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ラテンアメりカの持続的農業のための土壌肥培管理技術の事例(15J

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 (6-2)

田健太郎*

〔キーワードJ:土壌(排水良好，中湿潤および高

混潤)，耕話法(非耕詰および境行

雑転)，陸稲，窒素施用水準 (0，

30， 60および 100kgN/ha) 

1.はじめに

ヌド稿は，前報に引き続き，番外編の PartIIであ

る。パラグアイのイタプア県(Itap白a)Comel Bogado 

市で開催された由捺イネシンポジウムの概況につ

いては，前報で詳細に説暁したので本稿では省く

(国立イタブQア大学が当番であった)

タイトルは，土壌環境(排水良好，中j毘泣iおよび

高iilll群])，耕転法(非耕転および慣行耕転)および

窒素施用水準 (0，30， 60および 100kgN/ha) とい

う，三間子による実験計爵法に準じた践稲栽埼試験

の成果であり， 30分にわたって報告した内容の後半

部分，写真による生育状況も含めて，播積 501=1後

のイネ植物体の化学分析の結果について紹介する.

なお，次の 2.の実験材料および方法については，

前報と重複するが，念のため記しておく.

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，土壌はインセプティソル (fino，mezclado， 

isohipertermico， Aeric Tropaquept) に類別，年IJZ:T.勾

降水量;は 1480mm，年平均気温は 20~350Cである.

試験の概要はp 土壌環境(排水良好p 中波鵠およ

び高湿潤)，耕転法(非拶|転および'1箆行耕転)およ

び窒楽施用水準 (0，30， 60および 100kgN/ha) と

いう三因子(多因子)による分散分析法に準じた試

験区画である(一区西連とした). 

イネ採用品種は IDIAP145-05であり，揺穏量は

113kg/ha (発芽ネに応じて諦整した)であり，播種

法は全面矯穏とした.そして，播穣および施J1E前に，

それぞれの土壌環境において，土壌物理学的特性の

単(校c)~大 (Kentaro Tomital 

調査として，仮比重および凌透速度を測定した.

施肥に関しては， リン酸二アンモニウム (Di

Ammonium Phosphate : DAP) を窒素およびリン酸

の元J1Eとして採用し，窒楽施Il巴 0，30， 60および

100kg N/ha処理区に対して， 0， 30， 30および 30kg

N/haを施犯した.DAPの保証成分は 18-46-0である

ので， 30kg N/haの施胞と同時に， 80kg pp/haも

施肥される.

さらに播種35および筋肉後に窒素の追Jj思を実施

したが，採用肥料は尿素であり，窓素施肥 0，30， 

30および100kgN/ha処組区に対して，訪日後に 0，

0，日および 35kgN/ha， 60日後にもそれぞれ 0，0，

15および 35kgN/ha追把した.

なお，窒素 Okg/haである対照区に関しては，

過リン酸石灰を採用し， 80kg PP5元Jj巴として施隠

した(これは，前報でも報告したように，米国ノー

スカロライナ践のリン鉱粉末枯渇も含めて，パナマ

を含めた中米諸屈でのリン酸単肥の市販が不可能

な事態、となり，既存の重過リン鍛石灰の節約・有効

利用を考える必姿があったための措誼である). 

カリ肥料については，元JjEfl寺に，塩加 30kgKp 

および硫駿苦土カリ 20kgK20/加を採用し，トータ

ノレ 50kgKp/haを施隠した.

最後に，病害虫および雑経防除に関しては，伺

怠1Coco支見rrの'i良行法に準じた.そして，土壌およ

び楠物体(播種約 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， DIAZ-ROMEU y 

HUNTER (1978)に準じる方法であり， Divisa土壌

研究室に依頼した.

