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Ⅰ．現地土壌調査 

１．土壌調査の実施内容 

（１）圃場の選定 

実施地区（産地）の作物の生育、収量、品質が劣る要因を明確にするため、収量等が良い

圃場と劣る圃場を選ぶ。圃場の良し悪しの評価は、その作物の重視される項目を参考とする

（例：水稲の場合、等級やタンパク質含量、ハウス栽培のコマツナやホウレンソウの場合、

生育の揃い、メロン等の場合、糖度）。また、借地等を合筆した圃場の場合、圃場内で区画

によって収量等が非常に異なることがあるため、それぞれの区画を別圃場と見なす。 

 

（２）全圃場の土壌調査の実施内容 

選定した全圃場の土壌調査の実施内容の概略を表 I-１に示す。 

表 I-1 全圃場の土壌調査の実施内容の概略 

実施項目 内 容 参照箇所 

圃場カルテの記入 新規圃場と継続圃場について生産者や生産

法人等による圃場カルテの記入 

Ⅰ－２．圃場カルテの記

入方法 

土壌サンプルの採取・

送付 

土壌化学性および土性判定用の土壌サンプ

ルの採取（分析機関が分析担当） 

Ⅰ－３．土壌サンプルの

採取方法 

土壌硬度の測定（位置

情報の取得を含む） 

貫入式土壌硬度計または山中式土壌硬度計

による測定 

Ⅰ－４．土壌硬度の測定

方法 

写真撮影と圃場の特

徴の記入 

圃場の全体や排水不良地点などの写真撮影

および圃場の特徴や気付いた点の記入 

Ⅰ－５．写真撮影と圃場

の特徴の記入方法 

 

（３）詳細調査の実施内容 

実施地区の作物の生育等が良い圃場と劣る圃場の土壌化学性分析と土壌硬度測定の結果

から、生育等の格差の要因を概ね把握できるが、詳細調査ではその仮説を明確にする。詳細

調査では代表的作物について生育等が良い圃場と劣る圃場を対象に、土壌診断だけでなく、

作物の糖度、葉緑素量、硝酸濃度等の測定を必要に応じて実施する（表 I-2）。 

 

表 I-2 詳細調査圃場の実施内容の概略 

実施項目 内 容 参照箇所 

断面観察と土壌硬度

測定 

断面観察（写真撮影、作土深、土性、気付い

た点）および山中式土壌硬度計による測定 

Ⅰ－６．詳細調査の方法 

採土管試料採取・送付 採土管試料の採取と送付（分析機関が三相

分布・仮比重の測定） 

作物の糖度、葉緑素

量、硝酸濃度等の測定 

非破壊糖度計、葉緑素計、硝酸イオンメータ

による測定、デンプン含量等測定は外部委託 
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２．圃場カルテの記入方法 

（１）圃場カルテの様式 

令和 3年度の調査圃場は、新規圃場と継続圃場に区分できることから、圃場カルテは新規

圃場と継続圃場の 2 種類の様式を用意している（表 I-3）。それぞれについて水稲、葉菜・

根菜類、果菜類、果樹、花き、ダイズ・エダマメ・ソバ・コムギなどの作物別に、圃場ごと

の様式および複数圃場の様式がある。生産者に記入を依頼する場合、圃場ごとの様式を印刷

して配布する。生産法人等が多くの圃場の栽培記録を一括管理している場合、複数圃場をま

とめて記入できる様式を利用して記入するように依頼する。 

 

表 I-3 新規圃場と継続圃場の区別および圃場カルテ様式 

圃場の区別 説 明 圃場カルテ様式 

新規圃場 ・本年度新規の調査圃場 

・前年度調査圃場のうち輪作のため、対象

作物が前年度と異なる圃場 

新規圃場様式 

（対象作物別に圃場ごとまた

は複数圃場の様式を選ぶ） 

継続圃場 ・前年度調査圃場のうち連作等のため、対

象作物が前年度と同じ圃場（前年度調査

結果に基づく改善対策を実施した圃場と実

施できなかった圃場を含む） 

継続圃場様式 

（対象作物別に圃場ごとまた

は複数圃場の様式を選ぶ） 

 

（２）圃場カルテの記入と回収 

生産者に事前に圃場カルテ記入を依頼した場合、調査担当者が土壌調査当日に記入状況

を確認し、未記入事項があれば、聞き取って補完し、回収する。事前に依頼できなかった場

合、当日に聞き取って記入するか、記入を依頼して後日回収するなど適切に対応する。 

新規圃場のカルテの記入に当たっては、表 I-4 を参考にする。令和 3 年度の新規圃場カ

ルテの様式は、前年度の様式をベースに改訂している。その主な内容として、収量について

は、具体的な数値が不明な場合が想定されることから、前年度は地域平均との比較で 5段階

（低い，やや低い，普通，やや高い，高い）のどれかを選ぶ形式を併記したが、本年度は地

域平均を 100とした 5段階（80未満，80～100，100，100～120，120以上）とし、客観的な

区分に改めた。また、生理障害や土壌病害虫の発生状況については、前年度は症状や病害虫

の名称を記入する形式であったが、未記入が多かったことから、本年度は該当するものを選

ぶ形式に変更した。さらに、「生育、収量、品質面で困っている問題」については、生産者

による改善のための創意工夫があればそれも記入するように変更した。なお、肥料施用など

の項目で記入事項が多く、欄内に記入できない場合、前年度と同様に圃場カルテの余白また

は別紙（白紙）に記入する。 

継続圃場のカルテの記入に当たっては、表 I-5を参考にする。継続圃場の中には前年度の

調査結果に基づく改善対策を実施した圃場、時期的に改善対策を実施できなかった圃場な

どがある。そこで、水稲の場合であれば、「１．前年作と比較して栽培管理で変更した点と
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その理由」で変更の有無、変更した点および変更の理由を記入する。また、「２．本年作の

栽培概要」で前年作から変更のあった項目について記入する。さらに、「３．本年作の収量、

品質等の結果」を記入する。以上の回答方法については、該当する番号に〇印と必要事項を

記入する簡便な形式とした。最後に、「４．本年作で特に重点を置いた改善対策とその結果

の感想（または本年の収量・品質に特に影響した要因）」を自由に記載する。 

令和 2年度に回収した圃場カルテでは、収量、堆肥・肥料施用状況、生理障害・土壌病害

虫の発生状況などが未記入の例が多く見られ、生育等が劣る要因の解析が困難な場合があ

った。そこで、本年度の継続圃場については、前年度未記入項目の情報の補完も図る。 

 

表 I-4 新規圃場（水稲）の例示 

項目 枠内の項目 説 明 

最上段 

＜共通項目＞ 

圃場名・番号 

 

生産者が付けた圃場名・番号または

調査担当者が生産者氏名や地名をも

とに付けた圃場名・番号を記入する。 

硬度計データ No 

 

貫入式土壌硬度計のデータファイル

名を記入する。そのファイルに位置情

報（緯度・経度）も記録される。 

圃場位置（樹園地の場合） 樹園地では山中式土壌硬度計を用い

るため、スマホ等を利用して緯度・経

度の情報を取得し、記入する。 

管理コード 都道府県コードおよび協議会事務局

が付与する担当番号と管理番号から

成る管理コードを記入する。 

１．圃場の概要と水管理 排水条件、圃場面積、作

付体系、水管理 
該当する番号に〇を付ける 

または必要事項を記入する。 

 

２．本年作の栽培期間と収

量・品質 

栽培期間、品種名、収量、

等級、品質、未熟粒など 

３．本年作への堆肥、土壌改

良資材、肥料の施用状況 

稲わら処理、堆肥、土壌

改良資材、肥料 

４．本年作の倒伏、生理障

害、病害虫、問題点など 

倒伏、生育障害、病害、虫

害、生育、収量、品質面で

困っている問題 

改善のための創意工夫があればそれ

も記入する。 
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表 I-5 継続圃場（水稲）の例示 

項目 枠内の項目 説 明 

最上段 

＜共通項目＞ 

圃場名・番号 

 

前年度の圃場名・番号を記入する。 

硬度計データ No 

 

貫入式土壌硬度計のデータファイル

名を記入する。そのファイルに位置情

報（緯度・経度）も記録される。 

圃場位置（樹園地の場合） 樹園地では山中式土壌硬度計を用い

るため、スマホ等を利用して緯度・経

度の情報を取得し、記入する。 

管理コード 都道府県コードおよび協議会事務局

が付与する担当番号と管理番号から

成る管理コードを記入する。 

１．前年作と比較して栽培管

理で変更した点とその理由 

変更の有無、変更した点、

変更の理由 

該当する番号に〇印と必要事項を記

入する。 

２．本年作の栽培概要 品種名、栽培期間、排水

条件、水管理、稲わら処

理、堆肥、土壌改良資材、

肥料 

前年作から変更のあった項目につい

て左端の□に✓点を付け、該当する

番号に〇印と必要事項を記入する。 

３．本年作の収量、品質等の

結果 

収量、等級、未熟粒など、

倒伏、生育異常・病害虫 

該当する番号に〇印と必要事項を記

入する。 

４．本年作で特に重点を置い

た改善対策とその結果の

感想   

 本年の収量・品質に特に影響した要

因も含めて自由に記載する。 

 

