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インド農業と水

西村甲ー

まえがき

水稲や砂糖きびなど Wetcrop といわれるものは，その成育過程に十分な

水の供給がなければならなL、。五風十雨が作物の成育に望ましいものとさ

れ，また年間適当な降雨量に恵まれ，それが広域にわたる集水区域からたえ

ず河川を通して供給されるわが国の水田農業からみると，年による多少の異

常や，一部天水や井戸・溜池等に依存しなければならないものがあるにして

も，水の問題についてはむしろその恩恵になれすぎていたとさえいえるので

あろう。しかし降雨が一定時期に限られたり，過少であったり，またi霊j夜排

水施設が未発達であったりすると，農業が水に依存しなければならない以

上，水に対する関心はきわめて強いものになってくるつ一言にしてし、えば，

インド農業の実態がこれである。

1. ＊の供給一一降雨一一

インドの地籍 B1 .. ~ 600万エーカーのうち， 農業統計の可能な面積は 7億

2, 100万エーカーで，耕地は約45%に当る 3億 2,200万エーカーである。この

うち濯殺のされてし、るのは 5,600万エーカーにすぎず， 残りはすべて降雨依

存（Rain-fed）の農業である。 したがってインド農業では降雨如何ということ

が現在ではその生産を決める最も重要なポイン卜であるとし、し、得る。

降雨と農業の関係はさらにこれを降雨の時期的な偏り，降雨量，降雨開始

期と終末期の 3点からみなければならない。

( l ) 降雨は時期的にみてつぎのような偏りをもっ。

南西モンスーン 6～P月 年間降雨量の75%



モンスーン後

北東モンスーン

モンスーン前
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年間降雨量の13%

// 2 % 

// 10% 

このように全体としては年間降雨量の 3/4は6～9月の間に降ってしまう

といってよいのである。もっとも南インドでは10～11月の分布が比較的高い

が全体としては 上述の如き分布とみられる。

( 2) つぎは年間の降雨量であるが，パンジャブ南西部の 9.35インチから

コンカンの l09.33インチにいたるまで地域的にきわめて大きな差異がある。

第 1図をみると，多雨地帯がヒマラヤを後に控えた北東部と南西海岸地帯で

内陸部と北西部にかけて寡雨地帯があることを知るのである。これを年間降

雨量階層別にみると，全土面積のそれぞれ l/3が50インチ以上， 50～30イン

チ，30インチ未満の 3地帯に分かれることになる（第 l表参照）。

しかし降雨量とても毎年等量ではなく，かりに各地域の中位数の 2倍以上

の上下幅をもって，多雨と寡雨とに分けるとすると，27の降雨量区における

1891～1949年にいたる59年聞に多雨（洪水）は111巨し 寡雨（早魅）は95回あ

ったことになる。 j茨言すれば，年間50インチの雨量ならばこれに依存して農

業がなされるが， 30～50インチば自然の気まぐれ（vagary）がなければよいが

農業の安定のためには人工濯視が必要となり，また30インチ未満ではj草紙が

農業の基礎的条件となるのである。したがって天水依存の農業を前提とした

場合，その年の降雨量如何が農民にとってはきわめて大きし、問題とならざる

を行ない。水稲作の分布が法統施設をともなわない限り一一後述するように

溜池，井戸水j掌1取も直接この降雨量；と関係する一一降雨量の多寡と相関して

いることはし、うまでもない。南西モンスーン期間に十分な降雨があれば，冬

季聞の士A壊7］＼.分合量を豊かにし それが冬作物の種類を変えしめる こと は 1i~

第 1表 降雨量からみた面積

降雨畳（インチ） I 而 F責（%）

75 ~ ll 

50～75 21 

30～50 37 

15～30 24 

～ 15 7 
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第 1図 降雨量による地帯区分
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村でよくみられるところであるつ

