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千淡火般学級 (T日ch.Bull町 Fac.Hort. Chiba Univ.l 
2rl34吟15-19(19811) 

培養液のリン濃度に対するフレンチ・マリーゴールド

のレスポンスについて

波漣章雄・木村紀久・ l嶋田典司
関議機物栄幾学研究室

Responses of French Marigolds (TIαgetes pαtula) to PhosphoJ;.uS 
Concentration in Nutrient Solution 

Yukio WAl、ANABE， N orihisa K1MURA and N oritsugu SHIMADA 

Laboratory 01 Horticultural Plant Nuirition 

AnS1'RACT 

1n order to elucidatεth巴optimalconcentration of phospho1'us in plant， phosphorus contents of 

whole plant and phospho1'us compouncls f1'actionated by LE P AGE method we1'e cletermined. 

F1'ench marigolcls w邑r巴grownunder the sand cultll1'e conditions with 5 different levels of phosphorus 

in KI羽URAnlltrient solution (1ふ5.6，11ふ28ancl 56 ppm as P). 

1) The growth rate of plants slightly increased at the concentrations over 11.3 ppm P， but they 

did not show phosphorus・excesssymptoms. 

2) The number of flow日rbuds and florets increasecl in proportion to the phosphorus levels of the 

nutri巴ntsolution. 

3) There was no significant effect of phosphOl・usconcentration in nlltrient solution on thε 

activity of acid phosphatasε. 

4) The contents of phosphorlls compounds fractionated by LE PAGE method wぽ日 maintained

at about constant level over all ranges of phosphorus conc巴ntraionin nutrient solution. Fraction of 

inorganic phosphorus showed th巴similarpattern to plant growth. Therefore， this component might 

be us巴das an index for phosphorlls nlltrition. 

わがi芸!の耕地はかなりの部分が火山灰土壌から成って リン合設を測定することにより，植物のガからみて，適

正なりン椴施周波が存在するのか，あるいは何か指機と

なりうる化合物が存在するのかどうかについて検討し

た.

おり，それが生燦問答関子である活性ア/レミナ

しているため，多数のリン駿肥料を施別して生産力

が推持されてきた.しかし，般近タマネギ畑におけるリ

ン酸過剰問題が指摘されるなど，一般に野菜畑でのリン

般の過剰議積が論じられるようになってきた(相馬ら，

1980).また起源の問じ火山灰土でもゴニ壊の生成過程の相

より， リン酸の肥効が奥なるため，当該!1!!援の施F間

接準をみなおすべきであるという指摘もなされている

(安出ら， 1982). このような問題の背紫には，リン機肥

料は多数に施服しでも過剰容がでにくいこと，さらに焔

作物では適正なりン殺の施用殺を決める指標が現在のと

ころ確立されていないことなどがあげられる.リン般は

資源的にも有限であり(石塚， 1979)，その効率的利用法

を総立することはきわめて讃要な課題であると考えられ

る.

おいては，供試作物としてマリーゴールドを

用い，jj被用リン酸の気予ぎや花成への影響1，ならびに体内

実験材料及び方法

1. 供試作物及び栽培法

1J4試作物として，ブレンチ・マリーゴールドホダンデ

ィ・マリエッタグを}fjい，有効慾リンに欠乏した本学部

日議場の火山灰オ撲をつめた発潟スチロール製パットに嬬

綴して水道水のみで殺増し，第二架線:開期に)11砂をつめ

たポリエチレン製の 1/5000アールポットに移摘した.

