
  
  グローバルな視点から見た水田農業の評価(1)

  誌名 水利科学
ISSN 00394858
著者名 真勢,徹

田代,卓
発行元 水利科学研究所
巻/号 47巻5号
掲載ページ p. 1-22
発行年月 2003年12月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



グローパルな視点から見た水田農業の評価（ I ) 

真勢 徹

田代 卓

目次

第 l部研究調査の背景

第 l章序にかえて 第 3回世界水フォーラムの争点

第 2章 欧米農業とア ジア農業の相違

第 3章 資 源利用の公平性とは

第 4章 資 源利用の持続性とは

第 1節地力維持の観点から

第 2節社会学的観点から

第 5章 新たなメノレク 7 ーノレの展開に向けて

参考文献

（以下次号以降に掲載予定）

第 2部 アシアの水田農業の検証

第 1章前回の論点

第 2章各水田農業の背景と変遷

第 3章 現地調査の要諦

第 4章調査結果

第 5章 まとめー各地域の比較検証

参考文献

第 3部 新たなメノレクマーノレの展開

第 l章 これまでの要約

第 2章風土と地域農業

第 3章 資 源利用における公平性の考察

第 4章 資 源利用における持続性の考察

第 5章 新たなメノレクマーノレの展開

第 6章まとめアジアからの提言

参考文献



2 

第 1部研究調査の背景

第l章序にかえてー第3回世界水フォーラムの争点

第 3回世界水フォーラム （WWF3）が2003年 3月に京都，滋賀，大阪（以

下，京都フォ ーラム）で開催され， 水をめぐる幅広い課題が討議された。「21

世紀は水の世紀」といわれる中で， 2025年には世界人口の少なくとも 3人に 1

人が水不足に悩むと予想され，水が原因の国際紛争も頻発する兆しにある。そ

の背景に，途上国を中心とする人口の急増と水需要の増大があることはいうま

でもない。 100年前と比較して，世界人口は 3倍に増えたが，水需要の増加は

実に 6倍にものぼっている。しかも，地球上で利用可能な水の開発は，もはや

限界状態に達しつつある。

京都フォーラムにおいて，もっとも主要な論点の一つは，農業用水の効率化

についてであった。現在，世界中では年間 3兆5,000億 tの水（琵琶湖130杯分）

が使われているが，その70%強は農業用水の需要である。したがって，現状に

おし、て不満足な農業用水の利用効率を改善し， そこから生みだされた水を生活

用水や工業用水等，他用途需要に振りむけることの意義は大きい。

その有力な手段として，京都フォーラムで論議されたのが農業用水に対する

価格化政策 （WaterPricing Policy）についてである。水道用水等の場合と同じ

ように，農業用水においても使った量に見合う料金を徴収するようにすれば，

効率的な水利用が促進されるとしう 考え方，つまり従量料金制の導入について

である。現に，欧米の企業的農業では，従量料金制が一般的である。

この考え方は一見正しいよ うに見える。 しかし従量料金制の導入は，水代

金を支払う資力をもっ企業農家には適用可能であっても，多くの途上国農民に

とって，きわめて困難な課題である。また導入の是非については，世界の各地

域が有する風土・社会背景への考察が不可欠で、ある。

表 1は，京都フォ ーラムのうち，「農業，食料と水に関するセッション」に

おける，いくつかの発言要旨を示したものである。

これらの発言には，地域背景の違いや営農形態の違いによる微妙なニュアン

スの差があるのは当然だが，全体として， 京都フォーラムは水の効率性を論議

する場であったといえる。ここで問題とすべきは「効率性」の定義についてで
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表 1 京都フォーラムにおける発言要旨 （事例）

＊水効率に主眼をおく乾燥地湛ill{（点滴瀧統等）と， I荏i夜の外

部労j来を重視するi提出l地濃概 （水田荷主税等）の認識の相違は，
FAO 

この 10年で狭まりつつあるが，両者とも流域総合管理等の視
欧米的発言

点から，より多而的な効率性の｜「1］上を図っていく必要がある。
の例

＊水田：草紙の多I師的機能 （すなわち外部効果）は検討される

べき重要なポイントだが，現状では不適切な許価手法にもと IWMI 

づく過大な評価も見受けられる。

＊世界的に知られるバリ烏の伝統的illli段様式”Subak＂の基調を
インドネシア

なすものは 「公平性J「透明性J等の点である。

＊韓国では古来より水田農業が人間社会と自然との関係の根

アジア的発
幹にある。農薬，肥料等の抑制問題も，こうした大きな（包括

韓医｜

言の例
的な）視点から見直されるべきであり ，一面的な環境論で結

論を出すべきではない。

＊この数年，台湾で進めてきた調査によれば，水田i益i就が持

つ正と負の外部効果のうち，正の効果が大きいことは明らか 台湾

である。

(WWF3 Proceedingsより筆者要約）

ある。人類社会の持続的な展望を，水を中心とする資源利用の観点から模索し

ようとするフォーラムの場においては，水や土地資源がもっ経済性の側面もさ

ることながら，むしろその利用保全における公平性と持続性をより高める方途

こそが論じられるべきだったので、はないだろうか。すなわち，効率性の定義は，

公平性と持続性の観点から見直されるべきであるというのが，筆者らの主張で

ある。

筆者らはここ数年 「グローパルな祝点から見た水田農業の評価」をテーマに，

水や土地資源の利用保全における公平性と持続性を，科学的に計量・評価する

ことを目的とした研究調査を行っている。すなわち，カンボディア（洪水氾濫

原の農業），ラオス（洪積台地の農業），スリランカ（伝統的な溜池連珠による

農業），インドネシア（火山性傾斜地の農業），および日本（八郎潟干拓地のシ

ステム化された農業）等を比較検証することを通して，これまでの経済的な側

面にかたよった効率性の考え方を是正する新たなメルクマールとして，公平性

と持続性の側面から見た効率性を計量化しようとする試みである。

本稿は，研究調査の背景と趣旨，手法と結果，ならびに新たなメルクマール
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の展開について， 3回にわたり報告しようとするものである。

