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パラグアイでの技術協力経験

2008年 7月から2010年 9月まで，験場の上司，同

僚並びに関係各位のご理解やご協力を頂き，自号啓

発休業制度を利用してJICAシニアボランティアに

参加し，ノfラグアイで大豆試験研究に係る技術協力

活動に従事した。その経験の一端を紹介する。

1.パラグアイの捜況と農業

パラグアイ共和国は，南米大陸のほぼ中央の南

緯19018' ~270 30' ，西経54015' ~620 38'に位置し，

ブラジル，アルゼンチンおよびボリビアの 3留に

挟まれた内陸閤であるO 閤土面積は日本とほぼ等

しい約41万 km2 (臼本の1.1倍)，人口は 8:4立の約

1/20の約628万人 (2009年， IMF資料)で， 日

本とほぼ同じ面積に北海道と概ね等しい数の人が

往んでいることになる O 国土は，パラグアイ符に

より東西に 2分されており，東部は捧水量が多く

土地が肥沃であるが，西部は降水量が少なく塩分

を含む土地が多し、。そのため，人口は全体の90%

が東部に集iやしている。首都アスンシオン市の人

口は約50万人，第 2の都市エステ市は約20万人，

第 3の都市エンカルナシオン市は約10万人であるO

民族は，白人と先住民グアラニ一族との混血95%，

グアラニ一族 2%，欧州系 2%，その他 1%であ

る。日本からの移住者も多L、。公用語はスペイン

語と先住民族の言語であるグアラニ一語であり，

日常生活では都市部を除きスペイン語とグアラニ一

語を混ぜて会話することが一般的である。

主要産業は農畜産業で輸出総額の 8割を占めるO

メルコスール(南米南部共同市場)に加盟し，主

要輸出品目は大豆，食肉，穀物や木材で，主要な

輸出相手国はメルコスール加盟国のアルゼンチン，

ブラジル，ウルグアイやチりである。輸入品目は

機械類電子機器，原油・燃料などでブラジル，
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アルゼンチンや中国，日本が主な輪入相手国であ

る。 GDPは147倍、ドル 1人当たり GDPは2，337

ドル (2009年， IMF資料)である。パラグアイ

にとって，臼本は最大の援劫閣で，有償資金協力，

無償資金協力および技術協力援助の2008年までの

累計は， 1，2221意円である(JICA資料)。

山は極めて少なく，起伏の少ない平坦な土地が

かなりの部分を占める。東部の降水量は年間

1 ， 600~ 1， 700mm，テラロッサと呼ば、れる赤土の

土壊が広がり，大豆，小麦，とうもろこしやひま

わり等の畑作物が栽培され， )11沿いの一部では水

稲が栽培されている。西部は東部より気温が高く，

年間降水量は600mmと少ない乾燥地帯で大規摸

酪農や落花生の栽培が行われている。

パラグアイの作目別面積を表 lに示した。大豆

の作付けが最も多く，とうもろこし，小麦，主食

のキャッサパが続いている。農家は数千ha所有

する大規模農家(写真1)から土地を持たない農

民まで存在する。日系の農協によれば，畑作農業

だけで生計を営んでいくには200haは必要とのこ

とである O 大・中規模農家は，大豆〔夏作)，小

麦(冬作)を基幹lこ，とうもろこし(鰐料用)， 

ヒマワリを組み合わせた栽培体系を取っている。

表 1 パラグアイの作物別面務
(2008/2009"lo) 
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写真 1 大規模幾家の大豆収穫

小規模農家はとうもろこし(会府)，さとうきび，

キャッサパ， ごま，マテ茶などを作付けしている。

2. パラグアイの大恵栽場

パラグアイの大豆生産面積は世界第 6位である

が(表 2)，収穫量の多くが輸出されるため，輸

出閣としては世界第 4位であり，同国における現

在最も重要な経済品目である O 反i院は過去には高

いレベルを維持していたが，近年は各種要鴎によ

り反収の増減が激しい傾向にある(表 3)。以下

に大豆生産に関わる要因について述べる O

表 2 国別大豆生産量翠 (2008年)

アメリカ
ブラシjレ 59，242 

アノレゼンチン 46，238 
ιIJ[母 15，5，15 
インド 9，905 

ノマラク。アイ 6，311 
カナダ 3，335 
u本 261 

Hj!)~ : FAOSTAT 

表 3 国男1)大変反収 (kg/lOa)

