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 私はブラジルには 2 回赴任する機会があり、1 回目は

アマゾン河の河口の都市、ベレーンに2000年 11月から

3 年 6カ月間、2回目は 2008年 10月から 3年 1カ月間、

首都のブラジリアに勤務いたしました。 

 1908 年の日本人のブラジル移住から始まる歴史は、

現在に至るまで100年以上経っています。その間、日本

人の移住者とその子弟、子孫たちがブラジルアマゾンの

森林の回復保全と持続的な農業のために実践してきたア

グロフォレストリー（森林農業）が、どのようにつくり

あげられ、ブラジル政府がそれをどのように評価したか。

また熱帯雨林の回復の手法として、今後どういうふうに

活用される可能性があるのかということについて、私の

ブラジルでの2回の赴任経験をもとにご紹介いたします。 

 

ブラジル法定アマゾン地域の広さ 

 ブラジルのアマゾン地域の広さは、法定アマゾン地域

といって、ブラジルの法律でアマゾン地域が規定されて

いますが、その広さは 521.7 万㎢です。日本の国土面積

が 37 万㎢ですので、ブラジルのアマゾン地域の面積が

いかに広いかがわかるかと思います。 

 ブラジルの国土全体の広さは 851.4 万㎢で、日本の

22.5 倍です。これはロシア、カナダ、中国、アメリカ

に次いで世界5番目の面積になります。ブラジルの人口

は約2億人で、そのうちアマゾン地域に住んでいる人は

非常に少なく2400万人程度と言われています。 

 画像の赤い部分は森林が消失している部分です。専門

家は森林消失の地域が弓形になっているので「森林消失

の弓」と表現していますが、航空写真で解析すると、森

林伐採が激しいところです。20 世紀初めヨーロッパで

は工業化が進んで、特に車のタイヤとしてゴムの需要が

高まり、ゴムの生産のために森林が伐採された歴史があ

ります。1964 年から 1984 年までは軍事政権が続き、当

時は森林を切り開くことが国の政策として積極的に推進

された結果、大規模な森林伐採が行われました。 

 

奴隷制廃止による移民の積極的受け入れ 

 16 世紀の大航海時代、ポルトガルが新大陸に調査団

を派遣し、1532 年にブラジルを植民地としています。

それ以降、ポルトガルが統治しますが、1808 年にナポ

レオンがポルトガルに侵攻した結果、ポルトガルの王家

がブラジルに避難し、1821 年まで滞在します。王家が

帰国したあと、1822 年に直系の王子がブラジル帝国を

宣言し、ここから独立したことになりますから、ほかの

南米の国々とは違うかたちで独立が達成されます。 

 ブラジルにはアフリカから 4 世紀にわたり合計約 450

万人が奴隷として連れてこられたと言われていますが、

19 世紀後半には奴隷制度も社会の現状に合っていない

ということで廃止が叫ばれ、最終的に 1888 年に奴隷解

放令が出されます。奴隷たちが解放されることにより、

コーヒー園などの労働者を確保したいということで、

ヨーロッパ諸国だけでなく日本に対しても「移住しませ

んか」という話が当時のブラジルから出てきます。 

 その結果として、1886 年から 1914 年までの間に約

271 万人の外国人がブラジルに移住しています。もとも

とポルトガル人はたくさん移住していましたが、さらに

移住者の多い順にイタリア、スペイン、日本、ドイツか

ら移住してきました。 

 

日本人のブラジル移住の開始 

 日本からの最初の移民船が到着したのは 1908 年 6 月

です。当時は皇国植民会社という民間の移住会社が日本

人の移住を斡旋していました。初めての移住者の方々、

781 名がブラジルのサンパウロ州サントス港に到着しま

す。 

 移民船に使われた笠戸丸にはエピソードがあります。

日露戦争（1904 年～1905 年）のとき、笠戸丸は当時の

ロシアの輸送船でしたが日本海軍が旅順港で捕獲し、後

日、笠戸丸として客船に就航させました。この写真は笠

戸丸で、左の写真は船の上でポルトガル語の学習をして

いるところです。 

 上の二つの写真はサンパウロ州のコーヒー園で働いて

いる移住者の様子です。右は独立して自営農家になった

家族がバナナの木の前で撮った写真で、少し誇らしげな

感じです。 

 下の写真はアマゾンに移住した人の写真です。すごく

大きな大木を建設機械や重機がない状態で、手斧で切り

倒すという大変な作業だったと思います。熱帯雨林では

地表で栄養分が分解してしまい、地中深くには栄養がな
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いので、木の根が横に伸びる特徴がありますが、これは

