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東 南 ア ジ ア ・ ドラ イ ゾ ー ンの

地 域 形 成 と発 展

一 コ ラ ー ト高 原 を 中 心 と して 一

1.研 究 組 織

研究代表者:池 本 幸生(京 都大学東南ア ジア研究 セ ンター ・助教 授)

研究分担者:福 井 捷朗(京 都大学東南ア ジア研究セ ンター ・教授)

河 野 泰之(京 都大学東南ア ジア研究 セ ンター ・助手)

永 田 好克(大 阪市立大学学術情 報総合 セ ンター ・講師)

上 田 曜子(流 通科学大学商学部 ・講師)

2.研 究 のね らい ・目的

東 南ア ジア各地 に見 られる ドライ ゾーンはかつては 「自給 自足経済 」が想定す るよりは

はるかに人 と財 の交流が活発 に行 われてネ ッ トワークが形成 され、文明の栄えた 「先進地

域」 であ った。 しか し、海域世界 の発展に遅れを とり、東南 アジアで市場経済化、工 業化

が進 んだ現在で は 「後進地域」 と見な され るようにな って いる。本研究 は、 このよ うな東

南 ア ジア ・ドライ ゾー ンの地域 形成 と発展の持つ共通性 と特殊性をタイ東北部 コラー ト高

原 を事例 として取 り上げ、人 間居住、農業生産 力、産業立地、統治 システムな どの観 点か

ら総 合的に捉え ることを 目的と して研究を進めてきた。

本 研究の特徴は、国を単位 と した経済発展を考えるので はな く、 ドライ ゾーンとい う生

態環 境に基づ く地域を対象 とし、長期的な視点か ら発展 の固有論理に迫 ろうとす る ところ

にあ る。

3.平 成7年 度 の研 究 経過

本 研究は、研究分担者のひ とりである福井捷朗主催 の 「東南 アジア にお ける平原半乾燥

地の比較研究」 と合同で行 って きたが、本年度 は新 たに平成8年 度 か ら始 まった 日本 学術

振興会の 日タイ拠点大学事業 の一環 と して行われているプ ロジェク ト 「東南アジアにおけ
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る平原半乾燥地の比較研究」(研 究代表者:福 井捷朗)と も協力 しなが ら研究を進めて き

た。

主な研究会は、上記のプ ロジェク トと合同で ワーク ショップを2回 開催 した。そめ内容

は以下の通 りである。

1回 目は、平成8年6月3日 か ら4日 にかけて京都大学東南 アジア研究 セ ンターで開催

された。 このワー クシ ョップは10月 の ワー クシ ョップの準備 と位置付 け られ る。発表 内

容は以下の通 りである。

1996年.6月3日(月)

10:30 Fukui Hayao, "The Rationale and Objectives" 

11:00 Srisak Vallibothama, "Dry Areas in Archaeology in Southeast Asia" 

11:30 Sakurai Yumio, "Dry Areas in History of Southeast Asia" 

13:30 Chalit Chaikanchit, "The Pre-Angkor Civilization in the Khorat Plateau" 

13:50 Srisak Vallibothama, "The Decline of Balai Irrigation" 

14:10 Nitta Eiji, "Salt and Iron Industries in Northeast Thailand" 

14:30 Nakamura Hisashi, "Stored Irrigation Systems in Dry Zone Agriculture" 

15:10 Fukui Hayao reads the papers by Yoshino Masatoshi and Tamura Toshikazu. 

15:20 Kono Yasuyuki, "Rainfall and Hydrology" 

15:40 Tanaka Koji, "Wet/Dry Lands and the Genealogy of Rice Cultivation" 

16:00 Supamard Panichasakpatana, "Localities of Horticultural Products in North-east Thailand" 

16:20 Watanabe Toshiyuki, "Forest Products from Tropical Rain Forest and Monsoon Forest"

1996年6月4日(火)

10:30 Hayashi Yukio reads the paper by Surat Wrangrat. 

10:15 Naraset Pisitpanpom, "Language and Ethnicity in Northeast Thailand" 

10:35 Chumphon Naeochampa, "Socio-Economic Changes in the Mun River Basin, 1900-1970" 

10:55 Hayashi Yukio, "How Thai-Lao Dominance had been constructed in Northeast Thailand" 

11:15 Fukui Hayao reads the paper by Kano Hiroyoshi. 

