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タイ農村におけるオルターナティブな発展と

しての自助努力の可能性

鈴木規之

はじめに

現在、タイにおいては、開発や発展に関する議論がさまざまな立場より噴出し

ている。たとえば、近代化論に基づいて社会学の立場から現在の開発や発展の動

向から生じるさまざまな問題、とくに都市と農村の格差、不平等の解決について

プラサート・ヤムクリンフンは以下のようにのべている｡'）

都市と農村は、歴史のなかでまさに共存してきたにもかかわらず、現実にはか

なりの格差が生じている。都市は、支配と文化の中心という性格を持つが、生産

の基盤を持たなかったために、その規模は限定されていた。都市人口の増加は、

まさに農村における生産の増加によってもたらされた。とりわけ西洋においてこ

の傾向は顕著であった。

産業社会において、都市と農村はまさに相互に利益を享受するものでなければ

ならない。たしかに、産業化の過程においては都市での資本蓄積のために農村は

不利な条件におかれ、格差が生じた。しかし、これは一時的なものである。現在、

80-90％が農村人口である第三世界（タイ）としても、都市部の拡大によって農

村人口は10-20％ほどに減らすことができる。そうすれば、おのずと格差は解消

されるのである。現在の第三世界においては、格差の象徴とでもいえるような巨

大都市が存在する。たとえば、バンコクがそうである。この問題を解消するため

にも、社会開発（農村開発）は不可欠である。

以上がプラサートの議論であるが、次に、経済学の立場から発展傾向に大きく

関わるティーラナ・ポンモカパットの発表「タイ経済の現状と２１世紀へ向けての

発展戦略」についてふれてみよう。ティーラナによれば、ＮＩＣＳ化の発展戦略
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すなわち、投資を奨励し、輸出を振興するという政策のもとに確かに工業化は順

調に進み、ここ２年ほどは高い経済成長率を示したが、農業の地位はどんどん低

下し、都市と農村の格差は大きく拡大していった。貧窮の問題も、まさに農村そ

のものの問題となった。このことは、農作物の価格が世界市場に大きく影響され

ることにもその原因がある。が、その一方で全体としての生活水準の面ではよく

なりつつある。しかし今後の成長がこのまま続くとは思えず、世界市場での競争

はますます激しくなるであろう。したがって、このままの政策で現在の問題すな

わち貧窮や所得格差が解決するとは思えない。そこでティーラナは３つの今後と

るべき選択を提示した。すなわち今後とれる方策としては(1)輸出のための産業、

特に工業化を奨励し、それを同時に所得分配の公正をはかる(2)農産物加工の工業

産業を奨励する(3)農業を重視し、農作物の価格を維持するために市場に介入する

、というものである。2）

ティーラナは、この中で(2)の戦略すなわちＮＡＩＣ的志向を打ち出している。

そのために、これまで工業化推進のために与えるさまざまな特権を廃止し、工業

と農業のバランスをとれと主張している。しかし、(2)の論理も、やはり世界市場

に勝たねばならず、また、ＮＡＩＣへ向かうためにはやはり外国からの投資が必

要である。すなわち、基本的には近代化論の延長であり、その枠の中でよりよい

方法を見つけようというものである。

政府としても、このような不平等化の問題、特に都市と農村の格差の問題の解

決を放置しているわけではない。政府の農村開発は、経済社会発展評議会（ＮＥ

ＳＤＢ）の開発計画に基づく５ケ年計画に基づき、主として内務省のコミュニティー

ディベロップメント局が実施している｡3〕

コミュニティーディベロップメント局では、それぞれの村（タムポン）に開発

担当官を派遣するとともに、以下の10のプロジェクトをそれぞれの村、地区レベ

ルで随時実施している（１子供のプロジェクト、２青少年のプロジェクト、３女

性のプロジェクト、４収入増加のためのプロジェクト、５環境のためのプロジェ

クト、６ボランティアのためのプロジェクト、７組織化のためのプロジェクト、
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８広報活動のためのプロジェクト、９安全保障につながる特定の地区のプロジェ

