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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[2 7 J 

一過剰施肥土壌の天地返しが土壌表層の残存肥料養分濃度の希釈ならびに

土壌の深層改良に及ぼす影響 (2) 

富 田 健太郎*

〔キーワード):塩加，グァタパラ，交換性塩基類，

交換性H+Al，交換性P，天地返し， トウモロコシ

はじめ に

本稿では，いよいよ天地返しの希釈効果ならびに

その実践法について考え，グァタパラ移住地におけ

る有効性等を考えていく.

前報とくり返すが，移住者らは，今までの過剰施

肥を実施してきたことを認めた後で，筆者に特効薬

ともいうべき，次の戦略を期待してきたということ

である. I何とか，緊急かっ早急に過剰施肥土壌の

改善ができないものか?J というものであった.そ

れが，この天地返しとしづ筆者の緊急策ということ

である.

ちなみに，この天地返しによる方法に到達した背

景を記しておこうと思う.実は， 2003年 8月 31日

にピザの関係で，一時帰国してから，筆者はしばら

く長野にある現在の所属先である株式会社宏大に

お世話になることとなった.次の 2004年 8月に赴

任するまでの日本滞在期間，やはり，グァタパラの

過剰施肥土壌の実情は気になってならなかった.そ

こで，筆者が卒論として取り上げてきた『北海道網

走地方での過剰施肥土壌』のことを思い出し，長野

の作物・園芸圃場においても過剰施肥が実施されて

いるのではないか?と推察し，時間を見つけては，

県の園芸試験場を訪問し，過剰施肥に関する実情を

イ司ったことがあった.そのときに，筆者が想像して

いたように，県試験場職員からもその傾向が認めら

れ，試験場側としては必要以上の施肥はしない

よう，生産者らに呼びかけている」ということのみ

であった.もちろん，筆者もその忠告に同意である

が，同試験場での図書資料室を見学することの許可

を得て，いろいろと文献を探ることとした.その結

果，中信の試験場報告に，天地返しに関する報告が

あったというわけで，コピーをお願いし，勉強した

*株式会社宏大 (KentaroTomita) 

ということである.したがって，この県の園芸試験

場を訪問しなければ，緊急策としての天地返しを思

いつくことはなかっただろうと想像している.もち

ろん，前報等で報告してきた塩加の施用量試験に関

する計画は，すでに当時のセンター所長らに話して

いたので，この仕事の次の手段として，天地返しを

構築していたということなのである.

そういうことから考えると，一時帰国(次のビザ

申請までの待機)も，満更，暇つぶしをしていたと

いうことではなく，その一つ一つの行動が，何らか

の形で，その次の仕事に反映していったということ

で，筆者なりのいいわけである.

1 .天地返しという発想

(1)交換性 Pや Caの溶脱が至難の

業である

前報 12月号では前置き的な図の説明が長くなっ

てしまったが，自然のスコールに任せた形では，過

剰蓄積した交換性P，CaおよびMgの溶脱は難しい

ということが明らかとなった.また，塩加を土壌改

良材のーっとして使用することは (500kgK20/ha 

と大量施用する場合) ，交換性 Caや Mgの溶脱に

貢献できる部分があっても，コスト的ならびに農業

経営の視点では，多額の負債を抱えることとなり，

一般的には奨励し難いということも明らかとなっ

た.もう一つ補足すると，交換性Pの溶脱にはほと

んど貢献しないこともわかった.つまり，これら過

剰成分すべてを修復できる技術が，実際問題，関係

移住者らも期待していることは明白である.

(2)過剰施肥土壌の下層の養分残存

量に注目

このような状況の中，土壌の断面分析に注目する

と，過剰蓄積の傾向にあるのは表層 10cmであり，

下層 30cmでは残存量が低く， 50cmとなるとさらに

少ないとしづ結果で、あった.例えば，前記した交換
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2参照) ， トワモロコシ作付け前，中間生育時およ

び収穫後の結果と比較した形で，天地返し 30cmま

でと 50cmまでの成果を報じていく.USP農学部の

圃場は酸性土壌であるため， pHは 4.4と低い値で

あるが，天地返し 30cmまでの成果は pH5.8，50cm 

までは pH5.3にまで低下させることができた.これ

は，自然状態でスコールによる低下よりも効果が大

きいことを示している.