まさに熱帯雨林の木です。 

 右下は非常に珍しい資料で、当時日本国内で移住者を

募集したビラです。「鐘紡を大株主とする南米拓殖株式

会社、移民大募集」と書いてあります。「15 町歩の独立

農とコロノの 2 様あり」は 15 町歩、15haの独立農家の

パターンと、コロノという契約農民の二つがあるという

ことです。右から読むと移民大募集と読めますが、こう

いうビラの募集に応じて移住していったのです。 

 ブラジルアマゾン地域における日系移住地を示した画

像が出ていますが、楕円形で囲んであるのが州の名前で、

これらの州が全部、法定アマゾン地域に入っていて、九

つの州があります。 

 ベレーンという都市は私が3年半いた場所で、アマゾ

ン河の河口にあります。アマゾン河はコロンビアやエク

アドルに源流があり、ペルーを通じ、ブラジルまで流れ

てきています。河口の川幅は600キロもあり飛行機で横

断すると 30 分かかります。九州くらいの大きさのマラ

ジョー島という中州があり一度行ったことがありますが、

非常に自然に恵まれた場所です。 

 トメアスはベレーンから直線で200キロあって、陸路

がよくなって今は4時間程度で行けますが、途中に川が

あり、渡し船に乗ることもあります。アマゾン地域には

戦前からあちこちに日系移住地ができ、民間の方が斡旋

した移住者が入植し、既にサンパウロに移住した日本人

移住者の子弟が新天地を求めてアマゾン地域のアクレ州、

ロンドニア州、ロライマ州に移住する動きも当時ありま

した。 

 

トメアス移住地の農業の歴史 

 1929 年、トメアス移住地に 189 名の移住者が初めて

入植してから現地で農業を始めるのですが、1933 年に

臼井牧之助さんという方がシンガポールから胡椒を 20

株持ち込んで、トメアスで胡椒を植え始めます。この胡

椒が黒いダイヤとして大ブームになるのは 1950 年代で

す。当時の日本は1941年から1945年まで第2次大戦を

経験し、1945 年から 1951 年まで GHQ による連合国統

治の後、1952 年にやっと日本国として独立する節目の

ころで、日本は非常に貧しい状況でした。 

 このような時期にトメアス移住地では胡椒の国際価格

が高騰し、胡椒ブームが起きたこともあり、JICA の前

身組織の一つである日本海外協会連合会が 1954 年に設

立され、1955 年には海外移住振興株式会社が設立され

ます。日本海外協会連合会は移住者の斡旋や、農業が落

ち着くまで現地でいろいろ技術指導する仕事を行い、海

外移住振興株式会社は移住者に必要なお金を貸し付ける

のが仕事でした。 

 この株式会社は日本政府が 100％出資した会社ですが、

1951 年に戦後処理の合意書であるサンフランシスコ講

和条約が結ばれ、日本は戦争で被害を与えた国に対する

賠償にも合意し、1954 年から賠償の支払いを開始しま

したので、日本政府の財政状況は非常に厳しい状況でし

た。そのような中、アメリカのゴールドマンサックスか

らお金を借りてこの会社への出資金をつくったと記録に

残っています。 

 JICA の前身組織の上記の二つの組織が合併し 1963 年

に海外移住事業団が設立され、第2トメアス移住地をつ

くります。もともと第1トメアス移住地は民間企業の斡

旋により入植した移住者が開墾した移住地ですが、既に

ここは 15万 haありました。そこから少し離れたところ

にこの移住事業団が 2 万 5800ha の土地も造成して移住

者の入植を斡旋しました。 

 ついていないことに、この 1960 年代に根腐れ病が発

生し、胡椒ビジネスが大被害を受けます。それにもかか

わらず生産は少しずつ伸びていくのですが、単一作物だ

けに頼っていると、農家の生活も安定せず、行き詰って

しまうので、胡椒と熱帯果樹を一緒に植える混植を始め

ました。これがトメアスのアグロフォレストリーの始ま

りで、現在のトメアス移住地の繁栄の基礎になりました。 

 

