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岡山県南部水田土壌の化学性調査および水稲茎葉中の

ナトリウム含有率に基づくカリウム減肥指針の作成*

赤井直彦・鷲尾建紀・田淵 恵・石橋英斗

キーワード 水E8，土壌pH，カジウム，ナトリウム‘減肥指針

1 .緒員

近年の肥料価格高騰や米簡の下落等により，水稲栽培で、

はこれまで以上に生産コストの低減が求められており，低

減メニューの一つに土壌診断に基づく適正施肥がある.

方，全国的な土壌調査の結果，水田で、は可給態リン酸や交

換性カリウムが上昇傾向を示しており(小原， 2003;小原，

2004) ，過度の蓄積を防止する意味でも適正施肥は重要と

なる.

適正施肥を行うためには適正な土壌の改良目標値や施肥

基準が必要で¥水田土壌中のカリウム含量については地力

保全基本指針の中で改善目標が示されている. しかし，こ

の目標値は境基組成割合の当量比が 2~10% とかなり輔

が広い.また，農林水産省のHP (生産局， 2010)で紹介

されている各都道府県の施肥基準等を見ると，約30都道

府県が独自にカリウム合最の目標値を設定している. この

中から砂質~壌質の灰色低地土水田を抽出し自標{簡を集計

した結果， 自襟(直がカリウム飽和度で示されている場合は

下限値2.25%，上眼値5%がそれぞれの中央値であった.

また，交換性カリウム含量で示されている場合は下限値

150 mg kg-1，上限値300mg kg-lがそれぞれの中央値

で、あった. しかし， 目標ド限値の最小は飽和度で 1%，含

量で 100mgl培ー¥上限値の最大は飽和度で 10%，含量

で500mgkg-1であり，地力保全基本指針と同様，幅広い

自標値となっている.

資源の有効利用や施肥コストの低減には，明確な下限値

を設定しそれに基づいた施肥指導が重要である.小野ら

(1999)は現在のリン自主やカリウムの施用量は，水稲生産

に対し妥当な水準かどうかは科学的根拠が暖昧とし， リン

酸やカリウムレベルが高い水田では収奪量分だけを補給す

るという考えを方を提唱している. この考え方は非常に合

*本研究の一部は農林水産省委託事業 f地域内資源を循環利

用する省資源型農業確立のための研究開発」の中で実施し

た.また，本報告の一部は臼本土壌肥料学会2011年度つく

ば大会において発表した.

関山県農林水産総合センター・農業研究所 (709-0801向

山県赤磐市神間沖 1174-1)

Corresponding Author :赤井直彦

2011年 10月20日受付 .2012年2月13日受理

日本土壌肥料学雑誌第83巻第3号 p.266~273 (2012) 

理的であると考えられるが 土壌中の成分合量が過剰や不

足域にある臨場には適用しにくいと考えられる.

本報では岡山県南部の水田土壌の化学性調査結果から，

カリウム過剰の水田が多いことを明らかにすると共に，そ

れに起闘する問題点を指摘する.

一方，水稲はカリウム不足時にナトリウム吸収量が著し

く大きくなることが知られている(下瀬， 1964;住田ら，

1990 ;長谷川ら， 1990;高橋ら， 1998;宮本ら， 2010). 

本報でも，土壌の交換性カリウム含量の異なる水悶で、実施

したカリウム施肥試験において 低カリウム条件で水稲茎

葉中のナトワウム含有率が高まることをことを確認し，こ

の現象を応用しカリウムの明確な改良目標の下限値が設定

可能なことを見いだした.そして それに基づ、く減肥を目

指した水稲のカリウム施肥指針の考え方を報告する.なお，

本報告で示した土壌の交換性カリウム及び水稲茎葉中のカ

リウム含有率はすべて &0で示した.