移嫡11奇に脊前絡の土壌リン酸の影響そ除くため，根に付

殺した土壌を水道水で・洗い流した.栽培は司祭から変(1983

年5月 11臼播綴 7月初日収穫)にかのてガラス

{沙耕法で行なった.培養液は木村氏液ぺ畑作用)を標準

とし(策 l淡)，その液のりン濃度を 1/5，1， 2， 5およ

び 10{:g:(P-0.2ぽ，…， P日 10況と記す)の 51去を設けた.
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第 l表 謀本主議議液の組成(木村氏液，焔作用)

I民詩; I淡J]t(ppm) ( )rAJI土{む事足Jl主j主I主i1fL淡21jilE(ppm) 

N 23 (NH，d2S01 (N: 10，2) 

P 5，6 KHzP04 (K : 7，1) 

K 21.4 KN03(K: 7，2. N: 2.0) 
K2S0， (K: 7. 1 ) 

'~~'Ca 14.6 Ca(NO:l)2・4I-120(N:1O.2l

Mg 13.3 MgSO，1'7H20 

i政Jt("V!ぷl止B: 0.5， Mn: O.OS， Zn: il.05， Mo: 0.05， 

Cu:O.02. Fe: 1.0， 作ppmとした.

pH : 5.5-6.0 

第2iJ気処躍区のリン濃度

試験区 関長34サ リンi段J]t(ppm)

~1ir区 P-O.2 1.1 

機i¥1。区 P…l 5.6 

2 j訓示. P-2 11.3 

:; j庁区 P-5 28 

10j行奴 P…10 56 

IJシグ)iふ}JIIはNaH2P04'E'JlJ，、た.

リンの添加はリン費支 m ナトリウムを用い， P-0.2区では

KHzPO，をi減じ，不足するカリウムは犠化カリウムで補

った.各処理院のリン濃度は第2淡に示した.なお埼幾

i後は水道水で pH5.5~6.0 に澗援し，第 l 淡のように微

も添加した.主寒波はポットの下部排水口より流

出するまで表面から 1日1回与えた.また避に 1間程度

水道水を光分かん水し，ポット中における滋類の築様を

防いだ.笑験は一区 6連制で行なった.栽培期間中 1

週間に l度，花およびつぼみ数を数えた.

2. 分 析

栽培終了後，全体試料について酸'挫ホスファグーゼ活

性の測定， リン化合物の分別定設を行なった.一部は常

f去により絃燥粉砕し乾物議会測定した.

盟主性ホスブアターゼ活性はパラニトロブェニノレリン酸

を基質とする方法により測定した(小倉ら， 1972).苦手潔

1単位は 30.Cで l分間に 1μmoleのパラニトロアェノ

ーjレを遊離させる滋とした.

リン化合物の分別定裁は LEPAGEの方法(作物分析法

1975)によった.すなわち，トリクロル酢酸(TCA

と絡す)不j容画分 (TCA不終回分)， TCA i'fJiや酢酸バ

リウム不溶回分(TCA-a]'f;容・Ba不溶蘭分)， TCA可溶・

底下級バリウム可務磁分 (TCA可溶.Ba 'f1J溶随分)に分

刻した.さらに TCA不溶磁分を核酸態リン，たん白態り

ンおよびリン脂J良に細分幽した.得られた濁分の全リン
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1丹後絞めリシ il;~I !l: (ppm) 

第 l図 各リン淡Ji:区におけるブレンチ・マリーゴ

-)レドの生体議

をj過槌紫駿による湿式分解後，パナドモリブデン駿法に

より比色定設した.なお TCA河湾・Ba不溶i頭分には無

機リンも含まれるが，これは灰化前の試料について‘測定

い然機リンとした.

結果および考察

1. 地上部会主体議

5段階のリン濃度(1.1~56. 4 ppm)の培養液で約 2ヶ

月鰐栽培した後の生体宝章受第 1閣に示した.殺泌期間を

過して，~院ともリン欠乏特有の症状である持者緑紫色も

過剰によると想、われる波状も雛祭されなかった.しかし，

もっとも慌濃度の P-O.213: (1.1 ppm)の生体震はきわめ

て少なく， P-1以上の他の区とは有怒な差が認められた

(pく0.05).主主体惑は域重姿液のリン濃度に対応して増大し

たが， P-2区以上では鎖打ちとなった.これらの結果は培

幾液のリン濃度が 11.3ppm稼度あればフレンチ・マリ

ーゴールドの生予ぎには十分であることを示唆している.

