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秋冬作ホウレンソウ栽培における窒素溶脱に対する土壌の理化学性の影響*

藤富慎一・末吉孝行

キーワード 土壌タイプ，ホウレンソウ，保水性，陽イオン保持能，窓素i容脱

1 .はじめに

露地野菜栽培では化学肥料等の施用量が多いため窒素環

境負荷量も多く(西尾， 2001)，地下水環境への負荷が問

題となっている(永井， 2000). 農耕地に施用された施肥

窓素は，好気的条件下において硝酸化成作用を受け速やか

に硝酸態窒素(以下， N03-)に変わる.作物に利用されな

かった余剰分の N03-は土壌に吸着されにくいため降水や

濯水による水の浸透に伴い地下水等の水系に移行しやすい

(Hillel， 2001) . したがって， N03一溶脱量は土壌溶液中の

N03一濃度と浸透水量に影響される.一方，浸透水量は降

水量および最大容水量，孔隙分布等の土壌物理性によって

影響を受け，年間降水量が2，000mm以下の場合土壌物理

性の方が浸透水量に大きく影響することが報告されている

(小林ら， 1995).福岡県における露地野菜産地である久留

米市は年間降水量の平年値(1979~2000 年)が 1，919mm

と2，000mmを下回る.さらに土壌の保水性は土壌の種

類によって異なるとともに，いずれも全孔隙容量以上の降

水量があれば余剰水が地下浸透する(三木ら， 2000). こ

のように， N03の溶脱と土壌の保水性との間には密接な

関係がある.

土壌中における氷移動および作物吸収が土壌中の N03-

の動態に及ぼす影響について，岡島(1989)はトウモロ

コシを用いて検討している.作物根による N03-の吸収は

拡散と移流によって N03…が根へ輸送され吸収に至る.一

方，土壌水は降雨の侵入により下方に移動するが，移動は

そのときの保水量によって支配される.このとき蒸散に伴

う作物根による吸水も土壌中を流Tしようとする水の動き

を制限することから，土壌中における水移動およびそれに

伴う N03ω の移動には土壌の保水性および作物根による吸

収が影響することが考えられる.

露地野菜の中でも葉菜類は多様な土壌で作付けされてい

る.また，茎葉部が収穫物であり収穫期まで栄養生長を

促進させる必要があるため施肥量が多く，土壌ごとに保水

性と施肥窒素の溶脱との関係を明らかにすることが重要
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である. これまでにも異なる土壌タイプについて保水性と

N03仰の溶脱との関係に関する研究が行われてきた(小林

ら， 1995;松丸， 1997;三木ら， 2000).一方，施肥窒素に

はN03ーだけでなくアンモニア態窒素(以下， NH1+)も含

まれ，作物は土壌溶液中に溶存している NH4+を吸収する.

土壌溶液中の陽イオンは土壌国相と交換吸着による平備関

係にあるため， NH4+の動態は土壌ごとのNH4+に対する

選択性と密接な関係にある.これまで，施肥窓素の溶脱を

土壌の保水性および陽イオン保持能から検討した研究(小

林ら， 1995)はほとんどなく，さらに葉菜類を対象作物と

し数種の土壌について比較，検討した事例はない.

そこで，本研究は，土壌タイプごとの理化学性の違いが

施肥窒素の溶脱に及ぼす影響を明らかにすることを目的

に，ホウレンソウ栽植条件において母材および物理性の異

なる 3種類の土壌を用いたカラム実験を行った.さらに，

露地野菜畑において地下水環境への窒素負荷を軽減するた

めの施肥管理技術の基礎となることを目的とした.

2. 材料および方法

1 )供試土壌

供試土壌は， 1984年に福岡県朝倉市(J日朝倉町)来春

の旧福岡県立農業試験場畑作試験地内の普通掘作土を農業

総合試験場(福岡県筑紫野市)の露地畑に客入後 14年経

過した間場，農業総合試験場内の水自国場，福岡県三瀦郡

大木町の農業総合試験場筑後分場の水田盟場，計3盟場の

作土から 1998年に採取した.土壌の種類(農耕地土壌分

類第3次改訂版)はそれぞれ淡色黒ボク土(以下，黒ボク)， 

中粒質灰色化低地水田土，壌質(以下，壌質)および細粒

質灰色化低地水田土，強粘質(以下，粘貿)である.なお，

供試土壌は実験前 10年間にわたって有機物施用歴がなく，

供試直前の 1年間は降南にさらされた状態で、あった.

