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【調査・技術論文】

ラオス南部における地域住民の生計向上のための適正技術普及に関する考察

ー小規模農家による家畜飼育を事例として一

渡辺盛晃＊1

要旨

本研究ではラオス南部における家畜飼育の適正技術普及にとって大事なことは何かについて考察する。県郡行政

官の多くが，予防接種を普及すべき技術の一つに挙げている。県郡行政官の働きかけにより，農家による家畜への

予防接種の割合は大きく増加したが，少数の家畜しか保有しない農家が予防接種を継続していくことは困難と思わ

れる。また，県郡行政官の多くが，放し飼いをやめさせることを大きな課題と認識している。多くの労力と技術の

適応が必要な舎飼いへの移行は，少数の家畜しか保有しない農家にとっては簡単なことではない。適正技術普及を

効果的に進めるためには県郡行政官が農家の現状を的確に把握し，農家の状況に応じて適応できる幅広い技術・

知識のメニューを持つことが重要である。

【キーワード】ラオス南部適正技術普及，家畜の放し飼い，家畜の予防接種，農村の人々の知恵

An exploration of the appropriate technology extension needed to 

improve the livelihood of rural people in southern Laos 

-A  case study involving small-scale livestock farming-

Moriaki WATANABE*1 

Abstract 

This study is an attempt to examine what types of technologies need to be developed for raising livestock in 

southern Laos. Most of the provincial and district staff argued in favor of vaccines (for the livestock) as the 

technology that should be promoted, and because of their endorsement the proportion of vaccinated livestock has 

increased. However, continuing vaccination seems to be difficult for farmers who have a small livestock 

population. Most provincial and district staff members have recognized the need to change the pattern of 

extensive livestock grazing as recommended by the local people, but a shift from extensive livestock grazing to 

confinement rearing requires more labor and a progressive adaptation to newer technology, which is not easy 

for farmers who have a small livestock population. For a more effective growth of technological resources, the 

provincial and district staff must have a good understanding of the financial or economic situations of farmers 

and accordingly provide a wide range of adaptable technology. 

【Keywords】SouthernLaos, Appropriate technology extension, livestock grazing, vaccination of livestock, local 

people's knowledge 

I．はじめに

国際協力の分野で，途上国への支援を考える際に

「適正技術」を見極めることはあらゆる分野で非常に

重要である。この「適正技術」に関する議論は，先進

国の技術を条件の異なる途上国に単純に移転するよう

な試みが失敗してきた反省を踏まえて，シューマッ

*l 独立行政法人国際協力機構北海道センター． HokkaidoInternational Cooperation Center, Japan International Cooperation Agency 
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ハーが主張した「中間技術論」に端を発する。それは

