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（４） 土の粒子と吸着力

土壌に施用された肥料成分は、土壌粒子にくっついたり離れたりしながら、水に溶けて土の中

を移動します。その移動しやすさは、土壌と肥料成分毎に異なっています。

① 土壌粒子はマイナス荷電を持つ
土壌診断には乾燥した土を 2mm のふるいを通して分析試料としています。2mm 以上は石ころ

であり土壌ではありません。2 ～ 0.02mm 程度の砂粒は、通気性や排水性を高める働きはありま

すが、養分をくっつけることはできません。ところが粒子が 0.002mm 以下の粘土になると表面

にマイナスの荷電を帯びるようになります。養分の多くはカリウム（K ＋）、カルシウム（Ca ２+）、

マグネシウム（Mg ２+）のように、水に溶けるとプラスの荷電を持ったイオンになります。マイ

ナスの荷電を持った粘土粒子は、これらのプラス荷電を持った養分をくっつけて保持できるよう

になります。また、くっつき易さは養分の種類によって異なっており、プラスが一つのカリウム

より二つのカルシウムやマグネシウムの方が強く保持されます。新しい養分が入ってきた場合は、

強く保持される方が弱い方を追い出して入れ替わっていきます。土壌酸性化の原因となる水素イ

オン（H ＋）は土壌にかなりくっつきやすいので、カルシウム等の養分を追い出して徐々に酸性

化が進行することになります。

② どれくらいの養分を保持できるの
プラスイオンを保持する能力の大きさを数値で表したものが CEC（陽イオン交換容量）で、

土壌 100g あたりに保持できる荷電量 meq で示されます。CEC は粘土の種類・量と同様に荷電を

持つ腐植の量によって決まります。堆肥を連用すると腐植含量が多くなり CEC も徐々に高まっ

てきますが、粘土の量は土壌の種類によってほぼ決まっています。県内の主要土壌の CEC をみ

ると、粘土と腐植含量の多い黒ボク土が高く 25 ～ 38、ついで褐色森林土の 18 ～ 24、粘土含量

が少ない灰色低地土は 12 ～ 17、砂の多い砂丘未熟土は 2 ～５となっています。

2mm以上は石ころ
土壌ではない

粒子間の隙間が大きく
通気・排水をよくする

粘着性はないが小
さいと吸着性あり

表面積が大きく
養分の吸着・交換をする
粘着性・凝集性がある

土壌粒子が小さくなると
表面にマイナスの荷電ができ
プラスの養分が保持される

図１ 土壌の粒径区分と特性

土壌群 CEC（meq/100g) 主な分布域と樹種

水田転換畑（ナシ・カキ・ブドウ）

県東部の丘陵畑（ナシ・カキ）

県西部から中部の丘陵畑（ナシ・カキ・リンゴ）黒ボク土 ２５～ ３８

海岸沿いの砂丘畑（ブドウ）２～５

褐色森林土 １８～ ２４

灰色低地土 １２～ １７

砂丘未熟土

表 土壌の種類とCEC
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土壌診断における塩基含量の基準値は、CEC で表される全体容量に対して各成分が何％くっつ

いているかで示されています。例えば、石灰の基準値は CEC の 60 ～ 70%が石灰で占める量とさ

れています。また、苦土なら 10 ～ 15%、カリなら 2 ～ 5%となっており、合計として 70 ～ 90%
が基準値となっています。ところで、実施した土壌診断が 100%を超える結果になっている場合