全作付耕地面積の28%にいたるものが休閑地であるのも，一つは時期的な

競合による労働力の不足，地力維持等を原因とする以外に，水の不足による

ものが少なく tn、ことも注意しなければならない。濯淑施設の未発達をおも

な要因とするとはし、うものの耕地の利用度がきわめて低く， 114%にすぎな

いのも降雨の季節的な偏りとその寡少性に基づくのであるつ各地にみられる

多種多様の混作形態も，つぎに述べる降雨開始期の不安定とともに農民の危

険分散の方法の一つである。 30インチ未満の地帯に奨励されている乾燥農法

(Dry farming）も自然への順応策にほかならない。一方，常習冠水地帯では洪水

に対する長年の闘し、が通称浮稲（Floatingrice）を残さしめることになった。多

雨地帯は別として一般に耕伝，整地の過程で土壌水分をいかに貯え，有効に

利用するにつL、ては経験から生みだされた農法がこれを明確に示してし、る。

( 3) モンスーンの開始期もきわめて重要である。農民は予想される開始

期に具えて掃種のための国境整備をしておかなければならなL、。初期の駿雨
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第 2図 モンスー ンの北進

一一一一一 半年のモ／スーシ閣間期

』』ー一一 1959午 6月17H札ι地

縁後援降雨地帯

で掻種されても本格的な雨が遅れると発芽をみず，そのためにさらにし、ま一

度播種を繰り返えすことも生じる。天水利用の水田では，移植のために用意

された山Wtもいたずらに苗の徒長を来す結果となる。進んだ農家はそれを見

越して苗仕立の時期を前 ・後期にしてし、るものもある。いずれにしても降雨

開始が遅れると程子の浪費がこれに随伴する結果となる。

モンスーンが南インドの半島部から始まって，北進していく状況は新聞紙

上で知らされるが，開始期の予想はどこまでも予想、の域をでなL、。第 2図は

1958年 6月17日現在のモンスーンによる降雨の位置である。平年と比しかな

りの遅れがうカゐがわれるであろう。

以 tの諸点からインド農業が天水に依存する限り ，農業不能地の明確な地

域分けができるとともに，農業そのものが不安定であるということが結論づ

什られる。不安定の度合が高まれば自ら良民の投資意欲を妨け、る。現在も広

範に存在してL、る現物刈分小作制も農業不安定の一つの証拠とみられぬこと

はなL、。よくインドの農業は“雨との賭”といわれるのもこれである。
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さらにそれより重要なことは作物の種類や耕作体系が降雨の諸条件i二二コ

て決められるということであるつ I甚j飯施設の現況からい って当然といわなけ

ればならない。

2 瀧瀬

濯漢の現状に入る前にインド農業の概要を簡単に紹介する必要があるご：下

物別作付面積の比率をみると 3 米（21.9%），小麦（9.1%），その他穀作（28.9%：、j

と約60%は穀作によって占められ，これにつぐものが豆寂類の16%であるコ

これに対し換金作物の落花生，砂糖きび，綿， ジュー 卜はそれぞれ 4.0%,

1.4%, 5.5 %, 0.5 %にすます、（1956～57年），インド農業の型は主穀中心と L、

うことである。また家畜は大・中家畜で 3億650万頭（1956年）とほぼ人口と

同じであり， そのう ち牛 1億 5,860万頭，水牛 4,490万頭が主要大家畜であ

る。インドでは牛はきわめて重要な家畜で，その宗教的な結びつきを別と L

ても牡牛は農耕，運搬，脱穀のほか，濯殺については揚水の原動力として利

用されてし、る。牝牛はもちろん牛乳を生産する目的で飼養されてはいるけれ

ども，牛乳につレては脂肪含有率の高い水牛がその目的に飼われるのであっ

て，第 l（こは牡牛生産のためである。これらの糞尿がほとんど唯一の肥料源

〈平坦部ではさらに燃料源）である ことはいうまでもなし、。農業としての畜産を

考えた場合，イン ドで、は混同農業（Mixedlam 

かわらず，宗教上，あるいはカース卜制に基っく偏見から農業の一環と Lて

融けこんでいない点を指摘するにとどめる。

このような農業において濯濃の現状をみると以下の如くである。

( l) 現在の港海面積5,600万エーカーを水源別にみると，第2表に示され

タD 表水源別濯級面積

施設および種 類 積 (1.000エーカー） 比 率（%〕

政I山政 19,561 35.1 

伺人の導水施設 3,354 6.0 

j留 池 11,099 19.9 

井 Fコ 16,226 29.2 
てーヲ •') （也 5.442 9.8 

J十 55,682 100.0 
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第 3表 作物別にみたi雀萩旋設の利用面積

