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タンザニア・キロンベロ谷における在来稲作の展開

加藤太*

信州大学農学部食料生産科学科 干 399-4598長野県上伊那郡南箕輪村8304

要約 タンザニア中南部に位置するキロンベロ谷は，面積約 11600km2の内陸氾、濫原である.人々はここで湿地という特

性を生かしながら稲作を盛んにおこない，キロンベロ谷をタンザニア有数のコメ産地としている.キロンベロ谷の生態を地

形と植生から分類すると，氾濫原，扇状地，ブラッドサバンナおよび山地の 4つに大別できる.そして，扇状地はその水環

境から，さらに扇状地の外縁部，支流洪水域，湧水地，季節湿地，季節河川，表流水が流れる草原に区分できる こうした

多様な環境条件のもと，人々はそれぞれの区分において異なる農法で稲作を営んでいる.氾濫原では，水深が深く，長期間

の洪水が発生するため，深水稲の形質を持つ品種が栽培されている.一方，扇状地上には川幅の狭L叶、さな支流が流れてい

る.雨期になるとこの支流が増水することによって，ごく短期間の面状洪水が起こることから，こうした洪水を最も効果的

に利用できるような作期が選択されている ブラッドサバンナでは洪水が起こらないため，畔を造成し表流水を水田に溜め

ることで，稲作が可能となっている.また，山地では陸稲栽培もおこなわれている.

以上のようにキロンベロ谷では一概に在来農法といっても様々な地形植生区分でおとなわれており，その内実は多様であ

る.そして，一見粗放に見える農法の一つ一つには生態，特に土地の水文条件を熟知した稲作農耕民の在来の知識が関わっ

ていることがわかった.

キーワード アフリカ，在来知識，扇状地，氾濫原

Dynamics of Indigenous Rice Cultivation in the Kilombero Va11ey， Tanzania Futoshi KA叩 * Facul砂01Agriculture， Shinshu 
Univers的"8304 Minamiminowa， Nagano 399-4598， Japan 

Abstract 百leKilombero valley is an inland flood plain located in the southern half ofTanzania. It covers an area of about 11，600 
km2 (inc1uding marginal hills). People have used wetlands for rice cultivation and have converted this region into a major rice 
production area. Based on the physiographical and ecological structure， in the present stud抗出eKilombero valley was c1assified 
into four subdivisions: the flood plain zone， alluvial fan zone， flood savanna zone， and mountainous zone. In addition， the alluvial 
f拍 zonewas fur仕lerc1assified into six agroecological zones: alluvial fan extension， sheet flood area， spring water area， seasonal 
swamp， seasonal river bed， and surface water grassland. Under such diverse ecological conditions， farmers cultivate rice in various 
ways using indigenous technologies: in the flood plain zone， they cultivate deep-water rice; in the alluvial fan zone， the timing of 
seeding is determined carefully， as rice cultivation is highly dependent on flooding levels; in both the surface water grassland 
and flood savanna zones， paddy fields are surrounded by ridges for water harvesting， while in the mountainous zone， upland 
rice is cultivated. Such indigenous knowledge of ecosystems， in particular the hydrogeologica1 peculiarities of each ecosystem， 
contribute to the stability of rice production in this area 
KeyWords:A企ica，A11uvial fun， Floodplain， Traditional knowledge 

緒言

アフリカでは近年，食糧事情を改善する目的だけで

なく，穀物流通の活性化にともなうコメの商品価値の

高まりなど，様々な理由によって，稲作が大きな注目

を集めるようになり，水資源の豊かな湿地を中心に拡

大している. FAOの統計によると， 1980年のアフリ

カ大陸全土におけるイネの作付面積は約 470万ha，

コメの生産量は約 861万tであったが， 2003年には

作付面積が約 749万ha，生産量が約 1818万tとなっ

ており， 20年余りで面積は約1.6倍，生産量は約 2.1

倍に増加している (FAO，1981; FAO， 2004) .東アフ

リカに位置するタンザニアでも， 1986年から始まっ
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た経済自由化の進展とともに穀物の商品価値が高まっ

た結果，コメが商品作物して盛んに流通するようにな

り，その作付面積も大幅に増加している. 1980年か

ら2003年の 23年間における穀物生産量の増加をみて

も，タンザニアでコメと同様に主食作物とされるトウ

モロコシが1.9倍であるのに対して，コメは 2.7倍も

増加し， 2004年の生産量は約 120万tにのぼってい

る (FAO，2004) . 

現在のタンザニアにおける水田の内訳をみると濯概

設備を備えている水田は作付面積のわずか 5%にとど

まっていることから(Kanyekaet al.， 1994)，経済自

由化以降，同国のコメの増産を支えているのは，大規

模な濯概設備を持つ近代稲作ではなく，湿地を利用し

た在来稲作の拡大であるといえる.

