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ラテンアメリカの持続的農業のための土壌肥培管理技術の事例 (16J

パナマのコクレ・ジャノス平原地帯における

持続的稲作生産を目指して(7)

田健太郎*

〔キーワード):土壌(排水良好，中j琵j龍および嘉

湿潤).耕転法(非耕転および寵行

耕転).陸稲，窒素施節水準 (0.

30. 60および 100kgN/ha) 

1. はじめに

本稿では，コスタリカで関係されたラテンアメリ

カ土壌学会の大会で採用された最後のパスター内

容を報告する.新j々 報ならびに前報において，

が参加したパラグアイで開催された国際イネシン

ポジウムに参加したときの同コクレ・ジャノス

i也弁?における|議稲栽培試験の成来を報告した.この

報告内容は，多様な土壌諜境(排水良好， 9=Ji毘i世iお

よび高湿潤)，耕転法(非耕転および'慣行耕転)お

よび窯素1i部fl水準 (0，30， 60および 100kgN/ha) 

という，三郎子による実験計画法に準じた鵠稲栽培

試験の成果であった.つまり，間半原は多様な土壌

環境を有するということである.

もちろん，お気づきの方もおられると思うが， i箆

潤環境下においても中ないしは高滋前!というよう

に多傑性が見られ，湿潤環境別においても|接稲の生

、が観察されたのも事実であった.それゆ

え，筆者は間ジャノス平原地帯において， i段潤環境

内男IJでの控稲の生産性評価を笑施しており，

この内容は前期したコスタリカ

ポスター発表のーっとして受理された.ところが，

本誌においては，この内容を報告する:誌に，先に，

パラグアイで発表した|遊稲栽培試験の成果告と報告

した後に，この成果を報告することが良{乍と湾えた.

なお，本誌で報告する内容のタイトルを日本請に

とパナマのコクレ・ジャノス平原地帯にお

ける土壌の物理および化学的特性を異にする三混

潤土壌環境下での窒素施用水準の相違が路稲の生

ということで，以下，結果を述

べていく.

(株)君主大 (Kentaro Tomita) 

2.実験材料および方法

IDIAPのElCoco実験支所における仕事の一つで

あり，こと壌はインセプティソノレ (fino，mezc¥ado， 

isohipertermico， Aeric Tropaquept) に類別，年平均

1480mm，年平均気淑は 20~350Cで、ある.

試験は 4窒素水準 (0，30， 60および 100kgN/ha) 

における熊稲栽培試験であり，さらに，対象地域は，

コクレ・ジャノスネ原の中でもスコールの後， -fI寺

的に浸水状立さとなる浸水土壌環境を 3ヶ所選んで

(それぞれ，野生クズ自生地，野生ムクーナ自生地

および沼沢野草自生地と記す)， 

についての評価も検討した(二顕子による実験計爾

じ，一区三連とした) 念のため記しておく

と，マメ科植物クズ(Puerariaphaseoloides)もムクー

ナ (lVfllcunaaterrima)も，自生する地帯に多様性が

認められたが，これらの槌物はスコールの後の多少

のj受;J<(こ対しても抵抗性を有することが伺えた.

イネ採用品種は IDIAP145…05で，播穏抵は

113kg/ha (発芽率に応じて調整した)で，播穏法は

全面播穏とした.

施日巴に関しては， リン酸二アンモニウム (Di

Ammonium Phosphate : DAP)安窒素およびリン畿の

元肥として採用し，窒系二施肥 0，30， 60および 100kg

N/ha処球区に対して，播種Il寺 0，30， 30および 30kg

N/haを施隠した.DAPの保証成分は 18-46-0である

ので， 30kg N/haの施肥と河H寺に， 80kg ppsfhaも

方毎日目される.

さらに孫種目および65β後に窒素の追肥を実施

したが，採用肥科は尿素であり，窒素施m:;0， 30， 

60および 100kgN/ha処理区に対して， 3513後に 0，

0， 15および 35kgN/ha，そして，また 60日後にも

それぞれ 0，0， 15および 35kgN/凶追肥した.