t’句rc 物 I 面 積（l,00口エーカー〕 比 率 〈%）

稲｜ 28,352 44.6 

小麦 9,889 15.6 

！自の毅物と豆類 12,301 1 9.4 

砂糖 きび 3,394 5.3 

f息 2,221 3.5 

他の作 物 7,368 11.6 

三十 63,525 100.0 

るように政府の導水施設が最大で，井戸がこれについでいる（1956～57年〉。

．このうちでも溜池（中 ・南部の起伏性地形のところに発達）は大部分がモンス

ーン期の雨を貯えるもので，冬季 1～2月には干上るものが多L、。また井三

にしても年間湧水をみるものが少なくないと I;:I，、え，降雨量の多寡により支

配され，特にアルカリ地帯て汁ま水質に異常な変化さえ与える。

( 2) つぎに作物別にみた濯減施設の利用面積で、ある。濯j既可能地では二

毛作もなされるので， 総作付面積は約 6,350万エーカーになるが，そのうち

で約 5割は稲作により占められてし、る（第 3表入

( 3) いま一つ注意すべきは以上のような比較的水を必要とする作物，ゐ

るいは降雨量の絶対的な不足を補うための濯j慨においてもなお，天水にょう

作付けられる面積が少なくないという点である。たとえば濯滅されている面

積は米で35.7%，小麦29.4%，砂糖きび66.1%，綿11.0%ということであるつ

また，年閣の降雨量の最も少ないラジャスタ ンナけでは，耕地 2.732万 5,000ニ

ーカーのうち，濯j競されているのはわずか 305万6,000エーカ ー，その 6 割：~：

大・小麦である、しかも大・小麦作付面積の 2割：ょ非濯殺の下に作付けられて

いる。北緯8～32°の間に位置するインドで，北部地域の冬季聞のやや低温

を除き全般とし亡年中高温の下にあることから考えてみても＇ i荏j既の必要性

が寡雨地帯に三品、亡し、か（二大きいかが理解されるであろう。それは同時に水

供給の量，安定性が作物の収量を決定する第 1の要因になるからである。

作物に対する水の必要量の測定や， I監獄，非jをj俣の収量lこおよi玄す影響：こ

っし、ては，各試験場や大学ですでにし、く，三の研究結果が出されている。一万

1954年から始められた持広州の 2郡（Dis！同？）を対象乙した経営経済調査は恒
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（エーカー当り）バンジャブ州，小麦の事例第 4表

量（Mds)収｜組収益山一〕｜生産費（ルヒー） I 

13.5 165 170 統iii' 

4.3 73 64 iW. ；使ヨド

1954～5 if:，ノレピーは75.6円， Mdは約82ポン卜二組収益， 生産貨の内容につ
いては説明を必要とするが省略

i；託非j産j阪による主要作物の収量の差，生産費の相違を明らかにした。たと

えばパンジャブ州の例をみよう（第4表）。

この ような収量の差は小麦にのみ限ったことではなく 3 米，その他作物に

ついても同様である。非濯j既地（主濯；既地に比し1/2～1 /3というところであろ

う。経済計算（土別としても，食糧自給の必要性が当面の問題として取り上げ

られているイ ンドとしては何よりもま して単位収量の増加に意を注ぐのは当

然であり，そのためにも濯淑施設の拡大と充実が強調されるゆえんである。

イン ドの畏村問題，1':l:業問題を取り放っ’Cl 、る図書，文献はその低位生産の

原因の第 1に水の不足（l産主lli'JWtの未発達）を指摘してし、るのである。

（？工、

濯i読方法

河川や溜池からの自然流入による泌淑以外は人工による揚水1fi!i援をしなけ

~c （まならな L 、c

日本でL、うはねつるベ

3. 