地域にあるものを工夫しながら活用し，土着の技術を

外来の技術と融合させ，地域住民に定着させていくこ

とである (Schumacher 1973, 1997)。この「中間技

術」から発展した「適正技術」とは，現地の社会的・

経済的・自然的・文化的条件に照らして，現地に受け

入れ可能で最も受け入れやすく，その範囲において

最も効果的であり，かつ問題を発生させないと考えら

れる技術を指す（鈴木 2006；田中 2012)。この文

脈から，「技術は出来るだけ簡易な手作りのものであ

ること」，「安上がりにできること」，「すべて現地で手

に入るだけでまかなうこと」が技術協力の基本とされ

る（中田 1999)。

特に農業分野の技術移転では，単なる技術だけでな

く，ニーズに対する収益性，農家や組織等の技術的・

経済的能力，環境保全への配慮等，総合的な判断が必

要であるとされる。適正技術普及に関わる普及員に求

められるのは農家の技術・知識レベル，農業技術に

対するニーズを把握するための観察やコミュニケー

ション能力，問題点への対応策・解決法を導き出す能

カ，農業者への動機づけ•発信ができる能力である

（鈴木 2006)。また適応できる技術のメニューを持

ち，農家の意志をしつかりと把握し，彼らの意志を自

律的に導くことが重要であるとされている（西村

2012)。

しかしながら，現地の社会的・自然的・文化的条件

を把握するのは簡単なことではない。農村に住む人々

は，活動の複雑化，多様化によって， また多種多様の

地域資源や機会を利用できるように相互のつながりを

いくつも作り出すことによって， リスクを小さくし生

活を安定させようとしている (Chambers 1997)。

本研究の対象地となるラオスでも，天水による低生

産性と不安定さに対して，農家は豊富な天然資源を活

用し様々な活動を組み合わせた生業を伝統的に実施し

てきたことが知られている。天水による水田や焼畑

は，単にコメを生産する場ではない。そこでは，食用

の動植物が採取・捕獲され，調理するための燃料など

の資源が供給され，乾季にはウシやスイギュウが放牧

される（小坂 2008;落合・横山 2008;宮川・足

立・瀬古 2008)。

一方，ラオス全体が急速な経済発展の中にあり，ラ

オスの農村においても伝統的な自給自足経済からより

外部との接触が増えた貨幣経済へ移行しつつある。ラ

オス南部の農村部では，低所得グループは林産物の収

集やコメ生産といった現物獲得による生業がいまだ大

きな役割を占める一方で，高所得グループは農外収入

を中心とした現金獲得に重点を置いた生業へとシフト

している。しかしながら高所得グループも活動を専業

化している訳ではなく，活動を多角化することで現金

収入を増大させており，いずれの層も複合生業の形態

を維持している（渡辺 2016)。

このように複雑かつ多様で内外の環境も常にダイナ

ミックに変化するファーミング・システムを理解する

ためには学際的アプローチが必要とされる（横山

2005)。また，農村の人々の知恵と外部者の近代的科

学知識の両者を組み合わせてお互いの弱点を補うこと

の重要性が主張されており (Chambers 1983)，こ

れはシューマッハーが主張した「中間技術」，またそ

こから発展した「適正技術」に通じる考え方である。

本研究ではラオス南部における家畜飼育の適正技術

に焦点を当てる。ラオス南部の家畜飼育は，稲作ベー

ス複合生産システムの中で行われているが，資産とし

て，あるいは現金収入源としての役割を次第に強めて

いる（渡辺 2018)。国際協力に携わる人にとって常

識とさえなっている「適正技術」ではあるが，ラオス

の家畜飼育について，これまで獣医学的な視点からの

分析が中心で，農家の視点からの分析は十分になされ

ていない。本研究ではラオス南部の県郡行政官が認識

する家畜飼育に関する技術に，農家が実際にどのよう

な対応を行っているかを概観することにより，ラオス

南部における農家の生計向上に必要な家畜飼育の適正

技術普及について重要なこととは何かを考察すること

を目的とした。

II. ラオス南部における家畜飼育の概要

ラオス南部4県には 2010Ill年に約 20万世帯が生

活し，そのうち 79％が農業に従事している。農村に

住む多くの人々は天水に頼った稲作を基本としてい

る。ラオス南部では 2010Ill年においても，雨期水

田の 89％が天水で行われている (LaoPDR 2012)。

その他現金収入源としてキャッサバ，落花生，バナ

ナ等の作物を生産し，小規模な家畜飼育や魚の養殖を

行っている（渡辺 2016)。

ラオス南部の家畜飼育の多くは，稲作生産システム

の中で， コメの副産物である米ぬかや砕米がブタや家

禽の主要な餌となり，乾季には水田や焼畑地がスイ

ギュウ，ウシ，ヤギの給餌地になっている（渡辺

2018)。農村では，家畜の放し飼いが図 lのように一

般的に見られる。ブタやニワトリは，昼間飼い主の宅

地を越えて，村の内外で餌を探し回り，夕方には飼い

主宅の家畜小屋に戻ってくる。スイギュウ，ウシ，ヤ

ギは終日，村外の休閑地にいたりする（高井ほか

2008)。ブタの場合，放し飼いにより雨期はタケノコ，

野生のイモ類，ミミズなどを乾期は沢ガニや小魚な

ど自分で探して食べる（中辻・サイウォンサー・竹田

2015)。

ラオス農村の人々は，家畜を出来るだけ自然に育て

ることを理想とし，放し飼いへの強いこだわりがある

とされる。その理由として，舎飼いよりも放し飼いの
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方が健康でよく太った家畜が育つこと，家畜の飼育が