第2章 欧米農業とアジア農業の相違

（注 ：この章のタイトノしに用いた欧米農業とアジア農業は，比較的に寡雨 低温な

欧米的風土の下に成立した天水畑作農業と，多雨－高温なモンスーンアシア的風土

の下に成立した潅瓶水田農業を，相対的な関係において捉えようとするものであり，

地理的区分上の厳密性を期するものではない。）

自然観 （人間と 自然との関わり方）や農業観（地域にと って農業とは何を意

味するのか）は，それぞれの地域が有する風土性の違いに大きく 左右される。

にもかかわらず，戦後の世界農業がたどった道程は，一様に「単作化 ・化学化・

機械化」による「農業の近代化」を志向した路線であった。それは，国際的に

大きな影響力をもっ欧米諸国の風土的背景のもとに開発された農業技術の体系

が，風土性の違いを越えて世界に伝播していった過程で、もある。

戦後世界における農業の近代化とは，農業的な資源利用の経済的な効率を極

大化しようとするものであった。例えば，世界の化学肥料使用量は，後述する

ように1961年の3,100万 tから2001年の l億3,700万 tへと， 急激な増加を示し

ている。

戦後世界の農業は何故これほどまでに多投入，あるいは擬似工業化的な路線

をたどってきたのか，その根本的な理由のーっとして，世界の農業技術をリ←

ドしてきた欧米における NPP(Net Primary Productivity：純一次生産力）の

低さがあげられる。

NPPは日射量と降水量を基本として得られる各地域の潜在的なパイオ生成

能力を示すものである （注 ：ハイ オ生成物の乾物重であって，可食部分の重量ではな

い）。例えば，熱帯多雨林での30t/ha／年以上から，極地や乾熱砂漠でのほとん

どゼロまで， NPP値は幅広 く変化するが，古くからの農業地域では通常10

r/ha I年以上の値を示すとされている（農業環境技術研究所「世界における自

然植生の純一次生産力の分布J. 1987より）。

図 1中，横線で表示した部分は NPP値がlOt/ha／年以上の地域を示す。こ

れによれば，日本を含むモンスーンアジアの全域が本来的に農業適地であるの

に対して，アメリカ中西部，カナダ， 南欧を除くヨーロッ パ， オーストラリア

等，世界の穀倉地帯とみなされる大半の地域で NPP値は10t/ha／年未満となっ
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図1 世界の純一次生産力 （乾物重t/ha／年）
( I~業環境技術研究所 「世界における自然植生の純一次生産力の分布」 ， 1987 よりヲ｜用）

ており，これらの地域の農業が，自然のバイオ生成能力の不足を人為的な化学

肥料の投入等で補うことによ って成り立ってきたことが理解される。

このことは，裏作をともなう水田農業の土地利用集約度 R （注： FAOが世界

各地の作付け率を表す上で用いている指標）が約150であるのに対して， ヨーロッ

パにおける在来型の三園式農業では R= 67であることからも，裏づけること

ができる。

つまり，欧米農業に見られる化学肥料多用の傾向は，その低い NPPを背景

として，当面の生産性確保のためには長期的な資源環境への配慮、や地域社会の

保全を第二義的に扱わざるを得なかった背景によるものである。

このような当面の生産性確保を主眼とした農業技術体系が，アジア・アフリ

カなど植民地支配の時代，そして戦後の時代を通じて世界に伝播していったが，

それぞれの地域が有する風土性との聞に不整合が存在する場合，むしろ生産環

境の劣化をもたらす遠因となった。例えば「アラル海の危機」と呼ばれる中央

アジア・アラル海沿岸地域の大規模な環境破壊や，インダス河流域での塩害の

拡大等がその代表的な事例である。

同様の現象は，ア メリカ中西部や西海岸，オーストラリアのマレー・ダーリ

ン河流域，あるいは東北タイ や中圏西北部でも見られ，塩害による耕作放棄地
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だけでも世界全体で2,700万 ha（一説には4,000万 ha）に達するといわれる。

