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フィリッピンにおける水管理

安井正巳

はじめに

7 ニラ に事務所のあるアジア開発銀行は，1968年 8月から1969年 7月まで

の 1年間，フィリッ ピン政府に，水管理チームを派遣し，技術援助を行なっ

た。私は，1968年の 9月から 4ヵ月， 1969年の 5月から2ヵ月半，計 6ヵ月

半これに参加 したので，フィリ γ ピンの水管理を中心に紹介してみたい。 た

だ，仕事中知り得たことを公表するには，制約が与えられているので，デー

タの使用についても，もどかしさを感ずるが，その範囲内で，できるだけ，

問題の性格を明らかにするよう心掛けること としたい。

アジア開発銀行が，後進国に対する技術援助のテー 7 として，水管理とい

うことに注目 したのは，つぎのような考え方にもとづいている。いままで，

後進国技術援助のなかで， 水利開発として，ダムの建設計画が行なわれてい

る。 しかし， これには，莫大な建設費と長い期聞を要し，効果の発生が相当

遅れる。現に技術援助として行なわれたダム建設のうち，すでに十分の効果

をあげているものは少ない。それよりも，少しでも早く効果をあげ，農民の

所得水準を上昇させて蓄積をはかり，離陸へのステップとする ことを望むべ
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きであろう。また，これまで建設されてきた水利施設も，管理が不良 のた

め，十分な効果をあげていない。とく に，かんがし、水の効果は，末端圃場段

階で最終的に実現されるのであるのに，これがし、ままで放置され，せっかく

の水利開発の効果が著しく減殺されている。

このよ うな考え方から，アジア開発銀行では，水管理という ことをと くに

重視 し，まずフィリッピンでこれを こころみ，もし，これが十分な成果をあ

げることが実証されれば，他の後進国援助に対しても，同様の考え方を適用

していきたいとの意向であったのである。

そして，1968年，シドニーで聞かれたアジア開発銀行総会でも，この水管

理の重要性が強調された。

水管理チーム は，かんがし、土木，水管理，営農， 土壌，かんがし、経済の 5

人の専門家によって編成された。 このうち，水管理の専門家は台湾大学か

ら， 土壌の専門家はアメリカの開拓局から，その他の3人は日本とし、う混成

である。期間は 1年，ただし，土壌 と経済の分野は半年，私はかんがL、経済

の専門家と してこれに参加したのである。

なお，7_k管理と L、う言葉は，いろいろの内容を含み，場合によって，異っ

たことを意味するものと して使用されるので，一義的に定義する ことはむず

かしいが，ここでは，主として， 水の配分管理に関する組織，運営の面から

みてみよう。

1. 概況

フィリ γ ピンの労働人口の62%は直接農業に従事しており ，また総輸出の

90%を占める 10大輸出品目のうち，6つまでが農産物によって占められてい

る。このように，国の経済のなかで，農業の占める位置は大きし、。

主要農産物は，米， とうもろ こし，ココナツ，砂糖，アノイカ，タバコの 6

品目であり，作付面積において全体の88%を占めている。このなかでも，米

は国民の主食である。フィリッピ ン国民の76.8%は米を主食としている。 と

うもろこしは20.8%，残り の2.4%は，主食を藷類に依存している。また，農

家の48%は米を主作物としてお り，それは，とうもろこ しの16%，ココナツ

の14%をはるかに引き離している。

しかし，フィリッピンにおける米の生産性はきわめて低L、。 lha当り の籾
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の収穫量は，全国平均1965年で28カバン（約1.260kg）で為るが， これは台湾