楽なこと，そして肉がおいしいことであるとされる

（中辻 2013)。

しかしながら，家畜の放し飼いには，寄生虫・有毒

植物・野生動物による被害やけが，盗難といった問題

がある。また，商品作物の拡大により，家畜が農作物

を食害するという問題も多発している（高井ほか

2008)。貨幣経済が農村にも浸透していく中で，家畜

の役割も，資産としてあるいは現金収入源としての

役割を次第に強めている（表 l)。

上記のように変化する状況の中で一般的に，ラオス

畜産振興の第一の障害は家畜伝染病であり ，第二のそ

れは季節的な飼料不足であるとされている (Stur,

Gray and Bastin 2002, Millar and Photakoun 2008, 

中辻・サイウォンサー ・竹田 2015)。

第一の障害とされる家畜伝染病対策として，ラオス

では国連食糧農業機関 (FAO)の支援を受けて， 1979

年にワクチン製造センターが設立されている。現在，

センターでは出血性敗血症（ウシ，スイギュウ，ヤ

ギ，プタに感染），気腫疸（ウシ，スイギュウ，ヤギ，

ブタに感染），豚コレラ（ブタに感染），ニューカッス

ル病（家禽に感染），鶏伝染性気管支炎（ニワトリに

感染），鶏痘（ニワトリに感染），アヒルウイルス性腸

炎（アヒルに感染），及び狂犬病に対するワクチンを

生産している。センター設立当初は無償で農家にワク

チンを供給していたが現在は農家がワクチンを購入

する形となっている（Bastiaensen, Kamakawa and 

Varas 2011)。

農家がワクチンを入手する手段はいくつかある。農

家が郡農林事務所やワクチンを販売している薬局に出

向いて購入する方法郡農林事務所に連絡して郡行政

官に農村に来てもらう方法，そして村落獣医に依頼す

る方法等があり，それぞれで価格が異なる（表 2)。

村落獣医とは，村落レベルで家畜の予防接種等の獣医

業務を行うことが期待された地域住民であり，県 ・郡

行政官による数日間の研修を受けている。小規模な家

畜飼育がほとんどの農村では家畜の予防接種による村

落獣医の経済的インセンティブは必ずしも高くないと

される (Bastiaensen,Kamakawa and Varas 2011)。

2010 I 11年における南部 4県の家畜への予防接種率

は，スイギュウが 75%，ウシが 63%，ブタが 19%,

家禽が 10％であった (LaoPDR 2012)。

第二の障害とされる飼料不足は，植生の乏しい乾期

に草本が著しく減少することで発生する。この問題を

表 1 ラオス南部における家畜の役割の変化

家畜の種類

スイギュウ | 

ウシ | 

ヤギ

従来の役割 現在の役割

役畜利用 （水田耕起，搬送），様々な儀礼の

應鳳翌囮二賀童聾阻空聾．笥多皿堕＿なりj阻＿1役畜としての役割は減少し，蓄財目的の
役畜利用 （搬送），蓄財 ・資産運用の役割等動産としての役割を強める。

多面的な利用

蓄財目的の動産として新たに甜入され
る。

····················································································································•················································································· I現金収入源様々な儀礼の供物，日常の食物1現金収入源としての役割と強める。ブタ
等多面的な利用

家禽 1日常の食物ゃ鱈用のご馳走，様；；な儀礼の1日常の食物ゃ来客用のご馳走，また現金
供物，闘鵠や占い等多面的な利用 収入源としての役割を強める。

査科：渡辺 (2018)

図 1 ラオス農村で一般的に見られる家畜の放し飼い

惰料著者撮影 (2013年8月）

表 2 ラオスにおける主要な家畜感染症のワクチン販売価格

ワクチン名称 方式 価格 (Kip)I年

郡農林事務所での販売 I 200 12011 

ニューキャッスル病 I村落に配達 1,000 12011 
~-• -------―一．．．．．．．．．．．．．．．．．▲.．▲＊ ・ • --争-・・-・・・・-----・・・・・・・-・・・-・・・--------------
村落獣医からの提供 500 I 2007 

郡農林事務所での販売 1,000 I 2007 .......................^^^• -争^^争^^争----・・・・・・・--・--------・---------・
豚コレラ 村落に配達 6,000 12011 -・・・・・・・・・・・-・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．^＾ ^争一争争争--・・・-・・・・・---・-------------・---------・

村落獣医からの提供 5,000 I 2007 

郡農林事務所での販売 1,500 I 2007 
＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．”争•”争·.．...• --．．.．一．．．^．．．^ ＾”争•.....

出血性敗血症 (HS)I村落に配達 8,000 I 2011 

村落獣医からの提供 3,000 12011 

賓科 Bastiaensen, Kamakawa, and Varas (2011)の情報をもとに
籠者が作成。

注:1)村落獣医とは国の政策によ り村落に設置された獣医業
務を行う地域住民。

2) 1米ドル =a8,000 Kip 
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解決する ために外来牧草の普及がラオス国内で進めら

