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リン酸過剰症が発生したスイートピーハウス土壌の

可給態リン酸低減法

キーワード スイートピー， リン酸過剰，塩化第ニ鉄，

浄水汚泥，可給態リン酸

1 .はじめに

神奈)11!果内の施設栽培スイートピーで，開花が始まる

12月以降に，下葉から上位葉にかけて徐々に白化が進展

し，花柄が短化し切り花品質も低下する揮害が発生した(以

Fこれらの症状を白化症と略す). この原因は土壌のリン

酸過剰であり(岡本・山田， 2009)，発症株周辺では，

濃度の可給態リン酸が作土層のみならず次層にまで存在

し，発症株の葉身や葉柄には，未発症株の 2倍軽度のリン

が存在していた.

この症状は，土壌の可給態(トルオーグ) リン識が 300

mg/100 g程度以下の踊場ではみられていない(岡本・山

田， 2009)ので，資材の投入により可給態リン酸濃度を低

下させることが，対策技術のーっと考えられた.そこで，

資材の種類や処理量を実験室内で検討し，その後，現地ス

イートピー闇場でその効果を実証した.

2.材料および方法

1)リン酸を吸着する資材の検索

リン酸を化学的に吸着すると考えられるアルミニウム，

鉄，またはカルシウムを含有する，鹿詔土，浄水汚泥(浄

水場発生土にアルミを含む凝集剤を処理，脱水，造粒し

たもので， リン酸吸収係数は 2600mg/100 g)，塩化第二

鉄，または塩化カルシウムを， ザン酸含量が高く白化症が

発生した現地スイートピーハウス土壌(褐生低地土)と混

合し，各資材による可給態リン酸濃度の低減効果を比較し

た.すなわち，鹿沼土，問粉砕物および浄水汚泥は各 15g

を，塩化カルシウムおよび塩化第二鉄は各 60mmol (塩

fヒカルシウム二水和物 8.82gおよび塩化第二鉄六水和物
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16.2g)を， 2mm自のふるいを通した風乾土 100gに添

加し， 50mLの水を加え 250Cで培養した.その後， 4，8， 

12， 16週後にサンプリングし，土壌の可給態リン酸をト

ノレオーグ法(閣僚， 1997)により測定した.

なお，供試した褐色低地土は， 2006年4月25日に自

化症が発生したスイートピーハウスから採取したもので，

可給態リン酸含量が P20Sとして 400mg/100 g (Pとし

て5.63mmol!100 g)， pHが5.6，ECが 137mS/mの

壌である.

2)塩化第二鉄および浄水汚泥処理による無機態リン駿

の形態変化

樺化第二鉄 30mmol (塩化第ニ鉄六水和物 8.1g)およ

び浄水汚泥 15gを， 1)と同じ現地土壌 100g vこ添加し，

50mLの水を加え 250Cで4潤間培養した. この土壌中の

無機態リン酸を，関谷(1970)の方法により分別定量した.

3)塩化第ニ鉄の処理量が土壌の可給態リン酸， pHお

よびECに及ぼす影響

塩化第二鉄の処理量を 3.75，7.5， 15， 30， 60 mmol (塩

化第ニ鉄六水和物1.01，2.03，4.05，8.1，16.2 g) の5設階

に設定後，1)と同様の土壌 100gに添加し 50mLの

水を加え 250

C4週間培養した. この土壌の可給態(トル

オーグ)リン酸， pH (H20)およびECを測定した.

壌の pHおよびECは土壌重量の 5倍量のイオン交換水を

加えて 60分援とうした懸渇液について，亀和田(1997a;

1997b)の方法に準じて測定した.

