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ノート

pH (KCl)に基づく交換酸度 Y1の推定

久保寺秀夫 1，2.森清文 3.草場敬 1.島武男 l

キーワード酸性， Yl， pH (KCl) ，黒ボク土，

国頭マージ

1 .はじめに

交換酸度 Yl(以下では Ylと略す)は土壌から 1molL-1

の塩化カリウム溶液で抽出される酸性物質を滴定すること

で測定される(森・嶋田，1997).通常，その酸性物質の主

体は交換性アルミニウムである(吉田・中館， 1964).交換

性アルミニウムは酸性土壌における植物生育問害の主要因

であり(松本， 1994)，その量を直接に反映する Ylは作物

根の伸長阻害に関係する土壌酸性の指標として pHよりも

優れている (Saigusaet a l.， 1980) .酸性に係る土壌診断基

準値や改良目標値は通常pH(H20) が用いられるが， 1草

地土壌の Ylを3以下にするJ(新潟県農林水産部， 2005) 

のように Ylが併記される場合もある.一方，パレイショ栽

培ではそうか病の発生抑制のために土壌酸性の維持が求め

られるが(志賀・鈴木， 2005)，Ylはそうか病の抑制に直

接関与するアルミニウムイオン量を反映するため土壌酸性

の指標として pHよりも優れており(水野・吉田， 1994)， 15 

以上となるよう努力するJ(長崎県， 2009)のようにパレイ

ショ圃場の土壌管理の指針に用いられている.森 (2011)

はパレイショ圃場におけるそうか病防除とアルミニウム障

害回避を両立する酸度として， Yl =2 (pH (H20) 4.8程度)

を目標とする土壌管理を提案している.

また Ylは結品性粘土鉱物の永久荷電に保持されたアル

ミニウムイオンの指標となるため，非アロフェン質黒ボク

土の識別基準として利用できる(三枝ら， 1992). 耕地土

壌では酸度が土壌管理に強く影響されるため Ylがアロ

フェン質・非アロフェン質の別を正確に反映しないという

Hideo KUBOTERA， Kiyofumi MORI， Takashi KUSABA 
and Takeo SHIMA : Estimation of exchangeable acidity Yl 
basedonpH(KCl) 

1農研機構九州沖縄農業研究センター (861-1192合志市須

屋 2421)
2現在，農研機構中央農業総合研究センター (305-8666つ
くば市観音台 3-1 -1) 

3鹿児島県農業開発総合センタ一大隅支場 (893-1601鹿屋

市串良町細山田 4938)
Corresponding Author :久保寺秀夫

2013年7月31日受付・ 2013年 10月16日受理
日本土壌肥料学雑誌第 85 巻第 1 号 p.48~51 (2014) 

指摘もあるが(松山ら， 1999)，比較的簡便に測定でき既

存のデータも多い利点があり 現在わが国の土壌分類上で

の非アロフェン質の識別にはYl;?;5(小原ら， 2011) また

はYlミ6(日本ペドロジー学会第四次土壌分類・命名委員

会， 2003)が基準のーっとして用いられている.このよう

にYlは酸性土壌の管理や土壌分類の上で重要な分析値で

ある.

Ylの測定に高度な分析装置や特殊な試薬は不要だが，

ろ過，ろ液の分取，煮沸，滴定を必要とするため pH測定

より煩雑であり，農業普及センターなど現場の指導機関や

農家自身による測定は難しい.また滴定に用いる水酸化ナ

トリウムは劇物で，試薬管理や廃液処理の負担も問題とな

る.

これに対し pHの測定はpHメータがあれば容易に行

え，毒劇物の使用も不要である.そのため pHの値から

れを推定できれば，土壌管理や土壌分類の上で有用な手

法として利用できる.ただし， pH (H20)はアルミニウ

ムイオンなど土壌中の酸性物質のごく一部である溶存態物

質(吉田， 1979)を反映しているため，交換基に吸着され

ているアルミニウムイオンを交換溶出して測定する Ylと

は魁酷が生じうる.水野・吉田 (1994)は北海道の 2つ

の地域でパレイショ畑の pH(H20) とれの関係を調査

し， うち 1地域 (16地点)で両者の聞に r=-0.88(その

まま二乗すると R2=0.774)，他の 1地域 (73地点)でr

= -0，74 (同じく R2=0.548)の相関を累乗近似で得てい

るが，近似曲線から外れる試料も多く見られる.また大井

ら (2009)は長崎県の 3つの地域のパレイショ畑 (1地

域あたり約 35地点~約 60地点)で， pH (H20) とYl

の聞に R2=0.721から 0.780の相闘を対数近似で得たが，

大きく外れる試料もあるため土壌管理にあたっては Ylの

実測が望ましいとしている.