2)遣透実験の方法

2001 年 11 月~2002年 3 月に天窓の一部および側窓を

開放したガラス室内において降雨にさらされない条件下で

実験を行った.供試土壌は風乾したものを乳鉢で縮かく砕

いた後2mmの舗を通した.底に玉砂利を敷き詰め，その

上に浸透流出水の櫨材として不織布を装填した内径15.7

cm，深さ 19.5cm(0.02m2) のワグネルポットに全土壌と

も瓶乾状態で 1ポット当たり 2.4kgを充填した.乾燥密度

(福岡県立農業試験場， 1978)が黒ボク:0.8 Mgm-3 ，壌

質:1.2Mgmて粘質:1.0 Mgm-3程度となるように調製

した結果，土壌の厚さは黒ボク :15cm，壌質:10cm，粘
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質:12cmとなった.ポットは高さ約 100cmの台上に設

置され，下端の排水口から浸透流出水を採取できる仕組み

になっている.浸透流出水は穴を空けたゴム栓とシリコン

チューブ内を通って下方に設置した 1，000mLのポヲエチ

レン製容器に導入される.2001年 11月初日から 12月9

日の期間は合計で黒ボクが30mm，壌質および粘質が25

mmの、謹水をメスシリンダーで、適宜行った.12月9白から

は，大型バケツに貯留した水をタイマーと連動した水中ポ

ンプで汲み上げて点滴濯水チューブ(パイオニアエコサイ

エンス T-Tape)の吐水口(間隔:20 cm)から滴下する

自作の瀧水装置による自動濯水を行った.濯水は毎日行い，

総潅水量が福岡県久留米市の 11月下旬から 3月上旬まで

の平年降水量253mmとなることを呂標に各旬の平年降水

量を日数で割ることで 1B当たりの目標瀧水量を決定し

た.謹水量の切り替えは擢水時間を調整することで旬ごと

に行った.ただし 12月上旬は晴天が続き土壌が過乾状

態となったため擢水量を増加した結果，実験開始から 12

月下旬の目標総瀧水量 (72mm)の1.3倍量を 12月25日

まで、に濯水しまた， 12月26日から 1月5日の期間は供

試作物の生育状態を考慮して濯水を中止した.結果的に，

全期間平均で1日当たり 2.0mm (1.0~ 11.8 mm)の擢水

を2002年3月8日まで行った.図2に積算潅水量の推移

を示した.カラム直上に位置しない点滴濯水チューブの吐

水口はすべてエポキシ樹脂系接着剤で塞ぎ，汲み上げた水

の全量をカラム内に滴下させて実際の潅水量をバケツ内の

貯水量の減少分から計算した.点滴位置ごとの濯水量を事

前に確認したよで，カラムは点滴謹水チューブの上流から

下流にかけて土壌タイプ間で偏りがないように配置した.

濯水に使用した水は井戸水で，カラム壁間を土壌表面より

約2cm高くし表面流去水が発生しないようにした.なお，

カラム内の地温を測定するために粘質カラムの土壌表聞か

ら10cmの深さに自記式温度計 (T&DThermo Recorder 

TR-52)のセンサーを埋設した.

3)供試作物および耕種概要

ホウレンソウ (Spinaciaoleracea L.) の作型は露地秋

冬作栽培で供試品種は‘パンドラ'である.基肥は硫安，

苦土重焼リン，塩化加里を用いて成分でN: 18 g m-z (420 

mgpoC1
)，PZ05: 199m-Z，KzO: 17gm-Zを施用し移植ゴテ

で土壌と混和して施用した.追肥は硝安および硫酸加盟を

用いて成分で各々 3gm-Zを表面施用した.基肥および播

種を2001年 11月26日に行った.播種量は1カラム当た

り6粒とし，円形状の播種溝に約5cmの等間隔で種子を

配置し軽く覆土を行った.実験は土壌タイプごとに3連

制で行い，反復ごとに3ブロックに分け，カラムを点滴濯

水チューブの吐水口の真下に設置した.配置は各ブロッ

ク内における各土壌タイプの設置11国序がブロック間で全く

異なるように行った.以後の栽培は本葉が 2~3 枚に展開

後，間引きして最終的に Iカラム当り 3株(栽植密度 150

株m-Z)とした.追目巴を 2002年 1月22日に，収穫を3月

15日tこ行った.

4)浸透流出水の採水および分析法

容器に貯留した浸透流出水は 12月26B， 1月 19日，

1月31日， 3月8日および3月 15Bにメスシリンダー

で水量を測定するとともに一部を分析用試料として 50mL

ポリエチレン製容器に採取した.浸透流出水および原水は

NH4+をインドフェノール法(日本土壌協会編， 2001)で，

N03ーをイオンクロマトグラフィー(東ソ-SC-8020，カラ

ム:東ソ-TSK-GEL-ANION-PWxdで測定した.

5)作物体および土壌の分析法

作物は収穫後産ちに地上部と根に分け， 700Cで48時間

通風乾燥した後風乾霊を測定した.全窒素含有量はガンニ

ング変法により分解後セミミクロ・ケルダール法で測定し

た(白本土壌協会編， 2001). 

