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自然の力を利用して作物栽培を持続的かつ循環的に営むことができるのが焼畑農業である。先人た
ちは、土地に合った耕作と休閑のパターンを守り、焼畑を何世紀にもわたって存続させてきた。しか
し、遅れた農法と見なされた焼畑は、世界各地で規制され、その面積は急速に縮小し、消滅の危機を
向かえようとしている。本研究では、現在でも広く焼畑が営まれている東南アジアのラオス北部を事
例に、焼畑を持続させてきた自然資源の循環的利用や焼畑を営む人びとの生業維持の戦略にフォーカ
スをあてることで、焼畑の生業にとっての価値を再考することを試みた。その結果、焼畑の特徴は「区
分」ではなく「連続性」に特徴づけられることを示した。火入れ後の 1 年間は食料を生産する「畑」
であるが、その後の休閑地となっている長期間は植物の侵略と遷移が繰り返され、また各種の生物が
生きる「森」である。焼畑は畑と森の両方の機能をあわせ持ち、森林を破壊する農法と捉えるのは適
切ではない。さらに、生業の面から焼畑を捉えると、作物栽培を行った後、同じ場所で牛の刈跡放牧
を行い、植物や昆虫を採取し、狩猟まで行っている。生態学的な連続性に加えて、生業の連続性とい
う特徴も有する。焼畑を「連続性」の視点から再考すれば、従来とは異なる価値を見いだすことがで
きるのである。

1. はじめに

林がモニタリングできるようになったことで 6,7）、

焼畑は集約的な現代農業と比較すると遅れた農

生物多様性の重要性を訴える欧米社会では熱帯林

業と見なされているようだ。現代農業は、肥料を

の減少が大きな関心事となった。1992 年のリオ

投入して土壌養分を補い、農薬を散布して雑草繁

デジャネイロで開催された地球サミットでは、熱

殖を防いでいる。その一方、焼畑は、耕作期間に

帯林伐採の問題が取り上げられると、森林開墾の

対して十分な休閑期間を設けることで、草本植物

ための焼却と焼畑の火入れが同じ文脈で扱われる

から木本植物へと植生を遷移させ、開墾時の草本

ようになった。このような状況を歴史地理学者の

雑草を減少させる。また、腐食した草本・葉・根・

マイケル・ウィリアムスは、「生物多様性の喪失

枝などの有機物を土壌に蓄積させるだけでなく、

は社会的に構築されて「問題化」され、そして、

火入れによる熱で有機物を分解して養分を供給

それはほとんど森林破壊と同義語になった」8）と

し、土壌を殺菌する

述べている。

。自然の力を利用して作

1~3）

物栽培を持続的かつ循環的に行うことができるの
が焼畑であり、決して遅れた農法ではない。

本稿で取り上げる東南アジアにおいても、焼畑
民を政治経済的なマイノリティーとして位置づ

ところが、熱帯では旧宗主国によって科学的な

け、各国の森林局が森林保護政策を掲げて、焼畑

林学が植民地で展開されるとともに、森林資源を

を禁止する政策を実施してきた 9）。とくに、イン

脅かす存在として焼畑が問題視され、また焼畑民

ドネシア政府では、焼畑を 1980 年代の森林破壊

は森林保護の政策を理解できない人びとと位置づ

の主原因と位置づけている 10）。先人たちは、土地

けられていく 。焼畑に対する見方は、現在も大き

に合った耕作と休閑のパターンを守り、焼畑を何

くは変化しておらず、焼畑民は原始的であり、焼

世紀にもわたって存続させてきた。しかし、樹木

畑が熱帯林破壊の主たる要因と捉えられている 5）。

を伐採して焼却するプロセスが必須の焼畑は、森

さらに、1980 年代初頭には、衛星から世界の森

林破壊の根源のように扱われるようになり、世界

4）
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各地で焼畑が規制され、その面積は急速に縮小し、
消滅の危機を向かえようとしている 9,11）。

