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ブラジル・アマゾン地域での日系農家によるアグロフォレストリー

の実践と環境調和型農業モデルとしての同手法の活用・普及 

芳賀克彦* 

要約 

ブラジル・アマゾン地域のトメアスには、1929 年に南米拓殖会社の斡旋により 43 家族 189

名の日本人が初めて移住した。同移住地では 1933 年に胡椒栽培が開始され、1950 年代中

頃には胡椒の国際価格の高騰によりトメアスの日系農家は胡椒景気を経験した。その時期に

JICA の前身組織による移住事業も開始され、1962 年には第２トメアス移住地が開設された。し

かし、1960 年代から胡椒のフザリウム病がトメアスをはじめパラー州一帯に大規模に発生した

ために、1970 年代には農家の収入を安定させる方策としてカカオやマラクジャなどの熱帯果

樹の生産も開始した。また、これらの果樹の生産方法としては、胡椒畑と分離せず、胡椒の病

害対策の一環として胡椒と一緒に果樹を混植することとした。これが同地でのアグロフォレスト

リー(SAF)の始まりである。JICA はトメアス移住地での農業を安定させるために 1974 年にアマ

ゾニア熱帯農業総合試験場を設置し、同試験場に常駐する専門家を通じ移住者への農業指

導を行うとともに、1984 年から 10 年間に亘り、熱帯果樹のジュース加工工場に係るハード面の

支援を実施した。このような支援の下で、日系農家は一年を通じて安定的に家計収入を得ら

れるようにするために、市場の動向も踏まえながら多様な収穫サイクルの作物をSAFの植栽パ

ターンに取り入れ、「遷移型アグロフォレストリー」を実践した。このトメアスの SAF について、ブ

ラジル農牧研究公社（EMBRAPA）東部アマゾン研究センターの研究員が JICA の技術協力

プロジェクト等を通じて客観的に分析し、その効果を科学的に実証した。その結果、トメアスの

日系農家が実践する SAF はアマゾン地域での荒廃地の回復・森林保全と調和した持続的家

族農業のモデルとしてブラジルの内外で知られるようになった。現在、日伯間の三角協力のメ

カニズムである日伯パートナーシップ・プログラム(JBPP)を通じ、アマゾン地域を有する南米諸

国に対し本 SAF の経験・技術を伝えているが、当該分野の域内協力の推進は今後の南米ア

マゾン地域の安定と持続的発展のための我が国の貢献として益々重要である。 
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ブラジル事務所ベレーン支所長(2000 年 11 月～2004 年 5 月)及びブラジル事務所長(2008 年 10 月～

2011 年 11 月)として二度ブラジルに勤務した経験を踏まえ、ブラジル・アマゾン地域に移住した日本人

農家が実践した胡椒と熱帯果樹との混植が、アマゾン地域の環境保全と農業生産を両立するアグロフ

ォレストリーとして認知され、日伯の三角協力にも取り上げられるまでの歴史を研究対象とした。なお、本

論で述べる意見は個人のものであり、組織の意見を代表するものではない。 
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1. はじめに 

ブラジル・アマゾン地域のトメアスには、1929 年に南米拓殖会社の斡旋により 43 家族 189

名の日本人が初めて移住した。同移住地では 1933 年に胡椒栽培が開始され、1950 年代中

頃には胡椒の国際価格の高騰によりトメアスの日系農家は胡椒景気を経験した。しかし、1960

年代から胡椒のフザリウム病がトメアスをはじめパラー州一帯に大規模に発生したために、農

家の収入を安定させる方策としてカカオやマラクジャなどの熱帯果樹も生産することとした。ま

た、これらの果樹の生産方法としては、胡椒畑と分離せず、胡椒の病害対策の一環として胡椒

と一緒に果樹を混植することとした。これが同地でのアグロフォレストリー(SAF)の始まりである。

日系農家は一年を通じて安定的に家計収入を得られるようにするために、市場の動向も踏ま

えながら多様な収穫サイクルの作物を SAF の植栽パターンに取り入れ、「遷移型アグロフォレ

ストリー」を実践した。このトメアスの SAF について、ブラジル農牧研究公社（EMBRAPA）東部

アマゾン研究センターの研究員が JICA の技術協力プロジェクト等を通じて客観的に分析し、

その効果を科学的に実証した。その結果、トメアスの日系農家が実践する SAF はアマゾン地

域での荒廃地の回復・森林保全と調和した持続的家族農業のモデルとしてブラジルの内外で

知られるようになった。現在は日伯間の三角協力のメカニズムである日伯パートナーシップ・プ

ログラム(JBPP)を通じ、アマゾン地域を有する南米諸国に対し本 SAF の経験・技術を伝えてい

る。 

戦後の移住事業を 1952 年に JICA の前身組織が再開した当時、60 年後のこのような事業

展開は誰も予測できなかったに違いない。また、これまでブラジル・アマゾン地域において

JICA は移住事業や技術協力事業を実施してきたが、３年間から５年間の個々のプロジェクトを

実施しているときは、個々の取組みが将来、どのように発展していくのか、あるいは現在の取り

組みが過去の様々な事業とどのように結びついてくるのかを予測することも容易ではなかった

に違いない。 

本研究で扱うトメアス移住地での SAF はまさにそのような典型的な事例である。すなわち、

同地に移住した日系農家を支援すべく JICA は 1952 年の海外移住再開以降、様々な協力を

行ったが、1970 年代からの胡椒と熱帯果樹との混植導入、1980 年代のジュース工場建設後も

ジュース工場自体の経営が不安定だったこともあり、トメアス移住地の営農も必ずしも安定しな

った。しかしながら、その間同地で日系農家が培った SAF がアマゾン地帯の荒廃地回復・森

林保全と調和した農業モデルとしてブラジル政府にも注目され、日伯による国際協力のテー

マにも取り上げられるという展開は非常にドラマチックである。 

本研究ではトメアスの日系農家による SAF に関し、JICA 及び前身組織の関連事業、取り組

みをレヴューしつつ、移住事業、技術協力事業等がブラジル社会の変化に応じどのように実

施されたのか、また、移住事業と技術協力事業が最終的にどのように一体化し、現在の国際

協力に収斂してきたかを検証しつつ、今後の日伯による国際協力の方向性について論ずるこ

ととしたい。
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2. ブラジル・アマゾン地域への日本人移住 

2.1 奴隷解放令後のブラジル政府の移民政策 

ブラジルは 1532 年よりポルトガルの植民地となるが、1808 年にフランスのナポレオンがポル

トガルに侵攻したため、同年より 1821 年までポルトガル王室がブラジルに避難していた。この

ような経緯から1822年のブラジルの独立においては、ポルトガル王室の直系の王子がペドロ１

世として「ブラジル帝国」の建国を宣言した。この帝国は 1888 年まで続き、1889 年からは同国

は連邦共和制に移行するが、この帝国消滅の主要な原因の一つが 1888 年の奴隷解放令で

あったと言われている。ブラジルは 1500 年代から４世紀に亘り、アフリカ人による奴隷制度を

認めてきたが、アフリカ大陸からブラジルに渡ったアフリカ人奴隷の累計人数は 19 世紀末に

は約 450 万人に達していた。一方、当時、欧州諸国からも移住者が徐々に増え、事実上奴隷

制が崩壊しつつある中で、民衆と議会も奴隷制の廃止を強く求めたため、ブラジル王室は最

終的に奴隷制廃止法案に署名した。一方、奴隷制の廃止により、当時、コーヒーのプランテー

ションなどで農園労働者として多くの奴隷を使用していた大土地所有者が地主階級から没落

し、王室の支持基盤が失われることになったため、最終的に軍の革命により君主制は滅びるこ

ととなった。これによりブラジルは 1889 年に大統領と議会による連邦共和制に移行した1。なお、

当時解放された奴隷の総数は約 72 万人と言われている2。 

このような政治的経緯を背景として、ブラジルは奴隷に代わる労働力を外国に積極的に求

めることとなった。その結果、同国は 1886 年から 1914 年までの 29 年間にイタリア、スペイン、

日本等から合計 271 万人の移住者を海外から受け入れた3。 

2.2 日本人のブラジル移住とアマゾン地域トメアスへの入植 

2.2.1 日本人のブラジル移住 

日本人による初めてのブラジル移住は皇国植民会社が斡旋したサンパウロ州への移住で

あるが、その第一回目の移住者781 名は 1908 年6 月に笠戸丸でサンパウロ州サントス港に到

着した4。この初回の移住者以降、第二次世界大戦前までブラジルに渡った日本人移住者の

総数は 189,000 人に達した5。 

                                                 
1 駐日ブラジル大使館(2014)、「ブラジル国概要（歴史）」、
http://www.brasemb.or.jp/info/history_post.php 

（最終検索日：2014 年７月 28 日） 
2 Eduardo Bueno(2010), Brasil: uma história: cinco séculos de um país em construção, São Paulo, Leya, 

pp.273-281 
3 Eduardo Bueno、前掲書、p.273 
4 国立国会図書館、「ブラジル移民の 100 年」、http://www.ndl.go.jp/brasil/s2/s2_2.html#se2koukai 

（最終検索日：2014 年７月２８日） 
5 第二次大戦後に日本からブラジルに渡った移住者の総数は約 61,000 人であるので、戦前戦後で合

http://www.brasemb.or.jp/info/history_post.php（最終検索日：2014
http://www.brasemb.or.jp/info/history_post.php（最終検索日：2014
http://www.ndl.go.jp/brasil/s2/s2_2.html#se2koukai
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日本人の戦後のブラジル移住は 1952 年より再開されるが、政府の主導により海外移住事