土壌は作物を収穫後，全体から採取し均一になるように

混合し風乾細土について無機態窒素(以下， IN)含有量

を測定した.測定は乾土40gに対して 120mLの10%塩

化カリウム溶液を添加し振とう抽出後水蒸気蒸留法で

行った(日本土壌協会編， 2001).また，向じ試料を使っ

て表2の化学性の各項自を測定した(日本土壌協会編，

2001) .全炭素量はチューリン法，全窒素量はガンニング

変法で分解後セミミクロ・ケルダール法，交換性陽イオン

含量はセミミクロ・ショーレンベルガ一法で、交換・抽出後

原子吸光光度法および炎光光度法により測定した.なお，

本研究においては陽イオン交換容量 (CEC)ではなく有

効陽イオン交換容量(以下， ECEC)を用いた. これは

ECECの方が黒ボク土の実際の陽イオン吸着特性を反映す

るためで、ある.

跡地土壌の物理性を測定するために，土壌タイプごと

に風乾土を栽植区と同様に充填した無栽植カラムを各1

価併置し，収穫後にこれらから 100mLの金属円簡を用い

て3連で試料を採取し常法(土壌環境分析法編集委員会，

1997)に従って各項目を測定した(表1).各マトリック

ポテンシャルにおける体積含水率は試料を毛管飽和させた

後，砂柱法および遠心法により脱水過程について測定した.

表1 f共試土壌の物理性

乾燥密度
32cmH20 -15，800 cmH20 飽和透水

土壌 土性 固相 全子L綜 (pF 1.5) (pF 4.2) 有効孔隙 係数(Mgm-3) 
液松 気相 液相 気宇目 (ms-1) 

黒ボク LiC 0.88 0.35 0.65 0.48 0.17 0.29 0.36 0.19 2.5 X 10-5 

壌質 SL 1.25 0.48 0.52 0.32 0.20 0.16 0.36 0.17 8.7 X 10-5 

軍占質 LiC 1.11 0.43 0.57 0.46 0.12 0.26 0.31 0.20 7.1 X 10-8 

単位は乾燥密度と飽和透水係数を除いて m3 m-3 •
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飽和透水係数は変水位法(大起理化工業DIK-4050)で測

定を行った.

3. 結 果

1) El平均地温の推移

実験期間における粘質カラムの日平均地温の推移を図

1に示した.実験開始後 12月中旬まで概ね 10'"'-'150Cで

推移した後1月 11'"'-'17臼の期間を除いて 2月中旬まで

10
0

C未満で推移した.2月下旬以降は 100C以上に達した

日が多かった.

2)濯水量と浸透流出水量の推移

瀧水量および浸透流出水量の推移を図 2に示した.謹

水開始 (11月 26日)から 12月 26日までの期間(I期)

の浸透流出率(浸透流出水量/濯水量)はいずれも 14'"'-'

15%にとどまり，土壌タイプ。間の浸透流出水量の差は認

められなかった.一方， 12月 26日'"'-'1月訪日の期間(II

期)以降は浸透流出水量に土壌タイプ間差が現われ壌質>

粘質>黒ボクの順に多く，全期間の合計浸透流出水量(浸

透流出率)は壌質:93mm (42%) >粘質:75mm (34%) 

>黒ボク:61mm (27%)の11聞に多かった.

3) INの浸透流出水中濃度および溶脱量の推移

NH4+とN03 の浸透流出水中濃度および溶脱最の推移を

図3に示した.基肥施用 (11月 26日)から 30日後C12

月 26日)までの期間任期)における浸透流出水中の IN
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図1 供試カラムの日平均地温の推移

図中の下向き矢印は採水日を表す.

黒ボク

濃度は壌質が地の土壌タイプに比べて著しく高く，特に

NH4+濃度が高かった.また， IN溶脱量は壌質が69mg

poC1と黒ボクおよび粘質の 7および 17mgpot-1に比べて

多かった. このため，壌質の全期間合計溶脱量に対する I

期の溶脱割合は52%であった.形態別の溶脱量はいずれ

の土壌タイプでも N03 より NH4+が多く，特に壌質では

N03ーの 16mgpoC1に対して 53mgpoCと3.3倍であった.

基肥施用 51日後c1月 16日)から向 66日後かつ追肥

施用 9日後 (1月 31日)の期間(臨期)においては，黒

ボクおよび粘質ではほぼN03 で占められたものの壌質の

み N03ω だけでなく NH4+も多く含まれていた.

追肥施用 9日後c1月 31日)から同 45El後 (3月8日)

の期間 CIv期)における INはいずれの土壌タイプにおい

てもほぼN03ω であり，濃度は黒ボクが 133mg V1と著し

く高かった.同様に黒ボクの溶脱量は 91mgpoC1と他の

土壌タイプに比べて多く，全期間合計捺脱最に対するN期

の溶脱割合は 82%であった.

