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「コメはどれだけつくっても
輸出すればいい」という発想

東南アジアのタイは、国際競争力

を持つ稲作大国である。主食はコメ。

銘々皿に炊いた白飯を載せ、その横に

おかずを何品か載せてご飯と一緒に

食べる。麺類もコメが原料で、モチ米

は竹筒に入ってくれば食事に、マンゴ

ーとココナッツミルクと食べればス

イーツにもなる。

順調に成長したタイ米の輸出量は

２０１１年まで世界第１位を誇って

いた。現在のインラック政権になって

から政府の買取価格が高騰し、国際価

格と見合わなくなり、 年、 年とそ

長を続け、 年には作付面積は約１２

６万 である。

粗放的な農業スタイルが行なわれ

ているかといえば、機械化が進み、ト

ラクターの普及率は１割程度、コンバ

インは２割程度というから、技術革新

がまさに進行中といったところだ。

年前は２１７㎏ ／ ａ だったコメの

20

収量も 年には同３００㎏と１・４倍

10

に伸びている（
。国内消
 統計）
費量も伸びているが、基本的に「コメ

い」という理由から成長産業と位置付

はどれだけつくっても、輸出すればい
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タイ・チェンマイを訪ねて
トウモロコシ生産を考える

■
1
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降水日数

13

の座を追われたが、水稲の生産量は成

12

６０万 に及ぶ。ちなみにタイの農地

12

面積は国土の４割を占める約２１０

ha

ha
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2
■
東北部ではもち米の栽培も盛
んで、マンゴーとココナッツミ
ルクをかける食べ方もある
-30
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月
※世界気象機関（WHO）の世界天気情報サービス
0

雨季：5〜9月
乾季：11〜4月

タイ料理は銘々皿に白飯が盛られ、
炒め物などのおかずと一緒に食べる
200

降水量［㎜］

海外視察レポート

3 月に東南アジアのコメ輸出大国、タイに出向いた。実は、コメだけでなく、かつては飼料トウモロコシ輸出
も盛んに行なわれていた国である。日本と同じように稲作を行なっている水田でどのようにトウモロコシを生
産し、流通させているのだろうか。２回にわたって、レポートを届ける。１回目の今回は、タイの農業の概要
とトウモロコシの生産方法についてまとめた。
（取材・まとめ 加藤祐子）

■タイ・チェンマイの気候（降水量）

降水量
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農業経営者 2014 年�
�� 5
� 月号
��

けられるだろう。

タイでは、主要作物として稲作の

ほかにも飼料作物であるトウモロコ

と１０８万 （ＦＡＯ統計・

年）
。

シが生産されている。その面積はざっ

12

℃を超え

30

ない乾季に分かれる。５～ 月が雨季

が降り続く雨季とほとんど雨が降ら

り、日本のような春夏秋冬はなく、雨

ンマイ。右ページに降水量を示した通

る北西部に位置する第二の都市、チェ

いで向かったのは、今回の視察先であ

気候が迎えてくれた。飛行機を乗り継

る熱帯モンスーン気候の湿度の高い

年間を通じて最高気温が

首都バンコクの空港に到着すると、

雨季に稲作、
乾季にトウモロコシ

ねてみた。

コシがつくられているのか、現場を訪

稲作と並行して、どのようにトウモロ

ha

で、 月～４月が乾季である。気温が

10

高いという恵まれた条件下で二毛作、

三毛作が行なわれている。

河川の水位より低い圃場は水を引

き込みやすいので、比較的自由に作物

を生産できるが、中山間地域で一部の

圃場では湛水状態を保つのが難しい

という。平野部に比べて、気温が低く

涼しいという気象条件を味方に、年間

を通じて畑作物や野菜苗や花き生産

が盛んだ。世界の種苗メーカーによる
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畦立栽培されるタマネギはキャベツと並ん
で単位面積当たりの収益性が高い
労働者たちの手作業収穫したタマネギは、圃
場脇のピックアップトラックに積み込まれる
中山間エリアの盆地ではトウモロコシの
種子生産も盛んで、雄雌の品種が交互
に栽培されている