3.結果および考察

1)播種約 50日後のイネ縞物体の窒素吸収率の結果

分散分析の結果から，土壌環境および耕転法に

1%，窒素水準に 5%による有意主主が認められた.図

1，図 2および関 3{こ，排水良好土壌，中湿潤およ

0369-5247/1O/Y500/1 ;論文/JCOPY



619 

3.0 

7i¥ 111 :ラテンアメリカの持続的役業のためのこと上部巴終結f理技術の事例[15]

2.0 rI1!ill'，if'tJ 

戸く〉翠払¥¥←-/
トザ-------ヰ

b 

土全 2.5 
Zご、

忌ャ
出(

でデポ 2.0 
勺ャ 、J

「川

♀:S 1.5 
樹立

三三1.0
μっ

sg0.5 
桜主
4々「ー

一世…非主!t転

一鐙ー慣行拶1:転

ハUハ
U

o 30 60 100 

窓議f必E巴水準 (kgi¥/ha) 

図 1排水良好土壌における緋転法5JIJのさ道楽施用水準;こ
応じたJ喬積約 50日後のイネ織物体の窒素吸収率
の動態

2.5 

ふ〆b手、
2.0 

制特三主 さfご 1.5 

Yb 4〉lや〈

縦2 割2E l 0 

創刊6時己ぱ句竜4〉つ-叫2 
0.5 

γ 干すラゴ

一合一手Iqn*云
一層ー慣行111松

ハUハU

o 30 60 100 

窒素施肥水準(kgi¥/ha) 

aI 3 ~占îì!il\潤ニi二嬢における *;1 松法5jlJのさ室楽施期オ(~lj二に)之、
じた主主稔約 50問後のイネ植物体のき芝素吸収不の
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び高湿潤土i議'sIJにおける耕転法別の窓楽施TlJ水準

に芯じた播種約 50臼後のイネ植物体の窒素吸収率

の動態を示す.とくに，湿諮土壊環境下では，

施用水準に応じたイネ織物体の窒素吸収率が増大

する傾向が観察された.これは，スコール後の高波

潤環境下によって，播種持の窒素元JJEおよび播種目

日後の追肥がイネ縞物体に有効的に活用されたも

のと推察している.

図4¥こ前記土壌汚IJの窒素施用水準に志じた播種約

50 IJ後のイネ植物体の窒素吸収率の比較を示す.排

水良好土壌ならびに高滋澗環境下での窒素吸収率

はほぼ同等であった.これは，排水良好土壌で、は，

高砂含有率によって急、速に抱月記窒素がイネ縞物体

に利用されたことの{也高湿潤土壌では，高粘土含

有率および空気中の窒素を固定する

も含めた高湿潤環境が窒素の有効利用に貢献した
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隠I4 土壌環境目IJの室奈Jj包潟水宣告に!ふじた;郡金約 501ヨ
後のイネ鈍物体の窓おl没収ネの比較

ものと推測している.

他jj，仁二J波jfltJ環境下での窒素吸収率は，相対的に

排水良好および高湿潤ごと壊よりも最低という結巣

で、あった.これは，土壌の高仮比重f症によって，窒

素の効率的な手Ij)子jを阻害したのではなし功、と推測

している

2)播種約 50B後のイネ植物体のリン吸収率の結果

分散分析の結果から，土壊環境，耕転法および窒

素水準に 1%による有意援が認められた.l翠5，~16 

および図 7に，排水良好土壌，中湿潤および高i，r[i'al封

土壌別における耕転法別の窓楽施用水準に応じた

播積約 50日後のイネ植物体のリン吸収率の動態を

示す.とくに，高湿潤土壌環境下での非耕訟法を除

いて，窒素施用水準に応じたイネ植物体のリン吸収

率の増大する額向が観察された.これは，スコール

後の高湿誇環境下によって，播種時の窒系二元日巴およ
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後のイネ織物体のリン吸収率の比較

た.これは，湿潤状態での非耕転法は，酸素を遮訴

することが考えられるので，還元状態が維持され，

リンの吸収率も慣行耕転法よりも高かったものと

推察している.

び播種目日後の追犯がイネ植物体に有効的に活用

されたものと推察している.

図8(こ前記土壌別の窒素施沼水準に応じた播穏約

50日後のイネ植物体のリン吸収率の比較を示す.清i

湿鶴土壌では，窒素施用水準にJ，芯じて，相対的lこ，

リンl没収率が治大し， {むの土壌処理区よりも高いと

いう結果であった.そして，続いて中湿潤土壌とい

う結果で、あった.これは，還元反応を考慮に入れた

スコール後の高湿潤環境および化学窒素施肥との

相乗効果によって，イネ植物体のりン吸収率が増大

したものと考えている.

