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＜総 説＞

北海道稲に対する加里の役割と重要性ーその概観

はじめに

北海道の水田作ではおもに窒素や燐酸に関する

試験研究が多く実施され，この成果は本道の米生

産に大きく貢献した。加里は古くから窒素，；燐酸

とならぶ三要素として重要視され，昭和30～50年

代には加里に関する研究も多く見られたが，近年

は加里に関する土壌肥料学的研究が窒素，燐酸に

比較すると少なく，土壌・肥料・植物栄養部門別

進歩総説特集号，第4部門植物栄養，窒素， リン

酸・加里に関する最近 3ヵ年の会員報告数I)を例

に見ると加里／窒素・燐酸＝ 1 /18報であり，加

里の研究報告は窒素・燐酸に比較し10%に満たな

い，近年の北海道における加里に関する研究はこ

れに類している。現場における加里の扱いはあま

り関心を持たれず、にやや惰性に近い状態で、土壌管

理や施肥を実施する農家が多く見られはじめた。

この要因のーっとして考えられるのが，加里は

水稲の細胞内でイオンの形で存在し，膨圧を調節

する唯一の無機成分であるとともに各種酵素の活

性を向上させる補酵素としての働きをするなど，

その役割は極めて大きいが水稲の生長や光合成に

主導的な働きが見られず，常に窒素や燐酸の働き

を円滑にする役割であるため，加里栄養の良否が

生育に与える可視的なレスポンスが前者より少な

い事に影響されたものと思われる。更に畜産分野

では大量の加里が糞尿に排せっされ，これを草地

に還元することから，草地土壌に加里の蓄積が起

こり加里過剰が問題となっていることも土壌肥料

の研究者における加里の考え方に影響を与えてい

るものと推察される。

この植物に対する可視的でない加里の研究は華

やかで一刻を争う技術開発競争からやや距離を置
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かれたと理解される。このため加里に関する応用

研究課題は多く存在するものと考えられ，見方に

よっては多くの技術開発が可能な分野でもあると

思われる。ここでは水稲の体内で加里が生理的に

どのような働きをしているのかを取り上げ，さら

に水田土壌中における交換性加里の不思議なバラ

ンスシートについて考えることにする。なお，水

田作の加里収支については濯減水からの天然、供給

量と排水による流失および下層への移動などの調

査事例が少ないため定量的な考察を行わない事に

する。

1 水稲体内における加里の生理的機能

加里の含有率は175種類の植物における葉の平

均で3.05%(K20)2＞で、あり，無機成分中で最も高

く，濃度勾配に逆らって積極的に吸収される事が

示されている。それ故，枯れ草や薪を燃やした灰

には加里が主成分となるが，水稲ではケイ酸が加

里のほぼ4～6培も多く吸収されるため第二成分

となる。

加里は稲にとって必須元素であるが，生化学的

役割について窒素や燐酸ほど明確にされていなし、。

この理由は加里が植物体内で大部分が水溶性無機

塩のかたちで存在していると考えられ，何らかの

有機物との化合が見いだされていないことが影響

している。不思議なことに生の稲を刻んで水で振

とうしても加里の溶出は殆ど見られないが，乾燥

した粉砕物を水で浸とうすると殆どの加里が溶出

するため簡易な加里分析の抽出法として活用する

例もある。このことから，加里は生の細胞中では

何らかの役割を担っており，そう簡単に細胞外に

放出されないが乾燥するとその機能は失われ簡単

に移動すると考えられる。

植物の細胞内にある加里はプラスイオンとして

存在し，これと有機成分の結合が未だに確認され
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ていない。加里は細胞内でマイナスイオンの有機

