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261 北農第80巻第3号 (2013年7月)

<試験研究・研究成果>

主要畑作物のリン酸吸収特性の比較

要 = 日

東田修司*小山初枝*

供試した畑作物の生育量はヨウリンに比べて過リン酸石灰で大きかった。過リン酸石灰およびヨウ
リン区の生育量の比から，テンサイ，ジャガイモ，キガラシはリン酸吸収力の高いグループ，ダイズ，
アズキは低いグループ，コムギは両者の中聞に区分された。園場におけるリン酸標準施肥区に対する
無リン区のリン酸含有率，収量の比も同様の傾向だった。有効態リン酸水準の異なるホット条件にお
いて，テンサイの汁液は土壌診断基準値を下回るレベルでも充分量のリン酸を含有したが，ダイズは
土壌診断基準値内でも作物栄養診断基準のリン駿含有率に至らなかった。以上から，畑作物聞にはリ
ン酸吸収力に大きな違いがあることが確認された。

1.背景，目的

リン酸肥料原料価格は2007年ご、ろから値上がり

を始め， 2008年には一時， 2000年台当初の約10倍
に達した。リーマンショック直後ある程度値を戻

したものの， 2009年から現在に至るまで上昇基調

にある。リン酸肥料原料価格は基本的には原油な

ど全ての鉱物資源と同様の推移をたどっている。

人口増，肉食化，バイオ燃料などによる需要増を

背景に穀物相場は堅調で推移し，増産意欲の高ま

りから肥料の需要も同時に増加した。加えて，地

下資源埋蔵量の限界が見え始め，将来の供給不足

への懸念から，原油などと同様に肥料原料価格も

2000年以前の水準に戻ることはないと見込まれる。

肥料の 3要素の中で，作物の吸収量が最も少な

いのはリン酸である。しかし，北海道ではこれま

で， 3要素中リン酸成分量の高い，いわいる山型

の施肥が行われてきた。その理由は，①春の低温

時にリン酸を効かせて作物の初期生育を促したい，

②もともと低い土壌リン酸肥沃度を高めたい，な

どである。生産物に対し肥料の価格が相対的に低

Characteristics of some upland crops in phosphate 
utilization form soil and fertilizers. 

*拓殖大学北海道短期大学環境農学科

Shuji HIGASHIDA 

料拓殖大学北海道短期大学環境農学科

Hatsue QYAMA 

かったことが，これまでリン酸多肥を可能にした。

しかし，肥料価格が向上し，その傾向は今後とも

加速されるであろうとの見通しの中，篤農技術と

してのリン酸多施は成り立たなくなったといえよ

つ。

畑作は生産費に占める肥料費の割合が他の作目

に比べて大きし生産物の単価が低いため，より

合理的な肥料の運用が求められる。畑作 4品のリ

ン酸施肥量は，個々の作物を対象とした圃場実験

の結果などから決められた。そのため，施肥標準

を策定する際の態度も作物別に多少異なる。リン

酸は拡散で吸収されるので根量の多い作物のリン

酸吸収力は少ない作物に比べて相対的に高いこと

が想定される。テンサイは畑作物の中でも根量の

多い方に属するが，畑作4品の中で最もリン酸施

肥標準量が多かった。これは2013年に是正され，

テンサイの施肥標準量はそれまでの約半量に削減

された(花野菜センタ一等:2013)。畑作物のリ

ン酸施肥を合理化するためには，畑作 4品のリン

酸吸収特性を横並びで比較する視点も必要と考え

fこ。

本報告では，畑作4品のリン酸吸収特性を，水

溶性リン酸，ク溶性リン酸それぞれに対する生育

反応との関連で捕らえることを試みた。加えて，

同ーの土壌条件での無リン酸処理による減収程度，

および異なるリン酸肥沃度でのリン酸施肥反応か

ら，主要畑作物のリン酸施肥反応を比較し，合理
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的なリン酸施肥の資としようとした。

2.実験方法

1)過リン酸石灰とヨウリンの利用性比較

アズキを用い過リン酸石灰， リン酸アンモニウ

ム，重焼リン，重過石を20kg/10aと60kg/10aの

2水準で施用した予備実験の結果，アズキの生育

量は水溶性リン酸の施用量に従って増加した。ま

た， 20kg系列に比べて， 60kg系列の方で、生育量

が多く， 20kgレベルではリン酸用量と生育量の

関係に頭打ちは無かった。アズキ収穫後同じポッ

トでキガラシを栽培したところ， リン酸肥料の種

類を間わず良く生育し，処理ごとの乾物重に差は

無かった。コマツナを用いた実験で過石， ヨウリ

ンの肥効に差が無かったとの報告もある(小柳ら:

