量 14mUを半分に切断した 100穴セルトレイに培

養土を 450g充填し，鎮圧ローラで深さ約 1cmの播種穴

を設けた.試験匿は覆土区，混和区，無施用区の 3区とし，

覆土区ではくん炭をトレイ当たり 25g 覆土した.混和区
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表 1 供試した籾殻くん炭とi音義二i二の化学性的特性

CEC 
4!1日姿態窓素 交換性協イオン 可il合態リン敵

資材 pH 硝酸態 7Yモニ'Jム態
(cmo1c・Icg-1)

(mg' kg-1) 
CaO MgO IQO (-If 叩 1) 

(g-kg-1I) g g 

籾殻くん炭 6.9 21.0 1.8 
i当主主ニk 5.8 84.3 432.5 

ではセルトレイから培養士を取り出して覆土IRと向量のく

ん炭を混和し，混和物の約5/6を再びセルトレイに充填

した.さらに鎮圧ローラで播種穴安設け，残りの混和物を

した.無施用区では播種穴を設けた後はくん炭，培養

ことの新たな施用は行わなかった.セルトレイの枚数は 1区

8牧とし， うち 4枚は播種せずに調製し，後述のi音地の無

機態窒素量と;培地温度の調査に供試した.また残りの4枚

にはレタス (Lactucasativa L.)品種「ステディ・クラッ

シック」を播種し，苗の生脊調査に供試した.試験開始後

21 El i=3から 6日おきに，日巴料として子部坂さま1ている CSL

(有機の液肥，サカタのタネ. N: P205 : 1¥20 = 3 : 3 : 2) 

を製品の用法に従って 300借に希釈し， トレイ当たり 400

mLの量で施用した.なお CSLには全窓素の 6割がタ

ンパク及びペプチド態. 3割がアミノ駿態. 1割がアンモ

ニウム態として含まれる(中野ら 2001).液肥を施用し

ない日については，培地の乾燥程度に応じて 1~3 日に l

liJ]¥，、ずれの区も同じ最で、擢水した.i産水には雨水を貯留し

た潟池から供給される擢諮問水を用いた.

2)試験 2:インキュベーター試験

試験2では，庫内の日最高(12日前/臼最低濃度 (6時)

を25/50Cおよび35/50Cにそれぞれ設定した2台のイン

キュベーター (LIB-301 イワキ)を照いた:I!音地温度

に影響を与えないように冷熱を発する赤色 (625nm) と

(470 nm)の発光ダイオード(赤:青比=2: 1)ノミ

ネルを自作して庫内に設置し 培地表部の照度を 12klux 

として. 1 日 11 時間 (6~17 時)点灯した. また，明期

の有無の影響を検討するため. 25/50Cに設定したイン

キュベーターには，黒色フェルト布で覆ったダンボール箱

を庫内に設置して，庫内の一部を暁期がない条件とした.

培養土とくん炭は試験 1と閉じものを用いた.試験区は

覆土区と混和誌の2区とし 覆土医では200穴セルトレ

イを 1/8に切断した 25穴セルトレイに培養土を 110g充

填し くん炭を 6g覆土した.また，混和区では覆土i玄と

同量のくん炭と培養土を混和してセルトレイに充填した.

同区とも播種は行わなかった.セルトレイは各1R3枚調製

し，前述の 3つの環境条件 (25/50C・明期あり. 35/50C 

-明期あり. 25/50C・明期なし)に覆土区，混和区各 1牧

ずつ設置した.試験開始後 10白目から 6日おきに CSLの

300倍希釈液をトレイ当たり 100mL施用L.それ以外の

段は 1El 11ill.試験開始後 10日目までトレイ当たり 100

mL.それ以降80mLの量で試験1と閉じ水を濯水した.

