この地域 の農 業 は, 自然を うま く利用す る方 法で行
なわれ,長 い歴史を通 じて うけつがれて きた ものであ
り, しか も停滞 してい るo 原始 的であま り手を加 えな
い農 業であ るため,労働生産性 は高 く,極度 の貧 困な
が らも農民 は安住 していて,政府指導層 の強い開発意
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欲 に もかかわ らず,農民 の現状改善意欲 は乏 しい とい
われ るC ここに開発を妨 げ る第 1の問題点 をみ る こと
がで きる｡報告書 では このほかに,開発 を阻害 す る多
くの要 因をあげるとともに,開発計画 にあた って は,

この報告書 は,農林省 と京都大学東南 ア ジア研究 セ
ンターな らびに海外技術協力事業団の共催 によ って,
昭和4
0
年 9月京都で開かれ た シンポ ジウムの内容を と

りま とめた ものであ る｡
東南 アジア諸国の開発 において は農業開発 が極 めて
重要 な位 置を 占め,農業開発 にあた ってまずつ き当 る

技術的側面以外 に政治,経済,社会 的側面 の分析 の重
要性 が強誼 されてい る｡
この地域 の農 業を支配 す る第一 の要素 は水で あ り,
水の コン トロールを おいて 農 業の 発展 は考 え られな
い｡ 降 り方 は不安定で量 は多 く,時 には余 り過 ぎる雨
季 の水 を コン トロール して乾季 に利用す る｡ これ によ

のが水 の問題 だ とされてい る｡東南 アジアの農 業問題

って雨季作 の安定化,乾季作や畑作が可能 とな り,未

については,わが国で は これまで多 くの部門で研究 が

墾地 の開発 な どと合 わせて農業生産 の著 しい増加 が見

進 め られてお り,かねてか らその成果 の総合 が各方面

込 まれ る｡ その うえ,水 の コン トロール手段 は電力 を

か ら要望 されていた ところであ った｡

も生産 で きる｡ 従 って工業 も発展す る｡ 国家 の開発 は

報告書 は, 2日間にわたるシ ンポ ジウムの経過 に従

飛躍 的 に進 み, ま さにバ ラ色 の開発計画 が描かれ る｡

って,水資源開発利用の問題点,水文気象 の特徴,作

水 の人為的 コン トロールは, それ まで保 たれて いた

物栽培 とかんがい排水,水資源開発利用事業の順 に手

自然 のバ ランスを破 り,波及的 にい ろいろな面 に障害

ぎわよ く編集 されていて,全体を通 じて農業土木的立

が生 じて くる｡ 大規模 な洪水 コン トロールが ひき起 こ

場か らだけでな く,広 い視野 に立 って,東南 ア ジア諸

す 自然環境 の変化 とその対策 につ いてはまだ十分研究

国 における水資源開発 のあ り方, これ に対す るわが国

されていない｡ 自然環境 の改造 は, 自然 に順応 してい
た原始 的な農業形態の変革を必要 と し, ひいて は社会

の援助 のあ り方 を示 してい る｡
東南 アジア諸 国では年 々 3%を越 え る人 口増加が続

体制‑ も大 きな影響を与 えず にはおかない｡水利開発

き,一部 の国では深刻 な食糧:
ききんをひき起 こ してい

は,単 に水利施設 の整備 だけでな く, これ に伴 う一連

るO 昨年度 のアジア地域 の 1人 当食糧生産高 は前年度

の農 業技術革新 は もちろん,広 く社会経済全般の改革

よ り4% も減 ってい る｡食糧 問題解 決,一次産品輸 出

も同時 に行 なわれなけれ ば開発効果 の発現 は期待 し難

振興等 のため,農 業生産 の安定拡大が望 まれて い る｡

い｡ この ことが多 くの人 々によ って強調 されてい る｡

また世界 的 に も今世紀 中に食糧生産 を現在 の 4倍 に し

東南 アジア地域 で これまで実施 に うつ された農業開

なけれ ばな らない とされてお り,東南 ア ジア地域の食

発計画 が,期待 どお りの効果 を上 げていない こと, あ

糧増産 はますます主要 な課題 とな って くる｡

るいは,道 に開発 によ るマイナス面 もみ られ ることか

農 業開発 の対象 と してみた東南 アジアは, モ ンスー

ら,現在深刻 な反省 がな されてい る｡

ン地帯 に位 置 し,水の コン トロール手段 を欠 くために

それでは,農業水利開発 は どのよ うに して進 め るべ

作物栽培 は主 に雨季 に行 なわれ,農 業形態 は全 くの 自

きであろ うか｡概 して開発意欲 に乏 し く,教育水準 も

然まかせで生産力 は低 い｡乾 季 には貴重な資源であ る

低 い現地 の農民 に,合理 的な水管理 を伴 う農業経営を

土地 と日光 は, かんがい手段 を持 たないために未利用

期待 し得 るで あろ うか｡ 長い間続 け られて いる 自然環

のまま放 置 されてい る｡広大 な末 開拓地 も多 い｡ 自然

境 に順応 した農業形態 を根底 か ら改 め させ るには,梶

的条件 としては,水資源 の開発 によ って飛躍 的に土地

気 の よい教育 が何 よ りも必要 であると思 われ る｡ 開発

生産力 を増大 させ得 る可能性 を秘 めてい る｡

を受 け入れ る素地 のない ところへ, いわゆ る先進 国に
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おけ ると同 じよ うな開発計画を導入 して も成功す る見

