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山陰地方における桑樹の春の発育と養分の

吸収利用について
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桑樹の養分l吸収に関するこれまでの研究は l年生の幼木について行われた例が多いが，

それらの結果から春の新梢葉は主として前年から樹体中に貯えられていた貯蔵養分によっ

て展開し，春肥から吸収された養分はかなりおくれてから発育に影響すると考えられてい

る3)，4) したがって，春蚕期の収業量に対する春日巴の効果も凶市暖地以外では少ないとさ

れている引.

最近. ，~~瀬ら日(1978) は東北地方において，ほ場に施用した15Nの新梢葉中へのとり込

みを調べ，春肥Nの吸収開始時期が従来考えられていたより早いことを明らかにした.そ

してこのこと等を根拠に春肥の重要性が説かれるようになった8).11}がこれらの研究は主

としてNを対象におこなわれ pやKがNと同様に吸収されるかどうかを同時に追跡検討

した成績は見られない.

そこで，本実験では，東北地方に比べ発芽時期も早い山陰地方における春日巴の恵、義を再

検討するため，貯蔵養分が l年生前に比べ比較的多いと考えられる 2年生樹を用いて，春

日巴の吸収利用状況を要素別に比較検討した.以下にその概要を被告する.

本文に入るに先だち，本文の御佼閲を頂いた関西支場永井政U;1t支場長，関西支場土壌肥

料研究室五島Il;~室長，本実験の化学:分析の一部をJLl当された関活支場上擦肥料研究室愛原

秋義技術主任の諸氏に深甚なる感謝の意を去する.

材料と方法

(1) 試験区と桑桧Iの栽地条件

試験区として，肥料と珪カノレを混和した施肥区と珪カノレのみを混和した無施肥区とを設

けた(第 1表).肥料等はあらかじめ供試土壌 12kgと混合したのち 1/2000aポットに充

てんした.

供試桑樹には年生の幼木に比べ樹体内のJ行F蔵養分が比較的多いと考えられる樹齢 2

年の一ノ瀬桑(枝条数 3-4本〕を用いた.移植にともなう障害を少なくするため出来る

だけ根を痛めないように掘り取り，水道水で丁寧に洗った後ポット当り l樹を1976'4三4月

8日に植え付け 6月17日まで屋外で栽培した.なお l区4株宛供試した.

なお供試土壌には，施与肥料の吸収が明瞭に把握されるように肥料成分にきわめて乏し
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第 1表処理区及び施肥量

長包 日巴 量 施肥区 無 施 肥 区

N: 3g (硫 安〉 。
P205・3g (ょうりん〕 O 

K20 3g (塩化カリ〉 。
J2Eカノレ150g 。 O 

注 :0印は施与したことを亦す.

第 2表供試土嬢の化学性

pH 一一IN/5HC1 可制/1~INKC 1可溶mg川両りん酬

| l T-NJ I l-一一一一「ーで二 l収係数
H20 1 K C  1 1 %1 P205 K20 CaO 1 MgO 

4.80I 3.7ST 0.027 1.5 5.1 10.0 15.3 1: 1500 

い京都府綾部市田拶の赤黄色土木耕土を用いた.

供l武土壌の一般化学性を第 2表に示す.

(2) 分析試料の採取と化学分析

分析試料は 5月4日から 6月17日までの間数日おきに全供ぷ株より各株の発育状況を代

表すると思われるものを数芽ずつ選び，全芽として採取し|又ごとに混和し 70・Cで送風

乾燥後 lmm目全通の粉米とした.

成分の分析は，全Nについてはキエノレダーノレ法，その他の無機成分については一定量を

磁製1lI1vこ採り 500・Cで灰化後稀混酸に溶解し Pはノぐナドモリブデン酸法， Kは炎光法に

よりそれぞれ定量した.

