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ブラジル，サンパウ口付|グァタパラ 日系移住地での研究実例[3 J 

一筆者によるグァタパラ移住地における研究業務の取り組み方および

Prof. Dr. Takashi Muraokaの特別講演の開催

冨 田健太郎 *

〔キーワード) グァタパラ移住者，ノイパウェノレ

ポット幼植物試験法，Prof. Dr. Takashi Muraoka 

(村岡隆博士)， Resina法による土壌分析，サンパ

ウロ大学

はじめに

本稿より，ブラジル，サンパウロ外|日 系移住地で

の研究実例に戻る.途中，ブラジル人によるサンパ

ウロ州の土壌肥料学の内容に寄り道をしたが，前 2

報における内容紹介からも，酸性土壌における施肥

量水準を変えた作物の生産性向上の比較は，ブラジ

ノレ土壌学会では「土壌の肥沃性および植物栄養部

門:Fertilidade do Solo e Nutricao de PlantasJに類

別され，重要な研究業務となっている.余談である

が，筆者も会員であるコロンビア土壌学会では「土

壌の肥沃性:FertilidadJに該当するところである.

通常，貧困層に対しては低投入持続型農業 (Low

Input Sustainable Agricultur官:LlSA)の確立が重要

視されているが，中規模クラス以上の農家に対して

は経済的最高生産を考慮した持続可能な農業生産

システ ム (Sustainable Agriculture System with 

Maximun Economic Yield : SASMA y)の確立が望

まれている.この言葉は，カリおよびリン研究協会

(Associacao Brasileira para Pesquisa da Potassa e do 

Fosfato・POTAFOS) の会長である Dr. Tuioshi 

Yamadaより教わった言葉であり (2003年 8月当時)， 

筆者のパナマ時代の基礎研究協力においても，これ

に類する仕事に取り組んでらきたことから，大いなる

関心を示したことを覚えている.肥料などの投入資

材の経済性を考慮に入れた形での最高収量，つまり，

土壌特性ならびに適応可能な品種 ・系統の能力を充

分に考慮した形の農法である.

さて，前置きが長くなってしまったが，本稿では，

・株式会社宏大 ・元 JATAKブラジノレ農業技術普及交流センター

(Kentaro Tomital 

グァタパラ移住地に赴任した 2003年 3月当初の思

いも寄らぬ出来事から Prof. Dr. Talashi Muraoka 

(以下，村岡氏)の特別講演開催 ・終了までの過程

を報じていく.

1 .赴任当初の思いも寄らぬ

出来事(ビザ申請の失敗)

結論から言って，ビザ申請(永久)の不可である.

赴任当初，JATAK本部ならびに某旅行会社も 3カ

月の商用ビザを取得すれば，ブラ ジノレ連邦警察にお

ける係る手続きによって永久ビザの取得も可能で、

あると聞かされ，そう信じて，グァタパラ移住地に

ある JATAKブラジノレ農業技術普及交流センター

(以下，センター)に赴任した.そして，赴任翌日

の連邦警察において，衝撃な事実を聞かされたとい

うのは言うまでもない.3カ月の商用ピザは， もう

3カ月延長申請手続きにより延長可能であるが(計

6カ月滞在可) ，それ以上はブラジル圏内に留まる

ことができない.つまり，強制退去ということであ

り， JATAK関係者においても予期せぬ出来事が

待っていたのである.思いもよらない事実に動転し，

当初， 筆者と してもショ ックというようも，こ うい

う事実をきちんと踏まえていない JATAK本部や某

旅行会社の安易な態度に腹が煮えくり返ったもの

であった(ちなみに，筆者の家内はその知らせを聞

いて大変喜んだ!!).とにかく仕方がない.半年と

いう赴任期間内でそれなりの活動を行い，いったん

帰国せざるをえないということなのである.

2.代表的なグァタパラ移住者に

対する挨拶それと同時に農用地

のサンプリング

半年という ，刻々と時聞がすり減っていく中(こ

0369-5247/07/￥500/1論文/JCLS



冨田・ブラジノレ，サンパウロ州グ、アタパラ日系移住地での研究実例 [3J 1303 

れは， JICA短期派遣専門家にも該当する)，まず，

どこから取り組むか?言うまでもない.筆者が専門

とする土壊特性の把握である.現地研究員より，代

表的な移住者を紹介してもらい，挨拶と同時に農用

地の土壌サンプノレの採取の許可をいただき，栽培跡

地かっ施肥前の土壌表層 O~20cm および下層 20~

50cm付近をサンプリングした.移住者側も初めて

訪問した筆者をそれほど信用していないというこ

とは当然であるが，多くの雑談を交わす中で，グ、ア

タパラ移住地の実情の理解に努めていった.

