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３．果樹別土づくり
⑴　各果樹の土壌感応性と土壌診断値の活用

　表59に示すように、果樹の種類によって、土壌条件に対する反応が異なるため、それぞれの樹種
で、その特性に合った土壌改良を実施しなければならない。各果樹の土壌感応性から、適正な土壌条
件を数値で示したのが土壌改良目標値である。

表59　各果樹の土壌感応性表59 各果樹の土壌感応性

しなうどぶごんり目項
位中強位中性湿耐

弱強やや弱やや性干耐
土 壌 物 理 性 に 水分及び空気の要求度大 水分及び空気の要求度大 水分の要求度大
対する要求度
根の深さ 深根性（わい台はやや浅 ｱﾒﾘｶ系：浅根性 中位

根性） ﾖｰﾛｯﾊﾟ系：深根性
土壌条件 有機質に富む埴壌土が適 軽い砂質土、または透水性 有機物に富む壌土あるいは

・通気性のよいやや粘質土 砂壌土が適
が適

土壌の反応 微酸性～中性を好む 石灰飽和度の高い土壌に適 微酸性が適
し、栄養生理的に石灰要求
度が高い

肥 料 に 対 す る 肥料に鈍感、窒素過剰の 窒素に敏感に反応し、過剰 肥料に鈍感、多肥を要する
感応性 害が出やすい 吸収の害が出やすい

項 目 おうとう もも（核果類） ブルーベリー
弱弱弱性湿耐
弱強弱やや～中性干耐

土 壌 物 理 性 に 空気の要求度大 空気の要求度大 通気性、保水性の両面が重
要度求要るす対

根の深さ 深根性 中位土性により浅根性にな 浅根性
りやすい

土壌条件 透水性、通気性のよい埴 砂質土が最適で、排水不良 保水性と通気性に優れる火
適は壌土灰山適不は地土壌

土壌の反応 微酸性が適 酸性に強いが微酸性が適 酸性が適
肥 料 に 対 す る 肥料にやや鈍感 吸肥力が強い、窒素過多を 石灰、苦土の要求量が少な

好を素窒態アニモンア、くむ忌性応感
む

　土壌のpHが土壌改良目標値よりも低い場合、CEC（塩基交換容量）、石灰及び苦土飽和度の値を用
いて、pH矯正を行う（p84「⑷酸性改良」の項参照）。また、CECが低く、十分な施肥を行っても樹勢
が弱い園地では、有機物の投入（牧草草生や堆肥施用など）を行いCECの向上を図ったり、追肥を行
うようにする。逆に、カリ飽和度や有効態りん酸の値が、土壌改良目標値より著しく高い場合は、施
肥量を減肥できる可能性がある。施肥量の増減や施肥体系の変更など、肥培管理の調節はいずれも樹
の状態を観察しながら行う（p108 ４ ⑴「施肥の最適量」参照）。さらに要素欠乏症状といった生理
障害が発生した場合、土壌中の要素の欠乏といった直接的原因ではなく、土壌中の拮抗要素の増加と
いった間接的原因による場合も考えられるため、関連要因を診断値でチェックする（「生理障害」の
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項参照）。
  このように、各果樹の土壌改良目標値と施肥基準、さらに樹の状況や生理障害の症状などを基に、
土壌診断を積極的に活用して土壌改良や肥培管理を行う。

⑵　りんご
　りんごは経済寿命が長く、長い間同じ土壌に根を張らなければならない。また施肥効率が低いた
め、根の養水分吸収能力を十分に発揮させる条件を整えることが必要である。したがって新植時や改
植時には十分な改良を行い、既存園では土壌条件の悪化を防ぐような対策が必要である。

ア　土壌改良目標値
項　　　　　目 火山灰土壌 非火山灰土壌

主要根群域の深さ 60㎝以上                 

主要根群域の最高ち密度 22㎜以下                 

地下水位 地表下　100㎝以下            

pF1.5の気相率 15％                   

pH（H2O）
pH（KCl）

6.0
5.5

塩基交換容量（CEC） 20me以上

塩基飽和度 60% 80%

石灰飽和度 45% 65%

苦土含有量 40㎎

カリ含有量 28㎎

MgO/K2O　㎎含量比 1以上
  （「平成20年度改訂版りんご生産指導要項」より抜粋）　　　　　　             

  

イ　施肥基準
  最近、窒素施肥量に関しては概ね適正な水準にあると考えられる。しかし、りん酸については表
層土壌に高濃度に蓄積されている園地が多く、p72図10にも示したように、カリも改良目標値をか
なり上回っている園地がみられる。このため、適正な三要素比率に近い化成肥料を使用したり、単
肥を利用するなど、施肥の適正化に取り組む。

ア　施肥量
　10a当たりの標準施肥量は表60のとおりで、三要素の施用比率は窒素３に対し、りん酸１、カ
リ１程度とする。
　ただし有効土層の浅い園地や、肥料の流亡しやすい園地では、窒素の施肥を２回に分けて行
い、その年の窒素施肥量の６割を基肥として４月20日頃まで、残り４割を追肥として６月末まで
に施す。追肥を尿素で施用するときはりん酸、カリは基肥に全量施用してよい。
　なお、表60で示した標準施肥量は、個々の園地の最適量ではないため、個々の園地の最適施肥
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量については、p108 ４ ⑵の「施肥量増減の判断」を参考にして決定する。

