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1. 自然立地条件

( 1 ) 地理的位置

カンボディアの農業水利 （上）

武田健策

カンボディア（Cambadge）はアジア大陸の東南端インドシナ半島の西南部にあるい

わゆる東南アジアの国である。 北緯11度35分から15度11分，東経111度 6分から116度

58分の間にあって完全な熱帯圏に属している。この国の北部と北西部はタイ（Thai）に

接し， 北東部はラオス（Laos）に，東部と東南部はベト ナム （VietNam）と境を接し，南

西部はタ イ湾に面してこの国のわずかな海岸線を形成している（第 1［翠参照）。

(2) 国土面積

国土の総面積は約 18万krn2で，わが国の北海道の約 2倍の面積である。東西の距離

は 560krn，南北のそれは 440krnである。

(3) 地形 ・地質

カンボディアはよく平原の国といわれている。北東部ラオスおよび東部ベト ナムと

の国境には安南山脈東南部の高原があり ，これは国境付近で 1,000～2,000rnの標高が

ある。この国の北部でタイ国のコラート（Karat）地方と接する地帯には標高約500～700

mのダング レ＇：／ !1山脈（Dangrek）が走り，西南部のタイ国との国境線にはカノレダモス山

脈（C。rdarnanes）とエレファント山脈（Elephant）がタ イ湾に迫ってその標高は高い所で，

1,000rn～1,800rn位である。これらの山々に固まれた中に平野が広くひろがり，この平

坦部の東寄りを北から南に向かつてメコンJI/(Mekong）が流れ，西寄りにはグランラッ

ク（GrandLac）と呼ばれる大きな湖（太湖）がある。 メコ ン川は太湖の水とトンレサッ

プ（ThonleSap－サ ップJI／－）によってつながり，この国の首府プノンベン（PhnarnPenh) 

の付近で合流した後下流にいわゆるメ コン・デノレタを形成 し，南ベトナムにつづいて

いる。 以上概観したこの国の地形をその特性から分けると次の 3地帯となる。すなわ

ち，周辺山岳地帯，中央平原地帯，丘陵 ・台地地帯である。以下，このそれぞれにつ

いて述べてみよう 。

(a) 周辺山岳地帯

これは前述のような，この国をとりまく国境の山々である。北東部から東部にある

安南山脈の西縁高地は，流紋岩，玄武岩などの噴出岩や結品片岩等からなる山地で，
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第 1図カンボディア概略図

（注）

インド‘ンニアス層（lndosinias）の台地につづいており，森林地帯を形成している。北部

タイとの国境にあるタ．ングレッ F山脈は砂岩からな り，これはタイのコラート地方と

呼ばれる砂岩の高原につらなっている。西南部にあるカノレタ．モスおよびエレファント

の山脈はこの国の内陸部を海から遮断した形となり，南西モンスーンに直面するため

この山脈の西側では降雨量が非常に多い。この山脈の基盤は大部分がインド、ンニアス

層からなっているが，一部には古t仕層もあり，一方噴出岩などの火成岩が山塊を形成

している。

( b) 中央平原地帯

この地帯は，かつての南シナ海の内湾がメコン川およびその支流の水積作用によ っ

て，長い間に自然に埋められた地域であって，このような水積作用は現在もなお絶え

まなく行なわれている。標高は大部分が 10～30m位の範囲にあり．傾斜は数千分の

1程度である。このなかにところどころ湖沼を残しているが，このうち太湖は最大の

ものである。太湖の水面積は乾季で約3,000km2（琵琶湖の4.5倍），これが雨季の洪水期

（注）：インドγニアス層 目中世代後期に堆積された砂岩．
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には約 1万km2にひろがってメコン川の洪水調整池としての機能を果している。この