これらはL、ずれも，特定の気候風土のもとに開発された技術体系が，気候風土

や社会背景を異にする地域に直裁的な形で伝播していった ミスマッチングの結

果を示すものである。

これに対して，高い NPPにめぐまれ本来的にパイオ生成能力の高いモン

スー ンアジア地減では，その風土にもっとも適合した水田農業が数千年の普か

ら定着し地域資源の持続的な利用保全に大きな役割を果たしてきた（詳しく

は後述）。

一方，地勢的な側面からも，世界各地の農業生産環境は大きく異なる。モン

スー ンアジア地域では，環太平洋の摺曲造山活動によ って形成された急峻な地

形が，季節的に集中する雨期の降雨によって侵食され，細分化された複雑な地

形が形成されてきた。例えば，モンスーンアジア地域のほぼ全域で，降雨によ

る年聞の土砂流失量は250m3/km2／年以上で、あり，このような土砂の流失は水

田とL、う人工のテラスがなければ，さらに大きいものとなることが容易に理解

できる。これに対して，ヨーロッパの農業地域の大半では，土砂流失量は50

m3/km2／年未満で、あり，両者の違いは 5～ 6倍に達する。

このこ とから，モンスーンアジアにおける水田の開発とその維持保全は，単

に生産手段としての内部効果にとどまらず，地域資源保全の外部効果をも有し

ていると推論することができる。例えば，筆者がイ ンドネシア東部ジャワ州の

プラ ンタス河流域で行った調査結果 （2002年12月）では，流域の濯甑水田30万

haが持つ年間の土砂貯留機能は約80万 m3（または約2.7m3/ha）と試算された。

この量は15年に 1回の頻度で発生するクルド山などから下流部へ流出する火山

泥流の20%を抑止する効果があり ，同時に Fe, Al, Mn等の有用な微量要素

を水田に供給する効果をも併せ持つ。これらは，水田農業の外部効果を土の面

から見た場合の 1例である。

ところで，モ ンスーンアジアが有する高い NPPは，高いノミイオ生成能力と

いう「陽の面」と同時に，主として水の季節的偏りという 「陰の面」 を有して

いることも忘れてはならない。すなわち，モンスー ンアジアの NPPは通年的

には高くはあっても，降水の季節的偏りが原因して洪水とその逆のケースとし

ての皐魅を繰りかえし，農業に深刻な被害をもたらし続けてきたのである。こ

のことを，インドネシアの民族解放運動で知られる女性 RA カルティニは，

その書簡集 （1901）において「かわいそうなこの国 1 東モ ンスー ンのときに
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図2 モンスーンアジアとヨーロ γパの降水量の相違 （理科年表，2002より筆者作成）

は水不足になやみ，西モンスーンのときには洪水になやむ」と表現している。

図2は，モンスーンアジアにおける降水の季節的な偏りを，ヨーロッパにお

ける年聞を通して安定的な降水形態と比較して示したものである。

このように季節的に偏り の大きい降水条件を背景に，モ ンスーンアジアにお

いては古来より濯甑と排水，すなわち農業水手ljを通した水のコントロールが，

生存の前提条件としての“Must”な与件であり続けてきた。その結果は，現

在，世界の濯甑農地の71%がアジアに集中するとしづ数字に示されている。

しかも，農業水利を通じた水のコントロールは，水の面から見た場合の水田

農業の外部効果においても，大きな正の影響を地域社会にあたえている。例え

ば，先述のプランタス河流域調査によれば，流域の濯甑水田 （30万 ha）は，

河川総流出量118億 m3の56%に相当する66億 m3を貯留することによって河川

流量を平準化する機能を有しており，かつ水田の水張り，地下浸透，下流での

反復利用とい うプロセスを通して，生活用水－工業用水等を含むプランタス河

流域の水需要全体に対して年間22億 m 3の還元水を供給する機能をも果たして

いるのである。

一方，もともと安定した期別降水量の下に，天水農業が可能であったヨーロッ

パ地域では，産業革命以降，潅瓶技術の導入が図られたが，それは生産の安定

と，より高い収益を目的とした後発的なものであって，“Must”なアジアの濯
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甑との比較からは，いわば副次的なもの，あるいは“Notmust”なものと位

置付けることができる。

別の観点からすれば，世界水フ ォーラム等の場で主要な論点となった「水不

足（WaterScarcity）の克服」は，モンスーンアジアには当てはまらない。モ

ンスーンアジアでは，水不足ではなく「水の季節的偏 り （SeasonalImbalance 

of Water）の克服」こそが，その長い歴史を通じて最も重要な課題であり続け

てきたので、ある。

第3章資源利用の公平性とは

市場原理あるいは利益追求を第一義とする社会において，水や土地資源利用

の効率性が費用対効果の観点から評価されがちなのは当然である。例えば

IWMI （国際水資源管理研究所）は，単位資源利用量 （この場合，農地面積）

から得られる生産物を貨幣換算する，次のような評価法を提唱している。

SGVP＝〔ZAi・ Yi・ Pi/Pb〕Pworld

SGVP：国際標準価格で表示した生産物価格の総額

Ai：ある作物の生産面積

Yi：ある作物の単位収量

Pi：ある作物の，ある国での価格

Pb：麦類等，国際流通している主要作物の，ある国での価格

Pworld：麦類等，国際流通している主要作物の国際価格

同様に， IWMIは世界の潅甑農業の効率性を US$of Crop Production/m3 of 

Water，すなわち単位水量当り生産物の国際市場価格 （米ドル） 換算によって

比較し，各地域の濯甑効率に順位を付けている。

つまり，

｜資源利用の効率性 = 生産物の貨幣価値｜

を基本概念とする評価法であり，順位付けである。

このような資源利用における費用対効果の概念は，なんらかの指標によって

資源利用の効率性を客体化する上でそれなりの意味を持ち，したがって企業的
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な個別営農を前提とする欧米等の地域では蓋然性を持ちうる。しかし異なっ

