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，，『‘、わが患の食農教膏の一教材としての熱帯アメリカ農牧情報の活用

一完結編:わが国の食農教育から再び熱帯アメリカの大地へ-[2J

項ではある。

でも肝心なことは， ~貿い手がいるから，生産す

る人がいる』ということを強調したいのである。つ

まり， 100%とは言わなくても，食料供給超大陸と

して知られているブラジルに食料輸入のほとんど

を依存せず，わが国であれば可能な限り，自国の土

地を有効利用して生産するとか，中国であれば『食

の近代化』を少しでも軽減させるなど，そういう別

の側面から考え，施策することが必要なのではない

だろうか?これもなかなか難しい問題ではある

カ2・・・。

現復のダイズ生産の実情は，簡単に記して， ~売

り手が神様である』といえると思う。なぜならば，

米陸，中国それにわが閣であれ， ~ダイズをこちら

に売ってくださしづと神頼みしているからである。

ブラジルの生産者側も，これらの由々でダイズ争奪

戦を繰り広げていることは承知している。つまり，

どこの国がどれだけ高値をつけてくるかというこ

とで楽しみにしているのである。まさしく，歌手の

故三波春夫氏の「お客様は神様です」ではなく， I生

産者が神様です」であると言って過言ではないと

患っている。生産者側は笑いが止まらないことであ

ろう。

これらの国々が争奪戦を行うのも，消費者(買い

手)が多数存在するからであって，筆者も含めて，

私たち一人一人(買い手)が，このような実情を理

解し，健康問題も含めて，考えてし、かなければなら

ない事項だと考えるが，し、かがなものであろうか?

3)パナマでの実情

もちろん，ブラジル等からの農産物は運河を通過

することはすでに記した。もう一つの印象としては，

筆者の技術協力と直接関係するが，すでに農牧業開

発のために，国策として森林伐採を進行させていっ

た。その結果，一時的には農牧業は発展していった

と思われるが，土壌の肥沃性は衰退し，粗放な放牧

であれば，放棄牧草地の増大とそれに伴う森林伐採

田健太郎ネ

4. 食農教育の中でブラジルや

パナマでの事例を取り上げた理出

品

0369-5247/09/￥500/1論文/JCOPY

1)食の欧米化・近代化はガンを含め

た各種成人病を招く

前記したように，私たちの食欲を満たすことに

よって，食の欧米化または近代化が進んで、いった。

これは，昭和 30年代のわが国の伍統的な食卓と比

較することによっても，食の欧米化・近代化が進ん

で、いったことが理解できょう。この食の欧米化・近

代化は私たちの健康にとって副次的な要因をもた

らすこととなり，その代表的なものがガンを含めた

各種成人病であると言っていいだろう。 昨今，健康

診断においてもメタボリツクシンドロームが取り

上げられ，この言葉を知らない方はおそらくおられ

ないと恩われる。つまり，食の欧米化・近代化は私

たちの健康を損なう食事であり，本来の食のあり方

を見直さないといけないと思うのである。もちろん，

食の欧米化・近代化全てがいけないのではなく，た

まには家族揃つての外食やパーティーを楽しむ等，

そういう時間も大切である。肝心なことは各自の健

康状態と棺談して，生命持続可能な食事を目指すこ

とである。

2)ブラ ジ ル の ア マゾン地帯における

ダ イズ生産の実情

しかし，昨今，ブラジノレのダFイズ農家は，国が一

部の私有地の伐採を認めるとはいえ，ますます森林

を開墾してダイズ畑の拡大を実践していくことで

あろう。この背景には，いくら，国の機関なり研究

者が「環境破壊につながるから，伐採を止めろJと

忠告しでも，生産者側の言い分としては世界は

食料を必要としているjとして抵抗する姿勢を示す

ことであろう。もちろん，自分たちの生活水準(豊

かになりたし、)を高めたいという願望もあろう。こ

れは，生産者側の立場で考えた場合，理解できる事

'C株)宏 大(玉三 JATAKブラジノレ農業技術普及交流センター

嘱託研究員)CKentaro Tomita) 
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による新規開墾地の増大という現象が問題視され