2005)。これらから， リン酸肥料の利用性に作物

間差があると考えて，以下の実験を行った。予備

実験の結果を踏まえて供試するリン酸質肥料は，

水溶性100%の過リン酸石灰と，ク溶性100%のヨ

ウリンとしfこ。

明確な施肥反応を得るためには供試土壌は極力

有効態リン酸の低いことが望ましい。圃場ではト

ルオーグリン酸の低い土壌が得られないので， 1 

/2000aポットにトルオーグリン酸を検出できな

い土壌を充填して供試した。用いた土壌は市販の

火山性土である(表 1)。充填した量は lポット

当たり llkgであり，充填前に炭酸カルシウム50g

表 1 供試土壌の化学性

土性腐植
ー リン酸 トノレオーグ交換性交換性交換性

pn 吸収係数 民0，本 K，Oホ CaO*MgO* 

L 富む 1550 0 12 150 22 
市・ mg/100g

を均一に混ぜて， pHを6.0とした。施肥量は， リ

ン酸，カリ，苦土，それぞれ10a当たりに換算し

て， 30， 15， 13kg/10aとした。窒素描肥量は作

物によって変えた(表 3参照)。リン酸の施肥処

理は無リン酸，過リン酸石灰， ヨウリンの 3っと

した。過リン酸石灰は粒状， ヨウリンは粉状を用

いた。同一処理全て 3反復とした。

供試した作物はアズキ「きたのおとめj，ダイ

ズ「トヨハノレカj，春コムギ「春よ恋j，テンンサ

イ「レミエルj，ジャガイモ「男爵薯j，キガラシ

(緑肥用キガラシ，タキイ種苗)である。ジャガ

イモ以外はポット当たり 9粒播種し，出芽後，間

ヲ|いて 3本立ちとした。ジャガイモはポット当た

り30g程度の全粒種いもを l粒播種した。播種は

5月31日に実施し， 7月26日に乾物重を調査した。

キガラシ区のみ下葉に枯れが発生したため乾物重

調査を 7月10日に早めた。テンサイ， ジャガイモ

の乾物重はそれぞれ菜根と塊茎を加えたものとし

た。他作物は地上部のみとした。

収穫直後に，別の作物を播種し， 9月28日に乾

物重を調査して，生育反応をみた。 2回目の播種

時には施肥は行わず，播種，間引きの方法は 1回

目の播種と同様である。

2)圃場条件での無リン酸による減収程度

拓殖大学北海道短期大学の実験実習圃場(以下

「拓大圃場」と略期する)で， 2012年にアズキ，

ダイズ，秋コムギ，テンサイをリン酸施肥有りと

無しの 2条件で栽培した。栽培方法は拓大圃場の

慣行とした(表 2)。いずれの作物も生育調査を

行い， リン酸栄養状態の指標として， リン酸含有

表 2 畑作物の栽培方法概要

リン酸
栽植

施肥量(kg/10a)

作物・品種
播種 含有率 収穫

密度
月/日 測定 月/臼

(cm) 
N p，O， K，O 

月/日

アズキ・「きたのおとめ」 5/21 7/9 9/12 60X20 3 10 7 
ダイズ「いわいくろ」 5/21 7/9 10/ 3 60x20 1.5 11 8 
秋コムギ「きたほなみ」 9/24 6/13 7/20 30条播 13 6 3 
テンサイ「カ〉ちまる」 5/14 7/23 10/ 1 60x20 16 20 14 
ジャガイモ「さやあかね」 5/12 7/23 9/14 80x30 8 14 11 
キガラシ・緑肥用 5/30 7/25 散播 。
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率を測定した。リン酸含有率を測定した試料の採