た地域条件，例えば厳しい風土性を与件とするモンスーンアジア等の地域では，

集団内における資源利用保全の等値化を図らなし、かぎり，地域資源との対応を

健全な形で持続させることは困難である。したがって，費用対効果の概念は第

二義的な意味しか持たない。

図3は，カンボディア Barku村の土地所有－利用形態を示したものである。

同村では一部を除き，ほぼ雨期の水稲単作を主体とした農業が営まれている。

図からは 2つのことを指摘することができる。 lつは，戸当り所有面積の平均

が0.85haと比較的狭小な農地が多くの人口を扶養している事実， 2つには，

所有面積の変動係数 （標準偏差を平均値で除した値）0.64と比較して 1人当り

耕作面積の変動係数が0.54と明らかに小さくなっている事実である。このこと

は，最低限の生計を維持する上で必、要となるI人当り耕f乍面積を満たすために，

B 

L、つた伝統を通じて，資源利用に関する村落構成員聞の等値化が図られている

ことを意味する。その前提となっているのは，村落内に極端な強者と弱者を生

じさせることは，ひいては弱者の離脱や強者の専横を通して集団による地域の

保全を難しくするとし、う共通の認識であろう。

このように，アジアの水田農業地域では，ある単位（例えば村）内における

等値化，公平化の原理が地域資源利用保全の底流に流れていることがうかがわ

れる。筆者らはカ ンボディア，ラオス等での現地聞き取り調査項目に，

次のうち 1つを選ぶとしたら，どちらを選びますか？

(a）自家の利益を，集落内の公平性を保つことよりも優先させる

(b）集落内の公平性を保つことを，自家の利益よりも優先させる

の質問を加えたが，調査に応じた農民の回答はすべて（b），すなわち集落内

の公平性を保つことを優先させるというものであった（詳しくは後述）。

ここで，米に関する国際的な評価の現状を概観しておく必要がある。国際流

通量が2,000万 t以下（全生産量の 3%前後）にすぎない米は， 2億 t近く（全

生産量の15%前後）が国際流通している麦類や粗粒穀類（トウモロ コシ等）と

比較して市場性が低く，そのことがグローパルな食料問題における米の意義を
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図3 カンボディア Barku村の土地所有・利用形態 (JICλTSC資料より筆者作成）

(i主 同3は、 JICAがカンボディアで実施中のiflii蹴技術センタープロジェクト (TSC)2002年レ

ポート凶FarmersSurvey at the Project Model Site”にもとづくが図作成にあたって，レ

ポートに記紋された 155農家データから非民家と見なすのが適当と判断された 17農家を除いた

ので.TSCレポートとは若干呉なった結果となっている。）

過小に評価する傾向につながっている。

また，畑作における，例えば点滴濯甑のような厳密な水利用と比較した場合，

水田における水張 りと地下浸透は粗放な水利用の印象をあたえ，水の観点から

も欧米諸国を中心とする国際評価は低いのが現状である。「水田は水張りを通

して多大の地下浸透“損失”を招いている」（IWMI. 1998 : Research Report 

19, p 22）等の評価がその例である。

しかし水田農業には，より深い考察を必要とするい くつかの側面がある。

例えば， 日本の兼業農家も含め，アジア農業の大半は自給的ないしは域内流通
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図4 世界に占めるアジアの比率（FAOYear Book, 1999より筆者作成）

的な農業によ って占められている事実である（タイやヴェトナムの輸出米に見

られるような企業的農業は，アジア全体としてはむしろマイナーな存在であ

る）。しかし図 4に示すように， アシアには世界人口の61%が暮らしている

のに対して， アシアの農地面積は世界の農地面積の37%を占めるにすぎない。

また，筆者の推定ではあるが，天水農業を除いて考えると，アジアの濯甑水量

が世界の濯甑水量に占める割合も，約40%にすぎない （T.Mase, 2003 

: Water Resources: Does the Paddy Cultivation Imply vヘ1aste of Waterフ， いヘハVF

3 Proceedings一この数値については，今後より正確化を期していくつもりで

ある）。

人口比率との比較において資源利用の比率が低いということは，世界の米生

産の92%を占める水田農業を通して，アジアの農地 －水資源の単位量当り人口

扶養力が高いことを意味する。それは世界平均の1.6倍にものぼる。すなわち，

単収の点で麦類の約1.4倍である他， そのほぼ全量が直接食用に供されること，

主要穀類中ただ lつ，二期作が可能であること，水張りと地下浸透により上流

部使用水量の下流部での反復利用が可能であること等の累乗効果を通して，米

は他の穀類よりもずっと高い単位資源量当りの人口扶養力を有しているのであ

る。

前述のように，水や土地資源の効率性は，現状では経済性の視点から論じら

れることが多い。すなわち，水資源に関して言えば，“Cropper drop”（単位

水量当りの作物生産性）や “Waterpricing policy”（水を財貨を持った投入財
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表 2 世界の穀類需給 （先進［玉l・途k国対比）

