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[調査・技術論文]

ラオス低地天水地域における農業経営多角化の可能性と課題

山田龍一利

要旨

本研究では，ラオス中部の低地天水地域を対象として，農業経営多角化の可能性と課題について明らかにした。

そこでは，経営多魚イとにおける中核的な部門といえる家畜飼養を中心とした実証分析を行ったO そこで明らかに

なったことは以下の点である。

第 lに，対象村においては，経営多角化志向の存在が確認された。

しかし，第 2に，家畜飼養については，初期投資としての子牛や子豚などの購入資金の不足が決定的な制約要因

となっている。

第3に，その背景として，米不足農家における米購入の髄先順位の高さ，天水稲作の生産力の抵位性を規定する

要因が明らかにされた。また，もう 1つの背景として，営農資金借入がほとんどみられないという実態が明らかと

なった。

第4に，家畜飼養の中でも特に不測の事態に備えられリスク軽減効果が高い牛の飼養を初期投資負拐なしに促進

できる点に牛銀行の意義が認められた。他方，牛銀行の定若に向けては，牛の病気や死亡などのリスクを回避して

いくことが今後の課題となる。

{キーワード]ラオス，低地天水地域，農業経営多角化，資金不足，牛銀行

Possibility and Challenges of Farming Diversification 
in Rainfed Lowland Areas of Laos 

Ryuichi Y AMADA・1

Abstract 

The present study clarified the possibility and the challenges of farming diversification in rainfed lowland area 

of central Laos. focusing mainly on the empirical analysis of livestock farming. which is considered as the cor巴

component of farming diversification. The study has confirmed the following points. 

1. Th巴farmersin the target villages are intending to engage in diversification-oriented farming. 

2. The lack of funds for the purchase of calves and piglets. which serve as initial investment for the livestock 

farming. has been a crucial constraint. 

3. The background factors that contribute to the above were identified to be the higher priority given by farm 

households who suffer from rice shortage to the purchase of rice as well as the low advantage provided by 

nc巴productivityfrom rainf巴drice production. Another factor is the unavailability of facilities where farmers 

could secure farming fund loans. 

4. The significance of a “cattle bank" was recognized from the point of view that in livestock farming 

especially during contingencies. it can promote cattle raising that could effectively mitigate risks without th巴

need for any initial investment. On the other hand. while the cattle bank system is still g巴ttingfully 

established. the farmers would have to face the future challenges of avoiding the risks of cattle diseases and 

deaths 

*1 酪船長林水産業研究センター， ]apan International R巴searchCenter for Agricultural Sciences 
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[Keywords] Laos， Lowland rainfed ar巴a，Farming diversification， Lack of capital. Cattle bank 

