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［北海道農業経済研究 第9巻第 2号 2001.2] 

［論文］

スリランカの乾燥地帯における水管理問題と稲作所得分配

耕野拓 ＊
 

I . 背景と課題

「緑の革命」を経験して 30年以上が経過し、

アジア開発途上国の米穀事情は大きく変化した。

アジアの多くの国で米の自給体制が整うようにな

り、米過剰による財政負担の増大と経済的有利性

をもつ米以外作物の開発と普及、さらに生産・流

通等の方策の確立が要請されている。

この緑の革命は品種・施肥革命ともよばれるが、

それは良好な灌漑条件の整備を大前提としている。

すなわち、水の圃場レベルでの管理ができるよう

になって、初めて緑の革命はその有効性が発揮で

きるメカニズムとなっている。金沢 [10] はアジ

アの水管理問題について、水の公共性と私的水利

用という二つの視点から、アジアの水問題の所在

を把握し、栽培管理体系のなかの一つとしての水

管理問題を認識することの重要性を指摘している。

増田 [18] も緑の革命の本質を、栽培技術と結合

した水の問題にあるとし、アジアの水管理問題を

ファーム・レベルからとらえ、農民による主体的

な水管理の重要性を述べている I) o 

こうした緑の革命に直結する水管理の問題は近

年その効率的利用がいわれるようになってきた。

すなわち、アジアの国々の灌漑管理は「建設の時

代」から「管理の時代」に移行してきたことが指

摘され、既存の水資源をいかに有効に利用するか

という課題が途上国に共通したものとなっている

（水谷 [19]、堀井他[6 J)。菊池 [11] はスリラ

ンカの事例からアジアの灌漑開発の重点が、新規

灌漑システムの「建設」局面から既存灌漑システ

ムの「管理」局面へと明確に移行したことを実証

的に明らかにした。また菊池 [12] はアジア開発

途上国の灌漑システム維持管理の問題は、灌概施

設等のハードの問題ではなく、灌漑管理上のソフ

トの問題であることを明らかにし、灌漑管理過程

への「農民参加」が不可欠であるとしている。増

田 [17] もアジアの灌漑水管理に関連し、水の農

業的利用における平等性確保の問題、この平等性

を実現するための農民の管理過程への参加の重要

性を指摘している。

一方、緑の革命については、多くの研究者によっ

て様々な視点から研究が行われてきたが、中でも

最も議論されたのは所得分配のあり方についてで

ある。すなわち、土地保有や農場規模の視点から、

新技術に関する情報への接近や信用力等において、

大規模な農家は零細農家より相対的に有利な立場

にあり、新技術は大規模な農家に偏って採用され

る結果、地主・大農と零細小農• 土地なし労働者

間の所得格差が拡大するという議論である 2) 0 
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近代品種の高収量潜在能力の実現には、末端圃

場における適正な水管理が不可欠の条件となるた

め、灌漑システム内の水の不平等な配分は、農家

の所得分配にも大きな影響を与える要因となる。

しかし、これまでの研究は、水管理の視点から農

家の所得分配について論じた実証研究は数少なく、

水管理と近代品種の生産性や栽培技術との関係を

詳細に解明しているものの、これらが農家の所得

分配に与える影響についてぱ必ずしも明らかにさ

れていない 3)。アジアの灌漑管理の効率的利用が

展望されている現在、この点に関する実証分析を

踏まえた上で、灌漑管理の方策について考察する

ことは意義があると考える。

、本稿では、開発途上国の灌概システムにおける

水の不平等な配分、すなわち水利用格差が、稲作

における農民の品種選択、栽培様式といった生産

構造、そして農家の所得分配にどのようなインパ

クトを与えているのか、スリランカの先進的大規

模灌漑地域で行った農家実態調査から実証的に明

らかにする 4)。なお、本稿において水利用の「平

等」とは、水が適時量時利用できる可能性におい

て格差がない状況を示す。

注 1)増田 [14] はジャワ農村の灌漑環境の異なるニ

つの農村の実態調査から、二農村の稲作生産性

の差異は灌漑に基づく水利用の差によるもので

あることを明らかにし、農民の水利用組織の対

応と稲作技術知識の向上の必要性を指摘してい

る。また増田 [15] [16] [17] はタイ、フィリ

ピンの農村調査から圃場の水管理作業と稲作生

産性には大きな関係があるとし、特にタイでは

発芽粒直播法という高収量技術が圃場の水管理

と結び付いているため、農民の水利用グループ

が稲作生産性を高める中核的な要因となること

を明らかにしている。

注2)これらは 1970年代の議論で、 1970年代は緑の革

命が階級・地域間に不平等・不公平をもたらす

という否定的見解が強かった（例えば、梅原 [2

8]、Falcon [ 4 ]、 Cleaver [ 2 ])。しかし 1980

年代に入り正当な評価がされはじめ、最近の大

塚 [21] 、速水• 菊池[5]の研究から、緑の革

命はアジアの農村に所得格差の拡大を帰結する

ものでないことが示されている。

注3) 緑の革命についての所得分配に関する議論は、

注2で示したように、主に土地保有や農場規模

の視点からのものが多いc 水利用の視点から所

得分配を論じた研究は皆無である。

注 4) 水利用格差とは、より正確には灌漑システムに

おいて水が適時適量利用できる可能性において

の格差を意味する。

Il . 調査地域の概要と灌漑管理システム

1 . 調査地域と実態調査の概要

スリランカは国土の約 7割を占めるドライ・ゾー

ン（乾燥地帯）と 3割を占めるウエット・ゾーン

（湿潤地帯）に区分される（図 1)。スリランカの

降雨は北東モンスーンの雨季 (11 月 ~3 月）と、

南西モンスーンの乾季 (5 月 ~g 月）によって大

きく支配される。北東モンスーンはスリランカ全

土に雨をもたらす一方で、南西モンスーンはウエッ

ト・ゾーンに多くの雨をもたらすが、ドライ・ゾー

ンにはほとんど雨をもたらさない。ドライ・ゾー

ンの年間平均降雨量は約 1,100mmであるが、その

多くは雨季に降り、乾季の降雨量はわずか 200mm

前後となる。

スリランカでは 1970年代より、 ドライ・ゾー

ンにおいて、この国最大の灌漑開発プロジェクト

であるマハベリ開発計画に取り組んできた。マハ

ベリ開発計画とは、ウエット・ゾーンの耕地に源

流をもち、 ドライ・ゾーンを貫流しているマハベ

リ川の水をドライ・ゾーンの河川上流に分流し、

現存する溜池や新しい貯水池を利用し、 ドライ・

ゾーンの灌漑開発および新規入植を行う計画であ
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る。マハベリ開発計画は A、B、C、D、E、G、H