1988/89 "lo 2010年予測

途上国人口 39.6億人 58.4億人

先進国人口 12.4億人 13.7億人

世界人口の言｜ 52.0億人 72.l億人

途上向穀類消費量 9.2億 t (232 kg／人） 14.6億 t (250 kg／人）

先進国穀類消費量 7.9億 t (637 kg／人） 8.7億 t (635 kg／人）

世界穀類消費量の計 17.0億 t (327 kg／人） 23.3億 t (323 kg／人）

ff.'1.0 資料より筆者作成）

として扱う政策）の概念である。

しかし増え続ける世界人口や農地 －水資源の外延的拡大の難しさを前提と

した場合，今後グローバルな視点から論議すべきは，“C1opper drop”の考え

方ではなく“Personper drop”の考え方，すなわち単位資源量当りの人口扶養

力についてであろう。この視点に立てば，水田農業は人口調密なアジアに最も

適した営農形態で、あり ，その高い人口扶養力を通してグローパルな食料需給バ

ランスの維持と，持続的な資源環境の保全に大きな役割を果たしているのであ

る。

表 2に示すように，現在，世界の食料配分は，先進国グル プ1人当り穀類

消費量が約640kg／年て、あるのに対して，途上国クーループでは約240kg／年にす

ぎない。国別で見る と，アメリカでは900kg／年以上で・あるのに，インド等で

は200kg／年以下とし、う極端な不均衡が認められる。その主要な原因が，各地

域における食生活の違いにあることはいうまでもなL、。単純な表現を用いるな

らば，植物性素材を中心とする食生活か，動物性素材を中心とする食生活かの

違い，あるいは穀類を人聞が直接摂取するか，飼料として動物性たんぱく質に

エネルギ一変換するかの違いから生じる差である。

例えば，米主体の食生活 （I人・年当り 100kgの米と30kgの肉消費）と，

肉主体の食生活（ 1人 －年当り30kgの米と 100kgの肉消費）を想定した場合，

単位濯甑水量当りの人口扶養力は，前者が後者の2倍以上になる。

したがって，もっとも単純な推論としては，人々が肉食をひかえ，穀類から

直接栄養を摂取すれば，世界の穀類生産量20億 t＋全人口60億人と330kg／人／

年を世界の総ての人々に均等配分することが可能で、ある。
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いうまでもなく「食は文化」であり，世界中が同じ食生活を採用することは

あり得ない。しかし増え続ける世界人口の大半が途上国地域によって占められ

ることを考えれば，低緯度の高温多湿な地域を中心に，水田農業の拡大を図っ

ていくことの意義は大きい。なお，欧米的な肉食文化が食料資源の公平性や持

続的供給の観点のみならず，個人の健康の面からも改善の余地の多いものであ

ることは容易に理解でき，この点についても今後検討すべき課題の 1つである

ことは間違いない。

グロ パルな視点から見た水田農業の評価（［）真勢 団代

資源利用の持続性とは

第 1節地力維持の観点から

第二次世界大戦後，先進国の農業は著しい進歩をとげた。それは単一作物化

(Mono-culture化）のγステム確立を目指したことによる。この路線に沿って，

戦後の数十年間に品種や肥料，農薬，農業機械などが大きく改良された結果，

単位面積当りの収量は目覚ましく向上した。図 5に1961年以降の世界の穀類生

産量および肥料消費量の推移を示した。これによると，世界の穀類生産量は

1961年の 8億7,000万 tから2001年の21億 tへと約2.4倍に増えた。これを可能

にした最大のものは化学肥料の投入である。すなわち，同期間の化学肥料消費

量が3,100万 tから 1億3,700万 tへ，率にして約4.4倍にも増えたことが， 60億

第4章

一一 穀類生産量
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人を超える現在の世界人口を支える上でおおいにあずかっていることは疑いの

ないところであろう。

この化学肥料多用化の傾向を，地力維持の観点からどう評価すべきか。

作物の体を構成する元素のうち，炭素，酸素，水素に次いで重要な成分は，

窒素， リン酸， カリ の三要素，なかでも窒素である。この窒素には，土壌およ

び土壌有機物を由来とするもの （以下，土壌由来窒素）と，化学肥料を由来と

するもの （以下，肥料由来窒素）とがある。

土嬢由来窒素は，土壌の粘土粒子や土壌有機物（微生物，腐植など）に吸着

あるいは固定されている窒素が，イオン交換や微生物分解を通じてアンモニウ

ムイオンや硝酸イオンの形になり，作物に吸収される部分である。一方，肥料

由来窒素は，施肥によ る窒素成分から作物に吸収される部分である。

図6に水田および畑作物の収穫期における由来別窒素吸収量を示した。各作

物における全吸収窒素に占める土壌由来窒素，つまり化学肥料で置き換えるこ

とのできない窒素の割合は，イネが57%，オオムギが30%, トウモ ロコ シが54

%であり，イネにおける土壌由来窒素の割合はオオムギと比較して，ほぼ2倍

にのぼることがわかる。

これが意味することは，イネが地力に依存するところの大きい作目であるの

に対して，オオムギは化学肥料に依存するところの大きい作目であるという基

本的な違いである。 昔から，農家の言い習わしに「稲は地力でとれ，ムギは肥
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料でとれ」とし、う言葉があるが，土壌を介した作物の養分吸収過程の複雑さを