ブラジノレ 223 281 282 
アルゼンチン 221 273 268 297 282 

L~J国 182 170 167 1<1 170 
インド 91 107 106 124 94 

ノマラグアイ 192 202 173 250 257 
カナダ 259 271 289 230 279 

1)気象要菌

筆者が在籍したパラグアイi菊部に位置する国立

地域農業研究センター(現在は独立法人， Centro 

Regional de Investigacion Agricola 以下CRIA

と表記)の大豆生育期間の気象を表 4に示した。

平均気温は20
0

C以上，降水量が概ね 100mmを超

えて推移し，また日射量が豊富で大豆の多収条件

が描っている。しかし，年により干ばつに見舞わ

れることがあり，大きな生産上の不安定要索となっ

ている。 2008/2009年は，菱季の12月から約 2ヶ

月にわたり降雨が無く，大立の収量に大き

を与えた。パラグアイ農牧省の調査によると，大

豆の反収は前年比38%減であった (MAG: 2009)。

特にその時期に開花期から英伸長期を迎えていた

早謡きの大豆の被害が大きかった。 2009/2010年

は，地域によって10月下旬から lヶ月にわたり降

雨が無く，大豆畑によっては出芽不良のため再播

する開場もみられた。また， トルメンタとよばれ

る短時間ではあるが台風並みの突鼠を伴う強雨が

不定期にあり，作物に被害を与えることがある。

表 4 パラグアイ南部における大笈生育期間中の気象
(2003/04-2009/1 OIlzJtj) 
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2)土壌要因

パラグアイ，ブラジル，アルゼンチンの国境地

帯を流れるパラナ河沿いを中心iこ東部の嬬作地帯

は，玄武岩を主体としたテラロッサと呼ばれる赤

色土壌である。この地帯の多くがほぼ50年前まで

熱帯雨林で覆われており，木々を伐採，焼畑，抜

根する開拓作業が行われ，現在の地作地帯となっ

ている。この土壌は保水性に優れ，土壊肥沃土が

緩めて高く，開拓当初から長期賠無肥料で大豆や

その他の作物が高い収量レベルで栽培されてきた。

しかし，地力の低下に伴い，近年はリン駿を中心

に主要 3要素の施肥を行う栽培がー殻的となって

いる。土壌診断は，パラグアイ全体ではそれほど
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広く行われていないが， 日系やドイツ系の移住地

では土壌分析を行う農家が増えているようである。

3)不耕起栽培

現在，パラグアイの大立の大半が不耕起栽培

(写真 2)で栽培されている。パラグアイの不耕

起栽培は1980年代の初めにブラジルから導入され，

日本人移住者が定着させた(関:1999)。日本人

移住者が多数農業を営む日系移住地では， 1990年

代後半には全ての面接が不耕起栽培となっている。

パラグアイの大豆栽培における不耕起栽培は次の

3つのメリットがあると述べられている(国分:

1997)。
(1)土壌流亡の防止:短時間で強L、昨雨に見舞

われる地帯において意義は極めて大きし、。 (2)適

期播種田穫の増加.例えば，パラグアイ南部では

播種期が 9月~翌年 1月までと播撞期間が長いが，

熟期の早晩性を間わず， 11月上旬から中旬までの

播種の収量が最大で、ある CMorel: 2009)。よっ

てこの時期の播種面積を増加させることが農家の

収益増につながる。耕転，整地作業が省略でき，

その時胞を播穣作業に充てることができる。 (3)

経費の軽減:不耕起専用播種機は必要であるが，

耕桂，整地作業用のアタッチメントが不要で， ト

ラクターの謝府年数を伸ばすことができ，耕転，

整地作業省略により燃料代，労賃を軽減できる。

写真2 不耕起栽培大変(生育初期，麦栽培跡接種)

