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パラグアイ・ニェンブク県にある国立ピラール大学

での活動概要および岡市近郊の小規模農牧業

畠田健太郎*

1 は じ め に

本稿から，筆者のパラグアイにおける活動成果

(主に牧畜生産)について報告してして。今まで，パ

ナマやブ、ラジル等の国々では，試験研究機関に配属

となって基礎研究を実施し，その成果を近隣の普及

員や生産者に普及教育 していくことで、あったが，こ

の国での活動形態は，大学配属であり，配属先はパ

ラグアイ国立ピラール大学 (UniversidadNacional 

de Pilar: UNP)であった。そして，通常 2年という

業務期間であるのに対して，ここでは 8ヶ月延長が

承認され， 2年 8ヶ月という長い期間にわたって，

さまざまな活動を展開する こととなった。まず，本

稿では，活動内容ならびに任地についての大まかな

概要を述べていく 。

2 活動内容

l)JICAのホームページ

今回のパラグアイでの活動内容は，結論から記して，

nCAのホームページを閲覧されると容易に理解でき

ると考えている。掲載ホームページ名は，ぞれぞれ

nCAの活動ダイジェクト (htφ // globalchallengers. 

jica. go・jp/digest.php?id=14)および HOTアングノレ

(h口p:/ /www2. jica. go・jp/hotangle/america/ paraguay 

/001027. html)である。なお，後者の HOTアング、ル

に関しては，2012年 6月，配属先の農牧 ・地域開発

学部において学生卒論指導を通じた基礎研究結果

の輩出の功績により，客員教授に就任したが，その

経緯について，パラグアイ在外事務所側から依頼さ

れたものである。

nCAの HOTアング、ルに掲載された事項(客員教

授拝命の経緯)は，半永久的に残るホームページで

あるが，活動ダイジェクトは，同国での活動内容を

記している。ところが，これは掲載されてから 3年間

. (株)宏大 (KentaroTomita) 

元パラグアイ国立ヒ・ラーノレ大学農牧および地域開発学部客員教授

の公開(有効期限)であると聞いている。それゆえ，

本誌においても，この活動概要については簡易的に

述べていく こととする。

2)学術教育研究プログラム配属

当初の筆者の配属先は同大学の中の学術教育研

究プログラム (Programade Investigacion y Extension 

Universitaria P則EXU)であり，法学，経済学部等の

教員らで構成されている部署で，学長室や副学長室が

所在する大学本部内に設置されていた(写真 1)

(ちなみに， 学生講義講堂や実験室等は別のキャン

パスにあり 写真 2)。この P則 EXUの組織内容に

ついては，詳細に把握 しない状態で帰国したが，筆

者の直属のカウンターパート(相談役)となってく

れた方が， Prof. Lic. Victor Portilloであり，衛星

画像の専門家で、あった。

2010年 4月上旬， 当時の担当企画調査員とともに，

PRIEXUの長官であった Prof.Lic. Maria Coronel 

Caballeroに赴任挨拶したとき， Pro王 Dr. Nicolas 

Zarateも同席しており， 筆者に対して，新規プロジェ

クトとしての『ステビア栽培試験』に参加すること

を勧められた。このステビアは同国の東部地域が原

産地であるが，東部地域とほぼ同一緯度にあっても，

写真 l 学長室ならびに PRIEXU事務所が
所在する大学本部
(撮影冨田， 2011) 
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設置されているメインキャンパス
(撮影冨田. 2011) 

PSこのメインキャンパスにおいては，筆者の滞在先の
アパートホテノレから近かったという理由もあり，

夕方，または夏および冬休みに教室を借りて，卒論
学生らに対する特別講義を実施したものであった。

南西部の湿原地帯中の正地では馴染みがなく ，同地

域の小農に対する現金収入向上戦略のーっとして

研究を開始するということであった。当然，筆者は

このプロジェクトに参加することを即答し.Prof. 

Dr. Nicolas Zarateを主任とした形で.Prof. Lic. 

