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資料

二十世紀初頭の煉炭肥料研究

一小柳津勝五郎と大工原銀太郎の論争に注目して-

森塚直樹・松問かおり

キーワード ;壊炭肥料，小柳津勝五郎，大工原銀太郎，明治・大正時代， 日本

1 .小柳津勝五郎氏と大工原銀太郎氏という農学者 1

ニ十世紀初頭に開発された化学的空中窒素固定技術が我

が留の肥料流通市場を変貌させる前に注目された「天理農

法j に関する文献を眺めると，農法発明者の小柳津勝五郎

と土壌肥料学者の大工原銀太郎の間では，農法の核となる

:壊炭肥料の施用効果だけでなく，その背景となる考え方に

関しても，反発しあう態度が読み取れる.小柳津は闇場で

の作物栽培試験を重視する農業改良普及家であり，栽培学

の先駆けとなる研究者である.一方，大工原は小榔津より

も二回り近く年下であるが「大工原酸度j と呼ばれる土壌

酸度定量分析法を開発し， 日本のこと壌肥料学の基礎を築い

た研究者である.それでは このニ人の農学者の争点は伺

だったのか.本稿では小柳津と大工原を中心とするさ当時の

出版物を引用しながら 2 我が閣の近代土壌肥料学の繋明

期の雰閤気を垣間見ることにしたい

主人公である小11111津勝五郎(1847"'-'1913年)は，三河

国人名郡石巻村(現在の愛知県豊橋市)で生れた(図1).

1880年頃から農業の研究を行い 焼土肥料を用いた栽培

試験から着想を得た嬬炭肥料の普及に努めた.大日本車道

会の支援のもとで，天理農法と名付けた;壊炭日巴料を用いた

栽培法を幅広い作物に応用した4. 1912年に「武倍収穫天

理農法」を著した.小柳津の経歴，特に焼土肥料の普及に

関わる前半生の詳細は友田(1984)の記述を参照してほ

しい.さらに本稿の内容を補足する先行研究として，焼土

肥料と天理農法に関する小柳津と農学者との論争について

は斉藤(1966)の記述を参照してほしい.

もう一人の主人公である大工原銀太郎 (1868"'-'1934年)

は，長野県上伊那郡南向村で生れた(図1).1894年に農
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科大学(現在の東京大学農学部)を卒業し，翌年に農高務

省農事試験場の技部に任命され，以後 27年間，土壌肥料

を中心とした農芸化学に関わる幅広い研究を行った.無機

躍質酸性の発見と評価(大工原・阪本， 1911)，そして酸

性土壌の改良に関する研究(大工原ら， 1912)は国際的に

広く知られている.その後，九州帝国大学教授，同総長，

同窓社大学総長などを歴任した.1910年代後半に「土壌

学講義」を著した.大工原の経歴と駿性土壌の研究の詳締

は熊沢 (1982)を参照してほしい.

2.当時の肥料情勢一有機質肥料から化学肥料への転換期一

二人の主人公が交差するのは明治後半からである.当

時の日本は農業技術の進歩と普及，さらに輪送手段の発

達により，肥料への需要が増加した.これに対し(中略)， 

江戸時代から購入肥料の中心であった魚肥の生産は 1890

年代まで絶対量としては増えていたものの，拡大する需要

に追いつくことができていなかった.そのため，それまで

あまり使われていなかった，大豆粕や動物質肥料，それに

化学肥料といった新しい肥料が求められ始めた.その新肥

料の供給源は圏内に隈られたものではなく，国外からの輸

入も増えていった(高橋， 2009). J 

明治二十年代前半からは 東京人造肥料会社(現在の日

産化学)に続いて，いくつかの肥料金社が過燐酸石灰の製

造に着手した(友田， 1984)，一方，主要な窒素肥料であ

る硫酸アンモニウム(硫安)の輸入は，鈴鹿保家商屈によっ

て1896年に初めて行われた(高橋， 2009). その年の泰，

農高務省農事試験場の初代場長であった津野淳が硫駿ア

ンモニアは将来有望の肥料だから輸入してはどふだと懇篤

に教示せられたので，不取敢在譲渉Hシドニー府兼松支屈の

北村氏に打電し，僅々五噸を見本として取寄せたのが抑も

輪入の始めで、あった(高橋， 2009)J.硫安を「薬(ゃく )J

と称して，各地にカバンに入れて持ち歩いて，ためしに使っ

てくれないか， というようなことで，初めて入る時には，

大変な努力が必要であった(熊沢 1981).そこで鈴鹿保

家高j古は，硫安の成分や施用法については，農事試験場の

指導を仰ぎ，輸入のつどに依頼分析に供して品質を吟味し

つつ盛んに販路を拡張していった(高橋， 2009). 

農事試験場による肥料や土壌などの依頼分析事業は，試
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図1 小柳津勝五郎(左)と大工原銀太郎(右)• 
小1110浮;の写真は「武倍収穫天理民法(小柳津， 1912)J，また大工涼の写真は「農学博士大工

原先生論文集(大工原先生論文集編纂委員， 1931)Jから転載した.両者の写真が撮影された
時期は不明で、ある.