2. 材料および方法

1)岡山県高部水田土壌の化学性調査

(1)調査地域の概要

向山県甫部地域の水間土壌の化学性を明らかにし環境

保全や施肥コスト削減に向けた適正な施肥指導を行うた

め，図 1に示した岡山市南部の児島湾干拓地及びその開

辺に位置する干拓地以外の水間，計 135筆で土壌化学性

調査を 2006年から 2010年に実施した.併せて， 2007 

年には調査を行った臨場42筆について施肥に関するアン

ケート調査も実施した.なお この42筆はすべて干拓地

内に位置していた.干拓地水聞の土壌条件を農耕地土壌の

3次分類(農耕地土壌分類委員会， 1995)で表すと細粒質

普通灰色低地土・粘質~強粘質が主で、あった.また，干拓

地以外は，縮粒質~粗粒質湿性低地水田土，細粒質~中粗

粒普通灰色低地土，中粗粒下層褐色イ民地水田土，等であっ

た.なお，今回県高部水町を対象としたのは，干拓地を中

心とする南部水田では水稲裏作として麦が比較的大規模に

生産されており， 2毛作水田では年2間以上施肥が行われ

ている. このため，肥料成分の蓄積が予想されること，ま

た，大規模農家が多くf低底コスト化の促進が急

でで、ある.

(2)土壌採取方法及び分析項目

土壌の採取時期は水稲収穫後の 11月を中心に行い，各
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図1 誠査悶場の{立筒:図

i部品毎に作土(深さ 13""15cm糧度)を 2""3ヶ所から採

取後混和した.採取した土壌は風乾し 2mmの簡で調整後

分析に供した.分析は土壌pH(H20) (以下， pH)，陽

イオン交換容量(以下， CEC)，交換性カルシウム・マ

グネシウム・カリウムについて実施し， CECと各境基

ら飽和度を求めた.分析方法はpHはガラス電極法，

CECはショーレンベルガ一法 交換性塩基のうちカルシ

ウムとマグネシウムは原子吸光法 カリウムは炎光光度法

で測定した.

(3)潅がい水から供給されるカリウム

干拓地水間へ潅がし、水から供給されるカリウムの量を明

らかにするため，児島湖に隣接する水田の潅がい水中に含

まれるカリウムの濃度を 2008年7月上旬から 10月上

旬までの期間に9問採取し炎光光度法により定量を行うと

共に，水{立計により躍がし、水量を測定した.

2)減肥を目指した水稲のカリウム施肥指針の作成

(1)水稲栽培試験

j成肥を目指した水稲のカリウム施肥指針を作成するた

め，岡山県農林水産総合センター農業研究所内の水田で，

2010年度に次の様な試験を実施した.土壌中の交換性カ

リウム含量が 120mgkg-1 (カリウム飽和度 2，1%)租度

(以下， K低)， 180 mg kg-1 (3.3 %)程度(以下， K中)， 

230mgkg-1 (4.2 %)程度(以下，K高)の水田それぞれへ，

カリウムを &0として 100kghaぺ施用する区(以下，慣

行)，慣行の 112量施用する区(以下， K-1!2)，無施用

とする底(以下， K-O)の3区を設け，水稲(ヒノヒカリ)

の栽培試験を実施した.施肥は全て全量基肥とし，用いた

肥料の種類や施肥量及び窒素施肥割合は表 1に示した.圃

場の土壌条件は細粒質普通灰色低地土・強粘質，試験規模

は11K20 m2で2反復とした.試験開始前の 2010年 5月

31日に各区から採取した作土 (0""13cm)を前地土壌と

しその分析結果を土壌条件毎の平均値で表2に示した.

水稲の耕種概要は，耕転4月8日及び5月 14日，苗箱

播種5月20日，入水6月 16臼，施肥・代かき 6月 17日，

表1 試験i玄の土壌条件と処理!区毎の施}JBf設及び使用した肥料の穏類

土壌

条件

結肥翠 (kgha-1) 
処潔

N P20S K20 
施用した肥料名

慣行 100 100 100硫氏 LP40.LPSS100.逃リン駿石灰，境化加盟
K中 yJ x K-1/2w

) 100 100 50 硫安.LP40， LPSS100. ifsJワン自主石灰，様化加盟
K高 x) K_ovJ 100 100 0 硫安， LP40， LPSS100， i忍ワン費宝石灰
~索施肥割合硫安: LP40 : LPSS100 2: 2 : 6 
z)交換佼カワウム (KzO)含最 120mgkg-1程度 y)180mgkg同 1程度 x)230 mg kg-1程度

w) カリウム施肥量は慣行の 1/2. v) カワウム無施用

表2 前地土壌 z)分析結果

ニiニ滋 全窒素 全炭素 百I給態窒素 トノレオーグリン酸 CEC 交換性嵐基 (mgkg-1
)

条件 gkgωgkg-1 mgkg-1 mgkg-1 CaO MgO K20 Na20 
K低 1.95 ごと 0.05 20.6 土0.9 117 土9 112 土 16 

cmo1c kg斗

12.1 こと 0.5 

11.5 :t 0.3 
1847土 106 175土20 124:t 15 30:t 3 

K中1.92士 0.08 18.3土0.6 105土7 174土 11
K高 1.91 士 0.14 17.8 土 0.9 107 土 8 169 ごと 21 
各区より採土し分析を行った後，土壌条約三1lJ:の平均値で示した.

