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4(3) ブラジル及びパラグアイの日系農業者の生産実態調査等の実施 

 4(2)に掲げるデータベースを基に、ブラジル、パラグアイ及びその他の国（アルゼンチン、ボリビア、

ペルー、コロンビア）における日系農業者の農業生産作物、生産規模、現在抱えている課題等を調査・

分析した。また、併せて日系農業者が現在、既に導入している、あるいは今後導入との検討を行ってい

るスマート農業技術についてアンケート調査を実施、上記データベース情報と共に分析を行った。 
 

1) 分析を行った基礎資料 

 分析は 2021年 2月までに回収できた日系農業者団体データベース及びスマート農業アンケートを使

用した。回収できた資料別の国別内訳数は下記のとおりである。 
 

 日系農業者団体データベース スマート農業アンケート 

ブラジル 19（17） 17（16） 

パラグアイ 7（5） 2（0） 

その他の国 4（4） 5（4） 

合計 30（26） 24（20） 

*()内数値は有効回答数 

 
2) 団体加盟者（組合員）数 

 各農業者団体に加盟する人数をレンジ別に整理したものを下図に示す。 
 加盟する人数は、半数以上の団体が 100 人以

下で構成されているが、最も少ない団体では、ブ

ラジルで 10 人、また、最も多い人数では、同じ

くブラジル（マットグロッソドスル州）で 1608
人の団体が存在する。一方パラグアイでは、ラパ

ス農協が 160 人で最も多い加盟人数となってい

る。なお、これら団体への加盟は、日本と同様に

各世帯の代表者が加盟する。 
 
 
3) 農業生産物 

 各農業者団体の主要な農産物の分布を下図に示す。主要農産物は、穀物、野菜、果物、その他、の 4
種類、また、各団体で最も多く生産している農作

物をその団体の代表農産物として分布を示した。 
 全体をみると、穀物と果物が７組織で同数であ

るが、ブラジルでは果物を生産している団体が 7
団体ある一方、穀物は 2 団体となっている。その

他の農産物（鶏卵、コーヒー、カカオ等）は全体

で 8 団体、そのうちブラジルが 6 団体であり、

ブラジルでは多様な農産物を生産しているが、パ

ラグアイでは、１団体（コルメナアスンセーナ農

協）を除き、すべての団体が穀物を主要農産物と

している。 
 
4) 生産面積 

 各団体の 2020 年の農産物生産面積をレンジ別に整理したものを下図に示す。 
 全体では半数以上の 15 団体で生産面積は 500ha 未満であり、これはブラジル、パラグアイ共に同様
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の傾向であった。ただ、ブラジルでは 3 万 ha 以

上の生産面積を持つ団体が 2 団体あり、その内、

最も大きな面積を持つ団体は、マットグロッソド

スル州に位置し、合計約 23 万 ha、大豆 13.6 万

ha、トウモロコシ 8.6 万 ha と主に穀物を生産し

ている。 
 
 
 
 
 
5) 年間売上（米ドル、2020 年） 

 各団体の 2020 年の年間売上高を、米ドル金額として整理したものを下図に示す（サンプル数は 21）。 
 約半数の団体の売上は、10,000 千ドル以上

50,000 千ドルの間であり、ブラジル、パラグア

イ共に同様の傾向である。最も 2020 年の売上が

高かった団体は、マットグロッソドスル州に位置

する暖帯であり、407,547 千ドルであった。この

団体は、生産面積、組合員人数も他の団体と比較

し突出しており、典型的なブラジルの穀物生産団

体に該当する。 
 
 
6) 営農上の課題 

 各団体が営農上の課題としてあげたものを内容別に分類して下図に整理した（複数回答）。 
 全体で課題として最も多くあげ

られた内容は、1)品質管理、2)輸出、

に関係するものであり、3)加工（カ

ット・乾燥）、4)種苗・品種、5)精
密農業が続く。品質管理では、収

穫後の管理状態により、破棄せざ

るを得ない生産物の発生、有機栽

培のための品質管理、等があげら

れている。輸出関係では、運送時

間・コストの問題、価格変動、等

があげられている。その他として

は、農地拡張のための土地不足、

灌漑水不足、等があげられている。 
 日系農業者団体データベースで

は、各農業者団体が抱える多様な

課題を記載すると共に、各団体が

考える解決策も記載されている。 
 
 
 
7) スマート農業 

 ブラジル、パラグアイに限らず、本事業に関わる農業者団体すべてにスマート農業技術（Agtech）
のアンケートを実施した。アンケートは、1)現在既に導入しているスマート農業技術に関して、2)将来、
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導入を検討しているスマート農業技術に関して、の２つの事項について質問した。回答は 24 の団体か

