
矢作川下流域沖積地帯の茶園地下水中における

脱窒による硝酸イオンの消失

糟谷真宏＊・恒川 歩＊＊・前田美恵子＊＊＊

摘要： 1998年7月から1999年6月まで、愛知県西尾市の矢作川沖積地帯の茶園を対象として、

深さ1.5～3.5 mの地下水の硝酸イオン、酸化還元電位など水質のモニタリングを行った。

また、帯水層土壌の脱窒ポテンシャルをアセチレンブロック法によって評価した。その

結果、茶園内の地下水では、年間を通じて共通に、深さ2 mから3 mに浸透する過程で30～

40 mg N L-1程度の硝酸イオンのほとんどが消失した。亜酸化窒素も同様に2 ～ 3 mの間で

大きく減少した。この層は、溶存酸素が消失し、酸化還元電位が0.4V以下に低下する層と

一致した。この帯水層土壌の脱窒ポテンシャルは、深さ 1 mと 2 mでは25 ng N g-1 d-1乾土

程度と低かったが、これに対して、3.0 mと3.5 mでは100 ng N g-1 d-1乾土程度と高く、2 mより

深い層位で、盛んに脱窒が起きているものと推測された。

本茶園地下水では、地下水帯水層での脱窒が、浸透流において地上から地下へ流出した

硝酸イオンを消失させており、その作用は非常に安定したものと考えられる。
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Denitrification in alluvial groundwater under a tea field

KASUYA Masahiro, TSUNEKAWA Ayumi and MAEDA Mieko

Abstract : The denitrification profile of shallow alluvial groundwater under a tea field
was studied in Nishio City, Aichi Prefecture, Japan, from July 1998 to June 1999. The
nitrate concentration in the groundwater decreased from 36.7 mg N L-1 to 0.4 mg N L-1

on average through leaching from a depth of 2 to 3 m. The nitrate concentration
decreased at the same depth during the entire investigation period, regardless of the
fluctuations in the groundwater level. This layer of the aquifer showed a decrease in
the redox potential and dissolved oxygen concentration to the corresponding levels
required for denitrification. Nitrous oxide reduction also occurred along with nitrate
reduction in the same layer.

The denitrifying potential of the subsoil in the aquifer, as measured by the
acetylene blockage method, was found to be higher in the 3-m deep layer than in the
1-m and 2-m deep layers.

In conclusion, the 2- to 3-m deep layer is the locus of stable denitrification, whereby
the nitrate leached from the tea field soil is eliminated.
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緒 言