Victor Portilloとともに活動を開始することとなっ

た。 この筆者の即答に対して.PRlEXU長官ならび

に副学長 Prof.Dr. Adolfo Villasboa Romanachも歓

迎してく れ，即全国ラジオならびにニュース放送へ

とつながった(筆者がスペイン誇を理解していたこ

とも好感に持たれた要因の一つであった)。

3)農牧 ・地域開発学部における活動

PRlEXU赴任約 1ヶ月後，筆者の前任者(早川嘉

彦博士)のカウ ンターパート の一人であった Prof.

lng. Jose Carlos Galeanoとともにピラール (Pilar)

市近郊にあるデスモチャドス (Desmochados)地区近

辺の小規模農家訪問から帰宅する途中(図 2参照). 

農牧 ・地域開発学部が設置されているキャンパスが

所在するピラーノレ市近郊のイト ロロ (Ytororo)地区

に出向いた(写真 3)。そのとき，偶然，筆者の準カ

ウンターパー トとなる Pro王Ing.MSc. Juan Alberto 

Bottino.および赴任 l年後に共同研究を実施する こ

とと なる実験室勤務の Ing.Sonia Riveros Valazco 

であった。彼女は，以前赴任されていた別のシニア

海外ボランティアの方と コンタクトがあり ，一部片

言の日本語を理解していた。

牧・地域開発学部が設置されている
大学の別キャンパス
(撮影冨田. 2010) 

さて，準カウンターパート も，筆者とのスベイン

語で、の会話に好感を持ったのか ?筆者もパナマや

ブラジノレで、のかつての成果の話もし，コロンピア土

壌学会学術雑誌に掲載さ れたパナマでの成果を

PDF化していたので，名刺代わりに挨拶の気持ちを

込めて.USBメモリを通じて，彼の PCにコピーさ

せてあげた。 一つの自己アピールである。

翌日 .P則 EXU事務所に出動すると. Lic. Victor 

Portilloから連絡があり ，先の Prof.Ing. MSc. Juan 

Alberto Bottinoならびに農牧 ・地域開発学部長であ

るProf.Ing. MSc. Gustavo Adolfo R巴tamozoから

の依頼により，筆者に対して，専攻領域の特別講義

ならびに学生卒論指導をお願いしたいと いうこと

であった。詳細な事項はこ こでは記さないが，その

主な理由は次の三つであった。

①筆者の専攻領域を指導できる教官がほ とんど

存在しなかったこと。

②スペイン語を理解し， 十分なコミュニケーション

能力を有していると判断されたこと。

③同言語で学術論文も執筆 し，学生卒論指導が

実施できる と判断されたこと。

である。

当時，筆者と しては驚きを隠すことができなかっ

たが，依頼された仕事は断らないことを基本として

いたので， この仕事も PRlEXU側の了解の下，引き

受けることと した。初年度は 3名，さらに半年後，

何名か引き受ける こととなったが，トータル 9名の

学生卒論指導教官として活動 し，この 2年 8ヶ月に

おけるメインワークとなり，とくに牧畜部門におい

ては，本誌において報告していく内容でもある。
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この活動は，基本的に大学配属ということなので，

今までの試験場配属と違って，基礎研究ならびに学

生教育を同時に進行させることができた。それゆえ，

一つの理想的な人っくり技術協力の在り方ではな

かったかと思っている。

4)日系財団所管のパラグアイ農牧研究センターの

緊急特別協力

筆者は学生卒論教育の中で，植物体の無機成分の

分析は，同国にあるパラグアイ農牧研究センター

(C巴ntroTecnologico Agropecuario del Paraguay : 

CETAPAR)に依頼することを考えていた。以前，本

誌姉妹編の『農業および園芸』において，パラグア

イにおける土壌分析およびピラポ日系移住地の実

情について報告した。この当時， CETAPARはJICA

所管の農牧センターであり，かつて多数の JICA専

門家の方々が技術協力に従事されており，筆者も訪

問経験があった。この当時から， CETAPARが刀CA

から切り離され，他機関に移管することは知ってお

り，事実， 2010年4月，日系財団に移管された。当

時，日系の技術職員として勤務されていた知人 2名

の方々 は， CETAPARの所長ならびに副所長に就い

ていた。そして，赴任約 1年後，当時の職員との挨

拶を兼ねた形で，カウンターパートである Prof.Lic. 