1.課題

東南アジア諸国の中でも，ラオスは農業依存度や貧

困者割合が大きく，後発開発途上国として位置づけら

れる。ラオスの中でも特に天水地域は，稲作生産力が

低位であることから貧困問題に直面している。{岳地天

水地域では，稲作以外にも小規模な畜産や特用林産物

採集などを組み合わせることによって生計を維持して

いる農家がみられる一方で、，水田保有面積が零細で，

家畜を保有しない，あるいは保有頭数が少ない農家も

みられる。特にこのような農家が貧困から脱出するた

めには，稲作生産力を向上させるとともに，リスク分

散や現金収入確保のための経営多角化を図っていくこ

とが重要である 1)2)。板垣 (2001)は，ラオスにおい

て，家畜飼養や野菜栽培などによる農業の多様化が，

投入財の購入や不足する米の購入などのための現金収

入源として意義を有すると指摘している。同様に，

Linkhamら (2005)は，ラオスにおける農業多角化

が食糧自給と現金収入源確保に貢献し，その結果，貧

困から脱出することが可龍となると指摘している。

ラオス政府は，農家生計の支援戦略として，農家の

フードセキュリティーを保証することと並んで，土

地，資本，労働力を多様な商品作物生産に投入するこ

とを掲げている O また，農業多角化戦略として，作物

の多角化だけでなく畜産部門，水産部門も含めた多角

化戦略を掲げている (LaoPeople's Democratic 

Republic Ministry of Agriculture and Forestry 

1999)3)。

以上の背景を暗まえ，本稿では，貧困問題がより深

刻なラオス中部の低地天水地域を対象として，農業経

営多角化の可能性と課題を実証的に明らかにする O

本稿では，まず対象地域の営農類型を抽出し，経営

多角化の現況を明らかにする。続いて，経営多角化に

おける中核的な部門(現金収入源でもあり財ー産的価値

も有する部門)といえる家畜飼養を中心として，経営

多角化志向について分析する O その後に，経営多角化

を制約する要因について明らかにする。ここでは，多

角化の制約要因として資金不足問題が検討され，その

背景にある稲作生産力の低位'生や資金借入の限界性に

ついて考察される O 最後に，家畜飼養の中でも特に不

iP，Jjの事態に備えられリスク軽減効果が高く，かつ有機

肥料源としても価値が高い牛の飼養に焦点を当て，こ

れを初期投資なしで促進する牛銀行の意義と課題を明

らかにする O

II.方法

対象地域は，ラオス中部のカムアン県マハサイ郡ナ

トン村である。同村は，カムアン県の中心都市でメコ

ン川沿いに位置するタケックから東に車で約 40km

の地点に位置しており，農外就業機会には恵まれてい

ない。また，メコン川からも離れており，新たに建設

されたナムトゥン 2ダムの恩恵、も受けないため，すべ

ての農家が天水条件下で、稲作を行なっている。さらに

村ではこれまで農業・農村開発プロジェクトが入った

ことがない。

ナトン村の総戸数(総農家数)は 68戸であるが，

この中から無作為抽出された 29戸の農家を対象に

農業経営多角化状況や資金借入などについて，質問紙

にもとづく聞き取り調査を実施した。

次に， PRA (参加型農村調査法)を実施するとと

もに PRA参加農家 7戸に対して資金需要の意向を調

査した。また，向村では米不足が最も深刻な問題であ

ることから， PRA参加農家の選定においては，米不

足が深刻な農家，やや深刻な農家，米不足の問題がな

い農家の 3つに分類し，参加農家がいずれに属するか

を確認した。

さらに，稲作生産力の規定要因を把握するために，

8戸の農家を，また， 2003年に牛銀行に参加した 7戸

の農家を対象として，それぞれ質問紙にもとづく聞き

取り調査を実施した。

以上のような質問紙にもとづく調査においては農家

の主観的な考え方とともに 客観的な数値情報等を把

握することができるという意義が存する O また，

PRAは主観的な情報であるが，より迅速に把握可能

であるとともに農家の主体性発揮の支援をするという

意義があると考えられる。

血.農業経営多角化志向と耕約要菌

1.農業経営多角化の現状と農業経営多角化志向

(1)農業経営多角化の現状

対象村における農業経営多角化の現状についてみる

ため，表 1に対象村における営農類型別の農家数を示

した。同表によると， 29戸の農家の中で， 1類型

(稲作+畑作十大家畜+中小家畜+特用林産物採集+

j魚、労)に属する農家が 11戸と最も多い。次いで， II 

類型(稲作+畑作÷中小家畜+特用林産物採集+漁

労)に属する農家が9戸存在する。このように，多く

の農家は経営を多角化していることが分かる O すべて

の農家において稲作部門を有するほか，ほとんどの農
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域においては， r裏の農業Jの役割は小さくないので

ある4)5)。

家畜飼養については，その平均餌養規模をみると

(表 2)，牛 3.2頭，水牛 3.0頭，山羊 5.5匹，豚2.7匹，

鶏 14.7羽，アヒル 4.5羽と，鶏以外はいずれも飼養数

が少ない。また，飼養農家割合をみると，鶏と豚以外

の家事の飼養農家割合は， 50%未満である。なお，

牛はすべて肉牛である。

隆一)ラオス低地天水地域における農業経営多角化の可能性と課題

家が畑作，および特用林産物採集を行なっている。

農部門の中で，稲作や畜産はいわば「表の農業jであ

るのに対し，畑作(ほとんどが康敷地内の自家菜園に

おける鑑かな野菜作)や特用林産物採集などは「裳の

農業Jといえる。対象村のような自給経済が主体の地

(山間

(2)農業経営多角化志向

対象村における農業経営多角化志向は，

在するであろうか?

