
中性りん酸緩衝液抽出有機態窒素の簡易測定法の比較
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りん酸緩衝液抽出液中の有機態窒素量の簡易測定法として２つのタンパク質成分測摘要：

定法(紫外部吸光度法、色素結合法）を比較した。その結果、紫外部吸光度法では厚層多

腐植質黒ボク土を除いた３土壌群について、色素結合法では供試した４土壌群すべてにつ

いて、りん酸緩衝液抽出有機態窒素を精度良く推定することができた。このことから、２

つの簡易測定法は、土壌窒素肥沃度の大まかな判定を簡便に行うためには有用な手法であ

ると考えられた。
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緒 言

土壌の窒素肥沃度の指標となる可給態窒素の測定では、

これまで培養法 を用いてきた。しかし、培養法では測１）

定に時間がかかり過ぎるため、中性りん酸緩衝液で１～

２時間振とう後抽出される土壌中の有機態窒素量から、

可給態窒素量を推定する方法が提唱されている 。１－４）

りん酸緩衝液抽出有機態窒素は、全窒素量と無機態窒

素量の差によって計算される。全窒素の測定では、劇薬

の硫酸を使って分解する必要があるため、生産現場では

測定が困難である。そのため、簡易分析法として抽出ろ

液の吸光度による評価も試みられている。特に、抽出ろ

液の420 nmにおける吸光度を用いた方法については詳細

に検討され、土壌の相違や遊離酸化鉄量等により、それ

ぞれ別の検量線が必要ではあるが精度は向上が図られて

いる 。５）

りん酸緩衝液によって抽出される有機態窒素はタンパ

ク質様物質と考えられている 。水溶液中のタン２，６，７，８）

パク質成分を一括で定量する方法には、Kjeldahl法、紫

外部吸光度法、色素結合法、フェノール試薬法等がある

。そのうち、紫外部吸光度法では、280 nmがタンパク９）

質の吸収域とされており、土壌についてもこの波長での

吸光度とりん酸緩衝液抽出有機態窒素量の間には比較的

高い正の相関が認められている 。また、色素結合法１０）

の一つであるBradford法では、市販のキットがあるため

測定が簡単で生産現場でのルーチン分析には有用である。

本研究では、りん酸緩衝液抽出液中の有機態窒素の簡

易測定法として２つのタンパク質成分測定法を比較した。

なお、本研究は農林水産技術会議による依頼研究員と

して、独立行政法人農業技術研究機構中央農業研究セン

ター土壌肥料部土壌管理研究室において行ったものであ

る。

材料及び方法

供試土壌には、中央農業総合研究センター内畑土壌

（淡色黒ボク土、厚層多腐植質黒ボク土、灰色低地土、

黄色土）と愛知農総試安城農業技術センター内水田土壌

＜サンプルの測定＞ ＜検量線用試料の測定＞
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図１　紫外部吸光度法によるりん酸緩衝液抽出ろ液の
　　　測定手順
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（細粒黄色土）を用いた。畑土壌は、稲わら堆肥施用

