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２　土壌の性質と改良対策

  土壌の性質は物理性、化学性及び生物性の3つに大別されるが、それぞれは独立したものではなく、お
互いに作用し合っている。したがって、土壌改良を総合的に実施して、土壌の力を発揮させることが大
切である。
  図11は、土壌の性質と、その中でも果樹の生育にとって重要な要因、さらにその改善に有効な対策を
示したものである。
　本章では、これらの土壌改良対策の具体的方法や効果について述べる。

物理性

生物性 化学性

・有効土層の深さ
・土壌浸食
・過剰水、水分不足
・土壌構造（透水性、通気性、保水力）

・有機物の分解
・緩衝・解毒作用
・生物活性

・養分の保持力
・養分供給力（量）
・土壌反応（pH）
・有害物質（Mn、Al、重金属）

（1）排水不良の改善
（2）深耕（根群域の拡大）
（3）有機物投入
（4）酸性改良
（5）植え穴の改良
（6）乾燥対策
（7）改植障害
（8）水田転換園の土壌改良

図11　土壌の性質・要因と改良対策
（「平成20年度改訂りんご生産指導要項」より抜粋）
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⑴　排水不良の改善　
　水はけの悪い園地では、まず最初に排水対策を実施しない限り、石
灰（pH矯正）や有機物を施用しても、改良効果が出にくく、場合に
よっては逆効果となることがある。また、排水の悪い水田転換園でよ
く見かける事例であるが、硬い土壌に局部的に植え穴を掘ったりする
と、植え穴に水がたまり、湿害を
受けてしまうことがある。
　このため、水はけの悪い園地で
は、暗きょや明きょを設置して、
排水不良の改善を最優先に行う。

ア　暗きょ排水
　暗きょ排水の効果としては、地下水位の低下が上げられる。暗きょを行うと、地下水位が低下
し、過剰水が排除され、土壌中の通気性が良好となり、土壌構造が改善される。また、通常、暗
きょ施工園では未施工園に比べて地温が１℃程度上昇する効果がある。
　排水に伴う土壌環境の改善は、根群分布に影響し、細根数が増大して根域も深くなる。これに
伴って果実収量や品質が向上する。

ア　暗きょの組織構成
名　称 目　的

吸水きょ（支線暗きょ） 過剰水を直接吸収する暗きょで、園地全体に伏設される。

集水きょ（幹線暗きょ） 吸水きょから水を集めて排水路に導く役目をする。

排水口 集水きょで集められた水を排水路に排出する。 

捕水きょ 施工地区外からの侵入水を防ぐ目的で地区の境界に設定するが、明きょと
する場合もある。

水こう 地下水位を調節したりするために暗きょの一部を開閉する装置であるが、
りんご園ではほとんど必要としない。
ただし、水田転換園など排水口が一時的に水の中に埋没する場合には水こ
うで逆流を防止する。                                 

　（「平成20年度改訂りんご生産指導要項」より抜粋）

湿害による枯死樹
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イ　暗きょの施工
　　既存園の場合は、果実や枝葉の損傷が少ない晩秋か早春に行う。

工　程 内　　容

①資材の配
置

●暗きょ資材はきょ線に沿って前もって適当に配置しておく。  

②堀さく ●トレンチャ施工の場合は、すべて下流から行う。 
●掘さく時には、深さや勾配を確認しながら溝底に凹凸を生じないようにし、溝底に落ち
　た土塊はすくい上げるか地ならしをする。

③パイプの
設置と被
覆材料の
充てん

●管内への土砂の流入を防ぎ、管内に水を流れやすくするため、もみがらやホタテ貝がら
などでパイプを被覆する。被覆物はパイプの底部には使わないで、上と横だけに使用す
る。

④埋戻し ●パイプの設置と同時に、パイプや被覆物を保護、固定する程度に軽く土で埋戻しをす
る。本格的な埋戻しは排水を確認してから行う。

⑤施工後の
管理

●排水口はコンクリートなどで保護する。
●排水口から確実に排水させるため、随時水路の泥上げや草刈を行う。

⑥留意点 ●排水口の位置は排水路や河川の水路とは落差が十分とれるところに設定する。沖積土地
帯のように落差が小さい場合は、排水口を延長するか、貯水槽に一時排水した後、ポン
プで排水路に排水する。

