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⑵　施設土壌の実態
　施設土壌は露地栽培の土壌より肥料成分が蓄積しやすいという特徴がある。このことは県内181地
点の施設土壌について、作物の収穫が終わった後に土壌を採取して分析した結果（農林総合研究セン
ター、平成11～16年）からも明らかである。

ア　交換性塩基類
　塩基飽和度は、改良目標値である70～80％の範囲にある土壌が全調査地点の10％と少なく80％を
越えている土壌が全体の66％と全調査地点の半分以上であった。さらに、100％をこえている土壌
も全調査地点の34％と多くみられた（図21）。
　それぞれの塩基についてみると、苦土は全調査地点の70％の土壌が改良目標値に達しているが、
石灰では48％、カリでは32％が改良目標値を超えている（図22～24）。

    

イ　EC
　ECは、改良目標値である0.7mS/㎝を超えている土壌が全調査地点の23％あり、1.0mS/㎝を超えて
いる土壌も11％あった（図25）。
　土壌に残っている水溶性塩類は、硝酸イオンよりも硫酸イオンの方が多い状況なので（図26）、
ECが高くても肥料分（硝酸態窒素）が多いとは限らない（図25、26）。
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ウ　pHと塩基飽和度
　pHは、改良目標値の6.0～6.5の土壌が全調査地点の31％であった（図27）。しかし、土壌中に硝
酸イオンや硫酸イオンなどの水溶性塩類が多いとpHは低下するので、塩基飽和度が同じでも水溶性
塩類の量によってpHの値は１程度の幅がみられた（図28）。
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エ　有効態りん酸

　有効態りん酸は、改良目標値の20～50㎎/100g内にある土壌が全調査地点の10％と非常に少な

く、50㎎/100ｇを超える土壌が89%と非常に多かった。さらに、200㎎/100gを超えている土壌が

30％もあり、りん酸の蓄積が顕著であった。（図29）。

 

　このように、県内の施設土壌においても、石灰、苦土やカリなどの交換性塩基類や、硝酸イオン

や硫酸イオンなどの水溶性塩類、さらに有効態りん酸が過剰に蓄積している土壌が多い状況が認め

られた。

100％を超えている土壌が34％と多かった。そのため、交換性塩基類や有効態りん酸などを含めた

土壌分析をして施肥設計や土壌改良を行なうとともに、有機物を施用する場合には、有機物から供

給される養分を施肥量から減らすなど、これまで以上に土壌に肥料成分を蓄積させないような土壌

管理が重要となっている。

⑶　施設土壌の土づくり

ア　土壌診断の方法と留意点

で、交換性塩基や有効態りん酸を測定し、施設土壌の改良目標値（P143表94）を参考に土壌改良や

施肥設計を行う。

かりが意識されがちである。しかし、土壌の養分状態がいくら良くても、土壌の物理性が悪く作

物の根が伸びていけない状態だと、作物は養分を吸収することができない。

　土壌の分析を行う前に、そのほ場の作土層の深さや下層土の状態、地下水位など土壌の物理性

についても診断を行い、問題がないことを確認してから土壌分析を行う。

効
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イ　土壌のサンプリング方法
　施設土壌では、作土のなかでも特に土壌表面に肥料成分が溜まりやすい。また、作物の定植位
置やかん水位置によっても肥料成分の偏りが生じるため、サンプリングは注意して行う。
　一般に、土壌のサンプリングは前作の栽培が終了してから次作の施肥を行う前にするように
し、下記に示すようにほ場の数か所から、作土層を上から下まで同じ厚さで採取し、良く混合し
て分析サンプルとする。
　作物が生育中で畝立てしているほ場のサンプリングは、畝間から隣の畝間までの作土層全体を
採取する。
　また、作物に生理障害が発生している場合など、作物の生育期間中に土壌をサンプリングする
場合は、生理障害が発生した株と、健全な生育をしている株の周りの土壌をサンプリングし、そ
の両方を分析して比較する。