なお，全期間合計 IN溶脱量を 100とした場合の INの
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定期間の略称を表す.基肥施用 :11月26日，追肥施用:1月

。

22日.

壌質 粘質
100 

80 

g 60 
同
信
)

nu 

A
せ割

引
芭
縫

20 

n III N 

140 

路
町
問
問
所

E
N
r斗
μ
世
森
岡
阿
(
言
問
九
)

0

0

 

2

0

0

0

0

0

 

1ゐ
宅

i

o

o

a

U

A

q

ヮ“

立 III N V E 羽 N V 
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国の項目軸の数字は浸透流出水採取期間.1 : 11/26~ 12/26， II : 12/26~ 1/16， m: 1/16~ 1/31， N: 
1/31 ~3/8 ， V: 3/8~3/15. 棒グラフが溶脱量，折れ線グラフが浸透流出水中濃度を表し濃度

のシンボルに付した縦棒は標準偏差 (n= 3).基肥施用 :11月26臼，追肥施用 :1月22日.
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窒による損失やINの有機化によるものと思われる.形態別割合 (NH4+:NU3-) は，黒ボクが6:94，壌質が

51: 49，粘質が 10:90であった(データ略). 

4)収穫期のホウレンソウの生育

6)土壌タイプ聞の孔隙単位流量の違いが無機態窒素

の溶脱に及ぼす影響

収穫期 (3月15日)におけるホウレンソウの生育を表

3に示した.草丈および葉色値は黒ボクおよび粘質が壌質

に比べて高かった. また，地上部の風乾重は土壌問主主がみ

られなかったものの根においては認められ，黒ボクが壌質

および粘質に比べて大きかった.

5)ホウレンソウ栽培期間の無機態窒素の収支

本研究の供試土壌は長期間有機物を施用しておらず肥沃

度が乏しいことから，栽培前の土壌中の IN最および有機

態窒素無機化量については考慮しなかった. したがって，

カラム内で土壌窒素の無機化が起こらず，ホウレンソウが

施肥由来の INのみ吸収したものと依定して，播種期(基

肥施用臼)から収穫期までの INの収支を表4に示した.

全孔隙容量を 1単位 clρV) として積算浸透流出水量

を孔隙容量に換算した孔糠単位流量 (pV) と施用した IN

の溶脱率(積算IN椿脱量/総施肥窒素量)の関係を表す

施肥窒素の流出曲線を国 4に示した. ここで，孔隙単位流

量とは積算浸透流出水量と全孔隙容量の比で 1pVは土壌

の全孔掠が水で1回完全に置換される浸透流出水量を指す

(宮崎ら， 2005). 

作物吸収量は土壌タイプ間で異なり黒ボクが 193mgpoC1

と最も多く，壌質が 154mgpoC1と最も少なかった.いず

れも粘質とは有意差が認められなかった.

一方，溶脱量は壌貿が 132mgpot→と最も多く，粘質が

50mgpoC1と最も少なかった.黒ボクは 112mgpot…1で

あり壌質に比べると少ない傾向であった.

INとしての土壌残存量は粘質が 138mgpot…1と最も多

く，黒ボクの 30mgpoC1および壌質の 19m9pot→に比べ

て有意に多かった.

0.4 

b.O 
e 0.3 
b.O 
ロ

T:'S 

露。 2

調書
制
jJJJ~ ，，，，， 

議。 l
出z
qミ

④ a ⑤ 

2.0 

pV(積算浸透流出水量/全孔隙量)
IN投入量から作物体吸収，溶脱および土壌残存の量を

差しヲ1いた残りである不明分は壌質が 122mgと最も多

く，黒ボクが91mg，粘質が 57mgであった.不明分は脱

図4 孔隙単位、流量と施肥窒素の溶脱率との関係

測定日:①12/26，②1116，③1131，④3/8，⑤3/15

表2 供試土壌の化学性

土壌
pH 

(HzO) 

T-C T-N 

包出2
黒ボク 6.2 32.3 2.2 
壌 笈 6.0 9.7 0.9 
粘 質 6.2 18.2 1.6 

Ca 

15.7 
6.4 

13.8 

交換性陽イオン含量

Mg K 

(cmolc kg-1) 

2.9 1.0 
1.3 0.4 
3.0 0.8 

19.6 
8.1 
17.6 

ECECは交換性陽イオン合最の合計である.

土壌 草丈
(cm) 

黒ボク 16.4:t 0.5 b 
漆質 14.2土0.6a
粘質 16.2土1.5b

表 3

平均値±標準偏差• n=3.葉色は葉色まr
5%水準で有意差あり.

