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［３］畑作・野菜
【露地】

１　土壌の特徴と管理方法
⑴　露地畑土壌の一般的な特徴

　畑土壌は常に酸化的な条件にある。酸化的であることは、好気的な条件で活動する微生物等にとっ
て好ましい環境をもたらすために土壌中の有機物の分解が盛んになる。また、畑土壌は傾斜地に位置
するものもあるため、降雨、風による土壌浸食を受けやすい。
　野菜は一般的に生長が早く、養分の吸収量が多いため、多量の施肥が行われるので、土壌の化学性
の変化が大きい。また、耕起や管理による土壌への影響も大きく土壌構造が破壊され、単粒構造にな
りやすい。土壌構造の単粒化は、土壌中の水分の動向に影響を及ぼし、作物の生長、養分の吸収に大
きな影響を与える。
　本県の畑土壌はかんがい水からの養分の天然供給が少なく、土壌の粘土含量も一般的に少ないので
養分の保持力が小さく、土壌養分間のバランスが崩れたり、土壌の酸性化が進みやすい。
　また、近年、県内の野菜畑で従来からの養分不足等の不良土壌の他に、土壌改良材や有機物の過剰
施用に起因する土壌養分の異常蓄積やアンバランスなほ場も増加している。
　本県における畑作物は、露地野菜については津軽地域の砂丘未熟土である屏風山地域で、すいかや
メロンが、県南地域の黒ボク土で、ながいもやにんにくなどが栽培されている。畑作物、露地野菜が
作付けられているほ場の大部分は腐植含量の多い火山灰土（黒ボク土）である。

表69　青森県内の代表的な土壌の特徴　　　　　　　

土 壌 の 種 類 内　　　　　　　容

砂 丘 未 熟 土
　排水は極めて良好であるが、過乾燥になることが多く、かん水施設が整備されてい
るほ場も多い。塩基、有機物含量が少なく、塩基交換容量は小さい。土壌改善のポイ
ントとしては保水性、保肥力の向上、塩基類の供給等である。

黒 ボ ク 土

　この土壌の母材である火山灰は微粉末なので、非常に風化されやすく、風化の過程
でケイ酸、塩基類が流亡し、アルミニウムの割合が高くなる。このアルミニウムとす
すきなど植物を起源とする腐植と結びつき、他の土壌ではみられないような腐植含量
の高い土壌ができたと考えられる。

⑵　露地畑土壌の実態
　土壌の地力や生産力は、自然条件だけでなく肥培管理や作付体系など人為的要因によって変化する
ことから、その実態並びに経年変化を総合的に把握することは重要である。ここでは、普通畑と主要
な野菜であるながいもとにんにくの土壌実態調査について紹介する。
　青森県では、昭和54年から県内耕地土壌の実態調査を実施してきた。表70に畑作物、野菜が栽培さ
れる普通畑の土壌調査の結果を示す。
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　普通畑の多くはpHが低く、りん酸吸収係数が高い火山灰土であることから、土壌改良に対する意識
も高く、長年石灰等の土壌改良資材を施用し続けてきた。その結果、年々、石灰、苦土、カリの交換
性塩基含量や有効態りん酸が増加している。

表70　 普通畑の土壌化学性の動向　（平16　青森県農林総合研究センター）

       　　　　項目
年度 

   pH（H2O）
 有効態りん酸
  ㎎/100g  　

   交換性塩基㎎/100g 

  石灰 苦土 カリ

 昭和54年
 昭和59年
 平成元年
 平成６年
 平成11年
 平成16年

    5.8
    5.7
    5.6
    5.5
    5.4
    5.4

　　　19
  　　27
  　　32
  　　24
  　　32
  　　46

  294  36  60
  344  45 56
  285 44 64
  289 46 64
  200 32 61
  344 53 99

ア　ながいも
　平成6、7年度にながいもほ場について実施した土壌調査を表71に示す。調査対象地域は六戸町と
十和田市である。両地域ともpHは低めで、有効態りん酸、交換性カリが多いなど塩基バランスが悪
いほ場が多かった。