験場開設当初(1893年)から始まったのだが，明治34

年(1901年)頃から依頼分析が急増した(農林省農業技

術研究所， 1973). これは 1899年に肥料取締法が制定さ

れ， 1901年 12月から施行されたためである. このよう

な情勢に対処するために 農事試験場は分析手法を確定す

るとともに分析係員を増員した.1901年に刊行した「農

芸化学公定分析法Jでは，肥料分析として水分・灰分・有

機物・窒素・リン酸・カリウムの 6項目を取り上げてお

り，n巴料の三要素含有量を重視していた. また当時 (1902

年，明治 35年)の国内産及び輸入販売肥料の販売額の内

訳は，大豆粕 (27.73%)，菜種粕(13.23%)，地の粕額

(4.81 %)，鯨粕と鰻粕 (26.92%)，乾鯉 (3.29%)，飽

の魚、臨類 (9.05%)，人造肥料類(13.63%)，雑肥(1.34%) 

であった(農商務省農事試験場， 1904). 人造肥料類には

過燐散石灰・続安・硝酸ナトリウム(チリ硝石)が含まれ

ているが，それらの化学肥料の販売額の総額に占める割合

はまだ 1割強で、あった.

しかし 1910年代に化学的空中窒素固定法がドイツで

開発され，その後の園内硫安市場は激変する世界の窒

(窒素肥料生産量，筆者注)5は， 1913 (大正 2)

年には天然の窒素分であるチリ硝石を産するチリと，ア

ンモニア合成法であるハーパー=ボッシュ法で窒素生産

の工業化に成功していたドイツの生産量が多かった.同年

の日本の窒素生産量は約4000トンで，世界市場のわずか

0.5%に過ぎなかった. しかし，その後の臼本の窒素生産

量は大きく増加し， 1934 (昭和的年には約20万2000

トン，世界の 10.5%を点め，世界第3位の生産国となっ

た.(中略)すなわち， 1920年代の日本国内の硫安市場は

外悶硫安が支配的であったが 1930年代は「自給化j へ
と大きく転換したのである(坂口， 2005). J 

3. 爆炭肥料を巡る小柳津派と大工原派の論争 6

小柳津と大工原の論争は，駒場農学校(現在の東京大学

農学部)の農学教師であったフェスカが，小榔津の普及し

ようとした焼土肥料一後の壊炭肥料の原型ーを否定したこ

とが発端のようである.小柳津が「蒸焼土実験録j という

小冊子(小柳津， 1886)を著した翌年の明治 20年j焼土

服料は不経済なりj という題で駒場農学校の農芸化学教

師のケルネルと上記のフェスカの説が農商工公報(農商務

省， 1887)に掲載された.

「燐土肥料のことは天保の昔より卜徳ありなとと唱え農

家蒙訪1¥(農業蒙言11，筆者技)と云ふ書にも筆せしか近来

静岡愛知等の諸膝下にも蒸焼土調和肥料の製造を説くもの

(小柳津，筆者注)出て来て各地に之を施試したれとも其

効果未判然せす」という前書きの後に，ケルネルは焼土

肥料を製するの利害を論するには諌め該肥料成分の製造中

に受くる所の種々の操作を考究するを要すj と述べて，焼

土肥料の作成に伴う肥料元素含量の変化に注目した.その

分析結果を示したのがフェスカである.原土と焼土と焼土

肥料(高温の焼土に肥料成分を含む溶液を添加したもの)

の3種類の試料を比重1.15の濃塩酸(約 10molL-1，筆者

注)で抽出した時の肥料元素の抽出量は，窒素については

原土>焼土肥料>焼土， リン酸については原土ニ焼土肥料

>焼土，カリウムについては焼土肥料>原土，焼土である
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ことを示した. この分析結果から「此肥料は農家に甚不利

なる者なりJと結論された.

これに対して，小柳津は後年，次のように述べている(小

椀津， 1912). I焼土肥料は或場合には非常の好成績を示し，

一反歩に玄米五石五斗と去うが如き破格の収撞を得た事も

あるけれど，全般に宜りては猶十分の好結果を見ることが

出来なかった.たまたま其頃農商務省の雇技部濁逸人フ

エスカ氏は燐土肥料を分析して 全然無償値の者なる事を

報告した.私の事業は認にー頓挫を来した.J 

ケルネルとフェスカの教えを受けた駒場農学校農学科

第二期生の大内健と酒匂常明も焼土肥料を批判した(友

田， 1984).駒場農学校でのフェスカの在籍期間(1882~ 

1892年)と大工原の卒業年 (1894年)を考えると，大

工原もまたフェスカの影響を受けていたと思われる.農事

試験場に就職した大工原が畿内支場で 1897年から 1900

年の関に取り組んだ課題の一つが焼土肥料であった.

