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平成２７年度  海外農業農村地球環境問題等調査事業 

地域資源利活用型農業農村開発検討調査 報告書（概要版） 
 

国立研究開発法人 国際農林水産業研究センター 
 
１. 調査の概要 

１．１ 目的  
気候変動は地球規模の課題であり、その原因のひとつは人為的な温室効果ガス

（GHG）の排出にあると言われている。また、農林業・その他土地利用分野に由来す

る GHG の排出量は全体の約１／４を占めるとの報告がある。農林業を基幹産業とする

開発途上国における農林業分野での GHG 排出削減の取組は、重要な対策のひとつとな

り得る。 

そこで、本調査は、開発途上国における地球規模の課題等の解決に貢献するため、気

候変動への適応策・緩和策等に対する技術・手法を開発し、もって開発途上国の農業農

村開発の効果的・効率的な実施に資することを目的とする。なお、本調査は平成 24 年

度から実施されており、本年度が最終年度となる。 

１．２ 内容 
ブルキナファソにおいて農業農村開発とあわせて太陽光発電など再生可能エネルギ

ーなどを導入・普及する実証調査を行い、気候変動に対応するための住民の意識改革や

地域の特性に応じた体制整備などの手法の開発を行う。また、パラグアイにおいて農業

と林業を結びつけた持続的な農業の導入など、自然との共生と生活の向上が両立した農

業農村開発のモデルを検討する。 

１．３ 実施方針 

以下の方針を設定し調査を実施した。 
（１）ブルキナファソにおける調査 
 再生可能エネルギーとして太陽光発電、エネルギー効率の改善として改良かま

どを導入し、農村開発モデルを検討する。 
 GHG 排出削減に寄与するため、GHG 排出削減量の計測・報告・検証における

プロセスが厳格に定められたクリーン開発メカニズム（CDM1）手法を活用して、

排出削減量の調査手法の確立や定量的評価等を行う。 
（２）パラグアイにおける調査 
 パラグアリ県における小規模植林 CDM 事業の実施を通じて得た、技術・手法を

他地域に広めるため、プログラム CDM を活用した普及手法の開発を図る。 

                                                   
1 国際的な枠組みである京都議定書において定められた京都メカニズムのひとつであり、排出削減量（ま

たは吸収増加量）をクレジット化することで、海外で実施した温室効果ガスの排出削減量等を自国の排

出削減目標の達成に換算できる仕組みである。 
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 植林プログラム CDM（PoA2）の形成による広域植林計画策定に貢献するため、

農家の生計の助けとなるアグロフォレストリー（AF）や林間放牧を低所得農村

に導入して植林を推進する。 

１．４ 調査対象地域・村 

 調査は以下の地域あるいは村を対象に実施した。 
（１）ブルキナファソ 
 中央台地州クルウェオゴ県ブッセ市 
 ゲスナ村 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
（２）パラグアイ 
東部地域５県（カアグアス県、 
サンペドロ県、カアサパ県、 
ガイラ県およびパラグアリ県） 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
２. 平成 27 年度調査結果 

２．１ ブルキナファソ 

平成 26 年度に開始した対象村における改良かまど（FA）、植林およびアグロフォレ

ストリー（AF）、太陽光発電にかかる実証調査を継続した。しかし、9 月に昨年度に続

いてクーデターが発生し、10 月に予定されていた大統領選挙が延期される事態となっ

                                                   
2 PoA（Programme of Activities）とは、温室効果ガス排出削減または吸収増加に係る特定の活動分野の

総合計画（プログラム）のこと。PoA が国連 CDM 理事会に登録されることにより、PoA の枠組みの下、

国レベルまたは広域レベルで数に制限のない個別 CDM プロジェクトの形成、実施が可能となる。 

人口：1,217 人（150 世帯） 
モシ族 76％（定住） 
プル族 24％（遊牧） 

主要栽培作物：ソルガム、 
ミレット、 
トウモロコシ 

5 県合計面積 53,523km2 
（国全体の約 13％） 
5 県合計人口 1,294 千人 
（国全体の約 25％） 

クルウェオゴ県ブッセ市クルウェオゴ県ブッセ市 

首都ワガドゥグ 

ブルキナファソ対象地域位置図 

パラグアイ対象地域位置図 

サン
ペドロ

カア
グアス

カアサパ

パラ
グアリ

首都アスンシオン

ガイラ
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た。また、1 月には外国人を狙ったテロ襲撃事件があった。これらにより現地への渡航