ため太湖からメコン川に合流するトンレサ γプ（約 1OOkm）は毎年 7月から 10月頃ま

で，メ コン川の水位が高まるとともに，メ コンの水が太湖に逆流するとし、う現象を示

している。しかしながら，これでメコンの洪水が完全に調整されるわけでなく ，各支

流の水はメコンの高水位に堰上げられてその流域に氾濫しまたメコン川自身も下流

では氾濫を生じデノレタ一面に拡がっていく。このため平原地帯は雨季になると都市と

主要道路を除いては一面の浸水現象を示すこととなる。この洪水氾濫がカンボディア

農業を支配するもっとも大きい要素となっている。この地帯は全般的に第4紀層にお

おわれており，周辺の高位部は比較的古い水積土であるのに対し，低位部は新しい沖

積土によって形成されている。またこの平原の中には噴出岩の残丘が点在しているの

がみうけられる。この平原地域はこの国でもっとも広い面積を占め，カ ンボディアの

農業地帯で為る。したがって，経済的にもまたきわめて重要な地位を占めている。

( c) 丘陵 ・台地地帯

この地帯は中央平原地帯から周辺山岳地帯への移行部にある地域で，比較的古い第

4紀層の低い台地と，噴出岩もしくは花尚岩の丘陵とからなっている。この地帯の一

部には，古世層およびインドシニアス層の高原地帯が含まれ，地形的には東部および

北東部地域と西南部のカノレタ．モス山脈およびエレファソト山脈地域とに分けて考えら

れる。

まず東部地方はコンポチャム市（KompongChem）からタラチェ市（Kratie）にかけて玄

武岩，イ ソドシニアス層および古い第 4紀層等からなる台地や丘陵があり，この玄武

岩の風化物はテーノレノレージュ（TerreRouge）地帯を形成し，その赤い色と広大なゴム園

とによって有名でゐる。北東部はイントヘンニアス層の台地の間に花働岩，噴出岩など

の丘陵を交えながら，それぞれダングレック山脈および安南山脈の西南線につらなっ

て全般的に疎林に覆われている。つまに西南部については．海岸沿いはカノレタ．モス山

脈とエレファント山脈が海に接近しているため平地から急に標高を増して山地となっ

ている。しかしながらカンポット市（Kompot）からタケオ市（Take。）およびカンポット

市からコンポンスプウ市（Kompong-Speu）にかけては，石灰岩質あるいは砂岩質の高原

が分布し農耕に利用されている。カノレタ．モ久山脈の東側内陸部では，コソポンチュナ

ン市（Kompong-Chhnang）からフ・／レサット市 （Pursat）さらにバッタンパン市（Bottambang)

にかけて，石灰岩質あるいは砂岩質の丘陵やその風化堆積物からなる台地がつづいて

いる。これらの台地は低部で水稲作が行なわれているほか．一般畑作物，果樹などが

栽培されている。

(4） 土 壌

中央平原のうち，メコン川およびその支流の沿岸は河川沖積土，太湖周辺は湖成沖

積土である。これらの低位部においては現在もなお新しい水積作用が続いており，こ

の国におけるもっとも肥沃な農耕地帯となっている。この沖積平野の大半は水閏とし
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て利用されているが，メコン川の自然堤防の上では，とうもろこしその他の畑作物

が作られ，生産力も高L、。

低位部氾濫地域の周辺にある地帯は，第 4紀層のうちでも生成年代の比較的古い水

積土からなっており，生産力は低位部に比べて劣っている。

台地部から丘陵部にかけては，ラテライト化作用をうけた土壌が広く分布しており，

とくに玄武岩に起因するテーノレ・ノレージュおよび石灰岩に起因するテーノレ ・ノアーノレ

が特徴的である。テール ・ルージュはパラ ゴムのプランテーションとして，またテー

ノレ ・ノアーノレは綿花の栽培地と して利用されているこ とが多L、。

山岳部の大部分は，中世紀のインドシニアス層や火成岩の風化した山岳土からなり ，

密林あるいは疎林によ って覆われている。

つぎに各地域の土壊の特性について，これまでの調査の結果から要約 してみると以

下のようになる。

(a) メコン川および太湖沿岸土壌

この地帯は毎年雨季の洪水氾濫に伴なって石灰，燐酸などの養分tこ富んだ新鮮な泥

土の補給をうける地帯であって，壌土質の肥沃な土壌である。この地帯においては現

在ほとんど無肥料で各種作物を栽培 しているが収量は割に高し、。 PHは 7.0ないしやや

厳性の側にあり，有効燐酸も十分に多いとはし、えないが，他の地帯より は高い含量を

もっている。

( b) 砂壌土質土壌

この型の土壌はカンボディアにもっとも広く分布しているものであって，第 4紀の

比較的古い水積土壌あるいは，中生紀のインドシニアλ層の風化 した残積土壌からな

っている。この土壌は養分に之 しく ，一般に強酸性を示し作物の収量も低L、。土地利

用の型としては水田としての利用が多く，一部にヤシ，カポッグなども栽培されてい

る。

カンポット州の古月淑園はこの型の土壌を利用して開発されている。

(c) 埴壌土質土壌

火成岩や古生層あるいは中世層の砂岩が風化して水積作用によって堆積した土壌で

あるが，洪水氾濫域の外にあるため，前記砂壌土質土壌の場合と同じく養分に欠之し

酸性を示す。しかしながら粘性が高いため，生産力は砂壌土の場合よりは若干高L、。

この土壌地帯は大部分が水田と して利用されているが，パッ夕 、ノパン州ではこの土壌

地帯にオレンジ園が割に多い。

(d) テーノレ ・ノレージュおよびテーノレ ・ノアーノレ

一般にテーノレ ・ノレージュは玄武岩を母材とし，テーノレ ・ノアーノレは石灰岩を母材と

して形成されているので，これらの土壌の分布範囲は母岩の位置によ って限定されて

いる。

テーノレ・ノレージュはコゾポンチャ ム州， クラチェ州に，テーノレ ・ノァーノレはパッタ
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ンパン州にみうけられる。 これらの土壌はし、ずれもその構造がよく ，保水性もかなり