3)培地の無機態窒素量

培地の無機態窒素量と後述の培地過度の調査は，播種し

ないで調製したセルトレイについて行った.セノレ育苗で、は

24.0 0.5 0.1 3.3 0.1 
39.4 14.2 5.9 2.8 2.6 

青苗期間中に培地に含まれる無機態窒素の 8割が擢水時に

余剰な水とともに流出することが報告されている(橘回ら，

2000). このため，セルトレイの下に 50mL遠沈管を設

置し躍水時に培地から流出する水を全て出収した.遠沈

管に回収した水は. i-謹水後30以内に凍結して保存し，こ

れらを CSL施用fJ/Jおよび各 CSL施用後の 6日間分で1つ

にまとめて 1つの試料とした.また，試験終了時に遠沈管

を設置したセルの培地を全最採取した.培地は室温で2日

開通風乾燥させた後. 2N塩化カリウム溶液で無機態窒素

を抽出した.流出水および;臨化カリウム溶液抽出液に含ま

れる硝駿態窒素とアンモニウム態窒素の濃度をオートアナ

ライザー (QuAAtro2-HR， ピーエルテック)を用いて

測定した.育萌ハウス試験では，播穣をしないl[玄4枚の

セノレトレイの各2カ所のセルに遠沈管を配置した.1枚の

セルトレイの 2セノレ分の水を 1つにまとめて 1反復とし，

4反復分析した. また， インキュベーター試験では. 1区

当たり 9カ所のセルに遠沈管を配蜜し. 3セル分の水を 1

つにまとめて 1反復とし 3反復分析した.

4)培地温度

育苗ハウス試験において，培地中と培地表面の鑑度を測

定した.培地中の坦度については セノレトレイ中央部のセ

ルの培地中深さ 1~2cm に損度データーロガー(おんど

とり TR-71U. ティアンドデイ)のセンサ一部を差し込

んで部定した.また，培地表面温度については，携帯用小

形熱画像カメラ (CPA-2300. チノー)で 9~17 時の培

地表面を経時的に撮影して測定した.なお，前報(佐藤・

加藤.2010)でも， くん炭覆土が培地表面混度に及ぼす影

響を調査したが寝水によりくん炭が水分を含んだ状態で

は，気化熱が作用してくん炭覆土の影響が確認で、きなかっ

た. このため，本試験では培地表面の乾燥程度を考慮し

いずれも晴天日で午前 9時に濯水した 2月23Elと，翠:土

区の培地表関が乾:燥するまで濯水を控えて午後 I時に瀧水

した3月11臼に測定した.

5)蔀の生膏

育苗ハウス試験において，試験開始後21日目から 6日

おきに，播種した 1区4枚のセルトレイから商を 1トレイ

当たり 2株 (8株/区)採取し茎葉部と根部を 800Cで

一昼夜乾燥させて乾物重を測定した.

3.結果および考察

1)膏苗ハウス試験(試験 1) 

(1)培地の無機態窒素量

i聖水時に培地から流出した水に含まれる無機態窒素につ

いては，全ての区においてアンモニウム態窒素量がし、ず¥れ
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の期間も 1セル当たり 0.007mg-N以下と硝酸態窒素量

に比べ極めて少なく，分析機器の検出レベル以下で、あった

ので¥硝酸態窒素量のみの結果を示す.試験開始後 0"-'

208目では， 1セル当たりの硝費支態窒素量が無施用区で

0.71 mg-Nと最も多く，覆土区と混和区の値はその 4分

の3以下であった(函 1A).その後は液肥を 6臼おきに施

用したが，無施用IKの硝駿態窒素量は 21"-'26日呂で 0.07

mg-Nに減少しそれ以降はさらに少ない値で推移した.

混和症でも硝酸態窒素量が減少し 21 "-'26日目以降の値

は無施用区と有意義がなかった.一方，覆土区では硝酸態

窒素最が 21"-'26日昆に他区と同程度に減少したものの，

その後は他区より 3"-'7倍多い値で推移した.

培地から流出した 1セル当たりの水量は，試験開始後O

"-'20 臼目では，覆土区で 3.9mL，混和区で 5.2mLと無

施用区の 9.2mLに比べ少なかった(国1B). これは，覆

土症と混和区では培地に乾燥したくん炭を加えたことで，

培地が保持できる水分最が無施用区より増加したためで、あ

る.その後水最の区間差は縮小したが，覆土区では培地表

自の乾燥が他の区に比べ早かったため，流出した水量は全

般的に覆土区，混和区，無施用区のJI聞に少ない傾向にあっ

た.

液肥施用前の試験開始後 0"-'20日闘については，いず

れの区も培養土量が悶じであることから，培地の硝酸態窒

素量も同じである.このため 流出水中の硝酸態窒素量が

無施用区で仰区より多かったのは，流出水量が多かったこ

とによると考えられた. しかし 27 "-'32日目以降につい
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罰 1 試験期間中に培地から流出した氷に含まれ

る1セノレ当たりの硝酸態窒素量 (A) およ

び流出水量 (B) (試験1)

IZIゅのエラーパーは標準誤差 (n=4)を示し，異

なる英小文字問にはTukeyの多重比較による 5
%水準の有意去をがあることを示す.

