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ブラジル，サンパウロ州における土壌肥料学的研究実例〔1〕

一ブラジル，サンパウロ州の土壌特性および酸性矯正法を中心に一

冨田健太郎＊

〔キーワード〕：塩基交換容量，塩基飽和度，交

換性Al，交換性塩基総量，pH　SMP法，PRNT

はじめに

筆者によるサンパウロ州グァタパラ目系移住地

での研究実例の報告の前に，サンパウロ州における

土壌肥料学的研究実例について簡単に報じておき

たい。この理由であるが，結論から言うと，グァタ

パラ目系移住者の農用地は長年にわたった化学肥

料の連用による過剰施肥という問題が生じている．

これは，ブラジル人による大規模な牧畜生産圃場，

ダイズなどの作物生産圃場では見られない，小規模

農用地で農業を営む目系移住地独特の現象である

と考えている．それゆえ，筆者による調査実例の報

告の前に，しばらくの問，本来のブラジル・サンパ

ウロ州における土壌特性ならびに広い意味での土

壌肥料学的研究の動向，とくに土壌改良と作物生産

に的を絞った形で簡単に報告していきたいと考え

た．本来のブラジル，サンパウロ州の姿がそれなり

に理解できれば，グァタパラ目系移住地（筆者は

グァタパラに限ったこととは考えていない）での問

題がよりいっそう浮き彫りになると思うのである．

前シリーズの「熱帯アメリカの酸性土壌の矯正法

とリン酸肥沃度」と重複する部分もあるが，コロン

ビアやパナマのような他の中南米諸国とブラジル

は，土壌分析法の相違等，筆者にとっては切り離し

て考えた方が都合がよいので，本稿では，改めて，

広大なブラジルの大地を覆っている赤色酸性土壌

の特性，とくに酸性矯正法を中心に報じていく．

1．土壌の酸性矯正法に関する
　　　　用語等の説明

（1）ブラジルの大地の大半は赤色の
　強酸性土壌である→酸性矯正が
　重要である

＊株式会社宏大・元JATAKブラジル農業技術普及交流センター
（Kentaro　Tomita）

サンパウロ州ではResina法を採用していること

はすでに本誌前報（第80巻第6号）で報じたが，

ブラジルの土壌分析データを読む場合，いろんな略

語が出てくる．これらは大半がポルトガル語由来の

略語である．そこで，まず本誌では簡単にその略語

を紹介する．

ブラジルの大半は，広大なセラード地帯を含めて，

米国の包括分類法ではオキシソル（Oxiso1），ブラ

ジルの分類法ではラトソル（Latosso1）に類別され

る赤色の強酸性土壌である．それゆえ，持続可能な

農牧業を営む意味では，石灰散布による酸性矯正が

基本的事項であると言って間違いない』最初に，こ

れに関する概要から報じていく．

（2）土壌分析に用いられるポルトガ
　ル語由来の用語の解説

わが国の土壌分析に用いられる用語とほとんど

同じであるが，分析結果データを読む場合，その測

定項目が略語で表示される場合が多い．それゆえ，

その略語を理解しておかないと，土壌分析結果を正

しく理解できないということになる．以下，ポルト

ガル語も含めて，それぞれ紹介しておこう（アルミ

ニウム飽和度のrm」は，おそらくaluminioのつづ

りの中の「m」だと思われる）．

交換塩基容量：

CTC　l　Capacidade　de　Troca　de　Cations

交換性塩基総量：

SB；Soma　de　Bascs　Trocaveis【“SB＝Ca十Mg十K”】

交換性Ca：

Ca　troc帥e1【交換性MgおよびK＝Mg　e　K　trocaveis】

土壌の潜酸性：

H十AI　l　Acidez　Potencia1【“CTC＝SB十（H十Al）”】

塩基飽和度：

V（％）；Saturagao　porBases【“V（％）＝SB／CTCXlOO”】

有効交換塩基容量：

0369－5247／07／￥500／1論文／JCLS
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CTCe；CTC　ef◎tiva【“CTCe窒SB十Al”】

