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雲母等に含まれる非交換態カリウムの放射性セシウム吸収抑制効果の可能性について 

 

福島県および周辺県の水田では，土壌中の放射性セシウムの吸収抑制のため、カリウムの追加的な施用が

実施されています。 

現在、土壌中の交換態カリウム量や過去の全量全袋検査の実績等により、吸収抑制対策としての追加的なカ

リウム施肥を卒業している地域もありますが、土壌中の植物が使いやすいカリウム（交換態カリウム）の量は、

施肥や稲わらの還元など適切な管理を行わなければ、作物への吸収やほ場外への流出により徐々に減少し、

将来的に放射性セシウムの米への移行リスクが高まることが懸念されています。 

 

この度、京都府立大学の中尾淳准教授，矢内純太教授らと農研機構東北農業研究センターの共同研究グル

ープ＊は，福島県広域の水田から採取された土壌と玄米を分析し，雲母鉱物が土壌に多く含まれていればカリウ

ム不足が補われるため，カリウム追加施肥を行わなくても玄米への放射性セシウムの移行が増加しにくいこと

を明らかにしました。 

 

今後，土壌の雲母含量を簡易推定する分析方法を確立し，移行リスクが上昇し始める閾値を決定することで，

カリウム施肥量を減らすことに伴い放射性セシウムの移行リスクが上昇する水田と，比較的リスクが上昇しにく

い水田を見分ける方法の確立が期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

本研究成果は，国際学術誌”Science of the Total Environment”（サイエンス・オブ・ザ・トータル・エンバイロンメント）に6月25日にオ
ンライン掲載されました。 
論文タイトル：Advanced approach for screening soil with a low radiocesium transfer rate to brown rice in Fukushima 
based on exchangeable and nonexchangeable potassium 
著者：Kohei Kurokawa, Atsushi Nakao, Tetsuya Eguchi, Shokichi Wakabayashi, Shigeto Fujimura, Hisaya Matsunami, and 
Junta Yanai 
DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.140458 

 



【研究概要】 

 

東京電力福島第一原子力発電所事故以降の福島県および周辺県では，土壌中の放射性セシウム

の吸収を抑制するためにカリウムの追加的な施用を実施し，土壌中の交換態カリウム注 1 量を酸化物

（K2O）ベースで土壌 100g中 25 mg以上に保つことが指導されてきました。現在は、過去の全量全袋検

査の実績等により、吸収抑制対策としての追加的なカリウムの施肥を卒業する地域が増えている一方

で，施肥や稲わらの還元など適切な管理を行わなければ、土壌中の放射性セシウムの米への移行リ

スクがどう変化するのか予測する手がかりがほとんどないのが現状です。 

 

今回，京都府立大学を中心とする共同研究グループは，福島県広域の水田で採取した土壌と玄米を

用いて， 

 

1. カリウムを施用せずに栽培を行った水田では交換態カリウム量が大きく低下し，それに応じて玄

米の放射性セシウム濃度が増加すること， 

2. ただし，カリウムを施用しなくても玄米の放射性セシウム濃度が増加しない水田もあり，その土壌

は非交換態カリウム注 2と呼ばれる，雲母から放出されるカリウムを多く含み，さらに阿武隈高地周

辺の花崗岩地帯に主に分布していること 

 

を明らかにしました。 

 

これまで，雲母に含まれる非交換態カリウムは交換態カリウムと比べると植物にとって使いにくいとさ

れ，放射性セシウムの吸収抑制効果は小さいと考えられてきましたが，本研究により初めて営農水田

での高い効果が実証されました。 

なお、本研究は，農林水産省食料生産地域再生のための先端技術展開事業「原発事故からの復興の

ための放射性物質対策に関する実証研究」の一環として行われました。  
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【研究の詳細】 

