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I 序論

i産概計画の経済的考察（V) 

一一一イタリア一一一

新 藤 政治編訳

南部開発銀行計画局

バウロ ・ビキネリ（PaoloVicinelli) 

1. イタリアにおける自然条件と濯殺との関係

約 3,000万haにおよぶイタ リアの｜盟七のうち，農業および,.j;1：業；二利用されCL、ゐ上

地（；！： 2,780万 haであり ，そのうわ2,250万 haが作物殺士宮：二あてみれてL、ゐ。現｛£濯殺

されているのは，この うむの12.5%,2,778,424 haである。

イタリアにおける滋概の役割を完全に理解するためには，耕作地の同然的形状およ

び標高について留意する必要がある。よく知られてL、ゐ ようにs イタリアに（主任陵地

および山地が多く ，平野部（主国上のわずか 32.3%i"占めるにすぎない。いうまでもな

く，濯凝地の割合l二平野部において高く ，農用地の半分が液j飯されてし、ゐ。行政的地

イ管区分：こもとづく濯j液の分布（立第 1表lニ示されていゐ。

この表から明らかなように， r産液地域（立絶対的 lこも相対的：こも北部に集中して伝

り，中央部および南部において（主，その割合は；急速に低下してL、るつこのことは，イ

F リア半砧南部および島唄部（・／‘／リーおよびサノレジニア）における温暖で乾燥した

気候の こ とを考えると一見奇異 ；こ思われるかもしれない。ニの~JH由（主 ， 主として向然

的条件によるものであって，一部は歴史的 ・経済的j理由にもとづくものであゐ。第 1

第 11長 イタリアにおける地帯別濯是正の制作

I建i 措正 面
積 l削…山

面 介総計｜半創部

h。 % % % 
北部イ :J リ 7 2, 133,329 76.8 27.3 60.4 

中部イ タ リ ア 231,477 8.3 5.7 59.5 

南部イ ゴタ リ ア 237,015 8.5 4.0 25.4 

島 し よ 音II 176,603 6.4 4.0 24.2 

J十 2,778,424 100.0 

平 均 12.5 49.8 



新嘩漉統計μ11jの経済的考察（I} 107 

に，北部イタリアにおいては，平坦部l土総面積の 34.5%におよぶが，中部イ F リアに

おいてはその割合は 8.6%に，南部および島峡部はわずか 1.5%に過ぎない。第 2に，

北部における広大なポー （Po）平原，少なくともポ一川左岸においては ， アノレ7•スの

雪や氷河からの豊富な水が夏季においても供給されているが，中部イタリアにおいて

は，夏（ま流水ゃi勇水による少量の水が利用可能であるに過ぎず，南部イタリアおよび

島峡部に至ればこれとてもほとんどなくなってしま うのである。おおよそナポ リの線

で半島を区切った南の部分（シシリーおよびサノレジ ニアを含む）の水量は，ポーJllよ

り北の諸河川の夏季の流量のパ以下にしか過Fないのである。このように，夏季にお

ける水の不足が，濯概の普及を制約しているということは容易に理解しうるのでん

る。

気候についても地帯によって相当の相逃がある。中央北部地，ljf(;J:，ソーンスウエイ

ト（Thornthwoite）の分類法によれば，水指数がゼロよりも大きい亜湿潤地帯に属す

る。これにひき泊、ぇ，南部は一一こニで：ょ北緯 37.5から北緯40の聞を指すヵ：一一臣

湿潤，乾燥気候である。さらに南部の一部：ま亜乾燥気候に属しており ，水指数（よおお

よそマイナス20であり，多くの作物にとって水の不足量はしばしIf600mmをこえるの

である。しかし，こうした現象は，年間の総雨量に起因すゐよりも，むしろ雨量の分

布状態によるものである。すなわち，北部においては季節的にほぼ均等に降雨がある

が，南部においては降雨は非常に不規則であり，しばしば秋および冬の期間に集中し

ている。概して，南部における降雨はまれで，しかもしばしば24時間以内に400mmお

よび500mmにおよぶ豪雨が襲来するのである。温度については，夏季（.J:南部と北部と

の聞にはさしたる差がない。すなわら平地において 7月および8月は，ほとんどすべ

ての地帯でもっとも暑く ，しかもそのふjZ均気温に際立った差異を認めないのである。

しかし 9月になると，シシリ ー島はポ一川流域よりも約s0cほど高くなるa

現在の濯j伎の分布状況に影響しているもう lつの要因：ま，耕地の土壌条件の分布ーで

ある。すなわち土壌構造は地帯ーによっていちじるしく異なっており ，しかもニれが農

業に重大な影響会あたえている。例えばポー川流域をみれ：Z，その左岸（北側）（主軽

L、浸透性のある，しばしば礁に’gんだ斗壌からなるが，右岸（立高い容水性をもっ重粘

土壌が特徴であり ，そのあるものはアノレプスの氷河作用によって，まにあるものは沖

積によって形成されている。南部イ F リアおよびシシリーにおいては，この地帯で最

良の土壌である火山性土壊のほかに，一郎（立石灰岩に由来した上機があり，その土壌

構造はよくないが，しかし数少ない平坦部の大部分を形成してL、る粘＿t質土壊に比べ

て，ずっと透水性をもっている。サノレジニアにおいては，土壌；土花尚岩および玄武岩

に由来したもので，その組成（ま粗く ，均一性を：；にいている。

以 j二のような気象的，地形 ・上壌的諸要因に若干の歴史的安凶が加わり ，イタリア

の滋波地域を，多種多様な農業的，経済的および組織的局面を有するいくつかの地域

に分けているのである。これら各地域：t，農業の面においても，まにI監獄の供給やそ
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の発展の見地からする土地の一般的形状からしても，際立った特質を有している。そ