 

（３）管理コードの付与 

令和 3年度調査圃場の管理コードは、都道府県コード（2桁）、担当番号（2桁）および管

理番号（4 桁）から成る（表 I-6）。都道府県コードは表 1-7 に示す。担当番号と管理番号

は、協議会事務局が付与し、その情報は現地担当者と共有する。管理コード（都道府県コー

ド/担当番号/管理番号）は、例えば、02010003（8桁）となり、貫入式（山中式）土壌硬度

計による測定値、圃場カルテ、写真、土壌化学性等の調査データの紐付けに利用する。 

 

表 I-6 管理コード 

管理コード 説 明 

都道府県コード 2 桁 全国 47 都道府県のコード（総務省設定）を利用する 

担当番号 2 桁 現地担当者が分担する生産団体/生産者/市区町村に番号を割り振る 

管理番号 4 桁 担当番号ごとに調査圃場に連番で割り振る 
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表 I-7 都道府県コード 

01 北海道 09 栃木県 17 静岡県 25 滋賀県 33 岡山県 41 佐賀県 

02 青森県 10 群馬県 18 新潟県 26 京都府 34 広島県 42 長崎県 

03 岩手県 11 埼玉県 19 富山県 27 大阪府 35 山口県 43 熊本県 

04 宮城県 12 千葉県 20 石川県 28 兵庫県 36 徳島県 44 大分県 

05 秋田県 13 東京都 21 福井県 29 奈良県 37 香川県 45 宮崎県 

06 山形県 14 神奈川県 22 愛知県 30 和歌山県 38 愛媛県 46 鹿児島県 

07 福島県 15 山梨県 23 岐阜県 31 鳥取県 39 高知県 47 沖縄県 

08 茨城県 16 長野県 24 三重県 32 島根県 40 福岡県  

 

 

（４）管理コード付与の事例 

管理コード（都道府県コード/担当番号/管理番号）のうち、都道府県コードと担当番号の

付与については、表 I-8を参考とする。また、管理番号の付与については、表 I-9を参考と

する。管理コードは各圃場に固有のものとなるため、番号の重複に注意する。 

 

表 I-8 都道府県コードと担当番号の付与の事例 

No 道県コード 道県名 担当名称 担当者 調整先 担当番号 

1 02 青森 ○○土壌医の会 UH B農園 01 

2 02 青森 ○○土壌医の会 UH 東北一郎 02 

： ： ： ： ： ： ： 

： 02 青森 A社土壌医の会 ES C商店 11 

： ： ： ： ： ： ： 

 

表 I-9 担当番号と管理番号の付与の事例 

No 担当番号 管理番号 市町村 作物 生産団体/生産者 圃場名 

1 01 0001 OS町 ニンジン B農園 B-1 

2 01 0002 OS町 ダイコン B農園 B-2 

3 01 0003 OS町 ニンジン B農園 B-3 

： ： ： ： ： ： ： 

10 02 0001 TH町 ナガイモ 東北一郎 集会所北 

11 02 0002 TH町 ナガイモ 東北一郎 集会所南 

： ： ： ： ： ： ： 

21 11 0001 YK町 ゴボウ C商店 C-1 

22 11 0002 YK町 ジャガイモ C商店 C-2 

： ： ： ： ： ： ： 
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（５）管理コードに基づく調査データの紐付け 

管理コード（都道府県コード/担当番号/管理番号）は圃場を特定するものであり、これを

利用して調査データのファイルの命名規則を統一し、調査データの紐付けを行う。管理コー

ドが 02010003 の場合のファイル形式とファイル名の事例を表 I-10 に示す。貫入式土壌硬

度計による測定値や写真のように 1圃場に複数のデータが存在する場合、枝番を付ける。ま

た、貫入式土壌硬度計による測定値ファイルは CSV形式、山中式土壌硬度計による測定値フ

ァイルはエクセル形式、写真ファイルは JPG、GIF、PNG形式のいずれかとする。現地担当者

は、こうしたルールに従ってファイル名を変換し、形式に注意してファイルを作成し、提出

する。 

令和 2年度調査圃場の地点番号（6桁）は県によって付与方法が異なり、また調査データ

のファイルの命名規則が統一されなかったため、各圃場の調査データの紐付けが困難であ

った。令和 3年度では、令和 2年度調査圃場に付けた地点番号（6桁）は、担当番号（2桁）

と管理番号（4桁）の新たな組み合わせに移行させる。 

圃場カルテについては、担当番号ごとに複数圃場をまとめた PDF 形式またはエクセル形

式で担当番号を利用してファイル名を付け、提出する。PDF形式のファイルは、協議会事務

局が OCR（光学文字認識）ソフトウェアで読み取り、エクセル形式で整理する。 

 

表 I-10 管理コードに基づく調査データのファイル形式とファイル名 

都道府県 

コード（2

桁） 

担当番号 

（2 桁） 

管理番号 

（4 桁） 
ファイル形式とファイル名の事例 

02 01 0003 貫入式土壌硬度測定値（3 回測定の場合）：CSV形式 

例：02010003_01.csv, 02010003_02.csv, 02010003_03.csv 

山中式土壌硬度測定値（1 圃場 1 ファイル）：エクセル形式 

例：02010003.xlsx 

写真（3 枚の場合）：ファイル形式は 3 種類のいずれか 

例：02010003_01.jpg, 02010003_02.gif, 02010003_03.png 

圃場カルテ：PDF形式またはエクセル形式 

 例：0201.pdf, 0201.xlsx 
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３．土壌サンプルの採取方法 

（１）採取時期 

原則として作物収穫後、次作の施肥前に採土する。樹園地では、収穫後からお礼肥の前に

採土する。やむを得ず施肥後に採土する場合、圃場の脇など施肥していない地点を選ぶ。 

 

（２）採取地点 

基本的には圃場の対角線上の交点と線上の 5地点から土壌サンプルを採取する（図I-1）。

借地等を合筆した圃場の場合、区画によって収量等が非常に異なることがある。その場合、

圃場 1 筆について 5 点法ではなく、収量等が良い区画と劣る区画に分け、各区画について

それぞれ 5点法で採取する。 

 

図 I-1 採取地点（5点法） 

（３）採土法 

移植ゴテを用いて表土を 1～2cm 取り除き、各地点で作土 200g 程度（5 地点で 1000g 程

度）を指定の土壌採取袋に採取する。その後、採取した土壌をビニールシート等の上に広げ

てよく混合し、そのうち 500g程度を袋に戻し、サンプルとする（図 I-2）。 

土壌サンプルは化学性分析および土性判定のため、500g 必要である。土壌採取袋の記入

欄にマジック等で作物名、採取日等の必要事項を記入する。生産者等が土壌採取を行う場合、

「試料番号（地点番号 6桁）」の欄は未記入でも良いが、分析機関への土壌サンプル発送前

には、取りまとめ責任者が記入することが望ましい。 

 

    

図 I-2 作土の採取方法 

  

土壌をﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ等の上で混合 

表土の除去      作土層から採取 
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ａ．水田の場合 

表土を 1～2cm取り除き、作土を採取する（図 I-3）。 

 

図 I-3 水田での作土の採取方法 

 

ｂ．普通畑、野菜畑等の場合 

ロータリー耕耘等で畝を崩し、混合している場合、上記の水田の場合と同様に採取する。

畝が残っている場合は、畝間から隣の畝までの作土を採取する（図 I-4）。 

 

 

図 I-4 畝が残っている場合の作土の採取方法 

 

ｃ．樹園地の場合 

生育が中庸な樹 1本を選び、樹冠の先端から 30cm内側の 2地点で、坑（縦、横、深さ

がそれぞれ 40cm程度）を掘り、根が多く分布する深さ 20～40cmの範囲から採土する（図

I-5）。各地点で 250g程度（2地点で 500g程度）をまとめて指定の土壌採取袋に採取する。 

 

図 I-5 樹園地での土壌の採取方法 
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４．土壌硬度の測定方法 

（１）貫入式土壌硬度計による測定 

水田および畑地（樹園地を除く）の場合、「デジタル貫入式土壌硬度計（DIK-5532）」を用

いて測定する（図 I-6）。平坦な圃場では対角線上の 3 か所で、傾斜圃場では斜面上部、中

部、下部の 3か所でそれぞれ測定する（図 I-7）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 I-6 デジタル貫入式土壌硬度計   図 I-7 貫入式土壌硬度計による測定地点 

 

ａ．準備 

①ケースから硬度計本体・付属品を取り

出し、説明書に沿って組み立てる。 

 