高いので畑作に適している。しかし，開墾当初は燐酸等の養分も多いが，その減耗が

急速で施肥を伴わない普通畑作には問題がある。 この傾向はとくにテーノレ ・ノレージュ

の場合においていちじるしし、。

(e）山岳砂土

山岳部においては，イ ンドシニアス層等を母材とする砂質の土壌が一般的に分布し

ており，強い酸性を示すものが多L、。とくにカンポット州のボコーノレ（Bokor）での調

査結果によると，pH(Kcl）は 4あるいはそれ以下を示し，置換性石灰はほとんど認め

られない。

(5）気候

地理的環境（緯度と地形）からして典型的なモンスーン気候であり ， 1：年がはっき

りと雨季と乾季とに分れている。 5月から10月までは南西モンスーンの支配する雨季

で， 11月から 4月までは北東モンスーンの支配する乾季となる。これは南シナ海の湿

気を吸収した北東モンスーンは 2,000 rn級の安南山脈に衝突してこの山脈の東側に雨

を降らせ，山脈によって遮られているこの地方にほとんど雨をもたらさなL、からでゐ

る。

(a）気温

平野部における年平均気温は大体 27°C～28。C前後で，最低気温を示す12月との月

平均隔差は5つC前後である。首府プノンベンを例にとれば月平均気温の最高は 4月で

29.4 °C，最低は12月で25.5°Cで，年平均 27.5°Cとなっており ，記録では最高 40.5°C

(1926年 4月），最低 13.3°C (1955年 1月）ということになっている。しかしながら筆

者の体験では乾季の終わりである 4月では連日正午すぎには 40°Cを軽く越しており ，

雨季の接近のためか湿度も高くなって 1年中でもっとも住みにくい気候となる。この

季節がこの国ではいわゆる学校の夏休みということになっているのもまた当然といえ

る。また 12月の朝などには 20°cあるいはそれを切る気温も現われ，こんな時には街

にセーター姿も多く見られ，店には防寒用のジャンパーなどが売出されるようにな

る。といっても正午頃には 30℃前後となりやはり相当な暑さとなるのである。

なお山地や高原部においては，年平均気温 20℃程度のところもあり ，エ レファソ

ト山脈の南端にある標高l,OOOrnのボコーノレは避暑地であると同時に高級野菜，生花な

どの栽培が行なわれている。

( b） 降雨 量

降雨は前述のように雨季に南西モンスーンによってもたらされるものであるから，

風はこの国の内陸部に入る前にまずカノレダモン山脈によってかなり遮断される。した

がって海岸部の年降雨量は平均2,000rnrn以上となり，山地部特にその西斜面では5,000

mmあるいはそれ以上となる。

内陸部では一般にl,500mm程度の降雨量であるが，年によっては数百mmに止まるこ
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ともおる。このような年には操作物ことに水稲は皐舷の被害をうけることになる。プ

ノンペンにおける過去 50ヵ年くらいの記録では，年平均雨量は l,394mm，最高年雨量

は 2,31Omm，年雨量の最低は 936mmとなっている。全国的な記録では地点によって最

高 7,972mmの所があるかと思えば，最低の記録が 123mmという所もあり，地域により

年によりかなり大きい差が見られる。記録上みられるこのような現象は観測地点や観

測方法にも問題があるようにも恩われるが，とにかく相当不規則な降り方をすること

は確かである。

このようなことであるから，水利開発を計画する場合に欠くことのできない降雨と

流出との関係がなかなかっかみにくいということになる。こう L、う事実はメコンの他

の流域で調査に従事している外国の水利専門家達によっても指摘されているところで

あり， ユネスコ （UNESCO）で企画されている国際水文10ヵ年計画一 IHDー（International

Hydrological Decode）の狙いのひとつもこのような現象の解明と聞いている。この地方

の雨の降り方は原則的にはいわゆるスコーノレという激しい降り方で，雨量強度として

はかなり強いものである。雨の降る地域がスポット的で割に狭い範囲であり，しかも

それが移動していくのである。 筆者の体験したのは 4月末から 5月にかけていわゆる

雨季のはしりともいうべき雨であったが，文字通り一天にわかにかきくもり，たちま

ち1～2時間というものそれこそ浦然たる雨である。時に物凄い雷鳴さえ伴うことも

しばしばである。いままで 40°C近かった気温はサッと低下して36°Cぐらいとなり，

にわかに涼しさを感ずるようになる。また雨域が狭いということについては，、ある日

車で走っていると大平原のはるかかなたの上方に黒い雨雲が横に広がっており，その

下から地上まで太い黒い柱様のものが 2～ 3本おりているのがみえた。これがし、ま雨

が降っている地域で，このような雨の降り方では降雨と流出の関係など容易なことで

はつかみ得ないと痛感した次第であった。乾季にはほとんど降雨がなく ，河川の流量

はメコン川や 2, 3の河川を除いては，ほとんど流れがなくなってしまう 。

( 6) 農業水利開発からみた地域区分

以上のような自然立地条件を基礎として，この国を農業生産とくに農業水利という

立場から眺めてみると，おおよそ次のような特色をもった 5地帯に区分できるようで

ある。

（。） メコン川沿岸地域

メコン川が台地 ・丘陵地の部分を通過してテソレタの形成を始めるまでの両岸の地域

であって，洪水の氾濫はさほど広範囲にはおよぱなし、。水田は比較的少なく畑作が多

いが，開発可能な土地はまだ相当に残されている。水利開発の点からは本流あるいは

支流に〆ムを建設する可能性があり，今後はこれらの具体化に伴って新しい農業開発

の進展が期待される。

(b) 太湖沿岸地域

太湖（グランラッ !1）は雨季にはトン レサγプを通じてのメコンJI／からの逆水と流
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域からの流出水のために，その水面積は乾季の 3～4倍に広がることは先；こも述べた