こでここでは以上3つの地帯を一括し，そこに含まれる技術的，経済的現実を完全に

えがききれないおそれを避けるためにも，これらの 3つの地帯を別々にとりあげて考

察していくこととする。

2. 法制および行政の機構

3つの地帯の特質を分析する前に，ここではまず水利用を規制する法律および規則

についての一般的な概念を述べておきたい。 2. 3の地域的な差異は別として，法制

はおしなべて均一である。すなわち農業の水利用に関する規制は，水の使用権益の免

許に関するあらゆる事項を規制している。 1933年法に基づいている。これによれば，

私有領域に属する以外のあらゆる水は公共のものであると宣言せられてし、る。これら

公共用の水のリストは公共事業省によって保管されている。公共用水の使用はそれが

農業用，飲料用，あるいは工業用を問わず，公共事業省から使用権益を免許される形

式をとる。このうちには， 「大口分与」（largede川 ations）とよばれる毎秒i.oooe以上

の量でもって公益および普通法人に対して 70年の期間をもって分与されるものと，

「小口分与」と呼ばれる通常30年の期聞をもって個人に対して分配されるものとがあ

る。こうした分与に対し国はその時の貨幣価値に応じて調整した水利費を徴収する。

地下水もまた各地域ごとに公共のものに属すると宣言されており ，その使用にあたっ

ては公共事業省の管轄部局の特別の認可（井戸の試掘に関して）および使用権益の免

許を要するのである。

個々の農民による湧水および流水の直接使用もまた規制されている。その使用は，

一部は，農民が組合構成員となっている団体によって統制されている。この団体はも

っとも普通は， f産殺組合（ir明 tionconsort旧）あるいは土地改良組合（reclamationconsortia〕

の形をとっている。濯夜組合は，普通，私権を有する組織であるが，ただその統制の

範囲が任意の使用者に対する水の統制に限られてL、る。大規模1整理正施設の管理に関し

ては，先の土地改良組合が重要な地位を占めている。この組織は，一定の要件を備え

たあらゆる土地所有者を義務的に包含する公益法人である。そして水利および水利用

上の諸問題について，ある単一の区域，もしくは自給自足的濯萩地域の全体を統轄し

ており，これは通常数万 haにおよぶことが多い。この組織は，通常の組合組織とし

亡，すなわち正当な手続に貝ljって選出された理事会，委員長，定款等を有してし、るが

しかし法によって，組合事業の施行費および管理運営に要する費用を調達するため

に，土地所有者に対して賦課金を課する権限を付与されている。そして，全体とし

て，国家機関，とくに農業省の監督をうけてL、る。

土地改良組合の統轄するこのような仕事は，イ Fリアにおいては，土地改良という

言葉に含まれるあらゆることにわたっている。すなわちある土地を良好な物理的 ・農

業的条件にかえるためのすべての事項を包含している。そのうちと くに重要なのは，
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水利開発事業および濯獄施設であり ，さらに道路，建物その他農業用諸施設がこれに

