
土水路における硝酸態窒素浄化能の評価
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摘要：茶園に囲まれた水田群内を流れる用排水兼用の土水路で、流下過程における硝酸態

窒素の動態及び底泥の脱窒活性を調査し、土水路の硝酸態窒素浄化能を評価した。

本土水路では、土水路表流水中では流下過程における硝酸態窒素濃度の変動は小さかっ

た。しかし、底泥の表層１cmでは、硝酸態窒素の安定同位体自然存在比等から、表流水の

硝酸態窒素が降下浸透過程で脱窒されていることが明らかとなった。また、底泥(0～12.5

cm)での硝酸態窒素浄化能は8.33g m-2 d-1 と算出され、土水路での高い硝酸態窒素浄化能が

示唆された。
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Evaluation of Nitrate Nitrogen Removal Potential
in the Gutter around Paddy Field

SHIBAYAMA Hiroko, IMAI Katsuhiko, TSUNEKAWA Ayumi and KASUYA Masahiro

Abstract: We evaluated nitrogen removal potential of the gutter around paddy field. We
examined movement of nitrate, and dentirification potential of sediment layer at the
gutter paddy field which was as irrigation as drainage ,and flowed around paddy field
surrounded by a tea field.
It was thought that the change of the nitrate in overlying water was small during

flowing, but the gutter of sediment layer had high nitrogen removed potential,this
potential was 8.33 g m-2 d-1 between 0 and 12.5 cm deep of sediment layer,and nitrate
got denitrification in surface of sediment layer during fall and penetration.
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緒 言

閉鎖系水域では富栄養化が著しく、改善も見られない

ことから、国は指定水域を定め、窒素、リン等の総量規

制を実施している。愛知県においても、閉鎖性の強い三

河湾では、数十年にわたって富栄養化が進行しており、

その原因のひとつである農業からの窒素、リンの負荷が、

第５次総量削減計画の中で削減対象として位置づけられ

た。農業分野でこれらの汚染物質が閉鎖系水域へ流入す

るのを防ぐため、施肥を適正化し、農耕地以外へこれら

の物質が流出しない対策をとることが最も重要な対策で

あるが、それにも限界がある。そこで、農耕地の持つ浄

化能を評価し、それを積極的に活用することが期待され

ている。特に水田については、脱窒作用による硝酸態窒

素浄化能が非常に高いことが多く報告されている2,3)。土

水路においても、水田と同じように脱窒作用が起こるこ

とが考えられるが、その定量的評価をした研究例は少な

い。駒田・竹内1)は、土水路において硝酸態窒素や亜硝

酸態窒素が除去されている状況と底泥の脱窒活性を比較

し、底泥に脱窒活性が存在することを報告している。土

水路は、維持管理に人手がかかることから減少の一途を

辿っているが、このような水質浄化機能を有効に活用し

ていくことは河川や三河湾の水質保全にとって有意義と

考えられる。

そこで、今回西三河地域の茶園に隣接した水田群を流

れる用排水兼用の土水路において、窒素の動態、底泥の

脱窒活性を調査し、土水路における硝酸態窒素浄化能の

定量的な評価を行ったので報告する。

調査方法

１ 調査地点

調査対象地域は、西尾市上町の矢作川下流域に位置す

る水田群で、洪積台地上に立地する茶園に三方を囲まれた

水田群内を用排水兼用の水路が流れている（図１）。

この水路のうち、水田群北側の土水路となっている区間

図１ 調査地域の概要
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で調査を行った。茶園から水田に向かって標高は徐々に

低下しており、水田は、南東から北西方向に向かって階

段状に次第に低くなるように配置されている。土水路は

素堀型で、幅約60cm、長さ約100mで東から西に向かって

流れている。この土水路には水田かんがい期に明治用水

が通水されるが、用排水非分離型で茶園からの表面流去

水や洪積台地からの流出地下水（湧水）及び生活排水が

流入している。

調査地点は図１の地点No.１、No.２（No.１から50m)