●暗きょの配列方向は、計画地区が平たん地か、又は極めて緩やかな傾斜地のときは、排
水口の位置や傾斜の方向によって決定されるが、洪積台地のような緩傾斜地は支線（吸
水きょ）をできるだけ等高線上に配列する。

●地下水位を地下100㎝よりも下位に保つために、暗きょの深さは120～130㎝とする。ま
た、暗きょの間隔は12.9m（わい台りんごでは3樹列、普通台では2樹列）ごとにする。

●暗きょは1/250～1/300の勾配をつけるようにする。 
●パイプは内径60㎜ぐらいのものを使用し、その延長も100m以内にとどめる。集水きょの

管径は支配面積や暗きょの勾配によって異なるが、支配面積、勾配と管径との関係は表
46のとおりである。

●暗きょ用パイプにはポリエチレンや塩化ビニール製の様々な材質が使用されているが、
　その選択にあたっては、土の重さや大型機械の踏圧で変形しないようなものを選ぶ。

暗きょ用パイプ 吸水管の被覆作業
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表46　支配面積、勾配と集水きょの管径  

勾配

支配面積
1/200～1/300 1/500 1/800 

0.2ha
0.4
0.6
0.8
1.0
1.5

60㎜
75
100
100
100
125

75㎜
100
100
100
125
125

75㎜
100
100
125
125
150

　　　　　　　　　　   注）塩ビ管（内径）使用。単位排水量4.0ℓ/秒・haとして、マニング式により計算。

イ　明きょ（水みち）の設置
　新植の際に心土破砕ができず、植え穴に水がたまり、植え付けた苗木に生育不良や枯死するもの
がみられている場合は、明きょ（水みち）を作って過剰水を排除する。
　明きょ（水みち）は溝掘り機で樹列に沿って溝を作り、傾斜下方へ導く。また、もみがらやホタ
テ貝がらなどの疎水材を溝に入れる。

⑵　深耕（根群域の拡大）　
　ち密で硬い土壌では、根の伸長が阻害され、根群分布が浅くなる。このような園地の樹は根の活性
が低下し、乾燥に弱く、肥料成分の吸収も抑制されるため、樹勢が衰弱しやすく収量も向上しない。
したがって、硬い土層がある場合には、深耕してこれを破砕する。

ア　新植時の深耕、心土破砕
　トレンチャや深耕用ロータリで深耕を行う。下層土がち密で、根の伸長を阻害するような土壌で
は60㎝まで心土破砕をする。心土破砕にはリッパードーザ、バックホウ、ブルドーザなどを利用す
るが、リッパードーザで行う場合は、縦、横２反復くらい走行する。

イ　既存園土壌の深耕
　既存園では、長年の大型機械の走行や未耕起により土壌が硬化し、根の伸長が阻害されている場
合が多い。しかし、既存園で深耕を行う場合、深耕箇所が多ければ断根による生育不良が発生しや
すく、逆に少なければ改良効果が出にくいため、次に示すように深耕を行う。

ア　樹列間の深耕と土壌改良
　トレンチャや深耕用ロータリを利用して、樹列間にそって片側ずつ深さ30～40㎝で深耕する。
りんごの根は幹に近いほど多く、普通台の場合、幹から2.5m以内にほぼ80%の根が分布している
が、主幹と深耕位置の距離は火山灰土では2.0mまで、根群の深い沖積土では1.5m位まで近づけて
も、断根による悪影響は発生しない。したがって、図15のように、年次計画を立て、全園にわ
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たって深耕を実施するようにする。
　改良資材は、深耕用ロータリを利用する場合には10a当たり堆肥１t、石灰質肥料250～500㎏を
施用する。トレンチャを利用する場合には溝10m当たり堆肥70㎏、石灰質肥料４～８㎏を施用す
る。

イ　樹冠下の深耕と土壌改良
　樹冠下の深耕はデガー、バックホウを利用するとよい。デガーによる深耕は成木で樹冠円周部
を対象とする。若木では樹冠円周部から始め、生育に伴い漸次外側へ広がるようにする。深耕箇
所数は成木の場合、直径60㎝のデガーで４～６穴、直径23㎝又は30㎝のデガーでは12穴程度と
し、３～４年間継続する。その場合、前年の深耕位置からずらして深耕する。改良資材は直径60
㎝のデガーを利用する場合、１穴当たり堆肥10㎏、石灰質肥料0.3～0.5㎏、ようりん0.4㎏を施用
する。
　また、断根による生育不良の心配がなく樹冠下を深耕（膨軟化）できる吹起耕式深耕機（バン
ダなど）を利用してもよい。