3. さらなる恐怖

グァタパラの移住者と筆者との会話は，初対面と

いちことから，新鮮なものであったと思っている.

わからないことを聞いたり，移住地の中でどういう

農業をやっているかなど，酒を酌み交わしながらの

雑談であった.この頃，JATAK本部の常務理事も

センターに出張に出向いておられた.ところが，常

務理事と移住者たちとの会話はすさまじいもので，

そこには一つの恐怖心を覚えた.あえて記すことも

ないであろう .日本政府を訴えたドミニカ共和国で

の事例を思い浮かべていただきたい.グァタパラ移

住者にとっては，自分たちは「棄民」扱いされ，日

本政府にだまされたという恨みのもと，常務理事や

センターの研修交流部長(移住者の一人)に対する

風当たりは想像を越えるほどの凄いもので、あった.

グァタパラ移住者も，本気で JATAKを日本政府に

訴えるだ、けの心構えは持っているものと解釈した.

もちろん，筆者も含めて日本から来ている嘱託研

究員にとっては，上記歴史的事項は全く関係のない

ことであり ，移住者らもそういう話を筆者に難癖つ

けることはなかったが，安易な態度で接することの

できない，非常に恐ろしい存在であると感じ，ここ

を辞めて早く帰国したいという思いが強くなった

ことを覚えている.筆者は結婚間近での赴任であり，

「ここでの仕事は筆者には無理であるという名目」

で，日本に残した家内の元へ帰ろうか?と真剣に考

えたものであった.しかし，辞めることは簡単であ

る.自ずと半年経過すれば帰れるのだから，長い目

で見れば，永久ビザが申請できなくて良かったいう

ことと，そして， JATAK本部からも筆者に対する

評判が悪ければ，そのときは「辞めようJというよ

うに切り替えれば，案外気持ちも楽になった.

4. 苦境の中の 2つの幸運

(1)村岡氏との出会い

1)出会いまでの過程

思い起こせば， 1995年 8月 11日である.筆者は，

1 992~95 年の 3 年間，青年海外協力隊員として中米

パナマに赴任し，配属先であるパナマ農牧研究所

(Instituto de Investigacion Agropecuaria de Panama : 

IDIAP)土壌研究室のスタッフとともに，主にアル

ティソノレ土壊の改良と作物生産に関する基礎研究

に取り組んできた.さらに，余談であるが，筆者の

カウンターパートであった Mr.Benjamin Nameの

恩恵において，アグロフオレストリーやシルボパス

トラル ・システムに携わることとなり，任期満了後

も引き続き， 三菱銀行国際財団からの支援助成金な

どを活用して，継続研究を行うこととなったわけで

ある.

さて，肝心な事項は次からであるが，パナマで、の

任期満了後，帰路変更として，ブラジルを訪問した

ことが村岡氏との出会いを作るきっかけとなった

のである.

詳細はこうである.熱帯アメリカに限らないが，

米国の包括分類法による強酸性土壌は，通常，アル

ティソルとオキシソルに類別される.筆者は，パナ

マにおいてアルティソノレでの経験を積ませても

らった.そんな中，もう一つの酸性土壌，オキシソ

ルについても大きな関心を抱いたわけであるが，残

念ながら，パナマにはその土壌目は存在しないので

ある.そこで，ブラジルを訪れたいと考え，公用旅

券から一般旅券に切り替えてブラジルに旅立った

のである.

当初，ブラジル訪問にあたっては，米国ノースカ

ロライナ州立大学の TropSoil Projectに参加してい

たブラジル農牧研究公社 (EmpresaBrasileira de 

Pesquisa Agropecuaria : EMBRAP A)のマナウス研

究所の Mr. Manoel Cravo (Mr. Benjamin Nameの

友人)を訪問することにした. Mr. Be吋aminName 

も同氏と会うことを奨励し，オキシソルでの実例を

学んでくるといいとい う名目で、あった.同氏は博士

号取得のため，サンパウロ州、|のピラシカパにあるサ

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

に留学し，その指導教官が村岡氏ということだった

のである.パナマ赴任末期，Mr. Manoel Cravoか
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らの手紙により，その事実を聞いて，マナウスの他，

ピラシカパの USPを訪問し，村岡氏(日系二世と

いうことは後でわかった)にも会って，色々と勉強

させてもらおうという大胆な計画を考え，村岡氏に

も手紙を出した.結果は「大歓迎」ということで，

ご多忙の中，訪問させていただいた(村岡氏は非常

に陽気な方で，初対面とはいえ，土壌調査などにも

引率させてもらい，短期間で多くのことを学ばせて

もらい，非常に有意義であった).この出来事が村

岡氏との出会いの始まりであり，この頃は， JATAK 

嘱託研究員としてサンパウロ州グァタパラ移住地

に赴任して，再会するとは夢にも思っていなかった

のは当然である.