待 したほどあが っていない ことが指摘 されてい る｡援

込 み は少 ないで あろ う｡

助 のあ り方 と して は,段 階的開発の方 向を堅持 しなが

方 向 と しては大規模一貫 開発を 目指 しなが ら,段 階

ら,現地 の事情 を十分研究 し,真 に相手 国が必 要 とす

的 に進 め るべ きであ るとの意見 が強 くうちJ
J
lされてい

るものか ら進 め るべ きだ としてい る｡ そ して援助 の対

る｡ この ためには 自然環境 の現状 を正 し くつかみ,礼

数 と しては,成果 が効 果的 に現われ る条 件の備わ って

会,経済 的な特殊事情 を考慮 し,現地 の人 々が何 を欲

い る ものを選ぶべ きだ との意見 もみ られ る｡
わが国の 後進 国開 発援助額 は, 現 在国民所得額 の

してい るかを正確 に判 断 し,精極的 に開発意欲 を生ぜ

0.
6
%程度 にあた り,他 の先進国に比 べて低 い｡ 今後

しめ るよ うな方策 を考 え るべ きだ とされてい る｡

1%程度 まで高 め ることが約束 されてい る｡ 東 南ア ジ

しか し漸進的な開発 と爆発 的に増加す る人 口問題 と

も強 いので,今後 これ らの国 々

を どう調整 してい くか は今後 に残 され た課題 とな って

ア諸国か らの援助要

い る｡ これ は東南 ア ジアだ けの問題 でな く,全世界 的

への開発援助 は一段 と活 発にな るで あろ う｡ この とき

視野 に立 って解 決 しな ければな らない ことであろ う｡

にあた って, これまでの援助 のあ り方 について真剣 に

請

東南 ア ジアの水資源開発 のための 自然科学 的基 礎研

反省 しな けれ ばな るまい｡ およそ国民 にお ける産業,

究 および技術的基礎調査 は,主 と して国連機構 によ っ

経済 の発 展には必ず経 なけれ ばな らない段 階が ある｡

てその紺 につ いた状態で あ り, わが国において も開発

開 発はその社 会の発展段 階に応 じた ものであ るべ きで

計画 に役立 て得 る質料 は少 ない｡ この意味で報告書 に

あ り, この ことを無視 した飛躍 的な開発の試 みは現状

収 め られてい る水文 , 水 と作物等 に関す る多 くの報告

を混乱 させ るばか りで,開発効果 を期待 し難 いO これ

は,実際 に現地へ赴 いてな され た調査 に基づ く責重な

までの援助 が,相 手国の国家的みえ も手伝 って, ダム

ものであ り, この地域 の 自然条件 を知 る上 に大 いに役

等の大規 模な基幹施設 に重点 を置 き過 ぎて,現地農民

立つ ものであ る｡ しか し, これ らは短 期間で, しか も

と直接結 びつ く末嬬施設が軽視 されて お り, いわば農

いろいろ と制約 され た条件下 でな され た調査 によ る も

民 不在の開発援助 であ った ことが多 くの人 々によ って

のが多 いので今後一層 の充 実が待 たれ る｡

指摘 されてい る｡ わが日∃の援助 は, まず末瑞 を重視

社会科学 的見地 か ら,東南 ア ジア諸国 におけ る水資

し, 自発的な意欲を ひき起 こしなが ら,長期的見通 し

源開発 に関係す る特質 の数 々を指摘 した発表 も多 い｡

(
,
̲
)もとに,効果 の早 く上 る事業か ら順次開発 を発展 さ

価格,そ して農民 は何 を考
さらに,農 産物 の流通機構,

せ る方 向で考え るべ きであ る｡報告書で提案 されてい

えてい るか等 につ いての報告 も欲 しい｡ これ らに関 し

るパ イロ ッ ト農業,パ イ ロ ッ ト事業等 は, この見地 か

て,広範 な分野 を動員 した調査,研究 が望 まれ る｡

ら非常 に有効 な援助 と考 え られ る｡ 東 南アジア諸国民

なお,報告書 に紹介 されてい る農業開発計画 は,基

の 自主性 を尊重 し,反共 的性格 のない,地 味ではあ る

幹 か ら末端 までの水利施設,作付体系,開発 の経済効

が着実 な援助実績 の積み重ねが あ って, は じめて諸国

果試算 に至 るまで詳細 を極 め, 同時 に計画上 の具体 的

民 の信頼が得 られ, そ こに真 の協力,親善関係が成 り

な問題点 も多 く提起 されてお り, この地域開発計画の

立つので はあ るまいか｡

特殊性を知 るうえに参考 とな る｡ いずれの計画例 につ

2
0
余項 目にわたる論文,報告 は東南 ア ジア開発 につ

いて も,水利開発 に伴 う農業技術,営農方式 の指導 等

いて深 く啓 発 させ る ものがあ る｡ 重複を避 け,論点 も

事業末端 における一連 の総合 的施策 の必要 が強調 され

整理 されてお り,問題 の理解を助 けるために参考資料

てい る｡ これ ら計画を練 り上 げ るまで にな され たであ

を挿入す る等 々よ く編集 されてい る｡編集者 の努力 に

ろ う現地 国政府 関係者 との討議, さ らに末端農民 が計

深 く敬意を表 したい｡
東南 ア ジア開発 に対 す るわが国‑の期待がいよいよ

画を どう受 け入れ よ うと してい るか等 々の報告が あれ

大 き くな ってい る今 口, この方面 に関心を持つ人 々,

ば,計画の背景 も理解 で きて参考 にな った と思 う｡
次 に東南 ア ジア諸 国に対 す るわが国の技術援助,協
力 につ いては, その問題 と して,援助 の理念が明確で

特 に若 い農 業土木技 術者 に この報告書 の一読 を是非奨
めたい ものであ る.

(
武 聞 健葦)

ない こと,開発の進 め方 と関連す るが,援助効果 が期
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