図2に天地返しによる交換性Pの希釈効果を示す.

下層 30cm以下の土壌では交換性P含有量が表層よ

りも極端に少なくなるので， 30cmまでの天地返し

で 150→80mg/dm3と約半分，50cmまでやれば 150

→56mg/dm3となり，つまり，約 1/3にまで減少さ

せることができた.もちろん， USP農学部の圃場と

比較した場合，そこまで到達はしなかったが，サン
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性Pに関しては，表層は約 150mg/dm3もあったの

に対して，下層 30cmでは約 30mg/dm3，50cmでは

5mg/dm3にまで低下し桁の値となっている.こ

の傾向は，交換性 Caや Mgにも見られた.つまり，

40年にわたって，過剰施用されてきたドロマイトや

溶リン由来の肥料養分は，基本的に難溶性であるた

め，長年にわたる過剰施肥を遂行しでも，表層より

下への移動は少なかったものと考えることができ

る.つまり，下層 30cm以下においては，グァタパ

ラ移住者が移住して開墾する前の天然状態の土壌

であると考えることもできょう.それゆえ，その土

壌資源を効率的に使って，土壌の深層改良を行うこ

とが良策であるかどうかを検討する方法のーっと

して天地返しを考案した.しかし，わが国では，過

剰施肥土壌に対して，天地返しを奨励している事例

はあるが，ブラジルの大草原とも言われる広大な地

帯ではとても 30cm，ないしは 50cmまで行うことは

到底不可能であると思っていた.しかしながら，他

方では，サブソイラー等を使えば可能だとおっしゃ

る日系移住者も居られた(プライパシー保護のため，

その方の名前は記さない) . 

とにかく，これは移住者の自己管理，自己責任に

よるところであり，あくまでも推察ということで記

させてもらうが，野菜や果樹栽培を行う場合，小区

画の面積でそれも一挙にやらずに，少しずつやって

いくことは可能かもしれない.それに，外部から肥

料を施用しない形で土壌改良に大きく貢献するこ

とも予想される.

(3)実験材料および方法

とりあえず，その希釈効果の結果を報じていくが，

これは， トウモロコシ塩加比較試験における Okg

K20/ha処理区において， トウモロコシ収穫後に，

表層 10cm，30cmおよび 50cmの土壌サンプルをサ

ンプリングし混合した.つまり，いわゆる単純な実

験室的方法での成果である.

2 土壌表層における過剰蓄積

の養 分濃 度の希釈ならびに

土壌深層 改 良 の 効 果

図 lに天地返しによる土壌深層改良による pHの

動態を示す.なお，この図以降，ピラシカパ市のサ

ンパウロ大学 (Universidadede Sao Paulo: USp) 

農学部圃場の分析結果(前報 2009年 5月号の表
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天地返しによる土壌深層改良の効果:交換性 Ca図 3
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ののみを引用した
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H 

効果は大きいものと判断した.

3. 天地返しが土壌の交換性

+ A I残存量に及ぼす影響

図5に天地返しによる交換性H十Alの希釈効果を

示す.30cmまでの天地返しでは→13.3mmoIjdm3，

50cmまでやれば 14→14mmoljdm3というように，

ほとんど差は認められなかった.交換性H+Alに関

しては，相対的に下層 50cm になると，

19.5mmoIjdm3と高くなっており，これこそ，土壌

の酸性化に貢献する要因でもあると考えている.

4. 天地返しが土壌表層の交換性

Kおよび有機物に及ぼす影響

このように，交換性 P，CaおよびMgは過剰蓄積

の傾向にあったため，天地返しによって，土壌表層

の希釈には大きく貢献することがわかったが，それ

と同時に，交換性Kや有機物も希釈されることとな

パウロ州の土壌診断基準値にしたがうと，適正領域

に入るので，土壌深層にわたって，化学性の改良に

貢献するということにつながるであろう.

図 3に天地返しによる交換性 Caの希釈効果を示

す.30cmまでの天地返しで 48→38mmoljdm3，50cm

までやれば 48→25mmolcldm3にまで減少させるこ

とができた.前記することであるが，交換性 Caに

おいては，土壌分析の診断基準値の上限域

7mmoljdm3にはまだ遠いが，天地返しによる希釈

効果は大きいものである.

