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Ⅰ　序　論

1　背　景

近年、ラオス人民民主共和国（以下、ラオス）は GDP成長率が平均8.5％（2013）1）

と、東南アジア諸国の中でもめまぐるしい発展と成長を遂げている国の 1つであ

る。人口は約689万人（2014）、面積は約23.7万㎢ 2）と、日本で例えるならば千葉

県に住んでいる人々が本州全域に分布しているような状況であり、人口密度は低

く、労働力も乏しい。国民一人当たり GDPの額も低く、国連の中では“最貧国”

と位置付けられている。また、人口の約半数を占めるラオ族を中心に約493）もの

民族が暮らす多民族国家であり、それゆえに地域的多様性に富んでいる。加えて、

国土の約70％が高地・山岳地帯であるということで、歴史的に見ても地域主義・

閉鎖主義に傾きやすく、国家としての団結が難しい環境である4）。このようなハ

ンディキャップを抱えている状況においてもなお高成長を維持しているその原動

力は、様々な国や機関からの援助による新しいセクターの開発が中心であると言

われている。古くから国民の大部分が従事している農業5）に加え、近年は銅など

の鉱山開発や水力発電が注目され始め、農業依存度が弱まり、産業構造が変化し

ている。そして、近時の急激な経済成長により、都市部と農村部の格差が拡大し

始めている現状にある。

今回、我々は、ラオスの成長を支える法制度、中でもとりわけ重要と考えられ

る土地・森林に関する法的枠組みについて着目した。国家発展のために植林やイ

ンフラ開発を進める海外投資企業を呼び込む上で、土地に関する法制度の整備は

必要不可欠である。だが、国家を支えているのはその国の国民であり、開発のた

めに国民の土地が危険にさらされては元も子もない。制度改革によって整えられ

た現行の土地に関する法制度が、果たして国民の土地保障を図ることができてい

るのか、もしできていないのであればどこに問題があるのか、そしてその問題に

対してどのようなアプローチが可能だろうか。

2　問題提起

前節で述べたように、近年のラオスでは海外からの企業進出に拍車がかかり、

多くの土地が開発の対象とされている。近隣の中国・タイ・ベトナムのみならず、

日本企業もまた続々と進出し、現在では68社（2012）が現地法人を持っている6）。
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このような潮流は、GDP増加を目標に掲げ、国家収入の増加を図るラオス政府

にとっても大歓迎であり、積極的に海外からの投資を奨励し、国内産業の発展に

つなげようとしている。だが一方で、開発を進める政府・企業と伝統的に受け継

がれた土地を守ろうとする国民の間に衝突が起き、土地を巡る紛争が頻発してい

るのも事実である。政府は1990年代前後に始まった一連の土地改革の中で、近代

的な所有権に近い権利を国民に与え、国民の土地の保障を図ってきた。だが、現

実にはその土地の安全が侵される事態が各地で生じている。そこで、我々は、土

地改革の過程で制定された土地に関する諸々の法制度について詳しく分析し、土

地の安全保障が害されているのは、法制度のどの部分が機能していないのか、ど

こに「欠陥」があったからなのか、について深く考察する。

土地改革の 1つの目的は国民に土地に関する一定の権利を付与し、明確化する

ことにあった。それは当然、社会主義的な土地概念とは異なるが、同時期に採用

された資本主義的市場経済の原理の下、社会主義国でも可能であると踏んで行わ

れた政策であると考えられる。だが、本当に両者は併存しうるのだろうか。現状

のラオスが抱える土地問題への考察から、社会主義型一党独裁と市場経済に基づ

く土地管理概念の両立可能性についても検討していく。

Ⅱ　ラオスの土地関連法制度の概観

1　ラオス憲法第17条―土地の国家帰属―

ラオスの土地所有の 1つの大きな特徴は、すべての土地が国家に帰属している

ということである。ラオス憲法7）第17条（以下、憲法17条）は、「国家は、組織及

び個人の所有権（管理権、利用権、果実取得権、処分権）並びに相続権を保護する。

土地については、国家共同体の所有に属し、国家は法律に従い、その土地を使用、

譲渡及び相続する権利を保護する8）」と規定する。国民は「土地利用権」が与え

られるが、あくまで「利用権」であり、占有・使用・収益・譲渡・相続の権利が

許されているにすぎず9）、所有権自体の売買は禁止されている。だが、土地の使

用権の売買は頻繁に行われており、ラオスにおける土地利用権は資本主義諸国の

土地所有権と事実上ほぼ等しいとみなすことができる10）。

2　近年の土地事情

現在のラオスの土地事情を劇的に変化させた大規模な土地改革は1990年前後に
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始まった。この改革の背景には、ラオスがたどってきた土地制度の歴史への反省

と当時の諸外国からの変革への圧力が存在していた。

ラオス人民革命党が政権を掌握し、社会主義国家体制が構築される1975年以前

は、土地制度上、国王が全ての土地の最終所有者と考えられていた。しかし、村

落レベルでは統一されたルールというものが確立されておらず、実際には各村々

が伝統的な慣習に基づいて土地の管理・運営を実行していた11）。75年以降は、農

業の集団化が推し進められた。内戦後の食糧・燃料不足への対応と国内統治を目

的とし、小規模生産から大規模な社会主義的生産に移行することで、生産性を向

上させようとした。農地や家畜を共有の農業資源とし、共同で農業生産に取り組

ませた12）が、コメの生産量は減少する一途をたどり、86年のチンタナカーン・

マイの提唱に伴い13）、共同生産グループは徐々に自然消滅した14）。90年代初めの

改革準備期というのは、ラオスの市場開放に加え、カンボジア和平を契機に諸外

国がインドシナ地域への開発援助を増加させている時期でもあり、開発支援を行

う先進国や援助機関から土地や森林の帰属を明確にするよう求める声が高まって

いた時期であった15）。こうした状況下で、政府は土地改革を最重要課題に置き、

近代的な権利関係の確立を目指した土地改革に切り込んでいった。

Ⅲ　土地改革

1　政府の意図・目的

一連の土地改革を実施する上で立てられた目標は大きく 2つに分けられる。

1つは、農民が自分の土地に対する管理意識を持ち、努力できる環境を作り上

げることである。農業の集団化を行っていた時代の反省から、農民の高い耕作意

欲が個々の土地の生産性を上昇させ、ひいては国家の生産力を高める、と考えた。

そのために、土地の利用区分を明確にし、土地所有に対する保障を強めることに

重点が置かれた。そして、土地及びその使用権の分配は、使用権に基づく税徴収

を円滑にするという政府の意図をも充足する。これまでは、共同体内で誰がその

土地を所有しているのかが不明瞭で、土地税・財産税による収入には頼ることが

できなかったが、各世帯に土地を分配し、権利関係を明確にすることによって、

安定した税収の確保を図ることができるようになる。

2つ目は、自然環境の保全である。ラオスでは森林率が1940年の70％から2010

年の40.3％16）に大きく減少している。政府は焼畑を時代遅れで、破壊的なものと
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いう認識をとる17）援助機関の意向も反映し、森林減少の『犯人』として槍玉に