次いでいる。これらの事業は， 1933年に制定され，その後数回の改正を経た法律に基

づいている。現在，国土の半分以上がこうした開発改良のもとにあるのである。この

法律の主要点（土，公共開発事業と呼ばれる一連の事業を指定し，国家からの助成の道

を開く こと二ある。 補助率（！，南部および烏峡部における築堤，治水，貯水池の建設

再植林のような基本的事業については l00～875 %もしくは 92%，また北部における

その他の基幹排水路，道路網等の主要工事については75% となっており ，残る補助外

の 12.5%,25%などの残余の部分は受益者の負担lこより土地改良組合が徴収する。ま

た以上のほかの個々の農場における小規模の工事や農用建物，農家，植栽等の基盤整

備事業：こ関しては，国は北部においては33%，南部におL、ては38% （と くに必要な地

域においては50%）の範囲で補助をすることとなっている。

以上述べたところを要約すれば，現在の制度のもとでは，イタリアにおける主要な

港紙工事は次のような割合で国家の補助をうけている。

①基本工事 （公共）については75ないし92%の補助。ただし南部1こ，おける多目的貯

水池については100%。

②多数の農場に対する事業もしくは一定の範囲の小地域内の部落を包括する事業に

ついては，ねないし38% （ただし丘陵地域のような場合には，より高率の補助率〉。

③非公共に属する濯淑施設すなわち個々の農家もしくは農家群のための施設に対し

ては，国は上の②に示すような方法によって援助をしている。

以上考察してきたところからして，溶液計画は，通常 2つの局面からする経済的評

価によって選択がなされるということが明らかである。第 1の局面は，国民経済全体

を考えての投資効率のパランスシートである。一方では国家および個人による総投資

額の量であり ，他方でそれによって事業の施行による純生産の増加量（二次的な利

益，副次的な影響を含め）比較評価される。第 2のパランスシートは，個々の農業経

営者に関するものであって，このバランスシートにおける借方には，公共事業および

土地投資に対し支払わねば，償還額および利子が記入され，一方貸方にはその土地か

ら経営者がうける所得の増加分が記入される。第 1のパランスシート （！，国家機関が

開発計画の作成にあたり，主要な滋統計画の決定をするに際して必須のものである。

しかし第 2のパランスシー トのような観点も，もしも濯獄事業を個々の農業経営につ

いてまでもおよぽし，しかもそこで引かれた水が速やかに利用されることを期待する

ためには，無視しえないものである。事実，政府およびその機関一一農業省および

「南部開発銀行」 (Cassaper ii Mezzagiarrno）ーーが公共事業および個々の農場に対する

事業について補助率に段階を設けるのは，この第2の観点からなされているのであるω
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Il.アルプス地帯

1. 地理的および歴史的状況

この地帯においては，古くから大規模な潜概設備が存在 してL、た。すでに述べによ

うに， 夏にもとだえることのないアルフ。スからの大量の水が，平坦部の湧水から，ま

たポ一川の左岸流域から，またさらに音のアノレプ。スの湖およびベネチアを賞流する諸

河川からえられる。

大部分の土地は礁に富むか，あるいは非常に透水性の高い底土を有L，しにがって

春から夏にわたる豊富な降雨による大量の水の供給にもかかわらず，通常の耕作法に

よっては十分な収量をう ることができない。この地域の住民が何世紀も前から，大規

模な共同港萩施設をつ くっているのも ，こう した理由によるのである。 このような事

情もあって，中世紀の末に，すでに自由な自治体 （freecommune）は皇帝に対し水の利

用に対する完全な自由を獲得した。すなわち自治体においては，その規約によって，

すべての市民にその土地に水をヨ｜く権利を与え，さらに他人の土地を通じて水をひ く

権利によって これに実質的な機能を与えて，いわゆる水利権を樹立したのである。

第二の変化は，有名なロンパノレディア（Lomba叫 のマ／レキ－ !> ('marcita’）の技術で

ある。これは濯概される永年放牧地であって， 2つの逆方向のゆるい斜面をもっ一連

の地片をつくり ，その表面を均一に薄く水が流れていくようにするものである。この

地方では，春には水温は気温よ りも高いので，これをうまく利用すれば牧草に好適な

生育条件を与えることができる。またこの技術は，雪や霜の害を防ぐことにもなり ，

厳寒期にかなりの牧草生産をあげることができる。ある地帯では， i勇水にミラノ市や

その他からの下水を混合することを行なって，この技術を発展させた。

16世紀および17世紀には，北部においては， 主として政治的理由によって，あまり

新しい技術は発展しなかった。しかし18世紀にし、たり，濯萩事業は再び開花し，外国

から新しい農作物，とくにとうもろこしおよびクローバーの導入が行なわれた結果，

農業は長足の進歩をとげた。すなわちこの世紀は，水利用の技術的な諸問題を解決す

るため，土地および作物の大規模な転換が行なわれたことが特徴である。同時に，土

地制度における進展がみられ，大経営が，酪農を中心とした経営形態を有する中規模

経営に分割された。このようにして，現在もポーJI［北部の濯波地域の大部分を占めて

いる典型的な農場（cascine と呼ばれる） をつくり 出したのである。

ヒ。エモンテ（Piedmont）地方におL、ては，さらにこの時期に，稲作が恒常的かつ体系

的に始められた。 米はもはや泥炭地に限られた作物ではなくなり ，牧草やその他穀類

とともに輪作に組み入れられる作物となったのである。

しかしながら大規模計画の実施，あるいは重要な運河の掘作をもって，それが関係
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地域にi産減をただちにもたらすと考えてはならなL、。というのは，通常，配水路の建