2)再会と相談

村岡氏とは 2003年 3月にグァタパラに赴任する

前に，すでにメールでコンタクトと取っていた.村

岡氏も筆者のことを覚えていてくれたことは光栄

で、あった.それから，ブラジル赴任後，機会をみて，

再会したわけである.当時の懐かしさがあった.

さて，村岡氏に相談した事項は2つである.将来，

センターにおいてサンパウ口付|由来の土壌分析設

備を設けたいということで，村岡氏とコンタクトの

ある土壌分析機器関連会社の紹介と， 1995年当時に

おいてすでに情報を入手していた Resina法を習得

したいということで、あった.つまり，開口一番，一

学生となって「実体験したし、」という思いを告げた

のであるが，村岡氏は当初，この希望に対して大き

な難色を示した.なぜならば，博士号を取得した筆

者が土壌分析を実施するということに不快感を

持ったからである.確かに，ブラジルに限らず他の

中南米諸国においても，学部卒，修士ならびに博士

号取得研究者が，分析などの業務に携わることはま

ずない.これらの業務は専門の技官が行うもので

あって，村岡氏も学生の修士や博士論文の指導教官

としての仕事がメインであり ，土壌分析を自らが実

施することはないそうしづ環境下で，筆者が技官

と一緒に土壌分析を実施したいという言葉は，村岡

氏にとっては，日本語が若干わかるとはいえ，耳を

疑う言葉であったはずである.だから，当初，村岡

氏もたとえグァタパラの土壌サンプノレであって

も，土壌分析はこちらの技官に任せればいいじゃな

いですか?Jという言葉で、あった.分析機器にして

も日本で日本製のものを貿って，送ってもらう

のはどうですかっ」という態度であった.

このことは，今までの日本人研究者が，自分たち

のフィールドのことしか考えていないことの現れ

のようにも思えた.村岡氏も日本での一時滞在の他，

東京大学に留学していた経験も含めて，日本人の本

質を見抜いていることは疑いのない事実であると

感じた.だから，村岡氏を訪問する日本人研究者は

何人かおられたそうであるが，あまり関わりたくな

し、一面を有しているものと推察したのである.

しかし，筆者は，ブラジルの環境を熟知し，日本

ではなくブラジルのサンパウロ州のやり方に準じ

たいとしづ意志を強く表した.そうすると，次第に

村岡氏の心も和らいできた感じを目にした.そして，

Resina法の習得であるが土壌分析書(ポルトガ

ル語版)を読んだだけではわからない.実際にやっ

てみないと『かん』がつかめないJということを主

張すると，村岡氏も「確かに，ケーキを作る場合も，

本を読んだだけではわからないで、すよね.実際に自

分で、作ってみなければ…Jそうおっしゃってくれ，

筆者の意志がようやく通じたのである その結果，

JATAK側が最低の試薬などを含めて，必要経費を

支払う形で， Resina法の習得に協力してくれること

になったのである.まずは，サンパウロ州の実情を

知るための一歩を得たという思いであり，安心した

ことを覚えている.

(2)学生時代の卒業論文からのヒント

村岡氏との交渉とも言うべき事項をセンター側

にも報告し，機会をみて，実際に筆者が USPに訪

問する形で Resina法の習得が可能であることを告

げた. 日本から出張で赴いていた常務理事(当時)

からも了解が得られ，非常に喜んだことを覚えてい

る.

以上，了解のもと，現地研究員の紹介により，本

稿の r2.Jでも報じたように，農用地のサンプリン

グを継続し， Resina法の習得の材料にしたことは言

うまでもないが，筆者に残された時間は半年なので

ある.その限られた時間の中で実施できることは，

土壌分析だけか?と思うと少し虚しさを感じたも

ので、あった.土壌のサンプリング、を行っているとき

に，ふと思い出したことがあった.それは，筆者が

卒業論文のための土壌サンプリングをしていた頃

のことである.思い起こせば， 1987年の秋，電が降

り注ぐ北海道網走でのことである(ちなみに，圏内
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での土壌サンプリング ・調査経験は，ここだけでは

ない) . 

