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１．はじめに
周知のように、
「コモンズ」は自然資源を保存できるか否かの論争がある。近代タイではその起
源をたどると、19 世紀末に「公共用地」
（ティー・サーターラナ・プラヨート thi sathara pyayot）
という概念が生まれ、そこへの個人の自由な立ち入りや耕作を禁止する法令が徐々に制定されてき
た。1909 年の地券交付法（第 1 部）第 61 条はこれを初めて規定した実定法である。ただし、この
地券交付法の主眼はむしろ、農民、住民の生活地、利用保有地への私的所有権の付与であった。こ
の点では、近代的な私有権の付与を主課題としながら、フロンティアの前進によって開拓の進む無
主荒蕪地の管理を副課題とする、という複線的な土地政策であった、といえよう。
「公共用地」という概念は、土地所有の点からみると、国家が絶対的権力を行使して、20 世紀初
頭のチャオプラヤー・デルタの開拓フロンティアへの人々の自由な接近と所有とを、部分的ではあ
れ、制限するものだ、と解釈できよう。しかし、環境保全という点からみると、とくに 1920-30 年
以降のそれは、人々のフロンティアへの耕作と定住の前進によって枯渇が懸念される土地・資源に
対する国家の制限、統制の努力の結果である、と解釈できよう。
土地と資源に関する公文書類をたどる限りでは、近代タイは、消滅する無主地の保全を国家レベ
ルで検討するのに、30 年以上もの年数を費やしたように思える。タイでは、フロンティアの土地と
資源を管理する方法について、インド、ミャンマー等での西欧的管理方法により土地開発、資源利
用の事業への進出を試みる西欧企業に対して警戒しながら、経済状況の変化の中で、方法論的な試
行錯誤を繰り返した結果だとみられる。
近代タイ国家は、必要な限りで、国土の一部を「公共用地」として囲い込み、保全した。しかし、
その他の広大な荒蕪地や森林については、人々の自由な接近と耕地化を許した。その歴史的な背景
は、国家の支配者たる国王が領土内の国土のすべての土地と資源の持ち主であるという建前のもと
で、一部の国家官僚による職分地、管理地を除くと、広大なフロンティア、無主荒蕪地に対して、
実質的に人民の自由な移住・開拓と、保有・利用を許す、という慣習・伝統である。しかし、これ
が一方的に進展すれば、耕地化が荒蕪地から森林地へと進み、森林破壊を招くことになる。国家は、
とくに 1920 年代に至ると、土地、資源の有限性と枯渇状況を予想し始めたようにみえる。
今日的視点からいえば、国家がこうした伝統をもつフロンティアの一部を「公共用地」として囲
い込むことは、国家の権威主義的、抑圧的なトップダウン的な権力行使であるという批判もありえ
よう。しかし、フロンティアの豊富な土地と資源に容易に自由に接近でき、しかも自然条件等によ
って耕作、居住も転々として流動性が高い、等の条件のもとでは、人民自身もまた地域でコモンズ
を保全することにあまり関心をもたなかった、といえよう。
近代タイの国家の土地、資源に対する管理政策の要点は以下の通りである。
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第 1 に、近代的国家は、デルタの土地のうち、地券交付法適用県での農民の保有地、特権階級の
分譲地、等の土地に対しては地券を交付して、近代的な絶対的・排他的所有権を認定した。しかし
その交付部数は、地籍図作成担当官の不足、等の技術的条件によっても制限された。たとえば、全
国の地券の累積交付部数は、1916/17 年度で約 521,000 部、1932/33 年度で約 646,000 部、といっ
た程度であり、実際の土地所有者の数や耕地面積のごく一部にすぎなかった（北原 1973: 97-98）
。
第 2 に、国家は、無主荒蕪地については、一定期間の耕作行為の証拠がある場合に初めて、人民
に対して土地の所有権を認めた。デルタ、平地のフロンティアの消滅が憂慮される時期の 1920 年
代末には、外国人顧問を交えて関係法案が審議されたが採択されず、結局、1932 年立憲革命を経
て、1936 年の地券交付法（第 6 部）によってこの慣習が法制化された。同法では、まず、1 年ない
し 3 年の無主地のチャップ・チョーン（一時的占拠、留保）の権利を与え、この期間内の耕作を条
件として、耕作地、利用地への完全な所有権を付与した。
第 3 に、国家は、森林資源の保全、計画的利用のため、木材伐採を管理統制した。1914 年に「森
林保護法」が制定された。当時、国家は森林保護の対象を「経済林」から「生活林」へと拡大しよ
うとしていた。その背景は、人々の開拓フロンティアへの前進の進行であった。開拓フロンティア
は、19 世紀後半から 20 世紀初頭にはデルタ平地が主体だったが、そのうち徐々に、デルタ外部の
丘陵・微高地森林へと前進し、それとともに、本来的な森林地の耕地化が進んだ。また、森林の資
源・木材は、会社、個人の商業用、生活用にも伐採・採取され、その枯渇が始まった。
第 4 に、国家は、一方では、無主荒蕪地に対して、私法的な地券交付法等によって私的所有権を
認めたが、他方では、1914 年以降は公法的な森林保護法等によって公的所有権を設定し、その自
由な私有を制限した。このように近代タイの土地法制は、土地の私有化を主課題としながら、残余
地の国有化・公有化をも副課題とした、といえよう。こうした法制のなかで、私法的な民商法でも、
「公共用地」概念は限定された国土の無制限な私有を制限する役割を果たした。
第 5 に、国家は、法律や政策によって、自由な開拓が進む土地と資源を含めて、フロンティアを
管理しようとした。1920 年代末の無主荒蕪地の占有に関する土地法案の議論もその一環であった
が、これとほぼ同時期に、農務大臣は州知事に対して土地法第 1 部が厳密に規定しなかった「公共
用地」の調査を命じ、フロンティアの前進によって枯渇しつつあった公共的資源の保全策を開始し
ていた。
なお、公文書記録が示す限りでは、当時の地域住民は、国家官僚ほどにコモンズの維持に関心が
なく積極的でなかった、という逆説的な状況も想定できる。おそらく、地域住民は低地デルタのフ
ロンティアと土地、資源が枯渇すれば、台地・高地・山地のフロンティアの森林地帯へと移住し、
そこで木材を伐採して、跡地を耕地化するチャンスがあったからであろう。このような開拓フロン
ティアの前進という現象は、典型的には 19 世紀後半のデルタから始まり、第 2 次大戦後の 1960－
70 年代の森林地、
山地にまで続いたものとみられる
（Johnston 1973; Hirsch 1993; Pasuk & Baker
2002: chap2）

1）。

第 6 に、こうした耕地化の前進と資源枯渇の歴史的過程を経た現代では、
「コミュニティ･フォレ
スト」
、コミュニティ資源保存の試みが、とくに北タイの事例を中心にして、注目されている。こ
れは 1970 年代以降の森林、水源等の資源枯渇をふまえた公共的な事業であろう（重富 1997, 1998;
Satayanurak 2004）
。しかし、問題は、地域社会の空洞化である。コミュニティが農業生産を減ら
し、地域社会を自立的に維持するメンバーと能力を失いつつある現状では、地域の公共用地の保全
には、コスト負担の分担を想定するべき時代であろう。コモンズ、地域資源の管理の主体は、地域
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住民＝社会という単独主体だけでなく、国家、市民、NGO 等の複数主体を想定すべきであろう。
本稿は、タイ国立公文書館の公文書史料を主たる史料として、枯渇するフロンティアンの土地と
資源を計画的に利用、保全しようと試みた近代タイ国家の法的・行政的政策、制度の形成過程を、
とくに 1920-30 年代を念頭において、分析してみたい。その中でもとくに、無主荒蕪地での耕地、
利用地への条件付き私有権の承認の政策過程は、筆者の別稿のテーマであるので（北原 2002b;
Kitahara 2003）
、ここでは森林を含む公共用地の設定の政策過程の面に注目してみたい。この場合、
これら別稿でも若干の検討を加えてきたように、一方では、土地所有政策の分野では、瞬時に絶対
的排他的な近代的所有権を付与する地券交付地の外縁部において、一時的占拠・保留（chap chong
チャップ・チョーン）
、耕地化、占有化が進行しているフロンティア・無主荒蕪地に対して、一定
期間の耕作・利用行為を条件とした段階的な土地保有・所有権の承認が大きな課題となっていた。
しかし、他方では、そのような耕地化、私有地化から取り残された公共的・非私有的な空閑地、空
き地、森林地、等において、それらの未利用地・未耕作地を公有地・公共用地に編入し、指定する
課題が生じてきていた。
本稿では、この後者の空き地、森林地の公共用地の設定・編入政策に焦点をあてて、公文書類を
主たる史料として、枯渇する土地・森林資源の保全策の一端を明かにしてみたい。ただし、森林政
策は、比較的初期のチーク林管理政策に限っても、膨大な文書史料があり、その解読、整理に時間
を要するので、本稿はその概略のフォローに限定し、やや詳細な各論的検討には別稿を期したい。
章別の構成は以下の通りである。第 2 章では、フロンティア開拓期のオープン・アクセス・コモ
ンズの減少・消滅の過程を概観し、資源の減少、枯渇に対して、国家は土地の国有化によってそれ
を保全しようと努力したことを示す。第 3 章では、その背景にある国家の近代的な土地政策の経緯
の概略をたどり、フロンティア無主荒蕪地の私有化を認可しようとする国家の土地政策と、その一
部を国有化して森林資源の保全、保護をはかろうとする森林政策とが、国家による土地所有権の統
制という点においては密接な関係にあったことを示す。第 4 章では、関連記録を参照しながら、オ
ープン・アクセスの許されたフロンティア・無主荒蕪地の狭小化、および、それにともなう地域資
源の枯渇化に対応しようとした国家の政策の変遷をたどり、その特徴は、当該地の地盤・地表の国
有化による残存資源の管理統制であった、と総括する。ついで、第 5 章では、第 4 章をふまえなが
ら、国家の土地国有化による森林資源保全策の過程をたどり、そのトップダウン的な問題点を検討
する。そして最後に、そうした過去の政策の主流に対して、とくに近年では、国家の政策に影響を与
える住民のボトムアップ的な流れもあることを指摘し、目下の資源保全にとって、国家、地域住民を含
む複数の主体が必要である、という展望を示す。結論は以上の要約、総括である。

2. 歴史的文脈におけるコモンズ：オープン・アクセスのフロンティア消滅の過程
1） 自由接近可能な無主地の伝統とその背景
本項では、タイを含む東南アジアの長期的な人口＝土地比率の変化、つまり、人口増加とそれに
ともなう土地・天然資源の枯渇と稀少化、という過程のなかで、フロンティアの無主地の土地、資
源の主たる保全主体は、近代当初は国家であったが、現代では徐々に地域住民も加わるようになり、
それにともなって保全の規範と組織がトップダウン的な性格からボトムアップ的な方向に変化し
てきた、と仮定してみたい。つまり、私有地から取り残された残余地の土地、天然資源の賦存状況
によって、その保全主体と規範、組織も変化する、という仮説である。
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最近のエコロジーや自然資源に関する研究分野では、
「コモンズ」の存在や役割が活発に議論さ
れている。その議論は過去の歴史的な背景よりもむしろ、現代的な文脈に偏る傾向にある。たとえ
ば、
「オープン・アクセス・コモンズ」は、地球上の限定された地域にのみ残存する「グローバル･
コモンズ」とほぼ同一のコモンズとして議論されている

2）。しかし、歴史をさかのぼると、東南

アジアの多くの国では、植民地期初期にはまだこの「オープン・アクセス・コモンズ」が、農地適
地の多い無主荒蕪地に豊富に存在していた。そして、それらの大半は自由な開拓が慣習的に認めら
れていた。坪内によれば、東南アジアは、植民地期のある時点までは、豊富な土地に対して人口が
希少な「小人口世界」であった（坪内 1998）
。これは人口＝土地比率という点で、他の人口稠密地
域とは対照的であった