あらためて認識させられる（なお， トウモロコシの場合，根域が深く，その分，

土壌由来窒素のパーセントは高いが，根域が深いことに伴い，地力の収奪も大

きい）。

「地力」とは，土壌由来の養分供給能を意味する。土壌の微細な粘土は，粒

子の表面がマイナスに帯電しているため，陽イオンであるアンモニウムイオン

やカリウムイオン，水素イオンなどを吸着する。これが養分保持能で，その最

大値は陽イオ ン交換容量（cati 

の肥沃度は，この CECが大きい場合に高く，作物も良く生育する。

この CECに加えて，地力には有機物分解に関わる部分もある。有機物は微

生物の餌になるときに分解されてア ンモニアなどがイオンの形になり作物に吸

収される。一般に，有機物の成分である腐植は陽イオンを吸着する能力がきわ

めて大きいので，地力を増す目的のために堆厩肥の形で、の有機物の投入が奨励

されるのである。そのほか，堆厩肥の投入には，土壌の保水性や通気性などの

物理性を改善する効果が大きいことも忘れてはならない。

かつて，米作日本ーを受賞した人たちは，例外なく堆厩肥を通常の何倍も水

田に投入したと聞く。なかには，用水路の底をかき回して，たえす’泥水を水田

に引き込んだ人もいたとL、う。水路底に沈積している粘土や腐植が水田土壌を

肥沃にすることを知っていたからである。

ところで，水田は水の豊富なモ ンスーンアジアを中心に発達した農業形態で

ある。古代人は湿地に自生していた稲を栽培する過程で人工的な湿地環境を作

り上げ，それが水田に発展したものと考えられる。湿地は低地に分布するため

に，山から絶えず肥沃な表土が流れ込み，堆積する。また，旺盛に茂った湿生

植物が植物遺体となって水底に沈む。

このように水田では湿地環境をまねて粘土と腐植がj留めこまれ，それらの成

分が湛水下でゆっくりと分解する。この過程を通して水田の肥沃性が持続する

のである。また，周囲を畦で囲むことにより， ;Kの出し入れを自在に調節する

ことが可能となり，温度や水深を調節して稲の生育環境を整えられるほか，畦

による表土の流亡防止機能によっても水田農業の優れた持続性が可能となる。

例えば，モ ンスーンアジアに位置する国カンボディアでは，メコン河が雨期

に氾濫する時に肥沃なシルト・粘土質を含んだ泥水が後背地に流れ込む。この

氾濫を積極的に利用する策として 「減水期濯甑（RecessionCropping）」や「泥
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水曜甑 （Colmatage）」が行われてきた。

減水期濯甑の場合，農民たちはまず後背地を囲むU字型あるいはコの字型

の堤防を造った。それによって氾濫水をせき止め，粘土粒子や腐植を沈積させ

る。その後，堤防の聞け閉めにより水位を調節し，田植えを行う。さらに河）｜｜

の水位が下がりはじめた時には，堤防は河川に還流する水をせき止めて水田の

湛水を確保する。このようにして，カンボディアでは毎年土壌養分を農地に補

給し，地力維持をはかつてきた。農民は，河川のもたらす泥が作物生産の原動

力であり，地力を維持する源であることを経験的に学んでいたことがうかがえ

る。

また，日本では古代から地力維持のために，山野草をはじめ，積み肥，厩肥

などの有機物を積極的に農地に施用してきた。鎌倉時代の農書「清良記」には，

山野草，厩肥，草木灰のほか，糞尿， 鳥糞，糟粕類， 魚肥などが「こやし」と

してあげられている。「こやし」 の施用では効果の発現がゆるやかであるが，

長期的な観点から地力を維持増進する効果は大きい。つまり，前述のように作

物に養分を供給する機能と土壌の物理性を改善する機能の両方を併せ持つ。日

本の農民はこのような施肥努力を通じて2000年にもわたって稲を作り続け，連

作障害を起こすことなく地力を維持し続けることができたのである。

さらに，江戸時代には人糞尿が「予話」と呼ばれ， 貴重な肥料として取り引

きされた。人口100万人ともいわれた江戸の町から下肥は組織的に回収され，

商品として近在の農村部に流通したとも記録されている。江戸と周辺の農村地

帯との聞には下肥の一大循環パイプが成立しており，ヨー ロッパの大都市にお

けるような疫病の蔓延を防止する上でも大きな役割を担っていた。

以上のような水田農業における自然順化的なメカニズムを，長谷川周ーは次

のように要約している （S.Hasegawa, 2000 : Multifunctionality of wetland rice 

farmingより）。

水田の水張り状態による酸素遮断 （すなわち酸欠）の結果， Eh （酸化

還元電位）が低下すると同時に pHがあがり，それまで FeやAlとの結

合状態で無効であったリ ン酸が有効化される

－相当量のカリが濯甑用水から供給される。 日本の河川水に含まれるカリ

の量は，約1.2mg/ Qであるから，河川水による濯甑水量が1,800mm  

なら，モミ収量 6t/ha tこ必要なカリの18%は河川水によ って供給され
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る

