
１．はじめに

1816 年にスペインから独立したアルゼンチンは、
豊かな国土を活かした農業開発を礎にして、19 世
紀末頃には世界有数の経済大国となりましたが、20
世紀初頭の世界恐慌以後、幾度も経済危機を迎え、
現在でも不安定な経済状況が続いています。しかし、
南米でブラジルに次ぐ経済規模があり、G20 のメン
バーであるなど、国際社会において一定の影響力を
有するとともに、農畜産物の輸出大国であり、米中
貿易摩擦でも米国を代替する中国への大豆輸出国の
一つとして世界の注目を集めました。本稿では、ア
ルゼンチンの農業と農畜産物貿易の現状と課題につ
いて解説します。

２．アルゼンチン農業の特徴

　アルゼンチンは、亜熱帯から寒帯に至る多様な気
候と日本の約７倍に匹敵する広大な国土を有し、こ

れらの自然条件を活かすことで、多様な農畜産物が
生産されています。農地は国土の約半分を占めてお
り、その特徴によって五つの農業地域に分けられま
す（第１図、第１表）。特に国土の中央部に位置す
るパンパ地域は、温暖な気候、平坦な土地、肥沃な
土壌等農業に適した環境を有しており、国内の主要
な農畜産物の半分以上を生産する最も重要な農業地
域です。

３．経済・貿易における農業の役割

　GDP（2018 年）に占める農畜産業の割合は約６％
にすぎませんが、食品、飲料、たばこ等の加工産業
を含めると約 11％を占めています。また、アルゼ
ンチンの輸出品には、自動車、金属類、化学製品等
がありますが、農畜産物（加工品を含む）は、輸出
額の半分以上を占める最も重要な輸出品となってい
ます。主な輸出向け農畜産物には、大豆、大豆粕、
大豆油、トウモロコシ、大麦、小麦、ワイン、ヒマ
ワリ油、牛肉、牛乳等があり、直近５年（2014 年
～ 2018 年）の輸出額を見ると、上位５位以内は、
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第１図　農業地域の位置

第１表　農業地域の概要
農業地域名 含まれる州 主な特徴 主要作物等

パンパ

①ブエノスアイレ
ス、②ゴルドバ、
③エントレリオス、
④ラパンパ、⑤サ
ンルイス、⑥サン
タフェ

温暖な気候、
平坦な土地、
肥沃な土壌

大豆、トウモ
ロコシ、小麦、
畜産等

北西部

⑦カタマルカ、⑧
フフイ、⑨ラリオ
ハ、⑩サルタ、⑪
サンチアゴデルエ
ステロ、⑫トゥク
マン

温暖な気候
サトウキビ、
大豆、柑橘類
等

北東部
⑬チャコ、⑭コリ
エンテス、⑮フォ
ルモサ、⑯ミシオ
ネス

雨が多い亜熱
帯気候

マテ茶、綿、
紅茶、大豆等

クージョ ⑰メンドーサ、⑱
サンフアン

乾燥した山岳
地帯

ブドウ（ワイ
ン用）、オリー
ブ等

パタゴニア

⑲チュブ、⑳ネウ
ケン、�リオネグ
ロ、�サンタクル
ス、�ティエラデ
ルフエゴ

乾燥して冷涼
な気候 果樹、畜産等

注．表中の丸数字は、第１図における州名の位置を示す。
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大豆、大豆粕、大豆油、トウモロコシ、小麦、牛
肉のいずれかであり、これらの品目だけで約 65 ～
70％を占めています。特に、大豆関連（大豆、大豆
粕、大豆油）は最も大きなシェアを占める重要な輸
出品となっています（第２図）。

４．大豆生産の急増とその背景

2018/19 年度の大豆の生産量（約 55 百万トン）
と輸出量（約８百万トン）は、ともに世界３位であり、
生産量は過去 30 年間で約７倍、輸出量は約４倍（大
豆粕、大豆油を含めると約７倍）に急増しました。
これは、大豆の世界的な需要（食料、飼料、バイオ
ディーゼル）の高まりを背景として、パンパ地域を
中心にグローバル企業による積極的な投資や技術革
新（不耕起栽培、遺伝子組換等）が進み、収穫面積
の拡大、生産コストの低下、単収の増加が図られた
ためです。特に、収穫面積は、過去 30 年間に約５
倍に拡大しており、２倍に満たない単収に比べ生産
量の増加に大きく貢献しています。また、大豆は、
国内需要が非常に少ないため、その大半は、国内で
大豆粕、大豆油に加工して輸出されており、ともに
輸出量は世界１位（2018/19 年度）となっています。
なお、大豆の輸出先はほとんどが中国ですが、大豆
粕は東南アジアやヨーロッパ、大豆油は南アジアや
南米等、様々な国に輸出されています。

５．農業が直面している課題

アルゼンチンの農業は、鉄道等の物流インフラ施
設の老朽化、パンパ地域とそれ以外の地域との格差

（技術開発、インフラ等）、農地の急拡大に伴う森林

減少等、様々な課題に直面しています。また、大き
な利益を生む農業は国内政治に利用されやすく、時
として農業の発展を阻害するような政策が行われる
場合もあります。例えば、2003 年から 12 年続き、
大衆迎合的な政策を行ったキルチネル大統領と妻の
フェルナンデス大統領の時代には、国内向け食料の
価格抑制・流通量確保のための輸出量の制限や増大
する財政支出を支えるための輸出税の増税等、農畜
産物に対する輸出規制が強化されたため、反発した
生産者による暴動やストが頻発しました。なお、こ
の輸出規制は、現在の大統領になって緩和されまし
たが、本年 12 月に前大統領派が新大統領となるため、
再び輸出規制が強化されるのか注目されます。

６．おわりに

日本からアルゼンチンを眺めると、地球の裏側に
ある遠い国であり、貿易関係も希薄なため、同じ南
米のブラジルと比べると認知度や関心が低いのは否
めません。しかし、日本とアルゼンチンの関係は古
く、昨年は外交関係樹立 120 周年を迎えました。ま
た、４年連続での両国の首脳が相互訪問するなど、
近年、関係の緊密化が進んでいます。そんな中、ア
ルゼンチン等南米４か国が加盟するメルコスール

（南米南部共同市場）は、本年６月に EU との間で
FTA の大枠合意をするなど、非加盟国との貿易交
渉を加速させており、将来は日本との貿易交渉も視
野に入れているといわれています。今後、アルゼン
チンは、単に食料輸出国としてだけでなく、貿易、
投資、文化・人的交流等、様々な面で注目と関心を
集めていくと思われます。

第２図　農畜産物輸出額の推移
資料：Global Trade Atlas より著者作成。
注 .　その他には加工品、大豆粕及び大豆油には輸入大豆由来も含む。
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