Victor Portilloとともに初年度に担当した学生卒論

実験サンプルの分析依頼に赴いた。任地ピラール

から CETAPARが所在するアルト・パラナ (Alto

Parana)県のイグアス日系移住地まで、の直通パスの

所要時間は 11時間で、あった(図 3参照)。つまり，

パラグアイの西から東への縦断であった。

その 4ヶ月後，思わぬ出来事が発生した。早朝，

ある日系移住者の知人(大学の先輩)から連絡が入

り，日系財団移管後，さまざまな問題の発生により

(詳細は省く)， CETAPARの副所長が緊急転職し，

分析室が稼働できないという連絡を受けた。そこで，

緊急的に筆者に来てもらって，現地の分析技官らに

よって分析業務が円滑に進行されているか?また，

化学計算等においてミスがないかどうか?の確認

の依頼を受けたのである。その後， CETAPAR所長

からも依頼の連絡もあり，日系財団の会長の名前で，

JICAパラグアイ事務所に依頼文書を FAXで送信し

たとのことであった。さらに，その後，筆者の企画

調査員(班長)(担当企画調査員は一時帰国中)から

も連絡があり， I冨田さん，配属先でもいろいろと

仕事があるのだから，無理して引き受ける必要はな

いですよ」としづ忠告もいただいた。入念に考慮し

た結果，この CETAPARからの依頼を受けることと

したが，その主な理由は赴任 1年が経過し，次の

学生5名の卒論指導や若手研究員である Ing.Sonia 

Riveros Valazcoの他， Ing. Felix A汀加 Mancuello

との共同研究実験においても，土壌や植物体の化学

分析においては， CETAPARを活用することを考え

ていた。そのため，円滑な分析業務が遂行できない

ことは，配属先における卒論指導教育においても大

きな影響を及ぼすとして， CETAPARの所長や前記

企画調査員に I緊急協力に応じる」という連絡を

した。なお， CETAPARの所長には，配属先 PRIEXU

ならびに農牧・地域開発学部にも文書送信を依頼した。

直通パスで 11時聞かかるので， 1ヶ月単位の出張と

し，マニュアルや分析業務の確認，分析技官に対する

化学計算や統計学(主に分散分析)教育等を施すため，

トータル 3回赴いた(この出張・業務・食事・宿舎に

要する経費はすべて日系財団負担となった)。詳細な

業務内容は，本誌別号で報告するとして，ここでの緊

急協力業務を遂行したことによって，本誌から報告し

ていく牧畜生産に関する基礎研究にとっても大きな

成果を得ることができたことを付記しておきたい。

4)パナマのシルボパストラル・システムに関する

成果等の報告(雑誌連載)

赴任4ヶ月後，筆者はあるきっかけにより，パラ

グアイで開催された国際イネシンポジウムに参加，

以前のパナマシニア海外ボランティア時代

(2007-09年)の陸稲栽培試験の成果の一つを口頭発

表した。そのとき，同国技術雑誌ElProductorの編

集責任者で、あった Prof.MSc. Edil Paezと交流を図

ることができ，これが契機となって，パナマ時代の

稲作栽培試験(陸稲，アグ、ロフオレストリーおよび

水稲栽培試験)が連載されるようになった。この他，

パナマのアノレティソル地帯で実施した，アカシア

(Acacia mangium) +ブラキアリア (Brachiaria

humidicola)とのシルボパストラル・システムやマメ

科牧草アラキス (Arachispintoi)の成果(以前，本誌

でも紹介した)も別の畜産雑誌LaRuralに掲載された。

パラグアイにとっては他国の仕事ではあるが，編

集者側も，これらの成果が自国にとっても，直接

的・間接的に若手や生産者に対する教育材料になる

と判断してくれたことに嬉しく思ったものである。
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5)東日本大震災発生を教訓にして，筆者なりの質の