業のための二つの組織が設立され、同事業が推進されることとなった。まず、1954 年には外務

省の財団法人として日本海外協会連合会が設立され、海外移住者の募集選考、訓練、送出、

海外での受け入れ、営農指導等を担当することとなった。また、1955 年には日本政府が 100%

出資する移住会社として日本海外移住振興株式会社が設立され、移住者個人や移住事業に

関連する企業への融資を担当することとなった。これら二つの組織は、ブラジルにおいては、

1956 年に日本海外協会連合会がベレーンに、また、日本海外移住振興株式会社はリオデジ

ャネイロにそれぞれ現地法人を設立し、海外での業務体制を整備・拡充していった6。両組織

の業務は 1963年に海外移住事業団に、また、1974 年には国際協力事業団(JICA)に継承され

るが、戦後ブラジルに移住した約61,000 人の日本人のうち、JICA 及びその前身組織を通じた

移住者は移住者の送り出しを終了する1993 年度までに53,657 人に達した。JICAは同年度に

新規移住者の送り出しを終了して以降、ブラジルをはじめ中南米の日系社会を対象としてボ

ランティア派遣事業や日系研修事業を中心とした日系社会支援事業に業務の重点を移して

いった。 

2.2.2 アマゾン地域トメアスへの移住 

北部ブラジルのアマゾン地域への初めての日本人移住は1929 年のアマゾン興業株式会社

の斡旋によるアマゾナス州マエウス郡でのガラナ生産のための日本人７家族50 名の移住であ

るが、トメアス7への日本人移住については、同年に南米拓殖会社の斡旋によりパラー州のア

カラ移住地（現在の第１トメアス移住地8）に移住した 43 家族、189 名の日本人が最初である。

同移住地に対しては 1927 年から 1930 年までの間に日本人が 352 家族（2,104 名）入植した

が、移住地開墾のための過酷な労働やマラリア等の問題により一時は 98 家族(483 名)にまで

減少した。 

  戦後のトメアス移住地に対する JICA 及び前身組織による支援は、戦前に建設されたトメア

ス移住地（第１移住地 150,000ha）に隣接する地域に直営移住地9として 25,800ha.の土地を開

墾・造成し（第２トメアス移住地）、1962 年より移住者を受け入れることから開始された。この第２

トメアス移住地には最終的に123 家族及び単身者51 名（日本からの直接入植者は 58 家族及

び単身者 31 名、そして、既にブラジルに居住していた日本人の入植者は 65 家族及び単身者

20 名）が入植した。また、第１トメアス移住地を含むトメアス移住地10に対し、1965 年から 1995

                                                                                                                                               

計約 250,000 人の日本人がブラジルに移住し、現在の約 150 万人の日系社会の基礎を形成した。 
6 海外移住事業団(1973)、「海外移住事業団十年史」海外移住事業団、pp.23-37 

7 現在のトメアス郡は 1959年にアカラ郡より独立。面積は 5,145 km²。また 2010年にブラジル

地理統計院(IBGE)が発表した調査結果によれば人口は約 56,500人。 
8 第１トメアス移住地の面積は約 150,000ha。（国際協力事業団(1991)、「移住事業国別調査報告書（北

部ブラジル）」、国際協力事業団、p.13） 
9 当時ブラジル国内に開発された直営移住地は８カ所あり、内訳はリオデジャネイロ州２カ所（フンシャ

ール、サンロレンソ）、サンパウロ州４カ所（ジャカレイ、グァタパラ、ピンヤール、アウリベルデ）、南マット

グロッソ州１カ所（ヴァルゼア・アレグレ）、パラ―州１カ所（第２トメアス）である。  
10 総面積は第１トメアス(150,000ha)と第２トメアス(25,800ha)を合わせると 175,800ha。 
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年まで次のような施設機材整備を実施した。 

【公共・医療対策施設・設備等】＊カッコ内の数字は支援年度 

○公民館建設・改修(1973・1993) 

○トメアス十字路病院建設、機材整備(1978) 

【教育文化対策施設・設備等】 

○教員宿舎建設(1965,1968,1969) （第２トメアス移住地） 

○小学校建設(1966,1968)    （第２トメアス移住地） 

○トメアス文化協会学生寮建設(1979) 

○現地小学校校舎増築(1995) 

【営農改善特別対策施設・設備等】 

○第２トメアス移住地購入・造成(1962) 

○アマゾニア熱帯農業総合試験場建設・機材整備(1973-1984) 

○胡椒無病育苗センター施設建設・機材整備(1983-1985) 

○ジュース工場施設建設・機材整備（大型冷蔵庫含む）(1984-1985,1993-1995) 

○青果物運搬冷凍車整備(1985) 

【道路対策】 

○トメアス十字路(1978) 

○第２トメアス移住地域内補修(1985-1987) 

○ブルドーザ車両機械６カ年計画(1991-1996) 

【電化・治安・飲料水対策】 

○治安用オートバイ整備(1978) （第２トメアス移住地） 

○電話架設(1983) 

○太陽光発電装置設置(1985) 

○電化事業(1989) 

○治安用車両整備(1993) 

 

また、これらのハード面の支援に加えて、農業分野の専門家の派遣、医師・看護婦による巡回

診療チームの派遣、日系研修プログラムを通じた日系医師、看護婦等の日本国内での研修

なども実施した。 

なお、1990 年代後半からは上述のようなハード面の支援を終了し、日本語教師等のボランテ

ィア派遣事業や日系研修事業による人材育成などのソフト面を中心として支援を継続してい

る。 
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3. トメアス移住地での日系人の農業 

3.1胡椒生産の本格的導入、成功とその後の病害の発生 

1933 年に南米拓殖会社の臼井牧之助はシンガポールで胡椒の苗 20 株を購入し、トメアス

に持ち込み、現地のアサイザール試験場に植えた。それが同地での胡椒生産のきっかけとな

った。当時既にトメアス移住地には日系移住者の農業協同組合11が存在していたが、1947 年

の農業協同組合の年間の売上高の中で胡椒が米、野菜に次ぐ売上げを記録し、1948 年には

胡椒の売上高が前年の７倍になったため、組合員全員が主作物を胡椒に切り替えた。。更に、

1952 年には胡椒の国際価格が急騰したため、胡椒ブームが起き、胡椒は「黒いダイヤ」と呼ば

れるようになった。1954 年のトメアス移住地の胡椒の生産量は 800 トンであったが、当時わず

か78 名の組合員で構成されたトメアス総合農業協同組合(CAMTA)が当時の日本円に換算し

て 8 億 3,500 万円の総売上高を上げるに至るのである。1956 年には胡椒の輸出も開始された
12。 

 1965 年にはトメアス移住地全体で 422 戸（2,214 人）の農家が胡椒を生産し、年間6,000 トン

を生産するまでになるが、1960 年代前半から胡椒のフザリウム病 (Fusarium solani f. sp. 

piperis) による胴枯れ・根腐れがパラ―州の胡椒生産地帯を中心としてブラジル各地で広範

囲に発生し、トメアスをはじめ同地域で胡椒を生産する農家に大打撃を与えることになった。

1970 年代に入り胡椒の生産高は依然として増加するが、フザリウム病や水害により、農業生産

物の多様化への日系農家の関心が高まり、胡椒と並行してカカオ、マラクジャ、パパイヤ、メロ

ン、デンデヤシなどの生産が開始された。 

一方、JICA は 1974 年に第 2 トメアス移住地に設置したアマゾニア熱帯農業総合試験場

(INATAM)13に派遣した長期専門家を通じ、トメアス移住地の農家収入を安定化するための営

農方法について検討を行うとともに、フザリウム病対策を検討するための専門家を現地に派遣

した14。当時、胡椒のフザリウム病対策については専門家の努力にもかかわらず有効な防除対

策が見つかっていなかった。また、1984 年には胡椒価格の暴落などもあり、日系農家の経済

状況は一層深刻な状況となり、日系農家の収入を安定させる対策の早期検討・実施が求めら

れていた。このような状況の中、胡椒に代わり得る永年作物で、国内市場、海外市場にも通用

する商品作物をトメアス移住地で生産するとともに、同農産物の加工品も移住地で生産する可

能性について、上記総合試験場の JICA 専門家と現地の日系農家が検討を重ねた結果、

                                                 
11トメアスの農業協同組合は、トメアスへの日本人移住開始から２年後の 1931 年に設立された

アカラ野菜組合を起点とし、1949 年にアカラ産業組合から現在の名称であるトメアス総合農業

協同組合（CAMTA：Cooperativa Agrícola Mista de Tome-Açu )に改称され、公認組合となった。 
12 高木ラウール編(2012)、「アマゾン日本人移住 80 周年」、サンパウロ、ニッケイ新聞社、p.245 
13 INATAM は 1993 年に EMBRAPA 東部アマゾン研究センターに譲渡され、現在は、同センタートメア

ス試験場として活用されている。 
14国際協力事業団(1984)、「移住派遣農業専門家報告書―ブラジルにおけるコショウの胴枯病及び根

腐病の防除指針―」、国際協力事業団 
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1984 年にマラクジャ、クプアス、アセロラなどの熱帯果樹の生産とジュース加工工場による熱