近年、畑地帯における肥料や堆肥成分の流出による

地下水の硝酸イオンの高濃度化
1,2)
や地下水流出による

河川、内湾の水質汚濁が問題となっている。特に、三河

湾は閉鎖性が強く富栄養化が著しいことから
3）
、流域

からの窒素流入はそれを加速するおそれがある。一方、

愛知県内の浅層地下水を対象にした調査では、酸化還

元電位（Eh）が 0.25 V 以下の地下水では、地上部に

負荷源が存在しても硝酸イオン（NO 3
-
）は低濃度に保

たれていることが明らかになっている
4）
。そのような

還元的な地下水は、矢作川下流域などの沖積地に広範

に分布している
5)
。還元の進んだ地下水帯水層では、

脱窒が生じることが明らかにされており
6-8)
、還元的な

地下水の見られる沖積地帯は、このような脱窒による

硝酸イオンの浄化の場として、河川流域から三河湾へ

の窒素負荷削減の役割を果たしている可能性が考えら

れる。

特に、矢作川下流域の西尾市では、窒素施肥量の多

い茶の栽培が盛んであり、施肥に由来する窒素による

地下水汚染、三河湾の富栄養化を助長していることが

懸念される。しかし、茶園が沖積地に立地する場合、

上記のように作土から下方へ浸透流出した硝酸イオン

が地下水帯水層で消失すれば、地下水から河川へ流出

する過程で硝酸イオンを低減させることが可能である。

そこで、本研究では、沖積地のてん茶園を対象とし

て、地下水帯水層浸透過程における窒素動態を明らか

にし、水質変動の様相、地質の脱窒ポテンシャル評価

によって、沖積地表層地質の有する脱窒能を明らかに

することを目的として調査を行った。

調査対象と方法

１ 調査対象茶園とピエゾメーターの設置

西尾市の矢作川左岸の沖積低地（水田地帯）に散在

する水田内に造成された茶園の一つ（面積 5000 m
2
）

を対象とした（図１）。茶園中央の通路に、深さ 1.5、

2.0、2.5、3.0、3.5 mのピエゾメーター（内径 50 mm、

塩化ビニル製）を設置した。管内部のオーガーでの掘

削と管の打ち込みを繰り返して所定の深さまで管を挿

入した。なお、造成前の水田の作土は深さ 80 cmに位置

し、地下水帯水層より上位にあり、茶園地表面から深さ

3.5 mまでの間に明確な難透水層は認められなかった。

２ 水質調査

(1) 採水

1998 年 7 月から 1999 年 6 月にかけて、月に1～ 2回

の頻度で水質を調査した。採水は、ペリスタルティック

ポンプを用いて、採水時にピエゾメーター内に停滞し

ていた地下水を排除した後、新たに湧出した地下水を

採取した。採取したサンプルは冷暗条件を保って持ち

帰り分析に供した。その際、各種イオンおよび溶存有

機炭素（DOC）分析用サンプルは孔径 0.45 μmのメン

ブレンフィルターでろ過した。さらに、マンガン分析

用サンプルには塩酸を加えておよそpH１とした。

溶存酸素（DO）および亜酸化窒素（N2O）測定用のサ

ンプルは、細いプラスチックチューブで地下水を瓶の

底に導入し、十分に溢れさせた後に採水した。

(2) pH、RpH、酸化還元電位、電気伝導率

現場で水温を記録するとともに、pH、酸化還元電位

（Eh）、電気伝導率（EC）、を携帯型測定器（それぞれ、

東亜電波工業HM-12P、同RM-10P、堀場製作所D-12）を

用いて測定した。RpHは、冷蔵して持ち帰ったサンプ

ルを実験室で現場水温を維持しながら外気をばっ気し

て、大気平衡に落ち着いた状態のpHを測定した。

(3) 窒素成分

窒素成分では硝酸イオンをイオンクロマトグラフ

（横河電機IC-200）で測定するとともに、亜硝酸イオ

ン（NO2
-
）、アンモニウムイオン（NH4

+
）を比色法で分

析した
9）
。また、亜酸化窒素は、地下水をバイアルに

採取しホルムアルデヒドを１％の割合で加えてブチル

ゴム栓とアルミシールで密栓して持ち帰り、ヘッドス

ペース法により
63
Ni線源付ECDガスクロマトグラフ

（島津製作所GC-14A、プレカラム：Porapak N、メイ

ンカラム：Porapak Q、キャリアガス：Ar＋ 4.5 ％CH4

30 mL min
-1
、Det：330 ℃、Col：70 ℃）を用いて分析

した。気相中濃度からWeiss and Price
10）
に基づき

液相中の亜酸化窒素量を求め、両者の合計を溶存亜酸

化窒素量として求めた。
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図 １ 調 査 地 の 概 要
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(4）溶存酸素

