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Abstract 
In this report we have discussed the effectiveness of technology development by using the ideas sought 
from the farmers that they have no relationship with the stakeholders directly. We have shown three 
successful cases as technology development based-on the following non-stakeholders’ ideas; (1) the 
idea was offered from a farmer living in rice producing area to the alkali-saline soil area in 
Heilongjiang province; that is to improve grassland on soil intercepted of capillarity by chaff as coarse 
layer., (2) the idea was obtained from the livestock sector as a vegetable cultivation system with multi-
functionality in Inner Mongolia; that is to cultivate organic vegetables using heat generated by cow 
dung, (3) the idea was sought from the farmers living in semi-arid region to the famers producing rice; 
that is a labor saving application technique, which floating organic material is put into the paddy fields. 
This report concluded that it was effective for solving the complex regional issues to encourage the 
participation and creativity of the various farmers involving non-stakeholders. 
 
 
１ 非利害関係者の知恵を農業現場に活かす 

JIRCAS-CAAS 農業科学技術研究協力の枠組みのもとで、報告者らは 13 年間、稲作、畜

産、気象変動、環境問題等に関わる 4 つのプロジェクトに参加し、社会科学的な研究課題を

担当してきた。そして、中国農業科学院を中心に、大学、各省農業科学院、農業普及センタ

ー等の関係者から多くの支援と協力を受けるとともに、多様な自然環境条件のもとで農業

を営む農牧民達との交流を積極的に進めてきた。そして、研究課題を推進するに当たっては、

農牧民から提出されたアイデアを低コスト化技術の開発に用いる、という問題に関心を持

って取り組んできた。 
現場の知恵を活かすアプローチとしては、これまで、参加型開発研究がよく知られてきた。

すなわち、農村開発のプロセスに、専門家（研究者等）とともに現地の利害関係者（農民等）

を参加させ、集合知を創造しつつ協調して問題解決に当たる手法である。しかし、ここで報

告するアプローチは、技術開発のプロセスに関わるのは‘非専門家’であり、技術開発のアイ

デアを提出する主体は‘非利害関係者’であるという点で、従来の方法とは異なる。 
ではなぜ、本報告においては、‘非専門家’と‘非利害関係者’なのか。その点に関しては、

‘糞中種子利用による草地造成’ に対する取り組みを例にして説明する。それは、内蒙古自治

区の半乾燥地帯で、羊糞の保水性を利用して野生ネギ類を栽培するというアイデアであっ

たが、そのアイデアを提出したのは、黒竜江省の農民（非利害関係者）であった。 

２ 糞中種子利用によるブランド羊産地の振興 
糞中種子利用による草地造成法については、 Harlan（1956）が紹介して以降、数多くの研
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究が行われてきた。すなわちそれは、牧草種子を食べさせた羊を放牧し、種子が含まれた糞