3）。

さて、上の仮説に従えば、
「コモンズ」は資源の賦存の程度、および、それにともなう管理・統
制策の変化、によって決定される4）。つまり、一定の資源に対して利用者がふえ、資源が減少し、
限定的となる場合、利用者はその限られた資源の利用と統制のためのルール、規範を必要とするよ
うになる。近代になって開拓が進むと、資源利用者は、地域住民以外に、移住者、官僚、企業家等
の外部者をも含むようになり、彼らはそれぞれ、資源を利用し維持する利害関心と戦略とをもった。
しかし、土地や自然資源が豊かな近代の開拓初期の時代には、地域住民と地域社会は必ずしもコミ
ュニティー・ティレベルでの制度的な資源保存に関心はなかった。自然が提供する土地、資源の分
量が地域人口の消費量よりはるかに大きかったからであろう。新しいフロンティアの開拓初期には、
主たる開拓対象地である平地のデルタ、盆地は、政治的有力者の主導する事例もあったが、少数民
族を含めて、外部からの農民の移住者・定着者が個人、集団で自由に占拠して耕作する事例が多く、
そのための余白地が十分に残されていた（Johnston 1975,76; Feeny 1976; 北原 1990: 36-88）
。
近代タイにおけるフロンティアの開拓初期の時代には、国家は、平地のデルタ、盆地等を中心と
する全国土の土地と資源を、その権威と権力とによって計画的に統制し管理する唯一の主体であっ
た、といってよい。地域住民や民間企業は、資源が豊富な状況の下では、土地、資源の保全につい
て必ずしも積極的な関心を払わなかった、といえよう。
1910－20 年代になると、フロンティア開拓地の前進によって、平地の土地、資源が枯渇し、台
地，高地の森林の耕地化、森林資源の枯渇が進んだ。こうした状況下では、まず国家が公共用地、
森林資源の管理、統制に関心を持つようになった。そして、半世紀後の 1970 年代以降になると、
フロンティアの「オープン・アクセス･コモンズ」が閉鎖される時代となり、地域住民もようやく
コモンズの管理の方策を自ら積極的に考慮するようになった。こうした条件のもとで、
「ローカル･
コモンズ」の概念や実態が関心を引くようになった。以上のように、土地、資源の枯渇と希少化と
いう賦存状況の変化にともなって、その管理・保全のルールが必要となり、国家以外の主体も管理
に参加するようになった、というのが本稿の仮説である。資源問題の考察にあたっては、現時点の
考察だけでなく、こうした歴史的過程の研究もまた必要であろう。
2） チャオプラヤー・デルタにおける資源枯渇期の国家の無主地統制政策
近代の東南アジアは広大な新フロンティアの存在した好例である。たとえば、エヤワディ、チャ
オプラヤー、メコンの三大デルタの多くはこうした荒蕪地の広がるフロンティアであり、19 世紀か
ら 20 世紀にかけての近代植民地期に、多くの開拓者が移動し、定住した。彼らはこのフロンティ
アに親族集団あるいはコミュニティ単位で移動し、徐々に「ルース」なタイプのコミュニティを形
成して行った。宗主国を含む各国家がこの豊かなフロンティアでの土地の所有と利用の法律的な枠
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組を創出した。この法律制度は基本的に移動定住者の資源利用を規定し、保証したが、その具体的
な点は国によって異なった。
三大デルタのひとつのチャオプラヤー・デルタでは、国家は土地の所有と利用に関してより慣習
法的な制度を適用しようとした。タイは辛うじて独立を維持したために、他の 2 つのデルタと比べ
て、慣習法的な規則を検討し、適用してゆく時間的な余裕があった。あるいは、植民地勢力との交
渉と議論の中で、その適用に時間を要した、というべきかも知れない。いずれにしても、まず一時
的占拠権を与え、一定期間内の耕作を義務付け、耕作のあとで初めて所有権を与える、という段階
的所有権承認の法的措置の決定には 30 年以上の年月を要した（Johnston 1975; Feeny 1976; 北原
1973, 2002a, b; Phongpaichit & Baker 2002: Chap2）
。
単純化すれば、近代タイの土地所有（土地私有化）政策は、近代的「絶対的排他的」所有権と慣
習的「段階的所有権」との二元的政策だった。前者は、西欧式の所有概念と方法を直接導入して、
耕作や利用の程度を考慮せずに、当初から絶対的所有権を瞬時に与える政策だった。これに対して、
後者は、伝統的慣習に従い段階的・漸次的に占拠・留保権、保有権、所有権を認可する政策だった。
つまり、まず第 1 段階は耕作のための一時的占拠・留保（chap chong チャップ・チョーン）の許
可、ついで第 2 段階は一定期間（占有証書 2 種のうち、bai yiap yam は 1 年、tra chong は 3 年）
の耕作行為、第 3 段階は、一定期間の利用行為の確認の上で、一時的証書に代わる地券（ないし地
券相当証）の交付（1909 年地券交付法）
、ただし、第 4 段階として、地券交付地を 9 年以上連続放
棄した場合の所有権の剥奪（1916 年地券交付法第 2 部）
、といった順序だった。それは、かつて、
建前上は国王の所有地とされた無主荒蕪地に対して、開墾状況に応じた段階的権利の付与の伝統を
継承し、近代法に盛り込んだ結果だった。この一時的占拠・留保（chap chong, チャップ・チョー
ン）と利用耕作に関する規則は、耕作行為の事実に応じて所有権を段階的に強化した点で、当初か
ら絶対的排他的な権利を承認した近代法とは異なる独自性があった。
しかし、チャオプラヤー・デルタでも、一部の土地に対しては、当初から絶対的排他的な所有権
が導入された。たとえば、フロンティアにおける運河掘削地の分譲・払下げ（concession）
、一部農
民の定住地の所有認可、等がそれであった。その場会、トーレンス・システム等の西欧モデルに従
って、権利証書＝地券が交付された。しかしその交付部数は、上述のように、地籍測量や地券交付
の上での技術的制約問題、土地行政をめぐる関係官庁の管轄争い

5）、等によって制限され、実際

の耕地のごく一部をカバーするにすぎなかった。
地券交付対象地以外の広大なフロンティアは、建前は王有＝国有地だが、平民の移住者によって
自由に一時的に占拠され、耕作されていた。たしかに、運河掘削地域を典型とする地券交付対象地
では、所有者と入植者との紛争が起きると、所有者の絶対的排他的所有権の優先権が確認された。
しかし、他の広大な「無主地」である荒蕪地では、移住・定住した農民同士の紛争は、実際の耕作
行為の証拠の有無にもとづいて慣習法的に解決されていた。この慣習法の大要は、上述の通りであ
り、一定の利用行為の確認をえて、初めて保有権、所有権が与えられ、土地登記が認可された点で
ある。これらの慣習律は、1920 年末に外国人顧問を交えて法案の議論がなされたあと（KS20/2-6）
、
最終的には 1936 年、地券交付法適用県以外の県をも対象として、地券交付法（第 6 部）という実
定法として規定された。
さて、これらのデルタ新フロンティアの無主荒蕪地への開拓者の移住と開拓によって、平野部の
土地資源が徐々に減少し枯渇した。それにつれて開拓者は高地、森林へと移住し、そこを農地化す
るようになった。そこで国家は 1920 年代になると、慣習的に「オープン・アクセス」地だった土
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地の一部を「公共財産」または「公共用地」に指定して国有地化し、農民の慣習的なオープン・ア
クセスな耕地化を阻止し始めた。これは無主荒蕪地の自由な私有権の制限の開始であった。
「公共的利用」という概念は、実定法では、1909 年地券交付法（第 1 部）第 61 条に初めて登場
した。同法では、
「サーターラナ・プラヨート」
（satharana prayot、公共的利用または公共的目的）
という言葉は、国家とコミュニティの双方、もしくは一方、が利用するか、あるいは、利用目的を
もつことを意味した。後述のように 1920 年代末の準備過程を経て、1935 年には公共用地立入禁止
法を公布し、これまで、私有地以外の公有地的、共同地的な財産としてルースな管理状況にあった
「コモンズ」の一部を「公共用地」に指定し、国有地として土地登記をし始めたのである。ただし、
国家が指定した「公共用地」は、オープン・アクセスの可能なフロンティアでは、かなり限定され
た土地だった。むしろ国家の土地政策のより重要な課題は、フロンティアでの自由な土地利用・保
有という慣習律を制度化する方にあった。名目的には国有地だが、実際は無主地に等しい荒蕪地に、
新定住者がアクセスし、
「チャップ・チョーン」
（一時的占拠･留保）をし、耕作する際の法的手続
きを制度化するという課題である。1920 年代末の法案審議を経て、最終的に 1936 年、実定法とし
ての地券交付法（第 6 部）が公布され、この課題が実現した（PKPS 50[1]）
。
さて、1930 年の農務省関係の一公文書には「公共用地」のリストが掲載されている。それらの
「公共用地」は、牛･水牛水場、牛･水牛踏分路、学校、古寺院、古運河、乾季道路、薪林、共同井
戸、草湿原、生活水池、遺体火葬場（パーチャー）、灌漑池･ 運河、等々である（NA:
MT0601.2.10/4,13,17）
。これを整理した表 1 は当時の「公共用地」の多様な種類を示す。それらは、
一応は「ローカル・コモンズ」であっただろう。しかし、その管理はルースだったため、一部は地
域の農民や外部の移住者がすでに侵入し、耕作し、農地となっていた。
農務大臣は、公共的な用地、つまり、農民が私的に占拠し始めたが、まだ残存しているルースな
「ローカル･コモンズ」に相当する用地の国家管理を行おうと試みて、そうした用地の調査を始め
たのである。上述のように、同時期には、1936 年の地券交付法（第 6 部）に結実した無主荒蕪地
の段階的私有権の付与法規の原案が議論されていた。この調査は、1909 年地券交付法が、同法の
適用対象県に限定して、抽象的に規定したにすぎない「公共用地」を、同法適用以外の県をも含め
て、国家が意識的に管理しようとする最初の試みだった、といえよう

6）。おそらく、その背景は、

フロンティアの前進によって耕地化から取り残された無主荒蕪地、森林地、森林資源等が少なくな
り、これを国家が管理する必要性が生じてきたためだろう。さらに、あるいは、土地、森林地等の
公共用地事業の管轄の面で、内務省に対して農務省が主導権を握るという目的もあったのかもしれ
ない。いずれにしても、この試みは、最終的に 1935 年の公共用地立入禁止法によって法制化され
たわけである。

