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千葉県果樹園土壌の特性

第II報 ブドウ園土壌の特性とその生産性

三好 洋＊

Studies on the Characteristics of Orchard Soil in Chiba Prefecture 

II. The Cheracteristics and Protuctivity of Vine Yards Soil. 

Hiroshi Miyoshi 

1. はじめに

千葉県Vてなけるぶどうの栽培両積は我が国全体のぶど

う栽培面積の 1%{ICすぎ左いが，千葉県の海成砂質土に

なける代表的な果樹の一つである。千葉県になける露地

ぶどうは山武郡横芝町．安房郡鴨川町を中心とする海成

の砂質土がほとんどである。主た火山灰台地の腐植質火

山灰士畑Vてないても者千ぶどうが栽培されているが，と

れは点在するKすぎず産地を形成するまでK至ってい在

い。また火山吹土Kなけるぶどうの栽培は本県では若干

の問額があり，必ずしも積極的Kす Lめられてい左い実

状である。よって本研究tてないては海成砂質士のぶどう

園士燃を中心として調査奇行在った。海成砂質土は層K

より，地点Kよって粒径組成，ち常陸王，腐積含量等の変

化が多〈，それがと柱建性K大きま影響を与えているとと

は過去の調脊Kよりすでに明らかKされている。とれK

とも在って比較的小南積K分布するぶどう園Vてないても

前記の土壌，土層の性質，微細標高差Kよる乾湿のちが

い在ど Kよるものと思われる優良l詞と不良闘とが分布し

ている。よって海成砂質土Kおけるぶどう優良園，不良

園を支配する因子をさぐるのK絶好の材料といえる。作

物の根群が士主事中K広〈十分；て分布するか否かは作物栽

培技術上大き左影響を与えるととは言弓までも在い。収

穫時期の早晩左どを加味すると．作物の根群分布の広h

ζ とは必ずしも経済的K有利であるとは言え在い。しか

し作物の僻全な生育と十介在収量をあげるのK寄与する

ととの大きいのは論をまたない。

前報K長いて作物根の伸長になよ iます土壌条件につい

※ 地力保全研究室
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ての暁往の研究の概要を記述し，更K三紀系風化土の粘