れている (Millarand Photakoun 2008,中辻・サイ

ウォンサー・竹田 2015)。

したがって，ラオス南部の農村では，急速な貨幣経

済の浸透により，稲作ベース複合生産システムの再構

築が求められている。放し飼いを中心と した粗放的な

家畜飼育をベースとして，家畜の伝染病予防や飼料生

産といった近代的な技術の導入が段階的に進んでいる

といえる。

皿． 調査方法

1. 調査対象

2010年 11月から 2015年 11月にかけて JICAが支

援を行ったラオス南部山岳丘陵地域生計向上プロジェ

クト （以下，プロジェク ト）に関与した畜産を担当す

る県郡行政官と農家を調査対象とした。プロジェク ト

は，南部 4県にある合計 27郡の内，それぞれの県か

ら2郡を選択し，合計 8郡で活動を展開した（図 2)。

プロジェク トは 主に畜水産業に関する適正技術の普

及を通じて，対象地域の農家の生計を向上させること

を目的とした。そのために普及の拠点となる中核農家

を育成し，この中核農家から一般農家へ農民間研修を

通じて適正技術の普及を行った。プロジェク トは前半

(2010年～2012年） と後半 (2013-2015年）に分か

れ，本調査は後半にプロジェクトに参加 した農家を対

象とした（独立行政法人 ・国際協力機構 ・ラオス事務

所 2013)。

畜産を担当する県郡行政官は， 4県 8郡の 20名（各

県 1名，各郡 2名）を対象とした。県行政官の 4名中

1名が，郡行政官の 16名中 5名が女性である。

農家は，プロジェクトで家畜飼育普及の中核となる

ことが期待された 68戸の農家を対象とした。これら

の農家は以下の6つの基準で県郡行政官の推薦により

選定された。
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他の農家に対して技術的助言を行い，問題が発

生した際は政府職員に連絡することが出来る。

当該家畜飼育の基本的な知識 ・技能及び経験が

ある。

新たな知識や技術の導入に積極的である。

ある程度の経済的余裕 （土地 ・施設等含む）が

ある。

地域のリーダーとなるために他の農家から評判

がよく 尊敬されている。

水や餌といった生産条件が整っている。

選定された農家はウシ．ブタ，ヤギ，及び家禽の

内， 1つの家畜を選択した。そしてそれぞれの家畜

飼育に必要な物品の供与および技術研修と定期的なモ
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渡辺 (2016)
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プロジェクト対象郡

ニタリングを通じて県郡行政官から技術的指導を受け

た。68戸の内家禽の支援を受けたのが22戸，ヤギ

が 16戸，プタが 16戸， ウシが 14戸である。

県郡行政官へのフォーカス・グループ・インタ

ピュー

2015年 3月 17日に，県郡行政官に対するフォーカ

ス ・グループ ・イ ンタビューを実施した。ラオス南部

の大多数を 占める小規模農家の生計向上を実現するた

めに，県郡行政官がどのような家畜飼育を実践すべき

と考えているかを特定すること目的とした。1グルー

プは県行政官 1名，郡行政官 2名の合計 3名から構成

され，以下の手順で実施した。

対象郡で討論する家畜の種類を特定する。プロ

ジェクトで該当する家畜の支援を受けた農家が

郡に存在する場合は対象とする。
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表 3 ラオス南部における家畜を保有する対象農家の割合と平均保有頭数

家畜を保有する農家の割合（％） 平均保有頭数（頭）

家畜
2013年 1 2015年 1 南部4県平均

(2011 / 12年）
2013年 2015年 1 南部4県平均

(2011 / 12年）

スイギュウI :： I :： I :： : I : I : 
．．．．．．．．―-一ーぎぎ‘ -----------------••1.3.......……●●●●●●●ざ4.......... •---•-..-----....4....----•••------ .......-•1-1---------- ----------1.1......... ...---•-........1...............· 

．．．．．．．．．ーフ`夕 .........L......6.5 .....1.........Ci.....」．．．．．．．．．．．．．．．だ~................!........... ? ―--.!.......... ?.... 」．．．．． ．．．．．．．．2.．．．．．． ．．． 

家禽 87 96 
93（ニワトリ）
47（アヒル）

35 52 
15（ニワトリ）
7 （アヒル）

資料： LaoPDR (2012)及び対象農家 (68戸）への聞き取り調査結果より作成。

(2) (1)で選択した家畜の種類に対して，普及すべき

技術と普及すべきない技術を特定する（複数回

答を可能とした）。

3.農家への聞き取り調査

68戸の農家に対して， どのような家畜飼育を実践

しているかを把握するために (1)-(4)の情報について

の聞き取り調壺を行った。 1回目は 2013年 7月29日

から 8月23日に， 2回目は 2015年 4月20日から 6

月25日にそれぞれ実施した。

(1) 過去 1年の農家収入の内訳（家畜販売額，コメ

(2) 

(3) 

(4) 