研究の背景 

東京電力福島第一原子力発電所事故以来，福島県および周辺県では玄米への土壌中の放射性セシウム吸収抑制

対策としてカリウム資材（塩化カリやケイ酸カリ）の追加的な施肥によって作付け前の土壌の交換態カリウム量

を土壌100g中25 mg K2O以上にすることが指導されてきました。モニタリング検査で不検出となった地域では，

カリウムの追加的な施肥を行わないほ場でもモニタリング検査等で不検出となることを確認した上で，追加的な

カリウムの施用を卒業しています。その一方で，施肥や稲わらの還元など適切な管理を行わなければ、作物への

吸収やほ場外への流出により交換態カリウム量が徐々に減少し，将来的に放射性セシウムの米への移行リスクが

高まることが懸念されています。しかしながら，カリウム施肥量を減らすことに伴い放射性セシウムの移行リス

クが上昇する水田と，比較的リスク上昇が起こりにくい水田を見分ける方法はありませんでした。 

 

研究の成果 

2017～2018 年の間，福島県内にあるカリ

ウム施肥履歴が異なる水田，すなわち，１）

試験的にカリウム施肥を全く行わなかった水

田（無 K 区），２）慣行のカリウム施肥を行

った水田（慣行区），３）慣行のカリウム施肥に

加えてカリウム追加施肥を行った水田（増施区），

から収穫された玄米と，それぞれの年の収穫後に採取された水田表層土壌を実験に用いました（図1）。 

まず，玄米および土壌の 137Cs濃度をGe半導体検出器を用いて測定し，各水田における 137Csの玄米への移行

のしやすさを表す移行係数注3という指標を算出しました。その結果，無K区の移行係数の平均値が0.015であっ

たのに対し，慣行区，増施区ではそれぞれ0.0012，0.0008となり，カリウム施肥によって玄米の放射性セシウム

濃度が非常に低く抑えられていることが示されました。 

図1 本研究で調べた玄米と土壌を採取した福島県内の水田の位置を示した地図。〇

●は慣行区を表し，□は増施区，△は無K区を表しています。 



次に，土壌の交換態カリウム量を測定したところ，増施

区の全水田および慣行区の大部分の水田では，水稲の栽培

後でも交換態カリウム量が比較的高い値に保たれ，かつ移

行係数が検出限界近くかそれ以下でした。一方，無K区で

はすべての水田で交換態カリウムの値が低くなり，その一

部では高い移行係数が確認されました（図 2a）。慣行区に

おいても，交換態カリウム含量が低い水田の一部で，比較

的高い移行係数が認められました。この結果から，カリウム

施肥量を減らすことで交換態カリウム量を大幅に低下させて

しまうと，一部の水田で玄米の放射性セシウム濃度が増加す

る可能性が明らかになりました。ただし，無K区や慣行区の

一部では，交換態カリウム量が少ないにもかかわらず，移行

係数は 2017，2018 年ともに検出限界以下でした。そこで，

交換態カリウムが欠乏した状態でも移行係数が上昇しない土

壌の特性を調べたところ，非交換態カリウム量が50 mg K2O 

100g-1 以上であれば，交換態カリウム量が 25 mg K2O 

100g-1 を下回っても移行係数が非常に低く保たれている

ことがわかりました（図2b，図3ピンクの領域）。 

また，非交換態カリウムは土壌中の鉱物に貯蔵されて

いるカリウムであると考えられているため，内標準粉末

X 線回折法注 4を用いて土壌の鉱物組成を調べたところ，

雲母系鉱物が多いほど非交換態カリウム量が多いことや，

雲母系鉱物が多い土壌は主に阿武隈高地周辺の花崗岩地

帯に分布することなどが確認されました（図4）。以上の

図2a 交換態カリウム（K）量と放射性Csの移

行係数との関係 

図2b 非交換態カリウム（K）量と放射性Csの移行

係数との関係 

図3 図2a，図2bを統合して作成した3次元図。この図のピンク

の領域の土壌ではこれまでカリウムの追加施肥が必要と考えられ

ていましたが，本研究の成果により必要ないことが明らかになり

ました。 



結果から，これまで交換態カリウムと比べると植物にとって使いにくいと考えられてきた非交換態カリウムが放

射性セシウムの吸収抑制に高い効果を示すことが明らかになるとともに，非交換態カリウムの供給源である雲母

が土壌に多く含まれる水田では，カリウム追加施肥を行わなくても玄米への放射性セシウムの移行が増加しにく

いことが明らかになりました。 

 