のような伝統的な長期休閑の焼畑は困難となる。
制限された土地での焼畑は、人口増加に対して

その一方で、消滅する焼畑に対して、再評価す

脆弱である。人口増加を原因とする焼畑サイクル

る動きも見られる。農多様性（Agrodiversity）を

の短縮を模式的に示したのが図 1 である。焼畑耕

提唱するハロルド・ブルックフィールドは、混作

地 120 ha を所有し、人口 100 人の集落で食糧を自

のパターンや条件の違う耕地の使い分けなど、小

給するためには、1 年あたり 10ha の焼畑耕地が必

農の実践が食料生産と生物多様性の持続性に寄与

要になると仮定する。かつては 12 年サイクルで

すると論じ、ボルネオの焼畑の事例では、陸稲主

焼畑を実施していた（図 1A）。ところが、集落の

体の焼畑に古くからゴムなどの現金収入源を組み

人口が 2 倍に増加すると、1 年あたり 20 ha の耕

込んだ複合的な生業を維持してきたことを明らか

地が必要となるが、使用可能な耕地は拡大できな

にしている 12）。こうした焼畑民に対する積極的な

いため、サイクルは 6 年に短縮する（図 1B）。休

評価は、2000 年以降になり熱帯・亜熱帯の農山
村地域で数多く行われている 13,14）。しかし、従来
研究の多くは事例研究に終わっており、焼畑民に
とって現金収入源として大きく寄与する焼畑以外
の副次的生業との関係性や焼畑に関連する土地の
空間的特徴などを理論化し、焼畑にあらたな価値
を付与する試みはほとんど行われていない。
本稿では、現在でも広く焼畑が営まれている東
南アジアのラオス北部を事例に、まずは焼畑が持
続性を失うに至った原因と考えられる人口増加と
森林政策について説明する。そして、焼畑耕地お
よび焼畑休閑地という空間に着目し、焼畑民の自
然資源利用について分析する。焼畑民の自然資源
の循環的利用にフォーカスをあてることで、焼畑
の生業にとっての価値を再考し、最終的に焼畑を
営む空間に対する新たな見方を提示したい。

2. ラオスにおける焼畑減少の背景

2.1. 人口増加が原因となる焼畑の持続性崩壊
ラオス北部では、近年まで 1 年間だけ陸稲を栽
培した後、長期の休閑期間（ここでの長期休閑と
は 7 ～ 8 年以上の期間を指す）を経て植生を回復
させて、再度その土地を利用する伝統的な焼畑が
営まれていた。しかし、森林資源と生物多様性の
保護のために、1990 年代から実施された政府の
土地・森林政策によって、これまで村落に任され
ていた慣習的な土地利用が制限されるようになっ
た 15）。また、山地部の集落を道路沿いへと移転さ
せる政策も併せて実施された。道路沿いへと移転
しても、住民は水田を所有していないので、従来
通り焼畑を継続しなければならない。しかし、山
地部と比べて人口密度の高い道路沿いでは、焼畑
のために利用可能な土地は限られるため、かつて

図 1 人口増加を原因とする焼畑サイクルの短縮 16）
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閑期間の短縮は、作物の収量を低下させるため、
耕地面積を拡大しなければならない。耕地を 30
ha に拡大したとすれば、サイクルは 4 年に短縮さ
れる（図 1C）。このような短期休閑の焼畑を継続
させれば、草本植物から木本植物へのスムーズな
遷移がなされずに草地になってしまう。これが、
人口増加に起因して焼畑が森林破壊の原因となる
構図である。
しかし、これは焼畑農法の持続性を否定するも

