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イ ン ドシナ半島大阜越

一一現地ノレポを中心に一一

横堀克己

「水利関係の専門雑誌から，君に原稿依頼が来てね」と東京の朝日新聞本社からバ

ンコクの支局へ電話がかかってきたとき，私は「何ですって推理小説でも書けという

のですか」と思わず叫んでしまった。「そうじゃない。水の問題だよ。インドシナ半

島は今年大皐魅だというじゃないかJ。そういえば4月10日付の朝日新聞の外報面に

私は，米の輸出国であるタイ，ピ／レマ，輸入国であるベトナム，ラオス，カンボジア

が全域にわたって阜魅の大きな被害を受け，カンボジア問題もからんで政治的にも大

きな影響が出てきそうだ，という記事を書いた。 「ハハー，それでJと一応は納得 し

てみたものの， 「水文学Jなどという言葉さえ， 10年ほど前に京都大学の防災研究所

を訪れたとき初めて知った程度のズブの素人で，タイ ・カンボジアの国境付近をかけ

回っている一介の新聞記者に，ど うして専門誌が原稿を求めて来るのか，タイにもビ

／レマにも，各地に日本政府から派遣された専門家がたくさん居られるのに，と不思議

に思った。が，私は比較的タイやビノレマの農村地方を歩いているので，そこで素人の

目でみた現象をご報告することはできそうだと考え直し，お引き受けすることにし

た。「専門的な学術論文の問にはさまって奇妙な原稿が載るのも， 息抜きになってい

いかもしれないよ」というバンコクの日本大使館の水利専門家のお勧めもあってこれ

を書くことにする。読者諸先生方もそのおつもりで。

3月末， 3日間にわたってタイの東北部のコンケン県ノξンパイ郡内を歩き回った。

御承知のようにタイは例年5月から10月までが雨期。3月末といえば乾期も最高潮に

逮し，灼けつくような暑さである。主要国道はベ トナム戦争の時代に米軍の手で見事

に舗装されているが，それをはずれて一歩農道へはいれば，乾き切った土砂が数十セ

ンチも積もり，車のタイヤはいたずらに砂塵を舞いあがらせるばかりで，ひどい所は

時速5キロ程度でしか走れない。車の行けない道は仕方なく馬車に乗せてもらったり
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写真 1

写真 2

写真 3

した。雨期ならば満々と水をたたえて

いるはずの川は干上がって，J11という

より，所々に7kたまりがあるといった

状態だ。それでも人々はここで水浴

し，水牛を洗い，子供達は天びん棒に

バケツをさげ，飲み水を汲む（写真 I,

2' 3）。「今年の乾期は， 3月に l回

雨が少し降っただけで，飲み水の天水

もたまらないのと， 農民は一抱えもあ

る陶器の瓶をさすりながらいった。子

供達の汲んできた飲み水は，この陶器

の瓶に入れられる。その水を沸かしも

せず，泥を沈澱させ，そのまま飲む。

それでいて病人が出ないのは不思議な

くらいだ。

「こんなひどい早魅は20年来な かっ

た。早越の年でもタピオカ （飼料用の

イモ）なら植え られるのだが，今年は

それさえだめだったJと農民は いっ

た。だから何もする ことがない。樹陰

にすわり込んで， 日長一日，カチカチに乾き切った

畑の土を眺めているだけなのだ（写真 4参照）。バン

コクや近く の都市へ出稼ぎに行った若者も多い。

が，そこでも大変な就職難。いまや 450万人といわ

れるパンコクは 500万人ぐらいになっているともい

われる。

「雨がほしい」 一一それが農民たちの切実な願い

である。タイの農村には，その貧しさとは不釣合な

ワッ ト（寺院）がある。僧侶が仏像の青IJに，長さ30

センチほどの竹筒の中に火薬をつめた「ボンファ

イ」とい う打上げ花火を供え，呪文を唱える。それ

を木の枝にくくりつけ， 打ちあげる。ポンフ ァイに

は長さ 2メートル，直径20センチもある大型のもの

もあり，若者・たちはこれを担いで、ワットの周囲を 3

固まわったあと，畑のまん中に持っていってズ ドン



と打ち上げる（写真5参照）。僧侶は「今年は雨が降る

かJ「村は栄えるか」「人々は幸せになれるか」と呪文

を唱えて点火，うまく打ち上げられれば，雨は降り，

稔りは豊かで，人々は幸せになれる，というわけだ。

もっと土俗的な民間信仰も生きている。村の若者

たちは猫をつかまえて簡に入れ，これをかついで一

軒一軒農家を回る。家の周囲を 3固まわりながら桶

で猫に水をぶつかける。水の嫌いな猫は悲鳴をあ

げ，暴れ回る。その声が，天にまします雨の神「プ

ライン」と「ピルンjに届き2 雨を降らせてく れる

というのだ（写真6参照）。

その行事が終ると，今度は大きなペニスを持つ木

製の人形を若者たちがかついで村を回る。ペニスに

横姻 ：インドシナ半島大皐魅 79 

は糸がついていて，ピクピク動く（写真 7参照）。 写真4

若者たちはタイダンスを踊りながら

歌う。

「俺のセガレはでっかいぞ」

「この村の女はあそこが大きい」

「俺のと合わせてやってみたらどう

だ」

「やればやるほどいい気持」

「さあさあ，やろうよ，踊ろ うよ」

卑狼な歌詞だが，男も女も楽しげで

ある。人形の動きに合わせて，同じ動 写真 5

作をする若者もいて，若い女はキャー

キャーと大声をあげるのだ（写真8参

照）。

村によっては共同井戸がある。必死

にこいでもチョロチョロしか出ない水

をポリパケツやパケツに入れ，それを

運ぶのは子供達の仕事だ（写真 9'10参

照）。東北タイの子供たちは実によく

1iw.パ。

これより先，今年の 1, 2月にかけ， 写真 6
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写真 7

