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紫外LED励起蛍光分析による畑作土壌の

可給態窒素，全炭素，全窒素， CIN比の推定

織井孝治•井上直人

要旨

土壌サンプルから得られる蛍光スペクトルの解析により，可給態窒素，全炭素，全窒素， CIN比の推定を試み

た．長野県内の畑作黒ボク土壌46点を供試し，風乾粉砕した土壌を375nm,392nmのLEDで励起することで取

得した蛍光スペクトルの 10nm間隔の強度の一次微分値を説明変数とし， PLS回帰分析によって各推定項目の推

定モデルを構築した．構築したモデルの推定精度は決定係数と RMSEで評価した. 375nmで励起した際に得られ

る蛍光スペクトルの一次微分値，及び392nmで励起した際に得られる蛍光スペクトルの一次微分値の両方を説明

変数として用いた時，可給態窒素，全炭素，全窒素， CIN比において精度の高い推定モデルが得られたことから，

LEDを用いた蛍光分光分析によってそれらの同時推定が迅速かつ容易に可能であることが示された．

キーワード C/N比，可給態窒素，蛍光分光分析，全炭素，全窒素

1. 緒 戸

近年，畑地における地力の低下が問題になっている．地

力は農地における貯蓄財であり，持続的農業生産を行う上

で特に重要となる．また一方で資源輸入国である我が国は

農業生産に利用する肥料の原料を他国に依存している．そ

のため原料価格に生産コストが左右されるため，農産物が

安定供給されているとは言い難い． したがって，適正量の

施肥による効率的な農業生産を行っていく必要がある．

土壌中の形質で地力に大きくかかわるものとして，可給

態窒素 (AvailableNitrogen)や全炭素 (TotalCarbon), 

全窒素 (TotalNitrogen), C/N比 (C/Nratio), 陽イオ

ン交換容量 (CEC)などが挙げられるが，特に，可給態

窒素は分解されやすい有機態窒素化合物として，ほぼす

べての作物の生育を制限する因子であるとされている

(Stevenson, 1982). 土壌肥料学的分析による画分は「可

給態窒素画分」と呼ばれており（小川， 1997;Matsunaga 

and Moriizumi, 2012), Matsumoto and Ae (2004) は，

様々な化学溶液による土壌中の抽出可能な有機窒素の特徴

を要約している．

我が国では， so0c4週間のインキュベーション後の抽

出可能画分が窒素無機化の予測に有用であるとされている

（原田ら， 1948). この手法は，培養およびその後の無機

態窒素量計測により，データが得られるまでに時間と手間

がかかるという問題を抱えている．これを解決するために
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可給態窒素推定の簡易法として，「中性リン酸緩衝液抽出