販売額， コメ以外の作物の販売額，魚販売額，

林産物販売額，農外収入額）

スイギュウ，ウシ，ヤギ，ブタ，及び家禽の保

有頭数

スイギュウ，ウシ，ヤギ，ブタ，及び家禽への

予防接種数

スイギュウ，ウシ，ヤギ，ブタ，及び家禽の飼

育状況

w．対象農家の特徴

ラオス南部ではスイギュウを保有する農家の割合は

64％で平均保有頭数は 3頭，ウシが 50％で 5頭，ヤ

ギが 4%で 4頭 ブ タ が51%で 2頭ニワトリが

93％で 15羽，アヒルが47％で 7羽となっている。家

畜を保有する対象農家の割合をみると，スイギュウが

2013年と 2015年で，家禽が2013年で，南部 4県の

平均値よりも低くなっている。一方，ウシ，ヤギ，ブ

タについては， 2013年と 2015年の数値がともに，南

部 4県の平均値よりも高くなっている。対象農家の家

畜の平均保有頭数は，いずれの家畜についても，南部

4県の平均値よりも高い数値になっている（表 3)。県

郡行政官より家畜飼育適正技術の一般農家への普及の

中核として期待された農家であるため，一般農家より

も家畜の保有数が多くなっている。

対象となった 68戸の農家で，プロジェクト後半の

活動参加前の 2013年と参加後の 2015年を比較する

表4 ラオス南部における対象農家の平均現金収入

現金収入 収入
t検定

項目 年 があった 割合(%) (100万Kip／年）

農家数 平均 標準偏差
結果

農家収入
2013 68 100 20 23 

＊ 
2015 68 100 35 43 

家畜販売 2013 50 74 5 13 
＊ 

による収入 2015 61 90 10 23 

資料：対象農家 (68戸）への聞き取り調査結果より作成。

注： 1)t検定結果の＊は 5％の水準で統計的に有意であるこ

とを示す。

2) 家畜販売以外による現金収入源としては，コメ販売，

コメ以外の作物の販売，魚販売，林産物販売，農外

収入がある。

3) 1米ドル=a8,000 Kip 

と，農家収入の平均が20百万 Kip（約 2,500米ドル）

／年から 35百万 Kip（約 4,375米ドル） ／年に増加し

ている。また 2013年から 2015年にかけて，家畜販売

による現金収入の平均は 5百万 Kip（約 625米ドル）

／年から 10百万 Kip（約 1,250米ドル） ／年に増加し

ている（表 4)。従ってこれらの農家は，元々専業的

に家畜飼育に取り組んでいたわけではなく，プロジェ

クトの介入があった後も，相変わらず複数の収入源を

持っていることがわかる。

V.結果と考察

1. ラオス南部の県郡行政官が認識する家畜飼育に関

する技術

ラオスの畜産政策として，第一の障害は家畜伝染病

であり，第二のそれは季節的な飼料不足であるとされ

ている。この政策的な背景が表 5にあるように重大

な伝染病に対する予防接種を徹底することと，エサを

生産あるいはエ夫することで粗放的な放し飼いをやめ

させることを県郡行政官が意図していることがわか

る。一方で，多くの県郡行政官は典家の経済的状況を

考慮して，農家が配合飼料を購入して給餌することは

求めていない。

ウシについて議論を行った 4郡の全てで，県郡行政

官が予防接種と牧草栽培を普及すべき技術としてリス

トアップしている。ここでいう予防接種とはウイルス
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表 5 ラオス南部の畜産担当県郡行政官がリストアップした家畜飼育の普及すべき技術と普及すべき

