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2-1. 自然との共生した社会生活の再確認 
   持続可能な社会の実現に向けた滋賀シナリオの具体的な実行を目指して 
 

特定非営利活動法人 循環共生社会システム研究所  石塚勝己 
 
１．今回の研修におけるテーマ 
 私の活動している研究所では、地球温暖化に対して、人類として持続可能な社会システム

とはなにかを調査・研究し、日本のみならず全世界へ具体的に発信しようとしている。中で

も、特に進んでいる計画は、私が住んでいる滋賀県において、持続可能なプログラムを抽き、

具体的行動をおこすために、その社会生活をビジュアル映像にすることである。2030年時点
で、1990年に比べて 50％以上の CO2削減を達成するモデルを作成しようとしているが、ど
んな生活をすべきかビジュアルな絵を描き、原点回帰すべきと考えている。もちろん削減の

ために、社会生活において、先端技術型と自然共生型を組合せるのだ。 
 しかし、現代の日本人は、CO2を 50％削減した生活を想像できない。50％削減された社
会生活は、日本の 1950年から 60年代の生活環境と言われている。それは今の 60歳代の世
代がかろうじて記憶にある小学生から中学生時代の生活環境である。私はきっと今のラオス、

ベトナムの人々の生活が、我々日本人が忘れかけていた、取り戻さなければならない生活で

あることを期待して日本を出発した。 
 
２．ラオス、ベトナムの市街の生活環境を視察して 
 ① ラオス・ベトナム市街を視察して  
 まず、両国の街中の交通体系であるがバイク、自転車、バスを中心とした交通である。道

路のインフラ整備が出来ていない両国には車社会よりもバイク社会、自転車、徒歩が交通手

段だ。 
 しかし夜の生活は、レストランも、9時 30分頃がラストオーダーとなり 10時ごろに町明
かりは少なく人通りも少なくなる。まさに太陽と共に生きるエコなライフスタイルである。

そして町のマーケットには、地元産と思われるきゅうり、たまねぎ、キャベツ、うり、バナ

ナ、春菊、蛋白源の鶏、こい、沢蟹、豚肉がほとんどであり、それは日本が目指しているま

さに地産地消の姿だ。 
 そして、食べ物の自給率は 80％と言われており、マーケットの品物は、保存する方法もな
く、その日に多くが売れ、不足しているぐらいである。まさしく私が小学校時の風景を目の

当りに見て、当時のひもじさ、もったいないという感覚を呼び覚まされた。 
 ② 田園（舎）へ行く道路に沿って建てられている家々を視察して 
 ほこりっぽい道路をがたことがたことと走る車窓からの家並みは、まず間口の狭い 1～2
階建ての粘土のレンガの建物であり、家のまわりに、にわとり、ひよこが走り回り、ロープ

につるした洗濯物が風になびき、田畑を見回すと水牛を使い耕している。なんとエコな生活

だろうか。不便であろうが、時間がゆっくりと流れ、LOHASな生活をしているのではない
か。 

 
３．ラオス、ポンケ村を視察して 
 ラオス、ヴィエンチャンより約 3時間かけて、車で向かった山村の事である。 

 ① エネルギー 
 炭、まき、レンタンが中心である。 

 ② 食物 
 自給自足、地産地消であり、自分で作ったもち米、野菜が主である。鳥と少々の豚はなに
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かのお祭り用であり、その糞は適量、足らないぐらいの肥料であろう。 
不足気味のたんぱく質のために、田んぼをため池にしてテラピアなどの養殖を行っている。

かえるもその一つだ。 
 ③ 住居 
 地産の竹や、やしの葉を利用し、夏も涼しく生活している。もちろんクーラーは無い。４

～５人が１軒の家に住み、土間や寝床がある。夜は家族が１ヶ所に集まり、団欒している様

に思われる。 
 ④ 生活様式 
 長老が最終権限を持つ組織である。特筆すべきは、老人が生き生きとして自分の役割を果

たしていることだ。細い棒を持って座っていた老人達は、ガードマンの役目を果し子ども達

や家畜を見守っている。生きがい見つけや、うつ病になる事は心配ないのであろう。 
 ⑤ 家畜の飼育 
 にわとりは、放し飼いである。ブタは、囲いがしてあるが臭さは無い。要するに自分達に

必要な量だけ飼っているのだ。適量のえさを与え、廃棄物も充分利用して、循環システムを

形成している。まさしくオーガニック農業である。 
 ⑥ 水道施設 
 近くの川より電気を使ってポンプアップするのではなく、少し離れた谷川の水を自然流下

で水槽に取り入れるだけである。まさにサステーナブルな水道施設である。 
 
４．ベトナムの国立公園内のミンチャオ村を視察して 
 ハロン湾の港より出航、石炭岩で出来た美しい島々を通り抜け、約２時間かかって着いた

島が、ミンチャオ村である。まず、お出迎えのタクシー（？）バイクにリヤカーを継いだ乗

り物（昔は日本にもありました。）に乗せられ、美しい海岸を見ながら村道を快適に走り、

村役場に到着、村長さんを始め、重役方にお会した。 
 ① エネルギー 
 まずこの島の電気が風力発電とは驚かされた。1000KW×10台の 10MWおそらく 900人島
民の住を全てまかなっているとのことだ。島の家庭の生活様式が、前記したエコな生活であ

るのに加え、風力発電を行っている。まさにこれがサステーナブルなエネルギーを使用し自

然共生を実現した楽園であり、日本の目指す生活様式であると考えた。 
 ② 民宿施設 
 島にある唯一の民宿施設は、ベット 2台あるだけの部屋であり、クーラーも湯沸かし器も
なかった。そこでは、地元で取れた魚と野菜、果物でもてなしを受けるそうだ。 
 現地の食材を使用した食事と手づかずの海岸での遊びはまさしくエコーツアーのモデル

になるのではないか。開発の方向を間違いない様にすべきだ。 
 
５．まとめとして 
 以上、今回の視察目的であった CO2を 50％削減した生活様式が現在のラオス、ベトナム
で見られた。それは、私たちが忘れかけていた生活であり、その生活を知らない世代の人達

には大いなる示唆となるだろう。今後、滋賀県にて 2030年に CO2を 50％削減した生活様式
の見本がラオス、ベトナムの現在であることが確認でき、これからの研究、実行に生かして

行きたい。もちろん体得した便利さや快適さを全てのなくすことはできないが、バランスの

とれた自然と共生した生活を実行すべきだ。そして 12月 1日に視察したラオスのポンケ村
の村長が、「今頃、村民が半袖で生活しているなんて、昔ではありえないことだ。」 といっ

ていたのは、温暖化に取り組む一人として忘れられない一言だった。 
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2-2. 自然環境保全と開発のバランスについて 
 