写真 8

写真 9

私は北部タイ，西部タイ，カンボジアの北部を訪れ

た。そこも聞きしに勝る早魅だった。

北タイの主要都市チェンライから北東へ車で3時

間。ラオスから国境を越えて逃げてきた難民を収容

しているチェンカンの難民キ ャンプがある。イ ンド

シナ戦争が終った75年から，ラオスの内政の不安，

とくに山岳少数民族に対する「山から降ろす政策」

に反抗して，メコン河を渡り，この難民キャンプに

収容されている人は6,000人。モン族（通称メオ族），

ヤオ族，ホ一族，ラオターン族，ムーソ一族などが

それぞれの伝統的な生活様式を守って住んでいる。

最大の問題は水不足であった。乾期にはいってか

ら，キャンフ。内数カ所に掘られた井戸は，水がどん

どん減り，私が訪れた時点ですでに使用不能。わず

かにしみ出す水をツルベで汲んだ水は，半分が泥で

あった。幸いキ ャンフ。の外に湧き水の

出る所があり，難民たちはバケツをか

ついで汲みに行くことを許されてい

る。しかしその水も濁りがひどい。国

連難民高等弁務官事務所 （UNHCR)

の手で井戸掘りも始っているが，岩盤

が固く，水の出るメドは立っていなか

った。このキ ャンフ。を管理しているタ

イの内務省の役人は「日本には井戸掘

りの優秀な機械や技術者が多いと聞い

ている。来てくれたら本当に助かるの

だが」といった。

チェンカンの南の，やはりラオス国

境近くにあるチェンカムのラオス難民

キャンプでも事情は同じだった。井戸

は干上り，井戸掘りも始っていない。

述び込まれた巨大な給水塔が，キャン

フ。の真中にデンと横になっていた（写

真ll参照）。 2,000人の難民と，周辺に

住むタイの農民を l人で診療している



ドイツの奉仕団体「MHD」派遣の若

い女医さんは「明らかに水質が惑いた

めに起る下痢患者が多発している。け

れどもヤオ族は呪術師に頼り，伝統的

な方法で治そうとする。病院に運び込

まれるときは，もう手遅れというケー

スが多いのです」とため息、をついた。

そこでヤオ族の呪術師の祈祷所へ出か

けていった。ヤオ族は漢字で許かれた

お経を読む（写真12参照）。 長い帽子を 写真10

かぶった呪術師が3 病人を地面に

座らせて踊っている。~には『三

国志』に出てくる諸葛孔明と関羽

の画像がかけられていて，かつて

日本でゴミ集めの際使った銭を鳴

らしながら， 人々はお経を読む。

やおらl児術師が「聖なる水Jを口

にふくむと，フッ と病人に吹きか

けた。これで病魔は除かれたとい

うわけだ。水というのはそれほど 写真11

貴重なものなのだろう。

チェンライから東南へ 300キロ，ナンという町

からさらに東へ向 うと，あとラオス国境まで20キ

ロという 山の山頂に，ソ トゥンのラオス難民キャ

ンプがある。鉄条網のはられていないタイで唯一

の難民キャンプである （写真13参照）。 なにせ標高

2,000メー トル近い山頂にあるのだから，逃げた

くても逃げられない。難民は約 l万人。当然「水」

が最大の課題である。 昨年までは山麓から給水車

で水を運び上げていたのだが，非政油国のタイは

第二次オイル・ショッ クをま ともに受け，給水車の

ガソリン代がなくなってしまった。山を降りて，

麓に流れる谷川の水を汲み上げる以外にない（写

真14参照。右下に見えるのが谷川，薄く見える稜

1揖堀 ・インドシナ半島大阜越 81 

線がラオス国境）。UNHCRは谷JI！からポンプで 写真12
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写真13

