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１ 土壌診断のすすめ方

１） 土壌診断の考え方
土壌診断は土壌の水分や養分の状態を知り、それに応じた土壌改良、肥培管理を行うために実

施します。おもに作物の生育不良の原因を明らかにする場合と、産地において計画的・定期的に

ほ場条件を把握し、収量向上や品質安定を目指す場合があります。前者は調査者自らが行い、発

生状況の観察と的確な試料採取をすることが大切です。後者は農業者の採取方法を統一し測定結

果の基準設定とデータの比較・保存が重要になります。

＜土壌診断の手順＞
土壌診断というと理化学性の測定と思いが

ちですが、調査ほ場の聞き取り調査をはじ

め、現地での作物生育状況の観察や根群分

布を調べる土壌断面調査から問題点や解決

策の見当がつくことが多くあります。

例えば、作土の厚さや土壌の硬さと作物の

生育の良否、グライ層や酸化沈積物の生成

状況と通気性・排水性の良否、土壌構造と土

壌の乾湿の程度や耕うんの難易などは、土

壌断面の観察によってある程度判別ができます。また、土壌の養分含量などの化学性に関しては分析測定が

有効ですが、処方箋の作成にあたっては、土壌断面調査から得られた根群分布の状態や聞き取り調査によっ

て農業者の営農状況を把握しておけばより万全の対策を提示することができます。

＜土壌採取の留意点＞
計画的な予防診断の場合は、採取位置によるばらつきに注意して5か所程度から採取して混合し

ます。対策診断の場合は、生育障害の発生状況によって比較できるように採取場所を決定します。

化学診断における土壌の採取位置は作物の根が最も多いところが基本です。測定診断に必要な

土壌は作土だけでよいとは限りません。根菜類のように根が深くまで入る作物やナシのように深

さ20～40cmに最も活性のある根が分布する場合は下層の土も調べる必要があります。また、同一

ほ場で生育差があるときは両方の土を調べるなど、診断目的に合った採土を行うことが大切です。

通常の土壌採取方法

下層土の採取にはホールオーガーも便利

土壌診断の手順

①診断する地域の概況把握（過去の結果などを調べておく）

②聞き取り調査（対象ほ場の特徴、耕種概要、肥培管理など）

③現地での観察と調査

④採土（目的に合わせた採土）

⑤理化学性の測定（必要な項目の分析）

⑥診断結果の検討と処方箋の作成

⑦土壌改善対策の実施と効果の確認

項 目 予防診断 対策診断

目 的 健康な土づくりと適正管理 生育障害の原因と対策究明

採取時期 基肥施用前か栽培後 障害発生時

採取方法

ほ場の代表として数か所から採取
し混合（表土2～3cmは除去する）。
樹園地は代表的な数樹の樹冠下
を採取（必要なら表層2～20cm、下
層20～40cmに分ける）

同一ほ場で健全場所と不良場所を
それぞれ数か所から採取し混合。
深さが関連しそうなら層位別にも採
取（必要なら作物体も同時に採
取）。

調製方法
新聞紙等にひろげて土塊を崩しながら陰干しする。よく乾いたら細かく
砕いて2mmのふるいを通しビニール袋等に入れて保存する。

作土20cm程度
一定の厚さを採取

ほ場の四隅と中央部から採取
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＜土壌断面調査＞
土壌断面調査は現地の状況観察と記録が大切です。また、根系と下層の土壌状態を確認するた

め土壌断面をみると診断に有用な情報が得られます。大きな土壌断面でなくても少し掘って根と

下層土の様子を調べてみることが大切です。その際は以下のような項目について記録しましょう。

２）土壌硬度の診断

土壌の硬さ（ち密度）は作物根の伸長、水や空気の移動、微生物や小動物の生息環境等に影響

します。近年は、ほ場整備や栽培における大型機械の圧密を受けて硬くなり、生産に支障となる

場面が増えています。

（１）山中式硬度計による診断
目盛りのついた円筒部の先の円錐（コーン）を土壌面に垂直に押し当

て、つばが土壌面に密着するまで押し込み、入った深さ（mm)を目盛り

で読み取ります（40mm縮むのに8kgの力がかかるバネが入っている）。断

面同一相違の3か所以上を測定した平均値を用い、ち密度（mm)として表

します。

根張り ち密度(mm)

