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土壌型と桑の生育および養水分の移動との関係

一一ライシメーター試験一一

第 1報 土壌型と桑の生育および養分の溶脱との関係

日笠重喜
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桑の生育は土壌型によって差異があることが知られている 2，9) このことは， 土壌の物

理的，化学的さらには生物的性状が，根系の発達あるいは桑に対する養水分の供給等に影

響して現われたものと思われる.土壌からの養分の溶脱は，これら土壌の性状と関連の深

い現象であるが，このことも土壌型による桑の生育差を生じさせる大きな要因のーっと考

えられる.

これまで，桑の栽培下における土壌養分の溶脱については，施肥量や土壌管理法との関

連で検討されているが1，5)，土壌型との関係を調査した例的は少ない.そこで，ライシメー

ターを用い土壌型と桑の生育との関係を養水分の移動の聞から検討したのでその結果の一

部を報告する.

本文に先だち，本研究の遂行およびとりまとめに多大のご指導をいただいた中部支場土

壌肥料研究室日向義知室長，本稿をご校問いただし、た中部支場長石家達爾博士に厚くお礼

申しあげる.

試験の方法

試験に用いたライシメーターは縦，横各 1m，深さ1.5mのコンクリート製で，内壁は

塩化ビニーノレ系塗料て塗装し，底に厚さ1O~15cm程度の礁をしし、た. 供試土壌は，沖積

土，第三紀層土壌および火山灰土でこれらの性状を第 1表に示した.沖積土は比較的塩基

土壌型

沖積土

第三紀層上壌

火山灰土

K1P元17i
jjljfj市:
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に富んでいたが，第三紀層土壌と火山灰土は，カノレシウム，マグネシウムが少なく，また

りん酸吸収力が強かった.

土壌の充爆は，沖積土と第三紀層土壌では深さ 130cm にわたって均一な土壌をつめた

が，火山灰土は下方に下層土を， 上方 (35cm)に表土(腐植質〉をつめた.各土嬢型と

も2連制とした.充填後 1年余り桑を予備栽培しながら土壌の沈降安定をはかった後，

1972年4月に桑品種一ノ瀬の 2年生苗をもって改槌し4年間試験を継続した.桑の仕立収

穫法は根刈春切法とし，施肥は硫安，熔りん，硫加で植付当年より毎年 1ライシメーター

あたり N35g，P20，16g， K2016gを4月下旬と 7月下旬の 2固に等量分施した.また，桑

の生長期で土壌水分の不足が甚だしいときに井水を用いてかん水を行った.

桑の葉量は，植付 l年目は秋 1回， 2年目以降は夏 (7月下旬)，秋(9月下旬頃〕の 2

回摘葉して求め，枝条構成は落葉期に調査した.また株量，根量は試験の最終年度に調べ

た.浸透水については，浸透量の状況に応じて随時採取し水量と水中の成分濃度を測定し

た.

全土 田

中岡 "'" 

1 桑の生育

1) 枝条伸長と校条構成

校条に関する調査は毎年行ったが，

om 

200 

150 

校

条

長 100

グ 2

、中積土
0・ーー。イ 一 層土壌
x-一再第二紀

50トぽタ
-ーー・火山灰土

O 
6/10 7/10 8/10 9/10 月/日

第 1図校条(最長〉の伸長経過
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第 2表校 条 構 成

校条数(本 校条長 (cm) 総条長 (m) 

土壌型! 円PI~ ~-I ~ ~ t ~ ~ I ~ ~ I ~ ~ I ~ ~I ~ ~ I子官官写

;三品ヰ1;:;l::111313:;;l;;;i:;;i;121;;::iz:
火山灰土 13.51 11. 5118. 0119. 01 1561叫叫叫 5.3119.7:26.3125.5 

第 3表 業 量 (新鮮物kg)

土壌型中目立~I ~3ì~~ I ~4ì~~ I夏 (77J1指数

;ヰ :;;::;::;:i;:;:l::;:i:;;[::;[;:;;l;:::i:1174
竺巳上回r心竺[145113011判1.32Lr土1.301 2. 541 93 

第 4表株量と根量 (新鮮物kg)

土壌型|株
引
刷

沖積土

第 三紀層土壌

火山灰土

3. 18 
1. 85 
2.57 

第 2表に示した.枝条の伸長は 2年目までは沖積土区および火山灰土区に比べ第三紀層

土壌区が劣ったが 3年目からは三者ともほぼ同様の伸長経過を示した.校条構成をみる

と，枝条数は沖積土区が最も多く次いで火山灰土区で第三紀層土壌区が最も少なかった.