図 2 ラオス北部における作物の収穫面積の変化 20,21）

のではない。耕地拡大ができない状況で人口が増

注：ラオスの統計では、北部とはポンサリー県、ルアンナナムター県、

加し、それでも焼畑を続けた場合、極めて危険な

ウドムサイ県、ホアパン県、サイヤブリー県、ルアンパバーン県、ボー

農法となってしまうという意味である。また、人

ケオ県の 7 県とされている。

口密度が希薄な地域であっても、利用できる土地
が制限されたり、人口密度の高い道路沿いへ強制
的に移転をさせられたりすれば、焼畑は破壊的な

で示すような短期休閑の焼畑となり、すぐに土地

農業へと変貌する。

生産性が低下してしまう。分配された土地では何
を栽培しても構わないが、焼畑陸稲作は困難だと
いえよう。

2.2. 森林政策が原因となる焼畑の持続性崩壊
人口密度の低いラオスで、持続的な焼畑を続け

ラオスは、1986 年から市場経済を導入し、さ

るのは、それほど困難なことではないが、それを

らに 1996 年に開催された「第 6 回ラオス共産党

許さないような状況にしたのは、森林政策である。

大会」において、2020 年までに後発開発途上国

国土管理のために、土地所有権を明確にし、かつ

（LLDC）から脱する目標を決議した。経済発展の

各世帯に農地を分配する土地・森林分配事業の実

ためには、自給的な焼畑を行っている農民の所得

施を含む新しい森林法と土地法が、それぞれ 1996

を増大させなければならない。したがって、政府

年と 1997 年に施行された。土地・森林分配事業

は土地・森林分配事業だけではなく、経済発展の

の目的は、焼畑の拡大を抑制し、生物多様性を保

ために海外直接投資を促し、植林や商品作物の導

護することである。

入を積極的に進めた 18）。その結果、かつて焼畑が

事業の対象となる地域では、まず村の境界が定

行われていた焼畑二次林を含む土地は、農地と分

められ、次に居住地、農地、森林などの土地の分

類され、各世帯に分配されて植林地や商品作物が

類がなされ、最終的に測量された土地が各世帯に

栽培される常畑に転換された 19）。現在、畑作物の

分配される

面積が増加し、自給的な焼畑による陸稲栽培の面

。1996 年の森林法では、
「保護林」、
「保

17）

全林」
、「生産林」、「再生林」、「荒廃林」の 5 つに
森林は区分にされたが、2007 年に実施された 2
回目の森林法の改正によって「生産林」と「荒廃
林」は廃止された。いずれにしろ、森林と分類さ
れたところでは、焼畑のような農業活動は一切で

積は徐々に減少している（図 2）
。

3. 焼畑と森林資源
3.1. 研究対象地域

焼畑民は貧しいのか、また彼らが実施する焼畑

きなくなる。その代わり、農地と分類された土地

は環境を破壊してきたのか？

を各世帯に分配する。世帯に分配される農地面積

めには、焼畑民の生業を正しく理解することが必

それを判断するた

は、公式には決まっていないが、筆者が北部ウド

要であろう。そこで、ラオス北部の研究対象地域

ムサイ県で実施した 2005 年の調査では、1 世帯

であるルアンパバーン県ゴイ郡パークルアン地区

で 3 ha 前後であった。5 人の世帯が焼畑陸稲作を

（図 3）の焼畑民の経済活動について述べ、焼畑

行う場合、年間 1 ha 程度の耕地面積が必要となる

がいかなるベネフィットをもたらし、焼畑民がど

ので、3 ha では 3 か所で 3 年ローテーションの焼

のようにその環境を維持してきたのか示したい。

畑を実施しなければならない。これでは、図 1C

研究対象地域は、中低地から高地にかけてラオ
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図 3 研究対象地域