収穫期 (3月訪日)における生育量

葉数 風乾君主
葉e

(枚/株) 地上部 (gpot-1) 根 (gpot-1) 

12.3土0.9a 56.5:t2.1 b 5.2土1.2a 1.07土0.35b
11.7こと1.2a 42.2土4.6a 6.3土0.9a 0.46士0.15a 
11.3:t2.8a 59.1土5.7b 4.7:t0.3a 0.38:t0.06a 
(SPAD-502)の数値.Fisher's PLSD検定の結果，数値に付した異符号問に

表 4

投入量

収穫期 (3月15日)

(A) 

における無機態窒素の収支 (mgpoC') 

持ち出し量 (B) 土壌
不明分

土壌
方面肥 潅水 作物吸収 (C)

残存量
溶脱 (D) 計 (E) (A -B-E) 

黒ボク 420 
壌質 420 
粘質 420 

平均値士標準偏差.11 = 3. 
差がある.

7 427 193土23B 112ごと46ab 305 
7 427 154士22A 132:t26b 286 
7427  181:t 15 AB 50:t 30 a 231 
Fisher's PLSD検定の結果，呉なる英小文字問に5%水準，

30土10a 91 
19:t 6a 122 
138ごと47b 57 

英大文字問に10%水準で有意
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いずれの土壌タイプにおいても第 1自由の採水時(12

月初日)に IN の溶脱がみられ，このときの pV は 0.15~

0.25の範囲にあり差がなかったが，実験終了時は黒ボク

が0.6，壌質が1.6，粘質が1.1と土壌タイプ間で異なった.

流出曲線の形状は土壌タイプによって異なった.壌質の

IN溶脱率は，濃水開始時 (pV=0， INi溶脱率=0)から

ρV= 0.25までに 0.19まで急増した後緩やかな傾きを示し

た.黒ボクは初期段階では比較的緩やかな傾きで増加し

たものの， ρVが0.27から 0.60の関において IN溶脱率が

0.04から 0.26へと急増した.粘質はpV=0.39までは黒

ボクと同程度の IN溶脱率を示したが，それ以降の増加は

緩やかになりほぼ一定の増加傾向がみられた.また，壌

質は初期において，同じ pVでも他の土壌タイプに比べて

IN溶脱率がかなり大きかった.

4.考察

1)アンモニウムイオンの吸着と流出

本研究で、得られた結果の特徴の一つは，浸透流出水中の

IN にかなりの量の NH4+が含まれていたことである(図

3). これは冬期の低髄のため硝酸化成作用が抑制され(図

1)，土壌に吸着されなかったNH4+が浸透水とともに下

方に移動したことによると考えられる. NH4十の溶脱量は

基肥施用から 30臼間(I期)に多かったが，壌質ではそ

の後の 36 日間(II ~m期)においても浸透流出水中窒素

の3分の 1ないし半分以上がNH4+で占められていた(図

3). そこで，壌質における NH4+の溶脱現象がNH4+の土

壌への吸着特性によって説明可能か検討した.壌質の主要

な構成粘土鉱物はカオリン鉱物で、あり(渡遺ら， 1991)陽

イオン交換基の量が少なく(和田， 1997)，表2に示した

ECECは他の土壌タイプに比べて半分以下であった.また，

硫酸アンモニウムとして施用したNH4十の大半は土壌に吸

着されるが，壌質では同じ量の NH4キを吸着した場合でも，

ECECに対して NH4+の占める割合が他の土壌タイプに比

べて大きいと考えられる. WadaandOdahara (1993)は，

カリウム塩施用後の土壌溶液中のカリウム (K+)濃度は

交換性K含量と土壌の K+選択性に依存するため，平鍋溶

液中の K+濃度はK+の選択性が高い土壌ほど低くなるが，

土壌へのK十吸着量の増加とともにK十の選択係数が低下

することを報告している.K+とNH4+の両者には選択性

に差がなく，土壌中でほぼ同等の物理化学的挙動を示す

(Bruggenwert and Kamphorst， 1979) ことから，本研究

においては，アンモニウム塩施用後の Nffi+吸着割合が高

いと考えられた壌質は，施用前より NH4+の選択係数が低

くなったために平衡溶液中の NH4+濃度がより高くなった

ことが考えられる.これらのことから， ECECの小さい

壌質では多くの NH4+が土壌の囲相に吸着されずに土壌溶

液に搭存し，溶脱したものと推察される.

2)保水性と浸透流出水量および窒素溶脱

IN 溶脱量は I~.田期において壌質が黒ボクより多く，総

溶脱量も壌質が多かった(図3，表4).NH4+溶脱量につ

いては前述のように壌質では土壌搭液の NH4十濃度が高く

溶脱量が多かった. N03溶脱量についても同様の傾向が

みられ， I~III期では壌質が最も多く， N期では I~阻期

以上の溶脱が認められた(図 3).孔陳分布の異なる土壌

開における施肥窒素溶脱特性の差は溶脱に要する積算浸透

水量への到達時間の土壌間差に因る(小林ら， 1995) こと

から， IN溶脱には溶質濃度だけでなく保水性と浸透流出

水最も影響する.本研究ではH期以蜂の浸透流出水量は壌

質が黒ボクより多かったことから(図 2)，土壌タイプ間

の流出水量の違いがIN溶脱に対して影響を及ぼした可能

性が考えられる.また，土壌が乾燥状態である場合，降雨

前後における土壌水分変化量は無水性が低い土壌ほど小さ

く，そのため閉じ降水量でも下方への浸透水量は多くなる.