でない技術

家畜 議論した郡数 普及すべき技術 郡数 普及すべきでない技術 郡数

予防接種 4 放し飼い 4 
牧草栽培 4 去勢 2 

ウシ 4 一部舎飼い 2 稲わらの活用 1 
品種改良 2 

稲わらの活用 1 

エサ生産 5 放し飼い 4 

ヤギ 5 
品種改良 5 去勢 1 
予防接種 3 人工授精 1 

仔山羊用の小屋の設置 1 

予防接種 6 放し飼い 7 
エサ配合 5 配合飼料給餌 2 

ブタ 7 品種改良 4 犬歯．尻尾の切断 1 
エサ生産 3 

小屋の改善 3 

予防接種 7 放し飼い 4 
エサ生産 5 配合飼料給餌 4 

一部舎飼い 3 改良種導入 2 
家禽 7 エサ配合 2 2歳齢以上の飼育 1 

在来種の飼育 2 嘴の切断 1 
改良種導入 1 
グループ飼育 1 

資料：県郡行政官によるフォーカス・グループ・インタビュー結果より作成。

注：一部舎飼いは．小屋を設置し夜間は舎飼いを行うが，同時に昼間は放し飼いも行う。

性出血性敗血症のことである。また放し飼いを普及す

べきでない技術としてリストアップしている。稲わら

の活用を普及すべきでない技術としている郡は，畑作

が主で，十分な稲わらの確保が難しいためである。

ヤギについて議論を行った 5郡の全てで，エサ生産

と品種改良が普及すべき技術としてリストアップされ

ている。ここでいう品種改良とはボア種などの外国種

の雄を導入し，在来種の雌と掛け合わせることを想定

している。また 5郡中 4郡で放し飼いを普及すべきで

ない技術としてリストアップしている。

ブタについて議論を行った 7郡の全てで，放し飼い

を普及すべきでない技術としている。また 7郡中 6郡

で予防接種（豚コレラ）が， 5郡でエサの配合を普及

すぺき技術としてあげている。ここでのエサ配合は，

地域で利用できる米ぬか，酒粕， トウモロコシ，

キャッサバ，パパイヤ，サッマイモ等を煮込んでエサ

として与えることを想定している。

家禽について議論を行った 7郡の全てで，予防接種

（家禽コレラ，ニューキャッスル病）が普及すべき技

術としてあがっている。また 5郡で家禽に与える野菜

等のエサ栽培を普及すべき技術とし， 4郡で放し飼い

と配合飼料による飼育を普及すべきでない技術として

いる（表 5)。

以下，県郡行政官が優先すべき技術として考えてい

る予防接種とやめさせるべき技術と考える放し飼いに

ついて考察を深めたい。

2.予防接種について

当該家畜を保有し，そのうちの 1頭以上に予防接種

を実施した農家の割合は．表6のように 2013年から

2015年にかけて，スイギュウ，ウシ．ヤギ，ブタ，

及び家禽でそれぞれ増加している。同様に．保有家畜

数に対する予防接種の割合も，スイギュウ，ウシ，ヤ

ギ，ブタ．及び家禽でそれぞれ増加している。この数

字の高さは，県郡行政官が予防接種の徹底を普及すべ

き最優先の技術と考えて，農家に指導してきた結果で

もある。

当該家畜を保有し，そのうち l頭以上予防接種を実

施している農家を「予防接種実施農家」，当該家畜を

保有し，そのうち 1頭も予防接種を実施していない農

家を「予防接種非実施農家」とした。当該家畜の保有

頭数は 2015年においてウシ，ブタ，家禽で，予防接

種実施農家と非実施農家の間で優位な差が認められ

た。従って，より多くのウシ，ブタ．家禽を保有して

いる農家ほど予防接種を実施していることがわかる

（表 7)。

MillarとPhtakoun(2008) の報告によると，ラオ

スでは国内並びに隣国からの肉の需要の高まりによ

り，これを絶好の機会ととらえて，家畜飼育の集約化

を積極的に進める農家が出てきている。一方で，魚の

養殖や商品作物栽培等を重要な収入源と認識し，家畜

飼育については可能な限り従来通りの粗放的な飼育法

を維持しようとする農家も存在する。従って．ラオス

農村部における家畜飼育の集約化はすべての農家では

起こらないとしている。
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表 6 ラオス南部における対象農家による家畜への予防接種

農家数 当該家畜数

家畜の種類 年度 I当該家畜 予防接種 (%)= 家畜数 予防接種 （％）＝ 
保有(a) 実施(b) (a/b*lOO) (a) 実施(b) (alb* 100) 

スイギュウ
2013 26 14 54 131 99 76 
2015 23 19 83 132 105 80 

ウシ
2013 I 34 I 19 I 56 I 273 I 161 I 59 
2015 I 41 I 29 I 71 I 366 I 296 I 81 

-t-t・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・t----t---+・・・・・・・・・・・・・・・・・・・+-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・I・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

ヤギ
2013 I 9 I 2 I 22 I 100 I 37 I 37 
2015 I 23 I 18 I 78 I 263 I 167 I 63 

・・・・・・・・-・・・・'-'・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・'・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・'・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・'・・・・・・・・・・・・・___,______,____ 

ブタ
2013 I 44 I 10 I 23 I 198 I 88 I 44 
2015 I 44 I 22 I 50 I 412 I 250 I 61 

-・t・・・・・・・・・・・・・-+--・・・-+---+・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-+・・・・・・・・・・・・・・・・・・-+・・・・・・・・・・・・・・・・・・・+・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

