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有機農法による畑土壌から発生する温室効果ガスの制御に関する研究
― 堆肥および化成肥料を連用したキャベツ圃場における
温室効果ガスの排出と硝酸態窒素の溶脱 ―
Study on mitigation of greenhouse gas emission from an
organic farming field

- Monitoring of greenhouse gas emission and nitrate nitrogen eluviation
from cabbage fields applied with composts and chemical fertilizer Abstracts
Global environment has gotten worse with the increase in anthropogenic activity in recent
decades. Agricultural production also have great impacts on contaminations of atmosphere,
hydrosphere and pedosphere. Application of fertilizer to arable fields promote an emission of
greenhouse gas (GHG) and an eluviation of ionic substances in groundwater. Several reports
suggest that organic farming is one of effective mitigation option for these problems; however,
the effect of different organic matters such as composts is not well understood. Emissions of
nitrous oxide (N2O) and methane (CH4), and eluviation of nitrate-nitrogen (NO3--N) have been
monitored from a cabbage field from March 2014 to February 2015. Grass manure compost and
fermented-soil (GMFS), cattle manure compost (CMC), and chemical fertilizer (CF) have been
applied respectively to same plot for 18 years. Nitrogen (N) input from these organic and inorganic
matters have been lower than the reference value of cabbage cultivation in Shizuoka prefecture.
Yield in CMC plot was almost same to that in CF plot, and both yields reached to the target value
of cabbage cultivation in Shizuoka prefecture. Area-scaled and input-N-scaled cumulative N 2O
emissions in CF plot were significantly higher than that in GMFS and CMC plots. Yield-scaled
cumulative N2O emission in CF plot was significantly higher than that in CMC plot. On the other
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hand, yield-scaled cumulative CH4 uptake in GMFS plot was significantly higher than that in
CMC and CF plots. Area-scaled cumulative CH4 uptake in CF plot was significantly lower than
that in GMFS and CF plots. Concentration of NO3--N in soil water of 1m depth under soil surface
was about 10 times higher in CF plot than in GMFS and CMC plots through monitoring period.
Concentration of NO3--N in soil water of CF plot always exceeded the reference value of water
quality by Ministry of the Environment in Japan. These results suggested that organic farming
would be more effective on mitigating of GHG emission and NO 3--N eluviation compared with
chemical fertilizer-based farming.