表71　ながいもほ場の土壌化学性　（平6、7青森県農業試験場成績概要集）

          　　要　因
　地　域

 pH（H2O）
有効態りん酸

㎎/100g

交換性塩基飽和度%

 石灰 苦土 カリ

六 戸 町
平　均
最　高
最　低

   5.5
   6.3
   4.6

   　　43
  　　129
    　  6

 47  11 7
  72  22 16
 15 3 3

十 和 田 市
平　均
最　高
最　低

   5.9
   6.9
   5.0

    　 51
   　 200
     　 4

  49   13  7
  75  29 23
 11 3  2

イ　にんにく
　昭和63年度ににんにくほ場について土壌調査した結果を表72に示す。調査対象地域は田子町であ
る。その結果、pHも高く、交換性塩基、有効態りん酸も高いほ場が多くあった。にんにくほ場は多
量の土壌改良材を施用する傾向があると考えられた。

表72　にんにくほ場の土壌化学性　　（昭63青森県農業試験場成績概要集）

          　　　要　因
　地　域

 pH（H2O）
有効態りん酸

㎎/100g

交換性塩基飽和度%

 石灰 苦土 カリ

田 子 町
 平　均
 最　高
 最　低

   6.0
   6.9
   4.7

    172
  　436
     24

 57  12  7
    92  20 21
  18  2 3
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⑶　畑の準備
　健全なほ場を維持するには堆肥施用による土壌物理性の改善と地力維持が必要である。
　畑作物、野菜が正常に生育し、一定の収量を得るには健全な根を育てることが重要である。

表73　畑作物、野菜の土壌条件

 品　　目 保水性 排水性 通気性  品　　目 保水性 排水性 通気性
ばれいしょ
小麦
大豆
そば
ながいも
にんにく
だいこん
にんじん
ごぼう
すいか
メロン
スイートコーン

中
中
大
大
大
大
大
中

中

大
大

大中
大
大
大
大
大
大
大
中
中

大
大
大
中
大
大
大
大
大
大
大
中

キャベツ
はくさい
レタス
なす
トマト
ピーマン
きゅうり
かぼちゃ
カリフラワー
ほうれんそう
アスパラガス

大
大
大
大

大
大
中
大
大

大
大

大
大
大
中
中
中
中
大

中
大
大
中
大
中
大
中
中
大
大

　　　　　注）新潟県の野菜栽培指針を一部参考に作成　　　　

２　土壌改良基準
　土壌改良目標は、土壌の持つ肥沃度を高めることである。土壌の肥沃度とは、「植物が生育するための
要求、即ち生存の二つの要因（水と養分）を同時に共存して保証しうる土壌の能力」と定義されている。
「水はけがよく、しかも水持ちがよい」という相反する条件を同時に満足させることが、水と空気を同時
に根に供給することであり、その条件のもとで養分の吸収も円滑に行われる。これらの条件を満足させる
要因は極めて多く、かつ、それらの要因は相互に密接な関連を持っている。このため次項では、畑地の持
つ個別の地力要因に対する対策を解説する。注意すべき点は、個々の対策が相互に関連のあることである
から、土づくりとは個別対策の総合によって完成するものではなく、それぞれの均衡をはかることが重要
となる。
　以下の土壌の基準値は耕地土壌が維持したほうが望ましい値を示したものである。

⑴　土壌の物理性
　土壌の物理性は、化学性以前に重要なものである。作土の浅層化は、畑作物、野菜の根張りを悪く
し、結果として化学性を改善したつもりでも収量・品質が改善しないこともある。そもそも作土と
は、畑作物、野菜の根が張り、養分を供給する土層であり、その厚さはそこに栽培する作物の収量・
品質と密接に関係する。作土の浅層化により、気象の乾湿に対するほ場の緩衝能力が低下し、養水分
の供給能力が低下することになる。ロータリ耕だけで耕起しているほ場の多くは15㎝程度までの表層
がかく拌されたにすぎず、その直下に耕盤が発達していく。このような状態になると、長雨の時に、
作土と耕盤との間に水がたまり、根の呼吸を妨げる現象が発生することがある。
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表74　土壌の物理性の改良目標（畑作物）