「尉ニ2巴料に関する研究」と題する論文(大工原， 1901) 

の冒頭で，大工原は f焼土の肥料的効能を有することは古

爽本邦農業家の経験する所にして古書に之を散見するのみ

ならす現今も尚之を賓行するもの砂なからず…j と述べた

うえで，全屈の 10府県，特に兵庫・広島・大分・鳥取の

4県で、焼土肥料が盛んに施吊されていることを報告した.

そして大工原らしく，フェスカの結論をいったん識した.

すなわちフヱスカ氏は原土，蟻土及麗土肥料三種の分析

成蹟に依り燐土肥料の不利なるを説けども其摂接たる土壌

分析は強填酸を用ひて謹出定量したるものにして以て有効

要素の多少を比較するに足らず(中略)強塩酸に代ふるに

稀樟せる酸類を舟ひて之を分析したらんには必ず有効要素

含量に大義あるを接見せしならん」と背景に述べた.そし

て土壌中の肥料元素の抽出剤として，濃塩酸だけでなく，

希薄な酸溶液(1%塩酸， 1%シュウ酸， 1%クエン酸)

も用い，さらに栽培試験の結果(図 2)も合わせて，焼土

処理の効果について次のように結論した

(姿襟) 草書官え土焼鍛錬 -2露
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国2 焼土肥料の植物生育試験の様子(大工原， 1901). 
f農学博士大工原先生論文集(大工原先生論文集編纂委員，

1931) Jから転載した.写真は，畿内支場で行われた土管による

第一予備焼土試験を明治31年4月中旬に撮影したものである. こ
の試験では，焼土無肥料区の裸麦の金収量まは原土無肥料区の全収

量の約7倍に達したと書かれている.

(ー)，土壌は其種類の何たるを聞はず熱焦に依り著しく

其生産力を増進す.

(ニ)，土壌は熱焦に依り其全窒素量の損失平均二割六分

弱なりと雄も矯めに其可溶蜜素量は原土の可溶窒素量に比

し平均十一割強を増加す.

(三)，土壌は熱焦に依り其可溶燐酸量の増量著しく平均

原土中可溶燐酸量の三割七分弱に及び此増量の一部は有機

質物より来り一部は膿質成分より来るを見る.

(四)，土壌は熱焦に依り其可溶加里最の増加著しく平均

原土中可溶加里の五割八分弱に相官す.

(五)，土壌は熱焦に依り石灰，苦土，慌酸其他諸成分の

可搭量を増加す.

(六)，土壌は熱焦に依り腐植質量を減少し其減量四割乃

五六割八分にして平均五割一分強なりとす.

(七)，土壌は熱焦に依り其営養素吸収力をj威し埴土に在

りては其減量最も大なりとす但し砂土に在りでは柏其吸収

力を増加せり.

(八)，土壌は熱焦に依り其比重を増大し従て一定容の重

容積比重及容積百分中土壌の賞積を増加し容積百分中

土壌の孔薮を減少す.

(九)，土壌は熱焦に依り其水分吸昇力を減少す但し壌土

に在ては梢其増加を示せり.

(十)，植物生育試験の成蹟に依れは焼土は原土に比し植

物に有効営養素量の豊富なるを詮し能く分析の成蹟と符号

するを見る.

このように大工原は，土壌中の肥料元素の「有効要素合

を従来よりも弱い酸による抽出で評価することによっ

て，フェスカとは異なる結論を得ることに成功したので、あ

る. この有効要素合最を評価することの重要性を認識して

1%クエン酸抽出法を提唱したのは，英国ローザムステッ

ド試験場のダイアーである.大工原は植物根が吸収できる

リン酸の量の測定法には B.Dyer民法が最も霞れている

(Daikuhara， 1902) と述べており，下記のダイアー論文

の影響を受けたようである.

On the analytical determination ofprobably available 

“mineral" plant food in soils (土壌中の潜在的可給態

f無機j 養分の分析定量法について)と題した論文 (Dyer，

1894)の背景で，ダイアーは“Itmay be said to have been 

pretty widely recognized that some very much weaker 

solvent than strong mineral acid ought to be used in soil 

analyses， if there are to be of much use as indications of 

the proportion of available mineral plant food. (植物に

有効な無機養分の割合を評価するのにもっと役立つように

したいのであれば，土壌分析を行う時に強い無機酸ではな

く，何らかのはるかに弱L、抽出剤を用いねばならない. こ

の考えはすでに広く受け入れられた見解で、あると言って

も過言ではないだろう)"と控えめながら力強く述べてい

る.またこの現在完了形の記述から示唆されるように，土

壌中の可給態養分量を診断するという試みは，実はダイ

アーが初めてではなく，少なくとも 1850年頃まではさか
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のぼることができる (Daubeny，1845). 

上記の論文で大工原は，加熱に伴う土壌の理化学性の変

化を詳縮に評価した上で焼土肥料の効果を肯定している.

