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ボリビア共和国での JICA専門家活動と当該国の護産の特徴(2) 

西村博*

3. 赴任菌ポリビアの畜産の特徴

1)肉牛品種としてのネローレ種の

強い人気

ブラジルのインドからの輸入から中南米に広

まっていったインド原産のネローレ種が他のゼ

ブー牛より熱帯適応性に優れるため，ブラジノレで、は

過酷な暑熱の赤道産下地帯でも飼養されており，表

6のように最も人気のあるゼブー品種となっている。

ここボリビアもブラジノレの牛産業の影響を受けて，

ネローレ穂が最も人気の高いゼブー牛である。ボリ

ビア・セブー(“ゼブー"はスペイン語で“セブー"

と発音)牛登録協会 (ASOCEBU)によると，ボリビ

ア国におけるネローレ穣の登録頭数は約4万頭との

ことであり，アネロラド(主にネローレ穣の増頭の

ためのネローレ交雑牛)は約 400万頭いるといわれ

ていた。なお，ボリビアでネローレ穏以外に餌養さ

れているゼ、ブー牛はジーノレ種，インデュ・ブラジル

種，グゼラ種，ブラーマン種である。

2)交雑育種の低い普及率

パラグアイでは瓶帯牛と熱帯牛の交雑育種の有

効性がすでに認識され，イグアス地区の日系移民の

肉牛農家はネローレ種よりサンダガートルーディ

ス種(米国で熱帯牛品種ブラーマン穏と英国品種の

ショートホーン種の交雑からの合成種)の方が生産

性が高いことを認識し，それを主体に銅養する等，

熱帯牛と温帯牛間の交雑が進展してきているが，ボ

リビアでは依然として(パラグアイもかつてはネ

ローレ種の全盛時代があったが)ネローレ穏が最も

好まれており，温帯牛と熱帯牛聞の交雑

育穏が余り進んで、いなかった。唯一試験

研究機関(試験場，大学)で一部交雑試

験が試みられたが，単なる試験であり，

交雑育種で牛生産性を改善しようといっ

た動きではなく，また，技術者の認識も

ネローレ種の純粋牛が最良の能力を示し

ているというもので、あった。

阪 4 日系人牧場のネローレ穣雄牛

阪 5 日系人牧場のネローレ穏雌守二群

前述したようにパラグアイ調査で、の小生が感じた

印象は，ボリビアが牛交雑育種の商で、隣国パラグア

イより 20~30 年位は遅れているのではないかとい

うものであった。

表 6 ブラジルでのゼブー牛品種の登録推移(単位 %) 

ロ「一
附
一
日
一

U
一
日
一
肌

キ選5産技術協会(元 JICAボリビア派遣専門家) (Hiroshi Nishimura) 0369-5247/10/￥500/1論文/JCOPY
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3)牛の 除角が普及していない

ネローレ種の成雌牛は内湾形をした長く先端部

の鋭く尖った優美な (50~60cm 位まで成長する)