とおりである。この洪水の氾濫域は肥沃な水団地帯となっており，湛水の状況 t深さ

と期間，速度）や土壌の状態などに応じて，栽培期聞を異にする各種の品種が作付され

ている。太湖の北岸には有名なパライオキシデンタノレ（BaraiOccidental）の水利組織が

ある。これはそのはじめは約1,000年の昔のアンコーノレ （Angkor）時代に作られた水利組

織でその後，数百年間荒廃していたものを先年米国の援助で改修され，現在利用され

ている。これについては後にやや詳しく述べるつもりである包南岸！こは現在実施中の

ボベノレ地区（Bevel），計画中のパッ夕、／パン地区，すで乙完了したモソグ地区（Maung)

などが大きい農業水利プロジェクト であって，このほか 2• 3の小さい事業もみうけ

られる。この地帯は前述のようにこの国でもっとも古く開けた農業地域であり，とく

にバッタンパン地方はこの国第 1の水田地帯で人口も もっとも調密な地域といわれて

いる。太湖に流入する諸河川の水利開発が今後も大いに期待される所であるが，水利

的観点からは南岸の方が北岸より安定しているようである。現在エカフェ（ECAFE－国

連アジア極東経済委員会）の提唱するメコソ川下流域総合開発計画において，この太

湖の人工的な水量調節が検討されている。 しかしながらこの問題は，これより下流遠

くメ コン ・デノレタの水利状況を根本的に変えるものであるから，今後の検討にまつべ

き問題が非常に多い。

( c) メコンJllテソレタの頭部地域

メコン ・デノレタは，カンボディアの首府プノンベンでメコン川がトンレサップと合

流じ，またすぐメコン本流とパサック川に分かれるのであるが，デノレFは大体この辺

から始まるということができょう。しかしこの場合のデルタ頭部地域はもう少し上流

付近から下流はベトナムとの国境までを一応対象として考えてよいであろう。この地

帯の地形は自然堤防と後背湿地に大別することができる。前者は畑として，後者は水

田として利用されている。地味は毎年堆積する洪水運積土のため概して肥沃である。

しかし堆積の少ない部分や，粒子の粗い土砂の堆積する部分では，若干生産力は落ち

るようでおる。

この地域における農業水利の開発は，根本的にはメコン川の全体を通した開発にま

たねばならなし、。しかしながら地形の特性をうまく利用した現在の土地利用を安定さ

せるために小規模な範囲を対象とした水のコント ローノレを行なうことは，さしあたり

の対策として，また将来の大規模なメコン開発のパイロット ・プロジェクトとして有

効なものと考えられる。

( d) 海岸平野地域

この国の大部分はメコン川の流域であるが，このタイ湾に面するわずかな海岸部だ

けは唯一の例外となっている。この平野はエレファント 山脈の南西麓から東に回って

カンポット（Kompot），ケップ（Kep）にいたる平野部で，一部に畑を交えながら水田と

して利用されてお り，塩害防止のための防潮堤工事も行なわれて，一方塩田も開発さ
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れている。