しかし，こうした状況にも関わらず，タンザニア

の在来稲作はこれまでほとんど研究の対象とされて

こなかった.タンザニア北部の稲作体系を調査した

Meertensら(1999) は アフリカにおける地域発展
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のためには，外部からまったく異なる農業体系を導入

するよりも，地域の在来農法を基礎とした技術を活用

する方が効果的であると指摘しており，現代アフリカ

における地域の農業生産の安定化を考える場合，在来

農法を詳細に調査し，これを再評価することは，その

地域の発展に有効であると考えられる.

同国の中南部に位置するキロンベロ谷も在来稲作が

拡大して産地化した地域の一つである.同地域は，モ

ロゴロ (Morogoro)州キロンベロ(Kilombero)県お

よびウランガ(Ulanga) 県にまたがっており，雨期

には谷の中心部約 8700km2が水没して巨大な湿地が

出現する広大な内陸氾濫原である(祖国，1996).人々

はここで湿地という特性を活かしながら盛んにイネ

(Oryza sativa 1.)を栽培しており，キロンベロ谷は年

間約 119370t(囲内生産量の約 10%)のコメを生産す

る大産地となっている.

しかし，キロンベロ谷はこれだけの大産地であるに

もかかわらず，彼らが稲作に利用している環境やイネ

の栽培方法について，ほとんど報告されていない.そ

こで，本論文では，同地域に存在する様々な生態環

境の特徴を示したうえで ここで営まれる稲作につ

いて，それぞれの水環境と耕地の造成方法の関係に注

目しながら分類し，キロンベロ谷における様々な在来

稲作の展開について明らかにすることを目的としてい

る.

調査方法

本論文の内容は，合計約 28ヵ月間 (2003年9月~

2004年 8月， 2005年 9月-2006年 10月， 2007年 7

月-8月)のタンザニアにおける現地調査の結果に基

づいている.このうち本研究の調査拠点となったキロ

ンベロ谷東南部に位置するイテテ・ミナジーニ(Itete-

Minazini)村には合計 25ヵ月間滞在した自然環境に

ついては， JatzoldとBaum(1968) の調査に， GPS 

で記録したキロンベロ谷における 15ヵ村の地形と植

生の分布を加味することで現在のキロンベロ谷におけ

Tanzania 

る地形植生区分を明らかにした.植生については各地

形植生区分において，草地では 2mX 2m，森林では

30m X 30mのコドラートを 3反復設置し，出現頻度

の比較的高い種を優先種とした在来稲作の分類につ

いては，同地域に点在する 15ヵ村についての広域調

査をおこなった.この調査では乾期と雨期にこれらの

村を訪れ，稲作地の水利特性について観察と聞き取り

をおこなった.また，稲作地の位置については GPS

と距離計を用いて測量した.

キロンベ口谷の概要

キロンベロ谷は，その谷底に全長約 250km，幅

約 65km，面積約 11600km2に及ぶ広大な平原を形

成している.谷の中心にはキロンベロ川が流れてお

り，雨期にはこの河畔約 8700km2が水没する.ここ

は，ほとんど傾斜がない平原となっており，海抜は

約 250mほどである.この平原を囲むように北側には

グレート・ルアハ・エスカープメント (GreatRuaha 

Escarpment) ，南側にはマへンゲ高原 (Mahenge

Highland) と呼ばれる標高 1000mから 2000mの山地

が広がっている.これらの山地から無数の河川や季節

川がキロンベロ川本流に流れ込んで、おり，マヘンゲ高

原とエスカープメントはキロンベロ谷の広大な集水域

となっている(図1).

調査地の年間降水量は 1000mmから 1500mmであ

るが，年によって変動が大きく， 2000mmを超えるこ

とも珍しくない.タンザニア中南部の季節を厳密に区

分すると 1月上旬から 3月上旬まで、の小乾期， 3月上

旬から 5月上旬までの大雨期， 5月上旬から 11月下

旬までの大乾期， 11月下旬から 1月上旬まで、の小雨

期となる.ただし，小乾期にあたる 1月と 2月には，

1週間以上も晴天が続く期間もあるものの，頻繁に降

雨もみられるため，同地域では小乾期と小雨期の区

別があいまいになっており， 11月下旬から 5月まで

連続的に降雨が続くこともある.大雨期の 3月と 4月

は月間降水量が 500mm以上になる.これは，この時
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Fig. 1 Study area. 
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期にインド洋から流れ込んだ湿った風がエスカープメ

ントやマへンゲ高原などの山地にぶつかり，強い上昇

気流が発生するからである.キロンベロ谷における降

雨は地形と深く関わっているのである.キロンベロ

谷は谷底の海抜が 250m程度と低く，年平均気温は約

27
0

C (2000年)もあり，タンザニア各地と比較する

とかなり高い.