NGO AVENUE  大木 一 
 
 私はここで、まず自分の頭の整理も兼ねて１）今回の視察や文献などで得られた国の状況に

ついての情報を簡単に整理することで、ベトナム・ラオスで今後活動を行っていきたいと考え

ている NGOの方々にとって少しでも情報提供できるよう整理しておきたい。このような整理
を行うことは、活動する国の基本的な情報を理解していないと NGO活動に大きな支障と時間
的ロスが生じる可能性があるということを今回の視察において強く感じたためである。 
 次に２）個人的な興味を持っている保全と開発に関わる NGOの役割について、自然環境保
全のシナリオを整理していくことで考えていく。なおここでは、AVENUEが活動を主に行って
いるベトナムについて主に見ていくこととする。 
 
１．べトナム・ラオスにおける NGO活動について 
 
ベトナム概観 
・ 30年戦争を続けてきた歴史を持っており、1975年にベトナム戦争終結 
・ ドイモイ政策（1980年代）により市場が開放され、政治的には共産党１党政権ではあるが
比較的 NGO活動で許容される活動の幅は広い。人権に関わるテーマを掲げない限り活動に
ほとんど支障はないという（活動開始当初は公安のチェックが入るとのこと）。 

・ 民族的にはキン族が多数を占めるが、中山間地域は少数民族が多く文化・言語の違いがあ

る。 
・ 伝統的な集落の内部では、昔からの伝統や習慣が続いており、それに基づき自治が行われ

ている。（「ベトナムの行政改革」 (財)自治体国際化協会 / 2002年） 
・ 幾つかの NGOによる村落部での住民参加型開発が成功している背景には、集落内部のこと
は集落が決めるという土壌があることも要因の一つとして考えられる。 

 
ラオス概観 
・ ベトナムと同じく共産党１党独裁政権であるが、ベトナムと比較すると政府の権力は強く、

NGO活動についてもある程度制限される。 
・ １）食料自給確保と、２）貧困緩和を国の目標として掲げていることが示すように、国と

して経済が未成熟であり、さまざまなインフラ（道路、上下水道）も未整備の状態が多い。

経済が未成熟で外国資本への対抗力が整っていないことも政府の力が強い一因と考えられ

る。 
・ ラオス民族は、高地ラオ族（Lao Sung、Hmong族）、中地ラオ族（Lao Thug）、低地ラオ族
（Lao Loan）で構成されている。低地ラオ族が約 60％を占めており、高地ラオ族は言葉、
文化が異なる種族。 

・ ベトナム戦争後に Lao族が Hmong族を迫害した歴史があり、現在もまだその遺恨が残って
いる。 

・ 米はほぼ自給できているが、タンパク質源は小魚、水生動物（カエル、ヤゴ、エビ、カニ、

タニシ）を主にとっている。豚や牛は資産として、経済的に行き詰まったときに売却する

等のものなので日常的には食べない。（牛１頭で 200ドルぐらいになる） 
 
NGO活動の留意点 
 上記のような状況にある中で NGO活動を展開していくには、どのような点に留意してお
くべきか、今回視察を行って気のついた点を簡単に整理しておきたい。 
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１）地域との接し方 
 ○ 地域での生活行動がどのようなプロセスを経て決定されているのか把握 

国の政策はトップダウンで降りるが、最末端ではそれらが厳守されているとは限らない。

（生活のためには国の法律でも守らない）どの段階で本当の実行が担保されているのか

理解し、その上でそのセクターと綿密なコミュニケーションをとるべきかを把握する 
 ○ NGOとの窓口となる政府側、地元側のカウンターパートとの密接な関係性を構築する 

特に海外 NGOの場合、政府側とのコミュニケーションは極めて重要になると考えられ
る。専任の職員がいればベストだが、専任でなくても活動の理念や内容を理解してくれ

る職員が活動には不可欠である 
２）組織の活動体制・スタンス 
 ○ NGOがいなくなった時の活動の永続性をどのように担保するか 

海外 NGOが活動する際、最も重要なことの一つは、その活動の永続性をどのように担
保していくか、ということである。NGOがいなくなると同時に活動も休止状態に陥る
という話はよくあることだろうが、今回視察した NGOの中でもそのようになりそうな
団体は幾つかあった。小規模で外国人のみの活動という体制が最も危機的状況にあるよ

うに感じた。 
 ○ 地元住民への継続的な教育活動 

そうならないためには、FPSCや JVC、少し性格は異なるが WWFや UNDPなどがそう
しているように、現地スタッフを雇用し、現地スタッフを通して地元住民を教育してい

くことが時間は要するが一番の早道だと感じた。 
 ○ 他分野専門家とのパートナーシップ 

今回の視察で途上国支援や自然環境保全という活動は実に様々な分野が入り組んでい

る世界なのだと気づいた。当然そこで活動している NGOは、１つの組織や人間で全て
の分野をカバーすることは不可能であるため、そのときに、専門家とのパートナーシッ

プをどれくらい構築できているかが大きな活動要因となると感じた。予算的な制限から

なのか、１つの組織や人間でカバーしようとしている活動には偏りを感じ、うまく専門

家を招き入れ、それを活かしている活動との差は歴然であった。今回の視察では JVCが
最もその点では優れているように思えた。 

 
２．自然環境保全と開発のバランス 
 
自然環境保全のためのシナリオ 
 地球的規模で見れば貴重な自然資源でもそれを凍結保護することは、それを活用して生業

としている地元住民にとって生活ができなくなることを意味している。その生活保障がない

ままに法整備が進められているため住民はそれを破らざるを得ず、以前と変わらず自然破壊

が進行している。 
 そのため、他の産業を新たに構築し、自然資源に干渉しないよう地元住民の生活を確保す

ることが前提として必要となっており、様々な対応策が NGOや JICA事業等によって講じ
られている。具体的には自然環境を活用した観光（エコツーリズム等）や林業（建材、家具、

パルプ）、畜産等の産業を、生活として成立するレベルに高め、かつ自然環境にとっても持

続可能な範囲での開発が目指されている。 
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図：自然環境の現状と保全のための理想的シナリオ 

 
 今回視察を行った団体の中で、実際に自然資源の保全・回復を目的に活動している団体とそ

の保護対象資源、そしてどのように地元住民の生活を保障しようとしているのかを簡単に下表

に整理した。しかし、計画の緻密さや視野のレベルはあるにしても、いずれのプロジェクトも

事業としてはスタートしておらず、現実として成功するかどうかは、もう少し時間をおいて見

ないと判断はできない状況にある。 
 

表：視察先団体における自然環境保全活動 
活動組織 保護対象資源 住民の生活保障手法 国籍 

MERC＋BIRD 

LIFE 

マングローブ林 国立公園内のバッファゾーンを開発し観光振興 ベトナム

VNPPA 国立公園内の自然環境 エコツーリズムとして観光振興 

国立公園内のバッファゾーンを開発し観光振興 

ベトナム

RENFODA 

(JICA) 

