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第３章 パラグアイ 
―農牧業が国の経済を牽引― 

 

下保 暢彦  
 

１．はじめに 
 

パラグアイは南米大陸の中央に位置する内陸国で，国境は東をブラジル，南をアルゼン

チン，北をボリビアに接している（第１図）。その国土は全体的になだらかな低地あるいは

丘陵地から成り立っており，国内 高峰でも 850m の高さである。40.7 万 km2（日本の約

1.1 倍）の国土のほぼ中央をパラグアイ川が南北に縦断する形で流れており，国土の約 4 割

を占める東巴地方と約 6 割を占める西巴地方に大きく二分している(1)。二つの地方の気候

風土は対照的で，東巴地方が高温多湿の熱帯・亜熱帯気候に属し肥沃で，年間を通して農

業ができ，適切な輪作により 2 年間で 5 回の収穫が可能であるのに対し，チャコ地方とも

呼ばれる西巴地方は，乾燥したサバンナ地域に属しており年間降雨量が極めて少なく，低

木の有刺林が広がるなど農業にはあまり適していない。そのため，全体で 715 万人（2019

年推計，統計センサス総局）の人口も東巴地方に集中（約 97％）しており，18 ある県（首

都アスンシオン市も１県と勘定）も東巴に 15 県，西巴に 3 県と東巴地方に偏っている。 

 

 

第１図 パラグアイの県 

資料：d-map 社の白地図（https://d-maps.com/carte.php?num_car=4482&lang=es）をもとに筆者作成。 
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東 巴 
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主要河川は雨量の多い東巴地方に集中しており，先述の国を二分するパラグアイ川と，

同国南東部を流れ，ブラジル及びアルゼンチンとの国境を形成するパラナ川が二大主要河

川で，パラグアイ川に 26，パラナ川に 11 の港を有する等重要な通運手段となっている。 

歴史的には，1811 年に宗主国スペインから独立した後，ブラジル，アルゼンチン，ウル

グアイの 3 国と戦ったパラグアイ戦争（1864-70 年）にて敗北したことによる領土割譲の

ほか，1932-35 年のボリビアとのチャコ戦争の勝利で同国との国境も確定し，今日の領土

が確定した。 

1850 年以降に始まったヨーロッパ系移民の受入れがパラグアイ戦争後に加速し，これ

ら入植者によるさとうきび，とうもろこし，コーヒー等の農作物栽培や牧畜が始まった。

1920 年代後半からは，メノナイトと呼ばれるプロテスタント系の宗教集団がカナダやロ

シアからチャコ地方へ移住し，灼熱の地獄と呼ばれた同地方を緑豊かな牧草地帯へ造り替

えたことは高く評価されている。また，1930 年代から 70 年代にかけては，日本や韓国，

中国，さらには中東地域からの移住者も徐々に増加した。1960 年代に入ると，パラグアイ

の安価な農地を求めて多数のブラジル人が入植し，特に東巴地方の東端（パラナ川沿い）

のアルト･パラナ，イタプア，カニンデユーの 3 県における大豆の生産に大きく貢献して

いる。 

 

２．全体経済における農牧業 
 

1989 年，35 年間続いたストロエスネル独裁政権が終焉した後に民政移管したが，政治

的混乱はしばらく続いた。また，20 世紀末から 21 世紀初頭にかけては，天候不順による

主要農作物の凶作もあり，経済面でも低迷した時期であった。その後は比較的安定した経

済成長を成し遂げ，2009-19 年の年平均成長率は実質ベースで 4.3％であった。 

 

 
第２図 総付加価値（実質）と農牧関連産業のシェアの推移 

資料：パラグアイ中央銀行の統計資料から筆者作成。 

備考．実質値の基準年である 2014 年の平均換算レートは，1 ドル＝4,462 ガラニー。 
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 その中で，農牧業（第２図では農業及び牧畜業）は経済を牽引（けんいん）してきてお

り，総付加価値ベースでは，農牧業及び搾油等を含む食品製造業が 20-25％を占めており，

2009 年や 2012 年，2019 年のように大豆生産が大凶作で減少すると経済全体が低迷する

など，農牧業の影響力は大きい。近年では，建設業，金融・商業といった他の産業の成長

が著しいこともあり，農牧業関連の割合が多少低下傾向にあるが，大豆が不作だった 2019

年でも依然として農牧業が 9.8％，食品製造業が 9.6％を占めている（第２図）。 

貿易（輸出）面における農畜産品の重要性は，一段と顕著である。パラグアイは，輸出

全体の約 4 分の 1 を電力が占めるという極めて特徴的な構図の中で，それ以外では大豆子

実（以下，単に「大豆」あるいは「子実」），大豆油及び大豆かすといった大豆製品，牛肉，

各種穀物等が上位品目で，農林畜産品が全体の 66%（2018-20 年平均）を占めている（第

３図）。 

 
第３図 輸出における品目別割合（2018-20 年平均） 

資料：パラグアイ中央銀行の統計資料から筆者作成。 

 