数値の後の土は標準偏差を示す.

11.6 :t 0.4 

z)試験開始TiiJの 2010年 5)j31 日に各区から採取した作太(O~13cm) 

2153土 133 372:t 19 175:t 16 35土3
2174土72 386 こと 42 226:t 17 28 土4 
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田植え 6 月 21 日，中干し 7 月 27 日 ~8 月 48，落水 9 月

24臼，叡穫 10月8日で，除草剤・病害虫防除は栽塔踏

に準じて行った.

(2) 水稲茎葉中のカリウム・ナトリウム含有率及び吸

収量

水稲によるカリウムとナトリウムの吸収量及び含有率を

境らかにするため， 7月13日(分げつ盛期ごろ)に各区

より 10株， 7月27日(最高分げつ期ごろ)及び8月初

日(出穂期ごろ)には各区より 5株抜き取り，地上部のみ

を水洗・乾燥・秤量後，粉砕し分析に供した. また， 10 

月8日(成熟期ごろ)には各区より 50株メIjり取り，収量

及び玄米の食味調査を実施すると共に，稲わらと籾の成分

吸収量・含有率を測定した.植物体の分析は水野ら(1980)

の方法で試料を分解した後 カリウム及びナトヲウムを炎

光光度法で定量した.

(3)土壌の交換性カリウム含量と水稲茎業中のナトリ

ウム含有率との関係

土壌中のカリウム飽和度と水稲茎葉中のナトリウム含有

率との関係を明らかにするため，施肥前のカリウム飽和度

とi時期別の茎葉中ナトリウム含有率との関係を検討した.

次に，施肥の影響を考癒したカリウム飽和度(施肥したカ

リウムが厚さ 13cm，依比重1.05の作土内で全て交換性

になるとし，その量と施肥前の交換性カリウムの合最から

求めた飽和度)と茎葉中のナトリウム含有率との関係を検

討した.なお，ここで施肥したカリウムが全て交換性にな

るとしたのは，カリウム溶脱量と潅満水等からの天然供給

量が量的に相殺される場合が多く，砂質土壌以外で、はカリ

ウムの溶脱は収支にほとんど影響しない(小野ら， 1999) 

ことによる.次に，施胞の影響を考慮した土壌のカリウ

ム飽和度と，水稲菜葉中の K/(K+Na) (当量比)との関

係を検討した. また，栽培存在の土壌の交換性ナトリウムと

10月8日の水稲茎葉中ナトリウム含有率との関係につい

ても検討した.

(4)潅がし、水から供給されるカリウムの量

農業研究所内の水田へ潅がい水から供給されるカリウム

の量を明らかにするため，水稲栽培期間中の 7月24日，

8月4日， 8月30日に潅がし、水を採取しカリウム濃度を

炎光光度法により定量した.併せて水位計を設置し水稲

栽培期間中の濯がい水量を求めた.

3. 結 果

1 )岡山標高部の水田土壌の実態調査

(1)水田土壌分析結果

県南部水田の pHのヒストグラムを図 2に，カリウム当

量比と飽和度のヒストグラムを!ZI3にそれぞれ干拓地と干

拓地以外に分けて示した.その結果，調査を行った 135

間場のうち， pHは地力増進基本指針に示された基準 (6.0

以上 6.5以下)内が 16酒場(12%)で，基準を下回る圃

場が 112関場 (83%)あり，中でも pH5以下の関場が

干拓地を主として 14悶場(10%)見られ，水田土壌の

pH 低下が懸念された.カリウム当量比は同基準 (2~10

%)内が 91固場 (67%)，基準を下回る掴場が 1闘場 (1

%)，上回る臨場は 43顕場 (32%)であったが，干拓地

に眼定すると 41%の臨場で同基準を上回った. また，カ

リウム飽和度は雷頭で、示した各都道府県の昌標を集計した

下限値2.25%，上設値 5%と比較すると， 2%未満の間

場は 1%， 5%以上は 67%であった.干拓地では 83%

の菌場でカリウム飽和度 5%以上で、あった.