の40%，マラヤの55%，インドネシアの70%，タイの80%にすぎず，わが国

の4分の lとし、う低い生産性なのである。一方，人口増加率は 3.3% といわ

れ，世界的にも上位にランクされる高い率である。この国はカソリック国で

あるため，産児制限が行なわれなし、。家庭をたずねてみても，6人とか 8人

の子供をかかえている家は普通である。このような高い出生率は，政府でも

問題にしていながら，当分あらたまりそうにない。

こう した急激な人口増加と，生産の停滞のために，フィリッピンでは，こ

れまで年々数十万 fの米を輸入していた。もっとも，統計の不完全というこ

ともあるし，また， 大統領選前になると，米を輸入して，それをめざす地域

へ配給するなどというように，政治的に利用されているために，そのバラ ン

スが実際どのよう であるかはよく分らない。1968年になると，米が輸入から

輸出へ転 じたことが報告されている。そして，この年になると，政府によっ

て，米の増産は貿易を通じて国家財政を豊かにするためのものであることが

唱導されている。

つぎに気候の面についてみると，年平均気温は27°Cで， l年中ほとんど

差がないが，12月から 2月までが比較的涼しく ，4月が最も暑し、。一般の人

は4月をサンマーと呼んでいる。しかし，他の月を春，秋または冬と呼ぶこ

とはない。 l年のうち，夏だけが区別されているのである。

降雨型からは，乾季と雨季に分けられるが，地域的にきわめて大きい差が

あり， 大きくはつぎの 4つに分けて考えられる。

( l ) 乾季（2～4月〉と雨季（ 5～10月〉 の明確に示される地域一一西部型

( 2) 11月から l月にかけて最大降雨量はあるが，乾季がない地域一一東

部型

( 3) シーズンが不明確で，11月から12月にかけて乾燥し 1月から10月

にかけて雨の多い地域一一西より中間型

( 4) 雨の多少が年聞に均衡に分配されている地域一一東より中間型

中部ノレソンのノfンノfンカ＼ブラカン，パンガシナンなどは，最も典型的に

西部型を示す地域である。

以上の4類型のほか，7つの型に分類できるとしづ学者もある。とにか

く，地域的な変異は著しく大きし、。そして，このような箸しい地域的変異を
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もった降雨型に対応して，稲の作付形態も地域的に多 くの変異がある。

2. かんがい組織

フィリッピンにおけるかんがし、組織については， 6つに分けることができ

るが， 1965年における各組織の支配面積をみると，つぎの とお りである。

l. 国家かんがし、組織 318,711 ha 

2. 共同かんがし、組織（政府援助のあるもの〉

3. 共同かんがし、組織（援助のないもの）

4. ポンプかんがし、組織

5. 修道僧領有地かんがし、組織

6. 自治体営かんがし、組織

153,734 

373,602 

60 000 

25,221 

4 000 

かんがし、面積からすれば，共同かんがし、組織が最も多く，国営かんがし、組

織がこれについでいる。しかし，実質的には国営かんがL、組織が最も重要で

ある。 1952年には全体の19.2% に過ぎなかったが， 1960年には 34.l%と大き

くのびている。

( l ) 国営かんがし、組織

これは政府によって水利施設が建設管理されるものである。一番末端の圃

場水路が農民にまかされるほかは，そこへ水が到達するまでのいっ さいの施

設，ダム，水路，分水路，分水施設，その他これらに付属して必要となる施

設がすべて政府の手によ って建設管理される。ただ し，農民からは，後で述

べるように，管理に要する経費として水利費が徴収される。この組織は，

1922年のかんがし、法改正によって，公共事業通信省の公共事業局かんがし、部

が管轄することとなった。 1964年に，かんがい庁（NationalIrrigation Administration 

通常N.1.A.といっている〉が新しく組織され，これに引きつぐこと となった。

この組織によるかんがし、開発は，めだった進展をみせている。 1946年の独立

後，食糧自給の観点から，米穀の増産対策と して，施肥の拡大と水利開発が

とりあげられたが，1955～65年の10年聞に， かんがし、開発のために l03.4百

万ぺソが投下された。現在81のプロジェク トがこの管轄下にある。

これにより ，かんがし、面積が急速に増加することとなった。また収量につ

いても，全国平均28カバン，かんがし、地平均40カバンであるのに対 し，組織
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内の収量平均は50カノ、ンと上回っている。また，水利組織のなかには，それ