帯果樹の加工を導入するとの結論に達し、1985 年から10 年間を対象とした「トメアス営農再建

10 カ年計画」として取りまとめられた。 

3.2 熱帯果樹生産とジュース加工工場設立のための JICAの支援 

ジュース加工工場を計画するためには、①加工原料であるマラクジャ、クプアス等の熱帯果

樹の日系農家等による安定的な生産とジュース加工工場への供給、②ジュース加工工場の

経営・製品管理面での合理的な管理体制の確立、③市場開拓をはじめとする流通の促進が

必要不可欠との検討結果に基づき、JICA はこれらに必要なハード・ソフトの支援を実施した。 

特に、ハード面の整備については、熱帯果樹を保存するための冷凍設備の設置及び市場

であるベレーンまでの輸送手段としての冷凍車の供与を初期の段階で実施するとともに、ジュ

ース加工工場の施設機材については、生産ラインの設置と関連設備の整備を2 期に分けて実

施した。 

JICA より実施されたハード面の具体的支援内容は以下のとおりである。 

 

年度 支援内容 予算規模 

1984 青果物運搬冷蔵車１セット、マラクジャ加工機械１式、マラクジ

ャジュース加工工場設備 2/3 補助 

42 百万円 

1985 マラクジャ運搬用トレーラー１台、小型４輪トラクター5 台 43 百万円 

1993 低温殺菌装置一式、ラボラトリー関係（建物建設、検査機械

一式、パソコン一式） 

11 百万円 

1994 ジュース濃縮装置一式（ボイラー含む） 27 百万円 

1995 自動充填装置、遠心分離機等 27 百万円 

合計  150 百万円 

 

また、1983 年から 1985 年に整備された胡椒無病育苗センターにおいては、トメアス農村振

興協会(ASFATA)15が胡椒の優良苗だけでなく、各種熱帯果樹の苗も生産し、日系農家に安

価な値段で供給した。 

なお、この計画が開始されたときのトメアス日系社会側の実施主体は ASFATA であったが、

トメアス総合農業協同組合(CAMTA)がジュース加工工場の拡張計画を提案していた経緯もあ

り、1991 年にジュース加工工場の運営権が同協会から CAMTA に移管された。ジュース加工

工場の能力は 2009 年時点では冷凍ピューレ換算で年間2,300 トンであるが、その一部を本邦

企業であるフルッタフルッタ社に輸出するとともに、明治製菓とは、2009 年、トメアスのカカオを

使った「アグロフォレストリーチョコレート」の製造・販売について合意が成立し、現在日本国内

で同チョコレートが販売されている。なお、明治製菓はこのチョコレートの製造・販売が高く評
                                                 
15 トメアス農村振興協会(ASFATA)は 1981 年に設立。重機運用事業、育苗センター事業、ジュース工

場運営事業等を担当。2003 年 8月にトメアス文化協会と統合し、トメアス文化農業振興協会(ACTA)とな

った。 
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価され、2013 年度に環境省が主催する第10 回エコプロダクツ大賞で環境大臣賞を受賞した。 

3.3 胡椒と熱帯果樹との混植の開始 

トメアスの日系農家は国際市場での胡椒の価格の著しい変動とフザリウム病による大規模な

被害という大きな困難に直面していたが、1970 年代から熱帯果樹の生産を本格的に導入しつ

つも胡椒の生産は継続することとした。この理由について、トメアスの複数の日系農家は、「トメ

アス移住地自体が胡椒生産を契機として発展した歴史を有しており、また、胡椒の国際価格

は 10 年周期で高値となる傾向があるので、胡椒を農業生産の中心に据えつつ、熱帯果樹で

保険を掛ける生産体制を選択した」と証言している16。 

一方、胡椒一種類の大規模な生産の結果として、胡椒の耐病性に問題が発生し、フザリウ

ム病発生後の感染拡大も速かったという苦い経験を踏まえ、胡椒と胡椒の間に熱帯果樹を植

えるという混植の方法が採用された。これがトメアスのアグロフォレストリー(SAF17)の始まりであ

る。この混植についてトメアスの日系農家は次のように述べている。 

 

「胡椒の病害が大発生し途方に暮れていた頃、ふと原生林のジャングルを眺めていて

気が付いたことは、ジャングルには病気がないということであった。無数の木々や植物

が鬱蒼と生い茂っているが、お互いに助け合って生きているので、耐病性も高く健康

に育っている。また、大きな木が背の低い幼木や植物に日影を作って守っている。胡

椒もそんな環境で育てれば、病気になることもないのではないか。」 

 

トメアス移住地で実践されている SAF の状況及び同効果の科学的実証については、3.-4, 

3.-5 及び5.-3 において詳述することとするが、トメアスの日系農家は一年を通じて家計収入が

安定的に入るようにするために、様々な熱帯果樹、農産物等の収穫のサイクルを考慮に入れ

た「遷移型アグロフォレストリー18」を実践してきた。また、当時のトメアスの日系農家は、胡椒の

耐病性の向上を目的として、胡椒と熱帯果樹などの畑を分離せず、胡椒を生産してきた同じ

畑で熱帯果樹等の混植を開始した。日系農家により実践された様々な植栽パターンのSAFの

効果等については、ブラジル農牧研究公社(EMBRAPA)19東部アマゾン研究センターの研究

員による個別の研究や 1999 年より 2004 年まで実施された JICA と同研究センターとの技術協

力プロジェクトを通じ科学的に証明されることとなった。 

                                                 
16 筆者は 2000 年 11 月から 2004 年 5 月まで 3 年 6 か月間、JICA ブラジル事務所ベレーン支所長とし

て現地に勤務し、トメアス移住地の日系社会支援も担当。上記は同移住地を訪問した際に日系農家の

方から聴取した内容。 
17 SAF=Sistema Agroflorestal（ポルトガル語で「アグロフォレストリー」の意。） 
18 「遷移型アグロフォレストリー」とは、二次林の植生遷移を模して有用植物の時系列的栽培を行うもの

で、植え付けから収穫までのサイクルの異なる作物を組み合わせて植えつけることにより、毎年安定的

に収入を確保することが可能となる。 
19 ブラジル農牧研究公社(EMBRAPA: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária)は 1973 年 4 月に

設立。伯国農務省の傘下にあり、ブラジリアの本部のほかに国内各地に 46 の研究センター、16 カ所の

事務所を有する。 
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3.4 トメアスでの日系農家による SAFの実践と開発 

前項で述べたとおり、トメアスの日系農家は 1970 年代から農家収入の安定と胡椒の耐病性

の向上を目的として、胡椒と熱帯果樹の混植を開始し、各日系農家は試行錯誤を繰り返しつ

つ、様々な植栽パターンのSAFを実践していった。その状況について研究した EMBRAPA東

部アマゾン研究センターのホンマ博士は 2004 年に発表した論文20の中で CAMTA での各農

産物の売上シェアの推移に係る分析結果を示しつつ、トメアスでの SAF による農業生産の多

様化の状況を説明している。同氏によれば、CAMTA では1980 年代以降、胡椒の売上高のシ

ェアは少しずつ減少しているが、熱帯果樹については売上高のシェア及び出荷される熱帯果

樹の種類は漸次増加していった。すなわち、1980 年には胡椒の売り上げが CAMTA の売上

げ全体に占めるシェアは 73%であったが、2002 年には 33%にまで縮小した。一方、熱帯果樹に

ついては、1980 年にはカカオとマラクジャによる売上げシェアが 21.6%であったが、2002 年に

はこれらの果樹にクプアス、アセロラ、アサイといった熱帯果樹も加わり、これらの熱帯果樹の

売上げシェアが全体の 46.71%を占めるに至っているのである。 

 

CAMTA の売上げにおける主要農産物のシェア (単位：％) 

 1980 1990 1995 2000 2002 

胡椒 73.04 59.36 47.97 54.61 32.89 

カカオ 15.02 5.59 2.82 - 13.56 

マラクジャ  6.66 23.13 7.98 12.03 8.35 

クプアス - 2.76 21.80 27.04 10.45 

アセロラ - 1.73 16.47 9.76 5.64 

アサイ - - - 19.59 8.71 

（出典）EMBRAPA ホンマ博士他の調査結果からの抜粋 

 

 上記の 1980 年以降の CAMTA の農産物の売り上げシェアの動向を踏まえると、年によって

胡椒及び熱帯果樹に対する市場での需要が著しく変動しており、このような状況が SAF に活

用する熱帯果樹の種類や生産量にもかなり影響していると思われる。例えば、カカオは 1980

年代から CAMTA で扱っているが、毎年の市場価格の変動21が生産量にも影響し、その結果、

CAMTA での売上高及び売上げシェアも毎年変動してきたものと推測される。また、アサイに

ついては、2000 年以降市場での需要が急速に伸び、それに呼応して CAMTA での取引高が

                                                 
20 Alfredo Kingo Oyama Homma(2004), DINÁMICA DOS SISTEMAS AGROFLORESTAIS: O CASO 

DA COLÔNIA AGRÍCOLA DE TOMÉ-AÇU, PARÁ, Embrapa 

(https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/956994/dinamica-dos-sistemas-agroflorestai

s-o-caso-da-colonia-agricola-de-tome-acu-para) 

（最終検索日：2014 年 7 月 31 日） 
21 Ceplac(Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira: カカオ栽培計画上級委員会)が取り纏

めたデータによれば、1990 年代前半にブラジルで発生したハイパーインフレ後のカカオの市場価格デ

ータにおいては、東部アマゾン地域におけるカカオ１キロ当たりの年平均価格は、1995年が0.8レアル、

2000 年が 1.29 レアル、2002 年が 3,7 レアルを記録し、市場価格が上昇傾向にあった。 

https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/956994/dinamica-dos-sistemas-agroflorestais-o-caso-da-colonia-agricola-de-tome-acu-para
https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/956994/dinamica-dos-sistemas-agroflorestais-o-caso-da-colonia-agricola-de-tome-acu-para
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増えてきているものと推測される。 

