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熱帯アメリカの酸性土壌の矯正とリン酸肥沃度の向上〔12〕

一コロンビアのジャノス東方平原における適作物と品種施肥勧告（3）：土壌等級IV一

冨田健太郎＊

〔キーワード〕：アルティソル，土壌等級IV，ジャ

ノス東方平原，オキシソル

はじめに

本誌は，土壌等級皿よりもさらに劣悪な等級IVを

取り上げる．この土壌等級別の土壌分析に基づいた

施肥勧告はこれで最後である．

1．土壌等級1▽の概要

土壌は低肥沃性で交換性A正含有量が非常に高い．

この土壌では，改良牧草類やタバコのように収益性

の高い作物，さらにはラッカセイやササゲ類のよう

に石灰要求量の少ない作物などがそれぞれ適して

いる（わが国では，長野新幹線や飛行機などが全席

禁煙というように，喫煙がうるさくなったことも含

めてタバコは取り上げないこととする）．本誌では，

Meta県で播種されるアブラヤシの15％は，クラス

IVの地帯である．

　ここ90年代，交換性Alに耐性を有する遺伝的タ

イプの育成に関する研究の恩恵により，イネ，ダイ

ズおよびソルガムのような作物の生産性の拡大が

期待されるようになっている．

2．　土壌等級IVにおける
理化学的特性と分布割合

表1に土壌等級IVの土壌のpHおよびA1の分布割

合（％）を示す．この表の見方であるが，該当地帯

においてランダムに土壌をサンプリングし，測定値

の基準値別に分布割合を示しているというもので

ある．pHに関しては4。6～5。5の範囲にあるものが

採用サンプルの49．6％程度も存在するということ

になる．Alでは2．Omeq／100g以下が45．3％存在し

たということである．次に，表2にニヒ壌等級IVの土

壌の有機物，PおよびKの分布割合（％）を示す，

有機物は2．0～4。0％が52．5％，Pは5．Omg／L以下

が53．O％およびKは0．05～0．10m閃／100g以下が

35．6％を占めるという結果であった．リン酸とカリ

の施肥が必要な土壌であるということである．さら

に，表3に土壌等級皿の土壌のCa，MgおよびNa

の分布割合（％）を示す．Caは1．Omeq／100g以下

が全体の60．5％，Mgは0、50meq／100g以下が8L2％

およびNaは0．05～O．10が40．5％を占めるという

結果であった．

土壌等級皿に関しては，水稲栽培が奨励されてい

たが，これは雨季に氾濫する地帯が存在するためで

あると考察している．この場合，水の効率的な利用

ということも含めて水稲にとっては適地なのであ

ろう．ところが，以下のr3．」で陸稲を取り上げる

が，土壌等級IVに類別される地帯では陸稲栽培が奨

励されている．これは，先の土壌等級皿と比較して，

水の氾濫が期待できないということと関係がある

のかもしれない．

　したがって，水の氾濫が期待できるということは，

沖積土壌など，相対的に肥沃な土壌資源が提供され

ると考えてよいであろう．ところが，それが期待で

きないということは天水依存での栽培となり，単純

にそれを続けていくと土壌の肥沃性の劣化が進行

表1土壌等級IVの土壌のpHおよび
　　Alの分布割合（％）

　　サンプル数　　　A1　　サンプル数pH
　　の割合（％）　（meq／100g）　の割合（％）

〈4．5　　　　　36，5　　　　 ＞2．0　　　　　45．3

4．6～5．5　　　　　49、6　　　　　1．Ol～2．0　　　　　　36．2

5．6～6．5　　　　11．9　　　1．0～0．5　　　　16．6

＞6．5　　　　　 2．0　　　　 ＜0．5　　　　　　1．9

平均＝4．6　　　　　　　平均＝2．56

343サンプルの平均　　　343サンプルの平均

（出所：L．SanchezandE．Owenら1994）

＊株式会社宏大・元JATAKブラジル農業技術普及交流

センター（KentaroTomita） 0369－5247／07／￥500／1論文／JCLS
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表2　土壌等級IVの土壌の有機物，PおよびKの分布割合（％）

