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作 物 の 窒 素安定同位体比からみえる有機農業研究の課題

一管理と育成系統の異なるナス果実の 815N値を例に

藤田正雄*・中川原敏 雄* ・藤 静志位打

〔キーワード)窒素， 515N値，栽培管理，有機農

業，ナス

1 .は じめ に

2006年 12月，有機農業推進法が成立し， I翠や地

方公共匝体の試験研究機関でも，有機農業の調査研

究が始められようとしている.有機農業とは，単な

る無農薬・無化学肥料ト栽培でも，有機 JAS規格に適

合した有機農産物の生産技術でもない.有機農業は

自然の摂理に則り，作物の生命力に基づいて，その

健全な生育を確保し，圃場や周辺地域での循環的な

生態系形成によって安定した生産体制を築いてい

こうとする農業のあり方である(中島 2007). 

農地生態系は，自然生態系に比べると生物群集を

構成する生物穏の種類や生息、数が少なく，食物連鎖

や物質循環が単純で途絶えやすいと言われている

(Altieri and Nicholls 1999ほか) . しかし有機農業

畑では，慣行栽培畑に比べて多種多様の士ー壌動物が

生息しているので，その生態系の単純化程度は比較

的少ない (F吋itaand Fujiyama 2001) . 

生態系の機能や構造解析，食物網や物質循環の実

態把握の新たな切り口として窒素安定伺位体比

(515N値)が用いられている(杉本ら 1999).た

とえば，食物網内での栄養段階の上昇に伴う 515N

値の増加が著しく， 1 栄養段階当たり 3~4%。の割合

で上昇する(和田 1993，2002) .そのため，多種

多様な土壌動物が生息すれば，土壌の 515N 値も上

昇ーすることが知られている(藤岡・藤山 2003). 

一方，植物(作物)体の 515N値は，季節，種類，

施肥条件，地力窒素によって影響を受ける.たとえ

ば，植物体の 515N値は化学肥料の利用で低くなり，

有機物の利用で高くなる(中野ら 2002，藤田ら

2003) .また，窒素固定菌と共生するマメ科植物で

唄オ@I法人自然農法g]際研究開発センター農業試験場

(Masao Fujita， Toshio Nakagawara) 

相{言州大学理学部 (ShizuoFujiyama) 

は，大気中の窒素の値(0%0)付近になる(米山 1987). 

栽培管理の違いによって作物に供給された養分

の起糠を特定することができれば，栽培方法の検討

に役立てることができるであろう.植物体の窒素安

定向位体比(515N値)は植物が吸収同化する窒素の

515N値と植物体内での窒素の代謝，転流における同

位体分別によって決まる.したがって，同じ種類の

作物を比較する場合は，作物が吸収・同化する窒素

の515N値の違いが主に影響すると考えられる.

自然条件下での槌物は，土壌中の窒素化合物由来

の窒素，雷による窒素酸化物，窒素固定によって供

給される窒素などを利用して，施肥のない土壌環境

に適応している.一方，施肥のある環境では，生育

に応じて施肥由来の窒素の利用が可能であり，水耕

栽培にみられるように，土壌や土壌生物との関係が

なくても生育できる.

現在の多くの市販種子は，収量が多く，よく揃い，

流通上のロスがでにくい品種をg襟に育成されて

いる(生井 2006).そして，育成された耐肥性・

多肥性に富む品種は，化学肥料・農薬を大量に使用

した条件下で栽培されている.さらに，耕転，濯71<，

ピニールハウスの利用など栽培環境の人工的な管

理が進んで，生育環境が均一・安定化したため，均

一な環境に適合した遺伝的均一性の高い品種が選

ばれている.その結果，環境の変化に対する適応能

力は在来種に比べて著しく低下している(山)I 

1980) .したがって，同じ品種でも異なる栽培環境

で育成された穏子は，栽培環境に対するはたらきか

けが呉なることが予想される.すなわち，化学肥

料・農薬を使用した栽培条件下で種子を選抜した市

販系統に比べて，無施肥・不耕起・草生栽培条件下

で種子を選抜した有機農業育成系統(有機系統)が，

少肥性，耐病性に優れていると考えられている.