族（Lao）
、カム族（Khmu）、モン族（Hmong）の

て実施した調査で得られたものである。本論は、

3 民族の村が立地しており（写真 1）、ラオス北部

これまで発表した 2 本の論文 22,23）を基に、焼畑民

山地部の縮図のような地域である。最低地点が

の生業について新たに論じるものである。なお、

ウー川（Ou River）沿いの約 400 m、最高地点は

研究対象地域には 2011 年 3 月に定期市を調査す

第 3 図の南西にあるパー・オン岳（Mt. Pha Oong）

る目的で訪れたが、2000 ～ 2002 年の調査時と同

の 1,267 m で、地形起伏が大きい山岳地の景観を

様に、ボートでしかアクセス出来ない状況であり、

呈している。16 集落で調査を実施し、そのうち

また定期市も 10 日に 1 度の頻度で同じ場所で開

11 集落がカム族の集落、3 集落がモン族を主要民

催されていた。ラオス北部は、先の図 2 に示した

族とする集落、1 集落がラオ族を主要民族とする

ように、自給的な焼畑が常畑に転換されているが、

集落、そして 1 集落がラオ族とカム族の混住集落

研究対象地域の常畑は、ウー川沿いでブタ飼養を

であった。2001 年末時点における研究対象地域

行っている村落のキャッサバ畑に限られ、トウモ

の世帯数は 543 で、人口は 2,984、その民族構成

ロコシのような換金作物栽培は確認できなかっ

比 は カ ム 族、 ラ オ 族、 モ ン 族 が、 そ れ ぞ れ

た。また、車両が通行可能な道路が無いことから、

69.8％、15.5％、14.7％であった。

パラゴムのような植林地もない。さらに、2010

研究対象地域には、車両が通行できる道路がな

年 3 月に森林産物を買い取るポンサリー県ムアン

く、生活が不便な地域である。しかし、定期市が

コア郡の仲買人を調査したが、研究対象地域から

10 日に 1 度の頻度で開催されており（写真 2）、

仕入れる森林産物は、2000 ～ 2002 年の調査時と

住民は市場にアクセスができる。そこでは、商人

全く同じ種類であった。自給的な焼畑陸稲作を主

が様々な商品を住民に販売し、また住民が農林産

業とし、現金収入源として森林産物を採取してい

物の仲買人にコメやゴマなどの焼畑で栽培する作

る生業構造は、本稿執筆時点でも変化しておらず、

物と各種の森林産物を販売していた。

2011 年 3 月の時点でも、政府の土地・森林分配

本稿で用いるデータは、2000 ～ 2002 年にかけ

事業が実施されていないため、焼畑に対する実質
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写真 1a ラオ族村落（ハートサー村）

智）

写真 1c モン族村落（フエイロースン村）

ラオ族の村落は、建築当初は高床式であったが、ほぼすべての住居が

モン族の住居の特徴は、高床式ではなく地面に直接家屋を建て、土間

レンガとコンクリートで 1 階部分を増設し、雑貨店にしたり、森林産

があることである。

物の保管倉庫にしたり改築している。

写真 1b カム族村落（コンモーン村）

写真 2 パクブット定期市（パクブット村）

カム族の集落もラオ族と同様に高床式である。しかし、近年は 1 階部

10 日に 1 度の市の開催日には、山地の村々から多くの客が訪れる。

分を簡易的な壁で囲み、部屋にしている家屋も多く見られる。

林産物などを市で売り、そこで得たお金で買い物をすることが多い。

的な規制も行われていない。よって、研究対象地

を中心に取り上げて論じる。

域における生業構造は、最初に調査を実施した

研究対象地域における換金可能な森林産物は、

2000 ～ 2002 年から大きな変化はなく、当時のデー

トンキンエゴノキから採取される芳香性樹脂の安

タを用いて焼畑民の生業を論ずることに問題はな

息香、ホウキの材料となるイネ科のタイガーグラ

い。

スの花、紙の原料となるカジノキの樹皮、線香の

なお、本稿で用いる森林産物とは、キノコ類や

基材として使用されるプアックムアックと現地で

堅果類などの林産物を指す特用林産物よりも広義

呼ばれている樹皮、漢方薬として利用されるショ

であり、木材として利用する樹木を除き、森に棲

ウガ科のナンキョウの実とカルダモンの実、そし

む昆虫や小動物、またそれらの副産物も含めて森

てラタンの実など合計 7 種である（表 1）。これ

林から採取することができるすべての産物のこと

らに加えて、ノーコムと呼ばれているタケノコが

を 指 す。 一 般 的 に NTPF（Non-timber Forest

採取されている。ノーコムは、地域によっては現

Products）と称されることが多いが 24）、日本では

金収入源となっている 30）。しかし、研究対象地域

馴染みのない用語のため、本稿では森林産物と称

では、自給用に採取されていることが多く、たと

する。また森林産物としては、経済的な価値があ

えそれを定期市で売ったとしても 10 本でわずか

り、かつ換金するために採取され続けている種類

1000 kip（2001 年当時で約 0.1 ドル）にしかならず、
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表 1 研究対象地域における森林産物の特徴
注：2001 年 12 月における両替レートは 1 ドルに対しラオス・キープが 9,000 kip であった。
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ほとんど収入源とはならない。したがって、本稿

どこでも採取可能な種類である。ところが、プアッ

ではノーコムを経済的な価値のある森林産物とし

クムアックはラオス北部でしか採取されず、また

て扱わない。

安息香を産出するトンキンエゴノキは、ラオス北

表 1 にあげた森林産物のうち、カルダモンの実、

部の山地部ではよく見かけるが、安息香樹脂は限

カジノキの樹皮、ラタンの実、ナンキョウの実、

られた環境でしか得られない 31）。すべての森林産

そしてタイガーグラスの花は、ラオス山地部では

物に共通している点は、地元住民は利用すること
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がなく、換金目的のためだけに採取していること

