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桑による春肥窒素の吸収開始時期とその肥効の持続性

黒 瀬 遁 ・ 松 崎 巌 ・ 堀 内 彬 明・佐藤喜美雄

Beginning of absorption and utilizable period of nitrogen 

applied in spring by mulberry 紅白

by 

Tsutomu KUROSE， Iwao MATSUZAKI， 

Yoshiaki HORIUCHI and Kimio SATO 

桑園施肥の効率化を図るためには桑による肥料吸収の開始時期，施肥効果の持続期間等

について明らかにしておく必要がある.

このことについては，特に貯蔵養分との関連が深い春肥の吸収を中心に多くの研究が行

なわれてきた〔春日井・潮田(1942)，鈴木 (1956)，荒川ら (1966)，本間・小川(1971)，]. 

しかしながら，アイソトープの使用が一般化していなかった当時のこれらの研究において

は，桑による肥料吸収は無肥料栽培桑との間の成分量の比較によって査定されたため，供

試桑樹の個体誤差と相侯って，桑樹自体の貯蔵成分及び土壌由来の成分と肥料からの成分

との判別が容易でなく，春施用された肥料が桑によっていつから吸収され，そしてどれく

らトの期間利用されるかということについてはまだ明確な解答が得られていない.

本報は積雪寒冷地における桑の発育・栄養生理並びに養分吸収特性に関する研究の一環

として，東北地域のなかでも気象条件の異なる福島市と新庄市の桑閣において，重窒素を

用い，上記の 2点について調査した結果の概要で、ある.

本文に先立ち，本稿を校閲して下さった蚕糸試験場化学部長東野正三氏並びに同肥料研

究室長高岸秀次郎氏に厚くお礼を申し述べる.

試 験 方 法

供試臨場は下記の通りである.

(厚在室)1 毒壌長|桑品種|樹齢|
仕立及方び
採葉法 | 栽植距離 ! 管 理

福島|沖積土|改良鼠返| 8年[根刈春秋兼用 12伽 x7叫清耕
新庄|沖積土|剣 9年|中刈春秋兼用防70cmX帥
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両国場から健全な桑を l株ずつ選び出し， それぞれの株に対して 30atom %の重窒素を

含む NH.1'N0320gを，適当量の水に溶かした後，発芽の約 20日前に施与した〔福島:

1975年4月4日，新庄:1975年4月15日).施肥範囲は福島・新庄:両圃場における栽植

密度の違いを考慮して，供試株を中心に，それぞれ200cmX70cm及び 270cmX 120cmと

した.なお， りん酸及びカリ肥料は無施用とした.また，福島の場合には闘場の都合で試

験を 1年間で中止したが，新庄の場合は 3年間に亘って試験を継続し，この闘は無肥料栽

培とした.

桑の仕立及び採葉方法はそれぞれ根刈及び春秋兼用とし年目の春は校条の各部位か

ら新柏、を用桑別に 7回に分けて無作為に採取し(第 1図参照)， 爾後， 新梢及び葉は各

蚕期ごとに収穫して(第 2図参照〕それぞれ重窒素の分析に供した.

重窒素濃度は各試料中の窒素をケノレダーノレ法によって分解・蒸留して一旦硫酸アンモニ

ウムに変え，これらの窒素をさらにガス化させて質量分析計(目立製 RMI-2型〉を用い

て測定した(依頼分析).なお，第 6開葉時に採取した試料については， 105百のトリクロー

ノレ酢酸を用いて蛋白態と非蛋白態に分画し，それぞれの分画について，上述と何様にし

て，重窒素濃度を測定した.

実験結果及び考察

1. 春肥窒素の吸収開始時期

第 6閲葉から春蚕期末にかけて 7回にわたって採取した新梢の重窒素濃度について測定

した結果を第 1図に示した.新橋の重窒素濃度は福島の場合には O.71~ 1. 74 atom % 

excess 15Nの範囲に，一方新庄の場合にはO.184~ 1. 02 atom % excess l'Nの範囲にあ

り，福島に比較して新庄のほうが総体的に低く，特に第 6開葉時においてその差は顕著で、

あったが〈福島:0.92 atom % excess I'N， 新庄:0.184 atom % excess l'N)， しか

しいずれにしても，両地区の各試料中の重窒素濃度は天然の窒素に含まれている重窒素

濃度よりも明らかに高かった.なお，新;f自の重窒素濃度についてはその採取時期によって

多少の増減が認められたが，地区のいかんにかかわらず，新橋、の発育に伴って漸次増加す

る傾向を示した.

第 6開葉時の新i備の蛋白態窒素及び非蛋白態窒素における重窒素濃度は第 1表のとおり

で，非蛋白態窒素における重窒素濃度は蛋白態窒素のそれに比較して若干高かったが，福

島及び新庄の蛋白態窒素の重窒素濃度は，それぞれO.90及び O.175 atom % l'Nで，春

肥窒素はいずれの場合にも蛋白態窒素中に取り込まれており，乾物当りの窒素濃度からす

れば，施された重窒素は非蛋白態窒素よりもむしろ蛋白態安素に多く取り込まれていると

いう結果が得れらた.