がたまにあります。これはくっついている養分がかなりいっぱいになり、周辺の水にもイオンと

なって存在しており、これらが合わさって測定されているためです。

黒ボク畑の平均的な CEC は 30 程度です。この養分保持量はどれ位でしょうか。土壌診断で適

正とされる条件では、10a で深さ 40cm の土層には石灰 1700kg、苦土 240kg、カリ 160kg が保

持されます。この量は施用肥料に換算すると、炭カル 170 袋、硫マグ 50 袋、リン硝安カリ 60 袋

分に相当し、通常の年間施用量の 30 倍程度にもなります。水田転換畑の場合はこの半分の 15 倍

程度、保持量が少ない砂丘畑でさえ年間施用量の 3 倍程度は保持できることになります。従って、

土づくりがしっかりできているほ場は、窒素肥料等の不足する成分だけを施用すれば当面は支障

のないほどの量を保持していることになります。

③ マイナスイオンはどうなるの
さて、養分の中で硝酸（NO3

－）やリン酸（H2PO4
－等）のようなマイナスイオンは土壌に保持

されないのだろうか。これまで土壌中の粘土粒子や腐植には、マイナスの荷電があると説明しま

したが、実際は少しのプラス荷電もあります。従って、硝酸やリン酸はこれらのプラス荷電に影

響を受けることになります。その影響の程度は、陽イオン交換容量 CEC と同様に陰イオン交換

容量 AEC で表されます。一般的に CEC に比べ AEC の値は小さく、ｐ H が低くなるほど増大す

る性質があることが知られています。AEC は腐植と粘土含量が多い黒ボク土でさえ、CEC の十

分の一程度の値となっています。

果樹園に追肥された窒素肥料は、化成肥料であれ有機質肥料であれ土壌微生物によって分解さ

れ、最終的には硝酸となって行動します。肥効の持続期間は、硝酸までに変化する期間と土壌中

に保持される期間が影響しています。後者の保持期間について調べた結果は、図３のようです。

黒ボク畑では土層表面の硝酸は、降雨と共に徐々に下方に移行します。途中、腐植や粘土粒

子のプラス荷電にくっつきながら、水よりはかなり遅く移動することになります。調査によると、

１メートル移動するには降雨量で約 1000mm、期間で約 6 ヶ月かかりました。このことは、2 月

下旬に施肥された燐硝安カリの硝酸は、1 か月後に深さ 20cm の根群に達し、2 か月後の 4 月下

旬以降は主要根群域 40cm の下方に溶脱することを示しています。一方、砂丘畑では黒ボク畑よ

り 5 倍程度早く、200mm の降雨で 1 メートル移動します。同じ施肥ならば、主要根群域 40cm
の下方に移動するのには 80mm の降雨、施肥後 3 週間程度かかることになります。

図 CEC（陽イオン交換容量）

○粘土や腐植のコロイドの多少によって決まる
○土壌の種類によってほぼ一定
○堆肥施用によって増加する

陽イオンの吸着可能量

単位：土壌１００ｇあたりmeq
近年はcmol(+)kg-1

Mｇ２＋ CECとは
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④ 移動特性に応じた施肥とは
土壌粒子に保持された各成分は、新しく入ってくる成分と入れ替わりながら土壌溶液中に移

り、養分の補給元となっています。その過程において、作物による吸収や有機物分解等の微生物

活動の影響を受けながら、各養分は徐々に下方に移行しています。そして、その移動しやすさは、

各成分毎のくっつく強さによって決まります。

最も移動しやすいのは、先に述べた硝酸です。40cm の土層内にとどまる期間は１～２か月ほ

どです。窒素肥効を維持するためには、降水量を見ながら追肥することが必要です。次に動きや

すいのはカリウムで、土層内に１～ 2 年はとどまっています。土壌表面に施肥しても根域に比較

的到達しやすい成分です。次はカルシウムとマグネシウムで、根域土層内に数年はとどまってい

ます。土壌表面に施肥しても根域に全体に浸透移行することはほとんどありません。秋の深耕時

に根域全体に施肥するのが効果的です。

最も移動しにくいのがリン酸です。リン酸は他の成分とは性質が異なり、くっつく相手によって

保持される強さが異なります。黒ボク土に多いアルミニウムに強く保持されると固定化して全く

動かなくなり、数十年以上は土層内にとどまることができます。従って、黒ボク土では浸透移行

することは全く期待できません。施肥はできるだけ根の近くにいくように深耕時に行う必要があ

ります。植物根の分泌物や有機物施用に伴う微生物活動によって少しずつ有効化して吸収されま

す。

土壌が pH ５以下の酸性条件では、鉄やアルミニウムの水酸化物として固定され、吸収されに

くい形でとどまります。また逆に、pH ７以上だとリン酸カルシウムも溶解性が低下し再び吸収

されにくくなります。従って、中間の pH ６前後が植物にとって利用されやすいリン酸が多く存

在すると言われています。

図３ 硝酸態窒素の移行速度
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図４ リン酸の固定
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（５） リン酸の効果的な施肥法

