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1. はじめに 

1.1 平成 18 年度の調査事業について 

チップ及びパルプ生産を目的とした日本企業による海外産業植林事業は、目標面積約

758 千haに対し、2005 年末時点での植林面積約 576 千haに達している。この内訳は、オ

ーストラリア、ニュージーランド、中南米、アジア、南アフリカ等の広範囲な地域にまた

がっている。また、植栽樹種もE. glbulus、E. grandisとその交雑種、Acaciaとその交雑

種等その地域に適した樹種が選択されている1。1990 年中頃より、急速に拡大した植林事

業は、順次伐採時期を迎えており、事業者は萌芽更新、若しくは改植による第 2 ローテー

ションの更新を計画している。また、一部の植林事業地では成長不良により、事業計画当

初の期待成長量が現実の伐採数量を下回る事例が散見されている。 
このため平成 17 年度及び平成 16 年度は、ブラジル、ポルトガル、並びにオーストラリ

アの植林事業地におけるE. globulusの萌芽更新技術を調査報告した。両報告書では、伐出

作業、芽掻き作業、並びに二次萌芽処理等の萌芽更新に関する技術や知見を紹介した。さ

らに報告書では、成長量の維持や改善のために、”施肥による土壌養分の維持”が重要であ

ることを指摘した2。 
一般に、植林木の成長には土壌養分の他、土壌条件、樹種の選択、気象要因、病虫害、

並びに植林作業の質や手法等多くの要因が直接、あるいは間接的に影響しているのは周知

の通りである。しかしながら、気象要因を除けば、植物の生育に対し、 も重要な要因が

土壌養分であることも事実である。例えば、撹乱を受けていない熱帯林の様な自然生態系

では、樹木は土壌から養分を吸収し、成長を行い、その後落葉落枝、あるいは枯死により

体内に蓄積した養分を、土壌微生物やその他生物等を介して、再度土壌に養分を還元して

いる。こうした樹木と土壌の間で養分循環が均衡を保たれている場合は、養分の欠乏によ

る樹木の成長量の低下は生じにくい。しかしながら、伐採収穫により、樹木が生態系外（＝

植林地外）に持出され、外から養分の補給がなければ養分循環の均衡が崩れ、成長量の低

下を招くことが予想される。 
早成広葉樹の産業植林は、一般に生産性が低い放牧地や荒廃地に行われることが多く、

また短伐期で伐採収穫が繰り返されるため地力の低下が一層懸念される。また、土壌養分

以外に、施肥作業や地拵え・伐採等の実作業にも注意しなければならない。例えば、重機

使用に伴う土壌圧縮による根圏の発達阻害等が、成長量の低下を招くかもしれない。また、

地拵えや伐採跡の枝葉、樹皮等の火入れによる一時的な養分の流出が、成長量の低下を招

くかもしれない。これらは、土壌の養分保持力の違いや傾斜、降雨量、各種の作業時期に

よっても施肥の効果は異なる。 
このため、本調査は産業植林の歴史が長く、積極的に施肥管理に取り組んでいるブラジ

ルの植林事業地及び研究成果の蓄積が進んでいる大学、加えて第 2 ローテーションを迎え

つつあるオーストラリアの事業地を対象に、施肥管理の実態調査を行い植林木の成長促進

                                                  
1 当センター集計：日本企業の海外植林面積一覧(2005 年末) 
2 日本製紙連合会調査事業報告書：「平成 16 年度オーストラリアにおける E.globusus 産

業植林地の萌芽更新」、「平成 17 年度ブラジルおよびポルトガルにおける E.globusus 産業

植林地の萌芽更新」 
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に有効な施肥管理情報を収集し、海外で産業植林を実施している我が国の紙パルプ企業に

役に立つ、情報を提供することを目的に行った。 
本調査は、日本製紙連合会の平成 18 年度委託調査「施肥管理による地力向上と植林木

の成長促進に関する実態調査」に基づき、(社)海外産業植林センターが実施した。有)林造 
代表取締役 脇本和幸氏と(社)海外産業植林センター 業務担当部長 原口直人氏を、平成 18
年 8 月 28 日～9 月 16 日の期間、ブラジル及びオーストラリアに調査のため派遣した。 
 



日本企業の海外産業植林プロジェクト一覧　（2005年末） （社）海外産業植林センター調べ

会社名 出資会社 国名 地区名 植林前の状況
植林
開始

2005年末
植林面積

将来の
目標面積

主な植林樹種

（チッププロジェクト） （千ha） （千ha）
1 South East Fibre Exports Pty., Ltd. 日本製紙，伊藤忠商事 オーストラリア ＮＳＷ州 牧草地 1989 3.4 5.0 ユーカリ
2 Albany Plantation Forest Co.,of Australia .Pty.,Ltd. 王子製紙，伊藤忠商事，千趣会，東北電力，日本郵船 オーストラリア WA州 牧草地 1993 23.6 26.0 ユーカリ
3 Bunbury Treefarm Project 日本製紙，三井物産 オーストラリア WA州 牧草地 1996 13.1 20.0 ユーカリ
4 Tas Forest Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Pty.,Ltd. 三菱製紙，三菱商事，東京電力 オーストラリア TAS州 牧草，灌木，伐採跡地 1996 14.9 25.5 ユーカリ
5 Victoria Treefarm Project 日本製紙，三井物産 オーストラリア VIC州 牧草地 1996 3.7 8.0 ユーカリ
6 Green-triangle Treefarm Project 日本製紙，三井物産 オーストラリア SA州､VIC州 牧草地 1997 3.0 10.0 ユーカリ
7 Green Triangle Plantation Forest Co.,of Australia Pty.,Ltd. 王子製紙，双日，凸版印刷，北海道電力 オーストラリア SA州､VIC州 牧草地 1997 6.6 10.0 ユーカリ
8 Australian Afforestation Pty.,Ltd. トヨタ自動車，三井物産 オーストラリア WA州 牧草地 1999 1.2 2.0 ユーカリ

9 Brisbane Plantation Forest Co.,of Australia .Pty.,Ltd.
王子製紙，伊藤忠商事，電源開発，講談社，セイホク，JP
リソーシズ

オーストラリア QLD州 牧草地 1998 6.5 10.0 ユーカリ

10 East Victoria Plantation Forest Co.,of Australia .Pty.,Ltd. 王子製紙，双日，日本紙パルプ商事，小学館 オーストラリア VIC州 牧草地 1999 3.1 10.0 ユーカリ
11 Southern Plantation Forest Pty.,Ltd. 丸紅，中国電力，ローム，集英社 オーストラリア SA州､VIC州 牧草地 1999 4.6 10.0 ユーカリ
12 VIZ Australia Pty.,Ltd. 小学館 オーストラリア VIC州 牧草地 2000 0.6 0.5 ユーカリ

13 Plantation Platform of Tasmania Pty.,Ltd.
大王製紙，JFE商事，ニッセン，ナカバヤシ，ウィルコーポ
レーション，日経BP社，光文社，NBSリコー，凸版印刷

オーストラリア TAS州 牧草，灌木，伐採跡地 2000 3.0 7.5 ユーカリ

14 Yonden Afforestation Australia Pty.,Ltd. 四国電力 オーストラリア VIC州 牧草地 2001 0.3 1.0 ユーカリ
15 Eco Tree Farm Pty.,Ltd. 大阪ガス，三井物産 オーストラリア WA州 牧草地 2001 0.5 1.0 ユーカリ
16 Portland Ｔｒｅｅｆａｒｍ　Project 日本製紙，三井物産，トヨタ自動車 オーストラリア SA州，VIC州 牧草地 2001 1.6 3.0 ユーカリ
17 WA Plantation Resources Pty., Ltd. 丸紅，日本製紙 オーストラリア WA州 植林木伐採跡地 2002 30.1 32.0 ユーカリ，ラジアータ

18 Adelaide Blue Gum Pty., Ltd. 
三菱製紙，北越製紙，イオン，中部電力，東京ガス，日本
郵船，三菱商事

オーストラリア SA州 牧草地 2003 1.0 10.0 ユーカリ

19 JAF MATE Plantation Pty., Ltd. JAF MATE オーストラリア VIC州 牧草地 2004 0.1 0.1 ユーカリ
オーストラリア計 120.9 191.6

20 Southland Plantation Forest Co.,of New Zealand Ltd.
王子製紙，伊藤忠商事，富士ゼロックス，富士ゼロックス
オフィスサプライ

ニュージーランド 南島 牧草地 1992 9.8 14.4 ユーカリ

21 New Zealand Plantation Forest Co.,Ltd. 中越パルプ工業，北越製紙，丸住製紙，丸紅 ニュージーランド 北島 牧草地 1997 2.3 10.0 アカシア
ニュージーランド計 12.1 24.4

22 Forestal Anchile Ltda. 大王製紙，名古屋パルプ，伊藤忠商事 チリ 第Ⅹ州 牧草，灌木，伐採跡地 1989 29.4 40.0 ユーカリ，ラジアータ
23 Forestal Tierra Chilena Ltda. 三菱製紙，三菱商事 チリ 第Ⅷ州、第Ⅸ州 牧草，灌木，荒廃地 1990 8.9 10.0 ユーカリ
24 Volterra S.A. 日本製紙，住友商事，商船三井 チリ 第Ⅷ州 牧草地 1991 13.5 13.5 ユーカリ
25 Eucalyptus Pacifico S. A. 三菱製紙，住友商事，電源開発，電源開発緑化センター エクアドル エスメラルダス地区 草地、荒廃地 2001 4.7 10.5 ユーカリ