法」や「熱水抽出法」等，多くの手法が提案された（樋口，

1981, 1982; Livens, 1959). こうした試みにより比較的短

時間で可給態窒素の推定が可能となったが，分析にかかる

手間という点の根本的な解決には至っておらず，また，推

定精度に難がある等問題があるため各種分析機関で利用さ

れることは少ない．

一方で，様々な試料の分析に近赤外光を利用した試みが

多く挙げられる．井上ら (1990)は飼料の有機物含量の推

定に用いている他，井上・浅井 (1991)は土壌化学性の分

析において可給態窒素，全炭素，全窒素の推定を試みてお

り，森次ら (2015)は近赤外拡散反射スペクトルの二次微

分値を PLS回帰分析することによって可給態窒素を含む

13の項目の推定を試みている．こういった試みから，全

炭素，全窒素は高い精度での推定が可能となり，また森次

らは可給態窒素等についても推定が可能であることを報告

している． しかしながら，市販されている近赤外分光分析

器は高価なものが多く，手軽に扱えるとは言い難い．

一方で，近年分析手法として発達してきた手法として，

蛍光分析を用いたものが挙げられる．蛍光性有機物の研

究は数多く行われており，フラビンアデニンジヌクレオ

チドやニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸な

ど，微生物が有する構造や，クロロフィル蛍光等が紫外励

起する事で可視領域に蛍光を生じることが知られている

(Cerovic et al., 1999; Manuela, 2009). 土壌中には，蛍

光を生じる有機物としてフミン酸やフルボ酸等， n電子系

の結合を有する物質が含まれている（長尾ら， 1997). 井

上ら (2014)は，土壌中に含まれる蛍光性有機物物質由来

の LIF(Laser Induced Fluorescence)を解析することで，

地力関連化学形質の推定の簡易・迅速化を試みた． この結

果，推定値と定量値の間の決定係数は可給態窒素で0.83,
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全炭素で0.89, 全窒素で0.86,C!N比で0.70と高い推定

精度を示し，風乾土壌由来の蛍光を用いた地力物質の同時

推定の可能性が示唆された．この試みの課題として，蛍

光を計測するためのレーザー光源や蛍光検出器は高価なた

め， 実用的ではないということが挙げられる．

そこで，本研究では土壌分析のコストを下げ，効果的に

データを入手するために 375nmおよび392nmを中心波

長とする 2種類の紫外線 LED(UV-LED)を備えた新しい

蛍光分光システムを構築した.375nmおよび392nmの

LEDは工業市場における需要が多い波長帯であるために

安価に入手可能であり ，分析装置の低コス ト化が見込める

ためである．構築 した蛍光計測系を用い，風乾・ 粉砕後の

土壌サンプルから得られる多重励起による蛍光データを解

析することで，可給態窒素，全炭素，全窒素， CIN比の推

定を試みた．

2. 材料及び方法

1)供試土壌

長野県東部の畑地から採取 した表土 (0~15cm)46点を

土壌サンプル として供試 した．サンプルの内訳は淡色黒ボ

ク土11点，表層腐植質黒ボク土20点，厚層腐植質黒ボク

土4点，表層多腐植質黒ボク土11点であった．土壌サン

プルは，風乾後にrp2mmの節にかけ，さらに乳鉢を用い

て微粉砕した．微粉砕した土壌サンプルは土壌表面の状態

を均ーにするために， rp2cm・ 厚さ3mmのアルミ リング

に充填し， 40MPaで圧縮ペレット化した．

2)蛍光計測

風乾粉砕土から直接 LED励起蛍光 (LEDInduced Flu-

orescence: LED-IF)を取得するために， UV-LEDを光源

とした蛍光計測系を構築した．構築した計測系を蛍光計測

系1とし，模式図を図 1に示 した．励起光源は，中心波長

PC 

（スペク トル解析）

単波長カットフィルトフィルタ

(400nmく）

コリメー トレンズ

励起光源

(375nm、395nm)

分光器

(SEC2000-UVNIS) 

=-
図1 蛍光計測系1 模式図（特開2014-240825)