ら回収できたが、その内、有効回答数は 20 であり、パラグアイは該当しなかった。以下にアンケート

の結果を記載する。 
 
【現在、導入しているスマート農業技術について】 

No. 団体名* 対象農作物 技術の種類 
どこの国の

技術か 
導入契機 効果（利益） 

1 BR_APPC 農協／サン

パウロ州柿生産者組合 

ブドウ、アテモ

ヤ、柿、デコポ

ン 

貯蔵、監視、

バイオコントロ

ール 

ブラジル 商品の品質、及び生

産者の収入低下 

生産性向上、生産コ

スト削減、付加価値向

上 

2 BR_バストス地域鶏卵

生産者協会 

鶏卵 貯蔵、インフラ

設備、流通-

バイオコントロ

ール-自動化 

ブラジル、

日本 

品質、作業効率、コス

トカット 

品質向上 

3 BR_カッポンボニート農

協 

穀物、芋、果

実 

作業車の自動

運転、果実の

選定 

ブラジル、

米国 

農業技術の発展に同

調 

生産コスト削減、作業

効率向上、圃場マッ

ピング 

4 BR_バルゼアアレグレ

農協 

生産、配合飼

料、経理など

の管理 

Microsoft 

Power BI 

米国 生産や配合飼料、コス

トなどの管理がされて

いなかった 

生産、支出、コストな

どの管理 

5 BR_セラードブラジレイ

ロ農協 

バイオ製品 バイオ製品の

生産 

ブラジル 環境問題 環境に負荷の無い病

害虫対策 

6 BR_セラードブラジレイ

ロ農協研究所 

土壌の植物病

原体 

土壌の植物病

原体のマッピ

ング 

オーストラリ

ア、ブラジル 

土壌に発生するカビ

や土壌線虫により栽培

が困難 

病害の観点から作付

エリアを計画 

7 BR_スルマットグロセン

セ農協 

大豆・トウモロ

コシの生産、

保存管理 

農場管理シス

テム、精密農

業、生物学的

制御、リモート

センシング、

テレメトリと自

動化、モニタリ

ング等 

ブラジル、

米国 

生産量の増加に関す

る要望、市場激戦化と

農業の進化 

情報管理の最適化、

作業効率向上、適切

な処置、生産量・生産

率の増加 

8 BR_JATAK 農業技術

普及交流センター 

農業生産者

へのコンサル

ティング 

  ブラジル 生産コストの増加、生

産効率の低下 

生産コスト削減、生産

量と品質の向上 

9 BR_南伯ピラールドス

ル農協 

果実・野菜 生物学的制

御 

ブラジル 難解な管理システムと

残留農薬問題 

残留農薬の無い作物 

10 BR_サンジョアキン農協 温暖な気候の

果物 

生物学的制

御 

ブラジル 化学農薬使用量と生

産コストの削減 

化学農薬使用量と生

産コストの削減 

11 BR_サンタイザベル・サ

ントアントニオドタウア

組合 

肉用鶏 モニタリングと

環境管理、栄

養管理、自動

化 

ブラジル、

米国 

市場競争力、生産工

程での人的ミス、コスト

削減 

㎡当たりの生産率向

上 

12 BR_南伯サンミゲール

アルカンジョ農協 

生物学的制

御と太陽光発

電 

生物学的制

御と太陽光発

電 

ブラジル、イ

スラエル 

作業効率アップ、コス

トカット 

効率的な病害虫対

策、コスト削減 

 *：BR ブラジル      

 
 現在、既にスマート農業技術を導入している団体として回答を得られた国は、すべてブラジルであっ

た。スマート農業技術導入にかかるコスト、導入により得られた効果あるいは利益は具体的に金額とし

て情報が得られなかったが、導入の動機、効果は効率化向上によるコスト削減ばかりでなく、土壌に関

するものも含め環境問題への対応に関するものもあった。また、前述の日系農業者団体データベースの

項にもあった穀物を扱う大規模団体（マットグロソドスル州スルマットグロセンセ農協）では、多岐に

わたる技術を既に導入している。スマート農業技術の提供元は、ほとんどがブラジルあるいは米国であ

り、鶏卵関係では日本の技術を導入している団体もあった。 
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【将来、導入を検討しているスマート農業技術について】 

NO. 団体名* 導入したい技術 導入を考える理由 
どのようなことがあれば導入

可能か 

1 BR_バストス地域鶏卵生産

者協会 

圃場の AI 管理 品質向上と販売経路の改善 ブラジルと日本の同調と協

力 

2 BR_イビウナ農協 生産管理システム、機械

の遠隔操作、貯蔵設備 

保存方法が最適でないためロ

スが発生、データ収取などに

よるタイムロス 

最先端技術について知識を

得ることで導入について検

討 

3 BR_トメアス農協 栽培や経理の管理ソフト データの精密性や扱いやすさ

が重要 

圃場のリアルタイム管理が

必要 

4 BR_セラードブラジレイロ農

協 

バイオ製品の生産、調

合、使用 

環境に配慮するため バイオ製品の生産に役立つ

技術 

5 BR_セラードブラジレイロ農

協研究所 

病害を意識したマッピング

技術、特に土壌の植物病

原体に特化したもの 

病害による被害の抑制、特に

土壌内の病原体による病害 

現在使っている技術の補足

になるもの 

6 BR_南伯ピラールドスル農協 農場管理システム、ドロー

ン、精密農業、生物学的

制御、テレメトリ自動化等 

作業管理や観察システムの向

上、人的労働の最適化、コスト

カット 

業界企業、導入しやすいコ

スト、技術サポート、技術教

育 

7 BR_レジストロ日伯文化協会 無人航空機 情報収集 情報を基に資源の有効活用 

8 BR_サンジョアキン農協 精密農業、生物学的制御 

 