塩基飽和度と pHとの関係を明らかにするため，両者の

関係を~14 に示した.その結果，塩基飽和度と pH との間

には 0.1%水準で、有意な正の相関が見られた.次に塩基飽

和度とカルシウム飽和度との関係を関 5に示した.その結

果，両者にも 0.1%水準で有意な正の相関が見られた.

2007年に施肥に関するアンケートの結果を行った 42

田場すべてで，水稲栽培時に窒素・リン酸・加阜の 3要素

が概ね等量含まれる化学肥料を用いていた. これに加え 7

聞場ではリン酸資材や加盟資材が施用されていた.次に，

33臨場では水稲裏作に麦が栽培されており，水稲悶様3

要素が概ね等量含まれる化学肥料を元肥に施用している開

場がほとんどであった.しかし 土壌改良資材を施吊して

いたのは2掴場のみで，資材はケイカルで、あった.また，

i栓胞を施用している関場は無かった.

(2)権がい水から供給されるカリウムの量

干拓地水田の濯がい水に含まれるカリウム濃度の平均健

は6.94mg L -1 (&0)，水稲栽培期間中の瀧がい水量は約

3300mmで，その結果濯がい水から供給されるカリウム

の量は 229kg ha-1程度と推定された.なお，濯がい水量

が多いのは，開き取り調査の結果，過去に塩害を防止する

ため出植え 2週間後~収護産前まで4日間湛水した後 3

日間強制落水 (4湛3落)する水管理を繰り返し行ってお

り，現在もそれがi也監全体で継続されているとのことで

あった.

2)減肥を自指した水稲のカリウム施服指針の作成

(1)水稲茎葉中のカリウム・ナトリウム含有率及びi良

収量

水稲菜葉中のカリウム及びナトリウムの時期別含有率，

吸収量を表3に示した.なお，結果は区毎の平均値で示す
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図5 県南部水田における坂基飽和度とカノレシウム飽和度との関係

制 *0.1%水準で有意

表3 水稲茎立さやのカリウム及びナトリウムの時期別含有率・吸収量

二!こ壌
処理

3産業中 K?O含存率(%) 茎主~9~ K20吸収益 (kg/ha) 茎業中 Na含有毒装(%) Na吸収益 (kg/ha)
条件 7/13 7/27 8/26 10/8 7/13 7/27 8/26 10/8 7/13 7/27 8/26 10/8 7/13 7/27 8/26 10/8 
K低慣行 4.50 4.17 2.79 2.54 13.8 78.2 248.3 207.4 0.10 0.11 0.08 0.11 0.30 2.08 7.18 8.95 

K-1/2 4.73 3.97 2.50 2.41 13.9 88.1 227.9 195.1 0.09 0.11 0.08 0.10 0.27 2.41 7.22 8.23 
K-O 4.45 3.61 2.28 2.18 12.1 60.6 195.2 166.9 0.17 0.13 0.14 0.18 0.45 2.29 11.79 13.79 

分散分析結果 ns ns ns ns ns ns 永 * ネ ns ns ns ns ns ns ns 
K中慣行 5.16 4.05 2.59 2.47 16.2 76.2 225.9 186.7 0.06 0.05 0.06 0.06 0.18 0.99 5.00 4.71 

K-1/2 5.24 4.16 2.56 2.56 14.4 71.3 209.1 193.8 0.11 0.07 0.06 0.09 0.29 1.21 5.23 6.54 
I王-0 4.97 3.86 2.58 2.47 12.9 66.1 205.6 177.9 0.14 0.10 0.10 0.09 0.37 1.68 8.33 6.36 

分散分析結果 ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 不 ns ns ns ns ns 
K偽慣行 4.87 4.34 2.55 2.49 15.6 80.9 232.0 196.6 0.10 0.07 0.04 0.06 0.31 1.24 3.85 4.41 

K-1/2 4.92 4.37 2.61 2.45 14.8 88.2 242.4 189.6 0.08 0.07 0.04 0.05 0.25 1.47 3.56 4.00 
K-O 4.78 4.26 2.58 2.45 17.5 98.1 231.2 188.5 0.07 0.05 0.04 0.06 0.26 1.26 3.71 4.75 

分散分析結果 ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
同一土壌条例こ内で*:5%水準で有窓差有り

と共に，土壌条件毎に処理による差の有無を分散分析によ 件とも処理による有意、差は認められなかった. しかし， K
り検定した.その結果，カリウム含有率はいずれの土壌条 低土壌ではカリウム施肥量が少ないほど含有率が低くなる
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表4 水稲の収金及び玄米の食l米訴l変結果傾向が見られた.K中 .K高土壌では7月27BまではK
-0区で含有率がわずかに低くなる傾向が見られたが. 8 
月26日以時はそのような傾向は見られなかった.カリウ

ム吸収量も間接に K抵土壌で施肥量が少ない程低下する

傾向が見られ. 8月26日以降は有意な差が認められた.