キロンベロ谷でいつごろ稲作が始まったかは定かで

はないが，最も古い文献によると 19世紀半ばにはす

でに稲作がおこなわれており，コメが重要な主食作

物となっていた記録が残っている(Jatzoldand Baum， 

1968) .現在，イネは主食用の作物であると同時に換

金作物としても栽培されており，稲作は人々の生活を

支える最も重要な生業となっている.

キ口ンベロ谷の地形・植生区分

キロンベロ谷内部の生態は一様で、はなく，場所に

よって地形や植生が大きく異なっている.本論文で

は，地形と植生から，キロンベロ谷に広がる平原を1)

氾濫原， 2)扇状地， 3) ブラッドサバンナに分類する

とともに，平原を取り囲む 4) 山地を加え，キロンベ

ロ谷全体を 4つの区分に一次分類したさらに，扇状

地には稲作をおこなう上で、重要な水環境について多く

のバリエーションがあるため， 2・1)短期間の洪水が

発生する扇状地外縁部， 2-2)扇状地を形成した支流

河川の洪水域， 2-3)地下水位が高く雨期になると水

が渉み出し泥沼のようになる湧水地， 2-4)雨期にだ

け水が流れる季節川の河床， 2-5)季節湿地， 2-6) 同

期に表流水が流れる場所に二次分類した.

1)氾濫原(FloodPlain) 

氾濫原はキロンベロ川の本流を中心に広がる広大な

平原である.ここにはキロンベロ川本流だけでなく，

そこから分流した多くの河川が網目状に流れている.

雨期になるとこれらの河川が増水し，一部の自然堤

防を除くすべての場所が水没するため，樹木は一切

生育せず， Elephant grass (Pennisetumρurpureum) ， 

Guinea grass (Panicum maximum) ，τbatching grass 

(均，parrheniarufa)などのイネ科草本に覆われている.

氾濫原では 12月ごろからキロンベロ川の水位が上昇

しはじめ，一部の場所で自然堤防を越えた水が後背湿

地に溜まるようになる.そして，大雨期がはじまる 3

月にはここにあるすべての後背湿地が水没する.雨期

のはじまりとともにキロンベロ川の水位が上昇し，そ

の周辺地域が水没する理由は，降雨のパターンだけで

なく谷の地形的な特徴とも関係している.キロンベロ

川やその支流は，谷の内部では分流して網目状に流れ

ているものの，下流に行くにしたがって合流し，最終

的にはひとつの河川になる.この合流点より 10kmほ

ど下流側の場所は谷の両岸に岩壁が迫っており，峡谷

Fig.2τbe Kilombero valley. 

状の地形を呈している.キロンベロ川の広大な集水域

に降った雨はすべてここに集まってくるが，この場所

は川幅が狭いためキロンベロ川の流量を制限するボト

ルネックとしての機能をもっている.雨期におけるキ

ロンベロ川の流量は，この場所が制限している流量を

超えることから，ここより上流側に水が溜まるように

なり，キロンベロ谷の各所において，河川が氾濫する

のである(図 2). 

後背湿地の水深は場所によって異なり， 4m以上に

達する場所から 50cmに満たない場所まで様々であ

る.また， 1日で 1m以上の水位の変動のある場所が

多い.

このため，キロンベロ谷における氾濫原の中で稲作

に利用できる場所は，最大水深がおおむね1.5m以内

であり，水位の変動もできるだけ小さな場所でなけれ

ばならず，稲作はごく限られた場所でおこなわれてい

る.

2)扇状地W1uvialFan) 

扇状地はマへンゲ高原やグレートエスカープメント

から流れ出るキロンベロ川の支流によって形成された

地形であり，氾濫原を取り囲むように点在している.

ここの植生もイネ科草本が優占する草原であるが，氾

濫原と異なる点は蟻塚が点在しており，その蟻塚の

上にヤシである Borassussp.， Phoenix sp.，あるいは，

Ficus sycomorusやKigeliaafricanαなどの木本が生育

していることである.キロンベロ谷に点在するほとん

どの村はこの扇状地上に形成され，人々の生活の場所

となっているほか，多様な稲作がここで展開してい

る.

2-1)扇状地の外縁部(A11uvialFan Extension) 

扇端部での洪水は，キロンベロ川本流ではなく扇状
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地を形成した支流の増水に由来する.大雨期の中盤に

なると，氾濫原は水没し一面湿地のようなっている

が，その外側にあり緩やかな傾斜がある扇状地に本流

の氾濫がおよぶことはない.しかし，下流側に位置す

る氾濫原で洪水が起こっているため，扇状地を流れる

支流の水は流れにくくなり，水位は容易に上昇する.