ている。このことは，パナマー閣に限ったことでは

ないが，ブラジノレのアマゾン地帯であれ，私たちの

食欲を満たすことによって，今後も森林伐採を進行

させていけば，その未来がパナマのサバンナ地帯

(ジャノス平原地帯)で見ることができるというこ

とである。

もちろん，パナマとブラジルの土壌を単純に比較

することはできないが，森林伐採によって降水量は

激減し，それによってダイズ等の作物の生産性に影

響を及ぼすことは明白である。つまり，持続性を損

なう生産なのである。とにかく，パナマにしろブラ

ジノレにしろ，熱帯アメリカ諸国の農業は大部分が天

水依存の農業である。それゆえ，持続可能性を考慮

に入れた農業技術協力(基礎研究ならびに普及教

育)が必要だということである。

以降，今回のシニアにおける活動(基礎研究協力)

成果の一つを筏単に紹介していく(他の研究協力内

容は，機会を見つけて，本誌または姉妹誌である『農

業および園芸』等で紹介したいと考えている)。

5. パナマにおけるマメ科牧草

アラキス (Arachispintoi)の効果

1)はじめに

閉じ本稿内であるが，食農教育に関する内容から，

シニアとして赴任した当初のアラキス (Arachis

pintoi)の効果について報じていく。実は筆者は，青

年海外協力隊時代と向じ配属先である農牧研究所

(Instituto de Investigacion Agropecuaria de Panama 

IDIAP)の配属であるが，協力隊時代に取り組んでき

た Ver丘guas県の Calabacito地区ではなく， Cocle県

の ElCoco実験所である(国1)。小さな支所での

仕事であったが，この周辺はコクレ・ジャノス平原

と称され，広大なサバンナ地帯となっており，主な

産業は牧審および大規模稲作栽培(陸稲および水

稲)である。本稿では， 2007年度に実施した小規模

予備試験の成果を報告する。

2)マメ科牧草アラキスの効果

マメ科牧草アラキスを用いた試験結果について

は，今まで本誌において，多くの論説を紹介してき

た。もちろん， Veraguas県の Calabacito地区におい

ても扱ってきた牧草類であり，イネ科牧草であるブ

ラキアリア (Br百chiariahumidicola)との混作によっ

て，肉牛の増体重に貢献することを実証してきた。

さて，ここでの供試家畜はヤギであるが，イネ科牧

草ブラキアリア上で放牧させているが，マメ科のア

ラキスの飼葉を餌籍に集め， 2~3 13間隔で食させる

という試験である。そして，マメ科樹種の一つであ

るグリリシディア (Gliricidiasepium)の飼葉も比較

材料として食させるというもので，対照区としては

前記したブラキアリアのみを放牧で食させるとい

うものである。これらはヤギ畜舎において実施した

(写真1)。

図 l パナマの ElCoco実験所の位置

注釈 下線の引いである Calabacitoおよび IDIAP.Divisaとはさま者が青年海外協力隊のほか 三菱銀行国際財団による助成金を活

服しての継続基礎研究および JICA専門家育成個人研修までの総括期間(1992…02)の活動先であり，四角で殴っている ElCoco 
はシニア海外ボランティア (2007-09) として赴任したときの活動先である。
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写真 1 El Coco実験所に設けられたマメ科牧草を
食させるヤギ畜舎(撮影富田， 2007) 

つまり，ブラキアリア単独放牧に対して，ブラキ

アリア放牧プラス一定期間のアラキスとグリリシ

ディア食がヤギの生体重の動態に及ぼす効果をみ

たものである。ちなみに，ヤギの体重測定は 1ヶ月

間隔で実施した。

写真 2および写真 3にそれぞれ， El Coco実験所

で自生しているアラキスおよびグリリシディアの

生育状況を示す。

3)試験結巣および考察

間2に各処理区におけるヤギ生体重の動態結果を

示す。ブラキアリア粗放放牧と比較して，マメ科牧

草アラキスやマメ科樹種グリリシディアの導入に

よって，ヤギの生体重が増加していったことが分か

るであろう。とくに，アラキスの飼葉の粒タンパク

質含有率は平均 13%である。反対にイネ科のブラキ

アリアは平均 4%である(ともに Calabacito地区の

データより引用)。この試験では 2~3 日間間隔で，
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図2 各牧葱処理医におけるヤギ生体重の動態