 品目別輸出額を時系列でみると，2005 年頃から各種農畜産品の増加が顕著であり，大豆

及び大豆製品の全体に占める割合が近年では 40％前後で推移している（第４図）。 

 

 
第４図 品目別輸出額の推移 

資料：パラグアイ中央銀行の統計資料から筆者作成。 
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 なお，新型コロナウイルスに関しては，2020 年 3 月 7 日にパラグアイ初の感染者が確

認されて以降，パラグアイ厚生福祉省によると，2021 年 2 月 18 日現在で累計感染者が

148,622 人，死亡者数が 3,008 人となっており，人口当たりに換算すると累計感染者数の

比率が約 2％と我が国よりも高い状況にあるが，隣国のブラジルやアルゼンチンと比較す

ると，半分以下の水準にとどまっている。 

また，2020 年の農業生産は天候にも恵まれ極めて好調だったため，新型コロナウイルス

による農牧業への影響は極々僅少であり，むしろ経済全体に対する下支えとなった。その

結果，2020 年 12 月のパラグアイ中央銀行による GDP 成長率予測は，農業以外の部門で

▲1.9％であるが，農業を含めた試算では▲1.0％にとどまる見込みで，近隣諸国の経済の

減速に比べて小さなものとなっている。 

 

３．主要農畜産物 
 

（１）食料需給バランス 

 主要食料について国内需給バランスをみると，自給的品目と輸出志向的品目に分類でき

る。すなわち，第１表において自給率が 100％を大きく超え，輸出率が比較的大きい品目

が輸出志向的品目で，具体的には小麦，とうもろこし，米，大豆，砂糖，牛肉が該当する。

なお，輸入に大きく依存している品目は，第１表中の主要食料にはない。 

 

第１表 主要食料の需給バランス（2015-17 年平均） 

  〔単位：千ｔ，%〕  

 国内生産量  
(A) 

輸出量 
(B) 

国内仕向量 

(C)  
自給率 

(A)／(C) 
輸出率 

(B)／(A) 
備 考 

穀物計 7,187 3,922 2,504 287 55  
小 麦 1,101 715 491 224 65  
とうもろこし 5,098 2,467 1,777 287 48  

 米 880 725 115 763 82  
キャッサバ 3,167 133 3,034 104 4  
大 豆 9,499 5,367 3,907 243 56 加工向け 

大豆油 755 696 71 1,068 92  

さとうきび 6,672 0 6,672 100 0 加工向け 

粗 糖 345 95 227 152 28  
野 菜 292 0 357 82 0  
果 実 570 61 570 100 11  
牛 乳 511 2 516 99 0  
肉類計 703 370 343 205 53  
牛 肉 466 363 104 446 78  
豚 肉 189 4 191 99 2  
鶏 肉 44 2 44 100 5  
卵 84 0 87 97 0  

資料：FAOSTAT「Food Balance」より筆者作成 
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（２）耕種農業 

 FAO の推計によると，パラグアイの農作地（作物作付地）面積は 2018 年において 481.9

万 ha と国土面積の 12%，放牧・牧草地は 1,700 万 ha と同 42％を占めている（第５図）。

これらを 2000 年と比較すると，農作地が 170.9 万 ha（55％），放牧・牧草地も 337.2 万

ha（25％）増加している反面，林地が 633.1 万 ha（28％）減少している。東巴地方を中

心に森林伐採が進み，農作地（後述のように主として大豆の作付地）に転換されている結

果である。 

 

 
第５図 土地利用の状況（2018 年） 

資料：FAOSTAT「Inputs - Land」から筆者作成。 

 

農作地における栽培作物をみると大豆が圧倒的で，出典が異なるので直接比較すること

には注意を要するが，農作地の約 4 分の 3 で大豆が作付けられていることとなる。次いで

とうもろこし，小麦が続いている（第２表）。 

 