設および農場段階での水の実際利用に至るまでには， 10年の単位をもってはかるほど

の時日を要するのである。例えばビ ロレツ‘ン（Villoresi）運河の場合，第 1次世界大戦後

経済的な復興に加えて酷暑が襲来し，関係地域に滋淑をひっ：£＇るた めの附随的な事業

を施行する契機をもたらすまでには，30年の時日を要したのて’ある。しかしながら，

このように多かれた少なかれ，緩やかなテンポではあっても，ピエモンテからベネチ

アに至る平坦地域においては，生産を十分にあけ。るための安定的な要因として，濯殺

を無視する ことはできなくなっている。大量の水が，主として牧草類や放牧地に， さ

らにとうもろこし，米などの重要な夏作物に施用されているC

2. 技術的・経済的特色

この地域における遊統の収支バランスCl:，主として利用される水の費用の安いこと

に依存している。 水の供給は，夏においても通常とだえることがないので，貯水は必

要でなく ，ただ若干の調節のみを行なえばよL、。大規模な運河の建設費は，長期的に

わたって償還されるか，あるいは必要な場合には国によって完成され，国が水の利用

者に対L使用料をとりたてている。個々の農場までの水の分配は，土盛り水路を通じ

て行なわれる。これは多量の水の浸透による ロスを伴なうが，これも利用でき る水の

量， および維持の容易さからすればさしたる ことはない。放牧地および穀物の作付地

は，一般によく均平された地片， もしくは 2つの斜面をもった細長い地片に配列さ

れ大量の水一一 1秒間に 200ない しに3ooeにおよぶーーが濯濃される。液凝期におけ

る濯灘量は平均 hoにつき毎秒 1万2,000ないし 2万maであって，場合によってさらに

これ以上となる。例えばラディノ ・クローバーの放牧地や稲作地などがそう である。

このような形の水利用は， 当然配分の過程において，またその濯波地において，大量

のロスをも たら し，したがって多量の排水と末端残水とを生ずるニととなり ，普通は

これらを効率的な排水施設で集めて，低いところの地帯に再配水し－u、る。

この地域におL、ては，液j阪を行なわないでは，十分な生産をあげえないといわれて

いること；主事実である。しかしながら伝統的に濯凝農業が行なわれており ，また濯語正

が長い間この地域の農業の基礎となっていたために， i産殺の収益性についての資料は

ほとんどないのが実状である。 ただ最近開発されたベネチアの濯瓶事業を参照にし

て， 平均値として次のような値を得ることができる。すなわち取入水路および基幹排

水路！J:hoあた りにして， 2, 3 m，また，排水網はおおよそ 30ないし40mであって，

j荏淑地 1ha~おとりの費用はおおよそ 30万リ ラ（訳注， 100 リラは 16 セント で日本円に

換算すれば58円〉。 である。集団的溶液の管理に要する費用は，おおよそ年間ha当り

4,000ないし 5,000リラに達する。 公共事業のうちの農家負担分の償還および個人にか

かわる事業に要した負債の返済を考慮すれば，何人の濯殺に対して支払うべき総額

：；.， おおよそ年間 haあたり 2万 5,000リラでらり，また濯j飯期聞を通じて， haあたり
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約 1万5,000m3の水消費量があり ，換言すれば，毎秒 1eに相当する水を消費してし、る

こととなる。一方，濯殺を行なう結果， 年間の総生産額は，約18万リ ラとなり，非濯

概農業の約 2倍の生産額を<lO：ずることができる。これは，劣悪な土壌条件の泡常－c,

I産減果樹の植栽をすれば，さらに大きな産出の増加をもたらしうるのである。

以上みたように，アノレフ。ス地域と名づけたこの地域において，施行中の濯統工事正

たは計画は少なL、とはいえない状況にある。すなわち大きなものをとっても，ベネチ

ア地域やミラノ付近の計画がある。このような事業または計画の包含する地域：二，お

およそ20万haに：およぶと推定されてL、る。これらはほとんどすべてあらたに開発され

るところであり，しかもアノレフ。ス地域における水力発電施設や，あるいは湖沼を統御

するための大水利計画と結合した，大規模な集団滋殺計画の一部をなしてL、るのーごあ

る。

II .中央地帯

1. 環境

この地域（土，アベニン山脈（theApennine）の支脈に拡がる特異な地形 ・土壌構造を

もっ地帯であって，徴密な不透性の土壌からなり ，このことが，一方で夏期の河川水

および湧水の供給を制約し，またこの地方では，他と全く異なった段業上の環境をつ

くりあげている。事実， ポー川の右岸に広がる，エミ ーリヤ （Emilian）平原（ニ始まる

粘土質土壌は，春の雨量および夏の時折の降雨を貯溜するのに役立つているc まに，

良好に排水され， かつ適時に深く耕起きれる場合には ， 高い生産力をもっ集約的 －：－~非

溶液農業を実現するのである。

したがって，この地域での農業の発展は，滋淑によるよりも，むしろ土地改良およ

び排水によるところが大きかった。 20～30年前に，溶液が始めて行なわれたのほ，主

としてあらたに開発された土地においてであって，その後，それは徐々に広カーってい

ったのである。しかし，こうした漉灘も，ポーJll北部の濯凝とは非常に異なった型を

とっている。それは，補充的もしくは賦活的（supplementalor問 to削 ive）濯殺と呼ば

れるものである。この地帯における降雨量，その年閣の分布および保水性の高い土壌

からして，通常の夏期の作付体系を通じての水の不足量は，たとえそれが非常：二集約

的な，たとえば耕地の40% がアノレフアノレファ，20% がてん菜もしくはト マト， 他の部

分が果樹園といったような経営形態であっても，この水不足は， ha当りおおよそ2,000

m＇と推定され，これはわずか2ないし 3回の給水にしか相当しない量なのである。も

ちろん，不足量は年によって異なり ，しばしばそれはわずか 1回の給水量にしかすぎ

ない場合もあるし，また極端な年には，営農を続けるに必要な収量をあ：ずるためには

溶液によらなければならないような場合もある。
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しかし，いずれにしても このような型の濯萩は，作付体系の変化を伴うものではな