高い協力を目指す

パラグアイ赴任 l年後には，不運にも，わが国で

は東日本大震災が発生し，多くの悲しみがあった。

コロンビア土壌学会やパナマの友人らも，筆者の家

族を心配する電子メールが多数送信されてきた。幸

運にも筆者の家族には被害は及ばなかったが，これ

も任国との交流を可能な限り深めていたことによ

るものであろう。

震災後 i圏内が混乱している中，どうして海外

に技術協力やボランティアが必要なのかつ」という

声が出され ，JICA倶IJも青年海外協力隊(Japan

Overseas Cooperation Volunteers JOCV)やシニア

海外ボランティア (SeniorVolunteers SV)の募集を

一時中断する事態となった。やがて，これはすぐ取

り消され，再び募集が開始されたが，募集に対して

応募者が減少していく傾向にあることは事実であ

り，その主な理由の一つに，東日本大震災に対する

復興支援に赴く方が多くなったことが指摘されて

いた (2013年 2月 27日の東京新聞の夕刊より)。

いずれにせよ，わが国は穀物自給率が 29%程度，

食料自給率が 40%以下であり ，また，石油や鉱物資

源に乏しいことも含めて，諸外国と貿易をしてし、か

なければ生きていけない。とくに，ブラジノレをはじ

め，南米は食料供給国でもあり，環境配慮を考慮し

た形の持続可能な生産システムの構築の視点から

も，基礎研究も含めて，引き続き，技術協力を遂行

していくことが必要であると考えている。もちろん，

小農に対 して も草の根レベルならびに顔の見える

協力も必要である。このような姿勢は， 他国からも

冷静な目で見られていると思う。事実，震災後，多

くの諸外国からのさまざまな形の支援があった。パ

ラグアイの日系移住地も，ボランティアでダイズや

豆腐の支援を行ってくれたことを知っている(同国

JOCVらの私信より)。

大部分のラテンアメ リカ諸国の公用語はスペイン

語(ブラジルはポルトガル語)であることも含めて，

この言語を使った形で，基礎研究ならびに学生一人

一人に対する卒論教育を地道に遂行し，また，試験

研究の成果に関 しては，われわれ日本人(納税者)の

みならず，ラテンの人たちにも理解できる言語で出

版物を広めていくことも，一つの血の通った協力 ・

交流であると自負 している。

3. ニェンブク県および

ピラール市の概況

協力対象地域と なるニェンブク県ピラール市は，

岡県の県庁所在地である。パラグアイの首都アスン

シオンから南西部約 360kmに位置しており(図 1)， 

ニェンブク県の面積は 12147km2，人口は約 85000人

である (2002年当時で 76738人)，ヒ。ラーノレ(Pilar)市は

27967人，そして，岡県はパラグアイ河をはさんで

アルゼンチンと国境を有しており，大部分(80%以上)

が湿原となっている。このパラグアイ河はパラナ河

に合流し，南もアノレゼ、ンチンである。写真4はピラー

/レ市の大通りであるが，ほとんどの市民がバイク

ブラジル
B R."ZI~ 

必何一
r
L
要一主一る

d

一お
t
l
 

h

一イ
岡
山ア

町
一グ

刊
一図

(出所 h壮p:Ilwww.bing.com/images/search?q=%e3%83%91 % 

~%~%~%~%~%W%~%~%~%~%~%~+%~% 

9c%bO%e5%9b%b3&qpvt=%e3%83%91 %e3%83%a9%e3% 

82%bO%e3%82%a2%e3%82%a4+%e5%9c%bO%e5%9b% 

b3&FORM=IGRE#view=detail制d=7A4A4F3D99F153AA7 A1282 

C81 CAE841 D3AAD708D&selectedlndex=1) 

写真 4 ピラール市の大通り
(四輪車よりも改造バイクが多し、)

(撮影冨田，2010) 
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Neembucu 

Desl持ochado宰

図2 ニェンブク県における主な主要都市

(出所 https://帆，YW.google. co. jp/searchつq=%E3%83%8B%

E3%82%A7%E3%83%B3%E3%83%96%E3%82%AF% 

E7 % 9C % 8C&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=zr3YUdW 

B03ikAXlooGIDw&sqi=2&ved=OCAcQ_AUoAQ&biw=979&bi 
h=408持tbm=isch&q=Neembucu&spell=1&sa=X&ei=H77YUe33