写真14

写真15

水を汲み上げ， 山頂に給水塔を立てる

計画を進めているが，予算があと 5万

ノξーツ （約60万円）不足することがわ

かり，こま りはてている。「ここへ来

た日本人は君が初めてだが，何とか日

本から金と人を送ってもらう よう交渉

してくれないか」 と監督官のタイ内務

省の役人はいった。

西部タイの皐魅も予想以上だった。

映画「戦場にかける橋」で一躍有名に

なったカンチャナブリのクワイJI!（写

真15参照）の水量も例年になく少ない。

そこから先，泰緬鉄道がいまも生きて

いるキンサイヨークの先あたりまでは

見事な舗装道路が続いているが，それ

から先は猛烈な砂塵の道だ。 川が干上

っている。けれどもそれは道路や橋の

建設にとっては好都合だ。 クワイノイ

川 （クワイ川は二つに分れ，小さい方

をクワイノイ，大きい方をクワイヤイ

と呼ばれる）に沿って建設された

かつての泰緬鉄道の跡をたどって

いく途中，何度も橋梁工事にぶつ

かった（写真16参照）。橋のない所

も多し本来ならジーフ。か大型ト

ラッ クでしか行かれないのだが，

乗用車でも川を ジャブジャブ渡

り，向う岸に渡れる。早魅も恩わ

ぬと ころで良い点もあるのだ．

戦争中，日本軍がニーケと呼ん

だサンカプリの町は， 川をはさんで右岸にモン族，左岸にタイ族が住んでいる。 Jllの

上には水上レスト ランもあって，この川を使って人々は付近の木材を切り出し，イカ

ダを組んで流す。泰緬鉄道があった当時は，鉄道橋がかかっていたのだが，いまは落

ち，この付近に住む高僧が浄財を集め，木造の橋をつくった（写真17参照）。雨期にな

ると，水は橋ゲタすれすれまで達し，橋は通行不能となるのだというが，乾期の水量



はこの程度だ。

タイ ・カンボジア国境の水不足

は，大量のカンボジア難民の流入

もあり，より深刻である。国境線

上にあるカンボジア人の“難民村”

