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資 料

環境保全型農業の視点から見た西ブータンの農業に関する一考察

議井俊行事

Consideration for the Agriculture of Western Bhutan from the Aspect of Environmentally Friendly Agriculture 

Toshiyuki IsO! 

Summaηr 

At the beginning of studies about Bhutanese agricu1ture仕omthe aspect of environmentally仕iendlyagricu1ture， a survey for 

indigenous agriculture in Cool Temperate Zone， Warm Temperate Zone， Dry Subtropical Zone， and Humid Subtropical Zone of Western 

Bhutan was conducted through interviews with farmers in October， 2007. As the result of this survey， it was clarified that all farmers 

were using little amount of chemical fertilizer and large amount of organic matter leading to cycle-oriented agricu1ture in the area. 

Key Words: Bhutan， Agriculture， Cycle-oriented， Environmentally仕iendliness，Organic matter 

緒 E司

そもそも人類は自然環境に働きかけ，調和を保ちながら

農業を営み，食料を生産してきた.しかし近代農業が化

学資材の多投などによって著しく生産性を高めてきた一方

で，これら化学資材や家畜排池物の不適切な処理などが圃

場，あるいはその周辺に対して環境負荷を与えてきた.今

日では，こうした農業生産と環境影響評価との関係が農学

研究の中でも重要になってきている，-環境保全型農業」

や「資源循環型農業」はこうした要請を受けて現れた概念

であり，持続可能な農業生産を目指す社会・経済形成とも

相まったものとなっている 1)

ブータンは南アジア，ヒマラヤ山脈東部にある九州の

1.1倍ほどの面積の小国であるが(図1)，国土は険しい山

地と急峻な渓谷によって分断され，多様な自然環境の下，

多様な文化が形成されている. 1971年に国連に加盟した

が，それまで長い間「鎖国」に近い状態を続け，ほとんど

自給自足的な社会を維持して来たため，物質循環型で環境

保全的な在来農業が色濃く残っていると考えられる.昨今

.環境土壌学研究室 (Laboratoryof Environmental Soil Science) 
2∞7年12月31日受付

2008年 2月26日受理

でも国民の 80%は地方において自給自足の農業を営んで

いると報告されているの. なお，ブータンで最も作付面積

の多いトウモロコシの 2000年における自給率は 98.40%，

続く米の自給率は 68.87%であるM¥ また，プータンは政

策の原則として「持続可能な発展」を掲げ，施策として実

施しており，伝統的な有機栽培方式は農業政策における奨

励策として位置づけられている5へ
ブータンはほぼ中央に位置するベレ・ラ峠を境に東ブー

タンと西ブータンに分けて考えられることが多く，両者は

民族，植生，地勢，宗教の宗派，習慣など，多少の共通性

はあるものの，明らかに違う面も見受けられるとされる8)

また，西ブータンの方が急峻な山地が多く，平野が少なく ，

それだけ多様な自然環境のもと，多彩な在来農業が発達し

ていると考えられる.

本研究では，ブータンにおける在来農業の物質循環性や

環境保全性について明らかにする手始めとして， 4つの農

業区分に渡る西ブータンの合計8つの農家を訪問し聞き

取り調査などを行った.

調査方法

ブータンは表 1に示されるような農業気候区分に分けて

考えられることがあるが9) このうち 4つの農業気候区分，
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表 1 プータンの農業気候区分

気候区分
標高
(m) 

年間降雨量 気温 (t)

高山帯ゾーン
仇]pine)

寒冷温帯ゾーン
(Coo] Temperate) 

温暖温帯ゾーン

(Warm Temperate) 