く，すでに高い生産力をもっ農業を一層高い水準に安定させ，さらに季節的な変動か

ら守る働きをするものである。 潜水I！，この地帯の農業の基幹である飼料作物， とく

に間作物およびアノレフアノレファならびにてん菜のような夏期の中耕作物に対して有効

である。

2. 技術的・経済的諸条件

このような型の滋殺は，当然のことながら，技術的 ・経済的限界をもってL、ろ。す

なわち，大規模な基礎工事に対して，高額の償還をすることはできないし，まだとく

に濯翫を導入するために農場の配置を完全に改変するのに要する費用等を償なうこと

もできなL、。加うる：ニ，土壌の性質からして，時間当たりにして過剰の給水を行なわ

ないように，排水技術におL、て細心の注意を心要とする。しかし，一方で こう じた型

の遊殺に，すでに確立された農場構造のところに導入されるものであるので，i藍殺に

よって間接的に必要である土地投資の問題が生じないこともある。

実際問題として，以上のよ うな現実の必要にこたえるものとして，次の 2つの解決

策が考えられる。第 1は，大規模な排水網から水を引っぱる手段として，スプ リソク

ラーを用いることであり，第2:t，夏期に地下水位をあげて土壌を湿潤に保っか，も

しくはスプリンクラーの作用を可能にするために，平坦地において排水網に水を氾濫

させる方注である。これら 2つの方法ともに，濯獄を開始するための費用が少なくて

すみ，下向流ゃ，！日，状滋水によ って濯概する場合のよ うに土地を整備するための出費を

しないですみ，さらに農民は濯淑時期を自由に選択しう るのである。第 1のスプリン

クラーによる方法！士，丘陵地もしくは!if,丘陵地における経済的な唯一の方法ーであり ，

また第2の方法は，その適用地帯が，平坦なしかも過度の透水性をもたない土壌構造

をもっ地域に限られる。スプ リゾク ラーは，しばしば耕起に用うるのと同じ トラクF

ーに装置することができる。

このような濯淑によってえられる生産の増加は，牧草類についてみれば，効率的な

非滋涙耕作の 50%から 80%，また土壌を肥沃化する作物（soil-enrichingcrops）につい

ては50～70%である。このように濯淑は，たとえ農場の一部分しか導入されない場合

でも，この地，：g：における農業経営を改善するのに大い；こ役立つのである。

以上述べt::.1荏殺の収支を要約すれば，次のとおりである。すなわち一般排水施設に

要する費用 （大部分は政府が支出する）はha当り約30万リラ， 個々の農場への分水施

設に要する~.~用は hα あたり約 10 万 リラであり ，以上の出資について農民が支払うべ

き償還および利子は，年間ha当り約 1万ないし 1万2,000リラに達する。さ らに管理，

運営および排水に要する費用は， ha当り 1万5,000から 2万5,000リラである。一方，

粗収入の増加分は，おおよそ ha当り 10万から15万の範囲である。
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3. ，留；也濯殺 （hilllake ir伊 tian) 

中部イ Fリア地帯においては典型的な滋液としてつけ加えておかなければならない、

のは溜池である。これは，普通高さ lOm以下の土堤と数千ないし数万立方米の水を溜

めることのできる小さな貯水池からなる。ここに冬および春の降水がためられ，アペ

ニン地域の乾燥期である夏において利用される。農業省は，これら溜池の建設を奨励

しており，過去10年間におおよそ 2,000の溜池が完成していて，その平均貯水量は約

4万m＇である。また ， これら溜池によって給水される土地の面積は，おおよそ 4万 hm

であり ，これは平坦部の大規模な濯萩施設による受益面積と較べれば，さほど大きな

ものではないが，しかしかなりの広さであることには違いない。

最後にこの地帯におL、て指摘しておかなければならないことは，低部エミーリア

(lower Emilia）およびロピゴ（Rぬiga）郡におし、て，水田が存在することである。この

ような地帯は泥炭あるいは泊分含有等の理由で，土壌が均一でなく ，改良の過程にあ

る。こうした状態にあって，水田において最近行なわれてL、る排水工事は，土壌に一

定の農業上および土壌上の秩序をあたえる点において非常に有用である。農業技術の

見地からすれば，このよう な型の港政は，中央地帯において広く分布しているものと

はかけはなれたものであって，季節的に高い水の需要や，費用のかさむ工事，あるい

は作付体系の大幅な変更等からして，これはアノレフ．ス地帯に特有の濯凝と類似してい

るのである。

！？南部地帯

1. 気候および地形・土壌条件

おおよそローマを横ぎる線で半島をきった；場合，その南の部分を指す南部イ F リア

におL、ては，各種状況は一変する。まず気候（主，春から夏にほとんど降雨がなく，牧

草類を夏；二経済的に作付ける可能性を阻んでいるのみでなく ，一般の夏作物の耕作を

も阻害するほどであるのが大きな特色である。したがって，I虐殺は農業構造，労働契

約，作付体系および販売作物の種類ならびに品質等の一連の革新をもたらす技術とな

るのである。しかしながら，すでに指摘 したように，南部イタ リアにおける降雨の不

均等な季節配分，夏季において利用できる地表流水や（不透水性の地形に基つ’く）地

下水のないことなどのため，大規模な濯殺計画を施行するには，人工的に水をIt）＇水で

きることが前提条件となる。これは貯水に依存することは例外的であり ，2次的な重

要性しかもたない北部とは異なった南部の特徴である。 他方，南部におけるダムの建

設は，この地域の地質的 ・地殻的性状のため力‘なり困難である。これは粘土と薄い板

状の岩の構造が広く分布していることによるものであるが，その上に丘陵および山地
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の土壌は侵蝕がし、ちじるしいために，部分的に剥離する危険がつねに伴っているため