当時，東京農業大学農学部農芸化学科(現:応用

生物科学部生物応用化学科)の 3年生であったが，

筆者は，当時の卒論の指導教官や先輩らとともに，

同大学の網走寒冷地農場に赴き，代表的な営農集団

の園場(ビート栽培跡地土壌)における土壌サンプ

リングを実施し，それらを用いた生産力特性の評

価・比較が筆者の卒業論文(タイトノレ:北海道網走

地方の肥培管理の異なる畑地土壌の生産力と土壌

肥沃度について)となった.これらサンプリングし

た土壌サンプル量は生状態で、約 2~3kg 程度，約 40

カ所で採取したことを覚えている(当時としては

ハτード、な仕事であった).一般的な理化学的特性の

分析の他，風乾後，最大容水量の 60%に調整し(園

場容水量とする)，ノイパウェルポットを用いた幼

植物試験(供試作物としてコマツナを採用)を行う

というもので、あった(ノイパウェノレポットには風乾

土300gを3連で行ったため，言十900gは必要である.

サンプリング時は生状態であるから， 2~3kg 採取す

ることが必要であることがわかるであろう .それに，

40以上の供試土壌を用いたのだから，対照区を用い

た形で大きく 4回に分けて，幼植物試験・栽培を行っ

たことを覚えている) . 

さて，グァタパラでのサンプリング時の話に戻る

が，ふと思い出した事項とは何であるか?もうおわ

かりであろう.この卒論におけるノイパウェルポッ

ト幼植物試験の経験の活用である(東京農工大学農

学部環境資源科学科生分解制御研究室の学生の卒

論指導にも，この方法は活用したが，これは生ゴミ

堆肥の施用が幼植物の生育に及ぼす効果を知るこ

とを目的としたもので，卒論時代の経験とは少し主

旨が異なる)

正直言って，フィールドにおける作物栽培試験は，

半年という限られた時間の中では，物理的にも不可

能である.その限られた半年の中で，効率的に基礎

データを確保するにあたって，卒論時代に手がけた

幼植物試験(網走の営農集団関ならびに集団内の各

農家の圃場をサンプリングして， 3~4 週閉め栽培で

収穫し，乾燥処理後に収量や養分吸収量を測定して，

土壌の生産力特性を評価 ・比較できる)しかできな

いとしサ結論に達したのである.そして今度は，こ

の経験を移住者の農用地を用いて実施するわけで

ある.まして，すでに始まった砂時計において，す

べての砂が落ちるまでに，それなりの結論が出せる

ということで，新しい動機付けが湧き上がったので

ある.

そこで，このような仕事も実施したいという旨を

センターならびに村岡氏に相談し，とりあえず，両

者からも許可が得られ， 一安心であった.

とにかく，サンプリング量は単純な Resina法習得

のための分析量だけではなく，ノイパウェルポット

幼植物試験を行うことを考慮した量のサンプリン

グを実施した.

(3)ひとつひとつの積み重ねの重要性

これから，グ、ァタパラ赴任中における筆者による

成果を報告していくわけであるが，自分の人生を振

り返る中で，今回のグァタパラでの業務を実施する

にあたっては，学生時代に手がけた卒論(卒論だか

らと言って馬鹿にしないでほしい.データとしては

信用性のあるものだから，機会をみて，日系移住地

と日本国内での一事例比較ということで少し触れ

てみたいと思っている) パナマ協力隊時代のアル

ティソルで、の活動経験，それがあってこそ，最後の

帰路変更でのブラジル訪問が存在したということ

を考え併せると，土壌肥料研究という意味では共通

性があっても， 一つ一つの活動をバラバラに切り離

すと，この仕事とこの仕事は別物という感じを受け

てしまいがちである.ところがこれら一つ一つ

が意外な所でつながっているのだな!Jと感じたも

ので、あった.つまり，これらの経験が一つでも欠け

ていれば，今回の赴任半年という限られた枠内(砂

時計みたいなもの)での仕事を思い浮かぶことはな

かったであろうとさえ思っているのである.青春ド

ラマで、はないが，自分の人生経験一つ一つを大切に

しなければならないということの証である.それと，

やはり「継続は力なり」である.

5. 村岡氏による講演会の立案

(1)講演会立案の背・景

さて，これらサンパウロ州公定法に基づいた土壌

分析ならびにノイパウエノレポット幼植物試験を実

施することは決まった.時間を効率的に活用するた

め，サンプリング土嬢の風乾ならびにふるいによる

サンプル調整はセンター内で実施することとした.