K中土壌でも K-Oで吸収量が少なくなる傾向は見られた

が有意な差で、は無かった.K高条件では施肥量と吸収量と

の間に一定の傾向は見られなかった.

こi二壌条件 処理
わら重 z) 籾重 y) :ri'i三三米重 y) 食味仮 x)

kgha-) kgha -1 kgha-1 

K低 慣行 8159 8963 6777 80 
K-1/2 8079 8922 6728 82 
K-O 7673 8950 6903 80 

分散分析結果 ns ns ns ns 
KベI 慣行 7551 8568 6604 78 

K-1/2 7559 8631 6630 77 
K-O 7190 8486 6591 84 

分散分析結果 ns ns ns ns 
10会J ttす行 7894 9211 7080 85 

K-1/2 7745 9128 7089 85 
K-O 7689 8821 6840 85 

分数分析結果 ns ns ns ns 
z)乾物で、表示

y)氷分を 15%含んだ数値に換算して表示

ナトリウム含有率は. K低土壌の K-Oの処理区で高く

なる傾向が見られたが. 7月13日以外は有意差は認めら

れなかった.K中土壌でも 8月26B以外は有意差はない

ものの K低土壌と同様に K-Oの処理震でナトリウム含有

率が高くなる傾向が見られた.K高土壌ではK-Oの処理

区でもナトリウム含有率高くなる傾向は見られなかった.

また，ナトリウム含有率を土壌条件で比較すると. K低

>K中>K高となる傾向が見られた.ナトリウム吸収量

も含有率と同様の傾向が見られた.

X) NIRECO米食l床分析ソフト(本体 Foss-NIRSystems 6500) 

(2)収量・食味調査結果

表4に成熟期の収量及び玄米の食l床{践を示した.K低-

K中.K高土壌共にカリウム施肥最の違いによる，わら重，

籾重，臆玄米重，食味に有意差は認められなかった.

17月13EIl |7月27臼
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(3)土壌の交換性カリウム含量と水稲茎葉中のナトリ

ウム含有率との関係

国6の上段に，前地土壌のカリウム飽和度と水稲茎葉中

のナトリウム (Na)含有率との関係を生育時期別に各処

理豆毎の値で示した.全ての時期でカリウム飽和度が高く
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図6 カリウム飽和度と水稲茎禁中のナトリウム (Na)含有率. K/ (K+Na)当量比との関係

上段:施)l~前の土壌中交換性カザウム含設で計算したカワウム飽和度と茎葉ナトザウム含有率

中段:カリウム施肥設と前地土壌 z) の交換性カリウム含設の合最から計算したカザウム飽和I度と茎葉ナトヲウム含有率

下段・カリウム施肥設と前士tl!.土壌討の交換性カリウム含査の合長から計算したカリウム飽和度と K/(IふNa)当i五:比
z) 試験開始前の 2010 "-1三 5 月 31 日に各尽から採取した作二iニ(O~13cm)



すべてが土壌中に蓄積したり 水稲により吸釈されるとは

考えにくいが，水稲栽培時に潅がい水から供給されるカリ

ウム量は200kgha-1を超える.

水田の pH低下要因のーっとして，施肥に関するアン

ケート調査から明らかになったように，検肥や土壌改良資

材等の投入量が減少していることが考えられる.一方，関

2で示したように pHが5以下の極端に低い間場はほとん

どが干拓地内に存在し，逆に図 3より土壌中カリウムが多

いのも干拓地であった.