なお，窒素 Okg/haである対!被区に関しては，重

過リン酸石炭を採用し， 80kg P2U5元肥として施)J巴

0369-.5247/10/￥500/1論文/JCOPY
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した(これは，前報でも報告したように，米国ノー

スカロライナ産のリン鉱粉末枯渇も含めて，パナマ

を含めた中米諮問でのリン離単隠の市絞が不可能

な事態となり，既存の重過リン酸石灰の節約・有効

利用を考える必要があったための措置である)• 

カリ肥料については，元肥時に，塩加 30kgKzU 

および硫酸苦土カリ 20kgKzU/haを採用し，トータ

ノレ 50kgKzU/haを施月巴した.

病害虫および雑草防除に関しては，向日 Coco支

所の慣行法に準じた.そして，土壌および値物体(矯

積約 50日後のイネ栄養生長期にサンプリング)の

分析に関しては， DlAZ-ROMEU Y HUNTER (1978) 

に準じる方法であり， Divisa土壌研究室に依頼した.

さらに，多様な湿潤環境での陸稲の生産性の紹違

については，臨稲収穫後の乾季において，小型の

パックホーで下層 100cmまでを掘り， 10cm毎の層

の土壌サンフ。ルを探取し，ヒ記土研究窓に土壌分

析な依頼した.そして，これらの分析結果を主成分

分析による解析を実施し，比較検討することとした.

3.結果および考察

(1)播犠および施肥訴の土壌表層の理化学的特性

表 1 i誇種およびJj仮JJ巴前の二1::J)k表層の理化学的特性の分好結果

表uこ箔穏および施肥前の土壌表題の理化学的特

性の分析結果を示す.この結果からも分かるように，

粘土含有率が低く，砂合存率が高い(米国農務省に

よる分類では砂壌土に類男IJ)• 

とくに野生クズ自生地の砂含存率が，他の自生

地よりも高い一方，交換性 Ca含有率は低いという

結果で、あった.これは，土壌の砂含存率が大きく影

し，降荊等により交換性 Caが溶脱しやすいもの

と考えている.また，ここでは鉄の含有量は

194.0mg/Lで、あった.

(2)臨稲の子実収量結果

随 lに窒素水準にTGじた形の土壌別の陸稲の子実

(粉)収量(以下，子実収;量と記す)の動態を示すー

分散分析の結果から，窒素水準ならびに土壌探境)5IJ

において顕著な有意差(1%)が認められた.とく

に，沼沢野草自生地における|援稲収量が他の自生地

よりも高かった.

なお，写真 1~写真 3 において，野生クズ自生地，

野生ムクーナ白金地および沼沢野草自生地問の|議

揺の収穫玄近の生育状況の写真をそれぞれ示すー

(3)播種 50日後のイネ植物体の窒素吸収率

図 2 に窒素水準に応じた形の土壌汚IJの播務約

土壌サンプル 粒形総成 pト! 有効態 交換性 CICE 有機物 微量フじ楽

表層 砂 シノレト粘土 トIzO P K Ca I Mg Al 江!ln Fe Zn Cu 

(0-15cm) 1; 1 (mg/し) cmolノk日 (%) (mg/U 

野生クズ自生地 82.0 11.3 6.7 4.9 1.3 44.3 3.8 1.80 0.1 5.7 1.90 102.0 194.0 2.0 2.0 

野生ムクーナ自主主i也 71.8 12.0 16.3 5.4 3.5 18.5 6.3 1.18 0.1 7.6 1.61 '18.3 32.9 1.1 1.6 

i百沢野草庭生地 67.8 16.0 16.3 5.4 3.3 20.0 6.0 0.99 0.1 7.1 1.59 63.3 68.5 1.3 1.6 

PS:;J立径組成の測定はBouyoucos法， pHは蒸留水:土壌口1:1，有効態PおよびK'土M巴hlichNO.1 (0.05M HCI十 0.0125M

H2So.t) ，交換性Ca，MgおよびAlは1MKClによる交換抽出そして有機物はWalkley-Black改慈法に準じている.なお， CIC忍

とは有効交換域主主容琵;(Capacidadde Intercambio Cationico Efectiva)の路で、あり，交換性Ca十Mg十AI伎である.
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Mn含有量の結果を示す.分散分析の結果から，土

壌処理区別に顕著な有意差(1%)が認められた.