そうすれば，直接， USPでは土壌分析が実施できる
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からである.移住者を訪問し，土壌のサンプリング

は 2003年 3月中旬から実施していたが，前記作業

に要する時間を考慮して，分析の実施は 2003年 5

月 12日以降にしたのである.ここで，もう一つ，

筆者には疑問点が浮かんだのである それは，グ、ア

タパラ移住者がどのくらい土壌や肥培管理の知識

や経験を有しているかである.これは，日本の農家

にも該当することであるが，実際，彼らは，r自分は

この地で 30年またはそれ以上の年月，農業を経験

している」という.だから，外部の日本から来た若

者が「余計なことに口をはさむな!Jという態度で

迎えられるのは当然であり，移住者訪問中，何人か

の移住者にはそういう態度で出迎えられたもので

あった.これは仕方のないことであり，ブラジルの

サンパウロ州での適正技術をこれから学ぶ筆者に

とっては，あまり口出しするのは失礼であるという

ことを肝に銘じていた.

そこで，筆者は，村岡氏によるブラジルの土壌肥

料の講演会を計画し，センタースタッフならびに

JATAKサンパウロ事務所側に相談した.JATAK側

に対して恨みを持っている移住者に対して，セン

タ一所属の筆者がし、きなり移住者に講演などを行

うことは，かえってマイナスに作用することを婚念

したからに他ならない.それに，年輩の移住者に対

して筆者が直接実施するということは，軽率である

というよりも，ブラジル側で、生じている各種問題事

項に関する質問が出た場合，それらに対する回答が

赴任間近の筆者にはほとんどできないということ

と，赴任間近とはいえ，答えられなければ即，信用

を失ってしまうということが頭に浮かんだのであ

る.

そこで，ブラジルの環境を熟知し，日系人かっ土

壊や肥培管理の重要性を認識している人物は，村岡

氏以外いないわけである.このような理由を添えて，

村岡氏に頭を下げてお願いしたことは言うまでも

ない.同博士も，日系人として何かお役に立てれば

-というより， Kentaro sarn (ケンタローサン)の

願いであれば，引き受けるということで了解してく

れたのである.

(2)面白い裏話 r (シャキン ) と

(シャツキン ) J 

次に謝金の話をしたわけであるが，当初，セン

ター側から規定の講師謝金は安いですけどと，恐

る恐る念を押したら，村岡氏は非常にびっくりした

顔をされたのである.筆者は「やっぱり安いんだ

な!Jと思った.後ほど「安いけど， 心配しないで

下さし、」とは言われたが，村岡氏がびっくりされた

のは，額のことで、はなかったのである.筆者の日本

語が悪いということではなく，謝金(シャキン)を

借金(シャツキン)と間違って解釈してしまったの

である.村岡氏も日本語は非常に上手であるが，少

したどたどしさを感じることと，日本の習慣をすべ

て知っているわけではない.たとえば，日本食を事

例にするとおでん」や「カレーライス」という

物は知っていても イ可だったかな?あの食べ物は

... Jといった様子なのである.よって，村岡氏との

日本語の会話は， 一種独特な雰囲気がある.

さて，話を戻すが，村岡氏は人柄が良く，学生か

らも rTakashiJと呼ばれるくらい好感的である.別

途，学費面で苦労している指導学生に対しても，学

費を一部貸しているというか，埋め合わせをしてい

るのである.村岡氏によると，学生を信じてお金を

貸すそうであるが，その言葉「シャツキンJという

日本語は理解していたのである.ところがシヤ

キンJは初めて聞く日本語だ、ったのである.筆者も

「、ンャッキンJと聞いて， rなるほど!確かにニュ

アンスが似ている」と初めて感じたことを今でもよ

く覚えている.一つの大発見というか，面白い裏話

である.もちろんシャツキンj ではなく「オレ

イ ・カンシャJであることはきちんと告げた.

6. 村岡氏による講演会の実施

および筆者なりの感想

(1)ポルトガル語ならびに和文によ

るパンフレッドを通じた案内通知

JATAK関係者ならびに村岡氏の了解が得られた

後に実施することは，もちろん，移住者への案内で

ある.移住者の中で一世に関しては，日本語でも良

いが，若手の二世が参加することも懸念して，ポル

トガノレ語による案内も同時に作成した.とりあえず，

村岡氏による講演内容のプランをお願いし，それが

メールで、添付されたものを，筆者が和文翻訳したわ

けである.図 lにポルトガノレ語による案内(村岡氏

によるオリジナル)および図 2に筆者による和文翻

訳パンフレッドの内容を示す.なお，パンフレッド

における冒頭のあいさつは，センタ一関係者と協議



富田: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 [3) 1307 

Conferencia “Ferti 1 idade do 8010" ， por Prof. Dr. Takashi Muraoka 

Data : 09 de maio de 2003 

Loca1 Instituto de Pesquisas T岳cnicase Difusdes Agropecuarias da ]ATAK 

Convidamos Dr. Takashi Muraoka， do CENA (Centro de Energia Nuc1ear na Agricu1tura) da Universidade de Sao 