注釈 :A. pin仰はB.Humidicola粗放放牧十アラキス飼奨金
処理!R， G. Sepium ，まB.Hllmidicola粗放放牧+グリリシディア
飼菜食処王車区およびB.Hllmidicolaはブラキアリア粗放放牧処
理区

写真 2 アラキスの生育状況(撮影富田， 2007) 

写真 3 グリリシディアの生育状況(撮影富田， 2007) 

写真 4 アラキスの飼葉を食しているヤギ
(撮影冨悶， 2007) (飼葉が丸いのが特徴である)

ヤギにこれらマメ科植物の飼葉を餌として食させ

ている(写真 4および写真 5)。このことが，ヤギ

の栄養性が改善され，増体重につながったものと考

えてよいであろう。
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写真5 グリリシディアの飼葉を食しているヤギ
(撮影 2吉田， 2007) 

(叙紫がアラキスより若干大きく，先端が尖っているのが
特徴である)

6. 既存牧草地の

有効利用 を 目 指 し て

1)マ メ 科 植 物 を活用することによる

既存 牧 草 地 の有効利用を考える

本稿は食農教育のシリーズ版の完結編であるが，

この項目の中に，パナマにおけるアラキスの効果を

報じてきた。これは，パナマに限ったことではない

が，既存牧摩地の有効利用を間的としているからで

ある。パナマのジャノス平原地帯ならびにブラジル

のセラード地帯にせよ，放棄牧箪地や新規開墾牧草

地の増大は好ましいことではない。このことは熱帯

アメリカにおける共通問題であると記してきたが，

重要なことは，これ以上の森林伐採を進行させず，

環境配慮を考慮に入れた牧畜生産を実施すること

であると思っている。そのためには，疲弊した大地

において，初期投資としての土壌改良や施肥は要求

されるが，土壌の生物性の改良，空気中の窒素を有

効利用する方策としてマメ科牧草を有効に活用す

ることが妥当であると考えているのである。その試

験はパナマの Calabacito地症でも実施したが，この

地道な仕事が重要であると主張したい。もちろん，

筆者はシノレボパストラルのほか，今回のシニア活動

においてアグロフォレストリーの試験にも携わっ

てきたが(別の機会を見て，紹介したいと患ってい

る) ，このようなシステムの導入も重要である。

2)筆者の持論・パナマのサバンナの

成果は他の南米諸国の酸性土壌地

帯での応用・還元可

これは，筆者の持論であるが，パナマの土壌(ア

ルティソルやインセプティソノレ)は森林伐採の影響

により硬くなっていることは記した。さらに，前報

でも記したが Veraguas県のアルティソルは高交換

性 Al(平均 3.5cmo!clU である。つまり，このよ

うな超劣悪な土壌環境下での経験は，他の南米諸国

の土壌(例:ブラジルのアマゾンやセラード地帯，

コロンビアのジャノス平原等)でも応用・還元でき

るということである。なぜならば，その大半がオキ

シソル土壌で、あり，高 Al飽和度としづ化学性が劣

悪な部分は共通事項であるが，この土壌は比較的物

理学的特性が良好だからである(前報の閤 2および

図 3ならびに写真 Iおよび写真 2を参照)。

したがって，今後，中南米諸国等へ赴くニとので

きる機会があればの話であるが，パナマでの成果

(Veragus県ならびに Cocle県)を他に還元できれ

ば幸いであると思っている。もちろん，筆者も一人

間であり，時開的ならびに体力的に限界があるのは

当然である(健康を損なっているということではな

く，一人の人聞がたとえ一生で、あったとしても，広

大な中南米全部を相手にするのは不可能で、あると

いう意味である)。それゆえ，関心ある方々が，

者の執筆原稿等を参考にするなりして，活躍される

ことが理想的であり，国際協力に関心ある方がより

一層増えることを願っている。そして，わが国の食