の区域（システム）に区分されるが、調査地域は

開発の歴史が比較的新しいシステム Cに位置す

る2農村である。システム Cは6つのブロック

(block) に分けられる。このうち二つの村は第 2

ブロックに位置し、開発により新規に開拓された

ウルヒティア村、デイバラパラッサ村で、この 2

つの農村は 1983年に入植事業が完了している。

両村の距離は約 10kmである。調査村への灌漑水

はマハベリ川の水をミニペ頭首工で取水し、右岸

導水路を通してウルヒティアタンクに導水され

る5)。ここから幹線水路 (maincanal) により

2ブロックに灌漑水が供給される。ウルヒティア

村はこの幹線水路上流に位置し、デイバラパラッ

サ村は下流に位置する。

調査方法は、まず水利用格差を考慮するため、

幹線水路の上流に位置するウルヒティア村（以下、

上流村）と、下流のデイバラパラッサ村（以下、

下流村）を選定した（図 1)。調査農家戸数は上

流村から 50戸、下流村から 51戸を無作為抽出し

た。この際、現地の灌漑水路図により、各村でさ

らに第 2次水路の上流から 25戸、下流から上流

村 25戸、下流村 26戸の標本農家を選定してい

る6'。調査は 1988年乾季作 (5月-9月）

1988/89年雨季作 (11月-3月）に関するもので、

質問票を用いたインタビュー形式で 1989年4月

から 5月にかけての 20日間行った。調査項目は

家族構成、土地利用状況、稲作生産における労働

投入量、栽培様式、化学肥料・農薬利用状況等、

多岐に及んでいる。

表 1は調査農家の概要を示す。両村とも

1982-83年にかけてこの地域に新規に入植して

いる農家で、経営主の平均年齢も下流村で 41オ、

上流村で 40オと比較的若く、平均家族人数も約

6人とほぼ等しい。全農家は入植時に 2.5エーカー

(ac) の水田と 1acの高地を与えられており、平

均水田所有面積は両村とも 2.4ac程である 7) 。両

村とも多くが自作農であるが、周辺農家から水田

の借り入れにより耕作を行う自小作農が下流村で

、上流村で 4戸見られる。トラクターを所有5
 

と

スリランカ
マハベリJII

~
 
• 

c
 

．
 
．
 

ム

．
 
．
 
．
 

.
｀
•
テ

``
 `
 

．．．．．．． 
公
り
ス

＼
 

シヽ
ヽ
・

ン
卜

一

、＇ェ．ウ＂ノ
ー

ミニペ

頭首工

下流村 上流村

_¥/ /_,/ 

二¥. ••••.. ... /第 2次水路¥......// 
...... ,.,j 

右岸導水路

図1調査地域

-3-



表1調査農家の概要

売
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する農家はなく、賃耕によりトラクターを利用す

る農家は上流村では 5戸のみ、下流村では 0戸で

ある。多くの農家は水牛で耕起作業を行っている。

機械化はほとんど進展していない状態である。調

査地域の作付パターンは乾季• 雨季とも米ー米の

二期作が主流であるが、雨季にメイズ、カウピー

が小規模であるが一部作付けられていた。平均作

付面積は雨季・乾季とも上流村が 2.2ac、下流村

が 2.3acとほぼ同じ経営規模である。

2. 調査地域の灌漑管理システム

スリランカの灌漑の定義は一般に次の 3つに分

類される。第 1は大規模灌漑地域で、 ドライ・ゾー

ンを中心とする受益面積が 80ha以上に及ぶ大規

模な水利施設である。建設から維持管理まで政府

主導の灌漑管理が

行われている。第

2は小規模灌漑地

域で、受益面 積

80ha未満の一村落

または数個の村落

を受益地域とする

小規模な水利施設

である。第 3は天

水田である。ウエッ

ト・ゾーンでは大規

模灌漑面積の占め

る割合が低く、天

水田と小規模灌漑の占める割合が高い。ドライ・

ゾーンでは大規模灌漑面積の占める割合の高い点

が特徴である。

調査を行ったマハベリ開発計画の一つであるシ

ステム Cは大規模灌漑地域に区分される。シス

テム Cの水路系統は幹線水路 (maincanal)、第

2次水路 (branchcanal)、派線水路 (distributary

canal)、末端水路 (fieldcanal) に大別される。

このうち末端水路への分水、すなわち派線水路上

での配水及び末端水路の維持管理を農民が、派線

水路以上の維持管理を政府が行っている（図 2)。

システム Cの水管理責任者はシステム全体の統

括責任者でもある現場事務所長 (ResidentProject 

Manager)、この補佐役である灌漑技師 (Project

<-/-

Irngatlon Engmeer) かィ丁つており、特に幹線水路

及び各ブロックにまたがる第2次水路の管理を行

う。各ブロック (2,000ha-3,000ha程度）にはブ

ロックマネージャ (BlockManager) が配属され

ており、補佐役の灌漑技師 l名とともにブロック

内の水管理、特に第 2次水路の管理を行う。各ブ

ロックはさらにユニット単位 (1OOha -400ha程

度）ごとに区分され、 ユニットマネージャ (Unit

Manager) がユニット内の水管理責任を負い、特

に派線水路の管理を行っている。末端水路の水管

............................... 幹線水路•主要第2次水路を管理

••………………………•• 第2次水路を管理

政府が管理

•·····•······••············•··• 派線水路を管理 ↑ 
,n - ,・・・・・ ……, ............ ……・末端水路を管理 ［ 

農民が管理

図2システムCの灌漑管理組織
資料：JICA(1985)より作成。
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理を行う農民組織 (turnoutgroup) は末端水路系

ごとに紺織され、 10名程で構成される農民組織

が各ユニットに 4つ程ある。これらの農民組織は

政府（マハベリ経済局）主導で作られたもので、

各組織は互選によって農民リーダー (turnout

leader) を決定し、末端水路内の配水の調整及び

補修工事を行う水利組織の役割も行っている。

システム Cにおける作付前の灌漑水の配水計

画は、カンナ会議 (kannameeting) と呼ばれる

政府側の代表者と農民代表が出席しての話し合い

で決定される。このカンナ会議はシステム C全

体レベル、ブロックレベル、ユニットレベルの順

に会議がもたれ、灌漑システム内の配水計画は政

府と農民の話し合いによって決定される仕組みと

なっている。

注5) タンクとは溜池を示す。

注6) 上流村の第 2次水路下流の 1戸と、下流村の第

2次水路上流の 1戸については、 1988/89年の雨

季作を行っていなかった。従って、乾季作は上

流村 50戸と下流村 51戸、雨季作は上流村49戸

と下流村 50戸の分析となる。

注7) 1 acは0.4lha。高地 (HighLand) とは家を建て

るための土地を示す。入植時の政府による水田

の配分が正確でなく、 2.5ac以下の水田しか割り

当てられなかった農家が数戸ある。このため平

均水田所有面積は 2.5ac以下となっている。

皿．水管理問題と稲作生産構造

1 . 調査地域の水管理問題

調査地域の平年の降雨量は、乾季作が行われる

5 月 ~g 月で約 300mm、雨季作が行われる 11 月

---.., 3月は約 1000mmの雨量がある 81。調査対象で

ある 1988年乾季作と、 1988/89年の雨季作に関

する調査地の降雨データは得られないが、同じ乾

燥地帯にある近県のアヌラダプラ県とトリンコマ

リ県の 1988年乾季にはそれぞれ 274mm、359mmの

降雨があり、平年並みの降雨量があった。しかし

1988/89年雨季はそれぞれ 136mm、529mmと、平年

の半分以下の水準であった。従って、調査地域の

乾季の降雨量は平年並みであったものの、続く雨

季は平年と比較し、降雨量はかなり少なかったと

いえる 9) 0 

表 2は両村の水管理上の問題を抱えている農家

表2水問題を抱える農家戸数
1111111111 11111111111111111● 1111 1111111111111111111 11111111111111111 11111111111: 流'.川村’●1 1111 1111111111111 1111 

下中—,!l'! ~6~!6~I~ ~g;~ 雨季 I19(38) 

単位：戸

一
下::t;.