角を持っている。本種はゼブー牛の中でも極めて神

経質であり，この優美な角が時として大変な凶器と

なり，牛飼育者に聞いて話では親戚，知人の中にネ

ローレ牛の鋭い角で大怪我をした人も少ないよう

で、あった。

ゼブー牛の持つ高度な神経質さからして，北部豪

州でのブラーマン牛の飼養の場合同様に，他の熱帯

諸国でも除角をすることが強く推奨されるが，南米

ボリビアではこの除角が全くといっていいほど普

及していない。その理由の lつは，出生時の子牛，

衰弱した子牛を襲う大禿鷲(スペイン語でスーチャ

といわれ，英語名でBlackVulture (学術名は

Coragyps atratus)の存在といわれている。

この鷲は分娩時に飛来しスール等で衰弱した子

牛とか，母牛の分娩中に娩出がなかなかうまく行か

ず衰弱しきった子牛を狙う。鷲は衰弱子牛の目，舌，

陰部を，娩出中の衰弱子牛では目，舌，蹄の柔らか

い部分，尻をそれぞれつついて食べたりする他，後

産を狙う。分娩時期になると上空を大きく旋回(多

い時には上空に 10羽以上)し，最終的には分娩牛

のそばの牧柵支柱の上とか，更には牛のそばまで降

りて来て被害を与える。

体格は雄雌ともほぼ同じ大きさで，両翼聞の長さ

は約 90~120cm であり，海辺では海鳥，鷺，子ウミ

ガメ，生まれたばかりの子豚，子牛，卵，熟れたま

たは腐った果実，野菜を食べているといわれている。

この鷲の存在のため除角を否定することが正当

なことのように一見思われがちになるが，ネローレ

母牛は子午を守る母性本能が極めて強く，かっ神経

質であるため，角がない突然変異の自然無角牛でも，

近づいてくる人間にも突進する程の極めて高い凶

暴性を持っており，大鷲であろうと追い払うので除

角することに全く問題はないのではないかと，小生

は思料していた(経験豊富な牧童頭も小生の考えに

賛成をしていた)。

表 7 乾季における低蛋白質飼料

飼料名 採取年月日 粗蛋白質含量(DMベース) 備 考

タンザニア 2002.4.17 3.4 葉と茎(半分枯れ)
ブリザンタ 2001.8.27 4.6 両緑度の再生草(葉と茎)
乾草(ブリザンタ) 2001.8.15 3.6 穂，茎が茶色化
乾草(タンザニア) 2002.6.10 2.6 

青刈トウモロコシ茎葉 2000年 2.7 

サトウキビ・バガス 2002.6.10 1.8 蒸気加熱処理

収穫後の大旦茎 2002.4.10 3.1 

表 B 乾季における高蛋白質飼料

飼料名 採取年月日 粗蛋白質含量(DMベース)(%) 備考

グライシン 2001.8.27 14.9 

ハマタ 2001.8.27 12.2 

アフキスピントイ 2001.8.27 15.4 同緑度

Stylo CIAT 184 2001.8.27 14.8 葉の割合が向い

ルキーナ 2001.7.11 29.7 樹両1.5m

クーチベルデ 2002.5.17 24.8 

大旦皮 2000 14.6 

大旦鞘 2002.4.10 11.1 大旦収穫後

アボカドの葉 2002.5.17 14.2 

マンゴーの葉 2002.5.17 9.7 

キャッサパの葉 2002.4.2 19.9 成熟した緑色葉
青刈ソノレゴ、 2002.6.10 15.3 水分90.6%
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4)マメ 科牧草の導入利用が低い

327 

革地に使用されている牧革はブラキャリア・デク

ンペンス，ブラキャリア・ブリザンタ，ブラキャリ

ア・ヒュミディコーラ，ギニアグラス等のイネ科牧

草が中心であり，マメ科牧草が余り使用されていな

い。カウンターパート達に開いても，マメ科牧草は

イネ科牧草に比べて絶対収最が低い，混矯しでも

ぐに消えてしまうとの言及であり，マメ科牧草のメ

リット(乾季に牛の髄意採食最を高く維持する，低

質資料の消化率を高める等)を十分に理解されてい

なかった。

このため，前の赴任地であったタイからマメ科牧

2種導入して，栽培試験，放牧試験を試みた。

この結果 1年目に繁茂したスタイトサンテス・ガヤ

ネンシスの CITA184は 3ヶ月以上の強い乾季によ

り生育を弱め，持続性に欠ける結果を示した。この

地に向く生産力の高いマメ科牧草の導入が急務と

認識した。なお，酪農家の l人がマメ科牧草グライ

シンを混播で使用し，その価値を認めていたのは

ちょっとした驚きであった。

また，飼料木として利用可能なノレキーナはボリビ

アでは広範に防風林に活用されているので，いつで

も餌料木に使える状態にあったが，乾季の補助飼料

源としての利用は見られなかった。

5)熱帯 イ ネ 科 牧 草のブラキャ 1) ア

デクンペンスが引き起こす問題

ネローレ穣はほぼ白色の毛をし皮腐の色素沈者

が余りないため，熱帯イネ科牧草の l種である“ブ

ラキャリア・デクンペンス" (B. decumbens) (通称

シグナノレグ、ラス)が引き起こす徽毒が起因する光感

作よる皮膚炎の発生が向く，高率な割合で皮膚炎を

発症(rシク、、ナルグラスに関連した散在性の毒性症

候群は肝臓で形成される光感作 (photosensitization)

である。 J)し，牛に広範な被害をl子えている。A.