トメアス移住地の農業と JICAの移住事業 

 1974 年に移住事業団の移住事業もすべて引き継ぎ、

国際協力をやる組織として、JICA が設立されます。同

じ年にアマゾンに農業試験場を設置したり、さらに 80

年代から 90 年代にジュースの加工工場も設置するのが

この移住事業の系譜になります。 

 トメアスの農協は 1950 年代、胡椒生産により非常に

栄えました。日本は戦後のダメージで疲弊していたので

すが、1950 年代に農協が立派な建物を持っていて、胡

椒景気に沸いていたというのがこの写真で、みんなが手

作業で胡椒の実を収穫しています。これは農協が経営し

ているジュース工場の写真で、JICA もかなり資金的な

支援をしました。 

 この写真の方はトメアスに胡椒を持ち込んだ臼井牧之

助さんです。この方のお嬢さんが小山明子という女優さ

んで、この方と結婚したのが映画監督の大島渚さんです。 

 いまのジュース工場はうまくいっていますけれども、

アグロフォレストリーが根付くまでにはいろいろな苦労

がありました。現場のビデオを少しご覧にいれたいと思

います。 

（ビデオ上映） 

 （ナレーション） 世界最大の熱帯林アマゾン、種の多様性
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に富み、地球上でもっとも重要な遺伝資源の宝庫と言われる。

しかし近年、大規模な開発が進み、アマゾンの環境保全が世界

的な問題となっている。この 30 年で日本の国土の 1.8 倍にも

及ぶ森が失われた。 

 そんな中、アマゾンの一角で世界の注目を集める新しい農業

が行われている。アグロフォレストリー、環境にやさしく、経

済的にも持続可能な農法だ。地球の将来に大きな期待を抱かせ

る新たな農業、ブラジル、アマゾンで取り組まれているアグロ

フォレストリーの仕組みを見ていく。 

アマゾン東部の町、トメアス。アマゾン河口の港町、ベレー

ンから南へ 200 キロ内陸にある。人口は 5 万、1929 年から日

本人移民が入植し開拓したところだ。郊外にはアグロフォレス

トリーの農場群がある。 

 一見、森のように見える農場だが、よく見ると至るところに

様々な作物が実っている。アマゾンの熱帯林から生まれた果実。

さらに生薬や木材としても有用な樹木など、作物はトメアス全

体で 100種類を超えるという。この作物の多様性がアグロフォ

レストリーの大きな特徴だ。 

 果物をついばみに来る鳥も多い。アグロフォレストリーとは、

アグリカルチャー、農業と、フォレストリー、林業を合成した

言葉。この農場はまさに農業でつくりあげた森と言える。 

 

 それぞれの作物が過度に競合せず、順調に共育ちしている。

数年間はたわわに実をつけるバナナ、そのバナナの葉の影で順

調に成長するカカオ、そして 2年目から身をつけはじめた胡椒

は、このあと徐々に生産量を増やし、5 年ほどは収穫できる。

農家は安定した収入を得られることになるのだ。 

 3 年もすると、タペレバやアサイーヤシ、高木のマホガニー

は勢いよく成長している。3 年目から実をつけはじめるカカオ

をはじめ、バナナ以外の作物がどんどん背丈を伸ばしていく。

そして 6 年目にはカカオが 3 メートルに、アサイーヤシが 5

メートルに、タペレバやマホガニーは 8メートルを超えて成長

する。 

 6 年もすると、それぞれの作物が折り重なり、農場は深い茂

みとなる。このころになると、アサイーヤシとタペレバも十分

収穫できるまでに実をつけている。さらに胡椒に代わってカカ

オの生産量が飛躍的に増え始め、農家は大きな増収を見込める。

カカオはこの先、30年ほども収穫できるという。 

 7 年を過ぎると、バナナや胡椒は枯れるが、タペレバやマホ

ガニーなどの樹木が大きく育ち、15 年もするとアグロフォレ

ストリーの農場は大木の下にカカオなどの果実が育つ、森のよ

うな畑になる。 

森を再生させながら、毎年、着実に作物を収穫できるアグロ

フォレストリー。トメアスでは農場主の考え方によって、作付

けの品種と時期が異なる。 

（ビデオ終了） 

 いまビデオを見ていただきましたので、トメアスのア

グロフォレストリーについてのイメージがつかめたので

はないかと思います。 

 