を排泄させることによって草地造成を行うという、省力的かつ低コスト型とされた技術で

あり、‘sheep method’とも呼ばれた。しかし研究が進む中、その方法は、必ずしも省力的かつ

低コスト型技術ではないことが明らかになった。というのも、糞中の種子は、家畜の踏圧に

よって土中に埋め込まなければ発芽、定着できないため、放牧場所は事前にトラクタで耕耘

しておく必要があった。また、草を生やしたい場所に家畜が排糞してくれるとは限らないた

め、人の手により、家畜を必要とする場所まで誘導しなければならなかった。さらには、牛、

山羊、羊等、各家畜の消化管を牧草種子が通過する過程で、かなりの量が消化されてしまう

ことが判明したのである。 
報告者らは、黒竜江省農業科学院の研究者から、2008 年に初めて糞中種子の利用法につ

いて聞いた。彼は、‘sheep method’を知っていたわけではなく、農牧民達との交流の中でこの

方法を知った、とのことであった。そこで我々も、その後の農村調査において、一方的に農

民に質問するだけではなく、農牧民達の知識や経験に基づく情報に耳を傾けるよう努めた。

その結果、‘sheep method’の再発見に関する情報とともに、アルカリ土壌の集積塩類層に亀

裂を与えることで、裸地に草を定着させることができる等、荒廃地の草地化に役立つ多くの

情報を得ることができた。 
もし報告者らが草地利用分野の専門家であり、最初から‘sheep method’に関する情報を有

していれば、既にその方法は検討され尽くされ、問題点も多いアプローチであるとして、お

そらく農科院の研究者から話を聞いても、その内容をすぐに忘れたであろう。しかし報告者

らは、その後も興味深いアイデアとして関心を持ち続け、内蒙古自治区を対象としたプロジ

ェクトにおいて、糞中種子利用を羊肉の付加価値

化技術として検討する機会を得た。 
2014 年、内蒙古自治区ソニド右旗（北緯 : 

112°52’19”, 東経: 45°50’14"）において、農家の生計

向上につながる循環型農業生産システムについて

検討していた際、糞中種子を用いた草地造成技術

について現地の農牧民に紹介した。すると一部の

牧民が、糞中種子利用に対して強い関心を示した。

半乾燥地で暮らす彼らは、家畜糞から植物が発芽

することなど思いもよらないことであったが、以

前から関心を持っていた問題にこの方法が適用で

きるのでは、と考えたのである。彼らは、2002 年

に草原法が制定されて以降、放牧から舎飼いへと

羊の飼養法が移行していく中で、多根葱（Allium 
polyrhizum Turcz.ex Regel）や沙葱（Allium Mongolicum 
Regel）といった野生ネギ類を食べる機会が減り、

そのことがソニドのブランド羊（図 1）の肉質低下

につながるのではないかと心配していたのであ

る。 
多年生植物である野生ネギ類は、発芽してしばらくの間は、根の伸長を優先させ、半乾燥

 
図 1 ソニド右旗のブランド羊 
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図 2 糞中種子を利用した 
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地域の環境に適応しようとする。それとは逆に、半乾燥地の一年生草種は、雨量の多い年に