有機物　　サンプル数　　　　P
（％）　　の割合（％）　《mg／L－Bray　H）

サンプル数　　　　K　　　　サンプル数

の割合（％）　（meq／100g）　の割合（％）

　〈2．0　　　　　　　24．0　　　　　　　　　　〈5

2．0～4．0　　　　　52．5　　　　　　　5．0～10。0

　〉4．0　　　　　　　23。5　　　　　　　10．1～15，0

　　　　　　　　　　15．1～30．0

　　　　　　　　　　　　＞30

53、0

24．0．

8．7

8．4

5．7

　＜0．05

0．05～0．10

0．11～0．15

0，16～0．30

　＞0．30

23．0

35．6

20．7

！6．3

4．4

平均＝3．39　　　　　　　平均＝5．6

343サンプルの平均　　　　343サンプルの平均

（出所二L．SanchezandE．Owenら1994）

平均＝0．09

135サンプルの平均

していくということが考えられよう．

　前報で報じた土壌等級皿では，交換性Caおよび

Alにおいて，それぞれO。01～L　Om閃／100gが44。2％

および2．Omeq／100g以上が38、3％であるのに対し

て，土壌等級IVでは，これらにおいて，交換性Ca

は1．Omeq／100g以下が60．5％，さらには5meq／100g

以上が5』6％もあり　（表1），交換性A1は

2。Omeq／100g以上が全体の45．3％も存在するとい

う結果であった（表3）・氾濫の有無も考慮に入れ

ると，土壌等級IVは，土壌等級皿よりも明らかに肥

沃性が劣るということが明白である，

3．土壌等級Nにおける陸稲
栽培のための土壌診断に基づ
　　　　　いた施肥勧告

（1）イネ適品種および酸性矯正の必要性

　過剰な交換性AIに耐性を有するイネ品種として，

ORYZICA　SABANA6が奨励されている．このと

きに，イネ播種前に20日前に，ドロマイト250～

500kg／haをCa栄養ならびに酸性矯正の目的として

施用することが奨励されている．

（2）窒素　（N）の奨励

　通常，Nとして70～90kg／ha施用することが奨励

されているが，発芽20日後，そのときから35およ

び55日後の3回に分施した形で施用する．肥料の

形態としては尿素（Nl46％）を採用するが，硫黄が

欠乏している土壌では硫安を施用することが奨励

されている．ちなみに硫安のNは21％，Sは24％

含有されている．

（3）リン（P）の奨励
　一般的に，土壌等級IVで新天地の場合，Bray∬

抽出による有効態Pは5mg／kg以下である。それゆ

え，リン酸が施用されない状態であると，この品種

は収量に影響を及ぼしてしまい，たとえば2mg／kg

程度では収量を得ることができないという．それゆ

え，この土壌等級IVはリン酸欠乏が作物生産の主な

制限要因であるといえる．

　そこで，イネ品種ORYZICASABANA6は，100～
120kgP205／haの施用によって著しい収量結果を示

すことが報告されている，リン酸の形態としては，

表3　ニヒ壌等級Wの土壌のCa，MgおよびNaの分布割合（％）

　Ca　　　サンプル数　　　Mg
（meq／100g）　の割合（％）　（meq／100g）

サンプル数　　　Na　　　サンプル数

の割合（％）　（meq／100g）　の割合（％〉

　〈1．0

1．0～2．0

2．1～5．0

　＞5．0

60．5　　　　　〈0．50

23．3　　　　　 0．50～1．0

10．6　　　　1．Ol～1．5

5。6　　　　　〉1．5

81．2　　　　　〈0．05　　　　　24．1

13．9　　　 0．05～0．10　　　 40．5

2．2　　　　　0．11～0．15　　　　　17．7

2．7　　　　　　　〉0．15　　　　　　　　17．7

平均＝0．80　　　　　　　　平均＝0．37

86サンプルの平均、　　　　81サンプルの平均

（出所＝LSanchezandE．Owenら1994）

平均＝0，12

79サンプルの平均
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ことである．

