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4-1  自然との共生した社会生活の再確認        石塚 勝己 

 
 
①                     ② 

ベトナム・ラオス実践手法スタディコース

私のテーマ

『 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 )

循環共生社会システム研究所

石塚 勝己

 

＜ 2008年＞ →→ ＜ 22年経過＞ →→ ＜ 2030年＞

自然共生生活型

先端技術活用型

・自給自足

・地産地消

・手づくり→喜び

・適量生産

・風力発電

・太陽光発電

・バイオマス

エネルギー

物の豊かな生活

競争社会

心の豊かな生活

仲のよい社会

＜すべてバランス＞

CO2  50%削減達成

日本

1960年代
昭和35年 頃の

生活様式

  
 
 
 ③                     ④ 

ラオス ポンケオ村
 

農村の子どもたち

 
 
 
⑤                     ⑥ 

ぶた小屋＆高床倉庫

 

共同養殖池
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⑦                     ⑧ 

新しいトイレ

 

貯水タンク

 
 
 
⑨                     ⑩ 

飼育

希少種にわとり

七面鳥

 

水田

 
 
 
⑪                     ⑫ 

休憩用の小屋

 
ベトナム ミンチャオ村
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⑬                     ⑭ 

バイクタクシー

 

海岸と船

 
 
 
⑮                     ⑯ 

村の雑踏

 

村の自然センター

 
 
 
⑰                     ⑱ 

人民委員会会館

 

エコツーリズムの宿
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⑲                     ⑳ 

海岸への山路

 

美しい海岸

 
 
 
○21  

 

ご清聴ありがとうございました
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4-2  自然環境保全と開発のバランスについて          大木 一 

 
 
①                     ② 

海外派遣研修レポート

NGO AVENUE
大木 一

 

１：ベトナム・ラオスにおけるNGO活動について

○海外で活動するときの留意点の整理

→他のNGOへの情報提供

→情報の蓄積

２：自然環境保全と開発のバランスについて

○自然環境保全のシナリオ

○保全と開発に関わるNGOの役割

発表の構成

 
 
 
 ③                     ④ 

１：ベトナム・ラオスにおけるNGO活動について

ベトナム概観

・ドイモイ政策（1980年代）により市場が開放

・共産党１党政権ではあるが、市場が開放されてい
る影響もありNGO活動で許容される活動の幅は広い

・国の政策はトップダウンであるが、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

→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考え
られる

・キン族（平地民族）が多数を占めるが、中山間地
域は少数民族が多く、言語・文化が異なる

 

１：ベトナム・ラオスにおけるNGO活動について

ラオス概観

・ベトナムと同じく共産党１党政権ではあるが、ベ
トナムと比較すると政府の権力が強く、NGO活動に
ついてもある程度制限される

・「食料自給確保」と「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、経済が未成熟で外
国資本への対抗力が整っていない

→政府の力が依然として強い

・高地・中地・低地ラオ族に別れ、高地ラオ族は迫
害された歴史を持つ（現在もその影響がある）

 
 
 
⑤                     ⑥ 

１：ベトナム・ラオスにおけるNGO活動について

NGO活動の留意点
１）地域との接し方（地域への入り方）

○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

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担保する

○地元住民への継続的な教育活動

○他分野専門家とのパートナーシップ

 

１：ベトナム・ラオスにおけるNGO活動について

事例：地域との入り方・接し方

ＪＶＣ（日本ボランティアセンター）の活動

・集落の代表組織である「村作り委員会」へのアプローチ

・村人に自分たちで考えてトライし続ける意識を植え付ける

・日本ではなく、フィリピン等の隣国の事例を視察し、インド等から講師
を招く

・ベトナム人スタッフとベトナム語でコミュニケーション

実施方法：行政村から集落へ

プロジェクト

管理委員会 農民

村作り

委員会

JVC
（資料出典：JVCプレゼン資料）
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⑦                     ⑧ 

２：自然環境保全と開発のバランス

自然環境の現状

地球的規模で見れば貴重な自然環境も地域住民にとっては
生業の場

しかし、地域住民の生活保障がないままの保全のための法
整備が進められている

→住民は生活のために法を

破らざるを得ない状況

→自然環境への深刻な被害

 