ちょうど良い・・・・・・１０～１５

やや硬いが根は伸びる・・１５～２２

少し入るが伸び悪い・・・２２～２４

根は入らない・・・・・・２４以上

土の硬さとナシの根はりの関係（千葉農試、1982）

場所 栽培者名

作物名（品種） 栽培履歴

施肥量 N： P2O5： K2O： 土壌改良方法

ほ場の状況

地形：
排水性：
日当たり：

生育状況

土壌の種類
土壌統群：
土性： 地表面管理

生育状況 収量・品質

根の分布状態 その他

土壌断面図

備考

土壌断面調査表

有効土層の厚さ：
作土の厚さ：
作土の硬さ：
すき床層の硬さ：
圧密層の有無：
根の張りの深さ：
根量の多少：

根の分布状態を確認し記録
することが大切です。
作図か写真に残しましょう。

有効土層とは根の入
ることのできる深さ
作土とは耕耘管理して
いる深さ

必要な項目を聞き取っ
て記録しておきましょう

細粒灰色低地土
表層腐植質黒ボク
土
礫質褐色森林土
といれればOK・・・・

砂質、粘質でもOK
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（２）貫入式土壌硬度計（コーンペネトロメーター）による診断
貫入式土壌硬度計は、底面積2cm2の円錐を土中に一定速度（約1cm/秒）で貫入するもので、圧

入深と連動した回転ドラム上の記録紙にバネ（50kg/50mm）の抵抗値が記録されます。測定範囲は

1.5～25kg/cm2 で山中式土壌硬度計で20mmは貫入式土壌硬度計でほぼ15kg/cm2 （1.5Mp/cm2 )に相

当します。

作業機械による圧密の影響は

０～２０ｃｍまで

厚さ１５ｃｍ程度

作業機械とち密層の形成（黒ボク土、渡辺1989） 垂直に一定速度で押し込む

（３）指の感触による簡易診断

土壌断面に指を押し当てた

感触で硬さを診断します。

３）土性の簡易診断
土壌粒子の粒径別組成を手触りによって診断します。土が乾いて

いる場合は、少量の水で湿らせて親指と人差し指でこするようにし

て判定します。塑性はこねて細くなるほど粘土が多く、マッチ棒程

度細くなるのはCL～HC、鉛筆程度までならS～Lに入ります。

土壌硬度の診断基準

作物・土壌 ち密度(mm) コーン指数(kg/cm2)

根菜類 18以下 10以下

施設土壌の花き 17以下 10以下

その他の作物・土壌 20以下 15以下
関係式：Y＝16.03LogX－0.13（Y＝ち密度mm、X＝コーン指数kg/cm2)

指の感触による簡易法と山中式硬度計との関係

指の貫入程度と感触 山中式硬度計示度

親指が基部まで容易に貫入する 10mm以下

力を入れれば基部まで入る 11～15mm

親指が半分くらいまで入る 15～18mm

指先が少し入るか押さえてもへこむ程度 19～24mm

押さえても指跡がつく程度 25～28mm

粘土 シルト 砂
S(砂土) 0～5 0～15 85～100

SL(砂壌土) 0～15 0～35 65～85
L(壌土) 0～15 20～45 40～65

SiL(シルト質壌土) 0～15 45～100 0～55
CL(埴壌土) 15～25 20～45 40～65
LiC(軽埴土) 25～45 0～45 10～55
HC(重埴土) 45～100 0～55 0～55