嶋

単位：戸， Rs

辰家戸数 38(76) 

平... ム 371

資料：調査資料より作成。

注1)カッコ内は各村の調査農家戸数に対する支払い農家の割合（％）。

注2)各村における第2次水路の上流と下流を示す。

麟＿
372

31 (61) 
言

冒＿
291

ヱ
1寄
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割合を示している。ここでいう水問題とは、稲作

の全過程（播種から収穫まで）において、稲作の

ための適時適量の灌概水を利用できない場合があ

ることをいい、両村とも水問題の中心は水不足で

ある。乾季では上流村 18戸、下流村 19戸、雨季

ではそれぞれ 19戸、 12戸の農家が水問題を抱え

ている IO)。水問題を持つ農家割合は、乾季で上流

村と下流村はそれぞれ 36%と37%でほぽ等しい

が、雨季では下流村が24%、上流村では 38%と

高くなっている。こうした水問題を持つ農家を各

村の第 2次水路の上流・下流で比較すると水問題

を持つ農家の特徴がはっきりとする。すなわち、

雨季と乾季において、両村とも第 2次水路下流に

位置する農家で水問題を持つ農家が多いことがわ

かる。特に乾季では第 2次水路下流において、上

流村 10戸、下流村 11戸と、この地域に位置する

40%以上の農家が水問題を抱えている II)。

スリランカでは 1984年に、灌漑システムの維

持管理の財源を確保するため、総ての主要灌漑シ

ステムに一律 1ha当たり年間 250Rsの水利費を

徴収する水利費徴収システムを開始している 12)0 

この水利費はその後、年間 50Rsずつ上昇し、調

査時点で徴収されるべき水利費は 1ha当たり

450Rsであった。表 3は調査地域において、水利

費を支払った農家戸数と、実際に支払われた水利

費を示している。上流村では 38戸 (76%)は水

利費を支払っているのに対して、下流村では水利

費を支払った農家戸数は 31戸 (61%)と少ない。

また両地域とも第 2次水路下流において水利費を

支払った農家戸数が少なく、特に下流村の下流に

おける支払農家戸数は 14戸 (54%)である。実

際の水利費支払額についても、上流村が平均

371Rsであるのに対し、下流村の支払額は 283Rs

と低い。さらに、上流村では第 2次水路の上流・

下流では支払額にほぼ差はないが、下流村では第

2次水路下流の支払額が 273Rsと低くなってい

る13) 0 

以上の水利費の支払をめぐる上流村と下流村の

相違は、幹線水路上流と下流の水利用格差が主要

因となっている。 1983年に入植が完了している

調査地域では、政府主導による水利組織が作られ

てはいるが、入植後間もないこともあり、水利組

織が十分に機能しているとはいえず、配水計画の

話し合いの場であるカンナ会議も、政府側で作ら

れた計画を農民側に伝える上意下達の場となって

いるのが現実である（中村 [20])。また、圃場に

おける生育期別の湛水管理はまったく行われてお

らず、田植期から刈り取り期まで一様に掛け流し

による灌漑方法が行われている。これによる圃場

レベルの過剰取水や漏水は取水量の 5割に達する

と言われ、水管理に必要な量水装置や水路の破損

等も見られるなど (JICA[ 9])、幹線水路から

派線水路までを維持管理する政府側が本来行うべ

き「適期に適量の灌漑水を安定的に供給する」と

いう責務は十分に果たされていない状況にある 14i。

こうした水管理問題が、幹線水路上流と下流、ま

たは下流村の第2次水路上流と下流の水利用格差

をもたらす要因となっており、これが両村の水利

費支払に対する態度の違いとなって表れているの

である。表 2では上流村の雨季で水問題をもつ農

家が多いが、水問題が稲作生産に与える影響につ

いては、次で明らかにされるように、はるかに下

流村で大きい。この点については、表 2で水問題

があると回答した農家と表 3で水利費を支払った

農家の相関係数が上流村では-0.007、下流村では-

0.26となり、特に下流村で水問題を抱える農家が

水利費を支払わない傾向があることからも推察さ

れる。こうした水利用格差は、稲作収量、稲作生

産技術、労働投入でみた両地域の稲作生産構造に

大きな相違をもたらすことになる。以下の分析で

は、上流村と下流村の比較、さらに各村の第 2次

水路上流と下流の比較から、水利用格差が稲作生

産構造に与える影響を解明してゆく。
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2. 稲作収量

幹線水路上流に位置する上流村の乾季作の平均

収量は 1,277kg/ac、雨季作は 1,303kg/acで、 1ha 

当たりでは、ともに 3トンを越える水準にある（表

4)。一方、幹線水路下流に位置する下流村では

乾季では 88lkg/ac、雨季で 1,105kg/acとなり、上

流村と比較し雨季で 18.0%、乾季は 44.9%の低い

単収水準となっている。特に乾季の両村の単収格

差は 1ac当たり 396kg、 1 ha当たりでは約 1トン

にも及ぶ。さらに第 2次水路の上流・下流での単

収の比較では、下流村の第 2次水路下流地域の単

収は 843kg/ac、収量の高い上流村の第 2次水路上

流 (l,367kg/ac) と比べると 62%の低い水準とな

る15)。

スリランカの乾燥地帯の平均単収は ha当たり

3 t-3.5tで場所によっては 4tを越える地域もあ

る。同じ乾燥地帯にあるアヌラダプラ県やトリン

コマリ県の調査年の収量は、乾季は平年並みの収

量があるものの、雨季は平年よりやや少ない水準

になっている。調査年の降雨量も考慮すると、調

査地周辺の収量は平年に比べ乾季については平年

並み、雨季については低めであったと考えられる。

ただし幹線水路下流にある下流村については、特

に乾季において十分な水が獲得できなく、こうし

た低い単収水準が続いていることは聞き取り調査

からも明らかになっている 16) 0 

また、調査データから稲作収量の変動係数を計

測した（表4)。上流村は雨季作の変動係数が37、

表4 調査農家の単位面積当たり稲作収量

1988年 1,277 

乾季作 (36) 

1988/89年 1,303 

雨季作 (37) 

資料：調査資料より作成。

注1)カッコ内は変動係数。

上流村
上流2) 下流
1,367 1,216 
(35) (34) 

1,382 1,240 
(38) (33) 

注2)各村における第2次水路の上流と下流を示す。

乾季作には 36であり、ほとんど差はみられない。

しかし、下流村では雨季作の変動係数が 37に対

し、乾季作は 50と大きくなる。特に下流村の第

2次水路下流に圃場を持つ 25戸の農家の変動係

数は、雨季作 45、乾季作では 58と高くなる。下

流村では在来品種の作付けが多い一方で、上流村

では近代品種の作付けが多いため、ここでの収量

のバラッキは品種のバラエティを表している可能

性もある。しかし、収量変動の要因として品種の

違いによる要因を取り除くため、下流村の在来品

種利用農家を除いた新改良品種利用農家だけの乾

季と雨季の変動係数をみても 52と46であり、上

流村よりも高い数値となる。一般に稲作収量に及

ぼす土壌条件の影響は途上国において重要となる

が、調査地域周辺は排水のよい赤褐色土壌が分布

しており、わずか 10km程離れた上流村と下流村

で大きく土壌条件は異なるとは考えにくい。両村

で大きく異なるのは幹線水路の上流と下流に位置

することに起因する水利用格差であり、このこと

が下流村の単収変動の要因となっている。

3 . 稲作生産技術

1 ac当たり化学肥料投入額は 1988年乾季作で

上流村 364ルピー (Rs)、下流村 294Rsであり、

1988/89年雨季作はそれぞれ上流村 379Rs、下流

村 294Rsである。いずれも上流村において化学

肥料が多投されている 17) (表5)。

1 ac当たり殺虫剤・除草剤投入については下

下流村

上流
881 893 
(50) (41) 

1,105 1,090 
(37) (25) 