ここで踊場容水量に担当する水頭…32cmにおける保水量

を保水性の指標である「保水容量(浜崎ら， 2002) Jとし

て定義し，保水容量を供試土壌の風乾重，表 1の乾燥密度

および水頭 32cmにおける液相率から求めた.この結果，

保水容量は黒ボクが 64.9mm，壌質が31.0mm，粘質が

49.4mmであり，黒ボクが最も多く，壌質が最も少なかっ

た.土壌タイプごとの浸透流出水量の差が保水容量の違い

に起因するとともに保水容量が施肥窒素搭脱最に影響を及

iましたか明らかにするため，次に孔隙単位流量と施肥窒素

溶脱量の関係を検討し(図 4)，施肥窒素溶脱の要閣を解

析した.なお，函4のグラフの傾きに土壌タイプごとの硝

酸化成速度の違いが影響した可能性が考えられるが，図3

から I期においていずれの土壌でも N03-より NHI+の方

がかなり多く溶脱しており土壌間差の影響は小さいものと

思われる.

壌質は，実験開始から採水①の間(I期)において孔隙

単位流量の増加に対し IN溶脱率の急激な上昇傾向が示さ

れた.また， ρVO.5付近までは同じρVでも IN溶脱率が

他の土壌タイプに比べて非常に高く，壌質では I~日期の

段階ですでにIN全溶脱量の 73%が溶脱した計算になる.

一方， ρVO.4以上においては増加の傾きが減少し孔隙

単位流量の増加の割にIN溶脱率の増加が小さくなった.

これらのことから，壌賞では， 1 ~ II期において間相に吸

着されなかったNH4十が土壌溶液中に高濃度で溶存したた

め浸透流出水の NH4+濃度が極めて高くなり， この結果，

多量の NH4+を含むINの流出が起こったことが推察され

た.

黒ボクは保水容量が大きいため総浸透流出水量が最も少

なかったと考えられる(図 2). しかし IN搭脱量は壌質

>黒ボク>粘賓の順に多かった(表4). 国4によると黒

ボクはIN搭脱率が実験開始から採水③まで、緩やかに増加

した後，採水③から採水④の聞において増加の傾きが著し

く大きくなった(図 4).採水③(1月 31B)から採水④ (3

月8臼)の期間を対象として水収支を表した場合，水収支

式(濯水量=蒸発散量+土壌水分変化量+浸透流出水量)

のパラメータの一つである土壌水分変化量の初期保水量は

採水③の時点の土壌水分で、ある. このとき黒ボクのカラム
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から浸透水の流出が確認されたことから，初期保水量は少

なくとも概ね居場容水量程度であることが予想される.1 

日当たり濯水量は採水③から 2月 24日までは1.5mmで，

2月 25日以降は福岡県久留米市の 3月の平年蜂水量に合

わせ 3~4mm に増加した(図 2). また，鴨田ら (1972)

によると施設野菜の冬期(日平均気温:8.1 ~ 14.0 OC) に

おける 1 臼当たり蒸発散量は 0.5~ 1.0mm であり，当該期

間の日平均地温が 100C前後(図1)の本研究では日蒸発

散量は最大で1.0mmと仮定できる. このことから，採水

③から 2月 24日の期間におけるカラム土壌中の水フラッ

クスは少なくとも上向きでないことが推測され，初期保

水量は2月 25日の時点においても闘場容水量程度にある

と思われる.さらに濯水量が一時的にせよ蒸発散量の 3~

4倍となった結果，土壌水分量が黒ボクの保水容量を大き

く超過したために浸透流出水量が増加したことが考えられ

る.これらのことから，黒ボクはII~N期の途中までは日

濯水量が少ないため蒸発散の影響が大きく N03ω は僅かに

流出した程度で、あるが， IV期の後半からはカラム中の浸

透水量が急増したため N03-が土壌から多量に押し出され

たことが推察された.

黒ボク土におけ句る水移動形態は元来マトリックス流が主

体であり(Hasegawaand Sakayori， 2000)， このため年昨

水量が少ない北海道においては黒ボク土の施肥窒素の捺脱

リスクは低地土に比べて小さく(鈴木・志賀， 2004)，浸

透水の N03ω濃度の年間変動も小さい(松本ら， 2005). し

かし年降水量が2，000mmを越える場合ではN03溶脱

量が土壌因子よりも降水量に支配され(小林ら， 1995)， 

三木ら (2000)は降水量の他に降水強度が流出程度に影

響することを示唆した. したがって，黒ボク土は王子持では

溶脱リスクが小さいものの積算降水量が保水容量と蒸発散

量の合量以上になれば急激に、溶脱することが考えられる.