ウ　pH、ECと硝酸態窒素
　硝酸イオンや硫酸イオンなどの水溶性塩類が増加しECが高くなると、pHは低下する。その程度
は土壌によって異なるが、ECが1.0mS/㎝上昇するとpHは0.5～1.0減少する。このように、水溶性塩
類が蓄積している土壌では、石灰や苦土などの交換性塩基が土壌中に十分に含まれていてもpHが
低い値となるので、pHだけからアルカリ資材の施用量を決定するのは危険である。
　また、ECが高い土壌では、一般的に土壌中に硝酸態窒素が多く残っている可能性が高い。硝酸
態窒素は速効性の窒素質肥料と同じように作物にすぐに吸収されるので、土壌のECを測定し、そ
の測定値に応じて肥料の窒素成分を減らすことがよく行われてきた。しかし、施設土壌では硝酸
態窒素（＝硝酸イオン）のほかにも硫酸イオンや塩素イオンなどの水溶性塩類が多く残る傾向が
あることから、ECが高いにもかかわらず土壌中に硝酸態窒素が低い場合もある（図31）。このよ
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うな土壌では、EC値が高いからといって窒素を減肥すると、作物に窒素が不足してしまうことが
懸念される。
　以上のことから、施設土壌ではRQフレックスなどを使用し、土壌中の硝酸態窒素を測定し
て、窒素肥料を減らすなどの対応が必要である。

エ　塩基交換容量（CEC）と交換性塩基
　CECの大きさは、土壌の粘土や腐植の質や量によって大きく異なる。CECの改良目標値は20meで
あるが、例えば砂丘未熟土のCECは10me以下であるので、これを目標値の20meまで増大させるに
は、CECの大きい土壌を客土したり、多量の有機物を施用し腐植の量を増やしたりする必要があ
り、多大な経費や労力を要するため現実的ではない。よって、CECは改良目標値の20meにとらわ
れず、現状のCECを維持することを目的に堆肥などの有機質資材を施用する。
　CECが大きい土壌は、pHやECが急激に変化しないなど緩衝能力が大きい。また、肥料成分を多
く保持できるので、一般に施肥管理が容易である。一方、CECの小さい土壌は、施肥の影響をコ
ントロールしやすいので、開花・結実や品質が重要視される作物の栽培に向いている。
　改良目標値の塩基飽和度は、CECが20me前後の土壌における値である。CECが15me以下と小さい
土壌では、塩基の要求量が大きい作物を栽培すると土壌の塩基飽和度が目標値であっても塩基の
絶対量が不足することがあるので、塩基飽和度を目標値より高くする。逆にCECが40me以上と大
きい土壌では、目標値より低くても良い。
　石灰、苦土、カリなどの交換性塩基は、それぞれが、土壌中に作物が必要とする量あれば良い
という訳でもなく、交換性塩基間のバランスが保たれた状態にあることも重要である。
　pHが適正な土壌には、多くの場合、作物に必要な量の石灰が存在する。それでも果菜類に石灰
欠乏がよく発生するのは、土壌中にアンモニア態窒素のほか苦土やカリなど石灰以外の塩基が多
いことによって、作物の石灰の吸収が阻害されることが原因となっている場合が多い。
　苦土も石灰同様、土壌中の塩基バランスが悪いと作物に苦土欠乏が発生しやすい。特に、堆
きゅう肥などカリ含量の高い有機物の連用により交換性カリが多くなり、苦土/カリ当量比が改
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良目標の２以上を満たしていないところに多く発生する。
　カリは基準どおり施肥していれば欠乏症が発生することはほとんどないが、土壌中のカリ含量
が高まると、作物の苦土欠乏症を助長するので、土壌分析によりカリ含量を確認し、減肥やク
リーニングクロップによる除塩など適切な対策を実施する。

オ　有効態りん酸
　施設土壌の有効態りん酸の改良目標値は20～50㎎/100gである。しかし、現在の施設土壌で
は、有効態りん酸が20㎎以下の土壌は非常に少なく、大部分の土壌は50㎎以上と過剰な状態で、
200㎎をこえている土壌も多い。今後、さらなる蓄積を防ぎ、肥料コストを削減するためにも、
有効態りん酸が多い土壌では表88を目安にりん酸を減肥する。

表88　有効態りん酸に応じたりん酸減肥の目安

有効態りん酸
（㎎/100ｇ） りん酸の施肥管理

50未満
50～100未満

100以上

慣行施肥量
50 ％ 減 肥
無 施 肥

イ　改良資材の施用
ア　石灰と苦土の改良

　アルカリ資材の施用する場合は、pHだけではなく必ず土壌中の石灰や苦土を測定して、図40の
ように施用量を算出する。施用量の算出には、①石灰飽和度、②苦土飽和度、③CEC、④改良深
度・作土の深さの測定と、土壌の仮比重が必要である。土壌の仮比重は、土壌の種類によって異
なり、黒ボク土は小さく、砂丘未熟土は大きい。