従来の胡椒栽培とアグロフォレストリー(SAF) 

 これは従来の胡椒栽培の写真です。白胡椒と黒胡椒は

同じ胡椒からできていますが、皮を付けたまま干したも

のが黒胡椒になります。皮を水に浸けてとってしまうと、

白胡椒になります。同じ胡椒の木からできていますが、

黒と白の違いはそんなところです。 

 従来の胡椒の栽培は、木を伐採し、まず支柱を立てて、

そこにツル科の植物の胡椒をこの画像のように絡ませま

す。トメアスで一次、発生した根腐れ病、フザリウム病

で胡椒が枯れると、支柱だけが残り、あたかも墓標が

立っているようだったと、昔を知っている方がおっ

しゃっていましたが、そんな状態になってしまう。 

 

トメアスの遷移型アグロフォレストリー(SAF) 

 こういう従来の胡椒生産のやり方に対して、アグロ

フォレストリーのやり方は、林の中に胡椒もバナナ、カ

カオもあります。カカオは幼木、小さな木のときには日

陰が好きで、バナナと一緒に植えていると、バナナの葉

が日陰をつくってくれる。 

 バナナは1年目で実をつけますので収入をもたらし、

カカオは3年か4年目から実をつけるのですが、寿命は

かなり長く、30 年から 50 年、ずっと毎年実をつけてく

れます。 

 要は農家の方が毎年、継続的に収入が得られるように

するために、いろいろなサイクルの食物を農園に植える

のですが、しかも市場をかなり意識して、いま何が売れ

筋かということも意識して、いろいろなパターンを組み

合わせていきます。 

 ニームの木というかなり薬用効果の高い木に胡椒を絡

ませています。支柱を使っていないので、環境にやさし

い農法と言われていて、ニームの木には薬用効果があり、

アジアの地域ではインドセンダンと呼ばれています。そ

ういったものもここで使っていて、これがトメアスのア

グロフォレストリーです。 

 これがもう 7、8 年経っています。カスターニャ（ブ

ラジルナッツ）の木は高く伸びて森のようです。また下

のほうにはクプアスという、ジュースなどに使える熱帯

果樹が生えています。よく見ると、バナナとかアサイー

ヤシもどこかに生えています。このようにいろいろな熱

帯果樹が繁茂する森になるのがアグロフォレストリーの

最終形でしょうか。 
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トメアスで生産される農産物の変遷 

 1980 年代のトメアスの農協の全体に占める各農産物

の収入の割合は、1980 年には胡椒は全体の 73％を占め

ていたのですが、だんだん減り、33％くらいに減ってい

きます。 

 一方、いろいろな熱帯果樹の生産が伸びて、しかも市

場価格などを意識して生産量を調整し、熱帯果樹の割合

がどんどん増えていくところをこれは示していて、市場

を意識したやり方もトメアスのアグロフォレストリーの

特徴です。 



トメアス日系農家の土地所有状況 

 それから日系農家でやっているやり方をほかのブラジ

ル農家が真似できるかという点で、土地の大きさを見て

みました。ブラジルは家族農業を支援する税制優遇措置

があり、それによると 5haから 110haまでが家族農業に

該当して、税制優遇措置を得られます。 

 トメアスの農家の場合、所有地の面積が 400haまでに

該当する農家が 167 戸あり、全体の 84％くらいです。

土地の大きさのカテゴリーごとに平均面積×所有者数

で計算し、各カテゴリーの土地の総面積を合計の上、最

後に所有者数で割り算すると167戸の農家が所有する土

地の平均面積が出ますが、平均は 102haで、いわゆるブ

ラジルの家族農業の広さに相当します。 

 彼らがアグロフォレストリーで生計向上を実現してい

るわけですが、このモデルを、ほかのブラジルの農家に

も実践できるのではないか。ブラジルにはかつて伐採さ

れ、放置された荒廃地がたくさん残っていますので、そ

こを農業で活用しながら、森も再生することができるの

ではないかということを、ブラジルの関係者と一緒に研

究して、実際に科学的に証明しました。 

 