表4　土壌等級IVにおける陸稲品種

OR．YZICASABANA6にとっての
P205の施肥勧告

　　P
（mg几一Bray　H）

P205

（kg伍a）．

4．土壌等級皿におけるラッ
カセイ栽培のための土壌診断
　　に基づいた施肥勧告

　＜3
4．0～7，0

8．0～11．0

　＞11

120

100～70

60～30

　30

（出所＝L．SanchezandE，Owenら1994）

リン鉱粉末やトーマスリン肥などの難溶性資材を

用いる場合は全面，重過石のような水溶性を用いる

場合は帯状施用する（これは，土壌にはP固定作用

が存在するからである）。

　表4に陸稲品種ORYZICA　SABANA6にとって

のP205の施肥勧告を示す・播種前に，土壌分析を

実施するのは当然であり，通常，Bmy　H抽出Pに

応じて，リン酸の施用量を決定する．

（4）カリウム（K）の奨励
　イネにとっては水稲ならびに陸稲条件であって

も，カリは重要な栄養素であり，これの施用は収量

を有意的に高めることは明白であり，とくに土壌の

交換性Kが0．1meq／100g以下の場合は顕著である。

Nと同様，分施の形態で施用することが奨励されて

おり，1回目は播種時，2回目は発芽20目後である．

（5）微量要素の奨励

　土壌等級IVということにかかわらず，極端な酸性

土壌であった場合，微量要素（Fe，Mn，Cu，Znお

よびB）の溶解性は高くなる。そのため，

速やかに溶脱されて欠乏症状が現れると

（1）ラッカセイの潜在的収量
　ラッカセイは，この土壌等級IVにおいては，大き

な展望のある作物の一つである．品種にもよるが，

高品質な油を38～50％も生産する．

表5に土壌等級IVにおけるラッカセイの潜在的収

量を示す．播種面積はMeta県で10，000ha，他県で

は20，000haということであり，単純に計算して栽

培適地はMeta県に集中していると考えてよいのだ

ろう．奨励品種として，Tatui76およびFlommer

があるが，Meta県の場合，適切な肥培管理の実施

によって収量を1．7～3．Ot／haにまで高めることが

できるということである，正直，3．Ot／haという数

値は比較的高い収量であると考えている。

（2）ラッカセイ栽培のための酸性矯正

　ラッカセイは土壌のAI毒性に対して，半耐性作

物として知られている．また，土壌等級IVでは，も

ちろん低Ca含有量である．そのことが子実収量に

も影響を与えることは明白であり，石灰散布は最も

重要な事項である．以下，ラッカセイにとっての石

灰散布量は以下の式によって求めることができる．

石灰要求量（t／ha）＝0．75×交換性Al（meq／100g）

なお，石灰の散布位置は，土壌表層15cmのとこ

表5ジャノス東方平原の土壌等級Wにおける
　　　ラッカセイの潜在的収量

いうことになる．Znに関してはLOppm

の状態に陥ることがあり，イネはその欠

乏に敏感である．土壌の含有量が0．lppm

以下の場合，ZnSO4の形態で6～12kg／ha

を施用することが奨励されている．なお，

施用にあたっては，イネ播種時に塩加と

ともに混合施用することが可能である，

［注意事項］

低肥沃性の土壌において，病害の汚染が激

しい場合は注意が必要である．作物の要求量

を考慮に入れたバランスのとれた施肥が，有

害な効果を和らげ，コントロールするという

県

Me重a
A■auca，　Vichada

　Casanare

土壌等級

播種面積（ha）＊

栽培可能面積（ha）＊＊

収量（》ha）

品種

播種時期

　　IV
　　lO，000

　　48，635

　1．7～3。O
Tatui761Flonmner

　8月／9月

　IV

20，000

135，000

Tatui761Flonmner

　8月／9月

＊　1990年代に播種された面積

＊＊Meta県における播種可能な最高面積に匹敵

（出所：LSanchezandE．Owenら1994）
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表6　土壌等級IVにおけるラッカセイ栽培土壌の