また，国 4に播種約 50日後のイネ槌物体の Mn吸

収量結果を示すが，鴎 3と河機，顕著な有意差(1%)

が認められた.とくに，野生クズ自主i三地の土壌では，

Mn含有量が高かったことも間二せて，イネ他物体の

Mn吸収量も高かった.そのことが，沼沢野草櫛物

自生地の土嬢での控稲の子実収量と比較して，野生

クズ自生地のi注稲の子実収益に影響を及ぼしたも

のと推察している.

(5)微量元素 Feに関する報告

国5に播穏約 50日後の土壊環境別の Fe

結果を示すが，分散分析の結果から，土壌環境別に

1%による有志:差が認められた.野生クズl当生地の

Fe含有量が一番高く， 215， lmg/上で、あった.他方，

図 6に議穣約 50日後のイネ純物体のお吸収益;の結

果を示すが，今は土壌環境別において 5%による

有意差が認められた.ここで興味深いことは，野生

ムクーナ自生地の土壌の Fe含有最が 100.2mg/しで

野生ムクーナ白金地における陸稲の生育状
況

写真 2野生クズ自生地における陸稲の生脊状況4写真 l

i召沢野球自生地における!海稲の1:1::脊状況

50β後のイネ植物体の窒素吸収不の動態を示す.分

散分析の結果から，国 iと同様に，窒楽ならびにこと

庭環境別において 1%による顕著な有意設が認めら

れた.これらの結果から，土壌やの粘土ならびにシ

ルトの高含有率が， I議稲の子実収設ならびに窒素吸

収率に大きな影響を及ぼしたものと考えている.

(4)微量元素 Mnに関する報告

図 3に土壌環境別の播種約 50 日後の
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主成分分析による第二主成分のj古来

(6) 主成分分析による解析結果

さらに，これら 3つの湿潤土壌の分析結果を月1し、

て，主成分分析による解析を実施したので，以下に

検討して結果を述べていく.

|認 7に第一主成分の結果を示すが， m:~稲の根の侵

入領域は下宿から 100cmまでも到達しないので，こ

こでの解析は 40cmまでとした.つまり，土壊の化

学的特性についての情報となった.さらに，図 8に

代に主成分の結果を示すが，これはこヒ壊の物理学的

特性に関する知見であると解釈した.そのため， 1ご

層 100cmまでの結果を用いて解析を実施すること

iま18主成分分析による第…主成分の結果

あったのに対して(図 5)，イネ続物体の Fe吸収 ijt

が他の自生iむよりも高く， 840mg/kgであった.こ

れは， I盗稲栽培期院中に土壌中の Feの溶解が促進

されたことによるのかもしれない.それゆえ，ス

コール後のしばらくの期間(約 l議潤程度)は水111

に近い状態になるため(写真で見る限り，水田状態

での稲作試験のようにも見え，実際，筆者の友人が

写真を見て立派な7l<回で、すねJと答えた事例が

あった)，沼沢野生自生地の土壊と比較しても，イ

ネ生理病の一つで、あるブロンジング、が生じる危険

性が懸念されよう

1Z17 
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とした.

これらの結果より，第一主成分のプラス伎はシル

ト質かっ高塩基含有量，反対にマイナス値は Alや

Fe含有震を示しており，野生クズ自生地，野生ム

クーナ自生地および沼沢野蕊鼠生地の主成分得点

は，それぞ?れ-0.908，一0.485および1.393となった.

つまり，土壌下麗 40cmまでの領域において，相対

的に，沼沢野主主自生地は他の自生地よりも

らびに高 P含有最であり，窒素の施肥水準に応じて，

高子実収量が得られたものと推察している.