中南米計 56.5 74.0
26 Quy Nhon Plantation Forest Co.,of Vietnam Ltd. 王子製紙，双日，大日本印刷 ベトナム ビンデン省 草地，荒廃地 1995 8.5 10.5 アカシア，ユーカリ
27 広西王子豊産林有限公司 王子製紙，丸紅 中国 広西チワン族自治区 植林木伐採跡地 2002 4.9 6.0 ユ－カリ
28 Forest Resources Pty., Ltd.  日本製紙，住友商事 南アフリカ クワズールーナタール州 植林木伐採跡地 1996 12.1 10.0 ユーカリ，アカシア

29 Oji Lao Plantation Forest Co. Ltd.
ラオス政府、王子製紙、国際紙パルプ商事、集英社、商船
三井、千趣会、リクルート、第一紙業、サトー、シーズクリエ
イト、日本通信教育連盟、マルマン

ラオス カムアン県，ボリカムサイ県 潅木，荒廃地 2005 1.9 50.0 ユーカリ

30 Huizhou Nanyou Forest Development Co., Ltd. 王子製紙，丸紅，広東南油経済発展公司他 中国 広東省 植林木伐採跡地 2005 10.7 60.0 ユーカリ

31 Acacia Afforestation Asia Co., Ltd.
中越パルプ工業，伊藤忠商事，飯野海運，川崎汽船，
商船三井

ベトナム ドンナイ省，バリアブンタン県 植林木伐採跡地 2005 2.1 2.1 アカシア

その他地域計 40.2 138.6
チッププロジェクト  計 229.7 428.6

（パルププロジェクト）
1 Celulose Nipo-Brasileira S,A (*) 日伯紙パルプ資源開発 ブラジル ミナス・ジェライス州 植林木伐採跡地 1973 123.6 110.0 ユーカリ

2 Pan Pac Forest Products Ltd. 王子製紙・日本製紙   ニュージーランド 北島 植林木伐採跡地 1991 32.7 30.0
ラジアータ，ダグラス

ファー，ユーカリ
3 PT Mushi Hutan Persada 丸紅，インドネシア林業公社 インドネシア 南スマトラ州 草地，潅木，荒廃地 1991 190.0 190.0 アカシア

パルププロジェクト 計  346.3 330.0

合計  576.0 758.6
注： オーストラリアの州名：　NSW:ニューサウスウエ－ルズ、SA:南オーストリア、TAS:タスマニア、VIC:ビクトリア、WA:西オーストラリア 最終更新日： 2006/5/10

(*)パルププロジェクト1Celulose Nipo-Brasileiraの植林面積は暫定値  
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1.2 調査地の概要 

1.2.1 ブラジル Cenibura 社、Veracel 社、Vicosa 大学 

ブラジルでは 19 世紀半ばにユーカリが移入され、現在では代表的なユーカリ植林国として

の地位を築いている。150 年以上の歴史の中で、主な用途は街路樹や防風林に始まり、鉄道用

（燃料材や枕木材）、製鉄還元剤の木炭と変遷してきたが、現在ではパルプ用が主流となり、紙

パルプ会社が所有する植林面積は 1,140 千 ha を占める。主な植栽樹種は、E. grandis 及び E．

uro-grandis である。特に、これらのユーカリの平均成長量の上昇は、まことにめざましい。

一般に、成長量は植栽地の気象や土壌条件等に左右されるが、ブラジルの場合、育種、肥培、

保育管理の改善を積極的に行い、今日の平均 MAI４０m3/ha・年と驚異的な生産性を実証して

いる。特徴的なのは、植林事業者と大学や研究機関が共同で固定試験地を設け長期の調査研究

を行っており、得られて知見や情報、加えて人材の交流が、ブラジルの林産業の発展に果した

役割は大きい。調査は、紙パルプ会社 2 社と、研究機関として特に肥培管理による持続的な森

林管理に関する研究実績の高い Vicosa 大学を訪問した。以下に、その概要を示す。 
 

①Cenibra (Celulose Nipo-Brasileira S.A.) 

• 本社工場：ミナスジェライス州ベロオリエンテ郡 
• 設立：1973 年 9 月 13 日 
• 植林面積：ミナス・ジェライス州東部ドーセ川上流域、約 125 千 ha 
• 地形：比較的工場に近い Belo Oriente 地区（低地の Rio Dose 地区、高地の Cocoais 地区）、

北部の Guanhaes 地区、南部 Santa Barbara 地区に分けられる。その主な特徴は、表 2
に示す。 

• 植林樹種：E. uro-grandis 及び E. grandis（100%クローン苗） 
• 更新方法／伐期齢：新植⇒萌芽更新⇒改植／7 年 
• パルプ生産量：94 万ｔ（2004 年 5 月より） 
 

表 2  Cenibra 社の植林地の概要 

地区 標高 
（m） 

平均降水量

（mm/年） 
平均気温

（℃/年） 
土壌 

Rio Dose 300 1,280 24.7 LV/PV：Ferralso/Acrisol 
Cocoais 1,000 1,280 21.2 LV：Ferralso 
Guanhaes 800 1,180 21.7 LE：Ferralso 
Santa Barbara 1,390 1,390 21.9 LV/Cb:：Ferralso /Acrisol 

出典：平成 12 年度開発途上国人工林環境影響調査事業，19 
 
②Veracel 社 

• 立地：Bahia 州 Eunapolis、Belmonte 
• 設立： 1997 年設立。2005 年パルプ生産開始。 
• 植林面積：1992 年より、植林開始。2005 年末、約 74 千 ha＋Tree farming program 約

11 千 ha の植林地所有 
• 植栽樹種：E. uro-grandis、クローン 100％ 
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• パルプ生産量：90 万トン/年 
 

③ミナスジェライス州 Vicosa 連邦大学土壌学部 Dr. Nairam Felix de Barros 
 植林地の肥培管理による持続的な森林管理に関する研究を行っており、彼等が開発した「土

壌と植物の養分循環に関するモデル：NUTRICAO」が、植林会社の施肥作業の判断基準とな

っている。 
尚、本モデルは公開されていないが、 
• 事業者は、まず植栽樹種、植栽予定地の気象条件（気温、降水量、蒸散量）、並びに土壌条

件（養分、土性、傾斜他）のデータを大学へ送付する。 
• 大学では、各々のデータを“NUTRICALC”モデルに入力し、期待 MAI を推定する。加えて、

期待 MAI 改善のために不足が予測される土壌養分が決定される。この結果は、事業者へ返

送される。 
• 事業者は、推奨された養分を実際に施し、定期的に植林木の葉やバイオマス及び土壌のサン

プルを採取し、再度、各々データを送付する。 
• 結果は、再度、モデルで解析され、施肥の効果及びさらなる施肥の改善策が示される。 
植林地が分散し、気象や土壌条件が異なる場合、施肥の効果は異なる。事業者にとって、植

林地に応じた施肥の種類や作業ユニットが必要となるが、次年度以降の施肥の作業計画を立て

やすく、結果、成長量が改善されれば施肥のコストも総じて下がることが予想される。また、

研究機関にとっては、幅広くデータを蓄積することができ、上記のモデルの精度を改善するこ

とに繋がる。こうした、研究機関と事業者の協力体制が、科学的なデータの裏づけにより、高

度な施業技術の改善に繋がる。 
 

1.2.2 オーストラリア APFL 社、GPFL 社 

1990 年代前半の日本企業のチップ植林プロジェクトの参入を皮切りに、1990 年代後半には

プロスペクタス（Prospectus）と呼ばれる森林（事業）投資資産運用会社が参入し、オースト

ラリアのユーカリ植林は急激に拡大した。主要な植栽樹種は、E. globulus である。E. globulus
は、オーストラリア南東部とタスマニアを中心に分布する樹種で、海沿いの平野部に分布する。

基本的に成長が良く、環境条件が合う場所では非常に早く成長する。しかしながら、地域によ

っては予想していた成長量に到達しない植林地も少なくないのが、現状である。年間降水量の

少ない地域では、E. globulus の成長は著しく低くなる上、近年多発している干ばつによる乾燥

の影響も大きくうけている。また、土壌の性質や養分量によって成長量は変化する。これまで

の所、オーストラリアの E. globulus 植林の歴史は浅く、経験や知見が十分に蓄積されていな

かったので、適地かどうかの判定が難しかったと考えられる。また、前述のプロスペクタスと

の土地の競合が、土地価格の高騰を招き、適正価格での適地の手当てを困難にしている要因も

ある。 
下記に調査した植林事業地の概要を示す。調査地域の気象条件は、夏季少雨、冬季多雨の地

中海性気候に属し、年平均降水量は約 700mm 前後である。また、土壌は一般に浅層に不透水

層（ハードパン）があるため表土は薄く、砂質と砂礫（gravel）が混在している。さらに、各

事業地では土壌養分量や土色等により、土壌を再区分している。 
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①APFL 社 