0

3

智）

6km

である。しかし、安息香とカルダモン採取の歴史
は非常に長い。16 世紀にラオスを訪れたヨーロッ

Ou Riv
er

パの伝道師たちによる旅行記には、ラオスの安息
香はオリエントでは最も品質が良いこと、当時の
王が安息香によって多大な利益を上げていたこと
などが記されている 32）。
3.2. 焼畑民の経済活動
研究対象地域において、2002 年に 70 歳の老人

（a）焼畑陸稲作

（b）換金作物栽培

（c）森林産物採取

（d）漁労

に林産物採取について聞き取りを行ったところ、
安息香とカルダモンの採取は、この老人の親の世
代にはすでに行われていたと言う。少なくとも調
査地域においては、過去 90 年前（1910 年前後）
まで、安息香とカルダモンの採取はさかのぼるこ
とができた。ほかの森林産物は、1980 年代後半
に中国およびタイとの国境が開放されてから、地
域外部の仲買人の要望に応じて採取され始め 23）、
遠隔地住民にとって重要な現金収入源となった。
研究対象地域の経済状況を明らかにするため、
136 の農家世帯と 24 の非農家世帯から収入に関

平均収入（kip/世帯）
2,000,000 [=US$222]

するデータを取得した。その結果、2001 年の山

1,000,000 [=US$111]

地部の農家世帯の年平均収入は約 257 ドルであっ

300,000 [=US$33]

た。収入となっている経済活動は、稲作ではなく、
換金作物栽培、森林産物の採取、漁労、そして家

民族による集落区分
ラオ族集落

畜飼育であり、民族ごとに異なる傾向が見られた
（図 4）。農家世帯は、焼畑で陸稲を栽培しているが、

モン族集落

それは自給用であり販売されることは滅多にな
い。また、山地部の農家世帯の収入の 56.7％が森
林産物の販売によるものであった。とくにラオス
北部で最大の民族であるカム族の場合、森林産物
の販売による収入が他のラオ族やモン族と比較し
て極めて多い。研究対象地域ではもっとも高価な
森林産物である安息香からの収入がカム族の人々

カム族集落

ラオ族ｰカム族混住集落

（e）家畜飼育

図 4 研究対象地域における集落ごとの経済活動
（2001年）
注 1：2001 年 12 月における両替レートは 1 ドルに対しラオス・キー
プが 9,000 kip であった。
注 2：調査対象は 12 村 16 集落 160 世帯である。各集落において村長
の助言を基に、経済レベルの偏りが無いように上中下の 3 つの経済レ
ベルの世帯をサンプル調査した。

の現金収入に大きく貢献している。
ここで、農家世帯と非農家世帯の収入を比較し
てみよう。非農家世帯の例として、公務員である

るかもしれない。その豊かさをもたらしているの

小学校教諭を取り上げると、研究対象地域の小学

が森林産物である。

校教諭の年収は 311 ドルであった。道路もない遠
隔地である山地部の農家世帯の年収と公務員の年
収に大きな差は無い。農家世帯は、焼畑で米を自

4. 森林産物採取の自然環境と社会環境
4.1. 森林産物採取と森林植生

給していることを考慮すれば、稲作を行っておら

研究対象地の焼畑は、2000 ～ 2002 年の調査時

ず米を購入しなければならない公務員よりも焼畑

には、8 ～ 12 年サイクルで実施されていた。そ

を行っている農民のほうが経済的には豊かといえ

して、表 2 に示した森林産物のうち、ラタンの実
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22）
表 2 経済的な価値を持つ森林産物と焼畑休閑地との関係
 

注：○が採取可能で、◎がかなりたくさん採取できることを表す。また、ラタンは休閑地には
ほとんど見られないため、この表からは除いた。
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を除き、すべての種類が焼畑休閑地から採取され