11:25 Ikemoto Yukio reads the paper by Ueda Yoko. 

11:35 Vorawoot Hirunrak, "Northeast Thailand in the Development Scheme of Thailand"
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13:30Discussions

2回 目は平成8年10月21日 か ら23日 にか けて京大会館 で開催 された。 この ワー ク シ

ョ ップの 内容 は報 告書 と して まとめ られ、 日本学術振興会 によ り発行 され る予定 である。

発表表 内容は以 下の通 りである。

1996年10月21日(月)

10:00 Opening by Tsubouchi Yoshihiro, Director, CSEAS, Kyoto University, and by Noranit Setabutr, 

     President, Thammasat University 

10:15 Fukui Hayao, "An Overview" 

Keynote Addresses 

11:00 Srisak Vallibothama, "Dry Areas in Archaeology in Southeast Asia" 

11:30 Sakurai Yumio, "Dry Areas in History of Southeast Asia" 

Session 1: Physical Environment 

13:15 Yoshino Masatoshi, "Monsoon and Dry Areas in Southeast Asia" 

13:35 Tamura Toshikazu, "Ground-Surface Condition and Apparently Dry Environment in Seasonally 

     Wet Tropics - With Special Reference to the Case of Northeast Thailand" 

13:55 Discussions 

Session 2: Early Settlement 

14:40 Chalit Chaikanchit, "Pre-Angkor Civilization in the Khorat Plateau: Development and Their 

     Settlements" 

15:00 Momoki Shiro, "The Cham in Central Vietnam: A short Introduction" 

15:20 Discussions 

Session 3: Early Industries 

15:50 Nitta Eiji, "Salt and Iron Industries in Isan" 

16:10 Ito Toshikatsu, "Cotton Production and Dry Areas in Mainland Southeast Asia from 6th Century
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     to 9th Century" 

16:30 Discussions

1996年10月22日(火)

Session 4: Irrigation 

9:30 Srisak Vallibothama, "The Khmer Balai and its decline" 

9:50 Nakamura Hisashi, "The Stored Irrigation System in Sri Lanka: Some Comparative References to 

    Northeast Thailand" 

10:10 Discussions 

Session 5: Agriculture and Forestry 

10:55 Tanaka Koji, "Wet/Dry Lands and the Genealogy of Rice Cultivation" 

11:15 Watanabe Toshiyuki, "Non-Wood Forest Products from the Monsoon and Tropical Rain Forest" 

11:35 Discussions 

Session 6: Vegetation and Land Use 

13:30 Bondan Hermanislamet, "Yogyakarta Upland Area Resource Management Project" 

13:50 Michael R. Dove, "The Myth of Natural Forests and the Reality of Anthropogenic Grasslands: 

     The History of Land-use Analysis in the Dry Areas of Southeast Asia" 

14:20 Discussions 

Session 7: Ethnicity 

15:05 Surat Warangrat, "Minority Groups in the Songkhram River Basin, Northeast Thailand" 

15:25 Suwilai Premsrirrat and Naraset Pisitpanpom, Language and Ethnicity on the Khorat Plateau" 

15:45 Hayashi Yukio, "How Thai-Lao Dominance had been constructed in Northeast Thailand" 

16:05 Discussions

1996年10月23日(水)

Session 8: Regional Development 

10:00 Chumphon Naeochampa, "Socio-Economic Changes in the Mun River Basin, 1900 -1970"
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10:20 Ueda Yoko, "Local Entrepreneurs and Regional Development in Nakhon Ratchasima, Northeast 

     Thailand" 

11:00 Vorawoot Hirunrak, "Northeast Thailand in the Development Scheme of Thailand" 