• 立地： 豪州南西部 Albany 地区 
• 設立： 1993 年 
• 植栽樹種： E.globulus 
• 植林面積： 23,746ha（2005 年度末実績） 
• 地形： 植林地は平坦で、牧草地を対象。 
 

②GPFL 社 

• 立地： 豪州ビクトリア州南西部 
• 設立： 1997 年 
• 植栽樹種： E. globulus 
• 植林面積： 6,565ha（2005 年度末実績） 
• 地形： 植林地は、比較的平坦な牧草地を対象。  

 

2. 植林と土壌養分の関係 

2.1 植林木による養分吸収 

2.1.1 樹体中の養分量 

林木の栄養状態は土壌の可給態養分と密接な関係があり、同時に林木の成長を支配する重要

な因子をなしていると考えられる。すなわち、植林木が成長する過程でその根から土壌中の養

分が吸収され、樹体の各部位に蓄積されて行く。植林木を収穫すると、樹体中に含まれる養分

も、収穫される部位と共に林外に持ち出されることになる。施肥による土壌養分の維持の基本

的な考え方は、収穫により林外に持ち出された養分を補給することにあるので、伐期齢に達す

る間に植林木の各部位に、養分がどの位蓄積するかを把握することが重要なポイントとなる。 
 
表 2-1 は Cenibra 社において調査された、期待 MAI 40 ㎥/ha・年のユーカリ・クローン植林

における樹体中の各部位に含まれる N、P、K、Ca、Mg の ha 当たりの量である。一般に収穫

で持ち出される部位に注目すると、皮付き材を収穫する場合は、各々ha 当たり N；286kg、P；
16.1kg、K；205kg、Ca；282kg、Mg；43kg の養分が持ち出されることになる。また、K と

Ca は樹皮中に含まれる量が、各々ha 当たり 157kg、218kg と多く、これらの養分が不足して

いる立地で行われる植林事業では、土壌の養分維持の観点からも、林内剥皮作業の導入を検討

することが重要といえる。 
一方、この林分に対する施肥量は、ha 当たり N；6kg、P；62kg、K；121kg、Ca；320kg、

Mg；90kg で、収穫タイプによる養分バランスは、 
(1)ハーベスター等により皮剥ぎ材を収穫する場合は、ha 当たり N が 220kg の不足、 
(2)フェラーバンチャー等により皮付き材を収穫する場合は、ha 当たり N が 280kg、K が 84kg

の不足、 
(3)チェーンフレイル・バーカー＋移動式チッパーを用いて枝付きで皮付き材を収穫し、残渣を

林内に戻さない場合、ha 当たり N が 314kg、K が 140kg の不足となる。 
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BALANÇO DE NUTRIENTES

Fonte: CENIBRA (dados não publicados).
1/ Assumiu-se o índice de recuperação de 100%, calcário com 30% CaO e 10% MgO.

Conteúdo de nutrientes em componentes de povoamentos clonais de eucalipto, para uma 
meta de 40 m3/ha/ano, e balanço nutricional considerando três cenários de colheita

N P K Ca Mg
････････････････・・・ kg/ha ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Folhas (葉） 69.0 3.8 50.0 22.0 7.5
Galhos (枝） 34.0 3.4 56.7 40.4 7.2
Copa (樹冠） (103） (7.2） (106.7) (62.4) (14.7)
Casca (樹皮） 60.0 5.9 157.0 218.5 27.0
Lenho (樹幹） 226.0 10.1 48.0 64.1 16.4
Tronco (樹幹＋樹皮） (286.0) (16.1) (205.0) (282.6) (43.4)
Raiz + Manta (根＋土壌） 276.0 13.0 131.5 248.7 (28.7)

665.0 36.3 443.2 593.7 86.8

(施肥量） 6.0 62.0 121.0 320.0 90.0

Cenarios de Balanco (養分過不足）
Remocao do lenho (1) ‐220 +51.9 +73.0 +255.9 +73.6
Remocao do tronco (2) ‐280 +45.9 ‐84.0 +37.4 +46.6
Remocao do tronco + galhos (3) ‐314 +42.5 ‐140.7 +3.0 +39.6

Nutrientes aplicados na
adubacao pela empresa

Total

Componente

 
出展）Cenibra 山林本部計画部作成「ユーカリ植林と養分」 

表 2-1 MAI40m3/ha・年を目標とするユーカリ・クローン植林地における各部位に含まれる養分量 

 

2.1.2 樹種・林齢と樹体中の養分の関係 

植林木による樹体内への養分の吸収・蓄積のメカニズムは、樹種により異なり、また同一樹

種でも林齢の進行により異なる。このメカニズムを把握することは、適切なタイミングに適切

な養分を補給する合理的な施肥作業方法を決定する上で重要となる。 
図 2-１は、N と K の蓄積量を E. grandis および E.urophylla 植林地各々について、時系列

で表したものである。両樹種とも林齢の進行とともに、N、K の蓄積量が増加していくことが

わかる。さらに、養分蓄積の様子を 2 つの樹種の間で比べると、N は 24 ヶ月目では E. grandis
の方が大きいが、林齢の進行とともにこの関係は逆転し、48 ヶ月目では E.urophylla の蓄積量

は E. grandis より約 24％余り大きくなっている。一方、P は 24 ヶ月目から E.urophylla の蓄

積量が大きく、48 ヶ月目では E. grandis より約 48％余り大きいことがわかる。このことから、

本試験が行われたサイトでは、E.urophylla は E. grandis に比べて N、K に対する要求量が大

きいことがわかる。 
次に N と K の蓄積の様子を樹種間で比べると、E. grandis は観察期間を通じて K に比べて

N の蓄積量が大きい。E. urophylla では 42 ヶ月目までは K の蓄積量が N に比べて大きいが、

48 ヶ月目ではこの関係が逆転して N の蓄積量が大きくなっている。このことから、E. grandis
は K に比べて N に対する要求量が大きく、E. urophylla では N と K に対してほぼ同程度の要

求量であることがわかる。 
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出展）Cenibra 山林本部計画部作成「ユーカリ植林と養分」 

図 2-1 E. grandis 及び E.urophylla 植林地における林齢と養分蓄積量の関係 
 

2.2 ローテーションの進行と土壌養分の変化 

同じ土地から作物の栽培と収穫を何度も繰り返すと、土壌養分が失われ収穫量が低下して行くことは、

粗放な農業の例からも確認されている。温帯や寒帯で行われている針葉樹を中心とした植林業では、

長伐期のために効果の確認が難しく、また長い生育期間の間に落葉落枝や降雨によって養分が土

壌に循環されることもあり、施肥による土壌養分維持に関しては重要な問題と考えられていない。 

一方、7 年～10 年で更新と収穫を繰り返す、早成樹種による短伐期の植林では、土壌への影響は

農業に近いと考えるべきであろう。したがって、単位面積当たり最高の収穫量を実現し維持するため

には、施肥による養分維持が必要不可欠なオペレーションのひとつとなる。 

 

図 2-2 は、ユーカリ植林のローテーションの進行が、土壌養分へ与える影響を Cenibra 社において

観察したもので、13 箇所の観察地点で 0～20cm の土壌中に含まれる K 濃度を、1986 年と 1995 年で

比べた結果である。各々の観察地点は立地、林齢、施肥をはじめとする施業内容が異なるため、K 濃

度のレベルや変動幅は異なるが、13 箇所中 3 箇所を除き、1995 年の K 濃度は 1986 年より減少して

いる。減少率は平均 27.2％という結果となった。 

この様に産業植林のローテーション進行に伴い、農業と同様に土壌養分の減少を招くことがわかる。 
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Avaliação do impacto da atividade florestal sobre a fertilidade do solo
QUALIDADE DO SOLO

Alteração em Função do Uso

Alterações no teor de potássio de solos da CENIBRA (camada 0 a 20 
cm) constatados durante um período médio de 9 anos
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出展）Cenibra 山林本部計画部作成「ユーカリ植林と養分」 

図 2-2 植林活動が土壌中養分（K）に与えた影響 

 