 また、ホンマ博士は他の研究者とともに CAMTA の 122 名の組合員のうち 96 名に実施した

質問票とインタビューによる調査結果をもとにトメアス移住地の日系農家の SAF の状況を分析

し、2009 年に論文22を発表しているが、同論文の中でホンマ博士他は、トメアスの日系農家の

SAF の特徴について次のように述べている（以下抜粋）。 

 トメアス日系農家には 174 種類の SAF の植栽パターンが存在する。 

 それらの SAF のうち、胡椒は主要な生産物となっており、胡椒が含まれる SAF は全

体の 40%を占めている。 

 トメアスの日系農家の殆どの SAF は初期の段階で胡椒及び（あるいは）マラクジャか

ら開始されている。 

 東部アマゾン研究センターが2005 年に確認したトメアス日系農家の永年作物のSAF

の組み合わせは 69 の植栽パターンあったが、特に多くの日系農家が採用している特徴

的なパターンとして以下の組み合わせを指摘した。 

① 胡椒・クプアス・アサイ         (15.93%) 

② 胡椒・カカオ              (10.14%) 

③ 胡椒・クプアス             (8.7%) 

④ クプアス・アサイ            (7.24%) 

⑤ 胡椒・クプアス・カカオ・アサイ (5.79%) 

(Lourenço de Barros, Homma(2009)) 

 

ホンマ博士はこの２つの論文を通じて、胡椒及び熱帯果樹の市場価格の動向が、トメアス移住

地の日系農家の SAF のパターンに強く影響を与えていると指摘している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Andréa Vieira Lourenço de Barros, Alfredo Kingo Oyama Homma(2009), EVOLOÇÃO DOS 

SISTEMAS AGROFLORESTAIS PRATICADOS PELOS AGRICULTORES NIPO-BRASILEIROS DO 

MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU, PARÁ, Embrapa, 

(http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/46219/1/04tema34.pdf) 

（最終検索日：2014 年 7 月 31 日） 

http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/46219/1/04tema34.pdf


 
 

ナレッジ・レポート No.4 
 

 

11 

 

【写真１】トメアスの SAF（小長野農場の胡椒、カカオ、バナナによる SAF。2011 年 1 月筆

者撮影）カカオが幼木のときにバナナが日影を作るようにした組合せ。 

 

3.5 トメアス型持続的家族農業モデルの確立 

3.5.1 日系農家が所有する土地の広さ及び土地利用の形態 

トメアスの日系農家が所有する土地の広さ及び土地利用の形態についても、ホンマ博士は

現地の 198 戸の日系農家に対し調査を実施し、同結果を同氏の論文で以下のとおり発表して

いる。 

【表１】パラー州トメアス郡の日系農家の土地の所有面積による分類 

所有地の面積(ha) 所有者の人数 ％ 平均面積(ha) 

＜25 22 11.11 20.29 

25-50 36 18.18 31.27 

50-100 43 21.72 64.80 

100-400 66 33.33 192.79 

400-1,000 14 7.07 653.95 

1,000-2,000 09 4.55 1,210.85 

＞2,000 08 4.04 2,800.00 

Total 198 100.00 710.60 

*(300.68) 

（出典）EMBRAPA ホンマ博士他の調査結果 

 *筆者が計算した数値。注釈 24 を参照。 
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【表２】パラー州トメアス郡の日系農家の土地の利用の割合（％） 

 ＜25 25-50 50-100 100-400 400-1,000 1,000-2,000 ＞2,000 

耕作地 32 28 28 17 7 4 2 

牧草地 11 16 21 24 38 69 35 

カポエ

ラ23 

27 23 23 26 12 4 13 

原生林 20 27 25 29 42 20 50 

その他 10 6 3 4 1 3 0 

（出典）EMBRAPA ホンマ博士他の調査結果 

(Lourenço de Barros, Homma(2009)) 

表１で示されているとおり、最も所有者が多いカテゴリーは 100-400ha.の土地所有面積のカ

テゴリーであり、全体の 33％に相当する 66 戸の農家がこれに属している。また、400ha.までの

広さの土地を所有する農家は合計で167 戸あり、全体の84.34%を占め、土地所有面積の平均

は 102.29ha.である。また、ブラジル政府は税制上の基準として家族農業に該当する土地所有

規模を 5ha.から 110ha.までと定めているが、この規模に相当するトメアスの日系農家は 101 戸

あり、全体の 51%を占めている。これはトメアスの半数の日系農家の規模がブラジルの家族農

業の規模とほぼ同じであることを示しており、トメアスの事例を他の地域の小規模農家に普及

する上で重要な点あると思われる。 

400ha.以上の土地を所有する農家は 31 戸あり、全体の 15.7%を占めているが、この中には

1,000ha.以上の大土地所有者が 17 名含まれており、平均土地所有面積の値を押し上げてい

る。これらを含めた土地所有面積の平均は300.68ha.である24。土地利用形態に係る表２は、土

地所有面積が大きくなることに比例して、耕作地のシェアが減少するが、牧草地と原生林のシ

ェアは一般的に増加する傾向があることを示している。なお、50ha.以下の土地所有者が所有

地の一部に牧草地を保持しているが、ホンマ博士によれば、これらの牧草地で実際に牧畜が

行われているわけではなく、耕作地の調整弁の役割を担っているとのことである。 

3.5.2 CAMTAが経営するジュース加工工場の役割 

トメアスの SAF は上述のとおり、1970 年年代から農家収入の安定と胡椒の耐病性の向上を

目的として胡椒と熱帯果樹と混植からスタートした経緯があるが、一年を通じて安定的に市場

で売れる果樹等を生産するとの観点から、各日系農家は自分の農地に熱帯果樹等を様々な

組み合わせと配置で植え、最も効率的で収益性の高い SAF の植栽パターンを試行錯誤で繰

り返しながら追及していった。その SAF の植栽パターンには、カスターニャ（ブラジルナッツ、

13 頁の写真２参照）、マホガニー、イペーなど中長期的に農家に収入をもたらす樹種も含まれ

                                                 
23 原生林が焼き畑などで開墾された後に生じる植生で二次林や雑草が生い茂る土地を意味する。 
24 表１では、ホンマ博士は土地所有面積の各カテゴリーの平均値を足してカテゴリーの数(7)で割った

値として 710.60ha.という数値を示しているが、誤差が大きく実態を的確に示していないので、

1/198(20.29×22+31.27×36+64.80×43+192.79×66+653.95×14+1,210.85×9+2,800×8)=300.68 

(ha.)と計算した。 
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たが、これらは胡椒や熱帯果樹より高く伸び、農地の傘のような役目を果たした。また、バナナ

は一般的にカカオと一緒に植えられ、幼木の時期に日影が必要なカカオを守る役目を果たし

た。このように高い樹種は適度な日影を提供すると同時に、その落ち葉は熱帯果樹など低木

の栄養分にもなった。。一年を通じて高温多湿のアマゾン地域の気候においては、様々な栄

養分が地表で分解されやすいため、土壌の栄養分が一般的に少ない状況の中で、このような

有機農法が可能となった。また、既に述べたとおり、様々な種類のものが植えられていることに

より耐病性が高まるという利点があった。 

しかしながら、トメアス移住地で SAF が継続し成功した秘訣は以上のような理由だけではな

い。すなわち、CAMTA のジュース加工工場がトメアスに存在し、日系農家が生産した熱帯果

樹を常に買い上げるシステムが存在したことが、生産者たる日系農家の大きなインセンティブ

になり、SAF による熱帯果樹の生産が継続されたと思われる。また、逆に、SAF による熱帯果

樹の生産体制がなければ、CAMTA のジュース加工工場に安定的にジュースの加工原料とな

る熱帯果樹が供給されることが困難となり、ジュース加工工場のみならず CAMTA の経営自体

も危ぶまれたことであろう。この点に関し、CAMTA の組合長であるフランシスコ・サカグチ氏も

「トメアスにおいては、アグロフォレストリーがなければ、CAMTA はなく、また、CANTA がなけ

れば、アグロフォレストリーはない。( Por aqui não existe CANTA sem o SAF e nem SAF sem a 

CAMTA.)」と述べている25。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Embrapa(2014), Notícias (Florestas e produção de alimentos em harmonia na Amazônia), 

(https://www.embrapa.br/web/portal/busca-de-noticias/-/noticia/1736454/flo restas-e-producao-de-aliment

os-em-harmonia-na-amazonia) 

（最終検索日：2014 年 8 月 1 日） 

https://www.embrapa.br/web/portal/busca-de-noticias/-/noticia/1736454/florestas-e-producao-de-alimentos-em-harmonia-na-amazonia
https://www.embrapa.br/web/portal/busca-de-noticias/-/noticia/1736454/florestas-e-producao-de-alimentos-em-harmonia-na-amazonia
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【写真２】トメアスの SAF（小長野農場のカスターニャ、クプアス他の SAF。カスターニャが成木として成長

し、森を形成している（左）。実を付けている低木はクプアス（右）。2011 年 1 月筆者撮影） 

 