アルミニウム飽和度：

m（％）；Saturagaoporaluminio【‘‘m（％）＝AI／（SB＋Al）

×100”】

有機物：

M。0．；Mat6ria　Organica【Walkley－Black改善法（分光

光度計による比色測定）】

その他，pHはpH（0．01M　CaCl2），有効態Pは

Resina法，Cu，Fe，MnおよびZnの抽出はDTPA

法【ジエチルエノトリアミノペンタ酢酸
（C14H23N3010）】，Bは熱水．（agua旦uente）抽出法

が採用されている．

　ここで興味深いことは，交換塩基容量と有効交換

塩基容量の区別であろう．前者の場合，SB＋（H＋

A1）であるのに対して，後者はSB＋A1である．つま

り，Hの有無によって両者を識別しているというこ

とになる．なお，これらの測定法は本稿の「3．（2）」

で記す。

（3）ポルトガル語ならびにスペイン
　語表記の解説（補足事項）
　さらに，ここでポルトガル語の学習を導入して申

し訳ないが，上記，交換性Caのポルトガル語表示

は，Caセocavelとなる．つまり，交換性がtrocave1

であるということが容易に理解できることであろ

う．肝心なのは次の交換性MgおよびKである．ポ

ルトガル語表示では，筆者はMg　e　K　trocaveisと記

した．このセocaveisはtrocave1の複数形である．「…

vel」というように最後にrl」で終わる単数形を複

数形にする場合，「1」が消えて，「is」となるという

のがポルトガル語の特徴である、別例をあげると，

「tropicI山の複数形は「tropic鎚」となる．Mg　e　K

の中のre」であるが，これはおわかりであろう．

英語の「and」である．ちなみに，このポルトガル

語の「e」はスペイン語の「yまたはe」に相当する

（例：UltisolesヱOxisoles）。また，スペイン語の

re」は次の単語が母音で始まる場合に使用される

（例Ultisoles旦Inceptisoles）．さらに，上記スペ

イン語での「1」で終わる単数形を複数形にする場

合は，r1」の後に「es」を付ける（例：単数ltropica1

→複数l　tropicales）．

　ブラジルはポルトガル語が公用語であるが，ブラ

ジルを除いたラテンアメリカ諸国（一部は除く）の

公用語はスペイン語である．それゆえ，前シリーズ

でもそうであるが，筆者にとっては，熱帯アメリカ

諸国における農牧業技術協力に関するコミュニ

ケーションおよび適正技術の模索・確立のためには，

上記2言語の学習・活用は必要不可欠である．とに

かく，本誌や姉妹編の「畜産の研究」を通じて，こ

れからJICAの農林水産部門のボランティア等に参

加したい方々にとっても，可能な限りわかりやすく

解説していきたいと考えている。

2．ブラジルにおける酸性矯正法

（1）米国農務省およびノースカロラ
　イナ州立大学による方法

前シリーズr熱帯アメリカの酸性土壌の矯正法と

リン酸肥沃度の向上〔1〕」　（第80巻第11号）に

おいて報じた計算式で，具体的計算例も教示してい

る．この方法は，1M　KC1によって交換抽出された

交換性A1に対して，係数1．5を乗じることで酸性

矯正または交換性Alを沈殿させるための炭酸石灰

量を算出するというもので，米国農務省およびノー

スカロライナ州立大学（Cate1965）を通じて，広

く普及されたものである（公式①）．

Al3＋×1．5＝CaCO3t／ha①

他方，CTCeという概念も普及されたわけである

が，これが採用できる土壌はpH5．4以下であるとさ

れている．つまり，貧栄養かつ交換性Alが極端に

高い酸性土壌で適用できる方法であり，塩基飽和度

の高い，または塩類およびアルカリ性土壌には適用

できないということである．

（2）公式①の採用では石灰散布量が
　低いと判断された場合に採用さ
　れる公式

本稿において初めて紹介する方法であるが，公式

①の方法では石灰散布量が充足していないと判断

された場合に用いられる公式で，以下に説明する・

　これは，土壌の有機物含有率が2％以下の場合は，

交換性Ca＋Mg含有量が2．Omeq／100g
（20mmo1。／dm3）以下，さらに有機物含有率が2％

以上の場合は交換性Ca＋Mg含有量が3．Omeq／100g

（30mmol。／dm3）以下という土壌条件の場合，公式

②が採用されている．
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〔A13＋×2，0〕十〔2．0一（Ca十Mg）〕＝CaCO3t／ha