NYrlkQWeq4GoCw&ved=OCEOQBSgA&bav=on. 2， or. r_cp. r 

qf. &bvm=bv. 48705608， d. dGI&ft=60a34aI6487cOlb7&biw 

=979&bih=408&fac陀 =_ &imgdii= _ &imgrc=ewUdkS3pMqF43M % 

3A % 3BkElu8WsVeF _s9M%3Bhttp%253A %252F%252 

R判明Y. metroroommates. com % 252Fimages % 252Fcity _ 

images % 252Fparaguay% 252Fneembucu. gif% 3Bhttp%253 

A % 252F % 252れ柄引".metroroommates. com % 252Farea 

rentaIs % 252Fparaguay-neembucu % 252Fjuanneembucu_ 

rentaIs. asp%3B250%3B250) 

銀〉

ブラジル

島

。 150畑、。 1剖 帽

図3 パラグアイの主要都市の所在地

(出所 http://www.bing.com/images/search?q=%e3%83%

91 %e3 %83%減%~%~%W%~%~%~%~%~%
a4+%e5%9c%bO%e5%9b%b3&qpvt=%e3%83%91 %e3% 

~%~%~%~%W%~%~%~%~%~%~+%~% 
9c%bO%e5%9b%b3&FORM=JGRE詳view=detaiJ&id=8CO13 

CA92D64BD04F315DOB7FOABF457280FD14E&selectedlnd 

ex=4) 

(日本等で製造される 50~125cc 程度の小型自動

二輪の改造車であると推察)。

なお，図 2にニェンブク県における主要都市の位

置も示しておくが，ピラール市に近いイスラ ・ウン

ブ(IslaUmbu)地区は 2795人である。

さらに，図 3には同国の各県にある主要都市を示

す。 ちなみに，この図では緊急協力先であった

CETAPARが所在するイグアス移住地は記載されて

いないが，シウダ ・デル ・エステ (Ciudaddel Este) 

市(アルト ・パラナ県の県庁所在地)から約 60km西

に位置している。

図4に岡県の土地利用割合を示す。上の数字が面

積(ha)，下のカッコ内の数字はその割合(%)を示し

ている。この図からも分かるように，湿原が多い関

係上，そのほとんどが粗放な牧畜が行われていると

いうことである(写真 5)。

800，000 

700，000 

600，000 

.5 500，000 

樫400，000

300，000 

200，000 

100，000 。

680，912 
(79.5%) 

永年性
牧草地 林地 休閑地その他

作物

図4 ニェンプク県における土地利用割合
(出所 Diaz& Fogel， 2009) 

写真 5 ピラール市へ向かう途中の大湿原地帯
(撮影冨田，2012) 
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写真 6 紡績工場

(前方にはボイラー稼働用の伐採ユーカリ材あり)
(撮影 冨田， 2010) 

このような環境にある中でも，ピラール市の人口

が約 30000人もいる理由の一つは，もともと，イタ

リアの移住地であり， UNP本部の近くのパラグアイ

河の岸に巨大な紡績工場が存在し，従業員は 700名

である(写真 6)。この工場は，第二次世界大戦後，

同国から紡績機械一式を取り入れ，イタリアから多

くの移民が移住して稼働するようになったという

(Lic. Victor Portilloならびに筆者の前任者である早

川|嘉彦博士からの私信)。周辺でワタを栽培し，糸

にして織り上げ，デザインとして染色し，ヨーロツ

パやブラジル等にも輸出されている。この工場では，

ユーカリの植林も盛んであり(植林して 9年位で伐

採)，エネノレギー用材として，ボイラーで燃やして

いた(写真 7および写真 8)。つまり ，この紡績工場

の存在が雇用を生み出し，外貨獲得源となっている

のである。

写真 8-1 工場内の様子

(糸を作る光景)