には UNICEF（国際児童基金）が

給水車を出し，水の供給を続けて

いるが， 80万人にのぼる （タイ軍

部の推定）というカンボジア人に

とっては，まさにこれが“救いの 写真16

水”である。給水車が給水タンク

に水を入れるとカンボジア人たち

はありとあらゆる容器を持ち出

し，このにぎわいとなる（写真18

参照）。また，水があり， WFP（世

界食糧計画1からの食糧援助があ

り，さらに国際赤十字の医療援助

があるため，カンボジアの内陸奥

深くからカンボジア人たちは牛車

を連ねて国境線上の“難民村”に 写真17

出てきでは，配給を受けて帰っていく の

である（写真19参照）。

一方，国境を越えてタイ領に流入した

カンボジア人は，サケオやカオイダンな

どの難民キャンプに収容されているが3

何もない所にいきなり数万人規模の難民

住宅が建ったため，水の供給は重大な問 ー

題である。UNHCRはキャンプ内に井戸 広 告

掘りを始めたが，地元の業者の 能力 で臨

は， 水脈の探査やボーリングの深さに11艮 写真18

績捌 ：インドシナ半品大早魅 83 

界があり，うまくいかないケースが多い。このためカオイダン難民キャンフ。の場合，

UNHCRは地元の水を売る業者に l日l；万 5,000ドノレもの支出を余儀なくさせられて

いた。 ところが， l月，日本政府派遣の井戸掘りチームが優秀な機材を空輸してカオ

イダン難民キャンプに乗り込み，地下90メート／レも掘って「クリスタル ・ウォータ

ーJを次々と掘り当てたのである。



84 

写真19

写真20

しかし， 2月にはいって日本大

使館は 「国境情勢不穏」を理由に

突如，日本政府派遣の医師団と井

戸掘り チームに対しカオイダン難

民キャンプからの撤退を指示し

た。たしかに国境付近では，ベト

ナム軍と ポル ・ポト軍の問で小競

り合い程度の戦闘は続いていた

が，これは去年の乾期が始まった

9月末ごろからずっと続いていた

ことであった。 日本の政府派遣チームの撤退に，

UNHCRも各国の奉仕団体もあっけにとられるだけ

で，日本に同調して撤退した国はなく，ただ日本の

突然の撤退をいぶかる声があがった。 国境情勢を中

心に取材に当っているアランヤプラテートの地元の

記者は「日銭 l万5,000ドルを稼いでいた業者が，

日本の井戸掘りの優秀さに脅威を感じて，“危険だ刊

との情報を日本大使館に流したのさJといってのけ

た。その真偽はともかく ，難民たちゃ UNHCR は

日本の井戸掘りチームのカオイダン復帰を強く望ん

だ。日本の井戸掘 りチームも職人気質から「少々危

険でも井戸掘りを続けたい」とし、い出し， 3月には

現場復帰，カンボジア難民の中で井戸掘りの経験の

ある人夫を使って井戸掘 りが再開された （写真20参

照）。

タイ ・カンボジア国境にへばりついて， ベトナム軍と戦っているポル ・ポト軍側

も，水不足に悩まされている。 2月末，ポル ・ポ卜首相にかわり民主カンプチアの首

相となったキュー ・サムフ ァン国家幹部会議長に招待された西側記者の一人として私

はカンボジアの北部国境のダン レック山脈内にあるポル ・ポト軍の基地とその周辺の

村を訪れた。幅 5メートノレほどの川は完全に干上っていた。村人は乾いた川底に手て、

深さ lメートルほどの井戸を｛可ヵ所も掘って，しみ出してく る水を空カンで汲み出し

ていた。印象的だったのは，その井戸の横に必ず木の板の蓋が置いてあったことだ。

「ベトナム軍が空から毒の粉を散く。 そのときはすぐ蓋を閉めるのです」というので

ある（写真21参照）。

小さいながら菜園もつくられていた。 川底の井戸から汲み出した水を石油カンに入



れて運び，ミルクカンの底に小さな穴

をあけ，如雨露の代りに使っていた

（写真22参照）。米はWFPの国際援助

ではいって来るし，首都フソンペンを

追われて逃げて来る際，かついで、来た

古米もあって十分だが，香りの強い野

菜がないとカンボジアの人々は飯がの

どを通らないのだという c

タイの各地，タイ ・カンボジア国境

を歩き回って今年の皐魅はきわめて深 写真21

刻だとの印象を受けた。そこでタイ

の気象台から一昨年と昨年の年間雨

量の比較データをもらった。第 li表

を見ていただくとわかるとおり，バ

ンコク周辺のドンムアン，チョンブ

リ，ホアヒ ンなどの中央タイは前年

比の50%以下である。東北タイのウ

ボン，ノンカイ＇ ~ヒタイのナコンサ

ワン， チェンライ，タークなどはがl

年比60%以下，70%以下が多い。西 写真22

横剃 ．インドシナ＇i'&J大羊魁 85 

部タイのカンチャナブリは90%以下だが，それより西のデータはない。逆に陶部タイ

のナコンシタマラート，ソンクラ，ハジャイなどと，アランヤプラテー トから南のク

ロンヤイにかけてのタイ ・カンボジア国境は前年より雨祉が多い（第 l図）。一昨年の

タイは雨量が比較的多かった年なので，若干の割引きが必要だが，タイの農業の専門

家にいわせると，天水によ る自然瀧慨に頼るほとんどのタイの農村では，雨盆の10%

減はたちまち阜魅被害につながるというから，この雨量の比較だけで，今乾期の早越

の被害は甚大であることが推定できるわけである。

ご存知のように， タイの泌i阪は主と してタイの中央部を流れるチャオプラヤ河（通

称メナム河＝メナムはタイ官官で「大きな河」を意味するから，メナム河とJI千ぶのはあ

まり適当でないと思われる）を中心とした自然瀧慨にJlifiっている。 しかもバンコク周

辺やアュタヤ，スコタイなどの水路は，旧王朝H寺代に造られたものが，いまでも使わ

れており，新たな瀧概用ダム，濯瓶発電の多目的夕、ムの建設は，遅々として進ま な

い。「ビジネス ・レビュー」の今年 l月号によると 3 1956年 までに建設された潜i飢用

ダム （主 として小規模ダム）は108だったのに対し， 57fj~から66年までには5 1 , 67年

から76年までには46しか建設されていない。発電もできるダムは57年から66年までに
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第 1表 タイの年間雨量