(e) 北 ・北東部高原地帯

北部のダソグレック山脈南縁の地帯は，地味があまりよくなく森林関発地域として

考えられているようである。 北東部安南山脈西縁につらなるラタナキリ.（Rottonokiri）の

周辺一帯は，今後の農業開発も期待される地域であるが，森林開発の点からもきわめて

有望であり，土地利用上両者をあわせ考える必要がある。いずれにしろ現在はL、わゆ

る辺境地帯であって人口も少なく，もっぱら林業が中心の地域である。 これもメコン

川の開発が具体化してくるにつれいつの日か脚光を浴びる日がくることと思われる。

2. 人 と生活

この国の社会， 歴史といった点についてはL、くつかの地理書，案内書にそれぞれ部

分的ながらも記されているので，ここではカンボディアの農業水利を理解するに必要

な程度でその人と生活についてふれてみたい。

( l ) 人口 ・人種

人口は1959年 4月の調査では 484万5,000人で1962年発表の推計では 574万9,000人と

いうことになっている。

人口密度は lkm2当り 31人で，わが国の人口密度 lkm2当り 252人に比べると非常に

稀薄である。しかしながら，近年における人口増加率は 3%に近く，経済成長の伸び

がこれに伴わないので，生活水準の向上と L、う立場からはこの人口圧力は今後の重要

な問題となりそうである。

住民は約 430万人（86%）がカンボディア人，いわゆるクメ ーノレ（Khmer）人で，昔ア

ーリア族に追われて海路，インドから移住したクメ ーノレ族，モソ族などのインド系種

族の混血したものといわれている。 身体は頑丈で身長は日本人と同じくらいで，皮膚

は青銅色というか，われわれが日焼して黒くなった状態が固定したという感じである。

このクメ ーノレ人のほかベトナム人が約30万人，中国人（俗に華僑と称せられている者）

が約30万人，チャム族（マレ一系で回教徒）が約l0万人くらい住んでいる。

Fメーノレ族はかつてその全盛時代（ 9～12世紀）には，南シナ海から印度洋にかけ

ていわゆる南海の制海権を握り，アンコーノレワット（AngkorWot），アンコーノレトム

(Angkor Thom）等，現在アンコーノレ遺跡群と呼ばれている数々の壮大な石造建築物を

つくり，東南アジアの一角に一大文明の華を開いたのであった（これはちょうどわが

国の藤原，鎌倉時代にあたる），現在のカンボディア人の生活を見ていると，これがあ

の偉大な文明を築き上けγこFメーノレの子孫なのかといささかの疑問を抱かざるを得な

し、。 アンコーノレの遺跡群を築いたグメ ーノレの文化と現在のカンボディアの文化との聞

にはある種の断層があるようである。現在世界の観光客を集めているアンコーノレ遺跡

群も， 1861年フランス人探検家によってアンコーノレワッ トが再発見されるまでの数百

年聞は，熱帯の風雨と植物が破壊するに任され，ジャ、ノグノレの中に完全に埋れていた



武田 カンボディアの農業水利（上） 105 

のである。アンドレ ・マノレローの小説『王道』 は， このアンコーノレ再発見当時の事情

を土台として描かれたものである。

(b) 言語 ・宗教

この国の公用語はいうまでもなくカンボディア語 (!1メーノレ語）ですンスFリット

を起源としている。しかし約 100年聞にわたってフランスの植民地（保護領）であっ

たため，フランス語が割合い普及し，特に，官吏とはフランス語以外の外国語ではほ

とんど話が通じなし、。英語の話せる若い局長級の役人もいないでもなし、がきわめて稀

である。この国の農業土木部における初級技術者の研修もカンボディア人の高級技術

者がフランスの教科書を使いフランス語で講義をしている状況であった。また東南ア

ジア諸国の例にもれず，華僑がこの国の流通経済をほとんど握っているため，日常生

活では中国語（広東語系）が幅を利かせている。

次に宗教では，カンボディア人のほとんどが熱心な小乗仏教の信者である。仏教は

憲法上国教として保護され，僧侶は高い尊敬を受けていることはタイと同様である。

どんな田舎に行ってもちょっとした部落があれば，必ず寺院があり，農家の建物の貧

弱さとは段違いに立派で金色を中心とした彩色あざやかな寺院の存在は，いささか奇

妙なコントラストである。このような現象はラオスの田舎でもみうけられるところで

あり．アジア的貧困のひとつの側面を示すものともいえよう。

3. 農業の概況

( l ） 産 業 概観

カンボディアの農業を語る前に，この国の産業一般についてちょっとふれてみたい。

この国は地下資源に乏しいうえに，工業はフラゾス統治時代その政策上の理由から，

積極的な育成を図らなかったことも原因して，ほとんど目ぼしいものはない。中共の

経済援助によって近年建設された紡織，製紙，合板，セメントの 4工場のほかほとん

ど工場といえるものはなし、。このほかの工業といえばペプシコーラ，セブンアップ等

の清涼飲料水製造業，ピニーノレ，サ、ノダノレ製造業（原料は日本から輸入という），煉瓦

製造業，製陶業（索焼），製炭業（木炭焼き），精米業などであるがこれらは工業とい

えるかどうか。こう L、うわけで農業はこの国最大の産業となっており，総人口の約70

～80%が農業人口である。ゴム園経営（ほとんどがフランス系）を除いては目ぼしい

産業のないこの国では，農業はもっとも重要な産業であり，政府はこの農業の振興に

非常に努力している。

農業の中では水田稲作が圧倒的に多く，米はゴムとともに輸出の大きな柱となって

いる。このほかの主要な農産物としては，とうもろこし，豆類，胡淑，カポッ F等が

あり，農産物の輸出額は輸出総額の60%を占めている。このうち米およびその副産物

だけをみると輸出総額中の37～42%を占めている。

農業についで重要な産業は林業と水産業であり，水産業のなかでは太湖の漁業が圧



106 

倒的に重要である。国家予算約四億リ ェノレ（公定レー トで500億円）， 輸出額24億リ

エノレ，輸入額33億リヱノレといったものが経済の規模を示す数字である。

( 2) 農業生産の概要

（。）耕地面積

農耕地全体の面積については統計的にもあまり明らかではない。国連の資料による

と，耕地面積200万ha，森林面積930万h。で耕地は国土総面積の 11.4% となってレる。

この国の現状では統計資料なるものがあまりあてにならない。水稲の場合には作付面