及びNo.３（No.１から100m）とした。地点No.１とNo.２

の間は、隣接する水田に取水口、排水口がなく、土水路

と水田との間に人為的な水の出入りが行われない区間で

ある。地点No.２とNo.３の間には、水田西側を流れる水

路との合流がある。

２ 調査方法

(1) 土水路表流水及び底泥間隙水中の硝酸態窒素濃度と

δ15N値及び塩化物イオン濃度

流下過程における表流水の硝酸態窒素濃度の変動と底

泥における脱窒の可能性を調べるため、2005年11月17日

に地点No.１、No.２及びNo.３の土水路表流水と底泥間

隙水を深さ別に採取し、硝酸態窒素を測定した。表流水

はポリエチレン製ボトルに採取した。底泥の深さ１、３

及び５cmの間隙水は、深さ別の間隙水を正確に採取でき

るよう工夫した方法で採取した。すなわち図２のように、

２cm間隔で側面に穴を開けた直径15cmの塩化ビニル製の

管を底泥の構造を壊さず、穴の位置が水路底面から深さ

１、３、５cmとなるように打ち込んだ。塩化ビニル管内

の底泥を取り除いた後、側面の穴を通してチューブをつ

けたポーラスチューブを底泥に水平に差し込み、真空瓶

により吸引、採取した。深さ10、30、50cmの底泥間隙水

は、ポーラスカップを所定の深さまで垂直に挿入して、

真空瓶により吸引、採取した。

採取した水試料は、氷冷して研究室に持ち帰った後、

塩化物イオン、硝酸態窒素は試料を孔径0.20μmのメン

ブレンフィルター（材質：セルロース混合エステル）で

ろ過し、イオンクロマトグラフ（横河電機、IC200）で

測定した。

図２ 底泥間隙水の採取法
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土水路表流水と深さ１cmの底泥間隙水の硝酸態窒素の

δ15N値については、孔径0.45μmのメンブレンフィルタ

ー（材質：セルロース混合エステル）でろ過し、ろ液に

１％になるように酸化マグネシウム（軽質）を加えて蒸

留し、アンモニア態窒素を除去した。その後、酸化マグ

ネシウムと同量のデバルタ合金を加えて再度蒸留し、生

成したアンモニア態窒素を0.1mol L-1 塩酸に捕集した。

捕集液は、ホットプレート上で加熱して、液量が１ml以

下になるまで濃縮した。その後、アスカライトとシリカ

ゲルを入れた真空デシケータ中で完全に水分を除去し、

元素分析計と接続した安定同位体比測定用質量分析

計（ThermoFinnigan DELTA Plus+NC2500）でδ15N値を測

定した。

(2) 底泥の深さ別脱窒活性及び化学性

深さ別の底泥試料は、2005年7月21日に直径15cm、長

さ60cmの塩化ビニル管を底泥に約50cm打ち込んで得た柱

状試料について、深さ0～0.5cmはスパチラで、0.5～5.5

cm、7.5～12.5cmは100mLの採土管を用いて採取した。25

～35cm、45～55cmは土壌採取用オーガーで採取した。土

壌試料は、採取後速やかにポリエチレン製袋に密封、氷

冷して持ち帰り、その日のうちに脱窒活性の測定に供し

た。

脱窒活性は、未風乾土壌を用いてアセチレンブロック

法（糟谷2)の方法を改変）により測定した。すなわち、

30mLバイアルに土壌２mLを加えてブチルゴム栓とアルミ

シールで密栓した後、気相を窒素ガスで置換し、14mmol

L-1硝酸カリウム溶液５mLとアセチレンガス３mLを加え、

30℃で４時間静置培養した。培養開始時及び培養後のバ

イアル内の一酸化二窒素(N2O)濃度をECD付きガスクロマ

トグラフ（島津GC14A-PF、充填剤Porapack-Q®）で測定

した。気相中濃度から液相中に溶存している一酸化二窒

素量を求め、両者の合計を一酸化二窒素生成量とした。

一酸化二窒素は培養開始後４時間の間、直線的に増加し

たと見なしてその生成速度を算出した。培養は各試料３

連で行った。

全炭素(TC)含量と全窒素(TN)含量は、風乾細土をNCア

ナライザー（住化分析センターSUMIGRAPH、NC-800）で

測定した。

試験結果及び考察

１ 降下浸透過程での硝酸態窒素濃度の低下に対する脱

窒の寄与

2005年11月17日に採取した地点No.１、No.２、No.３

の表流水及び底泥間隙水中の硝酸態窒素濃度と塩化物イ

オン濃度、表流水及び深さ１cmの底泥間隙水中のδ15N値

を表１に示した。

土壌の生化学性に左右されない塩化物イオン濃度は、

表流水と深さ５cmまでの底泥間隙水では19～20mg L-1、

それより深い所では12～18mg L-1と、深さ５cmまでは表

流水とほぼ同じで、それより深い所では低くなった。こ

のことから、深さ５cmまでは土水路表流水が降下浸透し

たものであり、それより深い所では塩化物イオン濃度の

低い他の水との混合がおきている可能性がある。恒川ら4)

はこの土水路に隣接する水田の地下水位の変動から、場

所、季節により被圧地下水を形成していることを明らか

にした。その水位の変動結果から、隣接する水田の地下

水の全水頭が土水路の底泥の地表面標高（約4.1m）を上

回ることがあり、この土水路では底泥下層に水田の降下

浸透水が流入し、降下浸透水と混合がおきているものと

考えられる。

表流水の硝酸態窒素濃度は地点No.１が7.4mg L-1、No.

２が7.0mg L-1、No.３が6.1mg L-1で、地点No.１とNo.２

の間は、他の水路の接続がなく、水田との水の出入りも

ないが、50m流下しても硝酸態窒素濃度に明確な変化は

見られなかった。深さ１cmの底泥間隙水は地点No.１が0.