酸の中和に関与し，イオン的な平衡状態となり細

胞の膨圧をコントロールしている。このため植物

細胞にカリウムイオンが多くあると水を多く取り

入れ細胞が膨れあがり，萎れた状態ではなくピン

と張りのある状態となる。水稲は組織の細胞内に

カリウムイオンが多くあると葉や稗がピンとして

受光体勢が良くなるとともに二酸化炭素の取り込

み等が円滑となり，萎れた個体より光合成能率の

向上がみられる。また葉物野菜では萎れた個体よ

り歯触りが良くなり食味の向上に寄与すると見ら

れるとともにトマト，メロン，スイカ，玉葱，馬

鈴薯などは生産物の膨圧を維持するため多くの加

里が必要となる。一方，泥炭地などでは登熟に重

要な止葉の枯れ上がりが多いことが観察される。

これにはケイ酸が重要な役割をはたしているが，

止葉の生存葉を調べるとケイ酸ばかりでなく加里

も高くなっていることが知られている。これらの

ことから加里は水稲体内において可視的でないが

大きな役割を担っていることが理解される。

水稲は光エネルギーを活用して水と二酸化炭素

（炭酸ガス）から炭水化物（澱粉など）を作るが，

米生産の原材料である水を根から吸収する。加里

はこの水吸収に主導的な役割を担っている。例え

ば半透膜で仕切られた塩水に濃度差が存在する場

合は薄い方から濃い方に水を移動させる力が働く

が，この力を水ポテンシャルと言いこれが等しく

なったとき水の移動が静止する。この原理で加里

が主導して細胞の膨圧を調整し水の吸収がなされ

るが，その詳細は極めて複雑で多くのカリウムイ

オンチャンネルの存在によりカリウムイオンの移

行・集積が行われる3）。これらのイオンチャンネ

ルの活動はおもに遺伝子，植物ホルモン，ナトリ

ウム，カルシウムイオン濃度や光条件などによっ

て調節されている。

植物組織内で起こっている水の輸送には 3種類

の形態があり①アポプラスト輸送と呼ばれている

細胞間隙を利用した水の移動形態，②液胞横断輸

送は大量の水移動に関係しており，細胞の原形質

連絡口から液胞を横切って移動する形態，③シン
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プラスト輸送は細胞の原形質連絡口から液胞膜と

細胞膜の聞を使って移動する形態，細胞膜にアク

ワポリンと称する水通過のための生体膜の形成が

重要となる4）。また，導管中の水は蒸散による吸

引力や凝集力で移動し，地上部の各器官に分配さ

れ利用されている。

加里含有率はほぼ根・茎・葉の順番に高く細胞

の浸透圧勾配が作り出されており，水はこの土壌

と根から葉への水ポテンシャルの勾配に従って吸

水されている九しかし，加里の吸収は水吸収と

は異なり濃度勾配に逆らって積極的に吸収される

イオンである。加里が細胞内に取り込まれるのは

細胞内の有機分子が持つ固定化された陰イオンを

中和するための電気的吸引力によって起こると言

われている。

植物の加里欠乏には二つの症状がみられる。一

つは下葉の先端から黄～褐色となりしだいに葉の

縁に沿って広がるとともに褐色の斑点を生じる水

稲， トマト， トウモロコシ，大豆などがある。一

方，古い葉に鮮明な白い斑点が現れるのは裸麦，

ソJレゴー，イタリアンライグラス，クローノ勺ア

ルフアルファなどがある。標準的な水稲の加里含

有率5）は幼穂形成期3.2～4.1%，出穂期2.5～3.4%,

成熟期2.3～3.4%となっている。植物の加里欠乏

を起こす限界値は0.5～1.5%と言われているが，

一方で賛沢吸収と呼ばれる過剰吸収が見られるこ

ともある。この場合は過剰吸収害よりもマグネシ

ウムの吸収を抑制し，マグネシウム欠乏を誘発し

やすくなる。このため水田土壌中の交換性成分の

診断基準は苦土・加里の当量比を2.0以上として

いる。

水稲の生育期間中に根腐れなどにより加里の吸

収が極端に減少した場合はまれに青枯症状となり

倒伏する。この青枯症状は1955年頃に静岡以西に

多く発生し大きな問題となった。症状の進展は極

めて急で 1～2日で青いまま急に萎れ，数日後に

褐色化して倒伏する。被害は田面のあちこちで部

分的に起こり，根は黒褐色に腐っており，発生は

晴天日で強風があり葉面蒸散の激しい日に多く見

られる。この症状の特徴は青枯症状，茎の生長不
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足，根腐れ，高窒素・低澱粉含有率であり，加里