　　　　　　　　　　　　　　　　　　②

　ところが，サンパウロ州でこの公式の採用するた

めには，大量の炭酸石灰が必要となってしまう．さ

らに，ミナス・ジェライス州（ミナス・ジャライス

州の土壌肥沃度委員会1989）やブラジルの他の州

では，サンパウロ州よりも高Alの酸性土壌が多く

分布しているということも含めて，サンパウロ州で

の倍量も炭酸石灰が必要である．したがって，ノー

スカロライナ州立大学で利用されてきたにもかか

わらず，ブラジルでは公式①ならびに②は不適当と

いう結論が下されたのである．

3、pH　SMP法

（1）pHSMP法の名前の由来
　pH　SMP法のフローシートは，本誌前報（第80

巻第6号）で報じたが，筆者にとっても，ブラジル

に赴任して初めて知った方法である・これは，pH

測定後，所定の換算表を用いて交換性H＋Alを定量

するというものであった．

　さて，このpH　SMP法は，Shoemakerらによって

考案された方法（1961）で，考案者Shoemaker，Mdean

およびPrattの頭文字をとって，SMPと命名された．

このSMP溶液の調整を簡単に記すと，CaCl2・2H20

を106．2g，K2CrO4を6．Og，Ca（CH3COO）2を4．Og

表1 サンパウロ州の土壌における土壌pH　SMPから
交換性R＋A1（mmo1。／dm3）への換算表

pHSMP H十AlpH　SMP H十A1pH　SMP H十AlpH　SMP H十AlpH　SMP H十Al
3．50 588 4．30 253 5．10 109 5．90 47 6．70 20

3．55 558 4．35 240 5．15 104 5．95 45 6．75 19

3．60 528 4．40 228 5．20 98 6．00 42 6．80 18

3．65 502 4．45 216 5．25 93 6．05 40 6．85 17

3．70 477 4．50 205 5．30 88 6．10 38 6．90 16

3．75 452 4．55 195 5．35 84 6．15 36 6．95 16

3．80 429 4．60 185 5．40 80 6．20 34 7．00 15

3．85 407 4．65 175 5．45 75 6．25 33 7．05 14

3．90 386 4．70 166 5．50 72 6．30 31 7．10 13

3．95 366 4．75 158 5．55 68 6．35 29 7．15 13

4．00 347 4．80 150 5．60 64 6．40 28 7．20 12

4．05 330 4．85 142 5．65 61 6．45 26 7．25 11

4．10 313 4．90 135 5．70 58 6．50 25 7．30 11

4．15 297 4．95 128 5．75 55 6．55 24 7．35 10

4．20 281 5．00 121 5．80 52 6．60 22 7．40 10

4．25 267 5．05 1！5 5．85 50 6．65 21 7．45 9

出所：Quaggioら1985

およびトリエタノールアミン5．OmLをそれぞれ秤

量して，蒸留水約 700mLに溶かす．そして，p一ニ

トロフェノーノレまたは4一ニトロフェノーノレを約

200mLの熱水80～90℃に溶かし，それを700mL溶

液に移し，pHを7．5に調整した後，1，000mLに定

容するというものである．この溶液の特性について

の詳細な事項は，紙面の都合上，本誌では省略する

が，表1にpH　SMPの値から交換性H÷A1
（mmol、／dm3）への換算表を示しておく．なお，こ

の表は，ブラジルのサンパウロ州のすべての研究機

関において，公定法の一っとして採用されている．

（2）熱帯アメリ力諸国（ブラジル，コ

　ロンビアおよびパナマ）の交換性
　AI測定の実情
　「1．（2）」で報じた交換塩基容量と有効交換塩

基容量における両者の測定方法がこれでおわかり

いただけるであろう．ブラジルでは，前者はこのpH

SMP法によって交換性H＋AIを測定し，後者は1M

KCl抽出によって交換性Alを測定している．

　通常，わが国では，交換性Alというと原子吸光

分析を採用するが，同機器でA1を測定する場合，

高温ヘッドバーナーを採用しなければならない。交

換性CaやMgを測定する通常のヘッドバーナーと

は違って，その分，燃料を含めた稼働費が高くなる

ことが欠点であるため，あまり頻繁に使用されてい

ないようである．こうような背景から，ブラジルで

はあまり頻繁にこの機器によるAl測定は実施され

　　　　　　　　ていないということであった

　　　　　　　　　（サンパウロ大学のProf　DL

　　　　　　　　Takashi　Muraoka（以下，村岡

　　　　　　　　隆博士と記す）より情報を得
た）．

　他方，筆者の知る範囲内で

はあるが，コロンビアでは，

1MKC1による測定は「交換性

H＋Al」として判断している．

また，パナマでは1MKCl抽

出をr交換性Al」として判断

している．パナマでは，交換

性Hについてはあまり考えて

いないようである，それゆえ，

コロンビアでは「交換塩基容

量：CIC；Capacidadde
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Intercambio　Cati6nicoj，パナマではr有効交換塩基