化学農薬使用量削減、コスト

カット、生産効率向上 

使用・導入の可能性を検討 

9 BR_弓場農場 農場管理システム、ドロー

ン、精密農業、生物学的

制御、等 

正確性、コスト削減、安全性、

人事 

生産率向上、必要人員削

減、作業時間縮小など 

10 AR_メルコフロール花卉生産

者組合 

バイオコントロール 病害虫対策 益虫の増殖 

11 AR_ハルディンアメリカ生産

者組合 

ドローンと精密農業 圃場の管理と生産効率の向

上 

ドローンと精密堆肥 

12 BO_サンフアン農協 精密農業、テレメトリと自

動化、モニタリング、リモー

トセンシング等 

作物の正確な病害中の同定、

施肥、農薬散布体制を作る 

そのサービスをする業者の

存在 

13 PE_エスキベル農畜産物生

産者協会 

ドローン、灌漑システム、

全自動ハウス栽培、有機

栽培、土壌マッピング 

労働力不足、低生産性、低品

質、水不足、低価格取引 

投資、技術支援、ビジネスマ

ッチング 

 *：BR ブラジル、AR アルゼンチン、BO ボリビア、 PE ペルー  

 
 求める技術としては、圃場管理として人件費コストを抑える目的での自動化、病害虫・施肥のコント

ロールのためのツールを求める回答が多かった。将来、導入検討としては、ブラジルを始め数は少ない

が、アルゼンチン、ボリビア、ペルーからも回答があり、コスト削減、労働力不足を補う技術として、

スマート農業技術を意識していることが推察される。また、導入したい技術への回答は、精密農業、ド

ローン技術、病害虫の生物的防除、経営経理、貯蔵管理、など多岐にわたっており、スマート農業の内

容を幅広く受け取っていることがわかる。 
 
 また、併せて日本の技術、日本企業とのマッチングへの希望を聞いたが、ほぼすべての回答団体から

希望する旨の回答が得られ、日本の技術内容を知る機会を求めていることがわかった。 
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4(4) その他必要な調査の実施 

新型コロナウイルス（COVID-19）感染拡大により事業対象国の農業関連分野への影響、また、今後

のビジネス展開に可能性のある分野に関する情報収集のため、下記の調査を実施した。 

 
①新型コロナウイルスのフードバリューチェーンへの影響調査（ブラジル） 
②南米におけるスマート農業調査 
③ブラジルの日本食調査 
④ブラジルの米事情調査 

 
① 新型コロナウイルスのフードバリューチェーンへの影響調査（ブラジル） 

 ブラジルでの新型コロナウイルス（COVID-19）感染拡大による農業及びフードバリューチェーンへの影

響を調査した。調査は速報性を保つため８月から１月まで月毎に報告、合計６回の報告書を作成した。また、

報告した内容は農林水産省 HP に掲載された。 
 調査した内容は下記のとおり。 
・主要農畜産物の生産予想と輸出入状況 
・マクロ経済 
・COVID-19 により顕在化したバリューチェーンの課題 
・政策、政府、民間企業の動き 
 

 調査結果の抜粋を下記に示す。 

【COVID-19 の農業、食品への影響】 
ブラジルでの COVID-19 の農業分野へのインパクトは他の分野と比べて軽微であった。花卉・観葉植物、

蔬菜などは初期の段階では大きなダメージを受け、また一部の食肉パッカーが感染拡大で一時期操業停止

となったが、農業及び食品製造業全体としてはエッセンシャル活動と認められ、農業生産は例年通り続け

られた。またそれに加え作物価格は輸出向け、国内向けともに上昇しており、生産者にとって有利な年と

なった。 
○サンパウロ中央卸売市場（Ceagesp）の販売量への影響 

3 月、4 月に行われた自粛・経済活動制限によって、野菜・果実の買い手であるフードサービス（レス

トラン、バー等）の営業形態がデリバリーとテイクアウトに制限されたため、同業界の需要を大きく減ら

し、その影響がサンパウロ中央卸売場（Ceagesp）の販売量に表れた。2020 年 1～3 月と 4～6 月の期間

を比べると、果物が 9.3%、野菜が 3.3%、葉野菜が 15.8%それぞれ販売量を減らしている。Ceagesp で仕

入れて各レストランに配達する卸業者が、売上を補うため消費者への直接販売を始めたケースもある。一

方、売り先を失った生産者が収穫を前に畑で鋤き込む光景などがニュースで報道された。 
○製糖、エタノール生産への影響 

自粛・経済活動制限によって燃料としてのエタノールの需要減が見込まれたため、製糖メーカーの多く

はエタノールの割合を減らし、生産を砂糖にシフトさせた。エタノールと砂糖の割合は 2018／19 年、2019
／20 年が 65%、35%だったが、2020／21 年は 54%、46%と砂糖の割合が増加した。ブラジルの製糖メー

カーの多くはフレックスといって砂糖とエタノールの両方に対応できる製造施設をもち、これまでもそれ

ぞれの相場の予測に基づいて生産の調整を行ってきたが、2020 年はその傾向が強くなった。 
○穀物の輸出入への影響 

2020 年 10 月、ブラジル政府は、COVID-19 の感染拡大による国際相場の影響を受けて高値が続く大豆

とトウモロコシの国内価格を抑えるため、輸入関税を一時的に撤廃した。国内価格が高騰して、コスト高

に直面している養鶏、養豚業界（ABPA）、及び搾油業界（Abiove）などの団体からの要望に応えたもので

ある。免税の期間は、大豆が 2021 年 1 月 15 日まで、トウモロコシは 3 月までとなっている。これにより

大豆の輸入量は 82.1 万トン、前年比で 470%増加した。トウモロコシの輸入量は反対に 6%減少した。こ

の他、米も国内価格の高騰を抑えるために一時的に関税を撤廃したが、その結果、前年比で 30%輸入量が
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増加している。 
○米価格への影響 