クト、１０老人のためのプロジェクト）。

また、以上のプロジェクトの他に、12の特別プロジェクトが実施されており、

とりわけ農村の人々にとって以下の２つが重要になっている。まず農村における

雇用創出プロジェクトである。1980年より開始されたこのプロジェクトは、乾期

の農民の出稼ぎ減らすことを目的とし、特に農村のインフラストラクチャーの整

備のためにできるだけ多くの労働者を雇用するものである。

そしてもう一つが王室のプロジェクトである。王室の農村のプロジェクトには

２種類あり、一つは農民の収入をふやすための、もう一つは東北タイ緑化プロジェ

クト（クロンガーン・イサーン・キァオ）と呼ばれる東北タイの開発を内務省、

軍、警察が一体となって行なうものがある｡この東北タイ緑化プロジェクトは、

共産党の一掃計画と表裏一体であったことは周知の事実である。また、コミュニ

ティー・ディベロップメント局と直接関係ないが、王室のプロジェクトとしては

ペンディンタム・ペンディントーンプロジェクト（タンマ＜法＞の地には金が宿

る）がある。国王のプロジェクトの他に国王の母のプロジェクトがある。

以上、近代化論に基づいた社会学、経済学の研究者の視点および政府のさまざ

まなプロジェクトについて概括したが、開発や発展を経済成長ととらえ、それに

伴って都市と農村の格差の是正をもたらすという発想は、結果として農民の負債

の増加、不平等の拡大を引き起こすばかりか、環境破壊や地域文化の衰退を招い

て、農村を崩壊させる危険性すらはらんでいるのである。

これに対して、開発や発展を経済成長ではなく、別の側面からとらえようとす

る動きも最近では大きな勢力となり始めている。オルターナテイブな発展をめざ

す動きがそれであり、諸論はあるものの、資本主義の浸透によって生じた商品化

に対抗し、農民の自立をめざすという方向性では多くが共通している｡`）

このための戦略となるのが農民の自助努力である。プラウェート・ワシーは、

『仏教に基づく農業』の中で、農村の自立のための自助努力の重要性を強調し、

そのための精神的基盤として仏教を重視している｡5)また、スリチャイ・ワンゲー
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オは、自助努力は農民の参加があって初めて成り立つと論じている｡`)筆者なり

の解釈をすれば、参加と自助努力という２つの実践的方策と仏教という精神的基

盤が、商品化に対抗するためには不可欠なものなのである。

本稿では、まずこのようなタイでの動きをプラウェート・ワシーの『仏教に基

づく農業』から概括し、農民の自助努力の重要性について論じる。ここでは、も

ちろん仏教という精神的基盤が重視されており、また農民の参加の重要性につい

ても明示的ではないがいくつかの事例より明らかなものとなる。そして、筆者が

1989年より調査を行なっているランプーン県ランプーン郡シーブアバーン村トゥ

ングヤーウ区のグループ活動の事例を紹介し、自助努力のための農民の参加の重

要性について論じる。さらに、仏教コミュニティーの建設という実践的活動を行

なっている日本人の僧であるプラ・ユキ・ナラテヲーの事例を紹介し、自助努力

の精神的基盤となる仏教の重要性について論じる。以上の分析を通して、タイ農

村におけるオルターナティプな発展の実践的戦略としての自助努力の可能性につ

いて論じたい。

注）

１）PrasertYamklinfung！“SangkhomchonnabotthaiⅢsapharppanhalae

kanphattana''’８bnghomcAo几ｍｚ６ｏｔｔｈａｉ,ChulalongkornUniversity,1986.

2）TeeranaPhongmokaphat“Neonormsethakitlaekonlayutkanphattana，'，

T1ﾉijttﾉｍｎｇ勉几patLrUpmzyo6qisetﾉｍｈＺｔｔ/ｍｊｎｕｊｔﾉiasuuﾉａｒｍ、,Facultyof

Economics,ChularlongkornUniversity,1990.