Sheltonによると，重症の場合，増体重量が 40%ま

で減少するほか，主に若いき(::，山羊、牛における毒

性症状は皮膚の損傷，顔の浮IJ重，肝臓損傷，反物停

滞，神経障害であり，放牧地から引き上げない場合

には死亡にもつながると言われている。

なお，毛の黒色，茶色等の濃い色をしているホノレ

スタイン穣，へレフォード穏，アンガス種などでは

この病気の感染が全く見られない。

このほか，ブラキャリア・デクンペンスに関する

図6 箪地内で栽培した放牧用ソルゴ、への放牧

区17 光感作よる皮!務炎に機忠、したネローレ種雄正|二

問題はアワフキ虫が恨の周辺に大きな泡を吹き，そ

れによって一面の茎・葉が黄名化し枯れていくこと

である。この開題の解決策も見つかっていないこと

から，ブラキャリア・デクンペンスの作付与けからブ

ラキャリア・ブリザンタ等に切り替えられる地域も

出てきていた。

6)畑地草地輪換

化学肥料を余り用いないで地力を維持する畑地

草地輪換(畑地 1年草地4年位の)がブラジル，ボ、

リビア等で実施されていたが，低コストで持続的な

畜政経営を行う上で有効なものであり，牧草栽培す

る際にはその地に適するマメ科牧革も導入すれば，

地力増強効果は更に高くなるものと恩われる。この

焔地主主i也輸換技術は，他の途上|認でも使用できるも

のと考えている。

7)牧草地での飼料作物の栽培

ボリピア総合農業試験場で、はスール等で、永年牧

草の生脊が緩慢な時期に餌料用トウモロコシを播
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穫し，先にトウモロコシを栽培し実が出来た頃に

ホーノレクロップ0 ・サイレージ用に収穫して(牧草も

一部一緒に)，その後に牧草が生育してくる主主地利

用法は，草地で乾季用の飼料作物を栽培する優れた

実践である。この方法に上記 6) の畑地草地輸換を

組み合わせれば，化学肥料の施用無しにトウモロコ

シ栽培が可能にならないかと見ている。

図8 草地でのトウモロコシ栽培

図 9 プラスチックシートを用いたトウモロコシ・
ホーノレクロップ・サイレージ調製U::にか
けているのは土)

8)草 地にそびえる 蟻 塚

タイ，フィリピン，インドネシア等の東南アジア

では見掛けなかったシロアリの蟻塚(夜径が 70cm，

高さ 100cm以上になる)が草地のあちこちにでき，

トラクター， トラックの運行の支障になっていた。

ボリビアでは，ツルハシのような道具で!蟻塚を壊し，

トラクターの動力で薬剤を散布する駆除方法を

採っていたが，生き残ったシロアリが近くに更に分

散して数年後に蟻塚を作っていくので，なかなか終

駕がこない厄介な間踊となっており，このように，

蟻塚はボリビアでは主主地管理上ゆゆしき問題と化

している。

図 10 電気牧柵器

図 11 摩地の蟻塚(小さいサイズのもの)