3. 国家の土地政策の諸段階
1) 自作小農経営創出策の経緯
1880－1930 年代の公文書類によれば、タイの土地政策の原則は自作小農経営の育成にあった。
政府はその間、とくにフロンティアの無主荒蕪地において慣習法的規則を適用しようとした。フロ
ンティアでの土地保有・所有の前提条件は、一時的占拠・留保（チャップ・チョーン）の認可のあ
と、規定期限内での連続的な土地の利用と耕作の行為であった。この政策原理は、ランシット運河
網など一部地域でのエリート階級の地主制の形成策とは対照的に、全国的に自作小農経営を育成す
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るのに貢献した（北原 2005: 51-120）
。
近代タイは「小農の国」だという言説が通説となって久しい（Ingram 1955[1971]: 58）
。しかし、
少なくとも、20 世紀への世紀の変わり目と 1920 年代という 2 つの好景気の時点では、土地投機、
土地開発ブームが起きて、国家の土地政策は、この小農的土地所有創設の原理からはずれ、大土地
所有を生成した。ところが、この土地ブームは、2 期ともに、経済危機によって短期間で終焉し、
関係官僚の間でも、大土地所有への批判、反省が起き、これによって小農形成の原理に戻ることが
できた（北原 2002a, b; Kitahara 2003）
。
最初の原則はずれは 1890－1910 年の米輸出ブーム期であり、それはチャオプラヤー・デルタ平
野の米作フロンティアに典型的に見られた。なかでも典型的な事例は、高位の王族が経営陣に加わ
った特権的なランシット運河・灌漑会社であった（Johnston 1975, 1976; Feeny1976; 北原 1976,
1990[第１部]; Artsawai 1987）
。会社は、王族の特権により国王よりトゥン・ルアン一帯の広大な
荒蕪地を下付され、一帯の運河網の掘削資金を提供した者に対して、その見返りに運河沿岸の土地
を分譲した。大規模な土地分譲を受けた申請者の多くは貴族官僚高官、実業家であり、一部の王族
には無料で配分された。会社は当初、政府に会社収益の一定割合を支払う契約をしたが、結局それ
も実行されなかった。結果的にみると会社は、その政治的特権を利用して、広大なフロンティア荒
蕪地をいわば無料で入手したことになる。こうした背景によって、ランシット運河地域はタイ近代
における典型的な大地主地帯となった。しかし世紀変わり目の不況によって、土地開発ブームは去
り、土地政策の基調は小農育成策に戻った。たとえば、著名な農務大臣のラーブリー親王（在任
1912-1920）は、ランシット運河地帯の大地主制に対して長文の報告書を作成し、厳しい批判を行
いながら（北原 1990: 104; R6 KS5/4-11）
、この小農育成策を促進した。
第 2 の原則はずれの局面は、とりわけ戦間期 1920 年代ブーム期の高地フロンティアの果樹、木
材の開発地域にみられた（北原 2002b）
。たとえば、マレー半島部、タイ湾東岸部等ではゴム園、
鉱山業、等がブームを呼んだ。とくに、ゴム園開発のために大規模な土地の一時的占拠・留保（チ
ャップ・チョーン）の申請者が多数現れた。農務大臣は、外国人の侵略、土地の枯渇、等を憂慮し
て、認可面積の最高規模を制限しようとした。農務大臣の認可の際に、多くのケースでトラブルが
生じた。しかしブームは 1929 年の世界大恐慌で終焉し、政府の土地政策は再び小農育成策に戻っ
た。大恐慌直前の 1920 年代末には、無主荒蕪地に対する土地権利の認可の面積の上限規模（2000
ライが基準）をめぐって土地法委員会で議論が行われたが、最終的には 1936 年地券交付法（第 6
部）によって、その規模は 100 ライ未満と大幅に縮減され、小農育成策的な規定がなされた。その
要旨は、100 ライ未満の「公共用地」
（国有地）のチャップチョーン（一次的占有）を認め、一定期
間内に連続的に利用、耕作した者が、最終的に土地所有権をうる、という段階的な所有権の獲得で
あった。
この規定は、フロンティア開拓地の利用行為にもとづく段階的な保有権の付与の慣習律を近代的
法制としたものであった。近代タイの土地法は、当初から絶対的排他的所有権を付与する西欧近代
的原理に対して、このように段階的に所有権を付与する慣習法的原理を加えて、二元的な原理をも
っていた。このために、地租徴収政策も、少なくとも近代初頭には、土地所有権にもとづく地租徴
収という原理ではなく、土地利用の事実にもとづく地租徴収という原理を採用し、土地所有権認定
策と地租徴収策とは無関係に、並行的に進行した（北原 2005）
。
2）土地私有制度の二元性
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上述のように、タイの土地私有制度は、絶対的排他的な所有権の即時付与、および、慣習的な一
時的占拠・利用による段階的所有権付与、という二元的な政策であった。そして、フロンティアの
農地面積の点では、限定的な前者よりも、後者の方が多数派を占めた。また、利用にもとづく所有
という原理は自作小農経営の育成にも貢献した、といえよう。
前者の西欧流の絶対的排他的所有権は、平野部の商業的な米作地、樹園地等に対して部分的に
徐々に適用された。その近代法的な起源は 1901 年の地券交付布告および 1909 年の地券交付法（第
1 部）であり、アユタヤおよびバンコクという新旧首都圏の 8 県のみを適用対象地としていた。上
述のように、バンコク周辺の一部の地域では、一部高官に対して大規模所有地の払い下げ、下付が
なされ、当初から絶対的排他的所有権を認められ、それが大土地所有制を形成する一因となった。
またアユタヤ周辺では、1901 年の地券交付の開始時期に、この絶対的排他的な所有権が、特権的
大土地所有者にはもちろんだが、小農民保有者にも認められた。この近代的地券にもとづく所有権
は、そのご新旧首都周辺 8 県以外の地域にも徐々に普及したが、国家による地籍測量や地券交付の
技術的・組織的な制約に加えて、農務省を中心とした省庁間の管轄争いが生じ、全国的な普及は遅々
として進まなかった（北原 1976, 2002a, b, 2005）
。
フロンティアの無主地の「チャップ・チョーン」
（一時的占拠・留保）と一定期間の利用･耕作行
為を経たあとでの保有権の認可という慣習的制度は、1909 年の地券交付法（第 1 部）で実定法と
して規定された。しかし、この地券交付法（第 1 部）の適用県は首都周辺に限定されていた。1921
年時点でも、この 1909 年地券交付法（第 1 部）の適用県は、バンコクに近いデルタ地域およびタ
イ湾沿岸の諸県に限定された。地券交付業務を担当する土地登記事務所のない他の諸県では、内務
省の州・県派遣官によって地券の変種である暫定的地券、あるいは、田租支払の証明書類の旧証書
類、等が交付されていた（注 6 参照）
。
上述のように、こうした近代的地券交付業務の遅れを主因として、近代タイの「地租改正」は、
所有権確定事業と土地税改革事業とが分離され、別々に進められてきた。そして、1909 年地券交
付法（第 1 部）の非適用県では、旧田租支払証書類の場合とくにそうだが、1909 年法が規定した
はずのチャップ・チョーンと耕作行為による段階的な所有権も必ずしも保証されていなかった。
1909 年の地券交付法（第 1 部）でも、フロンティアの無主荒蕪地の所有権の段階的な付与の規
定は、残余規定だったので、その手続きを具体的な下位法規とするため、土地法委員会が組織され、
議論された。1909 年法の適用は首都周辺の地券登記事務所を備えた対象県 8 県にのみに限定され
たので、1920 年代末になると、全国一律に適用可能な関係規定を外国人顧問も加わった土地法委
員会が議論した。その審議過程に関しては、英文の公文書も残されているが、同文書によれば具体
的な条項の合意、決定には至らず（R7 KS6/6; KS 20/2-6; 北原 2002b: 33-35）
、官報、法令集等に
も、同時期の関連法案はみあたらない。なお、この委員会の議論は、同時期に、農務大臣が、海岸、
森林、荒野等において枯渇する資源の保全に対して積極的な指導性を発揮しようとした態度とも重
なる、と思われる。1920 年代になると、19 世紀末とは土地、資源の賦存状況も変わり、国家の土
地政策も、無主荒蕪地に対する私有権の認可だけでなく、その利用・耕作の管理、統制にも関心を
もつようになった、とみられる。
そして最終的には、1936 年の地券交付法（第 6 部）が、
「チャップ・チョーン」
（一時的占拠・
留保）のあと、一定期間内での利用・耕作を経て保有権を認め、最終的に所有権を認可する、とい
う段階的な権利付与を規定した。チャップ・チョーン権証書（
「バイ・イヤップ・ヤム」bai yiap yam）
の場合、1 年間、連続的に利用・耕作をしたあと、占有権証書（
「トゥラー・チョーン」tra chong）
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の場合、3 年間、連続的に利用・耕作をしたあと、係官がそれぞれ証拠を確認し、各証書に利用・
耕作済みの押印をする、という手続きを経て、初めて所有権相当の権利を認めた。この押印済み証
書は、地券交付法の施行県内では、地券への転換も可能だった。ただし、1916 年地券交付法（第 2
部）の第 4,5 条によれば、所有者が移動等により 9 年以上放棄した土地は、地券交付地でも所有権
を失う、とあり、この条項は、1936 年当時もいぜん有効だった（PKPS 29: 133-137）
。
これらの規定は、利用耕作の有無に関係なく最初から近代的所有権を保証する絶対的排他的権利
を否定して、占有者の一定期間の耕作行為を重視し、それを経て初めて所有権を承認した。これは
フロンティアの無主荒蕪地の大土地所有者の出現を阻止し、自作小農を育成するためにプラス機能
を果たした、といえよう。なお、この 1936 年法にとって有利な背景は、1929 年世界大恐慌以降の
不況とそれにともなう土地投機的ブームの鎮静化とであった。
以上のような土地政策は、大土地所有を阻止し自作小農を創出した点では効果があった。しかし、
フロンティアの無主荒蕪地のかなり自由な私有地化を認めた点では、フロンティアの豊富な土地、
資源を減少させ、枯渇を招く要因となった。そこで、無主地の私有地化を重視した私法的な土地政
策に対して、他方では、残存するフロンティアの土地・資源をいかに保全するか、という公法的な
政策的課題が生じてきた。とくに 20 世紀になってから、人民のチャップ・チョーンを規制、統制
する政策とも関係しながら、
「公共用地」の確保、保全の政策が検討され、1920－30 年代には土地
政策、森林政策の大きな課題となった。この点は、1936 年の地券交付法（第 6 部）と 1938 年の森
林保護法との並存状況にみることができる。
1936 年の地券交付法（第 6 部）が、豊かなフロンティアに対して私法的に私有権を容認する政
策だったとすれば、1938 年の森林保護法は、残余の無主地に対して公法的に公有権、国有権を設
定する政策だった。1931 年の民商法でも、前者のフロンティアの土地は、「国家の公共財産」
（satharana sombat khong phaendin）という概念が明確であった。つまり、
「公共用地」指定策
は、枯渇が懸念されるフロンティアの「オープン・アクセス・コモンズ」の一部を国有地に囲い込
んで保全し、その残余地を私有地として認可する法体系をもっていた、といえよう。この意味で、
「公共用地」の概念は、地券交付法と森林保護法とのバランスを保とうとした、といえよう。つま
り、それまで主流だった無主荒蕪地の私有地化に対して、その一部の土地を国有化する政策を対置
して、前者を制限する方向を示した、いえよう