　　PおよびKの診断基準と施肥勧告

　　PP205KIK20（mg／L－Bray■）　（k帥a）　　（meq／100g）　　（kg／ha）

　〈5　　　　　　　100～150　　　　　〈0．05　　　　　60～80

5。0～10　　　　　50～100　　　0．05～0．10　　　10～60

11．0～15　　　　　　0～50　　　　0．10～0．15　　　20～40

15～30　　　　　　　　　　　　　　　　　〉0．15　　　　　　0～20

（出所：L．SanchezandE．Owenら1994）

ろに均一に実施する．

（3）ラッカセイ栽培のための施肥
　天然の微生物によって良好なラッカセイ根粒が

観察されている．そのため，発芽10目後帯状で窒

素を施用しなければならないが，25kgN／ha以上は

禁物とされている．リン酸およびカリに関しては，

土壌分析の結果に応じた施肥勧告が示されている

（表6）．

　土壌等級IVにおけるラッカセイ栽培における直

接的有効なリン酸源として，トーマスリン肥の全面

施用が重過石帯状施用よりも良く，また，リン鉱粉

末全面よりは重過石帯状の方が良いということで

ある．残効に関して，リン鉱粉末は他の形態のリン

酸肥料と同等である．カリ肥料は帯状とし，発芽10

日後に尿素と混合施用することが奨励されている．

　（4）代表的なラッカセイ品種の挙動

　表7に土壌等級IVにおいて，子実収量が2，000～

3，000kg／haである代表的なラッカセイ品種の収量

結果を示す，これらの品種は，色，大きさ，栄養生

殖時期などにおいて多様性を有している．

　土壌等級IVにおいて，表7に示した品種における

施用は，ドロマイト2．Ot／ha，尿素30kgN／ha，トー

マスリン肥150kgP205／haおよび塩加60kgK20／haが

実践されている．

5，土壌等級1▽におけるササ
ゲ類栽培のための土壌診断に
　　　　基づいた施肥勧告

（1）ササゲ類について
　カウピはアフリカが起源地であり，アジア諸国よ

りも集約的に栽培されており，目々の基礎食糧と

なっているので，多くの品種が発達している．また，

ササゲ類は食用，飼料用および緑肥用など，多目的

利用作物となっている。しかし，コロンビアではこ

れらの利用および栽培法などはあまり知られてい

ない（1994年当時）．

　ササゲ類には，低石灰要求量で酸度耐性が強い素

材が存在するということも含めて，土壌の過剰な交

表7土壌等級IVにおける代表的なラッカセイ品種の収量結果

　　　　　100個朔果重
品　種
　　　　　　　（9）

100個種子重

　（9）

さやの割合

　（％）

さや入り子実収量

　　（kg／ha）

Stollerl

StoIler2

Stoller　3

UDO49
Tamnut74

Florunner

Linea73261

Pintado

Selecci6n　pintado

㎞ericana　Chico

Valencia29

UDO37
Altika

Spanish　Star

Tatui76

143．5

202．3

97．3

127．1

93．8

146．8

194．5

204．4

189．5

91．1

179．5

172．4

221．2

102．5

100．4

62．9

84．3

39．1

51．3

38．2

62．9

53．9

80。9

80．1

38．2

46．5

79．6

96．0

41．0

62．5

20．5

27．5

24．8

25．9

22．2

18．7

27．6

24，4

23．7

21．9

27．7

26．3

29．7

24．6

24．0

1，925

2，342

2，028

2，235

2，428

1，932

2，242

2，857

2，923

1，923

1，878

2，326

2，284

2，505

2，301

（出所：L　SanchezandE．Owenら1994）
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表8ジャノス東方平原の土壌等級IVにおける
　　　　ササゲ類の潜在的収量