図12　樹列間及び樹冠下の深耕の年次計画例

⑶　有機物投入
　りんご園での有機物の年間消耗量は、堆肥換算で10aあたり約1tと推定される。この有機物の損失
を補い、地力の向上と維持を図るためには、有機物の投入は必須である。有機物の投入は、土壌の物
理性、化学性、生物性の全ての改善に有効であり、地力の維持・向上に役立つため、高収量、高品質
の安定生産には欠かせないものである。
　しかし、近年は労働力の減少や高齢化が進み、大量の堆肥施用が困難である場合も多いことから、
牧草草生栽培と堆肥施用を組み合わせて実施し、積極的に効率よく有機物の投入を行うことが重要で
ある。

ア　牧草草生栽培
　牧草草生では、地上部の刈り取りによって大量の有機物が供給される。さらに地下部の根の老

樹列間の深耕 樹冠下の深耕
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化、腐朽による有機物還元もある。このことにより、土壌が膨軟になる等の物理性や、微生物や大
型土壌生物の増加による生物性、さらに養分供給といった化学性の向上が期待できる。

ア　牧草草生栽培の土壌改良効果
ａ　物理性、生物性向上効果

　牧草草生による有機物の年間供給量は、草種によりやや異なるが、地上部で500～600g/㎡地
下部で300g/㎡程度あり、牧草草生栽培による園地への有機物供給能力は大きい。

　表47　被覆作物の乾物産草量（g/㎡）  （昭和57年　りんご試）

牧草の種類
りんご試ほ場（わい化園）

黒　石 藤　崎

ラジノクローバー 562 604

ベントグラス 519 466

ペレニアルライグラス － 662
　　　　　　注１）黒石は昭和56年５月～８月の間、４回刈りの合計値
　　　　　　注２）藤崎は59年５月～９月の間、５回刈りの合計値

表48　被覆作物の根による有機物供給量の推定値（g/㎡）（昭和57年　りんご試）

深さ
根量差が

最大の期間

根重量の最大値

（A）
根重量の最小値

（B）
供給量の推定値

（A－B）

0～10㎝ 8～10月 515 209 306

10～50㎝ 8～12月 22 10 12

合計 537 219 318
　　 注）草種はベントグラス

ｂ　化学性向上効果
　草生部分の刈草を樹冠下へ敷草することにより、10a当たり500㎏の堆きゅう肥を樹冠下へ施
用した場合と同程度の化学性の向上効果が期待できる。

表49　敷草による土壌化学性の変化（深さ０～10㎝）

処理区
腐植

（%）
全窒素
（%）

可給態
窒素

（㎎/100g）

pH
（KCl）

交換性塩基
 （㎎/100g）

有効態
りん酸 

（㎎/100g）石灰 苦土 カリ

清　　　　　耕 8.99 0.386 4.92 4.87 224 30 39 10.2

敷
草

ラジノクローバー 9.18 0.389 7.26 4.72 203 27 64 33.9

ペレニアルライグラス 10.32 0.455 9.91 4.70 224 27 60 24.5

堆　　　　　肥 9.77 0.429 7.71 4.98 252 33 62 17.3
 注）敷き草は昭和55年から、堆肥は10ａ当たり500㎏を昭和54年から樹冠下へ施用し、昭和60年に調

　 査。（「平成20年度改訂版りんご生産指導要項」より抜粋）
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ｃ　肥料養分の溶脱抑制
　本県のような比較的降水量の多いところでは、降雨水や融雪水などの浸透水に伴って流亡す
る肥料養分量が多く、このことが土壌酸性化の一因にもなっている。
　しかし草生栽培を行うことで、牧草が大量の浸透水を吸収し、これに伴って流亡する肥料養
分の溶脱も抑制される。

ｄ　草生栽培の欠点
　草生栽培の最大の欠点は、樹と草との間に養水分の競合が生じることで、果樹の生育や収量
に悪影響を及ぼすことである。土壌養分に関しては、草の刈取りや敷き草により循環するため
損失はないものの、肥効発現時期のずれが生じることが懸念される。根群分布の浅い幼木で
は、養水分競合の影響が大きく、特に下層に砂礫層を有する土壌や傾斜地など、有効土層の浅
い場所では、悪影響が大きいものと考えられる。したがって、これら欠点を補うためには次項
に示すような管理を行う。