その後雨期が本格化し，支流の水量が多くなると水位

が自然堤防を越え，あたり一面が水没する.洪水が起

こるときの様相は氾濫原とほぼ同じであるが，この地

域の洪水は水深が浅く期間も短い.一般的に氾濫原の

洪水は短くても 2ヵ月に及ぶ. しかし，この扇状地に

おいては，雨期に 4-5日ほどの洪水が約 3回起こり，

合計で2週間ほど土地が冠水するだけある.また，洪

水の水深も浅く 50cm程度である.本論文ではこうし

た場所を，扇状地の外縁部を呼ぶことにする.

16 

nver 

2-3)扇状地上の湧水地 (SoringWater Area) 

扇状地の中には，支流や季節川から遠いため洪水に

よる冠水がない場所であるにもかかわらず，雨期にな

ると土地がぬかるむ場所が点在している.これは地

下水位が高く地表から 50cm-1m未満の場所に滞水

層が存在しており，降雨量が増加するといたるとこ

ろから水が診み出してくることに起因している.ここ

は，傾斜が緩やかなため渉み出した水はほとんど流出

せず，水たまりになることが多い.こうした水たまり

は小乾期にいったん乾くものの，大雨期の後半には再

び土壌水分が飽和に達し，激しい降雨の後には，水深

lOcm未満の水溜りがところどころに出現する.晴天

が続くと水溜りは直ちに姿を消すものの，大雨期が終

わる 5月末ごろまで，土壌は湿ったままである.

of Mchiripa Fluctuation in w;祇er depth 
σributary of Kilombero river). 

Fig.3 

2-4)扇状地上の季節川の河床 (SeasonalRiver Bed ) 

扇状地には，支流の他にも無数の季節川が存在して

いる.季節川は一年を通して水が流れている支流とは

異なり，乾期には水が流れていない. したがって，季

節川では自然堤防が発達せず，河床もあまり浸食され

ていないため，雨期になると季節川の水量が増加した

だけ川幅が広くなる.季節川の川幅は，大雨期の後半

に最も広くなり，場所によっては 300mを超える場所

もあるが，水深についてはほとんどの場所で 50cmに

満たない.川に水が流れている期間は場所によって差

があるものの，多くは雨期が本格化する 3月から乾期

が始まる 5月上旬までである.このように水深が浅く，

やや長期にわたって水が流れるのが季節川の特徴であ

る.

2-5)季節湿地 (SeasonalSwamo) 

季節湿地は，雨期だけに水が滞留し，乾期になると

2-2)扇状地の支流洪水域 (SheetFlood Area) 

次に扇央部であるが，ここでの洪水も扇状地の外縁

部と同様に支流の氾濫によって引き起こされる.雨期

になると扇央部を流れる支流の水位が上昇しやすくな

る理由は，前述したように扇状地から見て下流側にあ

たる氾濫原でキロンベロ川本流の氾濫が起こっている

ため，支流の水が容易に流れず，水位が上昇しやすく

なることがあげられる.これに加えて，支流の集水域

で激しい雨が降ると支流の洪水が発生する. 3月の後

半から 4月にかけてキロンベロ谷では数時間で 70mm

以上の降雨を記録することがある.このような場合，

山地に降った大量の雨水はいったん支流へと集まるた

め，山地の谷間では鉄砲水が発生する. しかし，この

鉄砲水は傾斜変換点を過ぎ扇状地まで流れてくると，

傾斜が緩やかになって流速が落ちることから，扇状地

上で支流の水位が急上昇し，大量の水が自然堤防を

越えて溢れ出すことによって，あたり一面を水没させ

るのである.ただし，扇状地は緩やかながら傾斜があ

るため，溢れ出た水はあたり一面に広がり，そのまま

滞留することなく下流へと流れていってしまう.これ

が扇央部における洪水の特徴であり，こうした洪水は

面状洪水 (sheetflood) と呼ばれている(Jatzoldand 

Baum， 1968). 水深は最も深い場所でも 50cmほどで

ある.そして，溢れ出した水が流れていってしまうた

め，支流の水位が下がるとともに洪水は引く.したがっ

て一回の洪水期間は 1-2日である.図 3は扇状地上

に位置するイテテ村を流れる支流(ムチリノ汀11)の

2003/2004， 2005/2006年の水位の変動を示している.

両年とも 3月下旬から 5月にかけて，水位が急激に上

昇する日があることがわかる.この調査地域では，水

位調査地点の水位が 1mを越えると面状洪水が起こる

が， 2003年度は 3回， 2005年度は 4回の面状洪水が

起こっていることがわかる.こうした場所を本論文で

は支流洪水域と呼ぶことにする.
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乾いてしまう小規模な湿地で、ある.厳密に言うと扇状

地上だけでなく，ブラッドサバンナにある場合もある

が，稲作に利用されている季節湿地のほとんどは扇状

地上にあるため，ここでは扇状地を構成する地形の一

部として扱った季節湿地を形成する水源は様々であ

り，キロンベロ川の支流や季節川の増水によって溢れ

出た水がくぽ地に溜まる場合だけでなく，湧き水が集

まることによって季節湿地が形成される場合もある.