である。

春から夏にかけて水の供給がほとんどなL、ために，6ヵ月以上におよぶこの期閣の

水の消費量は， ha当り 6,000ないし 1万 m3におよぶ。したがって，水の保有度の高い

緊密な土壌に対しては，約8～l0回の給水が，また軽い組織構造の土壌に対しては，

この 2倍の回数の給水が必要とされる。これには多大の労働を必要とし，また高い費

用を要することとなる。その結果農家は，通常高い価値をあげる野菜や果樹（かんき

つ類）のような作物を，このような経営形態をとるために投資の面でもまた生産費に

おいても特別な支出を要するにもかかわらず，選ぶのである。

2. 南部における濯溺開発計画

このように濯淑が大きな効果をもってL、るにもかかわらず，過去において漉淑の発

展は，一部の園芸，かんきつ，ジャスミンなどの栽培地域を除いては，極めて限られ

ていた。戦後になって 3 政治的 ・社会的 ・技術的諸要因が好転し，南部における濯減

開発の遠大な計画が立てられた。これら要因の うちの主なものとして，マラ リアの効

果的な防御，水利開発の進展および農地改革があけごられる。南部後進地域に対する大

規模な開発計画は，1948～1950年に樹立され，現在進行の最中である。経費の大部分

は，政府から支出されるカ人 一部は「復興開発銀行Jのような国際機関の援助；ニょっ

ている。

南部イタリ ア，シシリ ー，サノレジニアの開発のための開発特別事業に関する15年計

画は，1950年に「南部関発銀行」へ委任されたが，これに要する総費用のうちの50%

l ~［2,000億リラが農業部門に配分されている。本計画のう ちで濯淑は主要な部分を占

め，内容として，一方には，一連の基盤整備事業（流域改良事業，水利開発，道路お

よび動力線の建設，農村の環境整備等）があり，他方には，個々の農家および入植地

域に対する資本投下（家屋 ・畜舎の建築，土地の均平作業，果樹植栽，家畜導入，機

械化等）がある。このような濯減計画の完成の結果えられる総産出の増加額（土，かん

きつ経営のよう に，すでに最良の条件下で運営されてL、る場合でも，3倍ない し10倍

におよぶもの と考えられ， これは農家の所得増，とくに農場労働者の所得の増加に寄

与するであろう。さらに，この計函の効果として，山地および丘陵地の農場からの労

働力の流出を抑制することが考えられる。濯淑によるもう 1つの大きな効果は，労働

配分を均等にすることである。というのは，現在，南郎の農業においては，季節的に

労働が集中し， それが慢性的低位就業状態の主因となり， ひいては低所得の結果とも

なっているからである。

3. j華殺事業の技術的側面

進液に使用される水は，一部は河川とくにアプ リュ ッツオ（Abrυzzo)Jllおよびカン
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パニア（Companie)Jllから引かれ，また相当部分は，地下水に依存している。こうし