作物の収量は，園場条件，前歴，品種，土壌から

の養分供給の持続性，土壌の水分状態，病害虫の発
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生状況，気象条件などによって影響される.なかで

も土壌からの養分供給力に関しては，耕起栽情は不

耕起栽培に比べて土壌養分の無機化を促進する.有

機質ijE料は化学肥料に比べて把料成分の無機化が

緩慢となる皮函，肥効は持続する また緑肥作物を

潤作することで，有機物の補給が可能となる反商，

作物との養分競合が超こることも考えられる.

農地を生態系として捉え，農地に生息する

物の視点で栽培管理をみると，不耕起栽培は，多様

な生息場所が確保され，多種多様な生物の生息、を可

能にする.有機質肥料の施用は土壌生物の館資源、と

なり，とくに炭素はエネルギー源となる.縁肥作物

の間作は，地表の植生を増やして，生患、環境を多様

にするとともに，刈り敷きされた有機物は土壌生物

の餌資源、となる.多様な生物が生息する栽培環境と，

作物以外の動植物を排除する栽培環境を比較する

ことは，有機農業の栽培環境の特徴を明らかにする

うえで大切である.また，同じ品穏でも有機系統と

市販系統の作物では，陸場内に生息する多様な生物

との関わり方が異なるかもしれない.

本研究では，ナスを供試作物として，耕起法と肥

料の違い，縁肥掃作の有無および育成系統の違いを

比較して栽培した.そして，ナス果実の窒素安定伺

位体比を比較して，窒素供給経路と収最にどのよう

な関係があるのかを検討した.それらの結果をもと

に，有機農業の試験研究への課題を示した.

2 材料および 方法

(1)試験題場の設計および

栽培概要

試験E習場は，長野県東筑摩郡波国

町(北緯 360 12'，東経 1370 52'， 

標高 695m) に位置する. 1997年ま

では慣行栽培が行われ，当初は水稲，

その後はスイカが栽培されていた.

1998年より当センター農業試験場

が試験問場として利用し，農薬・化

学肥料を使用せずに，有機質肥料を

用いて栽培した.2002年には 2忠子

(耕起法，把料の種類)， 2水準， 2 

反復 (7.5mx14 mを8120の試験

設計 (LR) で栽培を開始した(藤田・

藤山 2003，藤田ら 2005). 2003年

a 

不耕起

化学肥料

緑m~無処理

有機系統

e 

朝|起

化学肥料

緑目巴無処理

有機系統

第 l号 (2009年)

表 l 試験設計

因子
水 準

2 
耕起法(T) 不耕起 耕起

肥料の穣類(F) 有機質肥料 化学肥料

緑肥期作(G) 無処理 処理

育成系統(B) 市販系統 有機系統

耕起法:不耕起栽培は，作物残j査などの有機物で条関を被
援した耕起栽培は，作物残j査をと耕起i侍にすき込んだ.
肥料の穏類 E有機質肥料は米糠，油粕，魚l粕を混合し発酵さ
せた.化学肥料はN:P:Kここ 15:15:12を用いた，
緑肥間作通路部分にイタリアンライグラスと赤クローパを混
矯した.

からは繰肥間作の由子を加えて， 3因子 2水準で

行った(藤田ら 2006) .このような前歴のある圃

場で， 2006年のナス栽培(品種:中生中長，白根苗)

では，表 1に示したように育成系統の違いを加えて

4悶子 2水準で、行った(図1).供試土壌は，表題

腐植震黒ボク土で，定法(土壌養分測定法委員会編

1976) により分析した試験開始前 (2001年 11月)

の土壌の化学的性質を，表 2に示す.