また，湿原地帯であることから，野生動物の宝庫

でもあり，とくに，鳥類が多様であり，水禽類や猛

禽類が目撃できる。UNPには基礎応用生態学部も存

在し，湿原地帯の里子生動物の研究も手掛けている。

4. ニェンブク県における

小規模農家による農牧業

1)2004-2012年までの月別降水量分布

図 5 にニェンブク県における 2004~20 1 2 年まで

の月別降水量を示す。この図からも年毎に変動があ

ることが分かる。ちなみに， 2004 年~20 12 年まで

の年降水量は，それぞれ 502，1053， 1743， 1045， 

749， 1121， 1133， 1211および 1088mmであった。

これらの平均値は， 1072mmであるが，月別による

降水量分布には大きな変動があることが分かる。例

えば， 7月に注目すると， 2009年度は 59mmの降水

量であったのに対して，2010年度は 179mmと最高

であった。ところが，翌年の 2011年は Omm，2012 
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年度は 27mmであり，同月においても年度別におい

て顕著な降水量の違いが認められる地域である。こ

こでは，気温については表示していないが，亜熱帯

の環境ならびに南半球に位置していることから，

2012年度の最高気温で記すと 1月および 2月が

35~40 0Cで猛暑となり 3 月から徐々に気温が下

がって， 6月が 23.5
0
C，7月が 22.5

0
Cと最低となり

冬となる(早朝の最低気温で 。OCを記録したことあ

り)。このように筆者にとっては，ラテン諸国では，

初の亜熱帯環境下での経験となったが，熱帯の環境

下と違って，雨季と乾季という明瞭な区別がなかっ

た。それゆえ，たとえ湿原地帯だからといって，豊

富な水源が存在するにしても，年度によって月別降

水量分布の違いは，天水依存による農業生産にとっ

ては一つの致命傷のように感じ取った。このような

ことも考慮、され，図 4より，粗放

な放牧が第一次産業の主幹であ

ると考えた。

2)ニェンブク県における代表的

な農産物の生産性・収量

表 lに2003/04および 2007/08

のニェンブク県における代表的

な農産物の生産性 ・収量を示す。

この表からもトウモロコシの収

量について見ると，両年ともに

1000kg/ha以下であり，低生産性

であることが分かる。ちなみに，

2008年度の農牧業に関する国勢

調査のデーターによると，パラグ

アイ全体では 1500kg/haであり，

ニェンブク県で、の小規模生産者

レベルでの一般的な収量は，相対

的に低いことが分かる。

3)近隣の小規模農家 における

聞き取り調査

ニェンブク県全体にいえる事

項であるが， 牧草地の 70~80%

は，降雨の後，浸水していまうと

いうことで、あった。この地区の土

壌は砂地であり，米国の包括分類

法でエンティソルに類別される

若い土壌である。基本的に排水性

が良好であるとは言い難かった。
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筆者は，前記 した Ing.Jose Carlos Galeanoとと

もにピラール市近郊にあるイスラ ・ウンブ地区CIsla

Umbu)やデスモチャドス (Desmochados)地区近辺の

ある小規模農家訪問したとき，聞き取り調査を実施

したが，ササゲ類の栽培面積は 1haで，子実収量と

しては 1t/ha得られるということで、あった。 トウモ

ロコシに関しては，表 lでは子実収量として

900-950kg/ha程度となっていたが，牛糞堆肥なり適

切な施肥を実践している農家では2000kg/haの子実

収量が得られるという(採用品種は Tipa)。通常，

1. 5ha程度の土地で栽培されるという(写真 9)。

この地域では，炭水化物源としてキャッサパの

栽培も実施されており，聞き取り調査によると，

イモ重として平均 4kg/Plantであった(品種名は

不明.写真 10)。その他，ワタの栽培も実践されて

-2004年

2005年

・2006年
・2007年
圃2008年

・2009年
・2010年
・2011年
2012年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月

図 5 ニェンブク県における 2004~2008 年までの月別降水量

(出所 DireccionNacional de Meteorologia， 2008および
http://www.tutiempo.net/cJima/PILAR!2011/862550.htm) 

表1 2003/04および 2007/08のニェンブク県における
代表的な農産物の生産性 ・収量

(出所 Fogel，2009) 

2003/04: 2007/08: 