欠乏地帯に多発する成育中の加里欠乏と判定され

ている。この軽度な症状としては青枯は見られな

いが，出穂期が過ぎて澱粉が穂に移行する頃から

倒伏する稲を多く見かける。この中には稗内の澱

粉が穂に移行するに伴い加里も穏や葉に移行する

ために起こる場合もあると考えられている6）。北

海道における水稲の生育後半に起こる倒伏の要因

にはこの様なことが関係している可能性も考えら

れる。

水稲や各種植物に対する加里の最も重要な生理

作用は二酸化炭素（炭酸ガス）の取り込みや水の

蒸散をコントロールする気孔の開聞に関与するこ

とがあげられる。気孔は一対の孔辺細胞により構

成されており，これは表皮細胞が分化したもので

葉緑体の存在がみられる。植物は乾燥から体を守

るため葉の表面をクチクラ層やケイ化細胞で覆っ

たが，光合成に必要な二酸化炭素（炭酸ガス）の

取り込みと葉温のコントロールのため葉の裏面を

中心に種により異なるが，ほぼ 1cm2当たり一

万個の気孔を形成する。気孔の開聞は早朝の青色

光に反応し開口するが，周辺細胞の水不足によっ

て合成されるアブシジン酸（アブシシン酸ともい

う）に反応して閉口する 7)。

気孔の開聞にはカリウムイオンが重要な役割を

担っている。孔辺細胞はカリウムイオンが多く存

在すると水ポテンシャルの勾配に従って吸水する

ため，体積が増加し細胞壁が号｜っ張られ気孔が聞

く，この時の孔辺細胞は1.4～2.0培も大きくなる。

カリウムイオンが孔辺細胞からその周辺細胞に移

動すると膨圧が低下し気孔細胞が萎んで気孔は閉

じられる。この気孔の開閉現象を対象とした生産

技術開発の発想も在ると思われ，そうした可能性

について考えることも有益である。ここからは加

里栄養と水ポテンシャルに関係すると思われる，

過去に経験した水稲に対する加里施肥試験を紹介

する。

加里の用量・追肥試験を昭和60年に予備試験と

してグライ低地土で実施8）した。ここでは追肥

などの詳細を省略するが，塩化加里を用い加里
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(K20）として10a当たり 10, 20, 30kgを基肥に

施用した。収量指数はlOkg基肥を100にすると20

kg基肥113, 30kg基肥120と加里増肥の効果が顕

著に見られた。昭和61年度には隣の圃場を使い同

一設計で実施9）した。ところが収量指数はlOkg基

肥を100にすると20kg基肥101, 30kg基肥96と加

里増肥の効果が殆ど見られなかった。この結果は

用量試験だけでなく各種追肥試験もほぼ同様となっ

ており，予備試験から本格的な試験への昇格が見

送られた。

なぜ，この様な結果になったかは長年にわたる

疑問であったが，これ以降は加里に関する試験を

する気力がなくなり，またその様な機会も訪れな

かった。最近になり別件で昭和60年度の気象経過

を通覧する機会に恵まれた。その時に昭和60年9

月10臼～30日の降水量が顕著に少ないことに気づ

き昭和61年 9月10日～30日の降水量と比較してみ

た。その期間における降水量は昭和60年で6.5mm

と平年の10%と極端に少なかったが，昭和61年は

152.7mmで平年の110%と多かった。水稲の登熟

期における正常な水吸収にはグライ低地土で土壌

の水分値を示すpFが2.5以下となっており，これ

は長靴で水田に入ったとき微かに跡が付く程度で

あることが解明10）されている。この結果は両年の

比較のみなので再現性が乏しく確たるものでない

が，加里が水ポテンシャルを主導する成分である

事から，昭和60年は土壌が乾燥しこの期間lこpF

が2.5以上になったために水吸収が抑制され光合

成が十分に行われなかったものと推察される。一

度の試験であるが水稲に加里が効果的に働く一つ

の事例になると思われる。こうした現象は 8月に

入ると一斉に水切りを行う農家もかなり多く見ら

れることから，これらの農家圃場ではこれと類似

した症状が起こり，干ばつ年における減収要因の

一つになっている可能性も考えられる。

2.水田土壌における交換性加里のバランスシート

北海道の水田は稲わらを持ち出さない水田が多

くあるため，稲わらに 2～4%も含まれている加

里が過剰に蓄積し，加里肥料はいらないとする考
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え方もある。この考え方は加里の北海道施肥標準