1. 緒

言

近年、地球温暖化、大気・水質・土壌汚染、自然生態系の破壊、生物多様性の減退などが著し
く進行し、地球環境は悪化の一途をたどっている。これらの問題への対応は、われわれ人類が直面
している喫緊の課題である。農業には人類の生存に欠かせない食糧を生産するという重要な役割
がある反面、その活動を通して大量の温室効果ガス（ GHG ）が排出されるという矛盾もはらんでい
る。農業分野から排出される GHG は、二酸化炭素（ CO2 ）換算で年間約 60 億トン程度と見積もられ
ており
（ IPCC 2007）
、この量は世界全体から排出される人為起源の GHG 量の約 4 分の 1に相当する
（IPCC 2007 ）
。農業分野から排出されるGHG で、特に問題となっているのは、亜酸化窒素（ N2O ）と
メタン（ CH4 ）である。1 年間に、世界全体から排出されるGHG のうちわけは、N2O 量が 28 億トン、CH4
が33 億トン、CO2 が0.4億トンと見積もられており
（IPCC 2007 ）
、圧倒的にN2OとCH4 の割合が高く、こ
れらのガスの排出抑制が農業分野の課題である。
N2O は地球の温暖化を促進するばかりでなく、オゾン層を破壊するガスでもある（ Cicerone 1987 ）。
N2Oは農地に施用された窒素肥料を微生物が代謝することにより排出されるガスであり、好気条件では
硝酸化成作用の、嫌気条件では脱窒作用の過程で生じる（ Hayatsu et al. 2008 ）。したがって、N2O
の排出抑制には施肥窒素量を制限することが有効であると考えられている（ Bouwman et al. 2002 ）。
一方、CH4 は圃場に施用された有機物が嫌気条件下におかれた際に、CH4 生成菌の働きによって
生じるガスである。農業分野から排出される CH4 量の約 7 割は、反すう家畜の飼育や稲作に由来す
る（ IPCC 2007 ）
。一般的に、畑条件の土壌は CH4 のシンクとして働く
（ Minami and Kimura 1993；
Hütsch 2001 ）が、その効果は、土壌の水分含量の上昇（ Flessa et al. 1995 ）や化学合成された窒
素肥料の施用（ Bronson and Mosier 1994；Hütsch 2001 ）などで抑制されることが知られている。
農業生産活動を通した水質・土壌汚染については、圃場や家畜の不適切な管理によって土壌や関
係する水系が汚染されることによる。特に過剰な施肥により地下水中の硝酸態窒素（ NO3--N ）濃度が
基準値を超えることはよく知られているところである（新良ら 2005；宮崎ら2011 ）。
これに対し、化学肥料と比べて肥効の発現が緩慢な有機質資材を主体的に活用する有機農法で
は、地球環境への負荷が少なくなると考えられる（Niggli et al. 2007 ）が、肥効発現の遅速を補うため
に未熟な有機質資材を施用するとN2O 排出量が増加（ Paul and Beauchamp 1989 ）すること、牛ふ
ん堆肥の施用圃場では土壌中のメタン酸化古細菌密度が高まるため一時的な CH4 排出が認められる
こと（ Gattinger et al. 2007； Radl et al. 2007 ）などが報告されている。さらに、家畜ふん堆肥などの
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窒素含量の高い有機質資材を多量に施用すると、地下水汚染の危険性も高まってしまう。これらの報
告が示すように、地球環境への負荷という視点における有機農法の評価は多様であることから、有機
農法におけるGHG 排出の特徴を明確にするためには、様々な農法での比較試験が必要であると認識
されている（ Skinner et al. 2014）
。そこで本研究では、当研究所で管理・維持している、堆肥および
化成肥料をそれぞれ単独で施用し続けてきた圃場を対象に、それらの圃場から排出される GHGと土
壌浸透水中の NO3--Nについて調査した。

2 . 材料と方法
2-1 . 試験査圃場と施用資材
静岡県伊豆の国市にある当研究所の大仁農場（北緯 35 °3 ’ , 東経 139 °1 ’ ）において、キャベツ
（ Brassica oleracea var. capitata ）を年 2 作（春作・秋作）
、18 年間、連作してきた試験圃場（淡色
黒ボク土）を対象に 2014 年度に調査を行った。春作では金系 201 号（サカタのタネ、横浜）、秋作で
は湖水（タキイ種苗、京都）の品種を栽培した。自家製の草質堆肥および培養土（ GMFS ）、自家製
の牛ふん堆肥（ CMC ）
、購入した化成肥料（ CF ）を施用した処理区を設けた。各処理区 10a あたり
に施用した資材重量は表 1 に示した。2014 年度に施用した資材に含まれる窒素量（ kg-N/10a ）は、
GMFS 区；29.6 、CMC 区；40.0 、CF 区；48.0であった。化成区の窒素量は、静岡県の冬どりキャベツ
栽培における化成肥料の施肥基準（静岡県 2009）の 8 割に設定した。GMFSとCMC は定植後に表
層施用し、CF は元肥を定植約 2 週間前に全層施用し、2 回の追肥を表層施用した。栽培は 4×7m の
区画を各処理区 3 区画設け、1 区画に3300 株 /10a の栽植密度で定植した後、防虫ネットを設置した。
栽培終了後、全ての区画で管理機による耕耘を2回行った。
表 1 試験圃場に施用された資材の10a あたり生重量．

a；くみあい CDU 複合燐加安 555, b；粒状 15 炭酸苦土石灰 ,
c；くみあい熔成微量要素複合肥料顆粒 FTE1 号 , d；くみあい尿素入り窒素加里化成 2 号
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2-2 . GHG の測定
試験圃場から排出された GHG（ N 2O, CH 4 ）の採取には、クローズドチャンバー法（ Yamamoto