経営多角化においては，家畜飼養が重要な役割を果

たす。家畜餌養の役割とは，第 lに，農家経済のリス

クを緩和する役割，第 2に，現金収入源として農家経

済に貢献するという役割，第 3に，有機肥料の供給源

として持続性を高めるという役割である O また，貧農

の特鍛は，土壌が痩せていること，水田が狭小である

ことに加え，家畜を所有していないことであると

れている (Hatsadong，K Douangslia， and P. Gibson 

2006)。このように，貧闘な地域の多くの貧農にとっ

て家畜銅養の意義は大きい。

そこで，対象村において家畜銅養の意向についてみ

てみると，牛，水牛，豚，鶏においては，館養を始め

たい農家や頭数を増やしたい農家が多いことが分かる

(閤1)。これに対し，山羊は，食害の恐れが最も大き

な家畜であることから村内での放し飼いが禁止されて

おり，柵等で囲う必要があるため，囲う手間や銅料集

どの程農存

対象村における営農類裂別護家数
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表 1

飼主主農家

幾家数 i 農家割合 平均飼養規模

(戸) (%) 

牛 10 34.5 3.2 ~頁
水~i二 11 37.9 3.0張

IlJ羊 14 48.3 5.5匹

)J本 15 51.7 2.7匹

鶏 27 93.1 14.7 )j~ 

アヒル 4 13.8 4.5 ;J~ 

家畜富司養農家の割合と規模

資料:筆者調査 (2007年)にもとづき作成。
1主:調弦農家戸数は 29戸である。

資料:筆者調査 (2007年)にもとづき作成。
J主:詰ItlをJl~áま戸数は 29i'ヨである。

表 2

襲撃その他

閥始めたくない

日増やしたい

狙始めたい

(%) 

100 

10 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

90 

由
民
家
割
合

アヒル鶏

図 1 農家の家篭飼養意向

資料:筆者調資 (2010王手)にもとづき作成。

i主調資農家戸数は 29戸である。

1翠lね羊水牛牛
O 
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f曲iε~(~ 水牛 当ミ Zド 耕転機 関懇資金 養魚li也 *の良品種

i段.家B 4 5 3 

農家so 3 5 4 l 2 

農家 M 4 5 3 

農家K 3 3 3 3 3 

農家S 3 3 3 

農家五 4 5 4 

農家N 3 3 3 3 3 

合計得点 24 20 16 13 10 5 3 

すけハ1:筆者首位査 (2007年)にもとづき作成。
I主:1)上記の民家は， 2007年に災施した PRAに参加した222ま

である。
2)資金利m先として最も優先順位の高いものに 5点を与

え，その次にFJいものに 4点を与え， ~)、ド， Jllfiに3点，
2点， 1点を与えた。

めの手間がかかることが問題となっている。アヒルに

ついては飼養するための池がないことなどが問題と

なっている。

さらに，多角化志向を農家経済の中で総合的にみて

いくために，対象村における資金需要について検討す

る。表3は，農家の資金需要(資金利用先に関する農

家意向)についてみたものである。農家の資金利用先

意向において最も優先順位の高いものに S点を与え，

その次に高いものに 4点，以下， )11買に 3点， 2点， 1 

点を与えた。表3によれば米の購入以外は営農資金

としての利用が志向されている O まず， *-1二と牛の購

入意向が強いことが注目されよう O 家畜，特に大家畜

は現金収入源となるだけでなく，米不足や病気などの

(i3) 