9)南思から押し寄せる寒い風

(スール)の牛への被害

6~7 月に降雨をも伴い気協が 100C未満になる寒

冷の強い南風“スーノレ"がボ、リビアでは吹くが，こ

の寒冷風は南梅から来ている。

ネローレ種の属するゼブーとi二(熱帯牛)は滋帯牛

に比べて汗線が多く(ゼブー牛は皮膚 1cm2当たり

平均 1，3001闘の汗腺を持ち，一方，温帯牛であるヨー

ロッパ牛は約 994倒)，対表面積も大きく(大きく

発達した屑峰，絢垂部，胸垂部の鍛等で)，耐暑性

に極めて優れているが，この逆に耐霊祭性はなく寒冷

時の風と雨に弱く，牛は大きく生産性を低下させる

ことから，小生が赴任していた時に到来した厳しい

スーノレ時には風間から牛を守る防風林，牛舎の設置

が必要な状況で、あった。現に，アルゼンチンの技術

書にはスール対策として，防風林，牛舎の設置方法
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図 12 パンパチャケーニョ穏 図 13 中型のフ守ラーマン穏

表 9 熱帯での牛交維に使用されてきている熱帯適応性な持つ浪苦手牛

番号 ロlコロ 種 名 原産地または作出国 備考

アダプタウアー(Adaptaur、 豪州(CSIRO)

2 アフリカンダー(A仕icander)種 南アフリカ共和国

3 CIATクリオジョ(Criollo)穏 ボリビア

4 セネポール(SenepoI)種 ノくージン諸島

5 トューリー(TuIi)穏 ジンパブ、エ

6 熱帯適応性改良へレフォード種 パフグアイ

7 
パンパ・チャケェーニョ パラク守アイ
(Pampa Chaqueno)穏

8 ロモシヌアノ(Romosinuano)種 コロンピ、ア

が示されていた。赴任していた時に遭遇したスーノレ

ではオキナワ移住地で寒風の中浅い水溜りに立ち

尽くした状態にいた牛の内 40頭以上のネローレ種

の成雌牛が死亡したと護産関係者から開いた。

このように南米では牛飼養においてスール対策

も重要なことであることを身をもって認、識されら

れた次第であった。

4. 任期中に行ったパラグアイ

畜産事情調査で得たもの

1)熱 帯適応性を持つ温帯牛の存在

ボリビアに赴任している間にパラグアイの短期

間の畜産事情調査をする機会があったが，その際に

ドイツ人移住地であるチャコ地方でへレフォード

種を毛の長さで長年 (40年と言っていた。)選抜し

て熱帯適応性のあるパンパ・チャケェーニョ種

(Pampa Chaqueno) を作出した農家と 30年の選抜

育種で熱帯向きに育種された改良へレフォード種

(やはり毛の長さで選択)をそれぞれ見ることが出

来た。

へレフォード種とショートホーン種間の交雑種

レッド・ポール穏とンダマ穏の交雑種

へレフォード種内で耐著書性選銭

ドイツ人移民牛農家による育種
(タト貌はへレフォード、穏の様相)

クリオジョ牛のlつで=あるO

これらの熱帯適応性を持つ温帯牛の存在を知っ

たことから，ボリピアに戻った後文献等を用いて熱

帯適応性を持つ混帯牛について調査を行い，これら

の牛を熱帯牛との交雑育種に用いることによって，

通常の温帯牛を用いるより更に生産性を高めるこ

とが出来ることを知った。

豪州の CSIRO，米国農務省，フロリダ大学等での

研究から熱帯適応性を持つ温帯品種(表 9) が

保持する熱帯適応性はブラーマン種のそれに匹敵

しており，熱帯適応伎を持つ温幣牛と通常の温帯牛

間から生まれる交雑牛の熱帯適応性は熱帯牛と通

常の温帯牛間から生まれる交雑牛のそれと間等で

ある。 jとのことである。このよい例が豪州の CSIRO

で育種されたベルモント・レッド種であり，熱帯適

応性を持つ温帯牛であるアフリカンダー穏と通常

の温帯牛であるへレフォード種，ショートホーン種

潤の交雑から造成されている。

この熱帯適応性を持つ温帯牛の活用についても

う少し述べると，熱幣牛と温帯牛の交雑において熱

帯牛の割合が高いと熱帯適応性は増加するが，
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へレフォード種(雌) アフリカンダ一種(雄) ショートホーン稜(雌)
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関 14 ベルモントレッド種の造成方法