質士に也、けるみかんの根群伸長好演条件を明らかKした。

しかし当該地域士壌は海成砂質土であり，前端とは有E端

K異在る土壌であり，作物もとと在るのでこの点Kつい

てもあらためて検討を行在うととが必要である。 －uヒ海

成砂質土は一般K透水性がよし根祥分布もよいが，某

樫整備等の影響で，根群分布，土壌の物理性が極端V亡悪

い場合がある。よってぶどう園調賓の緒果をとりまとめ

るとと十てより海成砂質土の理学性？をらびにぶどう穀堵K

好適左土壌条件Vてついて三，三の知見を得るととが出来

た。とれをと LK報告する。

2. 調査方法

九十九星海成平野の横芝町と安房郡鴨川町の海成平野

{IC 品、けるぶどう圏にないて傍良聞と不良圏全対照させっ

つ，常法Kよりき Lとり調査，土俵調査奇行在った。曹

、とり調査により優良国，不良闘を確認した。土壌調脊

Vてなける根群分布，ち平骨庭，土壌三相組成は第 l鵠と同

様 {IC1 0 c mきざみK区分して調査奇行在った。品種は

すべてデラウエアで怪とんどジベレリン処理を行有って

いる。

3. 結果

(11 土壌の化学件

土壌の化学性について項目別K侮庭関と不良聞の平均

僚をもとめ両者の聞の有意普の検定を行在った。 ζの結

果を第 l表として示す。

ζ の結果Kないては石灰：なよび苦士含景： I•寸全般的K や

L少なく，欠乏的左傾向がみられるが，傍良闘と不良闘

の聞に有意差はみとめられ在かった。そのftb.，加里含量，



第1表 海成砂質土ぶどう園土壌の化学性

優良国 不良国

pH 5.6士3.0 5.5士 3.2

置塩 OaO 62土31 67土28

性換基
MgO 8土 4 7士 5

mi;_ノlOOg K20 13士 5 12士6

塩基置換容量 8.6士2・0 9.0士2.4

石灰飽和度% 25士JO 26 土12

有効燐酸m宅／100 g 24士 7 27士JO

燐酸吸収係数 980士2日D 890士120

燐酸含量等もほぼ適正であり， p Hも正常であり，優良

園と不良閣の間K有意差はみとめられをい。以上本調査

の範囲内では優良閣と不良園の化学性の問K有意差は全

〈認められず，とれら園の優劣を支配している因子？と化

学性から発見することは出来をかった。

(2) 根群伸長好滴条件

ぶどう園の牛産性の傍劣を支配している尉子を土織の

化学性から発見出来左かったので，土巌の物理性が閣の

優劣を支配しているかどうかKついて検討を行在った。

土壌の物理性の場合は第 1報の温州みかんの場合と同様

K根群伸長好適条件托ついて検吋を行在った。第 1報の

場合，土壌は主として三紀系粘質土在いし強粘質土であ

り，本報は海成砂質土であり，両者はいちじるしく異ま

っている。また作物の種類も ζ となってなり，根群伸長

好適条件は必ずしも一致するとは言い得左い。よって第

1報と全〈同じ方法をもって検討をすすめた。

まず根群分布良好層と不良rのち密度の頻居E分布は第 1

図のとなりである。

1% 

弘T 寸
10 15 

硬度計のよみ

第 1図 根群分布良好織土壌と不良域土壌の

ち密度の頻度分布

との結果K拾いてあきらかであるよう K根群伸長好滴

条件の限界はち密庭で 23～ 2 4附近Kあり，第 l報の

温州みかんの場合よりわずかに高い値をしめしてL、る。また根

群分布良好層の土壌三相組成Kついて検討した結果を第
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2図としてか、げる。作図，検討方法は第 1報の場合とと

全〈同様である。

この図にないであきらかであるよ号 Kぶどうの根群伸

長K好滴左三相組成は三角座標上で水分率 I8，国相率

5 2，空気率 I4，水分率 40，固相率 35 ireかとまれ

る五角形の内部K位置している。

水分率 18以下は根群分布良好，中，不良が混在して

なり調杏時の水介率のみでVてわかKZ命ずるととは出来設

いが，水分率18以下の状態は根群の伸長Kのぞ？ケく

ないということ K大きなあやまりは左かろう。月lj報Kよ

ると海成砂質土Kなける水分率 1 8はpF 2. 7～ 2.9に

らえれ先K月ljk明らかKしたよう Kとの点は毛管連絡

切断点水分K近似した（査であり，作物K対する水分供給

力のいちじるし〈低下する限界点附近Kあたっている。

ζ の水分率以下の乾燥が作物生育 ilC:i＞＇よぼす影響の多い
z〕，＇) 

とはli!IJVC多くの研究Kより日日らかKされている。 ζ れら

のととは飯回が作物根の伸長が乾燥Kより阻害されはじ

める点が pF 2.7附近であるとしているのとも一致して

いる。

また固相率 52は根群の侵入K対する力学的抵抗の限

界と思われる。これより高い国相率の層は硬庭が大きい

ため根の侵入を拒否しているものと思われる内固相率と

山中式硬度言十の読みとの相関図を篤 3岡としてしめす。

との両者の問陀はかをり尚い相関がみとめられ，同相

率 5 2はち密陵のよみで 23ー 25 ireあたり，丹原の結

果ともほぼ一致している。

容積重の高かまり Kより根系の伸長が阻筈されはじめ

る限界Kついての研究は前報でのべたよう KすでK多〈

在されている。土壌Kより若干のちがいはあるが，軍手積

重もし〈は闘相率とち需度の問K相関がみとめられるこ

とは両者がほ Y同ーの因子ち根の伸長K抵抗しているの

ではないかと思われる。飯田Kよると固相率とち需庭の

相関勾配が土壌水分含量Kよって支配される土壌としか

らざる土壌とがある。

空気率 I4伐ぶどう根の生理的耐乏限界K近い数値と

思われる。丹原の柑橘の場合よりや』高〈，著者が行っ

た種々の作物の中ではほ Y中位Uてあたっている。地下水

位の高低とぶどうの生育の関係Kついては山県が詳細K

研究を行まっているが，山県の結果を地下水位よりの高

さとpF-M  y カ プから換算した空気率と根群の関係

は本研究の結果ときわめてよく一致している。

水分率上限 4 0以上にはプロットが存在せず，との線

が根群伸長好滴条件の上限潜jJということは出来左い。し

かしとれら土壌の圃場容水量（ 2 4時間水分量）は 30 

～ 35ml/! OOm  l程度であり，根群伸長好適条件

の上限は圃場容水量以上て”あり，水分率 40の上限K近

い土壌は若干の重力水を含むものと思われる。よって排

ノ主不良Kよる停滞水のある場合や地下水位の高い場合を
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(3) 土壊の三相組成と他の牧＝理性との関係

根の侵入を阻害したり，透水性を阻害するようをち密

層の形成は踏圧等の力学的念力が加わるとと以外K，そ

の要因のーっとして粒径組成が考えられる。古〈は叩1L2
AM N ，須藤は粒径の均ーま系よりも不均ーの系の方が

密Kつまる可能性が大きいとし，横件らも最密充模粒径

組成の考え方を提唱している。とのととから回相率の高

低と粒径組成の間K如何在る関係があるかを知るためK

以下の調査を行在った。

調査対象画場の断面形態の概要は以下のとなりである。

第 1層は腐桶を含む黄褐色の LS，厚さは 20 -4 0 

cm で斑紋，結核企し。

第 2層は腐植を欠〈糞褐色の Sで斑紋，結核左し，乙

の第2層は根群分布良好で固相率は比較的低いものと，

根群分布不良で固相率の高いものがある。

との断面形態で問寝のある第2層Kついて調査を行在っ

た。深耕，有機物導入念ど人為の加わってh 在い部分に

ついて，国相率の比較的低いものと高いものについてそ

の粒径組成を測定した。測定区分の粒径は 1' 0' 5, 

0,2, 0,1,0,05,0,02,0,01 mmとし， 0,Immまで

は飾別法，それ以下はピベット法で測定した。との粒径

第 2図

． 
・%・

のぞき，空気不足をとも念わ左い水分過剰のみKよって

は根群の伸長が害されるととは念いと考えられる。
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を0.5を底とした対数である中粒径K換算し（伊粒径