量が 7～9kg/10 aこれに濯概水から供給される

1.5～2.0kg/10 aを加えると8.5～11.0kg/10aが

供給量であり，水田から収穫時に持ち出される籾

の加里吸収量である 2～3kg/10 aを加里供給量

から引くと毎年5.5～9.0kg/10aの加里が蓄積さ

れるとする計算を論拠としている。

北海道ではコンパイン収穫が普及し(1980年頃〕，

水田から藁が搬出しなくなくなって既に36年（以

後は2000年時の蓄積量を基に表示・考察）が過ぎ

ている。加里過剰論の考え方を引用すると，加里

の蓄積は年間5.5～9.0kg/10aとなり， 1980～

2000年時の20年間における蓄積量は110～180kg/

10 aとなる。これを交換性加里値として評価する

と，作土深10~＂・ 1 m2当たりの乾土重量を単純

にlOOkg仮定して110～180mg／乾土100gの蓄積

が想定され，水田の交換』性加里濃度は極めて過剰

な状態になると思われる。

一方，平成 8年に24万錆の北海道の水団地目を

lkmメッシュ単位で1578点の交換性加里の分析

から加里肥沃土マップが作られているが，この時

の交換性加里の平均値は23.lmg／乾土100gであ

り，北海道診断基準の下限値15.0mg／乾土100g 

を21.2%の水田で、下回っていた。また，平成17年

度に土壌保全事業の一環として，「北海道農耕地

土壌の理化学性の実態・変化とその対応」がまと

められている。これを引用し表 1に年次別に調べ

られた交換性加里値の推移を表示した。

表 1 水田作土中における交換性加里の推移
(mg/100g乾土）

年次 I 1970 I 1980 I 1985 I 1990 I 1995 I 2000 
交換性加里｜ 17 I 2J I 22 I 33 I 21 I 26 

これによるとコンパインの普及した1980年の交

換性加里は， 20mg／乾土100gであり， 20年後の

2000年には26mg／乾土100gであるから，この間

に6mg／乾土lOOg多くなったことになる。しか

し，大掛かりな二つの調査をみると，交換性加里

は1980年から今日まで水田土壌中で僅かしか上昇

しておらず，大きな変化がみられないと言っても

過言でない。前述した蓄積論を延長すると， 2000
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年には110～180mg／乾土100g蓄積し， これに

1980年の土壌中にある20mg／乾土100gを加える

と，計算上は130～200mg／乾土100gとなるはず

である。

不思議なことに現実は蓄積論で示された104～

174mg／乾士100gの交換性加里が20年間に消え

たことになる。もちろん蓄積論に示された数値は

間違いなし、から，年間 5～9mg／乾土100gの交

換性加里がなんらかの形で交換性加里の評価ゾー

ンから離れたことになる。この原因が何であるか

を究明することが大切であるが，いまだに化学的，

定量的な解明は見られない。

3.交換性加里の消えた理由を考える

この原因には三つの要素が想定さる。一つは水

田から濯概水による加里の流失であり，二つは下

層土壌への移動で、ある。もう一つは土壌中におけ

る加里形態の変化の可能性によるものである。ま

ず水田からの代掻き水による加里の流失について

考えてみると，平成 8年に北海道農業試験会議

（成績会議〕は「環境保全に必要な水田からの粘

土流失軽減対策」が指導参考として技術化された。

この中に示されている代掻き水の無機成分含量に

着目した。これを整理，改変し表2に示した。

表2 代掻き水に溶解する無機成分の量（ppm)

測定開始時間 ｜ 窒素｜ 燐酸｜加里 ｜ 石灰｜ 苦土

代掻き後4.5時間｜ 0.13 I o.o3 I 3.s I 2.2 I i.6 
代掻き後24時間｜ o.oo I o.o5 I 5.1 I 3.o I 2.6 