3.5.3 Recaプロジェクトとの共通点 

ブラジル・アマゾン地域におけるアグロフォレストリーによるコミュニティー開発の成功事例は

トメアスの日系移住地以外にも複数存在するが、ブラジル西部アマゾン地域の代表的な事例

の一つが、ホンドーニャ州ノバ・カリフォルニア郡(Nova Califórnia, o Estado de Rondônia )で行

われているヘカ・プロジェクト(Projeto de Reflorestamento Econômico Consorciado Adensado 

(Reca))である。この地では 1980 年代にブラジル南部から移住した入植者がアグロフォレストリ

ーを開始した。入植者たちは農家の生計維持のためにクプアスとププーニャ・ヤシを植え、ま

た、森を再生するためにカスターニャ（ブラジルナッツ）も混植した。このコミュニティーにはクプ

アスやププーニャ・ヤシの実を加工する施設が農業協同組合により設置され、様々な商品の

開発に取り組んだ。ノバ・カリフォルニア郡に隣接するアクレ州の EMBRAPA の研究センター

は市場で需要が高いアンジローバの搾油方法などについて技術指導を行っている。 

 トメアスの事例とこのヘカ・プロジェクトに共通する点は、コミュニティーが経営する加工場の

存在である。トメアス移住地も近隣の大都市であるベレーンまでの約 200km の陸路が長年舗

装されず、また、アマゾン河の支流をフェリーで横断する必要があったため、以前は車でも最

低 6 時間程度は要したが26、アマゾン地域に存在する無数のコミュニティーは市場へのアクセ

スという点では、更に困難な状況にあることが一般的である。したがって、新鮮な熱帯果樹を内

                                                 
26 現在は道路が舗装されたが、トメアス・ベレーン間は車で片道 3.5 時間から 4 時間を要す。 
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陸のコミュニティーからそのまま市場に運搬しようとしても、物理的に容易でなく、また、嵩張る

熱帯果樹の輸送費に対し、加工による付加価値が付いていない果樹自体の市場価格は比較

的安く、収益を得ることは難しいであろう。また、収穫量に対し市場の需要が小さい場合には

余剰収穫物の処理の問題が生じることとなるが、このような場合にも加工場があれば、余剰作

物を加工・保存することが可能である。これらの諸点を踏まえるならば、コミュニティーでの SAF

による熱帯果樹の安定的な生産体制と並行して、当該地域の組合が運営する加工施設と流

通システムの構築が、SAF による持続的生計向上モデルにとって極めて重要であると思われ

る。 

 

4. 憲法改正を起点とするアマゾン開発政策の大転換と環境保全政策 

4.1 軍事政権下(1964～1984)の近代化とアマゾン地域の開発政策 

軍事政権以前の1953 年にブラジル連邦政府のジェツリオ・バルガス(Getúlio Vargas)大統領

（当時）は伯国アマゾン地域の開発計画の策定及び実施を目的として法定アマゾン地域

(Amazônia Legal)を正式に決定した。同決定によれば、法定アマゾン地域の面積は 5,217,423

㎢であり、ブラジルの全国土面積の 61%に相当する。同地域はアクレ州、アマパ州、アマゾナ

ス州、パラー州、ホンドーニャ州、ホライマ州、トカンチンス州、マット・グロッソ州（の一部）、マラ

ニョン州（の一部）により構成され、ブラジルの総人口の 12.3%に相当する約 2,400 万人の人口

(2010 年のセンサス結果)を擁している。 

 1964年より20年間続く軍事政権においては、約851 万㎢の広大な国土を統一し、安全保障

体制を固め、国家の近代化、工業化のための開発を推進することが国家開発計画上の重要

課題とされた。そのため、法定アマゾン地域については、次の諸点が重点施策と位置付けられ

た。 

① 同地域の鉄鉱石、ボーキサイトなどの豊富な天然資源の開発、 

② エネルギー開発のための水力発電所、送電網等の建設 

③ アマゾン横断道路などの道路インフラ建設 

④ 輸出志向型の農牧業、アグロインダストリーの推進 

⑤ 東北部の貧農を移住させるための農地改革の推進 

この政策に基づき、パラー州南部ではカラジャス鉱山（鉄鋼石の推定埋蔵量は 180 億トン）の

開発が推進され、また、同州のトカンチンス川流域にはトゥクルイダム（1984 年完成、総出力

8,370MW）が建設された。同州の州都であるベレーンの近郊にはアマゾン河中流域で採掘さ

れるボーキサイトを活用したアルミニウムの精錬所である ALBRÁS-ALUNORTE が建設された
27。伯アマゾン地域を東西に横断する総延長距離 4,223km のアマゾン横断道路（国道 230 号

線）については 1972 年に建設された。1967 年にはアマゾナス州のマナウスに輸出加工区が

設置された。一方、輸出振興策の一環として鉄鋼石や農産物の加工品の輸出に従事する民

                                                 
27 日本政府は同事業に参加した日本アマゾンアルミニウム（株）に対し、海外投融資事業を通じて

57,350 百万円の出資を実施した。 



 
 

ナレッジ・レポート No.4 
 

 

16 

 

間企業に対しては税制上の優遇措置が与えられた。また、ブラジル東北部の貧困問題を軽減

する手段として、同地域の貧農のアマゾン地域への移住が推進され、アマゾン地域では農地

改革が実施された28。 

 以上のようなドラスティックな開発が進められた結果、アマゾン地域においては、社会・生活

環境や自然環境において多くの問題が発生した。まず、社会・生活環境面の問題としては、先

住民と開発事業関係者との土地を巡る紛争や一部地域での急激な人口増加による生活環境

の悪化などが発生した。また、自然環境面の問題としては、資源開発事業やインフラ整備事業

の実施により、広大な面積の原生林が切り開かれることとなった。また、アマゾン横断道路の建

設により内陸部への人々の通行が可能になったため、道路の周辺では森林伐採や焼き畑が

無秩序に行われるようになり、森林破壊が加速される結果となった。更に、輸出産業として農

牧業が奨励されたために、それに必要な土地の開墾も加速されることになった。軍事政権下

ではこのように国家開発計画の名の下でアマゾンの原生林を切り開くことが国策として事実上

奨励された。 

4.2 新憲法制定以降の環境、人権重視の政策転換とアマゾン環境保全政策 

 ブラジルでは軍事政権下の 1969 年に憲法が改正されたが、1985 年に民政移管後、1988

年に憲法改正が実施された。この 1988 年の憲法では民主主義の理念に基づき、国民の基本

的権利・保障を重視するとともに、「環境」に係る章を独立した章として設定したところに特徴が

ある。この 2 つの憲法の構成を簡易な表で比較するならば、以下のとおりとなる。 

 

旧憲法と新憲法の編別構成の比較29 

1969 年憲法 1988 年憲法 

第 1 編 国家組織 第 1 編 基本原則 

第 2 編 権利の宣言 

（同編第 4 章「個人の権利・保障」） 

第 2 編 基本的権利・保障 

第 3 編 経済及び社会秩序 第 3 編 国家組織 

第 4 編 家族・教育・文化 第 4 編 権力組織 

第 5 編 一般及び暫定規定 第 5 編 国家及び民主主義制度の擁護 

 第 6 編 租税及び予算 

 第 7 編 経済及び金融秩序 

 第 8 編 社会秩序 

（同編第 6 章「環境」） 

 第 9 編 憲法一般規定 

                                                 
28 Maurício Aguiar Serra, Ramón García Fernández (2004), Perspectivas de desenvolvimento da 

Amazônia: motivos para otimismo e para o pessimismo, Economia e Sociedade, Campinas, v. 13, n. 2 

(23), pp.107-131 
29 矢谷通朗編訳(1991)、「経済協力シリーズ（法律）第 154 号ブラジル連邦共和国憲法 1988 年」、アジ

ア経済研究所、pp.16-17 
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(出典) 矢谷通朗編訳(1991)の表をもとに、筆者が簡略化。 

 

 上記の憲法の編別構成の比較から明らかなとおり、1988 年憲法では「基本的人権・保障」が

第 3 編「国家組織」、第4 編「権力組織」に優先する形で第 2 編に置かれている。また、第 8 編

「社会秩序」を構成する章の一つとして第 6 章「環境」が置かれている。 

 この人権と環境を重視する 1988 年憲法が発布された結果、ブラジル連邦政府は 1989 年に

環境上の許認可、取締り、環境モニタリング等を担当するブラジル環境再生天然資源院

(IBAMA)を設立し、環境行政の強化に乗り出した。また、1992 年には環境省も設立した。同

年には国連の地球環境サミットがリオデジャネイロで開催され、サミット開催中にブラジル政府

は気候変動、生物多様性及び砂漠化の三分野に関する国際条約をそれぞれ締結した。また、

国内では 1998 年に水法(Lei das Águas)、1999 年に環境犯罪法(Lei dos Crimes Ambientais)、

2000 年に国家環境教育政策(Política Nacional de Educação Ambiental)を制定した。また、

1997 年には国家水資源審議会、2000 年には水資源庁、2001 年には国家遺伝資源審議会も

設立した。 

 また、ブラジル政府は国内の森林の保全と持続的な利用を目的とした国家森林法(Código 

Florestal)を 1934 年に制定し、1965 年に一度改定していたが、同法律では法定アマゾン地域

については、土地所有面積の 50%を保全地とすべきとされていた。この保全地の割合につい

て 2001 年に土地所有面積の 80%に暫定的に改定され、2012 年の同法律の全面改定の際に

右の部分も含め正式に改定された。その結果、現在の保全地とすべき割合はアマゾン地域で

は土地所有面積の 80%、セラード地域では 35%、それ以外の地域では 20%と規定されている。 

アマゾン地域の環境保全に対する政府のこのような取り組みの結果として、破壊される森林

の面積は 2004 年をピークに年々減少傾向にある。ブラジル宇宙研究所(INPE)が毎年公表し

ているアマゾン森林の消失面積に係る報告によれば、1988 年の消失面積が 21,050 ㎢であっ

たのに対し、2009 年に7,464 ㎢となり、2013 年には 5,843 ㎢にまで減少している30。したがって、

ブラジル政府の取組みは確実に成果を上げていると言える。 

 

