
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）を組み合わせたもので、日本語では
「混農林業」などと言います。樹木と農作物（あるいは家畜）
を組み合わせて育てることにより、より持続的で生産力の
高い土地利用が可能となります。なぜなら農業だけでは土
地の養分が吸収されることにより、土地が疲弊しやがて生
産力が低下していくこともありますが、林業によって落葉や
落枝などによる土壌改善が見込まれることで、長期的な土
地利用を可能とすることができるからです。アグロフォレス
トリーは、樹木と農作物の組み合わせなど、地域によって
様々な手法をとります。代表的な手法の一つに、タウンヤシ
ステムがあり、チークが育つまでの間、林床にマメ類やトウ
モロコシなど一年生の農作物を栽培します。チークが育つ
までの間、農作物の収入を得ながら、最終的には樹木伐採
による利益を得る、という仕組みです。

ルワンダは、アフリカで最も人口密度の高い国（CIA 
Fact book, 2010）です。“千の丘の国”と言われると
おり、国土のほとんどが1,000～4,500mの丘陵地で
覆われています。食糧生産の需要は高く、国民の80%
以上が農業に従事しており、丘陵地の斜面にも農地が広
がっている状態です。しかし、長年の農業生産と、雨期の
たびに流れてしまう土壌栄養分の影響で土壌が劣化し、
農地として生産性が低くなってしまった土地が増えてき
ています。このような劣化した土地で、土地の有効利用
を図るため植林（主にユーカリ）を実施し、成長するまで
の約2年間、林内でマメ類やイモ類を栽培するというタ
ウンヤ方式のアグロフォレストリーを実施しました。その
結果、ユーカリが成長するまでは、一年生の野菜で収入
を得て、4～5年で成長したユーカリを木材として販売し
収入を得ることができました。この地域では、森林減少
で木材資源が不足していることから木材需要が高く、業
者が1本約7ドルで買い付けに来るため、現金収入の向
上としても高い効果が得られました。（ルワンダ）

アグロフォレストリーの取組み

ポイント

事例

森林内の樹木、草本の花を蜜源として養蜂を実施するこ
とは、森林を保全しながら短期的な収入を得る活動として
は、比較的実施しやすく技術的な困難も少ないものです。ま
た蜂蜜は需要も高く販売も可能で、自家消費の場合も住民
の健康維持に高い効果が期待できます。

途上国においては、エネルギー源を薪、炭に依存してい
る割合が高く、特に都市部では人口の集中と相まっていた
め、非常に需要が拡大しています。これらの炭の原木は天
然林における無秩序な伐採により調達されており、森林の
減少・劣化が進んでいます。天然林の持続的な利用若しくは
植林木による木炭原木の調達が可能となれば、森林の減
少・劣化を招かずに、木炭の販売による持続的な現金収入
の確保を期待できます。

この場合、伐採等に関する森林の取扱いや木炭生産、税
制に関する諸規定に従う必要があり、中央政府及び地方政
府の諸規定がどのようになっているか、事前に調査してお
く必要があります。特に、炭は薪よりも効率性が高いという
利点があります。

森林内での生計活動
（養蜂、木炭、アロエ栽培等）

養蜂

炭作り

1
森林は、果実、きのこ、種、花などの食糧や、薪、木材などの生活資材など物質を直接的に提供することが可能です。しかし、樹木
の成長、森林の形成は非常に時間がかかるため、特に途上国などの貧困層にとって、収穫までに長期間を要するものに興味を
持つことは難しいです。森林を豊かにしながら、住民の日々のニーズにこたえることのできる活動を組み合わせることで貧困削
減に効果を発揮する森づくりを進めることができます。住民のニーズをしっかり把握しながら、地域住民の森づくり活動が彼ら
の生活の直接的なプラスのインパクトを与えるように工夫することが必要です。

に
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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）を組み合わせたもので、日本語では
「混農林業」などと言います。樹木と農作物（あるいは家畜）
を組み合わせて育てることにより、より持続的で生産力の
高い土地利用が可能となります。なぜなら農業だけでは土
地の養分が吸収されることにより、土地が疲弊しやがて生
産力が低下していくこともありますが、林業によって落葉や
落枝などによる土壌改善が見込まれることで、長期的な土
地利用を可能とすることができるからです。アグロフォレス
トリーは、樹木と農作物の組み合わせなど、地域によって
様々な手法をとります。代表的な手法の一つに、タウンヤシ
ステムがあり、チークが育つまでの間、林床にマメ類やトウ
モロコシなど一年生の農作物を栽培します。チークが育つ
までの間、農作物の収入を得ながら、最終的には樹木伐採
による利益を得る、という仕組みです。