表60　標準施肥量および施肥時期

成　分

施肥量（㎏/10a）
① 普通台樹　②わい性台樹

施肥時期

全量基肥体系 追肥体系

① ～5年生 6～10年生 11年生～ 消雪後速やかに
（4月20日までに）

4月20日
までに

6月末
までに② ～3年生 4～5年生 6年生～

窒素（N）
りん酸（P2O5）
カリ（K2O）

5
2
2

10
3
3

15
5
5

100% 60% 40%

注）施用量は全園施用。　　　　　　　　　　　　（「平成20年度改訂版りんご生産指導要項」より）

イ　施肥時期について
　施肥時期は春とし、消雪後できるだけ早く、遅くとも４月20日ころまでに行う。他県で主流と
なっている秋施肥は、本県では春先の融雪水による溶脱により利用効率が悪く、施肥された窒素
の吸収は４月施肥に比べて極めて少ない。このようなことから、果実着色の向上は期待できても
小玉になったり、樹勢衰弱をまねく危険性があり適当ではないと考えられる。

            注）矢印は施肥時期　                             （「平成20年度改訂版りんご生産指導要項」より）
  図19　施肥時期による葉の施肥窒素寄与率（濃度）の違い

ウ　樹勢衰弱の対策
　樹勢が衰弱している場合は、通常の施肥管理に加え、以下の対策を行う。
ａ　尿素肥料の葉面散布

　水100ℓに対し尿素200gを（500倍）、開花直前から6月中旬まで3～4回、葉面散布する。６
月中旬以降の散布は果実の着色不良の懸念があるため注意する。なお、散布は原則として単用
で行う。

ｂ　堆肥の施用
　わい性台樹では堆肥を幹中心に１m×１mに30㎏（りんご箱1杯分）、普通台樹では2.5m×
2.5mに180㎏をマルチする。
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ウ　生理障害
　土壌管理に起因する主な生理障害とその防止対策を以下に示す。

（「平成20年度改訂版りんご生産指導要領」より抜粋　一部加筆）
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⑶　ぶどう
　ぶどうは、比較的土壌適応性が高く、やせ地に耐え、一般に耐湿性と耐乾性がいずれも強い。アメ
リカ系品種は肥沃であまり乾燥しない壌土や砂壌土が適する。
　県内のぶどう園の大部分は土壌改良が不十分な園地が多く、特に有機物と石灰質肥料の投入が不足
傾向にある。ぶどうの生産性は地力に大きく依存するため、良品安定生産するためには、土壌改良を
行い地力を総合的に向上させることが必要である。

ア　土壌改良目標値
項　　　　　目 火山灰土壌 非火山灰土壌

主要根群域の深さ 40㎝以上        

主要根群域の最高ち密度 22㎜以下        

地下水位 地表下80㎝以下     

pF1.5の気相率 15～20％        

pH（H2O）
pH（KCl）

6.0～6.5
5.5～6.0        

塩基交換容量（CEC） 20me以上        

塩基飽和度 80％ 90％

石灰飽和度 65％ 75％

苦土含有量 40㎎          

カリ含有量 28㎎        

MgO/K2O　㎎含量比 1以上          

有効態りん酸（㎎/100g、トルオーグ法） 10           
（「平成19年度改訂版特産果樹栽培指導要項」より抜粋）　　　　　

イ　施肥基準
ア　施肥量

　年間養分吸収量は、品種、樹齢等により異なるが、窒素で3.8～8.8㎏、りん酸で1.5～4.2㎏、
カリで3.5～10.2㎏の範囲にある。施肥量を決める際には樹勢と土壌条件を考慮する必要があ
る。これらと県内の栽培実態から求められた標準施肥量は、成木園10aあたり窒素15㎏、りん
酸10㎏、カリ10㎏である。

イ　施肥時期
　窒素の吸収は催芽から発芽の頃に始まり、新梢伸長期頃から吸収が著しく多くなり、果粒肥
大期までに大部分を吸収する。りん酸は樹液流動期にはかなり吸収され、生育とともに増加
し、新梢伸長の最盛期と果粒の肥大期に最高に達する。カリは生育とともに吸収され、成熟期
まで引き続く。
　本県における施肥時期は、収穫後の10月上～中旬に全体の60～80%を基肥として施用し、残
りを追肥として開花直前までに20～30%施用する。
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表61　標準施肥量および施肥時期（キャンベル・アーリー）

成　分
施肥量

（㎏/10a）

施肥時期
①：地力の高い園地、②：地力の低い園地

10月上～中旬
（収穫直後）

４月上旬
６月中旬

（開花直前）
７月中旬

（果粒肥大期）
窒素（N）
りん酸（P2O5）
カリ（K2O）

15
10
10

①70～80% ①10% ①10～20% ①－

②60% ②10% ②20% ②10％

　　注）１　地力の高い園地：沖積、火山灰土の深い園地、地力の低い園地：砂礫質の沖積、火山灰土
　　　 ２　スチューベンでは、収穫直後は10月中旬、開花直前頃は６月上旬、果粒肥大は７月上旬。

（「平成19年度改訂版特産果樹栽培指導要項」より抜粋）　

ウ　生理障害
　土壌管理に起因する主な生理障害とその防止対策を以下に示す。 

（「平成19年度改訂版特産果樹栽培指導要項」より抜粋　一部加筆）