保護林（ダム水源林等） 林業と組み合わせた森林回復（成長の早い樹種に

よる収入） 

日本 

FPSC 自然保護区内の自然環境 エコツーリズムとして観光振興 スペイン

WWF ラタン IKEAと共同でラタン製品を WWFが認証し、商

品化に向けた苗木の栽培等 

複数 

 

負のシナリオ 
 前表にある FPSCのエコツーリズムのように、ある程度住民が主体となって進める事業の
場合は、ちゃんと工夫すれば住民への利益がある程度保証されるが、一般的な観光開発の場

合、（国立公園を開発する計画を持っている２つはその可能性がありそうに感じた）住民が

直接利益を享受することができるかは疑問が残る。 
 多くの観光地を見ても（ハロン湾周辺も含まれるが）開発の中心は国内外の大企業であり、

地元はその周囲で細々と生活するという光景が一般的である。自然破壊のスピードと量から

見れば、地元住民による切り崩しよりも大手企業による開発の方がはるかに脅威であり、警

戒すべきものと考える。 
 地元住民が開発利益を享受することができなければ収入源が絶たれることになるため、再

び自然環境を切り崩した生活に戻らざるを得なくなり、結局自然環境への負担が増すだけと

いう負のシナリオが成立してしまうことになる。 
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図：保全と開発のバランスを欠いた負のシナリオ 

 
 今回視察を行ったスアンスイ国立公園、バイトゥロン国立公園では、どちらもバッファゾ

ーンの観光開発を計画しているという。観光マスタープランはあるが、規制をするものでは

なく、観光事業のメニューづくりのようなものと想定され、無計画な開発が世界遺産登録抹

消の危機を引き起こしているハロン湾の実情が理解されていないことに憤りを覚える。 
 開発事業に対しては、日本のマンション抗争と同様で具体的に開発計画が出たときに何か

しらのルールがそこにないと基本的には手遅れなのである。具体的な開発計画が今ないから

といって安心するのは全くの誤りであり、ないからこそ先手を打ってそれらを守るルールを

作るべきである。観光という視点で見た場合、観光資源である自然環境を保全しなければそ

こに持続可能な開発の可能性はない。 
 
開発のコントロール 
 本来であれば政府が開発を制限し、持続可能な都市開発に向けたコントロールを行うべき

であるが、現在のベトナム政府にそのような意図は感じられず、むしろ政府が積極的に開発

を進めている側面がある。そのため、開発事業をコントロールし、地元住民が利益享受でき

るような仕組みづくりを NGOが先導していく必要が出ている。 
 スペインの NGOである FPSCは今後、旅行会社が参入しようとしたときには村と企業が
約束を交わし、様々な取決めを行うことを予定している。また、WWFも開発事業に対する
対応策を視野に入れているが、具体的な計画に移行していないため FPSCと同様にそれらの
効力は不明である。しかしこの２つの組織のように早い段階から開発事業を意識した計画づ

くりを進めることが必要であり、その重要性を地域に教育していくことが求められる。 
 
NGOの役割 
 海外 NGOが担うべき役割としては、経済最優先で突っ走りつつあるベトナムを適切な方
向に導くことであり、大きくみると２つの役割があると考えられる。 
 １つは、地元住民を経済的に自立させるための支援を行う役割であり、貧困緩和対策や産

業振興等の活動といえる。前述の「理想的シナリオ」における活動にあたる。ここで最も留

意しなければならない事の一つが、活動団体がいなくなった時の永続性をどのように担保し

ていくのかということである。今回視察を行ったラオスのある施設では製紙産業支援の

JICA事業が終了し省に運営が移譲されたのだが、その後施設は閉鎖状態にあった。省がそ
の気になれば運営できないことはない規模であるにもかかわらず運営を怠っている背景に

は、日本側の意図が省に伝わっていないままの運営移譲がそこにあると想定される。このよ

うな状況を避けるためには、地元への教育活動が不可欠である。住民、地元政府が活動の重

要性を認識することが大事であり、これには相当の時間を要するため、常に具体的な教育活
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動をセットで考えておくべきものである。 
 もう１つは地域振興後の開発事業をコントロールする仕組みづくりを支援する役割であ

り、地域開発のルール（マスタープラン）やガイドラインづくり等の活動である。今回の視

察では残念ながらここに関わる NGOへの視察を行うことはできなかったが、今後国の発展
と共に必ず必要になる活動であり、かつ私の職能にも関わる分野であるため、今後も注視し

ていきたい。 
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2-3. ラオスとベトナムにおける環境保全活動と住民組織との関係に関する考察 
 

インドネシア教育振興会  太田昌宏 
 
１．はじめに ～関心の所在～ 
 今回訪問したラオスとベトナムはともに豊かな自然や動植物に恵まれた国家である。しか

し、両国は 1986年に新経済政策を導入した。それ以来、世界市場への統合が進み、現在で
は地方の農村地域にも資本主義の波が押し寄せている。こうしたグローバリゼーションに伴

う貨幣経済の進行は、森林資源や水産資源の大量搾取へとつながり、自然環境を破壊し、従

来社会のあり方を変え、持続不可能な社会体制を構築し始めている。 
 特に環境保全活動は、活動の成果が具体的な利益として自覚されにくい活動であるのに加

え、地域住民や利害関係者全員が共同して取り組まねばならないという性質を有するために、

実施や継続が難しい。多くの国際環境条約に対して、開発による富を享受した先進国は賛同

し、多くの発展途上国は加盟を懸念する事実は、環境保全活動が経済的に貧しい者の関心を

集めにくいことを示す典型的な例であろう。 
 しかし、ラオスやベトナムで農耕、採集、狩猟により生活を営む地方の民にとって、自然

は生活を支える必須物であるとともに、彼らが生きる場所でもある。今回訪問したラオスの

ポンケオ村やベトナムのクアニン省の村落においても、住民は自然に基づいた自給的生活を

していた。住居も森林で取れる資材より建設されていた。こうした生活必需の自然資源が都

市部や外国の企業により搾取され破壊されれば、彼らの生活は崩壊してしまう。 
 私は、自然資源保護や環境保全の活動を率先する存在としての NGOの役割に着目し、研
修の個人テーマを住民組織と NGOの関わりと決め、研修に参加した。本レポートでは、訪
問した NGOの取り組みより、環境保全活動に求められる NGOのあり方を考察したい。 
 