結 果

1) 桑樹の発育

植付け後4月24日に脱直し 4月26日に燕口j切に達したが，その後の桑樹の発育経過は

第 3表の通りであった

すなわち，新梢長，新伴jー芽重及び水分率に区間差が現われたのは 5月中旬頃からで，

この頃より施肥区の新梢長及び新檎 1芽重が急速に増大したのに対し，無施肥区では停滞

気味となった.また無施iJ巴区の水分率もこの頃より次第に侭く推移し，新約葉の硬化がう

かがわれた.
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表 3表新禍の発育状況

調査月日
ほ場桑の

新 梢 長 I1芽生魚 芽生電
(cm) I (g) ， (g) 

5. 4 

区

施 肥区

無 施肥区

施肥区

無施肥区

施

5. 11 

日
無
可
処
…

施 肥

1巴

}j(fj B巴

施 1巴
5. 27 

無 施肥区

1j(fj 日巴
6. 17 

無施肥区

1 水 分 率
( %) 

81.1 

81. 3 

75.9 

75.1 

75.6 

1. 29 

1. 32 
1.42 

2.01 
2.35 

9.3 

2.30 

2.80 
2.75 

注 分析試料として採取したものの平均値.

2) 新柏葉中の要素含有率及び要素集積量

N~含有率の推移は第 1 図のとおりで，両区とも発芽当初に最も高くそれ以降低下した

が，施肥区ではその程度が小さく 5月17日以降にはほぼ一定の水準で推移したのに対

し類、施肥区では低下の程度が大きく， N含有率の区間差が明らかとなった.なお無施日巴

1乏では 5月17日以降にもなおかなりの低下が続いたため発育が進むにつれて施肥区との差

が大きくなった.

葉色も 5月11日頃から両医聞の差が明らかとなり 5月15日頃には無施肥区では明らかに

N欠様症状を呈していた.

一方， N集積量:(第 2図〉は施肥区では日時の経過と共に増加しとりわけ発育の踏ん

となる 5月中旬以後の増加が急激であった.これに対し1nr，施肥|玄では試験期間を通じ集積

量の大きな増加はみられずに経過した.

非蛋白態N含有率(第 3図〉は施肥区においては発芽当初高く 5月中旬にかけて徐k

に低下したが，以後再び高くなった.これに対し無施肥区では発芽当初は施肥区と変わら



36 

% 
5 

施)JI:;区
A斗
τ

対

乾

物

%

)

無施肥区

畠

4/V 
畠 - .. &ー・

17/刊(日/月〉11 17 22 27 

第 1図新約菜仁1"のN濃度

なかったが 5月11日以後も徐kに低下し施肥区とは違った推移を示した.

P含有率(第4図〕は発芽当初が最も高く新梢葉の発育に伴って低下したがその程度は

新梢葉の発育の鹿んな施Jl巴区において大きかった. しかし区間に差が見られたのは 5月22

日以後で，その差も比較的小さかった.

P集積iD:(第 5図〉は新梢葉の発育に伴って増加したが，両区間における差は少なく，

差の見られたのは 5月17日以後であった.

K含有率(第6図〉の推移はN含有率の推移とよく類似し，発芽当初Jに最も高く，開業

から 5月11日にかけて急速に低下したが，施肥区では 5月11日以後ほぼ一定の水準で推移

した.しかし無施肥区では 5 月 11 日以後も新jí~菜の発育に伴ってK含有率が低下したため

発育経過と共に両区間の差は大きくなった.

K集積量〔第 7図〉は施肥区では新柏葉の発育に{'Iとって急速に増加し特に 5月中旬以後

の増加が著しかった.これに対し無施Il巴区では 5月11日以後ほほ一定で推移し増加は認め
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第 2図 l新梢葉中N集積量

考察

施肥反の新柏、葉の発育状況は関西支場栽桑研究室による桑の発育に関する調査結果と一

致しており，また供試桑樹を採取したほ場の桑樹の発育〔第 3表〉ともほぼ一致していた

ことから，供試桑樹はポットへの移植による障害をほとんど受けることなく発育したもの

と考えて以下の考察を行った.