）
 

1
 

（
 
長さ約16インチの横棒を柱の上に来せ，

一端につけた錘りで水を汲み上げるもので

デンキ（Dhenki）と呼ばれる。 これは地面よ

り10～15フィート の水面からの揚水に利用

され，賛同は約 8）レピーである。ところによ

っては横梓上に 2～3人が乗り ，棒上を移

動しながら経りの作用をするものがみられ

る（Picotoh とl乎ばれマ ド ラ ス ， ケ ラ ラ に み ら れ

る）。ノ＼ケツの容量（土 2～6カーロンである。

( 2) 水掬網

はねつるべm3-1図
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守f;3 I限［｛二 ≫T

第3-3［盟主~~寵

τZ 

~ 
「

第3-4ILi 舟 ιf!i宅問木による均水
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三脚に立てられた棒につるされfニ竹・吏

裂の龍で主として南部で用いられる。比較

的低い掲程（1.5～2フィート）の場合：二多

¥, '0 費用（之約 3Iレピー， j藍j既面積も 0.5～

0.25エーカーにすぎない 3

( 3）振寵

寵の両端をそれぞれもち，水をi及人たよ：

ら寂りつつ高所へあげ、るもので拐裡（土 5フ

ィートである。

( 4) 舟型空胴木による潟水

はねつるベの先に空胴木 （＝ コアツトのね

討をつり，低い持程に利用ずる 0.5エー

カ一位の遊説能力で，費用は＇~ 6ノレピーっ

( 5) 牡牛による揚水でそート U-Ahot）と

呼ばれるもの。

皮製のバケツが最も普及しており，牡牛

により 150フィートの深さ日らも揚水され

る。この際牛：土井戸側にしつらえた揚水場

から 1 3ないし 1 5の傾斜をもった坂

を下りることにより，その牛体の重みで乙！え

を汲み上げるのである。坂の傾斜，井戸。

；奈さ等に上り 2～3対の牡牛／J；使われる。

バケツの容量は25～35ガロン， ii萩能力 日

量 1～3エーカー，費用約30ルビー，ただ

いこのためには 2～4人の労力がこれ：二

つかなければならない。

以上述べた諸施設が一応，在米の方法で

あるが，井戸の建造費を別とすれば施設そ

のものに投ぜられる費用はわずかであるっ

ただ労働力と畜力が惜し人もなくかけられ

ていることである。
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第3-58'. 牡牛による揚；J:_(Mhot) 