能力が低下するので，高い熱帯適f，芯性を保持しつつ

高い生産能力を持つ交雑牛を生産するには，熱帯牛

と通常の温帯牛開の交雑育穣に熱帯適応性を持つ

温帯牛も組み入れて，熱帯牛の交雑牛に占める血液

割合を下げることがキーポイントである。この概念、

で誕生したのが米国テキサス州の R. A. Brown 

Ranchで開発されたホットランダ種(I-Iotlander)

である。ニの品穏は 1/4セネポール穏， 1/4レッド・

アンガス種， 5/16シンメンターノレ種， 3/16ブラー

マン穏の血液構成である。この場合の熱帯適応性を

持つ温帯牛はセネポール穂(レッド・ポール穂とア

フリカのンダマ穏の交雑種)である。

また，合成品穣の研究をしているフロリダ大学の

Tim Olsonによると，他の有望な新合成品種型とし

て， 1/4ブラーマン穏， 1/4ヘレフォード種， 1/4 

ゲノレピッヒ穏， 1/4ロモシヌアノ穏(コロンビア原

産の熱帯適応性を持つ温帯牛)の交雑種と 1/2ネ

ローレ種， 1/4レッド・アンガス穏， 1/4セネポー

ル種の交雑種などが考えられるとのことである。

表9のクリオジョ牛は中南米の各国で飼養されて

いる在来温帯牛で， 300年以上前にスペイン，ポノレ

トガノレより輸入された牛を初先とし，今日までの開

に熱帯適応性を備えてきている。熱帯適応性を持つ

在来蹴帯牛は中南米のみならず，他の熱帯地域国で

の熱帯適志位を持つ1:1二の造成に貴重な資源、(タイで

はカンベンセン種が作出されている。)となってい

る。

i わが圏へ の貢 献

わが聞の海外協力に勤務 している専門家

関 15 パラグアイのガウチョ(カーボーイ)

候補者の方々に，小生がボリビアで経験したり，

習したことで有益と考えられる事例等を参考情報

として報告するため，帰国後に雑誌社に寄稿活動を

行ったが，掲載された記事を示すと表 10のとおり

である。

6. 日本のボリビアへの協力実績

わが閏政府のボリビアへの協力実績について外

務省の資料を見ると表 11のとおりである。

今までボリビアで実施されてきた JICAを通じた

日本政府の二国間援助としては，プロジェクト方式

技術協力，専門家派遣協力(長期・短期専門家) ， 

海外青年協力隊派遣協力シニアーボランティア派

遣協力，草の線技術協力，研修員受け入れ協力，機

材供与協力，無償資金協力，有償資金協力，機発調

査協力等が挙げられる。

効果が発揮しやすい強力な援助であるプロジェ



西村.ボリビア共和国での]ICA専門家活動と当該国の畜産の特徴 (2) 331 

クト方式技術協力の畜 産 分 野 で の 実 施 に つ い て み

ると，終了済みの表 12の 3計画が実施されたが，

実施割合は全途上国で JICA実施の 57計画の内の

表 11 わが国の形態別対ボリビア援助実績
(2007年度までの累計)

5.3%になる。

なお，中南米でのわが国の畜産分野のプロジェク

ト方式技術協力では 10カ国に協力をしてきている

が，この内，アルゼンチンの 2計画，パラグアイの

2計画，メキ、ンコの 2計画の追従を受ける中で，ボ

リビアが最大に援助固となっている。

形態別

無償資金協力

有償資金協力

技術協力

小区分

総額

研修員受入

専門家派遣

調査団派遣

機材供与

協力隊派遣

その他ボフンアイア

実績

833.50{)意円

470.26億円

614.70億円

5，184人

1，047人

2，449人

8，301.00百万円

753人

107人

参考までに，日本以外のボリビアへの主な援助国

を示すと，米国， ドイツ，スペイン，フランス，オ

ランダ，英国等である。 (出所)外務省国別データブ、ツク(タト務省ホームページ)