取時期を表2に示した。供試圃場のトルオーグリ

ン酸は，土壌診断基準値の上限を僅かに上回る35

mgj100gである。

3) トルオーグリン酸レベルの異なる土壌でのテ

ンサイ，ダイズのリン酸施肥反応

(1) ポットの調整

1 j2000aワグネルポットを用い，異なるリン

酸肥沃度の土壌を設定してリン酸の施肥反応を検

討した。用いた土壌は，前項と同じである。 2010

年秋に，土壌11kgに炭酸カルシウム50gと所定

の量のダブリンを混ぜてポットに充填した。ダブ

リンの添加量はリン酸成分量 (P205)として，ポッ

ト当たり21， 86， 171， 343 gの4段階とした。ポッ

トに土壌を充填後，翌年まで露地に放置した。

(2) テンサイの栽培 (2011年)

窒素，カリ，苦土の施肥量は成分で;10aあたり，

18， 16， 14kgとした。リン酸は過リン酸石灰を

用い P205として11，22， 33kgj10a相当量の 3段

階とした。 2011年 5月27日にこれらの肥料を表面

に施肥して，表層 2cm程度に混和後，テンサイ

種子「リッカ」をポット当たり 9粒播種した。 6

月17日にポット当たり 3個体を残して他を間号|い

た。 7月228に茎葉と菜根に分けて採取し，乾物

重を測定した。その際，葉柄の汁液を市販のニン

ニク搾りを用いて採取し，そのリン酸含有率を求

めた。施肥の影響を除くため表層 3cmほどの土

壌を取り除き，残った土を別の容器にあけて良く

混和し， トルオーグリン酸測定用の土壌試料を採

取した。その後，土を再度ポットに充填し，露地

に放置した。

(3) ダイズの栽培 (2012年)

前年度テンサイを栽培したポットを用いてダイズ

を栽培した。窒素，カリ，苦土の施肥量は成分で10

aあたり， 2，8，7kg相当量とした。リン酸は過

リン酸石灰を用い， P205として 5，11， 22kgj10a 

相当量の 3段階とした。 2012年5月25日にこれらの

肥料を表面に施肥して，表層 2cm程度に混和後，

ダイズ種子「ユキホマレ」をポット当たり10粒播種

した。 6月28日に 1ポット当たり 4本を残して間引

いた。間引き直後にダイズに窒素欠乏様の症状がみ

られたために，硝酸カルシウム水溶液を用いて窒素

5 kgj10a相当量を追肥した。 7月14日に地上部を

刈り取り，乾物重を調査後，粉砕して硫酸，過酸化

水素水で、分解し， リン酸含有率を分析した。地上部

刈り取り後，施肥の影響を除くために表面から 5cm

の土を取り除いてから， トルオーグリン酸測定用の

土壌を採取した。

3.結果

1)過リン酸石灰とヨウリンの利用性比較

(1) 無リン酸区の乾物重

無リン酸区の乾物重はジャガイモで最も大きく，

ダイズがそれに次いだ(表3)。他の作物の乾物重

もアズキを除けば，大まかには種子のリン酸保有量

を反映した。アズキ種子のリン酸保有量はダイズに

次いで多いものの，乾物重はテンサイ，キガラシと

ともに1.0mg以下と低いグループに含まれた。この

ことはアズキの土壌リン酸吸収力が低いことを示す。

テンサイ種子リン酸含有率は示していないが，真性

種子重は 4mg程度で、あり， 1粒中のリン酸含量は

表3 畑作物のリン酸施肥反応(1作目)

室素 乾物重 (g/ポット) ヨウリン 種子の P20，
作 物 施肥量 無リン酸 ヨウリン 過石 利用性* 保有量.*

kg/10a A B C (対過石%) (mg/種子)
アズキ 3 0.6 0.7 6.8 1 1.1帥
ダイズ 3 5.1 6.5 17.8 10 5.3判

春コムギ 10 3.1 10.3 27.2 30 0.32帥
テンサイ 15 0.9 21.7 44.3 48 
ジャガrイモ 10 25.6 43.1 53.4 63 37.8" 
キヵーラシ 10 1.0 3.8 15.2 20 0.16"本

:右記の式により求めた。 (B-A)/(C-A)x 100 
: 5訂日本食品分析表から算出した。

…:供試試料を分析して求めた。
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供試作物中最も少ないと予想される。