3）プロジェクトの内容については以下の内務省発行の資料による。

Kongvichailaepramoenphol,KromkanphattanachumchonKrasuangmahaad

thai，Ｒａｊｇａ几ｐﾉto'Mz(ｍｄ(ｚｍ"oelzga几ﾉ2ﾉｔｏＪＺｇｂｍｍﾉ、几ｐﾉｍｔｔａｍｃﾉtumcho几

ｐｍｃ/ｍｍｐｉｉｇＯｐｐｍｍｑ几２兜2,Bangkok,1990．

KromkanphattanachumchonKrasuangmahaadthai，Ｐｈａｅ７ｚｐﾉｔａｔｔａｍｚ

ｃﾉmmcho〃３Ｐｉｉ（2麹-2麹),Bangkok,1988．
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４）これについては、鈴木規之『第三世界におけるもうひとつの発展理論：タイ

農村の危機と再生の可能性』国際書院,1993年、第６章とくに166-177ページを参

照のこと。

５）SurichaiWun'gaeo,“Klumsuksathangluakkanphattana，,，ZviCmg

JuQAElm几ｐﾉｍｔｔａｍ,vol1,SocialReseachlnstitute,ChulalongkornUniversity，

1982.および

ditto，“Ｋｈａｍｎａｍ''’２７ｔＣｍｇＪ“んﾉｾα、ｐﾉ、2tα'2α,voL4-2,4-3,4-4,1985,ＶＯＬ5-2,

1987ⅡSocialReseachlnstitute,ChulalongkornUniversity，

。itto,“Thangluakkhongkonlayutkanphattanachonnabot-botrienchak

prasobkanchaoban-”ＶｂｍｓａｍＵＺｃﾉｍｉｓα昭ｈｏｍｖｏ1.9-2,SocialReseach

lnstitute，ChulalongkornUniversity,1986.

6）PraveatVasri,Bﾉbudｺﾉ、ﾉｾａｓｅｔｍｌｍｍﾉＺａ６ｓａ几tisuMBlbﾉto'Zgsa7DglEﾉtomtﾉ､i，

Bangkok，1987.

第１節タイにおけるオルターナテイブの発展の事例一参加と自助努

力の視点から－

オルターナティプな発展のための実践的方策、参加と自助努力は、参加によっ

て権力と、自助努力によって資本主義とそれぞれ対抗する方向性を持っている。

プラウェート・ワシーは、自助努力の側面をより強調して『仏教に基づく農業』

の中でその試みについて論じている。代淡的な事例をここから引用してみよ

う。7）

チャチューンサオ県サナームチャイケート郡フアイヒン村は、キャッサバを中

心とする210世帯の村落であるが、資本主義の波に洗われてほとんどすべての世

帯が負債に苦しむようになり、自殺者が続出するなど大きな問題が生じていた。

この村の村長であるウィプーンも、200ライを超える農地を持ちながら、家計支

出と経営費の増大に苦しみ、キャッサバの価格が不安定となった最近では支出が

（31）
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収入を上回るようになり、銀行より30万バーツの借金をせざるを得ない状況に追