あげ18）、80年代以降焼畑撲滅政策を推進してきた。94年には、焼畑農業を2000年

に完全撲滅させるという目標を掲げている19）。今回の土地改革でも、利用可能な

焼畑地を厳しく制限し、焼畑による森林破壊を食い止めることを目指した。ラオ

スの焼畑は一般的に 5～10年周期で行われ20）、休閑期間はその土地ではコメの生

産を行うことができないため、国家全体の生産性を上げるという目的にとっても、

利用可能な農地を創出できる焼畑撲滅策は実効的であると考えられている。

以上の目標を達成するための各種法令が作られ、中でも土地法、森林法はその

意図を色濃く映し出したものである。さらに、これらの枠組みの下、事業として

国民と直接関わってきたのが、土地森林分配事業（Land Forest Allocation: LFA、以

下 LFA）であり、一連の改革の肝となった。

2　土地法

1997年公布の土地法は、土地利用区分を明らかにし、土地の使用方法、権利の

法的効果を明文化した法律である。国土を農地 Agricultural Land、森林地 Forest 

Land、 沼 沢 地 Water Area Land、 産 業 用 地 Industrial Land、 道 路 用 地

Communication Land、文化用地 Cultural Land、国防用地 Land for National 

Defense and Security、建設用地 Construction Landの 8つに分類21）し、この用地

分類に応じて土地使用権が分配された22）。これにより、国家による一元的な土地

管理が可能になった。

土地はすべて国有であるがゆえ、国民には使用権が、外国人・外資には「リー

ス」権のみが23）付与されうる。「リース」につき譲渡・担保提供可能性などの法

的効果の明確な記述はなく、経済活動の上で問題となる点でもある24）。

3　森林法

1996年制定の森林法では、土地と同様、全ての森林も国家に帰属することを規

定し、森林を 5つのタイプ：保全林 Conservation Forest、保護林 Protection Forest、

生産林 Production Forest、天然更新林 Regeneration Forest、荒廃林 Degraded 

Forestに分類した25）。保護林は主として水源涵養や土砂流出防止、保全林は野生

生物種と生態系保全、生産林は木材・NTFPの生産を目的とし、 3つとも商業伐

採は禁じられ、保護林に至っては消費伐採も禁止である。天然更新林は衰退した

地域を対象に植生の自然更新を図るための森林地、荒廃林は荒廃した土地を植林
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などを通じて回復を図るための森林地が指定され、再生に伴い、前者 3分類に振