トメアス移住地アグロフォレストリーの特徴 

 トメアスのアグロフォレストリー（SAF）では、収穫

の時期までのサイクルが異なるバナナとかカカオを組み

合わせた遷移型のアグロフォレストリー（SAF）を考案

しました。また、トメアスの日系農家は胡椒生産にこだ

わっていたのですが、胡椒の耐病性を高めることを目指

して、胡椒と複数の熱帯果樹を一緒に植えました。 

 すなわち、熱帯果樹を植えるときには、胡椒と分けて

植えることもできたのですが、トメアスの人たちは胡椒

の病気も防ぎたいということで一緒に植えました。病気

の問題はそんなに簡単ではなかったのですが、かつてほ

ど病気は出なくなったと言われています。 

 それから3点目です。農協は、市場の状況を踏まえ、

熱帯果樹のジュースの種類や生産量を決めていました。

また、農協が買い上げる熱帯果樹は日系の方が技術指導

までして、そこで非日系の農家がつくったものも買い上

げる方式をとっていたので、地域全体が栄え、生産者の

インセンティブにもなっていました。 

 有機農法の実践として、背の高い木は葉を落とします

が、それが肥料になり、また、日陰が好きな熱帯果樹も

ありますので、お互いに支え合っている。またバナナも

葉を落としますので、これが堆肥になるという自然のサ

イクルがつくられています。 

 木材利用の削減と農薬の削減については、これも従来

のやり方ですと、支柱を立てる、つまり、木を切って立

てないといけないのですが、それも減らせる。それから

インドセンダン、ニームという木はかなり薬用効果があ

るので、殺虫剤、農薬を使う量も抑えられる。これは生

物多様性には非常にやさしいやり方で、虫などいろいろ

な生物を殺さないで済むし、天敵を殺さないという点で

も、無農薬農法に近いやり方です。 

 それから土地の面積で見ると、トメアスの日系農家の

大半は 100ha規模の農家なので、ブラジルの小農、家族

農家にとっても手が届く土地の広さです。 

 

軍事政権下で推進されたアマゾン開発 

 いまブラジルは環境基準が非常に厳しいのですが、昔

は森を切り開くことが国是でした。軍事政権が 1964 年

から 1984 年まで続きましたが、このときは安全保障体

制を固め、国家の近代化、工業化のために開発を推進す

ることが、国家開発計画上、重要課題とされていました。

その一環として、アマゾン地域で積極的な開発が行われ

ました。まず写真のようなアマゾン横断道路ができるこ

とにより、人がどんどん入ってきて、ご覧のとおり道路

周辺では伐採が繰り広げられるということが特徴的な現

象として生じました。 

 それから国の電力を賄うため、大規模なダムが建設さ

れました。ブラジルの電力の 85％は水力発電で賄われ

ていて、再生可能エネルギーという点はでいいのですが、

ダムをつくるためには相当な開発が必要です。しかも川

を堰き止めるので、生物多様性、その他にとってもネガ

ティブ、マイナスなインパクトはもちろんありますが、

軍事政権のときは、迷わずこういったものをつくること

が繰り広げられ、当然その際には道路が建設されますの

で、開発がどんどん加速しました。 

 それからカラジャス鉱山も非常に有名で、日本も三井

物産がかなり投資しています。森林消失の弓ということ

でパラー州の南部がかなり赤くなっていますが、そこに

ある推定埋蔵量が180億トンという、とてつもなく大き

い鉱山です。軍事政権はこういったプロジェクトをどん
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どん推進しました。 

 