Pau10， Piracicaba， para a rea1izacao da conferencia sobre fertilidade do s010 basico， tendo como finalidade， 

exposicao sobre as caracterlsticas do s010 da regiao， em especia1 de Guatapara， para 0 seu me1hor aprovei tamento 

na agrlcu1tura 

PROGRAMACAO 

9:00--9:50 0 s010 

(1) Composicao do S010 

(2) Reacao do S010 

(3) Qulmica d~ S010 

(4) Materia Organica e Bi010gia do S010 

10・00--10:50 A1imentos das P1antas 

(1) Estudos da Nutricao de P1antas. Hist6rico 

(2) Essencialidades dos Nutrientes para as P1antas 

(3) Macro e Micronutrientes 

(4) Func白esdos Nutrientes na P1anta 

(5) Outros e1ementos 

11:00--11:50 Ferti1idade do S010 e de Vegetais 

(1) 0 S010 como fornecedor de Nutrientes 

(2) Ferti1izantes : Tipos de Fertilizantes 

(3) Adubos Verdes 

(4) Compostagem 

12:00--1:00 A1moco servido no 10ca1 

1:00--1:50 Ana1ises de S010s e de Vegetais 

~1) Deficiencias (e Excessos) Nutricionais. 

Diagn6sticos 

(2) Fina1idade e Metodos de Ana1ises de S010s e de 

Vegetais 

2:00--2:50 Factores que afetam a Productividade 

(1) Factores 

(2) Adubacao・ Quando，Quanto， Como e 0 que aplicar 

(3) Recomendacdes de Adubacao 

3:00--4:30 Duvidas e Sugestoes 

5:00-- Reuniao de contato 

図 l ポルトガル語による土壌肥料講演案内

して文章をまとめ，ポルトガノレ語翻訳はセンター秘

書に依頼した

正直言って，村岡氏の講演内容は，内容的にはか

なり高度(大学農学部卒程度)であると感じた.し

かし，筆者にとっては，赴任当初の移住者に対する

あいさつの中で， r自分たちは 30年以上何かけて，

この地で経験してきた」というのだから，その経験

がどのようなものかお手並み拝見といこうじゃな

いかという強い気持ちがあった.それゆえ，あまり

にもレベルの低い話を持ち込むことは，かえって失

礼である.だから，たとえレベルの高い話で、あって

も，移住者らの弱点や盲点はどこにあるのか?を探

ることも，本講演における筆者の目的でもあったの

である.そう自分に言い聞かせて，村岡氏には「お

願いします.なるべく日本語を使ってくださいと

一?J 
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村岡隆博士の「土壌肥料」に関する講演案内

日時 :5月 9日

場所:]ATAKブラジル農業技術普及交流センター

ピラシカハにあるサンパウロ大学の CENA(Centro Energia Nuclear na Agricultura)に勤務される村岡隆博士をお

招きして，基礎土壌肥料学の講演をしていただくことになりました.本講演の目的は，ブラジノレのサンパウロ州にお

ける土壌特性を充分に理解し，これからのグァタパラ移住地における農業の活性化について考え，役立てていこうと

いうものです ふるってご参加ください なお，昼食はセンターで用意しますー

プログラム

9 : 00~9 : 50 土壊

(1)土壊の構造

(2)土壌の反応

(3)土壊化学

(4)土壌有機物および生物学

10 ・ 00~ 1O : 50 植物の食事

(1)摘物栄養学の研究の歴史的背景

(2)植物にとっての養分の必要性

(3) 多量および微量要素

(4)植物における養分の機能

(5) その他の元素

II : 00~ 1l :50 土壌の肥沃性および作物生育

(1)養分の供給者としての土壌

(2)肥料 :肥料のタイプ

(3)緑肥

(4)堆肥(コンポスト)

12 ・ 00~1 : 00 昼食

1: 00~1 ・ 50 土壌および植物体の分析

(1)養分の欠乏症(および過剰症)

(2) 土壌および植物体の分析の目的と方法

2 ・ 00~2 : 50 生産性に及ぼす要因

(1)要因

(2)施肥 いつ、どのくらい、どのように、そして施

肥をするということ

(3)施肥の奨励

3:00~4:30 質疑応答

5:00~ 懇親会

図 2 和文による土壌肥料講演案内

(2)村岡氏による講演 会の実施

2003年 5月 8日，センターに村岡氏を招待し，翌

9日に，移住者を招待する形で基礎土壌肥料学に関

する講演を実施した . そのときの様子を写真 1~写

真 5に示す.

