「地力」を科学的に定義づけ
□ 
できる

科

いう言葉が、
返ってくると思います。

おそらく多くの方から「地力」と

学的に説明できない
「地力」という言葉

の何に依存しているのでしょうか？

でしょう。これらは、いったい土壌

っている」という事実からも明らか

しまう」
、
「いつも取れない畑は決ま

管理をしても、
「出来不出来ができて

に依存しています。同じように栽培

存知の通り、作物の出来不出来は土

農業に携わる人であれば誰でもご

自分の畑の収量把握度チェック
それでは、地力を科学的に説明して

Shinichi Okamoto

1961年生まれ。日本大学文理学部心理学科卒業後、埼玉県、
北海道の農家にて農業研修。派米農業研修生として2年間アメ
リカにて農業研修。種苗メーカー勤務後、1995年 農業コンサ
ルタントとして独立。1998年㈲アグセス設立代表取締役。農業
法人、農業関連メーカー、農産物流通企業、商社などの農業生
産のコンサルタントを国内外で行っている。講習会、研修会、現地
生産指導などは多数。無駄を省いたコスト削減を行ないつつ、効
率の良い農業生産を目指している。
Blog：
「あなたも農業コンサルタントになれる」
http://ameblo.jp/nougyoukonnsaru/

vol.
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Illustration by Kazushige Akita

量との間にどのような関連があるの

作物の生育にどのように作用し、収

実は、
地力がどのように定義され、

体が何であるかが定まっていない現

的に説明できるかというと、地力自

の項目の分析を行なえば地力を科学

土壌をもっと細かく調べて、多く

はできません。

かについては、大抵、科学的な説明

状 で は、
「諸説紛々の域」を出られ

ないでしょう。

力など）
、生物性（微生物の数など）

化学性（養分などの含有量、保持能

しようとします。ところが、地力と

知っていて、地力という言葉で説明

違えば生産能力も違うということを

栽培に携わる人は、体験的に土が

の３つの要素から説明されます。し

いうのは、曖昧で具体性を欠いてい

さ、排水性、保水力、通気性など）
、

一般的に土壌の性質は、
物理性
（硬

がなされていないのです。

うか。

のかないのか、どの程度の収量が期

岡本 信一
ください、と質問すると、今度は答

本連載を読んで、「地力」について科学的
に考えてみませんか。

待できるのかに直接、言及すること

土壌の物理性に関するデー
□ 
タを持っている

えに困ってしまうのではないでしょ

土 壌 の 性 質 の 物 理 性、 化 学
□ 
性、生物性を理解している

かし、土壌の性質から、地力がある
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 入式土壌硬度計を使って、
貫
測定したことがある
□

 段から「地力」という
普
言葉を使っている
□

05
岡本信一の

［「地力」は生産能力の科学的根拠にあらず ］

微生物の数など

力

この土壌から
作物がどのくらい
とれるのか？

化学性

養分の含有量・
保肥力など

知りたいのは…

地

科学的でない（情緒的!?）
科学的に説明できる

条件があります。既にある程度は予

作物でも安定して収穫量が高い土壌

がありますが、実際に、どのような

きないのです。同様に、腐植が大事

や収量を予測できるかというと、で
だから、腐植の量が分かれば作物の

だけを科学的に明示していますが、

れています。分析結果は土壌の状態

が、分析そのものは科学的に行なわ

はないのか」ということになります

か。いくら詳細に土壌分析を行なっ

ことがお分かりいただけたでしょう

を説明しているものではないという

は、作物の収穫量にどう影響するか

土壌の状態を表す分析結果の数値

あれば、ある程度の収穫量が望める

あったとしても、排水が良い土壌で

逆に、土壌分析の値に多少の難が

望めません。

ても、雨が多い年には多くの収穫は

れば、どんなに土壌分析の値が良く

さて、栽培する上で本当に知りた

はなく、約

年にわたって数千もの

データを分析した結果、やっと分か

ってきました。いろいろと疑問に思

う方のためにも、詳しく書いてみま

しょう。

また、土壌のＥＣ（電気伝導率）

量や品質にどのように影響している

細かな分析データも必要ですが、収

ということではないでしょうか？

式硬度計（プッシュコーン）などが

側面の土壌の硬さを測ります。山中

を測定する場合、穴を掘って、その

明しましょう。一般的に土壌の硬さ

まず、土壌硬度の分布について説

ジャガイモの収量と
土壌硬度の分布の関係

を測定しても、植物が吸収できる養

良い土壌と悪い土壌というと語弊

のかの方が経営に関わってきます。

ジ

分が多いか少ないかの目安にはなり

12
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るため、科学的な概念ではありませ
れませんが、それだけでは土壌の生