より多く，なかには 100カノ、 ン以上のものもみられる。た とえば，ナ シン河

かんがし、組織は86カノ、ン，7 ハノ、河組織は96カノイ ン，ヒビカ河組織は94カバ

ン，カガイカイ組織は 115カバンといった状況である。

このように，国営かんがL、組織の進展は，かんがし、面積と収量を急速に増

加させることにはな ったが，これがあまりにもすべて政府自らが行な うとい

う方式であるため，農民が管理しようとすることについての農民側の意欲を

失なわせる結果となってしまった。農民はただ受動的に行動するだけで，自

らかんがし、状況を改善しよう とする動きがでてこないのである。これに対し

てどうすべきかがし、ま大きい問題となっている。政府は，最近になって，他

国の事例や，勧告などもあり，効果的な水管理のためには，農民自らによっ

て組織された水利組合の必要なことを唱導してい るのであるが，この組織内

で水利組合をつ くることはなかなか困難である。このことは後てー述へoょう。

規模別にみると，1965年において最大規模ク ラス（叩00～27,000ha）が11,

大規模クラス（4,000～9,000 h。〉が 9，中規模クラス（2,000～4,000ha）が23，小規

模クラス（l,000～2,000 ha〕が15，最小規模クラス （100～1,000ha) 20となってい

る。数のうえでは中規模クラ スが多い。

( 2) 共同かんがし、組織

これには，政府の援助のあるものとないものとがある。かんがし、面積とし

ては最も多L、。しかし， 1地区の支配するかんがし、面積としては比較的少な

く，200～500haのものが多い。最終的な水利用者である農民 によって組織

されている，自治的な団体である。組織のなか に，組合長， 副組合長，会

計， 書記などの機構をもうけて運営している。そして水利費についても自ら

徴収している。しかし一般的にみて，この組織内の維持管理の状況は必ら

ずしもよくなし、。組織の運営状況にも問題がある。 政府の報告書によれば，

これらの組織がう まくし、かないのは，義務と責任の観念が欠けているからで

あると指摘している。組織は作られていても，ほとんど活動 していなかった

り，結果として約半数のものが実質的には潰滅の状態にあるとしづ。 具体的

な問題としては，たとえば維持管理がよくないために，水路に汚染が堆積し

たり，機能が甚だしく低下している。そのため，農民にとっては受益が少な
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L、から，水利費の支払いは悪くなる。滞納が増加する。それは，水利組織の

経理状況を悪くし，そして維持管理を悪化させる原因ともなるとし、う悪循環

をくり返している。したがって，地域の生産力を増加させるとし、う役割を果

すこととはならなL、。このような状態に対して今後，全面的な回復措置が必

要であると指摘されている。

( 3) ポンプかんがL、組織

ポンプかんがし、組織は，面積としては比較的小面積に限られているけれど

も，過去 5年のうちに，その面積は 3倍となった。一般に，ポンプかんがい

組織は，政府のかんがし、サービスユニット （1.S.U）と L、う機関によってポンプ

が建設されたのち，それが農民の組合にうつされたもので，組合によって運

営され，経費も徴収される。前述の国家かんがし、組織は，重力かんがし、を管

轄支配するに対し，これは，ポンフ。揚水を対象として L、る。この両者は，実

質的には，かんがL、地域，開発の順位，効果等の面で関連があり ，統ーして

考えなければならないものである。しかし，現在のと ころ，1.S.U.とN.l.A.は

協力関係にはなく ，連絡もよくなし、。国が，同じかんがし、目的のために建設

する ものであるから，相互の調整あるいは機構の統ーなどが必要である と唱

えられている。

( 4) 修道僧領有地かんがし、組織

これはスペイン統治時代の後半にあらわれた方式て、ある。フィリッピ ンで

は，牧師不足のため，ロ ーマ法王は在来教会牧師としての資格をもたないカ

ソリック修道僧を教区牧却に任命した。スペイン人官吏や荘園領主は，原住

民保護のたてまえから，町や村に居住することを許されず，そのため， しだ

いに伝道僧は統治行政の末端をうけもつ義務が課されるようになった。かれ

らは，教会牧師であるとともに，地方の行政官で，原住民に対する支配者で

あった。教団は，教団の領有地を原住民に小作させ， 分益ない し，一定額借地

で地代を取得した＠

教団の領有地はマニラ周辺に多く，そこには，稲，サ トウキピを栽培させ

たが，修道僧領有地かんがし、方式は，この過程て・形成されたものである。こ

の組織は，4年前まで土地局の管轄であったが， N.1.A.ができ るとともに
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N.I. の管轄に移された。