り分けられた26）（表 1参照）。その後2007年の改正により、 5つの分類は保護林・

保全林・生産林のみの 3種類に変更された。

制定当初は、全ての森林が農林省林野局の管轄下にあったが、保護林・保全林

の管理は2011年 9月の省庁再編で新設された天然資源環境省の森林資源管理局に

移され、森林セクターは現在 2つの省で扱われている27）。

また、2005年には「森林戦略2020」28）を施策し、森林率を70％まで回復させる

こと、絶滅危惧種及びその生息地の保全、土壌・水源地の保全などを目標に掲げ、

大規模な環境（森林）保護戦略を打ち出している29）。

4　ラオスにおける LFAの事業概要

ラオスにおける LFAは、1990年にアジア開発銀行（ADB）やスウェーデンの

援助機関の協力の下、ルアンプラバン・サヤブリの 2地区でいち早く実験的に開

始され30）、94年に土地・森林分配に関する政令（首相令186号）が発令され、96年

の「土地管理と土地・森林分配の継続」に関する首相令第 3号、農林省令第822

号をもって全国に拡大された。

表 1　1996年森林法による利用類型

分類 目的
利用規制

商業
伐採

消費
伐採

林業
生産

NTFP
採集

農業

保護林
水源涵養や土砂流失

防止
× × × ○ ×

保全林
野生生物・生態系の

保全
× ○ × ○ ×

生産林 木材・NTFPの生産 × ○
村人のみ
○

○ ×

天然更新林
衰退した地域での
植生の自然再生

― ○
村人のみ
○

○ ×

荒廃林
荒廃した土地の
植林による回復

― ○
村人のみ
○

○ ×

出典：淺野・小林・水野2011より作成



327

LFAは一般的に 8つの段階を踏んで進められる31）。すなわち、 1）準備、 2）

村境と土地利用区分の決定、 3）データ収集と分析、 4）森林と土地の分配決

定、 5）農地の測量、 6）森林・土地利用に関する合意と村人への権利委譲、 7）

土地管理の普及、 8）モニタリングと評価である。

3）、 4）セクションを通じて行われる分配規則は次の通りである。まず、分

配される土地は、各世帯の労働力と経済力に応じて配分され、世帯の労働力を超

えるような配分は禁じられた。つまり、富裕な農民が自分たちだけでは耕作しき

れない土地を持ち、その分の労働力を雇って補うといった大規模営農が行われな

いような配分のルールである。土地は、農民（働くことができる農民に限る） 1人

当たり22haが上限とされた。 3年以上放置された土地は自動的に村落共同体に

戻され、再び耕作する余裕がある農民に分け与えられる。焼畑は原則禁止されて

いるが、現状焼畑が続けられている土地に関しては、耕作が持続可能で、かつ地

税が支払えるという条件を満たす限りで分配された。だが焼畑を減らしたいとい

う政府の意思の下、焼畑地に対する権利の保障には他の土地に比べ厳しい制限が

かかっている32）。

6）セクションにおいて、土地森林利用図の発行と村落共同体・地方行政府間

の協定をもって事業はひとまず終了する。この協定は、国家を貸し手、農民を借

り手とし、農民に使用収益等を認めることを確認する一種の貸借契約である。こ

の協定をもって、農民は自らの権利を認識することになる。

本来であれば、新設された法律・新しく付与された権利を村人に周知させ、事

業の及ぼす影響をモニタリングし、成長し続ける国家の日々変動する現状に対応

することが必要不可欠である。しかし、多くの村では予算不足・人員不足から十

分な事業日程を調整できず（後述）、結果 7）と 8）のセクションは実行されて

いない地域も多い33）。

Ⅳ　LFAの分析と問題点

では次に、前章で述べたような目的、意図、手順を持った LFAの結果はどう

であったのか。その分析と問題点について本章で取り上げる。ここでは、全国規

模で共通して見られる問題点と、特定地域に固有に見られる問題点とを区別する

こととする。
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1　全国的な分析と問題点

（ 1） 成功点

結論を先に述べると、LFA実施に関しては成功例よりも失敗例の報告の方が

数多いのが現状だ。ただ、数少ない成功点であっても今後の LFAの立ち位置を

考える上では不可欠であること、また多くが計画通りにいかなかった中での数少

ない成功点であるので、そのことを分析することは非常に意義があると思われる。

現在も尚進行中であるが成功している点として挙げられるのは、焼畑耕作地面

積の減少である。例えばサワンナケート県アートサポーン郡の 1つの村では、村

の設立当初は全て焼畑地であった農地が、過去40年間で大きく変化し現在では約

40％の世帯が焼畑耕作を行っているのみである34）。LFAの目標の中でも焼畑抑制

は政府が特に力を注いできた項目であり、今現在においても完全に焼畑耕作が消

滅した訳ではないが、LFA実施前と比べればその面積は明らかに減少している35）。

この成功の要因としては、以下のようなインセンティブが住民の側に働いたから

ではないかという研究がなされている。すなわち、①外部情報により、焼畑より

も水田の方が優れた農業であるという言説を住民が意識し、それに従っている②

事業によって正式な農地配分が行われていなくても、占有されていない土地があ

れば住民が自ら水田用地として獲得可能であるということである。「政策への対

応」という消極的な理由に加えて、「優れた」農業である水田への転換を推進し

たという積極的な理由の 2面が働いたのではないか36）、というものである。また

他にも、2007年改正森林法において定められた森林区分の 3類型に関して、住民

はその差異や意図までは詳細に理解していないが、その 3類型の内 2つ（保全林、

保護林）については「木を伐ってはいけない」程度の認識は有している。よって、

「これより向こう側は焼畑が禁止されている」程度の認識もあり、焼畑の減少に

貢献していると考えられる。

しかしながら他方で、農地の移動を繰り返す焼畑農業から固定化した土地の所

有への移行が促された事実は確かな変化であるが、焼畑面積減少のデータがどの

程度正確であるのかという疑問の声も聞こえてくる。ラオスでは財産税は土地の

使用法によって額が変わるため、農民はより少額の税金にするために焼畑に使用

している土地を「牧草地」「庭」「プランテーション農園」等と偽り、故に政府も

焼畑は減少していると発表している可能性がある。土地所有者の申告に任せてし

まっているためにこのような問題が生じ、また土地を本来よりも狭く申告する者
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も現れ、それにより隣村や新しい移住者との争いを生むケースも発生している37）。

（ 2） 地方担当職員をめぐる問題点

LFAの運営は支援ドナー国や海外民間機関などの援助を受けながら、その援

助期間経過後は国の農林行政が自らの予算や人員をもとに事業を実施している。

そして、細かく実施主体を突き詰めれば、県での実施主体はProvincial Agriculture 

and Forestry Office（以下、PAFO）という組織が、さらにその下には郡レベルで

District Agriculture and Forestry Office（以下、DAFO）という下部組織が運営を

している。事業の予算は PAFOが県全体の方針を定めた上で県に対して農林行

政関連の予算の一部として申請し、その決済額を各 DAFOに分配する。DAFO

は年度ごとの事業計画を立案し、関連する郡の役所や地域住民と共同で事業を実

施する。事業に参加する役所とは、暫定土地証書の発行や土地税の確認のための、

郡事務所や郡税務署などである38）。

そしてまた LFAは 8つの段階で進められ、村落において地域住民と共に実施

される事項が定められている39）。原則、地域住民との協議の上で事業を実施して

いくことが求められている。

すなわち LFAの実際の事業実施主体は各県の各 PAFO職員、各郡の各 DAFO

職員ということができ、彼らが中央政府と地域住民との間の媒介者として果たす

役割が、事業成功の命運を左右すると言っても過言ではない。

そしてこのような各地方担当職員をめぐる問題は、特定地域に隔たりなく全国

に共通して見受けられ、以下 4つに大別することができる。

（a） 担当職員自身の理解度

担当職員の土地法、森林法、LFAに対する理解度は特に森林区分を決定する

際に影響を与える。古家の研究40）によれば、北部山岳地域のある村では森林の

区分について村人と郡の農林業担当者との話し合いによって行われるために、郡

の農林業担当者の理解度が区分に大きな影響を与えているという。担当者の理解

度が低い地域では、将来展望のためというよりも、現状において比較的森林が残

されている箇所についてそのまま保全林や利用林として残すように指導される

ケースが多いようである。

また、担当職員の理解度の低さは彼らの管理への姿勢の甘さを導き、ひいては

違法行為の見逃し、黙認にも繫がっている。前提として、2007年改正森林法では

公務員や森林の職員と共に、一般の国民に対する森林地における活動の禁止事項
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が置かれている41）。実際にも、道から見える場所など郡の農林業担当者の目が届