②スピンドルにコーンを装着する。この

際、付属のスパナを使って確実に装着

する。 

 

③スピンドルを硬度計本体下部に装着す

る。この際、付属のスパナを使って確

実に装着する。 

 

④本体の青色 LED が点灯するまで、電源

スイッチを約 3秒間押し続ける。 

 

 

⑤硬度計本体部上側のマジックテープへ

データ表示器（M357）を装着する。 

 

  

平坦な圃場            傾斜圃場 
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⑥データ表示器（M357）を起動後、土壌

硬度計用アプリを開く。 

 

 

 

 

⑦初期画面が表示されたら右上のメニューをタップし、

操作メニューを表示させる。 

 

 

 

⑧操作メニューからセンサ接続をタップする。 

 

 

 

 

⑨シリアルナンバーを確認した上で、接続をタップすれ

ば、本体とデータ表示器（M357）が Bluetooth 接続さ

れる。 

 

 

⑩圃場名や区画名、データ番号等を設定したい場合は、操作メニューで「区画設定」を選

択し、ファイルを保存する圃場名や区画名、データ番号を設定する。 

 

⑪STARTをタップしたら、準備は終了で測定可能にな

る。 

 

 

 

 

ｂ．土壌硬度の測定 

①測定地点に移動し、土壌面検出プレートをコーン側に下

ろす。 
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②土壌硬度計本体を両手でしっかり持ち、両足の間に挟み

込むようにして、土壌表面に垂直にコーンを押し込む。 

 

 

 

③押し込む速度は 1秒間に１cm

程度とする。データ表示器の

グラフに貫入速度ラインが表

示されるので、参考にして押

し込む。 

 

④最大限まで押し込んだら、STOPをタップし、測定を終了

する。データに抜けがある場合、データ補正画面が表示

されるので、「補正」を押す。 

 

 

⑤測定後は、その場で土壌硬度がわかる

ので、測定されているか確認する。 

 

・データを取り直したい場合は、

「DELETE」を選択し、再度測定する。 

 

・データを保存したい場合は、「SAVE」を

選択し、その後「CLEAR」を選択して、

次の測定を行う（「START」を押して測定）。 

 

・過去の測定データを表示したい時は、操作メニューの「データ表示」で「LIST」を選択

し、表示したいデータを選択する。 

 

⑥測定を終了する場合は、アプリを終了し、本体の白の四角ボタンを長押しし、電源を OFF

にする。 
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ｃ．測定データの回収 

①データ表示器（M357）に付属している

micro USBケーブルを使用してパソコン

と接続する。 

 

②データ表示器（M357）を起動し、画面上

から下へワイプし、「USBを充電に使用」

と書いてあるところをタップする。 

 

③「USBの設定」のウィンドウで「ファイ

ル転送」を選択すれば、パソコンにデー

タ表示器（M357）の内部ストレージを表

示でき、内部データを取り出すことがで

きる。 

 

④内部データは「M357」→「内部共有スト

レージ」→「Daikiファイルフォルダ」→「SoilHardness」のフォルダの中に、区画

設定をした場合にはその「名称」フォルダにデータは保存されているので、そこから

データを取り出して保存、加工等をする。 

 

⑤パソコンへ取り出した後はデータ表

示器（M357）のデータ表示を選択

し、ファイル選択後に「DELETE」で

データを削除する。 

 

 

 

 

 

＜参考＞ 

・DIK-5532 デジタル貫入式土壌硬度計 注意事項と測定方法 

・動画：組立から測定まで https://www.youtube.com/watch?v=YkkKKin_9zY 

・動画：設定・データ回収 https://www.youtube.com/watch?v=aXWIAOjYAT8 

  

https://www.youtube.com/watch?v=YkkKKin_9zY
https://www.youtube.com/watch?v=aXWIAOjYAT8
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ｄ．測定ファイルの概要 

①パソコンへ取り出したデータは CSV 形式

で保存される。保存したファイルには、

深さ 1cm ごとの土壌硬度測定値が記録さ

れている（図 I-8）。 

②1 筆の圃場について 3 か所の土壌硬度を

測定すると、3か所の測定値が別ファイル

に分かれるので、1筆の圃場のファイルで

あることが分かるように「貫入式土壌硬

度計による測定リスト」（所定の様式）に

ファイル名を記入する（図 I-9）。 

③貫入式土壌硬度計では、調査圃場の位置

情報（緯度・経度）も同時に取得できる。

各圃場の緯度・経度の情報は、日本土壌

協会保有の農耕地土壌図により土壌の種

類を特定する際に利用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 I-8 貫入式土壌硬度計測定ファイルの例 

 

 

図 I-9 貫入式土壌硬度計による測定リストの記入例 
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（２）山中式土壌硬度計による測定 

樹園地の場合、山中式土壌硬度計と測定原理が同じ「プッシ

ュコーン土壌硬度計（DIK-5553）」を用いて測定する。本器はス

リットがないため、土が入る心配がない（図 I-10）。 

 

 

図 I-10 プッシュコーン土壌硬度計 

ａ．土壌硬度の測定 

①土壌サンプル採取のために掘る坑を利用して

深さ 5cm から 30cm まで 5cm ごとに本器による

測定を各 3回行う（図 I-11）。 

 

②測定値は「山中式土壌硬度計による測定リス

ト」（所定の様式）に記入する（図 I-12）。 

 

 

図 I-11 土壌硬度の深さ別測定 

 

 

図 I-12 山中式土壌硬度計による測定リストの記入例 

 

ｂ．位置情報の取得 

①位置情報（緯度・経度）はスマホ等を利用して取得し、「山中式土壌硬度計による測定

リスト」に記入する。 

②iPhoneの場合、標準アプリの「コンパス」を起動すれば、現在地の緯度・経度の情報が

得られる。Android でも類似のアプリを利用すれば、緯度・経度の情報を取得できる。 

 

＜参考＞ 

・動画：土壌硬度計 https://www.youtube.com/watch?v=xS7R6sTeO2U 

  

https://www.youtube.com/watch?v=xS7R6sTeO2U
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５．写真撮影と圃場の特徴の記入方法 

（１）写真撮影 

全圃場について圃場全体および圃場内の排水不良地点などの現況が分かるようにスマホ

またはデジタルカメラ（GPS 機能搭載）で写真を撮る。カメラの設定を「位置情報を保存」

にしておくと、写真とともに撮影地点の緯度・経度も記録されるので、後で整理しやすい。

樹園地については、圃場全体とともに土壌断面も撮影する。 

 

（２）圃場の特徴の記入 

圃場の特徴や気が付いた点については、樹園地以外では「貫入式土壌硬度計による測定リ

スト」（図 I-9）、樹園地では「山中式土壌硬度計による測定リスト」（図 I-12）にそれぞれ

記入する。（記入例）深さ 10cm以下は礫が多く、山中式土壌硬度計で測定不能。 
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６．詳細調査の方法 

実施地区の全圃場を対象とした調査結果から、実施地区の作物の生育等が劣る要因を把

握するとともに、詳細調査ではその仮説を明確にすることを目的とする。そのため、実施地

区内の主要な作物について生育等が劣る要因を類型化し、生育等が良い圃場と劣る圃場の

代表的なものを選ぶ。実施地区の調査は原則として 2か年継続であることから、詳細調査は

2 年目に重点的に実施する。 

詳細調査の項目として、現地では断面観察（作土深、土性、気付いた点）、山中式土壌硬

度計による測定、三相分布と仮比重測定用の採土管試料採取等がある。室内では三相分布と

仮比重の測定、可給態窒素、可給態硫黄、交換性（易還元性）マンガンおよび熱水可溶性ホ

ウ素の分析がある。これらの中で生育等が劣る要因の解明に必要な項目を選択する。 

一方、作物の内容成分、例えばリンゴ等果実の糖度、サツマイモ等のデンプン含量、玄米

タンパク質含量の測定なども詳細調査に含まれる。また、適切な施肥管理を行うためには、

土壌診断とともに、作物の栄養状態の把握が重要である。例えば、水稲では葉色から穂肥の

要否判定を行うため、葉緑素計が利用されている。トマト、イチゴ等では葉柄中の硝酸イオ

ン濃度から追肥の要否や量を判断するため、RQ フレックス、硝酸イオンメータ等が利用さ

れている。生産者等の協力が得られる場合、本事業で整備する非破壊糖度計、葉緑素計、硝

酸イオンメータ等を利用し、必要な項目について測定を実施する。デンプン含量、タンパク

質含量等の測定は外部に委託する。 

 

（１）断面観察と土壌硬度測定 

ａ．調査地点の選定 

①坑を掘る地点は、圃場内で作物生育が中庸または圃場の中央を選定する。樹園地では、

生育が中庸な樹の付近を選ぶ。坑を掘る際、作土と下層土を区別すると元の状態に埋め

戻せる。スコップから伝わる土壌の硬さ、粘り、重さなどの感触は重要である。 

②作土層の診断が主となるため、一般に深さが 40cm 程度あれば、作土深、硬盤の位置、

根群域等の状況がわかる。掘り終えたら、断面を移植ごてで垂直に削る。 

③断面の左端に巻尺などを当てて断面の写真を撮り、周囲の写真も撮る（図 I-13）。 

 

