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く研究成果＞

土塊法による土壌物理性簡易診断と土塊サンプラーの開発

岡 紀邦＊竹本敏彦＊

要 旨

土塊法は海外ではdropshatter testと呼ばれ，圃場から20cmまでの深さで土塊を掘り起こし，落

下により砕土して，その後の土塊分布から土壌構造を評価する方法である。筆者らは北海道の多くの

圃場で本方法を試し，同時に，未撹乱土壌を採取して孔隙率や保水性を調査して，土塊調査の結果と

比較検討した。その結果，土塊法は半定置的に土壌構造の状況を評価できることを確認し，その有効

性を確認した。また，土塊を容易に採取するために，土塊サンプラーを開発した。これにより短時間

で容易に土塊を採取することが可能になった。

1. はじめに

土壌の物理性が作物生産に大きな影響を及ぼし

ていることは言うまでもないことだが，実際にそ

れぞれの圃場で土壌物理性の状況を知ろうと思う

と，容易にできる方法は限られている。本稿では

土壌物理性を評価する方法のひとつである土塊法

について紹介する。これは海外ではdropshatter 

testと呼ばれている手法である。簡単に説明する

と土壌から土のかたまりをスコップで掘り取って，

それを一定の高さから落として，その後にできた

土塊の分布から土壌構造を評価しようというもの

である。細かい土塊ができやすいということは，

土が壊れやすく，砕土性の良い土壌ということに

なる。このように土壌に物理的衝撃を与えてその

影響をみる方法は，我が国でも耕起後の砕土性の

測定に利用されている。これは農業機械による砕

土作業後に，その性能評価や，作物の出芽率や初

期生育と土壌物理性の関係把握を目的に行われて

いる（北海道立総合研究機構2012)。土塊分布を

求める手法としてはdropshatter testも同様の

方法だが，砕土性測定が耕転作業後に行うのに対

して， dropshatter testは耕起の影響を受けて

Characterization of soil structure with the drop 
shatter test and creating a soil clod sampler 
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いない状況で実施するところが異なる (Shepherd

et al. 2000)。筆者らはこの dropshatter test 

による土塊分布調査を北海道の様々な圃場で試し

ている。土塊分布を調査することから筆者らは

「土塊法」と呼んでいる。一般に定まった名前で

はないが，本稿ではとりあえず「土塊法」を使用

する。

2. Visual Soil Assessmentとdropshatter test 

近年，海外では視覚や触知のみによって土壌を

簡易に診断する技術について研究が広がりつつあ

る (Ballet al. 2013)。それらの手法の一つに

Visual Soil Assessment (Shepherd et al. 2000, 

2008)があり，筆者らはその中で採用されている

drop shatter testの方法にしたがって実験を開

始した。その方法は，耕作前や収穫後の圃場で，

20cm X 20cm X 20cmの土塊をスコップで掘り出

して，それを lmの高さから板の上に落として砕

土するという方法である。また，砕土は最大 3回

までとしている。板はコンテナなどの中に敷いて

行う。砕土後はシートなどに土塊を広げて，マニュ

アルにある土塊分布の写真と見比べて， good,

moderate, poorを判定する。 VSAによる診断は

土塊分布だけにとどまらないで，土色，斑紋，多

孔性などを判定して総合的に判断する方法である。

筆者らは簡便のため土塊分布 (dropshatter 

test)だけを検討している。できるだけ数値で示

す方が，だれにとっても実施しやすいと考え，飾
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で分画後それぞれの土塊重量をもとめて全重に対