イ　草生栽培の実施と管理方法
　草生栽培の利点を生かし、欠点を補いながら地力の維持増強を図るには、図13のような、樹間
部を草生とした、部分草生栽培を行う。わい台りんご樹では、樹冠下は清耕を徹底する。

図13　部分草生栽培

帯状草生
（列間草生） 樹間草生
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草生栽培は、以下の手順で行う。

①耕うん
②整地

●牧草の播種10日前ころから耕うんを繰り返して雑草を少なくする。傾斜地では全園を一度
に耕うんすると土壌侵食の危険性があるので播種部分だけとする。 

●ギシギシ、タンポポなど宿根性雑草はそのとき拾い集めるか、耕うん前までに多年生雑草
用の除草剤を使用して駆除しておく。ギシギシは耕うんによって増えるので注意する。

③播種 ●部分草生栽培における草種と播種量は下表のとおりである。
●播種は5月から9月までの期間中で土壌に湿り気のある時であればいつでも良いが、雑草に

負けないで牧草の揃いを良くするためには9月上旬がよい。 

④土かけ
（鎮圧）

●覆土、鎮圧はローラー、ドラム缶、クローラ型運搬車などを利用する。

⑤播種後
　の管理

●牧草は発芽後1～2か月は生育が鈍いので、雑草の侵入を防ぐため高刈りして牧草を保護す
る。

●ギシギシ、タンポポなど宿根性雑草が残っている場合はすみやかに抜き取る。
●刈り取りは、5月上、中旬から9月まで数回行ない、刈り取った草は樹冠下へ敷草する。
●牧草は次第に産草量が落ちてくるので、少なくとも播種後5～6年で更新するようにする。

また、更新時には所定量の石灰質肥料を施用して酸性矯正する。  

表50　部分草生にした場合（播種面積500㎡）の10a当たり牧草播種量

区　　分 草　　　　種 播　　種　　量

マメ科 ラジノクローバー 1.0㎏（２ g）

イネ科

チモシー
ペレニアルライグラス
ケンタッキーブルーグラス
ベントグラス

1～1.5 （2～3）
1～1.5 （2～3）
1～1.5 （2～3）

2.0 （４）

　　　　　　　 　　　　注）（　）内は１㎡当たり

イ　堆肥の利用
　地力の増進を図るためには、有機物の投入が必須条件である。そのため、果樹園では牧草草生栽
培を基本として、さらに積極的に堆肥の施用を行う。堆肥を毎年施用すると、果実品質や樹の生育
が良好になる。

ア　種類と利用性
　堆肥は稲わら堆肥、もみがら堆肥、おがくず牛糞堆肥、バーク堆肥、剪定枝堆肥などがよい。
いずれもよく腐熟したものを施用する。
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イ　施用方法

①新植、改
植時

●深耕時に、10a当たり4t程の全園施用度を石灰
　質肥料とともに全園に施用する。
●さらに、植付け時には植え穴にも投入する
　（「（6）植え穴の改良」の項参照）。 

②既存園に
おける樹
冠下施用

●堆肥の施用量は10a当たり１～２tを目安とする。
●十分に管理された牧草草生園では、根群密度の高い樹冠下（りんごでは10a当たり500㎡）

に600㎏程度施用し、鋤込む。石灰質肥料の施用と同時に行うと良い（「（5）酸性改良」
の項参照）。 

利用上の注意
●黒色火山灰土壌や粗粒で乾燥し易い土壌では、紋羽病が発生し易いので完熟した堆肥を使用する。
●牛舎、豚舎から搬出直後の家畜糞尿物は腐熟していないので、十分腐熟させてから施用する。
●堆肥の施用量は多いほど地力増進効果が高く、通常、10a当たり3～4tくらい施用しても樹勢を狂わすこ

とはないが、長年施用して枝が徒長気味になったら施用を中止するか化学肥料を控える。
●動物性原料が主成分の堆肥を施用する場合は、稲わら堆肥等に比べて肥料成分が多いので、過剰施用に

ならないように注意する。              

マニュアスプレッダによる堆肥施用