なお，以上のほか，自治体営かんがし、組織というのは，町当局によって管

理されているかんがし、組織で為るが，この面積はきわめて少ない。

3. アンガット河かんがい組織

以上のかんがL、組織のうち，最も重要なのは，国家かんがい組織である

が，その代表的地区であるアンガット河かんがL、組織を例にとりながら，管

理運営の状況を示すことにしよう。

この地区は，81の国営かんがし、組織のなかでも，一番かんがし、面積が大き

く，施設も近代化されていて，フィリッピン政府の看板地区になっている。

外国からの視察者があればたいていここへ案内する。日本でいえば，愛知用

水のようなものである。われわれの活動もこの地区において行なわれた。

地区は，マニラからハイウェイを北に50km，ブラカン州のサンラファ ヱ

ノレに事務所がある。アンガット河を長さ500m，高さ 3mのダムでせきとめ，

そこからとり入れられた水は，北幹線24km，南幹線30kmの水路を通じ， 18 

の町をかんがし、する。かんがい面積は，年によって若干の変動があるが， 1 

期作が約4,300ha, 2期作が26,400ha, 合計3万 加を超える面積をかんがい

する。

ところで，ここで，何期作何 回 という概念についてちょっと説明を加え

ておこう。前述したように，フィリッピンでは，地域によ って降雨型が著し

く異なる。アンガット地域では，5月から10月ごろまでが雨季で，11月から

4月までが乾季である。水稲の作付形態は町ごとに，同じ町でも，それぞれ

の圃場によって，大きな変化がある。ある聞場では，出穏期であるのに，隣

接した闘場では田植えが行なわれているといった状況も珍らしくなし、。しか

し，大ざっぽにいえば，雨季を利用して 5月ごろ田植し， 10月ごろ収穫する

ものと， H月ごろ田植えして，翌年4月ごろ収穫するものとある。後者の場

合は乾季であるから，かんがし、施設が完備していることを必要とする。前者

の場合てaも，かんがし、は必要で‘あるが，多くは降雨の力を借りて水稲の生育

が行なわれる。そして，天水のみに依存しているのもある。こうした状態の

ところでは，その年の降雨量によって，作付面積が異なってくる。

一方， このほかに，流末地域では，排水不良の沼沢地がある。これは，雨
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季には作付できず，乾季のみ作付できる。そして，降雨の少ない年の方が作