ほとんどの湿地には，水が流れ出るチャネルがあるた

め，ある水位に達すると水が下流側に流れ出る仕組み

になっている.多くの季節湿地では水深が 50cmを超

えることはなく，水位の変動も少ない.季節湿地に水

が溜まる期聞は季節川とほぼ同じで， 3月下旬から 5

月上旬までである.

2-6)扇状地上の表流水が流れる平原 (Surfacewater 

生盤皇国L
扇状地の中で河川や季節川の氾濫，湧水などの影響

をほとんど受けない場所には，雨期になると降雨が表

流水となって流れる平地が広がっている.ここは厳密

に言うと扇状地の一部であるが，となりあうブラッド

サバンナと植生も水環境もほとんど一緒であるため，

次に説明するブラッドサバンナと合わせて扱うことに

する.

3)フラッドサバンナ(Floodsavanna) 

ブラッドサバンナは，河川|から離れている場所に位置し

てpる.ここは洪水が起こらなpため，Boras.蹴 sp.，Hω

sycomorusや KigeU，α併ぜcana，Dalbergia melanoxylon， 

Combretum adenogonium等の木本がまばらに生育し

ている.ブラッドサバンナでは，雨期になると周囲に

降った雨水が集まって流れる水の通り道が無数に形成

される.小雨期には土壌水分が飽和していないうえに

降雨量も多くないため，降った雨はすぐに土壌中にし

みこんでしまう.しかし 大雨期には降雨量が増加し

土壌水分も飽和するため，雨水の通り道にはほぼ毎

日，断続的に水が流れるようになる.水深は非常に浅

く平均すると 2-3cmであるが，このような断続的

な流水は 5月の大乾期が始まるまで続く.それゆえ，

ブラッドサバンナは部分的で、はあるが，比較的長期間，

冠水する場所があるといってよい.

4)山地 (Mountainouszone) 

扇状地やブラッドサバンナよりさらに外側は丘陵地

や山地となっているが，ここはすで、にマへンゲ高原や

エスカープメントの山麓の一部である.ここにはジャ

ケツイバラ亜科の樹種が優先するミオンボ林が広がっ

ている.構成樹種はBrachystegiαbusseiが比較的多く

見られる.また，土壌の水分条件が良い場所には， ミ

オンボ林ではなく欝蒼とした森林が出現することがあ

る.このような場所では Khαiyanyasica， Terminalia 

aemul，α， Albizia versicolor， Sterculia attendiculata， S. 

quinquelobaなどの高木が生育している.

これらのキロンベロ谷における地形植生区分の分布

をまとめたのが図 4である.氾濫原は谷の最も中心に

位置しており，そのすぐ外側に扇状地が点在してい

る.ブラッドサバンナは，氾濫原と扇状地の聞や，扇

状地同士の聞に存在しており これら 3つの地形植生

区分を取り囲むように山地が広がっている.図 5は調

査村であるイテテ村における詳細な地形・植生・水環

境の分布である.集落はマへンゲ高原から流れ出た支

流が形成した扇状地の付け根の部分に広がっている.

支流は扇状地の中心部に洪水域を形成しており，その

外側には湧水地が存在している.また，季節河川や季

節湿地は，様々な場所に存在している.扇状地上の表

Fig.4τb.e physiographical and ecological structure of the 

Kilombero valley. 

震欝AlluvialFan 

ロ日;与す3222;
殴l¥:!ountains

E3Villa伊

Fig. 5 The physiographical and ecological s甘uctureand its 

hydro-environments in Itete village. 
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流水が流れる草原は支流から離れた場所に存在してお

り，その外側はブラッドサバンナとなっている.キロ

ンベロ谷における他の扇状地も，おおむねこのような

地形・植生・水環境の分布がみられる.

キロンベ口谷における在来稲作の展開

キロンベロ谷における水稲栽培は，先に述べたよう

に氾濫原，扇状地(外縁部，支流の洪水域，季節川の

河床，湧水地，季節湿地)，フラッドサバンナおよび

山地においておこなわれている. しかし，各地形植生

区分においておこなわれる稲作は一様ではない.そこ

で，ここではそれぞれの区分における稲作について耕

地の造成方法と作期に注目して分類を試みることにす

る.

まず山地であるが，ここは耕地が一年を通して冠水

しないため陸稲栽培がおこなわれている.ここでは焼

畑だけでなく，常畑化した耕地もみられるが，いずれ

の場合も陸稲品種を栽培し，籾を点播する特徴があ

る.

ブラッドサバンナでは，水深が浅く，表流水も断続

的にしか流れてこないため 畦をたてた水田に水を溜

めることにより，はじめて水稲を栽培することができ

る.しかし，言い換えると畦さえ立てれば， 3月の中

旬から水田に水を溜めることができるため，少雨期の

始まる 1月に播種したイネを大雨期の開始とともに本

田に移植することが可能である.