リン酸は窒素、カリと並ぶ主要な肥料成分であり、細胞の増加に不可欠な養分です。ところが

土壌中にはかなりの量のリン酸が蓄積しており、施肥改善が必要な状況にあります。

① リン酸はどれだけ施肥してきたの？
本県におけるナシ施肥量の変遷（表１）をみると、リン酸

は施肥基準として、成分比を窒素に対して６割としており、

ここ三十年間は概ね基準どおりで大きな変化なく推移してい

ます。リン酸はこの他に、改良資材として 10 ～ 13kg が投入

されています。これは、施用基準の 8kg 程度に比べてやや多

い量となっており、黒ボク土でのリン酸肥効の安定化をねら

うとともに、リン酸による果実品質の向上を期待したものと

なっています。

② どれだけ貯まっているの？
地力保全調査によると、樹園地の可給態リン酸含量は適量基準としている 10 ～ 40mg をはる

かに超えて 120mg にまで上昇しており、他作物に比べても高いレベルとなっています（図１）。

最近の調査でも、鳥取県東部の褐色森林土ナシ園では、80%以上が 100mg 以上、県中西部の黒

ボク土においてもほぼ同様に 70%近くで 100mg 以上となっています。とくに、ナシは計画的な

部分深耕が指導されながらも、高齢化により実施する農家が減少して、肥料の表層散布が多くな

っています。各樹種の土壌中の深さ別分布（図２）を見ると、表層ほどリン酸含量が高く下層ほ

ど低下する傾向にあります。主要根群域においても 70mg 以上となっており、基準値を上回って

います。

可給態リン酸含量が高まっていることは、以前からすでに指摘されていたことです。しかし、

多肥による弊害が不明確なことや根拠となる試験データに乏しいこと等により、一定量のリン酸

施肥が継続されてきました。

ナシのリン酸の吸収量は窒素やカリに比べて少なく、

10a あたり３ kg 程度とされます（表２）。

年間施用量を 24kg とすると、13 ％程度しか吸収され

ていないことになります。残りのほとんどは土壌に吸着

・固定され、少しずつ吸収されていると考えられます（図３）。

④ リン酸の役割と効果は？
吸収されたリン酸は成長の盛んな芽の部分や根の先端、あるいは子実に移動して開花結実等の

細胞の増加に役立っています。一般的なリン酸欠乏症状としては、葉の光沢が悪くなり暗紫色か

ら暗赤色となって小型化すると言われています。野菜類では茎葉の伸長が抑制され、水稲では分

けつが悪くなるとされます。

リン酸過剰症としては、水稲では苗で旧葉の先端が褐変する症状がでるとされ、野菜ではタマ

ネギで軟弱化が指摘されています。また、亜鉛、鉄欠乏を誘発するとの報告もありますが、詳し

いことはまだわかっていません。

表１ 鳥取県におけるナシ二十世紀の施肥

窒素 リン酸 カリ
1958 29 21 26
1965 19 13 16
1978 16 12 11
1985 15 12 11
1991 19 13 12
2001 21 12 14
2008 21 14 13

注）改良資材中のリン酸を除く

年次
10aあたりの施肥量(kg）

品種 窒素 リン酸 カリ

二十世紀 16.2 2.7 16.2

注）島根農試1986

表２ ナシの養分吸収量(kg/10a)
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⑤ ナシのリン酸肥効は？
一方、果樹ではリン酸肥料の施肥反応が不鮮明なため、明確な施肥効果は認められないとする