et al . 2012 ）を用いた。すなわち、各区画の中心に塩ビ製の円筒（直径 25cm, 高さ 10cm ）を設置
し、2014 年 3 月から2015 年 2 月の期間内で計 28 回採取した。チャンバー内の空気を、プラスチックシ
リンジを用いて 0, 10, 20min おきに 30mL ずつ採取し、ブチルゴム栓で密封した減圧ガラスバイアル
（ 15mL, SVG-15, 日電理化 , 神戸）中に保存した。ガスの採取は午前中に行った。GHG の濃度は、
Yamamoto et al（2012）
.
の方法に準じ、ガスクロマトグラフィーで決定した。GHGの積算排出量は、各
フラックスの折れ線を台形法で積分して算出した。
2-3 . 土壌理化学性、気象データ、作物生育量、土壌浸透水の測定
GHG の採取時に、チャンバー周辺の土壌を 100mL のステンレス採土管（ 5cm 深）で採取し、生
土のまま 2mm の篩を全通させた。一部は土壌水分含量の測定のために 105 ℃ , 24hr 乾熱処理し
た。pH（ H2O ）, EC, アンモニア態窒素（ NH4＋-N ）, 硝酸態窒素（ NO3--N ）の測定は、Tabuchi

et al（
. 2008 ）の方法に準じた。土壌の仮比重は、土壌三相計（ DIK-1120, 大起理化 , 埼玉）で測
定した。
気象観測データ
（2m 高の気温、15cm 深の地温、降水量）は、試験圃場から約 150m 離れた農場内
に設置した気象観測機（Weather Bucket, アグリウェザー, 北海道）の測定値を採用した。
キャベツの生育調査は、定点の株を1 区画から10 個体取り出し、それぞれ球重、球高、球径、結球
状態、結球良否、球色、虫害、病害、外葉数、外葉重の項目について調べた。
土壌浸透水は、各区画の 1m 深に土壌採水器（ FV-443 , 藤原製作所 , 東京）のポーラス部が
位置するように埋設し、月 1 回、約 8 時間の減圧吸引によって採取した。土壌浸透水の硝酸態窒素
（NO3--N ）, pH（ H2O）, EC の測定は、それぞれ、イオンメーター
（ CARDY NO3 C-141, HORIBA,
京都）
、pHメーター
（LAQUA twin B-712, HORIBA, 京都）
、ECメーター
（ LAQUA twin B-771,
HORIBA, 京都）で測定した。
2-4 . 統計処理
平均値、標準偏差値は MS-Excel 2013（マイクロソフト, 東京）
、GHG の積算排出量の Tukey 検
定には Kyplot for Windows version 3（カイエンス, 東京）を用いた。

3. 結

果

3-1 . キャベツ収量
キャベツの収量を図 1に示した。春作の収量は GMFS 区が 1.5±0.3 、CMC 区が 3.1±0.5 、CF 区が
1.8±0.6t / 10a 、秋作の収量は GMFS 区が 2.7±0.3 、CMC 区が 4.0±0.5 、CF 区が 4.1±0.5t / 10a で
あり、全ての区において秋作の方で収量が高くなった。他の生育パラメーターについては、秋作では処
理間で有意差は認められなかったが、春作では、球高、球径および病害の被害度は CMC 区が有意
に大きく、結球良否は CF 区が有意に良かった（データ省略）。
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3-2 . GHG フラックス
N2O フラックスの結果を図 2a に示した。N2O
フラックスは、年間を通じて CF 区が大きくなる傾
向があった。全区とも、施肥後に N2O フラックス
の増加が認められた。N 2O フラックスの最大値
は GMFS 区が 83.5±89.7 、CMC 区が 166.2±
57.2 、CF 区が 254.5±61.7μg-N2O/m2/ hr で、
GMFS 区は春作と秋作の間、CMC 区とCF 区
は春作期間に認められた。
CH4フラックスの結果を図2bに示した。CH4フ
ラックスは全ての区で年間を通じてマイナスであ
り、すなわち吸収作用であったことが示された。

図 1 春作および秋作のキャベツ収量 .