前述のように水稲や麦作には3要素を含む高度化成肥料

が主に使用されているが このにtのカリウムは塩化加盟が

用いられていることが多い.和田 (1988)はカルシウム

イオンで錨和された嵐乾土に塩化カリウム水溶液を添加す

ると Ca2+と2K+の開でイオン交換反応、が起こるとしてい

る.また，瀧ら(1989)は熔状態で表層にカワ識を施吊

すると K+を高濃度に含んだ土壌溶液が下層へ移動し，そ

の際土壌に吸着されている Ca+，Mg2+と液相中の K+の関

で交換反応が起き，交換性 Ca，Mg合最が減少するとして

いる.また，肥料提覧 (2008)でも塩化加里はカルシウ

ムやマグネシウムを土壌から流亡させる程度が強いとされ

ている.これらのことから カリウムの施肥量や潅がし、水

からの流入量が多い干拓地水田では，カルシウムが溶脱さ

れ，塩基飽和度が低下した結果 pHがより低下したものと

考えられた.

カリウムの過剰施肥を防止し 施肥コストの削減と資源

の有効活用のためには明確な施肥指針が必要で、ある.また，

それは土壌中のカリウム含量を考慮したものでなければな

らない. しかし官頭で記したように現在の基準値では下

限値と上限値は示されているもののそのl隔が広く，土壌中

のカリウム合最に応じたコスト抵減型の施肥指導:は臨難で

ある.また，土壌診断により，本地域のカリウム含量が多

いことは明らかとなったが カリウム施肥量を削減した場

合の玄米品質や収量への影響は明らかになっていない.そ

こで，これらの課題を解決するために農業研究所内で、のカ

リウム削減試験の結果を考察する.

2)減肥を目指した水稲のカリウム施肥指針の作成

緒言で示したように水稲ではカリウムが不足すると代替

としてナトリウムの吸i択が増加することが知られている.

高橋ら (1998)は20種類の作物について，カリウムとナ

トリウムの吸収パターンを明らかにした上で5グループに

分類しその中で水揺はカリウム施用時にはナトリウムを

わずかしか吸収しないが カリウム不足時にはナトヲウム

吸収量が著しく大きくなるグ、ループに分類している.また，

水稲はカリウム吸収量の減少を補うようにナトリウムを吸

収することによって生育低下を抑えることを明らかにして

いる.宮下ら (2010)は水稲水耕栽培において，ナトリ

ウム添加はカリウム欠乏による籾収量の低下を改善する効

果があることを確認している.

本栽培試験においても，国 6で示したとおり土壌のカザ

ウム飽和度の低下と共に茎葉中のナトリウム含有率が増加

271 -岡部j.石橋:岡山県南部水Ell土壌の化学性総変および水稲茎薬中のナトリウム含有本に基づくカリウム減HE指針の作成

察

1 )開山県南部の水田土壌の化学性調査結果から明ら

かとなった問題点

岡山県南部の水田土壌化学性調査結果から，本地区の水

毘はpHが低く，カリウム過剰掴場が多く存在することが

明らかとなった.特に干拓地は水稲麦の 2毛作が盛んな

地域であるため，現在の栽培指針どおりカリウム施肥を行

うと年間200kghaぺ (&0)近い投入量となる.そのよ，

50 

なるとナトリウム含有率が低下する傾向が見られた.

また，中段には，施肥の影響を考I草したカリウム飽和度

とナトワウム含有率との関係を示した. ここでも，全ての

時期でカリウム飽和度が高くなるとナトリウム含有率が抵

Fする傾向が見られた. しかし 7月 27日以降はカリウ

ム飽和度が4%程度以上の場合にはナトリウム含有率の低

下傾向が見られなくなり 10月86には0.05%程度の一

定の値となった.

下段には施肥の影響を考慮、したカリウム飽和度と K/

(K+Na) (当量比)との関係を示した.その結果，カリ

ウム錨和度が4%を下回る区では生育が進むにつれK/

(K十Na) が低くなる傾向が見られ，最もカヲウム飽和度

が低いi玄の値は0.85程度となった.しかしカリウム飽

和度が4%以上の区では，生育が進んでも K/(K+Na) 

が生育初期とほぼ同等で 4%以上の区の平均値は0.95

であった.

国7に栽培前の土壌の交換性ナトリウムと， 10月8日

の水稲菜葉中ナトリウム含有率との関係を示した.その結

両者の開には有意な相関は認められなかった.

(4)潅がい水から供給されるカリウムの量

岡山県農林水産総合センター農業研究所内の水田で利用

した潅がい水に含まれるカリウム濃度の平均値は3.1mg 

L-1 (&0)，水稲栽培期間中の濯がし、水量は 1448mmで，

その結果潅がし、水から供給されるカリウム (&0) の量は

44.9kgha-1穂度と推定された.