2.3 施肥の重要性 

早成樹植林の先進国のひとつであるブラジルでは、ユーカリの産業植林は 1920 年代に開始された

が、パルプ原料として利用が開始された 1950 年代以降に急速に拡大した。現在ではブラジル紙パ企

業によるユーカリ植林は、世界有数の成長量を誇っているが、植林が開始された当初は育種レベル

や施業技術も未熟で、そのＭＡＩは 15 ㎥/ha・年程度であった。これが施肥技術をはじめとする施業

技術の改善によって、1960 年代末～1970 年代初めにかけて MAI は 20 ㎥/ha・年に増加した。その

後、1970 年代末～1980 年代初めの種による育種選抜、1980 年代末～1990 年代初めの純粋種クロ

ーンの導入、1990 年代末～2000 年代のハイブリッド・クローンの導入によって段階的に MAI は上昇

し、現在では 40 ㎥/ha・年を越えるレベルとなっている。ここで特筆すべきことは、この MAI の増加は

育種選抜プログラムによってのみ実現された訳ではなく、施肥技術をはじめとする施業技術の研究と

改善の取り組みも、同時に行われてきたという事実である。 
ブラジルのミナス・ジェライス連邦大学のＢａｒｒｏｓ他の研究によると、熱帯地域の森林では植林、天

然林を問わず、通常、地上部に存在する養分量は土壌中の養分量より多いとしている。養分の中でも

特にカリウム（Ｋ）はこの傾向が顕著であり、植林時に土壌中に存在した量の内の大部分は、樹皮、樹

幹および樹冠に蓄積される。このことから植林木の成長量を持続するためには、新植または改植によ

る第 1 ローテーション、萌芽更新による第２ローテーションともに、植栽する樹種の成長ポテンシャル

に見合った施肥を行うことが重要であると指摘している。また、施肥によって養分を人為的に補給する

ことに加え、林内での枝払い作業や剥皮作業を導入するなど、できるだけ林外に持ち出すバイオマス

量を少なくする収穫作業を実行することも重要であるとしている。第 1 ローテーション、第 2 ローテーシ

ョンを通じて適切な施肥を行うこと、および収穫作業の工夫により養分を林外に持ち出す量を最小に
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することは、養分に乏しく地力の低い土壌での植林や、成長ポテンシャルの高い樹種または個体を植

林する場合には、特に重要性を増すと結論付けている（Producao e estado nutricional de 

povoamentos de Eucalyptus grandis, em segunda rotacao, em resposta a adubacao potassica; Barros

他）。 

 

3. 施肥効果 

3.1 成長量 

3.1.1 カリウム（K）の投与と成長量の関係 
第 2 章で述べた通り、植林木の成長量は土壌条件・環境条件に適した個体の導入と、その個

体の成長ポテンシャルに合った施肥方法の導入によって実現する。ここでは、ここでは熱帯地

域のユーカリ植林を行う上で、重要な養分のひとつとして考えられているカリウム（Ｋ）の効

果について解説する。 
図 3-1 はカリウム（K2O）の投与量を 0kg/ha、75kg/ha、150kg/ha と変えた時の、成長量の

違いについて Cenibra 社で計測したものである。試験地は土壌条件・気候条件が異なり地位の

異なる 3 箇所（Sabinopolis ＞Cocais＞Santa Barbara）に設定され、各々7 年生の成長量を

計測した結果である。この結果から、 も地位が高い地域（Sabinopolis）では無施肥に比べて

75kg/ha で 20％、150kg/ha で 25％成長量が増加した。一方、 も地位が低い地域（Santa 
Barbara）では無施肥に比べて 75kg/ha で 21％、150kg/ha で 43％成長量が増加したことがわ

かる。このことから、養分に乏しく地位が低い土壌ほど、成長量の面で大きな施肥効果が望め

ることがわかる。 

Efeito de doses de K aplicada aos 12 meses no crescimento 
do eucalipto
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出展）Cenibra 山林本部計画部作成「ユーカリ植林と養分」 

図 3-1 カリウムの施肥効果 
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ミナス・ジェライス連邦大学のＢａｒｒｏｓ他の研究によると、カリウム（K）は根系の発達と葉量の増加に

寄与するため、根による水分・養分の吸収と、葉による光合成がより活発になり、成長量の増加につな

がると解説している。この中で、カリウム（K）無投与と 60kg/ha 投与でバイオマス量を比べると、幹は

25％増加した。一方、根は 64％、樹冠は 73％と、幹と比べて大幅にそのバイオマス量が増加してい

ることが報告されている（Producao e estado nutricional de povoamentos de Eucalyptus 
grandis, em segunda rotacao, em resposta a adubacao potassica; Barros 他）。 
 

3.1.2 生石灰の投与と成長量の関係 

一般的に産業植林が行われる土地は、長年の放牧や耕作によって地力が低下しており、特に熱

帯・亜熱帯地域では土壌が酸性化しているケースが多い。酸性土壌では、土壌中のリン酸（P）がアル

ミニウム（Al）と結びついて根に吸収されない状態となるため、主要な養分であるリン酸（P）が欠乏す

る傾向を示す。生石灰の散布は、酸性化した土壌の pH を上げることにより、リン酸（P）を利用できる

状態に保つ効果がある。更に、カルシウム（Ca）とマグネシウム（Mg）を補給することにもつながるため、

ブラジルの多くの植林会社では、植栽前の標準作業として生石灰散布を行っている。 
図 3-2 は Cenibra 社において、生石灰散布の効果を測定したものである。散布量が 0kg/ha、

1,900kg/ha、3,800kg/ha の 3 つ試験地を設定し、散布を植栽後 14 ヶ月目に行い、各々の成長量の

推移を散布前（13 ヶ月目）、29 ヶ月目、62 ヶ月目に測定した。29 ヶ月目、62 ヶ月目の成長量の増加

度を投与前と比べると、1,900kg/ha 投与では 6 倍、32 倍、3,800kg/ha では 6 倍、34 倍となり、無投

与に比べてその増加度が大きく、生石灰の散布が成長量の増加に寄与したてことがわかる。 
 

0

Crescimento do eucalipto em regiões da CENIBRA em função de 
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出展）Cenibra 山林本部計画部作成「ユーカリ植林と養分」 
図 3-2 生石灰散布の施肥効果 

 

 11



 
3.1.3 萌芽更新の施肥効果 

当初、短期的なコストダウンを重視するあまり、萌芽による第 2 ローテーションにおける施肥は重要

視されていなかった。しかし、90 年代半ば頃から持続可能な植林施業を重要視する考え方が定着し、

長期的な地力維持の観点から、萌芽更新時の施肥に関する調査・研究が各社で行われて来た。 
図3-3 は Cenibra 社が行った萌芽更新による第2 ローテーションでの施肥試験の結果で、このグラ

フから萌芽更新による第 2 ローテーションにおいても施肥が重要であるということが伺える。現在では

ブラジルの植林会社各社は、第 2 ローテーションにおいても標準作業として、施肥を行っている。 
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施肥量  (NPK=10：10：20)
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出典）Cenibra 社データを筆者が改編 

図 3-3 萌芽更新における施肥効果 

 
3.2 病虫害耐性 

適切な養分補給によって植林木を健全な状態に保つことは、成長量増加の効果だけではなく、

植林木に病虫害への耐性を持たせる効果があることも広く知られている。また、健全に生育し

た植林木はそうでないものに比べて、パルプ原料とする場合のセルロース含量（歩留まり）や

質（強度）の面でも優れていると考えられる。 
 
図 3-4 はサンパウロ州立大学林業研究所の Silveira 他による、サンパウロ州の E. grandis 植

林地における施肥量とサビ病（Puccinia psidii）の罹病率との関係を調査したものである。施

肥は窒素（N）とカリウム（K）の 9 通りの組み合わせを行った。この図より窒素（N）投与が

40kg/ha、80kg/ha の場合、無投与と比べると大きく罹病率が低下していることがわかる。一

方、カリウム（K）については、その投与量と罹病率の間に一定の関係が認められない。窒素

（N）投与は新芽の芽吹きを促進する効果があり、サビ病の原因となる菌類(Puccinia psidii)
の侵入と定着を妨げた結果、サビ病(Puccinia psidii)の罹病率が大きく低下したと考察している

（Aspectos nutricionais envolvidos na ocorrencia de doencas com enfase para o eucalipto；
Barros,Higashi）。 
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出展：”Aspectos nutricionais envolvidos na ocorrencia de doencas com enfase para o  
eucalipto”（Barros,Higashi/Circular Tecnica IPEF）より。筆者が改編。 

 

図 3-4 施肥とサビ病罹病率の関係 

 
4. 施肥作業の事例紹介 

4.1 施肥方法の決定手順 

施肥は、植林地の生産性を 大限に引き出すための先行投資として捉えることができる。先

行投資の効果を十分上げるためには、どこに、いつ、どの肥料を、どれだけの量、どのように

して施肥を行うかという、合理的な施肥方法を導入することが重要となる。この項ではブラジ

ルの Cenibra 社および Veracel 社で行われている施肥方法の決定手順について解説する。 
 
1) 施業ユニットの決定 
産業植林は面積が大きく、1 つのプロジェクトの展開地域も広範囲に亘るため、土壌の性質

も多様化することがある。多様な土壌に対して、土壌調査結果に基づいた細かい施肥方法を導

入することは理想であるが、オペレーションの実行・管理面で必ずしもこの方法が可能である

とは限らない。Cenibra 社、Veracel 社の場合、各々植林面積が 120 千 ha、71 千 ha と広大で、

その展開地域も広範囲に亘っているため、土壌タイプ、気候条件、地形、立地条件が共通の地

域をいくつかにまとめ、施業ユニットとして同一施業方法を導入している。施業ユニットの設

定に際しては、以下の項目に関するデータや情報が収集されている。 
 
• 土壌タイプ： 既存の土壌図を活用。 
• 土壌特性： サンプリング調査により、養分含有量、密度、土壌深度を測定する。Cenibra
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は 1989 年からサンプリングを開始し 11,340 サンプルを調査した。 
• 気候条件： 植林地内に定点観測点を設定し、気温、湿度、降水量について測定する。 
• 地形： 実測または航空写真を利用して地形図を作製する。オペレーションのタイプ