7. あ と が き

本稿の終わりに当たり，今後 JICAの専門家等で

ボリビアに勤務される方々のために，小生の同国滞

在中に楽しみにしていた食べ物等について少々記

述することとする。

表 10 作成した主な資料

番号 作成資料名 備考

l 内部寄生虫とダーが熱帯肉牛生産性に及ぼす影響 獣医畜産新報(VoI.56，No.1，2003)

2 ブ、フジルで、行われているネローレ種の試験結果概要の紹介 畜産の研究第57巻第1号

3 熱帯での肉牛飼育に必要な庇蔭施設 畜産の研究第57巻第6号

4 熱帯地方で、の牛飼育におけるサシバエ駆除対策 獣医畜産新報(VoI.56，No.6，2003)

5 肉牛の神経質さが発育能力，肉質に及ぼす影響 畜産の研究第58巻第8号

6 熱帯適応性を持つ温帯牛がゼ、ブー牛，通常の温帯牛との交雑に使用されるメリット 畜産の研究第57巻第9号

7 熱帯地域での肉牛生産における交雑育種の重要性 畜産の研究第57巻第10号

B 熱帯地域における肉牛繁殖経営での両収益化をもたらす方策 畜産の研究第58巻第3号

9 南米熱帯地域で飼育されているネローレ種の飼育現場で見掛けた神経質さ 畜産の研究第58巻第4号

10 熱帯でのゼブー牛の蹄病への優れた抵抗性と蹄病対策 畜産の研究第58巻第9号

11 新しい父雑育種概念で造成される熱帯合成牛品種 畜産の研究第58巻第10号

12 ボリビアの肉牛飼育での生きた牧柵の設置 畜産の研究第58巻第11号

13 熱帯で試みた「牛群における個体識別用耳タッグの脱落・半Ij読可能状況調査j 畜産の研究第58巻第12号

14 肉牛牛群における熔印の判読可否状況調査試験 畜産の研究第59巻第l号

15 中南米で見受けられる“ヨーロッパ起源の在来化牛" 斎産の研究第59巻第2号

16 熱帯牛の繁殖生理と栄養面から見た繁殖率の改善策ならびに水牛の繁殖生理 畜産の研究第59巻第3号

17 ネローレ牛の角が社会的序列に及ぼす影響 畜産の研究第59巻第4号

18 熱帯でみられる変わった牛用牧柵 畜産技術

19 熱帯地域の畜産の海外技術協力専門家に必要な技術習得法 畜産技術 2005年9月号

20 硬いが旨い牛肉を生産すると言われるネローレ種 畜産の研究第60巻第2号

21 南米ボリビ、アで、よく食べた包みスナック“エンパニャーダ"と“サルティーニア" 畜産の研究第60巻第4号

22 熱帯で見受けられるココナツツ樹園での肉牛飼育 畜産の研究第60巻第11号

23 熱帯における降雨量が年聞を通じてほぼ均等に見られる湿潤熱帯地域での草地 畜産の研究第60巻第12号

24 シグ、ナルグ、フス採食によって引き起こされる光線過敏性皮膚炎のネローレ牛での発生 畜産の研究第61巻第l号

25 ボリヒ守アで飼育されているネローレ種成雌牛の角の形状調査 畜産の研究第61巻第3号

26 ボリビアでのネローレ種の性質に関する調査 畜産の研究第61巻第6号

27 肉牛飼育における月齢による子牛離乳の重要性 畜産の研究第61巻第7号

28 
ネローレ種におけるシク守ナルグ、ラス採食によって引き起こされる光線過敏性皮膚炎の

畜産の研究第61巻第8号
発生と牛毛色の関係

29 牛へのサシパエ寄生に関するボリビアの現場での小試験 畜産の研究第61巻第9号

30 パフグ、アイで、の肉牛飼育事情調査 畜産の研究第62巻第2号
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表 12 ボリビアにおける畜産分野の nCAプロジェクト方式技術協力一覧(全て終了済み)