4)現地ハウスでの塩化第二鉄および浄水汚泥の可給態

リン酸低減効果実証

実験1)の供試土壌を採取したスイートピーハウスで

実証試験を実施した. このハウスでは，試験前年には可

給態リン酸含量が高く白化症も発生していた.2008年 7

月48に塩化第二鉄の1.75% (108 mmol!U 水落液を

100 L1m2濯注した. この塩化第二鉄の処理最は，仮比重

0.9g/mL，孔隙率 65%の現地土壌では， 15.4 cmの深

さにまで7.79mmol!100 gの塩化第二鉄を添加したこと

に相当する.その後，塩化第二鉄処理に伴う pH低下と

EC上昇を修復するため， 2週後 (7/18)，4遇後 (8/1)， 

6週後 (8/15) に水 100L1m2と粒状苦土石灰 (CaO

34%， Mg015%含有)183g/m2を施用した.

また同ノ¥ウスに浄水汚泥 15kg/m2処理IRおよび無処理

区を設けた.
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各区とも 2008年8月29日に基肥として窒素およびカ

リ(1¥20)各 10kg/10a施用し， リン酸は無施用とし，

スイートピ一種子を鹿播した.2008年 10月6日に草丈調

査. 2009年2月20日に土壌(0"-'15cm)の可給態リン酸，

葉身リン合最および白化症発症葉率を調査した.なお葉身

部のリン含最は，乾燥粉砕したサンフ。ルを硝酸・過塩素酸

で分解後. ICP発光分光法により測定した. 自イヒ症発症

葉率は全展開葉数に対する白化症発生葉数の割合を%で示

した.

3.結果および考察

1) リン酸を吸着する資材の検索

供試した5謹類の資材または試薬の中では，塩化第ニ鉄，

次いで浄水汚泥が，土壌の可給態リン酸濃度を低下させる

効果が高かった.鹿沼土 問粉砕物および塩化カルシウム

でも，可給態リン酸含量は低下したが，その効果は劣った

(図1).

2)塩化第二鉄および浄水汚泥処理による無機態リン酸

の形態変化

塩化第二鉄および浄水汚泥添加後の無機態リン酸の存在

形態は，塩化第ニ鉄ではFe態，浄水汚泥ではAl態リン

離が増加し.Ca態がいずれの処理においても減少した(図

2). また塩化第二鉄処理涯では Fe態リン酸が増加する

ことにより，無機態リン酸の合計植が処理前に比べて増加

した. これは有機態リン酸の一部がFe態に変化したこと

によると考えられる.谷ら (2010)は，褐色低地土の作
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態変化

土では，有機態リン酸の割合は全リン酸の 30%程度を占

め. Ca態.Al態. Fe態の各無機態リン駿よりも高い存

在割合であることを報告している.本試験の褐色低地土問

場においても，過去の有機物施用により有機態ワン酸が蓄

積していると考えられる.塩化第二鉄の処理時期が夏季の

高温期であったことも震なって 土壌に蓄積している有機

態リン離が無機化し. Fe態リン酸に変化した可能性があ

る.

3)塩化第二鉄の処理量が土壌の可給態リン酸. p註お

よびECに及ぼす影響

スイートピーに葉身自化症状が発生した可給態リン酸合

400mg/100g (Pとして 5.63mmol/100 g)の土壌で

は. 7.5 mmol/100 gの塩化第二鉄の添加で，症状が発生

しないと考えられる 300mg/100g以下にまで¥可給態リ

ン酸を低下させることが可能で、あった(図 3).
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図4 塩化第二鉄の処理濃度が土壌の pHに及ぼす影響
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表 1 塩化第二鉄，浄水汚泥処理後の土壌pH，EC，可給態リン駿含量並びにスイートピーの草丈と葉身リン含量

土壌pH EC (mS/m) 
処理 処理前 4週後 8週後 処理君IJ 4退後 8週後

塩化第一鉄 5.4 3.9 5.2 186 293 136 
浄水汚泥 5.6 5.6 6.0 149 129 126 
無処理 5.4 5.4 5.5 137 131 125 

低下(図 4) とEC上昇(図 5)が起こったことから，塩

化第二鉄の処理量は必要最小限に留めるべきと考えられ

た.