・東南アジアの河川では，河川水に含まれるカリの量が日本の 2倍程度だ

から， 2t/ha程度のモミ収量は化学肥料を用いないて、も得られる

－その他S. Cl. Zn, Cu, Bo, Mo等の鉱物質も，河川水を擢j既に用いる

ことによって供給される

－水田の水張り状態は，好気性病原体の繁殖を阻止することによって，連

作障害を防止している

－硝酸態窒素 （N03-N）が水田中の脱窒菌により窒素カ、スに分解され空

中飛散するので，硝酸態窒素の残留分は20mg/ Qから 3～4mg/Q tこ

軽減され，環境負荷も少なくなる

－以上のことから，高温多湿なモンスーンアジアでは，化学肥料を用いな

いでも，水田中の窒素固定だけで 2t/haまでの収量が可能である

一方，長く熱帯地域の稲作研究に取り組んだ松島は，途上国稲作の目標値と

される米（籾） 5 t/ha／作を得るためには，土壌由来と肥料由来の合計量とし

て ha／作当り窒素94kg. リン酸56kg，カリ 87kgを吸収させることが必要であ

るとしている （日本農業土木総合研究所版「海外協力百講」 1998 他より）。

これに対して，土壌由来の天然、の肥料，すなわち潅甑水 土壌成分の有効化

水中藻類の窒素固定などにより， ha／作当り窒素42～72kg. リン酸11～49kg. 

カリ 34～60kgの供給が得られることから，人工的な肥料由来としては両者の

差，すなわち窒素22～52kg，リ ン酸 7～45kg，カリ 27～53kgが適正値となる。

例えばジャワ島での水稲施肥基準は， 一般に普及している単肥施用をベース

に，尿素150～300kg/ha／作，硫安50～75kg/ha／作，重過石 0～100kg/ha／作，

:ti;化カリ 50～75kg/ha／作となっているが，コストが安いために過施用されが

ちな尿素の場合，その46%が窒素であるから，ジャワ島の尿素の施肥基準を窒

素換算すると， 69～138kg/ha／作となり，これは松島の提唱する適正値22～52

kg/ha／作の 3倍もの過施用を意味する。

モンスーンアジアの風土と整合しない，このような化学肥料の多用は，自然

生態系の観点からも大きな問題となる。すなわち，水田や濯甑用排水路，溜池

などは，さまざまな商で自然湿地と似ているため，多くの湿地性生物の生息地

となっており，周囲の森林や里地と組み合わさった水のネットワークを形成す

ることにより，淡水魚や昆虫類，鳥類の生息・繁殖場所として重要な役割を果
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たしている。例えば，世界中に生息する両生類は5,000種に近いといわれるが，

その 8割は水田を含む熱帯 亜熱帯の湿地に生息している（「水辺環境の保全」，

1998：朝倉書店より）。

にも関わらず，前述のプラ ンタ ス河流域の例では， 1970年から1990年の間に，

魚類だけでも70以上の種が失われている (jICAFinal Report on Comprehen-

s1ve Management Plan for the Water Resources of the Brantas River Basin, 

1998より）。そこには種々の原因が介在すると考えられるが，水田農業の自然、

順化的なメカニズムと整合しない化学肥料の多用も，その一因であろ う。これ

らのことから，現状においてモンスーンアシアにも認められる多肥傾向は，水

田農業のメ カニズム持続，および生態系保全のいずれの面からも見直される必

要がある。

V. G カーターと T デーノレは古代文明が持続した条件について，その著書

「士と文明」のなかで，「最初の文明が発達した三つの地域，すなわちナイルJll

流域，メソポタミア，インダス川流域はいずれも，次の三つの要素を享有して

いた。すなわち， 1）地味が肥えていたこと，2）瀧甑を用いたことから水利が

豊富であったこ と， 3）土地が比較的平坦で降雨量が少なかったことから土壌

が流亡しなかったこと。これらの三条件はいずれも重要であったが，その うち，

第三の要素が最も重要であった」と指摘している。これに対して，乾燥地域と

は水文 －地文条件の異なるモ ンスーンアジアにおいては，地力を維持し持続さ

せることの意義と方法論について，異なった視点からの考察が当然必要となる。

第 2節社会学的観点から

欧米等の水文・地文条件との比較において，早魅や洪水被害の頻度が高く，

土砂流失量も多いアジア地域では，本来，水や土地などの生産基盤を持続的に

保全することはきわめて困難な課題である。

この困難性を克服するためには，地域住民の共同体的対応が不可避なものと

なる。すなわち，水や土地などの地域資源を利用保全するための集団的な労働

蓄積は，小規模な水利開発や農地との一体的な管理，例えば「水利を核とした

共同体組織」の形態を通して，アジア型社会構造の形成に大きな影響をあたえ

てきたと考えられる。表3は水利共同体組織の事例である。

例えば， ラオスの「ナワン」 の場合，ナ（Na）は水田を意味し，ワン

(Wan）は協力を意味する。つまりラオスの農村では，水田農業への取り組み
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表3 アジアの水利共同体組織

＊日本の惣や井組（土地改良区の前身）
ヲシノ〆ゲ

＊韓国の輿~契 （農地改良組合の原単位）
ベイチA アン

＊台湾の埠対｜｜（農回水利会の原単位）

＊中国の 汗 回

＊フィリピンのツアンフェラ（Zanjera)

＊インドネシアのスパック（Subak），ラクサプミ（Raksabumi)

＊タイ のムアンファイ （MuangFail 

＊カンボディアのサマクーム （Samakhum），コルマタージュ （Colmatage)

＊ラオスのナワン （NaWan) 

＊バングラテ・シュのコミラ （Comilla)

＊ネパールのトーリス （Tolis)