2020 年は米の価格が高騰した。消費者物価（IPCA）の上昇は 4.5%だったのに対して、米価は 76%も

上昇した。ブラジルでは、米は主食として消費されているが、3 月半ばに自粛・経済活動制限が始まった

ことにより、消費者が自宅で調理するようになり、米の需要が増えた。また COVID-19 対策のため、雇用

契約をもたない非正規労働者を中心とする低所得者に、月 600 レアル（母子家庭は 1,200 レアル）の緊急

支援金を 4 月から 5 ヶ月にわたって支給し、その後金額を半分にして 12 月まで継続されたが、支援金の

多くが食品購入に当てられたことが、米の消費量増加、価格上昇につながったという分析がされている。 
○食肉パッカー（処理工場）への影響 

COVID-19 の従業員への感染予防のために操業を停止する食肉処理工場が多く出た。労働集約型の産業

である処理工場では通常従業員は過密な状態で働き、また衛生対策での密閉空調のため換気が不十分で、

さらに低温に保たれているため COVID-19 の感染がおこりやすい環境となっている。停止措置は、工場側

の自主的な停止もあるが、多くは労働検察庁（Ministério Público do Trabalho）が従業員の訴えを取り上

げるか、独自に COVID-19 への対応を査察して、操業停止を地方裁判所に告訴、その判決によって操業停

止の命令が出される。ピークの 5 月、6 月の時点でそれぞれ 41、47 のパッカーが操業を停止した。以降、

衛生対策の徹底、COVID-19 拡大の第一波の終了とともに操業停止の工場数も減り、8 月の時点では 2 箇

所のみになった。 
○中国による食肉パッカーの輸出認可への影響 

中国はブラジルにとって食肉の最大の輸出先であり、特に COVID-19 の感染がおこった 2020 年は、中

国国内市場への供給用在庫確保のために大きく輸入量を増やしている。その結果、2020 年は牛肉の 48.9%、

〇肉の 69.4%、〇肉の 20.4%が中国向けだった。その一方で、中国政府は 6 月に北京で、ブラジルからの

冷凍サーモンから COVID-19 が発見されたことと（のちに因果関係は否定）、11 月に山東省などでブラジ

ルの食肉パッケージやエビから COVID-19 の痕跡が検出されたこと、ブラジル国内の食肉処理工場の従

業員の感染が多いこと等から、特定のパッカーの輸出認可の一時停止を行い、さらに従業員全員及び使用

する食肉の検査を求めるなど、ブラジル政府、各メーカーに対し高いレベルでの衛生管理を求めた。2021
年に入って同国の禁止措置はすべて解除された。 

○在宅勤務の食生活、フードサービスへの影響 
COVID-19 によって在宅勤務が増えたことはさまざまな分野に影響を与えているが、国民の食生活も変

化させている。デリバリーやテイクアウトが増えて、レストランでの食事を避ける傾向になっている。ま

た完成品（RTE – Reado to Eat）の購入も増えており、食品メーカーもそれに対応しようとしている。買

い物をする頻度が減ったため、日持ちする食パンの販売量が増え、フードサービスが主な売り先だったサ

ーモンや牡蠣が小売に多く流れといった現象もおこった。 
レストランは 5 月ぐらいから店内でのサービスが許されて再開したが、席数や営業時間の制限が続いた。

そこに 12 月から第二波がおこり感染者、死亡者が増えたため、サンパウロ市では夜 8 時以降の営業を禁

止し、年末から年始にかけて週末や年末年始の連休中の店内での営業の停止措置をとった。業界は裁判に

訴えるなど反発し、2021 年 1 月の半ばからは再び夜 10 時までの営業が認められたが、在宅勤務の傾向は

続くと思われ、フードサービスはデリバリーの割合を増やすなどの対応がこの先も求められると考えられ

る。 
○生産者によるオンライン販売への影響 

2020 年 3 月に始まった人の移動の自粛・経済活動制限措置によって、多くの地方で露店市（Feira Livre）
が閉鎖、外食向けに卸している仲買人が仕入れ量を減らしたため、それらを主な販売先としている小規模

生産者は困難な状況に陥った。それに対して、政府機関や公共団体は、生産者が直接消費者に販売するた

めのプラットフォームを構築してサポートを行った。ミナスジェライス州の例では州内で 35 の生産者に

よるオンライン販売のグループが形成され、1,501 の家族経営農家が参加し、これまでで 1 万 629 人の消

費者に販売を行っている。 
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② 南米におけるスマート農業調査 
 事業対象国（ブラジル、アルゼンチン、パラグアイ、ボリビア、ペルー）におけるスマート農業の実態状

況を知るため、インターネットで公開されている情報を中心に調査を実施した。詳細は別冊の事業実施報告

書資料編に記載する。 
 調査を行った内容は下記のとおり。 

・各国のスマート農業の特徴 

・各国のスマート農業企業の概要 

・各国のスマート農業に関する政策 

・ブラジルのスマート農業の課題 

 

 調査した内容の抜粋を下記に示す。 

 
【ブラジルのスマート農業】 

○ブラジルのスマート農業の市場規模 

 ブラジルのスマート農業の市場規模は、インドの調査会社である MarketsandMarkets 社のデータを用

いた『Valor Econômico 紙』 の記事によれば、2019 年、3 億 8870 万ドルで、アメリカ大陸の 13%を占

め（表-1）、南米地域でのシェアは 62.8%となっている。同記事によれば、2020 年の世界の市場規模は 70
億ドル、2025 年には 128 億ドルに成長することと予想されている。 