乾燥亜熱帯ゾーン

(Dry Sub位。plαo

多湿亜熱帯ゾーン

(Humid SubtropicaO 

湿潤亜熱帯ゾーン

(Wet SubtropicaO 

3，600-4，600 

2，600-3，600 

1，800-2，600 

1，200-1，800 

600-1，200 

150-600 

(mm) 最高気温最低気温 平均気温

650 12.0 -0.9 5.5 

650-850 22.3 0.1 9.9 

650-850 26.3 0.1 12.5 

850-1，200 28.7 3.1 17.2 

1，200-2，500 33.0 4.6 19.5 

2，500-5，500 34.6 11.6 23.6 

独立行政法人国際協力機構無償資金協力部 (2∞4)プータン王国平成 16年度食糧増産援助

(2KR)調査報告書より

すなわち，寒冷温帯ゾーン (標高 2，600-3，600m)，温暖温帯

ゾーン (標高 1，800-2，600m)，乾燥亜熱帯ゾーン(標高

1，200-1，800m) ，および多湿亜熱帯ゾーン (標高 600-

1，200m)に渡る合計 8軒の農家を 2007年 10月6日より

11日にかけて訪問し，作付作物，作付面積，食料の自給度，

有機物の施用，化学肥料の施用，農業機械の導入状況，農

業および環境に対する考えなどについて聞き取り調査を

行った.なお，聞き取り調査にあたっては，プータン人ガ

イドに通訳を依頼し調査農家の標高は高度計 (東京磁石

工業社製)を用いて測定した

結果および考察

ブータン圏内における調査農家の位置をその標高ととも

に図 1に示した.農家3は多湿亜熱帯ゾーン，農家1. 2， 

4， 5は乾燥亜熱帯ゾーン，農家8は温暖温帯ゾーン，農

家6，7は寒冷温帯ゾーンに位置することになる.

表2に調査農家における 1年間の作付作物を示した.寒

冷温帯ゾーンに属する農家 6および7では稲作が見られ

ず，代わりにこの 2つの農家だけにジャガイモの作付けが

あった.移動しながらの車窓からの調査においても，標高

2，500mを超える辺りから稲作が見られなくなった.それ

にもかかわらず，宿泊した農家7ではその家族とともに食

べた夕食および朝食にともに米が出された.また，農家4

を調査した時は，米の収穫をしているところであったが，

米生産を行っていない農家がトウガラシを持参しこの米

と物々交換を行っているところに遭遇した.このように米

生産を行っていない地域でも何らかの方法で米を得，それ

が食卓に上がっている.

調査農家の耕地面積を表3に示したブータンの一戸当

りの平均耕地面積は 0.7haであることが知られている…

農家2および農家 3を除き，食料は自給されているとの

ことであった.ただし「食料の自給度」の聞き取り調査に

おいて， 'self-sufficiency of food'をガイドから現地語に通訳

された際に r農業外収入にも頼っているか?Jというよう

な受け取り方をされた場合があり，自給されていると回答

した農家においてもすべての食料を自身で生産しているわ

けではない.農家 3における聞き取り調査の相手は 36歳

男性で妻と 3人の子どもと生活していたが，農業収入だけ

では不足しており ，半年聞は建設現場での仕事をしている

とのことであった.

調査した全ての農家において有機物の施用量を年々増加

させていた.また，化学肥料はどの農家でも使われていた

が，その量はいずれも少なく，使用しているものは尿素と

過リン酸石灰のみで、あった農家は化学肥料より有機物を

施用するほうが土壌に対して良く ，その効果も持続すると

認識していた.これらの背景には，ブータン農業省が国の

環境保護政策に則り，堆肥あるいは有機質肥料の使用を推

進し化学肥料の施用を極力抑えるよう指導していること

があると考えられる.ブータンにおける肥料の取扱いは

ドゥルック種子公社が行っており，その他の肥料流通業者

は存在していない. ドゥル ック種子公社による 2003年の

肥料取扱量は，原素 1，200t.過リン酸石灰 250t，硝安カル

シウム 800tと報告されている 9) 調査農家の飼育家畜頭数

を表4に示した.ここに示されるように数頭の牛を飼うの

が農家にとって一般的な様であり 稲作地帯では稲わらと

牛糞などを混ぜ合わせ，また，稲作を行っていない寒冷温r

帯ゾーンでは松葉と牛糞などを混ぜ合わせ堆厩肥を作って

いた上述の目的で集められた松葉を堆積させた様子を写

真 1に示した.これは農家 6において撮影したものであ

る.プータンでは伝統的に生産者の庭に積んである堆肥の

高さ，多さを競う風習が残っているといわれているη.

このようにブータンでは有畜農業が一般的に見られる

が，写真2に示した農家7の家屋は1階が家畜用， 2階が

人間用， ミ階が干草の保存場所となっており，これが伝統

的なブータンの農家家屋であるようだしかし近年では

衛生上の問題から同一家屋内に人間と家畜が共に生活する

ことを避けるよう政府が指導しており，別の農家では 1階



磁井一環境保全型農業の視点から見た西プータンの農業に関する一考察 47 

③

⑥

 

⑦
 

①

④

③

 

②

⑤

 

1∞柑n

地名 標高 (m)

農家 1 ソポソカ(プナカ県) 1，370 

農家 2 セリサンス(プナカ県) 1，400 

農家3 ピンサ(ワンデユ・ポタン県) 860 

農家4 リンチェンガン(ワンテ・ュ・ボタン県) 1，360 

農家5 モトカ (ワンテ・ュ・ボタン県) 1，33P 

農家6 ジャゼナ (パロ県) 2，610 

農家7 インゴ(ハ県) 2，660 

農家8 ランゴ(パ口県〉 2，280 

図 1 調査農家の位置と標高

地図中の①~⑧はそれぞれ農家 1-農家8を示す.