これに対し， pH (KCl)は Ylと同じ条件 (1molL-1

塩化カリウム溶液を使用，固液比 1:2.5) で抽出される

交換性アルミニウムを反映するため， Ylの推定法として

pH (H20)より有望と考えられる. しかし多数の試料の

pH (KCl)とれを測定し，両者の関係と推定精度につい

て検討した報告は見られない.

著者らは，九州|の久住高原から阿蘇外輪山にかけて分布

する黒ボク土(久保寺ら， 2013)，種子島の一部に見られ

る強酸性化した黒ボク土(森ら， 2010)，および沖縄本島

の赤黄色土(通称国頭マージ)といった酸性の強い土壌の

諸性質を調査した.これらの試料では YlとpH(KCl)の

聞に極めて密接な関係が見られ， pH (KCl)かられを

推定できた. Ylを滴定など専門的な実験操作を用いず推

定する一方法としてここに報告する.

2.材料及び方法

1)試料

以下のように熊本県~大分県の阿蘇久住地域の黒ボク

土，鹿児島県種子島の黒ボク土および沖縄本島の赤黄色土

を供試した.分析は全て 2mmの舗を通過した風乾細土で、
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行った.なお下記ではWRBにおける Andicproperties 

の要件の一つである rA10 + 112Fe。ミ20gkg-1J (FAO， 

2006)を満たす試料を黒ボク試料，満たさない試料を非

黒ボク試料と称する.また黒ボ、ク試料の中で， 日本の統一

的土壌分類体系(日本ペドロジー学会第四次土壌分類・命

名委員会， 2003)および包括的土壌分類(小原ら， 2011) 

における非アロフェン質の識別基準の一つである rAlpl 
A10 ~0.5 または Sio <6gkg-1Jを満たす試料を非アロフェ

ン質，満たさない試料をアロフェン質と称する.これらは

いずれも試料を大まかに区分する便宜的な呼称であり，土

壌分類上の厳密な用語ではない.

(1)熊本県の阿蘇外輪山から大分県の久住高原にかけ

ての黒ボク土地帯で、採取した表層 15cmの土壌 128点(う

ち森林89，野草地 24，牧草地 15).128点のうち 71点

が非アロフェン質の黒ボク試料， 57点がアロフェン質の

黒ボク試料であった. pH (H20) は非アロフェン質の黒

ボク試料が4.24.-....-5.79の範囲(平均 5.03)，アロフェン質

の黒ボク試料が4.60.-....-6.56の範囲(平均 5.42)にあった.

士性(野外土性)は全試料の 8割がLiC'-""-HC，残りのほ

とんどが CLと細粒であった.アロフェン質はアロフェン・

イモゴライトを主要粘土鉱物とし，非アロヲェン質は2:

1-2:1:1型中間種，雲母鉱物，カオリン鉱物が主体と

考えられる(久保寺ら， 2009). 

(2)鹿児島県の種子島のサトウキピ畑7地点で地表か

ら1m深までを層位分け (3ないし 8層位)して採取した

土壌31点.31点のうち 29点がアロフェン質の黒ボク試

料， 2点が非黒ボク試料で、あった. これらは種子島で近年

問題となっている，窒素肥料の影響と石灰・苦土の欠乏に

よる酸性化(森ら， 2010) が進んだ土壌で， pH (H20) 

はアロフェン質の黒ボク試料が 3.94.-....-5.70の範囲(平均

4.77)にあり，非黒ボク試料2点は 4.75と4.86であった.

土性(野外士性)は多くがSL.-....-Lと粗粒で，一部に CL

.-....-LiCの土壌があった(森・西， 2011). 

(3)沖縄県宜野座村で採取した土壌 30点.30点のうち

14点は農家圃場(サトウキピ 7点，野菜5点，牧草2点)

の作土を採取し， 16点は未耕地3地点の露頭(地表から

3.4ないし 7.2m深)を 5ないし 6層位に分けて採取した.

これらはすべて非黒ボク試料で，現地で、国頭マージと呼ば

れ土壌分類上は赤黄色土大群に該当する土壌である. pH 

(H20)は農家圃場作土が 3.93.-....-5.22の範囲(平均 4.78)，

未耕地露頭が 4.11.-....-5.08の範囲(平均4.76) にあった.

士性(粒径組成)はほとんどがLiC'-""-HCと細粒であった.

主要粘土鉱物は 2:1-2:1:1型中間種，雲母鉱物，カ

オリン鉱物が主体だが，その構成比は試料によって異なる

と考えられる(久保寺， 2001). 