く場所では違反すると指導が行われ、村内部においても保全林に指定されている

場所を伐り開いた際には罰金の徴収や違反者として郡の判断を仰ぐこともできる

ことになっている42）。しかしながら現実は、木材伐採についてはきちんと取り締

まっているようだがそれ以外の面（焼畑など）は厳しく取り締まっている様子は

ない。DAFO職員が地域住民の焼畑耕作を見つけても、「彼らは以前からここで

焼畑を行っているし、ここの家族は他に土地もない。面積もそんなに大きくない

し問題ないだろう」などと言って特に注意や措置を施すどころか黙認している現

状がしばしば見受けられる43）。この黙認が DAFO職員の単なる業務上の怠惰に

よるもの（それはそれでまた別の問題ではあるが）であるならばともかく、担当職

員でさえも正確な理解不足に陥っている状況であり、そのことによってもたらさ

れているのであるとしたら事業全体を進めていく上で大きな障害となっていると

いえるだろう。

（b） 村とのコミュニケーション

LFA実施にあたり、地域住民と共に実施しなければならない事項が定められ

ていることに加え、現実的に考えても保護林の面積は広大であるため県や郡の職

員のみでの管理は不可能と思われるところ、担当職員とその担当する村民との共

同実施は必要的であると言える。そしてその過程には、必ず適切なコミュニケー

ションが求められているはずである。しかし、そのような認識の状況下において

も担当職員と村人との間に溝が生じてしまっているのが現状である。ここでは、

表 2　地方担当職員をめぐる諸問題

職員自身の
理解度

村とのコミュニ
ケーション

公示性の弱さ

・管理姿勢の甘
さ
・違法行為の見
逃し、黙認
・不適切な森林
区分

・不十分な説明
・村民の地図認
識力欠如への
不配慮

・民族的差異
・インセンティ
ブの欠如

・汚職

・情報公開制度
の不徹底

・地図、看板の
不正確さ

・同意書管理の
不徹底

著者作成

図 3　地方担当職員をめぐる

諸問題の関係

著者作成

村との
コミュニ
ケーション

職員の
理解度

公示性の
弱さ

予算・人員
不足
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その具体例を示しながらいくつかの問題点に迫る。

チャンパサック県パトンポーン郡のある村で行われた質問調査44）によれば、

住民の森林利用に関する理解度は1993年の内部ルールで止まってしまっているこ

とがわかった。この村では80年代のチーク植林ブーム45）の際、 1 ha以上チーク

を植えた者には地税が免除されるというインセンティブ制度が功を奏し、93年に

村代表者を中心に森林利用ルールが作成された。その後97年、LFAによる土地

の分類・地図化が行われているにもかかわらず、住民が把握できているのは1993

年までの制度で止まっていた。このような溝が生じてしまった原因としては、村

民への十分な説明の欠如や住民の識字率の低さによる地図の認識力欠如への不配

慮が考えられる。また LFA政策は93年ルールと比べて、内容を村民に理解させ

ることができなかっただけでなく、村民への強制力や村民の意思を動かすほどの

インセンティブを欠いていたとも言える。

サワンナケート県パラーンサイ郡北東部に位置する村落調査では、次のような

現状が浮き彫りになった。DAFO職員によれば、個人への農地分配について、住

民が土地を自ら望まなかったということであるが、住民からの聞き取り調査の結

果、農地分配について DAFOから何の説明も聞いていないことが分かった46）。

真相は必ずしも明瞭ではないが、これは明らかにどちらかが虚偽の証言をしてい

ると考えられる。そして多くの場合、DAFO職員が私腹を肥やす目的で、情報・

知識量で劣る住民を騙していることも想定され、実際にそのようなケースが存在

する疑いが払拭できないのが現状である。

さらに土地森林利用図の作成において、地域住民からの聞き取りのみで彼らの

土地を把握しているケースも存在する。このような調査手法では、目に見えない

住民ら独自の土地森林利用形態が存在したとしても意図せずして政策上のものに

置き換えられることになってしまい、後々の土地森林所有紛争の原因を生みだし

ている可能性がある47）。聞き取り調査のみで村の土地森林利用形態を把握するこ

とができない問題の根底には、民族問題がある（第Ⅳ章 2節 1項参照）。地方職員

の多くは低地ラオ族であるのに対し、担当地域の村人は中高地ラオ族であるケー

スが多い48）。

（c） 公示性の弱さ

住民にとって森林類型の情報は、村に設置された土地森林利用図の看板と、村

長宅に保管されている DAFOとの同意書のみである。しかしながら実際の看板

は村落の道路沿いなどに設置され太陽光にさらされるため、インクが見えなく
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なっているものや既に壊れているものが少なくない。また看板の多くは農林業担

当職員が作成しているが、各人の力量や予算によって仕上がりに差が見られるた

め、正確さを望むことができない49）。他方、村長と DAFOが保管している土地

森林利用図だが、担当者が紛失したり自宅にしまったままにしたりしている例も

あり、管理が徹底されていない50）。

このように LFAの内容が住民に浸透していないことに加え、本来ならばその

後に実施されるべきである行政側のフォロー体制も不十分であると言える。事業

が実施されても、その成果や情報（森林区分、土地区分を示したもの）の公開が徹

底されておらず、公示性が弱いと言わざるを得ない。公開する制度自体は存在し

ても、正確に公示できる状態を継続できている例が少ないのが現状だ。そしてこ

のことがまた、担当職員と村人との間に溝を生む 1つの要因となっていると考え

られる。

（d） 予算、人員不足

しかし、これまで取り上げてきた地方担当職員をめぐる諸問題の責任は、全て

地方担当職員にあるのだろうか。これらの責任は、彼ら地方担当職員を教育し派

遣したラオス政府や、彼らを支援訓練したドナー国側にあるのではないかという

主張もしばしばなされている。その最も強い根拠となるのが LFA実施主体の予

算不足、及びそれに由来する人員不足51）である。

予算・人員の不足状態は LFA実施日数の期間短縮化を招き、LFAの予定する

事業工程を全て実行することができない事態を生んでいる。（b）のサワンナケー

ト県パラーンサイ郡の事例では、村の境界及び土地森林類型が定められ、土地森

林利用図も作成されたが、世帯に対して農地を分配する作業はほとんど実施され

なかった。主要な原因は日数が短いからだと思われるところ、実施日数を短くせ

ざるを得ないのは県からの分配予算が少ないことに起因する。しかし予算使用の

内訳52）を見てみても、その経費の大半が人件費や燃料費など必要不可欠な経費

のみであり、活動日数を増やすことは困難な状況だ。少ない日数の中作成した利

用図や看板では、十分に村人とコミュニケーションを取っている時間が無いため

両者間に齟齬をきたしている可能性が高く、また農地が分配されなければ村人に

とってインセンティブが働かなくても仕方がない状況だろう。

支援ドナー国が作成し政府が承認したマニュアルが、むしろ職員の理解を妨げ

ているケースもある。例えば Lao-Swedish Forestry Program（以下、LSFP）が作

成したマニュアルは、この通りに実施されれば事業は円滑に進むとされているが、
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その内容は測定に測量器具や航空写真など技術的に高度な物でありかつ費用がか

