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アミノ酸を窒素源としたコマツナの栽培試験 
 

                                              植物栄養学研究室・M1 田窪悠 
 
 
はじめに 
窒素は植物の必須栄養元素であり，多くの場合，窒
素の供給量，吸収量が植物の成長量を規定する．こ
のためアンモニウム塩や硝酸塩，尿素などの無機態
窒素を含む窒素肥料の施肥が作物の収量を向上させ
るために必須である。一方，有機質肥料や有機性廃
棄物を窒素肥料として利用する場合には，含まれる
有機態窒素が無機態窒素に転換される速度（無機化
速度）や，もともと含まれる無機態窒素の量が作物
の生育量を規定する．さらに，有機態窒素がそのま
ま作物に吸収利用される可能性について，無菌植物
を用いた実験から，アミノ酸はアンモニウムイオン
や硝酸イオンにかなり代替できること，アミノ酸の
種類によっては作物に阻害的に，あるいは促進的に
作用すること，などが報告されている（二瓶，2010）．
また、水耕液に添加したアルギニンが窒素源として
水稲に利用されることも報告されている（森，1979）．
本レポートでは土壌に施用されたアミノ酸が窒素肥
料として作物の生育をどの程度支持するのかを検討
した．  

 

実験方法 
1 L 容ディスポーザルプラスチックビーカーに 5 
mm メッシュでふるった風乾北白川水田土壌を 1.2 
kg 充填し，ここに肥料を与えてコマツナ（品種，楽
天，タキイ種苗）を栽培した． 

 処理区として，無窒素区，窒素として 100 mg を
硝酸アンモニウムで与える AN100 区，窒素として
200 mg を硝酸アンモニウムで与える AN200 区，窒
素として 100 mg を，アラニンで与える Ala100 区，
アルギニンとして与える Arg100 区，アスパラギン
として与える Asn100 区，グルタミンとして与える
Gln100 区，グルタミン酸として与える Glu 区，グ
リシンとして与える Gly 区，ロイシンとして与える
Leu 区，リジンとして与える Lys 区，プロリンとし
て与える Pro 区，セリンとして与える Ser 区，さら
にアルギニン，グルタミンとして 200 mg の窒素を
与える Arg200，Gln200 区を設けた．リン酸とカリ
はすべてのポットにリン酸二水素カリウム 95.9 mg 
(P2O5 50 mg、K2O 33 mg に相当)で与え、窒素成分
とともに全量を播種前に各ポットの土壌に混和した．
栽培は2015年4月27日から5月31日の33日間，
各処理３連で行った．	 
 収穫して新鮮重を測定したのち，70℃で恒量にな
るまで乾燥して乾物重を測定後，粉砕した．窒素は
C/N コーダーで定量した．有意差の有無は AN100
区を対照処理として多重比較法(Dunnett test)によ
って検定した． 
 土壌中での各アミノ酸からの無機態窒素生成量を
測定するため，100 mL 容ガラス培養ビンに風乾し
た北白川水田土壌を 10 g をはかりとり，窒素 1 mg
を含む硝酸アンモニウム、アラニン、アルギニン、
アスパラギン、グルタミン、グルタミン酸、グリシ
ン、ロイシン，リジン、プロリン、セリンを添加し，
蒸留水 1.7 ml を加えて 30℃で 4 週間培養した．1
週毎に培養ビンに 100 mL の 2 M KCl を加えて 1時
間振とうし，培養ビン土壌に含まれる無機態窒素 
(アンモニア態窒素と硝酸態窒素)を抽出した．抽出液
に酸化マグネシウムとデバルタ合金を添加して蒸留
し、アンモニアをホウ酸液に捕集しインドフェノー
ル法によって定量した． 
 

結果と考察 
コマツナの生育量と窒素吸収量，窒素含有率を図 1
に示した．乾物重でみた生育量には AN100 区と
AN200 区に有意な違いは見られなかった．窒素吸収

表 1 栽培試験設計 
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量を見るとAN200区ではAN100区の約２倍の窒素
を吸収していることから，AN200 区では吸収された
窒素が有効に利用されていなかったと推定した．ア
ミノ酸を Nとして 100 mg 与えた処理区の生育量に
は AN100 区と各アミノ酸の間で有意な差は見られ
なかった．窒素吸収量についても，AN100 区と 
Asn100 区を除くアミノ酸処理区の間で窒素吸収量
の有意な違いは検出されなかった． 

 一方，窒素含有率は，Asn100 区と Gly100 区，
Ser100区を除くアミノ酸処理区でAN100区より有
意に低かった．この結果は，アミノ酸施用区では窒
素吸収量に対して乾物生産量がより促進された可能

性を示している．さらに，200 mg 窒素を与えた
Gln200区とAN200区には窒素吸収量に違いはなか
ったが Arg200 区では窒素吸収量が低かった．200 
mg N 区でも，アミノ酸区は少ない窒素吸収量でよ
り大きな生育が見られたが， AN200 区では著量の
硝酸イオンが検出されたことから（結果示さず），硝
酸イオンとして吸収された窒素量が，代謝同化され
た窒素に上乗せされていることが，高い窒素吸収量
の理由のひとつであろう．アミノ酸施用区にも硝酸
イオンは検出されたが AN区より少なかった． これ
らの栽培試験の結果は，ほとんどのアミノ酸が窒素
源として無機態窒素とほぼ同等の効果を持つことを
示している．  

 そこで、これらアミノ酸が供試土壌中で無機化さ
れる速度について検討したところ，培養開始１週間
後にはアミノ酸の 50%以上の窒素が無機態窒素に変
化し（図２），培養 28 日間で Leu 以外のアミノ酸の
窒素の 80%以上が無機化されていた．コマツナに与
えられたアミノ酸はそのまま吸収される可能性もあ
るが，土壌中で速やかに無機態窒素に変換されると
いう実験結果は，アミノ酸が硝酸イオンやアンモニ
ウムイオンと同等の窒素肥効を発揮したことを説明
する．  

 実験レポート No.1 では硝酸アンモニウムと窒素
量を揃えて「味の素」を与えた場合、コマツナの生
育が硝酸アンモニウムより劣ることを報告した．「味
の素」はグルタミン酸のナトリウム塩であり、本試
験で与えたグルタミン酸はナトリウムイオンを含ま
ない．「味の素」の場合にはナトリウムイオンの過剰
による障害があったのかもしれない． 

 一方，追肥として与えられるアミノ酸が食味など
によい効果を持つという意見もあるので，例えば，
硝酸アンモニウム窒素の半量をアミノ酸窒素に置き
換えた処理区で生育量や食味，窒素吸収量を検討す
ることや，作物の生育が進み，無機態窒素の根から
の吸収量が低下し始めたときにアミノ酸の形での窒
素が供給されることの意義，などについてさらに検
討が必要である． 
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図 1 アミノ酸を窒素肥料に用いて栽培したコマツ
ナの(a)乾物重、 (b)窒素吸収量、(c)窒素含有率 
栽培期間は 33 日。値は 3 ポットの平均値±SD。バ
ー上側の*印はそれぞれ対応する量の硝酸アンモニ
ウムを与えたコマツナと比較して有意差があるこ
とを示す。*、**、***はそれぞれ有意水準 5、1、0.5%。 
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図２ アミノ酸の土壌インキュベーション試験． 
各バイアルには 1 mg の窒素を含む硝酸アンモニウムやアミノ酸を与え，畑土壌条件，30℃で４週間インキュベー
トし，生成するアンモニウムイオンと硝酸イオンの和を定量した． 
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