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「理想的」シナリオ

・地域住民が自然環境に干渉しないよう、新たな産業を構築し

地域住民の生活構造の転換を図る

→NGOやJICA等による様々な支援

・自然環境を活用した観光や農林業等

→住民は持続可能な範囲内での開発を

続ける

 
 
 
⑨                     ⑩ 

２：自然環境保全と開発のバランス

視察先団体における自然環境保全活動例

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

※いずれのプロジェクトも

事業としてはスタートしていないかスタート直後であるため

現実として成功するかどうかはもう少し時間が必要

 

２：自然環境保全と開発のバランス

負のシナリオ
観光産業の場合、国内外の大企業が進出すると地域住民が利益を享受
できるかは疑問

保全と開発のバランスや地域との関係性に配慮しない大規模・過剰開
発が増加すれば自然環境を破壊し、地元住民の生活の場も奪うことに
なる

→地域住民は開発利益を享受できなければ

結局自然環境を切り崩した生活に逆戻り

 
 
 
⑪                     ⑫ 

２：自然環境保全と開発のバランス

国立公園の開発計画
今回視察を行った２つの国立公園では、今後バッファゾーン
において観光振興を進めていく予定

無計画な開発計画でユネスコから警告を受けている世界遺産
ハロン湾の経験を活かしていない？？

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

 

２：自然環境保全と開発のバランス

開発のコントロール
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

具体的な開発計画がないからといって安心しているのは誤り

→何もない時から先手を打って自然環境を守るルールを作っ
ておくべき

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
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⑬                     ⑭ 

２：自然環境保全と開発のバランス

事例：地域に根ざしたエコツーリズム

FPSC（スペイン）の活動
・明確なコンセプトに基づいた活動

・CBET（Community Based Ecotourism）というコンセプトに
基づいたエコツーリズムシステム

・カウンターパートとの良好な関係性

（＝カウンターパートの高い理解度）

・長期にわたり慎重な訓練工程を構築

・エコツーリズムに関わる各集落からコミュニティファシリ
テーターを雇用し、村民が村民を教育

・FPSC自体は全体のルート設定等の裏方に徹する

・民間旅行会社との対処方法も想定

（集落と会社が契約を結ぶ）

 

２：自然環境保全と開発のバランス

NGOの役割
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

１．地域住民を経済的に自立させるための支援

・活動の永続性

・地域住民、地域行政への持続的な教育活動

・高いレベルでの専門性

NGOによる支援

 

 
 
⑮ 

２：自然環境保全と開発のバランス

２．地域振興後の開発事業をコントロールする

仕組みづくりの支援

・地域開発のルール・ガイドラインづくり

・経済的（事業採算的）に成立し得る開発モデル

・高いレベルでの専門性

NGOによる支援

NGOの役割
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

 

 
 

 92



4-3  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    太田 昌宏 

 
 
①                     ② 

インドネシア教育振興会

太田昌宏

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

 

１．はじめに～関心の所在～

ベトナム・ラオス
豊かな自然

1987～
市場経済導入

市場経済・貨幣経済の浸透・外国資本の参入

森林資源・水産資源の大量搾取・環境破壊

従来社会の変化・持続不可能な社会

 
 
 
 ③                     ④ 

ラオス・ベトナムの人々

自給自足的・自然に基づいた生活

環境破壊・自然資源の搾取→生活の崩壊

環境保護活動に求められる

ＮＧＯの役割・あり方とは？？

写真提供; FPSC  

２．住民組織と環境保全活動

ＮＧＯ活動の開始

組織の形成

人々のニーズ理解、
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 etc.

現地住民組織
NGOプロジェクト終了後の

活動存続

 
 
 
⑤                     ⑥ 

環境保全活動

関係者全体が

取り組まねばならない

環境破壊による影響は

人それぞれ 異なる

保全の意義

保全活動による恩恵の創出 （特に途上国 )

 

ラオスとベトナムでの環境保全活動

農村部

多くの住民が農民

環境悪化の影響が同等

環境保全活動は容易??