○ブラジルのスマート農業の特徴 
 ブラジルにスマート農業の概念が入ってきたのは 2000 年頃、国産の機器が市場に出はじめたのが 2002
年で、それから生産現場に広がっている 。以降、2014 年から 2016 年までが衛星画像、ドローン画像、

センサーによるデータのデジタル化が盛んになった時期で、2017 年からは、デジタルデータを利用して容

易に生産者の営農判断に役立てるかが開発のテーマとなり 、現在は、データの互換性、統合、機械・機器

とのリアルタイムでの連携、といった IoT の時代に入ってきている。 
 ブラジルでは、農業に関係するあらゆる企業がスマート農業に参入しており、大手の農業資材メーカー、

機械メーカー、IT 企業などが次々に新しい製品、サービスを市場に出している。この状況を支えているの

は、クリエイティブな製品、サービスを市場に出し続けているスタートアップ企業である。それを支える

のが、大学その他の研究機関、スマート農業専門のスタートアップハブで、それに資金を出すエンジェル

投資家、ベンチャーキャピタル、大手農業資材メーカー、大手生産企業が加わる。このサイクルで急速に

成長しているのがブラジルのスマート農業の特徴である。 
 分野では、生産量・額の大きい穀物、サトウキビを対象とした製品・サービスが多いが、ブラジルの幅

広い農業領域を反映して、さまざまな分野で技術開発が行われているのもブラジルのスマート農業の特徴

である（「3.1 企業数と分野」参照）。資材、生産物の販売、オンラインでの生産物手形や、売買契約書の

発行のプラットフォームも生まれており、ブラジルならではの手続きの煩雑さといった問題を積極的に解

決している。 
 一方、国土が広大なため通信環境の整備が遅れており、スマート農業の導入（とくにリアルタイムの IoT）
に必要な農地でのインターネットアクセスの遅れがネックとなっている。これに対して、昨年末、連邦政

府が固定電話の普及に向けられていた公的基金を農地でのインターネットアクセスの拡大に使えるように

法律を改正、携帯電話のオペレーターが、スマート農業企業や機械メーカーとタイアップして事業を立ち

上げているので、今後、急速に改善される可能性も高い。 
○スマート農業関係企業 
 ブラジルのスマート農業企業の数、分布、活動分野を Embrapa、ベンチャーキャピタルの SP Venture
社、Homo Ludens 社が 2019 年に共同で行った全国調査 の結果を表-2 に示す。同調査は、ベンチャーキ

ャピタル、ハブなどのデータベースを基に集計、分析、スタートアップ企業を中心に、ブラジルのスマー

ト農業企業の数を 1125 社としている。調査では企業を生産チェーンごとに分けており、「生産現場（Dentro 
da Fazenda）」に加え、資材、分析などの川上にあたる「生産前（Antes da Fazenda）」、食品加工や販売

など川下あたる「生産後（Depois da Fazenda）」の部門も含めて、カバー範囲が広くなっており、デジタ

ル農業以外の企業も含まれている。それぞれのカテゴリーに含まれる分野を表-3 に示す。 
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 「生産前」では、「バイオコントロール」、「ゲノミクスとバイオテクノロジー」が多く（それぞれ 32 社、

40 社）、この分野の研究・開発がさかんに行われている。また「肥料、植物栄養素」も 41 社と多く、市場

の大きさが想像できる。 
 「生産現場」では、「精密農業」（34 社）と「営農管理システム」（122 社）が多い。この 2 つは分野的

には、プラットフォームを中心にして重なっている部分が多い。これに対応するための機材の開発を行う

企業も多く、農場の画像解析に欠かせないドローンの開発を行う企業が 43 社あげられている。 
 「生産後」では、食品開発が 246 社あり、全体の約半分を占めている。食品メーカー向けの技術、ノウ

ハウ、原料開発の需要が大きいことがわかる。注目されるのは、「オンライン販売」と「マーケットプレイ

ス」がそれぞれ 29 社、95 社と多いことである。農業資材、生産物の販売の方法がネット販売へシフトし

てきている。 
○スマート農業の課題 
(1)農場でのインターネットアクセスの状況 
 ブラジルでのスマート農業の普及にあたって大きな課題になっているのは、農地からのインターネット

へのアクセスである。市街地あるいは農場本部では、インターネットにアクセスできても、農地まで電波

が届かないため、リモートセンサーや各種機械の制御プログラムをリアルタイムで使用できない状況が多

い。このため、各機械やセンサーに搭載した無線でアクセスポイントまでつなぐという技術も、さまざま

なスマート農業企業によって開発されている 。 
 2017 年にブラジル地理統計院（IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica）によって行わ

れた農畜産センサス（Censo Agropecuário 2017）によると、全国の農場のうち何らかのインターネット

にアクセスできる割合は農場数で 28.2%、面積で 44.3%となっている。しかし、小規模の農場を除けば、

ほとんどのケースが農場本部、家屋でのアクセスだと考えられる。ブラジルには、パラボラアンテナによ

って衛星回線を使ったインターネットサービスがあり、電話回線（有線及び無線電話）や携帯の電波の届

かないところでは、それで本部でのアクセスを確保しているケースが多い 。 
 スマート農業に重要な携帯電話でのアクセスを農場数、カバーする面積での割合を見ると（表-27、28）、
農場数で 17.9%、面積で 19.9%となっている。大型穀物生産の中心となる中西部では、農場数で 1,2%、