この結果は普通に施肥，耕起した複数の水田か

ら代掻き水を取り，メンブランフィルターで漉過

し分析したものである。代掻き後4.5時間よりも

24時間で窒素を除いた各成分の溶解量が明らかに

多くなっている。ここで示した 5成分中で最も溶

解量の多い成分が加里であり，代掻き24時間で

5.lppmとなっている。農家では代掻き後 3～5

日で田植えすることを考えると，これよりもはる

かに多い量の各種成分の溶出があるものと予測さ

れる。

代掻き水を 7～10事ンと仮定し， この代掻き水に

溶解している加里に加えて浮遊する粘土に吸着さ
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れた加里（K20）を考えると，これだけでほぼ0.5

～ 1 kg/10 aの代掻き水による流失が見られるこ

とになる。たぶん田植え後に濯水した水にも土壌

からの拡散が見られるとしたら，この量は更に多

くなる。

つぎに，平成5年度，北海道農業試験会議（成

績会議）に上川農試土壌肥料科から「褐色低地土

水田における有機物連用試験の効果」が提案・指

導参考事項となっている。この試験は稲わらとそ

の堆肥を昭和37年～平成4年までの31年間連用し

た結果を報告している。 31年目における対照区

（無施用），堆肥区（堆肥800kg/10a），春わら区

（稲わら400kg/10a）の作土（ 0～14cm），すき

床 (14～25cm），下層（25～34cm）の交換性加里

を分析している。これによると，作土，すき床，

下層の交換性加里含量はそれぞれ対照区13.7-

15.3 -16.9mg／乾土100g，堆肥区17.1-32.4-

31.8mg／乾土100g，春わら区13.8-22.0 -30.9 

mg／乾土lOOgであった。減水深は 4～14mmの

乾田タイプに属する褐色低地土であるが，交換性

加里は明らかにすき床層や下層に集積している。

この成績は二つめの可能性として考えられた水

溶性や交換性の加里が下層の土壌に移動しいるこ

とが示されている。また，水田土壌中の加里成分

は年聞に 1kg/lOa程度の、流出の起こることが解

明11〕されている。しかし，普遍的なバランスシー

トを計算するには北海道の例や最近における流失

に関する文献やデーターが少なく，ここでの考察

は可能性を考えたに止めたい。

次に，三つめの可能性は水溶性や交換性の加里

が土壌中で強匝に固定され，交換性加里として評

価されないようになる。このことを考えるために

土壌中における加里の形態についてふれる。土壌

中の加里は厳密に分かれているわけでないが，大

まかに①水溶性，②交換性，③非交換性，④固定

態，⑤結合しているものに類別して良いものと思

われる。ここで問題となるのは①，②の加里が④

表3 水田に持込まれる加里（10a当り）

濯減水1.5～2.okg I 肥料から7～9kg I 合計8.5～11.0kg

表4 水固から持出され可能な加里（10a当たり）

代掻き水 収穫物ー籾

0.5～l.Okg 2.0～3.0kg 

稲わら中の加里

6.0～7.0kg 

に変化し，交換性加里として評価されなくなるこ

とである。

このような要因が複雑に関係し，現在施用され

ている加里の標準施肥量は交換性加里の蓄積が起

こらない水準であることを証明しているが，この

事実は同時に膨大な加里が流失か不溶化により水

稲が最も有効利用するとされる交換性加里ゾーン

から消失している事を示している。

土壌の塩基交換容量（CEC）は大きく変動する

ことはないが，ここに新たな陽イオンを加えると，

各陽イオンはイオン化傾向に従ってイオン交換が

行われる。春先に施肥すると土壌の pHは0.5～

1.0も低下する。これは肥料中の陽イオンが土壌

に吸着されていた水素イオンを追い出すために起

こる現象である。しかし，一週間もすると pHは

元に戻る。これは加えられた陽イオンが土壌の陽

イオン交換基に吸着したり，あるいは粘土格子の

中のイオンを追い出し，入り込んだりするが，こ

れらが徐々に追い出された水素イオンと置き換わ

り，あるいは土壌還元で水素イオンは中和されて

いくためである。以上のように施肥した加里は稲

に吸収されたり，あるいは粘土格子中に入り込む

ため交換性加里量が投入加里量と合わなくても不

思議ではない。
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土壌中の交換性含有率はカリウムイオンがナト