で傾斜度毎に分類する。 
 Cenibra 例） 植林作業：0～15 度；機械化作業、15 度～；人力作業 

  伐採作業：0～25 度；機械化作業、25 度～；人力作業 
• 立地条件： 道路や保護林等、施業に制限を与える条件を把握し、地形図上に記録する。 
 
現在、Cenibra 社では 11、Veracel 社では 6 の施業ユニットを設定している。Veracel 社の場

合、土壌肥沃度より土壌の物理的な特性を成長阻害要因と捉えている。このため、施業ユニッ

ト分類の主な項目として、a)機械化作業による土壌コンパクト化のリスク（非常に高い、高い、

中、低い）と、土壌深度（60cm、90cm）の 2 つを設定している。 
以下に参考のため、Cenibra 社の施業ユニット図を示す。 

1-CLASSIFICA ÇÃO DE SOLOS
Defini ção de unidades de mapeamento manejo

 

図 3-5 Cenibra 社の施業ユニット図(例) 

 

2) 施肥リコメンデーション作成 

施肥の基本は、植林木が期待値通り成長するために必要な養分を、過不足なく補給すること

にある。すなわち、新植の場合は当初から土壌中に不足する養分、改植や萌芽更新の場合は収

穫によって林外に持ち出された養分を補給することになる。Cenibra 社では以下に挙げる情報

をもとに施肥リコメンデーションを作成している。 
 
• 土壌中の養分ストック：土壌のサンプル調査より（施業ユニット設定と同じ） 
• 植林木の養分需要：樹体内の各部位の養分含有量調査より（2.1.1 参照） 
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• 施肥試験結果：施肥効果の確認にための施肥試験結果より（3.1 参照） 
• 施肥リコメンデーションプログラム：ミナス・ジェライス連邦大学土壌学部作成のプログラ

ム（NUTRICALC）を参考にし、施肥効果確認のために利用する。 
 
さらに、毎年新たな実績データや試験データが加わるため、これらを考慮して施肥リコメンデ

ーションは毎年見直してきている。このため、1995 年までは植栽時、植栽 2 ヶ月後まで、な

らびに植栽翌年までの施肥はすべて NPK であった。しかしながら、1996 年以降植栽 2 ヶ月後

までと植栽翌年の施肥は、NPK にホウ素（B）が加わった。 
さらに 2001 年以降植栽時に生石灰の散布が加わり、 
• 現在では植栽時は生石灰と NPK、 
• 植栽 2 ヶ月後まではカリウム（KCl）＋ホウ素（B）＋鉛（Zn）＋銅（Cu）とリン酸（P）、 
• 植栽翌年は窒素（N）＋ホウ素（B）の施肥を行っている。なお、施業ユニット毎の施肥量

は表 4-1 を参照されたい。 
 

表 4-1 Cenibra の施肥リコメンデーション 

3

Unidades de manejo de adubação

02040040090200010
4002040040090200011

0204003009015003

0205003509020009
500304003509020008
0304003509020007

400204003509020006
0204003509020005

500204003009015004

500504001509010002
0504001509010001

------------------------------------- kg/ha ------------------------------------

Sulfato 
de 

Amônio
BorogranP-reativoKCl+B+ 

Zn+Cu6-30-6
Calcário 
(Lama+ 

Dolomita)

Unid. de 
Manejo

 

 

3) モニタリング 

施肥リコメンデーションに基づいて行った施肥が、当初期待した効果を挙げているかどうか

モニタリングを実行している。モニタリングは、目視によるものと葉の養分分析によるものを

組み合わせている。Cenibra 社の場合、目視によるモニタリングは植栽または萌芽更新後 18
～30 ヵ月後に、成長、葉のつき方、ならびに葉の色について植林担当者が観察する。葉の養分

分析は豪州等と同じ方法で行われているが、Cenibra 社の場合はあくまでも補足データと考え

ており、目視によるモニタリングに重きを置いている。モニタリングの結果、必要と判断すれ
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ば追肥方法の修正や、施肥リコメンデーションの見直しを行っている。 
 

4.2 施肥作業基準 

4-2-1 ブラジルの事例 

以下 Cenibra 社で実行されている施肥作業基準を、新植および改植、萌芽更新に分けて解説す

る。 
 
1)新植および改植 

① NPK（6-30-6） 

• 時期： 植栽後 25 日以内 

• 散布方法： 苗の 10cm～15cm 両側に 10cm～15cm の深さで埋め込む。 

• 施肥量： 90g/苗 

② 塩化カリウム+B（1.2%）+Zn（1%）+Cu（0.5%） 

• 時期： 植栽9月～1月（乾期終わり～雨期）の場合1月～2月に施肥、植栽2月～8月（乾期）

の場合 2 月～10 月に施肥。 

• 散布方法： 人力の場合⇒苗の両側 50cm～60cm に長さ 1ｍ×幅 25ｃｍの帯状で。 

 機械の場合⇒全面又は列間（ただし苗の直近は避ける）。 

• 施肥量： 150 kg/ha～400kg/ha（地域により異なる） 

③ リン酸肥料 

• 時期： 地拵え時の施肥は植栽 40 日前まで、植栽後の施肥は 2 ヶ月以内。 

• 散布方法： 人力の場合⇒苗の両側 40cm に幅 5ｃｍの帯状で。 

   機械の場合⇒地拵えでは 20cm～40cm の深さに鋤き込む。植栽後は苗の両側に散布

する（ただし苗の直近は避ける）。 

• 施肥量： 400 kg/ha～500kg/ha（地域により異なる） 

④ ホウ素（B） 

• 時期： 植栽翌々年の 1 月～2 月（雨期の終わり）。 

• 散布方法： 人力の場合⇒苗の両側（ただし苗の直近は避ける）、又は列間の中心。 

         機械の場合⇒全面又は列間。 

• 施肥量： 20 kg/ha～50kg/ha（地域により異なる） 

⑤ 硫酸アンモニウム 

• 時期： 植栽翌々年の 11 月～12 月（雨期の初め）。 

• 散布方法： 人力の場合⇒苗の両側 50cm～60cm に長さ 1ｍ×幅 25ｃｍの帯状で。 

 機械の場合⇒全面又は列間（ただし樹冠内は避ける）。 

• 施肥量： 400 kg/ha～500kg/ha（地域により異なる） 

⑥ 生石灰 

• 時期： 植栽 6 ヶ月前～植栽後 6 ヶ月以内。 

• 散布方法：苗の両側に長さ 1ｍ×幅 1ｍ（人力、機械作業とも）。 

• 施肥量： 1,000 kg/ha～2,000kg/ha（地域により異なる） 
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2)萌芽更新 

① 塩化カリウム+B（1.2%）+Zn（1%）+Cu（0.5%） 

• 時期： 芽掻き前 3 ヶ月～芽掻き後 2 ヶ月以内。ただし乾期の場合は 5 ヶ月前～2 ヶ月後でも

良い。 

• 散布方法：人力の場合⇒株の両側に長さ 1ｍ×幅 25ｃｍ 

         機械の場合⇒全面又は列間。 

• 施肥量： 150～400kg/ha（地域により異なる） 

② リン酸肥料 

• 時期： 芽掻き前 3 ヶ月～芽掻き後 2 ヶ月以内。ただし乾期の場合は 5 ヶ月前～2 ヶ月後でも

良い。 

• 散布方法：人力の場合⇒株の両側。 

        機械の場合⇒株の両側。 

• 施肥量： 400～500kg/ha（地域により異なる） 

③ ホウ素（B） 

• 時期： 芽掻き後、2 回目の雨期の終わり（1～2 月）。 

• 散布方法： 人力の場合⇒株の両側、又は列間の中心。 

         機械の場合⇒全面又は列間。 

• 施肥量： 20～50kg/ha（地域により異なる） 

④ 生石灰 

• 時期： 伐採後 12 ヵ月以内。 

• 散布方法： 人力の場合⇒株の両側に長さ 1.5ｍ×幅 1ｍ。 

 機械の場合⇒全面又は列間。 

尚、リン酸肥料の散布と同時期の場合は、リン酸との結合を避けるために、人力散布

の場合は散布位置を、機械散布の場合は時期をずらす。 

• 施肥量： 1,000～2,000kg/ha（地域により異なる） 

 

4-2-2 豪州の事例  

オーストラリアの E. globulus の植林が開始され約 10 年余りを経て、多くの植林地が伐採・

2 回目のローテーション時期を迎えている。各植林会社の担当者は、当初の期待成長量が見込

めないこともあり、成長量改善のために積極的に様々な施肥試験を実施している。しかしなが

ら、前述の植林適地の競合や干ばつの影響、加えて異なる土壌タイプや、降雨時期と施肥作業

時期とのズレ等の要因もあって、施肥効果が顕著に見られないのも事実である。現在は、経験

的な植栽結果と各種試験結果の蓄積期間であると言える。このため、各植林会社の施肥試験の

状況と担当者のコメントを、以下に紹介する。 
 

1) GPFL 社 

GPFL 社においては、過去幾つかの施肥試験を実施し、現在も 2 伐期目の追肥試験を実施中

である。これまでのモニタリングの所、施肥の効果が明らかでない場合が多い。 
その要因として、 
• 異なる土壌タイプが複雑に入り組んでいる。 
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• 施肥時期がコントラクターの手配上、より良い施肥効果が期待できる雨季に施肥を行えない。 
• コントラクターの人件費が高く、機械散布で行わねばならず、機械散布の場合、雨季だと植