No. I プロジェクト名 協力期間

1 1ボリビア家畜繁殖改善計画
2 |ボリビア肉用牛改善計画
3|ボリビア小規模畜産農家のための技術普及改善計画

87.9.10-92.9.9， F/U: 92.9.10-94.9.9 

96.7.1-01.6.30， F/U: 01.7.3-03.7.2 

04.12.6-08.12.5 

(注)F/Uはフォローアップ協力を示す。

(1)エンパニヤーダ，サルティーニア

エンパニャーダ (Empanadas)，サルティーニア

(SalteIIas)は調理された食肉，野菜を小麦粉生地で

包んで、調理したスナック(一種のパイまたは揚げパ

ン)であり，持ち運びも容易であり，忙しい時とか

車の中でも食べられるのに極めて便利で，忙しい時

の朝食，昼食，おやっとしてボリピアでよく食され

ており，日本人にとっても嬉しい食べ物である。こ

のため，私の家族も土日にこれらスナックを喜んで

食べたものである。なお，日本でもボリビア，中南

米料理のレストランでエンパニャーダ(揚げ鮫子の

ような感じ)を食べられることができるので，近い

内に家族連れで食べに行きたいと考えている。

(2)牛肉の焼肉料理

ボリビアではお祝い事等で何か人の集まりがあ

れば，切り分けた牛肉を炭火の上の金網で焼いて食

べる“国民に高い人気を持つ焼肉料理(シュラス

コ)"があるが，温帯牛に比べて肉が硬いことで知

られているゼブー牛に属するネローレ牛でかつ牧

草だけの育てられた牛肉であるため，結構多く食べ

られる。この時副食として蒸かした皮なしのタピオ

カ(キャッサパのこと)，野菜サラダ(レタスとト

マトをベースにした)が出されるが，これらも美味

しく新たな食欲が出てきて，更に牛肉を食すること

になる。

しかし，牛肉は熟成が殆どされていないこともあ

り，日本，米国の牛肉に比べて硬く，翌日歯が痛く

なることもしばしばで、あった。

ただ，ネロ}レ種の牛肉の味については，長くボ

リビアにいる日本人が言うように美味しいという

点では同感である。

(3)変わったレストラン

①CASARAO 

これはブラジノレ人が経営するレストランでサン

タクルス市に 3庖舗ある。ブラジノレに行くとこのス

タイルの庖が多くあると聞いている。料理の種類が

豊富で、あり，自分の食べたい料理と量を選べるので，

休日に家族と一緒によく行ったものである。

料理の並んでいるコーナーに行って大きな皿に

好きな野菜，肉，魚の料理，デザート等を取り，料

理の種類に関係いなく，皿ごと重量を計り，取った

料理の重量で料金が決まるシステムである。このシ

ステムでは，料理はすでに調理されていることから，

入居後に待たずに直ぐに食べられるし，上述したよ

うに好きなものを選べられるので，若い人に人気が

あるように思われた。当時の料金は kg当たり 35ボ

リビア・ベソ (6.6ボリビア・ベソ =1米ドル:2001 

年 7月)で、あった。

②バイキング式の食べ放題の肉料理届 (Brasargen)

これはサンタクノレスで人気の高いバイキング式

の焼肉(牛肉)庄であり，串刺しにして調理した焼

肉を客のテーブ手ルに持ってきて，焼肉の好きな部位

をナイフで切り分けてくれ，ゼブーの肩峯(コブ)

等珍しい部位のほか，内臓肉を含め牛のあらゆる部

位の肉を出してくれるが，全ての部位の肉を食べ終

わらない前にお腹が一杯になってします。大人一人

の料金は約 55ボリヴィア・ベソであった。

③焼肉庖

上記②とは異なり， 1品毎で注文する焼肉料理を

出してくれる普通の焼肉庖もシュラスコのレスト

ランも町には多くあり，とくに土曜日に多くの客が

入っていた。

(3)美 味 で あ っ た パ セ ー ニ ャ ・ ビ ー ル

ボリビアで飲んだ赤いラベルのボリビア産のパ

セーニヤ・ビール(缶，瓶)もおいしく，仕事を終

え帰宅した後によく飲んだことを思い出す。
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