が延期・中止され 9 月中旬から 6 カ月以上渡航できない時期が生じ、現地調査活動・ガ

イドラインの取りまとめ等に大きな支障を来した。このような状況のもと、可能な範囲

でこれまでの活動の実施手法、結果等を取りまとめ、ガイドラインを作成した。同様の

理由により、計画していた成果普及のためのセミナーは実施することができなかった。 

（１）改良かまどの導入 
平成 26 年度に導入した FA に対して導入 1 年後のモニタリングを実施し、FA の使用

個数および使用日数等を把握した。モニタリング対象世帯において、導入した FA は毎

日利用されていることが分かったが、約 55%は何らかの破損があることが確認された。 

（２）植林および AF の導入 

１）農家圃場における植栽に関する調査および研修の実施 
前年度に植栽した樹木・果樹のモニタリングおよび植栽・管理に関する聞き取り調

査を実施し、生存率、労働投入量等を把握した。 
平成 27 年度の農家圃場における植栽に関する調査は、農家 86 世帯および５グル

ープを対象とした。配布した樹木・果樹は、樹種（13 種）、配布本数（4,020 本）と

も平成 26 年度を上まわった。苗木の配布に先立ち、参加農家を対象に基礎的な植栽

研修をはじめ、在来果樹の接ぎ木苗生産および簡易点滴灌漑の導入に関する研修等を

実施した。 

２）展示圃場における植林・AF モデルの植栽試験 
 天水条件下での、ユーカリ、ニームおよび在来果樹ネレ等の生存率を把握した。 

３）AF の混作パターン別収益性の試算 
次の３つの植林樹種と混作の組合せによる収益性の試算を行った。 
①ユーカリとササゲ、②マンゴーとゴマ、③ネレとゴマ 

（３）太陽光発電による水利用 

平成 26 年度に開始した女性グループによる市場向け野菜栽培活動では、栽培したト

マト、タマネギ、キャベツを収穫・販売した。販売売上等のデータを用いて、当該太陽

光発電システムを使った野菜栽培の採算性を確保するための経済性評価を行った。 

（４）科学技術委員会 
科学技術委員会は、ブルキナファソ側のメンバーは共同研究機関である環境・グリー

ン経済・気候変動省をはじめ農業・水整備省、鉱山・エネルギー・採石省、高等教育・

科学技術・技術革新省、および農業環境研究所の局長、所長で構成される。当該委員会

は当初 11 月開催を予定していたが、9 月のクーデター、1 月のテロ襲撃事件により渡

航制限があったことから、計画どおり開催することができなかった。平成 28 年 3 月に

開催することができ、ガイドライン案を確認して最終稿を取りまとめた。 

（５）ガイドラインの作成 
ブルキナファソの行政職員等を利用者の対象とするガイドライン案を作成し、3 月に 
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開催した科学技術委員会を通じて最終稿を取