0.2 t/haの２区からなり、1983年から同一の処理がなさ

れている。水田土壌（細粒黄色土）は、無窒素区、化学

肥料区、稲わら堆肥7.5 t/ha区、稲わら堆肥22.5 t/ha

区からなり、1925年から現在まで同一処理がなされてい

る 。畑土壌は、1979年６月、1986年７月、1994年４１１）

月、2002年６月に、水田土壌（細粒黄色土）は、1976年

５月、1982年４月、1989年４月、1994年４月に作土層か

らそれぞれ採取した。畑土壌では、2002年６月に黄色土

のみ作土下10～20 cm、20～40 cmの部位も採取した。い

ずれの土壌も、風乾して2 mmの篩で篩別した。

りん酸緩衝液抽出ろ液中の有機態窒素量の簡易分析法

として、紫外部吸光度法及び色素結合法（Bradford法）

の適否を検討するため、風乾土壌10 gに1/15 molりん酸

緩衝液（pH7.0）50 mLを加え、抽出温度24℃で、２時間

の連続振とう後、ろ液を供試した。この抽出ろ液をオー

トアナライザーでアンモニア態窒素量を定量した 。ま１）

た、同液10 mLを硫酸・過酸化水素法で分解後、オート

アナライザーで全窒素量を定量し、先のアンモニア態窒

素量を差し引いて抽出有機態窒素量とした。

紫外部吸光度法では、抽出ろ液を10倍に希釈して280

nmにおける吸光度を測定した（図１）。測定値は、ウシ

血清アルブミン(BSA)濃度(mg/kg)に換算した。

一方、色素結合法では、タンパク質検出キット（Bio-

rad社製）を用いた。マイクロプレート（96穴）に、抽

出ろ液20 μLと発色試薬200 μLを混合して５分以上放

置後、595 nmの吸光度をマイクロプレートリーダーで測

定した（図２）。測定値は、ウシγグロブリン（IgE）

濃度（mg/kg）に換算した。

なお、それぞれの測定は各土壌サンプルにつき２連で

行った。

試験結果

供試土壌の全窒素及び全炭素は黄色土で低く、厚層多

腐植質黒ボク土で高かった（表１）。土壌全体では、全

窒素0.42～5.55 g/kg、全炭素4.9～85.8 g/kgであった。

発色試薬 発色試薬

＜サンプルの測定＞ ＜検量線用試料の測定＞
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図２　色素結合法によるりん酸緩衝液抽出ろ液の測定手順
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表１　供試土壌の化学性
土壌 n 全窒素 全炭素

g/kg g/kg
淡色黒ボク土 7 3.88 （ 3.54 － 4.51 ） 46.0 （ 39.8 － 52.1 ）
厚層多腐植質黒ボク土 7 4.95 （ 4.47 － 5.55 ） 81.5 （ 72.0 － 85.8 ）
灰色低地土 7 1.44 （ 1.05 － 2.00 ） 14.8 （ 11.7 － 19.6 ）
黄色土 13 0.80 （ 0.42 － 1.30 ） 8.4 （ 4.9 － 12.6 ）
黄色土（水田） 16 1.16 （ 0.77 － 1.92 ） 12.7 （ 8.9 － 20.2 ）
注）（　）内は範囲

供試土壌中のりん酸緩衝液抽出有機態窒素量は、35.2

～141.0 mg/kgに分布していた（表２）。平均値でみる

と黄色土の畑土壌で低く、厚層多腐植質黒ボク土で高い

傾向にあった。

紫外部吸光度法でりん酸緩衝液抽出ろ液を測定した結

果、供試した全土壌サンプルでは、得られたタンパク質

（BSA）換算値と抽出ろ液中の有機態窒素の実測値との

間には高い相関が認められた（図３）。供試した土壌の

うち、厚層多腐植質黒ボク土以外の土壌では、水田・畑

の別、採取時期、処理にかかわりなく高い相関が認めら

れた。しかし、厚層多腐植質黒ボク土では、異なる有機

態窒素量に対して吸光度が同じであるサンプルが多かっ

た。

一方、色素結合法でも、得られたタンパク質（IgE）

換算値と抽出ろ液中の有機態窒素の実測値との間には高

い正の相関が認められた（図３）。この方法では、厚層

多腐植質黒ボク土でも回帰直線から外れることが少なく、

土壌の種類、水田・畑の別、採取時期、処理にかかわり

なく高い相関が認められた。

表２　供試土壌の抽出時間別りん酸緩衝液抽出有機態窒素量

りん酸緩衝液抽出
土壌 n 有機態窒素

mg/kg
淡色黒ボク土 7 74.5 （ 40.4 － 105.3 ）
厚層多腐植質黒ボク土 7 111.3 （ 81.9 － 141.0 ）
灰色低地土 7 65.3 （ 42.8 － 85.1 ）
黄色土 13 52.5 （ 35.2 － 70.6 ）
黄色土（水田） 16 69.2 （ 33.4 － 130.0 ）
注）（　）内は範囲