積よりも収穫面積の方が重視されるのが実情である。この収穫面積も年によって相当

大きい変動を示しており ，農業の不安定さを示してし、るものといえよう 。最近の資料

によると，この面積は1948～49年ではl01万5,000haで， 1960～61年では l42万3,000ha,

1962～63年で 174万haとし、う数字を示している。全体の傾向としては，この面積は逐

年増加の傾向をみせている。現況では耕地の約70%が水田ということになる。

畑の面積については明らかでなし、。というのは畑作物は作付期の変動が激しく，そ

の実態が捉え難いばかりでなく焼畑形式による畑作も多く ，その面積が常に変動して

いるからである。

この国の耕地主容は地形からみて もあまり高いとは恩われず，開発可能と考えられる

土地は，まだ広範囲にわたって残されていると思われる。しかしながら，現在の土地

利用の形態は自然条件 （地形と気候）にもっとも適したかたちで行なわれている。そ

こでこれ以上耕地の外延的拡大をはかるためには，人為的手段によるなんらかの現状

の水利条件を変えることが必要である。また一方この国の経済開発の方向に従った土

地利用計画のもとに関発を進める必要がある。

( b) 農家戸数と経営規模

農家戸数は全体で約70万戸と推定されている。前述の耕地面積をこの戸数でわって

みると， 1戸平均経営耕地面積は約 3haということになる。勿論この数字は大胆に全

国平均の数字を出してみただけであって， この国のもっとも進んだ水田農業の地域で

あるパッタンパン州では， lOOha以上の水田経営を行なっている農家もあるというこ

とである。また一方メコン川沿岸の肥沃な地帯では，経営面積は小さくとも集約的な

農業によって，相当な収益をあけ．ている農家がある。

なお経営形態は大部分が自作農であり ，耕地を賃借する場合でも完全な小作農とい

うものはほとんどないようである。

(c）農 業労 力

農家 1戸当りの平均家族数は約 5人であり，前記の平均約 3haの耕地を自家労力に

よって経営している。もっとも農繁期にはかなり活発な共同作業が行なわれるが，一

般に雇傭労力に頼ることはほとんどなし、。 しかしながらパッタンパン州におけるよう

な経営面積の大きい農家では，年間常備あるいは，期間雇傭の形で労務者を使ってい

る場合もある。また最近は農耕用トラ Fターが一部導入され，自分の耕地の耕起耕まえ
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は当然として，付近の農家に対して貨耕をしている例もみられるようになった。とい

っても全般的には営農の内容が粗放であるため，農村が保有している労働力を十分に

消化 しているとはし、えなし、。いわゆる潜在失業の形で労働力の相当部分が遊休化して

レるといえよう 。すなわち，土地利用の高度化あるいは経営規模の拡大といった方向

に対しては，労働力面では十分に余裕があるものと思われる。

(d) 主要農産物

この国におけるもっとも重要な農産物は，もちろん米であり，畑作物ではゴム，と

うもろこしが重要な地位を占め，米とならんで三大輸出農産物となっている。

その他の農産物としては，特殊なものを除いて，ほとんどあらゆるものが，生産さ

れている。主なものとしては，いんげん豆（Haricats），大豆，綿花，らつかせい，ひま

種，タバコ，胡淑，カポック，概子糖，甘藷，胡麻等があり，その他各種の果樹 （パ

ナナ，パパイア，マ ソゴー，オレンジ等），野菜あるいは一部に茶，コーヒ も栽培され

ている。ただ乳牛の飼育がほとんど行なわれていないために，牧草，その他乳牛用の

飼料作物は栽培されていない。気象的に乾季と雨季に分かれ，乾季における滋殺施設

が整っていないために，一部の園芸地帯あるいはとうもろこし栽培地帯を除いては，

ほとんどが雨季の降雨と河川の氾濫を利用 して年一回の作付を行なっている。また施

肥，病害，防除等の技術が一般に普及していないため，特殊な地域の特定の作物を除

いては，作物の生産性は全般的に低く，また用排水のコントローノレが十分にできる耕

地が少ないため，栽培面積や収穫量の年による変動がかなり大きい。

( e) 主要作物の現状

（イ）水稲

( i ）栽培地域

水稲はこの国のほとんどすべての地方で栽培されている。作付面積のもっとも大き

L、州はパッタソパンでプレイベン（Prey-Veng），タケオ（Takeo），コンポンチャム（Compong-

Cham），スベイリ エン （Sv町長ieng），カンポット，コンポントム（KompongThom）， コソ

ポンスプウ（Kompong-S問 u），カンタツレ（KandaI）等の諸州がこれにつぎ，これらはし、ず

れも 10万ha以上の作付面積をもっている。

(ii) 品種および栽培状況

①早生稲（Hatif)

〔標準生育期間〕 約 3ヵ月

〈標準栽培期〕 播種5月 （苗代），移植 6月， 開花8～9月，収穫9～10月

早生稲は日長感応性が比較的小さく，乾季作稲（減水期稲，後述）としても利用さ

れる。

〔栽培地域の条件〕 砂質で地力の低いところに多く栽培される。

〔収量〕 もっとも低い。

② 半季節稲（Mi-Saison〕
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〈標準生育期間〕 約 4～5ヵ月

〔標準栽培期〕 婚種 5～6月，移植 7～8月， 開花11月，収穫12月

〔栽培地域の条件〕 早生稲と同じく ，砂質で地力の低い所に栽宿される。

〔収量〕 早生稲よりは高いが，季節稲よりは低い。

③季節稲（Saison)

〔標準生育期間〕 約 6ヵ月

〔標準栽培期〕 矯種5～6月，移植 7～8月，開花12月，収穫 1月

〔栽培地域の条件〕 壌土質の土壌で，比較的標高が低く，用水がほぼ十分に得ら

れるところに栽培される。

〔収量〕 半季節稲より高いが，晩生稲よりは低い。

④ 晩生稲（Tardif)

〔標準生育期間〕 約 7～ 8ヵ月

〔標準栽培期〕 播種5～6月，移植 7～8月，開花12月，収穫 1～2月

〔栽培地域の条件〕 壌土質ないし：埴壌土質土壌で，比較的低標高で．用水が長期

にわたり十分に得られるところに栽培される。

〔収量〕 季節稲よりも高L、。

⑤ 浮稲（Flattant)