かるものを含んでいる。DAFO担当者は LSFPから訓練を受けていたが、それは

短期間のものにすぎず完全に理解することは不可能なものだった。さらに現行の

DAFOへの予算配分では、関連機材の購入も不可能であった53）。中央政府と実際

の担当職員との間の、能力に対する認識の食い違いが生じているのだろう。資金

援助不足による予算不足、技術支援不足による人員不足によって職員は十分な訓

練を受けることができず、結果として職員の理解度の低下を招いていると言える。

そして以上のような 4つの問題点は、独立に存在しているわけではない。（a）

（b）（c）が互いに因果関係を持ちながら関連しているのに対し、（d）はその他

3つの根本にある原因であると捉えることができるだろう（図 3参照）。法やそれ

に基づく事業の“執行力”の問題となるが、やはり開発を進めていく上で十分な

予算・人員が確保されていることが前提条件となっているのではないだろうか。

（ 3） 資源不均衡・村間格差をめぐる問題点

LFAの結果起こっていることの 1つの問題点として、村の間での資源の不均

衡・格差が存在する。

その 1類型として挙げられるのが、移住による資源の不均衡である。土地分配

が行われた時点では、不均衡は生じていないのだが、周辺地域からの移住による

人口増加に伴い、村落内部での土地の再分配が行われる。これにより 1家庭当た

りの土地が減少し、収穫量が減るだけでなく、焼畑や輪作を行う場合には、休閑

期間を短くせざるを得ず、土地の劣化が進んでしまう。一方で、住民が出ていっ

た村は 1家庭当たりの土地面積が増加し、より多い資源を得ることができる。ま

た、現在は村落の領有意識が高まっており、村界のもつ排他的な意味も強まって

いるため、容易にほかの村の土地を借りて耕作をすることもできない。これは、

高地から低地への移住でよく起こることである。この状態を解決するためには、

村界を再設定すればいいのだが、移住のたびに村界の設定を行うのは非常に困難

である。

2　地域的な分析と問題点

（ 1） ラオスにおける地域差の意義

地域的分析に入る前に、ラオスにおいて地域的問題を扱う意義と、扱う上での

前提に少し触れておきたい。現在ラオスには49民族という、その国土面積や人口
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数に対し他に類を見ないほど多くの少数民族が、同じ国旗の下に暮らしている。

面積こそ小さいがその国土は高低差が大きく、山頂付近に住居を構える民族と麓

付近で暮らす民族とでは生活環境が異なることも珍しくない。居住する地域に

よって適した生活方式が異なるためである。つまり、一口にラオス国民と言って

もその特徴や背景事情は多種多様であり、それらは居住エリアの標高という観点

から区分することができる（表 4参照）。民族差から生じる地域差、さらにそこか

ら生じる農業方法、つまり土地利用方法の差を抱えているラオスであるため、

LFAの分析をする上でも事業政策が地域的特徴に沿ったものだったのか、地域

的特徴ゆえに生じた問題点について考察することは不可欠の要素だと考え、次項

以下、例としてラオス北部と南部54）を取り上げ、それぞれが特徴的に抱える問

題について分析していく。

（ 2） 北部

（a） 地理的特徴と産業

ラオス北部は山岳部が土地面積の90％以上を占めており、山がちな地形であ

表 4　居住地域の高低差から見る民族差

概要 農業方法
居住
エリア

歴史的流入過程

ラオ・ルム
（低地ラオ）

タイ系民族で、内ラオ
族は国人口の半分を占
める
上座仏教を信仰

灌漑技術によ
る水田稲作

都市部
に多い

（支配的な勢力を持
つ漢人からの干渉や
支配を背景に） 9世
紀ごろ中国から南下。
平野に勢力を拡大し
ランサン王国を築く

ラオ・トゥン
（山腹ラオ）

モン・クメール系民族
先住民
元々は文字を持たない

山の傾斜での
焼畑（狩りも
得意とする）　

南部に
多い

紀元前からの先住民

ラオ・スーン
（高地ラオ）

モン・ミエン系民族と
チベット・ビルマ系民
族
元々は文字を持たない
精霊信仰

焼畑によるう
るち米、トウ
モロコシ栽培

北部に
多い

（支配的な勢力を持
つ漢人からの干渉や
支配を背景に）清代
末期の19世紀後半に
中国南部から移住

出典：阿部・菊池・鈴木2010より作成
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る55）。土壌については標高によって異なってくる。標高約600mを境界に高地は