・環境変化・環境保全活動への意識の差

・経済発展重視の政府

例)ラオス土地・森林移譲事業、村落移転・村落合併事業

事前予想

訪問にて

住民組織 ＆ NGO   の必要性
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⑦                     ⑧ 

３．住民組織の現状

領域 大カテゴリー

個人 住民の認識と行動の変容

組織 組織化と組織としての成長

共通の課題の気づきと地域への働きかけ

組織と地域の交流

パートナーシップの形成

安定した組織運営

地域 安心して暮らせる地域文化

相互作用による成長と相互扶助の醸成

人々の地域活動への参加

住民のリーダーシップ

地域の支援ネットワークの形成

地域の支援システムの向上

地域の社会資源の改善

行動と専門家の変容

[図] 中本ら(2005)を参考に筆者作成

理想的住民組織の
要素

住民の主体的参画

住民内ネットワーク

住民外ネットワーク

 

事例①ラオス アジア農村漁村ネットワーク (ＮＡＲＣ)  

・水産養殖技術や農業技術の指導を主に行うNGO
・JICAのAQIPプロジェクト終了後に設立
・村落開発活動

農村水産養殖技術推進共同体( VAPC )を設立
目的；現地住民の手による他の住民への技術普及

 
 
 
⑨                     ⑩ 

事例① アジア農村漁村ネットワーク (ＮＡＲＣ)

・農村水産養殖技術推進共同体( VAPC )
構成員‥従来的階級・役職担当者と類似

一般村民レベルの構成員も参画

従来的ネットワークの活用

→村民との共同企画・運営

・NARC担当スタッフ‥村の出身者

・NARCスタッフ 1名のみ。年次モニタリングも少ない
・他団体とのネットワーク 少ない。

住民参画度 高

 

事例②ベトナム FPSC        ( スペイン系NGO )
Social Promotion of the Culture Foundation

・スペイン政府のODA資金にて活動を行うNGO
・2007～ ベトナム・ホアビン省

エコツーリズム実現に向けた対象村の基盤整備

・目的；人々の持続可能な生活実現

 
 
 
⑪                     ⑫ 

写真提供; FPSC

事例② FPSC 

・プロジェクト開始時

コミューンファシリテーター（現地住民）の採用

村民との共同プロジェクトデザイン

対象地有力者とのフォーラム

政府機関(森林保護局）との連携

・活動理念： 現地住民からのボトムアップ

・ホアビン省ＮＧＯネットワーク構築の意向

現地住民が参画したプロジェクト→コミュニティエンパワメント
多様な協調体制＝有機的組織

 

４．求められる環境保全体制と住民組織の関わり

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

活動の円滑化

反発の削減、社会体制

地元のニーズ理解

関係構築

交流、プロジェクト参画

持続的発展

２団体の共通点
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⑬                     ⑭ 

環境破壊の最大の被害者

零細農民・零細漁民

住民組織

最下層の人々の意見反映

主体的思考→主体的変革へ

 

課題
・従来組織・階級の活用⇔構成員間の平等性

・活動による恩恵・利益の向上

・活動・ノウハウの広域発信

環境保全への総合的なネットワーク
（中央政府、地方政府、村民、NGO、企

業）

 

 
 
⑮  

今のわたしができること
研修で見た世界の情報発信

グローバルな環境保全活動に参加する!!

ご清聴ありがとうございました
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4-4  「ＰＣＭ手法やＰＤＭと活動との Linkage」という観点からの活動視察     菊地 格夫 
 
 
①                     ② 

「PCM手法やPDMと活動とのLinkage」
という観点からの活動視察

2008年2月1日（金）
菊地 格夫（ただを）

ラオス、ベトナムにおける
環境の国際協力活動を通して

 

テーマ設定の背景

• 2000～2002 青年海外協力隊 コスタ・リカ

• 2002～2004 秋田県ゆとり生活創造センター
• 2004～2007 JICA（国際協力機構）

秋田デスク

• 2007～ ACCCA
秋田県地球温暖化防止活動推進センター

視点：
環境という分野での国際協力活動はうまくまわっ
ているのか？

PCM手法（PDM)は現場とリンクしているのか？
 

 
 