面積で 4,9%しか携帯の電波は届いていない。「５スマート農業関連の政策」のところで述べたように、

MAPA が Esalq に委託した調査の元に発表したデータによると、ブラジル全体では可耕地の実質 5％しか

インターネットに接続されていない 。ブラジルでは地方への携帯電話の普及は進んできているが、まだま

だサービス購入者の数が稼げる市街地が中心で、農地への拡大は進んでいない。 
(2)農地へのインターネット導入コスト 
 インターネットへの農場からのアクセル状況改善に対して、穀物生産企業を中心とする大型生産者は、

もはや必須となったスマート農業の技術を十分に利用するために、自己資金によって電波塔などの設備に

投資し始めている。そのために必要な投資額を、国立経済社会開発銀行（BNDES - Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social）が報告している 。 
 同報告書では、地形によって 1 万 5000 ヘクタールから 4 万ヘクタールをカバーできるための基地局、

アンテナ設置その他のコストを業界関係者にヒアリングしている。インターネット設置コストは、1 万ヘ

クタール以上でヘクタール当たり 24 レアル、2500 から 1 万ヘクタールで 113 レアルとなっている。例え

ば大豆のヘクタール当たりの生産コストは 3,991.50 レアルであり、2500 から 1 万ヘクタールではインタ

ーネット設置コストは約 3%に該当する 。スマート農業によるコスト削減、反収増加が実現すれば合理的

な投資となる。一方、中規模生産者（1000 ヘクタール）の場合、同じ生産コストとすると、コストの 47%
となるため、BNDES では近隣農場や組合が共同で設置することを推奨している。 
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③ 日本食調査 
 南米、ブラジルでの日本食、日本食品の実態を知るため、サンパウロ市を中心に、現状と関係者へのイン

タビュー（一部動画）による調査を実施した。調査結果は、広く日本企業の方へ知っていただく契機として、

下記「ブラジルの米事情調査」と共にグローバル・フードバリューチェーン（GFVC）中南米部会 HP

（https://gfvc-latinamerica.jp/）への掲載を行う予定である。詳細は別冊の事業実施報告書資料編に記載す

る。 
 
 調査結果の抜粋を下記に示す。 
【ブラジルにおける日本食の実態】 
（外食産業） 
 ブラジルの日本食レストランは日本人あるいは日系人を主な顧客として成り立ってきたが、1990 年頃よ

り、一般ブラジル人の客が急増し、現在では彼らがマーケットの主体となっている。調理の担い手は、こ

れまでは日本で調理業務の経験があった日本人、またはこちらで調理を覚えた人で、経営も彼らによって

行われてきた。しかし、店舗数の急増で人材が間に合わず、最初は日本人の店で下働きをしていた日系人、

そして今ではブラジル人が、日本食の調理の現場を支えている。さらに職業訓練機関である SENAC
（Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial）などが、有料または無料の日本食のコースを設けて卒

業生を送り出している。 
 ブラジルの外食市場において日本食が、すでにブームではなく完全に定着していることがよくわかるの

は、ビュッフェスタイルのレストランやシュラスコ店で、違和感なく普通に巻き寿司や刺し身が提供され

ていることである。また一般のレストランで日本食がメニューにないところでも、醤油を味付けのために

普通にテーブルに置いているところも多く、日本のテイストはブラジル人の間に広まっている。 
○日本食レストランのカテゴリー 
 日本食レストランは概ね次のようにカテゴリー分けすることができる。 
a) アラカルト店 
 もっとも一般的な業態で、寿司と刺し身が中心であるが、定食、麺類、鉄板焼、焼きそばなどメニュー

の種類は多い。反対に「寿司店」と看板に出していても、実際には普通の料理も出している店は多く、ラ

ーメンまでメニューとしてある例も珍しくない。逆説的だが、実態としてはむしろ寿司に特化した専門店

が少ないのが実情である。 
b) 食べ放題店（Rodízio） 
 この業態が生まれたことが、ブラジルの日本食の普及を促進した。ビュッフェ形式になっており、寿司、

刺し身を中心に幅広い料理を用意して定額の食べ放題で提供している。高級店では生牡蠣などを用意して

いるところがあり、店によっては食べ放題ではなく、重量によって課金しているところもある。さらに食

べ放題ではあるが、コース料理のようにして、足りない場合や気に入った場合は追加で注文できるスタイ

ルの店も存在する。食べ放題店は、知識不足で敷居が高かった日本食レストランにブラジル人消費者を引

きつけたことで日本食の普及に貢献した。 
c) 専門店 
 従来の日本食レストランは、一品料理に加えてうどんや焼きそばなどのメニューを取り入れて、客の幅

広い需要に応えてきたが、近年、専門店の数も増えている。これは特定の品目に集中することにより、料

理のクオリティを上げるとともに、差別化、効率化を狙ったものである。 
 専門店の種類としては、とんかつ専門店、寿司専門店、ラーメン専門店、牛丼、天ぷら、カレーなどが

ある。また寿司の分野では手巻き専門店（テマケリア）が生まれ、あっという間に広まり、大型チェーン

グループも出現している。各専門店は、まだまだ米国のように広まってはいないが、市場の成熟、競争の

激化によってこれから増えていくものと思われる。 
d) 居酒屋スタイル 
 米国では日本独特の業態である居酒屋がブームになったが、それがサンパウロを中心にブラジルでも取