農教育にもつなげ，現職教員等が，その講師となっ

てくれることを期待している。そう心の中で、願って

いるのである。

3)海外の農業協力と私たちの食卓と

の関連性

アマゾンの森林伐採が進行し，その地帯において

ダイズ畑が拡大していく現実の中，筆者も含めて，

私たちは今の食卓の見直しが要求されるかもしれ

ない。費沢がいけないではなく，自身の健康状態

(例:メタボ症候群であるかどうか・・・)も含めて，

食のあり方を見直す絶好のチャンスであると考え

ているのである。簡単に記して， ~飽食』ではなく

『崩食』へと進行しないよう，各自が食のコント

ローノレをすることが必要なはずである。
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もう一度，素食(粗食ではなし、)に戻ることによっ

て，本来の健康を取り戻すことができるかもしれな

いし，実際の生産者の苦労が分かるのではないか?

と期待しているのである。事実，生産者の立場であ

れば，生産性と問時に経営としサ事項も重要となっ

てくる。それに対して，筆者は試験研究という立場

ではあるが，海外における農業生産を通じて，生産

者の苦労をそれなりに理解したいと常に考えてい

る。パナマの場合，とくに低地では，日々，猛暑の

中での農作業を通じて，パナマ人生産者に対しても，

そのように感じたもので、あった。筆者は長野県の小

川村(冷涼な地帯)でも小規模な農業経験を有して

いるが，実擦に自分で作ってみるとその苦労が分か

るものである。このことは，都会で生活する方々全

員ができることではないが，心のどこかにそのこと

を置いてほしいのである。なぜならば，子供たちだ

けではなく，その親御さんも交えて，可能な限り，

食農教育の中にその苦労を取り上げていただきた

いと願っている。多くの方々に関心を持っていただ

ければ，筆者にとっても大きな喜びである。

7. 玄米の薦め

前報の(1)において，筆者は『玄米の薦めJを

記した。お米のよさを語るには，食品としてのお米

のほか，それを生産する水田土壌の有益性も無線で

きない要因である。

1)パナマの稲作

中南米の稲作というと，固による違いはあるが，

大草原(ジャノス)が支配するパナマの場合， 80%

以上が陸稲作である(パナマ農牧研究所職員からの

私信)。つまり， 20%近くは水田稲作が実施されて

いるが，筆者のシニアとしての活動現場(ElCoco 

地区)では，天水のほか，地下水に大きく依存した

形の水稲栽培で、あった。天水は変動性があり，雨量

の少ない年は地下水に大きく依存してしまうこと

は容易に理解できょう。それゆえ，多量の水を使用

する水田稲作は，天水に大きく依存する環境下では

一殻的な方法とは言えず，降水量によって還元され

る量以上の地下水を汲み上げてしまえば，そこには

持続性が欠けてしまうことも容易に理解できる事

項である。

2)わ が国の稲作

わが国では台風ならびに豪雪等によって豊富な

水量が確保で、きることのほか， 70%以上が山地であ

り，沖積土壌が豊富であることも水田稲作にとって

は有利な環境であり，弥生時代から 1000年以上も

続いている(一つの稲作文化を形成している)。

それゆえ，水田稲作はわが国の農業の顔とも言え

る存在ではないだろうか?筆者は農業の基幹をな

い絶対に疎かにしてはいけないものであると考え

たい。

3)玄米の薦め

その水田から穫れたお米，つまり『ご飯を食べよ

う』ということがよく言われているが，筆者はそれ

を白米ではなく， ~玄米を食べよう』と記したので

ある。読者の方の中には玄米は抵抗あるj と反

論する方もおられるであろう。それに対して，詳細

は前報(1)を参照していただきたいが，玄米 100%

ではなく，玄米と白米を混ぜたものを奨励したいの

である。以前，筆者は『玄米と白米の割合を 1: 