図4に天地返しによる交換性Mgの希釈効果を示

す. 30cmまでの天地返しで 12→8.3mmolj dm3， 

50cmまでやれば 12→6.1mmoIj dm3にまで減少さ

せることができた.これは，交換性 Caと違って，

交換性 Mgに関しては，土壌分析の診断基準値の適

正領域内に入れることができ，天地返しによる希釈

天地返しによる土壌深層改良の効果:交換性Mg図4
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る.

図6に天地返しによる交換性Kの希釈効果をそれ

ぞれ示す.交換性Kに関しては， 30cmまでの天地

返しでは 2.1→2. 1mmolJ dm3というように，前後の

値が変わらないという結果であったが，50cmまで

実施すれば 2.1→1. 7mmoVdm3にまで減少させる

こととなった.これは，診断基準値によると中状態

であるが，常に欠乏しやすいことを念頭に置いて対

処しなければならないだろう.

次に，図 7に有機物の希釈効果を示すが，30cm 

までの天地返しで 17→15.7g/dm3というように前

後にその差は観察されなかった.しかしながら，

50cmまで実施すれば 17→15g/dm3にまで減少させ

るという結果で、あった.一般的に，有機物は交換性

Kと同様，砂質の土壌では，消耗しやすいというこ

とを肝に銘じて，常に補給するという姿勢が必要で

あろう.

このような結果から考慮して，天地返しを実施し

たとした場合，交換性K と有機物以外の成分は，土

壌分析の結果と照らし合わすことは必要であるが，

しばらくの問，これらの成分由来の資材の施用は実

施しないことが肝要である(十分に士築中に存在し

ていることと，下層 30または 50cmまで十分に深層

改良がなされている) .このことは，結果的には，

肥料資源ならびに経費の無駄遣いを抑制する) . 

5. 天地返しを実施した

場合に必要な土壌管理

(力リと有機物の施用)

実際，土壌の診断基準値によると，交換性Kに関

しては，天地返しを行っても，やらなくとも適正領

域に入っていた.しかし，天地返しを行うことに

よって希釈され，低水準となる可能性が高いことは

すでに記した.そこで，作物栽培前に定期的な土壌

診断を行い，塩加(単純にカリを含有した化成肥料

の施用は避けなければならなし、)を用いて，一定量

の施肥を行うことが要求されるであろう.

有機物に関しては，作付け前の値が 21g/dm3で

あったのに対して，今回のトウモロコシ栽培中に減

少した量は約 4.0g/dm3(21-17=4.0)で、あった.仮

に天地返しを実施した場合，さらに 1~2mg/dm3減

少することになる.土壌における有機物を一定量維

持することは，持続可能な農業生産を実施していく

にあたっても重要なことであり，グァタパラ移住地

においては，これに関する対策も急務である.しか

し，この場合，鶏糞の施用は禁物である.なぜなら

ば，窒素やリン酸の含有率が 3~4% と高いだけでな

く，易分解性有機物であるため，土壌有機物の蓄積

には貢献しない.その結果，交換性Pの蓄積を進行

させてしまう危険性がある.

それでは，どのようにして，少しずつであっても，

土壌の有機物含有率を高めていくのか?というこ

とになっていく.そのー案として，緑肥作物の栽

培・導入が挙げられる(次報で取り上げる) . 

6. 小区画面積における天地返

しの実施についての一考案

(1)商品価値の高い園芸作物を栽培

する場合

天地返しを実施することは，試験的には良策であ

るといえるが，実際は重労働となることは明白であ

り，トウモロコシやダイズ，サトウキビ等の栽培に

関しては，天地返しを実施しなくてはならないとい

うことではない.一番簡単なことは，これ以上，化

学肥料を施用しないということで簡単に解決する

のである(一部の移住者には難しい行為かもしれな

いが・・) . 

しかし，商品価値の高い野菜や果樹などの園芸作
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図8 ショベルカーのパックホーによる下層土壌採掘・天地返し光景(絵:冨田)

物を栽培したいと考える場合，種によっては肥料や

けを起こしてしまうものや，収穫間近に降水量が多

くなった場合，病害も発生しやすくなり，大きなダ

メージを被ることは，今までの経験からも十分に予

想される事項である そのようなことも，念頭に置

いてもらいたいというのが筆者の考えである.