浮稲も生育期間の長短によって，季節稲， lぬ生稲などに区分されるがl免生稲が一般

的である。

〔標準栽培期〕 播種 5月f直播J，開花12月，収穫 1月

〈栽培地域の条件〕 低標高の洪水氾濫域であって， j甚水深が 2m以上，ときには

4～ 5mに達し，かっそれが相当長期間にわたって持続する地域で， しかも洪水位の

上昇が l日に lOcm以内の地域で栽培される。なお湛水深と生育期間には相関関係が

あり ，湛水深 2～ 3m程度のところでは， 6ヵ月程度の生育期間をもっ品種が， j甚水

深 3～4m程度のところでは 7ヵ月程度の生育期間のものが， 4m 以上のところでは

8ヵ月程度の生育期間をもっ品種が一般に栽培される。

〔収量〕 割と高いが品質はあまりよくない。

⑥減水期稲（乾季稲）

洪水が引ぎ始める 11月頃に苗代に播種し， 12月に移植，4～5月頃に収穫するもの

で，早生稲系統の品種がこれに用いられる。一般に雨季稲（普通の稲作）と乾季稲と

の 1年 2作は行なわれず，水利施設のあるところでごく小範囲に試みられている程度

である。乾季稲の栽培地域上の特性は後述する。

（皿）栽 培 方 法

この国の水稲栽培の方式は，直播と移植のふたつに大別される。L、かなる場合に直

播あるいは移植が行なわれるかということについては，いろいんな条件がからみ合っ

ているのでいちがいにいえなし、。 しかし現在この国で直播を行なっているのは経営面
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穏の大きい農家が多く ，したがって，バッタンパン州およびフツレサット州の一部にお

いてこの直播栽培法が普及している。筆者らがこの地方の農民から直接関いたところ

では，移植をした方が収量が多いということを知っているが，労力が足りないので直

播をやるのだというようなことをいっていた。なお浮稲は直播方式によって栽培され

るものである。

① 移植栽培

移績栽培は商代作りおよび田植の作業に多くの労力を要するが，圃場における栽培

管理が集約的にできるので，土地と労力の条件の許すところでは一般にこの方法が採

用されている。

〔苗代〕 品種その他の条件によって異なるが大体 5～ 7月の聞に播種し， 1ヵ月

から2ヵ月の間育苗する。苗代面積は本田面積の約 1割程度で，苗代における矯種密

度は 1アーノレ当り 4～5kgが普通である。苗代日数は苗代の肥沃度によっても異なり ，

条件のよいほどその日数は短かくてすむ。 しかし一方降雨が少ないために本田に移植

できない場合には，この日数はやむを得ず長くならざるを得なし、。苗代期間中の気温

が高いため苗の生長速度が大きいので，移植に際しては一般に苗の先端を切る方法が

とられている。

〔移植〕 通常正条植は行なわず20cm×40cmないし25cm×35cm位の間隔で， 1株当

り5本内外の割で雑植する。移植回数はこの国では 1回である（南ベトナムのメ コソ

．デノレFでは 2回移植する地域がある）。

〔国場管理〕 雨水をできるだけ有効に利用する必要上，畦畔の管理にはかなりの

労力を投じてレる。すき起しと砕土には畜力（役牛または水牛）を利用する。通常 2

頭曳きの方法がとられており，これはちょうど 5月頃の耕起の時期となると飼料とし

ての稲葉も欠之 して，一方年中での最高温ということも重なって，家畜の体力が消耗

し， 1頭曳きでは耕起の能率が上がらないためと説明されている。また用水を水路あ

るいは隣の回から次の固に汲み上げる場合にはスコップ状の水汲み器あるいは竜骨車

が用いられ操作は人力で行なわれる。なお最近エンジン駆動の小型ポンプが一部に利

用され始めたが一般に普及するにいたってはし、ない。

〔除草〕 除草は普通人力で行なうが，全然除草しない水田もあり，増水期に湛水

深の深いところではある程度自然に雑草が抑制されるようで為る。除草剤は使用され

ない。

〔病虫害防除〕 現在各種の病害や虫害が発生しそれによる被害も少なくないと

推定されているが，農薬の散布は一般に行なわれていない。

〔施肥〕 バγタンパン州の進歩した農家において施肥が行なわれているほか，苗

代本国とも全般的には無肥料栽培である。

〔収穫〕 早生稲は 9月～10月に収穫され，その他の品種は12月～ 2月にかけて収

穫される。乾季稲の収穫は4月末～5月である。 刈取りは特色のある半月形の鎌を用
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いて，地上約 50～70cmのところで刈り束ねる。これを集めたものを牛車で水田の一

隅，あるいは農家の庭先に運搬集積してそこで脱粒する。

脱粒は主に牛に踏ませる方法をとる。藁はそのまま野積みにする。籾は人力送風機

にかけて選別したのち一部を貯蔵し残余は販売する。

②直 播 栽 培

〔播種〕 4月末から 5月にかけて，雨季に入り，雨が降り始めると直ちに耕起，

砕土を開始し，雨が 30mm 程度降って土壌が耕転しやすくなったところで木格的な作

業にかかる。同時に人力によって撤婚する。この後でハローで覆土する。すなわち乾

閏直播方式である。矯穏量は一般に 1ha当り ，50～80kg程度である。なお耕起，整地

の際に回面に数条の溝を切る。これは播種直後に湛水があると水温が異常に高くなり，

稲の幼苗が傷められ枯死することもあるからである。この溝で排水を図り ，回面を畑

状態に保つようにするのである。

C園場管理〕 耕起 ・砕土その他の諸作業は移植の場合と同じよう であるが，直播

の場合で特徴的なものはコープチョーノレ（Ka-Phchuor）およびコーシスラウ （Ko-Si-S旧 u)