11:20 Discussions 

13:30 Summary Discussions

4.研 究 の 成果 とフoン ティア

本研究 の成果 は重点領域研究報告書 シリーズNo.31～33と して まとめている。 タイ ト

ル およびその内容は以下 の通 りで ある。

池本幸生 編r東 南ア ジア ・ドライゾーンの地域 形成 と発展 一 コラー ト高原を中心 として

一 』重 点領域研究報告書 シ リーズNo .31、1997年3月

Contents 

 1. Fukui Hayao, An Overview: The Scope of the Dry Areas Study 

2. Sakurai Yumio, Dry Areas in History of Southeast Asia 

3. Tamura Toshikazu, Ground-Surface Condition and Apparently Dry Environment in the Seasonally 

  Wet Tropics With Special Reference to the Case of Northeast Thailand 

4. Momoki Shiro, A Short Introduction of Champa Studies 

5. Nitta Eiji, Iron and Salt Industries in Isan 

6. Nakamura Hisashi, Stored Irrigation System in Sri Lanka with Some Comparative Reference to 

  Northeast Thailand 

7. Surat Warangrat, Minority Groups in the Songkhram River Basin, Northeast Thailand 

 8. Suwilai Premsrirat and Naraset Pisitpanporn, Language and Culture on the Khorat Plateau 

 9. Chumphon Naeochampa, Socioeconomic Changes in the Mun River Basin, 1900 - 1970 

10. Ueda Yoko, Local Entrepreneurs and Regional Development in Nakhon Ratchashima, Northeast 

  Thailand 

11. Vorawoot Hirunrak, Northeast Thailand in the Development Scheme of Thailand 

12. Sakurai Yumio, Village Formation Process in Isan from Oral Tradition - A Case Study of 

  Amphoe Mahachanachai, Changwat Yasothon 

13. Nagata Yoshikazu and Kono Yasuyuki, Expansion of Tree Plantation in Northeast Thailand: An 

  Application of the Northeast Thailand Village Information System (NETVIS)
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池本 幸生著r東 南 アジアの グローバル化 と地域研究 』重点領域研究報告書 シリーズNo.31、

1997年3月

目 次

1.「 経済学は地 域研究 か ら疎遠か 」(r総 合的地域研究』第13号 、1996年6月)

2.「 ア ジアの広がる所得格差 」(r経 済セ ミナー』1996年9月 号)

3,「 書評 杉原 薫 著rア ジア間貿易の形成 と構造』」(rア ジア研究 』第43巻 第1号 、

1996年9月)

4.「 伝統産業:移 り変 わ る伝統 」(『 総合的地域研究 』第14号 、1996年9月)

5.「 タイの経済発 展 と農 村間分業 の形成:ヤ ソ トン県の三角枕の事例」(r総 合的地域研

究』第9号 、1995年6月)

6. "Expansion of Cottage Industry in Northeast Thailand: The Case of Triangular Pillows in Yasothon

Province" (『 東南 アジア研究』第33巻 第4号 、1996年3月)

7. "Japanese Economic Development and Laos: We can Change!"

8.「 タイ家電産業 の発展 と市場構造」(谷 浦妙子編r産 業発展 と産業組織 の変化一 自動

車産業 と電機電子産 業一 』 ア ジア経 済研究所 、1994年)

9.「 タイの 自動車組立産 業 と自由化政策」(谷 浦妙子編r産 業発展 と産業組織の変 化

自動車産業 と電機電子産 業一 』アジア経済研究所、1994年)

10.「NAFTAと タイ経済 」(谷 浦妙子編rNAFTAと ア ジア経済一 自由化 に よる

地域統合への対 応 一一』アジア 経済研 究所、1996年)

11. State of Thai Studies in Japan: Economy (宮 田敏之氏と共著)

永田好克著 r Northeasd Thailand Village Information System (NETVIS) Material 1986, 1988, 1990,

1992』 重点領域研究報告書 シリーズNo32、1997年3月

5.今 後 の課 題

過去2年 間の本研 究および本研究 と合同で行 われてきた研究で コラー ト高原の発 展をめ

ぐる歴史的な過程はかな り明瞭 にな ってきたと考え る。 しか し、 コラー ト高原が19世 紀

後半以 降、外 国 との接触やバ ンコク経済圏の拡張に ともなって如何 に変容 してきたのか、

とい う分析はまだ弱い。 この点 を詰めてい くことは今後の課題 のひとつで ある。
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もう一 つの課 題は、東南ア ジア(あ るいはその他の地域を も含 めて もよいが)の 他 の ド

ライゾー ンの発展パ ターとの比較 を行 うことである。本研究の大きな 目標 はこれであるが、

本研究 の メンバ ーの専門領域 か らそ こまで は手が着 けられていない。 これは、今後 、よ り

大 きな枠 組みの 中で取 り組 むべ き研究課題であ る。

6.研 究 業 績(平 成8年 度 発 衰 分)

池 本 章生

「経 済 学 は地 域研 究か ら疎遠 か 」 「総 合 的地 域 研 究 』 第13号,1996.