単位： kg/§!_~ 

下流
843 
(58) 

1,118 
(45) 

流村で多量

に用いられ

ている。殺

虫剤投入は

乾季作では

上流村54Rふ

下流村97Rふ

雨季作では

上流村52Rふ
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表5ー調査農家の化学肥料・殺虫剤・除草剤の投入状況 単位：Rs/ac 

化学肥料

1988年 殺虫剤
乾季作

除草剤

化学肥料

1988/89年 殺虫剤
雨季作

除草剤

資料：調査資料より作成。

注1)カッコ内は変動係数。

364 
(468) 

54 
(137) 

63 
(239) 

379 
(500) 

52 
(140) 

56 
(214) 

上流村

上、:z:~IL2) 
360 
(371) 

55 
(144) 

43 
(217) 

393 
(499) 

49 
(153) 

31 
(142) 

注2)各村における第2次水路の上流と下流を示す。

表6 調査農家の利用品種・栽培様式

下流村

下流 上流 下流

368 294 270 316 
(547) (382) (389) (367) 

54 97 83 1 1 1 
(129) (196) (160) (220) 

83 170 158 181 
(250) (352) (351) (351) 

363 294 261 266 
(499) (432) (420) (427) 

53 105 90 194 
(125) (204) (184) (215) 

82 150 123 236 
(254) (376) (352) (379) 

単位：戸

上流村 下流村
上流2) 下流 上流 下流

利用 新改良品種 49(98) 24(48) 25(50) 41(80) 23(46) 18(34) 
1988年 品種 在来種 1(2) 1(2) 0(0) 10(20) 2(4) 8(16) 
乾季作 栽培 罰 41(82) 20(40) 21(42) 10(20) 5(10) 5(10) 

様式 9(18) 5(10) 4(8) 41(80) 20(39) 21(41) 
利用 新改良品種 46(94) 22(45) 24(49) 39(78) 21(42) 18(36) 

1988/89年 品種 在 種 3(6) 3(6) 0(0) 11 (22) 3(6) 8(16) 
雨季作 栽培 暑 43(88) 19(39) 24(49) 25(50) 15(30) 10(20) 

様式 6(12) 

資料：調査資料より作成。

注1)カッコ内は農家戸数に占める割合（％）。

注2)各村における第2次水路の上流と下流を示す。

下流村 105Rsである。下流村で雨季・乾季とも

約 2倍もの殺虫剤が投入されている。次に除草剤

投入は乾季作で上流村 63Rs、下流村 170Rs、雨

季作ではそれぞれ 56Rs、150Rsであり、殺虫剤

以上に両地域での投入格差が拡大している（表5)。

スリランカでは 1960年代に在来種 (traditional

varieties) を改良したHシリーズと呼ばれる旧改

良品種 (oldimproved varieties) を生みだしたが、

1968年には IR8品種を利用することにより、 BG

シリーズと呼ばれる新改良品種 (newimproved 

varieties) を独自に選抜するのに成功している 18)0 

5(10) 1(2) 25(50) 9(18) 16(32) 

新改良品種は 1960年以降急速に普及し、スリラ

ンカでの普及率は 1980年中頃には約 9割に達し

ている。調査時点での新改良品種の普及状況は表

6のとおりである。上流村では乾季49戸 (98%)、

雨季 46戸 (94%) の農家が新改良品種を採用し

ている。下流村でも乾季 41戸 (80%)、雨季 39

戸 (78%)は新改良品種を利用しているが、在来

種を利用している農家が乾季作 10戸 (20%)、雨

季作 11戸 (22%) と多いのが特徴である。特に

第2次水路下流地域の農家の利用が多く、雨季・

乾季とも 8戸 (16%)が利用している。

-8  



栽培様式は成育期間の各管理作業を容易にする

ために、現地では移植が勧められている (JICA

[ 7 J)。上流村では乾季に 41戸 (82%)、雨季に

43戸 (88%)の農家が移植を行っているが、下

流村では移植を利用する農家は少なく、逆に直播

を利用する農家が乾季作には 41戸 (80%)、雨季

作は 25戸 (50%) と増加する（表6)。

こうした両村の稲作生産技術の違いは両地域の

水利用格差に起因している。すなわち、在来種は

過去の長い栽培の歴史のもとで選抜されてきたの

で、粗放な管理条件下でも改良品種より収量が高

い可能性を持つ（田中 [27])。下流村の第 2次水

路下流地域において生産性で劣る在来種の利用が

多い背景には、こうした理由による品種選択があ

る。また下流村で直播を利用する農家が多いこと

も、水利用の制約のため、田植え作業を短期間で

済ませるため採用している。このため密植となり

除草作業が困難となるため除草剤投入が多くなっ

ている 19)。

4. 労働投入

水利用格差からもたら

された稲作生産技術の

相違は、労働投入にも

見られる（表 7)。栽

培様式については、特

に乾季で労働節約的な

直播を行う農家が下流

村に多いため、上流村

では Iac当たりの労働

投入は 21.2日であるが、

下流村では 13.0日となっ

ている。また下流村で

は直播により手作業に

よる除草等の肥培管理

表7労働投入状況

苗代

1988年 耕起
乾季

田植

翡・
苗代

1988/89年 耕起
雨季

田植

翡・
資料：調査資料より作成。

上流村では乾季 16.0日、雨季 15.2日であるが、

下流村ではそれぞれ 8.5日、 9.2日に減少する。

すなわち下流村では直播により除草作業等が困難

であるため、かかる労働投入を除草剤投入により

代替せざるをえない状況にある。

i主8)JICA [ 8] より。

注9)ただし、 1988/89年雨季は干ばつというわけでは

なく、上流村における単収水準は ha当たり 3トン

を越えている。これは既に説明したように、シ

ステム Cの農業は周辺の降雨ばかりでなく、水

源をウエット・ゾーンにもつマハベリ川の水に

も影響を受けることが一要因となっている。こ

の点については図 1参照。

注 10)雨季における水問題とは、雨季の開始時の水不

足や雨季の降雨の遅れ、排水不良から生じる冠

水等を示す。

注11) ここでの「水問題」は、農家の主観的評価であ

り、「水問題」の深刻さをどの程度正確に反映し

単位：人日lac
上流村 下流村

雇用 家族 雇用 家族
労働 労働 労働 労働

2.6 0.0 2.6 2.2 0.4 1.8 
(2) (98) (17) (83) 

19.4 4.5 14.8 20.1 5.2 14.9 
(23) (77) (26) (74) 

21.2 9.9 11.3 13.0 4.3 8.7 
(47) (53) (33) (67) 

16.0 1.4 14.2 8璽5 0.8 7.8 
(9) (91) (9) (91) 

2.5 0.0 2.5 3.1 0.4 2.6 
(2) (98) (13) (87) 

18.5 4.4 14.1 19.3 4.9 14.4 
(24) (76) (25) (75) 

22.0 9.7 12.3 19.1 6.3 12.9 
(44) (56) (33) (67) 

15.2 1.1 14.2 9.2 1.1 8.2 
(7) (93) (11) (89) 

が困難となるため、農 注1)家族労働は交換労働も含める。

薬・除草の労働投入が 注2)カッコ内は各労働投入に占める割合（％）。
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ているか疑問があるものの、両村とも 3割前後