第２表 主要耕種作物の栽培面積の変遷 
 1991 年 2001 年 2011 年 2020 年 <参考>  2020 年 

  栽培面積 （千 ha） 2001=100 生産量（千ｔ） 

大 豆 552.7 1,350.0 2,805.5 3,631.0 269 11,024.5 

とうもろこし 243.2 361.8 853.6 1,100.0 304 5,834.6 

小 麦 153.8 159.3 584.4 480.8 302 1,302.9 

キャッサバ 175.6 199.3 181.3 185.0 93 3,329.3 

水 稲 10.7 26.7 78.6 180.0 675 1,187.8 

さとうきび 55.9 59.6 104.1 105.0 176 7,431.0 

ポロト豆 47.1 58.5 62.4 72.8 124 69.8 

ご ま -  16.5 83.3 55.0 334 37.3 

なたね -  - 63.3 47.9 - 67.1 

マテ茶 26.5 32.8 18.3 26.2 80 132.7 

落花生 30.8 30.3 25.8 25.0 83 25.0 

ひまわり 0.3 30.4 69.6 21.6 71 34.8 

綿 花 414.7 297.9 24.8 11.8 4 29.0 

トウゴマ（ヒマ） 11.3 9.0 5.0 5.3 59 6.2 

たばこ 4.4 3.7 3.0 3.6 97 7.5 

ステビア -  0.4 1.7 3.1 767 3.9 

資料：パラグアイ農牧省の統計資料から筆者作成。 
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過去と比較すると，上位３品目の栽培面積は 20 年間で約 3 倍増加しており，それ以外

では，輸出作物である米（水稲）やごま，ステビア等の増加率が大きい。一方で，かつて

盛んであった綿花栽培が大きく減少しているほか，ひまわり，落花生等も減少傾向にある。 

主要作物の生産量の推移をみると，大豆，とうもろこし，さとうきび，米（水稲）で 2000

年前後から 2005 年頃にかけて急増基調へと転換期を迎えていることが分かる（第６図）。

特に水稲は，第６図では生産量が も少ないため分かりにくいが，過去 20 年間で生産量

が 10 倍と， 大の増加率を記録している。 

 

 

第６図 主要作物の生産量の推移 

資料：パラグアイ農牧省の統計資料から筆者作成。 

 

４．大豆 
 

（１）生産の推移 

 次に，パラグアイ農業，ひいてはパラグアイ経済をも牽引しており「緑の黄金」とも呼

ばれている大豆の動向について詳しくみていこう。 

パラグアイでの大豆栽培は，日本人移住者による味噌や豆腐の原料として 1950 年代に

自給用栽培されたのが嚆矢（こうし）と言われている。パラグアイの自然条件から高い収

穫量を得られると見込めたが，国内の搾油需要も輸出取引も盛んでなかったため，日本人

移住者の団体が日本への輸出可能性を模索し，1960 年に日本への輸出を実現させたのが

パラグアイ産大豆の国外輸出への先駆けとなった。1970 年代初頭には搾油工場が建設さ

れ，また 1972 年に政府が国家大豆計画を策定し増産に取り組んだことや，同時期に世界

的な穀物・大豆ショックが起きたこと等により，パラグアイにおける大豆生産及び海外輸

出が本格的となった。 

 第７図が示すとおり，大豆の作付面積は 1980 年代に 50 万 ha であったが，現在では 350

万 ha を超えるまで急増した。また，単位面積当たり収量も，1990 年代前半は 1.5ｔ/ha 前

後であったが，日系人が導入した不耕起栽培（土壌流亡防止）による直播の普及，小麦，

とうもろこしとの輪作体系の確立，機械化技術の確立・普及，バイオテクノロジーの進展
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等により，近年では 2.5-3.0ｔ/ha へと飛躍的に上昇した。その結果，年による豊凶変動が

あるものの生産量は 1,100 万ｔのレベルに達している。なお，ここ数年は天候による生産

変動の大きさや国際価格の低迷等により，作付面積は横ばいで推移している。 

 

 

第７図 大豆生産の推移 

資料：FAOSTAT「Production」（1970-2018 年）及びパラグアイ農牧省（2019 年及び 2020 年）から筆者

作成。 

備考．FAOSTAT は各国からの報告（公表）をもとにしているが，1990 年で明らかに断続が見られる。

推移のイメージをつかむためにあえてそのままグラフ化した。なおパラグアイ農牧省では，現在，

1990 年以前の計数を公表していない。 

 

大豆生産が拡大すると，今や農業における単なる一作物ということだけでなく，加工（搾

油）を通じて食品製造業や畜産業，そして流通・貿易を担当する運輸業やサービス業，各

種施設や設備・機材を供給する製造業や建設業等の各種産業や，その労働雇用に深く関係

している。当然，国内総生産 GDP における経済的重要性を有しており，大豆生産に不利

な気候条件（干ばつ等）が発生し，例えば 2009 年及び 2012 年，2019 年のように大凶作

となると，それが国内経済のマイナス成長（実質 GDP ベースで各▲0.3％及び▲0.7％，▲

0.4％）につながるまで影響を及ぼしている。 

 

 
第８図 大豆の県別生産割合（2019/20） 

資料：パラグアイ農牧省「統計年報 2019/2020 年度」から筆者作成。 
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大豆生産の中心地は東巴地方の東端（パラナ川沿い）に集中しており，アルト･パラナ，