脱窒進行の支配要因として重要な溶存酸素測定用サ

ンプルは現場で酸素固定を行い、ウィンクラーアジ化

ナトリウム変法
9）
で測定した。

(5）溶存有機炭素

従属栄養脱窒菌の基質として重要な溶存有機炭素は、

燃焼式の有機炭素計（島津製作所TOC-5000）を用いて

酸性ばっ気後に測定した不揮発性全有機炭素量として

求めた。

(6）アルカリ度

従属栄養細菌による脱窒で生ずる炭酸水素イオン濃

度を推定するため、pH4.8 を終点とするアルカリ度を、

酸滴定法
9）
により求めた。

(7) マンガン

脱窒と同程度の還元により土壌から溶出する
11）
成分

であるマンガンを原子吸光光度法（日立製作所 180-50）

により測定した。

(8) 塩化物イオン（Cl
-
）と硫酸イオン（SO4

2-
）

塩化物イオン、硫酸イオンは、イオンクロマトグラ

フにより測定した。

３ 帯水層土壌の脱窒菌数および脱窒ポテンシャル

ピエゾメーター設置時に、深さ 1.0、2.0、3.0、お

よび 3.5 ｍの土壌を滅菌瓶に採取して冷暗を保って持

ち帰り、脱窒菌数をGiltayの培地を用いた 5連のMPN

法で計数した
12）
。

脱窒ポテンシャルは、容量 150 mLのガラスバイアル

に湿土重 10 gの土壌サンプルを分取し、ブチルゴム栓

とアルミシールで密栓後、気相を窒素ガスで置換した。

次に、あらかじめ硫酸、蒸留水を通しろ過滅菌したアセ

チレンを飽和させた 14 mg N L
-1
の硝酸イオン溶液 3 mL

をブチルゴム栓を通じてシリンジによって内部のガス

を抜きながら注入した。以上の操作の際、操作中以外

のサンプルはすべて４℃で保存した。アセチレン飽和

水を加えたサンプルは 20 ℃で 165 分までのタイムコ

ースの培養を行った。随時、各バイアルのヘッドスペ

ースガスを抜き取り、生成した亜酸化窒素を溶存亜酸

化窒素と同様に定量した。実験は 3 連で行った。

結果と考察

１ 地下水帯水層における硝酸イオン濃度の推移

図 2 に、1998 年 7 月から 1999 年 6 月までの、地下

水中硝酸イオンの鉛直分布の推移を示した。地下水面

は、高い場合は茶園の地下 1.4 ｍの位置にあったが、

冬季には 2.5 mまで低下した。地下水位が高い場合に

は、深さ 1.5、2.0 mでは常に硝酸イオンは 40 mg N L
-1

程度の高い値を示したが、深さ 2.5 mで急激に低下し、

3.0 mより深い位置では 0.1 ～ 1.0 mg N L
-1
程度とほぼ

完全に消失した。地下水位が 2 m以下となった 12 月～

3 月も、深さ 2.5 mで、地下水位が高い時期の地下水

最上層の濃度と比べてすでに 1/2 以下の低濃度であり、

深さ 3.0 mではほぼ完全に消失していた。

このように、地下水位に拘わらず常に同じ深さで

硝酸イオンの消失が起こり、深さ 3.0 mでは硝酸イオ

ンは安定して低濃度であった。水平方向の地下水流動

については把握できていないものの、周囲を広く水田

に囲まれているにも拘わらず、水田灌漑期間に硝酸イ

オン高濃度域で硝酸イオン濃度の低下が認められない

ことから、水平方向への硝酸イオンの流出が卓越する

とは考えにくい。したがって、茶園土壌からの流亡し

た硝酸イオンは下方への浸透過程で多くが浄化されて

いると解釈できる。すなわち、矢作川を通じた三河湾

への硝酸イオン流出の抑制に本地域の地質が有効に機

能していると評価できる。

２ 硝酸イオン濃度変動と脱窒関連因子の関係

1998 年 10 月 19 日における地下水帯水層の硝酸イオ

ンと他の水質項目の鉛直分布を図 3 に示した。酸化還

元電位は深さ2.0 mの 0.51 Vから、深さ2.5 mで 0.41 V、

深さ 3.0 mでは 0.14 Vに低下した。同様に溶存酸素

は、深さ2.0 mの 1.1 mg L
-1
から深さ2.5 mで 0.8 mg L

-1
、

深さ 3.0 mで 0.0 mg L
-1
と枯渇が進んだ。脱窒は酸化

還元電位 0 ～ 0.4 V
11）
で起きるとされている。深さ 2.0

～ 3.0 m付近が脱窒の起きる酸化還元境界領域と言え

よう。また、脱窒の支配因子としてもう一つの重要な

溶存有機炭素は、深さ3.5 m以外は大差なく、3 mgC L
-1

程度であった。

図2 茶園直下の地下水中における硝酸イオン濃度の変動
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硝酸イオンは、酸化還元境界領域と考えられる深さ