「涼しい土地」、低地は「暑い土地」と呼ばれている。「涼しい土地」は、もち米

の中でも収量の多い品種の栽培に適しており、焼畑によるもち米の栽培が行われ

ている56）。一方で、「暑い土地」は、換金作物のハトムギの栽培に適しているが、

もち米については、「涼しい土地」に比べて収量の劣る品種の栽培しかできず、

栽培したとしても不作になる年が多い57）。

このような地理的特徴のなか、ラオス北部の特に高地では伝統的に焼畑農業を

行ってきた。この農法は 1つの土地を 1年間の耕作期間と10年前後の休閑期間に

分け、休閑期間中はほかの土地で焼畑を行う農法であり、資源の循環を利用して

いる。この農法は農薬や肥料を使わず、利用する土地面積に対して耕作面積の割

合が低いため粗放的な農業といわれている。ラオス北部では、土地を 1年間の耕

作期間、 5～ 7年の休閑期間に分け、一部の土地については休閑期間後 1～ 2年

間を放牧地として利用している58）。耕作期間には主食となるもち米を栽培し、休

閑期間にはハトムギやトウモロコシといった換金作物を栽培し、放牧期間には牛

や水牛の放牧を行ってきた。ラオス北部においては、耕作期間でのもち米栽培だ

けで食料を賄うのは難しく、休閑期間に栽培した換金作物を売却し、もち米を購

入することで、米不足を補ってきた59）。

上記のような伝統的な農法を行ってきた地域に LFAを導入したことによりど

のような変化がもたらされたかを以下で見ていきたい。

（b） LFA導入後の変化

ラオス政府は国民の貧困脱却と森林保全を目的に LFAを含むラオス北部の土

地改革を行った。その中で行われたのが、焼畑抑制政策である。というのも、ラ

オス政府は、焼畑は森林破壊をもたらすだけの遅れた農業技術であるとみなして

いるからである60）。政府はその政策の中で、高地での焼畑をやめさせ、低地に移

住させ、水田での米の栽培や常畑での換金作物の栽培をさせることで焼畑面積を

減らそうとした。この政策に伴って、政府は高地民を低地へと移住させるインセ

ンティブを与えるために、低地農村開発を行った。この低地農村開発により、道

路の建設、電気・共同水道の設置、小中学校の新設、医療施設の建設などが行わ

れた。上記政府の政策によって、高地民の多くが低地へと移住することとなっ

た61）。

しかし、政府の意図に反して、移住した高地の人々は更に貧困化することと

なった。その原因は、焼畑代替作物の欠如と土地の不足である。
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政府は焼畑の代替手段の 1つとして換金作物の栽培を奨励したが、結局は焼畑

に代わるほどの現金収入を得ることができなかった。商品作物のハトムギは、価

格がよく、栽培も容易であるため、ラオスでは多く栽培されている商品作物であ

る。しかし、近年では、ハトムギの価格は不安定であり、年によっては通常価格

の 5分の 1にまで下落する62）。また、ハトムギの不作が続く場合もあり、収入が

安定しない。また、ほかの換金作物も栽培にかかる経費を下回る収入しか得られ

ないことがあり63）、商品作物だけで生計を立てるのは難しい。そのため、移住し

てきた人々は政府が推奨した水田での稲作を行うことを試みる。しかし、水田開

発できる土地が余っていないため稲作を行うことはできない。というのも、ラオ

ス北部は山がちであるためそもそも水田開発に適した土地が少ないうえに、水田

開発に適した土地は既に移住前から住んでいた人々に開拓されてしまっているか

らである64）。このように、政府が勧めた農法では、生活していくことができない。

そのため、移住した住民は、移住前に行っていた焼畑農業に依存せざるを得なく

なった。しかし、移住先では焼畑農業さえも生活手段となりえない状況に陥って

いる。

移住先で焼畑農業ができないこともまた、土地不足が原因となっている。ここ

で、簡略化した事例を考えてみたい。移住が起こる前の村 Aの人口を100人、焼

畑耕作地を120ha、100人分の食料を自給するのに10ha必要であると仮定する。

この場合、土地利用は耕作期間 1年、休閑期間11年というサイクルで行われる

（図 5の状態 1）。このような土地利用では土地への負担はなく持続的な焼畑農業

が可能である。このような村 Aに移民が100人流入し、 2倍になった場合につい

て考えると、食料自給のためには20haの耕地面積が必要である。この場合、土

図 5
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地利用のサイクルは 6年に短縮する（図 5の状態 2）。この状態を継続すると、休