Station 19 7 8 197 9 

Chiang Rai 2220.3 1415.9 

2 Mae Hong Son 1200.9 850.2 

3 Mae Sariang (District) 1264. 7 1110. 3 

4 Chiang Mai 1350.8 967. 8 

5 Nan 1237. I 957.2 

6 Lam pang 954.2 672. 5 

7 Phrae 1189. 9 806.3 

8 Uttaradit 1735.6 1076. 7 

9 Tak 881. 0 877. 7 

10 Phitsanulok 1228.0 938.9 

II Bhumipol Dam (Sam Ngao District) 1037.3 837.8 

12 Mae Sot (District) 1150. 7 1180.4 

13 Phetchabun 1236.5 786.9 

14 Nong Khai 1814.3 1176. 5 

15 Loei 1687.2 1305.4 

16 Nakhon Phanom 2738.3 2092.4 

17 Udon Thani 1793.4 964.5 

18 Sakon Nakhon 1693.4 1558.9 

19 Mukdahan (District) 1675.4 1401. 8 

20 Khon Kaen 1390.2 1177.4 

21 Roi Rt 1651. 9 1349.0 

22 Chaiyaphum 1579. [ I 1007. 1 

23 Ubon Ratchathani 1945.9 1715.6 

24 Nakhon Ratchasima 759.3 642. 7 

25 Surin 1632.5 1245. 1 

26 Nakhon Sawan 1208.5 678.3 

27 Lop Buri 1069.5 772. 1 

28 Suphan Buri 1428.0 705.9 

29 Kanchana bur i 854.5 768.9 

30 Don Muang (Bangkok Airport) 1246. 2 584.9 

31 Bangkok 1236.4 1133. 4 

32 Prachin Buri 1808. 1 1302.6 

33 Aranyaprathet (D川口ct) 1155. 8 1236. 1 

34 Chon Buri 1489. 8 740.9 

35 Ko Sichang (District) 1599. 7 721. 7 
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第 1表 （つづき）

Station I 9 7 8 I 9 7 9 

36 Sattahip (District) 1020.9 915.9 

37 Chanthaburi 3137.4 2585.6 

38 Khlong Y ai ( Distric 4682. I 5153.0 

39 Phetchaburi 995.8 371. 7 

40 Hua Hin (District) 1059.6 452.6 

41 Prachuap Khiri Khan 1204.0 679.6 

42 Chump hon 2248.0 1599.5 

43 Ranong 4545.6 4313.6 

44 Ko Samui (District) 1483.5 1542.0 

45 Surat Thani 1434.2 1398. 1 

46 Takua Pa (District) 4073. 3 3736. I 

47 Nakhon Si Thammarat 1675.2 1842.1 

48 Phuket Airport 2364.2 2196.1 

49 Phuket 1774.3 1636.6 

50 Trang 1964.8 1896.3 

51 Sa tun 1904. 9 2158.2 

52 Songkhla 1336.3 1752.9 

53 Hat Yai (Di目trict) 1262.6 1535.3 

54 Pattani 14-78.9 1599.0 

55 Narathiwat 1850.3 2722. 2 

2ヵ所， 67年から76年までに 2ヵ所建設されただけ。今年 l月3 クワイ川にパンチャ

ウネンダム（貯水量5,600万トン，シーナカリンダムと改称）が世銀の援助で完成し

たが，早越の影響もあって，ダムに水がたまらない。そのうえこの流域は年間雨量は

I, 000～2,000ミリの地帯で，計画でも 4年後でなければ満水にならないという。せっ

かく ダムができても，発電用の取水口まで水位が達しないため，発電の試運転もでき

ないでいる。

このほかにも政府が現在建設中の濯瓶用ダム，港紙ポンプシステムなどの大型プロ

ジェク トは19もある（第 2表）。 しかし，工事の速度が遅く，その聞に物資の値上がり

や労働賃金の上昇など，さまざまな問題があり，今後の見通しは暗いといわざるを得

ない。ダムが完成すれば水没する地域に住んでいる住民に，立退き料を先払いする習
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第 1図 MAPSHOWING METEROLOGICAL OBSERVING STATIONS 

。I

. 、、＇＂＇，、、いい 企＇＂、1\\111•11

慣があるが，農民たちは「どうせ予定どおり完成するはずはない」と立退き料だけも

らって悠々と暮しているケースも多い。

しかし，タイの溢i統面積は，こうしたプロジェクトで少しずつではあるが増え， 56

年当時780万ライい ライ＝0.16ヘクタール）だったのが， 66年にはI,170万ライに， 76

年にはl, 530万ライになり ，78年現在の数字で I,700万ライとなり ，22年間で約 l,000

万ライ増加した。だが，タイの畿地は l億l,600万ライであり，このうち水田は7,300

万ライ， 畑は2,000万ライを占めている。 したがって現在遂行中の瀧概プロジェク 卜
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プロジェク ト名

第 2表 タイにおける滋i飯プロジェク 卜一覧 （ダム， ポンプ，水路を含む）

①ピサノ ローク

②ス コタイ

③キウ ロム

④メナド

⑤メクワン

⑥大メクロン

⑦クラシオ

③パンパン

⑨ラムパオ

⑬ナムポン

＠ナムオン

⑫ドンノ イ

⑬フェルアン

⑬マープラチャン

⑬プランブリ

⑬パタニ

⑫モーノー（第一期）

⑬タダン

⑬パンワード
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が全て完成しで も， なお農地の大半は天水港慨に頼らざるを得ないわけである。

もう一つ悲劇的なことは，タイ ・ラオス国境を流れる大河メコン河からの濯慨が3

水位の関係や大規模な資金や関係各国間の合意の必要性などからきわめて難しく，こ

れを有効に利用しようとい う国連のアジア太平洋経済社会委員会 （ESCAP）のメコン

委員会が， 75年のインドシナ戦争終了後もベ トナムと民主カンボジアの政治的対立で

“開店休業”となり，さ らにベトナムのカンボジア侵攻後は，ベトナム，ラオス，タイ の

3国で暫定委員会が開かれるだけで3 実質的なメ コン河開発計画は宙に浮いている。

このように，自然の降雨盆によってタイの農業は完全に左右されるのが実情であ

る。 したがって，昨年雨期の降雨量がきわめて少なかったことは， 乾期にはいってか

ら， 従来，米の二期作を行なってきた地域がくっと縮小され，また二毛作を行なえた

農地も大打撃を受けることを意味する。タイ農業省は昨年の米の雨期作を平年並みの

I, 500万 トン（モミベース）と発表したが， 乾期作は平年の200万トン （同）の半分を

下回ると予測している。タイは昨年， 精米ベースで270万トンをインドネシア，シンガ
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ポーJレ，ホンコン，ベトナムなどヒソレマ