といわれるものである。コープチョ ーノレとLヴ 作業は播種後50～70日｛立たって稲の草

丈が50cm程度になった頃，水田をすき起し，引続いてハローをかける作業である。 コ

ーシスラウは，やはりこの頃かなり多数の牛を水田に入れて，牛に稲や雑草を自由に

踏んだり，食べさせたりすることである。これらの作業は，播種後稲がある程度成長

して再生力が備った時期に，間引きと除草の両方の目的を兼ねて行なうものである。

これによって雑草が相当減少し，一方稲は再生して適当な間隔．密度となって生育を

続けるのである。これらふたつの作業のうちコープチ ョーノレの方はほとんどすべての

水田で行なわれているが，コーシスラウの方はすべてで行なわれるとは限らないよう

である。またコーシスラウを行なった後に，水田の状態によっては，さらにコープチ

ョー／レを重ねて行なうこともあるという。

① 浮稲栽培

この浮稲の栽培は直播の場合とほぼ同じと考えてよし、。ただ浮稲の栽培されるのは

湛水深の深い場所であって，生育期間中は通常の圃場管理を行なうわけにもいかず，

栽培はもっと粗放である。したがって主な作業は矯種と洪水が引いた後に各部から出

た穂を収穫することだけでまbる。

C iv) 現状における稲作の諸問題

カンボディアにおける最近の水稲生産の動向を統計数値からみると，まず作付面積

については，さきにもちょ っとふれたように年々かなり の変動がある。最近年次では

大体平均 150万ha程度であって，全般的には増大の傾向にある。統計上では最近10ヵ

年の前半（1954～1958) 5ヵ年の平均は115万1,000haで為るが．後半（1959～1963)

5ヵ年の平均はl57万2,000haである。

① つぎに籾の生産量は，これも当然年によって変動がある。 しかし最近年次の平
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第 1表 各種畑作物の栽培期間一覧表

雨季栽培 乾季栽培

月 14 '5 6 7 8 91011121 2 3191011121 2 3 4 5 6 7 8 

とう もろこし 00000 0000 

いんげんまめ 00000 0000 

いんげんまめ 0000 

落 花 生 000000 00000 

落 イザじ 生 000000 

大 !ii 00000 

胡 麻 00000 

綿 00000 00000 

甘 庶 00000000 

黄 麻 00000 

フ 00000 

煙 草 0000000 

ひ ま 00000 

甘 藷 0000 

均は140万ト ンから150万トン程度であり，これも作付面積の増大とともに増大の傾向

にある。このうち白米として20万ト ン程度が年々輸出に向けられている。またha当り

の籾生産量は大体平均 1トソ前後でこの値はあまり動かないようである。さてこれら

のことから察知されることは，この国における水稲の生産量は政府や農民の努力によ

って作付面積の増大を背景として逐年伸びていく傾向にある。しかしこれとても年々

の変動の幅が相当大きく単位収量も 1ha当り 1トン前後という程度でしかも増大の気

配はなL、。このように生産が不安定でかつ低位であるというこ とはいろいろな原因が

考えられる。まず水の問題であるが，これについては後で論ずるとしてつぎは肥培管

理の問題である。 メコン川および太湖の氾濫域は，新鮮な泥土が毎年補給され，かっ

水中に溶解している養分による肥培効果が期待できる。しかしこれらの地域以外のと

ころでは，もともと養分保持力の弱い砂質系の土壌が多く，また埴壌土系の土嫌であ

っても，大部分が天水田であるため洪水氾滋域のように天然の養分供給をうけること

ができなL、。このよう な状態に対してこの国の現状は，ごく一部を除き全般的に無肥
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料栽培である。これが生産を低位ならしめている主要な原因であると考えられる。 し

たがって水稲の生産を高めるためには，ぜひとも無肥農業から施肥農業へ転換する こ

とが必要である。しかしこのためには用排水の自由な調節を可能なら しめるような水

利施設の整備と ともに新しい品種の発見，導入が考えられねばならなし、。このことは

国際稲作研究所の研究の結果にも示されており，このような品種とは窒素感応性の高

い，短蒋（強稗）で病害にも強いものであるとされている。

② とうもろこし

とうもろこしは米，ゴム とならんで重要な輸出農産物である。栽培地域はメ コン川

の沿岸（自然堤防地帯）が大部分である。プ レイ ベγ州が最大で，カンダノレ，コンポ

ンチャム， Fラチェの諸州がこれにつぎ，いずれも 1万M以上の栽培面積をもってい

る。

メコソ川沿岸の畑は毎年の洪水によって泥土の沈積が行なわれこれによって高い収

量を維持している。雨季作は4～5月に播穫し 8月に収穫する。乾季作は11月頃播

種し， 2～3月に収穫する。両者を合せて面積は8万8,000haで収量は11万8,000トン

で為る。

③ その他の作物

その他の作物についてはくわしくのぺる余裕がないので畑地濯統計画を樹てるに必

要な各種作物の現状における栽培期間の表を示すこととする。（第 1表参照）

（農林省農地局設計官）
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