リウムイオンのほぼ10倍もあるが，河川水をみる

とナトリウムイオンがカリウムイオンの 5～10倍

も存在するのはそのためであり，土壌中のナトリ

ウムイオンが流れれば内部から出てきて，交換性

ナトリウムとしては同じような値で存在する。こ

のことはカリウムイオンについても同じことで，

投入された加里が全部交換性になるのではなく，

陽イオン交換容量が決まっているのでオーバーす

れば他イオンと置き換わって土壌の内部に交換侵

入し，交換基が無くなれば出てくる流動的なもの

と考えられる。

北海道農用地の土壌成分12）では北海道農用地に

おけるカリウムの全含有率と交換性含有率を明ら

かにしている。全加里（K20）は低地土1.8%，台

地土1.68%，泥炭土1.68%であり，一方，交換性

カリウム（K20）は低地土0.018%，台地土0.016

%，泥炭土0.013%であった。即ち，全加里中に

占める交換性カリウムは低地土で 1/100，台地
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土で 1/105，泥炭土 1/129となる。この全加里

を乾土lOOg中のmgで、表示すると低地土で1800

mg，台地土で＇ 1680mg，泥炭土で1680mgと膨大

な量となる。蓄積が想定された110～180mg／乾

土100gの加里量は全加里量に対する10%程度で

土壌中の全加里領域でみるとたいした値でなくな

る。蓄積した加里は交換性カリウムを分析する現

在の土壌診断値から評価されずらくなっている。

したがって，交換性加里の計算値より増えない理

由は施肥した加里が全量交換性として土壌に保持

されるわけでなく，一部は粘土格子中に保持ある

いは他のイオンを押し出しで入り込んだりするた

めである。

4. カリウムイオンの粘土鉱物からの脱着

図 1は2: 1型の粘土鉱物であるイライトを模

式化したものである。粘土粒子の大きさ 2μm0 

下であるが，通常は粘土粒子の中に入り込む土壌

U1,.3A 。Li 。。 。 。
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図1 各種イオンの半径 c10ACオングストローム）＝
1nm，様式図）

（ポーリ ングL著，小泉正夫訳化学結合論，共立出版，
1～566p, 1962) 

表5 各種元素におけるイオンの結晶半径CA)
と電気陰性度（結合力の尺度）

元素名 I K I Ca I Cu I Na I Zn I Mg IFe'+I Al I Mn 

イオン結晶半径I1.33 I 0.99 I 0.96 I 0.95 I 0.74 I 0.65 I 0.64 I 0.50 I 0.26 

電気陰性度 I 0.8 I 0.9 I i.o I i.2 I 1.5 I 1.8 I 1.9 I 1.9 I 2.0 
（ポーリング L著，小泉正夫訳化学結合論，共立出版，
1～566p, 1962) 