3)作物生育と窒素溶脱

小林ら(1995) は施肥窒素と根の分布域および作物の

生育状況を検討し，作付け初期に根の分布域が狭く降雨に

より下方浸透した施肥窒素を吸収で、きない場合と，障害に

よる生育停滞により根域内の窒素を吸収できない場合とが

あり， どちらの場合も窒素の溶脱を助長するとしている.

通常，ホウレンソウの生育は播種後本葉 8~10 枚目が展開

するまでは遅く(一ノ瀬， 1996)，いわゆる生育停滞期 (10

月播き栽培で25日間程度)が存在する.一般的にこの期

間は窒素吸収量が少なく(宗林， 2001)， INの土壌残存量

が多いため溶脱のリスクが高いといえる.また，ホウレン

ソウは好硝酸作物であり施肥窒素中の NH4+の比率が高い

と生育量が低下する傾向がある(建部ら， 1995). これら

のことから，壌質では生育停滞期における多量の NH4+の

吸収による初期生育の不良のため窒素溶脱がより助長され

た可能性がある.なお，壌質カラムは土壌の厚さが薄いた

め容積が小さく，このことが土壌溶液中の NH4+濃度をさ

らに上昇させ初期生育に影響を及ぼした可能性が考えられ

るが，収穫期の生育量(表3)からは土層の影響は判然と

しなカミつずこ.

したがって， ECECが小さい土壌において低温期に作

付けした場合， NH4+の形態のまま作土以下へ流出するこ

とが考えられる. この場合，基肥に用いる肥料は出来るだ

けNH4+を含まないものが好ましく，硝酸カルシウムや硝

酸アンモニウムを原料とする溶出期間の短いリニア型の肥

効調節型肥料の使用，またはきめ細かい分施によってホウ

レンソウの生育停滞期における施肥窒素の溶脱リスクを田

避する必要がある.

以上のことから，葉菜類露地畑において施肥窒素の溶脱

を軽減するためには，土壌タイプ別の流出パターンや生育

の特性を考慮した肥培管理を行うことが重要である.なお，

本研究の結果は土壌を風乾後カラムに再充填した条件で得

られたものであり，今後は未撹乱土壌を用いてより圃場条

件に近い状態で検討する必要がある.

5.要約

淡色黒ボク土(黒ボク)，中粒質灰色低地土(壌質)，細

粒質灰色低地土(粘質)を充填したカラムを用いて，秋冬

作のホウレンソウ栽培期間における無機態窒素(IN) の

溶脱に及ぼす土壌理化学4性の影響を検討した.

1)生育期間における総浸透流出水量は壌質>粘質>黒

ボクの11聞に多く，土壌の保水容量(瞳湯容水量時の保水量)

が少ないほど多くなる傾向が認められた.

2)壌質は窒素溶脱量が土壌タイプ間で最も多く， 49% 

の硝酸態窒素と 51%のアンモニア態窒素 (NH4+)が合ま

れていた. この NH4+の多量の溶脱については，壌質では

ECECが小さいことからその理由を説明することができ

た.

3)黒ボクは保水容量が大きいため積算降水量が保水容

量と蒸発散量の合量を越えない場合IN溶脱量が最少であ

り，積算降水量がこれを越えた場合IN溶脱量は浸透水に

押し出されて急増することが考えられる.

4) 本研究で明らかになった多量の IN溶脱は，低温の

ため土壌中に長く残存した NH4+によりホウレンソウが生

育不良となり， INを充分吸収できなかったために起こっ

た可能性がある.

謝 辞:本稿を取りまとめるにあたり，九州大学大学

説農学研究院准教授和田信一郎博士にはご校閲および有益

なご、助言をいただいた.ここに，深く感謝の意を表します.

文献

Bruggenwert， M. G. M.， and Kamphorst， A. 1979. Survey of ex 
perimental information on cation exchange in soil systems. In 
G.H.Bolt (ed.) Soil Chemistry B， Physico・ChemicalModels， p. 141-
203. EIsevier.. Amsterdam. 

土壌環境分析法編集委員会 1997土壌環境分析法， p.21-243，博友
社，東京.

福岡県立農業試験場 1978.II耕地土壌の実態地力保全基本調査総

合成績書(I)， p.53-131. 
浜崎忠雄・小原洋・加藤邦彦・松森堅治・中井信 2002.水保全



藤富・末吉:秋冬作ホウレンソウ栽培における蜜素漆脱に対する土壌の理化学性の影響 29 

機能評価のための土壌の類型化.土肥誌， 73，271-278

Hasegawa， S.， and Sakayori， T. 2000.Monitoring of matrix flow and 

bypass flow through the subsoil in a volcanic ash soil. Soil Sc.ιPlant 
Nutr.， 46， 661-671. 