イタプア，カニンデユーの 3 県で国内全体の約 3 分の 2，内陸のカアグアスー，サン･ペド

ロの 2 県を加えた 5 県で 9 割近くを占める（第８図）。なお，首都アスンシオンに近い 4

県と西巴のプレジデンテ･アイエス県では，これまで生産（作付）の記録がない。 

 

（２）世界における位置付け 

 大豆の需要は，子実に対する直接食用需要や，豆腐・味噌といった製品を通じた食用需

要というのは世界的にはまれで，搾油した結果の食用油需要や，そのかすに対する畜産業

での飼料需要が圧倒的である。食用油需要に関しては，なたねやひまわり等他の油糧種子

が存在することもあり，大豆の生産は特定の国に集中していて，上位 6 か国で世界の生産

の 92％，上位 12 か国・地域で 98％が生産されている。 

第９図ではバブルの大きさ（国名下の計数）が 2017-19 年平均の大豆生産量（百万ｔ）

を示すが，大きい方から順に 1 億ｔを超えるブラジル及び米国，次いでアルゼンチン，中

国と続き，パラグアイは世界第 5 位の生産国となっている。貿易面において，同図の横軸

である純輸出量をみると，右から順（純輸出量の多い順）にブラジル，米国，次いでパラ

グアイということで，世界第 3 位の純輸出国となっている。 

 

 
第９図 世界における大豆の生産と貿易（2017-19 年平均） 

資料：米国農務省「PSD」から筆者作成。  

注．バブル（円）の大きさ及び各国の計数（百万ｔ）は大豆生産量を表す。 

 

 また，各国の大豆油生産量（第９図縦軸）をみると，中国やインドのような大消費国を

除き，大豆純輸出国だけでみると上から順（大豆油生産量の多い順）に米国，ブラジル，

アルゼンチンに次ぐ位置付けとなっており，大豆油の純輸出量の順位では，アルゼンチン，

ブラジル，米国に次ぐ世界第 4 位である。ちなみに，副産物である大豆かすの純輸出量の

順位も世界第 4 位となっている。 

  

大
豆
油
生
産
量
（
百
万
ｔ
） 
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（３）用途別の推移と大豆加工業 

 1990 年代以降急激に生産が拡大し，近年では 1,000 万ｔを超えるまでになった大豆だ

が，その仕向けをみると子実のままの輸出が も多く，近年では生産量の約 6 割を占め，

600 万ｔを超える年もある（第 10 図）。種子用は数％を占めるのみで，残りの約 4 割弱に

当たる 350 万ｔ前後が国内での加工向け，すなわち搾油されて大豆油と大豆かすの生産に

向けられている。 

 

 
第 10 図 大豆の仕向け別割合と仕向量の推移 

資料：パラグアイ穀物・油糧作物輸出業者協会〔CAPECO〕資料から筆者作成。 

 

 

第 11 図 大豆及び大豆製品の国内需要と輸出の推移 

資料：CAPECO 資料から筆者作成。 

注．油（国内）はごく僅かであり，グラフ上では赤線にしか見えないので要注意。 

 

 国内で生産された大豆油及び大豆かすのうち国内で消費されるのは，それぞれの 15%前

後（85％前後は輸出）なので，国内加工向けが生産の 4 割弱であることから国内生産量に

対する割合は 5-6％，種子用と合わせても 10%にも届かず，計数的には，国内生産された
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大豆の約 9 割強が，いずれかの形態で輸出されていることが分かる（第 11 図）。 

第 10 図をみると，2010 年代に入り加工向けの数量が増加し，割合が高まっていること

が分かる。パラグアイの搾油業は，20 世紀までは旧来の機械を使った小規模なものだった

が，2000 年前後から海外資本による近代的な高性能の大規模工場の設立により飛躍的に

発展し，特に 2012-13 年には二つの大工場ができたため，現在の搾油能力は約 420 万ｔ／

年（CAPECO）となっている（第３表）。 

 

第３表 国内の企業別搾油能力 

企 業 名 所 在 地 搾油能力 

（ｔ／日） 

操 業 

開始年 
CAIASA （LDC，AGD，Bunge の
合弁会社） 

セントラル県 Villeta 市 
（パラグアイ川） 

4,500 2013 

ADM Paraguay SA セントラル県 Villeta 市 
（パラグアイ川） 

3,600 2012 

Cargill Agropecuaria SACI アルト･パラナ県 
Mingá Guazú 市（パラナ川） 

3,000 1996 

Conti Paraguay セントラル県 Capiatá 市 * 1,000 2006 
Oleaginosa RAATZ SA イタプア県 Bella Vista 市 