5. トメアスの SAFの有効性の検証とブラジル内外への普及 

5.1 SAFの推進に関する国連食糧農業機関(FAO)及びブラジル政府の政策 

 国連食糧農業機関(FAO)は従来から食糧生産活動と森林保全を両立させる SAF を高く評

価し、これを推進してきたが、2013 年に World Agroforestry Centre (ICRAF)、Tropical 

Agricultural Research and Higher Education Centre (CATIE) 、Centre for International 

Development (CIRAD) の協力を得て、途上国の中央政府・地方政府の政策決定者、政策ア

                                                 
30 INPE(2014), Taxas anuais do desmatamento-1988 até 2013, 

   (http://www.obt.inpe.br/prodes/prodes_1988_2013.htm) 

  （最終検索日：2014 年 8 月 15 日） 

http://www.obt.inpe.br/prodes/prodes_1988_2013.htm
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ドバイザー、公務員を対象として”Advancing Agroforestry on the Policy Agenda―A guide for 

decision-makers” を出版した31。このガイドラインの中で、FAOは SAFの長所として、森林保全

と農業生産システムの統合を通じた一層持続的な土地利用、食糧安全保障体制の強化、貧

困軽減、炭素固定を通じた生態系の向上、洪水・旱魃・気候変動に対する農地の強靭化が可

能になることを指摘するとともに、このような SAFの長所や可能性が、これまで国連気候変動枠

組条約会合、生物多様性条約会合などの国際的な政策会合においても認識されてきたと述

べている。 

 一方、SAFを推進する上でこれまで直面してきた問題として、SAFの推進を妨げてしまう政策、

SAF の知識の不十分な普及、法的な制約、SAF が関連する複数のセクター間の調整の不備、

国家政策・土地利用計画・村落開発計画の策定過程における不十分な取組みを指摘してい

る。特に、SAF の推進を妨げる政策の具体的事例として、特定の食糧や工業用穀物の生産振

興や農業機械化の推進のための政府の補助金により、SAF による農業生産がディスカレッジ

され、森林保全との両立が難しくなった事例を紹介している。また、途上国の政策決定者をは

じめとする関係者に対しては、このような問題を生じさせないよう十分な配慮を呼びかけてい

る。 

ブラジル政府は 1996 年に小規模農家の生産能力の向上、雇用の創出及び格差是正を目

的として家族農業振興プログラム(PRONAF=Programa de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar)を創設し、対象者に対する長期低利の小規模融資を開始した。このプログラムの一

環として、ブラジル政府は国内における SAF の推進を目的として、2002 年に PRONAF 

Floresta を創設し、SAF、森林管理計画、保全地域の維持管理、荒廃地回復等のプロジェクト

に対する融資を開始した。これはまさに、ブラジル政府が SAF を森林保全・荒廃地の回復と農

業振興を両立させる重要な方策と位置付け、これを推進するために本支援スキームを創設し

たものと解される。また、大統領府の決議に基づき、2008 年 8 月よりブラジル国立経済社会開

発銀行（Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES）がアマゾン基金

（Fundo Amazônia）を開設し、SAFを含む荒廃地の回復活動、森林の持続的利用による

経済活動、生物多様性の保全と利用等に対する贈与資金の受付と公募による資金的な支

援を開始した。 

5.2 ブラジルの SAFに関するこれまでの研究とトメアスの SAFの位置付け 

 ブラジルでは 1980 年代から SAF に関する論文が多数発表されている。EMBRAPA 東部ア

マゾン研究センターの Silvio Brienza Júnior 研究員は他の研究者とともに同センターが所有す

るブラジル国内で発表された SAF に関する論文のデータベースを活用しつつ、1980 年から

2005 年までに発表された 460 点の論文について分析を試みている32。本研究によれば、各年

代の研究論文数及び主な研究対象地域の分布は以下のとおりである。 

                                                 
31 Gérardo Buttoud (2013), Advancing Agroforestry on the Policy Agenda―A guide for decision-makers, 

Rome, Food and Agriculture Organization of the United Nations  
32 Silvio Brienza Júnior et al.(2009),”Sistemas Agroflorestais na Amazônia Brasileira: Análise de 25 

Anos de Pesquisas”, Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, n.60, pp.67-76, dez. 2009, Edição Especial 

http://www.bndes.gov.br/
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【表１】各年代の論文数 

年代 論文数 平均値/年 

1980 年代 27 3 

1990 年代 119 12 

2000 年代（－2005 まで） 314 52 

（出典）Silvio Brienza Júnior 他の調査結果を筆者が簡略化 

 

【表２】主な研究対象地域の分布 

研究対象地域（州） ％ 備考 

Pará, Amazonas 65 1980 年代から研究対象 

Rondônia, Acre 20 1990 年代から研究対象 

Roraima, Amapá 7 2000 年代から研究対象 

（出典）Silvio Brienza Júnior 他の調査結果を筆者が簡略化 

 

表１によれば、ブラジルでは 1980 年代から SAF に関する研究が始まった。この最初の 10

年間は論文が合計で 27 本しか発表されなかったが、1990 年代以降、論文数は着実に増え、

2000 年代は年平均 52 本の論文が発表され、2005 年までの累計で 460 本の論文が蓄積され

るに至っている。表２は研究対象になった地域に関する分析結果であるが、1980 年代から研

究対象となり、論文全体の 65%を占めている研究対象地域はパラー州とアマゾナス州である。

パラー州ではトメアスをはじめベレーン近郊の日系農家での胡椒と熱帯果樹との SAF が研究

対象となったケースが多い。1990年代からはホンドーニャ州とアクレ州のSAFに関する論文が

発表されるが、これらは主にホンドーニャ州の Reca プロジェクト及び同プロジェクトを支援する

アクレ州の EMBRAPA の研究センターに関する論文である。既に述べてきたとおり、トメアスで

は 1970 年代から、また、ホンドーニャ州の Reca プロジェクトでは 1980 年代から SAF が開始さ

れるが、それぞれの地域の SAF を対象として本格導入の 10 年後から研究者が調査を開始し

たと推測される。また、この結果から言えることは、ブラジル・アマゾン地域における SAF の二

大プロジェクトは、アマゾン地域の東側に位置するトメアスの日系農家の SAF とアマゾン地域

の西側に位置するホンドーニャ州ノバ・カリフォルニアのReca プロジェクトのSAFということが言

える。広大な面積を有するブラジル・アマゾン地域では SAF の普及はまだ初期の段階にあり、

今後、これらの先行する事例をモデルとして各地に合った SAF を研究・普及していくことが望

まれる。 

5.3 トメアス SAFの有効性に関する EMBRAPAの評価 

 ブラジル各地に所在する EMBRAPA の研究センターは管轄地域の農牧林水産業に関係

する課題を研究テーマとしているが、パラー州ベレーン市に所在する東部アマゾン研究センタ

ーは従来からアグロフォレストリーを重要な研究テーマの一つとして取り上げている。既に上記
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3.4 で同研究センター及び同研究センターに所属する日系人のホンマ博士によるトメアス日系

農家の SAF に関する研究について言及したが、EMBRAPA 本部も同組織のホームページに

掲載した記事の中でアマゾン地域における SAF の評価及び SAF とトメアス日系農家の関わり

について次のように述べている33。 

 

「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、SAF は地球の赤道直下の

広大なジャングルで食糧を持続的に生産する方法である。同じエリアで食糧生産と森林

を両立させることにより、SAF 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、健康に良い食糧

生産が可能になるのである。また、食糧、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のである。永年作物を SAF 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

るのである。SAF は森林の炭酸同化作用により炭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。SAF 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、植生そのもの及び植生

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、森林伐採や焼き畑を抑制し、新たな土地の開墾を防ぐのである。SAF

は最近確立された技術ではない。実は、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により壊滅的な被害を受けた後、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のである。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のである。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のである。」(Embrapa(2014)) 

 

 アマゾン地域での重要な 開発課題は「環境問題」 と「貧困問題」 の解消にあるが、

EMBRAPA が述べているとおり、SAF はアマゾン地域においてこれら 2 つの課題に同時に効

果的に対応できる可能性があるのである。前章 4.1 で述べたとおり、1964 年から 1984 年まで

の軍事政権下においては、国家の近代化、天然資源管理、国家安全保障等のために、アマ

ゾン地域においては、パラ―州南部でのカラジャス鉱山の鉄鉱石の大規模な開発、アマゾン

河河口付近でのアルミの精錬工場の設置を目的とした ALBRÁS-ALUNORTE プロジェクトの

推進、アマゾン横断道路の建設、東北部の貧農のアマゾン地域への移住推進、輸出振興によ

る外貨獲得の一環としての森林伐採と木材輸出、開墾した土地での牧畜業の振興などが行わ

れたため、軍事政権時代にはパラ―州をはじめ多く州でアマゾンの森林が大規模に破壊され

た。このような状況に加え、従来から、地元のブラジル人農家は、焼き畑でジャングルを開墾し、

約3 年間使用した後、土壌劣化を理由にその土地を放棄し、近隣のジャングルに火をかけるこ

とを繰り返していたので、特にパラ―州においては森林の破壊と荒廃地の拡大は非常に深刻

な状況となった。ブラジル・アマゾン地域の原生林の破壊はこのように近代的な鉱工業開発や

                                                 
33 Embrapa(2014), Notícias、前掲書 
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インフラ整備の影響だけでなく、切り開いた土地を維持管理せず、土壌劣化と共に土地を捨て