N及びKの新Wl葉中の含有率並びに集積量の推移からみて，これらの吸収は新Wi葉の発

育とともに 5月上旬から始まるものと考えられる.しかしこの頃はまだ吸収最も少なし

新柏、業の初期発育には前年から樹休中に貯えられていたいわゆる貯蔵N及びKが転流利用

さわしているとみられるが 5月中旬以後はこれらの吸収もおう肢となり， しかも新梢葉へ

の転流量も増大し，春JJ巴中のN及びKは新橋葉の発育に大いに寄与しているとみることが

出来ょう.一方1!~施肥区における集積量の推移からみて 5 月中旬頃には樹体内のl貯蔵N及

びKの新楠葉への転流もほぼなくなるものと推察される.
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第 3図新柏葉中の非蛋白態N濃度

大山6) (1964)は関東地方における挿穏の採取時期の実験で 5月1011に発1長率が最れ

となり， 20日以後に又高くなることからこの頃に}15'蔵長分が底をつくとしてL、る.また仁l'

部地方においては荒JII!}(1966)がほ場桑樹について脱直後約 15日で澱粉粒が消失するこ

とから，この頃に貯蔵物質がなくなるとしているが，当地方においても NやKについては

5月中旬頃にいわゆる展開期から同化期へ移るものと考えられる.また両Kの 11iii有葉

11'[，新梢長，水分率， ~H![白態N量及び葉色などの推移を比較してみても， 1ド ffE:N及びK

は 5月中旬頃から新梢葉の発育にかかわりをもつものと考えられる.

これに対してPについては施肥区のおう盛な新梢葉の発育に見合う吸収量が少いため新

柏葉中のP含有率は無施IJ巴区より施肥区で(尽く，樹体内の Pが主として転流し利用されて

いるものと考えられる.また集積量についても NやKの場合のような区間差がみられない
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第 4図新梢葉中のP濃度
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畠

17/刊(日/月)

ことから Pの吸収量は 5月中旬頃までは少なく春蚕期の終る 6月上旬頃まで貯蔵Pにその

給源を依存して新梢棄が発育するものと考えても大きな間違いはないものと思われる.こ

の}，IXについては今後検討を要するところであるが，潮田ら 10)も春蚕期における Pの吸収量

は第 5開業頃までは非常に少ないことを認めており，茶樹についても池ケ谷2)は同様の事

象を認めている.

以上のことから，当地方における春日巴のNやKについては 5月中旬頃より新柏葉の発

育に積極的に利用され，春期の収量にも大いに寄与しているがPについてはNやKと異な

り貯蔵養分に依存する度合が大きいと考えられる.

摘要

桑園に対する在日巴の意義を明らかにするため，ほ場で育てていた樹齢2年の桑樹を4月

の初めにポットに移植し，春肥施用および無施用の場合について，桑樹体内の要素含有率

とl没収量の推移を調査し，次の結果を得た.

1. 施肥区では，無施肥区に比べ 5月中旬以後新梢葉の発育がおう盛となった.

2. 春肥の施用により新梢葉中のNおよびK集積景は弓只の初めから増加しはじ
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第 5図 Ui'柏、葉中 P集積量

め 5月中旬には無施肥区と比較し明らかに多くなったが， pの集積百は 5月下旬に

わづかにJ曽加しただけであった.

これらの結果から， NやKについては 5月中旬頃から春の新葉の発育に対する在日己の効

果がJ9J待されるが，この間Pについてはf[j'蔵養分に依存する度合か大きいと考えられる.
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Summary 

N utrient Absorption in Spring by the Mulberry Tree in San-in district 

by 

MIYOSHl hL¥Nl呂田

The experiments were carried out to check the effect of fenilizer 

applied in spring for the m ulberry trees. Two-year→ olci trees that were 

cultured in field were transplanted into pot in A pril， and N， P and K were 

applied to one group of them and not to another. 

The rewlts were as follows; 

1) The new shootlet-leaves of the ferti1ized trees grow vigorously since 

the middle of Mav. 

2) N content per one new shootlet of fertilized tree began to increase 

from the beginning of May and become clearly higher than unfertilized 

one after the m iddle of Ma y . 

3) Only a 1山 leP accumulatiol1 was observed by fertilization even in 

the end of May. 

4) K content per one new shootlet of fertilized tree clearly increased 

after the middle of May. 

From the results， it seems that N and K applied in spring are effective 

on the growth of the new shootlet after the middle of May， but the effect 

of P from fertilizer is only a littie and storage P is available to new 

shootlet growth over considerably long time. 
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