（パラナ川） 
1,200 2000 

MERCO (LDC) カアグアスー県 
Potrero Guayaki 市 

530 2009 

Cooperativa Colonias Unidas AG イタプア県 Obligado 市 300  
その他の合計  * 770  

合 計  14,900  
資料：パラグアイ生産業者連合〔UGP〕及びパラグアイ油糧作物・穀物加工業者協会〔CAPPRO〕の資料から

筆者作成。 

注．＊印は現状では稼働していない模様。 

 

なお，2019 年の加工仕向量は 3,424,066ｔと前年を下回った（子実輸出量の減少幅の方

が大きい）が，これは，干ばつによる大豆収穫量の大幅減少，国際価格の下落，パラグア

イ川・パラナ川（輸出の主要な出口ルート）の航行の問題等が絡んだ結果である。 

 
（４）運搬経路 

大豆の輸出量は，近年では 600 万ｔを超える水準にまで達しているが，内陸国であるパ

ラグアイの大豆輸出を支えている輸送手段が，パラグアイ川とパラナ川の両大河を利用し

た水運である。第 12 図は大豆の海外搬送（輸出）の手段別数量の推移を示したものである

が，2000 年頃までは，国境を接するブラジル・パラナ州の大西洋に面するパラナグア港ま

でトラックで運送する陸路と，河川を利用して船で輸送する水路が，おおむね半々程度で

推移(2)していたが，2003 年にパラナ州が，遺伝子組み換え作物（GMO）の取扱いに関す

る条例を設け，パラグアイから同州へ陸路で入る大豆の積荷に対して GMO 検査を始めた

ため国境でトラックが立ち往生したことや，一方でパラグアイの河川・保管・港湾設備の

新設・整備，船舶等の近代化・大型化等が進展したことにより，水路を利用した輸出が大

宗を占めるようになり，総輸出量も 600 万ｔを超える水準にまで達している。 
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 CAPECO 資料によると，2010 年代にバルクターミナルが多く新設され，現在ではパラ

グアイ川の 26 か所，パラナ川の 11 か所のターミナルではしけ（バージ）により大豆を積

み出し，アルゼンチンのサン・ロレンソやロサリオ，ウルグアイのパルミラで積み替えて

世界へ輸出されている。 

 

 
第 12 図 経路別大豆輸出量の推移 

資料：CAPECO の統計資料から筆者作成。 

 

（５）輸出相手国 

まず大豆（子実）の輸出相手国をみると，約半分が隣国アルゼンチンへの輸出となって

おり，ロシア，EU，トルコと続いている（第 13 図）。世界において大豆の大輸入国である

中国は，パラグアイとの政治的な関係（パラグアイは台湾を国として承認しており，台湾

と外交関係がある）もあり，大豆の輸出は記録されていない（3）。 

 

 

第 13 図 大豆の輸出相手国（2017-19 年平均） 

資料：国連「Comtrade」から筆者作成。 

アルゼンチン

52%

ロシア

15%

ＥＵ

13%

トルコ

6%

ブラジル

3%

イスラエル 2%
ウルグアイ 1% メキシコ 1%

その他

7%

大豆輸出量
(2017-19年平均)

568.5 万ｔ
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第 14 図 輸出先別大豆輸出量の推移 

資料：国連「Comtrade」から筆者作成。 

備考．Comtrade では，2012 年の一部の国への輸出量の計数が欠測しているため，輸出額から筆者

が推計。 

 
輸出相手国の変遷をみると，2000 年代初頭はブラジル等の近隣諸国が中心であったが，

その後は EU やロシア，トルコといったヨーロッパ方面が中心となっていた（第 14 図）。

しかし近年では，アルゼンチンへの輸出が拡大しており，これは搾油に力を注いでいるア

ルゼンチンで，国内の不作もあり搾油能力に余剰が生じたことが大きな要因と考えられる。 

 次に，大豆油の輸出相手国をみると，大消費国でありながら国内生産が少ないインド向

けが約半分を占めており，次いでバングラデシュと人口が多い南アジア向けが多くなって

いる（第 15 図）。 
 

 

第 15 図 大豆油の輸出相手国（2017-19 年平均） 

資料：国連「Comtrade」から筆者作成。 

 

大豆かすについては，飼料需要が多い EU 向けが全体の 46%を占め，次いで，大豆を生

産していない近隣国のチリ，ペルー，エクアドルが続いている。我が国へも全体の 3％程

インド

47%

バングラデシュ

16%

アルゼンチン

12%

ＥＵ

10%

アルジェリア

4%

ブラジル 2%
エジプト 1%

その他

8%

大豆油輸出量
(2017-19年平均)

67.5 万ｔ
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度を占める 7.6 万ｔが輸出されている（第 16 図）。 

 

 

第 16 図 大豆かすの輸出相手国（2017-19 年平均） 

資料：国連「Comtrade」から筆者作成。 

 