さらに，隈 9に前記土壊環境月IJでの耕転法関にお

ける揺穏約 50日後のイネ植物体のリン吸収率の比

較さと示す.全土壌処理|乏において，非耕転法のりン

吸収率が慣行耕転法よりも高いという結果であり，

中湿潤ならびに高湿潤で、のリン吸収率がほぼ陪じ

値であり，それぞれ O.270および 0.272(%)であっ

排水良好

殴9
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土壊処理区7:J11における耕転法7:JIJの揺機約 50F-l 

後のイネ織物体のマンガン吸収率の比較

CTila.潤排水良好

。
図 11

高j塁潟

土:tPJ処;理1Kl:J11におけるま，~伝法活JJの採怒約 50 臼
後のイネ植物体のマグネシウム吸収率の比絞

仁村.¥]J.if場排水良好

。O

芸名は'1員行耕転法よりち高いとしづ結果であり，これ

は，横行耕転法による栽iff土壌の希釈効果が生じた

ものと推察している.

ヰ)播種約 50臼後のイネ様物体のマンガン吸収量の

結果

図 ll(こ前記土壌処理区別における耕転法別の播

穣約 50日後のイネ被物体のマンガン吸収量の比較

を示す.分散分析の結果から，うものマグネシウムと

同様，土壌環境および耕転法に 1%による

認められた.

高湿潤土壌における慣行耕転法のマンガン吸収

{mの土壌処理区よりも高いという結楽であっ

た.相対的に，慣行耕転法でのマンガン吸収量が非

耕転法よりも高いということが向鴎からも分かる.

これは，接種および脆肥前の土壌中の高 Mn

も考患に入れて(表 1参照)，播種前の慣行耕転に

よって，高湿潤土壌での Mnの有効度がi盟大し，イ

ネ植物体によるこれの吸収が促進されたものと考

えている.

5)播種約 50B後のイネ植物体の鉄吸収量の結巣

図 12に前記土壌処理区別における緋転法別の諸

種約50S後のイネ植物体の鉄吸収量の比較を示す.

分散分析の結果から，先のマンガンと同様，

境および耕転法に 1%による有意差が認められた.

イネ織物体のマンガン吸収量のケースと間諜に，高

j湿j湾土壌における慣行耕転法の鉄の吸収量が， {I也の

土壌処理区よりも高いという結果で、あった.これは，

前記土壌処理誌において，播穏前の慣行耕転によっ

て，とくに土壌中の水溶性(または可溶性の) Fe 

の有効度が増大し，イネ植物体によるこれの吸収が

他方，排水良好土壌で、の値は， 1mの処理区と比較し

て最低であったことは当黙として，とくに，耕転に

よって，施肥リン畿のjj!i]定が容易に進行することが

考えられよう.これは，土壌中の Feおよび Alとの

よび/または結合現象である.つまり，排水

良好土壌で、は， リン般胞月巴後，土壌の高 Feや Al高

よって，イネのリン吸収率が阻害されたも

のと考えられる.そのため，排水良好土壌で、は，図

5における結果と併せて，播種 50臼後のイネリン級

奴率は，慣行耕転法の値が非耕転法よりも低かった

ので，施)J肥リン酸の希釈なり屈定が顕著で、あったも

のと推察している.

他方，中および高波潤土壌では， 子実収支どの場合

は，非耕転法よりも憤打耕転法が高いとしづ結果で

あったのに対して(前報の区)4および図 5参照)， 

慣行耕転法におけるリン吸収率は，非*M云法よりも

低いという結来であった.これは収量の増大傾向か

ら考惑して，イネ植物体によるリン吸収率の希釈効

果が生じたものと考えている.

3)撞寝約 50B後のイネ植物体のマグネシウム吸収

率の結果

|翠 10(こ前記土壌処理B:汚IJにおける耕話法男IJの播

種約 50S後のイネ横物体のマグネシウム吸収率の

比較をど示す.分散分析の結果から，土壌環境および

耕転法に 1%による有意差が認、められた.実際 cド

波打王!土壌でのマグネシウム吸収率が，耕転法を考慮、

しない形で、あっても，他の土壌処理区よりも高いと

いう結果で、あった.しかし，実際問題，高湿潤土壌

での子実収量が最高という結果で、あった.他方，全

土壌処理区において，非耕転法のマグネシウム吸収

1'2110 
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500 

100 

であった)は，排水良好地帯で、の陵稲栽倍において

高収盈を期待するニとは不可能であろう(水分スト

レスに陥る危険性あり)• 

的方， ih主潤土壌で、は，相対的に仮比重が高いので，

慣行耕転を実施することが妥当である.そして，最

終的に，パナマのコクレ・ジャノス平原における臨

稲栽培にとっては，窒素の最i滋および経済的施用量;

の視点から 60-100kgN/haが要求されると結論付け

た.