れらを採取していた。また、トンキンエゴノキも

ていた。焼畑の長期休閑サイクルは、森林産物の

2 m ほどの高さに生長していたが、まだ樹脂の採

安定した再生と採取を可能にしている。焼畑での

取はできない。集落の北に位置している休閑 3 年

作物栽培の後、その土地は休閑されるが、異なる

の土地には、4 ～ 5 m ほどの高さに生長したトン

休閑年数ごとに異なる種類の林産物が生育する。

キンエゴノキを含め、多様な樹種が見られた。タ

現地の住民は、どの休閑地から何が採取できるの

イガーグラスも生育していたが、休閑 1 年の土地

かを熟知している。

と比べると少ない。カジノキは標高の高いチェン

森林産物は森林植生と密接に関係しているた
め、研究対象地域内の標高 830 m に立地するチェ

カーン村周辺では見られなかったが、研究対象地
域の標高の低い他の村では採取できる。

ンカーン村（Cheang Kang）で森林区分と森林産

集落の南に位置する 6 年目の休閑地では、トン

物を採取している場所との関係について調査を実

キンエゴノキが約 10 m の高さに生長しており、

施した（図 5）。集落は、保全林、休閑 1 年、休

樹脂の生産が可能となっていた。ラオス北部での

閑 3 年、休閑 6 年の 4 タイプの森林によって囲ま

安息香生産は、先に述べたように少なくとも 500

れていた。休閑 1 年の土地では、タイガーグラス

年の歴史を有しており、当時の安息香生産に関す

が 1.5 m ほどの高さで生い茂っており、住民はそ

る史料は残されていないが、焼畑休閑地と組み合

N

1

休閑3年
1
1

0
標高（m）

5

保全林

7
2

2
休閑6年

3
3

3
1
休閑1年
1

1

凡例

640 - 679
680 - 719
720 - 759
760 - 799
800 - 839
840 - 879
880 - 919
920 -

6

4

3

400m

1
裸地
居住地
森林区分境界
歩道

森林産物採取地

1

タイガーグラス

5

ラタンの実

2

ナンキョウの実

6

プアックムアック

3

安息香

7

カルダモンの実

4

カジノキの樹皮

図 5 チェンカーン村における森林タイプと森林産物採取位置（2001 年）22）
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わされた生産が何世紀もの間、続けられてきたこ

