
Ⅱ 土の硬さと絞まり具合（圧密度）についてチェックしてみましょう

透水性の悪い耕盤層により「排水性」が低下して，湿害の原因となることがあることを紹介しましたが，
雨が少なくて湿害が問題にならない場合でも，耕盤層をはじめ土壌が硬く締まっていると，根が深い層に
まで伸びなくなったり，下層からの水の供給が断たれることで作土が乾きすぎて，逆に干ばつの影響を受
けることがあります．また，地力として供給される窒素などの養分も十分に吸収できなくなります．

一般に，根の伸長が妨げられる土の硬さは，専用測定器具の「プッシュコーン」や「山中式土壌硬度
計」の値では21mm以上，「貫入硬度計」の値では1.5MPa（メガパスカル＝圧力の単位）以上が目安と
されています．また，それぞれ25mm以上，2.5MPa以上になると根がほとんど入らないとされています．
中央のグラフの青線は，写真のほ場の土の硬さを｢貫入硬度計｣で測ったときの値で，12.5cmより深い層
の土の硬さが1.5MPa以上になっていることが分かります．

小麦･大麦の健全な生育，安定多収のためには，このような硬く締まった土層がないか，あったとして
もできるだけ深い位置になるようにする必要があります．

専用の器具がなくても，下に紹介した方法で根が伸びることを妨げるくらい硬い土の層があるかを判断
できます．

ただし，黒ボクなど一部の土壌タイプのほ場では，逆に土が軟らかすぎて根が浮き上がったり，土が乾
燥しすぎることがあり，この場合は麦踏みにより表層の土を締めてやる必要があります．
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多収ほ場と低収ほ場の土壌貫入硬度と土壌水分
【鎌田ら(2018) 土肥誌 89: 237-242／埼玉県の現地調査結果(n=25)から， エラー

バーは標準誤差】
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低収ほ場では，多収ほ場に比べて硬い土の層が浅い位置にあり，また
土壌が過度に乾燥しています．

軟 硬

専用の測定器具がない場合は，次のどちらかの方法で土の硬さ，締まり具合を調べてみましょう．
※ ②の方法は手間が掛かるので，①の方法で複数箇所を調べて，問題がありそうな場所を掘ってみるのが良いでしょう．

① 直径5㎜程度
のファイバー
ポールや測量用
の鉄ピンがどの
くらいまで差し
込めるか？

② 深さ30～40㎝位の穴を掘ってみて、断面を指先で押してみる

麦の栽培期間中であれば，根がどこまで伸びているかもチェックし

てみましょう．

第1関節くらい 少しへこむ 傷が少し付く
簡易型貫入

土壌硬度計 貫入硬度計の1.5MPa深さより，
やや深くなることがあります．

ファイバーポール／鉄ピン 指先で押してみて プッシュコーン 貫入硬度

Ａ．根が良く伸びる 片手で軽く入る 第1関節くらいまで入る ～21mm ～1.5MPa

Ｂ．根の張りが悪くなる 両手で力を込めると入る 少しへこむ程度 21～25mm 1.5～2.5MPa

Ｃ．根がほとんど入らない 両手でも入らない 痕が少し付く～付かない 25mm～ 2.5MPa～

写真の麦ほ場では，根がロータリー
で起こした10～12cmくらいより深
い層にほとんど伸びていません．

14次ページの Q10 に進んでください．



③ 有機物の投入

イギリスのローザムステッド研究所は，1843年に設立された世界で一番歴史ある農業研究機関の１つ

です．ここには，その創設以来約180年間にわたって続けられている小麦の栽培試験《The Classical 

Experiments》があり，小麦の収量変化の要因についての解析が行われているので紹介します．

グラフのとおり，試験開始から140年くらいは大きな収量変化はありませんでしたが，1970年代から

急激に収量が増加していて，これはコラム１で示したイギリス全体の収量変化と一致しています．この収

量増は，1968年にそれまでの長稈の在来品種に代わって，短稈の改良品種『Cappel D.』が導入された

ことがきっかけになります．短稈品種は，体の大きさに対する穂の割合が大きいため，乾物生産量が同じ

であれば収量が大きくなります．また，倒伏にも強くなるため，窒素をたくさん施用することが可能にな

り，さらに収量が向上しました（最も施肥量が多い試験区ではN=288kg/ha(28.8 kg/10a)）．また，

イギリスでは連作を行うと立ち枯れ病が発生しやすいため，輪作を導入することで，大幅に収量が改善し

ました．一方，多肥栽培を行うと，うどんこ病など

① チゼル・プラウによる深耕

現在のところ，ほ場の土壌は軟
らかい状態です。
ただし，農機が大型化すると土
の圧密化が進むこともあるので，
左のような対策を行っていない
場合は，今後注意が必要です．

次のページに進んでください

なし

 湿った状態での機械作業は，土壌の圧密化を助長するので，無理な作業を避けることはもちろんですが，
その意味からも排水対策は重要です．

 ほ場整備後の土の戻し方や，傾斜地圃場の合筆（切り土側）が原因で，下層土が硬く締まっていること
もあります．

② サブソイラー・プラソイラ等に
よる耕盤層・心土の破砕

P.10の Q８ の設問に戻って，耕盤層・心土層の破砕や深

耕の対策に取り組んで下さい．

２0cmより深い層で硬い20cmより浅い層で硬い

堆肥の施用量が土壌の孔隙率に及ぼす影響

堆肥(牛糞)の施用量が増えると，団粒構造が発達し，土壌の
孔隙率（隙間）も増え，根が伸びやすい状態に変わります．
また，砕土性の向上も期待できます．

土の圧密化対策のために投入する有機物は，植物質が多い方
が効果的です．『有機資材データベース』も参照して下さい．
https://www.naro.affrc.go.jp/org/narc/crop_diagnosis/org_db/
また，作物残渣や緑肥の鋤込みも積極的に行いましょう．
ただし，鋤き込んでから3～4週間程度の腐熟期間をおいてか
ら播種を行います．