ん。実際には気づいていないかもし

想されている方もいらっしゃるかも

に当たります。端的に言えば、土壌

出来が分かるのかというと、分かり
土壌の物理性からも考えてみまし

硬度の分布によってその土壌の生産

産能力の違いを科学的に説明できて
えなどを説明するためには、地力を

ょう。硬盤層を破砕する必要性はど

能力が決まっているのです。

しれませんが、土壌の物理性がそれ

具体的に定義し、科学的な因果関係

こでも強調されますが、その硬盤層

もし、土壌分析の値（化学性）が

ません。

として定量的に記述することが必要

を破砕すると、作物の収量がどの程

理想的なものだったとしても、水が

いないのです。収量や作物の出来栄

になります。

度増加するのでしょうか。こちらも

非常にたまりやすい条件の土壌であ

では、地力が科学的ではないとす

具体的な数字が見えてきません。

その土壌からどのくらい収穫できる

たとしても、多くの人が地力の違い

る と、「 土 壌 分 析 の 結 果 も 科 学 的 で

のかを説明する科学的根拠にはなり

ということになります。

て矯正するためには重要な判断基準

いのは、
いわゆる「良い土壌」と「悪

これは、概念的に述べているので

として感覚的に理解している「土壌
できないのです。

による収量の違い」は科学的に説明

得ていません。
という基本

分かりやすく説明しましょう。土
壌分析の項目に、土壌

を矯正し

土
になります。ところが、

い土壌」は、どこが違っていて、ど

壌の生産能力の違いは
物理性によって決まる

たからといって、具体的に作物がど

こを直せばどのように良くなるのか

10
ますが、その土壌から作物の大きさ

かりません。

のくらいとれるようになるのかは分

え付け前に石灰などの資材を投入し

最適な値の範囲がありますので、植

的な化学指標があります。作物毎に

pH

pH

生物性
硬さ・排水性・
保水力・通気性など

物理性

深さ

深さ

（cm）
35

35

ある程度まで柔らかく
急に硬くなる土壌
深くなるにつれて
硬くなる土壌

向かって垂直に測定器を一定の力で

という機器で、土壌表面から地面に

使用するのは、貫入式土壌硬度計

㈱農業技術通信社）に一年間にわた

関係を解析し、
『ポテカル』
（発行：

を採取し、土壌硬度の分布と収量の

ャガイモの畑を対象に多くのデータ

年からカルビーポテト㈱の依頼でジ

この測定法を利用して、２００２

壌というのも分かっています。これ

に左右されず安定的に収穫できる土

が、全体の収穫量が多くなる、天候

これは、単に大きさだけの話です

できるということになります。

論的には同じ大きさのジャガイモが

件に合わせて株間を設定すると、理

あれば、土壌硬度などの物理的な条

どのような圃場でも同じ

突き刺します。突き刺すときに、ど

って掲載しました。ここでは、ごく

らの傾向は、さらに、ジャガイモだ

ょうか？

のくらいの抵抗があったのかを数値

簡単に内容を要約してみましょう。

けではなく、トマトやソラマメ、ホ

の深さまでは柔らかく、急に硬くな

化することによって土壌の硬さが測

ジャガイモの場合、土壌が柔らか

ウレンソウ、レタス、水稲などの多

使われますが、今回紹介するのは、

定できるのです。私たちは、この測

いと肥大しやすく、逆に土壌が硬い

大きさのジャガイモを作りたいので

定によって得た値を解析して、傾向

と肥大しにくくなります。また、株

くの作物でも、土壌の硬度と作物の

る特徴を示しています。

を捉えたものを土壌硬度の分布と呼

間が広いと、ジャガイモは大きくな

出来には同じような傾向があること

穴を掘らない方法です。

までの深さの硬度を１㎝ 単位で細か

りやすく、株間のばらつきが大きい

を確認しています。

貫入式土壌硬度計では、

～ ㎝

く測定できます。上のグラフは縦軸

と、とれたジャガイモの大きさもば

んでいます。

に深さを、横軸に硬さを表していま

らつきます。
この内容は、数字にするまでもな

たいと思います。

を意味するのかをじっくり考えてみ

次回は、土壌が硬くなることが何

す。例えば、左のグラフは、深くな
るにつれて硬くなっている土壌で

90

くご理解いただけるのではないでし

60

す。また、右のグラフは、ある程度
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（cm）

硬さ
0

硬さ
0