4)品種

パラグアイでは約250万haの大立が栽培されて

いるが，地域によって差は見られるものの，日系

移住地や周辺のドイツ系移住地などではほぼ全て

が遺伝子組み換え品種である。現在，そのほとん

どはブラジル， アルゼ、ンチンで育成された品種で

ある O 多数の育種会社が存在し，競争は;域烈で，

この競争が新しい品樟の能力向上に寄与している

ものと考えられる。パラグアイで大立の品種改良

を行っているのは， CRIAと民間 1社で=ある。こ

れまでのCRIAの育成品種は非遺伝子組み換え品

種であり，造伝子組み換え大豆の普及前には作付

けされていたが，パラグアイ農牧省が遺伝子組み

換えの権利を取得しておらず，遺伝子組み換えの

品種を発表することができなかったため，現在の

作付面積はわずかである。しかし，この権利を最

近パラグアイ農牧省が取得したと潤いており，近

年中にCRIAで育成された初の遺伝子紐み換え品

種が発表されるものと思われる。

3. シニアボランティア応募の流れ

おそらく，これまでの本誌に掲載されている海

外技術協力記事は， JICAの専門家として派遣さ

れていた方が寄稿されているものと想像する O

はボランティアとして参加したので， JICAボ

ランティアの応募の流れから着任までを記す。

JICAのボランティア事業(青年海外協力隊，

シニアボランティア)は，通常年 2回(春と秋)

の募集があり，筆者は2007年の秋募集に応募した0

2007年10月に願書を提出し，履歴書と{建康診断の

審査を経て，翌2008年の 1月中旬に東京で英語と

面接の試験を受け， 1月末に合格通知を得た。パ

ラグアイの公用語は英語ではなく，スペイン語で

あるが，語学の試験は英語で行われた。英語以外

の言語を勉強している人は少ないので，受験しで

も語学の程度を計ることができないので，英語が

受験科呂になっていると患われる。

2008年 7月上旬から65日間，長野県駒ヶ根市で

派遣前訓練を受けた。派遣前訓練では主として活

(私の場合はスペイン諾)，国際協力一殻

や治安に関する講義などを受講した。また，その

期間に各種の予防接種を行った。この訓練は，世

-105-
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界各地に派遣される20代前半から70歳までの約

200名の JICAボランティア候補者の集団生活で

あった。

9丹28臼に成田を出国し，ニューヨーク，サン

パウロ経由でパラグアイの首都アスンシオン空港

に到着した。乗り継ぎを含めて丸 2日聞の長旅で

あった。パラグアイには，同時期にシニアボラン

ティアとして私を含め12名，青年海外協力隊 4名

の計16名が派遣された。アスンシオンのホテルに

約 2週賠滞在し，現地の語学学校にi遣い，スペイ

ン語の都練を受けた。この訓練終了後，約 2年間

滞在した約360km離れたエンカルナシオン市に

向かった。私は妻と子供達とともに赴任したので

荷物が多く，派遣先のCRIAの大担率が追えに来

てくれた。任国着任後の語学研修は，ホームステ

イで行われる場合もあるらしく，派遣国や時期に

よって異なるとのことである O

4.派議先の組織とプロジェクト内容

CRIA は，パラグアイ南部カピタン・ミランダ

市に位置する。 JICAの無償資金援助でほぼ全て

の建物(写真 3)が建設され， 1979年から2008年

までの30年にわたり JICAのプロジェクトが投入

され，作業機械，実験装置・機呉や車両に至るま

でJICAの援助で導入されている。長期にわたる

JICAのプロジェクトにおいて， 日本人の専門家

4， 5名がほとんどの期間CRIAの複数の研究室

に駐在し，北権道からも多くの農業技術者が派遣

されている。筆者は大立研究室で活動したが，こ

の研究室には土展武彦氏(前上JII農業試験場長)

が2008年 3月までの約 5年間，その前には約 7

間，吉明地通孝氏(前北見農業試験場，後に図研

に転出)が専門家として仕事に従事されている。

古現地氏は現在もパラグアイのイグアス農読でご

活躍中である。また， 40代以降のCRIA職員の多

数がB本での研修を経験している。パラグアイ島

体が日系移民の影響で続日的な国であるが，

CRIAの雰閥気はとても日本人に対して好意的で

あった。

CRIAには大豆，小麦， とうもろこしの作物研

106 

写真3 パラグアイ地域幾築研究センター

究室の他，病気， 雑草，土壌などの研究室

があり，正規職員，契約職員を含めて約50人が夜

籍している。 CRIAの大豆研究室は，大豆育種と

民間会社育成品種の地域適応性検定試験や栽培a試

験など予実擁しており，概略は次のとおりである 0

1)大東育種

目標は，多収性に加えて病虫害抵抗性を主

要育種目標とし，その内容はダイズさび病抵抗性，

炭腐病抵抗性及びダイズシストセンチュウ抵抗性

であるO

(1 ) ダイズさび粛 (SoybeanRust， Phαkosρora 

ρachyrhizi) 