閑期間が十分とれないため、土地が荒廃し、収穫量が減少していく。そのため、

収穫量を維持するために耕地面積をさらに拡大しなくてはならない（図 5の状

態 3）。以降状態 2と状態 3を繰り返すことになり、慢性的なコメ不足に陥り、

貧困化してしまう65）。ラオス北部ではこの種の問題が多く生じている。一般的に

は、耕作地を増やすことによってこの問題には対処できるのだが、ラオスでは

LFAによって土地が各家庭に配分されており、新たに耕作地を拡大することは

できない。

このように政府の政策の目的である貧困化の脱却は果たされておらず、焼畑抑

制政策も低地で焼畑が行われているため、成功していないというのが現状である。

（ 3） 南部

（a） 地理的特徴と産業

ラオス南部はアッタブー県、チャンパサック県、サーラワン県、セコン県の 4

県を含む地域を指す。農業と牧畜に適し、鉱物資源が非常に豊富である。特に上

記の 4県にまたがる標高1,000メートルの高原地帯であるボラベン高原は土地が

非常に肥沃であり、面積にして約300,000haにも及ぶ。

気候は冷涼多雨であり雨が多い地域とされているが、ボラベン高原では森林の

伐採等の自然環境の変化により乾季の期間が伸びている。また、かつては豊富で

あった草も減少している。そのため、現在では牛の肥育も容易ではなくなってい

る状況である66）。

メコン川沿岸の平野部、低地部では水稲、少し標高の高いところでは陸稲、高

原部では果物、コーヒー、茶、タバコなどなどが栽培されている。特にボラベン

高原には水田に適した耕地が少ないことから、焼畑農業が進行しており陸稲等が

栽培されている67）。冷涼多雨というラオス南部の気候条件は野菜等の商品作物の

生産に適しているが、道路が整備されていない、電力事情が悪く保冷設備が整え

られないなどの事情が理由となって現在輸出産品となっている野菜類は存在しな

い68）。伝統的産業としてはフランス植民地時代に導入されたプランテーション、

特にコーヒー栽培が挙げられ、南部におけるコーヒーの栽培は全生産量の95％を

占めている69）。

（b） LFA導入後の変化

ラオス政府は LFAを実施し、農地として定義された土地以外での農業活動を



338　法律学研究55号（201６）

禁止した。政府はラオス南部において地域住民に対して焼畑から林業へ生業を転

換するように奨励しているが、その転換への過程の 1つとして焼畑林業（タウン

ヤ式林業）を推奨している70）。焼畑林業とは、焼畑地への植林と樹木の列間での

農作物栽培を同時に行う形態の林業である71）。例えば、チャンパサック県内の高

標高地では植林と同時にコーヒーやバナナなどの果樹の植樹が行われており、ま

たメコン沿いの低地ではチークと焼畑産物の組み合わせが見られる。1980年代か

らラオス政府は焼畑林業をラオス南部に導入するにあたり、チーク林の植林を奨

励し始めた。これは、近隣諸国や国内の木材需要がその当時から増加しつつあっ

たことが背景にあると考えられる72）。また、ラオス政府はチーク林業の導入を促

すために税制面での優遇を行った73）。政府はこのチーク林業を地域住民の主幹産

業とし、主な現金獲得手段にさせることで地域住民の世帯所得を向上させようと

試みた74）。それによって、焼畑や自然林の伐採75）を抑えることができ、森林率を

回復させることができると政府は考えたからである。政府による税制面における

優遇、またその参入障壁の低さも追い風となり、地域住民はチーク林業を複数あ

る生業のうちの 1つとして導入し、結果として徐々にチーク林の利用は拡大して

いる。

しかし実態としてはほとんどのチーク林所有者は自己が所有するチークを少額

の収入を目的とした択伐に基づいて販売しており、チーク林業はその拡大とは裏

腹に、主幹産業になっているとは言えない状況である76）。従来ラオス南部の地域

住民は焼畑、牧畜、水稲耕作など複数の生業に従事し生計を立てている。これは

天候や周囲の環境の悪化により、ある作物が不作であったとしても他の生業や現

金獲得手段で生活ができるようにするためであり、地域住民のある種の危機管理

意識の表れであると言える。さらに交通インフラが十分に整っていないため、外

部から食料等を調達することで生活を支えることはリスクが高く、そのことも彼

らが複数の生業に従事し自給自足的な生活を営んでいることの理由とも言える。

また LFA導入後、ラオス南部では地域住民によるチーク林業地の利用が浸透

してきたが、そのことが森林等の自然資源に悪影響を与えているとも言える。具

体的には、森林率の減少と生物多様性の喪失である。LFAやチーク林業の導入

の実施機関である県、郡の森林局がラオス政府の意図（チーク林業を主幹産業とし、

焼畑等を抑制させ森林率を回復させる）を把握できていない、また県・郡の森林局

の地域住民に対する監視が徹底できていない結果、チーク林業地は保護林へ拡大

している77）。さらに、チーク林業は本来焼畑の跡地を使用して行われているので、
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新たな焼畑を行うには別の森林地が必要となり、更なる焼畑面積の拡大を招いて

いる。本来チーク林は森林率における「森林」としてカウントされないことを考

慮すると、森林率は回復しておらず、むしろ減少していると言える78）。これは政

府の政策が目指している方向とは正反対のものである。さらに、その帰結として

生物多様性が失われていることもまた事実である。

Ⅴ　結　論

序論で提起した問いかけに対して、一連の土地改革過程の全国的な分析・地域

的特徴に根差した分析を踏まえた上で、様々な観点から我々なりの結論を導いて

いく。そして、そこで述べたそれぞれの評価を基にして今後ラオス政府がいかな

るアプローチを取ることが望ましいのかを提示したい。

1　問題提起に対する答え

（ 1） LFAの制度上の限界

土地改革がラオス社会全体に与えた影響がいかに大きいとはいえ、第Ⅳ章で分

析したような現実に生じている諸々の問題は当然看過することができない。序論

の問題提起、「法制度のどの部分が機能していないのか、どこに『欠陥』があるか」

に答えるならば、それは、LFAの目的に相互矛盾があった、ということであろう。

一連の法制度は、国民の土地に対する権利関係を明らかにし、土地利用の保障を

図るという目的と環境保全を図るという目的を同時に掲げていたことは前述の通

りである。この 2つの目的は通常対立するものではないが、ラオスの土地に関す

る問題点を考えるとき、その根源にこの 2つの矛盾が根深く存することが分かる。

例えば、北部で顕著な事例として、人口増加による分配される土地の減少が挙

げられる。分配の方法などに問題が生じていることは既に述べたが、農民に分配

すべき土地が限られていることがそもそもの原因なのである。つまり、環境保全

のために指定された保護林・保全林等が、LFA以前に耕作されていた土地（森林）

をも保護区域として「収奪」してしまったのである。このため、農地と評価され

る土地が制限され、必然的に分配される土地も少なくなり、結果として、土地保

障が侵害される紛争が頻発している、と見ることができる。

また、環境破壊の主原因とされている焼畑の根絶という環境保全のための政策

も、国民の生計手段を過度に奪っている。焼畑農業で生計を立ててきた農民に
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とって、焼畑をやめることは農民に非常に大きな負担を強いることであり、その

大部分を一律に禁止したことで、一部の農民はさらに困窮する事態に至っている。

以上の例から見ても、国民の土地保障と環境保全が一部で両立できない状況を

引き起こしていることは否定できない。

（ 2） 憲法17条の限界

前項で挙げた法制度上の欠陥を踏まえた上で、憲法17条に掲げられる全土地の

国有化制度と市場経済原理に基づく近代的所有権制度（に近いもの）は併存可能

なのかにつき、考えていく。そこで、我々は、憲法17条には実施上の限界がある

のではないかと結論付ける。

繰り返し述べるように、ラオスでは人口増加が急激に進んでいる。この人口増

加を考えたとき、土地の「分配」というのは経済的に限界があると考える。土地

は不変であり、人口だけが増えると、理論上 1人あたりに割り当てられる土地は

減少する。現行制度の下では、分配される土地が減少してしまうと、今までの土

地で最低限の生活していた者の生活は当然困窮する。売買が許されない以上、大

規模な営農をすることができないため、困窮した農民は小作農に転ずるか、職を

求めて出稼ぎをするかという選択肢しか残されない。

また、外資企業の活動状況から見ても、17条は空文化している、国家にとって

むしろ足枷になっているとも言える。土地法では、外国企業には土地の「リース」

という形をとり、国有地は30年、国家の許可を得た民間土地使用権は20年で、特

に外国投資家には50年の期間制限で貸し出される79）。ただ、いずれも延長可能で

あるため、更新し続けることが可能であれば、表面上の貸借関係でこそあれ、永

年貸借に近く、売買を禁じる国家の憲法制定時の意図とは既にかけ離れている、

と思われる。企業側からすれば、元の土地所有者との関係は売買に近い当事者関

係とはいえ、貸借である以上、抵当権や地上権の設定といった所有権に付随する

効果は享受できないという弊害が常に生じる。国家としても、開発をより促進さ

せるという目的の上では、憲法17条は障害でしかないのではないか。

ゆえに、我々は、憲法17条の規定する「全ての土地が国家に帰属する」という

社会主義的な原則には、経済的観点、法的観点から見て限界がある、と考える。

2　開発法学的アプローチの模索

第Ⅳ章で浮かび上がった問題を通じて、現在の土地に関する法制度の欠陥がど
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こにあるのか、について分析し、LFAの限界・憲法17条の限界に考察を加えた。