成績が多いのが実情です。

新規造成畑のようなリン酸がきわめて少ない条件においては、新梢の伸長が劣り、リン酸施肥

によって改善されることが知られています。また、ナシは果樹の中でもリンゴやモモに比べてリ

ン酸の施肥反応がより鈍く、増施による効果が少ないとする傾向が認められています。

果実品質への影響は、ミカンで減酸に効果があることを除いて、一定の評価は得られていませ

ん。現状の豊富なリン酸レベルでは、リン酸増施による糖度や着色向上といった期待感ほどの効

果ははっきりしないと言えます。

⑥ どうしてリン酸肥効がはっきりしないの？
果樹で肥効が不明確な要因としては、次のことが考えられます。

○リン酸は大部分が土壌吸着され施肥リン酸の影響が少ない

○体内を移動しやすいため樹体貯蔵成分の転流が影響する

○必要濃度レベルが低く吸収利用率も低い

○根群分布が広範囲にあり過去の施肥リン酸や有機物からの供給がある

⑦ ナシのリン含量は？
県内 11 箇所のナシ栄養診断園の葉中リン含量

は、0.14 ～ 0.18 ％の範囲にあり基準値の 0.12 ～

0.20 ％の中におさまっています。また、年次変動

も他の元素に比べて少なく安定しています。葉中

リン含量が基準値を下回ることは特殊な場合を除

いてほとんどありません。

可給態リン酸含量と葉中リン含量との関係（表

３）をみても、診断基準を大きく下回る土壌条件

にあっても、葉中リン含量は基準値内にあり、新

梢伸長や果実収量品質にこれといった影響は認められていません。

⑧ リン酸の効率的な基準は？
果樹ではリン酸の施肥反応がはっきりしないため、土壌診断基準としてこれまで上限値は設定

されていませんでした。大半が現状の基準値（10 ～ 40mg）を超えている実態にあって、上限値

を設定しようとする動きがあります。今

のところ、暫定的な数値として 50 ～

100mg が目安となっており、本県では

肥料高騰対策実証ほにおける減肥の目安

として 70mg（表４）を設定して確認を

行っているところです。

⑨ 効果的なリン酸施用法は？
これまで述べたことを基に、効果的なリン酸施用法としては次のことがポイントになります。

○リン酸は土壌 pH によって有効化が大きく異なるので、5.5 ～ 6.5 の範囲に入るよう改良する。

○有機物を土壌混合することによりリン酸と土壌との接触を少なくし固定を防ぐとともに、多様

で活発な微生物活動によって有効化を促進する。

○表層に豊富な可給態リン酸を深耕によって根群域の近くに持って行く。

○リン酸減肥の目安を参考に、土壌診断結果に基づいて施肥改善をする。

○堆肥等の土づくり資材に含まれるリン酸の量を考慮して施用量を調整する。

以上のことはとくに目新しいことではありません。ナシの施肥技術は、試験研究に裏付けられ

た科学的な面と篤農家等による永年の栽培からうまれた経験的な面が共存しています。とくにリ

ン酸については未解明な点が多く、現場の経験を活かしながら施肥改善に生かしていくことが必

要です。現在のナシ栽培は、養分供給の観点からみるとかなり潤沢な状況にあります。この度の

肥料高騰は、それらを見直すよい契機です。この機会に必要な施肥量はどれほどなのか、最も効

率的な施肥法は何なのかについて再点検してみましょう。

土壌の種類
可給態リン酸含
量(mg/100g)

葉中P含量
（％）

黒ボク土下層土（大栄） 0.3 0.15
黒ボク土下層土（東郷） 1.2 0.15
褐色森林土（津ノ井） 15.3 0.18
黒ボク土表層土（赤崎） 19.8 0.16

注）鳥取果試1989

表３ 可給態リン酸含量と葉中P含量との関係

表４ 土壌診断に基づいたリン酸減肥の目安

対象
作物

可給態リン酸含
量（mg/100g）

リン酸肥料施用法

10未満 土壌改良材は標準または5割増施用、施肥リン酸は標準施用

10～40 土壌改良材は半量、施肥リン酸は標準施用

40～70 土壌改良材は無施用、施肥リン酸は半量施用

70以上 土壌改良材、施肥リン酸ともに無施用

ナシ
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（６）土壌の保水量とかん水

理想的な土壌条件は、排水が良好で保水性が高いことです。梅雨の前後は水の多い条件から少

ない条件へと変化が激しい時期なので、適切な水分管理が求められています。

① 保水性と排水性はどう違うの？
土の中には大きな隙間と小さな隙間があります。多量の

雨が降ると隙間はすべて水で満たされますが、しばらくす

ると大きな隙間はすぐに排水されて空気と置き換わりま

す。しかし、小さな隙間の水は排水されず土に保持されま

す。この状態でおよそ２割が空気（気相）となり、２～４

割が水（液相）、残りが土壌粒子（固相）となります。排

水が良く保水性が良い土壌とは、大きな隙間と小さな隙間

がちょうど良く混在する土です。

② どこまで水を利用できるの？
小さい隙間の水は表面張力によって保持されています。その保持の強さは、小さい隙間ほど大

きく、ストローで水を吸う力にたとえると、30cm からなんとビルの数階に相当する 10m の高さ

まで吸い上げる力に匹敵します。

土壌の乾燥程度の指標として pF（ピーエフ）値を用いることがあります。これは吸着力を水柱

の高さの対数表示としたものです。30cm は pF1.5 に相当し、弱い力なので大きな隙間の水は重

力に負けて排水されます。一日経過し、排水されなくなった時点が最も多くの水を保持した状態

で、その状態の水分量をほ場容水量と言います。

植物は土にくっついた水をエネルギーを使って吸水しています。ストレスがなく容易に吸える

範囲は、300cm（pF2.5）程度までで、1000cm（pF3.0）までは何とか吸水し、それ以上が長く

続くと凋れて回復しなくなります。

③ かん水はどうするの？
作物生育に効果的な土壌の保水量は、有効水の割合を容積の 10%ととすると、深さ 10cm で雨

量換算 10mm となります。

ナシが容易に利用できる根域の保水量は、腐植層の厚い黒土で100～120mm、褐色森林土や腐植

層の薄い黒土で50～80mm、粘土質の赤土で40～50mmです。梅雨明け後の水分消費量は１日あたり5

mm程度であり均一に乾くとすれば、それぞれ20～24日分、10～16日分、8～10日分の保水量となり

ます。根群が密集する位置では、さらに早く乾くことになるので、早めにかん水を実施してナシ

が容易に吸水できるようにします。

かん水は梅雨明け後に晴天が続く場合は、保水量の少ない赤土で4～5日後、中程度の保水量で5

～8日後、保水量の多い黒土でも10～12日後に始めることが有効です。1回のかん水量は、主要根

群域に達する水量が必要で、少なくとも20mmを目安に主幹部周囲を中心に散水するのが効果的で

す。また、地表面からの蒸発を防止し急激な水分変動をなくすため、主幹部周囲に稲わら等の有

機物でマルチすることも有効です。

図１ 土壌の通気性と保水性の概念図
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図２ 土壌粒子間の毛管水と吸着力
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