最後の写真5のResina法で、扱うイオン交換樹脂の

見本を示し， Mehlich No. 1とResina法の歴史的背

景の説明をしてくれたが，これは，移住者たちに

とっては難解な講義であっただろう .この時点では，

まだ筆者も理解していなかったのだから

(3)講演終了後の感想

5月 9日の講演は無事終了した.お昼はセンター

側でカレーライスを用意したが，村岡氏にとって，

カレーは辛かったら しい.しかし， 参加移住者も含

めれば結構評判が良かったので，センター側スタッ

フとしも嬉しい限りで、あった これを契機に，村岡
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写真 l 筆者(右)による村岡氏(左)の紹介
村岡氏の講演の中で少し話しが難しい箇所に関し
ては，筆者が可能な限りフォローする形で解説し

sた

撮影上原 2003

写真 2 村岡氏の講演を聴いている出席移住者ら
2列目の一番右端が小林利和氏で，筆者は文化交流
などを目的に同氏宅に下宿していた.

撮影上原 2003

氏の研究室を訪問するときは，手土産にカレーの

ノレー(日本製)を持っていくことにしていた.

さて，この講演のことが，グ‘ァタパラ新聞にも記

載されたが，村岡氏の講演内容(ほとんどがポルト

ガル語で、実施)に関しては，基礎土壌肥料学ともい

うべき内容で、はあったものの，筆者の予想通り，ほ

とんどの移住者にとってはレベルの高い話であっ

たように思う .このことは日本にも該当することで

あり，農学研究者と農家(生産者)との問には，そ

れなりの壁がある農学栄えて農業滅EJとし、う

言葉が，昨今，日本では耳にする言葉であるが，研

究者の成果が生産者のフィールドに到達するとい

うことはなかなか難しいことは紛れもない事実で

ある.そのことは筆者も察している.

そこで，写真 1でも示 したよ うに，同博士の講演

中に，土壌肥料関係の専門用語が出たときには，合

間を縫って，筆者は可能な限り，日本語による補足

説明を行い，その内容を充分に理解してもらえるよ

う努めたつもりである.

講演全体の感想、としては，移住者のほとんどは，

村岡氏の顔を見に，センターに赴いたといった感じ

であろう .とても素人には，一度で同博士が講義し

た内容(ポルトガル語がほとんどとなってしまっ

た)を理解できたとは思っていない.反対に， 村岡

氏も教育の対象としているのは，修士や博士取得を

目的とした大学院生であり，博士自身も，直接生産

者に対する経験はないということであった.それゆ

写真 3 普ながらの OHPを使用した村岡氏による
講演光景

撮影・上原 2003

写真 4 村岡氏による迫力ある講演
最初は日本語だったが，次第にポルトガノレ諸になっ
てきた.

撮 影 上 原 2003
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写真 5 Resina法に使用するイオン交換樹脂

撮影上原 2003

え，移住者にとっては「つまらない話Jであったよ

うにも思う .

しかし，前記したように，これが筆者の目的でも

あったのである.移住者がグァタパラの農用地にお

いて農業を実施するにあたって，どの程度，土壌肥

料関係の知識を有しているのか，講演中に出てくる

専門用語の理解程度などによって，全体像が見えて

くるものと推察していたのである.それと同時に，

村岡氏から，ブラジノレの土壌肥料学における現状

(各論的なもの)を理解することも目的の一つで

あった.

(4)村岡氏による 講演開催の別の理由

さらに肝心な事項がある.移住者にとっては，セ

ンターに対する風当たりは強い.当時の JATAK常

務理事に対する恨みや憎しみというか，彼らの頭の

中は複雑な心境である.もちろん，くり返すが，直

接筆者ら研究員には関係ないことであるが，移住者

に対して直接的または間接的な刺激，それに基づく

トラブノレは避けたいという思いは強かった.その中

で，とくに移住者たちの長年にわたった農業経験

(生産や市販方法すべてにわたる)に関しては，た

とえ間違っている箇所を発見したとしても，柔軟な

表現や態度を見つけるなどの慎重な配慮、を考えて

いた.なぜならば，移住して 30年以上の経験と誇

りがあると感じられたからである そこに，多くの

未解決な難聞があるにせよ，移住者らのプライドを

傷つけてはならないという筆者の配慮である.そこ

で，村岡氏の講演を思いついたわけである.同博士

は，センターならびに移住者にとっても「ブラジル

の先生Jとしての存在である.だから，村岡氏のご

指摘であれば，なまじっか日本人の先生よりも，移

住者もそれなりに素直に受け止めるであろうし，文

句をつけることもないであろうと考えていたので

ある.それに，センターの富田健太郎先生は，村岡

氏(ブラジル人)と交流を深めているということで

あれば 日本式ではなくブラジル式で取り組んで、

くれるJと解釈してもらえるかもしれない ここも

一つのねらいだったのである.