アジア型のダイズさび病 (1手真 4)は， 2001年

にパラグアイで発見され，その後急、速に田内に

延し (Morelら:2004)，現夜はパラグアイのみ

ならずブラジルやアルゼンチンの大立生産地帯で

大きな問題となっている。感染による減収程度は

大きく，ブラジルでの減収率は30~75% との報告

がある (Yorinoriら:2005)。 本病は，進展が

早いことから農家は予防的防諜を強いられており，

殺窟剤コストの大部分を占める。

これまでさび病に対する抵抗性遺伝子として 6

つの遺伝子が報告されている。 CRIAでは，アル

ゼ、ンチン，ブラジルや日本の研究機関と連携し，

各地のさび病菌を収集し，収集した態に対する

効な抵抗性遺伝子を縫認している。しかし，さび

病のレース分化は極めてE詳し数年前まで抵抗性

を示していても，その抵抗性遺伝子が打破される
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事例が相次いでいる。抵抗性品種の開発は日本や

アメリカとの共同研究により行っている O いくつ

かの有望系統があり，近く新品種として公表する

予定である。しかし，将来的に品種の寿命を延ば

すために抵抗性のレベルを上げる必要があること

から， 2010年より高度抵抗性品種の作出を自的と

した共同研究に着手している。

写真4 大豆さび病により落葉した大豆

(2) ダイズ炭腐病

(Charcoal Rot， Macroρhomonα片山eolina)

土壌伝染性の病害で，連作すると発病が多くな

る。パラグアイでは大立の作付け頻震が高まるに

つれて発病地帯が拡大している。成熟期付近の高

損，乾燥が好適多発条件である。葉が急激にしお

れ，発病株の表皮をまIjぐと木炭のような黒い菌核

が現れる。防除薬剤は存在しない。 2010年は， 1 

月に!降雨が極めて少なかった地帯があり，その池

域では本病が多発し，成熟前に葉が萎れてしまっ

たために粒の肥大が劣った。本病に対しての抵抗

性造伝資源をアメリカから導入し，抵抗性の付与

を鴎っている O

(3) ダイズシストセンチュウ

(Soybean Cyst Nematode， Heterodera glycines) 

北海道でも豆類の主要害虫であるダイズシスト

センチュウは， 2002年12月にパラグアイで発生が

確認されている CCenturionら:2004) 0モニタ

リング調査によれば，本線虫はパラグアイの 3

16笥所で発生が確認されている (Sanoら:2006)。

発生県でセンチュウ害により葉が黄化した醤場を

見ることは無かったが，汚染は拡大しているもの

と推察される。 CRIAではJICAとのプロジェク

トで1997年からダイズシストセンチュウ抵抗性育

種を開始し，抵抗性検定は，現地汚染闘場で行っ

ている O その成果として， 2008年にパラグアイ初

の抵抗性品種を発表している (Morelら:2008)0 

2)地域適応性検定試験

CRIAでは，民間会社の新品種の地域適応性検

定試験を実施している O 熟期，遺伝子組み換えや

非遺伝子組み換えなど，特性の異なる 80~100を

超える品種が毎年供試されている。 CRIAや他の

試験場の闘場など全国に計 6箇所の検定調場があ

り，各場の協力は得られるものの，播種，調査，

収穫や成績取りまとめ等のかなりの部分をCRIA

で行っている O 筆者は何度か出張にj司行したが，

この試験に係る l回の出張の走行距離は約1，500

km， 1j麗聞のFs9，試験圃場を泊まり歩いて作業を

行うハードなものであった。この試験に割かなけ

ればならない労力は莫大で，他の仕事に注ぐ時間

確保のために，作業の省力化や箇所数の減少など

についてカウンターパートや所属先と話し合った

が，パラグアイ農牧省は，民間会社からこの試験

に係る多額の受託費を受け取っており，簡単で、は

なかった。

3)播種期試験

大立の諸種期臨は北海道では短いが，亜熱菩気

候の当地域では播種可能期間が長い。熟期，草型

の異なる主要な十数品種を用いて，当地の春であ

る9月~夏の翌年 1月の 5ヶ月間にわたり定期的

に播種を行い，生育特性や収量反応を解tfTした。

主茎長や収量の反応は播穏期により大きく異なり，

極めて興味深い試験結果であった。

5.圏場の臼

パラクアイには「闘場の日Jと称する，農家が

多数の新品種や農業資材の情報を一度に得られる

展示会があり，夏は大豆ととうもろこし，冬は小

麦主体で行われているO 夏の全国的な展示会は 2

箇所で行われ， 3日間続く O 大きな農協では，農

協単位で開催しているところもある。主催は穣子

会社，農薬会社や機械メーカーなどでかなり大が
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かりなイベントである O 私がパラグアイでみた全