ルワンダは、アフリカで最も人口密度の高い国（CIA 
Fact book, 2010）です。“千の丘の国”と言われると
おり、国土のほとんどが1,000～4,500mの丘陵地で
覆われています。食糧生産の需要は高く、国民の80%
以上が農業に従事しており、丘陵地の斜面にも農地が広
がっている状態です。しかし、長年の農業生産と、雨期の
たびに流れてしまう土壌栄養分の影響で土壌が劣化し、
農地として生産性が低くなってしまった土地が増えてき
ています。このような劣化した土地で、土地の有効利用
を図るため植林（主にユーカリ）を実施し、成長するまで
の約2年間、林内でマメ類やイモ類を栽培するというタ
ウンヤ方式のアグロフォレストリーを実施しました。その
結果、ユーカリが成長するまでは、一年生の野菜で収入
を得て、4～5年で成長したユーカリを木材として販売し
収入を得ることができました。この地域では、森林減少
で木材資源が不足していることから木材需要が高く、業
者が1本約7ドルで買い付けに来るため、現金収入の向
上としても高い効果が得られました。（ルワンダ）

アグロフォレストリーの取組み

ポイント

事例
斜面農地でのアグロフォレストリー

森林内の樹木、草本の花を蜜源として養蜂を実施するこ
とは、森林を保全しながら短期的な収入を得る活動として
は、比較的実施しやすく技術的な困難も少ないものです。ま
た蜂蜜は需要も高く販売も可能で、自家消費の場合も住民
の健康維持に高い効果が期待できます。

途上国においては、エネルギー源を薪、炭に依存してい
る割合が高く、特に都市部では人口の集中と相まっていた
め、非常に需要が拡大しています。これらの炭の原木は天
然林における無秩序な伐採により調達されており、森林の
減少・劣化が進んでいます。天然林の持続的な利用若しくは
植林木による木炭原木の調達が可能となれば、森林の減
少・劣化を招かずに、木炭の販売による持続的な現金収入
の確保を期待できます。

この場合、伐採等に関する森林の取扱いや木炭生産、税
制に関する諸規定に従う必要があり、中央政府及び地方政
府の諸規定がどのようになっているか、事前に調査してお
く必要があります。特に、炭は薪よりも効率性が高いという
利点があります。

ポイント
森林内での生計活動
（養蜂、木炭、アロエ栽培等）

養蜂

炭作り

1
森林は、果実、きのこ、種、花などの食糧や、薪、木材などの生活資材など物質を直接的に提供することが可能です。しかし、樹木
の成長、森林の形成は非常に時間がかかるため、特に途上国などの貧困層にとって、収穫までに長期間を要するものに興味を
持つことは難しいです。森林を豊かにしながら、住民の日々のニーズにこたえることのできる活動を組み合わせることで貧困削
減に効果を発揮する森づくりを進めることができます。住民のニーズをしっかり把握しながら、地域住民の森づくり活動が彼ら
の生活の直接的なプラスのインパクトを与えるように工夫することが必要です。

に

6



よると、現在の木炭生産は、天然林を違法に伐採し、そ
の場で伏せ焼（Earth mound kyln）する方法で一般的に
行われています。違法に伐採生産された木炭は買いた
たかれることもあり、木炭販売価格は、35kg／袋で、
4000-8000タンザニアシリング／袋（当時レートで
換算して3-6US$)と大きく幅がありました。

家計収入に占める木炭の販売収入は、同じ聞き取り
調査の結果では、約35％を占めており、農業収入（同
37％）とほぼ同程度の収入で、木炭生産者の家計に占
める木炭販売収入の割合が極めて高いとの結果が得ら
れています。

植林木が木炭原木として活用できる（胸高直径
10cm程度）までには、７-10年程度必要であり、持続
可能な天然林の活用等と組み合わせることや、木炭生
産には販売収入だけではなく副産物として木酢液が生
産されることなどについて、広く住民に普及を図ってい
く必要があります。（タンザニア）

木材としての利用だけでなく、様々な用途で利用できる
樹種（マルチパーパスツリーなど）の活用も有効です。具
体的には、食糧（果実、ナッツ、油脂等）、家畜飼料（葉、さ
や、種子）、木材、その他（精油、染料、ゴム、繊維、薬）、公
益機能（防風、土壌保全、飛砂防止、窒素固定）など、葉、
枝、種、果実、幹、根、と樹木全体が複数の利用用途を持つ
ことができます。特に、モリンガ（Moringa oleifera）は、食
品（葉、ハチミツ）、家畜飼料（葉、オイル抽出後の種子）、
青色染色 （木部）、肥料（オイル抽出後の種子）、緑肥（葉）、
樹脂（幹）、民間療法（植物全ての部位）などに利用可能な
樹種と言われています。これまで未利用な資源として扱わ
れている樹種や部位が、利用可能なこともあります。