林地がぬかるみ、作業効率が低下する。このため、施肥作業が乾季に集中する場合が多い。 
GPFL 社の施肥作業の手順を、以下に示す。 

 
図 4-2 GPFL 社における施肥の考え方のフロー 

 

2) 西豪州 APFL 社及び王子製紙(株)森林資源研究所アルバニー研究室 AFRC 

APFL 社及び AFRC の担当者の各種試験における代表的なコメントを、以下に紹介する。 
①APFL 社： 

• 豪州では、通常、植栽前に土壌分析を行い、気象データ、並びに植栽前の施肥歴と組み合わ

せ植林地の特性を把握する。低降水量地域では、土壌養分の内、NPK レベルが通常の範囲

で存在しているが、葉分析の結果、土壌養分が成長に有効に利用されていない場合が多い。 
• 同一樹種、同一植栽本数であってもサイトが異なれば、植林木の成長も異なる。例えば、植

林地によっては植栽 3、4 年で樹冠がうっ閉するサイトもあれば、10 年でもうっ閉しないサ

イトもある。成長量を左右する要因として、同じ施業を実施した場合、まず気象要因が、つ

いで土壌養分が左右するものと思われる。各種の施肥試験を実施しているが、顕著な施肥効

果があらわれていない。 
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②AFRC： 

• 伐採後の萌芽更新試験を、4 種類の異なる土壌（Banksia sand*、Gravel、Grey sand、Yellow 
sand）において行った。植栽 2 年後に萌芽本数を 1 本仕立てにした区と、1 本仕立て後、

密度を 600 本/ha に間引きした区、並びに萌芽本数の調整を行わなかった無処理区を設け、

処理 1 年後の蓄積量を比較した。その結果、無処理区の全体の蓄積量は 2.0～2.5m3/ha であ

った。Banksia sand*を除く、一本仕立ての 3 つの土壌区の蓄積量は 4.0～5.0m3/ha、600
本/ha 区の蓄積量は 4.5～5.0m3/ha であった。即ち、生産性の低い土地では立木密度を少な

くすることが重要であり、ha 当たりの蓄積量を増加させることが将来の伐採コストを低減

させることにつながる。 
 * Banksia sand は、酸性土で N 分や有機分に乏しく保水性も低いため、 も植林に不適な

土壌。 
• 伐採残渣を植林地に残すことにより、土壌中の N 量は増加することを検証した。残渣の火

入れや植林地外での皮むき作業と比較し、植林地内での皮むき作業は N 分の持出しを 小

限に抑えることから、植林地の生産性を維持するためには重要である。 
 
3）西豪州 WA Plantation Resource 社 

現地調査は行えなかったが、西豪州 WA Plantation Resource 社の富田氏より、現場フォレ

スターの施肥の方針に関する資料の提供があったので、概略を以下に紹介する。 
E. globulus の養分要求は、樹木の成長と土壌の養分供給とのバランスによる。西豪州の場合、

施肥効果を示すかどうかは、窒素と水分要求のバランスが も重要な決定事項となっている。

浅い土壌では、土壌水分は植林木の成長制限要因であり、仮に養分レベルが低くても施肥はコ

スト的に有効ではない。対照的に降水量の高い地域に主に分布している深い土壌では土壌水分

は成長を抑制することはなく、土壌養分が成長の制限要因となっている。特に窒素はコスト的

に有効な反応を示す。養分要求は、季節的、また植林木の生育ステージによって変化する。約

2 年～4 年の林齢では樹冠形成のために、特に窒素要求が高い。対照的に 6 年～10 年生では窒

素は古い葉から新しい葉へ循環しているため、窒素要求は低い傾向を示す。 
主要な養分要求でさえも時間と共に変化する。リン酸と微量成分（銅、亜鉛、ホウ素他）は

しばしば土壌と結合しており、植栽前にこれらを供給することは重要である。対照的に植栽数

年後の間、窒素要求は高いが、植栽初期の若い苗木には窒素は成長を抑制する場合がある。 
WAPRES 社では、植栽前、若しくは植栽時に必要な施肥量を決定するために、1st ローテンシ

ョンの植栽前と 2nd ローテーションの土壌調査を行う。サンプリングは、予め土壌の物理性（構

造や深さ）によって分類された土地毎に、5～10ha に 1 箇所ずつサンプルを採取する。サンプ

ルは表層 10cm 深と限定し、代表サンプルとならないような場所、例えば過去の肥料分や伐採

残渣が集積した様な場所を避ける。結果は専門機関（肥料会社他）に分析に出され、土壌研究

者の情報を元にフォレスターが 初の必要な施肥量を決定する。リン酸、若しくは微量成分は、

通常、リッピングやマウンディング前に広範囲に散布され、これらの作業により土壌へ鋤き込

まれる。この施肥方法は、表層 20cm-30cm の深さに養分が分布しており、植栽後の苗木が速

やかにこれらの養分に到達可能である。対照的に窒素は移動しやすいために、植栽数ヶ月以内

に施肥される。窒素は高濃度の場合、苗木に毒性を及ぼすために、苗木 1 本当たり 25mg を超

えないようにしている。植栽 12 ヶ月以内の施肥は、通常、植栽前の土壌分析に基づき、施肥
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のタイプや割合を決定する。施肥は、通常、植栽後 初の秋（降雨シーズン）に行われ、特に

土壌分析で窒素量の少ないサイトでは 2 回に分けて行ったほうが効果的である。 初の秋施肥

の割合は、通常窒素を 50～75kg/ha（尿素で 100～150kg/ha）である。施肥は、通常マウンド

に沿って帯状に行うが、雑草が多い場合は雑草の生育を促進しないように、若木の根元に 2 箇

所に分けて浅く施肥する。 
施肥効果のモニタリングは、フォレスターの病徴観察と葉分析(新しく、かつ十分に展開した

葉)に基づき、養分の過不足を判定する。葉分析による養分の判定基準を、下表に示す。 
 

表 4-2-2  1 年生と 2 年生の葉分析に基づく養分濃度 

養分量 下限濃度 不足濃度 適正濃度 上限濃度 
窒素源（尿素） < 1.0％ 1.0 - 1.4％ 1.4 – 2.5％  > 2.5％ 
リン酸 < 0.1％ 0.1 - 0.14％ 0.14 - 0.18％ > 0.18％ 
カリウム < 0.4％ 0.4 - 0.5％ 0.5 – 1.2％ > 1.2％ 
硫黄 < 0.08％ 0.08 - 0.1％ 0.1 - 0.17％ > 0.17％ 
マグネシウム < 0.1％ 0.1 - 0.16％ 0.16 - 0.4％ > 0.4％ 
銅 < 2mg/kg 2 - 4mg/kg 4 - 8mg/kg > 8mg/kg 
鉄 < 20ppm 20 - 30ppm 30 - 200ppm > 200ppm 
ボロン < 10mg/kg 20 - 30mg/kg 30 - 300mg/kg > 300mg/kg 
マンガン < 20ppm 20 - 100ppm 100 - 200ppm > 200ppm 
亜鉛 < 10ppm 10 - 20ppm 20 - 50ppm > 50ppm 

 

 

4.3 代表的なオペレーション 

1) 施肥作業の事例 

ブラジルの事例を用い、施肥作業を以下に、解説する。 

①急傾斜地（手作業） 
植林作業では、農業用トラクターに専用のアタッチメントを付けた機械が使われるのが一般

的であり、専用機械を使用する伐採作業に比べて登攀能力や斜面での安定性が低く、現在でも

手作業が多く行われている。急傾斜地で行われている、オペレーションの内容を Cenibra 社の

事例を用い解説する。 
作業員は、長さ 50～60cm の手鍬（柄の先が植え穴や肥料穴を開けるよう尖っている）、苗、

NPK 肥料を携え、植え穴掘り・植栽作業（写真 4-1）と NPK 施肥作業（写真 4-2）を同時に

行う。施肥は苗の横 1 箇所に手鍬の柄を用いて穴を開けて埋め込む。作業工程は 1,000 本/ha
植栽、1 日 8.5 時間労働で、平均 300 本/日・人である。急傾斜地のため林内に車両が入れない

ため、林道に苗や肥料等植林で使う諸資材のデポジットを設けている（写真 4-3）。苗や肥料の

補給のため作業現場とデポジットを往復する時間があることが、作業工程を低くしている原因

のひとつである。 
写真 4-4 はリン酸肥料の追肥作業の様子である。この場合作業員は肥料を入れた袋と計量カッ

プのみ携えて、苗の横に線上に肥料を散布していく。作業工程は植栽・施肥作業よりも若干高
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いが、同様に肥料補給のために作業現場と林道のデポジットとの間の往復時間があるため、平

均 500～600 本/日・人程度である。 

 

写真 4-1 植え穴掘り、植栽          写真 4-2 NPK 施肥 

 

 