 ③                     ④ 

PCM 手法ってなぁに？
（Project Cycle Management）

• プロジェクトの計画立案・実施・評価という
サイクルをPDM（Project Design Matrix）を
用いて運営管理する手法

• 公的資金（ODA等）を使う場合は
PDMに基づきプロジェクトを実施

 

PDM

計画

実施評価

 
 
 
⑤                     ⑥ 

成果

プロジェクト
目標

上位目標

外部条件入手手段指標プロジェク
トの要約

前提条件

投入活動

PDM

 

スーパーゴール
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⑦                     ⑧ 

つまり・・・

• PCM手法とは、公的な資金（ODA等）
で国際協力を行う機関で必要とされる
プロジェクト実施のためのデザイン
（PDM)を作り、運営する手法のこと

• NGOでも公的な資金を受けている場
合は使用

• 今後、公的資金を使わないNGO活動
でも必要とされるだろうと思うもの

 

研修先においてPDMを使っていた所

ラオス

• すべてのJICAサイト（NADC、AQIPⅠ、Ⅱ）
• JICAの資金を使っているNGO（IV－JAPAN）

ベトナム

• JICAサイト（RENFODA）
• FPSC（スペインのODAにより活動するNGO）
• UNDP
• JICAの資金を使っているNGO（JVC）

 
 
 
⑨                     ⑩ 

興味を持ったプロジェクトサイト

• NARC（ラオス）
• FPSC（ベトナム）
• UNDP（ベトナム）
• JVC（ベトナム）

 

NARC
(Network of Asian Rural Communities)

アジア農山漁村ネットワーク

 
 
 
⑪                     ⑫ 
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⑬                     ⑭ 

  
 
 
⑮                     ⑯ 

  
 
 
⑰                     ⑱ 

FPSC
（Social Promotion of the Culture 

Foundation）
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⑲                     ⑳ 

  
 
 
 ○21                     ○22  

 

研修で見えたこと

•「環境」という分野の難しさ
不確定な要素や外部条件が多い
・PDM作成までの背景が2種類

ODAベースとNGO

活動ありきでPDM
を作成し活動を補助
→PDMがうまくまわる
→NGOの都合になりがち

ニーズがあって
PDMを作成し活動

→現場を反映していないことが多い

→PDMのできによる
 

 
 
 ○23                     ○24  

もし君じゃなかったら
じゃ、誰なの？

 

Fin
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4-5  ベトナムとラオスにおけるエコツーリズムの可能性        的場 知之 

 
 
①                     ② 

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

 

エコツーリズム

「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 」

エコツーリズム産業の成長率は年20-34%、観光
業全体の成長率の3倍にも

しかし現状では単語が一人歩きする一方、エコツー

リズムと銘打ちながら社会・環境面で問題のある

ケースも

 
 
 
 ③                     ④ 

テーマ

ベトナム・ラオスのエコツーリズムの現状は？

NGOはエコツーリズムのデザイン・運営にどのよう
にかかわっているのか？

 

ベトナムの観光業の現状

2007年の観光客数400万人（前年比16%増）
海外旅行者の30%、国内旅行者の50%が「エコ
ツーリスト」市場規模の潜在力は高い

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

→自然趣向の観光の一形態だが、真のエコツーリズ
ムではない

コミュニティエコツーリズムを推進する2団体を
事例として検討

 
 
 
⑤                     ⑥ 

事例1 FPSC：活動サイト

ホアビン省Ngoc Son Ngo Luong自然保護区

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、鍾乳洞や滝が観光資源に

 

事例1 FPSC：活動内容

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

住民参加：インタビュー、共同のプロジェクトデザイ
ン、現地での活動を補助するファシリテーターとして
の雇用

省の森林保護局と良好な関係、他のNGO(FFI)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

省内で活動する他のNGOとのネットワーク構築
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⑦                     ⑧ 

事例1 FPSC：課題

観光を誘致するためのインフラ整備

自然資源の適正利用や、経済状況の改善に
は時間がかかることへの住民の理解

 

事例2 VNPPA：活動サイト

バイトゥロン国立公園：世界遺産のハロン湾に隣接
する多島海 マングローブ林や珊瑚礁といった多様
な環境と豊かな生物多様性

 
 
 
⑨                     ⑩ 

事例2 VNPPA：活動内容

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

住民や旅行業者とのワークショップや研修の開催

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宿泊施設の運営が開始

 