ところが論文の末尾には「尚近来新肥料護見と稿し藁梓類

を燃焼し之れに人糞尿を注加するの法を稿揚する者ありと

難も素より葱に其償髄を論ずるに足らす蜜らく蓄来の焼土

肥料と混同すべからざるを要す.Jと附記している.この「新

肥料Jとは小柳津の推奨する;壊炭肥料のことである.大工

原は壊炭肥料は焼土肥料とは別物であるとみなし，その

効果を論じる必要もないと断じたのである.

それでは，焼土肥料と燥炭肥料は何が違うのだろうか.

両者とも有機物を燥焼させて作成される. しかし前者はそ

の材料に多量の土を含み後者は含まないため，両者のかさ

密度は大きく異なるだろう.すなわち焼土肥料は. UJ土・

溝の汚泥・闘場の土・切り起した稲株に，藁・籾殻・塵芥・

芝草などの燃料を混ぜて積み上げ、，火をつけた後に徐々に

数日間;壊焼させるというものである(大工原.1901). た

だし小柳津が普及した「蒸焼土調和肥料(小榔津.1886) J 

には，この焼土肥料を冷却して練り指しにするために硫黄・

塩・魚肥・人糞尿の混合容液が添加された.

一方壊炭肥料を用いた栽培法の集大成である f武倍収

穫天理農法(小抑津.1912) Jの第4章には;壊炭肥料の作

成法が述べられている.直径六尺(約 180cm)で深さ四

尺五寸(約 140cm)の大きさの釜状の穴を地面に掠り，

その中に長さ約 30cmにそろえた一臨みの麓に火をつけ』

て釜底に投げ込む.引き続いて その上に燃料となる作物

や雑草の残濯を投げ込んで竹竿を用いて通気などを行い

自煙が立ち上るようにしながら 燃料を加え続ける.そし

て釜がし、っぱし、になったら 湿った襲や青草などをその上

に覆い被せて，火怖が上がらないようにしながら加熱を続

ける.すると燃料は下の方から炭化して煉炭となる. これ

に希釈した人糞尿をアンモニアの臭気の発することのない

ように適当な分量8で注いで冷却させると小柳津の提唱す

る燥炭肥料が完成する.ちなみに燥炭に体積割合で2"-'

4%の鉄粉を添加すると施用効果が増すという記述が章末

に附記されている.東北地方のように自然に鉄分を含んで、

いる土地には添加しなくても良いが，関東地方では2%.
場所によっては4%でも良いだろうと書かれている.小柳

津の燥炭肥料は主に水田に施舟されていた.そのため小榔

津は，有機物の慎燃に伴って生成した硫酸イオンが湛水に

よって還元されて水稲の「秋落ちj を引き起こす場合があ

ること，さらにこの秋落ちは煤炭肥料に鉄粉を混和するこ

とによって回避できることを経験的に捉えていたのかもし

れない.

本題に戻ると，焼土肥料と燥炭肥料は別物であるという

見解を大工原は示したのだが この大工原をはじめとする

農学者連の振る舞いに対して 小柳津は次のように反発し

た(小柳津.1912). ['明治三十三年 (1900年，筆者注)に

り，遂に 1-分の確信を得て壊炭肥料の試験を農商務省、

に出願し，併せて之が普及を闘られん事を建白した.所が，

其筋(おそらく農事試験場筆者注)に於ける分析の結

果壊炭肥料は義の;壌土肥料と向じく全然無効の者と認め

られ，嘗局にも皐者にも痛く排斥せらるる事となった.私

は一時大いに落謄した.J 

当時の状況について壊炭肥料の普及推進者の一人であ

る井上も小杉11津に同調する(井上 1912).['数年前から農

界の一角に燥炭肥料と其の栽培法なるものが唱えられてい

るが農界の多くの人々特に農事者と言はる、連中は「なに

慎炭か，燥炭は肥料分を含む者でない，分析して見れば分

るではないか，炭には決して肥養分たる窒素や燐識や加里

等を含んで居ない事は確かである 到底取るに足らぬもの

であるj と鼻であしらってすこしの注意も排はなかった.J 

井上はさらに大工原の f焼土肥料に関する研究」の結論部

分を引用して燥土肥料に就ては，東京商ヶ原農事試験場

で，某博士(大工原，筆者注)が研究され其結果も発表

されたが，それは次に示すが如く主として燃焼作用に由っ

て餐化したる土壌の事迄のみに注意してあって，其中に含

める炭の事には少しも説き及んで居らぬ9• (中略)之れ全

く不明の致す慮と云わねばならぬ.Jと述べている(井上，

1912). 

それでは小柳津は頴炭の施用効果をどのように考えて

いたのだろうかJ武告収穫天理農法Jでは次のように述べ

られている(小柄i津.1912). ['其(嬬炭，筆者注)の活物(い

きもの)たる所以は，主としての如き作用によって知ら

れるのである.一，温熱を吸収保存する事，一，水分を多

量に吸収する事，一，普く窒素分等を吸収する事，一，消

毒的効用を有する事，一，土質の欝イヒせしむるの力ある事J

この記述から，小柳津は，燥炭肥料の施用が作物の増収

につながりうるという農家の経験的事例を知っていたが

(間 3).;壊炭の施用に伴ってなぜ収量が増加したのかとい

うことに関しては，その理由を肥料効果や土壌物理性改良

区13 天混農法によって栽培されている水稲の様子.