成分のイオン半径はこの 1;10-4以下である。カ

リウムイオンやアンモニウムイオンは湿った土壌

で粘土の結晶格子の中に侵入する。粘土格子に入っ

たイオンは土壌が乾燥すると固定される。これが

イオンの侵入である。水田を濯水し湿潤になると

粘土格子に入ったイオンは再び粘土から放出され

有効化される。この現象を分かり易く図2に模式

図13）として示した。

ここでは粘土の結晶格子からのカリウムイオン

脱着について考える。イオンの大きさが注目され

たのはカドミウムによるイタイタイ病が社会的に

注目されたときからである。検討会議では骨の中

でなぜカルシウムとカドミウムが入れ替わるのか

について議論された。この論議では両元素のイオ

ン半径が極めて似ているとの指摘に加えて，結合

力を表す電気陰性度はCa: 1.0, Cb : 1.7と圧倒

的にカドミウムの方が結合力の強い事が影響した

と判断した。これと同じ事がカリウムイオンの粘

土の結晶格子からの脱着に関係すると考えられる。

イオンの大きさはノーベル賞を 2つ授賞したラ

イナス・ポーリング14）のイオン半径がある。これ

はライナス・ポーリングが化学賞を決定づけた化

学結合論の中に詳しく示されている。図 1（模式

図），表 5 （実数）にはイオン半径を示した。こ

れをみるとカリウムイオンはナトリウムイオンよ

り大きいが，これは電子の分布で大きさが異なっ

てくるためである。イオン半径の最も

大きいカリウムイオンは 2: 1型の粘

土鉱物であるイライトに取り込まれで

も他元素に比較して出てきにくい理由

の一つになっている。

カリウムとアンモニウムの固定 カリウムとアンモニウムの放出

粘土格子に保持されているイオンは

粘土表面に電気的に吸着されている交

換性成分を分析しでも評価されない。

この脱着には前出のようにイオンの大
図2 2: 1型のイライトによるカリウムとアンモニウムの脱着機式図

CIRRI （国際稲作研究所）水野直治訳 ：土壌肥沃度， 34～36p, 1988) 
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きさが関係してくる，カリウムイオンの結晶半径