２．住民組織と環境保全活動 
 一般に、NGOが対象地域にて活動を展開する際には、何らかの組織を形成する。こうし
た組織形成の目的は、対象となる人々のニーズ理解、現地活動の主導的率先、高効率化、支

援の平等化、活動の広域普及、反発の削減などであるが、私は、NGOプロジェクトの期間
終了後も活動を継続できる可能性を有する現地住民が主体となった住民組織に着目してい

る1。 
 環境保全活動は、先述したように関係者全体が一丸となって取り組まねばならない課題で

ある。しかし、地域には、環境悪化により直接生活を脅かされる人々（第一次産業従事者や

自然環境と共存する人々など）やあまり影響を受けない人々（都市部の労働者や第三次産業

従事者など）が混在する場合が多い。環境保全活動の意義については、多様な考え方が存在

するが、私は、多くの人々が｢人間中心主義｣2の考えに根本的には辿り着くのではないかと
察する。特に途上国において環境保全活動を展開する際には、ただ保全するのみでなく、活

動による住民への具体的な恩恵を生み出さねば、賛同が得られにくい。 
                                                  
1本レポートにおける住民組織は、「地域性を持った成員によって作り上げられ、かつ何らかの目的を有する

集団」とする( 佐藤 (2004 )  6頁)。ここでの住民が主体性を持つということは、住民が活動の最終決定権を

保持することと解釈したい。また、他の組織形態としては、政府官僚が中心となる組織や、NGOスタッフが

中心となる組織などが考えられる。 

2 環境保全問題における｢人間中心主義｣とは、人類の生活向上や人類が恩恵を受けるために、自然や生物多様

性を保全するという考えである。 
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 今回の研修にて訪問した住民の大半が天然資源依存型生活を営むラオスやベトナムの農

村地においては、環境の悪化により住民全員が直接的影響を受ける可能性が高い。従って、

住民が主体となった保全活動の形成は比較的容易であるように思われた。しかし、実際に訪

問地でのインタビューや NGO職員の方のお話を通して、住民の環境保全活動への意識に格
差があるとわかった。気温上昇や森林減少を訴え、保全活動の意義を認識している人々が存

在する一方、それほど大きな変化を感じていない人々も多い。また、ラオスでは、政府の意

向は、環境保全ではなく資本主義的開発の導入であり、その推進のために土地・森林移譲事

業や村落移転・村落合併事業3が行われていた。ベトナム政府とラオス政府の政策は共に環
境保全よりも経済発展を重視しており、このままでは、先進国が歩んだ失敗を繰り返すかの

ようだった。 
 以上より、活動がもたらす長期的利益が現地住民には理解されにくい環境保全活動を実施

し継続していくためには、住民を取りまとめ集団的合意を形成し、率先して活動を行う住民

組織が求められるのである。活動の効果と効率性が高まれば、開発に携わる人々により、環

境保全活動の意義を認められることもある。そのためにも、組織化の率先や、補助、介入を

行うとともに、開発経験者としての立場から将来的なビジョンを現地住民に伝える役割を持

つ海外の NGOが大きな意義を果たすのである。 
 では、複数の訪問施設における環境保全活動に着目し、活動内における住民組織の役割と

課題を探求してみたい。 
 
３．住民組織の現状 
 支援の際に必要な住民組織の理想的あり方を示した先行研究として、中本ら(2005)がある。
この研究を参考とし、理想的な住民組織の構成概念を、私は〔図 1〕と考えた。〔図１〕に
は細分化した多様な概念が存在するが、概して、理想的な住民組織の主要な特徴は、住民の

主体性参画、住民内（構成員間）ネットワーク、住民外ネットワーク（他組織、他機関、他

地域、政府）に集約できると思われる。以下、この３要素を中心に、今回訪問した団体の中

から、地域住民との接点が比較的明瞭に理解できた２団体の組織化を眺めてみたい。 
 

(1)アジア農村漁村ネットワーク (NARC )    〔ラオス・ポンケオ村〕  
 NARCは、JICA専門家である池ノ上氏が、JICAの AQIPプロジェクト(別頁｢各訪問先の
報告｣参照)終了後に設立した水産養殖技術や農業技術の指導を主に行う NGOである。NARC
のプロジェクトサイトであり今回訪問したポンケオ村では、農村水産養殖技術推進共同体

( VAPC )が設立されていた。構成員はラオス一般村落の役員である村長、副村長、長老、女
性同盟員、青年同盟員などであり、彼らと共同で計画・検討の下、特定農家に水産養殖技術

の指導を行い、最終的に、現地住民の手により他の住民への技術普及を達成することが

NARCの目標となっていた。また、NARCの担当スタッフは、村をよく知るポンケオ村出身
者であり、現地の人々の実情に即した活動展開が試みられていた4。  
   NARCが支援のため形成した VAPCは、従来組織と類似性が高い。この組織形成は、社
会主義国であり、階級や慣習に厳重なラオスの社会的特質を考慮してのことと思われるが、

                                                  
3 東(2006)は、これらの事業の目的は、自然環境保全のみならず、森林利用制限や土地区分・土地境界を明確

化することにより外資の導入を容易化するといった資本主義社会にとって好ましい開発促進環境の構築にあ

ると指摘している。 

4 加えて、NARCは調査活動や教育普及活動を現地小学生や大学生と協同して行う「SUREプロジェクト」も展

開している。 
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住民間の経済的格差が大きくないのに加え、青年同盟や女性同盟といった一般村民レベルの

構成員も参画できている点は、活動の平等性、住民参画度合いが高い組織としてみることが

できよう。また、住民間の連絡やネットワークは、既存組織の情報発信体制を利用している

ため、確立されていると思われる。住民外のネットワークとしては、訪問時の歓迎会に、政

府担当職員が数名見られたことから、政府とはつながりがあるようだ。ただ、NARCの常駐
職員は一人であり、モニタリングとして池ノ上氏らが訪問することはあまりない。従って、

他組織や他団体とのネットワークはやや脆弱であるように思われた。  
 
(2) Social Promotion of the Culture Foundation  ( FPSC )  〔 ベトナム・ホアビン省 〕 

  FPSCは、スペイン政府のODA資金にて活動を行うスペイン系NGOである。2007年より、
ホアビン省の人々の持続可能な生活実現を目標とし、その手段としてのエコツーリズム推進

を見据えた活動を行ってきた。 
  FPSCは、プロジェクト運営に際し始めに、現地住民の中より、FPSC側の対象地域理解の
補助、支援活動実施の効率化、現地住民とのネットワーク形成を目的としてコミューンファ

シリテーターを選抜採用した。加えて、現地住民に頻繁にインタビューを行い、プロジェク

トデザインも現地住民と共同して行った。対象地域の権力者とフォーラムを開催し対象地域

の合意を得るとともに、政府機関である森林保護局とも密接な関係を構築した。 
 こうした FPSCの活動理念は、現地住民からのボトムアップの重視であり、政府職員から
一般住民までの全ステイクホルダーの意向を取り入れようと試みている。さらに、ホアビン