写真 4-3 林道上のデポジット         写真 4-4 リン酸肥料追肥 

 
②平坦地（機械化作業） 

平坦で行われている機械化作業は、Veracel 社の事例を解説する。伐採後地拵えを行う前に、

レーキ様のアタッチメントを付けたトラクターにて、林地残材を植え付け列から除去する整地

作業を行う。次に、肥料容器付きディスクハロウで、畝付けとリン酸肥料の散布を同時に行う。

この作業では植栽列を耕うんしながら、リン酸肥料を植栽列にすき込んでいく。 後に専用に

開発された機械で、植栽と NPK 肥料散布を同時に行う。この作業では、リッピング、NPK 肥

料散布・すき込み、植栽が 1 台の機械で同時に行われる。各々の平均的な作業工程は、整地作

業が 1.25hr/ha、畝付け・リン酸肥料散布が 1hr/ha、植栽・NPK 肥料散布が 0.7hr/ha となっ

ている。手作業と比べて非常に高い生産性を実現しているが、植栽作業に関しては、苗が倒れ

たり傾いたりした状態で植え付けられることもあるため、1台の機械に1人補助要員が付いて、

倒れたり傾いたりした苗の植え替えを行っている。なお、今回の訪問では見ることができなか

ったが、植栽後の追肥についても、専用アタッチメントを付けたトラクターを使用して行って
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いる。 

 

写真 4-5 整地作業              写真 4-6 畝付け、リン酸肥料散布（機材） 

 

写真 4-7 畝付け、リン酸肥料散布（作業）   写真 4-8 植栽、NPK 施肥（機材） 

 
写真 4-9 植栽、NPK 施肥（機材）       写真 4-10 植栽、NPK 施肥（作業） 

 

なお、これらの施肥作業のコストについては、詳細は得られなかったが、7 年間の合計（肥料

代込み）で、Cenibra における人力作業では約 430US$/ha、Veracel における機械化作業では

約 250US$/ha であり、7 年間合計の植林コストの 15～25%を占めているということである（為
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替レート：2.1R$/US$）。 
 

4.4 作業管理とモニタリング方法 

4-4-1 ブラジルにおける施肥作業の管理とモニタリング方法 

ブラジルでは施肥作業は人力作業、機械化作業とも請負業者により行われており、施肥リコメ

ンデーションおよび作業基準に則り、自社現場主任（スーパーバイザー）⇒請負業者の現場主

任（スーパーバイザー）⇒請負業者の現場監督、という体制で、作業工程および作業の質の管

理が行われている。 

また、施肥効果を確認するためのモニタリングを行い、追加施肥の必要性の検討や翌年の施肥

リコメンデーション作成のための参考データとして活用されている。モニタリングの時期は施

肥後 1 年～2 年で、自社現場主任による目視判断および葉の養分分析による方法が採られてい

る。Cenibra では現場主任による目視判断の結果を重視しており、一方 Veracel では葉の養分

分析を重視しているとのコメントが得られたが、この点は当該地域での植林事業の歴史や現場

主任の習熟度が影響していると考える。 

 

4-4-2 代表的な養分不足の症例紹介 

植物が健全な生育を行うには、炭素、水素、酸素に加え、多量に必要な窒素、リン、カリウ

ム、カルシウム、マグネシウム、並びに硫黄等の多量要素と、ごく少量で健全な生育が可能な

鉄、銅、亜鉛、ホウ素、マンガン、モリブデン、ならびに塩素等の微量要素が、必須栄養素で

ある。 初の植栽後しばらくの間、例えば土壌中に樹木の生育に必要な養分量が満たされてい

る間は、養分欠乏問題は生じないかもしれない。一方、土壌中に要素が必要量あったとしても、

他の要因により、植物が必要な要素を利用できない場合もある。 
例えば、樹高 4-6m 未満の植林木が、葉色が不健全になり、生育不良の症状を呈した場合、

その原因は雑草との競合、或いは要素欠乏によるものかもしれない。また、虫害、病害、水分

ストレス(過湿、或いは乾燥により)、ならびに霜害も懸念される。まずはこれらの症状による

要素欠乏と決定する前に、これらの他の要因を除外しなければならない。このため、要素欠乏

が疑われる場合、葉のサンプル分析を行うことが推奨される。しかし、分析により得られた結

果から要素の種類や必要量を決定するには乏しい場合、 小必要量を施し、施肥後定期的に葉

分析、可能ならば土壌分析を行い、施肥の効果をモニタリングすることが推奨される。 
 

1) 要素欠乏の一般的な判別の仕方 

土壌中の要素が不十分であったり、なんらかの原因により吸収が阻害されたりすると、植物

の葉や軸、根などに要素特有の症状が現れる。要素欠乏の症状は、葉に も現れやすく、葉肉

の部分の黄化、葉縁の枯死、葉色全体の濃紫色化など要素特有のものがある。これらの症状も、

光線と湿度、土壌水分によって影響されるが、要素の特異的な欠乏兆候は変わらない。また、

ある要素が欠乏した時に、他の要素が過剰である場合があり、欠乏であるか過剰であるか見極

めるのか困難な場合もある。このような現象は、土壌中の養分がアンバランスであった時に生

じやすい。 
まず、要素欠乏の場合、どの位置の葉から症状が現れるかによって、欠乏要素のふるい分け

ができる。 
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• 下位の成葉から症状が現れやすい要素：窒素、リン、モリブデン、マグネシウム、カリウム。

これらの要素は、植物体内の移動が比較的容易な要素であるから、根からの吸収が衰えると、

下葉から成長の盛んな若い葉に移行するために、欠乏症は下位の葉から現れるようになる。 
• 若い葉に症状が現れる要素：カルシウム、ホウ素、塩素、マグネシウム、鉄、マンガン、銅、

硫黄、鉄、亜鉛。これらの要素は、古い葉から新しい葉への移行が困難であるため、これら

の要素が欠乏すると、欠乏症は若い葉から現れるようになる。 

• 葉を黄化させる要素：窒素、マグネシウム、鉄、マンガン。 

終的に、要素個々の欠乏症の特異的な病徴を照合すれば、各々の欠乏要素を判定すること

ができ、生育の回復手段を早急に講ずることができる。 

なお、病害虫や気象害などを受けた場合の葉色が、欠乏症と酷似する場合もあるので、総合的

に判断しなければならない。 

 

2) ユーカリの主要な要素欠乏症と土壌特性 

ユーカリの場合、要素欠乏に対し、種が異なれば(さらに産地が異なる場合でも)、異なる病

徴を示す。また、多量要素、あるいは微量要素の欠乏に対し、その不足量に応じて各々特有の

病徴を示す。ユーカリの要素欠乏症に関し、書籍の他インターネット等により」、これらの情報

は入手可能である。本報告書では、 “Nutrient Disorders in Plantation Eucalypts”及
び”Nutrient deficiencies”より、要素欠乏症に関する事項を抜粋し、以下に概要を紹介する。 
 

表 4-4-1 ユーカリの主要な要素欠乏症が発生する土壌特性 

要素名：化学記号 土壌特性 
ホウ素：B 特に花崗岩や砂岩、泥炭土壌、並びに鉄分含有の高い土壌等が堆積した

砂地土壌 
カルシウ：Ca 酸性土壌 
銅：Cu 砂地；砂礫土、石灰土、泥炭土、可溶性窒素含有の高い土壌 
鉄：Fe 砂地；泥炭土、アルカリ土 
カリウム：K 高降水量の砂地、陽イオン交換容量の低い土壌；火山灰土、泥炭土等 
マグネシウム：Mg 砂地、石灰土 
マンガン：Mn 砂地、砂礫土、石灰土 
窒素：N 砂地、有機物の少ない土壌 
リン酸：P 強い風化作用により、粗粒化したリン酸固着土壌(フェラソル、ラテライ

ト、赤黄色土)、泥炭土、火山灰土 
硫黄：S 砂地、有機物の少ない土壌 
亜鉛：Zn 酸及び石灰土、ラテライト、黒土、火山灰土 
出典：B. Dell, N. Malajczuk, D. Xu, T.S. Grove, “Nutrient Disorders in Plantation Eucalypts”, p2. 
 