ダイズ，アズキ，春コムギには下葉が枯れ上が

る典型的なリン酸欠乏の症状があらわれた。パレ

イショの無リン酸区は，過リン酸石灰区に比べて

多少葉色が薄い程度で経過した。テンサイは下葉

が枯れる，または葉色が薄い，のような症状は現

れなかった。しかし，葉は生長せず，葉齢の進み

も遅かった。

以上から無リン酸区の乾物重は，基本的には種

子のリン酸含有量に左右されるが，作物の土壌リ

ン酸を吸収する能力もこれに関与した。

(2) 過リン酸石灰区の乾物重

種子の乾物およびリン酸保有量の多いジャガイモ

の乾物重が最も大きかった(表 3)。種子が最も小

さなデンサイがこれに次いだ。これら比べて，ダイ

ズ，アズキの乾物重は小さかった。ダイズ，アズキ

の下葉の葉色は上位の葉と比べて薄く，過リン酸石

灰30kg/l0a相当の施用で、も十分な量のリン酸を吸

収できていないようだった。キガラシの乾物重はダ

イズ並みだったが，これは生育期聞が短かったため

である。他の実験では，生育期聞が同等であれば，

キガラシの生育量はダイズを上回った。

コムギ，キガラシはダイズ，アズキグループと

テンサイ，ジャガイモグループの中聞に位置する

と判断した。

(3) ヨウリン利用性

アズキ，ダイズのヨウリン区の生育は，栽培期

聞を通じて無リン酸区とほとんど区別できなかっ

た(表 3)。テンサイ，キガラシのヨウリン区の

生育は出芽後からしばらくは無リン酸区と同等の

生育だったが，播種後 3週間目ころから無リン酸

区との差が急激に現れ始めた。春コムギ，ジャガ

イモのヨウリン区は出芽直後から，無リン酸区と

明らかな差があった。生育量から判断して，いず

れの作物でも程度の差はあれ， ヨウリンは過石に

比べて吸収利用されにくかった。

ヨウリンと過リン酸石灰による乾物重増加の比

から， ヨウリン利用性を算出した(表 3)。ジャ

ガイモが最も高く，テンサイがこれに次いだ。ダ

イズ，アズキは最も小さく，両者はヨウリンをほ

とんど吸収利用できなかった。春コムギ，キガラ

シは両グループの中間に位置する。ただし，キガ

ラシのヨウリン区は急速に生育を改善させつつあ

る中，他の作物よりも早めに乾物重を測定したの

で，実質的にはテンサイの値に近づくと推察する。

よって，供試した畑作物をヨウリンをほとんど利

用できないアズキ，ダイズ，中程度利用できる春

コムギ，比較的良く利用するテンサイ， ジャガイ

モ，キガラシの 3つのグループに区分することが

できた。比較的良く利用できるグ、ループでもヨウ

リン区の生育は過石区に比べて明らかに劣った。

これらのグループ分けは過リン酸石灰の施肥反応

ともほぼ一致した。

以上，ここまでリン酸のみを制限したポット条

件での乾物重で論議した。乾物重はそれぞれの作

物が吸収できたリン酸量を反映するので，これら

のグループ分けはリン酸吸収力の強弱に読み替え

ることができる。

(4) 播種2回目の生育

表4に1回目の播種時と同様の方法で求めたヨ

ウリン利用性を示す。アズキ，ダイズの生育は 1

回目と同様ヨウリンではほとんど促進されず，無

リン酸並みにとどまった。春コムギのヨウリン利

用率は 1回目とほぼ同等だった。一方，テンサイ，

キガラシのヨウリン区の生育量は過石区とほとん

ど変わらなかった。このことから，テンサイ，キ

ガラシでは 1回目よりも 2回目の栽培でヨウリン

の利用性が増したと判断できる。観察によるとヨ

ウリン区のテンサイの葉色は過石区よりも薄く，

キガラシでは両者の葉色に明確な差は無かった。

表4 各畑作物によるク溶性リン酸の利用性(2作目)

作物 前作
ヨウリンの利用性

(対過石%)

アズキ 春コムギ

ダイズ アズキ 13 
春コムギ キヵーラシ 34 
テンサイ ダイズ 118 
キカ。ラシ アズキ 104 

2)圃場条件における無リン酸による減収程度

施肥標準量のリン酸を施用した区 (+p)に対

する無リン酸区 (-p)のリン酸含有率の比は，
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リン酸添加による卜ルオーグリン酸の上昇表5