（）主）

第3-6図ラート（Rahat; Persian Whee〕

これについで改良揚水施設と

してあげられるのが電気，ディ

ーセソレ発動機による揚水と Tube

well並びにラート（Rahat; Pers ran 

Wheel）である。ここでは最後の

ラートにっし、て一言しておこ

フ。

( 6) ラー卜（之全インドで最

も普及した改良揚水施設であ

る。構造は 3 6図の通りで 1

個のバケツに 1.5～3カ。ロンの

水を汲み上げ 1時間の能率 3,50

0～7,000カゃロンといわれる。揚

程l土25フィート以内で400～900

ルピーを必要とする。原動力は

畜力である。

1956年の数字でディ ーゼノレ発

動機，電動機の農業に使用され

るものがそれぞれ 12万2,000台，

4万 7,000台であるので， 大部

分の濯淑は上記のいずれかによ

るものとみなければならない。
（；主） A Yegno Noroyon ryer 

H叫 0山 Yin Indio (l~；7l より引用模写． 水の有無が作物の成否を決定

しそれがただちに農民の死活を制する以上，水の獲得に真剣になることはし、

うまでもなL、。 1農家限りの小規模のものは自家の保有労働力や畜力により

賄われる。溜池からの揚水にしても，作物の生理にあわせ適期vこ限られた水

を利用しなければならない環境下においては，その主要な動力源になる畜力

はきわめて重要である。零細農においてさえ乳牛をもち（自家の副産物，被僚

による現物労賃として原穀と業，村の共有地等から飼料を得る）， 牛乳を欽みなが

ら牡積を生産せしめ， これが次代の担い手になるとしづ循環を繰り返えす。

またこれを可能ならしめる農村の自給構造がそこにあるのである 3
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農家の投資（財産とみる方が妥当である） も8～？ 剖が土地建物および井戸

で農機具，家畜は l～ 2割程度にすぎず，農機具のうちから牛車を差し引く

と．いわゆる濯瓶用具は，エンジン等を稀に所有する農家を除けば微々たる

tのである。

程度の差こそあれ個々の農家単位でなされる濯波は自己の所有し得る施設

に芯じて行なわれるコしかしところによっては共同で揚水作業がなされるこ

とL少なくないc 特に数人以上の労力を必要とする場合である。極端な例で

はあるが，先に述べた（ 2)' ( 3）等の万法で揚げられた水がさらに貯められ

て司様な方法でいま一段と高所に送られ，この過程の繰返 しの上に高地の闘

場i二？！＜..を引くが如きである。労働の生産ヤ！など論外でおるc

ハイデラパッド州での経験であるがp ディーゼノレエノジンの設置費は十：ン

ブ等を含めて 3,500／レピーであるのに対しモー卜はわずかに40！レピーである。

1ニーカー当りの揚水費は前者の l/4ルビーに対し後者は 33 / 4ノレビーであ

るこ計算上はこうであっても，ディーゼノレへ移り得ない農家の貧困さ，それ

に見合う経営の零細性，耕地の集団化に踏みきれぬ農民心理が一応考えられ

るこそれとともにいま一つ忘れられない点は牡牛の遊休化であろうと思われ

~ τ イ ンドの場合農業経営と農家の生活をひっくるめた一つの経済循環のな

か；ニユまっている家畜が揚水の点で機械化されても，運搬，耕転，堆厩肥生

産p 家庭燃料の供給等についてもこれに代替するものがない限り不可能に近

いといわなければならないのである。 一つの革新 （Innovot'on）の困難な理由

がこ こにあるc

4. 濯灘の管理

公の水源（溜池を含む〉からの導水路の維持管理は農村の自治体であるパ

ンチマヤッ卜（Ponchoyot）の行なうところである。そして政府所有の水源を

矛J用するものは水利費を負担しなければならなL、。まず水利費につL、ててやあ

るが州により，水利費を地租のうちに含ませーて濯i現地，非濯萩地として賦課

してL、るものがあり，他方，水利費を地租と全然切り離し，水利用の便宜の

濃淡に応じ高低をつけているものとがみられるつ濯j飯地の面積は実測され，

エーカー当りの水利費は作付作物に応じて賦課される。自然流入の濯萩地に

つ、ては揚水港海に比し高し、額が課ぜられ'So原則的にい e、て7j(利費（土“作
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物なければ水利費なじ’ということである。