=Logo., mm粒径〕，累加曲紘をえがき，擬微分

法tてよって粒径分布曲線をつくり， Md値， QD値を求

め，とも K第4図としてしめす。とのM d f直は平均重量

直径をさし累加曲線の 50 %~てあたる部分の粒径を示す。

QDf直('i四分位偏差を意味し，通常のQD 11直は累加曲線

の75 %と 25 %（≪：：概当する伊粒径の差の 1/z を指す

ものでこれを本報告ではQD l としてあらわし，別K累

加曲線 87.5 %と 37.5 %(IL概当する伊粒径の差の l/z

を求め ζ れを QD 2 として併記した。

l町制i咋’ Md QD, QD, 

48.7 2.60 0 27 0 30 

45.0 2.61 0 30 0 33 

52.6 2.67 0 33 0 50 

53.6 2.67 0 33 0 55 

I 2; i3 4 l 5！ψ 

0.5 0.2 0.1 0目05 o.oz 

第 4図 国相率と粒径紐成

との結果Kよると固相率の高い土壌では平均重量直径

やL高〈，四分位偏差（ QD • ）もや h高いKすぎない。

しかしQD，は閤相率の高い土壌は低い土壌より、明ら

かK大きい。国相率の大きい土壌は F粒径 3 ( 0.125 

mm）から 4.5(0. 04mm）の問の粒子が矯加している。

固相率の高い土壌は大粒子でつ〈られた骨格構造の聞に

3 4. 5の粒子が入り ζんで固相率を高めているという

粒子配列が想定される。

4. 考察

前報Kないてはみかん園土壊の調査結果を検討し，根

群伸長好適条件層の厚さを生産性分級の落準Kもちいる

ととの適正なととをしめした。本報告は前報K比してや

込調査点数が少在いが，き hとり調査Uてよって区分した

優良園と不良園の根群伸長良好条件層の厚さを整理して

第2表としてしめす。調査点数は優良固と不良園の〈み

あわせである。

優良園と不良閣の平均値K偏差は若干の重複はあるが

両者の聞の有意差がみとめられ，優良国と不良園の境は

根群伸長好適条件層の厚さの 3 0～ 5 0 c mの聞にある。
l l ), l 2 ) 

とれは山梨農試が地下水位 30 c mのぶどうの生育は晶、

とるが 50 c mより深い時はそれ以上深〈ても大差念い

としているのとほぼ一致する。

との ζ とから本報告十てないても表土の厚き，有効土層

の深さKかわって根群伸長良好条件層の厚さを生産性分

第 2表 優良圏と不良薗の根群伸長好適条件

I肩の厚さ cm 

優良園 不良園 差

I 85 30 55 

2 55 30 25 

3 50 50 。
4 65 35 30 

5 40 45 -5 

6 55 35 30 

平均 58士15 38士2 22士20

Sd=S.42 t=2.574 

0.050> p >0.025 

5. 要約

海成砂質土のぶどう園Kついて優良圏，不良薗それぞ

れ 6点Kついて，土境調査，き Lとり調査，作物の観察

，分析調査を行在h ，優良園E不良園の土壊の性質Kつ

いて比較研究を行走った。その結果は次のと b りである。

(1) 優良国土壌と不良調土壊の化学性の問Kはあきら

かま差は認められ在かった。

(2) 海成砂質土にかけるぶどうの根群伸長好適条件は

ち密度 23-24mm以下，水分率 18以上，回相率

3 5 - 5 2，空気率 14以上の範囲である。

(3) 固相率の高い土壌は四分位偏差大き〈，と ＜(IL-/ 

Jレト分多〈，粗砂の骨格構造の中 (IL－／ノレト分が入って，

ち密層が形成されたものと恩われる。

(4) 根群伸長好適条件層を表土の厚さ，有効土層の深

さKかわって，ぶどうの海成砂質土(IL:t.－ける生産性分級

K用いるととが合理的であるととを明らかKした。
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1 5 ' 1～（ I 9 6 9 ) 

The highly productive vine yards were compared with less productive ones. The results are as 

follows; 

1) In the chemical characteristics, the highly productive yard soils have no remarkable difference 

from the lower productive one. 

2) The physical conditions which the grape root is able to penetrate in the marine sandy soil is as 

follows; 

compaction (YAMANAKA model meter）・＜23-23mm, water ratio> 18, 35 <soild ratio <52, air ratio> 

14 

3) The soils of high solid ratio contain some quantity of silt, but those of low solid ratio have little 

quantity, almost containing of sand particles. 

4) When classifying the productivity of vine yard soils, it seems more adequate to use as an index 

the depth of the soil layers so far as the root can penetrate than to use“the thickness of the surface 

soil”or“the depth of the available layer.” 
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