2. つぼみおよび小花数

培養液のリン話題撲が花成に及ぼす彩響をみるため，花

およびつぼみ数を経時的に測定した(第2悶).なお咲い

ている花やすでに散ってしまった花もつぼみ数に入れ，

総数で表わした.処理開始後初日頃までは各誌聞に花お

よびつぼみ数には楚は認められなかったが，さらに臼数

が経つにつれて，徐々に驚が現われ，災級終了時ではリ

ン濃度が 11.3ppmまでの 3区に対し， P-5および P-10

1までは有意に鳩加した(p<0.05).また収機時に…錦のつ

ぼみを構成する小花の数を調べ潟 3図に示した.つぼみ

数の変化と問機，施mリン濃度が衛くなるにつれて小花

は多くなる傾向がみられたが，もっとも低濃度の P-0.2
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|涯を除いでは明らかな2をは認められなかった.本災験で

は，リンの添加はリン駿吟ナトリウムを用いたので商リン

施用区ではナトリウム濃度も機加しているが(P即時誌の

ナトリウムは 41.5ppm)，ナトリウムは 100ppmの潟濃

度でも櫛物にはほとんど怨影響はないといわれているの

で(問中ら， 1981)，その影響は無視しうるものと考えた.

ブレンチ・マリーブールドの~清掃の聞では，総m リン

は 11，3ppm程度あれば何十分で、，それ以上に濃度を

i潟めても ~t予ぎの向上 lまあまり期待できないが，花成に関

する聞からみると，さらに数倍のリンを施約した方が花

およびつぼみ数，さらに小花数までが鳩加した.ブレン

チ・マリーブールドに対するりンの施用効架は鶴島ら

(1971)のゴニ緋による三三援策試験でも認められ，サルビア，

アスターなどとともに搬用リン濃度の増加Jこつれて開花

数や1~務部新鮮遜が増えたと報告している.以上の結果

から判断して，ブレンチ・マリーゴールドはリンの多肥

ましいものと忠われる.なお本災産会では管状花，筒

状花を限別せずノj、花として測定したが，今後小1~の状態

の調査も必援と思われる.

3. 酸'I没設ホスフア夕一ゼj洛悉割'1

1総i蹴変物がリン欠乏状態になると語駿変性ホスブプ夕一ゼ活f性生
がj上ニ鉾すず喧ることがト γ トや jト、ウよモεE口3コシ(;杉杉iJ山Liら， 1凶982幻)，

ウキクサ (R丘引![ひ)， 1臼970ω)について幸報読翌命子されている. そこで

施用リン濃度と酵索活性の樹に何らかの関連があるかど

うかを澗べるため，酸性*スブアターゼ活性を測定した

(第 3炎).酸性ホスブァターゼ活性は培地のリン濃度合

変化させてもほとんど変動はみられなかった.杉山ら

(1982)はトマト， トウモロコシを用いた実験で，ホスブ

ァターゼ活性は士官後液のリン濃度が 0.5ppm 以下で下

まったと述べていることから，本5経験の結果は

しく劣った P-0.213:でも1.1ppmのリンを含

み，明らかなリン欠乏JlEが現われなかったので，番手議活

性lこ彩響するほどりン不足の状態にはなっていなかった

ためと考えられる.