2.0 m～3.0 mの間で、43.4 mg N L
-1
から0.03 mg N L

-1
へ

大きく減少した。硝酸イオンの減少の過程で、深さ 2.5 m

で亜硝酸イオンの極大が認められ、亜酸化窒素は硝酸

イオンの減少と同調して大気平衡濃度（0.2 μg N L
-1
）

以下に減少した。亜硝酸イオンの極大は、その付近で

硝酸イオンから亜硝酸イオンへの還元が進行し始めて

おり、その速度が亜硝酸イオンから亜酸化窒素への還

元速度を上回っていることを示唆し、亜酸化窒素の消

失は亜酸化窒素から分子状窒素への還元の進行が進ん

だことを示すと解釈できる、すなわち、これらの変化

は脱窒過程がこの酸化還元領域で進行している一面と

見なせる。

脱窒により生成される炭酸水素イオンを近似的に

示すアルカリ度は、硝酸イオンの減少した深さ 2.0 ～

2.5 mで 3 mmolc L
-1
程度高濃度化した。これに対応し

て茶園土壌直下の地下水で 5 以下だったpHも 7程度に

図4 深さ2.0～2.5mでの硝酸イオン消失量と

炭酸水素イオン生成量の関係

高まっている。ところで脱窒反応式

5 CH 2O + 4 N O 3
-
→

2 N 2 + 5 H CO 3
-
+ H

+
+ C O 2 + 2 H 2O

から、理論的には 4 モルの硝酸イオンの脱窒により 5

モルの炭酸水素イオンが生ずる。本調査結果において

この関係を検証するため、深さ 2.0 ｍから 2.5 mにか

けての硝酸イオン濃度低下と炭酸水素イオン生成（ア

ルカリ度上昇）の関係をみると、反応式による理論値

よりも過剰な炭酸水素イオンが生じていることが多か

った（図 4）。これは、この層位が、地下水帯水中でも

溶存酸素が存在する酸化還元境界領域であるため、好

気的な有機物分解やマンガンの還元など他のアルカリ

度生成要因の関与があったことが推測される。なお、

深さ 3.0 mではアルカリ度は上昇していない。このこ

とを明確にするには、地下水流動に関するより詳細な

調査が必要であるが、アンモニウムイオンが検出される

ことや、後述する塩化物イオン、硫酸イオン等から判断

して、異なる特性を持った水質との混合が考えられる。

また、脱窒とほぼ同じ酸化還元電位で起きるとされ

るマンガンの溶出
11）
は深さ 2.5 mで著しかった。以上

のように、硝酸イオンの深さ 2.0 mから 3.0 mにかけ

ての消失が脱窒によるものであることを支持する多く

の水質変化が認められた。

３ 帯水層土壌の脱窒ポテンシャル

深さ 1mおよび帯水層の深さ別土壌のアセチレンブ

ロック法による亜酸化窒素の生成を図 5に示した。また、

その結果得られた脱窒ポテンシャルを土壌の化学性、

土性、脱窒菌数とともに表 1 に示した。深さ 1.0 mで

若干のラグタイムが見られる以外は、培養開始時点か

ら直ちに亜酸化窒素の生成が認められた。このことは、

現場ですでに脱窒酵素活性が誘導されていたこと、つ

まり、脱窒が起きうる条件にあったことを示唆する。

そのポテンシャルは深さ 3.0 m、3.5 mでは 2.0 mより

図3 茶園地下水における垂直方向の水質変化（調査日1998年10月19日）



93 愛知県農業総合試験場研究報告第 39 号

高かった。ポテンシャルの高さは、酵素活性や基質と

なる有機炭素量に影響されると考えられる。表１の土

壌の特性をみると、深さ 3 mでは菌数は少ないものの