りまとめた。ガイドラインの内容は、本調査の

成果として、実証した活動計画作成を通じた住

民の意識向上のための取組、改良かまどを導入

した薪消費量削減のための取組および CO2 削

減量の定量評価手法、植林・AF 分野における

在来果樹を活用した住民による植林促進のた

めの取組および AF 導入における収益性評価、

太陽光発電を利用した乾期における野菜栽培

活動の促進のための取組およびその経済性評

価、再生可能エネルギー導入による CO2削減量

の定量評価手法等を事例とともに示した。 
配布先は、環境・グリーン経済・気候変動省、

農業・水整備省、鉱山・エネルギー・採石省、

高等教育・科学技術・技術革新省、農業環境研

究所、樹木種子センター等関連機関、在ブルキ

ナファソ日本大使館、JICA ブルキナファソ事務所、ドイツ国際協力公社（GIZ）、アメ

リカ合衆国国際開発支援庁（USAID）およびブルキナファソ国内の農業環境活動を行

っている NGO 等である。 
 当該ガイドラインはフランス語版の他に、英語版および日本語版を作成した。これら

は JIRCAS ホームページよりダウンロードが可能となる予定である。 
 ブルキナファソ国内での地域開発と気候変動対応のためのプロジェクトの形成・実施、

および国連が主導して策定を進めた国家適応計画（NAP）の具体化・プロジェクト化

への活用が期待される。 
 
２．２ パラグアイ 

東部地域の 5 県（カアグアス県、サンペドロ県、カアサパ県、ガイラ県およびパラグ

アリ県）で PoA の形成に関する取組、また、カアグアス県コロネルオビエド市で CPA3

の形成に関する取組を、4 年目の活動として引き続き実施した。これまでの活動で取得

したデータおよび結果等を基にプロジェクト設計書を作成し、プログラム CDM の形成

手法を活用した植林促進の実施手法等をガイドラインに取りまとめた。最終セミナーに

おいて、関係機関、参加農家等に広く成果を報告するとともに、農牧省にガイドライン

を贈呈した。植林促進の実施手法については、国家森林院の職員に技術移転し、彼らに

よる実践が可能であることを確認した。 
 

（１）植林活動の実施 
農家によって実際に植栽された区画の面積を確定するため、植林区画を調査し計測し

                                                   
3 CPA（CPA: Component of Project Activity）とは、PoA の下で形成される個別 CDM プロジェクト。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
ブルキナファソガイドライン（日本語版） 
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た結果、CPA の対象となる 0.5ha 以上の面積となった区画は、植栽面積 297.3ha、植