事例2 VNPPA：課題

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
政府はバッファゾーン内の観光開発を容認、大規模
ホテル開発の進出などが懸念される

 
 
 
⑪                     ⑫ 

事例1,2を比較すると

観光地として未開発なFPSCのサイトでは、住民の生
計向上のひとつの手段としてエコツーリズムを提案し
ており人材育成などに時間をかけられる

観光開発がある程度始まっているVNPPAのサイトで
は、住民への恩恵を確保するため既存の事業者との
調整と乱開発を防ぐための法整備が重要

 

ラオスの観光業の現状

観光客数はまだ100万人に満たないが、1991-
2004で20倍に
アジア開発銀行のメコン観光開発計画をうけ、政府
は1999年と2000年をラオス観光年としてプロジェ
クトを誘致

UNESCOとNZ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(1999-)が高く評
価、政府観光局がエコツーリズムを観光の主軸とす
る契機に
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⑬                     ⑭ 

国家エコツーリズム戦略行動計画

オランダの開発援助機関の支援で
観光局が作成、WEBで公開

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、

農村や保護区域での観光活動」、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

 

エコツーリズム事情

観光局のポータルサイトが豊富な情報を提供
http://www.ecotourismlaos.com/
EU, ドイツ, オランダ; WWF, Wildlife 
Conservation Societyなどの支援プロジェクト
ボケオ自然保護区：樹上エコロッジを経営する民間
企業Animoによる運営
(http://www.gibbonx.org/)

 
 
 
⑮                     ⑯ 

まとめ

自然・文化を観光資源としているが、エコツーリズムの概念は浸

透していないベトナム

マスツーリズムが無秩序に発展、既存の業態の環境負荷軽減が

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

外部からの援助により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

政府が積極的 特にネイチャーエコツーリズムが有望か

希少な動植物や多様な少数民族文化を共有する両国が互いに

学びあい、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

 

ご静聴ありがとうございました
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4-6  有機物の有効循環            門奈 逸代 

 
 
①                     ② 

有 機 物 の 有 効 循 環有 機 物 の 有 効 循 環

NPO 地球の緑を育てる会
門奈 逸代

 

有機物？ 生ゴミ、糞尿、植林

循環で何を期待？
有機物を上手に循環させて、

農業中心の地産地消の生活様式を守り続ける

と

大量生産大量消費とは異なる方向の発展が

可能？

NARCの設立趣旨：アジアに残る自然と共生す
る循環型生活の維持

 
 
 
 ③                     ④ 

「混ぜる」と｢再生」
有機物を効率よく利用する方法

私のお奨めの二方法

• 通性嫌気性菌（ EM等を利用）による有機物の発酵
→生ゴミ、糞尿、汚水など腐敗させずに利用できる

• 潜在植生による森つくり（国際生態学会会長の宮脇
昭博士の提唱）→100年かかるとされた熱帯雨林が
20年で復元可能

 

「下」と「上」
生態系ピラミッドの下から上までの生物が住める環境つくり

微生物相

植物性プランクトン

動物性プランクトン

水性昆虫

魚

キノコ

ミミズ

草

樹木 植林・養殖

EM

 
 
 
⑤                     ⑥ 

複合的農場

出典：ビル・モリソン著 「パー
マカルチャー、農的暮らしの永
久デザイン」

自給自足を目指して

 

NARCの複合養殖農場

コオロギ

キ
ノ
コ

キ
ャ
サ
バ
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⑦                     ⑧ 

NARCの複合養殖農場 コオロギ

牛

 

肥料と餌 ～不足～

有機物が少ない赤土土壌

キャッサバの連作は難しい

養殖池の上に蛍光灯を置き昆虫を集め水面に落としたり、
バナナの葉を煮て柔らかくして魚の餌の確保に努める。

 
 
 
⑨                     ⑩ 

肥料と餌：
～生ゴミ？～

ゴ
ミ

肥
料

餌

 

肥料と餌：～肥料と餌の作り方～

発酵させた米ヌカ
生ゴミと混ぜる

2週間経って

土に戻す

乾燥させれば
餌

写真出典：笹原咲子

 
 