最も炭素含量が高いため、菌数あたりの比ポテンシャ

ルは高くなった。一方、より菌数の多い深さ 2 ｍでは、

水質特性（図 3）からみて好気的であることが、脱窒

酵素活性を高めず、比ポテンシャルを小さくしていると

図 5 アセチレンブロック法による深さ別土壌の

亜酸化窒素生成量

考えられる。また、深さ 3.5 mでは、土壌炭素含量は

低いものの（表 1）、溶存有機炭素濃度は高く（図 3、

表 2；後掲）、硝酸イオンが 3.0 mで、すでに非常に低

濃度であること（図 2、3）から判断して、脱窒に適

した環境にはあるものの、硝酸イオンが上方から供給

されないために脱窒酵素活性は高まらず、溶存有機炭

素の多くが消費されずに残存するとともに、比ポテ

ンシャルが低くなった可能性が考えられる。

深さ 2.5 mでは脱窒ポテンシャルを測定していない

ものの、深さ 3.0 mで脱窒ポテンシャルが高かったこ

とは、少なくとも 3.0 m付近で脱窒が進行しているこ

とを支持し、実際に硝酸イオンの消失の見られた深さ

2.0 ～ 3.0 mの地下水帯水層での現象を裏付ける証拠

の一つと言えよう。

４ 脱窒機能に関わる酸化還元性の評価

表 2 に、主要な水質項目の年間平均値を示した。深

さ 2.0 mでは、硝酸イオン濃度が 36.7 mg N L
-1
と高い

が、深さ 2.5 mで 6.9 mg N L
-1
、深さ 3.0 m以深では

0.4mg N L
-1
と著しく低下している。年間平均値でこの

ような硝酸イオンの大幅な濃度低下が認められること

から、本調査対象においては、地下水帯水層における

脱窒は非常に安定したものと評価できる。

還元の程度を見ると、酸化還元電位は深さ 2.0 mで

表 2 深さ別の平均水質（1998年7月～1999年6月）

表 1 土壌の化学性、土性、脱窒菌数と脱窒ポテンシャル
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は 0.4 Vを超えているが、2.5 m以下では概ね脱窒に

適した 0.4 ～ 0.1 V
11）
の範囲にある。0.4 ～-0.1 Vで

起きるマンガンの還元
11）
も硝酸イオンの消失と同様に

深さ 2.5 ～ 3.5 mの範囲で認められる。一方、硫酸イ

オン濃度は全層で高く、0 ～-0.2 Vで起きる
11）
とされ

る顕著な硫酸還元は認められない。したがって、この

地下水帯水層では、硫酸還元やメタン生成が起きるほ

どの強い還元は進んでいないが、ちょうど脱窒が生ず

る程度の酸化還元境界領域にあり、半嫌気的な有機物

の分解と酸化還元反応が共役している場であると評価

できる。なお、深さ 3.0 mから 3.5 mにかけて塩化物

イオン濃度が高くなり、硫酸イオン濃度が低くなる傾

向が認められる。茶園からの浸透水が地下水に混合し

ている状況を示すものと考えられる。

以上のように、矢作川下流域の沖積低地では表層地

質に脱窒能を有する還元層が存在し、地下浸透した硝

酸イオンが還元層を通過する過程で消失する現象が明

らかとなった。この地質の有する自然循環機能は、農

地からの窒素の流出を抑制し、流域全体の窒素循環を

健全に保つうえで大きく寄与するものとして特筆に値

すると評価できる。
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