Hillel， D. 2001.第2巻耕地の土壌物理.環境土壌物理学， p.81-82，農
林統計協会，東京.

ーノi親忠雄 1996.第3章 4ホウレンソウ.鈴木芳夫編密集野菜栽培

の基礎知識， p.214--219.農文協，東京.

鴨田福也・谷口利策・加藤一郎・坂田公男 1972.作物の水分消費特

性に関する研究第6報ノ¥ウス内栽培そ菜の蒸発散量について 東

近農試報， 24，76ー93.
小林義之・大嶋秀雄・長谷川功・新美洋 1995.暖地多雨地帯の飼

料作畑における施肥窒素の動態.九農試報， 29，125-133. 
松丸恒夫 1997黒ボクことと砂質土における肥料窒素溶脱のライシ

メータ法による解析.土日巴誌， 68，423-429. 
松本武彦・三木直倫・木場稔信 2005.道央の露地野菜畑における

窒素環境容量からみた超過窒素量と浸透水中の N03ザ濃度との関

係.土肥誌， 76，411-419. 
三木陵倫・安積大治・橋本 均 2000.北海道農耕地土壌における硝

酸態主主素残存許容量と流れ易さの区分.土肥誌， 71，396ー399.
宮崎毅・長谷川周一・粉淵辰昭 2005.第4章土の中の溶質移動.

土壌物理学， p.54--65.朝倉書凪東京.

宗林正 2001.土壌施肥紡16.農業技術体系， p. 239-242.農文協，東

京.

永井茂 2000.第8章硝酸性察素による汚染と問題点.平田健正編

土壌・地下水汚染と対策， p.131-147日本環境測定分析協会，東

京.

日本土壌協会編 2001.土壌機能モニタリング調査のための土壌.水

質及び横物体分析法， p.39-251. 

西尾道徳 2001.作物種類別の施肥窒素負荷量に基づく地下水の硝酸

性窒素汚染リスクの評価手法.土肥誌， 72，522-528. 

岡島秀夫 1989.第4章土と作物の相互関係.土の構造と機能， p. 

191-193.農文協，東京.

鈴木慶次郎・志賀弘行 2004.浸透水の硝酸性窒素濃度から見た網走

地域の黒ボク畑における投入室素限界量.土肥誌， 75，45-52.

建部雅子・石原俊幸・石井かおる・米山忠克 1995.培地の窒素形態

およびCa:K比がホウレンソウとコマツナの硝酸，アスコルピン

酸，シュウ酸含有率に与える影響.土肥誌， 66，535-543. 

Wada， S. 1.， and Odahara， K. 1993. Potassium田calciumexchange 

in five Ap soils from paddy fields and its effect on potassium 

concentration in soil solution. Soil Sα. Plant Nuf1:. 39.129-138. 
和田信一郎 1997.最新土壌学， p.76穀倉害賠，東京.

渡遺敏朗・江頭和彦・山本富三・兼子 明 1991.暖地水田における

土壌窒素の発現特性と施肥技術第5報福岡県内水閏土壌の粘土

鉱物組成と窒素無機化速度定数.九州農業研究， 53，51. 

Effect of physico-chemical properties of soi1s on nitrogen leaching during 

autumn幽winterspinach cultivation 

Shinichi FU]ITOMI and Takayuki SUEYOSHI 

Fukuoka Agric. Res. Cent. 

We investigated the effect of the physico-chemical properties of soils on inorganic nitrogen (IN) leaching during spinach 

(Spinacia oleracea 1.) cultivation in autumn and winter using columns packed with light-colored Andosol (A)， loamy gray 

lowland soil (L) and c1ayey gray lowland soil (C). The total amount of water percolated through the column in the growing 
p巴riodwas greatest for L， followed by C， then A. This was the reverse order of the water-holding capacity (WHC) of the three 
soils. L巴xperiencedthe largest amount of IN leaching， which consisted of 49% nitrate同Nand 51% ammonium-N. The high 

proportion of ammonium-N could be semi-quantitatively explained by the fact that L had the lowest effective cation exchange 

capacity. IN leaching from A， which had the highest WHC， was initially less than from the other two soils. However， once 

cumulative irrigation had exceeded the sum of N.s WHC and evapotranspiration， IN leaching increased substantially due to 
N.s high hydraulic conductivity. The relatively high rates of IN leaching observed in the present experiment may have resulted 

from limited uptake of IN by spinach， whose growth was hindered by elevated levels of ammonium-N. 

KのIwords: cation r巴tention，nitrogen leaching， soil type， spinach， water holding capacity 

(Jpn. J. Soil Sci. Plant Nutr.， 80， 23-29， 2009) 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