を除く アジア諸国に輸出し，これが最大

の外貨獲得源となってきた。しかし 3%

近い人口増による内需の噌大もあり，早

魅による乾期作の大被害で，「精米 ベー

スで100万ト ンを超す輸出を行なえば，

内需にショ ー子 ェジをおこす虞れが十分

あるJとユクテ ィ農業普及局長は警告し

ているほどだs

写真23 ところが商人は利にさとい。タイのク

リアンサック首相が内閣改造を行ない，さらに突然辞任してプレム新内閣が誕生する

という政治的空白の間に，すでに70万ト ン程度の米が輸出されてしまった，と見られ

る。政府がしっかり していれば，関税率を上げるなどの対策が取れたはずなのだ。と

すればもう 30万トン程度の輸出余力 しかない。だが悪いことに，タイはアジア諸国と

政府間ベースの輸出も行なっている。昨年の政府間ベースの精米輸出は130万トンで

あった。すでに輸出された分が政府間ベースのものとは考えられず，昨年並みの政府

間ベースの輸出を行なうとすれは‘“飢餓輸出”になってしまう。あるいはいったん売

った米を，高く買い戻すといった事態が起るかもしれない。

二毛作地帯の被害も甚大である。とくに砂糖は平年作の2,000万トンがI,600万ト ン

程度（シュガーケイン）に落ち込みそうだ。そのうえ，株出しができず，今後2年間は

見通しが暗い。早舷に強いタピオカでさえ，収量は 3割減。その うえ大口需要の EC

諸国が汚染の問題でタイ産のタピオカの輸入制限に動いてお り タイは独自でタピオ

カを利用した養豚業や澱粉産業を輿さなければならない事態に追い込まれている。

東南アジアにおけるも う一つの米の輸出国ピルマはど 弓かe 昨年の雨期は，雨量は

シッタン川，サルウィン川水系一帯で例年の 3分の 2，イラワジ川水系で例年の 2分

のlと2 かなり少なかった。だが雨は断続的に降り，稲の生長には支障がなかったの

が幸いし，雨期作は前年並みの1,000万トン （モミベース）を達成したs と3月末開か

れたピルマ人民議会で政府は発表した。ビソレマは78年，史上最高の1,034万6,000トン

（同）の大豊作で，精米ベースで60万トンの輸出を行なった。さらに全ての 米作地約

500万へクタールのうち，二期作地帯は旧王朝時代に造られた 2万8,000ヘクタ ーノレに

すぎず，そのうえ水田の80%は天水田で3 乾期作の米の収穫はほとんど期待されてい

ないため，タイとは違って昨年並みの60万トンの輸出は可能だ。しかも輸出は政府が

厳しく管理，昨年実績でもインドネシアに13万トン，バングラデシュ に10万 トン，中

国に 5万トンなど政府間ベースの輸出が大半を占め，民間ベースではブラジ lレョ香

港，シンカゃポー／レ，アフリカ諸国などであった。その意味では慢性的な米不足に悩む
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インドシナ 3国やインドネシア，マレーシア，香港などに対し，米の輸出と引きかえ

に政治的発言力を強めていく絶好の機会に恵まれたといえる。

とはいえ，昨年の降雨量が全体として少なかったことは， 二毛作地帯に重大な打撃

を与えた。この 4月，ラングーンから北約LOOキロにある下ピルマの米の二期作地帯

ベグー近郊のマイーン村を訪れて， 早魅の被害を見た。

マイーン村は例年，天水によって米の二期作を行なってきたが，今年はたちまちに

して水路の水が干上がり，稲作は不可能となった。農民は乾いた土地に落花生を植え

たが，おしめり程度の雨も降らないため作柄が悪い。試みに 2'3株引っこ抜いても

らったが，普通なら40個なのに， B個しか豆がついていない。 そのう え粒も小さい。

政府の落花生の買上げは lバスケット当り 3チャト（約LOO円）。落花生 lバスケットが

いくらに当るか，はっきり した数字はわからなかったが3 モミの lパスケッ トは31キ

ロであることから，ある程度推定できょう。「早魅の年は米をやめ落花生を植える。

それでも60～70パスケットはとれる。だが今年は10バスケット取れるかどうか・・・・・J

とマイーン村の農民はいった（写真23参照）。子どもたちの衣服は破れ放題。道路をへ

だてて，小さな水たまりがあるのだが，その水を汲んで水をやる気力もないようだっ

fこ。

ピノレマの滋瓶施設はタイにもまして貧弱である。わずかに旧王朝時代に造られたマ

ンダレー付近と，下ヒ、ノレマのペグー付近ぐらいなもので，港紙用ダムはプロームに最

近ユーゴの技術協力で北ナウィンダムが完成したが，日本が建設を予定している南ナ

ウインダムの方は，まだ調査中で，着工のメドも立っていない。こんな状態だから，

雨量の多かった年は米の二期作，少なければ裏作の可能なマイーン村の実情から推し

て，ビ‘ルマの大部分は裏作が大被害を受けたとみてよい。ゴ、7，落花生，雑豆類， 小

麦ーなどは大打撃を受けたであろう。ビルマ人の食生活に欠かせないチリ（唐辛子の一

種）は，市場の価格がすでに10倍にもはねあがったことが，これを裏付けている。 だ

からピノレマは，米の輸出余力は前年並みとなる ものの，その他の作物を輸入しなけれ

ばならない事態に追い込まれそうだ。とくにゴマは例年輸入量も大きく，タイ経由の

密貿易がさらにふえることが予想される。ヒツレマの早魁被害も大きいといわざるを得

ない。

ヒ勺レ＇＂＇＜，タイの 早魅について書いて来たが， これには一応の裏付けのデータがあっ

た。それが不十分でも現地を見ることができる。しかし，インドシナ 3国となると，

困ったことにデータもなく，また入国がきわめて難しいため，実態をつかめない。と

くにベトナムは， 何度入国を申請してもナシのつぶてである。民主カンボジアのキュ

ー・サムファン新首相に招待されて，カンボジアのダンレツク山脈内にある “解 放

区”にはいったり，中国に招かれたりしたのが禍いしたのかも知れない。いずれにせ

よ見せてくれないし，公表された雨量のデータもないので，この 3国については推測
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の域を出ないことをお断りしておかなければならない。