＊イ ンド ・パキスタンのワラパンディー （Warabandi），またはオスラパンデイー （Oslabandi) 

＊スリランカのカンナ （Kanna)

（各国資料 ・聴き取り調査等より筆者作成）

が， 個人の営為と してではなく，もともと集団的な対応として位置づけられて

きたことを物語っている。

これらの水利共同体組織では，水の経済性もさることながら，水や土地資源

の利用保全における集団的対応を通して，地域の存続が第一義的に求められて
tりあいりん

きた。集団的対応は，例えば，入会林の共同的利用管理などに見られるように，

水以外の地域資源全般にも適用され，アジア農村社会の基底要件をなすものと

なっている。

自然、の暴威を不可避な与件とするこのような集団的対応を，アジアのひとび

との 「本然意思」（Wesenwille）と捉えた場合，それはも っとも強力かつ持続

的な資源管理の態様に他ならなし、。つまり，酷しいモンスーンアジアの風土は，

逆にひとびとの紐帯を強化し，自然との共生を大前提とする持続的社会を生み

出す所以となったので、ある。

第二次世界大戦後，欧米先進国の強い影響力の下に，経済成長至上主義の路

線をたどってきたアジア諸国においても，近年いくつかの国では自然、との共生

を前提としたアジア本来の自然、観に立ちかえる社会開発手法が見直されつつあ

る。

スリランカの農村部から起こ った「サルボダヤ運動」は，このような新たな

手法の 1つとして国際的に注目をあび，スリランカのみならず多くの途上国で
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普及しつつある。この運動は，もともと貧欲な欲望の追求を戒める仏教教理に

行動原則をおきつつ，自然、との「賢い接し方」，すなわち人間活動が自然、の新

陳代謝の枠を超えないよう心がけることにより，地域資源の持続性を保ってい

こうとするものである。

サルボダヤと同様な農村運動として，タイのサンガ （僧侶集団）による農村

秩序の維持や，韓国のセマウル運動があり，これらはL、ずれも経済成長至上主

義がもたらす人心と農村の荒廃，あるいは地域資源環境の破壊といった欠陥を

見直す視点に立っている。

一方，安定した天水と広聞な地勢を与件と して発展してきたヨーロッパ等の

畑作地帯では，地域資源に対する共同体的対応は強い蓋然性を持たず，各戸が

それぞれに等しい与件としての天水を前提に，より多くの生産と利潤を競い合

う個別営農の形態が，むしろ「ごく自然、な行為」と して受け入れられてきた。

農村社会の形成においても，市場との地理的位置関係から各村落の優劣が決

定づけられる「チューネン理論」的な要因に支配されるところが大きく，アジ

アの農村で一般的に認められる流域内の上・ 下流関係といった自然、的要因との

因果関係は稀薄である。その意味でヨーロッパ等の 「おだやかな風土」， また

は「安定した自然条件Jは，自然との共生概念よりも，むしろ自然に対する人

間の優位，つまり人間活動の必要に応じた自然、の征圧や酷使を容認する自然、観

を醸成したと推論することができる。

第5章新たなメルクマールの展開に向けて

以上のことから，アジア型社会は「モンスーン的気候風土」，「資源利用保全

における集団的対応J，「水田農業」を主要な三要因として成立した社会で‘ある

といえる。本来的に高い NPP，すなわち高い農業生産の可能性を有しながら，

その反面，水文条件や地文条件の点で厳しいハンディキャップを負ったモン

スーンアジアでは，個々人の利潤追求よりも，まず地域社会の維持保全と集団

内の公平性を重んじる概念が形成され，この概念や風土性にもっとも適合した

作目として，米が普及してきたので、ある。

かかる認識に立って，「モンスーンアジアと欧米の風土性の違いが，両者に

おける営農形態や社会形成，あるいは地域資源への対応に決定的な違いを生じ

させた」とする仮説を立てることができょう。すなわち集団営農・地域存続を

旨とするアジア型農業と， 個別営農・市場原理を旨とする欧米型農業とは，そ
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れぞれの根源的な風土性の違いを背景として成立したとする推論である。ある

いは，それぞれの風土性の違いが，アジア的な「共同体社会」（Gemein-

sch aft）と，欧米的な「利益社会」（Gesellschaft）の違いを生み出したとし、し、得

るかもしれない。

このような推論の妥当性を検証するためには，アシアの水田農業を定量的に

評価することが重要である。京都フォーラムの「農業，食料と水に関するセッ

ション」における主要な争点であった欧米農業とアジア農業の根本的な相違に

ついて，必ずしも十分な論が尽くされなかった背景には，欧米型の畑作農業と

比較した場合，水田を中心とするアジア型農業の定量評価に関する，特にその

外部効果等に関する基本的な数値データが不十分で、あった点があげられる。し

たがって，今後この点の補強が不可欠であり，筆者らが進めている研究調査の

目的もそこにある。

アジア地域内での，風土性の違いを背景とした多様な擢甑農業，すなわち，

カンボディア（洪水氾濫原の農業），ラオス（洪積台地の農業），スリランカ （伝

統的な溜池連珠による農業），イ ンドネシア（火山性傾斜地の農業），および日

本（八郎潟干拓地のシステム化された農業）の比較検証を通じて， 一定の公理

を導き出すことを目的とした，これまでの研究調査の結果については，次回以

降に詳しく報告することとしたい。
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