容量lCICE；CapacidaddeIhtercambioCati6nico

Efbctivo」の計算が簡単にできるというわけである．

筆者はブラジルに赴任して初めてこのpH　SMP法を

知ったのだから，前記両国では採用されていないと

いうことになる．

　この違いにっいては筆者も勉強不足であるが，お

そらく，各国の土壌環境を考慮したうえでの配慮の

他に，高温ヘッドバーナーの採用が一般的でないた

め，別の方法で置き換えようとした結果ではないか

と推察している．

4．塩基飽和度をベースとした
　　　　　　酸性矯正法

　この方法は，交換性塩基総量（SB）と潜酸性（H

＋Al）（pH7）の測定が必要で，両者の測定により塩

基交換容量（CTC）および塩基飽和度（V％）を算

出することができる．交換性塩基総量ならびに潜酸

性の測定は，一般的に通常の土壌研究室において実

施されているものである．

　塩基飽和度の概念であるが，まず，1Mの酢酸カ

ルシウム溶液（pH7）を用いて抽出し，その抽出液

をIMNaOHの滴定により潜酸性を算出・決定する．

この決定された潜酸性の値が，CataniおよびGallo

（1955）によって，石灰散布の限界水準として採用

されるようになったということである．

　この仕事において，実際の土壌の塩基飽和度は，

土壌における直接的な測定ではなく，pH（H20）と

V％（pH＝4．28＋0．31V％）の公式を通じたもので，

pHの決定から評価されているということが興味深

いところであろう．しかしながら，実際的には正確

性に問題があるため通常の土壌研究室では採用さ

れなくなり，サンパウロ州でも公定法として利用さ

れなくなったのである．

　以降，潜酸性の決定方法としては，塩基飽和度法

がサンパウロ州の石灰散布の奨励の公定法として

採用されるようになり，現在においても実施されて

いる．

　さらに，サンパウロ州においては，石灰の必要量

の公的奨励法として，塩基飽和度の計算法を導入し

た形で潜酸性の決定を行っている．Quaggio（1983）

およびQuaggioら（1985）によって導入された石灰

必要量の計算方法を以下に示す．

NC＝CTC（V2－VI）÷10×PRNT ③

　この公式③をPRNTの算出する形に置き換える

と，以下の公式④になる．

PRNT＝NC×／0÷CTC（V2－V1） ④

酸性矯正容量二

　PRNT；Capacidade　Neutralizante　de　coπetivo

石灰の必要量：

　NC；Necessidade　de　calagem

作物にとっての要求石灰飽和度：

V21Saturagaoporbasesdes句adaparaacultura（％）

土壌の実際の塩基飽和度：

　V1；Satura⑫o　por　bases　atual　do　solo

　作物にとっての要求石灰飽和度（V2）は，酸度耐

性または石灰散布に対する作物の収量応答性に依

存している．表2に，カンヒ。ナス農業研究所（lnstituto

Agron6mico，Campinas：IAC）（R副ら1996）によっ

て奨励されている，ブラジルのいくつかの作物の

V2および土壌の交換性Mgの最低水準を示す．

　ブラジルでは，セラードの植生環境をカバーする

土壌地帯において，主にこの水準の奨励に関しては

多くの論争が存在しているという．いくつかの研究

機関では，微量要素の問題を最低にするという努め

のため，表2で示された水準よりも少ない値を，土

壌全体を対象に奨励しているということである．実

表2ブラジルでの作物11種における土壌
　　の石灰散布およびMgの水準

　　　　　　　　　　土壌のMg
作物　　　塩基飽和度　　最低水準
　　　　　（％）　　　　　　　　　（mm・1。／dm3）

パインアツプル

トウモロコシ

イネ

オートムギ

アルファルファ

カンキツ類

ダイズ

野菜類

コーヒー

ワタ

サトウキビ

50

70

50

70

80

70

60

80

50

70

60

出所：Quaggioら2000
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表3　ブラジルでの石灰散布奨励におけるいくつかの方法を比較した形での
サンパウロ州の酸性土壌地帯の石灰散布に対するさまざまな作物の応答性