表10　土壌等級IVにおける代表的な
　　ササゲ類品種の収量結果

県

　　　　　CasanareMeta
　　　　　Arauca

　　　　　新鮮茎葉　乾物茎葉　　子実収量
品　種
　　　　　（げha）　　（レha）　　（Vha）

土壌等級

播種面積（haゾ

栽培可能面積（ha）＊＊

収量（t／ha）

品種（子実用）

品種（茎葉用）

　1一皿一W　　　　I－V

　10，000　　　　　　20，000

　320，000　　　　　135，000

　3．0～5．O

ICA．Cucuana　ICA－Cucuana

ICA　Llanura　ICA　Llanura

ICAMengua　ICAMengua

Linea301　　　　　　　14．1

Linea302　　　　　　　　12。7

1CA　Llanura　　　　22．1

1CA　Menegua　　　15，5

1CA　Cucuam　　　　14．1

Linea161－V－19　　　　13．6

Linea　105　　　　　　　15．3

Linea76　　　　　　　14．0

3．9

2．7

5．1

4．1

3，1

2．9

3，0

2．7

1，635

L751

　790
1，487

1，767

1，575

1，458

1，377

＊1991年代に播種された面積

＊＊　クラスHの土壌に匹敵

（出所：L　SanchezandE。Owenら1994）

換性A1に対する耐性に関しては，品種問における

相違が認められている．そして，この特性を利用し

て酸性および不良土壌での適応品種を探している

のである．

　ササゲ類は多様な土壌環境に適応するが，基本的

には，浸水する地帯では，この作物を黄変させてし

まうので，浸水しない排水性が良好な地帯が要求さ

れている．天然微生物による根粒が存在する．

（2）ササゲ類の潜在的収量
　通常，土壌等級IVではこれの栽培は見受けられな

いが，表8にも示すように，潜在的収量を示す品種

がいくつか観察されている，なお，これの播種は，

すべて雨季（3月～10月）である．

（3）ササゲ類栽培のための酸性矯正
　交換性Al耐性を有するササゲ類の品種に関して

は，以下の公式によって石灰要求量を求めることが

できる．

石灰要求量（t／ha）＝0．35×交換性Al（meq／100g）

表9　土壌等級IVにおけるササゲ類栽培土壌の
　　PおよびKの診断基準と施肥勧告

　　P　　　P205　　　K．　　K20
（mg／L－Bray　H）　（kg／ha）　　（meq／lOOg）　　（kg／ha）

　〈5　　　　　　　　75．0　　　　　　　く0．05　　　　　　45．0

5．0～10　　　　　50～75　　　0．05～0．10　　　30～45

10，0～15　　　　25～50　　　0．10～0．15　　　15～30

（出所：LS白nchezandE、Owenら1994）

　石灰散布はCaやMg栄養としても貢献する．一

般的には，石灰は土壌全面に散布し，耕紅機で鍬き

込む．

（4）ササゲ類栽培のための施肥
　ササゲ類には根粒の着性が良好であるため

25kgN／ha以上の施用は必要ない．しかし，窒素の

施用は尿素を用いて発芽10目後に帯状で実施する．

他方，リン酸やカリは土壌の分析結果に基づいた施

肥勧告が示されている（表9）．リン酸源としては，

トーマスリン肥（商品名：calfbs）を播種前に全面

で，カリは窒素とともに混合施用されている．

（5）土壌等級IVにおける代表的なサ
　サゲ類品種の挙動
　表10に土壌等級IVにおける代表的なササゲ類品

種の新鮮茎葉，乾物茎葉および子実収量の結果を示

す．この結果によると，ICA　LlanuraおよびICA

Cucuanaの子実収量は，それぞれ790および
1，767kg／haであり，前者が最低，後者が最高値で

あった．

　飼料としてのササゲ類の利用は，他のマメ科作物

は酸性土壌地帯では生産が制限されることから，最

も重要な事項である，また，60日以内という短期間

で収穫できることも利点である。ササゲ類の乾草は，

雨季の期間は緑葉飼料として，そして，乾季の期問，

家畜にタンパク質を提供するのと同様の補助食餌

となる．

（出所l　L　SanchezandE．Owenら1994）
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表11　ジャノス東方平原の土壌等級IVにおける
　　　　アブラヤシの潜在的収量
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品種