そこで，大規模ではなく，小区画の面積であれば，

一挙に実施するとはいわないまでも，少しずつ，で

きるところから，ゆっくりやっていくことは可能な

のではないか?と考える次第である.もちろん，こ

れは各移住者の自己判断に任せる部分であり，筆者

が強制する権利はないことを付記しておく.

いずれにせよ，天地返しを実施するのであれば，

小型のショベルカーを使ってでも，できるのではな

いかと推察するが(他から借りてもし、い)，これを

使った方法を参考までに記してみたい(軽く眺める

程度で!) 

(2)小型のショ ベルカーのパック

ホーを使った天地返しの方法・思案

筆者は，あくまでも重機に関しては素人であるの

で，お恥ずかしい部分もあるが，図 8を見ていただ

きたい.筆者が描いた粗末な絵でもって簡単に説明

する.小区画の面積で天地返しを行う場合，何も全

面積を天地返しする必要はない.園芸作物の苗を植

え付けする畝を決めて，その横幅 30~50cm のとこ

ろで，ショベルカーのパックホーで士を掘る(ブラ

ジルで、小型の、ンョベルカーの入手が困難であれば，

別なものでの代用を考えるしかない) . 

(3)下層 30cmまでを天地返しする場合

表層~10cm の深さの士を掘って，掘った土を左

側(畝間)に置く.続けて， 30cmまで、の士を掘っ

て右側に置く.そして，左側の士を最初の 30cm付

近に埋めて，次に右側を 10cm前後の表層に埋める.

つまり，これらを交互に入れ替えるというものであ

る.ショベルカーのパックホーが届く範囲で作業が

終了すれば，一歩前進して，また，同じ作業をくり

返すというものである.欠点としては，重機が進行

することで，鎮圧による土壌の物理性の悪化が生じ

るかもしれない.

この他，前記したように，別の日系人の意見より，

サブソイラーやブルトーザーを使った方法もある

かもしれない.ちなみに，家庭菜園レベノレの面積で、

あれば，本人あるいは雇い人(現地ブラジル人)に

手で、やってもらうことも一案であろう.

(4)下層 50cmまでを天地返しする場合

下層 50cmまでの深層改良であるならば，ショベ

ノレカーのパックホーを使った形が良策かもしれな

い.この場合，表層~30cm 程度の深さの土を掘っ

て，掘った土を左側(畝間)に置く.続けて， 50cm 

までの土を掘って右側に置く.そして，左側の深さ

50cm程度の土を最初に入れ，次に，右側の 30cmま

での深さの土を埋めていくことが良策であると考

えている.その後，一歩ずつ前進していくというも

のである.あくまでも素人考えであるが，参考にな

る部分があれば参考にしてもらいたい.

7. 土壌断層(0-60cm) におけ

る土壌水分と硬度との関係

天地返しという作業は確かに重労働である.その

ことは十分に把握しているが， 2004年 8月頃，筆者

らはセンターのニンニク栽培の圃場(暗赤色ラトソ

ル)において，土壌断面毎の水分と山中式硬度計に

よる土壌硬度の関係を調査したことがあった(写真

1).この関係についてみると，下層に下るにつれ
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て，土壌の水分含有量が増大していく傾向にあるこ

とがわかった(図的.これは，土嬢表肩の水分は

蒸発散などによって乾燥してしまうが，下層におい

ては十分な水分を保持されているということであ

る.また，それに応じて，下層 30cmまでは若干で

あるが，硬度計値は高くなっているが，下腐 50cm，

60cm となると，急激に減少していくことがわかっ

た(圏 10) . 

さらに，図 11に土壌水分と硬度計との関係を示

す.断層 60cmまででは，統計的有意差は認められ

なかったが，両者の聞には，高い負の相関関係が認

められた.つまり，手でやる作業でも，パックホー

である掘削作業で、あっても，下層に下ると，相対的

に土壌の水分合有率が高くなり，とくに断層 60cm

となると，急激に土壌硬度の値は低下してくる.こ

のことが，作業を容易にする要因の一つであると考

えている次第である.

いずれにせよ，天地返しは，有効土層が深くなる

とともに，蓄積した肥料養分が下層に拡散されるの

で，従来から土壌の物理ならびに化学性の改善のー

っとして知られ，奨励されてきた.この他，野菜の

ような闇芸作物栽培閤場，とくに表層では，過剰施

写真 l センターの|総場における土壌の断固状態

肥等による土壊病容の顕著化，さらにはセンチュウ

密度が増大しているケースもある.したがって，こ

のような土壌表層では，下層との入れ替えによって，

病原菌やセンチュウ密度を希釈する効果があるし

でも期待されている.

