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平成２６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  
地球温暖化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温室効果ガス

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温室効果ガス排出削減の取組は、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 5 カ年の予定で実施されており、本年度は 3 年目となる。 

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た調査を実施した。 
（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

どの導入し、農村開発モデルを検討する。 
 温室効果ガス排出削減に寄与するため、温室効果ガス排出削減量の計測・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。 



2 

 

 植林プログラム CDM（PoA2）の形成による国家プロジェクト化を図るため、

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、 
グアイラ県およびパラグアリ県） 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
２. 平成 26年度調査結果 

２．１ ブルキナファソ 

対象村の問題解決のための課題を設定（調査活動の絞り込み）し、改良かまど、植林、

太陽光発電にかかる実証調査を開始した。 

（１）調査活動の絞り込み 
                                                   
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 

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

グアイラ

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 
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住民から抽出された問題を解決するため、本調査において、太陽光発電揚水ポンプお

よび太陽光ランタンの導入、薪消費量の削減を目的とした改良かまどの導入、果樹を含

めた植林および AF の導入の検討を行うこととした。 

（２）太陽光発電による水利用 

１）太陽光を利用した水資源の活用 
既存深井戸施設に太陽光発電揚水ポンプを組み合わせた点滴灌漑システムを導入し

て、女性グループによる乾季における市場向け野菜栽培活動を開始した。なお、持続的

な水利用を図るため、揚水試験および深井戸水利用実態調査を実施し、乾季の畑作灌漑

における利用可能水量を推定した。 
２）CDM 事業化による太陽光ランタンの普及可能性 
無電化地域において太陽光ランタンによる CDM 事業化を図り、炭素クレジット売却

還元価格による太陽光ランタンの普及可能性を検証するための現地調査を実施した。調

査の結果、普及しているランタンは乾電池式 LED ランプであり、太陽光ランタンの代

替による排出削減量は CDM 方法論で算定すれば、1 台当たり 0.035tCO2/10 年と微量

になることが分かった。このため、炭素クレジット市場での炭素クレジット単価が

1USD／CO2未満で推移している現状から、CDM 事業化による太陽光ランタンの普及

可能性は小さいことが分かった。 

（３）改良かまどの導入 
対象村等において実施した普及が試みられている改良かまどの普及実態調査の結果

を踏まえて、新たな選定条件として利用者である女性にとって使いやすい等を設定し、

導入する改良かまどを選定した。選定した改良かまどはセラミック製のタイプである。 
改良かまどを導入した場合の排出削減量を算定するために使用する CDM 方法論で

は改良かまど導入前の木質バイオマスの年平均消費量、導入する改良かまどの使用個数、

使用日数等のデータが必要となる。 
改良かまどの導入前および導入後の薪消費量等を把握するため薪消費量調査を実施

した結果、導入前の従前のかまどである三石かまど１基当たりの薪消費量は 14.0kg／
週であるのに対し、導入後のそれは 9.6 kg／週（削減率 31.4%）となった。 
また、導入した改良かまどの使用個数、日数等を把握するための調査を実施した。女

性を中心とする導入組織を設置するなど女性に配慮した普及手法を対象村で試行した

ところ、88 世帯（全世帯数 150 戸）で 111 基の改良かまどが購入された。導入して 4
ヶ月後にプレ・モニタリング調査を実施した結果、78％が継続して使用しており平均の

使用日数は 6.6 日／週であることが分かった。 

（４）植林および AF の導入 
１）植林活動における果樹の導入と苗木生産農家の現状 
植林の促進要因として、果樹の植栽が有効であるとの事例を参考に、樹種に果樹を取

入れた。住民がワークショップで村の問題として挙げた植生の減少に対する解決方法と

して検討した植林に関する活動計画案においてもマンゴー等果樹の苗木配布の希望が
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多いことを確認した（63 世帯中 51 世帯）。 
また、対象地域の苗木生産農家に対する聞き取り調査の結果、マンゴー等果樹の改良

品種の接ぎ木苗生産は 1980 年代から行われており、技術者が育成されていることが分

かった。対象地域近くの苗木生産農家の中から、技術者として育成された農家を苗木入

手先に決定した。 
２）農家圃場における植栽に関する調査および研修の実施 
参加農家との合意形成の過程で、在来果樹に対する要望が確認されたため、植栽研修

および苗木の配布の際にも在来果樹を導入した。植栽研修は、植林活動計画案をもとに

選定した参加希望者を対象に県環境事務所の森林官に依頼し実施した。そして、研修参

加者（農家 60 世帯と 3 グループ）に対して、苗木を配布した。 
苗木配布後、植栽にかかる労働投入量および苗木生存率を把握するための追跡調査を

実施し、配布農家のうち 50 世帯に対する聞き取りおよび圃場踏査を終えた。 
３）展示圃場における植林／AF モデルの植栽試験 
 対象地域において実施可能で農家が受入れやすい AF モデルを検討するため、植林用

樹種のユーカリとニームに加え、農家から要望のあった在来果樹のネレ、バオバブ等を

植栽し、間作としてササゲ改良品種の栽培を行った。 
 今後も AF モデルを検討するため、在来果樹のネレと換金用の一年生作物（ササゲや

ゴマ等）を組み合わせた植栽試験を継続して実施する。 

（５）技術科学委員会 
カウンターパート機関および協力機関の主要メンバーで構成される技術科学委員会

を 2015 年 2 月に開催し、調査活動の進捗状況および今後の計画について情報共有し理

解を深めた。 
 
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引き続き実施した。 

（１）植林活動の実施 
 CPA を形成するための植林活動は 2 年目となり、平成 25 年度の経験とノウハウの蓄

積によって、効率的に実施することができた。植林面積、参加農家数、植林区画数は前

年比約 70％増加し、全体の植林面積は 477.4ha、植林区画 374、参加農家 366 戸とな

った。 

（２）樹木ベースライン調査 
植林 CDM 方法論において、ベースライン純温室効果ガス吸収量を算定するために

は、プロジェクト活動期間中にプロジェクト活動が無かった場合の炭素蓄積量の変化量

を求める必要がある。変化量の算定は、樹木個体別の炭素蓄積量の年間変化量より求め
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た。平成 26 年度調査において平成 25 年度調査の樹木と同一と確認できた樹木から炭

