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ブラジル，サンパウロ 州 グァタパラ日系移住地での研究実例[1 4 ] 

ーノイパウェノレポットもどきによるカリ肥料施用比較試験の成果(1)

富田健太郎*

〔キーワード) : DTPA法，グ、ァタパラ移住者，村

岡隆博士，ノイパウェノレポットもどき幼植物試験法，

Resina法，硫加，幼植物の養分吸収量

はじめに

前稿でもって，ノイパウェノレポットもどき幼植物

試験による移住者の農用地における生産力特性の

評価は終わった.今までの報告より，移住地の農用

地中の肥料養分は過剰に残存している傾向にあり ，

とくに交換性 Caや MgはResina法による基準値を

温かに上回る結果であった.実際問題，幼植物試験

の結果より，過剰に残存する肥料養分は幼植物(実

際の作物栽培においては初期生育に匹敵)に吸収利

用されやすい形態であることは明らかとなったが，

Caや Mgのように過剰に残存している場合，作物に

よる吸収量には限界があり，吸収しきれなかった分

は土壌に蓄積されるという構図である.このことが，

過剰残存は作物の収量増大に貢献しないというこ

との証である.しかし，交換性 Kに関しては，土壌

中の残存量の多少が，幼植物の収量ならびに K吸収

量に影響を及ぼしたことの他に， Mgや Fe吸収量と

k吸収量との聞には負の相関(相関係数はそれぞれ

-0.6105**および一0.4656つにあった(本誌第 83

巻第 7号の図 13および図 14参照).しかしながら，

土壌中に残存している交換性 K は診断基準値を満

たしている状態であり(本誌第 83巻第 1号 32ペー

ジ，同第 6号 684ページおよび同第 8号 901ページ

などを参照)， K欠乏が誘発しているというもので

はなかった.これは，土壌中の交換性 Ca，Mgおよ

びKの塩類バランスが問題であり，ドロマイトの過

剰施用等によって，交換性 CaとMgが過剰蓄積と

なり，土壌コロイドにおける Kの居場所が抑制され

てしまったのではないか?と考えることもできょ

う.移住者らによると，カリは配合肥料のみの形態

で施用されていたようであるが，スコールなどに

よって流亡しやすい養分であることは事実である.

・株式会社宏大 ・元JATAKブラジノレ農業技術普及交流センター

(Kentaro Tomita) 

そこで，塩基類の中でカリに関する肥培管理の充実

を考え，過剰施肥土壌の修復を行うことが可能で、あ

るかどうか?という試みが沸いたのである.あくま

でも，完全な土壌の理化学的特性の改善をめざして

いるものではなく，養分のバランスを配慮した形の

施肥設計を行うことによって，農作物の養分吸収に

おける桔抗作用の軽減，相助作用を高めようとする

一つの試みである

1 .実験材料および方法

グ、ァタパラ移住地において，代表的な移住者の土

壌サンプルを 2つ(前稿における供試土壌 8および

15)選んで，カリ肥料の施用量比較試験を行った.

肥料の形態は硫酸カリウム (K2S04) を採用し，処

理区はomg KP/200g土壌をカリ O倍区， 140 mg 

Kpをカリ 1イ膏区， 280mgKpをカリ 2倍区， 700 

mg Kpをカリ 5イ音区および 1，400mg Kp をカリ

10倍区とした.ここで， 1，400 mg Kpという膨大

な施用処理区を設けた理由であるが，これか移住者

らに対して，従来の奨励施用量と過剰な施肥におけ

る収量の違いを示すためである.実際は，ピラシカ

パ市にあるサンパウロ大学農学部で実施している

から，移住者では写真での説明になってしまうが，

このような違いを見せることも普及教育事項の一

つで、あると考えているのである.

なお，栽培試験の実施は，2003年 6月 5日で、あっ

たので，カリ O倍区は前稿において報告したノイパ

ウェルポットもどき試験の結果を引用した.栽培管

理は，前稿で報告した内容に準ずる.

2 力リ施用水準に応じた幼植物

の乾物収量・ K吸 収 量 に 関 す る 報 告

(1)収 量 応答曲線

土壌 8(以下，土壌 Aと記す)は，センター(1)

とほぼ同じような土壌条件(化学性)であり，中程

度に過剰施用で、あった.それに対して，土壌 15(以

0369-5247/08/平500/1論文/JCLS
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~ 120 
、¥

-!:9 100 

E 8o 
~ 60 

540 
容 20
堤 0 3ミ

民土壊A

・土壌B

土岐A:y=一11.618x2+39.84x+62.941 
R2=0.9298 

土嬢日y=ー 17.918x2+44.447x+70.19
R2=0.8764 

o 140 280 420 560 700 840 980 112012601400 

カリ(K2u)施用量(mg)

図 2 カリの施用が幼植物の養分吸収量に及ぼす影響

写真 l 土壌Aと土壌Bにおけるカリ施用量別の幼植
物の生育状況 撮影冨田 2003

下，土壌 Bと記す)は Pならびに Caおいては，他

の移住者よりも高く，高程度に過剰施肥状態であっ

た.