図 I-13 土壌断面および周囲の写真（樹園地の例）  
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ｂ．断面調査の内容 

①土壌断面を観察し、土色、硬さ（親指による判定：図 I-

14）、土性（指先の触感）などの違いで層位を区分し、層

界に線を入れる。親指で押した時のへこみ程度と山中式

土壌硬度計の読みとの対応を表 I-11に示す。 

 

図 I-14 親指による硬さの判定 

 

表 I-11 （参考）土壌の硬さの区分 

硬さの区分 親指で押した時のへこみ程度 山中式土壌硬度計の読み 

軟らかい（疎） 指がたやすく入る 18 mm 以下 

普通（中） はっきりと指の跡が残る 19～24 mm 

硬い（密） 指の跡がわずかしか残らない 25～28 mm 

ごく硬い（極密） 指の跡が残らない 29 mm 以上 

 

②作土深、土性（触感による判定）、気付いた点（圃場排水性、礫など）を「山中式土壌硬

度計による測定リスト」（図 I-12）に記入する。 

 

③土壌断面の深さ 5cmから 30cmまで 5cmごとに山中式土壌硬度計による測定を各 3回行い

（図 I-11）、「山中式土壌硬度計による測定リスト」（図 I-12）に記入する。 

 

 

（２）採土管試料の採取 

ａ．採土管 

三相分布と仮比重測定用に採土管（図 I-15）に

よる未撹乱試料の採取を行う。採土管は容積

100ml、内径 50mm、高さ 51mm のステンレス製容器

である。各土壌断面で深さ 5～10cm および 20～

25cm について、それぞれ 2～3 連で試料を採取す

る。 

 

 

 

図 I-15 採土管 
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ｂ．採土管による未攪乱試料の採取方法（図 I-16） 

①採土管を採土補助器にセットし、土壌面に垂直に手で押し込むかハンマーで打ち込み、

移植ごてで採土管を掘り出す。この時、採土管内で試料が圧縮され、構造が壊れないよ

うに注意する。試料は同一部位から 2～3 連で採取することが望ましい。 

 

②掘り出した採土管の両端の余分な土を平らに削り、蓋をする。 

 

③採土管を布できれいにふき、試料が乾燥しないように、円筒と蓋の境目をビニールテー

プで巻き、密封して測定用試料とする（ビニールテープに試料名等を記入）。 

 

図 I-16 採土管による未攪乱試料の採取 
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（３）土壌の種類の特定 

土壌の種類の特定は協議会事務局で実施する。日本土壌協会保有の農耕地土壌図は、1959

年～1978 年にかけて農林水産省の助成によって都道府県農業試験場が実施した地力保全基

本調査（土壌調査）の成果である 5 万分の 1 土壌図と代表土壌断面データをデジタル化し

たものである。当該事業が終了し、40 年余り経過していることから、この間に行われた基

盤整備に伴う土壌変化が想定される。 

したがって、この農耕地土壌図を用いて各圃場の緯度・経度から土壌の種類を特定すると、

現在の土壌条件と異なる場合が想定される。特に、水田では地下水位の低下によるグライ土

から灰色低地土への変化、畑地では黒ボク土の表層の腐植含量や厚さの変化が考えられる

ことから、詳細調査の段階で以下のように対応する。 

ａ．グライ土（または灰色低地土）の判定 

詳細調査の対象圃場の地点情報（緯度・経度）に基づき、土壌図の上でグライ土と推定さ

れる場合、協議会事務局から個別に連絡するので、検土杖を用いてグライ層の出現位置を調

べ、現在の土壌がグライ土（または灰色低地土）と判定されるか否かを明らかにする。 

ここでは、グライ土は「地下水にほぼ周年飽和されたグライ層の上端が地表下 50cm以内

に現れる低地の土壌」とする。また、グライ層は「物理的に未熟成で青灰色を呈するか、ジ

ピリジル反応が即時鮮明な土層」をいう。灰色低地土は「季節的地下水の飽和により発達し

た斑鉄層が地表下50cm以内に現れる低地の土壌」であり、グライ層の出現位置は地表下 50cm

より深い。 

 

ｂ．黒ボク土表層の腐植含量と厚さの調査 

詳細調査の対象圃場の地点情報（緯度・経度）に基づき、土壌図の上で黒ボク土と推定さ

れる場合、協議会事務局から個別に連絡するので、検土杖を用いて当該土壌の表層の腐植含

量や厚さを調べ、現在の土壌の種類を明らかにする。 

表層の腐植含量は土色で判断する（図 I-17）。

10%以上で「多腐植質」、5～10%で「腐植質」、5%

未満で「淡色黒ボク土」に区分する。さらに、

「多腐植質」または「腐植質」表層の厚さが 50cm

以上の場合、「厚層多腐植質黒ボク土」または

「厚層腐植質黒ボク土」に、50cm未満の場合、

「表層多腐植質黒ボク土」または「表層腐植質

黒ボク土」にそれぞれ区分する。 

図 I-17 土色と腐植含量の対応 
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ｃ．検土杖による調査方法 

検土杖は、圃場に坑を掘らずに多くの地点の土壌の概略を簡易に調べることができる。検

土杖の先端部 30cmが凹状の幅 1cmの溝になっており、この部分で採土して調査する（図 I-

18）。検土杖で採取できる土の量はわずかであるため、詳細な調査はできないが、土色、土

性、腐植含量、斑紋・結核、グライ層などが判定できる。本事業では 1m用の検土杖を用い、

30cmごとに 3回、垂直に同じ坑に押し込むと、深さ 90cmまで大まかな土層の観察が可能で

ある。水田土壌の場合であれば、土色が青灰色を呈する部分はグライ層と判定できる。また、

有機物含量が高いと土色が黒～黒褐色を呈するため、土色によって層位の大まかな腐植含

量や厚さを調べることができる。 

深さ 30cm までの土層を中心に観察する場合、本事業ではオーガを用いる（図 1-19）。こ

のオーガは先端部 30cm が直径 4cm の半円形になっており、この部分で採土して調査する。

採取できる土の量が検土杖より多いので、観察しやすい。また、ハンマーで打ち込みができ

るため、少し硬い土壌でも作業が容易である。 

 

 

図 I-18 検土杖による採土 

 

 

図 I-19 オーガのセット 
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（４）果実の糖度測定 

リンゴ、ナシなど果実の糖度測定は「非破壊糖度計 N-1」

を利用する。本装置では果実に照射した光の吸収により糖

度を求める（図 I-20）。仕様上、皮が薄く、内部組織が均一

であれば、2秒で糖度を測定できる。果汁を絞る必要がなく、

現地で容易に糖度測定が可能である。測定できるのは 13品

目である（表 I-12）。1 台で最大 10 品目まで有料で追加で

きる。詳しくは、取扱説明書を参照する。 

図 I-20 非破壊糖度計 N-1 

 

表 I-12非破壊糖度計 N-1で測定できる品目 

通常販売品目 リンゴ、マンゴー、モモ、カキ、ナシ、イチジク 

試験販売品目 ビワ、サクランボ、スモモ、トマト、ナツメ、シャインマスカット、マクワウリ 

 

 

（５）水稲等の葉緑素測定 

水稲やコムギの窒素追肥の要否判定のための葉色診

断に「葉緑素計（SPAD-502Plus）」を利用する。本装置

では葉緑素（クロロフィル）量を SPAD値（葉緑素含量

を示す値）として表す。本装置は、測定したい葉を測

定ヘッドにはさんで測定できる（図 I-21）。葉を切り取

る必要がないため、生育過程中に同じ葉の同じ部分を

常に測定できる。詳しくは、取扱説明書を参照する。 

図 I-21 葉緑素計 

 

（６）トマト、イチゴ等の硝酸イオン濃度測定 

トマト、イチゴ等の葉柄中の硝酸イオン濃度から追肥の

要否や量を判断するため、コンパクト硝酸イオンメータ

（LAQUAtwin NO3-11C）を利用する（図 I-22）。本装置は、

トマト等の搾り汁をセンサーに滴下するだけで簡単に測

定結果が得られる。詳しくは、取扱説明書を参照する。 

 

 

図 I-22 小型硝酸イオンメータ 
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７．土壌サンプル、調査データ等の送付方法および土壌分析結果の報告 