の農家が水問題をかかえ、特に第 2次水路下流

において水問題をもつ農家が多いという傾向は

把握できる。

注12)調査当時 1Rsは約4円。

注13)水利費を支払わない農家に対して、水の供給を

ストップさせるペナルティを試みた地域もある

が、盗水などのフリーライダーの出現を防げな

かったこと、個別農家への水供給停止が技術的

に困難である等の理由により、このペナルティ

は実効性を持たなかった。スリランカにおける

1984年の水利費徴収計画開始直後の水利費徴収

率は、マハベリ開発計画全体81%という高い水

準にあり、他のアジア途上国の水準と比較して

十分に高い水準にあった。しかし、 1988年にそ

の徴収率はわずか 5%にまで低下する。菊池

[12]によると、この直接的な原因は、この水利

費徴収計画によっても、灌漑管理庁の受益農民

に対する責務に変化は見られず、結果として水

利費支払が灌漑システムのパフォーマンスの向

上をもたらすであろうという農民の期待が裏切

られたことにあるとしている。

注14)この点については菊地 [12]を参照。また、シ

ステム Cでは JICAにより「集約農業開発プロ

ジェクト」が実施され、試験展示農場が設置さ

れている。日本から専門家が派遣され、水管理

マニュアルの作成等、適切な水管理手法の確立

のための技術協力が行われている (JICA[8 ][ 9 J 

[10])。

注15)スリランカの単収は 1970年中頃から近年にいた

るまで増加傾向が観察され、特にインド、バン

グラデシュの単収がまだ 2t/ha程である 1983年

以降から、南アジアで唯一 1ha当たりの単収が

3tを越える水準にある。

注 16)アヌラダプラ県やトリンコマリ県の調査年の雨

季作収量が例年より少ないことは、既に説明し

たように、この年の雨季の降雨が少なかったこ

とが影響している。アヌラダプラ県とトリンコ

マリ県の 1985 年 ----1987 年にかけての乾季• 雨季

の過去3カ年の平均単収は前者が乾季3,459kg/ha、

雨季 4,135kg、後者が乾季 3,794kg/ha、雨季

3,266kg/haである。 1988年乾季作についてはア

ヌラダプラ県の単収は 3,459kg/ha、 トリンコマリ

県は 3,266kg/haと平年並みであるが、 1988/89年

雨季作はアヌラダプラ県 3,694kg/ha、トリンコマ

リ県 2,836kg/haと平年より低い水準にある。

注 17)下流村の第 2次水路下流の乾季作では、下流村

の上流よりも化学肥料投入が多くなっているが、

これは移植を行った下流村下流の全農家 (5戸）

が全て新改良品種を採用していることから、下

流村上流と比べ投入水準が多くなっている。し

かしこの水準も上流村と比較すると低い水準に

ある。

注 18)主に 1960年以降アジア途上国に普及した米の新

品種は、一般に近代品種または高収量品種と呼

ばれているが、本論文ではスリランカ国内の呼

び方に従い、以下では新改良品種とする。

注19)この点については調査の中でも確認されている。

また Adhikari[ 1 ]参照。

N. 稲作生産関数分析

この節では生産関数を計測することで、こうし

た水利用格差がもたらす両地域の稲作生産構造の

違いを検証してゆく。生産関数型は荏開津・茂野

[ 3 ]に準じて、以下のように稲作技術を BC技

術と M 技術の二つのプロセスに分割して考えた。

彼らのモデルは、稲作生産の実態を踏まえて考案

されたものであり、地域の生産構造をより詳細に

分析できると考えたからである20)0 

Y = min [F (T、V、C、P)、G (L、K)]

F=A • T"1 • v・z. c・3. p•4 

G=B・L'11・K'12 
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ここで、 Yは生産量 (kg)、FはBC関数、 GはM

関数、 Tは作付面積 (ac)、Vは除草・殺虫剤・

種子 (Rs)、Cは化学肥料（窒素換算、 kg)、Pは

移植利用率(%)、 Lは労働投入（人日）、 Kは役

畜投入（日）、 A、B、al、a2、a3、a4、(]1、

(32は推定すべきパラメータをそれぞれ表す。

推定モデルは、各村ごとに

LnY = LnA+ a 1・LnT+ a 2・LnV+ y l・yで

+y2・ 而＋入 1・Dl+入3・D3豆

LnY = LnB+ 13 l・LnL+ (] 2・LnK+入4・Dl+

入6・D3+e 

また、上流村と下流村を合わせた

LnY = LnA+a 1・LnT+a2・LnV+y l・+y2・

＋入 1・Dl+入2・D2+o

LnY = LnB+ i13 l・LnL+ (] 2・LnK+入4・Dl+

入5・D2+e 

とした。 8、 eは錯乱項を示す。化学肥料 (C)

と移植 (P) を利用していない農家があるため、

これら変数については対数をとらず、生産弾力性

表8 稲作生産関数の計測結果
BC 

説明変数 1上流村+I上流が
下流村

項 I 5.54 5.55 5.24 
(8.18)*** (6.71)*** (4.88)*** 

T I 0.61 0.79 0.49 
(4.50)*** (4.80)*** (2.26)** 

V I 0.19 0.16 0.24 
(1.96). 竺 (1.38)* (1.52)* 

妬 0.062 0.04 0.08 
(4.21)*** (2.16)** (3.28)*** 

.Jp" 0.052 0.11 0.03 
(5.14)*** (6.37)*** (1.96)** 

D1 -0.046 0.02 -0.20 
(-0.66) (0.29) (-1.72)** 

D2 0.162 
(1.93)** 

D3 0.133 0.08 0.21 
(2.00)** (1.09) (1.98)** 

0.45 0.55 0.38 
99 101 

10%、5%、1%-M•W-O 

がその投入水準に依存するよう修正している21) 0 

また、定数項ダミーとして、季節ダミー (Dl; 

乾季作=l、雨季作=O)、幹線水路ダミー (D2;

上流村=l、下流村:::0)、各村の第 2次水路上流

と下流の水利用格差を示す変数として第 2次水路

ダミー (D3;第2次水路上流=1、下流=0) を

用いている。

計測結果は表 8にある。 BC関数については、

次の点が明らかとなった。第 1に、下流村では乾

季を 1とする季節ダミー (Dl)が 5%有意で符

号もマイナスであったが、上流村では有意ではな

かった。乾季における幹線水路上流と下流の水の

不均等な配分が、上流村と下流村の稲作生産構造

に影響を与えていることを示している。第 2に、

下流村では第 2次水路ダミー (D3)が有意であ

るが、上流村では有意とならなかった。この点は、

水が十分にある幹線水路上流では第 2次水路の上

流・下流の水利用格差はないが、幹線水路下流の

下流村では、第 2次水路の上流と下流においても

定数項

'"" 

L 

K 

上流村＋

平
(13.80)*丑

0.24 
(2.77l! 竺

0.51 
(5.21)*** 

言秤荘[

g 
49①49炉40)