　　　　　　　　　　　　　作物の収量
　　　　　　　　土壌作物　　試験地域　タイプ　非石灰散布

　　　　　　　　　　　（kg／ha）

検討された収量1）

最高収量
（kg／ha）

Al＝O　　V％1）　SMP2）

（kg／ha）（kg／ha）（kg／ha）

出典

ワタ　　　　　Guaira

ラッカセイ　　Campinas

バレイショ　　Itarar6

ヒマワリ　　Mococa
トウモロコシMococa
トウモロコシItarar6

ダイズ　ー　Gualra

LR
LE
CB
PV
PV
CB
LR

1，463

2，162

6，721

900

3，292

208

1，720

2，823

2，578

20，083

2，490

5，917

3，398

2，658

1，600

2，380

13，816

1，393

4，012

2，024

1，973

2，394　　　　2，274　　Silvaら1984

2，430　　2，472　Quaggioら1982a

19，692　　19，440　Quaggioら1985c

1，672　　1，561　Quaggioら1985d

5，157　5，128Camargoら1982
3，504　　3，551　Quaggioら1985c

2，577　　2，540　Quaggioら1982b

1）交換性Alの水準V％
2）交換性塩基総量およびSMP法による塩基飽和度法；SMP．Raijら（1979）によるSMP法

出所：Quaggio2000

際的には，セラードの植生被覆を有するすべての土

壌において，すべての微量要素が欠乏しているとい

うわけではない．とくに，酸性環境下ではM且の過

剰問題が重要視されている．

　したがって，石灰の過剰散布により土壌の微量要

素欠乏を誘発させないことは当然であるが，一部，

Mnのように取り違えがないよう配慮すること，一

般的な石灰の奨励施用量に留めることが必要であ

る．これは，微量要素が欠乏している土壌に植え付

けた作物に，限界に近いほど少量の微量要素を効率

的に供給させるため，一般的な石灰散布量で得られ

た収量こそ，最高生産量として判断することを示し

ているのである．

5．石灰散布奨励における
　　　有効な方法の比較

　この比較は，土壌タイプの違いにおいて，何年間

にもわたって研究されたもので，フィールドによる

石灰散布に対する作物の収量応答性を通じて，

Quaggio（1986）によって実施されたものである．

実験開始時の土壌の化学性分析結果も考慮に入れ

た形で，ブラジルでは異なった実験により奨励され

ている。つまり，それぞれの利用法に基づいて，石

灰散布量が計算されているわけである．

　こうして，石灰散布量と作物収量問を調整する回

帰式を通じて，異なった方法により計算された石灰

量で得られる生産性を評価することを可能にさせ

たのである．収量は，試験区において利用される矯

正中和容量により修正されている．よって，それぞ

れの試験区で得られた最高収量は，石灰奨励法の有

効性の試験のためには大いに役立つのである（表3）．

　ここで補足させてもらうが，表3に記載されてい

る土壌タイプは，ブラジル農牧研究公社（Empresa

Brasileira　de　Pesquisa　Agropecuaria：EMBRAPA）に

よる土壌分類法であり，これらは略号で記される

ケースがある．以下，その略号の正式名称と目本語

訳を添えておく．なお最近，EMBRAPAではブラジ

ルの新しい土壌分類法を公表しており，それに関す

る記述は，本誌の姉妹編であるr畜産の研究」の第

61巻第3号419～428ぺ一ジにおいて説明している

ので，機会があれば是非参照されたい．

紅色ラトソル：LR；Latossolo　Roxo

暗赤色ラトソルl　LE　l　Latossolo　Vemelho－Escuro

カンビソル＝（alico：Al飽和度50％以上）CB

　；Cambissolo直1ico

赤黄色ポドゾル：PV；Podz61ico　Vemelho－Amarelo

　今までの多くの試験結果から，交換性A1の限界

水準は，作物の生産性を最適化するための必要とさ

れる石灰散布量を過小評価してしまう危険性があ

るという．ところが，塩基飽和度およびSMPが，

さまざまな実験において，石灰散布によって得られ

た平均最高収量を提供する量として奨励されてい

る．

　ちなみに，交換性A1の限界水準は，土壌の酸度

耐性を有し，かつ，果実のC＆要求量が高いことで

知られているラッカセイ栽培にとってのみ有効で

あることを示している．

　他方，塩基飽和度およびSMPは非常に有効であ
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表4　サンパウロ州の酸性土壌地帯における石灰散布に対する5種の作物の収量応答性