開発支援という側面を考えても、その社会の構成員の幸福を図れずに社会を発展

させることは不可能であり80）、何よりもまず国民の生活、土地保障を最優先事項

に置いた手法を考える必要があるのではないだろうか。それらを踏まえた上で、

法律上の欠陥に対してどのようなアプローチをとれば、開発法学が目指す「人々

の幸福の増進」に寄与することができるか、について考えていく。

アプローチを提示する前に、まずラオスの現行土地制度の変革の必要性につい

て論じる。土地改革が断行された1990年代は、市場経済の導入に伴って種々の法

制度が制定されてからわずか10年余りしか経過していなかった。その当時は、内

戦からの復興がまだ十分に進んでいない状況で、緊急性の高い問題に即座に対応

する必要があった。そのために、多くの条文を掲げる複雑な法体系を避け、個別

法を制定することで喫緊の課題に対処してきた。ゆえに、法体系に不備が存在す

るもの、他法と矛盾した項目を持つものも見られ、法律としては不完全のまま、

ある意味「その場しのぎ」の法律であったという評価も可能であろう。またラオ

スが社会主義国家体制の中に市場経済を導入したのは、中国・ベトナムが採用し

てから間もない時期であったため、両者うまく嚙み合うのかも理論上の効果しか

当時は把握することはできなかったはずである。その時期から25～30年が経ち、

グローバル化とともに人やモノの流れが急速に活性化していく中で、ラオスを取

り囲む状況も大きく変化し、成功・失敗を含め改革の効果というものも顕在化し

てきている。そこで、改革期に形成された法制度を今一度見直す時期にきている

のではないかと考え、より良いアプローチについて模索していくことにする。

前節第 2項で論じた憲法17条の限界から土地問題全体を考えるとき、社会主義

的な土地の国有制度を廃し、土地に関してもより資本主義に向かうべきだという

考え方が出てくるのは自然な流れであろう。前述したように、開発の促進を期待

する政府や外資企業の経済的観点、複雑化している土地の法体系をより平易にす

るという法的観点からは、資本主義的理念への転換は国家に利益しか与えないよ

うにも思われる。しかし、現実的にラオス政府が社会主義体制により国家を存続

させており81）、加えて市場経済を導入し種々の問題が生じた現在ですら、政府自

身はその体制の維持を強く望んでいる82）。そのような政府の姿勢を考慮すれば、

既存の体制を変更すべきという見方はナンセンスであり、現実味を帯びていない

だろう。従って、現行の社会主義体制の中でより効果的なアプローチを探ってい

くのが妥当であると考える。
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そこで我々は、土地分配による権利確定と環境の保全という 2つの相反する目

的を見直し、前者に重点を置いた LFAの実施の可能性を考えるべきではないか、

というアプローチを採る。もちろん、両者を同時に達成していくことが理想では

あるが、相互矛盾が生じている現在において、その理想は未だ理想のままである。

例えば、人口増加する社会の流れに対応するためには、より多くの土地が必要で

あり、移住者のために開拓し森林が減少してしまうことは、割り当てられる土地

の減少により生活に苦しむ国民を増やすことに比べれば、国家にとって大きな問

題ではないであろう。決して環境保全を否定するわけではなく、国民の土地権利

関係と衝突する限りにおいて保護規定を緩めるべきだと提言しているのである。

焼畑に関しても、代替手段が乏しい地域で全面禁止にしても農民にとっては不利

益しかなく、いきなり 0を目指すのではなく、段階的な減少を目標とする方が国

民と環境両者により良い影響を与えるものと考える。

また事業を実行する上で、必要不可欠なのが経年変化のモニタリングと地域的

多様性への配慮である。現在実施されている LFAは予算・人員不足もあり、新

しい法令の普及とモニタリング（手順 7）、 8））が多くの地域で不完全であるこ

とは第Ⅳ章で述べた。しかし、土地管理方法も権利の効果も全て国民のために設

定されたものであり、与えられても利用できなければ意味はない83）。また成長の

真っただ中にある社会では、土地に関わる経済活動がより活発であり、様々な変

化に対応するために行政がモニタリングを着実に行うことは非常に重要である。

さらに、ラオスという多民族社会の特性上、各地域の多様性を無視することはで

きず、画一した法の中にも地域的特徴に柔軟に対応できる規定を設けておくこと

は重要である。これらの点を考慮した上で、国民の土地保障を重視したアプロー

チを採るとき、より良い（better）「法の支配」が実現できるのではないだろうか。

3　開発法学的観点から見た意義

最後に、一連の土地改革について開発という観点から見た意義を述べていく。

LFAは土地改革を通して国家を開発するためにラオス政府が始めた事業であ

るが、これがラオス政府の自発的意思によってあくまでも能動的に行われたとい

う点に意味がある。というのも、開発法学において「被支援国が、どのような制

度、法律を整える必要があるのかを自ら判断し、その実現のために行動する、あ

るいは行動できること」が最も重要である84）と我々は考えているからである。

もちろん今回の LFAは決して執行力を伴った事業であったとは言えず、またそ
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の計画段階においても様々な不備が見られたため、政府の目指した目標とはかけ

離れた結果が生じてしまったことは紛れもない事実である。しかし、国家主導で

初めて行った事業が 1度で目標通りに達成されることはむしろ珍しいことではな

いだろうか。そもそも国家の開発に必要なのは、その国家自身が政策を作成・実

行し、問題点を修正するという試行錯誤のプロセスである。その点において、今

回の LFAはラオス政府が今後国民に多種多様な法的権利を認め、市場経済への

移行を目指すという目標の達成に至るための試行錯誤のプロセスの一環であった

と捉えることができる。

4　おわりに

landlocked country（内陸国）であり、歴史的に鎖国状態にあったラオスが、市

場経済化に大きく舵を切ったことで、今やその内陸国というデメリットをメリッ

トに変え、land-linked countryとして、隣国と国境を接することを利用して発展

する方向に向き始めている85）。周辺国との関係を深め、今後更なる発展を目指す

からこそ、その土台となる国民の土地保障を図ることが最優先事項になると言え

るだろう。

2015年（執筆時）、日本―ラオス間で国交が結ばれて60周年を迎えた。今まで

日本が実施してきた支援は効果的だったのか、また今後はどのようなアプローチ

を採るべきなのか、本研究がこの節目の年に 1度振り返る契機となることを望む。
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