 
⑪                     ⑫ 

土への効果

有機物の少ない土：左

有機物の多い土：右

有機物の少ない土では、
水が土に滲み込みにくく、
水がなくなるまで時間がかかる。
傾斜地だったら、土は流出。

写真出典： エコ･ピュア

有機物の多い土では、
団粒構造が進み、
水はけも保湿性も良い土になり、
微生物相も豊かになり、
作物の収量も多くなる。

 

発酵飼料の効果

• 家畜糞尿のアンモニア臭がなくなり、ハエの
発生が抑制され、糞尿の肥料効果が増す。

• 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が無い。

• ブタ、鶏、牛、魚など健康が増進され、歩留ま
りが良くなる。
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⑬                     ⑭ 

糞尿：もったいない！
糞尿＝３００gと1.4L／人／日（110ｋｇと511L／年）
1500人＝450kgと２㌧／日
豚糞＝5.5ｋｇ／頭／日（2－3㌧／年*）
牛糞＝27.0ｋｇ／頭／日（10－20㌧／年*）
鶏糞＝ 0.13ｋｇ／羽／日（50－60ｋｇ／年*）
合計≒483kg／日
有機物は10アールあたり1㌧／年が必要

483kg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。

＊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量は異なる。

 

糞尿：集めて発酵させよう

便
所
は
外

壁の穴から垂れ流し

外で飼われている

集める良い方法は？

 
 
 
⑮                     ⑯ 

生活排水は？～ラオスの場合～

上水が少ないので排水量も少ないが、尿と共に集めて処理す
れば、魚の養殖池の水の補充や家庭菜園の水遣りに使える。

ラオスの集落の簡易水道

約20㌧の貯水槽から1500
人に供給
＝１人当たり1日約10L強
（日本では約200L）

 

植林：
ベトナム

• 汽水域のマングローブ
植林は小中学校で環境教育の一環として進んでい
るが、エビ養殖や枯葉剤の散布後に放置された土
地の酸化

• 内陸の森林の課題
松、ユーカリ、アカシアの植林は進み、燃料用の
木材は1987年頃には自給できたが、水源林の復元
は進んでないようだ

南部マングローブの40％に枯葉剤が散
布され、森林保全対策の不備もあって
1943～95年の間に森林の46％が喪失。

 
 
 
⑰                     ⑱ 

汽水域の荒地の酸化
地表を覆う草も無い荒地では乾季の強い日差しと高温の下

水分は蒸発し、メコン流域の沖積層に含まれる硫黄分が上昇
し黄鉄鉱や硫酸の生成が促進され、土壌のpH は4～5前後に
まで低くなり、植物が育たない。

ハロン湾近辺のエビ養殖場の跡

囲いの土手を壊して海水を
入れれば、酸化土壌の問題
は解決可能（Hong博士談）。
実践されるかは不明。

焼酎の絞りカスを散布し、
剪定残滓を発酵させた緑
化材で被服し草の育成を
復元する方法を試してみ
たい。

 

水源の森の復元は？
ホアビン省の石灰岩地

ハロン湾近くの山地

裸地や石灰岩地もあり、土地が痩せているの
で荒地に強い早生樹種を優先した結果がユー

カリやアカシアになった。

㎡あたり0.165本と少ない

郷土樹種を混植る  
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⑲                     ⑳ 

混植、密植の成果：幅1.5m、傾斜45度

横浜国立大学の正門の脇

1978年：左上

1988年：右上

2006年：左下

写真出典：The Healing Power 
of Forests（佼成出版、2006年）

 

植林：ラオス 焼
畑
地

道
路
わ
き
の
荒
地WWFのラタンプロジェクト：食材と家具材料を

自然の森から供給する試み

 
 
 
 ○21                     ○22  

有機物を土に戻す

ポンケオ村の水田
農薬や化学肥料なし

水牛の糞尿＝重要な有機肥料

昆虫やカエル、魚が育ち、農民の蛋白質の供給源

周囲の森には郷土樹種？

レンゲで窒素の固定は？

 

有機物の有効循環のデザイン

知恵を出し合ってグループとして

デザインしたら面白そう

 
 
 
 ○23  

終わり

 

 106