12 

不測の事態に備えられるという意義(財産的価値)は

大きい。また，資金利用先として養魚、池(造成)をあ

げた農家が2戸存在することにも注目したい。現在，

村内 68戸の農家のうち 養魚、農家は僅か4戸に過ぎ

ない。このように，資金が十分あれば，家畜をさらに

保有したり，養魚、を導入するなどの生産的投資の可能

性が示唆されている。また，開墾資金の需要も出目さ

れる O これは水田の開墾資金のことであるが，水田の

拡大によって米を増産し 米不足を解消しようとする

ものである。

2.農業経営多角化の制約要悶

以上のように，農業経営多角化の可能'性の存在が確

認されたが，農業経営多角化の促進を現実のものとし

ていく上では制約要因も存在するのである。ここで

は，経営多角化の中核となる家畜飼養を中心として，

経営多角化の制約要因についてみていくこととする。

(1)家畜飼養の制約要因

先にみたように，家畜飼養を新たに始めたい農家は

多い。しかし，飼養が困難であると回答した農家は牛

については， 11戸中 9戸，水牛については 11戸中 11

戸，豚については， 13戸中 11戸というようにいずれ

も極めて多い。その理由(制約要因)についてみると

(図 2)，牛，水牛，山羊，豚において，購入資金の不

足，つまり初期投資としての子牛や子豚などの購入資

金の不足が決定的な要因となっていることが分かる。

10 

8 

p
h
v
 

農
家
数

4 

2 

O 
水牛 山羊

幽購入資金不足

園家族労働力不足

巴飼主主技術不足

日その他

Jl本 鶏 アヒル

図2 家畜飼養の制約要因

資料:筆者調査 (2010年)にもとづき作成。
注 調査民家 29)ヨのうち，新たな家遊館主主やgl1数拡大が凶殺であると問答したjえ家を対象とした

ものである。
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購入資金不足以外の要因，すなわち家族労働力不足や