が392nmのLED(Optosupply Limited. CHN)と375nm

のLED(Nitride Semiconductors Co., Ltd. JPN) の2種

類を用いた．こ れらの波長は紫外線と しては比較的安全

で励起力も強いことから，この 2波長を利用す ることとし

た．本試験における蛍光計測系では 392nmのLED12個，

375nmのLED36個を，励起光が上部10cmの位懺からサ

ンプル表面全体に照射されるように設置した．

圧縮ペ レット化し たサンプルを偏心させたタ ーンテーブ

ルに設置し，サンプルを回転させながら励起光を照射す る

ことでサンプル表面を万遍なく励起した．生じた可視 ・近

赤外領域の蛍光は，サンプル上部の受光部からミニ分光器

SEC2000-UVNIS (BAS株式会社，JPN)に，コリ メート

レンズ (EdmundOptics, USA)と400nm以上の光を透

過するロングパスフィルタ (EdmundOptics, USA)を介

して取り込んだ励起光は 392nmの LEDと375nmの

LEDをそれぞれ別々に照射することで，1つのサンプル

から 2種類の可視 ・近赤外蛍光スペク トルを取得した．蛍

光スペク トルの取得範囲を波長領域400~800nm, 波長

間隔およそ 0.5nm間隔とし， 露光時間300ms, 平均化回

数20回に設定し，暗箱中で取得した．

3)スペクトル解析

取得 した蛍光データは隣り合う 5波長間で移動平均を

算出しスム ージングを行ったスム ージング後の蛍光ス

ペク トルにおける 450~700nm領域において， 10nm間

隔の蛍光強度から 一次微分値を算出した．これにより，

1サンプルから 375nmで励起した際に得られる独立変

数26個と 392nmで励起した際に得られる独立変数26

個，計52個の独立変数が得られ， これを PLS回帰分析

(Wold, 2001)に用いる説明変数とした．各推定項目の推

定モデルを構築するために使用したサンプル数は，可給態

窒素，全窒素で46点， 全炭素，CIN比で44点とした．

PLS回帰分析による回帰モデル構築のために，デー

タセット全体を用いたクロスバリデーション法であ

るLeave-One-OutCross Validation: LOOCVを用いた

LOOCVの手順は以下に示す通りである．

① ：使用サンプルの i番目のサンプルを未知のサンプル

として抜き出し， 残 りのサンプル n-1個をトレーニン

グサンプルとして PLS回帰分析によりモデル式を構

築する．

② ：①で抜き出したサンプルのデータを構築したモデル

式に当てはめ， 予測値と定属値との差の二乗である平

方残差を求める．

③ ：① ・② をn回繰り返し行い， 全てのサン プルを順

に抜き出して平方残差を求める．平方残差が最も小さ

くなる潜在変数量を最適とし，この時のモデルを未知

のサンプルヘの対応力が高いモデルとして選択した．

構築した推定モデルの回帰式は， 以下のように説明された．

y= blxl +b2x2+ ... ::;+buxu+e 

ここで， yは推定値， xは蛍光スペクトルから得られた独立
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変数， bは回帰係数 vはサンプル数， eは定数項である．

各推定項目の推定モデルは次に示す 3つデータセットで

それぞれ構築した．

(i) 375 nm LEDで励起した際に得られる蛍光スペク

トルから算出した一次微分値のみで構成されるデータ

セット

(ii) 392 nm LEDで励起した際に得られる蛍光スペク

トルから算出した一次微分値のみで構成されるデータ

セット

(iii) 375nmの LEDで励起した際に得られる蛍光スペ

クトルから算出した一次微分値および392nmのLED

で励起した際に得られる蛍光スペクトルから算出した

一次微分値の両方のみで構成されるデータセット．

本論文では， (i)および (ii)を単波長励起， (iii)を多重

励起と呼称する事 とした．

可給態窒素，全窒素，全炭素， CIN比の定量値を目 的

変数とした時構築された推定モデルの予測能力は，推定モ

デルの推定値と各項目における定量値との間の決定係数

(Rりと平均二乗誤差平方根 (RootMean Squared Error: 

RMSE)を用いて評価した. PLS回帰分析は Excel多変量

解析Ver.7(エスミ， JPN)を用いて行った．

4)各推定項目の定量値測定

2mm>の風乾細土を用いて，供試土壌中の可給態窒

素量，全炭素景，全窒素量を測定した．可給態窒素量は

30°Cで4週間培養の後 に無機化した窒素量から 測定し

た（原田ら， 1948;小川，1997;Matsunaga and Mori-

izumi, 2012). 全窒素及び全炭素はCINコー ダー (C-N

Corder, Yanagimoto Co. Ltd., Japan)を用いた燃焼法に

より測定した．全窒素，全炭素の定量値から CIN比を算

出した．測定した定量値を PLS回帰分析における目的変

数としたまた，各定量値を表1に示した．

3. 結 果

表 1に，可給態窒素，全炭素，全窒素，CIN比を推定す

る際に用いた各項目のサンプル数，定量値の最大値，最小

値，平均値，標準偏差を示した（表 1).