耕起処理では， 4)ヲの有機質肥料およ

の施用時期に，小袈彩i転機(ヤンマー農機製，形式

MRT6DXRZ， 5.8馬力，ロータリ式)を用いて深さ

15 cmまで耕した 不耕起処理では，定植時に補え

穴を掘る程度の撹乱を行った.有機質肥料と化学肥

料の施用量は，窒素量で統一し， 4月の基肥(窒素

に換算して 50kg ha-1，有磯質肥料は 4月 15日の

b 

耕起

有機質肥料

緑肥然処現

市販系統

f 

不耕起

有機質肥料

緑肥無処理

市販系統

1ZI1 

c 

不殺起

化学肥料

緑肥処理

市販系統

g 

耕起

化学肥料

緑犯処理

市販系統

酒場の配置

d 

彩?起

有機質1引ヰ
緑IJ巴処埋

有機系統

h 

不耕起

有機質ijE料

緑肥処理

有機系統

a 
cコ
甲
同
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表 2 供試土壌の化学的性質

*: 

全 炭素全窒素
( つkg (10-2 リン酸
10】 g (10" kg 邑吸収係数

。耕転 j 施肥 O 播穣

マ定植 マ刈り倒しに二コ収穫

いい 151617181911市|

?? L 」 ナス
l 

月

冬季草生

(ライ麦)
可害

緑肥間作(イタリアンライグラス，
赤クローノ't)

o O~---

随時刈り敷き

0-

図 2 栽培の概要

耕転時，化学日巴料は 4月 26日の耕:転持に施用)， 6 

jj 19日の追杷(同 50kg ha-1
) を施用した.緑肥

開作処理では，通路部分にイタリアンライグラスと

赤クローパを 6月と 9月に混播し，適宜刈り倒しな

がら条関部分に被覆した.縁肥間作無処理では，随

時，鍬で除草した.なお，本試験開始以来，農薬を

使用せずに栽培している.

ナスの栽培概要を限 2に示す.革は，市販系統，

有機系統ともに，プランター用有機培土(みかど協

和株式会社製)を用いて， 2006年 3月 30日に播穏

し，当センターのビニールハウス内で育苗した. 5 

月初日に，各区内に 1列(畝11屈1.5 m，株間 1m) ， 

9株を定植した収穫は 7月 11日から 10月

訪日まで、行った.なお，ナス栽培時には，

各区内にエダマメ，スイートコーン，ダイ

コンも栽培した.

(2)窒 素安定開位 体比 (δ15N値)

の 分析

分析に供する果実は 7月 28S， 8月 29

日， 9 jj 26日， 10月 25日の計 4由， 100 g 

前後のナス果実を各区より 3個ずつ採取し

た.分析試料は，水洗後切断し， 60
0
C 72時

関乾燥させたのち，高速振動試料粉砕器

f 

h 

a 

C 

b 

d 

e 

交換性境基
CEC 

(cmol(+) kg-1
) 

24.6 

(Heiko社製， TI-100型)で粉砕した.分析試料を

再度 60
0

C 24時間乾燥させ，元素分析計付き費量分

析計(元素分析装寵 FlashEA1112と安定問佼体比

質量分析計 DELTN1us [Thermo Finnigan社製]を組

み合わせた自動分析装賓)を用いて 515N 値を分析

した.

(3)ナス果実の収量調査

7月 11日から 10月 25 日まで，月当たり 3~6 回，

適期の果実を収穫した.調査は，各匹中央部の 7株

を株ごとに果実重量を測定し，株単位で集計した.

(4)データの解析

ナス果実の 515N の分析値，収量は， Ls型直交配

列表(表 3) に基づき各因子の水準聞の差を解析し

た(閉口 1976) .なお，平方和が誤差平方和以下

の要因について，これらの要因を誤差項にプールし

て，誤差項の自由度を増やした分散分析表を作成し

て解析した(早川 1977).解析には， StatcelQC (柳

井 2000) を用いた.