7）。

4.「公共用地」概念の起源とその法的変化の過程
1) 国土の国有の伝統
上述のように、国家は、私有地化、私有権の付与、認可を進める一方では、消滅しつつある無主
荒蕪地の共同利用地の一部に対する明確な国有権の確保も開始したわけである。現代風にいえば国
家によるコモンズの規制策である。コモンズの保全政策の起源のひとつに、次のような農務大臣の
発想がある。
1900 年 1 月 27 日、農務大臣チャオプラヤー・テーウェートは無主荒蕪地のチャップ・チョーン
（一時的占拠・留保）に対する規則（kho bangkhap）を提案した（R5 3.3/24）
。それは、公共用
地（thi satharana prayot）
、つまり、国家目的の土地、および、人民が生活し共同利用する土地（thi
dai asai satharana prayot）
、を特定して国家が囲い込み、これを人民の私有地となる予定の｢チャ
ップ・チョーン｣地から除外する提案である。
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農務大臣は、地域住民の私的利用によってフロンティアの共同利用地が消滅し、枯渇するのを恐
れて、
「公共用地」という一般的、抽象的な概念を用いて、残った土地を国有地として維持する政
策を構想したように思える。その場合、第 1 に、適用すべき対象地域は、特定の州県を超える全国
土だったとみられる。第 2 に、
「公共用地」は、国家所有の指定地だけでなく、コミュニティの慣
習的共同利用地をも含んだ、とみられる。第 3 に、その適用地域は、これまでの地券交付法の適用
対象地の新旧首都周辺（畿内）だけでなく、全国土の土地を視野に入れている。第 4 に、その確定、
認定の根拠と方法にも、1909 年地券交付法（第 1 部）第 61 条にみられたような一方的なトップダ
ウン的な姿勢とは異なり、地域住民の共同利用の事実を尊重するボトムアップ的な配慮もうかがわ
れる。
1901 年 9 月 17 日には、
「地券交付地域および一時的占拠・留保（チョーン）地域における登記
変更に関する農務大臣令」が発せられた（PKPS 18: 94-106）
。おそらく、この大臣例は、上記 1900
年の大臣の発想を実定法にした一成果であろう。ただし、その適用地域は地券交付法の適用地域に
限定され、
「公共用地」の概念も限定的であるように思える。第 21 条は以下の通りである（PKPS 22:
590）
。
「政府は、たとえ郡長が一時的占有証（bai yiap yam）を発行した土地であっても、のちに政府
が何者にも与える意図がないと判明した土地、たとえば、家畜の放牧のために、あるいは、租税業
務のために保全しておくべき土地は、
（これを個人の私的なチャップ・チョーン地としては）認可
しない」
。
「公共用地」に関しては、上記 1900 年のチャップ・チョーン規則案で農務大臣が用いた「人民
が生活し共同利用する土地」という表現はなく、
「政府が与える意図がない」保全地（たとえば、
家畜放牧地や租税業務地）という限定的な表現であり、より国家統制的なトップダウン的な姿勢が
感じられる。その理由はおそらく、第 1 に、同大臣令の適用地域が首都周辺の地券交付地域だけに
限定されたこと、第 2 に、この公共用地は一時的占有証書の交付地とみられること、等であろう。
ただし、この背景として、関係官の間で「公共用地」の概念について合意がなされなかったこと、
国家による土地の利用の側面を重視したこと、等が考えられる。
さて、この農務大臣令の規定を継承したとみられる条項は 1909 年地券交付法（第 1 部）第 11
節第 61 条であるが、次のように表現されている（PKPS 22: 590）
。
「政府は、郡長が一時的占有証（bai iap yam）を発行した土地で、のちに政府が所有権（kammasit）
を何者にも与える意図がないと判明した土地、たとえば、国家が公的に使用する目的の土地、もし
くは、人々が家畜放牧、薪切、引水、鉱物掘削、往来の陸路・水路に使う土地、もしくは、公共目
的（satharana prayot）のために使用する土地、等はその者にチョーンを認可しなくてもよい」
。
ここではより明瞭に、その対象が一時的占有証の交付された私有地に限定されている。しかも、
1901 年の布告よりも多様なコモンズを含んでいる。興味深い点は、その例として、国家の利用地
とともに、コミュニティ・レベルの農民の具体的な「コモンズ」が、
「公共目的」
（satharana prayot）
の使用地と区別される点である。つまり、ここでは国家の利用地、コミュニティ的な共同利用地、
および「公共目的」
（
「公共利用」
）地という 3 種類の公共的な土地が区分されている、と解釈でき
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る。このうち、第 3 の「公共目的」の土地、あるいは、
「公共用地」
（thi satharana prayot）とい
う言葉は、その後、国有地、国家管理地の正当性を示す概念として定着した。
1909 年の土地の区分規定とは異なる区分規定を含む民商法が 1931 年に制定された。その 1304
条は、国家の公共財産（satharana sombat khong phaendin）を 3 区分している。
（1）無主地、返
還地、放棄地等（2）人民（phonlamuang）の共用地、
（3）国家目的の土地、の 3 種である（PKPS
43: 362-3）
。
「1304 条 国家の公共財産（satharana sombat khong phaendin）とは、公共目的（satharana
prayot） に使用するか、もしくは、公共的利用のために保全する国家のあらゆる財産を含む。た
とえば、
（1）無主地、返還地、放棄地、もしくは、土地法にもとづいて他の理由で返還された土地、
（2）人民（phonlamuang）による海岸、河岸、水路、湖等の共同利用の土地、
（3）要塞、軍建造
物、官庁建造物、軍艦、武器・装備等の国家目的に利用する土地、である」
。
この規定は上の 1909 年地券交付法とちがい、公共目的の使用地という細区分はなく、それはむ
しろ公共用地全体の包括的な概念となっている。そして、
（1）は、無主地・返還地・放棄地等の私
有権の放棄された土地に細区分される。
（2）の人民の共用地も、1909 年法はもちろん、1930 年前
後に調査されたコミュニティの公共用地とも異なり、私有地に適さない自然地形的な土地に限定さ
れ、コミュニティ的なコモンズが除かれている。
（3）は国家的インフラの所在地に限定され、コミ
ュニティの生活用の公共用地をカバーしていない。
「コモンズ」の概念は国家の管理地に限定され
るが、これは、共同体と地域住民による共同利用地を国家が認定するようなボトムアップ的な管理
体制よりもむしろ、狭いインフラ施設地に限定した国家官僚のトップダウン的な姿勢を示唆すると
いえよう。このように、1931 年の民商法の関連条項では、1900 年当時の農務大臣が関心を示した
ような「ローカル・コモンズ」に関する法的、制度的な関心を後退させた、といえるかもしれない。
フロンティアの私有地化政策の結果、わずかに残された土地・資源を、人々の共同用地としてでは
なく実質的な国有地として管理統制しようとする傾向がみられる、といえよう。
後述のように、1930 年前後に農務大臣は「ローカル・コモンズ」的な公共用地の調査を州県知
事に対して命令した。また、後述のように、1930 年代には森林の土地、資源も減少してきたので、
森林を国有地として、人民の生活用木材の利用を制限するようになった。しかし、こうした無主荒
蕪地、森林の減少とそれらの公有地化、国有地化の動きは民商法の私法的な規定には反映されてい
ない。この点は次節で述べる 1935 年の公共用地立入禁止法の規程とも符号していない。あるいは、
民商法は、私有地と国有地との中間的な位置にあった共同用地に関する規定を避けたのかもしれな
い。1930－40 年代になると、森林が国有地に限定される法的な傾向の中で、共同用地の登記も進
行したが、これもコミュニティ自身による登記は極少であり、国家主導による登記が主流だった（注
8 参照）
。
2）無主荒蕪地の人民による占拠から国家による占拠・統制へ
興味深いのは、1900 年から 1930 年代までの約 30 年間の土地と資源の枯渇する状況下で、土地
の「フアン・ハーム」
（huang ham、立入禁止、占拠）という行為の意味が変化し、その主体が人
民から国家に移行したように思われることである。これは、それまでは「オープン・アクセス･コ
モンズ」に等しかった無主荒蕪地に対する国家管理が強まったことを示すように思われる。以下は、
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文化解釈的な次元でしかないが、国家の管理政策の変化を象徴するといえるかもしれない。
上述の 1900 年の土地法委員会における農務大臣の提案では、
「フアン・ハーム」を行い、
「バイ・
イヤップ・ヤム」
、
「トゥラー・チョーン」等のチャップ・チョーン（一時的占拠・留保）の行為を
保証する旧証書類の申請主体は人民自身であった。たとえば、1900 年 1 月 23 日付けの農務大臣の
上奏文書では、土地の「チョーン」
（チャップ・チョーンに同じ）を「フアン・ハーム」
（立入禁止）
とも表現している。
「もし、土地のフアン・ハームを申請する者が、当該地の面積を確定してもら
うために、1 ヶ月以内に担当官のもとへ出頭しない場合、担当官はその申請を却下する」
（R5 3.3/24:
3）
。
この時の表現では、まず、
「チャップ・チョーン」と「フアン・ハーム」とはほぼ同義語であり、
また、
「フアン・ハーム」の主体は明らかに民間人、人民であった。しかし、1909 年の地券交付法
（第１部）になると、｢フアン･ハーム｣が「チャップ・チョーン」と異なる意味をもつようになり、
その主体も人民から国家に移行したように思える。
同法の第 1 条第 1 項 3 は、
「いずれの土地でも国家がフアン・ハームした土地だと疑われる場合、
（農務省検査官は） 実際に国家がフアン・ハームした土地かどうかを調べ、知事・郡長・地方官
に従来の秩序にしたがって処理させるように告知すること」と表現して、
「フアン・ハーム」は国
家の保全の行為だとしている（PKPS 22: 571）
。また、上記のように、同法第 61 条は、人民が「チ
ャップ・チョーン」を禁止された具体的な 3 種の土地を区分し、そのひとつが国家目的に使用する
「フアン・ハーム」地だ、とする。
これらの条項における「フアン・ハーム」の定義の変化は、国家の管理制度が、フロンティア空
間に対してオープン・アクセスを許す段階から、オープン・アクセスを強く統制する段階へと移行
したことを示唆する。たしかに、この 1909 年法は、新旧首都周辺の地券交付法適用県 8 県にのみ
に限定され、その他の未適用県をカバーせず、全国的には適用されていない。しかし、
「フアン・
ハーム」という言葉が、1900 年前後の人民による「チャップ・チョーン」の同義語から、国家的
な管理地、所有地の同義語へと変化をとげつつあった事実を示唆する。のち、1935 年になると、
「フ
アン・ハーム」の主体はあきらかに国家自身となった。1935 年の「国家の公共財産としての無主
荒蕪地を『フアン・ハームする』法」では次のように規定する（PKPS 49: 25）
。
「第 4 条 国家が何らかの理由で、無主荒蕪地を国家の公共財産として『フアン・ハーム』する
場合は、本法にしたがってその手続きを進めなければならない。第 5 条 無主の荒蕪地のフアン・
ハームは勅諭と官報とによって公示しなければならない。勅喩では、1）フアン・ハームの目的、2）
フアン・ハームの権限を持つ担当官、3）フアン・ハームとした範囲、について公示せねばならな
い。
（以下略）
」
。
この時点では、明らかに「フアン・ハーム」の主体と意味が、人民による無主荒蕪地の占拠・留
保から、国家の独占的な所有へと変化している。おそらく、資源の枯渇と近代的な絶対的排他的な
観念の強化に応じて、
「フアン・ハーム」の主体が国家に限定されるようになった状況を示すので
あろう。少なくとも国家は、国土の無主荒蕪地の一定部分の土地を直接に厳しく管理し、人々をそ
こから排除する明確な意思を示した、といえる。このような変化の背景は、
「オープン・アクセス」
の可能なフロンティアに辛うじて残る土地と資源の消滅、枯渇の危機であった、といえるだろう。
国家は平野部と盆地に残るフロンティアの消滅と枯渇に対して強い統制策を示した、といえる。
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重富は、政府が登記して官報に公示した 1935 年から 1954 年までの間の「フアン・ハーム」地
の件数が 116 件にのぼる、とする。そして、これらの公共用地のうち、家畜放牧地、薪採集地とし
て登録された件数はわずか 3 件、漁獲池として登記された件数はわずか 2 件にすぎない、とする。
要するに、コミュニティ･レベルの生活用の公共用地は、国家が公共用地として登記した土地のう
ち、ごくわずかな土地にすぎなかった。他の多くの登記地は国家の直接的な統制・管理地であった
（重富 1997: 287）
。これらの公共用地の登記の記録もまた、上述の関連条文に現れた管理主体の
変化を示唆する結果とみられる