（１）提出物と送付先 

圃場カルテ、土壌サンプル、土壌硬度測定値、写真、採土管サンプル等の提出方法につい

ては、表 I-13を参照する。各種様式は別途指示する。各種ファイルはクラウドドライブに

保存する（クラウドドライブの利用方法は別途連絡する）。 

表 I-13 提出物と送付先 

提出物 送付先 

(1)圃場カルテ ①紙媒体をスキャンした PDF ファイル 

②記入したエクセルファイル 

※原則として生産者は紙媒体または①、生

産法人等は②を提出する。 

①、②：クラウドドライブの所

定フォルダにファイルを保

存する。 

(2)化学性分析・土性

判定用の土壌サンプ

ルおよびサンプルリ

スト 

①指定の土壌採取袋に 500g程度 

②土壌サンプルリスト 

※発送時、1 梱包につき①を 10 点以上とし、

②に内訳を記入し、同梱する。 

※輸送中に土壌サンプルが散逸しないよう

梱包資材（ダンボール）の強度に注意する。 

①、②：指定の分析機関に

着払い（クロネコヤマト便）

で発送する。 

※発送時、分析機関に電話

等で連絡する。 

(3)貫入式土壌硬度

計による測定値等 

※土壌硬度と緯度・経度等のデータを回収

し、CSV形式で保存する。 

クラウドドライブの所定フォ

ルダにファイルを保存する。 

※管理コードに基づいて作

成したファイルも提出する。 

(4)貫入式土壌硬度

計による測定リスト 

※必要事項を記入する（エクセル形式）。 

(5)山中式土壌硬度

計による測定リスト 

（樹園地および詳細

調査圃場） 

※樹園地では、作土深を除く項目について記

入する（エクセル形式）。 

※詳細調査圃場では、すべての項目につい

て記入する（エクセル形式）。 

(6)写真ファイル ※全圃場について圃場全体および圃場内の

排水不良地点などの現況を撮影する。 

※樹園地および詳細調査圃場では、土壌断

面も撮影する。 

クラウドドライブの所定フォ

ルダにファイルを保存する。 

※管理コードに基づいて作

成したファイルも提出する。 

(7)採土管サンプルお

よびサンプルリスト 

①採土管サンプル 

②採土管サンプルリスト 

※発送時、①を布ケースに入れ、②に内訳を

記入し、同梱する（余った採土管も送付）。 

※輸送中に土壌サンプルが散逸しないよう

梱包資材（ダンボール）の強度に注意する。 

①、②：指定の分析機関に

着払い（クロネコヤマト便）

で発送する。 

※発送時、分析機関に電話

等で連絡する。 

(8)圃場カルテ等ファ

イル整理表 

貫入式(山中式)土壌硬度計による測定値お

よび写真データの管理コードに基づくファイ

ル名を整理表（エクセル形式）に記入する。 

クラウドドライブの所定フォ

ルダにファイルを保存する。 

注）クラウドドライブの利用方法については、別途連絡する。  
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（２）土壌サンプル送付 

ａ．化学性分析・土性判定用の土壌サンプル 

現地調査で土壌採取袋が必要な場合、協議会事務局から必要数の袋と着払い伝票を送付

する。着払い伝票には、土壌化学性分析および土性判定を担当する分析機関の送付先が印字

されている。 

令和 3 年度は土壌サンプル数が 4000 点余りの見込みであり、前年度から 1000 点程度多

くなるため、本年度の分析業務は 3機関が分担する（前年度は 2機関で分担）。各県からの

土壌サンプル送付先は表 I-14に定める。前年度から事業に参加している県については、前

年度と同様、片倉コープアグリ(株)つくば分析センターまたは(株)松本微生物研究所にそ

れぞれ送付する。本年度から参加の道県については、アグロカネショウ(株)技術普及部土壌

分析室に送付する。千葉県からのサンプル送付先は協議会事務局の判断で調整する。また、

時期によって 1機関に土壌サンプルが集中する場合も調整する。なお、片倉コープアグリ土

壌医の会からの土壌サンプルは、すべて片倉コープアグリ(株)つくば分析センターへ送付

する。 

現地から土壌サンプルが各分析機関に到着すれば、各分析機関は土壌サンプルリストの

PDFファイルを協議会事務局に送付する。 

 

表 I-14 土壌化学性分析および土性判定担当機関（原則） 

発送元（道県） 分析機関 住所 電話番号 

青森、山形、茨城、

埼玉、千葉*1、新潟、

熊本、大分、鹿児島 

片倉コープアグリ(株) 

つくば分析センター 

〒300-0061 

茨城県土浦市並木 5-5511 

029-832-0901 

秋田、長野、静岡、

兵庫、香川*2、宮崎 

(株)松本微生物研究所 

技術普及部 

〒390-1241 

長野県松本市新村 2904 

0263-47-2078 

北海道、宮城、高知

ほか 

アグロカネショウ(株) 

技術普及部土壌分析室 

〒307-0001 

茨城県結城市結城 9511-4 

0296-21-3108 

注 1）千葉県はサンプル数が多いため、協議会事務局で調整する。 

注 2）香川県は農業試験場府中果樹研究所が担当予定である。 

  



24 

 

ｂ．採土管サンプル 

詳細調査のため、採土管が必要な場合、協議会事務局から必要数の採土管と着払い伝票を

送付する。着払い伝票には送付先が印字されている。 

採土管サンプルの三相分布および仮比重測定は原則として片倉コープアグリ(株)つくば

分析センターが担当する（表 I-15）。同分析センターは採土管サンプルが到着すれば、採土

管サンプルリストの PDFファイルを協議会事務局に送付する。 

 

表 I-15 三相分布および仮比重測定の担当機関 

発送元 分析機関・担当者 住所 電話番号 

全道県 片倉コープアグリ(株) 

つくば分析センター 

〒300-0061 

茨城県土浦市並木 5-5511 

029-832-0901 

 

（３）分析機関からの土壌分析結果報告 

各分析機関は一定数の土壌分析結果が出れば、その都度、所定の報告様式に記入し、その

ファイルを協議会事務局に提出する。  
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８．調査実施に当たってのポイント 

（１）圃場の選定 

   

①実施地区（産地）の生育等劣る要因を明確にしていくために、生育等良い圃場と劣る圃

場を選定します。 

②生育、収量、品質の良い圃場の評価は、特にその作物の商品として重視される項目とし

ます。 

（例えば水稲の場合、収量以外に一等米比率、食味値の圃場別データがあればそれを基

に選定、ハウス栽培コマツナ、ホウレンソウの場合、生育の揃いが良い等） 

 

   

①生育等が劣る要因を明確にしていくための圃場選定ですから、別圃場として取扱い、土

壌採取した区画を 1圃場とみなします。 

（借地等を合筆した圃場の場合にこうした例があります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

同一圃場でタマネギの生育が劣る区画（左）と良好な区画（右）の例 

劣る区画はリン酸欠乏が原因 

 

（２）土壌の採取 

 

①通常の化学性の分析の土壌採取量より多めなのは、今回、同一サンプルで土性（砂土、

壌土等）の判定も行うためです。 

 

  

★生育、収量、品質の良い圃場と劣る圃場を選定 

★一枚の圃場で生育等が異なる場合はそれぞれ別圃場として取り扱う 

★土壌採取量は一圃場当たり 500g 
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（水田、普通畑作） 

①水田と普通畑作は基本的に対象作物の収穫後に 5点法で作土層の土壌を採取します。 

②整地されてなく畝が残っていて、タイミング的に理想的状態で採取できない場合には、

畝内の残肥の多い箇所のみなどから採取しないようにします。プラソイラ―をかけた

後の場合、下層土が表層に持ち上げられることから、採取地点を多くし、土壌を混合し

て 500gとします。 

③採取した生土は専用の土壌採取袋に入れます。土壌採取袋の記入欄にマジック等で対

象作物名、採取日等を記入します。生産者が土壌採取を行う場合、「試料番号(地点番

号 6桁)」の欄は記入しなくて結構です。 

 

（果樹作） 

①樹園地では作土の概念がないため、根が多く伸びてきている場所から土壌サンプルを

採取します。通常、樹冠の先端から 30cm 内側の 2 地点の深さ 20～40cm の範囲から土

壌サンプルを採取し混合します。 

 

（３）土壌分析・測定 

 

 

 

 

 

 

   ♦水田作、普通畑作は貫入式土壌硬度計で測定 

♦果樹作は山中式土壌硬度計で測定 

 

（貫入式土壌硬度計） 

①貫入式土壌硬度計では主に耕盤形成の位置、その下層の土の硬さの程度などを見ます。

（この結果は心土破砕の方法等に関係し、処方箋作成に生かします。） 

②圃場の 3か所で測定します（傾斜圃場であれば、斜面の上部、中部、下部の 3か所）。 

 測定データは CSV形式で提出します。 

③貫入式土壌硬度計で測定した圃場名・番号、排水性、礫が多い等の気付いた点は別添様

式に記入し、ファイルを提出します（様式参照）。 

 