付面積がふえるという ことになる。

ところで，さきに 1期作4,300haとい ったのは， SingleCropのことで，か

んがし、施設不備のためか，排水不良のため， l年 1回しか作付けできない面

積であり ， 2期作といったのは， DoubleCropのことで，雨季と乾季の2回

作付けできる面積の ことである。したがって，この場合延作付面積は 2倍と

なる。

己れに対 して，FirstCrop, Second Crop とし、う 言葉が使用されている。 この

概念は，SingleCrop, Double Crop とし、う 概念と少 し異なる。 FirstCrop とい う

のは，その土地で， 1 年のうち，最初に作付けされるもの，SecondCropとい

うのは，FirstCropの後に作付けされるものである。だから，FirstCropは，

雨季だけしか作付けできない耕地のその作付け，排水不良のため乾季だけし

か作付けできない耕地の作付け，および，雨季乾季の l年 2回作付けできる

耕地の最初の雨季の作付けを合したものである。そして， SecondCrop は2

回作付ける耕地の 2回目の作付けをL、う。だから，統計的には， DoubleCrop 

と，SecondCropは面積数字（土等しくなるが，SingleCropに比べて，FirstCrop 

の数字は遥かに大きくなる。

ところが，アンカット地区以外のある組織 では，FirstCrop とは，雨季作

のニとであり ，SecondCrop とは乾季作のことであるというように言葉を使

っているというのだから話はやや こしくな る。 フィリッピンでの政府統計

は，全 く信用がおけないとはよくいわれる ことであるけれど，用語 lつとっ

てみても，それが，その場合，どのような概念で使用されているのであるか

ということをよく吟味 してからかからなければならない。

さて，このアンカット河かんがし、組織の施設建設について調査が開始され

たのは，1919年であり ，1922年になって建設工事が始められた。そして 4年

後の1926年に取入施設， 幹線，分水施設，分水路と現在ある施設の大部分が

完成 した。

水路は素掘であるとはし、ぇ，この長大な水路が，このように短期間に完成

したということは注目に値する。完成当時のかんがL、可能面積は2万5,000ha 

であった。その後上流に多目的タムが建設されたので，これによって利用可

能となった水をキ ャッ チするため，1967年にタムのかさ上げが行なわれ，こ



JLをうけて，その後数回

にわたって，辺縁部にか

んがし、を可能とするため

の分水路工事が行なわ

れ，その結果，かんがL、

可能面積が 3万 ho に増

加 LTこ。

北幹線と南幹線にとり

入れられた水は，順次第

A 
A-i 

A-2 
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B 

A 2-A A 2 B 

l次分水，第 2次分水と分水されるが，その水路の命名の仕方は，一定の方

式にしたがっている。第 l次分水は，取入口から順次， A,B,Cとつけ，第 2

次分水は数字で，たとえば，A分水の最初の分水はA l，つゲの分水はA-2と

いうように名付ける。第3次分水は，また A,B, Cとなる。

たとえば，A-2-Bの水路といえば，上図に示す位置の水路である。

このようにして，北幹線には，第 1次分水として，A,B, C, D, E, F, G, H, J, 

K,Mの水路があり ，南幹線には B,C, E, F, G, H, I, J, K, L, M の第 1次分水路が

ある。

また，7j(路の位置とか，水路の監視人の受持範囲を示すに，基点から測っ

た距離何mから何m までと表示する。水路の監視人が受持区域 について何

かを報告するには，この水路座標とでもいえる表示方法によって場所を表示

する。これは，形のうえでみれば，きわめて合理的で，アメリカの方式をと

り入れたものであろう。わが国でも，愛知用水では，この方式が一部採用さ

れた。しかし，その後他の地区ではみかけなし、。 アメリカ方式は，日本の土

壌では育たないのであろうか。

つぎに管理のための地域の区分については， Side Zoneー Division-Sectionの

系列に分けられる。まず，幹線にしたがって，北側（NorthSide）と南側 （South

Side）があり，それぞれを 2つの地帯（Zone〕に分ける。 北側の第 1地帯は，

I, IT, V, VIの 4つの区（Division）に，第 2地帯は田， IV, VIIの3つの区に

分けられ，南側は，第 l地帯が I, IT , Eの3区に，第 2地帯がIV,V, VI, 

Wの4区に分けられる。 これらの区は，さらに分区（Section）に分けられる。

そう して，この区分を対象 としてつぎのよ うな管理機構により管理が行なわ



100 

ADMINISTRATION 

れる （左図参照）。

この管理機構は，国営

かんがし、組織のうち，組

織の規模に応じてその複

雑さに多少の差はある

が，基本的な型はすべて

同じである。

lつの水利組織に統括

する長の下に副監督があ

り，技術部門， 運営部

門，管底部門がある。技

術部門l土，技術，調査，

計画，設計，開発および

車の整備などを担当す
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ープーノレをその組織内に

もっていて，故障車の修理を自ら行なっているのである。そうして，日本で

なら，とうの昔にオシャカになっているであろう 10年以上も前の車を，部品

SUPERVISING WATER MASTE .~ 

WATER MASTE? 