8）。

なお、興味深いのは土地局創設 60 周年記念の出版物の叙述である。1962 年に出版された『土地
局 60 周年：土地局の歴史と土地業務の経緯』（krom thidin 60pi: Prawat krom thidin lae
khuampenam khong gan thidin）では、1920 年代末から 1940 年代までの無主地の土地政策の主
要目標が外国人からの防衛と資源枯渇の防止とにあった、とする（Krom Thidin 1962: 10）
。たし
かに、森林政策と比べると、戦間期の 1920 年代の外国人のプランテーションのチョーン申請のよ
うな問題はあったが、29 年大恐慌を経た 30 年代には外国人への恐れは減少したとみられる。
「1927 年以来、土地局の事業には土地登記業務だけでなく、国土の公共財産である荒蕪地の統
制と管理が加わった。この業務は重要な課題であり、経済、政治、社会面の利益をもたらすような
民族的な土地事件として処理すべき政策に関する業務、つまりは、後世に生まれるタイ人のために
土地を守り保護すべき政策とならんで森林など土地から生ずる天然資源を消滅し無益としないよ
う保護すべき政策に関する業務となった。タイ人のために土地を守る業務は無主の荒蕪地を外国人
の手に落ちないように統制することであり、天然資源を破壊から守る業務は、無主地の保有者に合
法的なチャップ・チョーン申請を行わせて、勝手に歩き回って土地を開墾することのないようにす
る業務であった。このような政策を実施するために 1936 年地券交付法（第 6 部）が制定されたの
である」
。
第 1 に、同記念号は 1927 年に具体的にどんな法令や政策が始まったのは触れていない。また、
法令類を参照する限り、とくに同年に制定された重要法令は見つからない。しかし、この時期前後
の公文書によれば、上記のように、土地法委員会のチョーン地に関する議論、
「公共用地」保全の
ための調査など、農務大臣のイニシアによって、無主荒蕪地の管理政策が検討されていたことがう
かがえる。同時に、1909 年地券交付法（第 1 部）の適用州県が限定されたのと異なり、1936 年地
券交付法（第 6 部）が全国一律に適用され点も注目される。
第 2 に、この土地局の見解は、無主荒蕪地の管理業務の主要目的が外国人の所有防止と枯渇資源
の保護とにあった点を指摘する点も興味深い。後者の資源保護への言及は、国家の土地政策が、地
券交付による近代的所有権認定、および、慣習的チャップ・チョーンへの段階的所有権認定という
土地所有の二元的原理を制度化したことに加えて、後者のチャップ・チョーン行為の可能区域を限
定し、それ以外の区域を国家の資源保全の対象地、すなわち、公共用地、森林、等の区域として確
定したことを示す、と解釈できる。つまり、国家の土地政策は、この二元的な私的所有権の認定と
引き換えに、それ以外の区域を国家の公的所有権･管理権に編入した、ともいえる。これがフロン
ティアと資源の枯渇という段階での措置であったことは上述したとおりである。
もし、そうだとすれば、第 3 に、土地所有と資源保護という 2 点でのフロンティア無主荒蕪地の
管理政策は、1927 年という特定年次にではなく、1910 年代から徐々に形作られ、1936 年法（第 6
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部）で体系化された、といえよう。
さて、以下ではとくに資源保護・保全に関して、その経緯をたどってみたい。

5. 地方におけるコモンズの枯渇：国家による保全の試み
1) 農務大臣の公共用地調査
1928 年 10 月 9 日付のナコーンチャイシー州知事の農務大臣あての文書に添付された郡調査委員
会による公共用地の保全候補地のリストのうち、ナコーンチャイシー州についてのみ、筆者が集計
した結果が上掲表 1 である（MT 0601.2.10/4: No.182/10670）
。なお、公共用地除外提案リストと
は別に、すでに現実に耕作者に分譲され売られた土地リストも収録されており、そのリストの筆者
集計結果が表 2 である。これをみると「公共用地」とみなされた土地も、その多くがすでに水田化
していることがうかがえる。これは、ルースな｢ローカル・コモンズ｣の無主の空き地が、実は「オ
ープン･アクセス・コモンズ」として、すでに地域住民にチャップ・チョーンされ耕地化されてい
た事実を示す。
同一分類ファイルにはウドーン、ピサヌローク等の一部の州のリストも収められている。しかし、
全州に関するリストは同ファイルにはなく、その状況は不明である。前述の 1921 年の王室秘書官
の分類によると（R6 KS7/5: No.3/167）
、ナコーンチャイシーとピサヌロークは 1909 年地券交付法
（第 1 部）の適用地域であり、農務省、農務大臣によって直接に管轄された。しかしウドーンは同
法の適用外地域であり、当時まだ残っていた分割支配体制のもとで、内務省、内務大臣によって管
轄されたとみられる。したがって、このリストを送ってきた州は、農務省が直轄した州だけでなか
ったことを意味する。ともあれ、現地の現場調査官は、地方やコミュニティの住民による土地利用
の実状に詳しい地方官だったとみられる。
公文書によれば、中央官僚はこれらコモンズの空間を理念的に保全するのに積極的だが、地方官
僚たちは、これらコモンズへの人々の侵食と耕地化が進行している事実に詳しいだけに、これらの
調査リストの土地を「公共用地」として保全するのに躊躇したもようである。
たとえば、1930 年 7 月 2 日付のスパンブリー州知事の文書によれば、ターピーリアン郡の公共
用地調査委員会は州知事に対して、17 件の調査結果リストを送ってきたが、うち 4 件のみを保全す
べきだとし、残りの 13 件は、すでに地域住民が侵入し、耕地化しているので、彼らの区画ごとに、
現実の耕作者に分譲販売すべきだ、と結論した、とする。中央派遣官の州知事は、残された公共用
地を保全すべきだと考えたが、郡の現場担当官は、住民による耕地化の事実を知り、すでに私有耕
地となった土地は分譲すべきだと考えた。同年 7 月 18 日付けで、同州知事は農務大臣に公文書を
送り、彼自身はこの委員会の結論に反対だと述べている（MT 0601.2.10/4: No.112/6390）
。
「小生自
身はこれらの土地を公共用地の保全からはずして、地域の耕作者に払い下げ料金を見積らせるべき
だとの（同郡の公共用地調査）委員会の見解には承服しません。理由は、地域住民に公共用地を分
譲すべきだという発想が将来の米作と畑作を変えてしまう恐れがあるからです」
。
引き続いて、1932 年 1 月 19 日、同郡調査委員会は、州知事を通じて農務大臣に合計 26 部のリ
ストを送ってきたが、うち 19 部は公共用地として保全し、残り 7 部は公共用地から除外すべきだ
と提案した（MT 0601.2.10/4: No.224/22278）