表１ 水路表流水と底泥間隙水の深さ別硝酸態窒素濃度、

δ15N値及び塩化物イオン濃度

表２ 底泥の深さ別脱窒活性

地点 深さ 脱窒活性 TN TC

No. (cm) (μg g-1 DW d-1) (mg g-1 DW) (mg g-1 DW)

0～0.5 212.1±33.3 0.34 4.05

0.5～5.5 245.2±25.9 0.53 6.16

1 7.5～12.5 243.5±31.9 0.59 6.67

25～35 0.7±0.7 0.14 1.56

45～55 0.4±0.3 0.25 3.10

0～0.5 115.2±12.8 0.37 4.15

0.5～5.5 200.4±42.7 0.49 5.75

2 7.5～12.5 105.0±38.7 0.19 2.43

25～35 2.5±0.7 0.13 1.37

45～55 2.1±0.3 0.04 0.37

0～0.5 77.5±12.2 0.16 2.13

0.5～5.5 89.7±17.6 0.10 1.73

3 7.5～12.5 63.6±6.0 0.15 2.36

25～35 2.3±0.1 0.06 0.80

45～55 0.6±0.5 0.03 0.45

深さ NO3-N δ15N Cl- NO3-N δ15N Cl- NO3-N δ15N Cl-

(cm) (mg L-1) (‰) (mg L-1) (mg L-1) (‰) (mg L-1) (mg L-1) (‰) (mg L-1)

表流水 7.4 8.9 19.7 7.0 9.1 20.1 6.1 9.3 21.1

1 0.9 18.1 19.4 3.6 17.2 21.3 2.3 21.1 18.8

3 1.1 - 20.0 0.1 - 19.7 - - -

5 0.0 - 19.7 0.0 - 19.5 0.2 - 18.6

10 0.0 - 16.8 0.5 - 18.1 0.0 - 15.5

30 0.3 - 13.1 0.1 - 15.2 0.1 - 11.8

50 0.1 - 14.3 0.0 - 15.8 0.1 - 11.7

No.1 No.2 No.3
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9mg L-1、No.２が3.6mg L-1、No.３が2.3mg L-1、それより

深い所は３地点とも1.1mg L-1以下であり、降下浸透過程

においては硝酸態窒素濃度の低下が認められた。また、

硝酸態窒素のδ15N値は表流水で９‰、深さ１cmで17～2

1‰と、水路表流水よりも深さ１cmの底泥間隙水のδ15N

値が高かった。脱窒は分子量の小さな窒素から起こるた

め、脱窒するとδ15N値が高くなることから、表流水中の

硝酸態窒素が降下浸透過程の底泥表層１cm付近で脱窒

されていることが明らかとなった。

２ 底泥の深さ別脱窒活性

地点No.１、２、３の底泥における深さ別の脱窒活性

と全窒素及び全炭素含量を表２に示した。

底泥の脱窒活性は、表層から深さ12.5cmまでが63.6～

245.2μg g-1 DW d-1、25cmより深い所は0.4～2.5μg g-1 D

W d-1と、３地点とも表層から深さ12.5cmまでが25cmより

深い所に比べて著しく高かった。駒田・竹内は、水路底

泥柱状試料を1.3cmずつ３層に分けたうちの最も上層の

部分に、脱窒活性部位が存在することを明らかにした。

本調査でも、水路表流水の硝酸態窒素濃度に比べて深さ

１cmの底泥間隙水の硝酸態窒素濃度が低く、δ15N値が高

いこと、底泥における脱窒活性が表層から深さ12.5cmま

でが著しく高いことから、浸透したほとんどの硝酸態窒

素は底泥のごく表層で脱窒により消失していることが推

察された。なお、表１のとおり、流下過程で表流水中の

硝酸態窒素がほとんど減少していないことから、本土水

路では、浸透速度が表流水－底泥間の拡散速度を上回っ

ているために、浸透流だけで硝酸態窒素濃度の低下が見

られたものと推測される。

また、全炭素が表層から深さ12.5cmまでが25cmより深

い所に比べて高い傾向があったことから、表層から深さ

12.5cmの脱窒活性が25cmより深い所に比べて非常に高か

った要因の１つには、TC含量が下層に比べて高く、脱窒

反応の基質となる炭素源が豊富に存在したことが考えら

れる。

３ 土水路における硝酸態窒素浄化能の定量的な評価

土水路底泥の深さ0～12.5cmまでの脱窒活性は水田作

土におけるそれとほぼ同等であった2,3)。表５の脱窒活性

を積算すると、底泥の深さ0～12.5cmで、8.33g m-2 d-1

となり、土水路での高い硝酸態窒素浄化能が示唆された。

ただし、本土水路では底泥の深さ5～12.5cmは浸透水以

外の水との混合がおきている可能性があり、脱窒活性は

高いが、実際に脱窒がおきていない可能性もある。

実際の脱窒量を定量するためには、表流水からの浸透

量と浸透水以外の水の流入量を明らかにする必要がある。

以上より、土水路では水田と同様に降下浸透過程での

硝酸態窒素浄化能が存在し、窒素浄化の場として重要な

役割を果たす可能性が認められた。地域の河川や内湾の

水質を良好に保全していくためにも、土水路で脱窒が起

きる条件を明らかにし、土水路の機能を活用しながら、

維持していくことが必要である。
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