第80巻農~t 265 

3430 

243 

259 

7 

ダプリン添加量

(mg/lOOg)① 

トルオーグ 1 ，年目② 5 42 105 
リン酸(mg/100g) 2年目③ 7 34 109 
リン酸回収率・ 3 4 6 

注)十以下の式から求めた。(②+③)+ 2 ①X100 

1710 861 210 

とんど無く， トルオーグ抽出液に溶け出さないほ

どのリン酸の固定は，添加後10ヶ月以内にほぼ完

了し，その後の固定は極緩慢であることが示され

た。表 5の上辺にはダブリンとしての P205添加

量を乾土100g当たり換算して示した。トルオー

グリン酸の 1年目と 2年目の平均値から，添加リ

ン酸のトルーグリン酸としての回収率を求めた。

この値は， リン酸添加量が多いほど高いが，最大

でも 7%にとどまり，最も少ない210mg添加で

は3%に過ぎなかった。供試土壌のリン酸吸収係

数である i1550Jは， 一定の条件で土壌100gが

1550mgのリン酸を吸着固定することを意味する。

リン酸最大添加量の3430mgはこれを大きく超え

る。この処理のトルオーグリン酸250mg/100gは，

添加したリン酸のうちリン酸吸収係数を超える部

分の，さらに約 6/7が土によって固定されたこ

とを意味する。

(2) 異なるリン酸肥沃度でのテンサイのリン酸施

肥反応

間引きしたテンサイの乾物重を図 2に示した。

施肥リン酸11kg/10aの条件では， トルオーグリ

ン酸レベルによるテンサイ乾物重の差は小さかっ

豆類で90%以下まで低下し，秋コムギ，テンサイ

では90-100%だった。ジャガイモでは両者に差

は無かった。 +Pに対する -Pの収穫部位乾物重

はアズキ，ダイズで90%程度，秋コムギ，テンサ

イでは95%であり，ジャガイモ，キガラシでは無

リン酸でも全く減収しなかった(図 1)0 -p処

理によるリン酸含有率の低下はほぼ収量に反映し

たといえる。また，得られた減収の作物別順位は，

ポット実験で明らかになった作物別リン酸吸収力

の差とも一致する傾向だった。
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過去の拓大圃場でリン酸を標準量の半量に削減

した処理では，アズキ，ダイズで減収することが

あったものの，テンサイ， ジャガイモ，秋コムギ

は減収しなかった(東田ら:2010)。また，秋コ

ムギ，テンサイ，ジャガイモの 3作物は，拓大圃

場の過去の栽培実験では無リン酸でもリン酸を標

準量施用した区に比べて遜色ない収量が得られた

(森谷ら:2011，大道ら:2011)0 2012年は 4-6

月にかけて降雨が少なく， リン酸吸収が匝害され

たために，それ以前の年次に比べてリン酸施肥反

応が現れやすかった可能性もある。

3) トルオーグリン酸レベルの異なる土壌でのテ

ンサイ，ダイズのリン酸施肥反応

(1) 土壌のトルオーグリン酸

テンサイ(1作目)，ダイズ(2作目)それぞ

れ栽培後に採取した土壌のトルオーグリン酸を表

5に示した。 1年目はダブリン添加後，ほぼ10ヶ

月後の分析値である。 l年目と 2年自に違いはほ

各種畑作物の無リン酸処理による
リン酸含有率と収量の低下程度
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図4

では全ての処理区のテンサイが充分量以上のリン

酸を含有したと判断できる。乾物重にリン酸の施

肥反応がみられなかったのは，そのためであろう。

本実験の条件では，診断基準値の下限を下回るト

ルオーグリン酸の土壌で旧施肥標準の半量のリン

酸施肥条件下でも，テンサイは充分量のリン酸を

吸収できた。

(3) 異なるリン酸肥沃度でのダイズのリン酸施肥

反応

地上部刈り取り時点で， トルオーグリン酸109

mg系列， 259mg系列のダイズには小さな英が着

き始め，同 7mg， 34mg系列では開花が始まっ

た状態だった。

リン酸施肥量の最も少ない 5kg/10a条件では，

トルオーグリン酸が高いほど地上部乾物重は高ま

る傾向だった(図 5)。このことは， この時点ま

た。この時点では，テンサイは有効態とされるト

ルオーグリン酸をも吸収利用できなかったことを

意味する。リン酸施用量が増すにつれて， トルオー

グリン酸の低い系列に比べて，高い系列で乾物重

の増加程度が大きかった。 一般の肥沃度別施肥反

応では，図 2とは逆に肥沃度が高いほど施肥反応

は現れにくし、。本実験の結果から， トルオ ーグリ

ン酸の高い系列では，土壌への施肥リン酸の吸着

国定が減ることにより，肥効率が高まったと理解

できる。播種20日後， 3 ~ 4葉期のテンサイ初期

生育には，明確なリン酸施肥反応と土壌リン酸の

影響がみられた。

播種後約 2ヶ月経過したテンサイの茎葉と菜根

を合わせた乾物重を図 3に示した。トルオ ーグリ
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ン酸レベ、ル， リン酸施肥量の乾物重に及ぼす影響