５．牛肉 
 

大豆に次ぐ輸出品目で，牧畜業の中核を担っている牛肉に関する動向に関し，まず，県

別の牛の飼養頭数をみると，プレジデンテ・アイエス県，ボケロン県，アルト・パラグア

イ県の西巴 3 県で全体の 48%を占め，次いで，東巴地方の中でも北部に位置するサン・ペ

ドロ県やコンセプシオン県，アマンバイ県が続いている（第 17 図）。これらの県は，大豆

や穀物の主産地ではなく，放牧・牧草地が多いことから，牛の飼養が多くなっている。 

 

 

第 17 図 牛の県別飼養頭数割合（2020 年） 

資料：パラグアイ農牧省「統計年報 2019/2020 年度」から筆者作成。 

注．（ ）内の計数は 2020 年の 2000 年に対する倍数である。 

 

 西巴 3 県の中でもプレジデンテ・アイエス県は従来から 大の飼養県だが，2014 年の

273 万頭をピークにここ数年は横ばい・減少傾向で推移している一方，より奥地（ボリビ

ポーランド

14%

英 国

10%

イタリア

7%その他ＥＵ

9%

チ リ

21%

ペルー

10%

エクアドル

5%

インドネシア

5%

UAE
3%

日 本

3%
その他

13%

大豆かす輸出量
(2017-19年平均)

235.4 万ｔ



第３章 パラグアイ―農牧業が国の経済を牽引―（下保） 

- 14 - 
 

ア寄り）のボケロン県とアルト・パラグアイ県は 2000 年代に入って急増し，過去 20 年間

でそれぞれ 3.6 倍，6.1 倍となっている。 

 牛肉の輸出先をみると，ロシア向けとチリ向けがそれぞれ全体の輸出量の 3 分の 1 を占

めており，残り 3 分の 1 がその他の世界各地向けとなっている（第 18 図）。なお，ロシア

向けのほとんどが冷凍牛肉（HS コード 0202）であるのに対し，チリ向けは 9 割以上が冷

蔵肉（HS コード 0201）となっている。 

 

 

第 18 図 牛肉の輸出相手国（2017-19 年平均） 

資料：国連「Comtrade」から筆者作成。 

注．「他のアジア（Other Asia, nes）」とは Comtrade の国分類において特定されていないアジ

アの国（ほとんどの国が特定されている）で，本輸出数量のほとんどが「台湾」向けと推

察（台湾政府の統計で検証）される。 

 

６．その他穀物 
  

パラグアイの輸出において，大豆・大豆加工品，牛肉ほどのシェアはないが，とうもろ

こしや米，小麦といった穀物も，重要輸出品目の一つとなっているので，その需給の推移

をみてみよう。 

 

（１）米 

 まず，米については，元々数万ｔから十万ｔ弱の国内需要があり，それに見合った生産

が行われていたが，輸出作物としての灌漑稲作振興政策もあり，2007 年では 4 万 ha（農

牧省）だった水稲収穫面積が 2019 年には約 4 倍の 16 万 ha に拡大し，急増した生産量の

増加分が全て輸出の増加につながるという構図となっており， 近では国内生産の 9 割前

後（在庫変動もあるため，年によっては生産量以上の輸出量を記録することもある）が輸

出に向けられている（第 19 図）。水稲の生産には水の入手が不可欠なため，パラナ川やテ

ビクアリ川（パラグアイ川の支流）流域のミシオネス県（全生産量の 46％，2019/20 年度，

農牧省）やイタプア県，パラグアリ県といった東巴地方の 南部地域が生産の中心となっ

ロシア

35%
チ リ

33%

ブラジル

6%

イスラエル

6%

ベトナム 4% 他のアジア

4%
ＥＵ 2% その他中東

5%
その他

5%

牛肉輸出量
(2017-19年平均）

25.9 万ｔ
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ている。 

 

 
第 19 図 米（精米ベース）の需給の推移 

資料：米国農務省「PSD」から筆者作成。 

 

 輸出先をみると，7 割前後（2019 年は 71％，国連 Comtrade）がブラジルで，それに続

くのがチリ（同 6％）となっている。なお，近年のブラジルの米の貿易をみると，輸出と

輸入のレベルが同程度か輸出の方がはるかに上回るといった状況にあることから，貿易統

計上はブラジルへの輸出と計上されているが，パラグアイから陸路によってブラジルへ運

搬された米の多くが，ブラジルの港から他国へ輸出されているものと推察される。 

 