CH4 フラックスは、年間を通じて GMFS 区が大き

アルファベット（春作は小文字，秋作は大文字）の異なるカ
ラムは Tukey 検定で有意差があることを示す .

くなる傾向があった。CH4 フラックスの最大値は、
GMFS 区が -38.6±6.5、CMC 区が -33.8±0.0、

CF 区が -23.4±0.0μg-CH4 /m2/ hr で、GMFS 区は春作と秋作の間、CMC 区は秋作期間、CF 区は
春作期間に認められた。
3-3 . 土壌および環境パラメーターの変化
土壌水分含量の変化パターンは各区とも同様だったが、CF 区は他の区より常に低く推移した
（図 2c ）。
年間の降水量は 1,583mm で例年と比べて若干少なめであった。秋作前の 37-169 日目の間が
716mm 、秋作からそれ以降の 170-332 日目の間が 573mm で、梅雨期の降水量の方が多かった
（図 2d ）。
気温も地温も、9月以降に低下しはじめた（図2e）。
NH4 ＋ -N 含量は、CF 区では施肥後に増加が認められたが、堆肥区では大きな変化は認められな
かった。秋作期間におけるCF 区の2回目の追肥（243日目）以降にNH4＋-N 含量の著しい増加が認め
られた。
（図 2f ）
。
NO3--N 含量は、各区とも施肥の後に増加が認められたが、CF 区は GMFS 区および CMC 区よ
り大きく推移した。NH4 ＋ -N 含量が著しく増加した 243日目以降は、NO3--N 含量も同様に増加した。
（図 2g ）。
pH（H2O）は、GMFS 区とCMC 区ではそれぞれ5.8-6.7と6.1-7.1の間で推移し、平均は、GMFS 区
とCMC 区でそれぞれ 6.3±0.1と6.6±0.1 であった。これに比べ、CF 区では年間を通じて低く、春作と
秋作の期間はそれぞれ 4.7-5.8と5.3-5.9 の間で推移し、平均はそれぞれ 5.2±0.2と5.7±0.2 であった。
（図 2h ）
。
各試験圃場の仮比重は、GMFS 区が0.52±0.01、CMC 区が0.54±0.02、CF 区が0.57±0.02kg / L
で、GMFS 区とCF 区の間に有意差（ P ＜0.05）があった。
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図 2 温室効果ガスフラックスおよび土壌理化学性の変化 .
（a）亜酸化窒素（ N2O）フラックス ,（ b ）メタン（ CH4 ）フラックス ,（ c ）土壌水分含量 ,（ d ）降水量 ,
（e）温度 ,（f）アンモニウム態窒素 ,（ g ）硝酸態窒素 ,（ h ）pH（ H2O ）.
矢印の番号と作業の対応は以下のとおり.（ 1 ）化成肥料の元肥施用、
（ 2 ）堆肥施用、
（ 3 ）キャベツの定植、
（4）化成肥料の追肥、
（ 5 ）キャベツのサンプリング .
値は3反復の平均値±標準偏差 .
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3-4 . GHG 排出・吸収量
GHG 排出・吸収量は、37～332日目の間の各フラックスデータ（図2a , b）を台形法によって算出した。
単位面積あたりの N2O 排出量は、GMFS 区が 142.3±10.4 、CMC 区が 199.8±24.3 、CF 区が
434.6±81.7mg-N2O/m2 で、CF 区が最も多く、他の二区との間に有意差が認められた（図 3a ）。単位
面積あたりの CH4 吸収量は、GMFS 区が159.3±28.3、CMC 区が133.9±6.5、CF 区が80.1±10.1mg
-CH4/m2 で、GMFS 区が最も多く、GMFS 区とCF 区、CMC 区とCF 区との間に有意差が認められた
（図 3b ）
。

図 3 単位面積あたりの N2O 排出量および CH4 吸収量の比較 .
（ a ）亜酸化窒素（ N2O）,（ b ）メタン（ CH4 ）.
*；P＜0.05, **；P＜0.01, ***；P＜0.001.
値は3 反復（ 37-332日目）の平均値±標準偏差 .