赤井・

10 20 30 

交換性ナトリウム含蚤(mgkg-1)

Tlu池土壌 z) の交換性ナトリウム (Na20)含量と 10月8日

の水稲茎葉中ナトリウム (Na)含有率との関係

z)試験開始前の2010cq三5月31B に各区から採取した作土 (O~

13cm) 
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した. これは水稲がカリウムの不足を補うためにナトリウ

ムを代替吸収したことを意味する.

長谷川ら (1990)は水稲茎葉中のナトリウム含有率が

低く一定水準にとどまる領域がカリウム賢沢吸収状態，ナ

トリウム含有率が直線的に高まる領域がカリウム不足の状

態と考え，生育ステージ毎に最適な茎葉中のカリウム含有

率を示し幼穂形成期頃の多量の吸収をまかなうためにこ

の時期の追肥が合理的と結論づけている.しかし現在岡

山県南部の水稲栽培では省力や環境負荷低減のため被覆復

合肥料の全層または側条施肥による全量基肥が主流となっ

ており，生育ステージ毎にきめ細かいカリウム随肥を行う

ことは現実的ではない.そこで ここではカリウム施肥量

と施肥前の土壌中交換性カリウムの合量，すなわち水稲へ

のカザウム供給量と茎葉中のナトリウム含有率との関係を

基に，省力的でなおかつ効率的なカリウムの施肥指針の作

成を検討した.

白石ら(1966)によると 茎葉中のカリウム含有率が

かなり低い場合でも K/(K+Na)は0.5程度で，この時の

収最上七は 100に近いが， 0.5以下になると収量よとが低下す

る.一方，カジウムを多量施用した場合でも K/(K+Na) 

は0.95前後にとどまることが示されている.本試験の水

稲茎葉中の K/(K+Na)値は，カリウム飽和度が4%以上

の土壌の平均髄は0.95で，白石らの報告と比較すると 4

%を上回るカリウム施肥は多量施用の領域と同等となる.

一方，最{底値は， 10月81ミ!の K低土壌の K-OI玄で0.83

であった.また， この誌のカリウム飽和度は2%程度で

あった. K/ (K+Na)値から考えると，カリウム飽和度が

2%よりさらに低くても収量低 Fは起きにくいと考えられ

る.しかし収量への影響は見られないものの，長谷川ら

(1990)の研究にあるように茎葉中ナトリウム含有率が上

昇し始めるポイントを水稲の生理からカリウムの不足し始

めるポイントと考えることもできる.この考え方に従うと，

本試験では，カリウム飽和度 4%程度が欠乏域の始まる条

件となる.水稲の収量・品質が低下し始めるポイント，す

なわちカリウム飽和度が2%より小さい値を欠乏域の始ま

りと考えれば， より施肥コストの削減に繋がるが，水田は

生産調整等のため，麦・大豆・野菜等の転作作物が導入さ

れる場合があり，カリウムの極度の低下は転昨時に多量施

用が必要となる可能性がある.水田土壌のカリウム量を極

度に低くすることを是とするには， より多くの試験研究結

果を蓄積する必要があろう. このため，現在のところ，菜

葉中ナトザウム含有率が増加し始めるポイント，すなわち

施肥の影響を考慮したカリウム飽和度が4%以下を欠乏域

の始まりとしそれ以上に蓄積している土壌では施肥を控

えるとするだけでも，化学性調査によりカリウム過剰を明

らかにした現地に対し，大111高な減肥指導が可能となる.

そこで、減肥に向け作成した岡山県南部の灰色低地土水田

でのカリウムの施肥指針は次のとおりである.施肥前のカ

リウム錨和度が4%を下回る場合には 4%を目探にカリ

ウム施肥を行うというもので その時の施肥最は下記のよ

うに表すことが出来る.また，施肥前のカリウム飽和度が

4%を上回る場合にはカリウムは施用しない.

・交換性カリウム含量 (&0mg kg-1
) とCEC(cmolc 

kg-1
) からカリウム飽和度 (A%) を求める

A=交換l生カリウム含量 /10/47.1/CECx 100 

・カリウム飽和度を 4%にするためのカリウム施肥最 (B

&0 kgha-1
) を求める

Bニ (4-A) /100 x 47.1 x CEC x作土の厚さ (cm)

/10 x仮比重x10 

(ただし今回の調査圃場では仮比重を1.0として計算

しても実用上問題は知れ¥)

この考え方に基づくことでカリウムの施肥指針に明確な

下限値が設定出来ると共に，資源の有効利用や施肥コスト

低減に結びつくものと思われる.