（２）小麦 

 小麦は元来寒冷地に適した作物であり，亜熱帯に属するパラグアイでは，1960 年頃まで

は，国内需要のほぼ全量をアルゼンチン等から輸入していた。その後も 1990 年代頃まで

相当量を輸入に依存していたが，気候・土壌条件に適した品種（遺伝子）改良や農業者の

栽培方法の向上等により国内生産が増加し，2000 年代以降は輸入がほとんどなくなり，反

対に 100 万ｔを超える輸出農産品の一つとまでになった（第 20 図）。 

東巴地方のアルト・パラナ県やイタプア県，カアグアスー県を中心（3 県で全生産量の

82%，2019/20 年度，農牧省）に冬作物として栽培されており，2007 年ころから 2015 年

ころにかけて生産量が 150 万ｔ前後とピークを迎えたが，近年は国際価格の低迷もあり，

やや減少気味で推移している。 

 大の輸出相手は，伝統的に小麦の輸入に依存しているブラジルで，近年においてはほ

ぼ全量がブラジル向けとなっている。 



第３章 パラグアイ―農牧業が国の経済を牽引―（下保） 

- 16 - 
 

 
第 20 図 小麦の需給の推移 

資料：米国農務省「PSD」から筆者作成。 

 
（３）とうもろこし 

 輪作体系の中で大豆の後に栽培（栽培面積は約 100 万 ha で，大豆の栽培面積の約 3 割）

されるとうもろこしの生産は，年による豊凶があるものの，2000 年頃から急増した後，近

年では国際価格の低迷もあり，緩やかな増加にとどまっている（第 21 図）。主産県はアル

ト・パラナ県，カニンデユー県，カアグアスー県で，大豆の主産地と一致（4）しており，こ

の 3 県で全体の 66％（2019/20 年度，農牧省）を生産している。 
 

 
第 21 図 とうもろこしの需給の推移 

資料：米国農務省「PSD」から筆者作成。 

 

食用及び飼料用の国内需要も増加しているが，生産の増加の方が大きく，それが輸出の

増加となっている。国連「Comtrade」によると， 大の輸出先はブラジル（2019 年の総

輸出量 299 万ｔの 49％）で以下，韓国（19％），チリ（8％），ウルグアイ（7％），サウジ

アラビア（7％）が続いている。 
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７．我が国との関係 
 

（１）日本人移住者の貢献 

 パラグアイへの日本人の移住は，1936 年のラ・コメルナ移住地（アスンシオンの南東約

130km）の建設に始まる。それまで日本の国策移民 大の受入国だったブラジルが，1934

年に外国人移住者受入数の制限を設けたことがきっかけとなりパラグアイへの入植が始ま

り，第２次世界大戦前の 1941 年まで 123 家族が入植した。戦後 1950 年代に入り，日本

とパラグアイの双方で移住事業の再開を求める動きが起こり，イタプア県やアルト・パラ

ナ県に新たな移住地が数か所開設されたこともあり，我が国が高度経済成長に入り海外移

住者が急減した 1960 年代まで，日本人移住者がパラグアイへ入植し，現在では全人口の

約 0.1％に相当する約 1 万人の日系人（移住者及びその子孫，（公財）海外日系人協会推計）

がパラグアイ国内に在住している。 

 日本人移住地が建設された土地はテラ・ロッシャと呼ばれる土壌で肥沃だったが，入植

時は熱帯林で覆われていたため，森林伐採といった過酷な作業が必要だったり，周辺の道

路網が整備されていなかったりで，日本人移住者たちの当初の農業は自給自足的，試行錯

誤的だった。1960 年代に軌道に乗り始めた移住者たちの大豆生産が，1970 年代の穀物・

大豆ショックで大豆価格が大暴騰したことを機にパラグアイ国内の注目を集め，政府の振

興政策もあり，大豆生産がパラグアイ全土に急速に広まった。そうした中で，日本人のイ

グアス移住地では 1980 年代後半から大豆と小麦の機械化営農が進展するとともに，農地

の土壌流亡を防ぐために畑の耕起を行わない「不耕起栽培」農法が導入され，同移住地で

JICA が支援したパラグアイ農業総合試験場〔CETAPAR〕で改良されパラグアイ全土に普

及するなど，今日の大豆生産国としてのパラグアイに，日本人移住者が果たした役割は非

常に大きなものがある。 

 大豆生産以外でも，元来肉ばかりで野菜を食べる習慣のなかったパラグアイ人の食卓に，

野菜を栽培・供給し，定着させたのも日系人の功績の一つである。土地に向き合う日本人

移住者の勤勉さや誠実さが評価されてきただけでなく，今日の日系人の活躍は，農牧業で

も鶏卵やごまの生産，肉牛飼育等広範にわたり，さらには政治・経済等あらゆる分野に及

ぶことから，パラグアイは世界でも極めて親日的な国の一つとなっている。 

 