一般的に，コクレ・ジャノス平原のこと壌は高 Mn

および Fe含有設を有するとして知られている.イ

ネ栽培にとって，これらの問題を解決させるための

戦略が要求されている.その幾例として，カリ肥料

の分施による肥培管理および/またはこれら

に対してfffi;付金を有するイネ品種を選択することが

考えられよう.

いずれにしても，パナマで、はコメが主食であるの

で， I準稲の増収のための不良土壌に対する合理的な

JJE培管理の実施辻重要で、ある.
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土壌処政;むJIJにおける終伝法話IJの播滋約 50日

後のイネ織物体の主主吸収率の比絞

仁!:Jiillli間排水良好

。
関 12

引き続き，パナマのコクレ・ジャノス平}京

地帯における本|海稲栽培試験において，代表的な写

、くつかを紹介する(写真 l~写真 7).

臨菰栽培試験の写真紹介5 

促進されたものと考えており，排水良好，中および

高湿潤土壌で、の鉄吸収設は，それぞれ 413，321お

よび 428 (mg/kg) で、あった.とくに，排水良好お

よび高湿潤での値はともに約 400 (mg/kg) であっ

た.なお，排水良好地帯で、の鉄吸収量の士院大は，一

時的なスプリンクラーによる潜水によって，

!留が水たまりとなり，駿イヒ鉄の還元化による Feの

有効度が上回大したのではないか，または水溶性か可

溶性の Feが多かったのかと推察しているが，あま

り説得力のある考察ではない.

6. 閤i襟イネシンポジウムの

大会発表における表彰式

結論4. 

1)大会発表者はイタプア大学農学部長から表彰を

受けた

口頭発表を実施したのは 29日，

これらの得られた結果から，年間における

の変動を考臨した形で，主役11型地帯における土地の有

効利用という視点からも陸稲栽培を奨励したい.と

くに，年平均降水量よりも下回る鋒水量の時期

(2007年度は約 1900mm，2008年度は約 1500l11m その翌日

i浸郊栽倍試験の光公 (2009年 11月 12臼)

撮影:E言問 (2009)
写真 2I~怠ffÌÍ ~X J:ß:試験の光j;ど (2009 f手11月 11日)

撮影:富田 (2009)
写真 I
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写真 3 総稲殺土台試験の光景 (2009年 11Jl 25 rヨ)
長l~~彩: i話;校1(2009) 

~;:Èミ 5 除稲栽lff試験の光栄 (2009年 12JJ 11 13) 
採彩:百日I(2009) 

写真 7 1;;説副主総試験の光公 (2009年 12Jl 11 f:l) 

長fH~ : ;<;i fIJ (2009) 

の 30臼の昼食前に，本大会発表者には表彰式が実

砲された.そのときの光景の写真も示す(写真 8-11). 

もちろん，筆者も本大会の当悉で、あったイタフハア大

より表彰を受けた.

8は本大会における参加者4 であるが，ほとん

写真 4 1汲稲裁縫i試験の光景 (2009年 11月 25日)

tJ詰影:窃閃 (2009)

写真 6 陸稲絞J:fr，-試験の光景 (2009年 12Jl 19日)

線影:'1:¥'131 (2009) 

どがパラグアイ各地からの参加者ゐであったが，この

他，アルゼンチンやブラジルからの参加者も見られ

た. 2 13問という短い期間で、あったが，かなりの数

の参加者が見られたと患っている.もちろん，

のパラグアイの配属先である国立ピラール大学出

も参加した.写真 9が筆者も含めて，ヱド:

の写真である(表彰状

掲げて).なお，スペイン誌では Diplomaという.