込まれてしまったのである。

ウィプーンは、このような状況を作りだした原因は、家計費及び経営費という

２種類の支出の増大にあると考え、この２つの支出を減少させるための新たな戦

略を模索した。彼は、キャッサバの栽培は、肥料、農業労働者などにかなりのコ

ストがかかる一方で、価格はヨーロッパでの市場に左右され、非常に不安定であ

ることから、このまま栽培を続けていくかぎり負債から逃れられないと考え、

200ライを超える彼の農地のほとんどを売却し、銀行からの負債を清算した上で、

残った９ライの土地を使って新たな農業を試み始めた。それは、基本的には売却

を目的としたものではない、自給的な農業であった。

かって、キャッサバ専業であったときには、米・野菜・肉など食料のほとんど

を購入していたが、現在では９ライの土地に米のみではなく野菜・果物・薬草な

ど400種類を超える農作物を栽培し、それも肥料・農薬を使わず、すべて自らの

手で行っている。また、豚・鶏・アヒルなどの飼育も同時に行っている。したがっ

て、支出は衣服などごくわずかに減り、これは野菜・果物・薬草・家畜などを売っ

た収入でまかなっている。

彼は、負債がなくなり精神的にも本当に楽になったと語る。自然の中で自分と

家族のために働き（負債の返済のためではなく）、市場での値動きに煩わされる

こともなく、肉体的にも精神的にもバランスのとれた生活が出来るようになった

ことも強調している。

ウィブーンのこの試みは、フアイヒン村の人々の共感を呼び、そして人々の間

にも広がっていった。これまで負債のために重労働を強いられ、またキャッサバ

の価格の下落や肥料、農薬、そして労賃の上昇など常に外部の要因に奔弄されて

きた人々、犠牲を強いられてきた人々の心にもゆとりができ、村内はかつての自

給自足の時代の静けさを取り戻すことができた。また、人々に話し合うための時

間的ゆとりもでき、このことは、衰える一方であった地域文化の復興、増加する

傾向にあった村内での犯罪の一掃につながった。

(32）
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このように、生産様式および生活様式の変化は、ファイヒン村の人々の負債と

いう重荷を減らし、心の平静さを取り戻すことに大きく貢献した。売却のための

キャッサバの栽培から自給中心の農業へ、消費の拡大から生産と消費の均衡へ、

そして支出の減少につなげていく。これがウィプーン村長の、そしてフアイヒン

村の人々の出した、自立のための自助努力の戦略であった。

次は、東北タイにあるスリン県トラベーク村のマハーユーの事例である。彼は、

トラベーク村の農民たちの生産様式である売却を目的とした米の単一栽培の危険

性を指摘する。世界市場における米の価格の変動は、農村での米の買上価格へと

直結し、価格の下落の際は、農民は大きな被害を受ける場合がしばしばある。東

北タイの農業は、かっては天候によって大きく左右されたが、潅概や溜め池など

の設備が整い始めた現在では、天候よりも世界市場の動向に大きく左右されてし

まうようになったのである。

そして、彼はこのようなモノカルチュアによる被害を減らすために、インテグ

レイテッド・ファーミング（複合経営）の導入を提唱する。インテグレイテッド・

ファーミングとは、農作物の栽培だけではなく、畜産や魚の養殖などを組み合わ

せたものである。農作物も、通常は１種類ではなく、数種類のものを組み合わせ

て栽培する。したがって、有機肥料として家畜や魚の糞が使えるため、経営費の

減少につながるだけでなく、米の価格の下落の際にも被害を最小限にとどめるこ

とが出来るのである。

マハーユー自身も、米だけではなく、アヒル・豚の飼育、野菜や果物の栽培、

養魚と幅広く行っている。そして、米藁や野菜の屑はアヒルや豚の餌となり、ア

ヒルや豚の糞は魚の餌となり、養魚で使った池の水は有機肥料となる。このよう

に、自然の理にかなったインテグレイテッド・ファーミングは、肥料の購入額を

大きく減らすことができ、農業への支出は大きく減少した。

現在、彼はインテグレイテッド・ファーミングのためのいくつかの組織を設立

し、そこではそれぞれの地域の実情にあったインテグレイテッド・ファーミング

のための方法を模索したり、農民への指導を行っている。もちろん、エコロジー

(33）
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の問題や適正技術の問題を念頭にいれていることはいうまでもない。農民が農民