項　　　　　目 小　麦 なたね ばれいしょ 大豆・小豆

改良深度、作土の深さ㎝ 25 25 25 25

主要根群域の深さ㎝ 25 30 25 25

有効根群域の深さ㎝ 60 60 40 40

有効根群域の最高ち密度
㎜以下

22 22 18 22

地下水位㎝ 80 80 60 60

pF1.5 の気相率% 15 15 15 20

（青森県「土壌及び作物体分析の手引」（平成4年編）から引用）　　　　

表75　土壌の物理性の改良目標（露地野菜作目別）

項　　　　　目
す い か
メ ロ ン

きゅうり
ト マ ト

スイート
コ ー ン

だいこん
にんじん

ながいも
ご ぼ う

にんにく
はくさい
キャベツ
レ タ ス

改良深度、作土の深さ㎝ 20～40 20～40 20～30 30～40 30～40 20～30 20～30

主要根群域の深さ㎝ 40 40 30 40 50 30 30

有効根群域の深さ㎝ 50 50 50 50～100 50～100 50 50

有効根群域の最高ち密度
㎜以下

20 20 20 15 15 20 20

地下水位㎝ 60 60 60 100 100 60 60

pF1.5 の気相率% 30 30 20 20 20 20 20

（青森県「土壌及び作物体分析の手引」（平成4年編）から引用）　　　　

⑵　土壌の化学性
　土壌の化学性とはpHや石灰、苦土、カリなどの土壌に含まれる養分などをひとまとめにしたもので
ある。土壌のpH、EC、塩基含有量等は施肥などに影響を受けてすぐに変化するが、塩基交換容量やり
ん酸吸収係数は短期間ではあまり変化しない。塩基の施用に関しては、塩基飽和度、塩基バランスに
注意する必要がある。塩基飽和度は土壌pHと関係が強い。
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表 76　土壌の化学性の改良目標（畑作物）

項　　　　　目 小　　麦 なたね ばれいしょ 大豆・小豆

pH（H2O） 6.0～7.0 5.5～6.5 5.0～6.0 5.5～6.5

塩基交換容量（me） 20 20 20 20

塩基飽和度（%） 70～90 60～80 50～70 60～80

交換性石灰飽和度（%） 45～75 40～65 35～55 40～65

交換性苦土飽和度（％） 10～25 10～25 10～20 10～25

交換性カリ
飽和度（%） 3～6 3～6 3～６ 3～6

（㎎/100g） 20㎎以上であれば、改良材としてのカリは不要

CaO/MgO当量比 6以下 6以下 6以下 6以下

MgO/K2O当量比 2以上 2以上 2以上 2以上

有効態りん酸（㎎/100g） 10 10 10 10

（青森県「土壌及び作物体分析の手引」（平成4年編）から引用）　　　　　　

表77　土壌の化学性の改良目標（露地野菜）

項　　　　　目 す い か
メ ロ ン

きゅうり
ト マ ト

スイート
コ ー ン

だいこん
にんじん

ながいも
ご ぼ う にんにく

はくさい
キャベツ
レ タ ス

pH（H2O） 6.0～6.5 6.5～7.0 6.0～6.5 6.0～6.5 6.0～6.5 6.0～6.8 6.0～6.5

塩基交換容量（me） 20 20 20 20 20 20 20

塩基飽和度（%） 70～80 80～90 70～80 70～80 60～80 70～90 70～80

交換性石灰飽和度（%） 45～65 50～75 45～65 45～65 45～65 45～75 45～65

交換性苦土飽和度（％） 10～25 15～25 10～25 10～25 10～25 10～25 10～25

交換性カリ
飽和度（%） 3～6 3～6 3～６ 3～6 3～6 3～6 3～6

（㎎/100g） 20㎎以上であれば、改良材としてのカリは不要

CaO/MgO当量比 6以下 6以下 6以下 6以下 6以下 6以下 6以下

MgO/K2O当量比 2以上 2以上 2以上 2以上 2以上 ２以上 2以上

有効態りん酸（㎎/100g） 20 20 20 30 30 50
（上限 150） 20

電気伝導度（mS/㎝） 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 0.5

（青森県「土壌及び作物体分析の手引」（平成4年編）から引用）  　　　

（その他の作物の土壌改良基準）
　今まで示した畑作物・野菜は「土壌及び作物分析の手引（平成４年青森県農林部）」を参考にして
記載した。それ以外の畑作物・野菜の土壌改良基準については、他県のデータを参考にして戴きた
い。　一例を以下に示すが、常に最新のデータを参考にすることをお勧めする。
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表78　その他の畑作物の改良目標