「武{音収穫天理農法(小柳津.1912) Jから転載した.写真の左側
には，明治42年 (1909年)に東京府荏原郡蒲閉村(現在の東京

都大田区)の大日本主主道会小榔津農場で試作した水稲毛ど撮影した

ものであり，玄米収震が反収で八石忍斗(約1.2t/10a)であっ

たことが警かれている.
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効果に隈定しようとせず，標炭は多種多様な効能を持つと

いう漠然とした解釈をしていたことがうかがえる.

「武倍収穫天理農法」の第8章では大日本皇道会が東

京で開催した第4田小榔津式稲作品評会での出品者(計

139名)のうち，反収が約630kgを上回った 105名の収

量成績(草丈，分げつ数，葉収量，粗籾収量)を取りまと

めている. この反収は5株の収穫量から換算された粗籾叡

量であり，玄米換算では約450kg Vこ相当する.当時の日

本の平均反収は玄米で300kg弱であった (Kamoshita，

2007) ことを踏まえると，試料採取持の恋意性の問題は

あるかもしれないが，品評会に出品した農家の多くが増収

を実感していたと考えられる.

そして，その章米には天理農法に対する農科大学の教授

と農事試験場の技師のこれまで、の態度に対して不満を表明

するとともに近未彼等も遂に少しく其の倣慢な態度を

改め，現に西ケ原農事試験場に於いて，四十三年 (1910年，

筆者注)の要作より以後我が皇道舎の手に依って試作を

行ふ事となった.其の成績は何故か知らぬが未だ設表せら

れぬけれど，彼等も最早前年の如き無効呼ばわり，不成績

呼ばわりは為し得ぬ事となった.Jと述べている 10

小柳津はj武倍収撞天理農法」の出版の翌年の 1913年

に病没した.埋葬に当たっては，生前の希望により，持の

中は燥炭肥料で充たされたという(友田.1984). 大工原

らに対する小柄i津の考えは遺著の第 1章の総論に集約さ

れていると感じるので，そのごく一部をU、下に引用するが，

この農書の優れた点は第4章以降で天理農法の栽培技術を

様々な喰え話とエピソードを引き合いに出しながら農家に

分かりやすく普及させようと試みた点にあると考える.

「西洋の科皐が幾ら進歩して居ても，それが絶割極致の

員環で無い事:は分かり切って居る.然るに世の事者と稿す

る人々が，汲々として只其の模倣に勉めて居るは何故であ

るか.模倣は到底濁創に及ばぬ. 日本には古来自然の農壊

がある.此の自然の農事に濁創の護見を加えて，葱に初め

て大進歩が得られるのである・"J

4. 小柳津の死後の爆炭肥料に関する大工療の叙述

1915年に神奈J111県立農事試験場で、開かれた講演会で、の

演説で大工原は爆炭肥料の効果を次のように述べている

(大工原.1916). 1;壊炭肥料の喧停せらるる様になったのは

数年以来の事(尤も其前にも稿へられては居たが殆んど世

人に取り上げられなかった)であるがこれに類似の事は背

から行はれ来たので、あります.(中略壊炭肥料は有機物が

炭化したのに過ぎずして 作物に特殊の効用を有するもの

ではない，強て云えば土地理化学性質を多少良好にするに

あるのであります，但し之さど製造するに嘗り加盟及燐酸を

して，百I捺解性に饗ぜしむる利あり，窒素も多少は有効性

のものがあるが:壊炭肥料の窒素的効能は主として人糞尿の

効能に諦すべきであります.J 

大工原は，先の焼土肥料論文の時と向じように燥炭肥料

についても昔から類似のことが行われてきた 11 すなわち

小i初日津が新肥料を発明した訳ではないと断ったうえで壊

炭は作物に特殊な効果をもたらさないと述べている.さら

に大麦のポット栽培試験の結果から，その増収効果は主に

;壊炭を作成した特に添加された人糞涼によるものであり，

麓や堆肥の原料となる有機物は燃焼させるよりも堆肥イとさ

せた方が良い，ただし堆肥イヒの難しいものは嬬炭として使

用するのが良いだろうと付け加えている.