2)分析方法

試料の大まかな区分に用いた Sio，A1o， Feo (酸性シュウ

酸塩可溶のケイ素，アルミニウムおよび鉄)ならびに Alp

(ピロリン酸塩可溶のアルミニウム)は伊藤 (1997)の選

択溶解法により測定した.抽出液中のケイ素，アルミニウ

ムおよび鉄の定量にはICP発光分析装置SPS4000(セイ

コーインスツル)を使用した.

pH (H20) ， pH (KCl)およびYlは森・嶋田 (1997)

に準じて次のように測定した. pH は風乾細土 6g~こ脱塩

水または 1molL-1塩化カリウム溶液を 15mL加え，振

り混ぜ、て 30分以上放置し， pHメータ(東亜ディーケー

ケー HM-50V)を使用してガラス電極法で測定した.Yl 

は風乾細土 10gに1molL-1塩化カリウム溶液25mLを

添加して 1時間振とうし，遠心分離して上澄み液を乾燥ろ

紙でろ過した.原法にない遠心分離を行ったのは，阿蘇久

住の腐植含量の大きい黒ボク土では土壌が溶液を保持する

力が強く，そのままろ過すると十分な供試液量が得られな

い場合があったためで、ある.最初のろ液数mLは捨てて，

採取した残りのろ液から 5mLを三角フラスコに取り，煮

沸して冷ました後にフェノールフタレインを指示薬として

0.05molL-1水酸化ナトリウム溶液で滴定した.その値か

ら，抽出液の 112量 (12.5mL)を中和するのに要する 0.1

molL-1水酸化ナトリウム溶液の mL数(風乾土 100gを

供試した場合に換算)を算出しこれを Ylとした.

3. 結果及び考察

1) YlとpH(H20)， pH (KCl)の関係

pH(H20)とYlの関係を図 1に示した. pH(H20)が5.4

以上の試料は全て Ylが3以下であった. pH (H20)が5.4

未満の試料は Ylが0.6.-....-57.7と差が大きく，試料の区分

別に見ると，阿蘇久住および種子島のアロフェン質の黒ボ

ク試料<阿蘇久住の非アロフェン質の黒ボク試料<沖縄の

国頭マージ農家圃場表層，種子島の非黒ボク試料<沖縄の

国頭マージ未耕地露頭，の順に Ylが大きかった.pH(H20) 

とYlの関係を見ると，全 189試料を合わせた場合や，種

子島の試料，沖縄の試料では大まかな負の関係はあるもの

の明瞭で、はなく， pH (H20)かられを推定することは

できなかった.阿蘇久住の黒ボク試料では関係が比較的明

瞭で，非アロフェン質で、は pH(H20) とYlの聞に指数

近似でR2ニ 0.661(n=71) の相闘が，アロフェン質では
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二次近似でR2=0.735(n=57)の相関が見られたが，近

似曲線から離れる試料も多かった.また図 1に示したよう

に，非アロフェン質とアロフェン質では pH(H20) とYl

の関係が異なり近似曲線も別になるため，推定にあたって

は試料が非アロフェン質とアロフェン質のどちらであるか

を選択溶解試験で調べる必要があり，簡易推定にはつなが

らない.

これに対し pH(KCl)とれの聞には極めて密接な負の

曲線関係が見られた(図 2). この関係は試料の区分には

関係なく同一で，指数近似ではy=11192gexp(一2.446x)

(R2 = 0.873)，累乗近似では y=14664768x-1059(R2= 

0.899)の近似式が得られた(共に Y: Yl， x: pH(KCl). 

n=189).酸性が強い範囲 (pH(KCl)が4未満， Ylが

9以上)の国頭マージで、はややぱらつきがあるが，酸性が

比較的弱い範囲ではpH(KCl)かられを推定できる可能

性が強いと考えられた.そこで以下のように，土壌管理と

土壌分類の指標として使わる Ylの値を対象に， pH (KCl) 

に基づく推定の可能性を検討した.

2)土壌管理への適用性

土壌管理の目安としての Ylの利用は，前述のように酸

性障害回避のための上限値と，そうか病抑制のための下

限値とがある.前者について，新潟県農林水産部 (2005)

が示した草地土壌管理の目安である Yl;:玉3を例に， pH 

(KCl)から推定する可能性を検討すると次のようになる.