新憲法制定以降の環境重視政策 

 軍事政権が終わった 4 年後の 1988 年に新憲法が制定

されてから、ブラジル政府の開発政策が環境保護と持続

的開発重視の政策に大変換します。新しい憲法は人権と

環境を重視した憲法になっています。まず 1989 年にブ

ラジル環境再生天然資源院、IBAMA が設立されます。

そして 1992 年には環境省が設立され、この年には国連

の地球環境サミットが初めてリオデジャネイロで開催さ

れるという、非常にエポックメイキングな出来事が起こ

ります。 

 1999 年に環境犯罪法が、2000 年には国家環境教育政

策が制定され、さらに水資源庁などの環境関連の役所が

設立される動きになっていきます。森林の中にはいろい

ろな動物もいますので、アマゾン環境とはまさに動植物、

先住民も含め影響を受ける人たちもいることを忘れては

ならないと思います。熱帯雨林の炭酸同化作用にだけ注

目し、「地球の肺」の役割や炭素固定能力など地球の温

暖化防止の役割だけでアマゾン環境のことを論じてしま

うと、不十分であると思います。 

 こういう状況の中で非常に注目を集めたのがトメアス

のアグロフォレストリーです。1990 年代以降、私ども

はアグロフォレストリーをやるだけではなくて、いろい

ろな環境分野の協力を行っています。特にアマゾンにつ

いては、アマゾナス州のマナウスには国立アマゾン研究

所があり、そことの研究プロジェクトとして、アマゾン

森林研究計画を実施しました。 

 