本県南部地域での今後の課題として，土壌診断を頻繁に

行わなくてもカリウム施肥の必要性が判断可能となるよ

う，過剰土壌では土壌中カリウム含量の低下速度を，不足

土壌では毎年のカリウム施肥量と交換性カリウムの増加量

との関係を明らかにすることが必要と考えられる.また，

本報告で示したカリウム飽和度の基準4%が灰色低地土水

田以外の土壌条件で、も当てはまるか否かの検証も重要であ

る.

5.要約

liii]山県南部地域の水田土壌の問題点を明らかにすると共

に，問題点に対応するためのカリウム施肥指針を示した.

(1)問山県南部の児島j湾湾潤辺に位置する水回 135筆で

壌調査を実施した結果， 83 %の開場で土壌pHは6.0未

満であった.また， 67%の園場でカリウム飽和度は 5%

以上であった.

(2) 干拓地を中心として 稲と麦を栽培する 2毛作水田

でカリウム飽和度が高い傾向が見られた. このような水田

では，カリウム過剰により交換性カルシウムが溶脱され，

塩基館和度が低下した結果，土壌pHが低下したものと考

えられた.

(3) 上記化学性調査を踏まえカリウムを減肥する指針を

作成するために，土壌の交換性カリウム含量が異なる水田

でカリウム施肥試験を実施した.その結果，施肥の影響を

考慮したカリウム飽和度が4%以下の処理i豆では水稲茎葉

中のナトリウム含有率が増加することを見いだし，ナトリ

ウム含有率の増加はカリウム不足に由来することを基に土

壌のカリウム飽和度の改良目諜値を設定した.

(4)改良目標値を基に，施肥前のカリウム飽和度が4%

を下回る場合には， 4%を目標にカリウム施日巴を行い， 4 

%を上回る場合にはカリウムは施用しないとLづ施肥指針

を考案した. この考え方に基づくと，従来の幅広いカワウ

ムの施肥基準値では明確に出来なかった減肥量の設定が可

台巨となる.

語 辞本論文を作成するに当たり，独立行政法人，

農業・食品産業技術総合研究機構，中央農業総合研究セン
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ター，新良力也侍土には貴重なご助言をいただし、た.記し

て感謝いたします.
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Investigation of chemical properties of rice paddy soil in southern Okayama and preparation 

of guidelines for optimizing potassium fertilizer application based on the sodium content in 

rice shoots 

Naohiko AKAI， Tatuki WASHIO， Megumi TABUCHI and Eiji ISHIBASHI 

Res. Inst. For Agric. Okayama Pref Tech. Cent. For Agric.， Fores. And Fisher. 

We assessed plant nutrient problems in rice paddy soils in southern Okayama and based on results， developed guidelines 
for potassium fertilizer application. 

(1) We investigated the soil in 135 parcels of rice paddies located around Kojima Bay in southern Okayama. The soil pH 

wasく6.0in 83% of the fields and the potassium saturation level (exchangeable K/total exchangeable cations x 100) was ~5% 

in 67% of the fields. 

(2) The potassium saturation level tended to be higher in double-cropped rice paddies in which rice and wheat were 

cultivated in rotation.日-esumably，the soil pH was low in these rice paddies as a result of reduced base saturation caused by 

leaching of the exchangeable calcium， and this was exacerbated by an excess of potassium in the soil. 
(3)τo prepare guidelines to reduce potassium fertilizer application based on the chemical conditions described above， 

we conducted a potassium fertilizer application test in rice paddies with various soil exchangeable potassium contents. The 

results show that the rice shoot sodium content was greater in the test group when the potassium saturation was壬4%.We

therefore established a target level for the improvement of potassium saturation level in the soil based on the increased 

sodium content resulting from potassium shortage. 

(4) Based on the target improvement level， we designed a fertilizer application guideline in which potassium fertilizerwas 

applied with the target of 4% when the potassium saturation level before fertilizer application was豆4%，whereas potassium 

was not applied when the level was >4%. This guideline would result in lower application rates of fertilizer than if a fixed rate 

for potassium fertilizer application was prescribed. 

Key words: paddy field， soil pH， potassium， sodium 

(Jpn. J. Soil Sci. Plant Nutr.， 83， 266-273， 2012) 
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