項　　　目 そ　　ば はとむぎ

pH（H2O） 5.5～6.0 6.0～6.5

塩基交換容量（me） 20 20

塩基飽和度（%） 45～60 75前後

交換性石灰飽和度（%） 35～45 60前後

交換性苦土飽和度（％） ９～13 14前後

交換性カリ飽和度（%） ２～４ ４前後

CaO/MgO当量比

MgO/K2O当量比 2以上

有効態りん酸（㎎/100g） 10～30 10

（そば：栃木県、はとむぎ：一部栃木県のデータから引用）　　　　　　　　　　

表79　その他の改良目標

項　　　目 ね　　ぎ しゅんぎく ブッロコリー アスパラガス えだまめ

pH（H2O） 6.0～6.5 6.0～6.5 6.0～6.5 6.0～6.5 6.0～6.5

塩基交換容量（me） 20 20 20 20 20

塩基飽和度（%） 60～75 60～75 60～75 60～75 45～75

交換性石灰飽和度（%） 45～60 45~60 45~60 45~60 45~60

交換性苦土飽和度（％） 11~14 11~14 11~14 11~14 11~14

交換性カリ飽和度（%） ３~４ ３~４ ３~４ ３~４ ３~４

CaO/MgO当量比

MgO/K2O当量比

有効態りん酸（㎎/100g） 20~60 20~60 20~60 20~60 10~30

 電気伝導度（mS/㎝）

（栃木県のデータから引用）　　

⑶　畑作物・野菜と土壌改良基準の主な項目の関係
ア　作土

　作土は、耕起が行われている土層のことで、畑作・野菜の根を支え、養水分の供給の場であるた
め、作土の深さは深い方が畑作・野菜の生育は安定する。

イ　地下水位
　地下水位の高さは作物の生育に影響し、地下水位が高いと湿害を起こしやすい。そのため、畑作
物・野菜を栽培するには、一般的に地下水位を下げる必要がある。また、地下水位が高いと地耐力
も低下する傾向があり、トラクターの作業性も低下する可能性がある。

ウ　pH
　土壌の酸性化は、直接根の障害を引き起こすだけでなく、マンガン等が可溶化し、マンガン過剰
症等の生理障害が発生しやすい。逆に、石灰等の過剰施用は土壌をアルカリ化し、鉄、ホウ素等の
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欠乏症状が発生する。畑作物、露地野菜の微量要素の欠乏や過剰による障害は堆肥の施用や適切な
pHを維持していればあまり発生することはない。
　作物によって最適のpH域が異なるのは、作物の酸性抵抗性の強弱に起因している。この抵抗性も
土壌の性質、土壌の乾湿等の条件によって左右されるので、実際にはかなりの幅がある。
　肥料に含まれる窒素は、施用後、硝酸に変化するため、土壌中のpHの低下を引き起こす。全面施
用ではpH低下はあまり大きくはないが、溝施用ではpHがかなり低下することがある。
　土壌が酸性またはアルカリ性になるといろいろな養分の溶解度が変わるため、欠乏症や過剰症が
生じることがある。

表80　土壌pHによる障害要因

項　　　　　目 内　　　　　　容

強酸性化による障害
①石灰、苦土などの塩基類の欠乏
②りん酸、モリブンデンの不溶化による欠乏症
③アルミニウム、マンガン等の可溶化による過剰障害

アルカリ性化による障害 ①微量要素の不溶化による欠乏症

エ　EC
　ECは電気伝導率を示し、土壌に含まれる水溶性イオンの量で決まる。露地のほ場では、施肥直後
を除き1.0mS/㎝を超えることはまれで、0.2～0.8mS/㎝の範囲にある。本県では降水量も多いため、
露地ほ場で高EC状態になることは、海水が流入する以外はまずない。参考までに作物別高EC（塩
分）耐性の程度を示す。