49090 
0-o0-

D1 I -0.163 I -0.018 I -0.32 
(-2.17)** (-0.19) (-2.86)*** 

D2 I 0.25 
(3.23)*** 

D3 I 0.126 0.058 0.147 
(1.68)** (0.59) (1.30)* 

修正済みR21 0.27 0.28 0.24 
標本数 200 99 101 

-11-



水利用の平等性が保たれてなく、これが下流村の

第2次水路下流の稲作生産に影響を与えているこ

とを示している。第 3に、上流村と下流村を合わ

せた計測から、幹線水路の上流と下流の水利用格

差が、下流村の稲作生産に影響を与えていること

が幹線水路ダミー (D2) から明らかとなった。

計測結果は、他の条件を一定とすれば下流村では

水利用格差が 16%の収量の減少をもたらすこと

を示している。以上の点については、 M関数に

ついても同様の結果が得られた22)0 

こうした調査地域の水利用格差がもたらす稲作

収量

B 

゜

A
 

投入量

図3 水利用格差と稲作生産関数

生産構造の変化は図 3の A とBの生産関数によ

り示される。すなわち、幹線水路上流と下流の水

利用格差がもたらす上流村と下流村の稲作生産構

造の違いや、下流村における雨季と乾季または第

2次水路上流と下流の稲作生産構造の違いはそれ

ぞれ BとAの生産関数としてとらえることがで

きる23)。こうした生産構造の変化をもたらす水利

用格差は、すでに述べた水利組織の未成熟、灌漑

システム内の取水量の 5割に達する水の過剰利用

や漏水、水路の破損等といった要因が大きく影響

を与えていると考えられる。

BC生産関数から推定される化学肥料と移植利

用率の生産弾力性は、上流村で化学肥料0.16、移

植利用率 0.52、下流村で化学肥料 0.29、移植利用

率 0.11である。上流村の移植利用率の生産弾力

性が下流村よりも大きい要因として、十分な水管

理が行える上流村では、現地で勧められている移

植を利用し、高い生産性を実現することが可能で

あったことが上げられる24)。移植を行う上流村で

は雑草が生える時には、稲がかなりの成育段階に

達しているため、雑草の成育を防ぐことが可能と

なる。さらに現地の施肥基準は移植が直播よりも

1 ha当たり 30-40%程高くなっている (JICA

[ 7 J)。これが上流村の除草剤の投入水準が下流

村より低く、また施肥水準が下流村よりも高い要

因になっている。

注20)通常のコブーダグラス型生産関数の計測も行っ

たが、荏開津・茂野型の生産関数の説明力が最

も良かった。

注21)化学肥料と移植利用率の生産弾力性はそれぞれ、

a 3 = 1/2・r 1・v'c、a4= 1/2・y 2・ 炉で
求められる。

注22)下流村の労働投入のパラメータが有意ではない

が、これは労働投入と役畜投入との相関が高い

ことから生じる多重共線性の影響が考えられる。

労働投入を個別に被説明変数に回帰させた時の t

値はプラスで有意となる。

注 23) ダミー変数を化学肥料や移植利用率の生産弾力

性に働きかける係数ダミーとして導入すること

もできるが、十分な結果が得られなかったので、

ここでは定数項ダミーによる影響のみを示した。

注24)理論上は移植も直播も雑草の防除を行えば収量

は変わらないことになっているが、実際の収量

は移植が多いことが確認されている (JICA[ 7])。

また、「水問題」は移植利用率や、農家が選定す

る品種に影響を与え収量の影響を及ぽすが、栽

培過程における水問題それ自体も、収量に直接

影響を与える要因である。例えば、稲の幼穂発

育期、特に減数分裂期から出穂を経て乳熟に至

る期間の水不足は収量に大きく影響を与える要

因となる（山田 [29])。

-12-



V. 水利用格差と稲作所得分配

表 9は調査村における 1ac当たり稲作収支を

示したものである。経営費では雇用労賃、賃料の

費目については大きな格差は見られない。上流村

では化学肥料の投入水準、下流村では殺虫剤・除

草剤の投入水準が高くなっているが、すでに明ら

かにされたようにこれは水利用格差に起因するも

のである。 1ac当たり稲作所得は、上流村の乾

季作・雨季作でそれぞれ 2,648Rs、3,262Rs、下流

村では 873Rs、l,853Rsとなる。上流村と下流村

では乾季作で約 3倍、雨季作で 2倍近い所得格差

が存在する。特に下流村の乾季作では 16

(31 %)の農家において、粗収益から経営費を

表9 単位面積当たり平均稲作収支
111111111 1111 1111 1111111111111 111111111川11111 11111111111111111 I 11111111111 I 11111 I川111111 111111111上:II~ f.l 

し引いた稲作所得がマイナスであった。経営費で

は上流村の乾季が2,046Rs/ac、雨季が2,039Rs/ac、

下流村では乾季が 2,089Rs/ac、雨季が 2,137Rs/ac

で、上流村が下流村より 40Rsから lOORs高い程

度であり、 1 ac当たり稲作所得は粗収益、つま

り単収水準と農家受取価格に大きく左右されるこ

とになる。単収水準については、すでに明らかに

されたように、上流村と比較し下流村は、乾季に

44.9%、雨季で 18.0%低い水準にある。また、各

村における平均農家受取価格は上流村の乾季で 3.

68Rs/kg、雨季で 4.07Rs/kg、下流村の乾季で 3.41

Rs/kg、雨季で 3.62Rs/kgとなっており、いずれも

上流村の価格が乾季 7.3%、雨季 10.4%高くなっ

ている。この農家受取価格の差についても、幹線

水路上流と下流間の水利

単位：Rs/ac 用格差が米の品質にも影

下那^ ‘

粗収益(a)

経営費(b)

殺虫剤・除草剤
化学肥料

雇用労働費
賃料

その他
目作所得(a-b)

資料：調査資料＇~り作成。

注1)粗収益は各農家の単収と稲籾価格より試算。賃料は耕転機・役畜・脱穀

機に係わる賃料。

乾
4,695 

2,046 

117 
364 

857 
645 

贔

0139_077947376962 

唱紐ー
3
8
6
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7
3
3
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8
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0
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7
 

碧
紐
2

2

8

6

8

雨季
甜雨
2,137 
257 
295 

847 
683 

這

表10一戸当たり平均稲作収支

粗収益<a)
経営費(b)

殺虫剤：除草脊l
化学肥料

雇用労働費
賃料

9作所得(a-b)
その他

資料：調査資料より作成。

注1)表9と同じ。

季
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1
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7
⑲
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季＿
113
組
625689
函
知

190-卸

6

4

1

1

1

 

』-”霊
603682

宮
155
一畑

響を与えていると考えら

れる25)0 

表 10は一戸当たりの平

均稲作収支を示している。

平均作付面積は雨季・乾

季とも上流村が 2.2ac、

下流村が 2.3acとほぼ同

じ規模であるため、一戸

当たり平均稲作収支の両

村の格差は、単位面積当

たり収支とほぼ同じで

ある。経営費は上流村

の乾季が4,499Rs/ac、雨

季が4,536Rs/ac、下流村

は乾季が4,892Rs/ac、雨

季が 4,991Rs/acで、乾

季•雨季ともほぼ同水

準で、一戸当たりで見

た稲作所得も粗収益に

左右されることになる。

一戸当たり稲作所得は、
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累積農家シェアー（％）

十完全平等線 -Ill-雨季＋乾季一◆一雨季ーXー乾季

図4 上流村におけるローレンツ曲線

資料：調査資料より作成。

100 

ま 80

i :［ 
累積農家シェアー（％）

-+一完全平等線ー·ー雨季＋乾季一士—雨季ーX一乾季

図5下流村におけるローレンツ曲線

資料：調査資料より作成。

表11稲作所得分布

上流村の乾季が5,792Rs、雨季で 7,3

46Rs、下流村の乾季が 1,881Rs、雨

季で 4,147Rsとなり、乾季では約 3

倍、雨季では 2倍近い所得格差とな

る。

次に両村の一戸当たり所得分布を

ジニ係数とローレンツ曲線により明

らかにする。表 11は調査農家の一戸

当たり稲作所得を上位から下位ヘラ

ンクした上で 5階層に等分し、それ

ぞれの 5分位階層に含まれる農家が

占める所得の調査農家全体に対する

百分比シェアーで示している。 5分

位階層別の所得シェアーは、乾季・

雨季において下流村の所得格差が大

きかったことを示している。特に下

流村の乾季は、下位 40%までの所得

シェアーはマイナスを示し、最も豊

かな上位 20%の農家によって、調査

農家全体の所得の 83.0%が占められ

ている。一方上流村は上位 20%の農

家によって、全体の所得の 39.0%

（乾季）、 37.2%(雨季）が占められ、

逆に最も貧しい 20%の農家が得てい

る所得シェアーはそれぞれ 3.0%、1.