ては，流出水中の硝酸態窓素量が覆土区で他区より多い値

で推移したが，流出水量は覆土医で他区より少ない傾向に

あった. このことから， この隠については培地中の硝酸

態窒素量が覆土豆で他誌より多い状態、にあったと考えられ

た.

試験終了時の培地に含まれる 1セル当たりの硝酸態窒素

量も， 27日目以降に回収した水に含まれる硝酸態窒素量

と同様の傾向を示し，覆土区で他区より 6倍以上多かった

(閣 2A). 一方，培地中のアンモニウム態窒素量について

は有意な豆関差が認められなかった(鴎 2B).

(2)培地盤度

午前9時に濯水した 2月 23日の測定では，いずれの

庶も伝中は培地表面が濡れた状態にあり，前報(佐藤ら，

2010) と問様に培地表面培地中とも温度の区間差は日

中を通じて認められなかった(国 3).一方，午後 1時に

濯水した 3月 118の測定では午前中から覆土区で培地

表面が乾いた状態となり，培地中では撮度に区間差がな

かったものの，培地表面では濯水を行うまでの開覆土区で

他区よりも温度が高く推移し 最大で 100Cの差が生じた.
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ーパーは標準誤差 (nニ2) を示す.
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図4 レタス苗の 1株当たりの乾物愛(試験1)

エラーパーは標準誤差 (n=8) を示す.

(3)菌の生育

試験開始後27日目までは苗の乾物重に差が認められな

かった(図 4). その後， 33日目には苗の乾物重が無施用

区で他区より僅かに少なくなり 39日琵以降は覆土区で

も多く，次いで混和区，無施用区のJI阪で苗の乾物重が誰

移した.播種した培地も播種しない培地と向様に躍水や液

IJE施用を行ったことから，播種した培地の硝酸態窒素量も

27日目U、持覆土i主で他区より多い状態にあったと推測さ

れる.高の乾物震はこの数日後に覆土区でイ{主区を上回った

ことから，覆土区では培地の硝酸態窒素量のよ曽加が一因と

なって苗の生育が促進したものと考えられた.

2) インキュベーター試験(試験 2)

育苗ハウス試験における培地温度の結果から，擢水をし

なかった自には覆土藍で他区より培地掘度が培地表面で局

所的に 100C程度上昇することが認められた.そこで試験

2では，この培地温度の差が生じる範囲を拡大し，培地全

体が常に日最高で 10Tの温度差が生じるように設定して，

培地温度と培地表面の明期の有無の影響について調査し

た.

液杷施用前の試験開始後9日目までに回収された水に含

まれる Iセル当たりの硝酸態窒素量は，培養土に含まれて

いた硝酸態窒素の流出により いずれの区も O.76~0. 

84mg-Nの範屈にあったが， 10~15 B目にはそれらの

値は急減しいずれの区も 0.1mg-N以下となった(図

5A). その後，明期がある条件では育苗ハウス試験の結果

と開様の傾向が認、められ 22日目U、降は全ての期間にお

いて日最高温度に関わらず混和症より覆土区で硝酸態窒素

量が多かった.また， 22日百以降において覆土区の硝酸

態窒素量はB最高温度 25
0Cより 35

0Cで多い傾向にあっ

たが，混和誌の硝酸態窒素量は日最高温度の違いによる有

;言、差が認められなかった. このため，硝酸態窒素量は 25

OCの覆土区より 350Cの混和症で、少なかった.

一方，明期がない条件では，混和区の硝酸態窒素量は明

~mがある条件に比べ多く 試験開始後 22日呂以降ではそ

の値が明期がある条件の 3倍以上となった.それに対し，

護士区の硝酸態窒素量は 22~33 日自において明期がある

条件より有意に多かったものの，その差は混和広での明}明

の有無の差に比べ埋かであった.そのため，明期がない条

件では，混和区の硝酸態窓素量は試験期間を通じて覆土区

と同等か，護士IRより多い値となった.

試験期間中に培地から流出した 1セル当たりの水量は，

全般的に日最高温度 25
0

Cより 35
0

Cで少なく，明期があ

る条件より明期がない条件で多い傾向にあった(園 5B).

しかし 日最高担度および明期の有無が同じ条件で覆土区

と混和区の水量を比較すると これらの区間に有意差は認

0-9 10-15 16-21 22-27 28-33 34-39 

試験開始後日数

翠霊童土区 250C.明 E還後土区・350C・号月 包翠土区・250C・猪

口i毘手0[;>;・250c・明 日;昆手0[;>;田350C・羽 lS!i毘平日i豆・250C・5音

国5 日最高温度 (250C・350C)および明期の有無(明・絡)が奥なる条件下における試験期間中に

培地から流出した氷に含まれる 1セノレ当たりの硝酸態袋一素盆 (A)および流出水量(B)(試験2)
図中のエラーパーは標準誤差 (nニ 3) を示し，異なる英小文字陪にはTuI王eyの多重比較による 5%
水準の有意差があることを示す.
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められなかった.