のみ発芽し、地上部の生長を優先させて短期間で次世代を残す生存戦略を採っている。その

ため、潅水量によっては一年生草種の埋土種子も発芽させてしまい、野生ネギ類は日光を遮

られて駆逐されてしまう。羊糞の保水力を利用すれば、栽培地への潅水量を最小限にするこ

とができ、一年生草種の埋土種子の発芽を抑えることができる。そこで、現地の牧民らとと

もに、図 2 のような方法を考えた。 
しかしこのアイデアは、半乾燥地を対象とした研究プロジェクトが 2015 年に終了したこ

とにともない、具現化の段階までに進めることができなかった。熱心に協力してくれたスニ

ド右旗の羊農家達には申し訳ない気持ちがあり、もし半乾燥地で研究活動をする機会がま

たあれば、再度検討したいと思っている。 

３ もみ殻埋設によるアルカリ塩類土壌の改良 
 プロジェクト研究課題「中国の条件不利地域における低投入環境調和型経営システムの

構築（実施期間：2009-2010 年）」では、相対的に農業生産条件が劣っている黒竜江省のアル

カリ塩類土壌地帯において、未利用地への飼料作の導入が農家経営に与える影響等を評価

した。このとき用いた、もみ殻をアルカリ土壌の改良に使う、というアイデアは、アルカリ

土壌地帯とは全く生産環境条件の異なる水田地帯の農家から出されたものである。 
広大なアルカリ塩類土壌が存在する中国東北部に対して、これまでいくつかの土壌改良

法が提案されてきた。例えば、Na 型アルカリ土壌の改良には石膏（硫酸カルシウム, CaSO4･

2H2O）の投入が有効とされてきた。しかし、十分な改良効果を得るためには 23t/ha もの石

膏を農地に投入する必要があり[1]、その供給元の工業地帯から稲作地帯までの輸送コストだ

けで、農地から得られる収益を超えてしまう可能性がある。その他、土層心土部分に粗砂の

層を設置し、集積した塩類を根域外にリーチングするとともに、毛管現象を遮断し塩類の再

上昇を防ぐ方法が考案されていた[4]。しかし、重量のある粗砂は石膏同様、輸送コストが膨

大になるという問題以外に、建築資材としての需要が高いことから高価であり、土壌改良資

材として用いるには問題があった。 
より安価で扱いやすい資材を探索する過程で、もみ殻は疎水性が高く、土中に埋設して空

気に触れなければ数年間腐らないことから、「もみ殻を土壌改良資材として用いる」という

アイデアが、稲作農家との雑談の中で出た。このアイデアについて検討を進めると、もみ殻

は、積み込みや土壌投入時の作業において、石膏や粗砂のように重機を必要としないこと、

黒竜江省のアルカリ塩類土壌地帯と水稲生産地帯は、石膏の供給元である工業地帯に比べ

て距離的に近いこと等が明らかになっていった。また、生産された米は、一般的にもみの状

態で出荷されるため、もみ殻は、精米加工場で大量に入手することができる。さらには、現

地では焼却処分されることの多いもみ殻を、土壌改良材として草地に還元することは、環境

保全型農業技術として有益であると考えられた。 
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このアイデアを具現化するため、黒竜江省蘭西県（北緯: 46°32’17", 東経: 125°28’24”）に