今後の展望 

今後は，雲母含量を推定するための簡易分析方法を確立し，

移行リスクが上昇し始める閾値を決定することで，カリウム

追加施肥の省力化が可能な水田と施用継続が必要な水田のス

クリーニング技術の確立が期待されます。この技術が確立さ

れれば，福島原発事故の影響を受けた農家の方々がより安心

して水稲栽培を実施出来るようになるはずです。 

 

用語説明 

注１：交換態カリウム 

交換態カリウムは土壌中の負電荷にイオン交換可能な状態で吸着され、植物が利用しやすい状態のカリウムイオンの量を表す指

標である。カリウム肥料が酸化物ベースの重量で流通しているため，交換態カリウム量も酸化物ベースで表されることが多い。

通常，酢酸アンモニウム溶液などの塩溶液を用いて一定条件下で土壌から抽出されるカリウムイオンの量から求められる。福島

県および周辺県では，この交換態カリウムが作付け前に25 mg K2O 100g-1以上となるようにカリウム追加施肥を行うことが推奨

されてきたが，2016年度以降は追加施肥を中止する自治体が増えてきている。 

 

注２：非交換態カリウム 

非交換態カリウムは土壌中の鉱物に貯蔵されていて，イオン交換では取り出すことができないが，植物が利用可能なカリウムイ

オンの量を表す指標である。雲母などの層状ケイ酸塩鉱物層間のカリウムイオンの一部が，この画分に相当すると考えられてい

る。非交換態カリウムの抽出方法はいくつか提案されているが，今回の論文では熱硝酸法と呼ばれる，土壌と希硝酸を混ぜて一

定時間加熱する方法を採用した。この方法では，非交換態カリウムに加えて，注1の交換態カリウムも抽出されてしまう。その

ため，非交換態カリウム量は，この方法で抽出されたカリウム量から交換態カリウム量を差し引くことで求めた。 

 

注３：移行係数 

移行係数は，厳密には土壌-植物間移行係数と呼ばれ，植物体中に含まれる放射性セシウムの濃度（Bq/kg）と土壌中に含まれる

放射性セシウムの濃度（Bq/kg）の比として算出される。例えば，放射性セシウムの濃度が 5000 Bq/kg の土壌で栽培され，収

穫された玄米中の放射性セシウムの濃度が100 Bq/kgであった場合，移行係数は0.02となる。 

 

注４：内標準粉末X線回折法 

図4 土壌の非交換態カリウム（K）量と内標準粉

末X 線回折法により求めた雲母鉱物のピーク強度

比との関係。◇が花崗岩地帯の土壌を表し，▽が

それ以外の地質の場所を表しています。 

 

 



未知試料に照射角度を変えながらX線を当てていくと，試料中に存在する結晶性鉱物の種類に応じていくつかの特徴的な回折線

が得られる。この回折線の位置や強度から鉱物の組成や存在量を推定するのがX線回折法である。特に，予め既知量の標準物質

を試料に混ぜた粉末試料に X 線を照射し，得られた回折線の強度比から試料中の鉱物量を推定する方法を内標準粉末 X 線回折

法と呼ぶ。本研究ではその相対差を考察に用いた。 

 

 

発表雑誌 Science of the Total Environment** DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.140458 

論文タイトル：Advanced approach for screening soil with a low radiocesium transfer rate to brown rice in Fukushima 

based on exchangeable and nonexchangeable potassium 
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写真① 坪狩りした水稲を採取するようす      写真➁ 坪狩り後の土壌採取のようす 

 

 

 

 

 

 

 

写真③ 非交換態カリウム測定のようす 


