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４ 施設園芸土壌の特徴と改良

(1) 施設園芸土壌の基礎

施設園芸は、野菜、花きのいずれにおいても単位面積あたりの収穫量を最大限に高めよ

うと工夫され、発展してきた技術である。このため、以下のような土壌管理が行われるこ

とからさまざまな障害が発生する場合が多い。

ア 施設栽培は、降雨の影響を受けない閉鎖型の環境下にあり、各種肥料養分が溶脱せず

蓄積しやすい。

イ 作物が固定化し、施肥内容も単純化するため、特定の養分が減少あるいは蓄積しやす

く養分がアンバランスになりやすい。

ウ 施肥内容により、肥料中に含まれる副成分（硫酸、塩素等）が蓄積しやすい。

エ 各種養分の蓄積により、ｐＨやＥＣのみで施肥設計を組み立てることが困難になって

いる。

オ 露地に比べ年間の作付け期間、回数が多いため、土壌が疲弊する速度が速く、あわせ

て連作による病害虫、いや地現象の発生も助長しやすい。

カ 一般的に園芸は多肥作物であり、年数を経た施設土壌は肥沃化しているにもかかわら

ず、生育の不調な時には施肥量を増やす管理を継続する傾向が強い。

近年は、環境問題の高まりや生育の不調要因の解明が進んだこともあり、そうした過去

の過剰施肥を改め、適正な土壌診断に基づく土づくりが重要である。

(2) 濃度障害と対策

前出Ⅳ-3-(8)でも述べたが、塩類濃度を知る方法としては、電気伝導度計による方法が

簡易でわかりやすいが、肥料の副成分である硫酸イオンや塩素イオンが蓄積している施設

では、併せて硝酸態窒素などの関連項目を調査する必要がある。濃度障害対策は、前項Ⅳ

-3-(8)参照のこと。

〔ＥＣ測定法と測定値の判定〕

風乾細土20g対し、重量比で５倍量の水で１時間浸とうし、電気伝導度計でＥＣを測定

する。なお有機物を混合した育苗床上など仮比重の低い土壌は、重量比で10倍量または容

量比で５倍量とする。また、生土（未風乾土）については、土壌中の水分を考慮して25g

に対し95mlの蒸留水で浸出する簡便法を用いるとよい （現地判断値であり非公式測定）。

土壌溶液の電気伝導度は藤沼によればおよそ次式で得られる。

１：５のＥＣ値×7.7≒土壌溶液ＥＣ

また土壌溶液の浸透圧は氷点降下法その他の方法で測定されるが、およその値は電気伝

導度（EC）から次式で概算され、全塩濃度や全カチオン濃度なども近似値が得られる。

浸透圧（bar）＝0.36×EC（ｄＳ／ｍ）

全塩濃度（mg／l）＝640×EC（ｄＳ／ｍ）

全陽イオン濃度（me／l）＝10×EC（ｄＳ／ｍ）

栽培に適する土壌溶液濃度は野菜の種類や生育度などによって異なる。
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果菜類では、なす＞ピーマン＞トマト＞きゅうり＞いちごの順で弱く、いちごの仮植床