分散分析の結果，カリ施用に顕著な有意差(1%) 

が認められたが，土壌ならびに土壌×カ リには有意

差はなかった.ところが，土壌 Aではカリ増施に対

して，収量も増大するという傾向が観察されたが，

土壌 Bは土壌 A よりも顕著に増大する傾向は観察

されなかった(図1).ちなみに，決定係数の分散

分析の結果，土壌 Aのみ有意差 (5%) が認められ

カリ2倍 カリ5倍 カリIOf膏

カリウム施用処理区

図 3 カリ肥料の増施による
カリ利用効率(%)の推移

写真 2 土壌 Bにおけるカリ施用量別の
幼植物の生育状況 撮影.富田 2003

た.

本試験はノイパウェノレポットもどきで実施して

いるため，土壌中に残存している肥料養分が灘水な

どによって溶脱させることができない状態である

ことを付記しておく.

つまり，土壌 Bは土壌 Aよりも交換性 Caや Mg

残存量が高いため，これらの境類との競合が収量増

大を抑制したものと推察している.写真 lおよび写

真 2に，幼植物試験の生育状況を示すが，両土壌と

もに，カリ 10倍区は低生育であることがわかる.

(2) K吸収 量 の推移

カリ肥料を増施させると，緩やかであるが，幼植

物の吸収量が増大することがわかった(図 2) .他

方，分散分析の結果，乾物収量と同様，カリ施用に

顕著な有意差(1%)が認められた.なお，決定係

数の有意水準に関しては，両土壌とも認められな

かった.



1200 農業および園芸第 83巻 第 11号 (2008年)

(3)カリ 肥 料 の 利 用効 率(% ) 

次に，カリ 肥料の利用効率(%)について報告す

る.土壌 Aはカリ 2倍区，土壌 Bはカリ l倍区が

最高値であり ，それぞれ K として 7.12および

5.67%で、あった(図 3) もちろん， Kの利用効率

は非常に低い値であったが，これは，本試験がノイ

パウェルポットもどき(底穴がなし、)で行ったため

であると推察している.つまり ，肥料養分が溶脱し

ない環境なのだから，K2倍区以降では，施用 Kも

含めて土壌中が養分超過剰状態となり ，養分球種雨

量において限界であったものと考えることができ

ょう.

他方，分散分析の結果，土壊 Aおよび B聞には

有意差は認められなかったが，カリ施用水準聞には

1%による有意差が認められた.

いずれにせよ，カリの施用は幼植物の K吸収量を

増大させ，そのことが若干で、あっても乾物収量を高

めることのできる可能性が示唆された.

(4)栽培跡 地土 壌の pH
カリ比較試験においては，栽培跡地土壌の pH

(CaCI2 O. 01M) を測定した.生理的酸性肥料であ

る硫酸カリを使っているので，硫酸根施用によって

土壌の pHを下げることができるかどうかを試みた.

しかし， pH は減少するどころか，緩やかに増大す

る傾向が観察された.

分散分析の結果から，土壌聞ならびにカリ施用水

準において顕著な有意差 (1%)が認められた.こ

れは，カリ O倍区の土壌において，中状態の過剰施

肥である土壌AはpH5.5付近であったのに対して，

高過剰施肥状態である土壌 Bは pH6.5近くで、あっ

た.つまり ，ドロマイトの過剰施用の影響が浮き彫

りにされたということであろう.さらに，カリの施

用水準に応じて，土壌 pHも増大することが明らか

となった.

これはノイパウエノレポットもどきによる試験で

あったため， 他の肥料成分の溶脱がないことと ，K

も強塩基である.それゆえ，強酸性の硫酸根ととも

に，強塩基である Kも同一土壌条件下で共存してい

るため，土壌中で中和され，結局，土壌 pHを下げ

ることができなかったものと解釈している(図 4).

(5)幼植 物の乾物収 量 と K 吸収 量 と

の関係

幼植物の乾物収量と K吸収量(カリ 10倍区除く)
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(カリ 10倍区除く)

との聞に，相関関係(有意水準 5%) が認、められた

(図 5).つまり，幼植物の K吸収量の増大は乾物

収量にも影響を及ぼすとい うことであるが，図 1を

見てもわかるように，カリ 10倍区はカリの過剰施

用の状態であり，乾物収量は低下する傾向が認め ら

れた.それゆえ，乾物収量の増大には貢献しないと

解釈したため，カリ 10倍区を除いた形で解析処理

を実施した.