てしまう伝統的な農業の方法により、引き起こされてきたと言える。すなわち、この従来の伝統

的な農業の方法を改善すれば、ブラジル・アマゾン地域の環境問題は大きく改善する可能性

があるのである。このような状況に対し、ブラジル連邦政府は 1988 年の憲法改正以降、環境

政策の強化に乗り出し、環境関連の行政組織の強化や関係法令の整備を行ったが、軍事政

権時代に木材輸出と牧畜のためにかつて開墾され、その後捨てられた広大な荒廃地の植林・

持続的農業への活用及び更なる森林破壊の防止が 1990 年代以降の重要な開発課題になっ

ている。以上のような背景・経緯を踏まえ、EMBRAPA はアマゾン地域に住む貧しい農民が家

族農業を営みながら生計を向上させ、かつ、荒廃地を少しずつ森に戻していく現実的な方法

が SAF なのではないかとの見解を示している。 

5.4 技術協力プロジェクトによる小農向け SAFモデルの実証・普及 

 JICA は 1990 年代に EMBRAPA 東部アマゾン研究センターに対し、以下の 2 つのプロジェ

クト方式技術協力を実施した。 

① アマゾン農業研究協力計画(1990.06～1997.06) 

② 東部アマゾン持続的農業技術開発計画(1999.03～2004.02) 

①の協力は東部アマゾン研究センターの基礎研究能力の向上を目的としたものであり、②の

協力は東部アマゾン地域の対象地域に適した熱帯果樹、胡椒等を対象とした持続的農業技

術の開発を目的としたものである。トメアスの日系農家の農場を試験圃場とした SAF の研究は

後者の東部アマゾン持続的農業技術開発計画で実施されたが、同プロジェクトの概要は以下

のとおりである34。 

 

 プロジェクト名：東部アマゾン持続的農業技術開発計画 

 協力期間：1999.03.01～20004.02.29 

 上位目標：東部アマゾンの地域に適した、持続的農業技術が開発される。 

 プロジェクト目標：パラ―州のプロジェクト対象地域において、現地の実情に合った選定熱

帯果樹及び胡椒を含む持続的農業技術が開発される。 

 成果 

1) 選定熱帯果樹及び胡椒について自然と調和した（環境保全型）栽培技術が開発される。 

2) 熱帯作物の混植など、プロジェクト対象地域に適した持続的生産システムが開発される。 

 活動 

【自然と調和した（環境保全型）栽培技術の確立】 

1) 選定熱帯果樹の高生産性系統・交代及びわい性台木の選抜 

2) 選定熱帯果樹の主要病害防除法の開発 

3) 選定熱帯果樹の管理技術及び栽培技術研究法の開発・移転 

4) 胡椒病害総合防除法の開発 

                                                 
34 国際協力機構(2004)、「ブラジル東部アマゾン持続的農業技術開発計画終了時評価調査報告書」、

国際協力機構、pp.6-10 
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5) 生木支柱栽培を用いた胡椒栽培技術の開発 

【持続的生産システムの開発】 

1) 熱帯作物の混植を含む持続的生産システムの実証・評価及び展示圃場の設置 

2) 試作農家に対する持続的農業技術   （国際協力事業団(2004)） 

 

このプロジェクトに投入された日本人専門家の数は長期専門家 8 名、短期専門家 9 名であ

るが、ブラジル側も研究員約 30 名がカウンターパートとして配置された。同プロジェクトの活動

については「自然と調和した（環境保全型）栽培技術の確立」と「持続的生産システムの開発」

という大きな 2 つの領域の下に一連の活動が計画・実施されたが、実際の実証試験等はベレ

ーンの研究センターの施設内だけでなく、1993 年に JICA が譲渡した同センター・トメアス試験

場（ 旧 INATAM）及びトメアスの日系農家の農場で行われたた め、日本人専門家と

EMBRAPA の研究員が頻繁にトメアスに出張した。トメアスでは CAMTA の関係者や日系農

家が本プロジェクトの活動に協力した。 

第 2 番目の領域である「持続的生産システムの開発」の下で、小農向けに開発された SAF

の実証・評価及び試作農家に対する普及事業も実施された。本実証・評価では胡椒の生産を

対象としつつも、従来、胡椒の生産の際に胡椒の蔦を絡まらせるために使用されていた堅木

支柱を天然林の保護の観点と小農の経済負担軽減の観点から廃し、胡椒との親和性が高く

挿し木繁殖が容易なグリリシージャ(Gliricidia sepium)を生木支柱として用いるモデルが実証・

採用された。また、胡椒のフザリウム病を抑制するための対策として、施肥の適正化による植

物栄養状態の改善に係る実証・評価なども行われた。その結果、この新しい SAF のモデルが

荒廃牧草地の高生産性農地への転換や従来農耕不適地と見なされた団粒ラテライト土壌の

土地の活用において本 SAF が活用可能であることが判明した。このような結果に基づき、トメ

アス郡内の 6 集落から 36 戸の試作農家が選定され、各農家にグリリシージャの挿し枝を50～

100 本単位で配布の上、新たな SAF の普及活動が行われた。この試作農家への指導にはトメ

アスの一部の日系農家の人々も参加した。 

本プロジェクトを通じ、トメアス日系農家の SAF が有する様々な効果が科学的に実証される

とともに、小農向けの普及モデルの有効性が確認された。 
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【写真３】トメアスの SAF (CAMTA の日系農家の指導によりブラジル人小農が実施したグリリシージャ、

胡椒、カカオによる SAF。2011 年 1 月筆者撮影) 

 

 

本プロジェクトのフォローアップの一環として、当時行われていた「開発福祉支援事業」を活

用し、JICA ベレーン支所、POEMAR35、EMBRAPA 東部アマゾン研究センター、CAMTA の４

者による共同事業として 2004 年度から 2005 年度まで、トメアスのブラジル人小農を対象とした

SAF の普及事業を実施した。この事業では上記プロジェクトの成果を最大限に活用し、同プロ

ジェクトで開発した SAF の普及・定着を促進するために、EMBRAPA 東部アマゾン研究センタ

ーが技術的な支援を担当するとともに、トメアスでの小農を対象としたワークショップや各農家

への普及・指導については、POEMARと CAMTA の関係者が担当した。この協力を通じて、ト

メアスのブラジル人小農の SAF に対する関心と理解が一層促進されるとともに、CAMTA の会

員である日系農家がトメアスでのSAFの普及活動に中心的な役割を担うようになった。また、こ

のことを通じて、CAMTA の日系農家関係者とブラジル人小農との間に信頼関係が醸成される

こととなった。このことは、後日、CAMTA の生産基盤強化にも良い影響を与えることとなった。

すなわち、近年、CAMTA ではジュース加工工場で生産するジュースの販売が順調に伸びて

いるが、CAMTA の組合員が生産する熱帯果樹だけでは需要を必ずしも満たすことができな

い状況が続いており、トメアスの非組合員が CAMTA に持ち込む熱帯果樹が必要不可欠にな

りつつある。 

また、日本の NGO である特定営利法人 HANDS は 2001 年よりアマゾナス州マニコレ市で

地域保健を中心とした支援を展開しているが、HANDS の現地コーディ―ネーターの定森氏

の依頼により、2008 年7 月にトメアスの小長野トメアス郡農務局長（当時）兼 CAMTA 理事がマ

                                                 
35 アマゾン地域の貧しい住民の生活向上と環境保全を目的としてパラ―連邦大学の外国人教員が中

心となって 1992 年に設立した NGO。 
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ニコレでのアグロフォレストリーの導入の可能性を調査することを目的として現地調査及び現

地関係者に対するセミナーを実施した36。このような経緯もあり、現在、HANDS がマニコレ市で

実施している草の根技術協力プロジェクト「アマゾン西部における健康的で持続可能な農村

開発プロジェクト」(2012.04～2015.03)においては、住民の栄養改善を目的としたアグロフォレ

ストリーの導入がプロジェクトのコンポーネントの一つとして当初から計画されており、小長野氏

をはじめとするトメアスの農業関係者の指導を得つつ、現地関係者が SAF による熱帯果樹等

の生産を推進している37。 

5.5 トメアスでの SAF認証制度の確立に向けた試み 

 上述のとおり、SAF はアマゾン森林の回復及び保全と両立する農業生産方式であり、同方

式で生産された農産物は市場で取引される際に付加価値が認められるべきであるが、SAF に

よる生産であることを認証する制度がなければ、その事実を客観的に認めることは難しい。ま

た、SAF による農産物がそうでないものに比べて高く取引されなければ、SAF による生産に取

り組む農業生産者のインセンティブにも繋がらない。一方、CAMTA は現在、熱帯果樹の濃縮

ジュースやカカオを日本にも輸出し、地元の小農からも広く SAF による熱帯果樹を買い上げて

いるが、これらの農産物の海外での需要増加と収益を見込み、地元の農業生産者が SAF で

ない方式でカカオや熱帯果樹の生産を行う可能性も否定できない。もし、そのようなことになれ

ば、トメアスの熱帯果樹ジュースやトメアスのカカオを使用したチョコレートの市場価値が低下

してしまうであろう。そのような問題意識を背景として、現在、以下のプロジェクトが草の根技術

協力として実施されている。 

 