た水は，貯水池に貯えられ，その量はおおよそ20倍、m＇に達する。この地帯の地形から

して，数百におよぶ独立した小盆地が散在し，平野l土限られているので，本開発計画

によってつくられる諸施設は数が多く ，その 1つ 1つは小さいものとなっている（ l 

施設当り平均面積は 4,350haでその数は115である）。しかしながら，こうした一般的

傾向とは異なったいくつかの複合した，しかも基本的に重要な大きな工事もまたいく

つかみられるのである。

本計画による諸事業［土，主要工事から付属事業までの全部を含み，大：ま貯水池から

小は補助的排水網あるいは土地や作付体系の転換までを包含している。

貯水計画については，？つの貯水池が現在ほとんど完成しつつあり，その供給能力

は合計？億8,000万m3て、ある。さらに 8つの工事が進行中であり，この容量（；！：合計sf：意

400万m3，さらに合計 3億m3の容量となる10の工事が入札を待ってL、る。 1960年まで

に，主要取入水路，132km，主要排水路l,429km, 分水路 5,289kmが完成し， 1藍萩面積

（ま15万ha：こおよんでいる。取水路の建設方法は，主として地表開管法によるが，多く

の地下水路もあり，かなりの重要性をもっている。排水路は，主として 6mの長さの

セメント製プνハブのもので，同じくセメント製の支保工の上：二設置される。個々の

農場に水を供給する 1分水区の設備は，おおよそ 1秒間に 50～6oeの水量を供給する

ことができ，またその排水施設には，機繊制御装置が相当にとり入れられている。そ

して，排水網の長さは， ha当り 50～70m，ある場合にはそれ以上に達するのである。

滋淑を導入するための土地の準備は，一般に，牧草地については均平，野菜および工

芸作物については溝もしくは畝をほること，またかんきつ果樹園については貯溜濯殺

のための土地の分割が必要である。また農場の土地が lOO%i産減をうけるとは限られ

ず，極端な場合には，全農場面積のso%程度の部分的濯j阪が行なわれる場合がある。

配水施設は，計画によれば大部分，プレハフ’の運河による重力潜液によるが，その

ほか重要なのは，スプリンクラーで共同配水するところのパイプシステムでゐる。実

際に，いくつかのこのような計画が施行せられており，そのうちでも約 2,000hロにお

よぶサノレジニアのヌラ（Nuro）計画は，ヨーロッパにおける最大の， しかも最も高度

のものであり ，現実の必要性に適応した配水の方法に関して研究がなされた点におい

て，またダムと濯淑される土地との聞の自然の勾配を合理的：二利用した点におL、て，

特筆すべgものである。

4. j墓殺事業の農業的側面

入子しうる資料によれば，i産概された土地における昨年度の作付配分（よ，園芸作物

34%，工芸作物（とう もろこし，てん菜） 23%，牧草類27%，かんきつ類果樹12%,

米 4%である。園芸作物が際立つて多いが，これは南部の波書正地の自然条件な どによ

るものであり ，最も集約的に労働を利用することができ，しかも最高の収益と，さら
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に最大1)販売機会をうることができるのである。また，てん菜作によっても満足すべ

き発展がみられたが，畜産の導入には問題がある。なお，いくつかの“問題のある”

地域：ニおいては，米がその解決の一助となってL、る。

農業省および「南部開発銀行」は，建設事業を進めるとともに，技術的 ・経営的発

展を図るための諸活動も行なっている。すなわち，実際の展示の基礎となる実験農場

農民や技術者のための夏期講習，青少年のための農業学校および 100ヵ所の普及セソ

Fーなどがこれである。

生産J）方向づけに関しては， 園芸作物が最も合理的かつ諸条件に適応したものであ

ると考えられている。しかし同時に，技術者や工事計画担当者は， t護波地域において

牧草類の作付が少なく，したがって乳牛飼養に限度があること，およびとくに取扱い

の難し二、土壌と本質的に低い生産性とを懸念している。

滋語E；二よる諸目的の達成を早め，あるいは遅らすもう 1つの重要な要因は，市場条

件である。よく知られているように，販売施設や販売経験がない地方で，生産量が若

干量増えた場合でも，利益がまったく失われてしまうほど価格が下落することがあ

る。このことはしばしば集約的な生産を要するトマ トやアーティチョク (artichokes, 

訳注，朝鮮あざみとよばれ，野菜の一種である）のような作物の場合みられる。 肉類

や牛乳の販売についても，遠距離の販売の難しい地方にあっては，同じような問題が

阻害要因となる。以上のような諸問題は，南部地帯の諸計画にあたって十分考慮され

ており，農産物の加工および貯蔵施設の設置のために，種々の援助，助成がなされ，

また協同組合や農事組合等による活動も奨励されている。しかし共同で物事を運営す

るという考え方や企業的もしくは商取引の能力は，一朝にしてっくりあげられるもの

ではなく，したがってこうした販売上の諸問題が潅濃の発展を図ろうとする場合，ま

ず第一；こぶつかる問題としばし（まなっているのである。

5. 事業に要する費用

南部；ニおける溶液計画の施行に要する事業費について考える場合，その多寡に影響

する主要な要因は，貯水地のタ．ム建設費を含めるかどうかということにかかってい

る。確かに貯水池の建設費用は，大規模なものについては， lm3当り 30～50リラ と一

般に低いのは事実である。一方，小規模の貯水池については， lm3当り 150リラにも

述し，問題となるのである。もし 1溶液期間に ha当たり（ロスを含めて）平均 7.500

m3の水が必要であると考えると，これに必要な貯水池の ha当り平均建設費用は約40万

リラになると推定される。このことは， 5%の利子と 3%の維持費用を見込んで， 1産

税地ha当り年間21,200リラかかることを意味する。また取入水路および排水網の費用

( ;!:, j菱液地 ha当り約50万リラに達する。したがって年聞の ha当り利子分は， 2万5,000

リラとなり，さらにこれに維持 ・運営および更新のための費用として年間平均 1万リ

ラをつけ加えなければならない。この地方における貯水池の費用は，全額国家負担に
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第 2表 i重税に要する諸費用 （単位リラ）