おいて、アルファルファによる草地化試験を実施

した。現地では高価な輸入アルファルファキュー

ブを使用する酪農家も多く、試験が成功すれば牧

草生産者の生計向上にも大きく貢献すると思われ

た。試験区の土壌 pH は、0-10cm で pH8.3、10-40cm
では pH9.08-9.12 の強いアルカリ性を示すととも

に、アルカリ塩類土壌特有の透水性の悪さから、ア

ルファルファ栽培には適さない土壌であった。そ

こで、2009 年 11 月に、地表面にもみ殻を 10cm 厚

に敷き詰め、その後、土層反転プラウによって地下

40-50cm の位置にもみ殻を埋設した（図 3）。そして

翌年 4 月には、肥料として硫安 100kg hm-2、過リン

酸石灰 1000kg hm-2 を散布し整地した後、根粒菌被

覆種子を 15 kg hm-2 播種した。 
2011 年は 6 月と 8 月、2012 年は 7 月と 9 月に、

年 2 回刈り取りを行い（図 4）、もみ殻を埋設した

試験区の収量は、プラウ耕のみのコントロール区

に比べ 33.2％増収し、平均で 7803.9 kg hm-2 の収量

が得られた。もみ殻は軽量なため運搬や埋設作業

が楽で、かつ入手も容易であることから、低コスト

型草地化技術のための資材として有効である。ま

た、埋設したもみ殻は、8 年を経過した現在（2017 年）においても、土中で分解せずその形

状を保っている。なお、この草地化技術に関する詳しい情報は、雑誌[2]に報告しているので、

そちらを参照していただきたい。 

４ 牛糞の発酵熱を利用した野菜栽培システム 
プロジェクト研究課題「農牧交錯地域における循環型生産技術の開発と評価（実施期間：

2011-2015 年）」においては、半乾燥地帯農民の生計向上に向けた野菜栽培システムの評価を

行った。研究対象地であった内蒙古自治区ソニド右旗において、野菜栽培振興を進める際に

問題となったのは、水資源の制約以外に、春先に苗が低温障害を受けることであった。現地

は 4 月中旬まで凍土期間であるが、放射冷却があり、かつ風の強い日には、地表付近の熱が

水の気化とともに奪われ、5 月でも土壌が凍結する。 
ソニド右旗は畜産地帯であるが、自給的菜園を作っている畜産農家も多く、彼らと積極的

に交流することによって、半乾燥地帯における野菜栽培のコツを伝授してもらった。その過

程で、（彼らが実際に行っていたわけではないが） 「畜糞の発酵熱を野菜栽培に利用する」

というアイデアが出てきた。その後、既存の成果[3][8]や日本の「踏み込み温床（江戸時代か

ら行われていたと言われる、発酵熱を利用した野菜の早出し技術）」等の検討を通じ、畜糞

の発酵熱利用を基本として、半乾燥地帯に適した野菜栽培システムを構築することになっ

た。 

 
図 3 プラウによるもみ殻埋設作業 

 
図 4 サンプリングによる収量調査 

（撮影：2011 年 8 月 15 日） 
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栽培する野菜は、半乾燥地に適し、かつ市場性も高いと判断されたミニカボチャとし、現

地の野菜農家等の意見を取り入れながら、ミニカボチャに適した栽培システムの検討を進

めた。最終的には、図 5 のような栽培システムを作り、牛糞の発酵熱利用にとどまらず、現

地において野菜栽培振興の障害となっている複数

の問題に対処できるように工夫した。 
例えば、牛糞の発酵熱が蓄えられるよう、栽培シ

ステム後方に牛糞を 80cm の高さまで堆積するが

（図 6）、図 5 中で「防風」とあるように、春先の

砂嵐が吹く方向を背にシステムを設置すること

で、発芽間もない苗を強風から守ることができる。

また、「防虫」とあるのは、ネキリムシ （現地では

「砂漠螟虫」と呼ばれる） への対策である。現地

では、このネキリムシが数年に一度大発生し、野菜

類に深刻な被害を及ぼす。そのため、ミニカボチャ

の播種床とする直径 110mm の塩ビ管継ぎ手を 2-
3cm 地上に出し、ネキリムシが苗に近づけないよう

にした。 
ミニカボチャは、中秋節（旧暦 8 月 15 日）、ある

いは国慶節（10 月 1 日）前に出荷できるよう、播

種床である塩ビ管継ぎ手をハウス用ビニールとと

もに地下に埋設し、地温を十分確保した上で 5 月

上旬に播種した。潅水については、水がそのままミ

ニカボチャに潅水されるルート A と水が堆積した

牛糞内を一旦通過する潅水ルート B の 2 系統を設

けた。通常はボールバルブ A のみを開けておくが、追肥が必要と判断したときにはボール

バルブ B を開き、発酵牛糞内の肥料分がミニカボチャに供給できるようにした。さらに、

この栽培システムは節水という面からも優れており、現地のピボット潅漑による飼料用ト

ウモロコシ栽培に比べ、栽培期間中の面積当たり潅水量は約 22%に抑えられた。 
出荷に関しては、農民の多くは自家用車を持たな

いことから、収穫物は高速バスの預け荷物として北

京に送った。消費者には、実際にミニカボチャを試

食してもらい、支払い意思額等を回答してもらった

が、その結果、ミニカボチャの導入は農民の生計向

上に大きく貢献することが明らかになった。また、

防風林を設置し、地力のある圃場を有している農家

に対しては、図 7 のような、植物残渣をマルチとし

て利用する、簡易型の栽培システムを紹介し、プロ

ジェクト後半年には実際にこの方法を農家に試し

てもらいながら、システムの問題点等を明らかにし

た。なお、牛糞発酵熱を利用した栽培システムの構
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図 5 牛糞発酵熱を利用した 
野菜栽培システム 

 
図 6 システム後方に牛糞を堆積 
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図 7 簡易型栽培システム 
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造や農家の期待収益に関する具体的数値等ついては、雑誌[6]ならびに特許情報[9]として公表