圧縮ペレッ ト化し た土壌サンプルを 375nmのLEDで

励起した時に得られる蛍光スペクトルを図2に， 375nm

で励起した時に得られる蛍光スペク トルの 10nm間隔

の蛍光強度をもとに算出される 一次微分スペク トルを図

3に示 した．蛍光スペク トル は570nmをビ ークと した

470nmか ら700nmにかけて 山なりのスペクトルであっ

表1 土壌サンプルの統計データ

element n max Min average s.d unit 

可給態窒素 46 11.17 1.90 5.76 2.35 mg/lOOg 

全炭素 44 7.49 1.69 4.54 1.71 ％ 

全窒素 46 0.71 0.15 0.38 0.14 ％ 

C!N比 44 16.61 10.10 12.12 1.56 
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表2 変数毎の推定精度の比較

項目 推定モデル構築条件 変数 潜在変数 R2 RMSE 

可給態窒素 I1 26 4 0.57 1.52 
11 . ・2 26 1 0.27 1.99 
11．．1 ． 3 52 5 0.73 1.21 

全炭素 11 26 2 0.66 0.98 

11 2 26 1 0.63 1.02 
11..1 . 3 52 6 0.94 0.43 

全窒素 11 26 2 0.55 0.09 
11 .. 2 26 1 0.58 0.09 
11..1 . 3 52 2 0.62 0.08 

CIN比 r1 26 3 0.73 0.79 

11 ・・2 26 3 0.69 0.85 

111 3 52 4 0.77 0.73 

1: 375nmLEDで励起した際に得られる蛍光スペク トルから算出した一次微分値.2: 392nmLEDで励起 した際に得られる蛍光スペ

クトルから算出した一次微分値. 3: 375nmのLEDで励起した際に得られる蛍光スペク トルおよび392nmのLEDで励起した際

に得られる蛍光スペク トルの両方から算出した一次微分値．

た.392nmのLEDで励起し た時 得ら れた蛍光スペク

トル を図4に，蛍光スペク トルの 10nm間隔の蛍光強度

をも とに算出される一次微分スペク トルを図5に示 した．

375nmで励起 した時に得られる蛍光スペク トルと比較す

ると，大きなピークは見られず，全体的な強度も弱いもの

であったまた，圧縮ペレッ トから蛍光スペク トルデータ

を取得するための所要時間は数秒であった．

各項目において，使用 した説明変数毎に，PLS回帰分

析によって構築された推定モデルの推定値 と公定法によ る

定量値の間の即と RMSEを比較 したものを表2に示 した

（表2).

単波長励起し た時に得られる蛍光スペク トルの10nm

間隔の蛍光強度をも とに算出した一次微分値を用いて各項

目の推定モデルを構築 した時，構築された推定モデルの推

定値と 定量値の間に は相関がみられた（表2).

多重励起し た時，可給態窒素，全炭素，全窒素，C/N

比を目的変数 とし たPLS回帰分析によ って得られた推

定モデルの推定値 と定量値の間には強い相関がみられた

（図6~9).この時構築された推定モデルの精度は，可

給態窒素： R2=0.73, RMSE=l.21, 全炭素 ：R2=0.94, 

RMSE=0.43, 全窒素 ：R2=0.62, RMSE=0.08, CIN比：

R2=0.77, RMSE=0.73であった．

すべての推定項目 において，推定モデルの精度は多重励

起した時最も良好だった．特に可給態窒素 と全炭素を 目的

変数 とした時に構築された推定モデルの精度は，単波長励

起 と比較 して多重励起 した時大きく 向上した．一方で全窒
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375nmおよび392nm両方の LEDで励起した時に構築

される可給態窒素推定モデルの推定値と定量値の関係

図6~9は375nmのLEDで励起して蛍光スペクトルデータを

得た後に， 375nmのLEDを消し， 392nmのLEDで励起し

て別の蛍光スペクトルデータを得てから，多重励起蛍光スペク

トルの一次微分データをもとに推定モデルを構築した．
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される全炭素推定モデルの推定値と定置値の関係