欠点としては，重労働性，議機の使用料や燃料費

がかかるということで，このようなことを考慮した

上で，各自で判断してやってもらうしかないであろ

フ.
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8. 本稿に お け る 小 括

ピラシカパ市にある USP 農学部の実験圃場 (O~

10cm)のデーター(提供:村岡隆博士)と比較した

形で，天地返しを O~30cm および O~50cm まで実

施した場合の残存肥料養分の希釈効果について検

討した.結論から言って，センターの圃場の交換性

Pは，あまりにも過剰蓄積の傾向にあり，雨季の期

間でさえ，トウモロコシ栽培期間中，これの大きな

下降移動は観察されなかった.つまり，スコーノレと

いう自然の力でもってもその効果は期待できない

ということである.これは，従来から不定期で、あっ

たにしても，溶リンを過剰に施用してきたわけであ

るが，同資材は難溶性であるため，土壌の下層には

移動しにくい.そのため，下層は，表層よりも極端

に交換性 Pの残存量が少ないという結果であった.

これは，リン酸固定作用を軽減し，溶脱されないと

いうことは，通常の貧栄養赤色ラトソルの改良に

とっては好都合であるが，やはり物事には限度があ

り，過剰施用が，結局はマイナス効果をもたらすと

いうことである.

そこで，一戦略として，下層 30cmまたは 50cm

のところから，天地返しを実施して，下層まで残存

交換性Pを十分に浸透させることが，表層における

濃度を希釈させるにあたっても，その意義は大きい

と考えた時代である.このことは，交換性 Caや Mg

においても該当する事項で、あった.しかし，試験的

結果は良かったとしても，天地返しを実施すること

は，実際は重労働となることは明白であり，トウモ

ロコシ，ダイズおよびサトウキピ等の栽培に関して

は，わざわざ天地返しを実施しなくてはならないと

いうことではない.一番簡単なことは，これ以上，

化学肥料を施用しないということで簡単に解決が

つくのである.

しかし，商品価値の高い野菜や果樹のような園芸

作物を栽培したいと考える場合，種によっては肥料

焼けを起こしてしまうものや，収穫間近に降水量が

多くなった場合，病害も発生しやすくなり，大きな

ダメージを被ることは，今までの経験からも十分に

予想されることである.そのようなことも，念頭に

置いてもらいたいというのが筆者らの考えである.

実際，下層 30cm付近であればサブソイラーなど

を使う手もあるかもしれないが， 50cmとなると，

至難の業であるかもしれない (30cmまでであって

も，表層の交換性P濃度はそれなりに希釈されるの

で，十分に深層改良も可能であるが) .とにかく，

30cmならびに 50cmで、あっても，パックホーによる

掘削は考えられるかもしれないが，労働性ならびに

重機運用・燃料費等のコストを踏まえて，慎重に対

処しなければならない事項である.したがって，農

牧会社や移住者らの自己判断・自己管理に任せるし

かない.

他方，交換性Kにおいては，天地返しを実施しで

も，または実施しなくとも，今回の土壌診断基準値

においては適正領域に入っていた.したがって，定

期的な土壌分析を依頼して，欠乏領域にあると判断

した場合，塩加等を使って補給するという姿勢が必

要であろう.さらに，有機物においても該当する事

項であり，適当な方法で常に補給するという姿勢が

必要であることはいうまでもない.

いずれにせよ，先の有機物と交換性K以外の肥料

養分 (p，Ca， Mgおよび微量要素)に関しては，

土壌診断に基づいた施肥設計が必要であり，診断基

準値において，適正領域ならびに過剰領域に入って

いる場合は，これらの成分は施用しないという勇気

が必要で、ある.このことは，結果的に農業経営にお

いても経費の節約に大きく貢献する.

9. 次報では

次報から，土壌有機物を高める資材としての緑肥

作物の選択・栽培に関する報告を行っていく.この

試験結果の報告でもって， JATAK嘱託研究員とし

てのグ?ァタパラ移住地で、の仕事は終わりとなる.も

う少しお付き合い願いたい.
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