移植時期

　　　IV

　　31，000

　　111，000
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＊1991年代に播種された面積

＊＊クラスHの土壌に匹敵

（出所＝L．SanchezandE．Owenら1994）

6．土壌等級IVにおける
　　アブラヤシの栽培

　アブラヤシは土壌等級IVに良好に適応するが，散

水するごとができないという障害を有している．そ

のため，河川から水を導入して冠水することが必要

となってくる．水分欠乏は河川地帯から遠くなるに

つれて激しくなるものである．実際問題，水分欠乏

によって通常の収量の20～30％も減少してしまう

ことが観察されている．この減少を埋め合わせるた

めに，最低限の管理費および人件費を維持すること

が必要である．

　表11に土壌等級IVにおけるアブラヤシの潜在的

収量を示す．前報の土壌等級皿においては，油糧収

量はMeta県で3．00t／ha，他県で3．50t／haであった

が，土壌等級IVでは2．5t／haという結果であった．

もちろん，採用されているアブラヤシ品種は土壌等

級皿と同様，TeneraおよびDuraである．つまり，

同一品種であっても，土壌等級皿およびIVという違

いがアブラヤシの油収量に影響を及ぼすことが示

唆されたわけであるが，この場合，土壌酸度の強弱

よりも水環境が大きな要因であると推察している．

7　石灰投入量の計算に対す
る筆者の意見（追加事項）

（1）オキシソルとアルティソルでの
　対処の違いを考慮することの必
　要性

　　　　　陸稲の栽培期間

図1パナマのアルティソル地帯での
陸稲栽培における交換性Caの動態

　　　（出所：SanchezandTomita1994）

　 一
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　筆者は，石灰投入量の計算について一っ考慮しな

ければならない事項があると考え，そのことについ

て記述したいと思う．ちなみに，筆者は，彼らや本

誌で報じた上記の式に奮起を翻しているというこ

とではない．簡単にいって，同じ強酸性の劣悪な土

壌であってもオキシソルとアルティソルでは対処

の仕方を考慮する必要があるのではないか？とい

うことである．粘土鉱物的の組成の違いもあるが，

オキシソルの特徴は全般的に塩基交換容量（Cation

Exchange　Capacity：CEC）や有効交換塩基容量

（E飾ctive　Cation　Exchange　Capacity：ECEC）　がf氏

いため，少量の石灰散布によって交換性A1の沈殿

に貢献するのである．たとえば，ジャノス東方平原

のLasGaviota地区のオキシソル（Haplustox
trop6ptico，arcilloso，isohipert6mico）の表層0～7cm

の交換性Alは2．3meq／100gである．これに，先の

O．75および0．25を乗じた場合，それぞれ石灰散布

量は！．13およびO．81t／haとなる．つまり，ラッカ

セイやカウピ栽培の場合は1t／ha程度ですむという

ことである．

（2）パナマのアルティソルでの石灰
　投入量の計算
　筆者が，パナマのVeraguas県のCalabacito地区の

アルティソル土壌の改良に従事してきたことは承

知の通りであるが，パナマ農牧研究所（lnstituto　de

Investigaci6nAgropecuahadePanama：IDIAP）のス