GATE KEEPE司
DETCH TENDER 

る。 N.1.A.では， モータ

をとっかえ，ひっかえ使っている。

総務部門は，水利費の徴収，財産の管理，経理，その他庶務的業務を行な

ってし、る。管理部門（土具体的な配水管理を担当する。管理部門には総配水主

任がおかれる。アンカA ットの例でいえば，北側と南側にそれぞれ 1名がおか

れている。その下に配水主任がゐり，各々約1,000haを管轄する。配水主任

の下に水路番と水門番がおかれる。 配水主任は，水路番と水門番を指揮監督

するとともに，配水状況の調査， l 筆ごとの土地台帳の保管と修正，配水状

況，水利費賦課に関する苦情の処理などを行なう。ときには，直接農民から

水利費を徴収する こともある。水路番は，分区（Section）ごと約 150ha の面積

を支配する水路を維持管理する。たとえば，除草とか，水路の淡淡などを行

なう。水門番は，配水主任の指揮にしたがって，水門の操作を行なう。
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4. 水利費

全体の論述の体系からする と，すこし外れるが，ここで，国営かんがL、組

織における水利費について一項を設けて説明しておこう。

水利費は，本来， その地区の維持管理のために要する経費を農民から徴収

するもので為るから，地区ごとのおかれている条件によって，その額が変っ

てくるのが普通である。日本や台湾の水利組合ではそうである。しかし，多

くの後進国では，経費のすべてを政府が負担するか，または農民が負担する

としても，全国同一額であるのが普通である。フィリッピンでも，国が自ら

管理している国営かんがL、組織内においては，全国同一率であり，現在，第

l期作に ha当り25ペソ（ lぺソは約90円），第 2期作に35ぺソ，計60ペソが課

されている。

政府の説明によ ると， 水利費については，自己支弁主義をと っている。す

なわち，管理のために要する経費は，水利費として徴収するので あり ，現

在，各かんがし、組織に配置されている配水主任，水路番，水門番の給料から

計算して，前述の額が妥当であるとしている。

水利費は，過去 2回引 き上げられた。最近では1967年に，現在の額にされ

たのである。そして，これについて，政府はつぎのような説明をしている。

戦前は，水利費は 6ぺソであっ た。その時，最低賃金は lペソ，米価は，2

～3ぺソ， したがって，賃金と水利費の比率は 1 6であり ， 6ペソの水利

費は 2.4カバンの米に相当した。戦争直後，ロ クサス大統領によ って水利費

は12ぺソに引き上げられた。 このとき賃金は 2ペソであるから，やはり，比

率は 1・6であり，また米価は 6ペソであるから，2カバンの米に相当した。

ところが，1967年においては賃金は 6ぺソであるから，その 6倍とすると，

36ペソとなる。ところで，第 1期作は25ペソで第 2期作は35ペソであるが，

第 2期作は約30% しか作られてL、ないから，10.5ペソ，合計35.5ペソとなり ，

妥当となる。 また，米価はこのとき 18ペソであるから，水利費35ペソという

のは，2カパンの米に相当し，やはり均衡がとれているというのである。

ところで，政府が，このように理由づけている水利費も ，納入状況が甚だ

悪いのである。水利費の納入状況悪化の傾向については，実は1930年にすで

に唱えられていたのであるが，独立後，1950年以降になると，急速に悪くな
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っている。甚だしいのは，30%,20%の率のものもみられる。筆者が，N.1.A.