大工原の態度はいくぶん軟化している.先の焼土肥料論

文では「焼土調製の際其未た冷却せさるに先ち人糞尿を注

加するか知きは其窒素の損失大なるを以て(中略)無効の

事たるへし.Jと述べていたのだが，実際に栽培による比

較試験を行ったところ懐炭肥料の場合はそうでもないと認

識したようである池田謙蔵氏や千葉稲次席誌から開く慮

に由ると此某農事博士(大工原，筆者控)は過ぐる年千

葉鯨長生郡(現在の千葉県茂原市)の千葉稲次馬氏方へ

出張して燥炭栽培法の偉大なる成績を目撃して 12 大いに

驚いたそうである(井上.1912). Jと述べられているよう

に，大工原は焼土肥料の研究を行った畿内支場から 1903

年 11月に西ケ原の本場に移籍した後も;壊炭肥料に興味を

持ち続けていたことがうかがえる.参考までに明治42年

(1909年)に千葉氏の試作臨場で天理農法と従来農法に

よって栽培した水稲の収量を比較した表(小杉Il津.1912) 

を転載する(図 4).

しかし燥炭を作成するときに原料の藁などの有機物の

約半分が失われたという実験結果から冊も年々有機物の

無き肥料のみを施用すれば次第に其土地に有機物の欠乏

を来し，地力を消耗佼しむるに至るは明な事であります.J 

と煉炭肥料の連用の危険性を示唆して講演会を締めくくっ

た.有機物を長期関連用した時の地力の変化にも住居して

いるのは卓見である. この発言の真意は明らかでないが，

「猶焼きあげた煤炭の黒光りするのは炭素分の多き詮按で，

即ち上等品であるが，焼け過ぎた不出来の分は，少し白味

を帯びて光揮が無いJと小榔津 (1912)が自ら述べてい

るように煤炭肥料の製造中に高温になりすぎたり，酸素

が供給されたりすると有機物が炭ではなく択になるという

ことを踏まえて， このように述べたのかもしれない.

それでは，大工原は土壌に施用された堆肥や壊炭の分解

速度には自を向けていなかったのだろうか.集大成であ

る「土壌学講義」の上巻(大工原.1916)で， 自らの焼土

肥料に関する研究の成果を次のように再考している加熱

は土壌徴生物に艶する影響以外 或土壌成分の分解を促す

べきは疑を容れざる所なりとす.Jと述べたうえで¥土壌

徴生物に対する影響として 1901年の論文で、は触れていな

かった土壌の部分的殺菌 (partialsterilization)に関す

る知見を引用しているラッセノレ及びダーピシァイア雨氏

(Russell & Darbishire)の買験に依れば，土壌を百五十

度に熱するときは，著しく酸化速度を減少せしむべしと離

も，揮護性殺菌剤の少量を以て庭理するときは酸化速度増

加し，土壌を-00度に熱するときは向速度二措以上に増

進するを示せり.蓋し細菌の活動力増化し，従って分解作
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1iS14 天理農法と従来農法によって栽培された水稲の収量比較.

「武倍収穫天理農法(小榔津， 1912) Jから転載した.明治42年
(1909年)に千葉稲次馬氏が試験栽培した結果であり，ほぼ同時

期に大工販が園場を見学したと忠われる.またこの試験では雨農

法の労力も比較しており，天理農法の方が従来農法よりも少し多

く (1割強)費やしたと述べられている.そして収量と労力の調

査から収支計算を行い，天理農法の方が従来農法よりもはるかに

利援が大きかったと述べられている.

用も亦{足進せらるべきを以てなり.斯くの如く生成せられ

たる植物営養分の増加は 賓際植物に吸収せられたる養分

量に依り之を知るを得ベし.J 

この記述は， Oxidation in soils， and its relation 

to productiveness. Part II. The inf1uence of partial 

steri1isation C土壌中の強化とその生産性との関連.第

2部，部分的殺欝の影響)と題された論文 CDarbishire

and Russell， 1907 ;豊田， 2003)を参照したものだろう.

「酸化速度」とは，徴生物呼吸に伴う酸素吸収速度のこと

であり，徴生物による有機物分解に伴うこ費変化炭素放出速

度の裏返しであるー したがって大工原は，上述の講演時に

は，土壌に施用された有機質肥料の微生物分解について熟

知しており 13 さらに焼土肥料作成時の土壌加熱の効果は

部分的殺菌効果を含むと認識していたようである.

そして「土壌学講義」の中巻(大工原， 1919)の第3章(土

壌の化学的分析)では土壌生産力の多少に関する賞際上

の経験と一致すべき土壌成分浸出剤を用ひ，又は稀樺せる

拘撮酸・酷酸・ 1蕗酸液等を用ひて有効成分定量を試みたる

成績頗る多しと難も，未だ十分満足すべき結果を得るにきE

らず(本書下巻土性鑑定要綱の部参照).C中略)植物の種

類に依り，養分吸収力に大差あるべきは賞然の事に麗すべ

し(中警告)是等諸種の植物に有数なる燐酸を定量し得ベき

溶剤を護見せん事は，到鼠不可能なりと謂はざるを得ず.J 

と述べている.焼土肥料の研究において自らが先駆けて国

内に導入した希酸抽出による土壌可給態養分の評価法は，

その基本的な考え方は認めながらも，多種多撲な作物の養

分吸収量を推定するには不適当であると考えていたようで

ある. この可給態養分の適切な評髄法は植物種によって異

なるという見解は，その後の全国規模の農耕地土壌調査に

よって我が国の土壌分析の項目と操作がさらに諜準化かっ

自動化された今日では逆に新しく感じる.