(6)幼植物の乾物収 量 と Fe吸収 量 と

の関係

図 6に幼植物の乾物収量と Fe吸収量との関係を

示すが，負の相関関係にあった.つまり，幼植物の

Fe過剰吸収は乾物収量を低下させていることがわ

かる.とくに，ブラジルの赤色ラトソルは，可溶性

Feが多く， Fe過剰吸収障害を引き起こす土壌とし

ても知られている.なお，相関係数の分散分析を実

施した結果，有意水準は 5%であった.

(7)幼植物の K吸収 量 と Fe吸収 量 と

の関係

次に，幼植物の K吸収量と Fe吸収量の関係を図

7に示す.両者の関係に関しては，相関係数に有意
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水準は認められなかったが，正の相関関係にあるこ

とがわかった.ブラジルのブラジノレリンおよびカリ

研究協会 (AssociacaoBrasileira para Pesquisa da 

Potassa e do Fosfato POT AFOS) によると，可溶

性 Feが過剰に残存しているラトソル土壌で、Fe過剰

障害を抑制する方法として，カリ肥料の増施を奨励

している. しかし，本研究では， POTAFOSの結果

とは異なり，両者の聞には相関関係は認められな

かった.推測であるが，本来のブラジルのラトソル

と違って，過剰施肥土壌を供試土壌として採用した

ことと，ノイパウェルポットもどきとしづ溶脱非考

慮、ということが，供試土壌中に充分な塩基類が含有

されていることも含めて，期待できる成果を得るこ

とができなかったのであろう.

図 7に幼植物の K吸収量と Fe吸収量との関係を

示す図 6の乾物収量と 同様，両者の聞には相関関

係は認められなかった.つまり，本過剰施肥土壌な

らびにノ イパウェルポットもどき幼植物試験では，

幼植物の K吸収量を高めることによって， Feの過

剰吸収を抑制することは不可であると解釈せざる

を得ない.さらに， POTAFOSの結果とは反対に，
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図9 幼植物における K吸収量および
s吸収量との関係(カリ 10倍区除く)

7 

7 

若干ではあるが， K吸収量の増大に応じて， Fe吸収

量も高まっている傾向が観察された.

3. 幼植物における K吸収量と

他の養分吸収量との関係

図 5~図?と同様，カリ 10 倍処理区は，他の処理

区よりも乾物収量が小さいため，カリ 5倍処理区ま

での値を採用した形で，以下，各養分間の吸収量に

ついて述べていく .

(1)幼 植 物 の K吸収 量 と P吸収 量 との関係

図 8に幼植物の K とP吸収量との関係を示す.

両者の聞には，相関関係(分散分析による有意差な

し)は認められなかったが， Kの吸収量が増大する

ことによって， Pの吸収量も高まる傾向にあること

がわかる.本ノイパウェルポットもどき試験では，

リン酸肥料の施用は一切実施していない.それゆえ，

カリの効率的な施用によって，過剰蓄積している土

壌リン酸を収奪できることの可能性が示唆された

ように思う.

(2)幼 植 物 の K吸収 量 と s吸収 量 との関係

図 9に幼植物の K とS吸収量との関係を示す.

両者の聞には，顕著な相関関係(有意水準 1%) が
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認められた.つまり ，K吸収量を高めることによっ

て， sの吸収量を高めることができると いうことで

ある.たとえば，移住者によるが，実際の園場にお

いて，窒素質肥料として尿素ではなく，硫安を用い

ている場合，余分な Sの収奪に貢献できるかもしれ

ない.硫安は生理的酸性肥料であり， s栄養として

のほか，過剰に蓄積しているドロマイト由来の Ca

やMgの中和ならびに硫酸塩の形で若干両でも溶脱

させることも期待できるかもしれない.

(3)幼植物の K 吸収 量 と Ca吸収 量 と

の関係

国10に幼植物のKとCa吸収量との関係を示す.

両者の聞には，相関関係(分散分析による有意差な

し)は認められなかったが， Kの吸収量が場大する

ことによって， Caの吸収量は低下する傾向にある

ζ とがわかる.これは，塩基類における措抗作用の

一つで、あると考えられる.つまり，カリの効率的な

施用によって，過剰蓄積しているドロマイト由来の

Ca分の吸収量を抑えることが期待できるというも

のである.
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(2008年)

幼植物の Ca， M gおよび
Mn吸収量との関係

(1)幼植物の Ca吸収 量 および Mg吸収

量 との関係

図11に幼植物のCaとMg吸収量との関係を示す.