枝条長は 2年目までは第三紀層土壌区が他の土壌区より短かかったが 3年目以降は 3土

壌区間に差異がみられなかった.総条長は沖積土区が最も長く，第三紀庖土壌区は沖積土

区の68~79%で最も短かかった.火山灰土区は 2 年目までは料1積土区とほぼ同様であった

が 3年目以降は沖積土区より15%程度劣った.

2) 葉量

年次別の葉量を第3表に示した.葉量は沖積土区が最も多く次いで火山灰土区で，第三

紀層土壌区は最も少なく 2年目以降の年平均葉量は沖積土区の74%にすぎなかった.な

お，夏期と秋期の葉量の比をみると，沖積土区と火山灰土区はおおよそ 1 であったが

第三紀層土壌区は 1: 1. 3であり，夏期より秋期の収量の多い傾向がみられた.

3) 株量と根量

株量と根量を第 4表に示した.株f置，根量とも沖積土区>火山灰土区>第三紀)脅土壌区
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第 5表器官別生育;量と比率

生育量(乾物 g) 棄に対する比率
土壌型

| 校条 | | 校 条 |葉 株 根 葉 株 根

f中 積 土 100 51. 2 31. 4 

第三紀層土壌 1，8% 525 100 88.9 52.4 24. 6 

火山灰土 2，614 1，348 715 100 89.2 51. 6 27.4 

注 株，根については苗重差引後のもの

であったが，土壌区間の差異は株よりも恨で大きく，沖積土区の根量に対し火山灰土区81

%，第三紀層土壌区58%であった また，根群中に占める細根(径 2mm以下〉の割合が

どの土壌区でも高かったが，とくに沖積土区でその傾向が大きかった.

4) 器官別の生育量とその比率

4年間にわたる器官別生育量(乾物〉並びに目的収穫物である葉と他器官との生育量比を

第5表に示した 1株あたりの生育総量は沖積土医>火山灰土区>第三紀層土壌区であっ

たが，葉にす対る校条，株の比率には土壌型による相違が認められなかった. しかし，根

の比率は明らかに沖積土医が第三紀層土壌区，火山灰土区よりも高いことが認められた.

2 土壌養分の溶脱

1) 浸透水量

雨量とかん水量を合せた供給水量，浸透水量および浸透率を第 6表に示した.試験地で

ある松本市の年間全雨量は 1，000mm程度であるが，ここでは日雨量 5mm以上のものを

集計した.供給水量は年間1， 021 ~1， 264mmの範囲で、あって年による変動は比較的小さか

った.浸透水量は，第三紀層土壌区が多く火山灰土区が最も少なかった.これを 4年間の

総浸透水量について沖積土区を 100とした指数で示すと， 第三紀層土壌区 116，火山灰土

区57であった.年次的には，どの土壌型も桑の植付 1年目は浸透水量が多かったが2年目

以降は著しく少なくなり，その減少程度は火山灰土区がとくに大きかった. 2年目以降の

浸透水量が少なかったのは，桑の生育の旺盛な時期だけでなく引続く冬季にかけても浸透

水が皆無もしくは非常に少なかった結果によるものである.

浸透率は，上述の浸透水量の結果と同様に第三紀層土壌区が高く火山灰土区が最も低

く，またどの土壌型も 2年目以降著しく小さい値となった.すなわち年目の浸透率は

沖積土区，第三紀層土壌区が505'6'~~，火山灰土区が34%であり 2 年目以降は前二者が18

%以 f，後者は 5%以下になった.

2) 浸透水中の成分濃度

浸透水のpHは3土壌区とも 7~8. 5の範囲にあったが，沖積土区や第三紀層土壌区より

も火山灰士区がやや低い傾向にあった.

浸透水中の各成分濃度は，浸透水量や時期などによりパラツキがかなり大きかったが，

年次別にとりまとめ第 7表に示した.硝酸態窒素の濃度は，沖積土区と第三紀層土壌区が
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第 s表供給水量と浸透水量

一 一一一← 一

年次 間期
供給水量 (mm)I 浸透水量 (mm) I 浸透率(鈎

;雨量|濯水割合主|沖積i三紀|火山灰凶竺|三紀|火山灰
月

'72 5 

8 

! '73 

2 
8 ~ 10 

p
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H
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H
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第 7表浸透水中の成分平均濃度 (ppm) 

伊I~，い P2U5 一一 K2u ωo j 拘 0

」積三紀州出三紀|長山(沖積l三時山|州当品目1吟剖FJ
1l311275984045l040科…::.~I ~~. ~I~~~ 仰 !??13171133i391

i38. 0'27， 962. 8' o. 391 o. 42! o. 29! 20. i 13. 1お 6'244.8 85. 3!155. 9: 52. 3' 