てのイベントのうち，一番“豪葉"なものはこの

「顕場の臼」であった。参加する種子会社や

CRIAを含む試験場は数ヶ月前に新品種をイベン

ト会場に播種し，また資材会社は除草剤，殺菌剤

などの各資材を事前に処理して，当B農家に作物

や資材の処理効果を実物をもってPRする(写真

5 )。大手会社は，資料，飲み物，会社名入りの

帽子などを配布し，昼食も無料で振る舞われ，多

数の農家が訪れる。品種や資材の効果そ実際に現

場で見られるものの，注意を要するのは試験結果

のテ、ータなどの資料はほとんどなく，説明員の口

頭で詳細が語られることで，全て本当かどうかは

媛わしい場面があった。筆者にとっては，パラグ

アイの品種，資材や農業機械を知ることができる

いい機会であったが，知り合いの呂系農家は，

f臨場の日Jはあくまで参考で，実際は島分の闘

場で試験すると言っており，毎年参加する人はこ

のイベントに対しての心構えが違っていた。

主宰褒 5 題場の日(徐主主斉IJ効果の展示，
亙00:無処理区右:処理区)

6. 臼系移住地

現在，パラグアイには，日本からの移住者，い

わゆる臼系人が約7，000人生活している O ブラジ

ノレは2008年に移住100周年を迎えたが，パラグア

イのその援史はブラジルに比べ浅く，環窓70数年

であり，また，ほとんどの移住者は1950年以降の

戦後移住である(表 5)。ノfラグアイへの移住者
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の出身県で最も多いのは高知祭であるが，北海道

は次いで第 2位である。 2009年に北、海道からの移

住50周年式典がパラグアイ国内の 2笛所で開催さ

れ，イグアスで、行われた記念式典には筆者も出席

し，北海道出身者の臼系人と交流を深めた。

戦後移住者が多数を占めるため，自分の意芯で

パラグアイに入植した l世や幼少の頃に渡った人

達が現在も多数活躍している。農業移住が基本で

あり，全国 6箇所に多数の日系人が農業を営む移

住地があるO 各移住地に日系農協が存悲し(写真

6) ，また，連合会である臼系農業協同組合連合

会を組織し，ノfラグアイ国の経済発展に大きく

献している。この連合会が長年JICAの管轄であっ

た農業試験場 (CETAPAR)を諮り受け， 2010 

年 4月からNikkei-CET APARとして運営を行っ

ている。首都近郊の移住地は野菜農家が，その他

の移住地では蝿作や畜産を営む農家が多い。日系

の畑作農家の経営面穣は200~400ha が多く，ノf

ラグアイでは中規模農家に相当する。筆者が滞在

した町の近隣の農協担当者によると，現在は一時

期多かった農家の日本への出稼ぎはほとんどなく，

安定した生活を営む農家が多いとのことであった。

7.おわりに

長年にわたってJICAによって支援を受けた農

業試験場での活動ではあったが，日本での仕事環

境が当たり前になっていたため，言語，インフラ

や試験体制の異なる場所での仕事は難しさを感じ

る場面が多かった。しかし，普段経験することの

できない有意義な経験であり，また，北海道の地

を離れてパラグアイで家族とともに過ごした 2年

間は，極めて思い出深く貴重な体験であった。

この機会を与えて頂いた当時の北見農業試験場

玉木場長，焔件霞芸科の間僚，農業試験場および

北海道庁の関係各位，仕事，生活面でご助言頂い

た土屋武彦氏，パラグアイでの生活に当たり，い

ろいろな面で助けていただいたエンカルナシオン

日本人会に対して，ここに記して心から感謝申し

上げる。
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表 5 B系移住地および転住市の人数および保有面穣等

(2007ij: J二段移ft地， ド段・ 'liifiつ!i)

3) MAG (200宮): Esti 

macion d巴 m81'map01、

日巴quiaen Ja producci凸n

d巴lasoja d巴partamentos

de Caaguazu， Itapua， 

San Pedro， AltoParana y 

11系人数

地域人u
11系人

{早千ilfiit<'lChal 

11*人数

地域人口

338 
5.500 

5.500 

1.452 

169 
21.156 

3.600 

18合

222.27.1 

写真 6 ラパス農協
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