素 とCIN比を目的変数と したと き構築された推定モデル

の精度は，多重励起した場合わずかに向上した．

圧縮ペレッ ト化したサン プルから LED-IFを取得する

のに必要な時間は数秒程度であり，迅速に蛍光データを取

得できることが示された．また代表的な腐植物質であるフ

図8
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375nmおよび392nm両方の LEDで励起した時に構築

される全窒素推定モデルの推定値と定量値の関係
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375nmおよび392nm両方の LEDで励起した時に構築

される CIN比推定モデルの推定値と定量値の関係

ミン酸を 300~400nmの紫外線で励起すると， 550nm付

近をピークとした山なりのスペクトルが得られることが知

られているほか，351nmレーザーによって土壌を励起す

ることで500nm付近をピークとして 460~700nm領域

に広く有機物由来の蛍光が生じると報告されている（長尾

ら， 1997;Milori et al., 2006). 以上の事から，375nmの

LEDで励起した際に得られた蛍光スペク トルは土壌中に

含まれる腐植物質等の蛍光性有機物由来のものである と考

えられた． 一方で， 375nmで励起した際の蛍光スペクト

ルと比較して， 392nmで励起した際の蛍光ス ペク トルは

550nm領域におけるビークが著しく小さかった．これは
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設置した 392nmLEDが375nmLEDに対して，設置個数