従来，春日井・潮旧 (1942)はポット試験の結果から，桑の初期生育はその校条及び根

の貯蔵養分によって支配されるために発育の初期段階における経根的な養分吸収は微弱で可

あることを指摘し，鈴木(1956)は圃場実験において葉，校条及び根における肥料三要素

の濃度変化から桑による積極的な肥料吸収は第 5~6 開葉目頃から開始されるものと推測
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試料 J"1i 取時期

第 1図春の桑の発育に伴う新柏、中の重窒素く15N)濃度の変化

し，荒川ら(1966)はポット栽培された 2年生桑苗の新梢，校条，株及び根における窒素

及び炭水化物の消長から春期発芽後15日日頃から養分を吸収しはじめるものと推察してい

る.また大山・問(1964)は古条さし木による水耕実験から校条の貯蔵養分によって生育

し得る新柏、の伸長範囲は 4~5 開業頃までであろうと考察している.しかし，本間・小川

(1971)は 1年生桑苗を用いたポット実験の結果から貯蔵養分依存期間中においても肥効が

認められたと報告しており，また一方，潮田・川原(1959)はポット実験によって冬期間

中においても 32pが吸収されることを認め，鶴田 (1928)は色素による実験結果から，落

葉:J1:!1問中においても樹液の流動が行なわれていると述べている.さらに，本多(1960)に

よれば落葉後地表から1O~130cm の深さの根はほとんど伸長を停止するが 7. 50C~8. OOC 

の範囲にある 130~200cm の深さの根は冬季闘を通じて翌春まで伸長を継続することが観

察されている.

今回の実験においては，第 1図及び第 1表に示したように，発芽約20日前に施与された

春肥窒素は第 6関葉時には既に吸収され，新梢の蛋白態窒素及び非蛋白態、窒素に取り込ま

れていた.このことは春肥窒素が単に水分吸収あるいは樹液の流動に伴って物理的に吸収

・移動したものではなく，従来の想定よりもかなり早い時期から吸収され，貯蔵性窒素と

共に利用されたことを意味するものであり，春肥の早期施用の重要性を示唆しているよう

に思われる.一般に桑のように器官分化の少ない植物においては，養分吸収は乾物生産量

によって支配されるものと考えられているが，第 1図にみられる新柏、の発育に伴う重窒素

濃度の増加はこのことを反映しているものと考えられる.確かに，春肥窒素の吸収量その

ものは新梢発育の初期よりも後期になるに従って著るしく増大することは明らかである.
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第 1表 第 6開葉H寺における新梢の形態別室素濃度

(乾物当り〉

試料採取
窒素の形態

蛋 白 態 非蛋白態

園 場 N l'N N 15N 

34%l 
% 

干高 島 0.99* 

新 圧

* atom per cent excess l'N 

しかし，これはあくまで量的関係の多少であって，このことをもって直ちに初期生育にお

ける施与窒素の生理的重要性を否定することは早計であり，むしろ第 6開業時において春

肥窒素が蛋白態窒素及び非蛋白態窒素にまで取り込まれていたという事実はこれらの窒素

が爾後の生育に重要な役割を果していることを暗示しているように思われる.

ところで，春肥室素の吸収開始時期が第 6開業以前であることがわかったが，この時期

が試料を採取した最初であったために，第 6関葉以前のいつの時期から吸収されるかにつ

いては不明であり， この点については今後さらに検討されなければならない. 前述の 32p

の吸収に関する報告(潮回・川原:1959)からみれば桑の根は冬期間中においても窒素を

吸収し得るのではなし、かとも想像されるが，著者らが，秋肥との関連において，秩末から

初冬にかけて調査した結果(未発表〉によればその可能性は少なく，仮りに最も早い時期

に吸収されたとしても根端の細胞分裂が盛んになるといわれている 4月上旬(東城:1958) 

以降であろうと推測される.

なお，新梢の霊窒素濃度にみられる福島・新庄問の差異(第 l図〕については春肥窒素

の施用範囲と根の分布との関係ばかりでなく，地温及び気温における両地区の相違に起因

するものと考えられ，またそれぞ:れの地区の試料聞にみられる霊安素濃度の差異について

も，例えば第 6関葉時といっても最も伸長したものが第 6開業であって全体としてはそれ

以下のものが多かったというように，いわゆる試料採取の方法上の問題によって招来され

たものではなかろうかと推測される.

H 春肥窒素の肥効の持続性

1975年春から1977年春にかけて蚕期末に採取した新庄の新梢及ひ、葉における重窒素濃度

の変化の様態を第 2図に示した. 1975年の春蚕期末における新梢の霊安素濃度は1.00 

atom % excess l'Nで最も高く，経時的に漸次低下した.しかし， 1977年の春蚕期末に

おいてもなお新梢中には 0.063atom %回目指 l'Nの重窒素の存在が認められ， 1975 

年 4月15日に施された窒素は 2年経過した時点においてもなおかつ新梢の再生産に利用さ

れていることを示した，

一般に，回場に施された窒素肥料は一旦硝酸態窒素に転化され植物に吸収されるが，そ
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の時吸収されなかった硝酸態窒素は漸次水の動きに伴い流亡ないし溶脱するものと考えら

れている.一方，桑による窪素〔硫安の場合〉の吸収率は約58%と算定されており，また

樹齢 5~10 年の株根の発育には全収穫成分量の約 10% 程度が必要であるといわれている

(潮田， 1954). 