9）。

他の類似ケースもある。たとえば、1932 年 3 月 24 日付けで、ナコーンチャイシー州知事は、農
務大臣に対して、ターピーリアン郡の未登記の公共用地 4 件がすでに人々に分譲され、私有地とし
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て登記されたとする。373 ライの土地は人々が侵入し、耕作している、534 ライの土地は一時的占
拠証書 BYY を交付され恒常的家屋が建設され、29 ライの土地は灌漑局担当官が占拠し、82 ライの
土地は傾斜水路である、と報告している（MT 0601.2.10/4 No.271/24539）
。
当時、政府自身が公共用地の私有地化を認めた事例もある。たとえば、1928 年 1 月には、タン
ボン･コークポートの 50 ライの過去の家畜放牧地で現在未利用地を、地元貧民に私有地として開放
する布告を発している（PKPS 40: 252-255）
。おそらく、他にも、中央政府自身がローカル・コモ
ンズ的な公共用地を地域住民の私有地に開放した事例はあろう。
農務大臣の措置が示すように、国家は、地域住民のオープン･アクセスを禁止し、コモンズを囲
い込んで国有地として登記するなど、コモンズへの保全の政策に積極的であった。しかし地域住民
はコモンズに自由に入って耕地化するのに慣れており、地域資源の管理にはむしろ消極的だった。
国家は、一方では、人々のチャップ・チョーン制度の法制化によって、全国土の公有地の私有地化
を進めた。しかし、他方では、人々の公有地への侵入とそれによる資源枯渇とを認識し、一部の地
域を公有地、国有地に指定して、それを阻止し、管理しようとした。これは、トップダウン方式な
がら、乱用により枯渇が心配される資源の保護と管理を国家が主体的に試みた側面であろう。
前述のように、立憲革命後の政府は、1935 年には公共用地立入禁止法を制定し、そのご現実の
公共用地の一部の登記を始めた。これは、それらの公共用地の私有化を許す地券交付法（第 6 部）
に対して、登記制度を使った国有地化の方向であった。この公共用地の法制化はこれら 1920 年代
末の試みの上に立っていた、といえよう。
2) 農務大臣の森林保護政策
森林政策の概略については、Siriwan（1954）
、Lokakalin（1996）
、佐藤（2002）らの先行研究
がある。それらは、戦前の森令類では、1874、1884、1887、1898、1914、1936、1938、1941 各
年の法令類をフォローしている。このうち、森林の保全と保護にとっては、1887 年、1914 年、1938
年の森林法が最も重要な法令だった、とみられる。政府の森林政策は、まず、北部のチーク林の保
全に注意を払ったが、その後、徐々に、全国の他の木材・森林の保護・保全にも関心を広げた。た
だし、その関心は、森林資源の保護よりも、その計画的利用にあった、というべきかも知れない。
以下は国家の政策方針の概略である。
1887 年の「チーク材布告」はチーク材に関する慣習法を 9 条の法令にまとめた（PKPS 11:
111-112）
。まず、その前文は、チーク材の値があがり、伐採をめぐる紛争や盗伐がおきているが、
明確な法律がない、とする。本文の概略は、チーク購入者が木材に押印をする義務（県庁、税関で
の搬出時の記載、他人と似た印章の改印義務、他人の印章の記載の禁止、他人の押印のある材木の
運搬の禁止、他人の押印のある木材の運搬への罰則）
、郡庁への届出による生活用および正当販売
（伐採後 1 ヶ月以内に奪還者がなく、1 ヶ月の県郡公示の間にも奪還者がいない木の販売）用の伐
採の容認、知事･郡長の誠実さの要請、等の伐採手続きの規定である。
北部のチーク材に関する公文書類から読み取れるのは、チーク材の保護、保全とならんで、中央
政府のもうひとつの配慮が北部の旧支配者・貴族の生活の保障にあった、という点である。1884
年の「チーク材販売布告」によって、森林伐採の認可権限は彼らの手を離れて、中央官庁の手に移
った（Lokakalin 1996: 23-24）
。しかし、中央政府は、彼らに対して、チーク材の払い下げ権を与
えるか、あるいは、伐採料金を分与するなどして、北部の旧支配者・貴族たちに配慮した。筆者は
ラーマ 7 世期の文書を検討した結果、このような暫定的結論をえた（cf. R7 KS5/1-17; KS5.1/1-18）
。
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スレード（Slade）による 1896 年の現地視察報告書を嚆矢として、外国人顧問は北部の旧支配者層
の権益に批判的であったが、タイの中央官僚は彼らの旧権益に妥協したもようである。
内務大臣ダムロン親王は、1913 年 8 月 8 日付けで、Siam Forest 社が申請したカンチャナブリ
ー県のグラヤールーイ樹（心材）の伐採の許可を願う上奏文を提出している。この上奏文は、当時
の森林政策を総括する史料としても有益である（R7 KS5.1/2: No.52/5019）
。その総括的部分は以下
のような主旨である。
チーク材業者には、外国系大会社（Bombay-Burma, Borneo, Siam Forest, Lewi T. Lenowerns,
East Asiatic, East Asiatic Faranset 等）
、タイ国籍小会社（Kim Seng Li 等）
、および、 北タイ旧
支配層・子孫、の 3 者がいる。3 者はそれぞれ、各国との友好条約にもとづく伐採契約を、タイ国
籍者に対して外国人よりも好優遇を、旧支配層＝森林所有者に対して有利な森林分配を、と要求す
る。政府の方針は、いずれにも偏らず、3 者に平等に分配することである。しかし、第 2、3 者は、
自ら取得した伐採許可権を、資金が豊富で高額で買い取る第 1 者に移譲販売する件も多く、良質チ
ーク林の多くが第 1 者に落ちた。その後、チーク材保全策として、当該全チーク林を 2 部分に分け、
第 1 部分の伐採（標準 15 年間）後に、第 2 部分を伐採し、これを交互に行う方法に改善したが、
この結果、優良な森林は第 1 者の手に移った。グラヤールーイ材は、チーク材と違い、全国に生育
する。従来、その伐採量は自由だったが、最近は高値となり、良質種の消滅が激しい。鉄道の開通
した内陸部ナコーン・ラーチャシーマー、海岸部チャンタブリー等がその例である。1913 年に公布
したグラヤールーイ種保護法は、2 種類の管理方法として、資金の豊富な特定申請者と契約し、押
印した樹木のみの伐採を許可する方法、および、政府が全木材を直接管理し、商業目的用は伐採料
金を払わせ、生活目的用は無料伐採とする方法、とを規定している。
さて、この総括的文書の最初にふれられていたチーク材政策の推移は、概略すると以下の通りで
ある。まず 1884 年には、上述のように、
「チーク材販売布告」があり、これによってチェンマイ、
ランパーン、ラムプーン、プレー、ナーンの諸ムアンでは、チーク材の伐採認可権が、旧地方支配
層から中央派遣官へと移った。
1897 年には、
「森林保護布告」
（Prakat raksa pamai）が発せられ、高さ 3 ソーク（1.5ｍ）
、太
さ 5 ガム（5 掌）以下のチーク材の幼木の伐採が禁止された。ただし、すでに伐採した生活用幼木
や、伐採認可を受けて税を支払った商売用幼木の伐採は許された（PKPS 16: 101-103）
。こうした
条件付けではあるが、中央政府は明確にチーク材保護の姿勢を示した。
1910 年代になると、政府は、限定され希少化した森林資源の保護、保全に対して関心を払いは
じめた。とくに、1914 年には体系的な「森林保護法」
（Praratchabanyat raksa pa）を公布して、
チーク材以外の木材をも保護、保全の対象に加えた（PKPS 26: 375-378）
。
同法の前文は、チーク材以外の木材の値があがり、厳密な規則、法律なしに伐採されるので、資
源の枯渇と木材業の危機を防ぐため保護され保全されるべきだ、とする。そして、同法第 3 条は森
林、木材、森林産物の定義をする。
「森林」とは、木材と森林産物の生育する地盤、地表の土地で
あるが、通常の土地の所有権、権利証書の法治外にある、とする。単純化すれば無主荒蕪地のうち、
私有地と認めた土地以外の土地が森林である。無主荒蕪地全体とも解釈できるような表現である。
「第 3 条 第 2 項 パー（森林）という言葉は、国王が家屋の建築や作物の耕作のために地券を
付与しなかった土地を意味する。
同第 3 項 マイ（木材）という言葉は、チーク、芦、草以外のすべての多年生木、雑小木、蔓木を
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意味する。
同第 4 項 コンパー（森林産物）という言葉は、薪、炭樹、ペグノ木、油木、ゴム（たとえば
yangson,chan, kamyan 等）
、樹皮、赤色染料、蜜、蜂糞、樹葉、花卉、果実、その他草木を含む樹
木産物、各種竹、ラタン、溶樹、等を意味する 」
。
（以下は大意）
大臣令によって、伐採、製材の許可の場所、方法、条件等を指定する（第 5 条）
。伐採の種類、
サイズを決められた木材は、見積もり額の 10％以内で、納付場所を指定して kha phak luang（国
庫納付金）を徴収する（同第 3 項）
。ただし、生活用木材、たとえば、遺体荼毘、家屋、農業、漁
業等に使う木材は kha phak luang を減免する（4 項）
。本法にもとづく kha phak luang, kha
thamniam の率は、地域の事情により 10％以内の変更が可能であり、また、本法の kha phak luang
を支払う者には、1892 年法にもとづく税金 kha phasi、および、輸出税 phasi kha ok 等、過去の
関係税を免除する（9 条）
。
この 1914 年森林保護法によって、伐採者が国庫に支払う納付金は kha phak luang という名称
で統一され、森林税の一元化が進むことになった。これは徴税行政の合理化の一環であろうが、同
時に税収入増加策であったのかもしれない。
同時に発布された「森林保護管理体制規則」
（Kho bangkhap wang rabiapwithi cattakan rakusa
pa, 1914）では 1914 年森林保護法第 4 条に規定された伐採を許可する樹木類と禁止する樹木類と
を詳細に規定する（PKPS 26: 379-383）
。前者は薪、炭樹等を含み、後者は希少な樹木で、高価な
樹木および安価な樹木を含む。高価な樹木は伐採が厳しく禁止されるが、安価な樹木は kha phak
luang を国家に納めた上で、伐採を許される（同規則第 3－6 項）
。
すでに 1914 年森林保護法でもチーク材以外の木材への規定が含まれていた。のち 1920 年代に
なると、開拓フロンティアの枯渇の中で、人民の生活材伐採が進み、その保護･保全が政策課題と
なってきた。1926 年、27 年ころ、森林事業を管轄する農務大臣チャオプラヤー・ポンラテープは
薪林管理に関して、王室秘書局に対して次のような要旨の上奏文を送っている（R7 KS5/3, No.
539/7101）
。
薪林は個人の植林奨励林と国家の保護禁伐林の 2 種類がある。政府は人々に若木を植えて育てる
ために薪林を管理することを認めた。しかし資源枯渇を保護するために保護禁伐林の区域を線引き
しなかった。ラーブリー親王は、農務大臣任期中（1912-19 年）にこの事実を知り、条項を規定し
たが（上述 1914 年森林保護法を指す）
、実行制度が不十分であった。保存林は 2 種類に分けるべき
だ。つまり、個人が自らの労働力と資金を使って植林し保全する薪林、および、自生しており 1909
年地券交付不法第 61 条にもとづく「公共用地」
（thi satahrana prayot）として保護すべき薪林、
の 2 種類である。
1927 年 3 月 27 日付けでダムロン親王は、専門家や親王たちと相談してみたが、この 2 種類の分
類は困難で、この分類は再考すべきだ、と農務大臣に返答した（R7 KS5/3:No.8432）
。
これらの提案は、国王親政派の支配集団が森林資源の保存を行うために、私有の証拠の有無とい
う所有権によって、薪林を、ひいては森林一般を国有地、公有地として区分し始めたことを示す。
このように、森林をその地盤の土地の所有権によって規定する傾向は 1910 年代から明瞭になった
ように思われる。一方の土地政策では、慣習的な無主荒蕪地の耕地化にともなう段階的な私有地化
の政策が進められ、1920 年代末には法案が審議され、1936 年地券交付法（第 6 部）に結晶した。
しかし、他方では、耕地化されず、伐採され尽さずに残された森林地の国有化の政策を通じて、資
源保護政策も進んだ。
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たとえば、1936 年の「森林保護法（第 2 部）
」
（Praratchabanyat raksa pa[chabap thi 2]）は、
生活用の樹木、木材にも言及している（PKPS 49: 603-606）
。その要旨は以下の 3 点である。1）
利用の目的が家屋建築用の場合はその量は最高 80 バーツ相当であり、
農業･漁業用の場合は最高 12
バーツ相当である。2）利用申請者は国土内の森林から 50 キロ圏内に住む者に限る。3）申請者は
2 年以内に自ら使用し、他人に売ってはならない。
同法は人民の利用が木材や資源の枯渇を招き始めた状況を示唆する。ただし、これは、治外法権
の廃止によって欧米会社の規制が可能となり、このために、枯渇するチーク材中心の森林資源の保
全保護をより厳格に行えるようになった、という状況もあろう

10）。

さて、法規定では、地盤の土地以外の第 2 の管理対象として、地上にある森林、林産物もあげら
れてきた。しかし、近代当初は、この地上の本来の森林資源に対する国家管理はかなりルースであ
り、その後の国家保全指定林の払い下げ伐採やそのあとの土地の耕地化等の事態を招いた原因とな
った、ともいえよう。国家は、当初の土地政策では、基本的に、開拓フロンティアの前進と耕地化
をふまえて、耕作者の私的所有権を承認した。そして森林政策でも、彼らの開拓地・居住地での生
活目的の森林資源の自由な利用は否定できなかった。肝心の資源保全指定地域においてさえ、特定
の指定林、保護林、経済林、等を除くと、人民による森林の木材・森林産物の利用行為や森林地の
開拓・入植行為に関しては、その管理はルースであった、ということになろう。さらに、保全指定
地域の核である指定林、保護林、経済林でさえ、私的で非公式なネポティズムを通じて民間業者へ
の不正な伐採許認可も多かったものと推測される。しかし資源枯渇とともに、森林を私有地以外の
国有地に指定するだけでなく、一部の国有地森林の排他的所有権を主張するようになった。
1938 年森林統制保全法の要点は、1）森林統制・保護の区域は公示される、2）関係官はその区
域を検査し、人民の居住の有無を調べる、3）すでに区域内に居住している者には補償金を支払っ
て退去させる、等である（Lokakalin 1996: 25）
。これは、森林地を国有地、
「国家の公共財産」に
編入し、人民の生活地をそこから排除する体系的な方針を示し、無主荒蕪地の私有地化できる領域
を厳しく限定し始めた、といってよい。
同法で規定された具体的な統制林には、
「統制林」
（pa khumkhrong）と「保全林」
（pa saguan）
の 2 種類がある。両者に関しては、その指定の手続き規定が中心であり、明確な定義がないが、前
者は個人･業者に対して伐採を認可する森林であり、後者は原則的に伐採を禁じて保全を行う森林
である、とみられる。ただし、以下のように定義される森林（pa）がすべてこの 2 種類に分類され
るのか、あるいは残余部分を残すのか、条文だけでは解釈できない。Paと規定された国有地も、現
実には不法伐採、チャップ・チョーンと耕作が行われていた可能性が強いが、その原因は、現場の
統制林監視体制の不十分さだけでなく、こうした法的根拠の不明瞭な点にもあったのかもしれない。
さて同法の条項は具体的には以下の通りである（Ratchakitchanubeksa 65: 211-223）