次{こ，第二主成分では，プラス{誌は砂質，マイナ

スf邸玄粘土質を示しており，野生クズ自生地，野生

ムクーナ自生地および沼沢野草自生地の主成分得

それぞ、れ O.306， 1. 349および-1.043となっ

た.この結果より，沼沢野草自生地は，他の自生地

と比較して粘土質土壌であり，先の塩基保有量も合

めて， されたと考えている.

このように，パナマのコクレ・ジャノス平原には，

といっても，多様な特性が観察されている.

それゆえ，土撲の物理学的および化学的特性を考訟

に入れて， I港稲栽培土壌の適切な肥沃性改良が要求

される.

5 次報では

次報から，ラテンアメリカ土壌学会大会において，

仁l頭発表された他の代表的な研究者による成果を

していこうと思う.このお的は，ラテ

における農牧協力の漉正技術の模

索・確立な目指すに当たって，現地スタップ側の立

場で考えた;場合，相手側の研究ニーズ、はがIで、あるか

ることにある.もちろん，土壌肥料と称しで

も，ベドロジー的な研究，土壌分類，土壌化学，土

壌微生物，楠物栄養等，多11皮の専門領域に分かれる

ので，とりあえず，野外科学的な視点からの土壌肥

培管理と作物生産またはそれに関連する領j或

ることとしたい.なぜならば，そのセクションに筆

者が参加し，前十世でも示した口頭発表内容を発表し

たからである

さらに，コクレ・ジャノス王手原地帯においては，

i設稲やアグロフォレストリー試験(睦稲試験の一

環)のみならず，天水ならびに地下水依存による71<.

m稲作試験も実施してきた.この内容については，

後ほど機会を見て，本誌において報告する考えでい

る(お楽しみに!). 

補講編:I ¥.ナマとブラジルの土壌における

山中式硬度計による土壌の物理学的特性の比較

1.はじめに

補講縞として，コクレ・ジャノス平原地帯の土壌

の物理学的特性の劣悪農を他国の土壌を用いた形

で検討した結巣を，本誌にけ指針話」として設けて

記述してみたい.

かつて本誌において報告してきたが，筆者は 20例

年にブラジルのオキシソル(JATAKI属託研究員とし

て)， 2009年にパナマのめIAPのElCoco支所に配

属となったときに (JICAシニア海外ボランティア

として)，別件として山中式硬度計による土壌物理

性の野外調査も実施している.パナマのコクレ・

ジャノス平原地帯の土壌はインセプティソルに類

別されるが，以前(l992~何年，何年~2002 年ま

で、は断続的に!)取り組んできた Calabacito実験闘

場のアルティソルと河様，物混学的特性は非常に劣

悪な状態であるといえる.この野外調査の結果から，

パナマの土壌の劣悪度が想定で、きると考えている.

2.パナマとブラジルの土壌の理化学的特性の違い

結論からいうと，ブラジルのオキシソルはパナマ

のアルティソル(伊U: Calabacito実験翻;場)やイン

セプティソノレ(例 目 Coco実験問場)よりも扱い

やすい土壌であることがお分かりいただけたと思

う.アルティソルとオキシソ/レは強能性かっ化学的

特性は不良であることは共通事項であるが，物理性

については，後者は悪く前当者が良好であることは繰

り返し記してきた.それでは、偶者の劣悪の程度は

どのように異なるのかりという疑問が生じるであ

ろう.そこで，実際，アルティソルで、はないが，パ

ナマのインセブティソルとブラジルのオキシソル

において，野外での物理?生調査を実絡したので，そ

の結来こを述べる.

なお，パナマのアルティソルとインセプティソル

については，化学的特性については，前者は後者よ

りも劣惑であり，交換性Al含有量も約 35倍の違い

がある(前者は 3.5cmoVkg、後者は O.lcmoVkg) . 

しかし，物理性については，前者は高粘土含有率，

後者は高砂含存率とし、う粒径組成に違いは認めら
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パナマのインセブティソル(コクレ・ジャ
ノス平原)の土壌断磁調査光景
保影:寝間 (2009). 