さらに向巻の第4章(地力の維持と増進)では，地力を

規定する主要国として土壌中の養分含量，物理的性質(団

粒組織や土壌の深さ)，水分含量，有機物含量を挙げた.

そして当時流布していた窒素とリン酸とカリウムさえ施用

すればよいという「三要素万能説j や「人造肥料万能説j

に苦言を皇し， 日本の気象条件と土壌特性，さらに当時の

農業経営の状況を踏まえると 地力の維持向上と化学肥料

の施用効果の増進には，有機質肥料と石灰の施用による土

壌改良が重要であることを強調している.大工原の焼土肥

料に関する研究成果とその後の世界的に有名な土壌酸性に

関する研究成果が見事に融合されている.

またその背景となる考え方は 小榔津に近づいている

とさえ筆者は感じる.小柳津は武倍収穫天理農法j の中

で「皐理は何うでもよい 療治は何でもよい，病人は只癒

りさへすれば有難い.農業は収穫が目的だから，告余計な金

を掛けず，タント骨折をせずに津山の牧獲がありさへすれ

ば夫れで善い.何も三要素だの金肥だのと騒ぐにも及ぶま

い.Jという神経痛に悩まされていた実業家，十文字大元

の記述を引用している.一方，大工原は中巻の巻頭で「地

力問題に歪りては講究の材料未だ充分ならざるの憾ありと

難も，最も重要なる研究題自なるを以て，著者は諸種の方

面より観察し，努めて公正なる見地より是等諸問題の講究

を試みたり.Jと述べたうえで，第4章では「余をして忌

樺なく近時の感想を述べしむれば，余は本邦農業界に於て

三要素高能説の政直頗る甚だしきを歎ぜざるを得ず.三要

素寓能説の極は人造肥料高能説に陥り，終に農家の自給肥

料たる堆肥・禄肥等は不経済なる前世紀の肥料なりとして，

之を排斥するを杢るなきを保せず.此傾向は現に各地に於

て之を認、むるを得るのみならず，堆肥の三三要素含有量に依

り，其相雷債格を算出し，他の販賀肥料に比し其不廉なる

を説く者あるに至りては 余の感想の誤らざるを謹するも

のと謂うべし.Jと述べている.大工原は小柳津のように

学理はどうでもよいとは決して言わないだろう.各種植物

の三要素試験を通じてその重要性を熟知していたのは大工

原自身である(大工原， 1900). しかし，その後に行われ

た脱蜜研究のきっかけとなった水田でのチヲ硝石肥効試験

(大工原・今関， 1907)や酸性土壌研究のきっかけとなっ

たカリウム塩の肥効試験(大工原・阪本， 1911)の経験を

通じて(だと筆者は患うのだが)，化学肥料さえ施用すれ

ばよいという当時の風潮には「努めて公正な見地からJ私

情を込めて反駁したのである.この時の大工原は晩年の小

柳津と同じような心境だったかもしれない.

その後の大工原は， 1921年に九州帝国大学教授となり，

また 1923年からは朝鮮総督府勧業模範場において場長と

して白本統治下における朝鮮半島の農業開発の指導を行
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い，さらに九州帝国大学総長と同志社大学総長を歴任し，

多忙を極めたようである.そして 1934年に盲腸炎で急逝

した.偶然にも小柳津と同じ 66歳だった.

土壌学講義の中巻の巻頭ではまた首初著者は本書を上

下の丙巻に分ちて講了せんことを期せしが，今や其喜余りiM
大に失し， (中略)土壌謬質化率・土壌改良論・土壌鑑定要

縞・土壌分類翠等は之を下巻に譲ることとせり.Jと述べ

ている. これらの項目は大工原の専門分野であり，総括す

るには時期尚早であり，下巻の執筆で決着をつけたいとい

う意思表示であったのだろう. しかし残念ながら未刊に終

わった.

5. 大工原の死後の展開

小柳津と大工原は，我が国の風土と文化を踏まえて現場

に貢献できる農学研究と技術普及を実践しようとした点で

はよく似ている.果たしてこの二人が想い描いた慎炭肥料

と土壌肥料学の未来は，一世紀後の今日に査るまでの過程

をどう予想していたのだろうか.その後の展開についてご

く簡単に述べることにする.

1940年代の戦時に我が国の肥料産業は軍需産業に転換

され，焼土肥料復活の機運が高まる.その時，大工原の焼

土効果研究は後進の三井進午によって受け継がれた(三三井，

1948). 三井らがその成果を連載したのは， 1927年に創

干目された本学会誌(ただし創刊時の名称は土壌肥料学雑誌)

であった(森塚・松岡， 2008). そして大工原や三井らの

成果は，戦後の食糧難を解決するための全国規模の農耕地

土壌調査事業に大きく貢献した.