-1!?ーねえ品11l;121::12Z1111;国主;:;(;ち
注 平均濃度ニ溶脱量÷浸透水量
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第 8表浸透水による養分溶脱量 (g/m2) 

ほぼ同程度であり，ともに 3年目から低下した.火山灰土区は前二者に比較して全般的に

かなり高い濃度を示したが，とくに 1年目と 4年目は濃度が高く他の土壌区との差異が著

しく大きかった. りん酸の濃度は極めて低く，土嬢区間，年次間の差異も小さかった.カ

リ濃度は，火山灰土区が最も高く次いで沖積土区で第三紀層土嬢区が最も低かった.な

お，沖積土区では年次の進むにつれカリ濃度が上昇したが，この傾向は火山灰土区にもみ

られた.カノレシウムおよびマグネシウムの濃度は年目では火山灰土区が最も高く次い

で沖積土区であったが，沖積土区は年次が進むにつれて濃度が上昇し 2年目以降は火山

灰土区より高濃度となった.第三紀唐土壌区の濃度は他の土壌区に比較し終始最も低かっ

た.

3) 養分の溶脱量

土壌中の養分溶脱量を第 8表に示した.溶脱量は，土壌型の如何を問わず各養分とも 1

年目が最も多く 2年目 3年目は顕著な減少経過をたどったが 4年目に再び増加した.

このような溶脱量の推移は，浸透水量の推移と対応しているが，それだけでなく浸透水中

の成分濃度の変化とも関連していることが前項の結果からも明らかである.土壌型と各養

分の溶脱との関係は以下のとおりである.

硝酸態主主素の 4年間の溶脱量は，火山灰土区が最も多く沖積土区と第三紀層土壌区はほ

ぼ同程度であった 火山灰土区はとくに 1年自の溶脱量が他の土嬢区より多く， i'rl'積土区

は3年目より 10aあたり 0.5kg以下の微量となった. りん酸の溶脱は極めて微量であり，

土壌区間の差異も大きいとはいえなかった.カリの総溶脱量は，沖積土区が最も多く第三

紀層土壌区，火山灰土区の11債に少なかったが，土壌区間の差異が他の塩基に比較して小さ

かった カルシウムの溶脱量はf中積土区が4年間で 200kg/10aで最も多く，第三紀層土

壊区と火山灰二l二区はともに1'1'積土区の 1/2以 Fであった.沖積土区の 4年目の溶!悦量;は他

の土壌!玄の 4~5 倍を上廻りとくに多かった.マグネシウムも沖積土区が最も多く，次い

で、火山灰土|乏で第三紀層土壌区が辰も少なかった.また，沖積土区はカノレシウムの場合と

同様に4年目の溶脱量がとくに多かった.なお，カリ，カノレシウム，マグネシウムの中で

は. 3土壌|ズともカノレシウムの溶脱量が最も多く，カリはマグネシウムより少ない傾向に

あった.
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考察

沖積土，第三紀層土壌および火山灰土を用いたライシメータ一試験で，桑の生育並びに

土壌中の養分の溶脱について調査した.

桑の生育は，沖積土が最も優り火山灰土がこれに次ぎ第三紀層土壌が最も劣った.この

傾向は，根において最も顕著にみられ，葉に対する根の比率も沖積土が他の土壌より高か

った.以上の結果は，沖積土が火山灰土より，火山灰土は第三紀層土壌より根が発達し易

い土壌条件にあって根系の発達に差が生じ，その結果地上部の桑の生育にも相違をもたら

したものと考えられる.

桑の根系の発達と土壌の物理的， 化学的要因との関係は極めて密接であるむ町. 本試験

で供試した沖積土は，第三紀層土壌や火山灰土よりカリ，カノレシウム等の塩基類に富み，

りん酸吸収係数は極めて低かった.このような土壌の化学的性状の相違が根の発達に差異

をもたらした大きな要素であると思われる.一方，土壌の物理性については，充填型ライ

シメーターでは現地土壌と同様な状態にはなり得なし、6) また充填により土壌型聞の差異

が自然状態の場合より小さくなるものと考えられるので，根系の発達に対する影響は上述

の化学的性状の相具によるよりは少なかったのて、はなL、かと考えられる.しかしこれら土

壌の物理性とその根系発達への影響，並びに火山灰土と第三紀層土壌の桑の生育差をもた

らした要因については，栽培跡地の諸調査結果と併せてさらに検討する予定である.