省で活動する他の NGOとの「ホアビンネットワーク」形成を計画しており、団体間の相互
理解や情報交換、協同の推進を目指している。  
 NARCとは異なり、FPSCは住民組織の形成は行っていない。しかし、現地住民との対話
の場を意欲的に設けることで、現地住民が参画したプロジェクト形成を達成している。また、

活動開始以降、現在までは、エコツーリズム実施のための地域発展を目指しており、教育や

情報普及活動を通してコミュニティエンパワメントを実践している。正式な住民組織化がな

されずとも、多様な住民間の協調体制のもと支援が行われているため、広義の組織としてみ

なすことができるだろう。 
 
４．求められる環境保全体制と住民組織の関わり 
 以上、２団体の活動にて共通してみられる要素を挙げたい。 
 
     既存の権力構造の利用 、  現地住民職員の採用 、  現地住民との協同 
  
 既存の権力関係の使用には、以前より権力を持たない人々が活動から阻害されるという懸

念がある。しかし、運営の円滑化と反発の削減には効果的である。次に今回訪問した他団体

でも見られた現地職員の採用は、NGOによる支援の一般的な手法として理解できる。そし
て、共に現地住民との交流の機会を頻繁に設け、現地住民の意向を汲み取りプロジェクト運

営に参画させる試みが存在していた。 
 近年の異常気象や大規模な自然災害は、これまで以上に地球環境の変化を私たちに実感さ

せている。ベトナムとラオスの農村において、その影響を最も深刻に受けるのは、零細農民、

零細漁民である。住民組織は、環境問題に最も影響を受けうる社会の最下層の人々の意見を

反映させるために効果的な手段であるとともに、地域住民に自らの問題を主体的に考えさせ、

より良い生活への変革開始を助長するという役割を担っている。今後はいかに構成員間の平

等性を高めるとともに、NARCの水産養殖普及のような住民に恩恵をもたらす活動を企画で
きるかが課題となるであろう。そして、環境保全に関する知識や技術に加え、NGO活動の
ノウハウや手法をより広域に情報発信していくことが、中央政府・地方政府・企業・NGO・
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住民を含めた新たなネットワークの形成に結びつき、環境保全への総合的なアプローチを可

能にすると思われる。私も少なからず NGO活動に携わる者として、今回の研修で得た知識
を普及発信していく担い手になることで、このグローバルなレベルの環境保全活動に参画し

ていきたい。 
 

図１ 住民組織の理想的構成概念 
中本ら(2005)を参考に筆者作成 

領域 大カテゴリー 小カテゴリー 

個人 住民の認識と行動の変容 地域での生活の自己決定、自己管理 

組織化と組織としての成長 生活経験に基づく組織形成、組織の民主性（対等性）・機能性、

活動への自信、活動による生活の向上 

共通の課題の気づきと地域への

働きかけ 

地域課題解決志向、共通課題の認知、活動の企画・運営、生

活実態に沿った支援、地域交流や助け合いの促進、情報収集

と情報発信 

組織と地域の交流 組織の地域との交流 

パートナーシップの形成 

 

組織と行政、組織と専門家、組織と他の住民組織等のパート

ナーシップ 

組織 

安定した組織運営 活動資金・施設の充足、適切な外部支援の存在 

安心して暮らせる地域文化 地域での生活への安心感、地域への愛着、必要なサービスの

供給 

相互作用による成長と相互扶助

の醸成 

人々間のつながり、相互助け合い、他の住民との対話、地域

課題等の学習、交流による活性化 

人々の地域活動への参加 地域行事や問題解決への住民参加 

住民のリーダーシップ 自主的問題解決力の育成、現地住民指導者 

地域の支援ネットワークの形成 多様な機関、組織、人々の支援ネットワークの形成、組織の

活動の認知・広報活動 

地域の支援システムの向上 地域全体の助け合いのシステム形成 

地域の社会資源の改善 利用しやすいサービス、交流や問題解決の場が整っている 

地域 

行動と専門家の変容 行政と人々の協同、専門家の協力的態度 

                                           
＜参考文献＞ 
東 智美 編 『フォーラム Mekong Vol. 8 No.1 2006 』 メコンウォッチ  2006年 
佐藤 寛 編 『援助と住民組織化』アジア経済研究所   2004年 
中本貴美子、岡本玲子、塩見美紗 「住民からみたコミュニティ・エンパワメントの構成概念｣ (『神
戸大学保健紀要第 21巻』 2005年 ) 
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2-4. 「PCM手法や PDMと活動との Linkage」という観点からの活動視察 
 

秋田県地球温暖化防止活動推進センター（ACCCA） 
特定非営利活動法人 環境あきた県民フォーラム 

菊地格夫 
 
 2007年 9月まで独立行政法人 国際協力機構「JICA」（JICA秋田デスク）で働いていたこと
もあって、JICA国内機関ではかなりの在外事務所のプロジェクト案件の PDM（Project Design 
Matrix）を目にした。また、PCM（Project Cycle Management）手法についての勉強を頻繁に行
い、実際に仮想プロジェクトでの案件形成を何度も行った。この PDMと PCMという言葉は耳
慣れないかもしれないが、国際協力を ODAで行う公的な国際機関では、これが活動を行うた
めの目安となっていることが多い。PDMとはプロジェクト（事業）をデザインするマトリック
ス（図表）であり、その中には事業を順調に終えたときに到達する目標（プロジェクト目標）

が明確に記され、ロジックが整理され、論理的に事業そのものを大きく捉えることができる。

また、PCM手法とはその PDMを作り出すために、プロジェクトの当事者や ODAを投入する
側や相手国政府機関など、広く均等に選び出した人たちでワークショップを繰り返し行う手法

である。 
 今回の研修で一番興味を持って見てきたかったのは、実際に PDMが機能しているのか、と
いう疑問を、現場と机上の論理展開ではどれだけの差があり、どんな阻害要因があり、どんな

正や負のインパクトがあるのだろうか、という部分だった。開発途上国という国は、たくさん

のファクターがちょっとしたことでコロコロと変化する、言うなれば次に何が起こるか蓋を開

けなければわからないとい世界だ。これは自分が途上国で仕事をしたことがある経験からも、

現場にいる人間にしか分からないところだ。しかし、それを精査するのはきちんと論理展開さ

れた紙切れ（PDM）一枚なのである。現場で柔軟な対応ができる「できる」人間ほど、PDMを
扱き下ろすような気がする。しかし、プロジェクトというものは資金があって成り立つもので

