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要旨(Abstract) 

逐次抽出法を用いて畑地黒ボク土のリン酸を Al 結合態, Fe 結合態並びに Ca 結合態を想定して分

画した。核磁気共鳴法（31P NMR）によって土壌に含まれるリン酸の形態を調べた。土壌に蓄積

していくリンの多くはリン酸の形態であり, その蓄積への寄与は土壌鉱物中の Al が最も大きく,

次いで Fe, Ca となることがわかった。 
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1.はじめに 

日本の畑地の約 5 割を占める黒ボク土は,リ

ン酸の保持能力が極めて高く, 過剰のリン酸

資材の農地投入が問題になっている。黒ボク土

へのリン酸の過剰な蓄積を抑制し, リン酸肥

料の効果的な施肥を実施するためには, 土壌

中でのリン酸の存在形態とその蓄積機構の正

確な把握が必要である。そのために, 化学的抽

出法や分光分析を用いて, 土壌中のリン酸の

化学形態を分析することが重要になる。 

本研究では, 農地に蓄積するリン酸の濃度

と化学形態を普通黒ボク土の畑地を対象とし

て調査することを目的とした。関谷(1959)によ

る逐次抽出法を用いて, 土壌に含まれる主要

な金属元素であるCa, Al並びにFeが保持する

リン酸の量を推定した。溶液 31P NMR を用い

て, 土壌中のリン酸の化学形態の分析も実施

した。 

2.方法 

横浜市旭区の畑地土壌（黒ボク土）において,

路地栽培の圃場 6 カ所（土壌①〜⑥）, 温室栽

培用ハウス 1 カ所から土壌を採取した。土壌は

風乾した後，2 mm に篩別して実験に用いた。 

(1) 逐次抽出法  

関谷(1959)による逐次抽出法を参考に，s1，

s2，s3，s4 の順に逐次抽出をおこなった（n=3）。 

[s1：Ca 結合体リン酸] 風乾細土 0.25 g を秤

量し 2.5％酢酸 25 mL を加えて 2 時間振とう

後, 8500 rpmで 10分間遠心分離して上澄みを

ろ過した。抽出後の土壌に 1 mol/L 塩化アンモ

ニウム溶液 12.5 mL を加え，3 分間振とうした。

振とう後，ろ液を得て酢酸抽出のものと混合し

た。塩化アンモニウム溶液による抽出操作は，

合計 2 回行った。 

[s2：Al 結合態リン酸] 塩化アンモニウム抽出

後の土壌に 1 mol/L ふっ化アンモニウム溶液 25 

mL を加えて 1 時間振とうし，遠心分離およびろ

過を行った。抽出後の土壌に飽和塩化ナトリウ

ム溶液 12.5 mL を加えて 3 分間振とうした後, 

遠心分離をおこない上澄み液は処分した。塩

化ナトリウム溶液による洗浄は合計 2 回行った。 

[s3：Fe 結合態リン酸] 塩化ナトリウム溶液で

洗浄した土壌に 0.1 mol/L 水酸化ナトリウム溶

液 25 mL を加え， 17 時間振とうした。遠心分離

およびろ過を行いろ液(s3)を得た。 

[s4：Ca 結合態リン酸] 0.1 mol/L 水酸化ナトリ

ウム抽出後の土壌に 1 mol/L 塩酸 25 mL を加

え， 17 時間振とう, 遠心分離および過を行い, 

ろ液を得てｓ4 とした。各ろ液はモリブデン青法

でリン酸を定量した。 

(2) 31P NMR  

NaOH-EDTA 混合溶液を用いた土壌からの



抽出液を凍結乾燥して, リン酸を分画した。こ

れを再度 NaOH-EDTA 混合溶液に溶解し，

500MHz 核磁気共鳴装置(ECA500，日本電子)

で 31P NMR を測定した。 

3.結果と考察 

(1)関⾕法逐次抽出のリン酸定量 
関谷法抽出液のモリブデン青法によって定

量した各段階のリン酸の濃度を図 1 に示す。 
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図 1 各画分のリン酸濃度 エラーバーは n=3 の標準

偏差。 

いずれの地点の土壌も, Al 結合態リン酸が

最も多く, 抽出されたリン酸の 45％から 65％

を占めた。各土壌中で抽出された画分の割合は, 

Al結合体リン酸 > Fe結合体 > Ca結合体の順

になった。調査対象とした農地内においても, 

リン酸の蓄積量に顕著な差がみられた。 

(3) 31P NMR による解析 

 図 2 に土壌②から抽出した溶液の 31P NMR

スペクトルを示す。 
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図 2 土壌②の 31P NMR スペクトル 6 ppm 周辺の大

きなピークが無機リン酸, ほとんど見られないが 4～

5 ppm のピークが有機態リン, -4～-5 ppm に見えるピ

ークはピロリン酸のピークである。 

オルトリン酸（PO4）のピークは, 化学シフト

6ppm 付近に確認された。その他の有機態リン

に相当するピークは全体的に小さくなってい

る。スペクトルの強度比は存在量に依存するた

め, この土壌に含まれる有機態リンはごくわ

ずかであることがわかった。また, この土壌で

はピロリン酸（P2O7）のピークがみられ, 土壌

へのリンの蓄積形態の一つである可能性が示

唆された。 

4.まとめ 

 各土壌における逐次抽出法によって抽出された

リン酸濃度の総和（蓄積量）は, 土壌 1 ｋｇあたり

1.67 g から 12.12 g の範囲で大きな違いがあった。

主要なリン酸は, Al 結合体リン酸 > Fe 結合体 

> Ca 結合体の順になることがわかった。リン

酸の蓄積総量は施肥量によるものと考えられ

る。また, 農地全体の 1 地点を対象として 31P 

NMR 分析をした結果, 有機態リンの存在量は

少なく, ほとんどがオルトリン酸であること

が確認された。今後は, 土壌の全分解法等によ

って土壌に含まれる成分元素をより詳細に分

析していく予定である。 
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