とはいえデータがまったくないわけではない。まずベトナムの公式報道からみてみ

よう。

今年 l月18日，ハノイ放送はこ う伝えた。

「ベトナム北部のほぼ全域で， 昨年9月以来3 まったくといっていいほど雨が降 ら

ず，この30年来でもっとも乾燥した日が続いている。主な河川の水位は平均以下にな

った。海岸の各省では，海岸から 5キロない し10キロの内陸にある耕地に塩水がはい

り込んだ。この単越によ って，冬春作は重大な影響を受けている。ファン・バン ・ド

ン首相は濯統用水路の後諜に努力を集'I］し，ポンプを動かすため農村にさらに多くの

電力と燃料を供給せよとの指示を出した」。

ハノイからバンコクに食料品の買出しに出て来る駐ベトナム日本大使館員に聞いて

も， ρ ノイ を流れる紅河の水位は異常に低く，橋げたの礎石が見えるほどで，現地の

人々は「こんなに水が少なかったことはない」といっていると話している。ベトナム北

部は異常な早越に見舞われているこ とは疑う余地がない。ベトナム南部のメコンデ〉レ

タ地帯の雨量もハノイ付近と同様年間1,500～2,000ミリであり，しかも上流のメコン

河の雨量が少なかったことが，タイやピ、ルマのデータでわかっているため，乾期には

いってからの早魅，海水の逆流の被害はかなり大きいと思われる。もっとも昨年の雨

期作については，昨年12月24日に関かれたベトナム国会で， レ・タン ・ギ冨1］首相 （当

時国家計画委員会委員長を兼務）が，「この l年間，ベトナム全国は農業，とくに食糧

生産を全力をあげて促進した。1979年の食続生産高は78年に比ベ 8%増えたJと演説

したことから，タイ，ピ／レマと同様雨期作は一応平年を上回ったとみてもよい。しか

し，同副首相はさらにその他の経済建設の発展を説明したあと「以上の成果は特別に

困難な条件の中であげられたものである。つまり ，77年と78年，ベトナムの農業は重

大な自然災害に見舞われ，食糧だけでも300万トンを失った。今年初め （79年 2月）の

中国の侵略戦争では，ベトナム北部各省の村落や経済文化施設が破嬢された」 と述

ベ，昨年の農業の発展が，こうした自然災害や戦火による被害を克服して達成された

ものであることを強調した。

けれども，ベトナムは75年のベトナム戦争終了後，慢性的な食額不足に悩んでいる

というのが定説である。米の輸入は毎年少なくと も150万トン以上と推定されてい る

うえ，洪水でなければ♀魅という自然災害に悩まされてきた。ベトナム当局はこうし

た凶作の連続はベトナム戦争中に行なわれた米軍の化学務楽の使用によるものと主張

している。今年 1月21日発表された「米国の議薬使用についての外務省覚書Jでは次

のように述べている。

「米国は中国およびその従僕と密接に協力して『ベトナムがラオスとカンボジアで

化学毒薬を使用している』という中傷的非難を行ない，世論を欺こうとしている。
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...ベトナム，ラオス，カンボジアに対する戦争中，米国は爆弾，砲弾，その他各種