3. 結果

(1)ナス果実の窒素安定向位体比

全 8区の平均では， 7月 (4.9%0) が最も高く， 8 

月 (3.6%0)が最も低く， 9月 (3.9%0)， 10月 (4.2%0)

と高くなる傾向にあった(表 4) .この傾向は，耕

起処理と化学肥料処理で、顕著で、あった. 7月に最も

高かったのは，育菌時に使用した有機培土が影響し

表 3 [i[交表 Ls(27) による寄iJ1寸け

TXF B 誤差

2 2 

2 2 2 

2 

2 2 

2 2 

2 

l 



12 農業および慰芸第 84券第 1号 (2009年)

表 4 ナス果実の収穫時期別窒素安定問位体比の比較

処耳主 7月 8月 9月 10月

不耕起 5.4ネ 4.2~S 4.3日5 4.7* 

耕起 4.5 3.1 3.5 3.8 

有機質肥料 5.7* 5.0ネ 5.1 * 5.5梓

化学紀料 4.2 2.2 2.7 3.0 

緑肥無処理 4.9 3.7 NS 3.9お5 4.1 

緑肥処理 5.0 NS 3.6 3.9 4.4 NS 

市販系統 5.6キ 3.8 NS 4.2 ~S 4.4 NS 

有機系統 4.3 3.4 3.5 4.1 

:%。
**:P<O.Ol， *:P~五 0.05 ， NS:P>0.05 

たのであろう.

処理問の比較では，不耕起処理は耕起処理に比べ

て 7月と 10月は有意 (P<0.05) に高く， 8月と

9月は高い傾向にあった.有機質肥料処浬は化学肥

料処理に比べて， 7 万 ~10 月の収穫期を通じて有意

(P<0.05) に高かった.また，有機系統は市販系

統に比べて， 7月は有意 (P<0.05) に低く， 8~10 

月は低い傾向にあった.一方，繰肥間作の有無によ

る違いはみられなかった.

(2)ナス果実の収量

ナスの総収量では，処理聞に有意差はみられな

かった (P>0.05) (表 5) .しかし，収量を月別

にみると，不耕起処理で 7月と 10月に，有機質肥

料処理で 8s1と 10月に，有機系統で 10月に，有意

(P<0.05)に多かった.その結果，合計収量では，

不耕組処理は耕起処理に比べて 20%，有機質肥料処

表 5 ナス果実の処潔別，収穫時期矧JI収量の比較

8月

1.32 

耕起 1.36 N5 1.11 3.74 

現は化学肥料処理に比べて 23%，有機系統は市販系

統に比べて 11%多く，緑把間作処理の有無には主主が

なかった.

4. 考察

主主素は多様な形態を持つだけでなく，大気圏，土

壌圏，水圏の間で移動性に富んでいる.作物の窒素

利用経路を推定するには，有機化，無機化，硝化，

脱窒，生物的窒素固定などの窒素の形態変化と，溶

脱，流出，揮散，大気からの降下，作物による吸収

などの窒素の移動を併せた窒素動態について理解

することが必要である(犬伏ら 2007) .その一方

法として，窒素の安定問位体 (W1，N15)間の反応

速度の違いに注目して，大気，土壌，肥料，作物な

どの窒素安定同位体の自然存在比を比較すること

によって，由来の異なる窒素利用経路を推定するこ

とができる(杉本ら 1999) .すなわち，本試験の

処理簡に，ナス果実の 515N 値や収量に異なる額向

がみられた原i衰の一つに，由来の異なる窒素を利用

していたことが考えられる.