は表5に示すように他の元素よりも著しく大きく，

粘土鉱物に取り込まれでも放出されずらい大きな

理由となっている。一方，元素イオンの脱着には

結合力が影響する。結合力を示す尺度はライナス・

ポーリングが提案した電気陰性度が国際的に認め

られている。この電気陰性度は表 5に示すように

カリウムイオンが各元素中で最も低くなっている。

ナトリウムイオンはカリウムイオンより電気陰性

度が高いにもかかわらず溶出し易いが，これには

イオンの結品半径の小さいことが影響していると

考えられる。粘土格子に取り込まれたカリウムイ

オンは化合物として不溶化したのではなく，溶出

しずらい場所に収納されていると考えると理解し

やすい。いずれは土壌の塩基飽和度が低下し，土

壌が酸性化すると水素イオンと交換し有効化され

る。したがって，カリウムイオンの固定はナトリ

ウム元素のように容易に有効化されないが，無駄

になったわけでわけでなく一時的に収納庫に貯蔵

されていると考えられる。

5.水稲の加里吸収とその給源

一方，水稲の加里吸収量の推移をみると，移植

から幼穂形成期頃までは一日あたり平均値でほぼ

70～100 g /10 aの加里を吸収しているが， ここ

から加里の吸収が飛躍的に増加し，止葉抽出期か

ら開花期には300～500g /10 a前後となり，その

後は急激に減少する。北海道の水稲は止葉抽出期

から開花期がほぼ15日間あり，この間には水稲が

吸収する加里のほぼ60%に当たる 6kg/10 aを吸

収することになる。これは水田土壌中の交換性加

里 6mg／乾土100gに換算することができ，水田

土壌の交換性加里23.lmg／乾土100g （全道水田

土壌の交換性加里平均値）のじつに26%に当たる。

施肥した加里の利用率を30～50%と換算すると，

この時期の吸収は施肥加里を殆ど吸収し，地力加

里の吸収に移行するタイミングとも考えられる。

また加里地力の少ない水田や加里の基肥量が少な

い水田では地力加里の吸収が早い時期から起こる

ものと考えられる。この時期における土壌中の加

里は北海道診断基準の下限値15.0mg／乾土lOOg,

即ち加里供給不足の始まり易い水準値に近づくこ

とになる。特に注意を要するのは塩基交換容量が

-8 

10/m巴以下であり粘土含量の少ない加里吸着能力

の低い水田である。この様な水田土壌は加里吸収

の旺盛なこの時期に加里供給不足域に入ることが

十分に推察される。

しかし，水稲における加里の吸収は土壌中の交

換性加里や 1I5N一塩酸可溶ゾーンだけから吸

収するとの考え方で理解できない現象がある。著

者らは空知地方の泥炭質土壌水田における土壌生

産力の推移15）と題する三要素試験の結果をまとめ

ている。この試験は昭和32～43年の12ヵ年間の結

果であるが，この聞における無加里区の加里吸収

量と濯概水からの加里流入量の差は102kg/10a 

であり，作土深rnr－・ 1m2当たりの乾土重量を

単純にlOOkg仮定して102mg／乾土100gにもなる

が， 1I5 N 塩酸可溶の加里は三要素施用区

Cl7.2mg／乾土100g）から無加里区 (13.9mg／乾

土100g）を号iL、た値は3.3mg／乾土100gであっ

た。この報告では下層土の加里を分析していない

が，この差はあまりにも大きくすべてを下層士か

ら吸収していたとは考えにくし、。

「作物はなぜ有機物・難溶解成分を吸収できる

のか」16）によると，愛知県農業総合試験場の80年

に及ぶ三要素長期連用試験を考察し，加里の供給

は加里を含む一次鉱物からも供給されていると考

えなければならないと提案し，これに関する詳細

な検証を実施している。即ち交換性の加里は土壌

中に存在する加里の10%に満たないとしている。

残りは前出の③非交換性加里，④固定態加里，⑤

結合性の加里がほぼ90%をしめており，これらは

一次鉱物や粘土の層聞に存在し植物が直接利用で

きないとしているが，前出の愛知県農業総合試験

場の三要素試験における無加里区の供給源は③非

交換性加里，④固定態加里，⑤結合性の加里との

考えを示している。これらの加里は水田土壌中で

風化作用によって徐々に崩壊・溶出し，交換性陽

イオンとして吸着され補給されるとしている。こ

うした無加里区の加里吸収は前出の北海道におけ

る三要素試験における無加里区の状況に類似して

いると考えられ，北海道における水稲の加里吸収

を暗示するものと推察される。また，この加里吸

収能力は植物により大きく異なるとともに鉱物の

風化を促進させる能力にも差があるとしているこ

とも注目される。
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土壌の風化現象は水田土壌中で発生する炭酸イ

オンなどの影響により促進され加里を含む多くの

ミネラル成分が供給される。風化現象について解

説すると，粘土鉱物は有機物の分解によって生成

される二酸化炭素の影響によって一次鉱物である

砂醸が風化し，ケイ酸やアルミニウム等が溶出す

る。このケイ酸とアルミニウムが結合したものが

粘土鉱物の基本となる。この粘土鉱物になるのは

一次鉱物の 1I2～ 2I 3の量であり， こうした

過程で余ったケイ酸やカリウム，マグネシウム，

カルシウムその他の微量元素が放出される。こう

した粘土生成量は年間ほぼ30kg/10a17lと言われ

ているが，網走などの火山灰地帯ではlOOkg/lOa

位となる。これらの推定にはその地域から流れ出

るケイ酸量から計算で求めることができる。粘土

生成量を50kg/10aとすると，ここで放出される

加里（K20）量は1.2kg/10a程度となり，この量

は河川水に流れている加里量にほぼ等しし、。従っ

て，加里の供給には水田土壌中で起こる風化現象

の促進が重要であり，稲わらの鋤込み（有機物供

給）はわら中の加里などの養分供給効果とともに

風化現象の促進による加里などのミネラル成分の

供給と言った多面的な効果が期待できる技術と考

えられる。

まとめ

カリウム鉱石は太古に海であったところが干し

あがったところで産出されるため日本に存在しな

い。したがって安く入手できるときに農地土壌に

保存するのも一つの方法である。リン酸の欠乏す

る水田土壌には多量のリン酸肥料が施用・蓄積さ

れた。近年， リン鉱石の高騰が見られることもあっ

たが北海道の水田農業における危機感は希薄であっ

た。加里肥料もリン酸のように土壌富化するのも

一つの手段であり，現状はそれに向かつて進行中

と考えられる。この様な水稲に関する加里吸収の

状況を考えると，加里は細胞の膨圧調節や補酵素

など重要な働きを持つが，生育に関する可視的な

レスポンスが殆どないが故に加里供給の重要度が

認識されずらく，施肥技術も窒素，燐酸より少な

い。特に止葉期から成熟期までの水ポテンシャル

を維持するための加里に関する土壌管理技術が重

要と思われ，この領域での技術開発が期待される。
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ここで期待される加里施用技術は窒素肥料に依存

しない増収技術であったとしたら低タンパク米生

産技術として，北海道米の食昧向上に重要な役割

を担うものと思われる。
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