写真 5
ブラジルでのオキシソル LATOSSOLO
VERMEHLO (Latossolo Vermelho Escuro) 
土壌街頭総資光公
アルファベット大丈宇はブ守ラジノレの新分
類法.小文字のカッコ内は!日分類法.
撮影:援団 (200，1). 

ブ、ラジノレの赤色ラトソル(下熔0-20cm)

写真生

パナマのコクレ・ジャノス平原(下層0-50cm)
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パナマのε1Cocoのインセプティソルでの111qJ式
綬度計による指数 (mm) とj二漆水分の関係、

9.3.1 

(%) 

8.88 3.27 

l辺10

9.76 

(%) 

ブラジルの GuataparaのオキシソノレでのILiや式校♂
皮百十による指数 (mm) と土水分の関係

3.29 

凶 9

ス平除、)における関係を示す.なお，これらの測定

は共に乾季に笑絡したことな付記しておく.なぜな

らば，雨季はスコールによって充分な水分が土壌に

供給されるため，硬度言1-による値は 10mm前後とな

るからである(両国の同一際場で調査済み).つま

り，両国場とも雨季は農業生産が実漉できるのだか

ら，ここでは罰本の硬度計による指数は問題字見して

いない.

さて，肝心な乾季での結果であるが，

水分に応じて硬度言十の指数が変化していることが

分かる.つまり， 9%程度の水分状態では 3%と比較

して土壊は柔らかくなっていることが分かる.つま

り，匝粒構造が形成されやすく，その構造内に有効

水を含むことのできる土壌特性ということがいえ

よう.

れるが，椴密で作物根が浸透しにくいという面では

阿者陪に大差はなく，とくに乾季は前零よりもさら

に硬くなり，農業生産を拒むものとなってしまう

(牧草類や野草のみが繁茂).後ほど，ヌド誌後半で

再出の雨季と乾季の写真を用いて解説する.

3. 山中式穫度計による土壌の物理学的特性の比較

2004年 8月にブラジル，サンパウロチ1'1の

Guataparaで， 2009年 2月にノfナマの ElCocoで土

壌の能IT面調査(深さ 1mまで)さと実施した.そのと

きの光景を写真4および写真 5にそれぞ、れ示す.

関 9にブラジルの Guataparaのオキシソル(ブラ

ジル新分類法で、辻赤色ラトソノレ)での山中式硬度計

による指数 (mm) と土壊水分の関係，図 10にパナ

マの ElCocoのインセプティソノレ(コクレ・ジャノ
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写真 6 ブラジルの Guataparaのオキシソルにおけ
る隠さ手作トウモロコシ栽熔光景
綴彩:渡辺 (2004)

写真 8 ブラジルの Guataparaのオキシソルにおけ
るセンターピ~ットによる滋7l(光公
係彩:富i王1(2004). 

4. ブラジルの Guataparaおよびパナマの ElCoco 

(コクレ・ジャノス平諒)における高黍と乾季

(1)ブラジルの Guataparaにおける雨季と乾季

筆者が体験した問閣のm季と乾季における土地

利用について簡易的に記述したいと思う.先の補講

編で記した弼土壌の物理学的特性の違い，とくに水

分合有率と山中式硬度言iーによる指数との関係につ

いて説明したが，事実，ブラジノレのオキシソルでは

どのような農業が実践できるのかつ結論は，隠さ字は

トウモロコシやダイズ等の畑作物の栽培が実施で

きることは当然である(写真 6).乾季においてスプ

リンクラーやセンターピボットによる大型滋概シ

ステムの導入によって，ニンニクやソルガムの栽培

が可能である(写真 7・8).

(2)パナマのお Coco(コクレ・ジャノス平原)に

おける関黍と乾季

写真 7 ブラジルの Guataparaのオキシソルにおけ
るスブジンクラーによる乾季作ニンニク
殺t音光景
撮影:富国 (2004). 