4. リン化合物の分l.lIJ定翠

LE PAGE fi;に機じ，生体のりン化合物の分別定数を行

ない.それらと全管との関連を調べた(第 4a?J入金リン

はPす13:までは堵議液のリン濃度に対応して怒j放

に増大したが，それ以上の濃度では顕:rTちとなった.そ

の合設は乾物仁科 0 ， 5~0.6%であった.会リンと同様な変

化はj庶機リンの;場合にも認められた.そのfIJrの回分では

培議液のリン淡皮を変えでも植物体の合意まに変化はみら

れず，ほぽ一定の鍛を示した.以上のことは，培幾液の

リン濃度を潟めると植物体中のリン合設も増加す帰るが，

その;tEt方自分，すなわち，過剰のりンは無機態リンとして

るものと恕、われる. また生事事との関連で生体の無

機リンをみると， リンの供給が不足ぎみで生育が劣る場

合は生体中の無機リンはほとんど検出されないことか

ら，lE常な生予まにはある稼!交の)Jlli機リンの存在が必要で

あると考えられる.以上のことから，織物体の無機リン

の合議あるいl式全リンに対する無機リンの割合を知るこ

とにより，織物の側からみて，適正な士官縫液のリン濃度

をf11l定ずることの可能性が示唆された.過剰のリンを施
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第41翁 LE PAGE Y:去によるリン化合物繭分のりン

1)ン濃度の影響

。一:会リン，一@ー:無機リン，…ム

: TCA T:iJ治.Ba i:iJr絞りン，…ゐ…:核

リン，ーロー:1)ン脂質リン，…×…:

TCA 1'fJii4・Ba不溶リン， (!仇無機リン)，

隠…たん白態リン

}認すると植物のリン含ま設が増大し，大部分が無機リンと

して存在することはトマトでも知られており，楽11~ に然

機リンが会リンの約 10%存11:するとき
であろうとの報告もある.さらにリン IJ~繁溺分と

の変化のパターンが伺ーな傾向を;示したことから，この

怒li分がリン程変栄設の一つの指棟となりうるのではないか

と示唆されている(安問ら， 1983). しかし，本実験では

リン脂質合盤には施用リン長'ii:'変えてもほとんど影響は

みられなかった.これは供拭作物の逃いもあるが，生体

ゅのリン脂質設がきわめて少ないことも原到していると

も若手えられるので，さらに詳細な検討を裂すると忠われ

る.

一般に土竣診断に比べて作物の栄養診断はより箆接的

ではあるが，指標となる物質あるいは淡躍の稜遜性に乏

ししより多くのデータの議綴が認まれるが，本実験で

とりあげた;fjjll物体中の線機リンはリン酸栄養の掲機物質

のーっとして阪できるのではないかと考えられる.た

だし，体内リン濃度は作物関;Jぬ綴鰐で異なることが知

られており(似野ら， 1980，禁IUら， 1964)，一概に溺濃

度の絶対1成合指定す瓜ることは苦IEしいことである.

生体のリン合j設は生育ステージ，イヤwiなどによっても

異なることが予怨されるので，品種間競あるい

は品質， 1民設なども含めて今後検討されるべきであると

考えられる.

摘要

作物の 1)ン駿栄幾に対する反応を明らかにし，施肥i趨

j法令知るため，砂緋法により，培縫i後の 1)ン濃度を1.1か

ら56.4ppm fこまで変化させてブレンチ・マリ…ゴール

ドを栽絡し，全体盆，つぼみおよび小花数を締べるとと

もに， リン化合物の分別定拾を行い，

1. ブレンチ・マリーブールドの生育裁は;:;夜養液のリ

ン濃度が 11.3ppmで頭打‘ちとなつなが， リン過剰症は

観3認されなかった.

2. 花およびつぼみ数ならびに綴状花 l側当りの小花

数はリンの施沼滋の鳩加につれて橋大した.

3. 体内リン合致は堵議波のりン濃度に対応して高ま

ったが，生体璽の場合と問機に 11.3ppmの 1)ン濃度で

頭打ちとなった.分磁されたリン化合物繭分のうち，無

機リン倒分のみが~J::.育設と間一パターンを怖いた.した

がって，この随分がリン鮫栄獲の一つの指機物質となり

うることが示唆された.

フレンチ・マリーゴールドの栽培にあたり， fiElJJl)J替を

いただいた本学幾;場研究家の渡辺滋吉郎氏に感謝の窓を

る
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