図 4 収量あたりの N2O 排出量および CH4 吸収量の比較 .

図 5 施用窒素あたりの N2O 排出量の比較 .

（a ）亜酸化窒素（N2O）,（ b ）メタン（ CH4 ）.
*；P＜0.05, **；P＜0.01.
データの表示は図3と同じ .

**；P＜0.01
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データの表示は図 2と同じ .

収量あたりの GHG 排出・吸収量は、春作と秋作の収量の合計値（ t /10a ）で単位面積あたりの
GHG 排出・吸収量を除すことで算出した。収量あたりの N2O 排出量は、GMFS 区が35.2±7.7、CMC
区が 28.1±2.5 、CF 区が 76.6±27.4mg-N2O/m2/yield で、CF 区が最も多く、CF 区とCMC 区との
間に有意差が認められた（図 4a）
。収量あたりの CH4 吸収量は、GMFS 区が 39.6±11.0 、CMC 区が
19.0±2.1 、CF 区が 13.8±3.0mg-CH4 /m2/yield で、GMFS 区が最も多く、CMC 区とCF 区との間に
有意差が認められた（図4b）
。
施用窒素あたりの N2O 排出量は、春作と秋作の施用窒素の合計値（g-N/m2 ）で単位面積あたりの
排出量を除すことで算出した。GMFS 区が4.8±0.4 、CMC 区が 5.0±0.6 、CF 区が 9.1±1.7mg-N2O/
m2/ input-N で、CF 区が最も多く、他の二区との間に有意差が認められた（図 5 ）。
3-5 . 土壌浸透水
NO3--N 濃度は、GMFS 区が1.4-9.5、CMC 区が1.3-3.8、CF 区が18.6-45.2mg / Lの間で推移し、
平均は GMFS 区が 4.0±1.4 、CMC 区が 2.5±1.0 、CF 区が 27.0±5.3mg / L であった（図 6a ）。月ごと
に、GMFS 区および CMC 区とCF 区との差を比較したところ、CF 区は他の二区より平均で約 10 倍高
かった。
EC は、NO3--N 濃度と同様の推移であった（図6b ）。
土壌浸透水の pH（ H2O ）は、表層土壌の pH（ H2O ）
（図 2h ）より若干高くなる傾向があったが、
CF 区が GMFS 区および CMC 区よりも低くなることは同様であった（図 6c ）。土壌浸透水中の亜硝酸
性窒素は検出限界以下であった（データ省略）
。

図 6 土壌浸透水中の化学性の変化 .
（a）硝酸態窒素（ NO3--N）濃度 ,（ b ）pH（ H2O ）,（ c ）EC.
矢印の番号、作業の対応、データの表示は図 2と同じ .