これに対して，氾濫原では畦をたてても洪水の水位

を制御することはできない.また，そのほかの場所は

砂質土壌である場合や粘土質の土壌でも下層には砂が

堆積していることが多く，畦をたてても水を溜めるこ

とは不可能である.さらに湧水地では，雨期に地面か

ら水が染み出す程度であるため，畦をたてても水を溜

めることはできない.このため，ブラッドサバンナで

の稲作を除き，平地での稲作ではすべて籾が散播され

ている. したがって，キロンベロ谷の稲作はまず，山

地での陸稲栽培，ブラッドサバンナにおける畦を造成

する移植稲作とそれ以外の地形植生区分における畦を

造成しない散播稲作に分けることができる.

畦を造成しない稲作の内訳を見ると，これらの稲作

のうち氾濫原における稲作だけは，他の稲作と異なっ

た作期が選択されている.この理由としては氾濫原の

洪水期間が他の地形植生区分に比べて長いことがあげ

られる.キロンベロ谷における稲作地の冠水期間と水

位をまとめてみると，氾濫原が 2ヵ月-6ヵ月，水位

が50cm-4mであるのに対し，他の区分では冠水期

聞が 2週間-2ヵ月，水位が 50cm以下である.した

がって，氾濫原でおこなわれる稲作は，キロンベロ谷

で最も早く始まり，長期間にわたって続く洪水に対応

した栽培時期がとられている.この稲作では， 12月

下旬から始まる洪水による水没を避けるため，播種は

11月下旬から 12月上旬におこなわれている.また，

氾濫原では，洪水の折に水深が深くなる場所があるが，

こうした立地の稲作地では，深水稲の形質を持つ長稗

品種が栽培されている.

扇状地の外縁部，扇状地上の支流の洪水域，季節川

の河床，湧水地における稲作は，水源の違いに基づく

洪水の特性の差異から，農法にも若干の違いがある.

例えば，季節湿地や季節川の河床では，他の区分より

も1週間ほど早く稲作地に水が入るため，播種も 1週

間ほど早くおこなわれたり，湧水地では耕地の水分条

件が悪いため，他の区分よりも耐乾性が高いとされる

品種が多く栽培されたりしている. しかし，フラッド

サバンナや氾濫原における稲作ほどの大きな違いはな

い.一般的に扇状地での稲作では， 1月から 2月にか

けて種子が散播され，どの区分でも 4月下旬頃に稲作

地の冠水が見られ，収穫は 5月末から 6月におこなわ

れている.農耕民は，様々な水源を稲作に利用してい

るものの，この農法に共通している点は，稲作地に水

が溜まる時期とイネが最も水を必要とする穂苧期が重

なっていることである.彼らは，水源によって稲作地

の滞水時期が微妙に異なることを経験的に熟知してお

り，その特長によって播種時期を変えている.

以上のことをまとめると，キロンベロ谷における稲

作は，氾濫原における畦を造成しない稲作，扇状地の

外縁部・扇状地上の支流の洪水域・季節川の河床・湧

水地における畦を造成しない稲作，ブラッドサバンナ

や扇状地上の表流水が流れる平原における畦を造成す

る稲作，山地での陸稲栽培の 4つに大別できる(表1).

季節湿地については，そこを利用する農耕民の選択

によって畦を造成する稲作と畦を造成しない稲作が選

択されている.ただし，筆者が調査したほとんどの季

節湿地では，畦を造成しない稲作がおこなわれており，

畦を造成する稲作はごく一部の季節湿地に限られてい

た.同地域の季節湿地において，畦を造成する稲作が

おこなわれる場合は，ブラッドサバンナにおける稲作

と同様の作期や農法が，畦をつくらない稲作がおこな

われる場合は扇状地やその外縁部でおこなわれる稲作

と同様の作期や農法が選択されている.

キロンベ口苔における各稲作の分布

キロンベロ谷で稲作をおこなっている農村のうち

15ヵ村に存在する 35ヵ所の稲作地がどのような地形

植生区分と水源を利用しているかをまとめたのが図 6

である.この図が示すように，氾濫原における稲作は

調査した各村のなかではわずかに 3ヵ所のみであるこ

とがわかる.この理由としては，キロンベロ谷におけ

るほとんどの集落が山麓部に位置しており，氾濫原ま

での距離が遠いため，アクセスしにくいことがあげら

れる.また，氾濫原には，野生動物が多く生息してい

ることや広大な氾濫原の中で水環境の面で稲作に適し
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Table 1 The physiographcal and ecological structure， its hydro-environments and rice cultivation in仕1eKilombero valley 