流亡し易いと考えられている硝酸塩が多雪地で用いられたにもかかわらず上述のような

事象が認められたが，この結果は1)施肥当年に桑の株根に貯蔵された蜜素が爾後の生育

に再利用されたか， 2)施与された窒素が土壌中の微生物の活動を通して流亡しにくい有

機態窒素に変えられ，その窒素が再び徐々に無機化されて根によって吸収されたか，ある

いは 3). 1)及び 2)の事象が平行して起こったために招来されたかのいずれかであろう

と推測される.なお今回の実験は新梢あるいは葉における重窒素濃度の追跡に止まり，施

与された重窒素量と収穫物中に取り込まれた重窒素量との関係を経時的に精査するまでに

いたらなかった.このために上記のいずれの原因によるかを明らかにすることは困難であ
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るが，牧草地において施与されたアンモニア態窒素及び硝酸態窒素が土壌有機物中に取り

込まれたという事例が報告されており (SINPSON and FRENEY， 1967)，また著者らも桑

園においてこれと類似した結果(多雪地の桑園に対して，土壌微生物の活動が劣っている

と考えられる秋末に硝酸態窒素を施した場合には，その窒素は雨水，融雪水等によってほ

とんど流亡するが，気温及び地温が上昇する春先に硝酸態窒素を施用した場合には，施用

した窒素の一部が土壌の加水分解性有機物分画中に取り込まれていた.未発表〉を得てお

り，これらのことを考え合せてみて，桑による春肥窒素の長期利用の原因はめによる可能

性が大きいように思われる.

摘要

重窒素を用いて桑による春肥窒素の吸収開始時期とその施用効果の持続性について検討

した.

1) 多雪地における桑樹の窒素吸収は少雪地の場合に比較して，若干劣る傾向がある

が，多雪地，少雪地のL、かんにかかわらず春発芽20目前に施用された窒素は第 6開業時に

は既に吸収されており，桑による春肥窒素の吸収はそれ以前に開始されていることが判明

した.そしてこのことから春肥の早期施用はその肥効を高める上に有効であると推測され

た.

2) 施用された春肥窒素は 2年以上にわたって新梢及び桑葉の再生産に利用された.

文献

1) 荒川勇次郎・川上恒寿・内川長弥 1966. クワの春期生育に伴う樹体内養分の推移

日蚕中部講妥 XXII， 17 

2) 本多恒雄 1960.冬季における桑の根の生長 日蚕雑 29， 436-442. 

3) 本間慎・小川和維 1971.桑の貯蔵養分に関する研究 日蚕講要 41，4 

4) 春日井新一郎・潮田常三 1942.桑樹の窒素同化作用に関する肥料学的研究〔第 1

報〕 桑樹の生育に伴う窒素成分の移転に対する窒素施用の影響 土肥誌 16， 242-

247 

5) 大山勝夫・間 和夫 1964. クワの水耕さし木商の初期乾物生長ーとくに菊根との

関係ー蚕糸研究 51，33-36 

6) SIMPSON J. R. and J. R. FRENEY 1967. The fate of labelled mineral nitro. 

gen after addition to three pasture soils of diffenent organic matter contents 

Aust. J. agric. Res. 18， 613-623 

7) 鈴木鉱 1956.春期に於ける桑樹の肥料吸収に関する調査愛知蚕試概要 (30

年)26-28 

8) 東城功 1958.冬季における桑の根の核分裂(要旨〉 日蚕雑 27， 138 

9) 鶴田定平 1928.桑樹ノ樹液流動ニ関スノレ研究 第 1報長野蚕試報 3，1-26 

10) 潮田常三 1954.綜合養蚕学 p.p.14-17. 中央蚕糸協会情報部 東京



7 

11) 潮田常三・川原哲城 1959.落葉期中における桑の養分吸収について ー p32 を用

いた実験から一〔要旨〉日蚕雑 28， 155 



8 

Summary 

Beginning of absorption and utilizable period of nitrogen 

applied in spring by mulberry tree 

by 

Tsutomu KUROSE. Iwao MATSUZAKI. 

Yoshiaki HORIUCHI and Kimio SATO 

As one of the fundamental studies on the fertilization improvement of mul-

berry fit>ld in cold and snowy district. uti1ization of nitrogen. dressed in spring. 

by mulberry tree was compared under two different c1imatic conditions一一←heavy

snowy and non-snowy region←ー NH/5N03 of 30 atom per cent 15N was used 

as nitrogen fertilizer. 

Results showed that absorption of the dressing nitrogen began in earlier time 

than 6th代 Kaiyo"stage regardless of c1imatic condition. though absorption ability 

at heavy snowy region was slightly lower than that at non-snowy region. and 

also that the dressing nitrogen was utiliz巴dto reproduce young shoots and leaves 

over two years or more. 
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