あり、その資金を使うからには説明責任という、果たさなければならない義務が存在する。ODA
が資金源の公的機関であれば国民に、寄付が資金源の NGOであれば寄付をしてくれた人や会
員に、「論理」立てて説明する必要があるだろう。柔軟な対応を迫られる現場と、資金源には論

理的に説明をしなければならないこの相反する現状が国際協力の現場には多く存在する。その

現状を、現場よりでもなく、PDMを中心に現状を把握するでもないニュートラルな視点でたく
さんの活動を見てきたかったのである。 
 偶然にも今回の研修では、公的機関の視察はそのほとんどが JICAのプロジェクトサイトで
あった。つい JICAよりの視線になりがちな自分をニュートラルな視点にいつも戻してくれた
のは、一緒にいった素晴らしい仲間たちだったと思う。若い学生のこれからの未来ある視点や

疑問、そして年配の先達の経験からや利益を生む「民間企業」としての視点は、いつも新しい

多角的な視点をくれた。そして同年代の街づくりを基調とした目線は、もうひとつの世界を生

み出した。ラオスでの NADCの AQIPプロジェクト http://gwweb.jica.go.jp/km/km_frame.nsfはフ
ェーズⅠを地方展開させるフェーズⅡが行われており、PDMに準じたプロジェクトだと感じた。
次に行った IV-Japanラオス事務所では、JICAに提出したばかりという PDMをいただいたが（以
下に添付）これからどう変わっていくのかが楽しみな初々しい PDMだった。 
 そしてベトナムでは、RENFODAというプロジェクトサイト
http://gwweb.jica.go.jp/km/km_frame.nsf を見ることができた。北部荒廃流域天然林回復計画プ
ロジェクトというものだったが、プロジェクト目標が「林業公社、流域管理委員会、農業・ 
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IV-Japan の職業訓練プロジェクト PDM 

 
 林業普及関連部局が活用することができる、天然林回復の適正かつ経済的な技術体系が整備

される。」とあるが、天然林という概念が定まらぬまま、また早生樹種の郷土樹種への影響をは

っきりさせぬままプロジェクトが進行している感を強く受けた。また現場とのズレを感じたの

は、成果のひとつである「其々の成果の教訓を引き出せるモニタリングシステムが構築」とい

う部分ができていないと感じた。ベトナムでとても興味深かったのは、他国の ODAで行われ
ているプロジェクトサイトであるFPSCの活動を見られたことだ。彼らもPDMを使用しており、
国は違っても公的な国際機関の指標は同じであることを感じた。もうひとつ、UNDPの事務所
を訪問できたことだ。もちろん PDMを使い単位はゼロが 2つ 3つ大きい規模での予算で動い
ている彼らからは、1時間という制約のある時間内では具体的な細かい現場レベルでの話は聞
くことができなかったが、誇りと国連というオーナーシップを強く感じた。そして最後に訪問

した JVCでも同じようにしっかりとした PDMをいただいた（以下に添付）。 
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 こちらはかなりロジックのしっかりとした PDMで、説明の受けた内容とほぼ一致しており、
現場レベルでの苦労が良く分かるプロジェクトであった。 
 今回の研修を通して感じたのは、先に活動があり PDMができたパターン（NGOに多い）と、
現場になんらかのニーズがあり PDMが作成され活動を行っているパターン（JICA等政府機関
に多い）とに分けられているということだ。どちらがいいとは言えない、というかそもそも比

べるものではないと思う。ただ、現場にニーズがあり PDMが作られた NGOの場合、NGOの
都合の良い投入が行われており、そこに現場のニーズがあったのかは疑問だ。しかし、PDMと
活動に大きな差が生じてこない傾向にある。その一方、先に現場のニーズがあり PDMが作ら
れた JICA等政府機関の場合、PDMを作った人の出来によるところが強い気がした。事業が効
率よくまわっている、いわゆる「良い」案件は、PDMを作成した時点で無理がない。しかし、
事業が効率よくまわっていない、いわゆる「ダメ」な案件は、PDMに無理があるのを現場で調
整しきれていないような気がする（そもそも現場では調整なんてできないのではないだろうか、

とも感じる）。また、PDMや PCM手法といった観点から視察した今回の研修では、「環境」と
いう不確定な要素や外部条件が多いプロジェクトとして、単純なロジックでは成立しないもの

が多かったのではないかと感じる。しかし、現在自分で環境系 NGOを立ち上げようとしてい
るため、研修のすべては今後の自分の活動に非常に役に立つものだったと感じる。たくさんの

バリエーションに富んだラオス・ベトナム両国での国際協力活動は、非常に役に立つことが多

い学びの場であった。引率の方や研修前後に調整していただいたたくさんの方々に感謝し、今

後自分の活動に大いに役立てていきたい。 
 

 70



2-5. ベトナムとラオスにおけるエコツーリズムの可能性 
 

コンサベーション・インターナショナル  的場知之 
 
 近年、地球環境保全や地域活性化の文脈でエコツーリズムがキーワードとされることが多い。

その定義は様々であるが、国際エコツーリズム協会は「環境を保全し地域住民の福祉を改善す

る、自然豊かな地域への責任ある旅行」としている。同協会によれば、エコツーリズム産業の

成長率は年 20-34%であり、これは観光業全体の成長率の 3倍にもなるという。エコツーリズム
はそれが理想的な形で行われたならば環境保全と経済的利益を両立する持続可能な産業である。

しかし現状では、単語が一人歩きして知名度を上げる一方、エコツーリズムと銘打っていなが

ら社会・環境面で問題のあるケースも見受けられる。このレポートでは研修先であったベトナ

ムとラオスにおけるエコツーリズムの現状を研修での訪問団体の事例を交えて概観し、その将

来の展望について考察したい。 
 
1. ベトナム 
 昨年ベトナムへの観光客数は 400万人を超え、前年比で 16%の増加を見せた。Hong, Dao & 
Thoa(2002)によれば海外旅行者の 30%、国内旅行者の 50%が「エコツーリスト」であり、彼
らの旅行形態が本当にエコツーリズムの定義に合致するかはともかく、その市場規模はかな

り大きなものとなる可能性を持っている。しかし Hongら(2002)は観光ガイドなどの人材育
成の遅れ、管理体制や規制の欠如、地域住民や少数民族への利益還元の欠如といった問題点

を指摘し、現在ベトナムで行われているのは自然趣向の観光の一形態でしかないと批判して

いる。 
 
事例 1. FPSC(Ngoc Son Ngo Luong自然保護区) 
 スペインの NGOである FPSCは、ホアビ
ン省 Ngoc Son Ngo Luong自然保護区内に居
住するムォン族コミュニティの持続可能な