飼養技術の不足を制約要因として挙げる農家は少な

い。また，牛，水牛などの大家畜だけでなく，中小家

畜である綜の飼養においても購入資金不足が制約要因

となっていることは往日すべきである O

(2)資金不足の背景

表3によれば，資金需要先として米購入を挙げてい

る農家が4戸あるが，これらの農家においては，いず

れも米購入の優先順位が最も高くなっていることが分

かる。このうち，農家soは，米不足がやや深刻な農

家であり，その他3戸の農家(農家 B，農家 M，農

家日)はいずれも米不足が深刻な農家である6)。この

ことは，これら 4戸の農家においては，資金が利用可

能となった場合でも，その資金が家畜飼養や養魚、など

に充てられる前に，米購入へ回されることを意味して

いる。これが資金不足の背景にある要因で，根本的に

多角化を制約していると考えられる。

こうした米不足の背景には，対象村における水田規

模の零細性の問題とともに，稲作生産力の低位性の問

題があると考えられる。そこで，稲作生産力を規定す

る諸要因についてみていくこととする。表4は，稲作

における収量規定要因についての農家評価結果を示し

たものである。開表の評価得点は，各要因について

f非常に重要jを3点， Iやや重要」を 2点， Iあまり

要でない」を 1点， I全く関係なし」を O点とし

て，農家平均を算出した結果である。また，同表で

は，諸要因について，左側に外部環境要関を，布側に

表4 穏作の収震規定要因についての農家による評価

外部環境要因 平均得点 主体的要l3l

本格的な雨期の始まり 3.0 代かきの有無

商の良し裂し 3.0 適期緋主去

土壌の良し主主し 2.9 耕転回数

降水長 2.8 家畜の奨の投入

水EDの水持ち 2.8 除草回数

水自の高さ 2.5 

資料:筆者調を (2010'手)にもとづき作成。
i主:上記の許制h得点は， r非常に重*Jを3点， rややZ主要Jを2

点， rあまり重姿でないJをl点， r全く関係なし」を O点と
して， 8戸の農家に評価してもらった結果である。

農家による主体的要国を配したO 天水稲作は，水のコ

ントロールができないために生産力向上に向けた農家

の主体的な努力は限定されるとみられている。確か

に，雨期の始まりが年によって不安定であり，大幡に

遅れると収量が激減する。そのため， I本格的な雨期

の始まり」については，すべての農家が「非常に重

要J(3点)と自答したのである。しかし，代かきの

励行，適期耕恕，耕転回数，家畜の糞の投入などの主

体的要由の得点も高いことが分かる。ただし，適期耕

転は雨期の始まりが遅い年には困難になる上，耕転機

台数が限定されている状況下では，耕転機を所有して

いない農家の適期耕訟が難しくなる。こうした制約を

克服していく上で，耕転関数を 2罰確保し，代かき効

果を上げ，水持ちを良くすることにより適期耕怒期間

を伸ばすことが重要であると考えられる。家畜の糞の

投入については好下で大家畜を餌養する農家にとっ

て糞の確保は容易であるので 問題は糞の運搬のため

に耕転機を利用できるかどうかという点であろう。

(3)資金借入の限界性

既にみてきたように，家畜飼養や養f脅しは，資金需要

を伴う。資金を十分に持っていない農家にとっては，

資金借入が，経営多角化における重要な条件となって

くる O そこで，ナトン村における現金借入状況につい

てみると，調査農家29戸中，僅か6戸の農家で現金

借入を行っているに過ぎない。表5によれば，現金借

入農家のうち， 2戸は村の基金からの借入であり，残

り4戸の農家は村内の親戚からの借入である。このよ

うに現金借入については，村内のネットワークに依存

していることが分かる。親戚からは無担保での借入が

可能であり，無利子あるいは低利子で借り入れること

ができるというメリットがある。また，返済期限を特

に設定していない場合が多い。 借入金の使途をみる

と，米の購入や薬の賄二入など生活資金としての少額利

用が多いことが分かる。営農自的の資金借入は，牛購

入の l事例だけである。

他方，対象付において自発的に形成され，自立的に

運用されている村の基金については，現在，僅か 300

万~400 万キップ7)の保有額しかない。村の基金の使

途事例は，病気の際の薬代，子供が仕事を探しに行く

表 5 対象村における現金借入状況

序曲正申為三4官~f.ヨ1 借入先 借入額 (kip) te.1呆 借入金の使途

5 村内の親戚 200，000 無担保 米の購入と薬の購入

6 村の基金 1.0∞，000 1まをte.i呆 米の熔入

18 村の基金 700，000 牛を I頭扱{采 無回答

22 村内の親戚 3，∞0，000 無担保
お金を借りて牛を購入し，また売ろうと思っ
たが，牛が見つからず，お金を返した。

25 村内の親戚 900，000 無担保 家を新築するため。

28 村内の親戚 100，000 無担保 米の購入

資料医者調査 (2007年)にもとづき作成。



56 開発学研究(Journalof Agricultural Development Studies) Vo1.22 No.2， 2011 

表 6 村の基金の使途と借入利率

使途

自転車購入

子供が仕事を探しに行く際の準備資金

病気(薬の購入)

衣服，教科書購入

火事の対処(家の建築，家財道具総入)

資料・筆者前後 (2007年)にもとづき作成。

借入利率

(%/月)