面積 生産性 収量 面積 生産性 収量
ha t kg/ha ha t kg/ha 

ワタ 7.100 6，500 915.5 1，600 1，585 990.6 

サトウキビ 1，300 70，000 53846.2 76 4，859 63934.2 

トウモロコシ 10，050 9，045 900.0 4，628 4，370 944.3 

キャッサパ 1，400 22，000 15714.3 1，690 16，229 9603.0 

ラッカセイ 2，679 2，480 925.7 303 270 891.1 

ササゲ類 2，500 2，125 850.0 907 665 733.2 

セサモ 80 77 962.5 29 22 758.6 

£口入 言十 25，109 112，227 9，233 28，000 
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写真 9 デスモチャドス地区における小康
によるトウモロコシの栽培光景

(撮影冨田， 2010) 

写真 10 イスラ ・ウンブ地区における小農
によるキャッサパの栽培光景

(撮影冨田， 2010) 

いるが， Ing. Jose Carlos Galeanoによると ，マジョー

ル ・サンタマリア (MajorSantamaria)地区のある生

産者園場において，慣行的な化学肥料の施肥で収量

は 800kg/haであったのに対して，エンバクを緑肥

作物として栽培し，それのとり込み+慣行的化学肥

料の施肥によって 1500kg/haの収量が得られたとい

うことで、あった。

牧畜経営については，大部分が野草類による粗放

な放牧であり， 1頭/3ha，つまり， O. 3頭/haしか養

うことができないことを知った。また，大部分の小

農は化学肥料を購入することができず，インフラ整

備の悪さも含めて，銀行利子率が 26%も高いという

ことであった(Ing.Jo必 CarlosGaleanoの私信)。一

般的に，湿地環境下でも耐性を有するイネ科牧草と

して Estrella(Cynodon nlel1!β'ansis)があり，これが

多く採用されているということであった。

他方，デスモチャドス地区のある農家では 2~

3haの土地において，Brachωrω brizanthaを栽培さ

せており，生体重として 600kgの雄牛所有している

方も存在した。その一方で， イスラ ・ウンブ地区の

乳牛を肥育している小農によると ，牧草地において，

Brachiaria decumbensを導入し，播種量は 12kg/haで

あった。また，同農家は，このブラキアリアと里子草の

みを放牧して手L生産を実施した経験があるというの

で，両者における生産量の差について質問した結果，

搾乳は l日，朝と夕方の 2回実施し，前者は 25L/雌

牛/日であったのに対して， 後者は 18~20L/雌牛/

日であったという。この他，Leucaena leucocephalaを

植樹していた。これは有用マメ科樹種の一つであり，

飼葉をタンパク源として他の牧草類を混合して与え

ていた。ちなみに，窒素過剰を避けるため，イネ科牧

草と混合した全量の 30%程度としていた(このことが，

l年後，担当学生における卒論実験のテーマのヒント

となり，やがて，本誌で取り 上げる)。

なお，写真 11はデスモチャドス地区へ向かう途

中の放牧牛の移動光景，写真 12は小農による粗放

な放牧の光景である。

写真 11 デスモチャドス地区へ向かう途中
(路面は砂道)の放牧牛の移動光景

(撮影冨田，2010) 
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4)ニ工ンブク県の食習慣について

筆者の任地ピラール市やその近郊地区における

食文化の中で，彼らの炭水化物源はキャッサパまた

はパンで、あり，お米をほとんど消費しないのが一つ

の特徴であった。もちろん，スーパーで、お米(大部

分がアノレゼンチン産米)は市販されており ，お米を

常食としている方も居られた(筆者のカウンター

ノ号ートであった Prof. Lic. Victor Portilloはお米を

好んで、いた)。パンの原料で、あるコムギは，このニェ

ンブク県では浸水土壌が多いため，栽培不可であり，

大部分は同国南東部のアルト・パラナ県やイタプア

(Itap白a)県で生産され， 日系移住者もその生産者の

一人である。写真 13は，伝統的な料理(肉と野菜の

スープでノレクロと称する)である。左が炭水化物源

としてのキャッサノ〈である。

パラグアイの伝統的な料理ルクロ
(撮影冨田， 2010) 