★土壌採取は 5点法を基本としつつ、圃場の状況に応じて実施 

★土壌の物理性測定 

◆化学分析と土性判定 → 全国 3か所の指定分析機関で実施（採取土壌を送付） 

◆土壌物理性測定 → 現地圃場で測定（貫入式土壌硬度計等） 

◆土壌の種類の特定 → 協議会事務局で実施（圃場の位置情報と土壌図等で判定） 
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<貫入式土壌硬度計での測定例> 

 

 

（山中式土壌硬度計） 

①山中式土壌硬度計については樹園地の主に耕盤形成、土の硬さの程度などを見ます。

（この測定結果は土層改良の方法に生かします。） 

②土壌サンプルを採取する際の坑を活用し、中庸な生育の樹の地点で測定します。 

  坑の大きさは縦 40cm、横 40cm、深さ 40cm程度のもので、表面から下層に向け、5cm

間隔で 30cmの深さまで、同一深さで 3か所の測定値と中庸な値を記入します。 

③山中式土壌硬度計で測定した圃場名・番号、圃場内の排水むら、礫が多い等の気付いた

点は別添様式に記入し、ファイルを提出します（様式参照）。 

 

（４）詳細調査 

 

 

 

①実施地区（産地）全体の化学性、物理性調査の結果から生育等の格差がどのような要因

（腐植含量不足、塩類(EC)濃度の高まり、砂礫が多く養分溶脱等）で起きているかを把

握し、その仮説をより明確にする目的で詳細調査を行います。 

②実施地区（産地）の生育等の劣る主な要因を類型化し、地域の生育等の劣る圃場と良い

圃場の代表的な圃場で実施します。 

③既存の調査で実施地区（産地）の生育等が劣る要因が把握されている場合には、産地の

全体の調査と並行して、詳細調査を実施しても差し支えありません。 

測定箇所 

★詳細調査の目的と進め方 

-生育等の劣る要因を明確化します- 
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①実施地区（産地）の対象作物の種類が多く、その中には対象圃場の少ない作物も出てく

る場合があります。圃場点数の少ない作物については、生育等の劣る圃場と良い圃場の

相違を統計的に明確にすることが困難です。 

したがって、詳細調査は実施地区内の代表的作物であり、対象圃場点数の多い作物で行

います。 

②圃場点数の少ない作物については、全国的な視点で解析を行うこととします。 

 

 

①詳細調査は実施地区（産地）の作物の生育等が劣る要因をより明確にするために行うの

で、その要因によって調査内容は異なります。 

土壌のみが調査対象ではなく、作物体の糖度等の内容成分も含まれます。 

 

（土壌調査例） 

♦腐植含量が不足で地力窒素の発現が少ないと考えられる場合は可給態窒素の測定 

♦水稲で秋落ち現象が見られる場合には、易還元性マンガンの分析 

♦土壌の透水性、排水性等に問題がある場合は、試掘し、耕盤やその下層の硬さ、気相

率等三相分布測定 

♦グライ土ではグライ層の出現位置、黒ボク土では表層の腐植含量と厚さについて検土

杖を用いて調べ、土壌の種類を特定 など 

 

(作物体の内容成分例) 

♦サツマイモ等のデンプン含量や糖度測定 

♦リンゴ等果実の糖度測定 

♦玄米のタンパク質含量測定 など 

 

②イチゴ、トマト等の促成栽培では、栽培期間が 10か月程度に及ぶものもあります。 

 こうした作物の生育等の格差は、定植後の窒素等の追肥の時期、施用量によって大きく

左右されるため、生育時期別に適正な葉柄中の硝酸濃度と追肥量との関係の調査を実

施することも対象となります（葉柄中の硝酸濃度測定）。 

農家との協力体制等が整い、実施可能であれば、行うことが望ましい調査です。 

  

★詳細調査の実施対象作物 

-実施地区の代表的作物を対象とします- 

★詳細調査の実施内容 

-土壌のみではなく、収量、品質、内容成分も調査内容に含まれます- 
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（５）診断結果の報告 

 

①実施地区（産地）の分析・測定結果や圃場カルテが整理できたら、実施地区（産地）内

の作物の生育等が劣る要因が明確になるような図や表を作成し、関係農家等に説明し

ます。 

診断結果の報告会は実施地区（産地）の主要作物の生育等の改善課題を明確にすること

が主な目的です。なお、個人情報保護のため、個別農家名が明確になる資料の公開は行

わないで下さい。 

②関係農家等に対しては具体的改善策を提示して、生育等の劣る圃場の改善をお願いし

ます。 

なお、改善を行うこととなった農家圃場については、その後、改善評価を行うための分

析・測定を行います。 

 

 

①実施地区（産地）の化学性、物理性の分析、測定データや圃場カルテの結果については、

土壌の種類の特定（協議会事務局で実施）も含め、すべて協議会事務局に整理・集約さ

れます。 

②これらのデータを基に、実施地区（産地）の関係農家等への説明のための解析資料を作

成します。この資料により関係農家等へ説明します。 

 

 

①化学性、物理性の分析、測定データや圃場カルテの結果等を基に実施地区（産地）の生

育等が劣る要因の課題が明確になるような、比較表や相関関係図を作成します。 

②比較表や相関関係図の作成については、実施地区（産地）の調査担当責任者、協議会事

務局（経験豊かな土壌医を含む。）と NTT データで作成します。 

③比較表や相関関係図の作成については、実施地区（産地）の調査担当責任者、協議会事

務局）経験豊かな土壌医を含む。）から作成方針を NTTデータに伝え、NTTデータにお

いて作表や作図をして頂きます。 

④なお、分析・測定を行った各農家の圃場データについては、個別にお渡しします。 

★診断結果の報告会等の趣旨、内容 

-生育等が劣る要因の説明と改善課題を明確化し改善を依頼します- 

★診断に必要なデータの集約・整理 

-土壌の種類を含め、診断に必要なデータは協議会事務局に一旦集約されます- 

★実施地区（産地）の改善課題の明確化のための解析資料の作成 

-解析資料は調査担当責任者、協議会事務局、NTTデータで作成します- 

-圃場別データは別途協力農家にお渡しします- 
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<比較表や相関関係図の作成例> 

 

（課 題） 

♦水稲収量が低く、一等米比率も低い圃場が見られる。 

 

地域の水稲収量、品質の劣る圃場と良い圃場の比較 

 

 

 

 

 

（診断結果） 

♦水稲収量や一等米比率の低い圃場は砂壌土水田に多く、保肥力（CEC）が低く、ケイ酸等

が溶脱して不足となっていることがその要因と考えられる。 

♦また、作土深が 12cm程度で、これも一等米比率を低下させている要因と考えられる。 

 

（改善対策） 

♦ケイ酸や含鉄資材の標準より多めの施用を行う。 

♦堆肥を施用し、腐植含量、CECを高める。 

♦作土深を 15cmにする。 

 

 

（課題 (加里の例)） 

♦茨城県農業試験場の試験結果によると、交換性カリウム含量が高いと A品率が低く、ブ

リックス糖度が低いという結果が得られている。また、交換性カリウム含量が高いと丸

いもの比率が高くなる（熊本県農業試験場）。 

♦実施地区（産地）では分析対象圃場のほとんどで交換性カリウム含量が過剰となってい

る。丸いもの発生も見られる。 

 

（診断結果） 

♦実施地区（産地）の圃場においても交換性カリウムとブリックス糖度とは負の相関関係

が見られる。 

♦実施地区（産地）の圃場の多くで交換性カリウム含量が多いことから、減肥する必要が

ある。 

水田圃場 10a収量 一等米比率 CEC ケイ酸 土性 

A圃場(劣る) 447 ㎏ 0.0% 11.4 7.2 砂壌土 

B圃場(劣る) 440 4.0 9.9 9.8 砂壌土 

C圃場(良い) 508 24.6 18.3 13.1 埴壌土 

水稲の例 

サツマイモの例 
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（写真）丸いもの発生 

 

 

（改善対策） 

♦交換性カリウムが高い圃場（80mg/100g程度）では、一回の加里無施肥でも上イモ収量、

外観品質が農家慣行施肥と比較して下回ることなく、生イモのデンプン含量が高まると

いう試験結果がある。交換性カリウム含量に応じて一回加里無施肥、または減肥する必

要がある。 

 

  

<改善結果の評価とデータ> 

◇改善方策につい改善農家圃場

で効果検証とデータ蓄積  

 (加里肥料減肥の例) 

 ①A品率の向上(前年度の比較) 

 ②糖度の向上(前年度の比較) 

 ③加里肥料の減肥量 

 ④土壌分析結果(加里含量)                               上図のオレンジ線の範囲内が交換性カ

リウム含量の適正域(37～50mg/100g) 
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Ⅱ．室内土壌分析 