ブラジルアマゾン地域における JICAの協力 

 「アマゾン森林研究計画」は二つのフェーズを実施し、

私は第2フェーズに関わっています。アマゾンに存在す

る森林の種類や植物の種類は非常に豊富ですが、これら

のインベントリーが完全なかたちでつくられていないと

いうそもそもの問題が当時ありましたが、JICA の協力

は、年中高温多湿なジャングルの中で、どういうときに

木の種が発芽するのか、発芽したあとの芽がどういう環

境だったらよく育つのか、熱帯雨林の土壌の環境はどう

なのかなど、基礎研究を中心に技術協力を実施しました。 

 日本の土だと1メートル以上掘っても、栄養分のある

土が出てきますが、熱帯雨林では土の中の栄養分は非常

に薄く、栄養がある土は深さ 30 センチくらいまでです。

年中暑いので、地表でかなりの栄養分が分解してしまう。

そういう環境下で、どのように木が根を張るのかといっ

たことも含め、基礎研究でいろいろなデータをまとめま

した。 

 「アマゾン森林保全・違法伐採防止のための ALOS

衛星画像利用プロジェクト」は、非常におもしろいプロ

ジェクトでした。JAXA の打ち上げている「だいち」と

いう衛星があって、いま2号機を使っていますが、それ

にはALOS Advanced Land Observing Systemという、い

ままで NASA などが使っている衛星の地上監視システ

ムと違ったシステムが搭載されています。 

 NASA の衛星だと、設置されている高感度カメラでビ

ジュアル画像を撮っていますが、ALOS のシステムは

レーダー波を地上に当て、跳ね返ってきたレーダー波を 

画像処理する方式です。 

 アマゾンの森林では水蒸気が常に大量に発生し、森林

全体の8割が年中雲に覆われている状況なので、衛星か

ら高感度カメラで森林を監視しても、常に雲に覆われて

いるという問題がありました。それに対して衛星「だい

ち」が搭載している ALOS システムで監視すると、夜

でも雲があっても地上のデータが取れ、画像処理すると、

かなり細かいところまで見えます。JAXA の協力を得て、

東大の先生にも参加していただき、宇宙から森林を監視

するプロジェクトを実施しました。 

 「アマゾン熱帯雨林における炭素動態プロジェクト」

は科学技術協力ということで、東大や森林総合研究所の

先生に入ってもらって実施したプロジェクトです。これ

まで国連の専門機関等で行われてきた排出権取引に関連

した議論の一つとして、もし植林をやったら排出権をど

れくらいもらえるのかという議論がありますが、この協

力は森林が有する炭素量の測定方法を確立しようとする

ものでした。 

 植林により森林が回復する場合、その森林が有する炭

素のボリュームがどのくらいあるかが重要です。このプ

ロジェクトでは、アマゾンの熱帯雨林の炭素ボリューム

を測定する試みとして、衛星と飛行機により入手する

データと地上で入手するデータをコンピュータ上で３D

の情報として合成し、森林の炭素ボリュームを測定しよ

うとするものでした。 

 「東部アマゾン持続的農業技術開発計画」ではブラジ

ルの農牧研究公社の方々一緒にトメアスのモデルを科学

的に実証し、実際に普及させることを行いました。アマ

ゾン地域を有する南米の国々はブラジルだけではなく、

合計で8カ国ありますので、日本とブラジルが協力して

研修コースをブラジルで開催し、南米のアマゾン諸国の

関係者に参加頂いています。 

 ブラジル国内でアグロフォレストリーをさらに普及さ

せるため「ブラジルアマゾンの農村所得向上と環境保全

修復のための日系遷移型アグロフォレストリー普及認証

計画」を東京農工大学が実施しています。アグロフォレ
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ストリーで育てたフルーツは普通のフルーツよりも高値

で取引されなければ、生産者のインセンティブになりま

せんので、そのための制度づくりを支援しています。 

 農家からトメアスの農協に持ち込まれる熱帯フルーツ

は、アグロフォレストリーで育てたものなら少し高く

買ってあげる。そうすると普通の単一生産のやり方では

なく、アグロフォレストリーで森もつくりながら果樹を

生産する方式が普及するだろうということで、いまこの

制度づくりに頑張っています。 

 

日本企業による支援 

 最近は日本の企業がアマゾンの森林を再生する農業を

支援していて、株式会社フルッタ・フルッタさんが日本

国内でもトメアス農協の熱帯果樹のジュースを売ってい

ます。それから meiji アグロフォレストリーチョコレー

トは、価格は少し高いのですが、これを買うと森の再生

に貢献できるということで消費者のウケはよく、2 年前

に環境大臣賞を受賞しています。 

 