 プロジェクト名：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 

 プロジェクト目標：「遷移型アグロフォレストリー」の確立・市場開発を通じて、対象農民の収

入が持続的に向上する。 

 対象地域・受益者層：トカンチンス川以東のトメアス地域に在住する家族農（小農）１万戸を

中心とした全農民階層と彼らの農産物を購入・活用する日系企業を含む諸企業 

 成果 

1) 農民と現地研究者による参加型アプローチを通じて「遷移型アグロフォレストリー」の現地化

を図る。 

2) アグロフォレストリー生産者の認証が行われる。 

3) アグロフォレストリー生産物活用企業の認証制度が日本市場に確立し、生産物の需要量と

生産者還元利益が向上する。 

 活動 

                                                 
36特定営利法人 HANDS(2009)、「アマゾン西部におけるアグロフォレストリー普及に関する調査・セミナ

ー報告書」、特定営利法人 HANDS 
37特定営利法人 HANDS(2012)、「アグロフォレストリー、自然と人間がより良く共存するために」、特定営

利法人 HANDS 
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1) 「遷移型アグロフォレストリー」体系改良の手法を農民と現地の研究普及者に技術移転す

る。 

2) 総合的「遷移型アグロフォレストリー」生産物評価認証システムを構築し、認証機構による

生産者認証制度を確立する。 

3) 多品目少量生産の「遷移型アグロフォレストリー」システムを支える新市場システムを開発し

実践する。 

 実施期間：2011 年 11 月～2016 年 10 月 

 日本側実施団体：国立大学法人 東京農工大学 

5.6 日伯の三角協力を通じた南米アンデス諸国に対するトメアス SAFの普及 

 JICA は 1985 年度から日伯の三角協力の一環として第三国研修を開始して以来、研修コ

ース数及び受入れ人数を年々増加させており、2000 年にはブラジル国際協力庁(ABC)との

間で日伯パートナーシッププログラム( JBPP: Japan-Brazil Partnership Program)を締結し、そ

れまで実施してきた第三国研修に加え、中南米諸国やアフリカポルトガル圏諸国でのプロジ

ェクトを共同プロジェクトとして実施し、三角協力の実績を重ねてきた。JBPP の枠組みを通じ

て受入れる研修員の総数は年間約 250 名となり、また、第三国で実施する共同プロジェクト

の数も年間 10 件というレベルに達している。ブラジル連邦政府はこのような我が国との三角

協力の経験を踏まえ、近年、ブラジルによる国際機関への協力や二国間の南南協力の実績

も伸ばしており、ニュードナーとしての地位を確立しつつある。また、EMBRAPA はボリビア、

コロンビア、エクアドル、ペルー、ベネズエラの農牧研究機関及び国際農業研究協議グルー

プ(CGIAR)、アマゾン地域大学協会とともに、アマゾン地域の持続的な開発のための研究者

のネットワークとしてアマゾン・イニシアティブ( Iniciativa Amazônica )という国際コンソーシア

ムを 2004 年に設立し、当該分野での国際的なネットワークを強化しつつあった。 

 このような背景から、JICA と ABC、EMBRAPA は 5.4 で述べた JICA と EMBRAPA 東部ア

マゾン研究センターとの協力実績等を踏まえ、以下のとおり、同研究センターを実施機関とし

たアグロフォレストリーに関する第三国研修を２つのフェーズに亘り実施してきた。 

 

【アグロフォレストリーコース】                (第１フェーズ) 

 協力期間：2006 年 4 月 1 日～2011 年 3 月 31 日 

 上位目標：汎アマゾン地域の自然環境破壊の軽減、自然環境再生及び地域農家・住

民の生活環境が改善される。 

 プロジェクト目標：アマゾン地域の研究者、技術者の人材育成及び各国関係機関間ネッ

トワークの構築・強化がなされ、汎アマゾン各国においてアグロフォレストリーが導入され、

普及・発展する。 

 成果 

 1) アグロフォレストリー分野の最新技術の取得 

  2) 経験の発表、意見交換を通じた共通認識の形成及び技術の向上 

  3) 機関間ネットワークの構築・強化 
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 活動 

 1)研修期間：22 日間 

2)参加対象国・人数：ボリビア、ペルー、エクアドル、コロンビア、ベネズエラより毎年 15 名

程度 

3)研修内容：SAF に関連する理論、トメアスでの実践、ベレーンの SAF の視察 

 

【アグロフォレストリーアマゾンモデル普及コース】 （第２フェーズ） 

 協力期間：2011 年 4 月 1 日～2016 年 3 月 31 日 

 上位目標以下の内容は上記第１フェーズとほぼ同様につき、省略。 

 

アマゾン地域の熱帯雨林保全に対しては、JICA は我が国の宇宙航空研究開発機構

(JAXA)等の協力を得て、「アマゾン森林保全・違法伐採防止のための ALOS 衛星画像の利

用プロジェクト」(2009.06～2012.06)をブラジル環境再生可能自然資源院(IBAMA)及びブラ

ジル連邦警察科学技術部に対し実施し、この協力成果を踏まえ、同プロジェクト終了後は、

引き続き、ブラジル宇宙研究所、IBAMA とともに中南米、アフリカ、アジア、大洋州各地域の

熱帯雨林を有する 44 カ国を対象として第三国研修「熱帯雨林モニタリング中核人材育成コ

ース」(2010 年度～2014 年度)を実施し、アマゾン協力条約事務局38をはじめ熱帯雨林の保

全を推進する国際機関などからも高い評価を得た。 

このような状況の中で、アマゾン地域の SAF に係る研究者・実務者を対象とした上述の第

三国研修は、トメアスの SAF をはじめとして域内各国の研究者、実務者が蓄積している SAF

の技術、経験の情報共有の促進と域内の協力体制の強化に資するものであり、アマゾン地

域の荒廃地の回復と森林保全のための域内での国際協力体制の強化につながることが期

待される。「地球の肺」と言われる広大なアマゾン地域に住む人々の生活向上を図りつつ荒

廃地の回復と森林保全を達成するための手段として、トメアスで生まれた SAF による生計向

上モデルをブラジル・アマゾン地域に普及させるとともに、南米大陸でアマゾン地域を有する

他の関係国にも広く普及させることが重要である。 

 

6. まとめ 

  ブラジル・アマゾン地域のトメアスで日系農家が始めた胡椒と熱帯果樹等との混植は、当初

は、アマゾン環境保全と荒廃地回復を目的としたものではなく、限られた土地を有効に活用し

つつ、胡椒の病害発生を抑制し、家計収入を安定させることを目的として 1970 年代頃から試

行錯誤を繰り返しつつ始められた農法である。しかしながら、その農法が日系農家の様々な実

践を通じて「遷移型アグロフォレストリー」として洗練されていくのに従い、EMBRAPA 東部アマ

                                                 
38 アマゾン協力条約( Tratado de Cooperación Amazónica)はアマゾン地域の持続的な成長と環境の保

護を促進することを目的として、1978 年に南米大陸でアマゾン地域に関係するボリビア、ブラジル、コロ

ンビア、エクアドル、ガイアナ、ペルー、スリナム、ベネズエラの 8 カ国で署名された。1995年には常設の

事務局をブラジリアに設置することとなり、OTCA( Organización del Tratado de Cooperación Amazónica)

と呼ばれている。 
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ゾン研究センターの研究員の研究対象となり、その効果が様々な視点から科学的に実証され、

トメアスの日系農家の SAF はアマゾン地域での環境保全と農業生産活動を両立させる持続的

家族農業のモデルとして認識されるようになるのである。 

 ブラジルでは1964 年から20 年間続いた軍事政権の時代にアマゾン地域の森林が国家開発

計画の名の下で切り開かれ、広大な荒廃地が残されたが、それに加えて、現在でも伝統的農

業として焼き畑農業が行われており、荒廃地の回復・森林保全と調和した持続的農業の推進

が急務とされている。したがって、トメアスのSAFをブラジル内外のアマゾン地域での持続的農

業のモデルの一つとして今後一層活用されることが期待される。 

広大なアマゾン地帯は南米大陸の 8 カ国が関係しているが、日伯の三角協力のメカニズム

である日伯パートナーシップ・プログラム(JBPP)を通じ、関係国に対し本 SAF の経験・技術を

伝えるとともに、域内関係国間の協力関係を促進することは、今後の南米アマゾン地域の安定

と持続的発展のための我が国の国際協力として極めて重要と思われる。 

また、トメアスの SAF が環境調和型家族農業として機能するだけでなく、同地域の日系農家

の生計の安定と向上にまで結びついた大きな要因はCAMTA による熱帯果樹のジュース加工

工場の経営と販路拡大の努力にある。したがって、他のコミュニティーで SAF による家族農業

を通じ生計向上を推進する場合には、トメアスのCAMTAと同様の組合組織が、市場のニーズ

に合った SAF の研究・推進、農業生産者のインセンティブとしての熱帯果樹の加工場の運営

及び流通販路の開拓を担う体制の構築を支援することも重要である。 

最後に、トメアスの日系社会は SAF の非日系農家への普及を通じ、地域社会との関係を一

層促進し、トメアスでの日系社会の社会的地位の向上にも貢献することとなった。更に、国際

協力にも専門家として参加するなどブラジル日系社会と JICA との関係は、かつての支援する、

されるという関係から国際協力で連携する関係に大きく変容しつつあることを申し述べたい。 
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