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中央アンデスにおける

ジャガイモ栽培と休閑

山 本 紀 夫
・

I. は じ め に

アンデス山脈は南アメリカ大陸の太平洋岸を南北に8000kmの長さにわたって

走る世界一長大な山脈である。 とくに， ペ ル ー からボリビアにかけての中央ア

ンデス地帯は， この山脈のなかでももっとも大きな高度と幅をもった部分とな

っている。 そして， 湖面の標高が3812mで， 船がかよう湖としては世界一高所

にあることで知られるティテイカカ(Titicaca)湖もこの中央アンデス高地に位

置している。

このテイテイカカ湖畔こそはジャガイモの起源地とみなされているところで

ある〔 HAWKES 1978〕。 さらに， このジャガイモの栽培利用がアンデス高地で

の人間の定住の可能性を大きくし， その後の高地社会の発達にも大きな貢献を

したことが知られている〔 LA BARRE 1947, TROLL 1968〕。 実際， 中央アンデ

スの高地部は， その海岸地帯とともに， 古くから南アメリカの高文化が栄えた

ところであるが， この背景のひとつにジャガイモの栽培利用の発達があげられ

ている〔 MURRA 1975; YAMAMOTO 1985, 1988 a)。 また， 現在もこの中央アン

デス高地では伝統的な色彩が色濃く残されており， そこでは住民の大半がケチ

ュア(Quechua)族やアイマラ(Aymara)族の人たちで， しかも彼らのほとんど

がジャガイモを主食としているのである〔山本 1983〕。

しかし， 現時点でみるかぎり， 中央アンデスにおけるジャガイモ栽培の生産

性はけっして高くない。 むしろ， 国際的な比較でみればその生産性はきわめて
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低いといわざるを得ない。 というのも， 生産性の高い欧米諸国ではジャガイモ

の単位面積(ha)あたりの収最が30トン前後であるのにたいし， ペルーのそれ

は6.4トン， ボリピアは6.1トンにしかすぎないからである〔CIP 1978〕。

しかも， ここでとりあげようとする中央アンデス高地の伝統的な農耕地帯にお

けるジャガイモ栽培の生産性はこれら国レベルでのそれよりさらに低く， この

半分くらいにしか達しない地域が少なくないのである''。

このような状態の改善にむけて， ペ ル ー ， リマ市に本部をおく国際ジャガイ

モ研究センタ ー (The International Potato Center : CIP)では社会科学部門を中

心としてアンデス地域におけるジャガイモ栽培技術についても調究研究を進め

てきた。 そして， 私はこの社会科学部門の客員研究員として1984年4月から3

年間の滞在中， 同研究所のアンデスにおけるジャガイモ栽培技術の研究プロジ

ェクトに参加し， 主としてペル ー やボリビアで現地調査に従事した。

本稿は， その現地調査の結果のなかから中央アンデス地域における伝統的な

ジャガイモ栽培技術を休隈に焦点をあてて報告しようとするものである。 なお，

休閑の問題をとりあつかうためには社会科学および自然科学の両側面からのア

プロ ー チが必要となるが， 私は主として民族学の立場から調査してきたため，

自然科学的な側面についてはまだ今後の研究に待たなければならない点がおお

い。 大方のご助言， ご批判をいただければ幸いである。

IT. 問題の所在と研究の方法

中央アンデス高地部での伝統的な牒業に休閑がともなうという事実について

はかなり以前から知られていた。 しかし． その具体的な内容についての情報が

多くもたらされるようになったのは比較的近年のことである。 そして． 最近

1)ペル ー ， クスコ県Anta-Maras地方での調査によれば小規模典民のジャガイモ栽培
の単位而積あたりの収疵は改良品種で3.1 t / ha, 在来品種で3.6t/haである〔FRAN
co ct al. 1983〕。
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ORLOVE と Gooov はこれらの 情報をとりまとめ， この 休閑システム (Sectoral