発展をエコツーリズムによって促進するた

めの活動を行っていた。FPSCはインタビュ
ーや共同のプロジェクトデザイン、また実地

での活動を補助するファシリテーターの採

用を通して住民参加を図っていた。同時に省

の森林保護局とも良好な関係を保ち、他の

NGOからの技術支援を受けつつ、共同で保
護区の管理計画を作成していた。保護区はハ

ロン湾やタムコックなどの観光名所と同じ石灰岩質地域であり、観光資源となりうる鍾乳洞

や滝があるという。また絶滅危惧種のサルが生息するが、この生息状況についても住民から

の聞き取りを行っていた。観光客の受け入れはまだ始まっておらず、宿泊施設などの状況に

ついては不明だった。 
 
 
事例 2. VNPPA(バイトゥロン国立公園)
 バイトゥロン国立公園は世界遺産のハロン湾に隣接する多島海で、マングローブ林や珊瑚

礁といった多様な環境が豊かな生物多様性をはぐくんでいる。ベトナム国内の NGOである
VNPPAは、同国立公園におけるエコツーリズム実施のための環境整備を行っていた。公園
内の住民の社会・経済状況や生態系、観光資源に関する調査を行うとともに、住民や旅行業
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者とのワークショップや研修を開催し意識

向上を図っていた。対象コミュニティである

コアゾーン内のミンチャオ村では住民によ

る小規模な宿泊施設の運営が始まっていた。

一方、公園内と周辺にはリゾートホテルやプ

チホテルが開業しており、遊覧船も 30隻ほ
ど航行しているとのことであった。政府はバ

ッファゾーン内の観光開発を容認する姿勢

であるとのことで、今後の大規模ホテル開発

の進出などが懸念される。 
 
2. ラオス 
 ラオスへの観光客数はまだ 100万人に満たないものの 91年から 2004年までに 20倍に増
えており、観光業はベトナム以上に急速な成長をとげている。アジア開発銀行のメコン観光

開発計画をうけ、ラオス政府は 1999年と 2000年をラオス観光年としてプロジェクトの誘致
を行った。99年に始まったUNESCOとニュージーランド政府の援助によるナムハ保護区に
おけるエコツーリズムプロジェクトは高く評価され、これを契機にラオス政府観光局はエコ

ツーリズムを観光の主軸とする方針としたようである。オランダの開発援助機関から援助を

うけて作成された 2005年から 2010年の国家エコツーリズム戦略行動計画はインターネット
で公開されており、内容はラオスにおけるエコツーリズムの定義（「負の影響を最小限にと

どめ、自然・文化資源の保全、農村の社会・経済的発展、訪問地域への旅行者の理解をめざ

す、農村や保護区域への観光活動」）や５つのプロジェクト目標、中央政府と地方における

ステークホルダーなどとなっている。また、観光局が運営するウェブサイト

(http://www.ecotourismlaos.com/)はラオスのエコツーリズムのポータルサイトとして豊富な
情報を提供している。さらに興味深い取り組みとして、エコロッジを経営する民間企業によ

る保護区の運営も行われている(http://www.gibbonx.org/)。 
 両国の状況を比較すると、自然を観光資源としているもののエコツーリズムの概念が浸透

していないベトナムと、外部からの援助によってエコツーリズム主体の観光開発が始まる気

配のあるラオスという印象を受ける。マスツーリズムが無秩序に発展しているベトナムでは、

既存の業態の環境負荷を軽減させなければエコツーリズムが競争力を持つことは難しいか

もしれない。一方のラオスでは政府の姿勢に積極性が見え、エコツーリズムの発展に期待が

持てそうである（もちろん矛盾した政策も行われてはいるが）。希少な動植物や少数民族文

化を共有する両国が互いに学びあい、ADBのメコン観光開発計画や国際 NGOの活動を通じ
て真のエコツーリズムが定着することが期待される。 

 
参考 
Hong PN, Dao QTQ, and Thoa LK. 2002. Ecotourism in Vietnam: Potential and Reality. In: Kyoto Review of 
Southeast Asia (Issue 2). 
Lao National Tourism Administration. National Ecotourism Strategy and Action Plan 2005-2010 Summary.  
The International Ecotourism Society http://www.ecotourism.org/ 
Ecotourism Laos http://www.ecotourismlaos.com/ 
The Gibbon Experience, Bokeo Nature Reserve http://www.gibbonx.org/ 
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2-6. 有機物の有効循環 
 

特定非営利活動法人 地球の緑を育てる会  門奈逸代 
 
有機物の循環から期待すること 
 今回のセミナーには、生ゴミや糞尿の利用、植林に興味があって参加した。「発展途上と

呼ばれる国々の発展は、日本を含む先進国と同じ道を歩み、大量生産と大量消費の経済シス

テムとなり、公害に悩まされ、核家族化が進むのだろうか？それとも、地産地消の集落共同

体の経済システムを維持し続けたら、少しは異なる発展が可能なのだろうか？」そんな問い

かけに、今回のセミナーで訪問した NARCが既に正面から取り組んでいた。 
 
循環の技術 ～混ぜて上と下から攻める～ 
 私が今までに学んだ循環の技術二つを基に、有機物の有効循環を進め農産物の増収や衛生

状況を改善して集落の生活向上ができないかと考えてみた。二つの技術の共通点は「混ぜる」

と｢再生｣である。 
・ 通性嫌気性菌類（EM等の微生物）による発酵技術 
・ 数種類の菌類を混合培養して、有機物を発酵させ人間にとって利用できる形に再生して

いる。 
・ 国際生態学会会長宮脇昭博士の提唱する「潜在植生（郷土種）による森つくり」 

100年かかるとされた熱帯雨林の再生を 20年で可能にした。 
 一方で、二つの技術は、生態系のピラミッドから見ると「上」と｢下｣の関係にある。ヘド

ロが堆積して悪臭のする川に魚を放流しても生態系は回復しないが、ヘドロの分解を促進す

る微生物を放流すると、プランクトンも発生し魚も住めるようになる。植物も同じである。

土に有機物があり、微生物相が豊かでないと良く育たない。効率よく環境復元するためには、

生態系の｢上｣と｢下｣の両方から攻めることが重要である。 
 
複合農場で生ゴミや糞尿を利用しては？ 
 ラオスの NARC複合養殖農場の取り組みを参考に、有機物の循環を考察してみた。複合
農場という概念は、オーストラリアのパーマカルチャーに集約されている。菜園、田畑、水

産養殖池、家畜、果樹などを人家の周囲に配置し、化学肥料や農薬を使わずに自給自足でき

る収量を確保する知恵に溢れた方法である。 
 NARCでも色々育てているが、赤土の痩せた土壌で、餌と肥料が不足している。生ゴミを
利用してはどうであろう。そのまま使うのではなく発酵させると効果が増大する。特に、近