6%である。下流村と比較し上流村の

所得のシェアー（％）
5分位階層 上流村 下流村

雨季＋乾季 乾季 雨季 雨季＋乾季 乾季 雨季
I (上位20%) 35.7 39.0 37.2 43.2 83.0 45.7 
II 28.4 27.1 28.4 28.9 32.2 30.0 
皿 20.7 20.0 20.5 18.8 13.3 20.9 
'JV 12.3 10.9 12.3 12.8 -3.7 8.6 
V(下位20%) 2.9 3.0 1.6 -3.7 -24.6 -5.2 

ジニ係数1) 32.7 35.3 34.9 44.0 100.5 49.3 
資料：調査資料より作成

注1)稲作所得の分布に関するジニ係数。
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所得格差は、はるかに小さいといえる。かかる下

流村における所得格差は雨季49.3%、乾季におい

ては 100.5%という高いジニ係数にも反映されて

いる。これは所得分布についてのローレンツ曲線

を観察すれば一層明瞭となる（図 4、図 5)。上

流村については雨季と乾季で曲線の位置関係の差

異を識別することはほとんど不可能であるが、下

流村においては、乾季の曲線は雨季のそれを大き

く下回っており、乾季の累積所得シェアーは累積

農家シェアーが 60%のところまではマイナスで

ある26)0 

上流村と下流村には、農業労働や雑業に従事す

る農民は存在するが、こうした収入は非常に低い

ものである。両村における他の農業および農外か

らの収入に関するデータは入手できないものの、

稲作所得以外の収入が非常に限られることは、

Sivayoganathna et al. [23] がシステム Cに隣接

するシステム Bでほぼ同時期に行った調査から

も明らかである27)。すなわち、年間農家所得の大

半を占める両村の稲作所得には大きな格差があり、

これはすでに明らかにされた灌漑システム内の水

利用格差からもたらされている。

注 25)BG品種は生育期間が短い短期品種 (3.5ヶ月）

と生育期間が長い長期品種 (4.5ヶ月）に区分さ

れる。長期品種はサンバ (samba) と呼ばれ、消

費者に好まれる品種で、短期品種と比較し取引

価格も高い。コロンボ市内における卸売価格は

サンバが 14Rs/kg、それ以外は llRs/kgで取引さ

れている (1989年の取引価格、 Statistical

Abstract [25] より）。農民が採用した品種の生

育期間に関する調査データはないが、十分な水

管理が行える上流村では長期品種を利用でき、

そうでない下流村では短期品種に利用が制約さ

れたことが、農家受取価格差の一要因になって

いると考えられる。また、次のような両地域間

の農家の経済状態に規定された販売方法の違い

-15-

も要因として考えられる。すなわち、当面の資

金需要に迫られて収穫直後の低価格期にほぽ全

量の販売を余儀なくされる一方で、高所得の上

流村の農家は収穫後しばらくの期間一定量を貯

蔵することが可能で、価格が高い時期を選んで

販売できた点で、この点についても聞き取り調

査から確認されている。

上流村と下流村では稲作労働の集約度が異な

るため、要素集約度の差をコントロールするた

め、家族労働投入も雇用賃金で評価し費用に含

めるべきであるが、ここでは機械の減価償却等

に係わる正確なデータが得られないため、実際

の支出額である経営費を用いて稲作所得を計算

した。仮に家族労働投入を平均的雇用賃金(30Rs

／日）で評価し計算すると、上流村は一戸当たり

約2,500Rs、下流村は約 2,000Rsとなるが、上流

村と下流村では乾季で一戸当たり 3,000Rs以上

の大きな所得格差が存在する。

農家一戸当たりの所得の平等性を問題とする

場合、両村の経営規模の差や要素投入量が所得

水準に及ぽす影響を考慮する必要があるであろ

う。経営規模については、両村についてはほぼ

同じ規模である。また、第皿節で明らかにした

ように、化学肥料や農薬等の要素投入量の差は、

両村の水利用格差からもたらされておおり、こ

の結果が大きな所得格差をもたらしている。

26) これは下流村の乾季において 16戸 (31%)の農

家で稲作所得がマイナスとなっているためであ

る。

27) Sivayoganathna et al. [23]が行った、 1985年乾

季から 1985/86年雨季に関するシステム Bの350

戸の農家調査では、 1年間の農家所得に占める

稲作所得の割合は 86.2%、他作物 1.1%、その他

3.0%、農外収入 9.4%となっており、稲作からの

割合が最も多い。よって、正確さにおいて限界

があるものの一戸当たりの稲作所得を比較の指

標として採用した。



¥i. まとめと今後の課題

本稿では、スリランカの大規模灌漑地域を事例

に、灌漑システムにおける水利用格差が、稲作の

生産構造や農家の所得分配にどのようなインパク

トを与えているかを明らかにした。そこで得られ

た結論は以下の通りである。

第一に、上流村と下流村の水利用格差は、幹線

水路下流に位置する下流村の稲の採用品種、栽培

様式等の生産技術を規定し、両地域の稲作生産構

造に大きな影響を与えていた。上流に位置する上

流村は、現地で勧められている移植技術が利用で

きるが、下流の下流村では水管理の難しさから直

播を行い、在来種を利用する農家が多いことが明

らかとなった。

第二に、灌漑システムの水利用格差により稲作

生産技術が規定された下流村の単収水準は、上流

村と比較し乾季には 44.9%の低い水準となり、 ha

当たりの格差は 1トンにも及ぶ。特に下流村の第 2

次水路下流の単収は、上流村の第 2次水路上流と

比べると 62%の低い水準となっていた。

第三に、生産関数に季節ダミー、幹線水路ダミー、

第2次水路ダミーを導入し、水利用格差がもたら

す両地域の稲作生産構造の違いを検証した。この

結果、下流村における雨季と乾季または第2次水

路上流と下流の水利用格差がもたらす生産構造の

違い、さらに幹線水路上流と下流の水利用格差に

起因する上流村と下流村の稲作生産構造の違いが

確認された。

第四に、水利用格差がもたらす稲作所得水準、

所得格差の影響を明らかにした。一戸当たり稲作

所得は上流村の乾季が5,792Rs、雨季で 7,346Rs、

下流村の乾季が l,881Rs、雨季で 4,147Rsとなり、

乾季では約 3倍、雨季では 2倍近い所得格差とな

る。幹線水路上流と下流の水利用格差が米の品質

にも影響を与え、上流村の農家受取価格は下流村

と比較し、乾季7.3%、雨季 10.4%高くなっていた。

第五に、両村の稲作所得分布をジニ係数、ロー

レンツ曲線から明らかにした。上流村のジニ係数

は雨季と乾季も 35%であるのに対して、下流村

のジニ係数は雨季49%、乾季には 100%越える

い数値となる。また、上流村のローレンツ曲線は

雨季と乾季を識別することはできないが、下流村

では乾季の曲線が雨季のそれを大きく下回ってい

た。灌漑システム内の水利用格差により、農家間

の稲作所得分布は大きく歪められていた。

増田 [17]は灌漑の水管理に関連し二つの問題

を指摘している。一つは灌漑水利用の平等性確保

の問題である。二つめの問題は、この平等性を実

現するための農民の管理過程への参加の問題であ

る。分析結果より得られた、灌漑水の不平等な配

分に起因する乾季の稲作所得格差は、まさしく水

利用の平等性の確立がいかに重要であるかを如実

に示すものである。

灌漑システムで徴収される水利費は、システム

の維持管理の財源目的に徴収されている。水利用

格差がもたらす両村農家の水利費支払態度の格差

は、維持管理財源の不足→不適切な維持管理→上

流・下流の水利用格差の拡大→所得格差の拡大→

水利費徴収率の低下という悪循環をもたらす。こ

うした状況を転換する方策が必要である。