（２）経済協力 

 我が国でもパラグアイを経済協力の重点的対象国と位置付けており，これまで多くの協

力事業を実施してきた。政府開発援助〔ODA〕の支出純額をみると，近年は回収額（過去

の貸付けの返済額）もあり，純額ベースでマイナス（供与額より回収額の方が多い）とな

る年もあるが，1976-2009 年では 2004 年を除き，日本がパラグアイへの 大の援助国と

なっており，単年度で 70%を超える年もあった（第 22 図）。 
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第 22 図 パラグアイへの ODA 支出純額の推移 

資料：OECD.Stat から筆者作成。 

注 (1) 純額ベースなので回収額（過去の貸付けが返済された額）が相殺されるため，年によって（特

に近年）は純額がマイナスとなる場合もある。 

(2) DAC 諸国は，全期間を通じて 新の加盟国（26 か国）を対象としている。 

 
 パラグアイの経済は主に農林畜産業に依存してきたため，これまで農林畜産分野の支援・

協力が数多くあったが， 近では，いろいろな分野の協力が実施されている。農業分野で

は，パラグアイの家族農業の代表的産品の一つであり，我が国の同国からの主要輸入品で

あるごまの，品質向上を通じて栽培農家を支援する「小規模ゴマ栽培農家支援のための優

良種子生産強化プロジェクト」が JICA の技術協力プロジェクトとして実施（2009-2016

年）された。 

 

（３）貿易 

財務省「貿易統計」によると，我が国とパラグアイとの貿易関係は年による変動が大き

いものの，2020 年の我が国からパラグアイへの輸出が輸送用機器（自動車）や電気機器を

中心に 72.8 億円，パラグアイからの輸入は農林水産品が 98.6％を占めており，総額 74.8

億円となっている。我が国の全体の貿易額が，2020 年はやや減少し約 68 兆円となったが，

それと比較するとパラグアイとの貿易取引関係は極々僅少で，貿易相手国として輸出で世

界 107 位，輸入で 94 位ある。 

輸入農林水産品を品目別にみると，1992 年から輸入を開始し 2008 年に輸入額が 93 億

円まで増えたごまは，その後一時は安全性の問題が生じたこともあり輸入額が大きく減少

したが，2020 年には 30 億円にまで回復した（第 23 図）。パラグアイの主要輸出産品であ

る大豆は，我が国の輸入に毎年計上されており，2000 年以前には 30 万ｔ近くを輸入した

年もあったものの，2020 年には僅か 679 万円（100ｔ）であった。一方，2013 年以降飼

料用の大豆かすがパラグアイから輸入されており，一番多い 2014 年には 89.3 億円（13.8
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万ｔ）を記録している。それ以外の農林水産品や農林水産品以外の品目の輸入はごく僅か

であり，結果的には，ごまと大豆，大豆かすの 3 品目（ここ数年は，ごまと大豆かすの 2

品目）で総輸入額の 90％以上（2016 年を除く），年によっては 98％を超えている。なお，

パラグアイのもう一つの主要輸出品である牛肉は，検疫上の問題があり，現時点で我が国

には輸入されていない。 

 

 
第 23 図 我が国のパラグアイとの貿易の推移 

資料：財務省「貿易統計」から筆者作成。 

 

（４）おわりに 

 パラグアイは，経済（貿易）面では我が国との関係はそれほど強いものではないが，約

1 万人の日系人が在住する国であり，日本人移住者及び日系人の貢献や JICA 等による経

済協力がパラグアイ国内で高い評価を得ていることもあり，非常に親日的な国である。経

済・社会的にも比較的安定した環境にあり，パラグアイ政府が海外からの投資の誘致を推

進していることもあり，今後我が国企業による投資・進出の可能性も十分考えられる。 

 また，農業面においても，西巴地方を中心に農作地の拡大可能性は大きく，農業生産の

拡大余力もある。また，我が国に対しては牛肉の相互輸出への関心が高く，現状で阻害要

因となっている検疫上の課題への対応を進めているところであり，近い将来，我が国にお

いてパラグアイ産牛肉の輸入解禁も十分に考えられる。メルコスールとの自由貿易協定の

交渉開始を期待する向きもあり，その一員である同国の動向に注目していく必要があろう。 

 

注 (1) 二分された地方の固有名称は，原語で Region Oriental（東部地方）と Region Occidental（西部地方）である

が，一般名詞との違いを際立たせるために，本稿では「東巴（地方）」と「西巴（地方）」を使用している。 

(2) 1992 年以前の CAPECO の統計はないが，それ以前はほとんどが陸路だったと推察される。 

(3) パラグアイ中央銀行の統計（2020 年）によると，パラグアイの中国からの輸入総額は電気・電子機器等を中心

に 28.55 億ドルで，世界一の輸入相手国（全体の 30％）となっているが，中国への輸出総額はわずか 138 万ド
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ルである。 

(4) 大豆の第 2 位の産地であるイタプア県では，とうもろこしよりも小麦の栽培が盛んである。 
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