反対に，パナマの土壌は主な粘土鉱物としてカオ

リナイトが含有されており，水を含むことのない粘

土鉱物の典型である.コクレ・ジェノス平原地幣の

インセプティソルにはい 1型のハロイサイトも含

有されており(JDlAPの Ing.MSc. Benjamin Name 

の私{きも含む)，向じ 1: 1型のカオリナイトと異な

り，粘土鉱物の層間に水分子を含み、膨概する特性

を有している.このことが，多様な湿潤環境を有す

る由縁ではないかと推察している.

いずれにしても，土壌水分の変化によっても硬度

計の指数は変わらず，しかも 9%程度の水分で、は，

Guataparaのオキシソノレは指数として 20削 u(支持力

強度としては 6.29kg/cmりであったのに対して，

パナマのインセプティソルは 33.5mm(支持力強度

としては 99.70kg/cm2) で、あった.つまり，水分含

有率が変わっても，土壌fl更度に変化がないというこ

とであるが，このような土壌物理性条件下での雨季

と乾季の土地利用を写真で解説しよう.このことが，

パナマのコクレ・ジャノスエJZ原の土壊の劣悪度の高

さを示すーっであり，ブラジルのこと壌よりも改良が

難しいという理由のーっとして考えている.

9が雨季の天水依存による控稲作，写真 10

が間じく隈季のアグロフオレストリー(マメ科樹種

アカシア (Acaciamangium)を肥料林水として活用-

アレークロッピング法の一つ)である.これらの成

条は，本誌 2月号ならびに 3月号において既に報告

してきた事項であるが，前季は強いスコーノレに依存

する形で粗放な陸稲栽培を実施することができる.

もちろん，天7J<.依存環境下で、あるため，生産に関し
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写真9 パナマの ElCocoの雨季作総揺栽培試験の
光景
擬彩:iii I沼 (2007)

写真 11 パナ?の巳ICocoの乾季における粗放な
牧畜光景

保影:富伺 (2009). 

ては不安定要因であり， b月号や 6月号，それに本

稿前半で記したように，可能な限り湿潤地誌:を選択

して栽培することが望ましい.もちろん，湿潤地帯

においても多様性があることは本誌で報じたので，

土壌分析や断問調査結果と並行しながら，土壌環境

に応じた肥培管理が必要になることはいうまでも

ない.

最後に， El Cocoの乾季の光景ーをど示すが，土擦が

硬くなり，通常，作物や改良牧草類の栽培を実施す

ることはできず，粗放な放牧を実施するしかないと

いえる(写真 11) 把育牛は，雨季に栽培された陸

稲の残波を食するのが普通で，この写真も， 5月

および6月号で結介した陸稲栽培嗣場に家憲が来て，

しているところで、ある.

(3)パナマでの土壌肥培智理技術と作物生産は他

置でも応用可

話が少し逸れるが， このようにブラジルや

等:災 10 パナマの EICocoの隠さ手アグロブオレス
トリー下での陸稲殺上自試験の光景
撮影:iii Ef:l (2008). 

パナマで、の経験の他，パラグアイやアフリカのケニ

アでも栽培経験を有しており，ケニアでは土壌市~まま

も実施している(以前， 2003年頃，本誌においてケ

ニアの実情をF紹介した).それゆえ、ケニアでの野

菜類栽培試験経験，パラグアイでの作物，野菜類お

よび牧草類の栽培試験経験も含めて，パナマの超劣

悪な環境での経験(Calabacito 地区のアノレディソル

ならびに五1Coco地症のインセブティソノレ)が，ブ

ラジノレや他の中南米諸国をはじめ，サハラ以南のア

フリカ諸国も含めて，他国の比較的物理性が良好な

能性土壌地帯で、も応用できるl:I:lifゑなのである.この

ことは，筆者のみの考えではなく，米国の Pro五Dr.

Pedro A. Sanchez (筆者が 1999年に JICA短期専門

として赴f壬していた頃，陪博士{玄関捺アグロフォ

レストリー研究センター[ICRAF] の所長であり，

出会したこともあった)は，かつてのコロンビアや

ブラジルでの経験を元に，ある文献において報じて

いる事項であることを付記しておく.なお， ICRAF 

は現在では世界アグロフオレストリー研究セン

ターと名称を変えている.
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