り入れられようになった。食事と同時にポーションを少なくしたツマミ類を充実させている。 
e) 高級店 
 日本食レストランは一般的に値段が高く、決して大衆的なものではなかったが、イタリアンやフレンチ

https://gfvc-latinamerica.jp/
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のような最高級レストランというのは存在していなかった。その状況は 2000 年代後半から高級店が多く

生まれたことによって変わった。それらの店は、料理の質を高めるともに内装、アテンドの面にも投資し、

いわゆるフォーマルな食事の場として通用するレベルに日本食レストランのステータスを上げた。2019
年のブラジルのミシュランガイドでは、選ばれた 18 店のうち７店が日本食レストランであった。そうし

た店はマスコミで取り上げられる機会も多く、日本食の認知を広げるのに貢献している。 
○ラーメンブーム 
 ラーメンは日本人の好むメニューで、古くから日本食レストランで提供されていたが、製麺技術が未熟

なため、日本人が満足できる水準のものは少なかった。それが 2008 年に日本から麺を取り寄せて提供す

るラーメン専門店が開店し日系人の間で人気を博した。その後、マスコミでも大きく取り上げられたこと

から、ブラジル人の消費者にも浸透していきブームとなっている。製麺技術も向上した結果、ブラジル産

の麺のレベルも上がり、店舗数は急増した。日本のラーメン店と提携しているところも多い。 
 （日本食品市場） 
○輸入品と国産の日本食が共存 
 1990 年の経済開放政策によって、これまで国産品で満たされていた日本食品市場に日本から質の高い輸

入品が大量に流れ込むことにより、市場は一変した。高くても「本物」の味を求める人たちに大きなイン

パクトを与えた。現在では、水産物を除けばほぼ必要なものは輸入品で賄うことができるようになり、日

本からの駐在員も困ることがなくなった。菓子類はブラジル人に人気で、各店大きなスペースを割いて販

売している。 
 しかし、ブラジル市場ではまだ輸入品と国産が共存しており、国産の方が中心となっている。これは先

に述べたように日系社会をベースにした大きな日本食市場がすでにあり、日本食品メーカーの経営が成り

立つ条件が存在することと、運賃、関税など「ブラジルコスト」で輸入品の値段が高くなること、そして

日系人、ブラジル人がブラジル製の日本食の味に慣れていることが理由である。国産と輸入品が住み分け

て共存している独特な市場である。 
 さらに近年では国産、日本からの輸入品に加えて、韓国、中国製の日本食の輸入もさかんに行われてい

て、昆布、海苔、椎茸などはほぼ完全にこれらの国のものに置き換えられてきている。 
○日本酒 
 日本酒はブラジル製のものと、一部日本からの輸入品で賄われていたが、経済開放政策により米国で日

本の大手メーカーが醸造しているものが比較的安くブラジルに入るようになった。それに伴って競争が激

しくなり、ブラジル製のものの質が向上していった。また日本国内の市場縮小に危機感を持ち、海外進出

を図っている日本の蔵元が積極的にブラジル市場にアプローチし、吟醸酒を含め多数の銘柄が輸入販売さ

れている。日本でのブームを受けて、それまでなかった焼酎の輸入も行われるようになった。それにより

日本酒専門店もサンパウロ市内に誕生したが、一般の日本食品店の酒類コーナーはスペースが小さく、特

に高級酒の販売先はレストランが中心となっている。 
（ブラジルにおける日本食品流通の実際） 
 日本食品の販売チャンネルは「メルセアリア」と呼ばれる日本食品店と日本食レストランが中心で、そ

れに加え韓国系、中国系のお店でも販売されている。メルセアリアは東洋人街のリベルダーデに集中して

いるが、市内各地区、またブラジルの日系人の多い都市に多数存在する。そうした店では輸入食品は国産

のものと並んで陳列されている。業務用の輸入品はディストリビューターを通さず輸入卸業者がレストラ

ンに直接販売するケースが多い。最近ではネット販売を専門とする業者も存在する。 
 流通の課題としては、日本食品店・レストランや韓国、中国系の食品店とレストランにチャンネルが限

られており、日系を除くブラジルの一般のスーパーに入り込めていないことである。特にポンジアスカー

ル・カルフール・ウォルマートなどの大手食品スーパーのグループはブラジルの食品流通の大半を握って

いるが、その扱い量は非常に大きいため、それに対応できる輸入業者、メーカーが存在しないことが理由

として挙げられる。 
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④ ブラジルの米事情調査 

 ブラジルへ日本米の輸出を検討している日本企業へブラジルの米についての情報提供を目的に、ブラジル、

サンパウロを主とした米の状況を調査した。調査結果は、広く日本企業の目に触れるようにグローバル・フ

ードバリューチェーン（GFVC）中南米部会 HP（https://gfvc-latinamerica.jp/）への掲載を行った。調査を行

った内容は下記のとおり。詳細は別冊の事業実施報告書資料編に記載する。 

・ブラジル人の米の食べ方 

・ブラジルの米の消費量 

・ブラジルの米生産 

・米の貿易データ 

・ブラジルの日本米（販売状況、種類、価格、包装米飯） 

 

（内容の抜粋） 

 