と記したが，パナマから帰国してからは玄米と白米

の割合を 1:2にして食している(筆者の母の私信で

あるが，室答者がパナマ赴任中，ある TV番組で某栄

養士が玄米を食することを薦めていたという)。

他方，生産者の中には， ~自分のところで生産し

たお米(白米)が誇り』ということで，玄米と白米

を混ぜるということに難色を示す方もおられるか

もしれない。そこは，現夜の高カロリー高脂肪食(各

穣成人病を誘発する)に対して， ~健康』と『お米

を食べよう』という一般的なテーマとして捉えてい

ただきたい。

筆者宅の食卓であるが，写真 6に白米 100%と玄

米十白米(1:2) のご飯を示す。

写真6 白米 100%と玄米十白米(1:2)の
茶碗一杯のご飯(撮影冨田， 2009)
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本誌の写真は白黒であるため，読者の方々には分

かりづらし、かもしれない。これは筆者の白からの回

答であるが，確かに白米 100%のご飯は真っ白で鮮

やかである。それに対して，玄米を混ぜたご飯は少

し茶色ぽっく，鮮やかさに欠けるかもしれない。だ

からと言って，茶色が大きく浮き彫りになっている

のではなく，白米の白さもきちんと浮き出ているの

で，それほど気にならないと考えている(もちろん

他人差があるから，各自で試して貰いたい。)とに

かく，ご飯の味は『粘り』と『硬さ』で決まると言

われているが，白米 100%を食した場合と比較して，

少し劣るかもしれない。ニこは， 11健康に暮らす~，

『お通じを改善する』等，各自で考え，各自で決め，

実行することである。筆者はあくまでも，自身の食

卓において，ニうすることが良いと思うから，推薦

しているだけである(ちなみに，筆者宅では玄米+

白米(1:2) を炊く場合，普通の炊飯器で炊いてい

る)。

4)肉 食から米食へ 変 え る

前報 (8) では，昭和 40年度と平成 17年度の供

給熱量の構成変化と品沼]3IJの食料自給率(供給熱量

ベース)を取り上げた。この結果からを簡単に要約

すると，米食が減り，肉食が増えたということであ

る。肉を患者扱いしているのではなく，最低限の摂

取は必婆である。しかし，私たち日本人にとってお

米は基本食であり，カロリーの基幹を成していると

考えている。それが減少し，代わりに肉が増えると

いうことは(食の欧米化・近代化)，脂肪の取りす

ぎも含めて，各種成人病を引き起こすということで

理解できょう。

そのようなことから，わが閣の水田稲作のよさを

あらためて見直すことが必要なのではないだろう

カミ?

5)肉類 は 国 産 重複と同時に海外での

持 続湾能な牧畜生産協力の推奨

もちろん，肉類に関しては国産を見直すのと同時

に，環境を配産した形かっ持続性を考慮、に入れた牧

畜生産を推奨することであると考えている。とくに，

ブラジノレやパナマをはじめとする中南米の広大な

草原地帯は牧蒼生産のために利用されるわけであ

るが，これらの土地を疲弊させず，かっ森林伐採に

よって新たな開墾地が増大することを防ぐため，持

続可能な牧畜生産に関する国際協力も必要である

と考えているのである。それが，筆者の仕事の一つ

である。

8. 次報では

次報から新シリーズとして，中米やカリブ諸国を

中心に既存の牧草地の有効利用ならびに放棄・新規

牧草地の開拓を防ぐことを目的に，マメ科牧草アラ

キスを用いた多くの事例を取り上げていく。つまり，

再び中南米に戻るということであるが，その後，名

南米の他，アジアやアフリカ等での事例も取り上げ

る予定でいる。

余談であるが，これは中南米に限らず，効率的な

由際農業協力を実施する上での参考資料となるこ

とを願つてのことである。もちろん，筆者も現職場

との寵節を考えながら，再び海外に赴き，協力活動

を展開していくという所存であり，常に関心ある

方々に対して，お手話いをしたいとしづ気持ちでいる。
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