１．土壌分析・測定項目 

（１）土壌化学性 

土壌化学性分析は、一部の項目を除き、土壌・作物体総合分析装置 SFP-4i（富士平工業）

を用いて行う。化学性の分析項目は表Ⅱ-1に定める。 

全圃場の水田と畑で 11項目は共通であるが、水田では有効態ケイ酸と遊離酸化鉄の 2項

目を追加する。また、全圃場の畑についてアブラナ科作物の収穫後土壌の場合、熱水可溶性

ホウ素も追加する。アブラナ科作物の一覧表を表Ⅱ-2に示す。 

詳細調査圃場の水田と畑で可給態窒素は共通であるが、畑では交換性マンガンと熱水可

溶性ホウ素を追加する。水田でイネごま葉枯病が見られる場合、易還元性マンガンを追加す

る。また、水田等で作物に硫黄欠乏症のような症状が見られる場合、可給態硫黄を測定する。

可給態硫黄は片倉コープアグリ(株)つくば分析センターで対応する。 

土壌化学性分析の方法については、「２．土壌化学性分析の方法」を参照する。 

 

表Ⅱ-1 土壌化学性分析項目 

 
化学性項目 

富士平 SFP-4i 

分析マニュアル準拠 

全圃場 

共通（11 項目） 

pH(H2O) － 

EC － 

アンモニア態窒素 〇 

硝酸態窒素 〇 

有効態リン酸 〇 

交換性加里 〇 

交換性石灰 〇 

交換性苦土 〇 

リン酸吸収係数 〇 

陽イオン交換容量 〇 

腐植含量 〇 

水田では追加 
有効態ケイ酸 〇 

遊離酸化鉄 〇 

詳細調査圃場 

共通 可給態窒素 － 

一部圃場 可給態硫黄 － 

畑では追加 
交換性（易還元性）マンガン 〇 

熱水可溶性ホウ素 〇 

注 1）全圃場の畑のうち、アブラナ科作物の場合、熱水可溶性ホウ素も測定する。 

注 2）詳細調査圃場のうち、作物に硫黄欠乏のような症状が見られる場合、可給態硫黄を測定する。イ

ネごま葉枯病が見られる場合、易還元性マンガンを測定する。  
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表Ⅱ-2 アブラナ科作物 

アブラナ科作物 

カブ 

カリフラワー 

キャベツ 

クレソン 

ケール 

コマツナ 

ターサイ 

ダイコン 

タカナ 

チンゲンサイ 

ナバナ 

ハクサイ 

プチヴェール 

ブロッコリー 

ミズナ 

ルッコラ 

注）上記一覧になく、不明の場合、協議会事務局に問い合わせる。 

 

（２）土壌物理性 

土壌物理性測定は、現地で行うものと分析機関や協議会事務局で行うものがある（表Ⅱ-

3）。分析機関で行うものとして、全圃場について土性判定、詳細調査圃場について三相分布

と仮比重がある。協議会事務局で行うものとして、土壌の種類の特定がある。 

土性判定の詳細は「３．土性判定の方法」、土壌の種類の特定における土壌群は「４．土

壌の種類の特定」、三相分布と仮比重の測定方法の概要は「５．三相分布と仮比重の測定」

をそれぞれ参照する。 

 

表Ⅱ-3 土壌物理性測定項目 

 測定等の場所 物理性項目 測定等の概要 

全圃場 

現地 土壌硬度 
貫入式土壌硬度計（樹園地では山中式土

壌硬度計）で測定 

分析機関 土性判定 
簡易判定（砂土、砂壌土、壌土、埴壌土、埴

土） 

協議会事務局 土壌の種類 
各圃場の緯度・経度から土壌協会保有の

農耕地土壌図により特定 

詳細調査圃場 

現地 

断面観察 
作土深、土性、気付いた点（圃場排水性、

礫など） 

土壌硬度 
山中式土壌硬度計（深さ 5～30cmまで 5cm

ごと）で測定 

検土杖による簡易

調査（グライ土およ

び黒ボク土） 

グライ土ではグライ層の出現位置、黒ボク

土では表層の腐植含量と厚さを検土杖で調

べ、土壌の種類を特定 

分析機関 三相分布と仮比重 
現地から送付の採土管試料について実容

積測定装置で測定 
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２．土壌化学性分析の方法 

（１）土壌化学性（全圃場対象）の分析方法 

ａ．分析マニュアルに準拠する項目（表Ⅱ-4） 

 

表Ⅱ-4 富士平 SFP-4i分析マニュアルに準拠する項目 

化学性項目 抽出方法 測定方法 

アンモニア態窒素 常法（10%塩化カリウム法） 

抽出液比 1:10 

抽出方法 30 分振とう→ろ過 

インドフェノール法 

硝酸態窒素 
アルカリ還元･ジアゾ色

素法 

有効態リン酸 

常法（トルオーグ法：pH3.0, 0.001M 硫酸） 

抽出液比 1:200 

抽出方法 30 分振とう→ろ過 

マーフィー･ライリー法 

交換性加里 

簡易法（振とう法：pH7.0, 1M酢酸アンモニウム抽出） 

抽出液比 1:20 

抽出方法 30 分振とう→ろ過 

炎光光度法 

交換性石灰 

オルトクレゾールフタレ

イン コンプレキソン

(OCPC)法 

交換性苦土 
キシリジルブル-1(XB-

1)法 

リン酸吸収係数 

簡易法（pH7.0, 2.5%リン酸アンモニウム変法） 

接触液比 1:2 

接触方法 30 分振とう→ろ過 

バナドモリブデン酸法 

陽イオン交換容量 

簡易法（迅速土壌陽イオン交換容量測定装置<全農

式>を使用） 

抽出液比 1:20 

抽出方法 pH7.0, 1M 酢酸アンモニウム交換→

pH7.0, 80%メタノール洗浄→1M塩化カリウム抽出 

インドフェノール法 

腐植含量 

簡易法（熊田変法：2.23%ピロリン酸ナトリウム・1%水

酸化ナトリウム抽出） 

抽出液比 1:10 

抽出方法 3 分振とう→ろ過 

比色法（530 nm） 

有効態ケイ酸 

（水田） 

簡易法（pH4.0, 1M 酢酸緩衝液抽出変法） 

抽出液比 1:10 

抽出方法 10 回横振とう→恒温水槽で 40℃・5 時

間（30～300 分後に 10 回横振とう）→ろ過 

アスコルビン酸還元・

モリブデンブルー法 

遊離酸化鉄 

（水田） 

簡易法（浅見・熊田変法①） 

抽出液比 1:125 

抽出方法 恒温水槽で 70℃･20 分湯浴 時々撹

拌→ろ過 

O-フェナントロリン法 
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ｂ．分析マニュアル以外の項目（表Ⅱ-5） 

 

表Ⅱ-5 富士平 SFP-4i分析マニュアルに含まれない項目 

化学性項目 操作方法 測定方法 

pH(H2O) 

①土 20g（泥炭 5g）を 100mLポリビン（ふた付）

に採取する。 

②水 50mL を加える。 

③ガラス棒でかくはん後、約 1 時間静置する。 

④上澄液に電極挿入後、軽く振りまぜ、約 30

秒後に pH メータの値を読む。 

⑤水 50mL を加える（計 100mL）。 

⑥振とう機で 1 時間振とう。 

⑦けん濁液中にガラス電極を挿入し EC メータ

の値を読む。 

ガラス電極法（pH メータ） 

EC 電気伝導率計法（EC メータ） 

 

 

（２）土壌化学性（詳細調査圃場対象）の分析方法 

ａ．分析マニュアルに準拠する項目（表Ⅱ-6） 

 

表Ⅱ-6 富士平 SFP-4i分析マニュアルに準拠する項目 

化学性項目 抽出方法 測定方法 

交換性マンガン 

（畑） 

簡易法（pH7.0, 1M 酢酸アンモニウム抽出） 

抽出液比 1:2.5 

抽出方法 15 分振とう→ろ過 

過ヨウ素酸ナトリウム酸化法

（または原子吸光法） 

易還元性マンガ

ン（畑） 

常法（0.2%ハイドロキノン含有 1M酢酸アンモニ

ウム抽出） 

抽出液比 1:5 

抽出方法 6 時間室温放置（2 時間毎に軽く

攪拌）→ろ過 

熱水可溶性ホウ

素（畑） 

熱水法 

抽出液比 1:2 

抽出方法 ホットプレートで 5 分間煮沸→放

冷→ろ過 

アゾメチン H法（415 nm） 

注 1）全圃場の畑のうち、アブラナ科作物の場合、熱水可溶性ホウ素も測定する。 

注 2）詳細調査圃場の水田のうち、イネごま葉枯病が見られる場合、易還元性マンガンを測定する。 
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ｂ．分析マニュアル以外の項目（表Ⅱ-7） 

 