のある幹部に，現在一番重要な問題は何かと質問したところ，それは水利費

の滞納の問題だ。 これは社会的 ・政治的側面をもっていると答えたのは印象

的であった。水利費の動向は，この国の独立後かかえている体質がにじみ出

した lつの姿を示しているよ うな気がするのである。

水利費徴収状況の不良の原因は何かというと，これはむずかしい問題であ

り，また多くの要因が作用していることであろう。組織内において，天水に

依存することの多い地域またはその時期が含まれている ときは，施設により

供給された水すなわち，生産され，金のかかった水であっても，農民にとっ

ては，金のかからない天水と区別せずに理解すると L、う傾向があろう。また

地主制度のため，水利費分が，小作契約の際農民に不利に転嫁されるという

こと。徴収の方法は規則：こよって決められているが，現実にはさまざまな形

がとられているために農民は，そのルートの公正さに疑問をいだくというこ

と。さらにまたいえば，独立後，いままでの支配体制に対する反擦が水利費

の支払い状況に反映されているということ。こうしたいろいろの要因が考え

られる。

これに対して，対策もいろいろ提案されている。その 1つは，水利費を税

金にかえろというものである。受益に対する費用の負担としづ観念は，後進

国では非常に低いのだから，税金によって経費をまかなうべきであるという

説である。 しかし この国では，税金の徴収率もまたきわめて悪いのである。

アンガット組織のある代表的な町，パリワクで筆者が調査したところによる

と，土地税の納入率は30%台であった。また，水利費の納入者と滞納者に配

水上の優劣差をつ：すよと L、う意見がある。これは， 1966年，生産刺激委員会

によって提案されたもので，翌年， N.1.A.はそれを規則に定めて公布した

が，この方法が果して有効かどうかは疑問である。何となれ（f，滞納は農民

個人の別であるのに，配水はグノレープに関係するからである。

一方，1967年の水利費引き上げ後，農民からの抗議書が政府に殺到した。

理由は，たとえば生産力の低い地域では， 改訂された率の水利費はとうてい

支払い得ないというのである。 政府の係官は，それに対して， 政府の立場を

示した回答書を送付するのに忙殺され た。農民の要望に抗し切れず，政府

は，大統領に縁のあるヌエパエシハの水利組織で，水利費の引き下げを認め
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た。ただし，それは，農民の団体である水利組合を作ることという条件付で

あった。しかし，これでは，他の地区が納得する筈がない。 1969年の 5月に

なって，ある議員が水利費引き下げの法案提出を発表した。いまのところこ

の結末がどのようになるものかは分らなし、。水利費の問題は，不安定な要素

を含みながら大きくゆれているという感じである。これが安定 L，基礎がは

っきりしたとき，はじめてフィリッピンの水管理も安定するということがで

きるであろう。

s. 水利組合

水管理というのは，作物に対して，適正な量の水を適正な方法でかんがい

い単位収量をあげるとともに，これによって節約され，余剰となった水を

他の地区へ回し，かんがL、面積を増加させるという役割をもっている。

このことは，わが国でも利水の合理化と L寸言葉で最近いわれるようにな

ったが，時を同じくして後進国でも ，その必要性が主張されるようになった

のは興味深し、。そうして，このことを推進するための重要なテコとなるのが

水利組合であるというよう に認識されている。フィリ γ ピンに限らず，最近

では，インドネシアでも ，ラオスでも水利組合の必要性が主張されつつあ

る。かんがいの効果は，ダムや水路などの施設を建設するだけでは十分あが

らなし、。それらの施設を管理し配水する組織が必要であるということが巌近

になってわかってきたのである。

フィリッピンでも ，水管理フ。ロジェ ク トのなかで，水利組合を組織 し，そ

れを育成するということが重要なテー？とされている。 しかし，現実にはこ

の道はそう安易な道ではなさそうである。そして，政府は，安易ではないと

いうことを余り気づいてはいないようにみえる。政府機関の担当者は，口を

聞けば，その重要性を， 卜ウトウとしゃべり出す。彼らによって書かれた論

文は，組織原理だとか，アプロ ーチの方法だとか，おそらく ，アメリカあた

りの社会学の教科書からでも抜き書きしてきたのであろう，はなやかな，理

論的らしい用語を使って，格調高い文章を書いている。 しかし，現実とのつ

ながりは欠けているのである。したがって，われわれは，問題を把握する仕

方，組織的な考え方といったことから始めなければならなかった。

一，二の問題を示してみよう。水管理の具体的 ・技術的方法としては，ロ
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ーテーションかんがL、が，政府によって計画された。ローテー ンョンかんが