に一定の傾向は得られなかった。同時に採取した

葉柄汁液のリン酸含有率は，高トルオ ーグリン酸

レベルほど高かった(図 4)。 トルオ ーグリン酸

7 ，および~34mg/100g系列では施肥リン酸が多

いほど，葉柄汁液のリン酸含有率は僅かに高まる

傾向がうかがえたが， 109と259mg/100g系列で

の施肥反応は小さかった。このことは，この時点

のテンサイがトルオ ーグリン酸を吸収利用したこ

とを示す。圃場条件で施肥標準量のリン酸を施用

したテンサイの葉柄汁液リン酸濃度は200ppm前

後で比較的安定していた(大道ら:2011)。本実

験の葉柄汁液リン酸含有率は最低でも400ppmを

超えており，圃場条件よりも大幅に高し、。本実験



作物へのリン酸供給は根の表面積の総和が大きい

作物で少ない作物より容易であるとされる。その

ため，特に初期生育時に根量の少ない作物にはリ

ン酸多肥が有効である。ジャガイモは種子が大き

いため生育初期時の根量が多い。トルオーグリン

酸10mg/100gを下回る十勝農試の圃場でジャガ

イモは無リン酸でもほとんど減収しなかった例も

ある。他方，タマネギは根表面積の少ない作物の

代表である。土壌診断基準値は，他の作物よりも

高い60~80mg/100g に設定されている。

本報告のポット実験では，根量を測定しなかっ

たが，観察によると無リン酸区の根量はいずれの

作物も貧弱だった。根量は地上部の生育が旺盛な

ほど増えているようだった。本実験のような物理

性の良好な土壌を用いたポット条件の実験では，

根量はリン酸吸収を左右する要因であるよりも，

リン酸吸収の結果増減したとの印象だった。以下

に論ずるポット実験の生育量の差をもたらしたの

は単純に根量でなく，作物による吸収利用可能な

リン酸形態の違いであると考えた。

(2) 過石とヨウリンによる生育反応の違い

本実験で供試した主要畑作物は程度の差はあれ，

過石に比べヨウリンを吸収利用できなかった。特

にアズキは 1作目 2作目ともヨウリンをほとんど

吸収利用しない。ダイズでもヨウリンは過石の20

%程度しか利用されなし、。過去の圃場におけるリ

ン酸用量実験は過石とヨウリンを半量ずつ混ぜて

行われたことがあり，その結果から適切な施肥量

を導き出した。畑作物ではリン酸は根の未発達な

時期のリン酸供給を補償するために施用する側面

が大きく，発芽直後から吸収利用されやすいこと

が重要と考える。今後，過去のデータを検討する

際には，供試されたリン酸質肥料の種類を考慮す

る視点が必要であろう。

(3) 生育に伴うリン酸吸収の変化

前述のようにアズキ，ダイズは本実験の範囲で

は一貫してヨウリンをほとんど吸収利用しなかっ

た(表 3，表 4)。それに対して，テンサイは出

芽直後 3葉期程度までは無リン酸区とヨウリン区

でほとんど生育に差は無かったものの，その後，

ヨウリン区の生育は目立って良好になり，過石区

第 3号 (2013年 7月)第80巻

でにダイズは土壌のトルオーグリン酸を吸収利用

したことを示す。リン酸施肥による乾物重の増加

は， トルオーグリン酸 7mg系列では明瞭であり，

同34mg系列でもやや上昇傾向が伺えるが，

109mg系列および、259mg系列で、は不明確だった。

109mg系列と259系列の乾物重はほぼ等しく， リ

ン酸供給量に対する乾物重増の反応は， 109mg 

系列以上では頭打ちだった。

ダイズ茎葉のリン酸含有率の傾向は，施肥増に

よる上昇程度が乾物重よりもさらに少ないこと，

トルオーグリン酸259mg系列の方が109mg系列

よりも明確に高いことが特徴だった(図 6)。ダ
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図 6
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イズ茎葉のリン酸含有率は0.6~0.8%で充分域と