　　　　　　表81　作物の高EC（塩分）耐性

項　　目 作　　　物　　　名

耐性あり 大麦

やや耐性 小麦、アスパラガス

やや感受性
大豆、トウモロコシ、だいこん、キャベツ、はくさい、きゅうり
ほうれんそう、メロン、すいか、ねぎ、ばれいしょ

感受性あり 小豆、にんじん、レタス

オ　有効態りん酸
　根の活動は土壌中の有効態りん酸と関係が深く、不足すると根張りが劣り、生育が悪くなる。土
壌中の有効態りん酸を改良するためには、ようりん、苦土重焼りんなどの肥料を施用する。多くの
りん酸質肥料には石灰や苦土も含んでいるのでpHの矯正にも有効である。したがって、多量に施用
するときは、石灰質肥料の施用量を控えてアルカリ性になることを避ける。

カ　土壌の交換性塩基類
　畑作物、野菜による塩基の吸収量はほぼ一定である。また、塩基類は相互に吸収を助長したり、
抑制したりするので、塩基バランスを崩さないようにする。
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ア　石灰
　石灰には、①植物に過剰にある有機酸を中和する、②ペクチンと結合して細胞と細胞を接合す
る、③根の発育を助けるなどの働きがある。
　強酸性の場合には、石灰と苦土の欠乏を同時に起こしていることが多いので、苦土を含む資材
を使用した方がよい。また、一度に多量の石灰を使用するときは、反応の緩やかな炭カル、炭酸
苦土石灰を使用するとよい。施用量が200㎏/10aを超えるときは、耕起前に半量を施用し、可能
なかぎりプラウ耕で下層まで混和した後、砕土時に残り半量を施用し、十分混和する。
　石灰は植物体内で移動しにくいため、欠乏症状は根菜類や結球ものでは新葉に現れ、葉の先端
や葉縁が白色または褐色になる。果菜類では果実にも現れる（トマト：尻腐れ、きゅうり：褐色
心腐され、ピーマン：尻腐れ）。
　石灰欠乏には、土壌が酸性化したとき、土壌が過乾、過湿のとき、アンモニアやカリを過剰に
施用したときに発生しやすい。
　石灰過剰は、土壌pHが高まり、中性～アルカリ性を示す。そのため、鉄、マンガン、亜鉛、ホ
ウ素などが不溶化され、吸収が抑制される。また、カリ欠乏を引き起こすことがある。石灰過剰
の対策としては、硫酸根などを含む生理的酸性肥料の施用やアルカリ性に強い作物を作付けする
などがある。

イ　苦土
　　苦土の植物体内の働きは、①葉緑素の構成要素、②油脂の合成を助けるなどである。

　苦土欠乏は、生育初期から現れるようなときは品質・収量に影響する。逆に土壌中の苦土が多
すぎると石灰の吸収が悪くなるので注意する。
　苦土は、石灰と反対に植物体内で移動しやすいので、欠乏症は、はじめ古い葉に現れ、葉色が
黄白化し、次第に新葉に及ぶ。とうもろこし、ばれいしょ、カリフラワー、うり類、ブロッコ
リーなどで現れやすく、作物全体が黄色となり生育は著しく劣る。生育初期には現れず、果実が
肥大する頃から現れる。苦土欠乏は、土壌が酸性化したとき、カリを多量に施用したときに発生
しやすい。
　苦土過剰は石灰過剰と同様に土壌pHを高めるため、ホウ素、マンガン、鉄、亜鉛などを不溶化
して欠乏を助長する。