「ア ジア の 広 が る所 得 格 差 」r経 済 セ ミナ ー 』1996年9月 号.

「書 評 杉 原 薫 著rア ジア 間貿 易 の形成 と構 造 』 」rア ジ ア研 究 』第43巻 第1号,1996.

「伝 統 産 業:移 り変 わ る伝統 」 「総 合 的地 域 研 究 』 第14号,1996.

"Japanese Economic Development and Laos: We can Change!" 

"State of Thai Studies in Japan: Economy"

「社会開発型ODA事 業におけるGISの 役割一 東北タイ造林普及計画(REX)を 例として一 」

(永 田好 克 、 河野 泰 之 ほか)rGIS一 理 論 と応用 一』5(1),1997.

"Application of NETVIS to the evaluation of a reforestation project in Northeast Thailand." (Nagata Y., et al.) 

   Proceedings of the 17th Asian Conference on Remote Sensing, E.3.1-6, 1996. 

"Monitoring and mapping reforestation in Northeast Thailand: An application of the North east Thailand 

   Village Information System (NETVIS)." (Nagata Y., Kono Y., et al.), Proceedings of the FORTROP'96, 

   1997. 

"Monitoring reforestation in Northeast Thailand using the NETVIS."(Nagata Y., Kono Y., et al.) Proceedings 

   of the International Symposium on 'The Role of Remote Sensing for the Environmental Issues in Arid 

   and Semi-arid Regions", 1997, 71-74.

福 井 捷 朗

「タイ 国 コ ラー ト高 原 の 農業 の展 開過程 」r農 業 と環 境 』,pp.274-312,1995.

"Food and population under subsistence rice fanning in three villages in Yasothon
, Northeast Thailand."

「東 南 ア ジ ア 研 究 』33(3):340-362,1995.

"Expansion of arable land and its cessation: the case of Northeast Thailand ." r東 南 ア ジア研 究 』33(4):

157-184

「熱 帯 ア ジア の 水 田稲 作:水 田が 育 む 人 と文 化 」rペ ドロジス ト』1996.

「東 南 ア ジア の 変 容(1)小 作 的展 開 」 シ ンポ ジ ウムr熱 帯地 域 に お け る経 済 発 展 下 の 土地 利 用 変
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貌 』 日本 熱 帯 農 業学 会 第80回 講 演会 「熱 帯農 業 』40(Extraissue2):69-75,1996,

"Expansion of Arable Land and its Cessation: The Case of Northeast Thailand ." Proceedings of The Fourth 

   Japan-US Workshop on Global Change: Land Use/Cover Change and Global Environmental 

   Conservation. Tsukuba, Februaly 27-29, 1996. pp. 155-170.

永 田好 克

「東 北 タイ にお け る社 会 経 済 デ ー タベ ー スの活 用 と課題 」 「東 北 タイ にお け る持 続 的 農業 へ の課 題 」

国 際 農 林水 産 業 研 究 セ ンタ ー 国際 農 業研 究 情 報No5,1996.

「東 北 タ イ にお け る経 済 発 展 下 の 水稲 作 技 術 変 化 」(宮 川 修 一 ・河 野泰 之 ・永 田好 克 と共 著)r熱

帯 農 業 』41(別1),1997.

「東 北 タ イの作 物 分 布 動 態 」(河 野 泰之 ・永 田好 克 ほか と共著)「 熱 帯 農業 』41(別1),1997.

Northeast Thailand Village Information System (NETVIS) Material 1986, 1988, 1990,1992, (Global Area

Studies Report Series No.32) 文部省科学研究費補助金重点領域研究 「総合的地域研究」総括班,

1996,165p.

上田●子

"Local Entrepreneurs and Regional Development in Nakhon Ratchasima
, Northeast Thailand." Proceeding of 

   International Workshop 1996, Dry Areas in Southeast Asia: Harsh or Benign Environment? The Center 

   for Southeast Asian Studies, Kyoto University and Thammasat University.

「ア ジア 経済 圏 と華 人企 業 家 」京 都 大 学 東南 ア ジア研 究 セ ンタ ー編r事 典 東南 ア ジ ア:風 土 ・生 態

・環 境 』弘 文 堂 ,1997.

"The Entrepreneurs of Khorat ." In Money and Power in Provincial Thailand edited by Ruth McVey and 

   Robert Taylor, Nordic Institute of Asian Studies (i jIJ ).
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