試験終了時の培地の 1セル当たりの硝酸態窒素量は，明

期がある条件では，混和区より覆土区で、4倍以上多かった

が，両亙とも日最高温度による有意差は認められなかった

(区)6A). 明期がない条件では 混和医の硝酸態窒素量は

明期がある条件の 6倍多い値となったが，覆土区のその舘

は明期がある条件と有意、差が認められなかった.そのため，

明期がない条件では，硝酸態窒素量が覆土区と混和区で同

じとなった.一方，試験終了時の培地のアンモニウム態窒

素量は，全ての処理区において有意差が認められなかった

(国 6B).

このように，混和区では培地の日最高温度を常に 100C

高い状態に保っても，培地のがj酸態窒素量は複土より少

なかった. このことから，箆土区の硝酸態窒素量の増加は，

当初想定されたような培地視度の上昇によるものではない

と考えられた.一方で，覆二日豆と混和区の培地の硝酸態窒

素量の差は，ゆjJ鵠がある条件でのみ認められ，明j揺がない

条件で、は混和j互の硝酸態窒素量は覆土区とほぼ同等になる

ことが明らかとなった. このため，混和区では明期の存在

によって培地の硝酸態窒素量が減少したと考えられた.そ

れに対し覆土区で、は，培地内でのくん炭の量は混和区と

同じであるが，それが堵地表面に層状に配置されたことで

培地表面に遮光作用をもたらし 明期がある条件でも培地

が明期がない条件と近い状態に維持されたものと推測され

た.

本実験では，明JtJJの存在によるj者地の硝酸態窒素量減少

の機作については不明であるが 培地のアンモニウム態窓

素量には覆土i豆と混和区で有志;差が認められなかった. こ

のことから，培地中での硝化，或いはその後の硝酸態窒素

の有機イとや悦窒の過程(西尾， 2006)で明朋の影響が及ん

でし、るものと推測された. この点については，富栄養化

が進んだ湖沼において，水中の硝酸態窒素濃疫が明条件ド
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区16 日最高rlu't度 (250C・350C)および明期の有無(明・陪)
が異なる条件下における試験終了時の培地に含まれる l

セノL当たりの硝酸態 (A) およびアンモニウム

(B) (試験2)
問中のエラーパーは標準誤差 (nニ3) を示し，異なる英小文字

|時にはTukeyの多重比較による 5%水準の資意差があることを

示す.

で{底下することが知られている(戸田ら， 1994;久納ら，

1997) .これらの事例では 明条件下での藻類の繁殖や

その生理活性の活発化による硝酸態窒素の取込み量の増加

が，水中の硝酸態窒素濃度低下をもたらす涼因とされてい

る.本実験では，濯水に溜池の水を使っており，培養士も

加熱等生物を死滅させるような処理は行っていないものを

用いている.また，光源、に用いた 2つの LEDの光はいず

れも単波長で太陽光とは大きく異なるものの，植物の光合

成に有効な波長域である このため明期がある条件では培

地舟に藻類が繁摘する可能性もある.培地の備酸態窒素量

が減少した一悶には， このような生物の関与も示唆される

ことから，今後さらにこの点を踏まえて硝酸態窒素量減少

の機作について検討を行う必要がある.

以上の結果から，本実験では CSLを服いたセノレ脊苗に

おいてくん炭を謹二i二すると，窮地の硝酸態窒素量が増加す

ることが認められ，それがi'Dの生育促進の一関と推測され

た.また，培地の硝酸態窒素量の増減には培地表部の光条

件が彩饗することが示唆された.光は培地中深くまでは到

達しないので¥その影響が及ぶ範囲は，培地の極表震に限

られたものと推測される.根域の深さに制限がない土耕で、

の濯水間11寺施肥によるトマト(ヰ1里子ら， 2004)やメロン(城

島ら， 2003)， リーフレタス(与那嶺・城島， 2005) の栽

培では，者!~機肥料から CSL に肥料を代替しても株の生育

や収量には影響がないことが示されている.このことから，

根域が深い栽培条例二で、は 光の影響は無視できる程度かも

しれない. しかし，セルトレイによる育i'Dでは，培地の深

さが 5cmと浅く，また.定期的に培地表部に CSLが施

用される. このような特異的な環境条件のために光の影響

が培地の硝酸態窓素量に顕著に表れたと考えられた.従っ

て， CSLを追肥したセル育苗での窒素IJI::効を高めるにあ

たっては，従米認識されていなかった培地表而の光条円二と

いう点からも改善が割れるものと考える.