の兵銀のほかに， 化学毒薬とガスを系統的かつ大規模に使用して民間人を殺し，イン

ドシナ 3国の環境を破壊した。米国は南ベトナムのほぼ全省に10万トン以上の化学事態

薬を散布した。南ベトナムの耕作地の43%に当る ！万3,000平方キロの耕作地と森林

の44%に当る 2万5,000平方キロの森林が，少なくとも l回あるいは数回の散布を受け

た。またココヤシ園の70%，ゴム園の60%，海岸沿線にある松林のll万ヘクタール，

マングローブの林の15万ヘクタールが落葉斉ljの散布を受けた。この化学戦争の結果，

数百万の人民を養うのに十分な食糧が破壊された。米国が散布した化学毒薬のため

200万人のベトナム人が中毒症に苦しみ，そのうち3,500人が死亡した。 －・・・1970年以

来，ベトナムの科学者は 2・4T（米軍の使用した落葉斉ljで2・4Dより強力）がも

っとも毒性のある物質の lつであるジオキシンを含んでいることを明らかにしてき

た。・0 ・ジオキシンは本来のまま，きわめて長期間存在し，木の葉を落し，数十年に

わたって耕地の耕作を不可能にし，国土の環境を変え，それによって洪水や皐越を引

き起こすのである」。

要するにベトナムの農業は，まだベトナム戦争の後遺症を受けているというわけで

ある。とすれば，ベトナムが今乾期に受けた被告：はさらに甚大であろう。昨年末の国

会で政府報告を行なったレ ・タン ・ギ副首相が，その後の内閣改造で国家計画委員会

委員長の職を解任されたのも，ベトナムの農業不振の責任を取らされたともみること

ができょう。

次にラオスだが， 地図で見てもわかるとおり，国土のほとんどがI,000～2,000メー

トル級の山地であり，平野部はメコン河沿いにわずかに広がっているにすぎない。こ

の地域の降雨量はタイ側の観測lから推定できる。まずビエンチャンはメコンをはさん

でタイのノンカイの対岸にあるので， I, IOOミリ程度の降雨量と推定される。 平年の

降雨盆はI,500～え000ミリだから，かなり少ない。北のルアンプラバンは，タイのチ

エンライの雨量から推して前年の 6割程度，南のサパナケッ トはタイのコンケンの雨

量から推して前年の 8割 5分程度，パクセはタイのウボンの雨量から推して前年の8

割 8分程度と見ることができる。ただ，高地でも，／レアンプラバンの南東 200キロの

シェンクアンの高原は， 2,000ヘクタールの耕地があり，ここの皐越被害を推定する材

料がない。いずれにせよメコン河の水位の下がり方はひどく，ピエンチャン付近では

4月末には河の真中に中洲ができ，タイの商人たちによるマーケットがにぎわいをみ

せている。この中洲に行くのにタイ側から干上った河原に降りて約 100メート／レも小

舟で行けば着いてしまう。中洲からラオス側にもほぼ100メートルで，これがまたラオ

スからの難民のタイ流入を一層'?G-易にしている。

ラオスはただでさえ米の足りない国である。国民の90%が農民であるにもかかわら

ず，米の自給ができないばかり か，昨年はメコン河の洪水被害に対する国際援助を受
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けでもなお20万トンの米が不足であった。政府は今年にはいって農民に小規模な自主

経営を許し，自由市場で売れるよう制限を緩和した。中国と同様，農民の耕作意欲を

高めることがねらいであろう。しかし，この早魅の被害を乗り切れるほどの効果があ

るとはとても思えない。

最後にカンボジア。昨年 l月，ベ トナム軍が侵攻し，ポノレ ・ポト政権はフ。ノンペン

を捨ててタイ国境付近の山にこもり，抵抗している。カンボジア圏内にはへン ・サム

リン政権ができたが， l年たっても この政権は育たず，ベトナム軍の直接的支配が続

いていることは，誰の目にも明らかである。ハノイ経由でへン ・サムリン政権のカン

ボジアを訪れることを許された西側の記者でさえ，いたる所に駐屯するベトナム軍を

見，あらゆる行政機関がベトナム人か，またはベトナムに長い間住んでいた「クメー

／レ ・クロム」と呼ばれるクメール人によって運営されている現実を見ている。ベトナ

ム，へン ・サムリン政権が「ポル ・ポト軍などはもはや組織的抵抗力を失った」と何

度も公表しているが，現実にポル ・ポト軍は，中国からの十分な軍事援助と世界食糧

計画 （WFP）をはじめとする国際機関からの食糧援助を受け，予想されていた今乾期

のベトナム軍による掃討作戦を乗り切ってしまった。戦火はタイ ・カンボジア国境ば

かりでなく，カンボ、ジア園内にも及んでいることは， 100万に近い飢えたカンボジア

人が，国際機関の配る食糧を求めて，プノンペンやタケオなどカンボジアの中心部か

ら出て来ている現実がこれを証明 している。米国の偵察衛星による観測でも，雨期作

の作付面積は全耕地の10%以下であるという。

カンボジアは本来きわめて豊かな自然に恵まれている。ポル ・ポト政権時代には，

「米作のみを重視する」方針が取られ，都市住民が農村に「強制移住」させられたり，

大規模港紙工事に長時間，重労働を強いられ，病気や栄養失調で多数の犠牲者が出た

ことは間違いない。しかし，ポル ・ポト政権は解放2年後の77年に早くも「米の自給

を達成できた」と宣言，アフリカ諸国に輸出までしていた。中国系のカンボジア住民

にいわせれば，カンボジアは「魚米之郷」（非常に豊かな土地を意味する） であり ，

粗放農業でも戦火さえなければ国民は食べていける国なのである。しかし雨期作の作

付もできず，早越の被害も大きいと予想されることから，カンボジアの飢えは今後も

ますます深刻となりそうだ。

このようにインドシナ 3固とタイ，ビ、ルマを含むインドシナ半島全域が，大早魅に

襲われていることは間違いない。米を食べなければ，しかも日本人と比べれば 2,3 

倍の米を食べなければ食べた気にならないインドシナ，東南アジアの人々にと って，

米不足は重大な問題である。どの国がどれだけの米をインドシナ 3国に売ることがで

きるのか，タイ，ビ、ルマの米はどこへどれだけ売ることができるのか。 「ベトナムは

カンボジアの米ほしさに侵攻した」という説があるくらいだから，米をめぐってイン

ドシナ，東南アジア諸国の政治動向に大きな変化がでてくることも予想される。その
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意味で今乾期の大早越は， 今後のインドシナ，東南アジアの情勢を占う大きな要素と

いえるだろ う。

（注 ：写真はタイ在住のカメラマン瀬戸正夫と横堀克己の撮影したものである。）

（朝日新聞，パンコク支局長）
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