が少なく，励起力が弱かった為と考えられた．

LEDとミニ分光器で構築した多重励起蛍光計測系を

用いることで，土壌中の可給態窒素，全炭素，全窒素，

CIN比の同時推定が可能であることが示された．上薗

ら (2010)は熱水抽出した有機態炭素量や COD値から可

給態窒素量の簡易的な推定を試みている．この手法による

土壌可給態窒素量の推定精度は相関係数で0.89以上と報

告されている．また小川ら (1989)はリン酸緩衝液による

抽出可給態窒素量の測定を報告しており， ここでリン酸緩

衝液による抽出可給態窒素量とインキュベーション法によ

る可給態窒素量の相関係数が0.93であると報告している．

これらと比較すると，本論文の手法での推定精度は同等，

あるいは劣っているが，一方で風乾後のデータ取得が迅速

であるという利点が挙げられる．これは近赤外光などを

使った分析においても同様であるが，森次ら (2015)の近

赤外反射光分光分析による化学性推定の試みと比較すると

可給態窒素，全炭素においては同等の推定精度が得られた

ことから，低コストでより簡便に土壌分析を行う上で有用

であると考えられた．分析にかかる手間と時間は，諸分析

機関において大きな問題として取り上げられることの一つ

であり，サンプル1点当たりの分析時間が数秒である本手

法は土壌分析の迅速化に繋がると考えられた．土壌中で有

機態窒素が分解されて生じた無機態窒素の再有機化率は，

アンモニア態窒素と可給態窒素に対する易分解性の炭素

（腐植化度が低く分解され易い炭素化合物）の相対的な量

比によって支配される（樋口， 1983). ところが，それら

を実際に分析するのは大変な労力と時間がかかるため不可

能に近い．本研究では，いわゆる「地力窒素発現」に関わ

る可給態窒素の迅速な推定が可能であることが示唆された

が，易分解性の炭素の推定は検討していない．今後は地カ

窒素に関係する要素として，土壌の腐植化度や易分解性有

機態炭素量の推定を本論文と同様の手法によって検討する

ことで推定可能な項目を増やすことが課題である．また，

本論文で用いたサンプルはいずれも既知試料であり，未知

の試料を用いて精度を検証する必要があると考えられた．

単波長励起によるスペクトルデータを用いて各推定項目

の推定モデルを構築した時，いずれの推定項目においても

構築された推定モデルの精度は低く， 405nmレーザーを

用いて推定を試みた井上ら (2014)の報告と比較して低い

値であった．一般的に， LED光源はレーザー光源等と比

較すると励起力が弱いため， LED光源によって励起した

時に得られる蛍光情報はレーザーによるそれと比較すると

少ないと考えられた．そのため，単一の励起光源を用いる

場合，より強度の強い LEDを用いる事で蛍光情報をより

多く取得できると考えられた．

多重励起した時，可給態窒素，全炭素においては大き

く，全窒素， CIN比においてはわずかに推定精度が向上し

た．推定精度向上の要因は異なる波長帯の励起光を別々に

照射することで， 1サンプルから取得した有機物由来の蛍

光情報が増えたためと考えられた． このことから異なる波

長の励起光源を増やすことで推定精度の向上が期待できる

と推察された．著者らは405nmのレーザー光源を用いる

ことで土壌から蛍光情報を取得し，可給態窒素量の推定を

試みている（井上ら， 2014). また， Martinset al. (2011) 

は緑色レーザー光源で土壌を励起することで取得した蛍光

情報から C/N比の推定を試みている．こうした試みで用

いられるレーザー光源は一般的に高価であり，分析機器に

組み込むにはコスト面を考えると難しい． しかしながら，

本論文で用いている LED光源はレーザー光源と比較して

安全かつ安価であり，また光源として用いられるレーザー

やハロゲン光源等と比較して小型であることから，異なる

波長の LEDを励起光源として計測系に組み込むことは容

易であると考えられ，今後の計測系の改良へとつながると

考えられた．また，多重励起によって精度が大きく向上し

た成分とわずかに向上した成分があったが，その違いにつ

いて化学的，物理的な要因は本研究の結果から考察するこ

とは難しかった．精度向上の差の要因として PLS回帰分

析おける潜在変数決定方法が考えられた．潜在変数の決定

方法は現在も議論が交わされており， Krzanowski(1987) 

の報告等が提案されている．また，説明変数自体を選

ぶスパースモデリングのアルゴリズムも開発されてきた

(Elad, 2016). 今後は，このような手法を適用すること

で，解析方法を改良していく必要があると考えられた．

近年，世界中で IoT技術やAI技術が発展してきてい

る． これは農業分野においても同様であり，生産環境や流

通状況等に IoT技術を活用する試みが多くみられる (Ojha

et al., 2015). 本研究で用いた計測方法は抽出等を行う

必要が無く，土壌から直接データを取得可能であるため，

IoT技術と併用することによる圃場の土壌化学性のマッビ

ングやリアルタイムセンシングヘの活用が期待できる．本

論文の手法を圃場で用いるセンサーとして活用するには，

乾燥前の土壌からデータを取得し，土壌サンプル中の水分

含量が蛍光データに及ぼす影響を検討する必要があると考

えられた．
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Estimation of available nitrogen, total carbon, total nitrogen, and C/N ratios 

in upland soil using ultra violet-LED induced fluorescence 

Koji ORII and Naoto INOUE 

Faculty Agriculture, Shinshu University 

Available nitrogen, total carbon, total nitrogen, and C/N ratios in upland soil were estimated using analyses of spectra 

from a new fluorescence spectrometry system with an ultraviolet light-emitting diode (UV-LED). Forty six samples of 

andosol were collected from upland agricultural fields, and available nitrogen, total carbon, total nitrogen, and C/N ra-

tios were estimated. Predictive abilities of partial least square models were assessed in a leave-one-out cross-validation 

procedure based on the entire dataset. The accuracy of calibration models was evaluated using the coefficient of deter-

mination and the root-mean-square error. Estimates of available nitrogen, total carbon, total nitrogen, and C/N ratios 

were highly accurate. Moreover, fluorescence spectroscopy analyses using UV-LED as a light source rapidly provided 

estimates of these chemical properties, suggesting utility in assessments of plant nutritional conditions and soil fertility. 

Key words: available nitrogen, C/N ratio, fluorescence spectroscopy, total carbon, total nitrogen 

(Jpn. J. Soil Sci. Plant Nutr., 90, 116-122, 2019) 
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