4.摘要

コーンスティープリカーを用いたセル育芭におけるくん

炭の覆土が窒素肥効に及ぼす影響を検討するため，育苗ノ、

ウス試験において，培地の刻、機態窒素量，培地握度， レタ

ス苗の生育を， くん炭を覆土した培地，混和した培地， く

ん炭無施用の培地で比較した. また， インキュベーター試

験において， 日最高温度の相違と明期の有無がくん炭を覆

二i二，または混和した培地の無機態窒素震に及ぼす影響につ

いても調査を加えた.

育苗ハウス内の試験では，瀧水に伴って培地から流出し

た水および試験終了時の培地に含まれる硝酸態窒素量は，

覆土区で地区より多かった.培地に含まれるアンモニウム

態窒素量はいずれの区も差がなかった. レタス苗の生育は

覆土i乏で、他区より旺盛だった. 日中の培地中の温度はし、ず

れの区も差がなかったが培地表面の温度は濯水を控えた

場合に覆土区で他区より上昇した.

しかしインキュベーターを用いた試験において，日最
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高温疫を高めても，覆土在では培地から流出した氷に含ま

れる硝酸態窒素量が増加したものの，混和区ではこの値に

変化が認められなかった.混和区では明期の有無が水や培

地に含まれる硝酸態窒素量に影響し，これらの値は明期が

ある条件よりない条件で多い植を示した. 一方，覆土区で

は明期の有無の影響が僅かで、あった.そのため，明期がな

い条件で、は，混和区の水や培地に含まれる硝酸態窒素量は，

と向等かそれ以上の髄となった.

これらのことから， コーンスティープリカーを用いたセ

ル育商で、は， くん炭を覆土することで培地の硝酸態窒素量

が増加することが明らかとなった.また，培地表面の光条

件が培地の硝酸態窒素量の増減に影響することが示唆され

た.
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Rice husk charcoal cover increases nitrate桐Nin plug medium fertilized by corn-steep liquor 

Fumio SATO 1， Toshihiko KARASAWN and Naoto KATO 2 

1 National Institute 01防getableand Tea Science， 2 Nationα1 Agricultural Research Center 

We investigated the effect of rice husk charcoal (RH C) as a cover or mixed with plug medium on nitrogen (N) availability 

when plugs were fertilized by corn勝steepingliquor. We measured the amount of nitrate-N and ammonium-N in the medium 

and in the water that had percolated through the medium (percolate) as well as the diurnal temperature of the medium 

and the growth of lettuce seedlings in a greenhouse experiment with three treatments: RHC as a surface cover (RHC-

cover treatment)， RHC mixed into the medium (RHC-mixed treatment)， and no衣HCcontrol. We also used an incubator 

experiment to investigate the effect of daily maximum temperature and the presence or absence of light period on the 

amount of inorganic嶋Nin the medium in RHC噂coverand RHC-mixed treatments 

In the greenhouse experiment， the amount of nitrate-N in the percolate and remaining in the medium at the end of 

the experiment was higher in the RHC釧covertreatment than in the other treatments. The amount of ammonium-N in the 

medium did not differ between the treatments. The lettuce seedling growth was greatest in the RHC-cover treatment. The 
diurnal tempera加rein the medium did not differ between the treatrnents， but the temperature on the medium surface 

increased more in the cover treatrnent than in the other treatments when watering was withheld. 

In the incubator experiment， the amount of nitrate例Nin the percolate increased in the RHC-cover treatment when daily 

maximum temperature increased， but no effect was measured in the RHC-mixed treatment. The amount of nitrate小~in the 
percolate and in the medium of the RHC-mixed treatment was higher in the absence oflight period than in the presence of 

light period. The RHC-cover treatment was only slightly affected by the presence or absence of a light period; thus， in the 

absence of a light period， the amounts of nitrate N in the percolate and in the medium of the mixed treatment were equal to 

or more than those of the cover treatrnent. 

Key words: light condition， nitrogen fertilizer e笠iciency，organic liquid fertilizer 

(Jpn.]. Soil Sci. Plant Nutr.， 83， 274-279， 2012) 
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