ほとんど砂を感じないでよくねばる
砂を感じないで非常によくねばる

判断の目安

砂の感じが強くねばり気はわずかしか感じない
ある程度砂を感じねばり気もある
砂はあまり感じないがサラサラした小麦粉のような感触
わずかに砂を感じるがかなりねばる

土性
粒径組成（％）

表 土性判定の目安と粒径組成

ほとんど砂ばかりで、ねばり気を全く感じない
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４）グライ層（還元層）の診断
水田は湛水されると酸素濃度が低下し還元状態になります。鉄は３価から２価に還元されて褐

色から青色に変化します。還元状態が継続して青灰色になった土層をグライ層と呼びます。グラ

イ層やグライ斑の出現状態によって土壌の透水性等が判断できます。通常は土色で簡単に見分け

ることができますが、みにくい場合は、α-α′ジピリジル溶液をかけて赤く呈色するかどうかで

判定します。

透水性が大きく、水に溶けた酸素が地中深くまで供給さ

れるような乾田ではグライ層はみられないか、あってもご

く深い位置に現れます。一方、湿田では全層あるいは作土

を除く全層がグライ層であることも珍しくありません。グ

ライ層では根の活性を維持するのに必要な酸素が不足する

だけでなく、硫化水素や２価鉄などの有害物質が生成しや

すいため、水稲の根が障害を受ける恐れも大きくなります。

土色・堆積様式を観察したり感触で土性を見分けましょう！
土壌タイプがわかれば分析なしでCECがほぼ決まります！

鳥取県の主要な土壌におけるCECの代表値

判 定 基 準
－ しばらく放置しても呈色しない
± しばらくたつと弱く呈色
＋ すぐ呈色するがその程度は弱い

＋＋ すぐ鮮明に呈色（グライ土）
＋＋＋ すぐ非常に鮮明に呈色（グライ土）

α－α’ジピリジル反応による還元状態判定の目安

区分 グライ層の出現位置

強湿田 作土または作土直下

半湿田 30～ 60cm以下

乾田 80cm以下

乾田と湿田の見分け方（非かんがい期）

○１０％の酢酸液100mlに

α-α′ジピリジル0.2g加えて溶かす

○新しく露出した断面に吹き付けて

赤く反応するかどうかみる

土壌群 CEC（me) 主な分布域と特徴 主な作物

2 県東部砂畑 ラッキョウ

3 県中部砂畑 ナガイモ、ラッキョウ、ブドウ

5 県西部砂畑 白ネギ、ニンジン
厚層多腐植質 25 大山周辺丘陵地の谷間部分で厚い腐植層 ダイコン、ナシ
表層多腐植質 38 大山火山灰畑地の大部分を占め30～ 50cmの腐植層 スイカ、ナシ、シバ
表層腐植質 27 大山周辺に混在し25～ 50cmの腐植層 スイカ、ナシ、白ネギ
淡色 22 県中西部の大山北側に分布し腐植が少ない スイカ、ナシ、野菜類
厚層腐植質 27 県中西部の火山灰台地上の水田に分布し全層腐植 水稲
表層腐植質 27 大山周辺の黒ボク水田の大部分で東部にも分布 水稲
細粒 24 県東部から中部の傾斜畑に分布し粘質～ 強粘質 ナシ、カキ、野菜類
中粗粒 18 県中東部、八頭北部の山間地の傾斜地 カキ、ナシ、野菜類
礫質 19 八頭郡に多く県中西部にも分布し有効土層が浅い ナシ、カキ、野菜類
細粒 17 県下の河川沿いに分布し粘質～ 強粘質 水稲
中粗粒 12 県下全域の沖積平野に分布し排水良好 水稲、大豆、野菜類
礫質 15 河川沿いに分布し有効土層が浅く礫層が出現 水稲
細粒強 17 県東部の低湿地に分布し青灰色の粘質土 水稲
中粗粒 12 北条砂丘南部の低湿地等に分布し壌質 水稲

黒泥土 － 17 東郷池周辺や内陸の低湿地水田に分布し強粘質 水稲

土壌統群

砂丘未熟土 －

グライ土

黒ボク土

多湿黒ボク土

褐色森林土

灰色低地土