調査地域では、政府主導で作られた両村の灌漑

組織の維持管理への参加は末端圃場に限定され、

農民の水管理過程への関与の程度は低いといわざ

るを得ない。また、本稿で明らかにされた灌漑シ

ステム内の水の不平等な配分、水利費支払に対す

る2農村のビヘイビアの格差は、灌漑管理過程に

参加してゆくべき農民組織が十分機能していない

一端を示すものである。こうした水利組織の未成

熟はまた、灌漑システムの水利用効率を引き下げ

る要因ともなる30)。農民組織の育成による灌漑維

持管理への参加の成功事例として、同じスリラン

カ国内のカルオヤシステムの事例がある。ここで

は、農民組織の育成により、灌漑システム内の水
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利用の平等性を実現し、上流下流間における水配

分の不平等問題が解消されている。さらに、紐織

の育成が政府との交渉力を高め、配水計画の意志

決定に農民が参加してゆくことで、厳格な水配分

ローテーションが実施され、作付率が飛躍的に増

大している31)。調査地域においても農民組織の育

成による灌漑管理への参加が緊急の課題であろう。

最後に残された課題を整理したい。調査地では、

政府側が本来行うべき「適期に適量の灌漑水を安

定的に供給する」という責務は調査地域では十分

になされていない状況にある。政府側の責務を確

立する方向での改善が必要となろう。この点の検

討については、別の機会に譲りたい。また、水利

用格差がもたらす稲作所得格差が、対象地でどの

ような農業構造の変動をもたらしているかについ

て本稿では明らかにできなかった。この点につい

ての検討も今後の課題としたい。

注 30)堀井・篠田は、灌漑の水利用効率を引き下げて

いる主要な原因として、灌漑施設の不備と老朽

化、非効率な灌漑行政、受益農民間における水

利組合の未展開あるいは未成熟の 3要因を挙げ

ている（堀井他[6 J)。

注31)この点については、 Raby[22]、杉浦 [26]、黒

岩 [24]、Somarathna[24]を参照。

引用文献

[ 1 ] Adhikari, P. K., Economic Analysis of 

Farming Systems in Mahaweli System B and 

C, Master Degree Thesis Submitted at the 

University of Peradeniya, 1987, p. 75. 

[ 2 ] Cleaver, H. M.,'、TheContradictions of the 

Green Revolution" American Economic 

Review", Vol. 62, 1972, pp. 86-117. 

[ 3] 荏開津典生・茂野隆一「稲作生産関数の計

測と均衡要素価格」『農業経済研究』第 54

巻第 4号、 1983、pp.167-174. 

[ 4 ] Falcon, W. P., "The Green Revolution: 

Generations of Problems" American Journal 

of Agricultural Economics, Vol. 52, 1970, 

pp. 698-710. 

[ 5 J 速水佑次郎・菊池慎夫「近代化は不平等を

もたらすか？ーフィリピン稲作農村の 30

年」『経済研究』第 50巻、第 2号、 1999、

pp. 107-119. 

[ 6 J 堀井健三・篠田隆• 多田博一編「アジアの

灌漑制度」新評論、 1996.

[ 7] HCA『スリランカ民主社会主義共和国マ

ハベリ地域集約農業開発展示プロジェクト

長期調査員報告書』、 1985、p.56、p.67、

p. 69. 

[ 8] JICA『スリランカマハベリ農業開発計画

評価調査報告書』、 1990、pp.62-63. 

[ 9] HCA『スリランカ・マハベリ農業開発計

画専門家総合報告書』、 1990、pp.86-101. 

[10] 金沢夏樹「アジアにおける水管理をめぐる

政府と農民」『アジア経済』第 17巻第9号、

1976、pp.2-23. 

[11] 菊池慎夫「アジア開発途上国灌漑部門にお

ける建設局面の終焉と今後」の展開方向一

スリランカの灌漑投資の動向分析から一」

『農業総合研究』第 45巻第 4号、 1991、pp.

1-74. 

[12] 菊池慎夫「アジア開発途上国灌漑システム

適正管理のための戦略」『農業総合研究』

第46巻第 1号、 1992、pp.1-77. 

[13] 黒岩郁雄「取引費用による援助事業の制度

分析ー参加型開発と地域共同体の機能」今

岡日出紀『援助の評価と効果的実施」アジ

ア経済研究所、 1998.

[14] 増田萬孝「西部ジャワの稲作の生産性向上

と水管理問題」松田藤四郎・金沢夏樹編

『ジャワ稲作の経済構造」農林統計協会、 1

988、pp.134-165. 

-17-



[15] 増田萬孝「灌漑システムと稲作生産性」松

田藤四郎・金沢夏樹編『タイ稲作の経済構

造」農林統計協会、 1991、pp.86-128. 

[16] 増田萬孝「稲作生産性と水管理問題」『フィ

リピン稲作の経済構造』農林統計協会、 19

_ 93、pp.204-245. 

[17] 増田萬孝『緑の革命の稲•水・農民』農林

統計協会、 1995、p.50. 

[18] 増田萬孝「国際農業開発論』農林統計協会、

1996、p.58. 

[19] 水谷正一「資源制約下の水利用システムー

インドネシア「スバック」の経験ー」今村

奈良臣・永田恵十郎編『水資源の枯渇と配

分」農文協、 1996、pp.208-209. 

[20] 中村尚司『スリランカ水利研究序説』論創

社、 1988.

[21] 大塚啓二郎「アジアの稲作農村の貧困と土

地制度」『経済研究』第 42巻第 4号、 pp.

319-329、1991.

[22] Raby, N., "Participatory Management in 

Large・Irrigation Systems: Issues for 

Consideration" World Development, Vol. 19, 

No. 19, pp. 1767-1776. 

[23] Sivayoganathna, C., and Pinnaduwage, S ., 

Baseline Study of the Mahaweli 

Development Project: Zone Five, System B, 

Dep紅 tmentof Agricultural Economics and 

Extension, Faculty of Agriculture, University 

of Peradeniya, 1986. 

[24] Somarathna, H. M., Farmer'Particゅationin 

Irrigation Management, Ph. D Thesis, 

Manchester University, 1992. 

[25] Sri Lanka, Statistical Abstract, Department 

of Census and Statistics, 1993. 

[26] 杉浦恵志「援助プロジェクトの設計・審査・

評価に対する経済学の役割再考」今岡日出

紀「援助の評価と効果的実施』アジア経済

研究所、 1998.

[27] 田中明編著『熱帯農業概論』築地書館、

1997、p.340. 

[28] 梅原弘光「フィリピンにおける『緑の革命』

と農民」『アジア経済』第 15巻第 10号、

1978、pp.26-40. 

[29] 山田登「アジアの稲作技術革新における技

術的諸問題ー増産の技術的可能性と制約要

因ー」長谷山崇彦編『アジアの稲作技術革

新と米穀需給展望』アジア経済研究所、

1979. 

(2000年8月17日受理）

-18-