されているので、そちらを参照していただきたい。 

５ 浮力を有する畜糞を利用した有機米栽培技術 
現在進行中のプロジェクト内の研究課題「主穀作物市場におけるブランディング戦略の

解明（実施期間：2016-2020 年）」では、黒竜江省で仮想的ブランド米を栽培し、それを北京

の消費者に試食してもらいながら、ブランディングの経済的価値を計測することにしてい

る。‘浮力を有する畜糞を水稲作に利用する’というアイデアは、内蒙古の農牧民達から集め

られたもので、現在、仮想的ブランド米の栽培に、そのアイデアが利用できないかを検討し

ているところである。 
現在のプロジェクトが始まる前年（2015 年）、半乾燥地帯における野菜作振興のため、羊

糞を使った液肥作りを試みた。しかし、羊糞は水に沈まず、大部分が水面上に堆く積み上が

ったまま発酵せず液肥作りは失敗した。そのとき、作業を手伝っていた農民から、「水田だ

ったら良かったのに･･･」という言葉が発せられた。現地では、野菜の追肥に羊糞を使うこ

とがあるが、未発酵の羊糞を畑に散布すると、羊糞は水に浮かぶため、潅水のたびに流され

てしまう。彼は、この特性が野菜畑ではマイナスに働くが、水田であれば追肥を省力的に行

えるのではないか、と考えたのである。そこで、現地の農牧民とともに、羊糞が水に浮くこ

とをプラス面から検討していったが、その特性は水稲への施肥にとどまらず、複数の効果が

期待できることが明らかになっていった。 
表面に傷がなく、よく乾燥した羊糞であれば、1 ヶ月以上水面に浮いたままであるが、投

入直後から水は赤黒く濁り始め、徐々に肥料成分が水中に放出される[7]。そして、水面を浮

遊する羊糞、それ自体とそこから発生する濁りとによって太陽光が遮られるとともに、放出

される有機酸によって水田雑草の生長が抑えられる可能性が指摘された。さらに、投入され

た羊糞は稲の栽培期間中に水田面で発酵し、翌年春の耕起とともに堆肥として鋤込まれ、地

力増進に貢献することも指摘された。すなわち、羊糞を水田内に流し込むだけで、堆肥投入、

肥料施用、雑草抑制が同時に可能となることが期待された。 

119農業経済と農村社会発展研究 



 

このアイデアを具現化するために、黒竜江省農科院の水稲栽培および土壌肥料の専門家

と議論を進めつつ、ポット試験を行ったが、羊糞から溶け出す肥料成分だけでは水稲の生長

には足りないことが判明した。そこで、図 8 に示すように、稲わらに米ぬかや大豆かす等を

加えた有機ペレットを別途作成し、羊糞とともに流し込むことによって、肥料分の不足は補

えると結論した。ただし、有機物の肥効は数年間にわたり持続するため、羊糞投入によって

水田内の肥料分やミネラル分が蓄積されていった

場合には、有機ペレットに加える有機肥料の量を減

らす、あるいは稲わらのみで作った有機ペレットの

混合比率を増やして羊糞の投入量を減らす等し、土

中の養分バランスをとることが必要である。 
調査で知り合った水稲農家、そして水稲関係の専

門家も、羊糞が 1 ヶ月以上水に浮くことを知ってい

た者はおらず、ただ流し込むだけで有機栽培に移行

することができ、高付加価値化によって生計向上を

実現できる可能性があるなど、思いもよらぬことで

あった。しかし、さらに検討を進める中で、稲作地

帯から最も近い年間降雨量 500-600mm の地域から

入手した羊糞は、短時間で水中に沈んでしまい、期

待した効果が発揮されないことが明らかになった。

また、効果が確認された年間降雨量 200-300mm の

半乾燥地帯から羊糞を運ぶとなると、輸送コストが

水稲経営を圧迫するとともに、長距離を輸送する過程で、堆積した羊糞が自然発火する可能

性があることが判明した。そこで現在は、稲作地帯近くに立地する酪農家から牛糞を入手し、

羊糞を使った場合と同様の効果が発揮される資材（牛糞薄片）作りを進めている（図 9）。 
黒竜江省は、酪農飼養頭数第 2 位の省であるが、冬は氷点下 15-25℃にまで気温が低下す