いというのは，輪流かんがL、とも訳し，時聞を決めて各地区に計画的に配水

する，いってみれば，番水のことである。この方法は，台湾で高度に発達

し，台湾の関係者は，世界に誇るべき財産としてみなしている。フィリッピ

ンでの水管理プロジェクトでも ，台湾大学からの専門家が，これを精力的に

推進した。N.1.A.の幹部が，台湾のそれを視察してのち， フィリッピンでも

これを取り入れようとする方向が決定され，プロジェク卜の この計画も支援

されたのである。

ところで，このようなロ ーテーションかんがし、を行なうためには，農民側

の認識と協力が必要であり，とくに具体的には農民によって組織された水利

組合ができていなければならなし、。 しか し，少 し考えてみると， このこと

は，それほど簡単ではない ことがわかる。

いままで，農民は，水管理について何らのタッチもせず，すべて N.l.A.が

必要な機能を果してきた。と ころが， N.1.A.が構想しているのは， これらの

機能の 1部を農民の水利組合に移す。そしてその水利管理の結果，余剰とな

った水は他の地区へ回すというのである。 これでは農民が納得しないのは当

然である。労力とか費用支出などの犠牲を強いられ，その結果，利益をうけ

るのでなく ，逆に水を とり去られるのである。仮 りに，とり去られる水が全

くの余剰であ った としても ，新たに支出することが必要と なった経費分はマ

イナスになる。それど ころか，作成された計画では，数時間毎のローテーシ

ョンかんがし、であって，ある農民は真夜中に出役 して施設を操作 しなければ

ならないということになっている。 こんな計画を，フィリッピン政府は大ま

じめで考えているのである。いかに権利意識が低 く，近代的な思考法になら

されていない農民であるとはいえ，こんな計画が成功する筈がないのは明瞭

である。現実にも ，計画どお りには農民はついてこなかったのである。

水利組合のような社会組織の結成については，その原型となるもの，また

は，基盤，契機が必要である。 私は，現地で，そのようなものは何であろう

かと思いをめぐらし，地域社会の内部をたずね歩いた。しかし，そうしたも

のはなかなか見出されなL、。社会的活動と して現にみられるのは，ピエス タ

とか，プロセ ッションなど，カソリックの宗教に関係した行事に伴うもので

ある。しかし，それらは，日本で歴史的に形成された地縁的な集団とは迄か
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に性質を異にしている。表現の適当さをあえて犯すならば，そこにはボスが

いないのである。 親交のあったさる町のインテリは，あるとき， “フィリァ

ピンは民主的すぎる”と半ば白日朝を こめて語った。行きすぎたデモクラ ンー

を与え形成させてきたのは，宗教か，植民政策か，民族的気質によるのか，

私にはここで分析する能力はないが，フ ィリッピ ンの水利組合の将来につい

て lつの思考点を与えるものであることはたしかであろう。

水利組合の形成をはかる場合の 1つの柱と考えられるものに，バリオおよ

びパリオキャプテンがある。パリオというのは，部落のようなもので，その

長がノミ リオキャ プテンである。フィリッピン政府は，水利組合の形成の直接

の指導者，担当者として，パリオキャプテンに期待をかけて，地区ごと に集

会を聞いている。ところで，ノ、リオというのは，日本のように，長い歴史の

過程のうちに醸成されてきた社会的組織ではなく，たんに法律によって組織

化がはかられたも のにすぎない。そして，選挙によって選ばれたキャプテン

は，決して有力者などであるとは限らないのである。

こうした状態に加えて，農民自身のなかにも ，水利組合を組織する必要性

が十分に理解されていないとなると，一時は政府のかけごえによって組織さ

れたようにみえても，すぐに消失してしまうという ことは十分予想され ると

ころなのである。

フィリッピンには，ニンカス ・コーコロンと Lづ 言葉がある。これは，コ ー

ゴ、ン草につけられた火としづ意味で，一時は／~ッと燃え上るが，すぐに消え

てしま う社会的な組織の形成状況を示した言葉である。

この言葉が生まれるような社会的環境のあるところで，こうした方策を進

めてゆくための道は長く ，忍耐のいる ことであることは確かのよ うである。

まず，現状を十分に把握し，組織的な分析を行なうことが必要となっ てく る。

後進国に対する技術援助のなかでも ，こう した社会制度的な面と関連させ

ての方策提示が今後ますます重要となってこよう 。そうした ことに対する配

慮なしにたんなる施設建設だけでは，せっかく移植された先進国の技術もそ

れが，その国の土壌に十分に根づき，育つとは限らなし、からである。

（農林省農地局総務課）
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