11）。

「第 4 条 （1）‘pa’とは荒蕪・無主の種の国家の公共財産（satharana sombat khong paendin
praphet thidin rokrang wang plao）を意味する。
（2）‘pa khum khrong’ とは本法の khuam 条項
により「統制林」
（pa khumkhrong）として規定された森を意味する。
（3）‘pa saguan’とは本法の
条項により「保全林」
（pa saguang）として規定された森を意味する。
第 5 条 政府がある森林を統制林（pa khum khrong）として規定する場合、首相は県知事 1 名、
郡長 1 名、森林局官または担当官 1 名からなる委員会を設け、対象地を調査させる。
第 6 条 第 5 条にもとづき委員会が調査をする場合は調査地のタンボンの公共用地と集合場所
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（chumunumchon）において公示を行う。
（中略）その調査において、誰か個人の利益になること
が判明しても政府はその利益を撤回できるが、その利益の撤回が特定個人に損失を生ずる場合、委
員会にはしかるべき補償金を支払うよう検討させる。もし合意が成り立たない場合は、両者に交渉
させ、首相に判定させ、最後に何らかの命令を発せさせる。
（第 7 条：大意 官報で指定区域を公示、文書を県庁、郡庁、カムナン事務所に送る）
。
第 8 条 本法の規定にもとづいてある森林（pa）を統制林（pa khumukrong）として指定して
も、人民がそれに関する旧法令にもとづいて行動し、統制林において木材の伐採、新林産物の採取
利用を行う場合はこれを妨げない。ただし個人が、その森林を保有し、チャップ・チョーンし、開
墾し konsang、焼き払うことは禁ずる。
（第 9 条：大意 保全林の指定を勅令で行う）
。
第 10 条 保全林（pa saguan）への指定もしくは撤回を適当とみなす森林の規制には 5，6，7，
9 条を準用する。ただし、保全林区域の指定は、勅令にしたがい、四方の区画を明示した地図を作
り、あわせて、境界の四方に区画票、境界票を立て、人民が必要に応じ明瞭に識別できるようにす
る。
第 11 条 すでに保全林に指定された森林は、個人が占拠し、チャップ・チョーンし、建物を建
て、開拓することを禁ずる。また、点火燃焼する、家畜を連行し放牧する、家畜を解放し侵入させ
る、あるいは、保全林の樹木、林産物を傷つける、等の行為を禁ずる。さらに、その前段階として、
保全林を横切る道路沿いで個人的に家畜を飼育する場合、繋いで番をし、保全林自体の樹木、森林
産物に被害を与えない注意義務を課す。
（以下略）
」
さて、この 1938 年森林保護法によって、1936 年地券交付法（第 6 部）に集約される土地法との
矛盾が解決された。つまり、森林は慣習律では無主荒蕪地の一種だったが、国家が強制的な所有権
と管理権をもつ指定区域として特徴づけられたわけである。そして、特定地域の森林保護区域の指
定によって、その指定区域に長年慣習的に定住してきた人々を強制的に排除す場合もありえた。し
かし、一部の住民はこの近代法の原則を無視し、依然として森林を旧慣的な無主荒蕪地とみなして
自由にアクセスしたものとみられる。ただし、これは、1938 年法が定めた「統制林」と「保全林」
とが、森林地のすべてをカバーするのか、それとも残余地を残すのか、が不明瞭な点とも関係する
のかも知れない。もし法的にも行政的にも、未指定の残余森林地があるとすれば、たとえ国有地で
はあれ、人民には無主荒蕪地に等しかった訳である。
1930 年代には政府は、貧民対策という名目で、試験的に、森林地の一部を公共的な入植組合管
理地とし、国家運営の事務局が民間組合員世帯を募集する政策をとった。これは森林指定地一般へ
の不法な侵食を防ぐため、特定地域を開墾地に指定して、国家が開墾地コミュニティを直接管理す
る制度の始まりだった。少なくとも国家は、フロンティアの一部の開拓行為を直接に管理し始めた
のである。ただし、国家の事務局が管理する「入植組合」の開拓地は、入植希望者に対して一定の
面積で分譲され、入植者は、制限付きであるが、段階的な私有権を認められた。
1940 年には「チェンマイ地方の‘フアン・ハーム’区域内に入植組合を設立する法」が発せら
れ、1941 年にはより広域的な「入植共同組合（sahakon nikhom）設置法」が制定された（PKPS
53: 783-786）
。しかし、同法の適用は農務省共同組合局の管轄地に限定されたので、1943 年には同
法を廃止して、
「生活用土地管理法」を制定した（PKPS 55: 383-386）
。入植組合・事務局の管轄省
は農務省から内務省、厚生省に拡大し、5 年以内の組合員の入植地の土地証書の移転を禁止する、
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等の改正点があった。この入植組合政策は、フロンティアの消滅状況の中で、
「入植組合」を設置
して、人々の森林地へのオープン・アクセス的な慣習を管理統制する国家主導の森林管理政策の一
環だといえよう（北原 1973: 109-111）
。

6．結 論
本稿は「小人口世界」東南アジアにおいて典型的なフロンティア空間に恵まれていたタイを事例
として、近代国家の土地と資源の管理政策を跡付けてみた。フロンティア空間は土地と資源が豊富
だったため、人々は一般的にごく最近まで資源の保全、保護に関心をもたなかった。そのような状
況下では、むしろ国家が主体となって、人々が慣習的に「オープン・アクセス」して利用してきた
土地と資源を管理統制し、その減少と枯渇を阻止しようとした。ようやく 1960 年―70 年代に至っ
てはじめて、一部の地域住民やコミュニティがオープン・アクセスにさらされたコモンズや天然資
源の枯渇を予測し、その自主的な保全に積極的にとりくみ始めた。しかし、現在の地域の問題点は、
工業化、都市化と農業・農村人口の流出、減少によって、農業、生活の上での地域資源の必要性が
減少し、利用主体の数も減少し、地域住民のコモンズ資源への需要や関心が限定されつつある、と
いう点である。資源の減少、枯渇によってコモンズのコミュニティ、地域のレベルでの管理が必要
となったまさにその時、肝心の住民にはその必要性が減り、管理主体も減少しつつあるという矛盾
である。コモンズ維持のコストを地元コミュニティだけで負担できる時代ではない。この点では筆
者は、一部の楽観的な地域住民自治論には賛成できない。
国家による国土の土地の管理政策は所有権の設定を通じて行われた。しかし、この土地の多くは
無主荒蕪地フロンティアであり、常に民間人の開拓と農地化が進行した。そしてこのような「フロ
ンティアの前進」は、平野、平地の残余地を侵食し、20 世紀にはいると森林地帯に至り、その残余
地を減少させ、枯渇させてきた。国家は、一方では、
「土地法」によって、瞬時の地券交付、ある
いは、利用耕作行為にともなう段階的権利書交付によって私有権を承認してきた。しかし、他方で
は、とくに 1920 年代ころから、
「公共用地法」
、
「森林保護法」によって、残った無主荒蕪地に対し
て国有権を行使して、その減少と枯渇を食い止めようとした。単純化すれば、1920－30 年代の伝
統的な無主荒蕪地フロンティアは、所有権としては、一方には農地、利用地等の私有権を認められ
た土地、そして、他方には森林地、公共用地指定地等の国有地という両極端の土地があった。国家
は法的、行政的に、まず前者の私有地化を進めたが、国土の土地、資源の枯渇が予期されると、や
や遅れて、後者の国有地、国有地化を進め始めた。しかし、両者の土地に挟まれた中間には、共同
利用地、チャップ・チョーン地、耕地転換進行地、木材利用伐採地、等の各種の民間人･企業の利
用、保有する帰属の不明、不鮮明な空白地を含んでいた。1930 年代になると、土地法（とくに 1936
年地券交付法第 6 部）および森林保護法（とくに 1938 年森林保護法）
・公共用地立入禁止法（1935
年）は、それぞれ、私有と国有の所有権によって、両側から無主荒蕪地を囲い込んで、所有権のあ
いまいな区画を少なくしようとした、といえよう。これが土地法と森林・公共用地法の関係性の強
化の構造である（図１参照）
。
図1
（所有） 私有権→

無主荒蕪地

←国有権

（利用） 農地・住宅地

開拓地、伐採地
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森林･公共用地

土地、資源の賦存状況からみると、近代のタイ国家の土地政策には 2 段階があった。第 1 段階は、
当初のまだ土地と資源が豊富な段階であり、国家はオープン・アクセス地に対して近代的所有権を
与えることに関心があった。第 2 段階は、土地と資源の減少し枯渇し始めた段階であり、国家は人々
がオープン・アクセスする無主荒蕪地を統制し管理することに関心を持ち始めた。第 1 段階から第
2 段階への移行はほぼ 1930 年ころであろう。
第 1 段階においては、国家は人々の土地の開発と定着に関心があった。つまりフロンティアへの
自由な前進の奨励策である。しかし、第 2 段階になると、国家は人々の土地と資源へのオープン・
アクセスを制限してそれらを保全することに関心を持ち始めた。ただし、保全策の原理は、資源の
保全そのものよりも資源の地盤、地表の土地の国有化とそれによる間接的な資源の保全とであった。
ただし、第 1 段階と第 2 段階とは連続面もある。まず第 1 に、第 2 段階に至っても、第１段階の
方針、つまり、無主荒蕪地、森林地の私有化（ただし段階的私有化）は、国土面積の点でも、主流
であった、とみられる。また、第 2 に、第 1 段階の無主荒蕪地の私有地化の奨励から、第 2 段階へ
残余地の国有地化の設定へと方向が転換しても、その法的原理は、所有権の重視とそれによる国土
の利用地配分であった。そして、第 3 には、こうした所有権の管理を通じて、国家は、トップダウ
ン的に、民間人、企業の土地、資源の利用管理体制を敷いた。
さて、第 2 段階の 1930 年代は、他方では、国家の森林保護政策が、その地盤に国有権を設定し、
特定区域を指定する形式で始まった時期である。こうして、森林政策は、上述のように、土地政策
と構造的な関連をもつようになった。ただし、所有権の上では、極端に位置する両者の間には無主
荒蕪地的な地域が残る。さらにまた、私的農地、公的森林地とされる土地それ自体でも、所有権を
無視した利用が様々な形で存在する。こうした土地では、あいまいな所有権設定と流動的な利用実
態との齟齬が、今日まで続いてきている。周知のように、法的な国有林を会社が伐採したり、開拓
者が利用、定住して、国家との摩擦を起こす事例も少なくないが、これには、国家の国有地の境界
管理の不十分さ等の技術的問題もあろう。しかし、基本的には、近代タイの土地法、森林法が、慣
習法を廃絶できず、所有権の絶対性、排他性を規定できないからであろう。近代タイの土地法、森
林法の所有権は慣習法を近代法と調和させた柔軟性をもち、これは、当初から瞬時に所有権を与え
ず、一定期間の利用行為をえて所有権を与えることによって、農業面では自作小農経営の育成に貢
献する等の利点もあったが、その代償もないわけでない、といえよう。
さて、第 3 段階ともいうべき現代は、一部のコミュニティが、地域の公共的資源や灌漑、生活道
路等の伝統的インフラストラクチャーを自立的、自発的に維持、保全することに関心を持ち始めた。
北タイのコミュニティ･フォレストの運動はその好例であり、広く評論家・運動家や政策担当者の
関心を呼んでいる。そして、1990 年代からコミュニティ･フォレスト法が起案され、議論され、つ
い最近、実定法となった。
地域による公共的・共同体的な資源の自主的な管理という点からみると、従来の国家による公共
用地保全政策にはいくつかの問題点がある。
第 1 に、国家がコミュニティ・レベルのコモンズの自発的な所有と管理を承認しなかった点であ
る。少なくとも、法的には、コミュニティ・レベルのコモンズは自主的な権利を与えられず、国家
の公共的財産の一部とされ、また、そのように認識されてきた。上述のように、1930 年代以降の
地域のコモンズも、国有地の一部として登記されたうえで、地域の利用管理はルースな形でのみ認
められた。
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第 2 に、国家官僚が、民間人自身はコモンズ保全に関心をもたず、オープン・アクセス的慣習を
放棄していない、と認識してきた点である。たしかに、これは、土地と資源が豊富だったフロンテ
ィアの前進の時代、つまり、第 1 段階の平地への前進、第 2 段階の微高地・山地への前進、という
時代はそうだったかもしれない。しかし、1960 年－70 年代以降の状況は異なってきた。資源と土
地の枯渇に直面して、残された空間を地域住民が管理し、管理組織も作る事例も報告され始めた。
こうした動きが 1990 年代のコミュニティ林法草案に反映され、最近成立した同法にもその要求の
一部が採用されている、といえよう。
第 3 に、国家が人々の公共の土地と資源の自主管理を信頼していない点である。しかし現在は、
地方行政改革政策のもとで地方分権化政策が進行中であり、多くの有能な地域リ－ダーが育成され
つつある。コミュニティの自立的なリーダーシップと組織とがまさに出現しつつあるのである。
ただし、第 4 の問題点は、地域住民が昔ほどに農業、労働、生活の面で地域コミュニティの土地
や資源に強く依存せず、その保全を必要としなくなった点である。彼らは地域資源を不可欠とした
農民から兼業農民、労働者に転じつつあり、遠隔地になると、資源保全を担うべき主体である若年
層が教育、出稼ぎ労働等で流出してしまっている場合が多い。
こうした状況下で都市住民も恩恵を受けるはずの地域の土地、資源の管理のコストを、一部の都
市知識人の主張者のように、コミュニティの自主性だけに任せ、負担させるのは酷であろう。むし
ろ、遠隔地の若年層を欠くコミュニティほどそうだろうが、複数の管理主体、つまり、自治体、国
家、コミュニティ・地域住民、NGO/NPO 関係者、助言団体・組織等々の提携、協力によって、公
共用地の保全を行うべき時代にはいった、といえるのではないだろうか。
（後記）
本稿は 2006 年 12 月 15－16 日に千葉大学において行われた国際シンポジウム「アジア・中東に
おける『伝統』
・環境・公共性」
（‘Tradition’, Environment and Publicness in Asia and the Middle
East）での筆者の報告論文 ‘Policy of Commons and Resources Preservation in Modern
Thailand ’ を日本語に翻訳し、かなりの修正を加えた結果である。19 世紀末から 20 世紀初のタイ
語の公文書、法令等の文体は、的確な英語表現が困難なので、本稿によって、まず日本語表現を試
みた次第である。なお、当シンポジウムの概要については、柳澤悠・栗田禎子・寺尾忠能「国際シ
ンポジウム：アジア・中東における『伝統』
・環境・公共性」
『アジア経済』48（8）: 66-77, 2007、
を参照されたい。