家禽
2013 I 59 I 9 I 15 I 2,061 I 242 I 12 
2015 I 65 I 36 I 55 I 3,363 I 1.751 I 52 

資料：対象農家 (68戸）への聞き取り調査結果より作成。

注：予防実施農家数は．当該家畜を保有し．そのうち 1頭でも予防接種を行っている農家数。

表 7 ラオス南部における予防接種実施農家と非実施農家の家

畜保有数 (2015年）

家畜の種類
予防接種実施農家 予防接種非実施農家 t検定

平均 標準偏差 平均 標準偏差 結果

スイギュウ 6 4 4 2 
ウシ 11 11 3 2 ＊ 

ヤギ 11 7 12 ， 
ブタ 14 12 5 5 ＊ 

家禽 63 63 37 36 ＊ 

資料：対象農家 (68戸）への間き取り調査結果より作成。

注： 1)t検定結果の＊は 5％の水準で統計的に有意であることを

示す。

2)予防接種実施農家は，当該家畜を保有し，そのうち 1頭

でも予防接種を行っている農家。

3)予防接種非実施農家は，当該家畜を保有し， 1頭も予防接

種を行っていない農家。

4) 1米ドルea8,000Kip 

特にプロジェクト後半開始前の 2013年において，

対象農家から「予防接種をしてもしなくても結局家畜

は死んでしまう」という意見をよく耳にした。対象農

家による家畜に対する予防接種の割合は高まっても，

当然のことながら家畜の死亡が完全になくなった訳で

はない。特に出生時の家畜の死亡率の高さは，大きな

問題となっている。また，地域で蔓延しているブルセ

ラ症（主にウシとヤギに感染），伝染性膿疱性皮膚炎

（ヤギに感染），鶏疫（ニワトリに感染）等に対する予

防接種は実施していない。予防接種率の向上は，重大

な感染症を予防する役割を果たしているが，それだけ

では家畜の死亡を完全に抑え，良好な健康状態を維持

することにはならない。

また，プロジェクト実施期間中は県郡行政官が頻繁

に対象農家を訪問することで，予防接種率が高まった

背景がある。慢性的な予算不足から，プロジェクト終

了後に県郡行政官が頻繁に対象農家を訪問することは

難しい。また，各村落に設置されている村落獣医の経

済的インセンティブも低い。従って，行政から農家に

対する上から下への啓蒙活動は（村落獣医を介するに

しろしないにしろ），困難が予想される。特に少数の

家畜しか保有しない農家が自発的に予防接種を継続し

ていくモチベーションは低いことが予想される。

3.放し飼いについて

放し飼いから舎飼いへ発想は， ヒトが家畜を持つよ

うになって以降 もっとも大きな発想の転換と位置付

けられている。舎飼いにともなって，人間は飼料生産

や保存，家畜の管理作業にかかわる知恵や，家畜の栄

養に関する知識の蓄積が要求されるようになると言わ

れる（佐藤 2003)。放し飼いよりも舎飼いの方が当然，

病原感染等の生物環境でのリスクは少なくなり，摂食

行動も不要であるなど，家畜にとっては利点が大き

い。一方，給餌・給水作業，消掃作業，家畜の手入れ

など，人間によるきめ細かな作業が放し飼いよりも必

要となる。

放し飼いから舎飼いへのシフトが顕著にみられるブ

タについて見てみる。ラオス南部では，いまだに在来

種のブタ飼育が主であり，一般農家は家の周りでブタ

を放し飼いにするケースが多い。しかしながら，プロ

ジェクトからブタの支援を受けたチャンパサック県の

農家は，プロジェクト活動参加以前から，改良品種の

ブタを舎飼いで飼育し，より現金収入を意識したブタ

飼育を実施していた。

ブタの支援を受けたチャンパサック県の農家と他3

県の農家を比較すると表8のように大きな違いが認め

られる。平均ブタ販売頭数を見ると，チャンパサック

県の農家は 2013年に 18頭， 2015年に 45頭であるが，

他の 3県の農家は 2013年に 2頭， 2015年に 8頭と

なっている。全収入に占めるブタ販売額の割合をみる

と，チャンパサック県で 2013年に 63%,2015年に

69%，他の 3県では 2013年に 9%, 2015年に 8％と

大きく異なっている。従って，チャンパサック県の農

家は農家収入の 60％以上をブタ販売に依存し，改良

品種，配合飼料，予防接種等の近代的技術をとりいれ

て，ブタ飼育の集約化を図っていることがわかる。一
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表 8 ラオス南部におけるブタの支援を受けた農家のブタ飼養

状況

県 チャンパサック県
アッタプー・サラワ

ン・セコン県

ブタの支援を受けた農家数 4 I 12 
·········································ー―-------........---―-一----一---··················--...---—一ーー―一―一--......•.. 一---

改良品種導入農家数 4 I 2 
·········································―----—ー―ー・・• .....―-―ー----—ー一—ー―············・•・ .・ —一-—····················

配合飼料使用農家数 4 I 3 

平均プタ飼養頭数（頭） 2013年 17 I 2 ・・・・・・・・・・・・・ •.·····―ー―ーー--―一一---···········．•. ―--------------.-.・......-一ー―一--
2015年 25 I 15 

ブタ の予防接種率（％ 2013年 82へ）！ー―----~·1·1·……..---•----•--------……..------------..翌．――------------
2015年 100 I 67 

平均プタ販売頭数（頭） 1 2013年 18 I 2 ---------------．．．．．--------- -..·・0一—----―一--......•.....--―ー---------*

2015年 45 I s 
農家収入 2013年 46 23 

····················一-—-.—-—ー-一．.........--――．ー一 -―---・..··〇..―----一一-一—ー一-―一-.....