Fallowing System)がジャガイモ栽培と密接な関係をもっている ことや中央ア

ンデス高地では普遍的にみられることなどを指摘している〔 ORLOVE and GoooY

1986〕。

実際， 中央アンデス高地を訪れた人たちの多くが広々とした高原にくらベ

て， そこにみられるジャガイモ耕地の少ないことに鷲くが， これはおおくの場

合， 休閉地にくらべて耕地が少ないせいである。放牧地としかみえない草原も

しばしば休閑中の畑であり， ジャガイモ栽培のための耕地として利用されたあ

と， ふつう数年間は放置され， そして休閑中は放牧地として利用されるのであ

る。

こうして， 中央アンデス高地では一見したところ放牧地のなかに耕地が点在

しているようにみえる。 したがって， このような伝統的なジャガイモ栽培地域

では， しばしば実際の栽培面積に数倍する休閲地が存在することになる。その

結果， さきに指摘したジャガイモ栽培の生産性の低さを考慮にいれると中央ア

ンデス高地における農業の生産性はきわめて低いものになるのである。

このため， ジャガイモ耕地の休閲の問題は中央アンデスの食科生産， とりわ

けその改良を考えるうえで， きわめて重要なテ ー マとなる。 実際に， 現地でも

農学者や農業普及員たちが休隅による牒業の生産性の低さを指摘し， その改善

のために休閑年数の短縮や化学肥料の導入などの必要性を訴えている。 しかし，

それにもかかわらず伝統的な牒耕地帯では依然として休閑がおこなわれている

のである。 その理由として， 農業普及員たちは農民がきわめて保守的であるた

めに新しい技術を容易に受けいれない， という。 また， 休閑は一般的に地力回

復のためにおこなわれていると考えられているが， それは異民が貧しく， 化学

肥料などが賭入できない経済的な理由によるという意見もある。

しかし， 最近， 私はこのような考え方にたいして疑問を感じている。 とくに，

疑問を強く感じているのは， 休閑ははたして本当に地力回復のためにおこなわ

れているのか， という点である。 たしかに中央アンデスの農民はほとんど例外

なく休閑の 目的は地力回復のためである， という。 また， 農民だけでなく， 私
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2 年目がオカ， 3 年目がソラ豆， 4 年目が大麦， そして 5 年目と 6 年目は休閑

される。 そして， 侮年， これらの suyo に植え付けられる作物も， その順番も

決まっているため． それぞれの suyo は栽培される作物名をつけて， しばしば

papa suyo (ジャカイモの耕区） , oca suyo (オカの耕区）， haba suyo (ソラ豆の

耕区）， cebada suyo (大麦の耕区）．そして休閑地はとくに wasara とよばれる。

しかし． 私のみたところ． 現実には必ずしも， このとおりにはなっていない

ようである。 たとえば， 現地を訪れた1985年に島の東側中央部の Chunopampa

suyo ではジャガイモ， この耕地の南部の Tahuichuno suyo ではオカ， 島の南端

Collata suyo ではソラ豆， 島の北西部の Estancia suyo では大麦が栽培されて

いた。 そして Chilcano suyo は休閑中であったが， 休閑中であるはずの Huailla

no suyo ではオカとソラ豆が混植されていた。 また． オカの耕区である Tahui

chuno suyo でも， ォュコやアニュなどのイモ類が混植されていた。 さらにオカ

とソラ豆のあいだにトウモロコシの栽培を追加するために休閑は一年間だけで

あるという人もあった"'。

こうしてみてくると， 島民のいう輪作システムは基本形態であって， 現実に

はその内容に変化がおこりつつあることが想像される。実際， 島民は近年の急

激な人口増加のために多くの作物を栽培せざるを得なくなり， その結果． 本来

5年間であった休閑期間も短縮されるに至ったことを認めている。 また， 現在

4 年目の耕区に大麦が栽培されているが． これもかってはキヌアが栽培されて

いたらしい。

いずれにしても． 典味ぷかい点はジャガイモは常に 1 年目に植え付けられ．

しかもそれに先だって施肥が必要とされることである"。 2 年目以後の耕地に

8) 先述したようにトウモロコシの栽培の上限は 3500m 前後であるが， このテイティ
カカ地方だけは例外的な高所で栽培される。

9)タキレでは， 島内に自生する樹木をたき木にしたり， 灯illiもつかうため， マ ルカパ
タのように家畜の糞を燃科につかう必要はあまりない。 しかし， 家畜がすくないこ
ともあり， 肥料として利用される典は絶対的に不足している。 このため， 不足する
奨はジャガイモなどと交換してテイティカカ湖岸の村からも手にいれている。
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ウモロコシ， その他の作物を栽培し， 高地部で家畜の放牧， そしてこれらの中