とにかく ，本講演は，移住者にとっては骨のある

講演であり，筆者にとっては一つの自己満足で、あっ

たかもしれないが，センターにおける土壌肥料研究

の活動指針を立てるにあたっては，一つの成功で

あったと考えている.

7. 次報では

前置きが長くなったが，次報から，村岡氏の指導

のもと， Resina法の習得も兼ねた移住者の農用地の

分析結果を報じていく .この土壌分析結果を入手し

た後であれば，たとえ自分は 30年以上の経験

がある」 と主張しでも，この結果に基づいたアド、パ

イスであれば文句は言わせないJという強い心

構えは備えていた.とにかく，この土壌分析結果の

獲得以降，筆者はさらなる苦境に追いつめられ，頭

を悩ませる要因へと発展していくのである.来年度

もご期待願いたい.

8 謝 辞

最後に，村岡氏の講演において，写真撮影をこま
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フェルナンド明広氏に感謝の意を表します.また，

センター側スタッフならびに村岡氏には，本稿であ

げた Resina法の習得，ノイパウェルポット幼植物試

験の実施(次報から)，さらには講演実施に関する

暖かいご理解が得られたことにあらためて感謝の

意を表します.
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外国文献抄録

グースペリーの果実にはアシル化アントシアニンが多く含まれている

Jordheim， M.， F. Mage and O.M. Andersen 2007. 

んIthocyaninsin berries of Ribes including gooseberry 

cul ti vars wi th high content of acy lated pigments. 

Journal of Agricultural and Food Chemistry 

55: 5529-5535. 

グースペリーはユキノシタ科スグリ属に属し，中央ヨー

ロッパやスカンジナビ、ア半島で、広く耕音されている植物で

ある近年，アントシアニンの健康機能性が注目されてお

り， 一部のスグリ属の植物はアントシアニン源として利用

されている.本研究は，さまざまなスグリ属の植物の果実

に含まれるアン トシアニンの種類を特定し，その含有量を

測定することで，グースベリーに含まれるアントシアニン

の糊教を調べたものである.

R. alpinU/1J， ゴールデンカラント (R.aureU/1J Purs，幼，

14品種のグースベリー，R. san，♂JIne四ん'I'sh，そしてブ

ラックカラントとグースペリーを交配したジョスタベリー

(jostaberry) 2品種からそれぞれアントシアニンを抽出

し， HP山分析によってアントシアニンの種類とその含有量

を測定した.

その結果，即日によって(1)~ (10)までの色素が検出さ

れた. 14 品種 のグースベリーには cyanidin

3-g1ucoside(3) ， cyanidin 3-rutinoside(4) ， cyanidin 

3-xy loside (7) ， cyanidin 3- 0 - s -(6 " 

E-caffeoylglucopyranoside) (8)， cyanidin 3-0-s一(6"

-E-p-coumaroylglucopyranoside) (10) と peonidin

3-rutinoside(6) ， peonidin 3-g1ucoside(5)が含まれてい

ることがわかった• R. sanguineU/1J Purshには， (3)， (4)， 

delphinidin 3-rutinoside(2) delphinidin 

3-g1ucoside (1)，そして少量の(6)，(7)， (10)が含まれて

いた ゴーノレテーンカラントには， (3)， (4)と，ごく少量の

(1) ， (6)， (7)が含まれ，R. alpinU/1Jには，(3)， (4)と，

ごく少量の(10)が含まれていた. 2種類のジョスタペリー

には主に(1)~ (4)， (8)， (10)が含まれており，これは交配

親であるブラックカラントとグースペリーの鞘数を反映し

たもので、あった.

また ， 今回色素 (9) が cyanidin 3一(6 " 

Z-p-coumaroylglucopyranoside)として同定され，これは

すべてのグースペリーとジョスタベリーに 2%未満ではあ

るが含まれていた

以上の結果より，グースベリーにおいては芳香族有磯酸

が結合したアシノレ化アントシアニンが多く含まれているこ

とがわかった.一方，グースペリーを片親に持つジョスタ

ベリーにおいては，これらの含有量は少なかった.アシル

化アントシアニンは非アシノレ化アントシアニンに比べ安定

性が高い.また，アシノレ化アントシアニンには人の健康を

増進する効果があるという報告もある.現在，グースベリ

ーはブラックカラントやレッドカラン トと比較すると商業

的価値は低く，個人向けの園芸植物として利用されるにと

どまっているが，今後，色素源として，また品種改良用の

植物として利用されるようになるだろう.

(東京大学大朝涜農学生命科学研究科園芸学研究室

加藤彩子)
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