方法は、同じラオス北部でも地域によって違いが

とが予想される。休閑 6 年の土地では、樹高が

見られる。たとえば、研究対象地域と同様に安息

10 m 程度になったカジノキから樹皮を採取し、

香の生産を行っているルアンパバーン県ナムバー

また樹木の下層にはナンキョウなどが生育してい

ク郡のカム族の村落である K 村で 2011 年 8 月に

る。しかし、3 年以上の休閑地になると草本のタ

筆者が実施した調査では、焼畑耕地も常畑や水田

イガーグラスはほとんど見られなくなり、トンキ

と同じく、所有権があり世襲によって決まってい

ンエゴノキに代表される木本に遷移する。

た。K 村の場合も安息香には私的アクセス権が適

大木が生い茂る保全林では、すでにトンキンエ

用されるので、各世帯の生産量は所有する焼畑面

ゴノキは生育していない。トンキンエゴノキは、

積と比例する。世帯規模にかかわらず、多くの焼

より大きな樹木が生育し日差しを遮ると枯れてし

畑耕地を所有しているものが多くの安息香採取が

まう陽樹である 33）。ここでは、ブッシュから高木

できる。したがって、K 村では安息香を生産する

まで、3 ～ 4 層の多層構造の亜熱帯山地林が形成

ための長期休閑地の貸し借りが頻繁に行われてい

されており、地表面からはラタンやカルダモンの

る。

実を採取し、またナンキョウの実やプアックム

一方の共同アクセス権は、安息香以外の森林産

アックも見られた。住民の話では、カルダモンは

物すべてに適用され、それは村人なら誰でも村の

2 ～ 3 年の休閑地でも生育するが実を採取するた

範囲内で採取することができる権利である。他の

めには、さらに 3 年以上はそのままにしておいた

世帯が行った焼畑の休閑林からタイガーグラスの

方が良いと述べる。したがって、現地ではカルダ

花やカジノキの樹皮をとっても良いということに

モンの実を 5 ～ 6 年以上の休閑地から採取してい

なる。しかしながら、高価な森林産物であるカル

た（ただし、この時の調査では、6 年目の休閑地

ダモンの実には採取解禁日が決められており、村

ではカルダモンを確認することはできなかった）
。

長によって毎年解禁日が村民に告げられる仕組み
になっている。研究対象地域では、解禁日を定め

4.2. 森林産物採取の社会環境

ている森林産物はカルダモンの実だけであった

森林産物を採取する土地の利用権は、私的アク

が、ラオス北部ではナンキョウやラタンなどの実

セス権（private-access rights）と共同アクセス権

の採取すべてに解禁日を設けている村も少なくな

（communal-access rights）に大別される。私的アク

い。解禁日は、抜け駆けして森林産物を人より先

セス権は、研究対象地域では安息香に適用される。

に採取することを防止するために設けられている

安息香を採取するトンキンエゴノキは、焼畑での

だけでなく、小さな実を採取しないようにするた

作物栽培後の二次植生として生長するので、各世

めの工夫でもある。解禁日を設けずに、住民が争

帯が利用した焼畑耕地の範囲が、そのままトンキ

うように実がなったらすぐに採取すれば、仲買人

ンエゴノキから安息香を採取する権利となる。し

のところに持ち込まれる実は小さなものばかりに

たがって、自世帯が焼畑を行った土地でのみ安息

なってしまう。このような状態では、仲買人は販

香の採取ができ、他世帯が行った焼畑に生育する

売先に高く売ることができないので、ある程度の

トンキンエゴノキを利用する場合は、その所有者

大きさになるまで採取を控えるように、仲買人か

の許可が必要となる。

ら村に通達していることが多い。すなわち、解禁

安息香に適用される私的アクセス権は、研究対
象地域の住民にとっては公平性が保たれている。
なぜなら、焼畑耕地の面積そのものが、世帯内の

日の設定は森林産物の質を高く保つために行われ
ているのである。
ここで興味深い点は、共同アクセス権は共有地

労働力の大小によって配分されているからであ

（コモンズ）概念の範疇で捉えることが出来るが、

る。裕福だから大面積の焼畑面積を配分してもら

高価な安息香のような特定の産物に対しては、共

い、世帯内労働力が不足するから労働力を雇って

同体独自のルールが適用されていることである。

安息香採取を行うような事例は見られなかった。

さらに、共有地であっても、資源の価値を高める

世帯規模に応じた面積から、安息香が採取できる

ために仲買人のような外部アクターが関与して、

システムになっている。ただし、焼畑耕地の配分

資源採取のルール（採取解禁日）を独自に設定し
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ていることである。

位面積あたりに樹冠が占める割合だけで決められ

森林産物の採取を社会環境の側面から捉える

ており、長期休閑地は森林に区分されるが、初期

と、焼畑休閑地が次の耕作のためだけに存在して

休閑地は森林とは見なされない。森林の定義を樹

いないことが分かる。焼畑民は、資源採取の場で

冠面積で分けることによって、同じ休閑地であっ

ある焼畑休閑地を共有地として捉え、その利用を

ても線引きされてしまう。政府による土地森林区

めぐってさまざまなルールを設定している。これ

分も同様である。ある時点での土地利用を見て、

は、焼畑耕地を単に山地で作物栽培を行うための

農地とするか林地とするかを決めるのであるが、

空間として捉えることを考え直さなければならな

焼畑休閑地は、どちらに属するのであろうか？

いことを意味しているのである。

焼畑を正しく理解するためには、「区分」の概念
を取り除くことが必要である。

5. おわりに―焼畑の価値

焼畑の特徴は「区分」ではなく「連続性」に特

ここまで論じてきたように、休閑年数によって

徴づけられる。焼畑の耕地と休閑地を連続的な一

異なる種類の森林産物が採取できる休閑地へも視

つの空間と捉える必要性は、焼畑民の植物利用か

点を向けることが、焼畑の理解につながるのであ

ら捉えると分かるであろう。資源利用および森林

る。焼畑における休閑は単に次の耕作のために地

生態の視点から「連続性」をキーワードに、焼畑

力を回復させるためや雑草を抑制させるためでは
なく、森林産物という資源を採取するためにも重
要な場を提供している。加えて、本稿では触れな

これまでの焼畑に対する見方

かったが、休閑地は牛の放牧地として、また日常

アウトサイダーら（とくに農学者など）は、焼畑の生産
効率性にしか着目してこなかった

生活で利用される各種の動植物資源の供給の場と

耕地

途上国の稲作において最も
重要なのは、農業生産性を
増大させること。

しても機能している。ラオス北部山地部の焼畑民
は、耕地から二次林へと自然植生が遷移する異な

焼畑は「耕地」と捉えられ
て常に水田と比較される。
この間違った比較によっ
て、焼畑の収量の低さ、労
働投下量の多さ、そして気
候変化に対する脆弱性など
が指摘される。