8

4. 考

察

4-1 . キャベツの収量について
有機栽培と慣行栽培では圃場に施用する資材の種類が異なるため、GHG 排出の比較をより客観的
に行うには、収量あたりの排出量を算出することが重要となる。
（ Mondelaers et al. 2011 ）。
本研究の調査圃場がある静岡県では、夏まき12-1 月どりキャベツの目標収量に、栽植密度 47005500 株 / 10a で 4.5-5.0t / 10a を掲げている（静岡県 2009 ）。本研究では栽植密度が 3300 株 /10a
なので、単純計算すると目標収量は 3.0-3.2t / 10a 程度に変換されるが、栽植密度の低下に伴う球
重の増加を見込んで 1 球あたり1.2kgと設定すると4.0t / 10aとなるため、本研究の場合、目標収量を
3.0-4.0t / 10aと仮定した。このような視点から、秋作の CMC 区とCF 区では慣行栽培と同程度の収量
が得られ、GMFS 区では目標収量に若干到達しなかったと判断した。
春キャベツの目標収量については静岡県では示されていないが、農林水産統計（農林水産省
2015 ）によると、2015 年の春キャベツおよび夏秋キャベツ収量の全国平均値は、それぞれ 4.22 および
4.64t / 10a であり、春キャベツの収量は夏秋キャベツの収量の 0.9 倍であることから、本研究における春
作の目標収量を 2.7-3.6t / 10aと仮定した。この目標値には CMC 区だけが到達しており、GMFS 区と
CF 区は CMC 区より有意に低かった（図 1）
。秋作の CF 区の収量は CMC 区と同程度にまで回復した
が、この原因としては、春作では土壌 pH がキャベツ生育の至適域（ Ware and McCollum 1980 ）より
低かったので収量が低かったが、秋作前に土壌 pHを矯正（図 2h）することで収量が増加したと考えら
れた。
4-2 . N2O の排出について
、単位面積あたりの
土壌からの N2O フラックスは、年間を通じて CF 区で大きい傾向があり（図 2a ）
N2O 排出量でも、CF 区は GMFS 区や CMC 区よりも有意に多くなった（図 3a ）。圃場に施用された窒
素量はCF 区が最も多かったが、施用窒素あたりの N2O 排出量でも、CF 区はGMFS 区や CMC 区より
も有意に多くなった（図 5 ）。化成肥料の施用に伴う無機態窒素含量の上昇によって N2O の排出が増
加することは多くの報告があり
（Bouwman et al. 2002；Akiyama et al. 2004；Lin et al. 2013 ）
、本研
究でも同様の結果が得られたことから、化成肥料は堆肥よりもN2Oを発生しやすい資材であると判断し
た。収量あたりの N2O 排出量でもCF 区が最も多く、CMC 区と有意差があった（図 4 ）。CF 区の春作
収量は、土壌 pH が原因で低下したことが考えられたため、仮にCF 区の春作収量が CMC 区と同程度
だったと仮定して再計算したところ、CF 区の収量あたりのN2O 排出量は約 60mg /m2/yieldまで低下し
たが、依然として GMFS 区や CMC 区よりも多かった。CF 区の収量あたりの N2O 排出量が GMFS 区
や CMC 区と同程度になるためには、CF 区の春作収量が 6-7t /10a に達せねばならず、実現性に
乏しい。
したがって、草質堆肥や牛ふん堆肥を長期に連用した圃場では、化成肥料を連用した圃場よりも
収量あたりの N2O 排出量が少なくなる可能性が考えられた。また、Skinner et al（
. 2014 ）は、収量あ
たりの N2O 排出量を有機栽培と慣行栽培とで同程度にするためには、有機栽培における収量を現状
より9％上昇させる必要があることを示唆しているが、キャベツ栽培の場合、本研究で調査した圃場の
ように、有機物を長年月に渡って連用した圃場では、慣行栽培と同程度の収量が得られることが示唆
された。
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単位面積あたりの N2O 排出量は、CMC 区の方が GMFS 区より多くなる傾向があった（図 3a ）が、
施用窒素あたりの N2O 排出量では両者は同程度であった（図 5 ）。Akiyama and Tsuruta（ 2003 ）
は家畜ふん堆肥の種類によって N 2O の排出量が異なることを示しているが、本研究の結果からは、
GMFS 区とCMC 区で用いた有機質資材の違いによるN2O 排出の差異は認められなかった。
272 日目における CF 区の N 2 O フラックスの上昇は、土壌中の NO 3 - - N 含量の増加によると