タッフは，土壌中の交換性A正を中和させるのに，

米国のノースカロライナ州立大学のM6ndezと

Kamprathによって考案された式rCaCO3t／ha－

1．5×交換性A1（meq／100mL）」に基づいて石灰

の投入がなされていた．この考えは先のラッカセイ

とカウピにおいて報じた公式と同じ考えである．

　さて，Ca豆abacito地区のアルティソルの交換性Al

は3．5meq／！00mL前後であるが，この値に1．5を乗

じた場合，石灰投入量は5．25t／haとなる．これが，

パナマにおいて陸稲の栽培初年度の石灰の慣行的

な投入量となっていた．これは，アルティソルが高

CECかつECECであるため，低CECやECECと比
較して，石灰散布の効果が出にくいということであ

る．そのため，大量の石灰を散布するはめとなって

しまうのであるが，実際問題，両者の式に基づく

5t／ha程度の石灰の散布は，交換性A1の是正ならび

に施用リン酸の作物による吸収率の増大に大きく

貢献するが，小農にとっては投入資材のコスト面に

おいては困難であると考えられる．それに，天水依

存地帯であるので作物の安定的な収量を望むこと

は難しいし，仮に，降水量の低下によって収量が激

減した場合，この量の石灰散布は小農にとって経済

的負担が大きく，経営は赤字経営となってしまうこ

とは明白である．

（3）粘土質の高CECのオキシソルも要注意
　さて，たとえ，オキシソルに類別されるとしても，

粘土質で高CECや高ECECのタイプは要注意であ

る．先のLas　Gaviota地区のオキシソルを取り上げ

たのは，このタイプのオキシソルに該当するからで

ある．この土壌の交換性A1含有量は2．3meq／100g

であった．これに，M6ndez・Kamprathによる式を

代入すると，3．45t／haとなってしまう．

　それゆえ，アルティソルと同様，このようなオキ

シソルも要注意であると考えている．

　実際問題，土壌等級皿およびIVの交換性Alは，

1．01～2．Omeq／100gではそれぞれ35．7％（前報の表

1）および36．2％（本稿の表1）であり，LO～

1．5meq／100gの場合，1，5を乗じても石灰散布量は

1．5～2．25t／haということになろう．

（4）粘土質の高　CECのオキシソルや

　アルティソルに対する対処法に
　ついて
　心なことは，CECや粘土質に固執するのではなく，

採用作物品種の多様性（耐性度合い）も考慮に入れ

ることが必要であろう．もし，耐性の強い品種を採

用した場合，石灰散布量を従来よりも減らせる可能

性もあるのだし，かえって従来の慣行法が過剰散布

や過剰症としてマイナス要因となることも考えら

れることである．

　このような土壌に対する対処法であるが，採用品

種毎の0，2．5および5．Ot／haというような石灰散布

量の比較試験を行うことであると思っている．そこ

で，図1～図3にわたってIDIAPの元研究員であっ

たS直nchezと筆者が行ったパナマのアルティソルで

の陸稲栽培における交換性Ca，交換性A1および

Al飽和度の動態を示す．

　これらの図を見ていただいてお分かりいただけ

ると思うが，交換性Caの動態に関しては，確かに

石灰5t／haの施用はOtおよび2．5t／haに比べてその

含有量は低い傾向にあった．しかしながら，交換性
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AlやA1飽和度にっいてはどうであろうか．Ot／ha