などは、ＥＣ＝O.5 dS／ｍ（1：5）程度で生育障害をおこす限界値である。

、 、 。葉菜類では ほうれんそう キャベツ＞セルリー＞ねぎ＞たまねぎ＞みつばの順で弱い

(3) ガス害発生と対策

冬から春にかけて、施肥が過剰な場合や未熟な堆肥を多量に施用した状態で、急激に水

分を与えて地温を上げたときガス害が発生しやすい。施設内でトンネル被覆した状態で発

生すると被害が大きく、全滅状態に陥る場合もある （アンモニアガス障害など）。

ア アンモニアガス障害

アンモニア態チッソが過剰にある状態で、土がアルカリ性になるとアンモニアガスと

なり障害が発生する（葉の表面が白く色抜けし仮死する 。特に、尿素では分解して二）

酸化炭素とアンモニアになり、アンモニアガス障害が発生しやすい。アンモニアガスは

アルカリ性を示す。

イ 亜硝酸ガス障害

土壌の硝酸濃度が高くなりｐＨが低下すると、硝酸菌の活性が低下し、亜硝酸が蓄積

する。ｐＨが５程度になると亜硝酸がガス化して土壌中から揮散し、施設やトンネル内

。 。に充満して障害を起こす そのときの露滴ｐＨは4.2～3.8程度に低下するといわている

ウ 対 策

ガス障害に対する対策としては、基本的には施肥量の適正化、肥料の種類の検討、肥

料の表面施用や石灰質資材との同時施用を避けることに留意するとともに、施用にあた

っては、作物の播種

または定植までに十

分時間的余裕をとっ

て、土と早く混合し

ておくことが必要で

ある。

表 Ⅳ-4-1-1 ガス害のハウス露滴ｐＨの判定

露滴ｐＨ 判 定

7.0以上 アンモニアガスが優勢に発生している。アンモニアガスによる障害はｐＨ9.5以上で起こる

7.0～6.2 ガスの発生がないか、または亜硝酸ガスとアンモニアガスがほぼ同量発生している

6.2～5.6 亜硝酸ガスのほうが優勢に発生している。警戒態勢に入る。

5.6～4.6 作物の抵抗性が弱いとき亜硝酸ガスの障害を出すおそれあり、約ｐＨ5.6となればガス発生

防止対策を実施する。

4.6以 下 ほとんどの場合亜硝酸ガスの障害を受けるおそれあり

微生物 微生物 微生物
（細菌類） （亜硝酸菌） （硝酸菌）

肥　　料 ｐＨ４以下または
6.8以上で活性低下

有機体　Ｎ ＮＨ４＋ ＮＯ２－ ＮＯ３－

有機質肥料 過剰集積 過剰集積 還元状態

（多施用、
表層施用）

CO2
ガス

表層、局部施
用でｐＨ上昇

酸性土壌で
分解

アルカリ土壌

ＮＨ３ガス ＮＯ２ガス
（アンモニアガス） （亜硝酸ガス）

5ppm以上で
障害発生

2ppm以上で
障害発生

図Ⅳ－４－１　　窒　素　ガ　ス　発　生　機　構　（施肥診断技術者ハンドブック・全農）
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(4) 蒸気消毒と土壌管理