間地帯でジ ャガイモをはじめとするイモ頚を栽培して， 食料にかんしてはほぼ

自給しているのである。

このジャガイモの栽培ゾーンは高度によって2つにわけられる。 煮るだけで

食用となるジャガイモの耕地kapanaとアクがあるが耐寒性にすぐれている

rukiのジャガイモ用耕地の2つである。 そして， これらの耕地の運営は地域

社会の規制のもとにある。 すなわち， kapanaでは初年度にジャガイモ， 2年

目にオカ， 3年目に大麦， 4年目にソラ豆がつづいて植え付けられ， 2年間の

休閉をへた後， あらためてジャガイモが栽培されることが決められているので

ある。 ただし， rukiの耕地は1年間だけ栽培したあと， 6年間休閑される。

施肥 の方法は， rukiの耕地ではマルカパタの punaやsuniでおこなわれて

いるものとおなじで， リャマやアルバカなどの爽を耕地に直接あたえる。 ka・

panaでもこの方法はとられているが， 中心となるのはさきのタキレと同じで

ヒッジの囲い場(llukuとよばれる）を移動することによって施肥がおこなわれ

る〔木村 1985 〕。 なお， この方法でリャマやアルパカがつかわれず， ヒッジ

がつかわれるのは， ヒッジの糞が肥料としてはもっとも効率がよいと信じられ

ているからである。

なお， アンデスでは， ふつう， 家畜の世話は子どもの仕事になっているが，

このような施肥を目的としてllukuをつかうときは大人が作業の中心になり，

しかも夜間はllukuのちかくに小屋がけをして泊りこんで ヒッジの番にあたる。

また， 施肥はジ ャガイモの植え付けのときに限られ， 2年目以降の耕地ではお

こなわない "'0

事例4

イルパ・チコは， 高原台地上の標高3800 m -3900 mの平坦地に位置している。

12)なお， 4年目のソラ豆の栽培には肥科が不要であるだけでなく， その栽培が地力の

回復にも役だつことが認識されている。



























山本：中央アンデスにおけるジャガイモ栽培と休閑 97 

謝 辞

本稿のもととなった調査の大部分は国際ジャガイモ研究センター (CIP) に滞在中にお

こなったものであり， 社会科学部門をはじめとして， 同センターのみなさんから費蒐な

ご助言， ご指祁をいただいた。 本稿でとりあげたマルカパタ， タキレ， アマレテ， イル

パ・チコのみなさんには而倒な調査にご協力いただいたうえ， 色々とお世話になった。

土壌行料の分析では鈴木孝幸氏（当時ラ ・ モリナ農科大学大学院生）にご協力いただい

た。 本稿のとりまとめにあたっては高瀬 昇氏（甘味資源振興会）から文献を拝借し，

岡川長郎氏（京都大学農学部）には草稿に目をとおしていただいたうえ， ご助言をいた

だいた。 なお C I P への派造は国際協力事業団によるものであり， 同本部はもとより，

リマ事務所のみなさんからも様々のご配慮をいただいた。

記して， 感謝の意を表しておきたい。

引 用 文 献

邸TUNES DE MAYOLO R, SANTIAGO E. 

1982 Fertilizantes Agricolas en el Peru. En M. Lajo, R. Ames y C. Samaniego 

(eds.), Agricultura y Alimentacion, pp. 79-129. Fondo Editorial, Lima. 

BROOK, R. T. and B .  P. WINTERHALDER 

1976 Physical and Biotic Environment of Southern Highland Peru. In Baker P.T. 

and M.A. Little(eds), Man in the Andes. pp. 21-59. Dowden. Hutchinson 

and Ross, Inc. Philadelphia. 

BRUSH, STEPHEN B. 

1976 Introduction to Symposium on Mountain Envirorunents. Human Ecology 

4(2): 125-133. 

CARTER, W. E. y M MAMANI 

1982 Irpa Chico, lndividuo y Comunidad en la Cultura Aymara. Juventud, 

La Paz, 