プロソピスは他の樹種が生育できないような荒廃地で
も生育が可能で荒廃地の緑化に有効であるという特性か
ら、ケニアツルカナ地域において乾燥地緑化の対策とし
て政府主導で普及された背景があります。しかし、その生
命力の強さと家畜等により種子が運ばれることにより、他
の有用な植生を駆逐し農牧地での活動を阻害するなど、
無秩序な蔓延が起こるようになってしまいました。また、
管理の難しさやトゲによる扱いづらさも影響し、地元住民
にとっては邪魔な木としてネガティブな認識がなされてい
ました。しかしながら資源量の豊富さは乾燥地にとっては
貴重であり、有効な活用がなされることで住民の木材資
源へのニーズを満たす一助となると考え、プロジェクトで
は、住民に適切な間伐方法（若木のうちに枝を剪定し、
6mX6m程度の間隔で伐採）を指導し、通直な幹を木材
として、実を家畜用飼料として、薪を炭として、花を蜂蜜の
蜜源として多目的に利用することを実践しました。この結
果、プロソピスが適切に管理されることにより無秩序な拡
大を抑制することにもつながり、在来種のアカシアが復
活するなど多様な効果があらわれました。（ケニア）

タンザニア・モロゴロ州・キロサ県において、木炭原木資
源の造成のため、Julbernardia globiflora（現地名：ムトン
ドロ）、Combretum mole（現地名：ムラマ）、Brachystegia 

bussei（現地名：ムサニ）などの在来種やSennna siamea

（現地名:ジョホーロ）、Acacia nirotica （現地名：ムグンガ）
などの外来種により試験林を造成（植栽4年生で樹高
4m、胸高直径5cm）しました。この結果、在来種は総じて
成長が遅く、Senna siameaが成長もよく、木炭としての性
質も優れていることが判明しました。

また、タンザニア産木炭の品質評価や住民に対して
木炭生産の現状、木炭販売価格や植林に対する取組み
の意向について、聞き取り調査を実施しました。それに

木炭生産

事例
未利用資源の利用、樹木の多目的利用
（マルチパーパスツリー（モリンガ等））

ケニアツルカナの乾燥地では、樹木、草本植生の少な
さからこれまで養蜂活動は盛んではありませんでした。
しかし、アカシア※が在来種として存在することとプロソ
ピスが豊富であることから、これらの花を蜜源として養
蜂を開始することにしました。プロジェクトでは養蜂施設
建築用の資材（木材は自主調達）と巣箱と収穫用の道具

（防護服、攪拌機、燻煙器、タンク等）を住民に提供しまし
た（初期投資で約870＄）。40名のグループで巣箱を管
理しているムルンゴレサイトでは、1年半の間に計3回
95kgの蜂蜜を収穫し、うち62Kgを販売し（33kgは
コミュニティ内で自家消費）、約600＄の収入を得まし
た。蜂蜜は栄養価が高いため、コミュニティでは食事とし
て薬としても重用しており健康促進にも役立ち、また近
隣のコミュニティや町での需要も高いため、森林内の生
計向上活動として成果を得ました。また、単純計算する
と、2年半ほどで初期投資の金額を回収できることにな
り、将来的には収入から新たな巣箱を購入追加し、住民
自身で継続していく目途がたちました。（ケニア）

事例
養蜂

※アカシア
マメ科アカシア属の総称。この地域では、サバンナ・アカシアと言われるAcacia 
tortilisや、Acacia reficiens, Acacia mellifera等の在来種が生育している。
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よると、現在の木炭生産は、天然林を違法に伐採し、そ
の場で伏せ焼（Earth mound kyln）する方法で一般的に
行われています。違法に伐採生産された木炭は買いた
たかれることもあり、木炭販売価格は、35kg／袋で、
4000-8000タンザニアシリング／袋（当時レートで
換算して3-6US$)と大きく幅がありました。

家計収入に占める木炭の販売収入は、同じ聞き取り
調査の結果では、約35％を占めており、農業収入（同
37％）とほぼ同程度の収入で、木炭生産者の家計に占
める木炭販売収入の割合が極めて高いとの結果が得ら
れています。

植林木が木炭原木として活用できる（胸高直径
10cm程度）までには、７-10年程度必要であり、持続
可能な天然林の活用等と組み合わせることや、木炭生
産には販売収入だけではなく副産物として木酢液が生
産されることなどについて、広く住民に普及を図ってい
く必要があります。（タンザニア）