　　　石灰　　収量作物　　　（t／ha）　　（kg／ha）
相対収量　pH
　（％）　（CaCl2）

　A13＋　　塩基飽和度
　　　　　　　　　　　　出典（mmol。／dm3　　　（％）

ラッカセイ　　　0　　　1，681　　　100　　　4．6

（3作）　　4　　2，822　　168　　5．3

　　　　　82，9131735．6
　　　　　12　　2，519　　150　　6．2

2。0

1．0

0
0

16　　　Quaggioら1982a
44
55

68

ダイズ

1978／79

2，883　　　　　100　　　　　4．6

4，803　　　　　167　　　　　5．1

5，619　　　　　195　　　　　5．6

6，219　　　　　216　　　　　5．9

11，0

4。0

1．0

1．0

16　　　Quaggioら1982b
30

51

59

トウモロコシ　　0　　　664　　100　　4．9

1975／76　L5　　1，213　　183　　5．1

　　　　　31，8652815．4
　　　　　6　　　　 2，360　　　　　355　　　　5．8

6．0

4．0

2．0

1．0

23　　Camargoら1982
33

40

53

ワタ

1976／77

900　　　　　100　　　　　4．3

1，513　　　　　168　　　　　4．6

2，058　　　　　229　　　　　5．3

2，055　　　　　228　　　　5．5

2，490　　　　　277　　　　　5．7

2．0

5．0

0
0
0

34　　　　　Silvaら1984

45

64

74

81

ヒマワリ

1983／84

900　　　　　工00　　　　4．3

1，513　　　　　168　　　　　4．6

2，058　　　　　229　　　　5．3

2，055　　　　　228　　　　　5，5

2，490　　　　　277　　　　　5．7

34　　　Quaggioら1985
45

64

74

81

出所：Quaggio2000

り，表3のラッカセイの箇所を見てもわかるように，

両者ともに，同一の石灰散布量を提供しているとい

う（Quaggioら1982a）．

　ところが，キャッサバ，パイナップルおよびイネ

などの耐酸性かつCa要求量の少ない作物の栽培に

関しては，SMPはその値に幅があるということであ

る．これ対し，塩基飽湘度を採用すれば，石灰の散

布量を正確に調整するこどが可能となる．

　いずれにせよ，R印およびQuaggio（1997）は，

これらのテーマにおいて，最近，ブラジルの論文に

発表している．彼らの結論は，交換性A1の限界水

準は，生産者らにとっては過剰な石灰散布を強いら

れ，そのことがコスト的に大きな損害となってしま

うという．それに対して，塩基飽和度およびSMP

は，ブラジルの土壌環境により適応する方法である

ということで結論付けられるのである．

6．石灰散布に対する代表的な
　　　　　作物の収量応答

石灰に対する作物の収量応答に関しては，酸性矯正

法の合理化が必要であり，とくに，石灰の経済的施

用量の範囲内で実施することが重要である．

　表4にサンパウロ州におけるいくっかの酸性土壌

地帯での石灰散布に対するさまざまな作物の収量

応答性の結果を示す．同表からも，石灰散布量に対

する応答との関係において，作物間に大きな差があ

ることが容易にわかることであろう．

　ラッカセイは，耐酸性作物の一つであることから，

石灰を散布しても，対照区（非散布区）の10％程度

の収量増加である．この生産性の増大は，ラッカセ

イの果実にとってCaの供給が良好となり，大きな

種子の生産につながる ということである．反対に，

ダイズ，トウモロコシ，ワタおよびヒマワリは酸度

に対して敏感性であるため，石灰散布に異なった収

量応答を示していることが容易にわかるであろう．

ワタの場合，トウモロコシやヒマワリと同様に，石

灰の散布は対照区の3倍近い収量が観察されている．

　土壌酸度に対する耐性の度合いは，作物間におい

て大きな差があることは承知の通りである．そこで，
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7　ブラジルの土壌肥料
についての筆者の感想