考 察

りん酸緩衝液によって抽出される有機態窒素量の簡易

測定法として、420 nm吸光度法 、紫外部吸光度法４，５）

及び色素結合法 が検討されてきた。このうち、１２） １０）

420 nm吸光度法は市販の測定機器にも応用されている。

420 nm吸光度法は、もともと水中のフミン酸量を測定す

るのに使われていた方法をリン酸緩衝液抽出ろ液に応用

したものである。この方法は、硫酸等の劇薬を使う必要

がないため、非常に簡便な生産現場でも導入しやすい方

法であるが、①有機態窒素量との相関をみる理論的な裏

付けがない、②抽出ろ液の濁りが激しい黒ボク土壌で適

用できない、③精度を高めるためには土壌の種類や化学

性によって多くの検量線を作る必要がある等の問題点も

多い。

これまでに、簡易測定法として紫外部吸光度法と色素

結合法は、それぞれ単独で検討した例はあるが、両者を

同時に取り上げ、比較検討した報告は見当たらない。そ

こで、本研究では420 nm吸光度法に代わる測定法として、

紫外部吸光度法と色素結合法について、その精度と生産

現場への普及性について比較を行った。

本研究で供試した土壌は、４土壌群から採取し、その

全窒素は0.42～5.55 g/kgの範囲にあった。柳井らは、

420 nm吸光度法について、５土壌群で全窒素0.6～7.8 g

/kgの範囲の土壌サンプルにおいて検討している 。５）

注）右図の凡例は左図に同じ
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したがって、本研究も420 nm 吸光度法の場合と同様に

広範囲の土壌について検討できたと考えられる。

紫外部吸光度法によって水溶液中のタンパク質含量を

定量する場合には、210 nmあるいは280 nm付近の波長が

使用されることが多い 。このうち、210 nmでは硝酸の９）

吸収域があるため、土壌中有機態窒素の定量には不適で

ある。一方、280 nmはチロシン、トリプトファンの吸収

域とされている。斉藤は 、各種の抽出液で抽出され１０）

た土壌有機態窒素量を280 nmでの吸光度の測定によって

評価検討した。その結果、りん酸緩衝液抽出ろ液の吸光

度からの抽出有機態窒素量の推定は、他の抽出液を用い

た場合よりも土壌の種類（火山灰土壌と非火山灰土壌）

に関係なく、高い相関を示したと報告している。

今回供試した土壌では、厚層多腐植質黒ボク土を除く

すべての土壌サンプルでりん酸緩衝液抽出ろ液の吸光度

と抽出有機態窒素量との間には高い正の相関が認められ

た。しかし、厚層多腐植質黒ボク土では、広い範囲の有

機態窒素量が同一の吸光度になることが明らかとなった。

この結果は、斉藤の報告とは異なり、土壌の種類によっ

て検量線を複数作成する必要があることを示している。

今後、土壌のサンプル数を増やして検討する必要がある。

一方、色素結合法の一つであるBradford法は、クーマ

ジーブルーがタンパク質と結合する際に赤から青に変化

することを利用して、595 nmの吸光度を測定するもので

ある 。佐藤は、この方法を用いて、水田土壌のりん酸９）

緩衝液抽出ろ液を測定した結果、吸光度と抽出有機態窒

素量との相関が高かったと報告している 。本研究で１２）

は、水田土壌だけでなく畑土壌も供試して検討した。そ

の結果、抽出有機態窒素量とタンパク質（IgE）換算値

との間には、土壌の種類に関係なく高い相関が認められ、

１つの検量線でどの種類の土壌の抽出有機態窒素におい

ても推定可能であると考えられた。

ここで、２つの方法を装置・器具の点から比較すると、

紫外部吸光度法は、分光光度計があれば測定は極めて簡

単であり、安価に測定が可能である。一方、色素結合法

は、市販の測定キットを用いればルーチン分析が可能で

あるが、マイクロプレートを使う場合には読みとる機器

としてマイクロプレートリーダーが新たに必要となる。

どちらの方法も、これまでの報告のような吸光度との相

関ではなく、標準タンパク質を使うことによって汎用性

の非常に高い検量線を作成することが可能となり、生産

現場での適応性は高まると考えられる。

このように、２つの簡易測定法は、どちらもりん酸緩

衝液抽出有機態窒素を精度良く推定することができ、土

壌の窒素肥沃度の大まかな判定を簡易に行うためには有

用な手法となりうると判断した。これらの手法のうち、

色素結合法では、有機態窒素量との相関の高さや適応土

壌の範囲の広さの点では優れているものの、紫外部吸光

度法の方が①手法が簡便であること、②特別な装置やキ

ットが不要であること、また、③厚層多腐植質黒ボク土

以外の土壌での測定精度は両者でそれほど変わらないこ

とから、紫外部吸光度法の方が生産現場への普及性が高

いと考える。
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