4)現地ハウスでの塩化第二鉄および浄水汚泥の可給態

リン酸低減効果実証

可給態ヲン酸合量が400mg/100 gを超える現地スイー

トピー栽培ノ¥ウスにおいて，塩化第二鉄1.75% (108 

mmol!L)水溶液を 100L/m2散布すると，作土の可給

態リン酸が 126mg/100 g l'こまで低下した(表1).さら

に， pH 低下と EC上昇を修復するため，処理2週後から

水 100Llm2および粒状苦土石灰 183g/m2を2週間おき

に3団施用したところ，pHおよびECは処理前のレベル

までほぼ田復した(表1).室内実験では閤3に示すとお

り，塩化第二鉄 7.5mmol!100 gの処理で可給態リン酸合

量は 250mg/100g程度になったが，現地では塩化第二鉄

1.75 % (108 mmol!L)水溶液を 100L/m2散布，すな

わち深さ 15.4cmまでの土壌の理論値で 7.79mmol!100 

gの処理で，可給態リン酸が 126mg/100 gと予想以上に

低下した.この原因は確かめてはいないが，室内実験は闘

体の塩化第二鉄を土壌に混和したのに対して，現地では捺

液を潅注している. このような処理方法の違いが影響した

ものと考えられた.

浄水汚泥では， 15 kg/m2を 15cmの深さまで土壌混

和すると，可給態リン酸は 332mg/100 gまで低下した

(表1).なお，本試験に供試した浄水汚泥は「さがみ粒土」

という高品名で神奈川県内で市販され， イチゴの育苗等に

用いられている.また，神奈川県では施肥基準(神奈川県，

2007)において，畑地土壌への浄水汚泥客土量の目安を，

10"""30kg/m2としている.

塩化第二鉄処理区，浄水汚泥処理区ともに，スイートピー

の生育は順調で，葉身リン濃度は無処理区よりも低く，ま

た白化症も発生しなかった(表 1).なお，表 1では無処

理区でも葉身自化発症葉率が0%を示しているが，無処

理区の地点を含め試験闘では 試験前年には発症がみられ

たことを確認している.前報(岡本・山田， 2009)でも述

べたように，現地では可給態リン離合量が 320mg/100 g 

程度を越える闘場でのみ発症が認められてはし、るが， 400 

mg/100 gを越える高濃度でも発症しないケースもあり，

発症要因としては土壌のリン酸含量のみで容易に説明で、き

ない難しさがあるものと考えられる.

百I給態リン酸 (mg/100g) 主主丈 葉身ヲン含量 葉身白イヒ
処理伊j 4週後 8選後 (cm) (%) 発症業率%
427 126 127 50.6 0.24 O 
439 353 332 53.9 0.20 O 
405 405 405 51.0 0.28 O 

4. 注意事項

土壌への塩化第二鉄溶液の散布は，天地返しゃ排土客土

等の方法よりも少ない労力で しかも迅速に可給態リン酸

濃度を障害が発生しないレベルまで低減させることができ

る. しかし，この手法はpH低下や EC上昇等のマイナス

影響も生じるので， リン酸過剰による実害が作物に生じて

いる場合にのみ適用するべきである.またりン酸合最が高

い圏場では，先ずりン酸減肥が必要で、あることは言うまで

もない.

現地問場に塩化第ニ鉄を散布する場合は，必ず普及指導

員等の技術者が立会い，予め小面積での予備試験を行い，

必要最小量を確認した上で施躍する必要ーがある. また，塩

化第二鉄は金属腐食性があるので 使用する容器等は非金

属性を用いることも重要である.

本試験では塩化第二鉄の処理量は 7.5mmol!100 g程

度，浄水汚泥の場合は 15g/100 g程度で，可給態リン費支

濃度がスイートピーに過剰樟害を生じない目標値以下まで

低下した. しかし，土壌の種類によって， 目標とする可給

態リン酸レベルや，そのレベルまで低下させるために必要

な資材量は異なるであろう.さらに，浄水汚泥は一般にマ

ンカ、、ン含量が高いので、(和地ら， 1982)，多量連用する場

合にはマンガン過剰症にも注意する必要がある.
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