図 2 で Yl~10 の範囲を拡大すると，図 3 のように pH

(KCl) <4.2の試料は 1点を除き Ylミ3であった.また

pH (KCl) > 4.3の試料は2点を除き Yl壬3であった.外

れた試料3点はいずれも阿蘇久住の黒ボク試料であるが，

Ylの値は 2.3から 3.3の範囲にあり，闘値の Yl=3との差

は小さかった. このことから，これらの土壌において Yl

壬3を目標値とした管理を行う場合， pH (KCl) < 4.2ま

たは pH(KCl) > 4.3の土壌はそれぞれ Yl~3 ， Yl豆3を

ほぼ満たすと考えて良い. pH (KCl)が 4.2"'4.3の試料

では Ylは22点中 21点が1.6"'3.9の範囲にあり，この

60 o阿蘇久住(黒ボク非アロフエン)
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図2 pH (KCl)とれの関係

21点のうち 13点は目標値の Yl壬3を満たしていて， 8 

点は目標値を越えていたが差は 0.9以下だった. この pH

(KCl)の範囲では Ylはおおよそ目標値前後として扱い，

厳密な数値が必要な場合のみれを実測すれば良いと考え

られる.

またそうか病抑制のため土壌の酸性維持が必要となる場

合，長崎県 (2009)に準じて Yl孟5を目標とするならば

次のようになる. pH (KCl) < 4.1の試料は，阿蘇久住の

非アロフェン質の黒ボク試料 1点と沖縄の国頭マージ未耕

地試料2点を除き， Ylミ5であった.また pH(KCl) >4.2 

の黒ボク土は阿蘇久住のアロフェン質の黒ボク試料1点を

除き Yl<5であった.外れる試料4点も Ylは3.8"'5.3と

闘値の 5に近かった. pH (KCl)が4.1"'4.2の試料では

れが 2.1から 5.9と広い範囲にあるため，実測すべきと考

えられた.以上のように Ylの値で 3"'5を目標とした土壌

管理を行う場合， pH (KCl)は Ylを実測する必要性の

スクリーニングに使用できる.

3)土壌分類への適用性

土壌分類において Ylは，前述のように黒ボク土の非アロ

フェン質とアロフェン質の区分に用いられ，包括的土壌分

類第 1次試案(小原ら， 2011)ではYlミ5を非アロフェン

質の要件のーっとしている.前項に示したように， pH(KCl) 

<4.1の黒ボク土は 1点を除き Yl註5で， pH (KCl) >4.2 

の黒ボク土は1点を除き Yl<5であった.これらの黒ボク

土を包括的土壌分類で分類する場合， pH (KCl) < 4.1ま

たはpH(KCl) >4.2の土壌はそれぞれれ乙5，Yl <5をほ

ぼ満たすと考えて良い.pH (KCl)が4.1"'4.2の試料で

はYlの実測が必要である.

統一的土壌分類第二次案(日本ペドロジー学会第四次土

壌分類・命名委員会， 2003)で非アロフェン質の識別には

Yl ~6 が用いられている.図 3 に示したように， pH (KCl) 

<4.0の黒ボク試料はすべて Yl註6であり，また pH(KCl)

>4.1の黒ボク試料はすべて Yl<6を満たしていた.その

ため，これらの黒ボク土を統一的土壌分類で分類する場合，
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図 3 pH (KCl)と Ytの関係 (Y
1
孟10の範囲を拡大)
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pH (KCl)が 4.0""4.1なられを実測する必要があるが，

pH (KCl) < 4.0または pH(KCl) > 4.0の土壌はそれぞ

れれミ6，Yl <6を満たすと推定できる.

4. まとめ

以上のように，阿蘇外輪山北方から久住高原の非アロ

フェン質およびアロフェン質の黒ボク士，種子島のアロ

フェン質黒ボク土(一部は非黒ボク)，沖縄の国頭マージ

という粒径組成や主要粘土鉱物がさまざまな土壌におい

て， pH (KCl)とれの聞に同ーかつ密接な曲線関係(指

数近似でR2=0.873，累乗近似でR2=0.899(n=189)) 

が見られた.また， これらの土壌では土壌管理や土壌分類

上で重要な範囲である Yl=3ないし 6において， pH(KCl) 

が幅 0.1の境界値にある土壌では Ylの実測が必要な場合

があるが，それ以外では pH(KCl)を Ylの代替として

土壌の酸性管理や分類の指標に使用で、きた.

本論文の供試土壌における pH(KCl)とれの対応の

f直 (pH(KCl) <4.2 が Yl~玉 3 に， pH (KCl) > 4.3が Yl

ミ3に対応する等)は，他の地域や土壌では異なっている

可能性がある.今後， YlとpH(KCl)の関係について

さらに多くの土壌タイプや地域でデータを集積し，明確化

していく必要がある.
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