トメアス SAFに関する農牧研究公社の評価 

 2014 年にブラジル農牧研究公社（EMBRAPA）のホー

ムページにトメアス SAF に対する評価を載せていて、

資料ではその概要を日本語で箇条書きにしていますが、

詳しくご紹介いたします。 

 ブラジルの主要なバイオマスであるアマゾン地域にお

いて、アグロフォレストリーは地球の赤道直下の広大な

ジャングルで、食料を持続的に生産する方法である。同

じエリアで食料生産と森林を両立させることにより、ア

グロフォレストリーは森林の再生と荒廃地の回復を促進

するとともに、害虫の自然界の天敵を増やす効果がある

ので、農薬散布の必要性を減らし、健康によい食料生産

が可能になる。 

 また食料、雇用の機会、収入が確保されることにより、

農村コミュニティーの生活水準の改善にもつながる。永

年作物をアグロフォレストリーに活用することにより、

農民が長年、農業に従事することとなり、農村地域の過

疎化の防止にもつながる。 

 アグロフォレストリーは森林の炭酸同化作用により、

酸素を地中に固定するという点で温室効果ガスの抑制を

促進するとともに、栄養の循環を高める効果があるので、

土壌の質の向上にも資する。化学肥料の使用も抑制され、

病害虫の発生を抑制する。 

 アグロフォレストリーは多様な種の発展を促し、開発

以前に近い植生を生み出すことにより、植生そのもの、

および植生に依存する動物の生物多様性保全にも資する。

また同じ土地を長く使用することを促進することにより、

森林伐採や焼畑を抑制し、新たな土地の開墾を防ぐ。 

 アグロフォレストリーは最近、確立された技術ではな

い。トメアスに移住した日本人の子孫たちが、1960 年

代に胡椒のフザリウム病、根腐れ病により壊滅的な被害

を受けたあと、モノカルチャーの問題を解決すべく開始

したのがきっかけだった。 

 日系農家の人々は、現地に住んでいる川岸住民の農業

や、アマゾン森林の生物多様性からヒントを得て、衰退

した胡椒畑の中にカカオを混植することから始めた。そ

れ以来、トメアスの風景は一変し、かなりの土地が森で

覆われるようになった。 

 このように農牧研究公社がまさに日系農家のお陰だ、

というふうに評価しています。 



おわりに 

 アグロフォレストリーにはいろいろな苦難はありまし

たが、いまスポットライトを浴びていて、私どももこれ

を環境調和型の農業モデルとして周辺国の人々にも紹介

しています。この研修コースにブラジルに移住した日系

農家の方々も先生として参加しているという点で、国際

協力が新しいフェーズを迎えたと思っています。 

 日系農家はアマゾンの環境のためにこれを始めたわけ

ではなく、自分たちの生活を安定させるために始めたわ

けですが、いまや外からの訪問者にアグロフォレスト

リーの素晴らしさを日系農家の方々が語ってくれるまで

に意識が変わりました。自分たちが目指すものはアマゾ

ンの熱帯雨林の荒廃地の回復であるということで、ミッ

ションが高度化し、先ほどもお話しましたが、支援する

日本企業も出てきています。 

 時差が 12 時間あるブラジルと日本ですが、わたしど

もの国際協力が、地球の裏側で着実に進行していること

を知っていただきたいと思い、本日ご紹介させていただ

きました。 

 

質疑応答 

 質問 今日のお話を聞いてアグロフォレストリーが

素晴らしい農法ということはよく理解できたのですが、

これを推進するにあたってデメリットはあるのでしょう

か。 

 芳賀 かつて森林が伐採され、土壌も浸食されて荒

廃地となった場所がアグロフォレストリーのスタート地

点なので、これを使って農業をやりながら森林も回復す

るということに対しては、反対する意見はまったくない

と思います。 

 他方、小規模農家によるアグロフォレストリーのモデ

ルなので、森林回復へのインパクトが小さいのではない
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か、何十年やり続けるのかという批判や大規模にできな

いのかなどの意見があります。 

 また、原生林に戻すという観点から考えると人為的な

森なので、そういう再生の仕方はいかがなものかという

批判もあります。学者の中には、50 年放っておくと原

生林に戻るのではないかと論じている方もいますが、そ

れに対しても反論があり、アグロフォレストリーの森が

できることにより、土が栄養や水分を維持できるように

なるので、最終的に原生林に戻すのにも役に立つのでは

ないかというご意見もあります。 

 質問 パワーポイント中で出てくるアグロフォレス

トリーのトメアスのものが、トメアスの遷移型 SAF と

出ているのですが、遷移型とあるのだったら、ほかにも

型があるのか、SAF の S は何なのか少々気になりまし

た。 

 それからアグロフォレストリーはブラジルのアマゾン

で大成功しているですが、ほかの国や地域でアグロフォ

レストリーは活用されているのでしょうか。 

 芳賀 SAF はポルトガル語でシステマ・アグロ・フ

ロレスタルなので、その頭文字を SAF と記載しました。

遷移型は、いろいろな収穫のサイクルを組み合わせたや

り方で、トメアスのアグロフォレストリーでは農家の方

がそれを意識した取り組みを行っている、ということで、

遷移型という分類をさせていただきました。これは専門

の先生が学術論文でもそういう用語を固有名詞として

使っておられたので今日ご紹介しました。 

 ほかの国でもアグロフォレストリーをコミュニティー

のレベルで実施しているところが多いのですが、必ずし

も家計収入を安定させる観点からいろいろなパターンを

つくっているわけではなく、単に日陰が欲しいカカオと、

日陰をつくるバナナの組み合わせなどのパターンもあり

ます。収入の安定に力点を置いたやり方として、トメア

スの場合は遷移型のアグロフォレストリーと学者が特徴

づけています。 

 FAO のアグロフォレストリーのマニュアルなどいろ

いろなレポートには、初めてこれが始まった場所は明確

にされていませんが、最初にアグロフォレストリーとい

う言葉が使われたのが 1970 年代と記されています。ト

メアスでも 1970 年代から始まっていますし、農牧研究

公社の研究論文も 1980 年代からたくさん出ていますの

で、時期的には 1970 年代から始まっているだろうと言

えます。 

 アフリカやアジアでも JICA や FAO がアグロフォレ

ストリーを推進しています。土地が痩せている場所で、

森をつくりながら土壌の質を改善したり、保水力や栄養

分を高める観点から、何種類もの木と組み合わせて農作

物を植えることをほかの国でもやっています。また、砂

漠では防風林として風に強い木を植えて、その脇に農作

物を植えるという方法もあり、砂嵐が激しいニジェール

やセネガルでは協力隊員が支援した事例も多くあります。 

 

 

 

 