Flood Plain 

Alluvial Fan Extension 

Sheet Flood Area 

Alluvial Fan 
Spring Water Area 

Seasonal River bed 

Seasonal Swamp 

Surface Water Grassland 

Flood Savanna 

Mountains 

Term of submerging 

2 ~ 6months 

2weeks 

2weeks 

2weeks 

2months 

2months 

1.5 ~ 2months 

1.5 ~ 2mon仕lS

①Rice cultivation of floodplain 
②Rice cultivation of fun extension 
③Rice cultivation of sheet flood area 
④Rice cultivation of seasonal river bedJswamp 
⑤Rice cultivation of spring water area 

Vegetation Hydro Environmental Conditions 

Grassland (no任仕ee) Flood of Rv. Kilombero 

Grassland (no任仕ee) Flood of tributary 

Grassland with scatterd廿ees Flood of仕ibutary

Grassland with scatterd trees Spring Water 

Grassland (non-廿ee) Running Water 

Grassland (non-tree) Swamp 

Grassland with scatterd trees Sallow surface water 

Grassland with scatterd trees Sallow surface water 

Miombo woodland 

Depth of water 

50cm~4m 

~50cm 

~50cm 

~10cm 

~50cm 

~50cm 

~5cm 

~5cm 

Rice Cultivation 

Non-levee， broadcasting， deepwater rice 

Non-levee， broadcasting 

Non-levee， broadcasting 

Non-levee， broadcasting 

Non-levee， broadcasting 

Non-levee， broadcasting / Levee， 
transplanting 

Levee， transplanting 

Levee， transplanting 

Non-levee， hill sowing， upland rice 

ている場所が限られていることも，氾濫原が稲作地と

してあまり利用されていない理由であろう.

山地での陸稲栽培は，キロンベロ谷がコメの産地と

なる前に盛んにおこなわれた稲作である. しかし，産

地化以降はコメの買付商人が食昧の理由から陸稲品種

を買い取らないため，現在ではあまりおこなわれてい

ない.

これに対して，キロンベロ谷で稲作がもっとも盛ん

である場所は，扇状地の外縁部と扇状地上の支流の洪

水域である.こうした場所は集落から距離的にアクセ

スしやすいため，キロンベロ谷全域で見られるように

なったのである.

次に季節川の河床や季節湿地における稲作について

であるが，これらの種類の稲作はキロンベロ谷ではあ

まり多くない.ここは水環境の点では稲作に適してい

るものの，扇状地の外縁部や扇状地上の支流洪水域に

比べて，面積が限られているためである.

⑥Rice cultivation of flood savanna/surface water grassland 
⑦Upland rice cultivation in mountains 

Fig. 6 Various rice cultivation in the Kilombero valley. 

湧水地の稲作は，谷の北側(キロンベロ川左岸)に

存在する村々で比較的多く見られる.これは，谷の南

側に比べて北側には支流や季節川が少なく，洪水が起

こるような場所があまりないことに起因している.湧

水地での稲作は他の稲作に比べて水分条件が悪いうえ

に，湧水がある場所でしか水稲を栽培することができ

ないため，一面に稲作地を開墾することはできず，水

環境のよい場所に限って水田が点在している.このた
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め，谷の北側の村々では，コメの生産量が扇状地上の

稲作が広がっている谷の南側の地域よりも若干少ない

傾向がある.

キロンベロ谷におけるブラッドサバンナは，扇状地

や扇状地の外縁部に匹敵する広さがある. しかし，畦

を造成する稲作は，キロンベロ谷において比較的歴史

が浅い農法であることが聞き取り調査によって判明し

た. したがって，あまり普及しておらず，一部の村で

しかおこなわれていないことがわかった.

地形植生区分の使い分けは，キロンベロ谷に居住す

る農耕民の土地環境に対する深い理解が支えている.

彼らは居住する集落の周辺の土地について洪水が起こ

る場所やその期間を詳細に把握している.こうした土

地環境に対する認識は，集落で広く共有されている在

来知識といえ，これらの知識に基づき，彼らはそれぞ

れの環境に適した農法を選択している.

考 察

キロンベロ谷では，様々な地形や水源を利用してい

る多様な稲作を見ることができる.キロンベロ谷は，

植民地時代からコメの産地として知られていたが，大

きく稲作が拡大して国内生産量の 1割を生産する大産

地と変貌したのは 1980年代中ごろの構造調整政策の

受け入れ以降のことである.同地域の農耕民は，商品

価値が増大しつつあったコメに注目し，その生産量を

増加させることで，多くの買付商人をひきつけた.そ

して，キロンベロ谷を訪れるコメの買付商人の増加

は，同地域の稲作農家にさらなるコメの販売機会を提

供し，こうした相互作用によりコメの大産地が形成さ

れた(Kato，2007) .農耕民が様々な水源を利用し，稲

作の拡大を加速させたことは，こうしたコメの産地形

成に大きく寄与したといえる.