10 

10 

5 

5 

O 

ときの旅費や食事代，貧しい農家の子供が学校に行く

際の自転車，衣服，教科書などの購入費用，および火

事の際の支援金である O 表6に示されているように，

使途ごとに異なる借入利率が設定されている O この表

から分かるように，災害(火事)への対応に配慮がな

されており 8) 教育，医療への一定の配慮もある。こ

のように，村の基金の性格は，リスクへの対応，セー

フティーネットとしての資金という点にあるといえよ

つO

以上のように，ナトン村ーにおいては，少額生活資金

の借入実態はみられるが，生産的投資のための資金，

すなわち営農資金の借入実態がほとんどみられない。

これは農村金融が極めて限定されていることを意味し

ている9)10)。このことが経営多角化の制約要国の lつ

となっているといえよう11)。

町.農業経営多角化の課題ー牛銀行につい

て-

1.牛飼養と牛銀行の展開

既に述べたように，農業経営多角化における家畜銅

養の意義は，農家経済におけるリスク緩和，現金収入

源としての農家経済への貢献，および有機肥料の供給

源、という点に存するが，牛については特にリスク緩和

と有機杷料源としての意義が中小家畜に比べてより大

きい。その意味で家畜の中でも牛は重要である。特に

リスク緩和という点において貧農にとっての意義が大

きい。

ところで，マハサイ郡内には対象村を含めて牛銀行

が存在する村がある。牛銀行とは，牛を農家に貸し，

子牛が産まれたらそれを貸し出し先農家と半分ずつ

シェアするシステムである。牛銀行の利点は，第 l

に，農家にとって初期投資が不要である点，第 2に，

現金の管理と比較した湯合に，帳簿管理が簡単で、ある

という点に存する。前述したように，資金制約の問題

が家畜飼養を阻害しているが，牛銀行は，この制約を

克服しようとする狙いを有している。

そこで，牛銀行について，対象村を中心として，そ

の意義と課題を明らかにしていくこととするが，その

前に，対象村ーにおける牛銅養の実態について概観して

おくこととする。ナトン村においては，農家は通常，

生後 7~8 ヶ月の子牛(在来種)を購入した後， 2~3 

歳まで飼育する O 牛飼養については，雨期には山の近

くで放牧される。乾期には水田で放牧され，稲の切り

株などが飼料となる。夜間には，軒下などで縛り付け

られる。通常，男性が牛の世話をするが，忙しい場

合，女性や子供も手伝う。牛の販売価格は約

2，000，000キップである。ただし，緊急に現金を必要

とする農家(病気，家の建築，耕転機購入，結婚式な

どで現金が必要となる農家)はもっと若い牛を販売す

る。

次に，牛銀行についてその利用実態と意義を明らか

にしていく。まず，マハサイ郡内においては， 1991 

年~1995 年に，ナカム (Nakham) 村とラオ (Lao)

村で牛銀行が実施され，援助プロジ、エクトから郡女性

同盟に 43頭の牛が提供された。この 43頭の牛のう

ち， 10頭はカムアン県が回収した12)。残り 33頭は続

けてこの 21'1で飼養された。 1995年から 2003年にか

けて，子牛が産まれ，初期に提供された親牛と産まれ

た子牛を併せ，死亡した牛を51いた合計頭数は 77頭

となった。すなわち， 44頭の純増となったのであ

る。うち， 24頭(子牛)は農家に配分され， 8頭は村

に配分された。この 8頭をもとに村ーはさらに牛銀行を

続けた。また， 6頭ずつ，県と郡の女性同盟に配分さ

れた。

表7 牛銀行利用農家の利用実態と意向

よi二銀行 {昔りた牛 産まれた 死亡した YJ1Lj℃tfづzるb丈'刀しノ、
死亡理由

予防接種 継続

利用農家 (頭) よ!二(頭) 牛(頭) 手IJ主主分(頭) の有無 利月1M:向

A 2 2 O l 不明 O 
B 3 2 2 O 交通事故，原因不明の病気 O O 
C 2 2 O 。 O 
D 2 3 O 2 O O 
E 2 2 O 原I過不明の病気 × O 
F 2 5 O 3 O O 

G 3 5 O 3 O O 
メロ〉、きロi 16 21 3 10 

資料 fft者問資 (2007年， 2010年)にもとっき作成。
注:1)上記のJUlIUjは， 2003年-2007年(第l!!iJ牛銀行利用期Illj)である。

2 )牛銀行利用y史家 AGについては， 2007年調査結果，その他は 2010年調査結果である。
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他方，ナトン村においては，表7に示されているよ