両者の聞には，顕著な相関関係(有意水準 1%) が

認められた.つまり， Caの吸収量が増大すると，

Mgの吸収量も高まるということでである.これは，

先のカリ肥料の効率的な活用によって，ドロマイト

由来の Caのみならず Mgの過剰吸収(前報の移住

者聞の土壌生産力特性評価試験では，幼植物の乾物

収量と Mg吸収量，そして Kの吸収量と Mg吸収量

聞には負の相関関係にあった) ， Mgを抑制するこ

とにも貢献するかもしれない

(2)幼植物の Ca吸収 量 および Mn吸収

量 との関係

図 12に幼植物のCaとMn吸収量との関係を示す.

両者の聞には，相関関係(有意水準 5%)が認め ら

れた.つまり， Caの吸収量が増大すると， Mnの吸

収量も高まるということで，先のカリ肥料の効率的

な活用によって， ドロマイト由来の Caの他， Mn 

の過剰吸収抑制にも貢献するかもしれない.

(3)幼植物の Mg吸収 量 および Mn吸収

量 との関係

図 13に幼植物の MgとMn吸収量との関係を示

す.両者の聞には，顕著な相関関係(有意水準 1%)

が認められた.つまり， Mgの吸収量が増大すると，

Mnの吸収量も高まるということで，先のカリ肥料

の効率的な活用によって，ドロマイト由来の Mgと

同様， Mnの過剰吸収抑制にも貢献するかもしれな 、
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図 12 幼植物における Ca吸収量および
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5.その他の幼植物の Zn吸収量

と他の養分吸収 量 と の 関 係

(1)幼植物の Zn吸収 量 および P吸収

量 との関係

図 14に幼植物の ZnとP吸収量との関係を示す.

分散分析による相関関係に有意差は認められな

かったが，両者の間には，それなりの相関関係が認

められたと解釈している.前報において報告してき

た「各移住者らの過剰施肥農用地の生産力特性評価

試験Jにおいても，幼植物の P吸収量と Zn吸収量

間には正の相関関係が認められた.通常，過剰施肥

でない健康的な土壌環境下では， Pの過剰施用に

よって作物体は Zn欠乏を引き起こすことで有名で

ある(村岡隆博士の私信).この他，リ ン酸の施用

水準試験に対して，さらに亜鉛を肥料という形で施

用した場合，さらに作物の収量が向上することが明

らかとなっている.

それゆえ，本研究におけるカリ肥料施用水準試験

とは直接関係ないと思われるが，このようなリン酸

の過剰施肥土壌に対して，移住者らは安易に亜鉛を

"" J話、¥
宮80

盟60

宅40
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図 15 幼植物における Zn吸収量および
Mn吸収量との関係(カリ 10倍区除く)

60 

含めた微量要素肥料も多量に施用してきたのだか

ら，先のリン酸肥料と亜鉛肥料の施用水準比較試験

(2因子法に準ずる)の同様の傾向が認められたの

であろう (Takkerら 1976). 

(2)幼植物の Zn吸収 量 および Mn吸収

量 との関係

図15に幼植物のZnとMn吸収量との関係を示す.

両者の聞には，相関関係(有意水準 5%)が認めら

れた.つまり， Znの吸収量が増大すると， Mnの吸

収量も高まるということで，今回，供試土壌として

採用した過剰施肥土壌は，作物体の Mnの吸収量を

促進させていると解釈することができょう.

しかし，通常，酸性土壌環境下では， Alと同様，

Mnも溶出してくる.Mnは微量要素の一つである

ので，少量必須であろうが，過剰に存在する場合は

毒性として作用することを懸念しなければならな

いだろう.

6. 次報では ， および謝辞

次報では，引き続き，カリ肥料の施用比較試験の

(2) を報告していく.筆者は，村岡隆博士の協力

の下，ピラシカパ市にあるサンパウロ大学農学部で

のノイパワェノレポットもどき幼植物試験を実施し

てきたが，この他に JATAKグァタパラセンターに

おいて，同センター研究員と共同で圃場によるニン

ニクの栽培比較試験も実施していたのである.この

報告は， 2009年度に回すとして，次報の中では， 2003

年 3月から 8月までの半年間における研究成果を

グァタパラ移住者に報告し，筆者に対する移住者ら

の反応についても簡単にまとめたいと思う.この報

告が終わった後の 2003年8月 30日にブラジルを出



1204 農業および園芸第 83巻 第 11号 (2008年)

発，一時帰国したのである.

なお，本研究の実施には，村岡隆博士にもご協力

いただき，感謝している.
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