 
3) ユーカリの主要な要素欠乏症 

①ホウ素：Boron 
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ホウ素は、根や根の先端のような根系の発達に重要な成分である。強酸性土壌では、ホウ素

の流亡が激しい。また、土壌が中性からアルカリ性に傾くと、不溶性になって吸収利用が困難

になる。さらに、土壌が乾燥すると吸収が悪くなり、乾湿の繰り返しも根を弱め、吸収力が減

退するので、欠乏症が助長される。病徴は樹種によって異なるが、一般的に幼葉の枯れ下がり

や新葉の葉縁の黄化等の病徴を示す。 
②カルシウム Calcium 
カルシウムは、根系の発達において重要な成分である。酸性土壌では、 も一般的な欠乏症

を示す。カルシウムが土壌中に欠乏した場合はもちろんのこと、量的に必要量が存在しても、

カリウムやマグネシウム等のイオンとの拮抗作用によって、吸収が妨げられ、欠乏症を生ずる

ことがある。病徴は、 初に新葉にネクロシス(褐斑)が現れ、枝枯れを起す。植物体は矮化し、

根系の発達が未熟である。E. globulus の場合、明らかな病徴を示さないが、生育は貧弱であり、

分枝量は少ない。 
③銅：Copper  
銅は、緑葉に蓄積される。銅の欠乏症は、亜鉛の欠乏に関係しており、主に砂地土壌で発生す

る。窒素やリン酸の多い土壌では銅の吸収阻害がみられる。頂芽の萎れや枯れ下がり、生育の

減退、軸や幹のねじれ、軸が水平(横向き)に湾曲する場合もある。 
④鉄：Iron 
鉄は、葉緑体の合成に重要な成分であり、鉄の欠乏症は石灰を含む土壌でしばしば発生する。

土壌中に鉄分量は多いけれども、（石灰の存在やアルカリ土壌では有効態の鉄が不溶性になっ

て）、植物体が吸収可能な有効態でない場合が多い。鉄は、植物体内での移動が困難な成分の一

つであり、欠乏症は常に新しい葉に現れる。若い葉は、葉脈が緑色で、葉脈間が黄化し、クロ

ロシス(黄白化)を呈する。 

⑤マグネシウム：Magnesium 
マグネシウムは、葉緑素を構成する重要な成分である。マグネシウムの欠乏症は、カリウム

が多い酸性土壌で も一般的である。欠乏症は、まず成葉に現れ、まず先端や葉縁が、ついで

内側へクロロシスが進行する。E. globulus の場合、比較的若い時期には病徴はみられず、成葉

に明瞭な病徴を示す。また、枝の伸長を阻害する。 
⑥マンガン：Manganese 
マンガンは、葉緑素の生成に関与する成分であるから、欠乏すると黄化症状を示す。また、

植物体内の移動が緩慢であるから、欠乏症は新しい葉から現れる。マンガンの欠乏症は、土壌

ｐＨを中和するために散布した石灰による場合が多い。欠乏症は鉄の欠乏症と似ており、若い

葉の葉脈間が黄化し、ネクロシス(組織の部分的な枯死)を現わす。 

⑦窒素：Nitrogen 
窒素は、光合成に行うに当たり必須の成分であり、植物の必須元素である。ユーカリの場合、

窒素不足はまれである。窒素の欠乏度合いや樹種によって異なるが、病徴は古い葉より現れ、

淡黄色、ネクロシス、或いは葉脈が赤褐色を呈する。E. globulus の場合、成葉に黄色い斑点や

クロロシスが現れ、下葉よりクロロシスとなり、落葉する。葉は小型化し、薄く、分枝量も少

ない。根系の発達も貧弱である。 

⑧リン：Phosphorus 
リンは、核酸、核タンパク質、リン脂質等の構成元素のひとつであり、原形質構成上重要な
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成分となっている。このほか、植物体内にはリンを含む多くの化合物が存在し、物質代謝上重

要な役割を果している。リンは、エネルギー代謝、物質合成上欠くことのできない元素で、欠

乏すると古い組織のリンが新しい組織に移行し、欠乏症は古い組織に現れる。 
E.globulus の場合、下層の成葉に現れ、乾燥した葉の先端や葉縁が紫色を呈する。また、葉は

小型化し、分枝が阻害され、幹は細くなり、幹の地際には褐色の斑点が生じる。 
⑨カリウム：Potassium 
カリウムは、タンパク質の合成や、根や幹を強健にするために重要な成分である。植物の生

育には大量に必要であるが、土壌中では植物が利用できない状態の場合が多い。 
欠乏症は、砂地において発生する。欠乏症は、 初に古い葉に現れ、葉縁から葉の先端にかけ

てネクロシス(斑点枯死)を呈する。E.globulus は、生育初期の段階では視覚的な病徴はみられ

ないが、生育が進むにつれ、古い葉に斑点が現れ、葉の先端や葉縁がカールする。 
⑩硫黄：Sulphur 
硫黄は、根圏の形成に重要な成分である。硫黄は、肥料の副成分として供給されたり、雨水

により補給されたりするので、欠乏は現れにくい。欠乏症は、古い葉より現れ、葉が黄化し、

生育が抑制される。 
⑪亜鉛：Zinc 
亜鉛は、健康な幹及び葉の成長に重要な成分である。土壌 pH が上昇すると有効態の亜鉛が

減少し、植物の吸収が阻害される。また、リン酸肥料を多量に施すと、土壌中の亜鉛がリン酸

と結合して植物の吸収が悪くなる場合がある。欠乏症は、若い葉に 初に現われ、クロロシス(黄
化)、葉のちじれ、並びにネクロシス(斑点壊死)が生じ、葉の先端より枯れる。 
 

表 4-4-2 ユーカリの主要な養分欠乏症 

成分名 病徴部位 主要な病徴 備考 
ホウ素 幼葉、 

シュート 
・幼葉及び葉先の枯れ  
・新葉の葉縁の萎黄 

不適地では生育への影響大 

カルシウ

ム 
幼葉、 
シュート 

・葉の枯れ、ねじれ 
・斑点壊死 
・生育不良、短枝 

高酸性土壌では も一般的な症例

であり、E. globulus では生育不良

や短枝等の症例を示す。 
銅 新葉、 

シュート 
・シュートの先枯れ 
・幹のねじれ、湾曲 

砂地において、主に亜鉛欠乏とリン

クして、発症。 
鉄 新葉 ・葉の退色、萎黄 アルカリ土壌でしばしば発生。 
マグネシ

ウム 
成葉 ・葉の退色、萎黄 

・葉の中央脈に沿って、Ｖ字

型に萎黄や赤変 

高カリウム濃度の酸性の砂地では

一般的な症例。 
E. globulus は萎黄を呈す。 

マンガン 幼葉 葉の黄化、斑点壊死 高酸性土壌でしばしば発症 

窒素 成葉 葉の黄化、黄色の斑点、 
特に下層の葉が小型化し、生

育が不良となる。展開前の落

葉や根系の発達不良。 

植物全般。 
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リン酸 成葉 葉の紫化、成長の萎縮、特に

下葉の葉先や葉縁の枯れ、根

系の未発達 

まれに発症。E. globulus は萎黄を

呈す 

カリウム 成葉 葉や、葉縁の枯れ 
E. globulus はの黄化や、先

端や葉縁の反り 

砂 地 で は 一 般 的 に 発 症 。 E. 
globulus は、先端がカール。 

硫酸 成葉 葉や葉脈の黄化 まれに発症。E. globulus は萎黄を

呈す 
銅 幼葉 黄化、梢端の枯下がり、 

葉縁のしわ、褐斑壊死 
銅欠乏症と酷似 

出典：http://www.forestry.sa.gov.au/privateforestry/ForestHealth.stm 
 
5. まとめ 

施肥は、植林作業の中でも先行投資としての意味合いが強いといえる。短期的に見るとその

投資効果は、施肥を行わない場合と比べて、当該ローテーションでの成長量の増加として現わ

すことができる。施肥コストは 4.3 で述べた通り、植林コスト合計の中で 15%～25%を占める

ことから、施肥を行うことにより 15%～25%の成長量の増加が得られれば先行投資として有効

だといえる。3.1 で述べたように Cenibra の事例では、植林地の地位が低いほど成長量増加に

対する施肥のレスポンスが大きいことがわかり、先行投資のコストが短期的にも十分カバー可

能であることがわかる。 
一方、2.1 で述べたとおり、植林木が成長する過程で、土壌中の養分は樹体の各部位に吸収・

蓄積され、収穫によって樹体中に含まれる養分も林外に持ち出されることになる。したがって、

産業植林のローテーションを長期間にわたって繰り返すと、植林地の土壌養分は次第に減少し

ていき、植林木の成長量減退を招き、この結果植林の事業採算性が低下していくことになる。

繰り返される収穫によって持ち出される養分を、施肥によって再び土壌中に補給することは、

中長期的に植林木の成長量を維持し、植林の事業採算性を確保する上でも重要な作業といえる。 
適切な施肥作業を導入することは、植林プロジェクトにとって短期的にも中長期的にも重要

であるが、必要な養分の種類、量、タイミング、散布方法などの決定には土壌条件、気候条件、

樹種やクローン、並びに地形等様々な要因が影響するため、適切な施肥方法の研究には比較的

長い期間にわたる知見の蓄積が必要となる。事業を展開する国・地域がブラジルなど産業植林

先進地では、既にこれらの知見が蓄積しているため、比較的容易に適切な施肥方法を導入する

ことができる。 
一方、日本企業の産業植林が多く展開されている豪州や東南アジアでは、産業植林の歴史が

比較的浅く、土壌養分や植林木の養分要求に対する知見の蓄積が十分でないのが現状である。

適切な施肥作業を導入するため、これらの基礎データに関して個別に調査・研究を行うことは、

個々のプロジェクトに対して経済的にも人的にも大きな負担を強いることになる。したがって、

施肥に関する知見の蓄積が十分でない国・地域で展開するプロジェクトでは、本報告書の中で

述べた産業植林先進地の知見を活用し、これらをベースにトライ・アンド・エラーを繰り返し

ながら、個々のプロジェクトにおいて適切な施肥方法を導入する取り組みを継続していただき

たい。 

http://www.forestry.sa.gov.au/privateforestry/ForestHealth.stm
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