チェンマイ郊外の水田風景。雨季には一般的に稲作
が行なわれるが、この圃場は乾季の作付けも水稲

7
■3
■
山岳地帯では傾斜がきついので、棚田状の圃場が見られる

水 路を挟んで右側はトウモロコシ、左側は水稲という景色はよく見られる

4
■ 乾季は作物の選択が自由で、ここは葉タバコが栽培されている
スイートバジルはタイの食卓に欠かせない野菜である

8
■5
■

耕うん機で圃場を耕す

畦立栽培（畝幅 75 ～ 80 ㎝、
明渠幅 60 ～ 65 ㎝）で、
基肥として N15-P15-K15 を
15.6 ㎏／ 10 ａ投入


■

■

トウモロコシや野菜のＦ１種子もこ

灌がい設備がなくても、降雨により圃

圃場で雨季には水稲が作付けされる。

こういった例外を除けば、多くの

に与えるためである。トウモロコシは

のは、畝間灌がいで十分な水分を作物

の流れを上に示す。畝立栽培が主流な

水田でのトウモロコシ栽培の作業

畝立栽培で縦横に溝を掘る

場は湛水状態を容易に保つことがで

圃場に水分が多すぎても、少なすぎて

圃場を耕して畝を立て、ほぼ降雨

に水を流す。畝間は ～ ㎝ 、
株間
（播

10

種間隔）は約 ㎝ で基肥のほか、追肥
トウモロコシや野菜など多様な作物

布した後は、手作業で除草を行なう場

を２回ほど施す。発芽前に除草剤を散

水の巡りを良くするために、額縁

が選択されている。水田、畑という地
圃場では雨季に水稲を、乾季には水利

のように圃場の周囲を囲むように溝

を掘るだけでなく、畝と垂直方向にも

条件や作業手間を考えて農家が自由
に作物を選択している状況だ。

約 ｍ 間隔で溝を掘る。縦横に溝を掘

はこの国の重要な輸出品目だった。Ｇ

されているトウモロコシだが、かつて

である。現在はほぼすべてが国内消費

手間がかからないのは、トウモロコシ

違いに関わらず、この手法がとられて

ベツ、タマネギ、葉タバコなど作物の

けだ。乾季はトウモロコシ以外のキャ

水が行きわたるよう工夫しているわ

ることで排水性を改善し、圃場全体に

そのなかで乾季の作物で圧倒的に

ＤＰの成長に見られるように、タイ経

いる。栽培指導をしている種苗メーカ
の高い畜産加工品、特に鶏肉類の生産

産業を強化したことで、より付加価値

ｍ ごとに圃場に落差をつけて灌がい

イントは灌がいだと話していた。数十

ーの担当者も、トウモロコシ栽培のポ

済の成長を背景に

量が飛躍的に伸び、輸出品目は完全に

で行なわれる。最近、中国製の手押し

業と畝立作業で、播種や施肥は手作業

機械化されているのは、耕うん作

効率を上げている。
量は国内消費だけにもかかわらず、

年のピーク時に近い約４８０万ｔ で
ある。

14
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の地で生産されている。

きるためである。

を期待できない乾季は、７～ 日ごと

も順調に生育しない。

灌がい設備のない圃場では、水稲作に

一 方 で、 乾 季 は 降 雨 が な い の で、
は余計な手間がかかる。ＦＡＯ統計に
よれば、
灌がい設備の普及率は約 ％。

80

合もある。

乾季の圃場を見渡すと、
水稲に限らず、

75
目に違いはなく、平野部のたいていの

25
年代末から養鶏

10


■

40

85

移行した。現在のトウモロコシの生産

80

播種後 20 ～ 30 日に N46-P0-K-0 と N15P15-K15 を各 15.6 ㎏／ 10a、出穂後にさらに
N46-P0-K-0 のみを同量、根元に散布する