一般に，有機質肥料は化学肥料に比べて 515N値

が高く，しかも分解過程で土壌動物や微生物の作用

を必要とする有機質肥料で栽培した作物の 515N値

は，化学肥料で栽培したものに比べて高くなる(中

野ら 2002，藤田ら 2003).本試験において施用し

た把料の違いによって 515N値が異なったことから，

施肥由来の窒素の利用が確認できた.

また，不耕起栽培では耕起栽培に比べて，有機物

の無機化に多様な土壌動物や微生物が関与してい

る.そのため，不耕起で栽培した作物は耕起で栽培

した作物に比べて 515N 値が高くなる(藤

田・藤山 2003).本試験において，耕起処

理に比べて不耕起処理で 515N 値が 、傾

向にあったことから，土壌動物や微生物が

100 関与した土壌有機物(生物遺体)由来の蜜

有機質肥料 0.34 N5 1.67料 1.30日5 1.22* 4.54 NS -123 素(地力窒素)が作物に利用されたのであ

化学肥料 0.17 1.01 1.09 1.42 3.69 100 ろう.加えて 8月から 10月にかけて， 515N 

縁日巴無処理 0.25 1.42 i'!S 1.12 1.33討 4.11:¥S -100 伎の平均値が上昇したのは，根圏の拡大と

緑肥処理 0.26 :¥5 1.26 1.27 NS 1.32 4.11 100 ともに作物の地力窒素由来の依存度が高

市販系統 0.25 1.13 1.14 3.90 100 まったためと考えられる.さらに，地力蜜

:¥5 -111 素の無機化には土壌動物や微生物の作用を

単佼:kg 必要とするため，ナスへの養分供給の持続
**:P<O.Ol， *:P~五 0.05 ， NS:P>0.05 

性が保たれたのであろう.このことは，不
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耕起処理で収穫時間の長いナスの収量が多い傾向

にあったことと関連があるのかもしれない.

一方，有機系統の 615N値が，市販系統に比べて

低い領向で、あった.系統聞で出来の異なる窒素を利

用していたことが考えられる.すなわち，有機系統

は市販系統に比べて， 615N値の低い窒素(たとえば，

大気中の窒素固定由来の窒素)を多く利用していた

のであろう それゆえ，有機系統で収量が多い傾向

になったのかもしれない.

不耕起・草生栽情条件下で選抜された有機系統は，

少肥性であるだけではなく，本試験のように農薬を

使用せずに栽培している環境では，土壌動物や微生

物と共存・共生することを可能にしたシステムの形

成を可能としたかもしれない.有機系統の 615N値

が，市販系統に比べて低い傾向であったことに対す

る機作は不明であるが，系統聞で由来の異なる窒素

の利用割合が違っていたことは確かであろう.

作物の収量決定にとって，窒素は重要な要因であ

る.有機農業の試験研究を行う場合，作物への多様

な窒素供給源を想定したうえで，試験研究を行うこ

とが必要で、ある.

有機農業技術は，画定した形式ではなく，風土性，

地域性，関場による個別性を多く含んだ技術である.

それは地域の自然と農業を切断し，外部投入資材に

依存した慣行の近代農業技術とは大きく異なって

いる(中島 2007). 

今日，わが国の伝統的な養分循環システムは破綻

し，農地が環境汚染源になっている(松中 2001，西

尾 2005).まず，たとえ有機物由来で、あっても外

部からの窒素投入量を軽減すべきである.そして，

農地や周辺地域での循環的な生態系形成を図り安

定した生産体制を築いて，農地からの窒素流出をよ

り少なくする有機農業の試験研究が切望される.

5 まとめ

ナス果実の窒素安定問位体比は耕起法や肥料の

違いによって異なり，育成系統の違いによっても異

なる傾向にあった.このことは，栽培管理の違いに

よって，作物への多様な窒素供給経路が存在するこ

とを示唆している.有機農業の試験研究においては，

窒素の投入量を軽減し農地を多様な窒素供給経路

が存在するシステムとして捉え，このあり方につい

ての諜題設定が必要である.
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