るステージのさまざまな生態系から、異なる種類
の有用植物を採取し、それらの販売によって収入
を得ている。焼畑によって創り出される生態的な
連続性が山地部住民の生活を支えているのであ

7
6

F

1
2

集落
5

3

4

焼畑
休閑地

実際の焼畑民の実践と焼畑の機能
アウトサイダーらは、焼畑が「耕地」と「森林」の両面
を持つ点に着目すべきである

る。
特定の空間に生育する植物の種類は、時間と共

定期的に人の手によって火
入れされ攪乱され、森林が
回復する段階で異なる植生
が創り出され、さまざまな
異なる有用植物を入手する
場となる。

に変化するため、一時的な時間と特定の空間だけ
から焼畑民の生業構造を把握することは困難であ
る。焼畑耕地で作物を栽培していた場所は、翌年
し、さらに数年経つと木本植物を採取する場所へ
関係は動態的に理解しなければならない。焼畑は、
耕地と休閑期間の異なる複数の焼畑休閑林からな
る空間であり、それぞれの空間を分け隔てて考え
ることはできない（図 6）。
にもかかわらず、焼畑を環境破壊の原因とする
議論は、森林を回復するための 10 年間以上にも
及ぶ焼畑休閑地の価値については無視し、耕地を
造成するための樹木伐採・焼却作業だけしか見て
いない。完全に耕地と休閑地は分けて考えられて
いる。衛星データを用いた森林面積の測定も、単

7
6

すべての焼畑休閑地は、焼
畑民にとっての生業空間と
して機能し、重要な収入源
となる。

には休閑されて草本植物を採取する場所へと変化
と変化する。したがって、焼畑民の生業と空間の

耕地
F

1
2

集落
5

4

3

焼畑
休閑地

焼畑農業の空間における生業活動
焼畑民は、耕作、
家畜飼育、森林産
物採取、狩猟採集
を同じ場所で行っ
ている。
焼畑は、生態学的
な面の「連続性」
だけでなく、生業
の「連続性」も特
徴である。
何百年と受け継が
れてきた資源利用
と生業を再評価と
区分することによ
る弊害について議
論する必要があ
る。

陸稲作（耕地）

牛放牧（休閑1年目）

森林産物採取（休閑地）

狩猟採集（耕地と休閑地）

図 6 焼畑農業の空間における資源利用と生業の連続性
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Summary
The Value of Traditional Swidden Agriculture as Livelihood:
Continuous Use of Space in Mountainous Northern Laos
Satoshi Yokoyama
Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University

Swidden agriculture tends to be viewed as outdated in comparison to intensive modern agriculture. From the
viewpoint of ecology, however, swidden agriculture represents a sustainable and cyclical farming method that
makes use of natural processes and is, by no means, outdated. However, as swidden agriculture has come under
increasing regulation around the world, the area of land under swidden cultivation has declined dramatically, and
the practice faces possible extinction. In this study, through a case study of northern Laos where swidden
agriculture is still widely practiced, I re-examined the value of swidden agriculture in terms of people, nature, and
livelihood, focusing on the cyclical use of natural resources in continuous swidden agriculture and subsistence
strategies employed by swidden farmers. As a result, it was found that swidden agriculture involves an everchanging mix of space that includes swidden fields and fallow forests at various stages of succession; as such, it is
not possible to consider each space separately. Swidden agriculture is best characterized by “continuity,” not
“classification.” Swidden land can be considered an “agricultural field” for food production in the first year after
slashing and burning; however, over the long fallow period that follows, it returns to being a biologically diverse
“forest” after repeated cycles of invasion and succession of vegetation. Furthermore, if we consider swidden
agriculture from the standpoint of livelihood activities, it can be seen that the same land, after being employed for
food production, is used for stubble grazing of cattle, and further utilized as a source of plants and insects, and even
for hunting. Thus, swidden agriculture is characterized by “continuity” not only in terms of ecology but also
livelihood. Reconsidering swidden agriculture from the standpoint of “continuity,” brings to light benefits of the
practice that have not conventionally been recognized.
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