水利費の額は州ごとに，また州内でも作物の種類によ って異なゐ。一般i二

商品作物は穀作に比し高レ。

もし予定以外の作物が作付けられ，そのためにさらに濯淑を必要とする時

は水利費は追徴されるが，逆に作物が不作で平年収量に達しないときは水利

貸は全免または軽減される。これとは別rこ各期間にわた り，農民が濯；慨する

と否とにかかわらず低額を課してレる州もある。これらの州（土降雨量が多

く，人工准殺はむしろ補助的な役割しか果たしていないからである。元来月

水路 （Canal）は1921年までは政府ーにより，付）生産的なもの， （ロ）災害防除的な

もの，わ）小規模なものの三者に区分されていた。付）はそれの完成までの10年

聞に投ぜられた投資の利子負担部分を補ってなお財政収入の期待できるもり

で大規模濯概施設はこれに属する。（ロ）はそれを期待するものではなく単；これ

鐘対策とみられるものである。

1921年以来この区別は廃止されたが，水利費算出の一つゆ拠り所をもっち

のとして注目しdヒい3

5. i雀溺政策

1951年ーから始まった第 li欠5ヵf午計画では総投資の28%を， ま，三第 2;,":;. 5 

ヵ年計画では19%を濯j阪発電のために割L、てきた。濯波と発電の振分けがわ

からぬので適確にはし、えないとしても，インドが民業の発展にいかにl~i取を

重視してし、るかは理解できょう。それを裏付けるものが， c'f~門耳｜！の投資：二胡

待する増産割合でる（第 5表）。

第 1次計画はともかくとして第 2次計画は結果と して，当初の同標：ニユ達

第 5表 増産目標額に占めるそれぞれの部門の割合 （計画）

大規模法淑による

小規模滋j慨による

上地開発，改良に 上る

E1!i Jj巴による

改良干幸子による

袋業 J支H'i改え

第 1次 5力年計画 ω ｜ 第 2i欠5ヵ年計幽 仇
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しなかった。これに対する反省がなされf二うちに濯殺についてつまり点が指

摘されている。

( 1 ) 小規模濯殺については，地元におげる維持管理の慣行が無視され改

修，補修がなされないものがある。州政府が受益者に対し効率的：二濯概施設

を維持せしめるよう規定することによりこの傾向は制止し得る。農村のパン

チャヤッ卜の存在するところでは彼らにその権限が与えらるべきであゐっ高

L、電力料金が小規模揚水を中止せしめた例もみられるコすでにL、くつかの川

では電力料金引下げの措置を講じてきてし、る。

( 2) 大規模濯減については完成された濯荻能力が実際にiよ60% ＇~か活用

されずその聞に大きな差がある点で，これをつぎの 5ヵ年計画でに縮めなけ

ればならなし、。と。

他方，食糧審議委員会（FoodgrainsEnquiry Committee）の報告 1957 '.;c ! ：工大規

模・小規模濯蹴の実状についてつぎの諸点を指摘しにつ

大規模濯j慨に関しては投資効果が50%しかあげられてしごにし、。

第 lに濯j使用水の利用程度を決める最も重要な要因；之水利費である；こもか

かわらず，一般には水利費は恋意に決められ，また改訂されてきた二とを指

摘する。さらに，

第 2の点として往時の大規模濯殺の 2分類がなお持及 Lて＇c.て． コストり

原則を貫く以上，それが多目的方式で， しかも物価高の今日に建校三.le，；二11'11

j段工事費に適用されるならば，新規計i泊i：こは当然高い水利費を徴さなげれ：ま

ならないことをあげる。このような条件下ではむしろ純便益の原則1こしにが

い，是正しなければならないとしている。それととも；二類似しf二条件下の地

域における水利費は均等て、あることを要請し そのJ三めには各濯淑工事費の

プール計算と便益原則に則 ／） た水利賢の賦課以外に方法が考えられた二、とす

心。

第 3に，ある州で，農民が濯淑施設の利用：二慣れなL、とニろで（ζ－； -jんご

水利費を支払ってまで水を利用しようとはしなL、点を述べ，ニれが対策とし

ては当初の 1～2年聞は徴税を免除し，水利用による増産が証明されt二後（こ

すすんで水利費の支払に応ずることを期待してL、る。

第 4に C.D.ブロック（農村開発計画単川区域） の計画。ヲらに祈作者1二濯

海水利用とその効果を知らしめる運動をも包含すべきであるとす乙
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抗 5iこ降雨が潤沢一εj謹j慨が補助的；二利用される地域では，濯j既施設が完全