表2 調査農家における 1年間の作付作物

調査農家 作付作物

農家1 イネ コムギ トマト コリアンダー タマネギ ナタネ

農家2 イネ コムギ ソノ〈 トウガラシ キャベツ カリフラワー ナタネ

農家3 イネ コムギ トウモロコシ ヒエ インゲン ソノ〈 トウガラシ

キュウリ ホウレンソウ コリア ンダー ダイ コン ニンジン

農家4 イネ ナタネ

農家5 イネ コムギ ホウレンソウ コリア ンダー タマネギ ナタネ

農家6 コムギ トウモロコ シ ジャガイ モ ソノf トウガラ シ キャベツ ホウレンソウ

ナタネ

農家7 コムギ ジャガイモ エンドウ ソ/~ カブ リンゴ

農家8 イネ コムギ ダイズ インゲン カプ
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表3 調査農家の耕地面積

調査農家 耕地面積 (ha)

農家 8.0

農家 2 0.1 

農家 3 0.1 

農家 4 1.6 

農家 5 0.3 

農家 6 0.5 

農家 7 0.8 

農家 8 0.4 

表4 調査農家の家畜頭数

調査農家 家畜頭数

農家 1

農家2

農家 3 雌牛 6.雄牛 3

農家4

農家 5

農家 6 雌牛 2.雄牛 2.子牛 1

農家 7 雌牛 7.雄牛3

農家 8 雌牛 3.雄牛4

*ーは調査を行っていないことを示す.
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部分は物置になったり，他の用途に使うように改造されて

いたりしていた. 農家7においては，入手が足りず家畜を

離れた場所で世話することができないという理由で今も同

一家屋で生活していた.

写真3は農家7近くの畑における役畜を利用した耕起の

様子であるが，調査した多くの農家はこのように役畜を利

用した伝統的な農業を行っていた 農家 1では時々，農家

5では代価を払うことによ って 近所より 農業機械を借 り

て恒常的に使用していた.また，農家8の集落では皆農業

機械を保有しているが，厩肥の給源として家音を飼ってい

るとのことであった.写真4に示すように家畜は付近の山

などにえさを与えるために連れて行かれる.

ブータンでは私有地であっても許可なく木を切ることは

禁止されており，伐採後は新たに植林する規則がある.ま

た 一般国民も森林保護の重要性を認識しており ，近年の

電化により ，森林伐採が減ったことが望ましいと回答した

農民が複数いた このようにブ」タンでは， 農家集落と山

林を含めた周辺地域内でかなり閉鎖的に物質が移動してお

り，物質循環型の環境保全型農業が営まれていると考えら

写真 1 堆厩肥を製造するために堆積された松葉 (農家 6) 写真3 農家7付近の畑における役畜を利用した耕起

写真2 農家7の家屋 写真4 小木の葉を食べる牛
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れた.

わが国の農林水産省も「農林水産環境政策の基本方針日>J

の中で¥「健全な物質循環」という項を設け，環境負荷の低

減と堆肥を利用した土づくりによる物質循環を促進し，環

境保全を重視する農業を推進すること，地域内物質循環を

促進することを述べている.そのため，わが国が中山間農

業の活性化などの問題を含めて，険しい山地と急峻な渓谷

による多様な生態環境において地域内物質循環型の農業を

営んできているブータンより 学ぶところは大きいと考えら

れる.

本調査研究は，短期間に複数の農家を調査したため，定

量的な把握ができていない.今後，多様な生態環境を持っ

たブータンにおいて，各々の農業区分における環境保全型

農業のモデルケースとして，その物質循環性を把握するた

めの滞在型の研究が望まれる.また，いまだ増え続ける世

界人口を鑑みると，人口扶養力の視点からの考察も必要で

あろう.

要約

ブータンにおける在来農業の物質循環性や環境保全性に

ついて明らかにする手始めとして 2007年 10月にブータ

ンの4つの農業気候区分，すなわち，寒冷温帯ゾーン，温

暖温帯ゾーン，乾燥亜熱帯ゾーン，および多湿亜熱帯ゾー

ンに渡る西ブータンの合計8軒の農家を訪問し，聞き取り

調査を行った.その結果，どの農家も化学肥料をほとんど

使用せず，有機物を積極的に活用した地域内物質循環型の

農業を行っていることがわかった.
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