する比で表すこととした。土塊を分ける師は，適

切なサイズが当初は分からなかったので，とりあ

えず 5mm（正確には4.75mm) と30mm（正確

には31.5mm) を使って試験を開始した。なお，

筆者らは土塊を落とす際には，土塊を大きなビニー

ル袋に入れたままで処理している。

実際に師分けしたものを写真 1に示す。大きな

写真 1 土塊法による土塊分布調査の様子
（上）大きな土塊が少ない圃場（下）大きな土塊が多い圃場。
箭は， 5mmと30mmを使用した

土塊が多い圃場と少ない圃場の違いは明瞭である。

師分けの結果は，写真 1上では大 (30mm以上）

が14%，写真 1下では大が66％であった。土塊法

によって土壌構造の良し悪しをおおよそ判定でき

ることが分かる。高価な分析機器が不要であり，

また，結果が現場ですぐに得られるなどの利点が

ある。生産者が自ら圃場で調査 して土壌管理の判

断に役立てることも可能である。

3. 土塊サンプラー

土塊法では，深さ20cmの土塊を掘りあげるが，

この作業を繰り返すことは，それになりに労力や

時間がかかる。そこで著者のひとり竹本は，土塊

採取を容易にする土塊サンプラーを開発した。こ

れは15cmX 20cm鋼板 (1.6mm厚）を20cm辺で

直角に接合したのち両面で構成する三角面の一方

にのみ三角形の鋼板をつけたものである。これを

2つ合わせて直方体として，開いた方を下にして

土壌に打ち込み，その後，スコップを使ってサン

プラ ーごと土から掘り出す。底面からはみ出して

いる土壌はサンプラーの端にそって削る。サンプ

ラーを外せば深さ20cmの土塊をほぼ正確に採取

することができる。この土塊サンプラーを使用す

ることにより，作業が容易になり時間もかなり短

縮された。それに加えて，作業者によらず正確な

サイズの土塊が採取できるようになり，データの

ばらつき要因が減少した。なお，サンプラー上面

の 2辺（縦の鋼板の上部）は鋼板を 2重にして繰

り返しの使用に耐えられるように工夫 してある。

重さは 1つ 1kg弱である。土塊サンプラーで土

塊を採取している様子を写真 2に， 採取した土塊

の様子を写真 3に示した。土塊サンプラーは，北

農賞の技能部門を受賞したことを付記しておく

（北農会2019)。

写真 2 土塊サンプラーによる土塊採取の様子

写真 3 採取した土塊の様子

-19-



114 北 農 第86巻第 2号 (2019年 4月）

4. 調査事例

筆者らは，試験場内の圃場をはじめ岩見沢や十

勝の現地圃場で土塊法による土壌物理性の調査を

実施している。その際土壌物理性を正しく評価

できているかどうかを判断するため，土塊調査と

同時に採上円筒で未撹乱土壌を採取して， 実験室

内で孔隙率や保水性のデータも取得している。

その一例を示したのが図 1である（岡ら2017a)。

これは北農研の圃場での調査であるが，土塊小

(4.75mm以下）の割合は有効水分量 (pFl.5~4.2

の水分量）と正の相関を示し，土塊大 (31.5mm

以上）の割合は有効水分量との負の相関を示した。

このような土壌物理性データと関連性は，現地圃

場も含めた多数の圃場データで解析しても同様な

結果が得られている（岡ら2017a, 2017b)。

5. 砕土する時の土壌水分について

筆者らはここ数年，多くの現地圃場で土塊法に

よる土壌構造調査を行っている。本来オンサイト

で分析する手法として紹介されていたので，我々

も現地で師分けして土塊の重量測定をしていた。
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図 1 土塊法と採土円筒による実験結果の比較
有効水はpFl.5~4.2で保持されている水分昂

しかし，転換畑の大豆圃場を収穫後に調査する場

合，季節的に圃場は乾きにくくなっている。その

場合，オンサイトで土塊調査をすることは困難で

ある。また，限られた日数で多くの圃場を調査す

るため現場での時間をできるだけ節約したいとい

う要望もあった。これらの理由から， 筆者らは最

近では，オンサイトではなく土塊をいったん試験

場に持ち帰り ，時間に余裕のできたときに砕土を

して土塊分布を調査することにしている。砕土性

は，土壌水分含量によって影響すると言われてい

るので，いずれの土塊も風乾した後に砕土するこ

とにした。これによって圃場ごとの比較が水分含

量に影響されないようにした。

風乾後とオンサイトで砕土した場合に，士塊分

布にどの程度影響がでるかという点については，

現在，データを収集している。これまでのところ

では，大きな差異がないであろうとの感触を得て

いるが， これについては今後得られる結果を待っ

て判断したい。なお，土塊を砕土する時，落とし

た時に土塊が変形する場合は，水分が多すぎるの

であって，当然，砕土に適さない。

6. 節サイズの影響について

土塊分布を評価する際の適切な師サイズを検討

するため， 4サイズの師を使用して土塊分布を調

べた（岡ら2018)。使用した箭は，4.75mm,9.5 

mm, 19.5mm, 31.5mm, である。土塊を採取す

ると同時に，採土円筒で未撹乱土壌を採取して，

孔隙率や保水性の実験に供した。土塊を師分けし

た各画分の割合と孔隙率等のデータ間で相関を調

べたところ，全体を 2分した画分は，師サイズに

関係なく，いずれも土壌物理性データと比較的高

い相関を示した。 一方，全体を 3分したときの中

間画分は，いずれも物理性データと相関が低いこ

とが分かった（岡ら2018)。これらのことから土

塊法では，箭サイズの影響は大きくなく，また，

画分を多く分ける必要性も小さい ことが分かった。

7. おわりに

以上のように土塊法 (dropshatter test) の
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有効性を我が国の土壌で検討してきた。水稲後の

転換畑など土壌構造の不良が予想される圃場では，

土塊法によって畑の土壌状態を知ることで，それ

に対応した土壌管理を実施できるだろう。今後は，

多くの人に使ってもらえるような作業マニュアル

などを作成していきたい。

本研究の一部は，革新的技術緊急展開事業（経

営体強化プロジェクト），及び，農林水産省委託

「収益力向上のための研究開発」プロジェクト

「多収阻害要因の診断法及び対策技術の開発」に

より実施した。
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