素蓄積量の変化量を算定した。これらを基に植林予定区画全体（477.4ha）の年間炭素

蓄積量の変化量は、耕地で 252.2tCO2、草地で 59.3tCO2となった。また、プロジェク

ト開始時の炭素蓄積量は、耕地で 627.2tCO2、草地で 204.7tCO2であったので、プロ

ジェクト期間（20 年間）中のベースライン純温室効果ガス吸収量は 6,750.4tCO2と推

計された。 

（３）リーケージ調査 
 植林 CDM 方法論において、リーケージとはプロジェクト活動に起因したプロジェ

クト境界外での CO2排出量の増加であり、プロジェクト活動による現実純温室効果ガ

ス吸収量から差し引く必要がある。計 46 の植林農家を選定し、プロジェクト活動によ

って移転した農業活動や土地利用状況、放牧活動が移転した場合の移転先の放牧頭数を

調査した。 
その結果、植林前後において植林区画外での土地利用面積、放牧密度に変化がないこ

とが確認されたため、リーケージをゼロとみなした。 

（４）PoA を調整および管理を行う主体（CME）の形成 
 国連が示すガイドラインによると、プログラム CDM を行うためには CME を設定す

る必要がある。PoA は政策的要素が強いことから、農牧業・農村開発の政策立案、計画、

実施を所掌する農牧省（MAG）が最適であり、MAG 省内の関係部署、省外の関係機関、

大学等との調整が必要となることから、MAG の計画立案、調整を行い司令塔的な役割

を担う計画総局をCMEの中心的位置づけとすることが最良と考え計画総局長と協議し

合意した。合意した内容について、JRA を締結している共同研究機関（MAG、国家森

林院、アスンシオン大学およびカアグアス大学）と協議し、形成に向けて各機関の理解

を得た。 

（５）土地所有の権利 
 国連のガイドラインによると、プロジェクト設計書を作成するためには、植林区画の

土地の法的権利（土地所有権）を示す必要がある。パラグアイでは多くの農家が土地所

有権を有していないと言われていたが、対象地域内の植林区画の土地権利を確認するた

め調査を実施した結果、土地所有権を有している区画は約 94％であることを確認した。 

（６）木材流通調査 
パラグアイは化石燃料を産出しないため、木材が燃料用エネルギーの一つとして利用

されており（全体エネルギー消費割合のうち約 27％は薪）、今後も薪材の需要は増加が

見込まれた。また、木材の流通構造については、薪材およびユーカリ製材用丸太とも一

段階とシンプルであり、生産者に不利益が生じるような流通形態ではないが、木材は買

い手市場で大手企業を除く木材生産者は価格決定力を持っていないことが確認できた。

また、農家林業経営の収益性について評価した結果、植林密度を４m×2.5m、年平均

                                                                                                                                                     
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。 
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成長量最低 22m3/ha、一伐期 8 年の短伐期施業により薪材を収穫した場合、内部収益率

は 14％以上を示した。 

（８）プロジェクトセミナー 
 2015 年 3 月、プロジェクトセミナーを開催し、関係機関、参加農家代表、対象地域

の行政機関の参加を得て、各機関の協力内容等について理解を深めた。また、参加農家

の意識向上を確認することができた。 
 
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 26 年 11 月、同検討委員会を開催した。 

分 野 氏 名 所属・役職 

農村計画 石田 憲治 
(独)農業・食品産業技術総合研究機構農村工学研究所  
技術移転センター教授 

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 
 
 
３．平成 27 年度の調査計画 

３．１ ブルキナファソ 
 太陽光発電の活用、改良かまどの改善、植林／AF の導入を図るための試験・調

査活動等実証調査を継続するとともに、他地域への活用のための条件等、普及

の可能性を検討する。 
 CDM 方法論を活用した排出削減量の把握に必要なデータの収集を継続する。 
 調査結果を取りまとめ、評価分析を行い、ガイドラインを作成する。また、成

果の普及のための普及セミナーを開催する。 
 

３．２ パラグアイ 
 植栽した農家植林区画における適切な管理の実践のために農家への指導を行う。

補植等を含めた補完的な植林活動を含む。 
 低湿地部の自然草地における植林等試験を継続する。 
 PoA の形成のために行政機関、大学等と調整・協議を継続するとともに、他地

域への活用のための条件等、普及の可能性を検討する。 
 CPA および PoA のプロジェクト設計書案を基に、補完的なデータおよび情報を

収集し、設計書を作成する。 
 調査結果の取りまとめ、評価分析を行い、ガイドラインを作成する。また、成

果の普及のために普及セミナーを開催する。 
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現地活動状況写真 

改良かまど配布状況 
（ブルキナファソ） 

研修に参加して在来果樹を植栽する農家 
（ブルキナファソ） 

 

国家森林院職員への苗畑研修 
（パラグアイ） 

導入した小規模ソーラー揚水システム 
（ブルキナファソ） 

 

農家への研修 
（パラグアイ） 

農家植林地の生育状況 
（パラグアイ） 