林区画数 241、参加農家数 203 戸となることが分かった。 
 国家森林院の職員に苗木生産技術、農家の適切な植栽を促進するための手法等を指導

し、３つの農家グループで実践された。 

（２）純人為的 GHG 吸収量の算定 
現実純 GHG 吸収量（プロジェクト活動によって植栽された樹木による炭素蓄積の吸

収量）から、ベースライン純吸収量（プロジェクト活動が実施されない場合のプロジェ

クト境界内の炭素蓄積の変化量）とリーケージ（プロジェクト境界外でのプロジェクト

活動による GHG 排出増加量）を差し引いた純人為的 GHG 吸収量を算定した結果、プ

ロジェクト期間 20 年間で 55,021tCO2e となることが分かった。 

（３）展示圃場における試験 
 ユーカリ植林を行った場合の地下水位への影響を確認した結果、降水量の少なかった

期間（平成 27 年 8 月 6 日～平成 27 年 11 月 12 日(99 日間)）を限定すると植林区と対

照区（非植林区）の間に有意な差が認められた。しかし、それ以外の期間を含めた調査

期間全体では有意差は認められなかった。 

（４）プロジェクト設計書の作成 
 植林プログラム CDM を国連に登録するために必要とされるプロジェクト設計書を

作成した。プロジェクト設計書は、PoA のプロジェクト設計書と CPA のプロジェクト

設計書から成る。国連に定められた様式に基づき、実証した PoA を調整管理する主体

である CME の体制整備、純人為的 GHG 吸収量の算定方法、算定値等を記載した。 

（５）ガイドラインの作成 
パラグアイ行政職員等を利用者の対象とす

るガイドライン案を作成し、パラグアイ側の共

同研究機関である農牧省、国家森林院、アスン

シオン大学、カアグアス大学等の確認を通じて

最終稿とした。ガイドラインの内容は、本調査

の成果として、パラグアイ行政職員等との共同

活動によって実証した植林プログラム CDM 形

成手法の活用を通じた植林促進のためのパラ

グアイ側の体制の整備、苗木生産技術と農家の

適切な植栽（アグロフォレストリー含む）を促

進するための手法等の導入、CO2吸収量を把握

するためのデータ収集および定量的評価の方

法、農家林業経営の収益分析等を事例とともに

示した。 
配布先は、農牧省、国家森林院、アスンシオ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
パラグアイガイドライン（日本語版） 
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ン大学、カアグアス大学、環境庁、統計局、カアグアス県等関係機関、在パラグアイ日

本大使館、JICA パラグアイ事務所、国連開発計画（UNDP）等である。 
当該ガイドラインはスペイン語版の他に、ポルトガル語、英語版および日本語版を作

成した。これらは以下の JIRCAS ホームページよりダウンロードが可能である。 

日本語ページ：http://www.jircas.affrc.go.jp/archives_index.html#manual 
英語ページ：http://www.jircas.affrc.go.jp/english/manual/manual_index.html 

パラグアイ国内での植林による GHG 削減を目的としたプロジェクトの形成・実施、

および国連が主導して枠組みを設けた途上国による適切な緩和行動（NAMA）の形成、

COP21（気候変動枠組条約第 21 回締約国会議）で 5 年ごとに国連への提出が義務付け

られ検証を受けることになった国の GHG 削減目標の策定への活用が期待される。 

（６）最終セミナーの開催 
平成 28 年 2 月に調査終了に係る最終セミナーを開催し、農牧省、国家森林院、アス

ンシオン大学、カアグアス大学、さらには調査対象地域のカアグアス県、また環境庁等

関係機関や参加農家代表等が参加した。参加者に対し、ガイドラインを含めた調査の成

果を報告して成果の普及を図るとともに、パラグアイ側を代表して農牧省にガイドライ

ンを贈呈した。農牧省への贈呈後、ガイドライン（スペイン語版）は、以下に示す農牧

省ホームページからダウンロードができるよう掲載された。 
http://www.mag.gov.py/index-noti.php?pag=not_ver.php&tit=Boletin%20informativo...&id

x=9383100#.VtmsrdLhDMw 

 
２．３ 有識者からの意見聴取 

効率的な調査の実施のため、以下のメンバーによる「地域資源利活用型農業農村開発

検討調査検討委員会」を設置し、平成 28 年 1 月、同検討委員会を開催した。成果のよ

り多くの利用方法等について助言を得た。 

分 野 氏 名 所属・役職 

農村計画 石田 憲治 農業・食品産業技術総合研究機構農村工学研究所  
農村基盤研究領域 

自然資源・自然エネルギー 溝口 勝 東京大学大学院農学生命科学研究科 教授 
森林保全・植林 増田 美砂 筑波大学生命環境系 教授 
CDM 吉高 まり 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券(株)  主任研究員 
 
 

http://www.jircas.affrc.go.jp/archives_index.html#manual
http://www.jircas.affrc.go.jp/english/manual/manual_index.html
http://www.mag.gov.py/index-noti.php?pag=not_ver.php&tit=Boletin%20informativo...&idx=9383100#.VtmsrdLhDMw
http://www.mag.gov.py/index-noti.php?pag=not_ver.php&tit=Boletin%20informativo...&idx=9383100#.VtmsrdLhDMw
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現地活動状況写真 

導入した改良かまどのモニタリングの状況 
（ブルキナファソ） 

国家森林院職員への苗木生産技術の指導 
（パラグアイ） 

市場向け野菜栽培活動で栽培したタマネ
ギの収穫後の状況 

（ブルキナファソ） 

 

農牧省へのガイドラインの贈呈 
（パラグアイ） 

最終セミナーの参加者 
（パラグアイ） 

在来果樹（バオバブ）の接ぎ木に関する研修 
（ブルキナファソ） 

 