を指導する、まさに農民大学とでも呼べるこの組織は、これまで政府の派遣する

指導員に習う一方であった農民の態度を変え始め、農民の参加と自助努力という

新たな道を提示している。

僧が積極的に農村開発に乗り出した例として、やはりスリン県のスリン郡ター

サワーング村がある。ここは、かつては自給自足的な農村として経済的に自立し

ていた。人々は皆仏教を厚く信仰し、環境も良く食物も豊富な豊かな農村であっ

た。地域の文化、例えば人々の相互扶助などの慣習も古くからのものとして残り、

落ち着きのある村落であった。

ところが、資本主義が浸透し、人々の生活が変わり始めると、負債を持つ人が

増えはじめ、ほぼ100％の世帯に広がっていった。人々は飲酒に耽り、ぜいたく

を好み、また村内での争い事が増えて、相互扶助などの古くからの村の慣習も次

第に衰え、人々の連帯感も薄れていった。このことは、「新しい時代の開発」が

村に持ち込まれた時期と、時を同じくしている。

そこで、ターサワーング村サーマッキー寺の住職であるナーン僧は、このよう

な状況を改善するためいくつかの活動を開始した。たとえば、人々に対して飲酒

やギャンブルなどの悪行を減らすよう教育したり、瞑想の方法を教育したりなど

である。これは、人々の心の面が一番重要であると考えたからである。ナーン僧

によれば、欲に対する煩悩が発展を阻害するもっとも重大な障害となっていると

いう。人々の心が荒廃していては、農業の組織を作ろうが、協同組合を作ろうが

状況を改善することは難しいのである。

このようにナーン僧は精神面を強調する一方で、米銀行とでも呼ぶべき組織を

設立した。これは、毎年の収穫の一部をこの組織に提供し、自然災害などで食べ

るための米がない場合に借金をする事なくここから引き出すことができるという

ものである。そして、米を提供する人々には、米銀行への参加は寺への寄進と同

様に徳を得ることができると説いている。

ナーン僧は、友人である数人の僧と協力して、自分の村だけではなく周辺の村
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にもこのような考えを広めていった。そして、いくつかの村では状況は明らかに

改善された。このように、タイにおいて発展への新たな道を模索するにあたって

は、農民の自助努力を精神的に支える僧の役割も非常に重要である｡8）

また、タイにおいて注目され始めているのが福岡政信の自然農法である。肥料

や農薬を使わず、自然に従った農業を行なっていれば、現在のように「苦労多く

して実りが少ない」という状況は必ず改善されるというものであり、資本主義の

浸透をできるだけ防ぎ、また環境にも配慮した農民の自助努力への大きな指針と

なっている。9）

以上の３つの農村の事例は、いずれも自助努力により支出を減らすという形で

資本主義に対抗する方向性を明確に示すとともに、農民の参加によりこれまでの

政府による開発を否定するという形で権力にも対抗する方向性をも示しているの

である。そして、方策ばかりでなく、自助努力を支える精神的基盤の重要性も３

つの事例から明らかとなるのである。

注）

７）PraveatVasri,ibid,pp23-32.

8）開発僧の研究としては、以下のものがある。

SomboonSuksamran,ＫｍｚＰﾉmttanaT1czmノＶｅｏＰﾉiuttﾉｍｓａｓａｍ：ＳｕｈｓａＰﾉim

So'１９ノVロノｂＰＩｉａｔｔｕｍ,Bangkok,1987.

9）MasanobuFukuokaⅡVZthijsuLtAqmmuc/iurt，Bangkok)1990.

第２節自助努力とグループ活動一ランプーン県トゥングヤーウの事

例より－

トゥングヤーウは、1970年頃より資本主義の浸透に伴う商品化の進行により、

借金の増加、土地の喪失などさまざまな問題が発生した｡10)しかし、トゥングヤー

ウの人々の多くは、この状況を決して是認せず、トゥングヤーウの人々によるトゥ

（35）
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ングヤーウの人々のための発展のあり方を常に考え、実行している。彼らの根本