浸透水量は火山灰土が最も少なく沖積土と第三紀層土壌は同程度であった.いずれの土

壌も 1年目の浸透水量は比較的多かったが 2年目以降著しく減少しとくに 8~12月には

ほとんど浸透しなかった.土壌の容水量は火山灰土が最も大きいといわれへ また桑の生

育は沖積土が最も良かった.これらのことから，浸透水量には土壌の保水能力と桑の生育

量が大きく影響したものと考えられる.浸透水量はまた降雨量との関係が大きL、6)が，木

試験地のごとき年降水量力が:汁1， 00∞Omm程度の地帯で

桑の生育の旺盛な夏期には，蒸発散量が大きいために土壌型に関係なく浸透水量が極端に

少なくなったものと推定される.

浸透水中の成分濃度は第 7表で見るごとくかなり大きく変化し，かつ土壌型あるいは成

分によりその変化の様相が異なっていた.この濃度の変化は，土壌中における水分および

養分の分布と移動の状態が複雑に関連して起きたものと推察されるが，今後更に検討する

必要があろう.

浸透水に伴なう硝酸態窒素の総溶脱量は火山灰土が最も多かったが，全般的には年次の

進むにつれて減少する傾向がみられた.しかし，火山灰土だけは 4年目に再び増加した.

この理由は明らかでないが，火山灰土の溶脱窒素量が多かった原因については，この土壌

で全窒素含量がとくに高かったことと関連があるものと考えられる. 松下ら6，7)は土壌の

種類により硝酸態窒素の溶脱量が異なる事実を認め，その原因が土壌の硝酸化成力や有機

態窒素の無機化量の差などにあろうと考察しているが，本試験結果についても全窒素含

量，言宗素形態，硝酸化成力などの点から検討する必要がある.一方，窒素溶脱量の低下
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は，窒素が桑に最も多く吸収される要素であることから，桑の生育量の増大に伴ない窒素

の吸収が増加し，浸透水量の減少も関連して生じたものと思われる.

以上のような窒素の溶脱量の推移から，寡雨地帯の樹齢 2年目以降の桑園において窒素

施用量が 35kg/1Oa程度では，施用窒素の若草脱は比較的少ないものと推定された.

カリ，カノレシウム，マグネシウム等の塩基類の溶脱は沖積土が最も多かった.また第三

紀層土壌と火山灰土の聞ではカリは前者が，マグネシウムは後者が多かったがカルシウム

の溶脱量には大差はなかった.このような結果は土壌中の塩基含量と関連があり，含量の

多い沖積土でとくに多く溶脱したものと思われる.また浸透水中で、はカノレシウムがカチオ

ンの主体をなすJ)といわれており，本試験でも塩基の溶脱量の中ではカノレシウムが最も多

かった.しかし，カリの溶脱量は比較的少なしグラム当量ではマグネシウムの溶脱量よ

り少ないことが明らかであり，カリは比較的溶脱しがたい成分であるといえよう.

さて，寡雨地帯でも第8表で示したごとき比較的多量の塩基類が溶脱すれば，土壌の酸

性化を招き，ひいては桑の生育に悪影響を与えるものと予想される.最も溶脱量の多かっ

たカノレシウムを沖積土で‘みれば，年間lOaあたり 50kgの CaOが溶脱したことになり，桑

による吸収量も考慮すれば更にこれより多量の石灰の施用が必要と思われる.

摘 要

ライシメーターにi'9'積土，第三紀層土壌および火山灰土を充填し，土壌型と桑の生育お

よび浸透水による土壌養分溶脱量の関係を 4年間調査した.

1. 桑の総条長，枝条・葉・株・根量などはすべて沖積土が優って第三紀層土壌が劣

り，火山灰土は両者の中間であったが，土壌型の差異は根量でとくに大きかった.

2. 年間1，OOO~ l， 250mmの供給水量に対する浸透水量は，火山灰土が最も少なく沖積

土と第三紀層土壌の間には大差がなかった.いずれの土壌型も桑の植付当年では浸透率40

%内外であったが 2年目以降減少して20%以下となった.

3 浸透水中の硝酸態窒素濃度は火山灰土が他の土壌に比し著しく高しまた，カリ濃

度も火山灰土が他の土壌より高かった. りん酸の濃度は一般に極めて低かった.カノレシウ

ム，マグネシウム濃度は沖積土が他の土壌より高い傾向を示した.

4. 硝酸態窒素の溶脱量は，火山灰土が最も多く沖積土と第三紀層土壌の聞には差異が

なかった. りん酸の溶脱はいずれの土壌も極めて微量であった.カリ，カノレシウム，マグ

ネシウムの溶脱量は，いずれも沖積土が最も多かったが第三紀層土壌と火山灰土の間には

一定の傾向が認められなかった.
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