（1）ブラジルはサンパウロ、州独特の

　土壌分析法が採用されている
　目系移住地の歴史的背景から，いきなり，ブラジ

ル，サンパウロ州の土壌肥料となり，前回のシリー

ズ版である「熱帯アメリカの酸性土壌の矯正とリン

酸肥沃度の向上」に逆戻りか？と思う読者もおられ

るかもしれない．そこのところは弁解するつもりは

ないが，ブラジルは本誌の前報においても記してい

るが，サンパウロ州とその他の州では，基本的に土

壌分析法が異なっている．前者ではResina法，後者

ではEMBRAPA法（MehlichNo．1を主体する方法）

で，それぞれが独自の視点で，土壌の診断基準値お

よび作物別施肥勧告を確立させている．それゆえ，

広大なブラジルの大地を相手にするには，これらの

識別を理解することが肝心である．

（2）州各，土壌の分析項目および土壌

　分類名は略語を採用するケース
　が多い
　さらに，厄介な事項としては，本誌第82巻第8

号919ぺ一ジ図1においても紹介しているが，ブラ

ジルの各州において，サンパウロ州はSP，ミナス・

ジェライス州はMGという略語を採用するケース

があるということである．郵便物の住所では，わざ

わざEstado　de　Sao　Pauloなどと書かず，SPと書け

ば，それはサンパウロ州を指すことは誰でもわかっ

ていると判断される．このような略語は，州だけで

はなく，本稿を見てもわかるように土壌の塩基飽和

度などの測定項目，さらには土壌分類法も略語で記

載されるケースが多いのである．

実際，JATAK嘱託研究員時代，同センターには

土壌分析設備がなかったので（ないというより，予

算的に設けることができなかった），グァタパラ移

住地の最寄りの町であるフィベロン・プレット市に

ある民間の土壌分析会社に依頼した．ここで送られ

てくる土壌分析結果も，塩基飽和度や交換性塩基総

量等は略語で記載されているものであった．よって，

略語をきちんと理解していないと，何の分析結果で

あるのかがわからないということである．もう一つ

具体例をあげると，ブラジルの学術文献等には，石

灰散布に関してはPRNTの85％というような表記

が見受けられる（次報で紹介）。この場合，「この

PRNTとは何であるのか？」が理解していないと，

ちょっと気持ち悪い感じがしないだろうか？

　さらに付け加えると，サンパウロ州ではMehlich

No．1法ではなく，Resina法が採用されていること

や，r㎜d、／dm3」という単位も採用されていること

もわかっていなければ，まったくのrちんぷんかん

ぷん」ということになるのである．それゆえ，以下

の引用図書および文献にも記載しているが，Resina

法のフローシートの解説，前シリーズの「熱帯アメ

リカの酸性土壌の矯正とリン酸肥沃度の向上〔6〕」

では，Resina法の歴史的背景や特性など，こういう

ところから説明してきたわけである．

（3）Resina法はサンパウロ州に留ま
　らず，他の州でも普及拡大の傾向
　にある
　実際，サンパウロ大学の目系二世の村岡隆博士か

らいろいろと勉強させていただいたが，このResina

法はサンパウロ州に留まらず，近隣のパラナ州やミ

ナス・ジェライス州にも普及・拡大しているという．

そのことは，本誌のr熱帯アメリカの酸性土壌の矯

正とり・ン酸肥沃度の向上〔6〕」でミナス・ジェラ

イス州の事例を取り上げているので，容易に想像で

きることであろう．しかし，このResina法の分析行

程は，強酸性の抽出液を使用するMehlich　No．1と

は違って非常に複雑であり，それなりの設備を要す

るということから，なかなかブラジル全土までは普

及していないとのことであった．反面，EMBRAPA

ではMehlich　No。1を否定しておらず，アマゾナス

やセラード地帯の貧栄養の土壌地帯では，現在も採

用されている．

　筆者は2006年当時，某企業からの委託で，ブラ

ジルのサトウキビ生産（エタノール生産に注目され

ている）の実情にっいて調査したことがあった．こ

のサトウキビについては，サンパウロ州やセラード

地帯を中心に，別途，機会があれば紹介していきた

いと思っているが，ここ最近においても，前記した

州以外の州においても，研究機関によってはResina

法を採用していたり，Mehlich法であったりと，ま

ちまちであった（土壌分析法や採用されている単位

などを見ればわかるもので，Mehilich法の場合，通

常，cmol、／Lまたはcmo1。／dm3を採用している）．

地域ごとに両者の比較検討を行った論文はいくつ
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か見っけたが，いずれにせよ，ブラジルにおいては，