木材としての利用だけでなく、様々な用途で利用できる
樹種（マルチパーパスツリーなど）の活用も有効です。具
体的には、食糧（果実、ナッツ、油脂等）、家畜飼料（葉、さ
や、種子）、木材、その他（精油、染料、ゴム、繊維、薬）、公
益機能（防風、土壌保全、飛砂防止、窒素固定）など、葉、
枝、種、果実、幹、根、と樹木全体が複数の利用用途を持つ
ことができます。特に、モリンガ（Moringa oleifera）は、食
品（葉、ハチミツ）、家畜飼料（葉、オイル抽出後の種子）、
青色染色 （木部）、肥料（オイル抽出後の種子）、緑肥（葉）、
樹脂（幹）、民間療法（植物全ての部位）などに利用可能な
樹種と言われています。これまで未利用な資源として扱わ
れている樹種や部位が、利用可能なこともあります。

プロソピスは他の樹種が生育できないような荒廃地で
も生育が可能で荒廃地の緑化に有効であるという特性か
ら、ケニアツルカナ地域において乾燥地緑化の対策とし
て政府主導で普及された背景があります。しかし、その生
命力の強さと家畜等により種子が運ばれることにより、他
の有用な植生を駆逐し農牧地での活動を阻害するなど、
無秩序な蔓延が起こるようになってしまいました。また、
管理の難しさやトゲによる扱いづらさも影響し、地元住民
にとっては邪魔な木としてネガティブな認識がなされてい
ました。しかしながら資源量の豊富さは乾燥地にとっては
貴重であり、有効な活用がなされることで住民の木材資
源へのニーズを満たす一助となると考え、プロジェクトで
は、住民に適切な間伐方法（若木のうちに枝を剪定し、
6mX6m程度の間隔で伐採）を指導し、通直な幹を木材
として、実を家畜用飼料として、薪を炭として、花を蜂蜜の
蜜源として多目的に利用することを実践しました。この結
果、プロソピスが適切に管理されることにより無秩序な拡
大を抑制することにもつながり、在来種のアカシアが復
活するなど多様な効果があらわれました。（ケニア）

タンザニア・モロゴロ州・キロサ県において、木炭原木資
源の造成のため、Julbernardia globiflora（現地名：ムトン
ドロ）、Combretum mole（現地名：ムラマ）、Brachystegia 

bussei（現地名：ムサニ）などの在来種やSennna siamea

（現地名:ジョホーロ）、Acacia nirotica （現地名：ムグンガ）
などの外来種により試験林を造成（植栽4年生で樹高
4m、胸高直径5cm）しました。この結果、在来種は総じて
成長が遅く、Senna siameaが成長もよく、木炭としての性
質も優れていることが判明しました。

また、タンザニア産木炭の品質評価や住民に対して
木炭生産の現状、木炭販売価格や植林に対する取組み
の意向について、聞き取り調査を実施しました。それに

プロソピス（Prosopis juliflora）管理と
利用

ポイント 事例
未利用資源の利用、樹木の多目的利用
（マルチパーパスツリー（モリンガ等））

ケニアツルカナの乾燥地では、樹木、草本植生の少な
さからこれまで養蜂活動は盛んではありませんでした。
しかし、アカシア※が在来種として存在することとプロソ
ピスが豊富であることから、これらの花を蜜源として養
蜂を開始することにしました。プロジェクトでは養蜂施設
建築用の資材（木材は自主調達）と巣箱と収穫用の道具

（防護服、攪拌機、燻煙器、タンク等）を住民に提供しまし
た（初期投資で約870＄）。40名のグループで巣箱を管
理しているムルンゴレサイトでは、1年半の間に計3回
95kgの蜂蜜を収穫し、うち62Kgを販売し（33kgは
コミュニティ内で自家消費）、約600＄の収入を得まし
た。蜂蜜は栄養価が高いため、コミュニティでは食事とし
て薬としても重用しており健康促進にも役立ち、また近
隣のコミュニティや町での需要も高いため、森林内の生
計向上活動として成果を得ました。また、単純計算する
と、2年半ほどで初期投資の金額を回収できることにな
り、将来的には収入から新たな巣箱を購入追加し、住民
自身で継続していく目途がたちました。（ケニア）

事例
養蜂

※アカシア
マメ科アカシア属の総称。この地域では、サバンナ・アカシアと言われるAcacia 
tortilisや、Acacia reficiens, Acacia mellifera等の在来種が生育している。
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