[注]
1） 筆者のここ数年間の生態環境政策に関する公文書の解読作業によれば、特定の地域の限られた
フィールド聞き取りデータよりも事例や状況が豊富な文書データがある。これらを参照すると、コ
モンズの土地と資源を守るには地域住民と国家との全く対照的な理念や方法がある、といった単純
な言説類の問題性を再考できる。たしかに、国家の管理・統制政策については、人々の生活と財産
のトップダウン的な統制を含む国家官僚の権力独占といった問題点を認めることができよう。しか
し、公文書にみられる人々の土地資源への無関心と国家管理の必要性といった論理は、現在の政策
や運動にも参考となりうる。現在では地域住民の一部ももはや、生活面でローカル・コモンズを必
要としないという状況がある。ある場合は、コモンズの管理は地域住民、NGO、市民団体、自治
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体、中央政府等の間での共同的なネットワークを必要とするかも知れない。1990 年代に国会では
コミュニティ森林に関する法令を起草し、議論したが、このときも、すべての地域住民がこれに関
心を払ったわけではなかった。彼らの収入源は農業よりも非農業となってしまったからである
（Koppel 1994; Elson 1997; Rigg 2001）
。このような傾向はまた、過去にさかのぼって資源保全の
歴史をたどる研究の必要性を示唆しているといえよう。
2） 現在の「コモンズ」に関する言説では、土地は所有と管理の形態によって 4 種類に分類される。
無所有のオープン･アクセス･コモンズ、地域が所有し管理するローカル･コモンズ、政府が公的に
所有し管理する国有コモンズ、私的所有地、の 4 種であり、このなかでは第 1 のコモンズが資源を
浪費し枯渇させる問題型だとされる（井上 2001; 秋道 2004）
。こうした区分の背景となるコミュ
ニティ･レベルの資源利用の歴史的変遷に関心を払う例がある（重富 1998; 佐藤 2002）が、筆者
の政策史研究は彼らの関心と重複する。なお、法律学的な所有論の立場からは、この井上の利用を
ふまえた所有権の概念は法律論として厳密でない、という厳しい批判もある（池田 2006）
。
3） ボゼラップ的な視点だと、農業の技術的発展は人口増加にともなう土地集約度によるので、単
純化すれば、人口稠密地が先進地域であり、人口稀少地は後進地ということになろうが、東南アジ
アは、ジャワ島のような限られた人口稠密地を除くと、ボゼラップ・モデルには該当しないことに
なろう（Boserup 1965）
。
4） このような仮説の着想は、重富（1996: 245-282; Shigetomi1998: 81-95）の論考に負うところ
が大きい。この重富の論考は、1970 年代以降の地域的資源の利用競争と枯渇という状況をふまえ
て、コミュニティ自体が資源の主体的、自主的な管理を行い始めた動きがテーマである。
5） 土地行政をめぐる省庁間の管轄争いはチャクリー改革の過程での権力抗争の一環でもあった。
チャクリー改革以前は、国王による全国土の集権的な支配は名目にすぎず、実際は、Wiang（城都）
、
Wang（王宮）
、Khlang（大蔵）
、Na（農務）の 4 部局（いわゆる Chatusadom[4 本の柱]）
、およ
び、Mahathai（内務）
、Kalahom（軍務）
、Tha（港湾）
、等の「省」相当の有力部局とその長が、
名称の職務と関係なく、国土の割拠的支配を行うようになっていた、とされる。チャクリー改革は、
改革派＝国王親政派（いわゆる‘The New Siam’）が旧主派＝割拠的支配派（いわゆる‘The Old
Siam’）を弱体化する政治過程であった、ともいえよう。農務大臣は旧主派に属する者もおり、た
とえば、Kalahom 系統のスラサック（Chaophraya Surasakmontri）農務大臣（任期 1892-1897）
の末期には農務省の一次的廃止（1897 年 3 月 25 日－1899 年 9 月 1 日）という事件さえ起きた。
また、1899 年の農務省復活後のテーウェート（Chaophraya Thewetrawongwiwat）農務大臣（任
期 1899-1907）も、国王親政派との関係は微妙であったとみられる。1901 年に、アユタヤ州で近
代的地券交付事業が開始されたが、これを推進したのは国王親政派のプラチャーチープら農務官僚
であるが、旧守派のテーウェートは、これに直接関われなかった、とみられる。彼は、国王親政派
が進めた本来の「地券」
（chanot）に対抗するかのように、別種の地券（
「暫定地券」, 1902 年法の
‘tra chong chuakhrao’, 1906 年法で’chanot trachon’に改称）の交付を試みた（北原 1974: 317-336;
2002a: 32-37; 2000b: 21-38; 2005: 1-41; 田坂・西澤 2003: 181-197）
。農務省の行政権限が農林漁
業の技術的側面に限定される特徴をもつ、といわれるのもこうした政治的経緯と無関係ではあるま
い。
6） ちなみに、1936 年地券交付法（第 6 部）でチャップ・チョーン地の証書を全国一律に適用す
るまでにもまた、かなりの時間を要した。たとえば、1921 年当時の一次的占有証の交付は、1909
年公布の「地券交付法（第 1 部）
」の 11 条による Bai Yiap Yam（有効期限 2 年）の交付地域がバ
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ンコク周辺 8 州に限定されており、慣習的 Tra chong の交付地域が東北部等 7 州、1911 年布告に
よる Bai yiap yam（有効期限 3 年）の交付地域が南部等 5 州、というように、州によって異なっ
ていた（北原 2002b: 33-34; 原資料は R6 KS7/5 No.3/167）
。
7） 前近代においては国王あるいは地方領主が全土を名目的、形式的に保有し、人々は彼ら支配者
の土地の耕作、利用だけを許可された。慣習法の集成では、
「三印法典」
（Kotmai tra sam duang）
および「マンラーイ法典」
（Mangrayasat）などがこのことを明瞭に規定する。筆者の両慣習法集
成の検討結果によれば、支配者は個人の土地所有には関心がなく、その主要な関心は、人民の無主
地または官職地の耕作・利用の奨励の方にあった。規定にある紛争例の多くは、土地所有者同士の
紛争例ではなく、特定の土地での耕作者・利用者同士の紛争例であった。これは広大な無主地の存
在とそれらの土地への人民の耕作奨励とを示唆している（北原 1978; 1983）
。
8） 我々チームは中部タイと東北タイの各フィールド調査村 2 村でも、1930－40 年代に、村の共
有地が登記されるか、少なくとも、同時期の国家の囲い込み政策によってその境界線が引かれた、
という事実を確認した
（北原1987: ナコーンパトム県LL 集落、
および、
ローイエット県NK 集落）
。
9） 提出文書本文によれば、委員会は、公共用地として保全すべき候補地のリスト 19 部、保全せ
ずに分配すべき候補地のリスト 7 部を、それぞれ、提出したはずである。しかし同文書ファイルに
実際に収録されているリストは、それぞれ 8 部、および、6 部のみである。そして、その中では後
者の公共用地から除外し、人民に分配すべきだと提案する 6 部のリストの方が、公共用地がすでに
個人利用地となった実状を反映するものとみられる。
10） ナラチュウォンによれば、1936 年の森林保護法（第 2 部）の時代までは、森林保護政策の目
標として、外国系企業・外国人の森林利用の統制、国土の保護と主権の維持、等が重視された。し
かし、1938 年の「森林統制保全法」
（Praratchabanyat khumkhrong lae saguan pa）になると、
その目標が明確に国内の森林保護統制策へと移った。同法施行以降は、国家は、森林の地盤である
土地に対して私的所有を認めず、国家所有の財産として保護した。この森林資源の地盤である土地
の国有化こそが、森林管理の最も重要な課題となった、という（Lokakalin 1996: 24-25）
。
11） この法令は『年次別法令集』51 巻（2481 年度分）に収録されていないので、直接、官報（56
号、1939 年 4 月 3 日付）で参照した。
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第1表

ナコーンチャイシー州の公共用地リスト
Cattle
Grasing

C. Nakhon Pathom
A.Muang
A Bang Pla
A.Kamphaengsaen
A.Samphran
C. Samut Sakon
A.Krathumbaen
A.Ban Kaeo
A.Muang
C. Suphanburi
A.NangNuat
A.ThaPhiLiang
A.BanPlama
A.ChorakaeSamphan
A.SongPhiNong
A.Sriprachan
A.DoemBang
A.NangNuat
A.ThaPhiLiang
A.Bang Plama
A.SongPhiNong
A.NangNuat
A.ThaPhiLiang
A.ThaPlama
A.SongPhiNong
A.Sriprachan
A.NangNuat
A.DoemBang
A.ChorakaeSamphan
A.ThaPhiLiang
Total
（資料）MT 0601.2.10/4

Cattel/
Water
6
5
25

Cattel/ Well/
Buffalo/ OldTempleShallow/ Rest Hall Road
Firewood Water Use Boat Way 廃寺
Deep Water
道路

Firewood Grass
薪取り
Swamp

Cremation Market
Place
市場

Rice Field Const
School
Materials

Total
1

3
3

3
2
10
4
67
41
10
31
3
2
8
1
1
2
16
5
10
1
6
4
3
265

16

1

1
1

10

10
1

4
1

1
5

21
6
31

3

1

9
69
41
16
31
17
31
10
10
6
4
7
54
34
28
20
20
30
12
4

1

14
20
1
1
2
22
2
6
9
6
16
4
92

1

8
10
1
1

1
2
1

9
2
2

4
16
1
2
8
8
8

1
3
7
1

14
1
1
3

1
1
45

64

29

2

15

0

11

0
0
28
0

5

6

1
2

1

4

2

1

1

第2表

ナコーンチャイシーの私有地化した公共用地（1932 年）
寺院領

A.Bang Phinong

1

A.Bang Plama

2

浅瀬

水田
9

13

1

A.Song Phinong

7

A.Chorakhae

4

A.Tha Philieng

4

A.Sri Phrachan

(添付リストなし)

（注）A:Amphoe(郡)
（資料）MT 0601.2.10/4:No.224/22728
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