うに， 2003年に 16頭の牛が農家に貸し出され， 2007 

年までの 5年間で 21頭の子牛が産まれた。 3頭は死

亡したが，郡女性向盟に貸し出された親牛と産まれた

子牛の約半数を返却後， 10頭の牛が利益分として農

家に残った。問村では， 7戸の牛銀行利用農家のう

ち， 5戸は産まれた牛，および借りた親牛を死亡させ

ることなく飼養し，産まれた子牛の約半数(産まれた

子牛が3頭の場合は l頭返却， 5頭の場合は 2頭返

却)を返却し，利益(子牛)を得た。

牛銀行は，開始時に援効プロジェクトなどからの現

物提供を受けるが，その後は，村レベルの自律的な運

営を行いながら順調に牛頭数を拡大している O この点

において，牛銀行は，自立発展性 (PCMI3)の評価基

準の 1つ)の観点から評価し得る。

2.牛銀行の課題

ナトン村においては， 7戸の農家が，希望して牛銀

行に参加した14)。実捺には牛銀行参加希望農家は多

い。調査農家29戸中， 8戸の農家が牛銀行の牛が足

りない，あるいはそのため牛を与えられなかったと自

答している。

他方，牛銀行参加を希望しない農家もいる。その背

として，以下のような開題を指摘することができ

る。第 lに，牛銀行利用は，牛の病気や死亡などのリ

スクを伴うという点である15)。ナトン村の牛銀行参加

農家の中には牛の死亡や事故に遭遇し，産まれた子牛

で弁償した農家も 2戸存在する(農家 B，農家 E)。

これらの農家では利益分の子牛を得ることができな

かった。こうしたリスクを回避する上で，ワクチン接

種や牛の健康管理を担う村の獣医役の役割は極めて重

要である16)。表7より明らかなように，予防接種を行

なった 5戸の牛銀行利用農家の中で 1戸だけは牛を病

気で死亡させている。他方，予防接種を行なっていな

かった農家 Eでは病気で牛が死亡した。このこと

は，予妨接種の重要性を示唆するとともに，予防接種

以外の健康管理にも注意を払う必要があることを示唆

している。村の獣医役とともに，予算等の制約の中で

困難を伴うものと考えられるが，郡段階での普及の役

割も重要であろう。

V嗣結び

本稿では，後発開発途上国の貧困削減に果たす農業

経営多角化の役割が期待される中において，貧困問題

がより深刻なラオス低地天水地域を対象として，農業

経営多角化志向等の実態，農業経営多角化の制約要

因，および農業経営多角化の課題について検討してき

た。そこで明らかにされたことを整理して結びに代え

たい。

第 lに，対象村においては，家畜飼養の意向が十分

存在するほか，十分な資金を前提とした場合の養魚、導

入などの生産的投資の可能性が示唆された。すなわ

ち，農業経営多角化志向の存在である。

しかし，第 2に，家畜飼養については，初期投資と

しての子牛や子豚などの購入資金の不足が決定的な制

約要因となっている。

第3に，その背景には， 1つは米不足農家の農家経

済における米購入の優先順位の高さ， 2つ自には米不

足に影響を及ぼしている稲作生産力の低位性の問題が

ある O さらに，天水稲作の生産力を規定する要国とし

て，外部環境要因のほか， 2田耕転や適期耕転などの

主体的要因の重要性も指描した。

第4に，資金不足のもう lつの背景として，農村金

融の視界，すなわち，営農資金借入がほとんどみられ

ない実態が明らかとなった。

第5に，初期投資負担なしに農業経営多角化を促進

させようとする牛銀行については，村レベルの自律的

な運営を行いながら牛頭数を拡大している点に意義が

認められるが，牛の病気や死亡などのリスクを臨避し

ていくことが今後の課題となる O

謝辞:本稿を執筆するにあたり，小田正人氏および藤

原洋一氏(国際農林水産業研究センター)に貴重なコ

メントを頂いた。また，カムアン県マハサイ郡ナトン

村の農家，およびラオス間立農林研究所の研究者に多

大な協力を頂いた。記して，謝意を表したい。

(注)