の施用と比較して，2．5t／haの施用であっても顕著

に交換性Al含有量を低めており，5．Ot／haとの大差

がないという結果であった．さらにA1飽和度にお

いても，石灰散布1ヵ月後では，三者にはそれなり

の差が認められるが，収穫後（1992）においては，

2．5t／haと5．Ot／haとの差は小さくなるという結果

であった。

次に，1992年度の石灰処理区別の陸稲（品種は

Panama1048を採用）の平均子実（籾）収量に関し

ては，0，2．5および5。Ot／haではそれぞれ1，502．4，

2，374および2，672．4kg／haであった．つまり，収量

面においても，0と2．5t／ha間では開きがあっても

2．5と5．Ot／haでは小さいということが分かったの

である．そうなると，粘土質や高CEC，ECECの土

壌では，上記の石灰散布公式を使うよりも採用品種

の特性も考慮に入れた石灰施用量比較試験がいか

に効率的であるかが分かることであろう．このこと

は，小農にとっても，低コストで経済的に再生産可

能な水準で農業生産を行うことも期待できるとい

うものである．もちろん，低CECやECECのオキ

シソルでも，この方法を採用する方が投入資材のさ

らなる削減に貢献することであろう．

（5）石灰散布などの施用水準別比較
　試験を導入することにおける現
　場での問題点
　しかし欠点も存在する．それは，農家にしろ普及

員にしろ，このような比較試験は面倒くさいという

ことから嫌う傾向にあり，一発勝負で行うというこ

とである・この理由はそれなりに理解できる一面も

ある．なぜならば，小農であれ，農家は試験研究を

行うのではなく，小規模ながらも商売を目的として

いる．普及員はその商売の手助けであるのだから，

先の公式があると分かれば上記の事項を識別する

ことなく採用すると思うし，肥料屋にとっても少し

でもたくさん買ってくれることの方がありがたい

はずである．

（6）施肥水準別比較試験の導入にお
　いては，簡易的であれ，経済的利
　益も調査する
　とにかく，技術協力という立場の側としては，特

定の圃場においてこの比較試験を導入することが，

限られた任期の中で失敗があったとしても一つの

理由付けになるし，たくさん区画を設けるほど，ど

れか一つは当たるというものである．つまり，一種

の保険である．これが効率的に協力業務を遂行する

意味でも一番の近道であるはずである。

それでは，普及員や農民に対してはどうするかで

ある．このことは筆者の博士論文の中でも記してい

るのだが，慣行法と比較した場合，耐性品種による

生産性のみならず投入資材のコスト削減，つまり収

益が増大することをアピールすることだと思って

いる．先のパナマにおける陸稲試験でも，2。5およ

び5．Ot／haの石灰施用では収量はそれぞれ2，374お

よび2，672．4kg／haであった．つまり，石灰の施用

量を倍増すれば出費も倍になるが，収量は倍増され

ていない．だからそれだけ損するということである．

ここのところを強調する必要があろう．そうすれば，

普及員も農家も関心を示してくれると思っている．

8．　ジャノス東方平原には
農牧業生産にとっては大きな
可能性があると信じている
以上，ジャノス東方平原における土壌特性（等級

別説明）および土壌分析に基づいた代表的な作物の

施肥勧告について報じてきた．ブラジルのセラード

地帯ならびにジャノス東方平原もとてつもなく広

い草原地帯であるが，中国やインドなど，乾燥化や

土壌の塩類化が進行している地帯と比べて雨季に

まとまった降水量（2，000～4，000mm）が得られる

ということが大きな利点である．もちろん，塩類化

が進行している地帯も大切であるが，作物の生育に

とって必要な水が確保できることが最重要事項で

ある．昨今，米国の乾燥地帯では点滴灌概を導入し

た形で作物の栽培が奨励されているが，これは資本

を有する農家が対象となるのであって，貧困層に

とってはとても手に入るものではない（NHK放送

の地球白書および農林放送事業団の中南米の農業

［ビデオ］より引用）．

筆者が取り組んできたパナマのVeraguas県にあ

るアルティソル地帯もそうであるが，大部分が貧困

層である．彼らに灌概設備を導入させることは土台

無理な話である．それに対して，ジャノス東方平原

の大部分は構造的にも良好なオキシソルによって

支配されているので，土壌改良によって作物の生産

性を高めることが可能なのである．
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　とにかく，インフラや治安の問題など，課題は山

積みであるが，ジャノス東方平原には，貧困層に対

する協力の他，食糧供給基地として，さらには，別

誌の「畜産の研究」においては，アグロパストラル・

システムという視点，そして追加事項として筆者が

DIAPのスタッフとともに実践してきたシルボパ

ストラル・システムも含めて，土地利用の一貫とし

ての粗放な放牧の改善，肉や乳生産にとっても大き

な可能性を有するのではないか？と思っている。そ

れも，低CECであるオキシソル土壌であることの

他，雨季に充分な降水量が望めるからなのである．

筆者の考えに対して読者の方々はどう感じられる

であろうか．

9．次報では

　本シリーズも長くなったが，次報では南米のパラ

グアイを取り上げたいと思っている．筆者は2004

年9，月，約2週間にわたって，同国のPirapo地区の

土壌調査に赴いた．同国における土壌分析の実情を

中心に報じていきたいと思っている．
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