P.25下 埼玉県成果へ

コラム その２ ヨーロッパ諸国で小麦の収量が向上した要因

の病気が多発することがあるため，殺菌剤による適

切な防除も行われるようになりました．

1990年頃以降，収量の伸びが停滞していました

が，新しい品種の導入の結果，近年また増加に転じ

ています．

なお，1920年頃に一度収量が低下したのは，第

一次世界大戦のあと除草をする職員が減って，雑草

害が増大したことが原因です．

すなわち，麦の安定多収生産のためには，新品種

の導入，その品種にあった適正な施肥，病害・雑草

防除，および適正な輪作体系の導入が重要であ

ることがわかります．

出典：Rothamsted Research (2017). Broadbalk mean long-term winter wheat 
grain yields. Electronic Rothamsted Archive. 
https://doi.org/10.23637/KeyRefOABKyields 

ローザムステッド研究所の長期試験における小麦収量の変化．
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Q10．『B.根の張りが悪くなる』または『C. 根がほとんど入らない』 くらい硬く絞まった層が，

表面から30～40cm以内にありますか？
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【中央農研(つくば)研究成果より】



土壌を掘り上げて，化学性（栄養状態）をチェックしてみましょう．

① 作物残渣と土壌表層を除いて、作土層（深さ15～20㎝程度）の土を採取します．

② 日陰で乾かしたあと，小石，根や枯れ葉を取り除いて，細かく砕きます（2mm目のふるいがあれば通します）．

③ 土壌分析を依頼してみましょう．

『麦類の多収阻害要因実態調査』の結果からは，「ある養分が少なくなるほど低収になる」といった明
確な関係は認められませんでした．これは，排水不良や土の圧密化等の土の化学性以外の要因の影響が大
きかったからだと考えられます．ただし，下の図に示した例のように，pHでは5.5，有効態リン酸では
10～15mg/100g，交換性カリでは15～20mg/100g等の一定の値より低くなると，多収にはなりに
くいことが確認されました．

分析結果を見て，土壌化学性の各項目の値が基準値の下限以下，また
は上限以上になっていないかを確認しましょう．

ほ場の土壌の栄養状態は良好です．
１8ページに進んでください

その他に問題
あり

分析結果についてくる処方箋や都道府県から
提供されている土壌改善手順に従って資材の
投入量を増やしたり、減らしたりしましょう．

Ⅲ 土の栄養状態（化学性）についてチェックしてみましょう

土壌のpH，有効態リン酸，
交換性カリと収量との関係

【麦類の多収阻害要因実態調査

結果より】

①

②

④

③

⑤

左図のように1枚のほ場
から5箇所ずつ（それ以
上）掘り，よく混ぜます．

生育ムラがある場合は，
それぞれの場所で2～3箇
所掘ります．

最初に表面のわら等と土壌表
層を薄く除き，次にV字状に
穴を掘り，片側の斜面と平行
になるよう（深さごとの厚み
が一定になるように）土を掘
り上げます．

一定の厚さ

15～20cm

『pH』は一番重要な項目です．
ご自身でも比較的簡単に測定す
ることができます．
pHメーターは，１万円程度か
ら入手可能です．

乾燥させた土1に対して2.5倍量の
蒸留水に入れて（土：10g→蒸留
水：25mL）よく混ぜて，しばら
く置く．
測定前にもう一度混ぜて，懸濁状
態のときにpHメーターで測定する．

☆ 塩基は含有量も重要ですが，それぞれの塩基間のバランスがより重要です．
☆ 表に示していない微量要素の欠乏や過剰が問題になるケースもあります．

可給態窒素が
不足

17ページに
進んでください．

土=1

蒸留水=2.5

Q11．土壌の栄養状態、養分の過不足はありませんか？ 問題なし

P.26上 富山県成果へ

カリ不足について

『可給態窒素』の簡易判定法は
17ページへ

①

②

④

③

⑤

最初に表面のわら等と土壌表
層を薄く除き，次にV字状に
穴を掘り，片側の斜面と平行
になるよう（深さごとの厚み
が一定になるように）土を掘
り上げます．

一定の厚さ

15～20cm

土壌分析の依頼先は，近くの普及指導
センター等にお問い合わせください．

(8)～10 10～15 15～20 20～25 25～

100～180 130～240 200～300 260～380 320～500

20～40 25～45 40～60 50～75 60～100

15～20 15～25 20～30 30～40 35～50

※ 地力増進指針および各道県の土壌改良基準を参考に作表

※※ 都道府県によって基準値が異なる場合があるので，それぞれの普及指導センターに確認してください．

重量比：0.85以上　（当量比：2以上）

可給態窒素（N） 5 mg/100g以上

陽イオン交換容量

（CEC）

黒ボク土，岩屑土，

砂丘未熟土以外  12meq以上

（ただし中粗粒質土壌では，
8 meq以上）

黒ボク土

15 meq以上

岩屑土，砂丘未熟土

10 meq以上

交
換

性
塩

基

《CECの値によって

　　　　適正値が変わります》

CEC （meq）

カルシウム（CaO）

（mg/00
0100g）

マグネシウム（MgO）

カリウム（K2O）

     CaO/MgO比 重量比：8.3以下 　 （当量比：6以下）

     MgO/K2O比

麦類栽培ほ場の土壌化学性の改良目標基準値

pH（水抽出） 6.0～6.5　【大麦では小麦より高めとします】

有効態リン酸

（P2O5）

黒ボク土以外

10～75 mg/100g

黒ボク土

10～100 mg/100g
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