るため、冬期間の加温を前提としたメタン発酵の費用対効果は極めて低い。また、水稲収穫

から次年度の田植えまでの期間は微生物の活動が停滞するため、水稲残渣の堆肥化も加温

施設内でなければ不可能である。そのため、有機資源の不法投棄や野焼きが行われるととも

に、その循環的利用が進んでいなかった。現在進めている牛糞薄片作りにおいては、厳冬期

の低温条件も利用しつつ、有機資源利用の低コスト化と農業生産におけるゼロエミッショ

ン化を目指し、中国側技術研究者とともに検討を進めているところである。 

６ 非利害関係者からのアイデアと環境保全型農業 
非利害関係者である農牧民から提出されたアイデアは、環境保全型農業システムの構築

にとっても有効である可能性が高い。というのも、非利害関係者は、他の農業地帯や他の農

業経営部門で行われている生産の現状には疎く、そこで使用されている工業製品由来の農

業生産用資材に関する知識もほとんど持ち合わせていない。そのため、身近に存在する有機

資源等を使ってアイデアを考え出すが、それが意図せずして、食の安全性に直結する有機農

業生産システム、あるいは環境負荷を軽減する環境保全型農業システムの構築につながる

場合も多い。環境負荷軽減に貢献していることを証明するためのデータ収集、分析までは行

有機ペレット水稲苗

雑 草

羊糞
肥料分
有機酸

 
図 8 羊糞を用いた有機稲作 

 
図 9 浮力を有する牛糞薄片 
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っていないが、以下では温室効果ガス削減という視点から、その可能性も含めて各技術を見

てみたい。 
まず、‘もみ殻埋設によるアルカリ塩類土壌の改良’では、土中のもみ殻が長期間腐らない

ことによって、炭素貯留効果が発揮される。一方、大量の炭酸塩類を含むアルカリ土壌地帯

は、それ自体を巨大な炭素貯留庫と見なすこともできる。もみ殻埋設による方法は、炭酸塩

類の化学的性質を改変せず（二酸化炭素を発生させず）、塩類の土壌中における分布状態の

みを変化させ、炭素貯留と農業生産を両立させることができる。次に、‘牛糞の発酵熱を利

用した野菜栽培システム’では、牛糞はビニールで覆われた閉鎖系の中で発酵するため、二

酸化炭素等の温室効果ガスは一時的に系内に留めておくことができる。系内と系外、それぞ

れに置いた水槽内の藻類は、（NH3等の影響も大きかったと考えられるが、）系内の藻類の増

殖の方が明らかに早かった。すなわち、高温発酵期を過ぎた牛糞に、潅水に陸生藻類や微生

物を混ぜて散布することによって、温室効果ガスを吸収あるいは分解できる可能性がある。

そして、‘浮力を有する畜糞を利用した有機米栽培技術’では、有機物を水田面で好気発酵さ

せることによって CH4 の発生を抑えるとともに、発生した二酸化炭素は生育中の水稲に一

定程度吸収させることができる。 
最後になるが、社会科学を専門とする報告者達が、今回紹介したような専門外の問題に挑

戦することができたのは、中国の技術研究者から様々な支援と協力を受けることができた

からに他ならない。発表した論文数が、研究者の評価において重要な要素となることは、中

国も他の国と変わりはない。しかし各プロジェクト実施期間中、各研究対象地域において、

論文発表だけにこだわらず、農牧民達の生活を向上させたいと強く思う研究者達と出会う

ことができた。そして彼らは、農牧民のアイデアを技術開発に活かす、という論文化が必ず

しも容易ではないテーマに対しても、多くの資源と時間を割いてくれた。こうした彼らの助

けによって、ここで紹介したような、いくつかアイデアは具現化の段階にまで持って行くこ

とができた。彼らの協力に対し、この場を借りて感謝の気持ちを表したい。 
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