に利用される三とは期待できないので 2 3毛作の導入によるより集約的

な水利用を示唆するc そしてその際，第 2作の水利費については当初数年間

減免されることがこれを可能ならしめる道であるとするつ

第 6に水の新規利用が施肥の増投により，よりその効果がもたらされると

いうことを百七、ている。

第 7は頭首工が完成してし、ながら末端文派線が農家に委されてL、るために

完戒のおくれている例がみられるとするc

第 8は地方の必要性を考慮にL、れなし、で用水路が建設されてL、るというこ

とを指摘してし、る。

第？は用水路濯翫施設にともない洩水が起ってし、ると I，、う点である。

以上のような諸指摘は現にわれわれもしばしば体験するところである。

小規模濯減につL、ては，新規濯淑工事の完了がある反面，既存施設の維持

がなされないために新規工事が所期の効果を発揮で、きないとし、う苦情がある

ことを明らかにしてL、あ。その 1理由としてある州では，これら小規模濯絞

施設の修理が過去においては中間地主層（Zarnindar）によってなされていたの

が，今次の農地改革で斗‘ミンター／レが廃止された結果P 維持管理がなされて

し、ないことをあげてL、;7）ペ小規模濯殺のこれらの点については州政府が緊急

留意すべきとともに，根本的には耕作者に既存の濯萩施設の縫持にその必要

性と責任をもたしめるべきことを結論づけている。

インドにおける平均年間降雨量は 27億 5,000万エーカー・フ ィートと推算

されるがそのうち51%は蒸発p i参透により失われ，わずか l.5～2%が井戸

水として濯概に利用される。残りの49%は川を通じて流れるつこれら河川は

年間全耕地を 3.5フノートの水深で濯殺し得る水量を流下せ Lめているが現

在はわず－；）寸こ 5.6% ：＿＿か濯j慨に利用されていなL、ことになるc これを潜在生

産力の形からいかにして有効利用にもってくおかが現在までの五ヵ年計画お

よび今後の計画の課題でもあ＇）たっ

7 結言

インド農業におけ之｝水の必要性は，その低い生産力を高めるために不可欠

のものと Lて他内諾要因に比L，一段と高い位置づけがなされてL、る。政府
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の水開発と利用施策も積極的であり，農家また自己の経済力に応じたそれぞ

れの適応の姿を示してきた。水の十分にして安定した利用の可能性が生産力

を高め，耕地の利用度を集約化し，より高い生産の持続の見通しがさら；二農

業投資の誘因になる ことも否定することはできない事実である。

しかし現実にかくして得られる水はコストのかかった水で、あり，農産物商

品化の程度，取引諸過程にみられる不合理性，土地所有制のもとで、行なわれ

る収奪等からその水が耐え得る限度を無視することはできなし、。公共施設に

対する水利費にせよ，自己の投資による濯概施設にせよ，建設費としての一

時的な現金支出，および経常的な現金支出がともなうことになる。ウタ・ブ

ラデッシュ州の西部で，インドとしては生産力の高し、小麦，砂糖きび地帯で

も経営費に占める現金支出の割合は20%といわれる。一般の僻村ではおして

知るべしである。現物経済から貨幣経済への転換のモメン卜が与えられない

場合3 現金支出の増加は農家の経済を圧迫するつ

また小さな問題ではあるが技術問題として，乾地農法に濯j慨が導入された

場合，その生産力の増大と相まって地力の損耗が生じてくることも想像し得

る。それをカノイーし，より高い生産力を維持していくためには，在来の技術

体系についても検討さるべきものをもっ。新しく濯殺の導入が作付体系をj新

次かえていくこともあり得るが，農業に内在するモメントとしては比較的弱

いものである。

土壌の性質がわが国とは異なるとしても経営規模が倍以上（平均 5エーカー

とも7.5エーカーともいわれる）のインドにおいて，十分な水が与えられた場合，

はるかに高い生産と所得水準が期待されるかとし、う課題はさらに別の視点か

ら分析されなければならなL、。それはインドの経済構造を権成し，かっそれ

を維持してきた諸制度の基盤の上にあった農業の史的解明につながる問題で

為るからであるp (1962. 2. 10) 

（日本農業研究所 ・理主人
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