 表89　土壌の種類と仮比重

土壌の種類 土壌の仮比重

黒 ボ ク 土 0.8

砂丘未熟土 1.2

そ れ 以 外 1.0
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イ　りん酸の改良
　施設土壌では土壌にりん酸が蓄積している傾向にあり、りん酸の改良が必要な土壌は少ない。
しかし、ハウス設置後の年数が少ない土壌では、有効態りん酸が改良目標値の下限値（20㎎
/100g）より少ないことがあるので、土壌診断により有効態りん酸とりん酸吸収係数を測定し、
表90を参考に改良を行う。施用する資材は、土壌のpHや養分状態によって表91のように選択す
る。

表90　有効態りん酸とりん酸吸収係数に応じた20％ようりんの施用量

りん酸吸収係数

有効態りん酸の不足量（㎎/100g）
（改良目標値－測定値）

5 10 15 20

2000以上
2000～1500
1500～1000
1000未満

300
200
150
100

600
400
300
200

900
600
450
300

1200
800
600
400

表91　土壌のpHに応じたりん酸肥料の選定

土壌のpH りん酸質肥料の種類 りん酸の保証成（％） 20％ようりんからの
換算係数

6.5以上 過リン酸石灰
17.0
20.5

×1.18
×0.98

5.5～6.5

苦土重焼りん 35.0 ×0.57

ようりん
20.0
23.0

×1.00
×0.87

5.0未満 ようりん
20.0
23.0

×1.00
×0.87

ウ　堆肥の施用
　堆肥などの有機質資材を施用することは、土壌の機能を維持・向上するために必要である。堆肥
の施用量は、施用する堆肥や土壌の種類、作物や栽培体系などにより異なるが、最低でも表92に示
した程度の堆肥を施用しなければ、地力を維持することができない。
　堆肥を施用した場合は、過剰施肥にならないように、堆肥に含まれる肥料成分を考慮して減肥を
行う必要がある。堆肥を１t施用した場合の減肥量の目安は表93のとおりであるが、施用する堆肥
によって異なることから、実際に施用する堆肥の成分量などを踏まえて設定する必要がある。
　施設土壌は、露地と比較して地温が高いので、土壌中の有機物が分解する速度が速く、量も多
い。そのため、堆肥をなるべく多く施用して土壌に有機物を補ってやることが望ましい。しかし、
牛ふん堆肥や豚ぷん堆肥など家畜ふんを原料とした堆肥は、肥料成分を多く含むため塩類集積を招
きやすく、多量に施用することができない。一方、稲わら堆肥やバーク堆肥など作物残さを原料と
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した堆肥は肥料成分が少ないので、施設土壌の有機物を補うのに適している。

表92　地力の維持に必要な堆肥の最低量
（農林水産省　堆肥の施用基準）

堆肥の種類
　施用量（t/10a）

黒ボク土 非黒ボク土

稲わら堆肥
バーク堆肥

2.5
2.5

2.5
2.5

牛ふん堆肥
豚ぷん堆肥

1.5
1.0

1.0
0.5

表93　各種堆肥１t当たりの減肥量の目安
（農林水産省　堆肥施用による減肥量）

堆肥の種類
減肥量（㎏/10a）

窒素 りん酸 カリ

稲わら堆肥
バーク堆肥

0.8
1.0

 2.0
 3.1

2.9
1.8

牛ふん堆肥
豚ぷん堆肥

2.1
4.0

 7.0
19.4

4.8
6.8

エ　土壌消毒をおこなった場合の留意点
　施設栽培では、収益性が重要視されるため、同じ作物が連続して栽培されることが多い。そのた
め、土壌病害による連作障害を防ぐため、蒸気や薬剤施用による土壌消毒が行われている。土壌消
毒をした土壌では、次の点に注意する。

　ア　土壌へのアンモニアの蓄積
　土壌消毒を行った土壌にはアンモニアを硝酸に変化させる硝化菌が少なくなっていて、回復す
るには4週間以上かかる。アンモニア生成菌は土壌消毒の影響が少ないため、土壌中にアンモニ
アが蓄積しやすい。その結果、アンモニアガスによる障害が発生したり、ほうれんそうのような
硝酸を好む植物が生育を阻害されたりする。土壌消毒を行ったときは、有機態窒素やアンモニア
態窒素肥料の施用は控え、硝化菌がなるべく早く回復するように完熟堆肥などを施用する。