される(北海道農政部:2010)。トルオ ーグリン

酸 7mg，同34mgでは，施肥標準のリン酸を施

用しでも，この範囲に届かなかった。他方，

オーグリン酸109mg以上の系列では，施肥リン

酸に関わりなく 0.8%を超えた。乾物重測定の結

果と併せて，茎葉リン酸含有率は0.8%を超える

と充分ないし過剰領域に入り，それ以上増えても

乾物重を増やす効果はないことが示された。

。。

トノレ

1)主要畑作物のリン酸吸収特性

(1) 根量の影響

リン酸は土壌中でほとんど移動しない。植物が

吸収できるのは根のごく近くのリン酸のみである。

察4.考



東田・小山:主要畑作物のリン酸吸収特性の比較

の半ば程度まで追いついた。また，テンサイは 3

葉期程度まではトノレーグリン酸をほとんど吸収で

きなかったが(図 2)，さらに 1月を経過すると

汁液のリン酸含有率はトルオーグリン酸レベlレに

応じて高まった(図 4)。これらの結果から，テ

ンサイの吸収利用できるリン酸は生育初期には水

溶性に限られるが，生育が進むにしたがって，ク

溶性やトルオーグ抽出液可溶まで広がると推察さ

れる。この現象が，テンサイ根自体のリン酸吸収

特性の変化によるものか，テンサイ根分泌物に根

圏微生物が関与して発現したのかは興味有る課題

である。

一般にテンサイ育苗用の培土には300mg/100g

を超えるリン酸を添加する。この量は通常作物へ

の施肥に比べると数十倍量に達する。多量のリン

酸は， リン酸強化苗として，本圃での活着および

その後の生育を促す目的で施用される。本実験の

結果から， リン酸多施はリン酸強化苗として役割

のみばかりでなく苗作り場面でも有効であること

が確認された。

テンサイ，キガラシでは 2回目の播種でヨウリ

ンの利用性が大幅に向上し，乾物で比較する限り

過石区と同等の値だった。この理由は明らかでは

ない。原因の lつに時間の経過によってク溶性の

リン酸の一部が可溶化したことがあげられる。し

かし，可溶化が起きたとしても恐らく少量であり

土に固定され不可給化すると思われる。他の可能

性は，前作物の根が土壌微生物によって分解され，

生じた有機酸などがク溶性リン酸を可溶化するこ

268 

ポットではトルーグリン酸トレースの土壌を供

試した。土壌蓄積リン酸のほとんど無い条件では，

各作物のリン酸施肥反応が明確に現れた。テンサ

イを100とした相対値を比較すると，アズキ，ダ

イズは 3つの実験とも50を大きく下回り，両者は

畑作物の中では最もリン酸を吸収できないグルー

プに位置づけられる。テンサイ， ジャガイモ，キ

ガラシは過石， ヨウリンとも豆類に比べれば明ら

かに効率的に吸収利用し， リン酸利用性の高いグ

ループに含められる。コムギは両者の中間に位置

づけた。

圃場での実験では，土壌に蓄積した有効態リン

酸によって，アズキなどリン酸吸収力の低いグルー

プでも -pと+pの差は10%程度に過ぎず，作物

間差はポット実験よりも大幅に縮小した。それで

も， リン酸利用性の高いグループ，低いグループ

の違いは生育期中作物体のリン酸含有率および収

穫部位乾物収量に反映した。

リン酸利用性の低いグループのダイズと高いグ

ループのテンサイでは土壌リン酸レベル別の施肥

反応にも違いが見られた。 3葉期以降のテンサイ

乾物重にはトノレオーグリン酸 5mg以上で、施肥反

応， トルオーグリン酸に対する反応ともみられな

かった。そのときの汁液リン酸濃度は充分域を超

えていた。ダイズでは， トルールリン酸 7mgと

34mg/100gまでは施肥を増やすほど乾物重も増

える傾向だった。また， トルオーグリン酸 7およ

び、34mg系列で、は，作物体のリン酸含有率は診断

基準値の下限を下回った。これらからも，ダイズ

とである。これについては有機 表 6 主要畑作物のリン酸吸収利用特性の総括と施肥標準量

物施用効果との関連で今後検討 ポット 圃場 リン酸
が必要であろう。 ヨウリンの利用性 +Pに対する 施 ijE

(4) 吸収できるリン酸形態の作 作物 過石による (対過石) 十Fの割合 標準長*
乾物増加読本

l 作目 2作目
リン酸 乾物 (kg/10a) 