この後，本大会で報告した内容は，

ならびに同居農業技術雑誌 WElPr‘oductod 

するということで， I混迷情報 (Word，五xcel，Power 

Pointおよび写真)はメモリスティックを通じて，

同大学のパソコンにコピーされた‘このことが，前

報でも記したが，パラグアイの大学生なら

ぢー教育材料のーっとして，パナマのコクレ・ジャノ

ス5lZ)京地帯で実施された稲作生産の成果が掲載さ

れていくことになるのである.

最後の写真 10は筆者の表彰状， 11は筆者の
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写真 8 r雲|潔イネシンポジウムの参加者の全長
撮影:冨問 (2010)

~[n;立 10 筆者の表彰状 Diploma(アッブ)
撮影:冨庇I(2010) 

ものと大会参加者の小さな表彰状(各自の名前記

入)の比較である.このように，大会参加者全員に

も小さな表彰状が授与される.口頭発表者と比べた

らスケーノレは小さいが，コロンビア土壌学会ならび

にラテンアメリカ土壌学会においても，大会参加者

このような表彰状が授与され，実際，筆者も

された.これは参加二首にとって，一つの大会に

参加した証となるもので，彼らにとって

裂なものであり，必ずといっていいほど，この

Diplomaを欲しがる傾向にある. 日本の関連学会の

大会で，このような参加者全員に授与するDiploma

があるだろうか?

このように，大会発表を積機的に行うと，得られ

るDiplomaの大きさも違うし，自己アピールの場と

しても結対的に重要である.残念なことに，ニェン

ブク県では稲作栽培が存在しないことも含めて，配

写真 9 筆者を含めた大会発表参加者五三員(表彰状を
Jち;ずて)
撮影 Ximena (2010) 

写真 11 大会発表を実絡した筆者と火会参加1~容の

表彰状 Diplomaの比t絞
撮影・b'HfI (2010) 

J!1i，先であるピラーノレ大学農学部からの参加者(同大

も含めて 6名)はただ参加するという形

であり，一人くらい，発表者がいても良いのではな

いかと思ったほどだ、った.筆者は必ず海外で、実施し

た仕事は，国内のみならず，ラテンアメリ

おいても，スペイン語で教育ならびに参考的視点の

ーっとして報告することをそットーにしている.第

して富田が何をやっているのかj を示

も重姿な事演だと考えている.それゆえ，

今回の大会においても，一つの可能性があれば，

・発表したいという旨安伝える努力を情

しまなかったということであり，この方針ゆを今でも

維持している.そのおかげで， EI Productorの編集

者でもある MSc. Edil Paezとも続践を図ることが

でき，コクレ・ジャノス平原時代の成果を中心{こ，

伺雑誌に連載されてきたことも含めて，一つの大き
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な収穫であったと思っている.

2)パラグアイの任地であるニェンブク県 Pilar市近

郊の湿地環境と稲作の可能性

やがて，筆者のパラグアイ閣の任地であるニェン

ブク伯母embucu) 県民lar市近郊の波地環境の実情

を紹介していくことになるが，米関な視地環境が存

している.このような環境に対する技術協力のー

として，豊富な水資源、をどのように活用していく

のか?その戦略の一つが，水回または陸稲栽培であ

ると筆者は考えた.しカミしながら，ここ

稲作の知識や経験は存在しないということなので，

多記籍企業による大規模顎拓が必要であり，ノト農tは

安定的な現金収入源として麗われる形が理想、であ

ると考えている

Pilar市はアノレゼンチンとの匿境の何でもあり，バ

ラグアイ持を境となっている.実i潔，本大会では，

アルゼンチンの Corriente市からも参加者があり，

同地域での実情紹介もあった.それゆえ，パラグア

イにおける稲作事情はもちろん，アルゼンチンやブ

ラジノレにおける事例紹介は，やがて機会を見て，本

シリーズにおいて紹介することとしたい.

7 次報では

次報では，再び，ラテンアメリカ土壊学会大会に

おいてポスター発表ーした成果に戻る.この報告を実

施する前に土壌環境の多様性(排水良好，中波ilMJ

および高湿潤)による栽培試験の察側を紹介するこ

とが好都合と考えたからである.次報の成果を報告

した後，この筆者の考えがそれなりにお分かりいた

だけるものと思っている.
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