、 。近年 県内のユリ切り花産地等において土壌の蒸気消毒を導入する事例が増加している

蒸気消毒は、熱によって病害虫を防除する技術であり、多くの病害虫は40～50℃の熱を

数時間加えることで死滅する。通常、施肥、作畦後に畦上あるいは土中に配置したホース

やパイプを通して、地下30～40cmの温度が60～70℃になるまで蒸気を噴出させる。

本来の防除効果に加え、作物の根量増加、生育改善、増収、果実肥大などの効果が認め

られる（表Ⅳ-4-1）ことから、県内のユリ産地では、切り花品質の向上を目的に導入が進

んでいる。生育が改善する理由には不明な点も残されているが、土壌の理化学性の変化や

病害虫防除の効果について次第に明らかになりつつある。ユリに限らず、農薬に依存しな

い環境負荷の少ない技術であるので、実施する際には以下の点に注意する。

（出典：新潟県農業総合研究所 園芸研究センター）

ア 交換性マンガンの溶出

蒸気の熱によって、交換性のマンガンが多量に可給化する（図Ⅳ-4-2 。可給化した）

マンガンは作物に容易に吸収され（表Ⅳ-4-2）利用される。ユリの場合マンガンの過剰

障害は見られないが、きゅうり、メロンなどのウリ科野菜やほうれんそう等ではマンガ

ン過剰症が発生する恐れがあることから、半年以上経過してから作付けするか、これら

の野菜を作付けする場合は蒸気消毒は行わない。可給化したマンガンは、４～６か月で

概ね元の濃度まで低下するので、その後はきゅうり等の作付けも可能である。

（出典：新潟県農業総合研究所 園芸研究センター）

表Ⅳ－４－１　蒸気消毒の有無が切り花品質に及ぼす影響

全体重 切花長 茎長 花梗長 花弁長 生葉数 落葉数 輪数

(g) (cm) (cm) (cm) (cm) (枚) (枚) （輪） 縦(cm) 横(cm) 止葉 中間葉

あり 367 116 86 12.1 15.8 68.9 6.7 6.5 23.7 3.8 10.5 74.5 69.0
なし 315 118 88 11.7 15.2 64.9 11.3 6.4 21.7 3.3 29.3 66.5 60.3

葉色止め葉 調整後
堅さ

蒸気消毒

－■－ 　蒸気消毒
－◇－ 　無処理

図Ⅳ－４－２　蒸気消毒後の供試土壌のｐH、EC、土壌養分の推移
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（出典：新潟県農業総合研究所 園芸研究センター）

イ 肥効の発現

消毒により、肥効がよくなり作物の生育は旺盛になる。このため、基肥は通常の２～

５割減らし、生育を見ながら追肥主体の肥培管理を行う。ただし、生育改善効果の持続

期間は、オリエンタル系ユリの場合半年以上経つとほとんど失われるので、施肥も通常

どおり行う。

ウ 完熟堆肥の施用

熱による分解で土壌中の有機物の総量は減少する可能性がある。土壌の健全性、地力

を長期的に保つために有機物の補給を図る。施用時期は、病原菌の持ち込みを回避する

ため作付け終了後から次の蒸気消毒を実施するまでの間に行う。

また、病原菌だけではなく、硝酸菌等の有用菌もほとんどが死滅するので、日頃から

完熟堆肥の施用等により畑全体の微生物活性を高めることに心がける。薬剤による土壌

消毒と違い、蒸気消毒は作付けする畦だけを処理するので、通路部分等に残る微生物が

生物性の激変を緩和すると考えられる。

エ 病原菌の持ち込み

、 、無菌に近い土壌に病原菌が侵入すると 爆発的に病害の発生が広がることがあるので

病原菌の持ち込みには十分注意する。

コラム 畑地土壌を団粒化するにはどうすればいいの？

土壌の団粒構造は、保水性、通気性、排水性を高める土壌ち密度が低下するなど作物

生産向上に極めて有効です。団粒構造は、有機物から供給される腐植や土壌中の粘土、

アルミナ、鉄等が接着剤として機能し、土壌粒子をくっつけて形成されることから、砂

。 、壌土では粘土鉱物の施用と堆肥の施用により団粒化が促進されます 団粒構造の維持には

堆肥の継続施用が重要であり、逆に破壊する原因は、土壌の過乾燥・滞水、乾燥時の耕

うん等があげられます。また、水田では水の影響で基本的に団粒構造は形成されません。

コラム 稲わらすき込み田に、さらに堆肥を施用する効果は？

目標とする収量、品質を得ているほ場については、稲わらのすき込みだけで土作りの効

果がありますが、ほ場整備により切り土が表面に現れている場合など極端に地力が低い場

合に施用が考えられます。稲わらを初めてすき込んだ場合、すぐには地力窒素は期待でき

ません。これを補完するために堆肥を施用することで初年目から地力を増強させることが

できます。また、減化学肥料栽培を行う場合などで肥料的な効果を期待する場合などに家

家畜ふん堆肥などの施用します。いずれ場合も、土壌診断を行い、目的にあう適切な堆肥

を選んで施用してください。

表Ⅳ－４－２　蒸気消毒の有無と葉中の無機成分含有量
Ｃ Ｎ Ｐ Ｋ Ｃａ Ｍｇ Ｍｎ Ｆｅ

あり 44.6 3.71 0.36 3.52 0.93 0.30 53.81 26.14
なし 44.6 3.23 0.33 3.31 0.80 0.27 6.14 23.24

(g/100gdw) (mg/100gdw)
蒸気消毒