 

https://gfvc-latinamerica.jp/

	目次
	中南米日系農業者団体位置図
	令和2年度事業実施カレンダー
	数字で見る令和2年度事業
	事業参加者の声
	略語表
	【１】事業内容
	1(1) 事業名
	1(2) 事業目的
	1(3) 事業履行期間
	1(4) 事業内容
	1(5) 事業運営基本方針
	1(6) 事業実施体制

	【２】事業実績
	事業実績一覧
	1. 事業推進委員会の開催
	事業推進委員会
	(1) 第1回事業推進委員会
	1) 基本情報
	2) 参加者
	3) 議事要旨

	(2) 第2回事業推進委員会
	1) 基本情報
	2) 参加者
	3) 議事要旨

	(3) 第3回事業推進委員会
	1) 基本情報
	2) 参加者
	3) 議事要旨



	2. 日系農業者等連携強化会議の開催
	日系農業者等連携強化会議
	(1) 第1回日系農業者等連携強化会議
	1) 基本情報
	2) 参加者
	3) 議事要旨

	(2) 第2回日系農業者等連携強化会議
	1) 基本情報
	2) 参加者
	3) 議事要旨



	3. 研修事業
	1) 研修内容決定
	2) 参加基準
	3) 募集
	4) 実施内容
	3(1) 若手日系農業者等の育成研修
	① 農産物の付加価値向上
	1) 基本情報
	2) 参加者
	3) 実施概況
	4) 講師所感
	5) 研修生所感

	② 農産物直売所の運営
	1) 基本情報
	2) 参加者
	3) 実施概況
	4) 講師所感
	5) 研修生所感

	③ 果樹栽培技術
	1) 基本情報
	2) 参加者
	3) 実施概況
	4) 講師所感
	5) 研修生所感

	④ 観光農園の運営
	1) 基本情報
	2) 参加者
	3) 実施概況
	4) 講師所感
	5) 研修生所感


	3(2) 日系農業者団体女性部の女性活躍推進研修
	⑤ 商品パッケージ改善
	1) 基本情報
	2) 参加者
	3) 実施概況
	4) 講師所感
	5) 研修生所感

	⑥ 規格外農産物による地域活性化
	1) 基本情報
	2) 参加者
	3) 実施概況
	4) 講師所感
	5) 研修生所感


	3(3) 専門家の派遣等による事業対象国での補完研修の実施
	⑦ マテ茶害虫対策
	1) 基本情報
	2) 参加者
	3) 実施概況
	4) 講師所感
	5) 研修生所感

	⑧ 農村観光（研修生活動事例）
	1) 基本情報
	2) 参加者
	3) 実施概況
	4) 講師所感
	5) 研修生所感

	⑨ 果樹栽培への移行
	1) 基本情報
	2) 参加者
	3) 実施概況
	4) 講師所感
	5) 研修生所感

	⑩ 堆肥作り（ぼかし）
	1) 基本情報
	2) 参加者
	3) 実施概況
	4) 講師所感
	5) 研修生所感

	⑪ 農産物のオンライン販売
	1) 基本情報
	2) 参加者
	3) 実施概況
	4) 講師所感
	5) 研修生所感

	⑫ 果樹栽培への灌水施肥
	1) 基本情報
	2) 参加者
	3) 実施概況
	4) 講師所感
	5) 研修生所感


	3(4) 過年度事業の研修修了生の動向調査

	4. 日本の企業と日系農業者等のビジネス交流促進
	4(1) ビジネス交流等の実施
	(1) ビジネスマッチングセミナー（オンライン商談会）
	1) 募集
	2) 応募
	3) 選考
	4) 実施概要
	5) 実施結果
	① 有限会社システムデザイン
	②　株式会社ビーティエヌ
	③　株式会社タカヤマシード
	④　大紀産業株式会社
	⑤　カナジアジャパン株式会社
	⑥　株式会社EM研究機構
	⑦　関西産業株式会社
	⑧　株式会社トップマン
	⑨　株式会社アディルザス
	⑩　株式会社イマイ
	⑪　株式会社BlueBee
	⑫　株式会社ケツト科学研究所

	(2) その他の個別マッチング
	(3) 中南米農業ギャラリーページ
	(4) 組織紹介ビデオ

	4(2) 日系農業者・団体等に関するデータベースの更新
	4(3) ブラジル及びパラグアイの日系農業者の生産実態調査等の実施
	1) 分析を行った基礎資料
	2) 団体加盟者（組合員）数
	3) 農業生産物
	4) 生産面積
	5) 年間売上（米ドル、2020年）
	6) 営農上の課題
	7) スマート農業

	4(4) その他必要な調査の実施
	① 新型コロナウイルスのフードバリューチェーンへの影響調査（ブラジル）
	② 南米におけるスマート農業調査
	③ 日本食調査
	④ ブラジルの米事情調査


	5. 日本と事業対象国の交流・協力の強化を図るための会議の開催等
	5(1) アンケート調査の実施
	5(2) 中南米部会の開催
	1)　開催内容
	2)　要旨

	5(3) 分野別分科会の開催
	①コールドチェーン分科会
	②農業ICT分科会
	1)　開催内容
	2)　要旨

	③ウェビナー

	5(4) オンラインによる交流広場（プラットフォーム）の開設等
	5(5) 日本と事業対象国の交流・協力の強化を図るための会議の開催
	5(6) 会議概要の作成等

	【３】総括
	1. 本年度事業成果
	(1) 実施方法・スケジュール
	(2) 日系農業者に対するアンケート
	(3) 事業成果と課題

	2. 今後の方向性