■

発芽前に除草剤を動力噴霧器で散布

播く（手押し播種機もある）

道具または棒を使って等間隔
（条間 25 ㎝）に穴をあける

❼ 追肥
●
❽ 培土
●

肥料散布後は培土する（気温が高いの
で肥料が蒸発しやすいため）

❻防除
●
❺ 播種 穴に１粒ずつトウモロコシの種を手で
●
❹ 播種
●


■

■
播種１～２日前に灌水をしておく


■
❸ 播種前灌水
●

❶ 耕うん
●
❷ 畦立て
●


■

❾ 収穫
●

播種後 100 ～ 120 日で
収穫を迎える。
コンバインの普及率は約 20％という


■

トウモロコシの種子を栽培しているピア
サ・リジャンさん。
「この地域は種苗会
社が競合している」という

その場合は、耕す代わりに、砂で覆土

て播種していく「不耕起栽培」もある。

残ったままも状態の圃場に穴を開け

を掘るだけのやり方もあれば、稲株が

立栽培のほかに、平坦なまま縦横に溝

圃場の条件によって異なるが、畝

式の播種機も一部で導入されている。

少ないため、リスクヘッジができてい

が、トウモロコシは買取価格のブレが

化するのは、日本の政策とも共通する

水稲の買取価格が政情によって変

は水利条件次第という印象を受けた。

って落差がついているが、作物の選択

は水が移動しやすいように川に向か

円）
、

るという見方もある。現在、コメは籾

バーツ（約

～ 円）というのが生産者段階での

トウモロコシはキロ７～８バーツ（約

ベースでキロ約

し、発芽を促進する。
収穫作業は手作業で実の部分だけ
をもぎ取るのが一般的だ。その後は、

47
面積を確保しているという。集荷業者

コンバインを導入し、作業受託で収穫

ョンディアのコーンヘッダー付きの

国内メーカーの汎用コンバインやジ

に鋤き込む。一部の大規模農家はタイ

作物選びも農家側に委ねられている

ないため、価格変動に振り回されない

買取価格以外に政府からの補助が出

０～７００㎏／ ａ という。収穫物の

買取価格だ。現地で聞いた収量は６０

コシの生産地域では、国営の灌がい設

えつける。少し作業体系は異なるが、

の親種の生産は、雄雌品種を交互に植

ト製の水路に水が流れていた。種子用

ターよりコンバインの方が普及が進

農家がトウモロコシを
選ぶ理由

ピアサ・リジャンの経営する２ は３

戸は枯れており、河川より高い場所に

際、圃場脇にある井戸は圃場近くの井

ロコシを選んでいる」と話す。訪れた

て作業手間がかからないため、トウモ

る農家のチェジさんは、
「稲作に比べ

出ている。

穫作業まで雇い入れても、十分利益は

０円）で、播種作業から管理作業、収

金は１日当たり３００バーツ（約９１

者を雇って作業をするという。最低賃

つの圃場に分かれていて、 人の労働

チェンマイ北部で約１

ある近隣の河川からチューブで水を

ha

※写真        、  は、 パ イ オ
ニアハイブレッド タイの提供による

を耕作す

備が整備され、圃場の間のコンクリー

一方、中山間地の種子用トウモロ

10
んでいるという話だった。

いずれにしても興味深いのはトラク

ようだ。

ロータリーで茎葉を音を立てて一気

15
が所有している場合もあるようだが、

22
引いて灌がいしていた。ここでは湛水

ha

状態を保つのは厳しいようだ。圃場間
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■
■
■

ピアサ・リジャンさんの圃場は国営事
業で造成された水路が整備されている

10

タイ国内メーカーの汎用コンバイン。大規模
農家が所有し、収穫作業を受託している


■
■


■

水稲（雨季）→トウモロコシ（乾季）
の二毛作で約１ha を耕作しているデ
ジさん。
「水稲よりトウモロコシの方
が手がかからない」と話す
デジさんの 地 区は井戸が早 々に 枯
れ、水 路が 整 備されていないので、
チューブで河川から水を引いている
ジョンディアのトウモロコシヘッダーを装着したコンバインも稼
働しているが、いまだに 8 割の圃場は手作業で収穫している