考えられた。この時期の地温や気温の平均値は 15 ℃以下であり
（図 2e ）
、降水量も少ない（図 2d ）た
め、キャベツのNO3--N 吸収や土壌表層からのNO3--Nの溶脱が少なかったことが影響していたのかも
しれない。
4-3 . CH4 の吸収について
CH4 フラックスは年間を通じて負の値を示したことから、CH4 は土壌に吸収されていることが確認され
た（図 2b ）
。GMFS 区の CH4 吸収量は他の二区より多く、単位面積あたりの CH4 吸収量では、GMFS
区とCF 区、CMC 区とCF 区の間に有意差があり、収量あたりの CH4 吸収量では、GMFS 区と他の二
区との間に有意差があった（図 3b, 図 4b）
。Flessa et al（
. 1995 ）は、土壌の CH4 吸収には拡散効果
の影響も大きいことを示している。土壌の仮比重は GMFS 区が最も小さく、GMFS 区とCF 区の間に有
意差があったため、土壌中への CH4 の拡散は GMFS 区の方が大きかったことが考えられた。一般的
に、CH4 の吸収量は森林や草地の方が畑地よりも多くなることが知られている（ Minami and Kimura
1993；Hütsch 2001 ）。森林や草地では基本的に植物残渣が循環している環境であり、GMFS 区に
は植物由来の堆肥が施用され続けていることから、植物質資材の連用は土壌物理性の改善に伴い、
CH4 の吸収能が高まる効果があるのかもしれない。
一方、草地における研究（Shimizu et al. 2013；Mori and Hojito 2014 ）では、草地に堆肥を施用
すると一時的にCH4 の排出が検出されることが報告されているが、本研究ではそのような現象は確認さ
れなかった。草地と畑地、堆肥品質、測定頻度の違いなどが影響している可能性が考えられたが、原
因は不明であった。
4-4 . 土壌浸透水について
土壌浸透水中の NO3--N 濃度は、年間を通じて CF 区が常に高かった（図 6a ）。環境省が示す水
質中の基準は、硝酸性窒素と亜硝酸性窒素の和として 10mg / L である（環境省 2014 ）。GMFS 区と
CMC 区は年間を通じてこの値を超えなかったが、CF 区ではこの値より低くなることはなかった。CF 区
に施用される化成肥料由来の窒素量は、静岡県の基準（静岡県 2009 ）の 8 割であることと、また同基
準では、化成肥料の他に堆肥 3t / 10a の施用も行うことになっている（静岡県 2009 ）ことを考えると、実
際の慣行栽培では今回の結果以上の NO3--N が溶脱している可能性が考えられた。
土壌浸透水中の EC の変化は、NO3--N 濃度と同様の変化であった（図 6b ）ことから、土壌浸透水
中の EC 値は NO3--N 濃度の影響を強く受けていることが示唆された。
土壌浸透水中の pH（ H 2O ）
（ 図 6c ）は、表層土壌の pH（ H 2O ）
（ 図 2h ）と同様、CF 区の方が
GMFS 区および CMC 区より低かったが、その差は土壌浸透水の方が小さかった。CF 区では、表層に
化成肥料が施用されるため、NO3--N 以外の水溶性イオンの影響を受けやすいことが pH（ H2O ）の低
下を招いている可能性が考えられた。
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5 . まとめ
有機質資材と化成肥料を施用したキャベツ連作圃場（静岡県伊豆の国市）について、作物収量、
温室効果ガス（ GHG ）、土壌浸透水中の硝酸態窒素（ NO3--N ）濃度について調査した。牛ふん堆
肥（ CMC ）を 18 年間施用し続けた圃場では、当該地域の基準よりも少ない窒素施肥量であっても
収量目標値に達するとともに、化成肥料（ CF ）が施用された場合と同程度の収量を得ることができるこ
とが示された。CF 区から排出された N2O 量は、単位面積、収量、施用窒素あたりのいずれでも草質
堆肥・培養土（ GMFS ）区および CMC 区より高かった。一方、圃場に吸収された CH4 量は、単位面
積、収量あたりのいずれでもGMFS 区が高かった。土壌浸透水中の NO3--N 濃度は年間を通じて CF
区が高く、環境省の水質基準を常に超えていた。以上の結果から、堆肥連用によって土壌管理された
キャベツ圃場では、窒素施用量が基準以下であっても一定の収量が得られるとともに、GHG 排出量や
地下への NO3--N 溶脱を軽減できることが示された。
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