一方，小杉11津が後半生を捧げた;壊炭肥料も復活する.昭

和 61年 (1986年)に木炭が土壌改良資材として登録され

た.木炭の土壌改良効果には透水性・通気性・保肥力の

改善，駿性矯正，有毒ガスの吸着，無機塩類の供給，地温

上昇，菌根菌などの有用微生物の生育促進などが知られて

いる(木質炭化学会， 2007). また近年壊炭は国際化の

波を受けて，バイオチャー (biochar) とも呼ばれる.そ

してこのバイオチャーの土壌への施用は炭素貯留や祖室効

果ガス放出削減にも効果があるため(上野ら， 2012)，肥

料や土壌改良資材としてだけでなく環境保全資材としても

広く注目されるようになった.バイオチャーを巡る各国の

政治的動向，その多様な機能と期待される用途，そして今

後の課題については凌 (2011)がとりまとめている.

最後に執筆の経緯も述べておきたい.筆者が2008年の

冬にイギリスの片田舎で三井進午による焼土効果研究をま

とめていた時，次は三井の意識していた先駆者の大工原銀

太郎について書いてみようとしていたところ，数年の歳月

が過ぎてしまい，さらに大工原の意識していた先駆者の一

人は小柳津勝五郎であったことが見えてきて壊炭肥料研

究という切り口で二人を紹介することにしたのが本稿であ

る壊炭肥料や天理農法に関する小柳津の考えを消化する

ことができず， より多くの著作を残した大工原に偏ってし

まった.小柳津を含む明治時代とそれ以前の農書の著者ら

の自然・農業・地域に対する考え方は徳永 (2002) が論

じている.上述のように;壊炭肥料では二人は反発しあう.

それはしかし披らが5要素万能説三要素分析万能説と

施用万能説ーを批判したのと同様に，彼らの見解のごく一

部を垣間見ているに過ぎない.あるいは結果論ではあるが，

磁石の同極同士が近寄れば反発するのを見て，周臨の人た

ちがニ極対立を作り出していただけかもしれない.

謝 辞:京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研

究科の近藤史氏から貴重な文献をご教示いただいたことを

お礼申し上げます.

注

1)本稿ではこの二人の主人公を含めた登場人物の敬称を省略する.

2)原文が漢字カタカナ交じり文である場合は，漢字ひらがな交じ

り文に改めた.

3)日本のこと壌学の近代化の概要については，久馬 (201ω による

総説を参照してほしい.

4)天理農法は主に水穏栽培を対象としている.その農法ではj属炭

肥料が施用されただけでなく 丁寧に整地した短冊形の苗代に

おける箇の正条揺疎植栽域， 1次分げつ苗の正条浅植疎植栽培

(約11株/m2
) などの栽培法とそれに必要な農具が導入されて

いる.本稿ではこれらの技術要素の中で燦液肥料のみを取り上

げることにした.

5)本稿の引用文<=tに筆者が加えた注釈については，このように括

S1J¥書きで本文中に記1践した

6)論争は主に両者によって行われたのだが，彼らの人脈と所属組

織を背景にして行われたと考えるので， ここでは「派Jという

言葉を用いることにした.

わ前報(森塚・松岡.2008)において，大工原論文での分析に用

いた:焼土肥料は農家の{賞行法にしたがって作成されたと誤って

記述していた.原土と比較するために鉄製の平鍋上で風乾こと嬢

を20分間加熱して焼土を作成したと明確に述べられていたの

で， ここに謝して記す.

8)青箪を材料Iこする場合には，人糞尿の添加を必要としない，ま

た肥え過ぎた水田には無添加の純燦炭を用いるのが良いと述べ

られている.

9)大工原論文での実験に用いた焼土には，その作成法を考えると

燃料の灰は混入したかもしれないが，炭はおそらく入っていな

かったと考えられる.

10) i武倍収穫天理農法」は1912年2月に発行されたのだが，それに

呼応する形で向年の7月25日の時事新報において， fl壊炭法の効

能如何j という見出しで農事試験場の場長の古在由渡氏の談話

が掲載された その中で，従来法と比べて燦炭法が. 2~3割な

いし5割増収させるだけでも大したものであるが，当場での試

験ではまだそのような結果は得られていないため，現夜実験研

究中であり，公表の運びには歪っていないと述べられている.

11)本稿では割愛するが，世界各地での燦炭の施用事例については，

LehmannandJoseph (2009)に少し述べられている.

12)千葉菊次馬の遺稿集「天夢遺稿(明石・千葉.1937) Jによると，

明治41年 (1908年)2月20日に大工原が加藤茂原農学長と共に

来訪したので，千葉が天理農法;爆炭栽培による麦作を説明した

ことが記されている.

13)ただし壊炭肥料中の炭素が難分解性であることは想定外だっ

たと思われる.その傍証として，戦後に書かれた「焼土と燥炭J
という資料(閉口.1950)では，それらの作成時に有機物が無

機化することのみが指摘されており，施用後の分解速度は述べ

られていない.
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