物間差
含有率 収益

一連の実験で得られた作物別 アズキ 14 2 3 89 91 20 

のリン酸施肥反応を表6にまと
ダイズ 29 21 11 76 91 20 
コムギ? 56 63 29 91 94 12 

めた。ポット実験ではリン酸施 テンサイ 100 100 100 95 97 22 

肥による乾物増加量の大きなテ ジャガイモ 64 131 106 99 20 

ンサイを100とした相対値で示
キガラシ (33) 42 88 104 5~10 

注 1)ポットはテンサイを100とする相対値を不した。
した。圃場実験は-p区の +p 注 2)( )は生育期間が他より短いことを示す。

注 3) *・キガラシは「北海道緑肥作物等栽培指針Jに，他は「北海道施肥ガイド2010Jの十
区に対する割合で示した。 勝火山性土に準拠した。

n
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U
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はテンサイよりもリン酸吸収力が低いことを確認

できる。

2)施肥標準などへの応用場面

「北海道施肥ガイド2010Jによると十勝火山性

土における主要畑作物のリン酸施肥標準量は秋コ

ムギを除くと約20kgである。本実験の結果から，

リン酸利用性の高いグループであるテンサイ，ジャ

ガイモは豆類よりも少ないリン酸施肥量で十分で

ある可能性を指摘できる(表 6)。このうち，テン

サイは2013年から半量に改訂される見込みである

(道立花野菜センタ一等:2013)。残されたジャガ

イモについても速急に検討を進めるべきと考える。

肥料高騰により 2008年に農水省は燃油・肥料高

騰対策を実施した。しかし，生産現場でのテンサ

イのリン酸施肥量は目立って減少せず2012年まで

30kg/10a近いレベルを保っている(北海道テン

サイ協会)。本実験の結果では，テンサイは出芽

後 3葉期程度まではリン酸吸収力が低いものの，

それ以降吸収できるリン酸の形態が拡大した。移

植を前提とすればテンサイは他の畑作物に比べて，

特段に高いリン酸施肥量を必要としない。本実験

の結果から，テンサイに施用されるリン酸を豆類

に向ける方がより合理的と考える。

現行の土壌診断に基づく施肥対応では，テンサ

イ，麦類， ジャガイモは，土壌のトルオーグリン

酸が診断基準値の上限である30mg/100gを超え

ると減肥できる。他方，立類は， 30mg/100gを

超えても減肥できず，減肥可能なのは倍の60mg

/100g以上である。現行の土壌診断に基づく施肥

対応は，テンサイ，麦類， ジャガイモに比べて豆

類のリン酸吸収力が低いことを前提に設定された

(道立十勝農試・同北見農試:1983)。本実験でも

立類のリン酸吸収力は，他の畑作物に比べて明ら

かに低かった。根圏の限られるポットでのリン酸

反応は圃場と異なると想定されるが， トルオーグ

リン酸42mg/100a， リン酸施肥量22kg/10a相当

でも，ダイズの地上部リン酸含有率は作物栄養診

断基準の下限値である0.6%に届かなかった(図

6)。ダイズ初期生育向上のためには，現行基準

よりも手厚い施肥を要する可能性がある。これに

対して，テンサイではトルオーグリン酸 5mgで

も根肥大が始まった時点では明確な施肥反応が認

められなかった。トルオーグリン酸が土壌診断基

準値を多少上回るレベルにある拓大圃場の栽培実

験ではリン酸を基準の半量としてもテンサイ，ジャ

ガイモはほとんど減収せずアズキ，ダイズ，コム

ギでは希に減収することがある。他方，畑作物と

同様に比較的早く播種されるレタス，ニンジン，

カブ等ではトルオーグリン酸60mg/100gを超え

る場合には施肥リン酸を要しない(北海道施肥ガ

イド2010)。テンサイなどリン酸利用性の高いグ

ループでは， トルオーグリン酸が基準値を超える

部分での減肥率を高めることができる可能性が大

きい。
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