5)水田稲作の可能性について

このニェンブク県の 80%以上が湿原地帯である

ことから，筆者は， Ing. Jose Carlos Galeanoに水田

稲作の可能性について言及したが，その可能性は否

定された。なぜならば，豊富な水資源を活用して，

技術的に水田開拓の可能性があるにしても，小農の

教育水準も含めて，まず稲作の経験がないというこ

とが主な理由であった。

ちなみに，隣国のアルゼンチンでは，大規模な

水田稲作が実施されていることを聞き， 2010年

7月下旬にパラグアイのイタプア県コノレネノレ・ボ

ガード (ComelBogado)市で開催された『国際イネ

シンポジウム』に参加し，アルゼンチン研究者によ

る成果を聞くことができた。この他，パラグアイの

ミシオネス (Misiones)県のサン・イグナシオ (San

Ignacio)市近郊で，パラナ河の豊富な水源、を活用し

た形でフk路を築き，大規模な水田稲作を実践してい

るブラジル人の発表も聞くことができた (2010年 12

月，同氏の圃場を訪問した)。このように，外国人

による大規模栽培であれば，ピラール市近郊で稲作

実施はできるかもしれないが，ニェンブク県の県民

の消費量も考慮して，採算の可能性があるかどう

か?経営的な視点から考えた場合，有利ではないの

だろう。それゆえ，現在においても粗放な湿地帯と

して現存している状態であると推察した(野鳥類や

野生動物の保護，つまり，生態系の保全を考える場

合，安易に水田稲作開発を実践しないほうがよいの

かもしれなし、)。

5. 次報では

次報では，農牧 ・地域開発学部のスタッフととも

に，イスラ・ウンブ地区の小農の圃場において， ト

ウモロコシ栽培試験を実施した成果を報告する。こ

の仕事は，ニェンブク県における初の成果であった

が，協力してくれた小農は，学生教育にも熱心でも

あった(学生引率による実習場所でもあった)。とに

かく，試験研究の成果が，生産者ならびに学生らに

も伝授できる可能性があるので，技術協力を実施す

る側も張り合いがあった。

なお，本誌は『畜産の研究』であるが， トウモロ

コシは食用ならびに飼料作物としての用途もあり，

また，栽培試験においても供試作物として採用され

る頻度も多い。それゆえ，飼料作物としての視点か

ら，学生卒論実験によるトウモロコシ栽培も含めて，

この作物に関しては，本誌で紹介していくことと

する。
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【農業畜産情報】

農業しながら売電太陽光システム共同研究 東京の企業と宮崎大学

太陽光発電システムの開発，販売を手掛ける Looop(ノレープ，東京都文京区)は，宮崎大学農学部と共同

で，農業をしながら売電するソーラーシェアリングの研究を 10月から始めた。パネルによる遮光が農作

物の生育や収量に及ぼす影響，売電収入など経済性を研究する。併せて新製品のモニター販売を始めた。

宮崎大はソーラーシェアリングに適した作物，品種の選択，栽培方法を担当。ループは農地におけるシ

ステムの最適な運用方法を受け持つ。栽培作物は葉物野菜やダイコンなどが候補に挙がる。

来年3月までを第 l期とし，宮崎大の農場 500平方メートルの農地に，ループが提供する太陽光発電シ

ステムを設ける。設置するのは，今月発売する発電所キットの新製品「ソラシェアJ2セット。

同キットは，長さ1.2メートノレ，幅 54センチのパネル 112枚，架台，直流を交流に変換するパワー

コンデ、イショナーなどの配電設備をセットにしたもの。 11.2キロワットの発電能力がある。多く流通する

パネルに比べ幅が狭く，散乱光を有効活用できる。

架台の高さは桁下~地面が 3.3メートルで， トラクターで作業できる。作物が必要とする光量に応じ，

パネルの傾斜角度を自由に設定。遮光率は 20~60%で調整できる。従来商品より柱の数を減らし農業の

作業性を高めた。

キットは正式発売に先駆け， 100キット限定で、モニター販売中だ。価格は 295万円(配送費・施工費別)。

問い合わせは同社， (電)03 (5802) 6210。
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