研究機関別でどの方法が採用されているのかを事

前に把握しておくことが必要であると感じたので

ある．

（4）グァタパラ移住地での研究実例
　を紹介する前に

以上のような理由から，グァタパラ移住地での研

究実例を紹介する前に，サンパウロ州で採用されて

いる方法や略語，さらに，次報で取り上げるが，ブ

ラジルの研究機関で実践されている同州での土壌

改良と作物生産性の向上に関する情報をそれなり

に把握した後で，筆者による実例を紹介した方がよ

り理解しやすいと考えていたわけである．もちろん，

筆者は先の村岡隆博士との交流があったことの他，

パナマでの実務経験をベースとして，目本式のやり

方に準じていない。すべてブラジル，サンパウロ州

の方式に合わせて業務を遂行したことを強調して

おきたい．また，先にこのような事例を記したもう

一っの理由であるが，ブラジルに限らず，パナマ（ブ

ラジルのEMBRAPA法とほぼ同じ）においても，

ここでの成果を目本の学会等で口頭発表しても，日

本で採用されている土壌分析と異なっているため

（例：土壌分析において，目本では風乾土を天秤で

測る重量法であるのに対して，前二国は，カップに

よる容量法である），いつも，ここのところの議論

で終わってしまい，先に進まないという経験を有し

ている（現在は大丈夫だと思うが…？）．12分とい

う限られた時問での口頭発表では，すべてのことを

話し，理解してもらうことは物理的にも到底不可能

である．それゆえ，本誌の場を借りて記述している

のである．そういった事情は，どうかご理解願いた

いと思っている．

（5）パラグアイなどのブラジル近隣
　諸国への技術協力のためにも

ブラジルは南米の新興開発国であり，現在，協力

隊員もシニアボランティアも派遣されていない（目

系社会ボランティア関係は別であるが，おそらく，

農林水産部門は少ないと思う）．それでは，「なぜ

ブラジルのことを深く理解する必要があるのか？」

という疑問が生じることであろう．その答えは一つ

である．今後，目系社会の農業部門は別として，パ

ラグアイなどのブラジル近隣かつブラジルに依存

している国の技術協力に役立てられるからである．

筆者はボリビアやウルグアイの赴任経験はないが，

おそらく，ブラジルの影響を大きく受けているもの

と推察している．パラグアイについては，本誌第82

巻第6号r熱帯アメリカの酸性土壌の矯正とリン酸

肥沃度の向上〔13〕」において報じているので，そ

ちらを参照されたい．もちろん，パラグアイではブ

ラジルのリオ・グランデ・ド・スル州の影響を受け，

Mehlich　No．1が採用（統一の方向に向かっている）

されているが，土壌分析ならびに肥料・農薬等の資

材はブラジル由来のものが入ってくる．それゆえ，

ポルトガル語も若干必要になるかもしれないが，ブ

ラジルでの土壌分析システムを理解しておいた方

が仕事もやりやすいということなのである．

（6）本誌姉妹編である「畜産の研究」

　では，ブラジル，セラード地帯を
　取り上げている

話が横道にそれてしまい大変申し訳ないが，ここ

でr畜産の研究」について一言申し述べておきたい．

筆者は，2007年8月現在，パナマでのシルボパスト

ラルの経験の他，ブラジル赴任中にも同国のアグロ

パストラル・システムについても勉強させてもらえ

る機会に恵まれた．もちろん，パナマでの実務経験

と比較した形での持続可能な生産のための土壌管

理がメインであるが，ここではResina法ではなく，

パナマと同じMehlich　No．1を採用した状態での事

項を取り上げている．したがって，サンパウロ州以

外かつセラード地帯での土壌管理の実例ならびに

広大な土地の有効利用という視点では，r畜産の研

究」も参照されたい．なお，同誌において，

EMBRAPAによる新土壌分類法の解説も報じてい
る．

（7）ブラジルのResina法および
　Mehiich法の両方の習得は日系移
　住者ならびに現地の貧困小農に
　対する技術協力の参考となる

ブラジルはとてっもなく広大な国であり，土壌分

析および管理法においても非常に複雑である．とに

かく，ブラジル，サンパウロ州のR．esina法や

EMBRAPAが採用しているMehlich法の両方の理解

は，グァタパラのような目系移住地に限らず，スペ

イン語を公用語とするパナマや他の南米諸国にお

ける技術協力にとって大いに役立っのである．

　このブラジルについては，筆者の乏しい頭脳では，
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スペイン語圏の他の南米諸国と少し分けて考えな

ければまとまりがつかなかった．さらに，この食糧

供給超大国はサンパウロ州とそれ以外の州（とくに，

セラード地帯）という二っに大別することが強いら

れ，前者は本誌，後者は姉妹編の「畜産の研究」と

いう2っにおいて，同時進行で報じている．

8．次報では

　言い訳が長くなってしまったが，次報では，サン

パウロ州における代表的な作物（イネ，トウモロコ

シおよびニンニク）を用いた土壌改良試験の実例を

いくっか取り上げたいと思う．これらの作物は，

グァタパラ移住地でも栽培されている代表的な作

物であるということと，移住地での実例を報じる前

に，本来のブラジル人のサンパウロ州のニヒ壌特性を

最初に理解してもらうことが良策であると考えて

いる．是非，ご期待願いたい．
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