また，様々な水源を利用することは，地域の食料生

産の安定化に寄与している.キロンベロ谷では，毎年

雨期の終りに洪水が発生するが，数年に一度の割合で，

発生の規模が変化したり時期がずれたりすることがあ

る.しかし，いずれかの態様の洪水だけでも例年通り

の発生規模と時期であれば，結果的に地域内で必要と

なる食料の一部は確保することができる.東アフリカ

の農耕民社会には，富を持つものが持たざるものに対

して分与することを当然とする規範が広く存在してい

る(掛谷， 1996). 同地域でも，世帯聞でコメの収穫

量に差が出た場合，一部の食料がこうした規範に従っ

て分配されているため，多様な水の状況の利用は食料

生産における危険分散と捉えることもできる.

地域の土地利用が多様化することは，地域における

農業の集約性とも関係している.アフリカにおける農

業の集約性を論じた重田 (2002)は，たんに単位面積

あたりの収量の増加だけでなく，土地を有効に使うこ

とも農業の集約化であることを指摘している.キロン

ベロ谷では，様々な水源を利用し，広大な土地を可能

な限り稲作地として利用しているが，こうした土地の

利用も一種の集約化であろう.

自然条件に強く依存する稲作が展開されている背景

には，農耕民の深い在来知識が関わっているといって

よい.彼らは，経験則に基づき洪水の発生する場所や

洪水の特徴，期間についての知識をもっており，この

ような在来知識が毎年起こる洪水への強い信頼へつな

がっている.そして，この洪水への信頼が各地域の水

条件に合わせた耕作地の造成方法や作期，品種の選択

につながり，同地での稲作を可能にしている.

自然条件に強く依存する稲作が広がった理由として

は，内陸氾濫原と小規模な扇状地における濯概の困難

さが関係している.海田 (1987) によると，洪水の発

生時期や規模の年変動が激しい氾濫原内部に濯減施

設を設置することは現在の土木技術をもってしでも

難しいと報告している.また，小規模扇状地群におけ

る濯減は，それぞれの扇状地をつなぐ井堰統合しか方

法がないが，この方法は莫大な建設費と高度な建築技

術を必要とするわりには それに見合った効果が得

られないと指摘されている. 1964年にはキロンベロ

谷でFAOによる濯減設備建設が持ち上がったものの

調査段階で，毎年起こる洪水の時期や規模が不確定で

あることが判明し計画は中止されているりatzoldand 

Baum， 1968). 一方，水量が多く不定期な氾濫原や扇

状地の洪水とは異なり，ブラッドサバンナでは，河川

がほとんどなく，ため池や水路などを作ったところで

十分な水量を確保することは難しいことから，これま

で大規模な濯減施設は建設されてこなかった 19世

紀初頭，キロンベロ谷では自給的な小規模稲作が主体

であったがりatzoldand Baum， 1968)，今日に至るま

で同地域の農民は，在来の知識機と技術を駆使して

様々な地形植生区分に稲作を展開させ，近代的な稲作

を導入することが難しい地域に大規模な産地を形成し

たのである.

最後にキロンベロ谷における今後の稲作の展開につ

いて言及したい.岡地域では，海外の援助機関やタン

ザニアの試験研究機関によって新品種の導入が試みら

れているものの，厳密な水管理と化学肥料の施肥を前

提としている新品種の導入は，洪水の不安定性や肥料

価格の高騰のため，なかなか進んでいないのが現状で

ある.その一方で，農民自身は扇状地を流れる支流か

ら小さな用水路を掘り，洪水が発生するまでの補足濯

概をおこなうなど，在来の技術を用いた人力による試

みが続いている.キロンベロ谷のように近代的な濯概

設備の建設をともなう大規模開発が困難な地域におけ

る農業の持続的発展を考える場合，地域に存在する在

来の農法や知識を活用することは，もっとも効率な方

法の一つであろう.生態環境や在来農法だけでなく，

地域経済の状態，社会に根ざした生活様式，食文化，

Fγ 
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生業形態などの体系や論理を理解しないまま，外部の

技術を単純に導入しでも定着しにくいという見解はこ

れまで，様々な研究者によって指摘されてきた. (掛

谷，1998;重田，1998).タンザニアでは，肥料や農薬

などの投入材の価格が上昇する一方で，人口の増加等

の理由により，今後さらにコメを増産することが必要

になってくるだろう.こうした状況の中，援助機関や

地元の試験研究機関が農民のニーズを捉え，新技術と

在来の技術を組み合わせる形で，在来農法を基盤とし

た稲作に何らかの改良を加えることができれば，環境

や地域の農業体系を大きく改変することなく，収穫量

を安定化できる可能性がある.コメの大産地であるキ

ロンベロ谷が安定して発展するには，同地域の農法や

生態環境はもちろん，経済や文化，生活様式に関しで

も，その特徴のさらなる解明が必要といえる.
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