ウ　カリ
　カリには、①炭水化物の合成、移動、蓄積、②タンパク質を合成、③蒸散作用を調節し、体内
の水分の代謝、生理などに関係している。
　カリ欠乏は、生育初期には現れず、生育中～後期に現れる。植物体内で移動しやすいため欠乏
症は古い葉に現れ、次第に新葉に及ぶ。葉は全体に暗緑色となり、葉の先端や葉縁が黄色とな
り、縁部とのコントラストが明らかになり、次第に褐変し、枯死する。
　きゅうりでは下葉に小さい白斑が多数できる。ピーマンでは、下葉の落葉がひどく、果実の肥
大する頃から症状が現れる。また、根菜類では根が肥大する頃から症状が現われ、かぶなどでは
下葉に白斑ができ、しだいに枯死する。
　カリ欠乏は、土壌の酸性化や、砂質土または腐植の少ない土壌で発生しやすい。
　カリ過剰は石灰欠乏、苦土欠乏を引き起こすので、石灰と苦土とのバランスが大切である。
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キ　微量要素欠乏とその対策
ア　ホウ素

　欠乏が出やすい作物は、はくさい、だいこん、カリフラワー、セルリーなどである。欠乏症状
としては、一般的に生長点の分裂が止まり花粉の発育が阻害され、結実不良となる。また、維管
束や組織が壊されて根茎部の中心が水浸状に変化して、その結果、黒化する。また、その後、空
洞あるいは亀裂を生じ、これがコルク化する。
　原因としては、土壌中のホウ素不足、干ばつや湿害による根の吸収力の減退、石灰、苦土、カ
リの過剰などがある。

イ　モリブデン
　欠乏が出やすい作物は、だいこん、ほうれんそう、トマト、カリフラワーなどがある。欠乏症
状としては、一般的な特徴として下葉の葉脈間黄化、葉縁のコップ状湾曲などが生じる。
　原因としては、土壌中のモリブデン不足、強酸性などがある。

ウ　マンガン
　欠乏が出やすい作物は、ほうれんそう、トマトなどである。欠乏症状としては新葉の葉脈間が
黄化するが、葉脈にそって縁が残る。古い葉に現れない。
　原因としては、土壌中のマンガン不足、石灰過剰等により土壌のアルカリ化などである。

⑷　主な畑作物・露地野菜の土壌管理
ア　ばれいしょ

　土壌適応性は広いが、根は深さ30～40㎝、横に半径40㎝くらいに分布するので、作土層が深く、
肥沃かつ軽しょう膨軟で排水良好な土壌が適する。堆肥の散布基準量は10a当たり1.5tとする。土壌
pHが4.5以下または7.0以上となると生育が悪くなる。また、pH6.5以上ではそうか病が発生しやくな
る。

イ　小麦
　小麦は根が浅いので作付けに当たっては、できるだけ排水の良いほ場を選ぶ（大雨が降っても2
～3日以内に表面水が無くなる程度）。堆肥の散布基準量は10a当たり1.5～2.0tとする。pH6.0以下で
は生育が悪くなので、苦土石灰等で矯正する。りん酸質肥料の施用は生育を促進し、分げつや稔実
を良くする。銅に対する反応が大きく、欠乏すると生育抑制や座止現象が起こる。

ウ　大豆
　大豆は土壌適応性の広い作物で、やせた土でも根粒菌で空中の窒素を固定するのであまり減収し
ない。堆肥の散布基準量は10a当たり1t以上とする。生育は酸性の強い土壌は適さないので、特に
転換畑では酸度矯正する必要がある。 

エ　そば
　土壌は、砂壌土、壌土、埴壌土に適し、重粘土や極端な乾燥、排水不良のほ場以外は栽培可能で
ある。土壌pHは、5.5から7程度であるが、かなり強い酸性土壌でも生育できる。
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オ　なたね
　土壌適応性は比較的広く、砂壌土、壌土、埴壌土までも栽培できる。堆肥の散布基準量は10a当
たり1～1.5tとする。土壌pHは5～8と適応範囲が広く、酸性土壌にもよく耐える。

カ　ながいも
　作土の深いほ場を選び、輪作を前提とし、連作障害を出さないように適正な管理を行う。堆肥の
散布基準量は10a当たり2tとする。施用時期は秋堀りの場合は堀取り後又は、翌春に春堀りをした
同一ほ場に作付けする場合は植え付け10～14日前までに行う。未熟な堆肥は土壌病害を助長した
り、障害いもを発生させたりするので、使用しない。