1 )金沢(1982)は，複合経営について，農業経営として商品

化という，最終的な完了の段階を経るべき複数部門作自が

あってこそ，経済的にも~味をもっという考え方があると

している。金沢はフォスターの次のような複合化の条件，

すなわち，①複数の部門，作目を導入していること，②そ

れが所得の源泉たること(最終商品生産物)を示してい

る。このような考え方からすれば，自給部門を中心とした

農業経営が支配的な本稿対象地域では，複合化という用語

よりも多角化という用語が適切であると考える。

2 )多角化の一般的な意義としては，①耕地の有効利用，②家

族労働力やl1!iI定資本の有効利用，中間生産物とくに副産物

の有効利用，③地力維持・向上，③危険分散が挙げられて

いる(五味 2000)。ベトナムの農業多角化の意義として，

小農の現金収入確保などの意義も指摘されている

(Iwamoto 2001)。他方，農家レベルの経営多角化の制約要

因について，板j:][(1996)は，新しい技術ないし情報・知

識の普及伝播システム，市場や企業との契約農業の機会お

よび生産者組織形成の可能性，市場価格シグナルに対する

生産者の!感応性等の程度を指摘している。

3 )ラオス政府同は，市場経済に対応した潟品生産を想定してい

ると考えられるが，自給部門の多角化も向様に重姿である
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と考えられる。

4 )紙谷(1996)は，通常水田とか知!という翻場での生産を

「表の農業J，屋敷地内で、の生産活動を「裳の農業」と称し

ている。紙谷は， I差是の農業jを l!ti舌j長業jと称、してもい

る。その意味では，余剰l分は販売されるとはいえ，主とし

て自家消費向けにタケノコ，キノコ，小動物などを森で採

集することはまさに「生活農業J，すなわち「裂の農業」に

含めてよいと考える。

5 )対象村においては， r哀の農業jの典型である屋敷地内の白

家菜図における乾期野菜作を拡χ していくことが課題の l

っと考えられるが，現状では，以下のような制約要因があ

る。①屋敷地面積が|浪られている。②家寝の食害を防ぐた

め，野菜焔を問う必要がある。③家畜去をの供給に限界があ

る。④井戸の近くでなければ，かん水できなし、。

6 )なお，米l!îli入の意向を有していない 3 戸の JNk~立は，米不足

の問題がない農家(農家 K)，米不足がやや深刻な農家(農

家N)，米不足が深刻なj史家(農家 S)である。

7)1内は約 95キップ (2010年3月尚一点)である。

8) 火事の i祭には，被~の程度に応じて，別途，全農家からー

定額の号制寸が集められる。

9) ラオスでは，公的な金融機関が農村部にまでほとんどサー

ビスを渓開しないこと，また， ドナーや NGOの農村部での

融資活動は多くの場合，持続的ではないのが現状である

(図際協力事業団・ラオス閏農林省 2001)0 ;，~!村金融システ

ムが未発達な状況であることは政府も認めているところであ

る (LaoPeople's Democratic Republic Ministry of Agriculture 

and Forestry 1999)。

10)荒木 (2003)によれば， 1993年に農業振興銀行が設立さ

れ，現夜そのサービスは全国の農村の 15%程度をカバーし

ているが，担保を有しない農家は融資を受けることが困難

で，商品作物の導入など新たなことを始める上で必要却な資

金調達はかなり|到放な状況にある。

11)長岡 (2006)によれば，市場経済志向と貧困撲滅を目指し

ているラオスにおいて，国家計蘭等で繰り返し強調されて

いるのは，マーケテイングの不足，インフラ(特に道路)

の未整備などとともに，マイクロファイナンスの未設備の

問題である。

12)その後，カムアン県から 10設の牛が， (也の郡の村に提供さ

れた0

13) PCMとは， Project Cycle Managementの略で，開発援助

プロジェクトの計図立業・実施・詳細のための遂営管理手

法である。 PCMによるプロジェクト評価においては，妥当

性，有効性，効率性，インパクトと並んで、自立発展性が重

要な恭準となっている。

14)牛銀行参加農家 7戸はすべて牛銀行利剤の継続窓、向を持つ

ている。また，水牛銀行や山羊銀行を希望する農家も存在

する。

15)農家の管理に問題があったと認められる場合には，農家の

'1'(1壬となり，現物で弁償しなければならない。この点を炭

家は危倶している。

16)獣医役はワクチンを郡の農林事務所‘で購入し，村に持ち

帰ってワクチン接種を行う。ワクチン接種料は牛 l頭につ

き3，000キップである。また，獣医役は，牛の健康状態の

チェックを行い，農家からの相談があれば随時対応してい

る。
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