i総 費用（国民経済にか
かわる費用）

所有者負担

貯水地 4「投下資本に対する利子 20,000 

管理 ・運営 1,200 1,200 

配水施設 ｛［投下資本に対する利子 25,000 2,500 

償還維持 ・管理および運営 1(〕，000 10,000 

計 56,200 13,700 

第 3表 新規開拓地における滋液導入にかかわる費用および収益

A. 減税導入に伴な う安用

大規模の土地改良および濯獄事業

戯場の転換

回定投資計

在庫および運転資本の増加分

総資用

B 収 益

1花税導入後の平均粗販売額

潜滅導入前

粗販先額の増加額

農場所得の増加額

国民経済にか
かわる総投資
額

800,000 

700,000 

1.500,000 

200,000 

1,700,000 

（単位 h。当り iJラ）

所有者にかか
わる費用

80,000 

440,000 

520,000 

180,000 

700,000 

（年間， ho当り）

400,000 

80,000 

320,000 

50,000 

なり ，さらに他の溶液施設も約90%国家負担であることを考え合わせて，以上述べた

ところを集計すれば， 濯萩地 ho当りの年間費用は第2表のようになる。ただし，揚

水施設が重力濯液の施設に付加される場合には，コスト （土増大し電力資（ 1 kW当り 12

～14ワラ）を別として，運営費はlOm水を揚げる場合；こ 2倍になり， 30m揚水する場

合にはコストは 2万～ 2万5,000リラに達するのである。

以上のような諸費用は，農家がi肇概するにあたって負担せねばならな！、金額の一部

分に過ぎない。もう 1つの大きな費用として土地の整備がある。これは土壌を移動す

る諸作業についてだけでも ，ho当り約15万リラがかかると見通されてい 0。政府は費

用の約%を負担する。 したがって，利子および償還のための年間負担額は 7,500リラ

となる。このように土地の整備に多大の費用を要し，したがって農家がこれに対し消

極的になるため，スプリンク ラーによる滋液が，理論的にはより費用がかかるように

みられる場合にも ，それが採用される理由となってし、る。さらに南部におL、ては，す
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第4表 かんきつ経営における濯淑導入に伴なう費用と収益
（単位 ho当りl7) 

地形の劣悪で，汲
主主近土地改良がな

み上げ水によって
された平坦地lこあ

j撃滅されている高
る中級かんきつ園

級かんきつ園

A. i産液導入に伴なう費用 I) 1) 
個々の農場外の大規模土地改良および濯

500,000 1,000.000 
級事業後
土地の（濯淑のための〉整備 600,000 200,000 

農場における滋級事業 300,000 1 00,000 

建 物 150,000 150,000 

果樹の植栽 800,000 400,000 

Z十 2,350,000 1,850,000 

B. 収 益

生産物（数量・トン） 20～25 20～30 

単価（kg 当たりリラ） 48～60 27～40 

粗収 益 1,200,0002) 800,0002) 

諸経費（肥料，水利事業〉 300,000 l 00,000 

純利益 900,000 700,000 

160,000 160,000 

租税公課，諸負担 l 00,000 60,000 

農場所得 640,000 480,000 

（注） l) うち9/10は国庫負担。

2) I桓凝導入前においては，粗生産額は一般に ho当たり10万リラ以下であった。

でに述べたように，滋萩は，作付体系の変更を伴ない，とくにそれは既存の農場：ニ著

しい影響を与える。すなわち，雇用者の住居，農用建物，機械，植栽等に対すゐ当初

投資を要し，とくにかんきつ類果樹経営のような集約的農業の場合には，これらは多

額に達するのである。

6. 経済上の収支勘定

場所によって条件がし、bじるしく異なっているので，南部地帯の濯殺を導入した農

場において生ずる変化について完全なバランスシート をつくり上げることは非常：二困

難である。そこで，第3表に示すように，全くあらたに開発し，そして濯液へと転換

した地帯を対象に，おおよその平均値を示した。しかしより高い価値の作物をつくろ

うとして，工芸作物あるいは園芸作物に濯概を導入する場合には，表の数値は費用 ・

収入ともにいちじるしく増大するであろう。この例として，シシリーおよびカラブリ

ア（Calabria〕における濯波地でなされた震近の調査に基っ・く平均的数値を第 4表：こ示

した。
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以七三（立別に考察せねばならないI虐殺方法として，スプリンクラーによる方法があ

る。スプリンクラーは南部における諸計画において，急速に増加しつつあるが，それ

は次の 3つの理由によるものである。第 1にスプリンクラーの設置についての不断の

技術進歩，第2に肉体労働よりも機械化を好む若い世代に対するアッピーノレ，第 3に

当初の費用負担が少なく，長年にわたる管理費に分散しう ることができることであ

る。スプ リンクラーに関して最近なされたくわしい分析によれば．次のような数値が

得られてL、る。大規模なスプ リンクラー ・システムにおいては，施設は出来得れば半

可搬式，配水に必要な高さを加えて50～70mの総落差を有する中程度の圧力（撒水の

高さは30～40mである）のものであり ，固定的な施設としては，ha当り約50mの配水

管と，ha当り 7mの可搬性パイプさと必要とする。風の強い地域では，低圧力のスプ リ

ンクラーが望ましい。事実，農家は，実験デ－jlがなくてもこれを採用する傾向がみ

られる。通常のi産減で ha当り 1滋渡期間における水所要量は，約3,500m3で為る。設

置および管理に要する費用を考えれば，電力による場合と熱源による場合とで費用上

の差異は通常ほとんどない。半可搬式の設置に要する費用は ha当り約 23万リラでら

りs そのうちの17万リラはパイプおよびその付属器具である。

年閣の収支計算の結果， l m3当りの水の資用は， 12.10リラとなる。

以上述べたところからして，比較的少量の水使用量（ロスを含め）および濯萩のた

めの土地整備費用が約50%節約せられるとすれば，重力濯萩よりもスプリンク ラーに

よる方が港液費用が少ないことが結論しうる。ただし，スプリ ンクラーの場合，風に

よるマイナスの影響に十分留意しなければならなし、。風によって，蒸発および植物の

業面からの蒸散による多大なロスが生じ，水の消費量を急激に増加させるのである。

（追記）

本報告は，ひきつづき，InternationalJournal of Agrarian Affairsの Vol.J[, No. 4, 

1963, Oxford University Pressに登載のものの抄訳である。

（農林省大臣官房企画室）
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