　イ　石灰や苦土の吸収阻害
　土壌溶液中への石灰の溶出には、硫酸イオンや硝酸イオンが関係していて、これらのイオンが
多いと石灰の溶出が多くなり、作物による吸収量も増加する。このため、土壌消毒をおこなった
土壌のようにアンモニアが多く硝酸が少ないと、作物の石灰の吸収が少なくなり、トマトでは尻
腐れ果の発生が多くなる。同様に苦土の土壌溶液への溶出も少ないため、作物の苦土の吸収が少
なくなり、キュウリではグリーンリング症の発生が多くなる。土壌消毒を行った土壌では、石灰
や苦土の土壌溶液中への溶出が少ないので、追肥に硝酸態窒素を含んだ肥料を用い、石灰や苦土
の土壌溶液中への溶出量を増やすようにする。
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オ　各作物の土壌適応性
　ア　トマト

　土壌の適応性は比較的広く、耕土が深く、腐植に富み、透排水性の良い土壌が適する。養分の
吸収は土壌水分によって左右されるので、過湿にならない範囲で多いほうが良い。また、通気が
良いと根の発達が良く、土壌中の酸素含量が10％前後で最も生育が旺盛になる。根の分布は深さ
１ｍ、幅３ｍにも達するという報告があるが、活力のある根群は50㎝以内に多い。

　イ　きゅうり
　有機質の多い肥沃で保水性、排水とも良い土壌が適する。根は表層15～20㎝に多く分布してい
るため乾燥に弱く、乾燥すると先細り果の発生が多くなる。根は湿害にも弱く、土壌中の通気性
を良くすることが大切である。

　ウ　いちご
　土壌適応性は広いが、保水性や通気性の良い肥沃な埴壌土が最も適する。粘質土は排水、乾燥
に注意すれば活着後の生育は良好となり、収量も多い。黒ボク土ではりん酸が欠乏しやすいので
注意する。いずれの土壌でも、多肥条件化では葉枯れ症（チップバーン）などの障害が発生しや
すく、きわめて低い肥料濃度を好むため、根域を大きくすることが必要である。

　エ　すいか
　根は分布が浅く多湿に弱いため、雨水が停滞するような通気性の悪い土壌では、茎葉の衰弱が
著しく、枯れ上がりも早くなる。砂質土では初期の根張りを十分にすると、根群が深くなるので
乾燥害を受けることが少ない。砂質土や黒ボク土では肥料切れが早いので収穫期まで草勢を維持
するような施肥管理を行う。粘質土では初期の生育がゆっくり進み、充実した茎葉を作りやす
く、着果後の草勢も保ちやすい。

　オ　メロン
　土壌適応性は比較的広く砂質土、壌土いずれの土壌でも栽培できる。砂質土では生育が促進さ
れ、やや早生化する。浅根性で酸素要求度が高いので、排水のよい通気性に富むところで良好な
生育を示す。土壌水分は、生育初期から中期にやや多めに必要とするが、成熟期には少なめにす
る。この時期に過剰に水分が吸収されると裂果や糖度低下の原因となる。

　カ　ピーマン
　土壌に対する適応性は広いが、排水が良好な土壌が適する。乾燥しすぎると生育が劣り、尻腐
れ果が発生しやすい。また、過湿にも弱く、湿害を受けると根の回復が遅い。

　キ　ほうれんそう
　地上部に比べて根部が発達しているので耕土が深く、保水性、排水性ともよい砂壌土が最も適
する。酸性土壌には最も弱い作物のひとつであり、pH6.0以下では生育収量が劣り、pH5.5以下で
は発芽が悪くなり、発芽しても黄化し、根も褐変し枯死する。耐肥性は強いが、ECが1.5mS/㎝以
上になると、塩類障害を受けやすい。

　ク　こまつな
　土壌適応性は比較的広く、pHはやや低くても生育するので、ほうれんそうやしゅんぎくなどに
比べて作りやすい。有機質に富む粘質土や壌土が栽培に適している。粘質土では肥料持ちが良く
病害も少ない。砂質土では肥料切れしやすいので短期間に収穫する作型で栽培する。
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