(JOO万Kip) I 2015年 80 52 

ブタ販売による収入 2013年 29 2 
----·········•···················-ー-—------·•·・······

(JOO万Kip) I 2015年 55 4 

農家収入に占めるプタ 2013年 63 I g 
........-—-―-—--·・．•....—-..．―-—・．ー--..—．—.···············ー-

(%) 12015年 69 I s 販売の割合

飼養方法の変化

餌のI夫

プロジェクト開始前以前は放し飼い。プ
から舎飼い。 ロジェクト活動開始

〗冒ヤ汀
資料：プタの支援を受けた農家 (16戸）への聞き取り調査結果より

作成。

注： l米ドル '78,000 Kip 

方，他の 3県の農家は， 2013年から 2015年にかけて

ブタの平均飼養頭数が3頭から 15頭に大きく増えて

いるにも関わらず，改良品種や配合飼料の導入は進ん

でいない。チャンパサック県の農家に比べて，ブタへ

の予防接種の割合も低くなっている（表8）。これは

チャンパサック県以外の 3県では，農家収入に占める

ブタ販売の割合が 10％以下で，ブタ飼育以外の商品

作物栽培等がより重要な現金収入源と意識されている

ためと思われる。このような状況では家畜飼育の集約

化は起こりにくいと考えられる。

チャンパサック県以外の 3県では，元々ブタの放し

飼いを行っていた農家が多かった。プロジェクト活動

への参加を契機に，自ら舎飼いに変更することを選択

した。放し飼いによる盗難や病気・ケガ等のリスクを

考えると今後とも舎飼いを続けたいという意見が多

い。一方，ラオス北部の例では，一日 24時間舎飼い

でのブタ飼育により，労働時間が2時間程度増えると

いう報告がある (Beggand Santos 2010)。また，改

良品種や配合飼料の導入のない舎飼いでは痩せたブタ

が多く見られる。

従って，家畜飼育以外の活動を主な現金収入源とし

て，少数の家畜飼育を行っている農家にとって，予防

接種の継続同様に，多くの労力と技術の適応が必要と

なる舎飼いへの変換は簡単ではないことのように思わ

れる。

4.適正技術普及についての考察

プロジェクトの支援を受けた県郡行政官の働きによ

り，ラオス南部の対象農家の家畜への予防接種率が高

まり，ブタを中心に放し飼いから舎飼いへのシフトが

一部見られるようになった。チャンパサック県でプタ

飼育の支援を受けた農家のように，家畜飼育への専業

化が進んでいるケース（表8)では県郡行政官が認

識する技術の導入・定着は比較的容易に進むように思

われる。農家にとっての適正技術は県郡行政官の認識

と一致しているように思われる。

一方で，ラオス南部の多くの農家は，家畜飼育を専

業的に行っているわけではなく，様々な活動を組み合

わせた複合生業を実施している。従って，県郡行政官

の働きかけによって一時的に導入した近代的科学技術

が彼らの中で定着するには時間がかかることが予想さ

れる。

適正技術では，土着の技術， または農村の人々の知

恵を外来の技術と融合させることが重要とされる。そ

の意味で，農家が実践している複合生業の全体を分析

して，予防接種や外来の牧草栽培といった近代的科学

知識を農家が受け入れることが出来る状況かどうかの

見極めが必要になる。ラオスの農村には在来地に根差

した遺伝資源の多様性保全と文化的に連続性を持った

適正技術として有効利用するための源泉が満ちている

といわれている（園江 2016)が，家畜飼育の集約化

を進めようとする農家にとってはそれだけでは限界が

ある。県郡行政官が進めようとしている近代的な技術

の導入がどうしても必要になる。

適正技術普及を効果的に実践するためには，双方向

な形で農家と政府の県郡行政官が意見交換する場を積

極的にアレンジし，県郡行政官が農家の現状を的確に

把握することが何より要求される。そして，農家の現

状に合わせた形での適切な手法を提案することが求め

られている。

VI. まとめ

適正技術普及において農村の人々の知恵と外部者

の近代的科学知識の両者を組み合わることが非常に重

要である。コメ生産を軸に様々な活動を組み合わせた

生業を実践している大多数のラオス農村の人々にとっ

て，ラオス行政官が重要と考える家畜への予防接種や

牧草栽培等の近代的技術のいきなりの導入・定着は容

易なことではないと考えられる。

したがって，農家の活動全体をしっかりと分析し，

外部者の近代的科学技術を段階的に取り入れる視点こ

そが，ラオス農村の大部分を占める小規模農家支援を

行う上で最も重要なことだと思われる。そのために

は，県行政官が農家の現状を的確に把握し，農家の状

況に応じて適応できる幅広い技術・知識のメニューを
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持つことが重要である。
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