キ　にんにく
　乾燥の著しいほ場では葉先枯れが発生して、生育・収量へ大きく影響する。しかし、排水が悪い
と根の伸びや生育が抑えられるので、排水の良いほ場を選定する。未熟な有機物を多量に施用する
と、越冬前の根に障害を与えるばかりでなく、越冬後においても欠株や生育不良となって減収す
る。したがって、完熟なものを10a当たり2t程度施用する。

ク　にんじん
　ほ場の選定にあたっては排水がよく、保水力のある肥沃な土壌が適する、にんじんの根は広く、
深く分布するので作土層の深いほ場がよい。未熟な堆肥の施用は避ける。堆肥の散布基準量は10a
当たりおおよそ2tを基本とする。にんじんは強い酸性を嫌うので石灰類を施用し、酸度を矯正す
る。また、りん酸が不足すると地上部の肥大が悪くなる。

ケ　だいこん
　だいこんの形状のよいものを生産するには、土壌条件が大きな要因となる。好適なほ場は保水力
があり、排水がよく、作土層が深いことである。粘土質土では肌が粗くひげ根が出やすく、さらに
重粘土では岐根が多く、腐敗しやすい。反対に、土壌が軽すぎたり土質が粗いと肉質が硬く肌のつ
やが悪くなる。堆肥の散布基準量は10a当たりおおよそ2tを基本とする。強酸性土壌では石灰や苦
土の欠乏がでやすく生育も抑制される。

コ　ごぼう
　根長が１m前後に伸長するので、作土層の深いほ場が要求される。品質は土質によっても左右さ
れ、適湿な砂土で生産されたものは細長で根端の肉付きがよく、ひげ根が少ないなど外観がよく、
砂壌土や壌土はこれに次いでよい。壌土は外観が悪くないが、直根が太く、ひげ根も大きくなる傾
向がある。未熟堆肥は岐根の原因となるため、施用しない。堆肥は10a当たり1～1.5t施用する。

サ　すいか
　すいかの根は好気性で、一般的に根が浅い。そのため、雨水の停滞するような通気性の悪いほ場
では、茎葉の衰退が著しく、枯れ上がりも早くなる。堆肥の散布基準量は10a当たり2t程度とす
る。また、すいかは耕土の深い地帯では酸性がやや強くても良く生育する。
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シ　メロン
　メロンの土壌適応性は比較的広く、砂質土壌、壌土、埴壌土などで栽培が可能である。メロンは
浅根性で酸素要求量が高いので排水が良く、通気性に富むほ場が適する。堆肥の散布基準量は10a
当たり2tとする。

ス　スイートコーン
　土壌に対する適応性はかなり広いが、肥沃で排水、保水性の良いほ場を選ぶ。干ばつに弱いの
で、深耕し、根域の拡大を図るようにする。堆肥の散布基準量は10a当たり2tとする。

セ　キャベツ
　土壌に対する適応性は広く、最も適する土壌は、作土が深く、排水の良好な土壌である。過湿と
なると根が湿害を受けるので常時過湿なほ場は避ける。堆肥の散布基準量は10a当たり2tとする。
土壌酸性は微酸性から中性土壌でよく生育するが、pH5.3以下になると根こぶ病が発生しやすくな
る。

ソ　はくさい
　はくさいの根は広く分布するが、大部分は深さ30㎝、半径70㎝の範囲に密に広がり、特に地表下
15㎝の働きが活発である。このため、作土が深く、排水、保水性のあるほ場が適する。堆肥の散布
基準量は10a当たり２tとする。酸性土壌では酸性に応じて矯正する必要がある。

タ　レタス
　レタスは比較的浅根性で、作土の深い有機質に富む砂壌土や壌土が最適である。土壌適応性が広
いが、排水不良や多湿条件下では病害が発生やすい。堆肥の散布基準量は10a当たり2tとする。ま
た、レタスは土壌pH5.0以下で生育が抑制される。