隣の都市の生ゴミを活用すれば、ゴミ処理にもなり 1石 2鳥である。通性嫌気性菌を利用し
て「生ゴミのヌカ漬け」を作り、土に戻せば肥料となり、乾燥させれば餌となる。土に施用

すれば、団粒構造が促進され、水はけがよく保水性もよくなり、微生物相が豊かで作物の収

量も多くなる。発酵飼料として家畜に与えれば、糞尿のアンモニア臭は軽減されハエの発生

は抑制され、糞尿の肥料効果が大きくなる。魚に与えれば、養殖池の余分な餌は分解され池

の底に堆積して腐敗することはない。魚、ブタ、鶏、牛などが健康になり歩留まりが低くな

る。 
 昔、日本では人糞は肥料として広く利用されていたが、ラオスやベトナムでは利用されて

いないようである。これはもったいない！人間 1500人（NARCが支援するポンケオ村の人
口）と家畜の糞尿の排出量を合計すると 1日約 500kgと 2㌧になる。有機物は畑 10アール
（1反）当たりに年間 1㌧必要とされるそうである。500kgの糞便が発酵して 1／3に減少し
ても、1週間で 10アール分の肥料が得られる。 
 

 73



 糞尿／日／＠ 1500人／日 
人間 300gと 1.4L 450kgと 2㌧ 
ブタ 合わせて 5.5kg － 
牛 合わせて 27.0kg － 
鶏 合わせて 0.13kg － 

出典：NEDO北海道支部の資料、10アール＝1反＝20mｘ50m 
（注：肥料成分や土地の状態により施用される肥料量は異なる。） 

 
 ラオスやベトナムでは、水洗式のトイレで臭気を覆い流すためトイレ特有のアンモニア臭

は殆どないが、流れた先は 2－3ｍの土管が埋められているだけで、土管の先から土に沁み
込ませる方式である。ブタ小屋は糞尿を貯留するようになっていないし、鶏や牛は放し飼い

が多い。如何にして糞尿を集めて発酵させるかが課題である。 
 生活排水は日本では、200L／日／人と想定されているが、ラオスでは飲料水は基本的にボ
トル水、または、地表水を利用した集落単位の簡易水道である。ポンケオ村の簡易水道の貯

留槽は約 20㌧であるから、排水量も少ないが、少ない排水量でも集落単位で集めて尿と一
緒に浄化すれば、養殖池の水の補充や菜園の水遣りに充分利用可能である。 
 

汽水域の酸化土壌の復元 
 ベトナムでは、南部マングローブの 40％に枯葉剤が散布され、戦後の森林保全対策の不
備もあり 1943～95年の間に森林の 46％が喪失した。汽水域のマングローブの植林は、今で
は小中学校の環境教育の一環として推進され順調に進んでいる。しかし、エビ養殖後やベト

ナム戦争で枯葉剤を撒かれて放置された土地は、酸化(pH5.6～4.6と MERCの Phan Nguyen 
Hong博士は言うが、JICAの人によると 3.0を下回ることもあるという)が進み、木は育たな
い。酸化の原因は、沖積層の土壌に多く含まれる硫黄分(S)だそうである。乾季の強い日差
しと高温の下、土の表面を覆う草も無いので土壌中の水分が蒸発し、塩分や硫黄分が地表に

上昇して黄鉄鉱(FeS2)や硫酸(SO42-)の生成が促進されるのである。土壌回復方法として、「エ
ビ養殖池の囲いを壊して海水を入れては？」と聞いたところ、「良い方法だ」と言われたが、

実践されるだろうか。沖縄の赤土流出防止対策として焼酎の絞り粕を散布し、剪定残滓を発

酵させた緑化材で被覆し草の育成を復元する方法がある。これを試してみたい。 
 

水源の森の復元 
 内陸では、商品としての松脂を取るためのマツ、紙パルプ用のユーカリ、木材用のアカシ

アの植林が主体で、苗木を政府機関が販売している。燃料用の木材は 1987年に自給できる
ようになったそうである。しかし、水源の森を作るための植林は、少し遅れている印象を受

けた。ホアビン省で行われている JICAの RENFODAプロジェクトで水源の森つくりに植え
ている樹種は 10種に満たず、㎡当たり 1本に満たない場合が多い。私共の NPOでは、30
～50種類の高木、中高木、低木を混ぜて㎡あたり 3－4本植える。少ない樹種をまばらに植
えてほんとに森の再生が出来るのだろうかと疑問が残った。 
しかし、荒地でも良く育つといわれるアカシアやユーカリと郷土種を一緒に植えたり、アカ

シアやユーカリを植えて土地を少し豊かにした後に郷土種を植えたりという試みもしてい

るので、郷土樹種の回復という方向へは着実に向かっていると思う。 
 一方、ラオスの焼畑では焼け残った株から新芽が出て樹勢を取り戻すことが前提とされて

おり、植林はしないようである。充分に樹勢を取り戻し周囲の植生も回復してから焼畑を行

えば効果はあるが、そうでないと土地は荒れるばかりである。短期間に焼畑を繰り返さなけ

ればならない状況を作った国の政策や社会システムが、ラオスの森林破壊の原因になってい
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ると言われる。メコン･ウォッチの活動のように、社会システムの改善に直接取り組むこと

が、森林回復の早道かも知れない。もう一つの方法として WWFのラタンプロジェクトがあ
る。家具材料と食材として商品価値の高いラタンの供給と森林保護を両立させようという試

みである。ラタンの採取から家具製造販売まで国境を越えて関係者と連携する仕組みを作っ

ている。ラタンに限らず他の農林産物でも応用できるシステムとして期待したい。 
 焼畑で燃やされて灰になった無機物質は土に供給されるが有機物の供給は少ない。家畜の

糞尿から供給する方法が、水田でよく見られる。農薬や化学肥料を使わない田は、昆虫や魚

やカエルなどが良く育ち、農民の貴重な蛋白質の供給源となっている。そのような循環を守

っていくためには、郷土種の樹木を守っていくことが必要であると思われるが、積極的に郷

土種の保存や植林に努めているのかは、今回のセミナーからは判断できなかった。窒素分を

供給するためレンゲを育てて鋤き込む方法が昔の日本では行われていたが、ラオスやベトナ

ムでは、レンゲに相当する在来種のマメ科の草があるのだろうか？試して見たいものである。 
 

有機物循環のデザイン 
 以上、点としての循環を考えてきたが、実際に人が暮らしている集落全体の有機物の循環

を考えると気が遠くなる。言葉も分からず、習慣も違うところに日本の方法をそのまま持ち

込んでも役に立たないと思う。現場に即したデザインをするためには、現場の状況をよく分

析して、グループで個々人の知恵と技を出し合うことが必要であろう。 
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