表Ⅱ-7 富士平 SFP-4i分析マニュアルに含まれない項目 

化学性項目 操作方法 測定方法 

可給態窒素 

（水田・畑） 

水田（たん水保温静置法、30℃・4 週間法） 

畑（保温静置法、30℃・4 週間法） 

インドフェノール法 

アルカリ還元･ジアゾ色素法 

可給態硫黄 

（水田・畑） 

0.01M リン酸二水素カルシウム抽出法 

抽出液比 1:5 

抽出方法 室温で 2 時間往復振とう→遠心

分離 5000rpmで 10 分間→ろ過 

ICP発光法 

注 1）詳細調査の全圃場について可給態窒素を測定する。 

注 2）詳細調査圃場のうち、作物に硫黄欠乏のような症状が見られる場合、可給態硫黄を測定する。 
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３．土性判定の方法 

（１）土性の簡易判定の手順（表Ⅱ-8） 

 

表Ⅱ-8 土性判定の試料と方法 

試 料 方 法 

化学性分析用に調整し

た風乾細土（＜2 mm） 

片方の手のひらに少量（3～5g程度）の土壌試料を薬さじで取り、少量の

水を加えた後、もう一方の指 2～3本で十分こねて、砂の感触の程度、粘

り具合、どの程度まで細く長くのばせるかを調べて土性（砂土、砂壌土、

壌土、埴壌土、埴土）を判定する。 

具体的な土性判定については、下表を参考にする。土性判定の精度管

理のため、練習用として送付する土性標準試料を利用する。 

 

（２）日本農学会法による土性区分（表Ⅱ-9） 

 

表Ⅱ-9 指先の触感などによる土性の判定方法 

土 性 粘土含量 指先の触感など 

砂土（S） 12.5%以下 
・ザラザラとほとんど砂だけの感じで、ねばり気を全く感じない 

・塊状や棒状にならない 

砂壌土（SL） 12.5～25.0% 
・大部分砂の感じで、わずかに粘土を感じる 

・塊状になるが、棒状にできない 

壌土（L） 

 
25.0～37.5% 

・砂と粘土が同じ位に感じられる 

・鉛筆くらいの太さにのばせる 

埴壌土（CL） 37.5～50.0% 
・わずかに砂を感じるが、大部分が粘土で、かなりねばる 

・マッチ棒くらいの太さにのばせる 

埴土（C） 50.0%以上 
・ほとんど砂を感じないで、ヌルヌルした粘土の感じが強い 

・コヨリのように細くのぼせる 

 

 

図Ⅱ-1 砂土、砂壌土、壌土、埴壌土および埴土の土性判定 
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４．土壌の種類の特定 

土壌の種類の特定は協議会事務局で実施する。各圃場の地点情報（緯度・経度）から日本

土壌協会保有の農耕地土壌図により土壌統まで特定する。農耕地土壌図は、1959 年～1978

年にかけて農林水産省の助成によって都道府県農業試験場が実施した地力保全基本調査

（土壌調査）の成果である 5 万分の 1 土壌図と代表土壌断面データをデジタル化したもの

である。この土壌分類で設定されている土壌群は 16である（表Ⅱ-10）。 

土壌群は「土壌生成が類似し、かつ共通する特徴的な土層をもつ一群の土壌」である。土

壌統群は「類似した土壌統をまとめた中間的な分類単位」である。土壌統は「ほぼ同じ材料

から同じような過程を経て生成された結果、ほぼ等しい断面形態をもつ土壌の集まり」であ

る。 

 

表Ⅱ-10 土壌の種類（地力保全基本調査での土壌分類） 

番号 土壌群名 番号 土壌群名 

01 岩屑土 09 赤色土 

02 砂丘未熟土 10 黄色土 

03 黒ボク土 11 暗赤色土 

04 多湿黒ボク土 12 褐色低地土 

05 黒ボクグライ土 13 灰色低地土 

06 褐色森林土 14 グライ土 

07 灰色台地土 15 黒泥土 

08 グライ台地土 16 泥炭土 

土壌群（16）―土壌統群（56）―土壌統（320）  
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５．三相分布と仮比重の測定方法 

（１）測定手順の概略 

採土管に採取した未攪乱試料を用いて、デジタル実容積測定装置（DIK-1150）によって測

定した実容積Ｖ（固相と液相の容積の和）および乾燥前後の土壌重量の差（＝Ｗ－Ｄ）から、

三相分布と仮比重Ｂdを求める。 

 

（２）計算方法 

 実容積 Ｖ 

 気相率(%) Ａv ＝ 100 － Ｖ 

 液相率(%) Ｌv ＝ Ｗ － Ｄ 

 固相率(%) Ｓv ＝ Ｖ － Ｌv 

仮比重    Ｂd ＝ Ｓ/100 

 

 

６．土壌分析・測定結果の報告 

全国 3か所の分析機関で得られた土壌分析・測定データは、協議会事務局に一旦集約され

る。分析機関からの土壌分析・測定結果報告の様式等については、別途定める。 
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Ⅲ．土壌診断結果の報告とデータベース化 

１．地域および生産者への報告資料 

（１）報告資料の種類 

実施地区の土壌の化学性、物理性の分析・測定データや圃場カルテの結果については、土

壌の種類の特定（協議会事務局で実施）も含め、すべて協議会事務局に整理・集約される。

これらのデータを基に、NTTデータの協力で実施地区の関係農家等への説明のための資料を

作成する。資料は地域向けと生産者向けの 2種類とし、説明会等で活用する。 

 

（２）地域向け資料 

新規圃場の地域向け資料は、全地区共通のものと地区によって異なるものがある。共通の

ものとして、調査地区の主要作物について「生育等と関係の深い診断項目と指標」と土壌化

学性主要項目の分布図から成る資料を作成する（図Ⅲ-1）。この資料は協議会事務局から現

地担当者に送付するので、資料の前半部分の診断項目と指標などを参考にして、コメント欄

に地区内の主要作物の生育等に関係する土壌管理上の問題点を明確に記入する。 

 

図Ⅲ-1 新規圃場の地域向け資料のイメージ（全地区共通）  
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新規圃場の地域向け資料として、共通のもの以外に、作物の生育等が劣る要因が明確にな

るような比較表や相関関係図を追加して作成することが望ましい場合がある。資料作成に

当たって NTTデータの協力が必要な場合、実施地区の調査担当者は協議会事務局と相談し、

資料の作成方針を NTT データに伝える。 

実施地区内での診断結果説明会は、新規圃場の地域向け資料を基に、主要作物の生育等の

制限要因の説明および次年度の改善対策実施の依頼が目的である。一方、継続圃場の場合、

前年度の調査結果から明確となった主要作物の土壌管理改善対策が実施されたものがある

ため、地域向け資料は改善対策の結果を盛り込む内容とし、その様式は今後連絡する。 

なお、個人情報保護のため、個人名が明確になる資料の公開は行わない。 

 

（３）生産者向け資料 

本事業での土壌診断実施の協力を得た生産者には、生産者向け資料を作成し、個別に報告

する（図Ⅲ-2）。生産者向け資料は、土壌化学性および物理性データとコメント欄から成る。

現地担当者は、協議会事務局作成の「生育等と関係の深い診断項目と指標」、圃場カルテな

どを参考に、コメント欄に作物の生育等が劣る要因とその対応等を簡潔に記入する。 

作物の生育等が劣る圃場については、生産者に改善対策を提示し、必要に応じて協議し、

対策の実施を依頼する。継続圃場で 2年目に改善対策を実施した圃場については、当該作物

の生育等や土壌化学性・物理性の改善状況の調査結果を基に、コメント欄に記入する。 

 

図Ⅲ-2 生産者向け資料のイメージ 
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２．データベース化 

（１）収集するデータ 

本事業で収集する調査データの種別、内容、データ形式等は表Ⅲ-1 に示す。令和 2 年度

および 3年度の調査データは、NTTデータが構築するデータベースシステムに投入する。 

 

表Ⅲ-1 本事業で収集する調査データ 

No データ種別 内容 データ形式 責任者 

1 
圃場カルテ 

（新規、継続） 

圃場の概要、栽培期間、収量、

肥料・堆肥等の施用、生理障

害、土壌病害虫ほか 

紙媒体、PDF、エ

クセル 
現地担当者 

2 
貫入式土壌硬度計

による測定値 

深さ 60cmまでの貫入抵抗、 

緯度・経度 
CSV 現地担当者 

3 
山中式土壌硬度計

による測定値 
深さ 30cmまでのち密度 エクセル 現地担当者 

4 写真 圃場の現況 JPG、GIF、PNG 現地担当者 

5 
三相分布および仮比

重測定値 

現地から送付の採土管試料の

測定 
エクセル 分析機関 

6 土壌化学性分析値 
現地から送付の土壌サンプル

の分析 
エクセル 分析機関 

7 土壌の種類 
各圃場の緯度・経度から農耕

地土壌図により特定 
エクセル 協議会事務局 

 

（２）データ利活用 

令和 3 年度の土壌診断結果の報告会等で必要な地域向け資料や生産者向け資料について

は、データベースシステムから出力できる見込みである。また、その他に必要な資料の作成

についても NTTデータと相談すれば、対応可能である。 


