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4,200km

4,288km

Natural resources, large surface and contrasting climate
天然資源、広大な表面積、差異の顕著な気候

Continental dimensions
大陸の規模



2/3 OF BIODIVERSITY CONCENTRATED IN 
THE TROPICS

生物多様性の2/3が熱帯地方に集中

37% IN TROPICAL AMERICA
37％は熱帯アメリカ

A mega-diverse country
生物多様性の豊かな国（メガ多様性国）
Brazil contains 20% of the global biodiversity.
ブラジルは地球上の生物多様性の20％を保有している。
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Constraints to agricultural development
農業開発に対する制約

O

Source :  NHQ/NRCS/USDA
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Acid soils leading to        P fixation      Ca+Mg+K Aluminium
酸性土壌が P固定 Ca+Mg+K アルミニウムをもたらす



 1970s - Agricultural modernisation meant intensive tillage for seed-bed preparation and weed 
control. 
1970年代 – 農業の近代化とは苗床準備と雑草防除のための集約的耕作を意味した。

Loss of organic matter and expensive 
mineral fertilizers 
(P, K, Ca, Mg & micronutrients)
有機物の喪失と高価な無機質肥料
（ P、K、Ca、Mg及び微量栄養素）

Disc plowing and 
several harrowings
ディスクプラウと数台のハロー
による代掻き作業

Gullies in the State of Parana
パラナ州におけるガリー侵食



Before 1970
1970年以前

Far from being a food secure country
食料の安全が保障された国とは程遠いものだった

• Low agricultural production and low yields;
低い農業生産と収量

• Constant food supply crisis and rural poverty;
絶え間なく続く食料危機と農村地域の貧困

• Lack of specific knowledge in tropical agriculture;
熱帯農業に特化した知識の欠如

• Lack of a national strategy on agricultural development;
農業開発に対する国家戦略の欠如

• Brazil: a coffee and sugar producer.
ブラジル：コーヒーと砂糖の生産国
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Challenging Tropical Environments

1973 – 1975
Initiatives towards a science-based, advanced tropical agriculture

1973年～1975年
科学に基づく先進的な熱帯農業に向けた取り組み



1973 – Start of Embrapa
1973年 – Embrapaの創設
. 6 research centers: wheat, rice and beans, soil survey, beef cattle and rubber tree.

6つの研究センター：小麦、コメ、豆、地質調査、肉牛、ゴムノキ
. Post-graduate studies abroad (US, Europe)
大学院生による海外研究（アメリカ、ヨーロッパ）

. 637 researchers (50% MSc and PhD)
637名の研究者（半数が修士号及び博士号保有）

Today:
現在：
. 47 research centers

47の研究センター
. 2 415 researchers (90,4% PhD)

2,415名の研究者（90.4％が博士号保有）

Londrina
ロンドリナ

Passo Fundo
パソフンド

Passo Fundo
パソフンド

Goiania
ゴイアニア

Rio de Janeiro
リオデジャネイロ

Satellite Monitoring
衛星モニタリング研究所

Mixed Farming Systems
混合農業システム

Agroenergy
アグロエネルギー研究センター



Private sector
民間セクター
. Supply of quality seeds;
良質の種子の供給

. Machinery, fertilizers, pesticides etc;
機械、肥料、農薬など

. Farm coops;
農業協同組合

. Food processing.
食品加工

Universities, federal institutes and 
technical schools

大学、連邦機関、専門学校

Institutional building and strenghtening
機関の設立と強化

State research institutes & Extension services
州立研究施設 & 普及事業

Large network of experimental stations
実験試験場の大規模なネットワーク