は「自助努力」であり、周辺の産業化とは一線を画すものである。そして、これ

を支えてきたのがトゥングヤーウの人々の自然な「参加」であった。ここでは、

ＮＧＯの援助によって活発化した自助努力のためのグループ活動について、分析

する。そして、彼らの「参加」によると「自助努力」がオルターナティブな発展

を模索する上で大きな参考となりうることをまず論じたい。

トゥングヤーウの人々のこのような「参加」と「自助努力」の原点は、1923年

以来の森林保全の歴史にある。そして、森林保全グループもこの時に結成されて

いる。開拓村であったトゥングヤーウは、たびたび旱魅に苦しめられ、水源とな

る森林の保全を当時の区長が認識し、現在まで70年間も代々の区長を通して受け

継がれてきたのであった。

彼らを支えていたものは、水源地としての森林を守らなければならないという

「自覚」であった。森林保全グループを結成した頃の人々は、旱魅という自らの

苦い経験が「自覚」をつくりだしたが、次第に活動に対する誇り、そしてこの土

地に住み農業を続けていくことにより先人たちや子孫に対して自らの責任を全う

するということが新たな「自覚」をつくりだしていった。そして、人々のも自発

的に参加によるトゥングヤーウの森林保全は、環境破壊に対抗する運動や持続可

能な発展に対する議論が活発になってきたがタイで注目をあび、さまざまな賞の

受賞という栄誉にも輝いた。そして森林保全を原点とした人々の「参加」による

グループ活動を中心とする「自助努力」への試みも関心を集めるに至ったのであ

る。

森林の保全に長い歴史をもち、その点で大いな自信をもっているトゥングヤー

ウの人々は、その経験を生かして人々の生活を良くするためのさまざまなグルー

プ活動を行うようになった。最も長い歴史をもつものは灌慨のための堰の管理グ

ループで、森林保全も最近ではグループ活動として行われるようになった。この

２つのグループは、水源地を保全し、農業に必要な水の供給を行うという最も重

要な役割を担っている。
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森林保全の実績が認められ、模範村の指定を受けた1977年以降、まず政府が派

遣する開発担当官が主導して主婦グループ、貯蓄グループ、農業協同組合銀行グ

ループ、養豚グループが次々と結成され、近年になって医薬品および医療品の管

理のグループ、機織りグループ、葬式グループ、竹細工グループが結成された。

近年結成されたものは、開発担当官が主導したものだけではなく、トゥングヤー

ウの人々主導で結成されたものもある。

ＮＧＯ（ＷＣＡＲＲＤ）は、1981年にトゥングヤーウで活動を開始し、結成の

主導こそはしないものの、このグループ活動を推進している。グループ活動は、

このＮＧＯの援助とともに活発化し、人々の参加もより積極的なものとなった。

そして、「参加」と「自助努力」という概念もＮＧＯの活動とともにもちこまれ、

トゥングヤーウの人々に定着していった。

ここではそれぞれのグループの活動について紹介し、そして自助努力との関係

について論じてみたい｡ｍまず最初に取り上げるべきものは、長い歴史をもち現

在のグループ活動の基盤となった以下の２つのグループである。

(1)森林保全グループ

トゥングヤーウは、1800ライの森林（共有地）を共同で管理していることでタ

イ国内ではかなり著名であるが、その共同管理を実行しているのが森林保全グルー

プである。このグループは、堰の管理グループと並んで歴史があり、また同じ水

資源の問題ということで、堰の管理グループとは中心になるメンバーもほぼ同じ

である。したがって、この２つのグループの活動は協力して行なわれる。

(2)堰の管理グループ

かつて灌慨がない時は、トゥングヤーウの人々は天水に依存しており、年によっ

ては田植えの時期に水がないなど不安定な状況であった。そこで、トゥングヤー

ウの人々は1918年から共同で、近くのサーン川から３年間の時間を費やして５キ

ロの水路を掘削したのである。その際はいくつかの堰を設けたため、管理にはトゥ

（37）
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ングヤーウの人々が共同であたっている。初期のものは、２インチ×１メートル

半の竹を柱として使い、ワラと粘土で固めるというものであった。したがって、

毎年補修する必要があった。その後、1977年にコンクリートで固められたが、た

まった土砂を取りのぞくなどの管理は必要で、その作業は共同で行なわれる。そ

のグループが、堰の管理グループである。

毎年２回、堰の補修と水の分配についての話し合いがもたれる。また、洪水な

どで堰に被害が出た際にも話し合いが召集される。その際は、グループのメンバー

（またはその代理人）は、必ず参加しなければならない。話し合いおよびその後

の共同労働に参加しない場合は、水の分配を受けることができない。

このように、堰の管理グループは農業を営むトゥングヤーウの人々にとっては

最も重要なグループの１つとなっている。したがって、伝統的にプーヤイパーン

（区長）がグループのリーダーとなり、共同労働からの脱落者が出ないよう細心

の注意を払っている。

次にとりあげるのは、現在グループ活動が最も顕著である主婦グループ、およ

びそこから派生したグループである。森林保全や堰の管理が男性主導であるのに

対し、女性たちによって組織されて連帯を非常に深める役割を果たしている。

(3)主婦グループ

主婦グループは、1977年に結成された。これは、農務省から森林保全の賞を受

けたことがそのきっかけであった。森林保全の賞を受けた後、ランプーン県の知

事はトゥングヤーウを発展のための模範村と指定し、子供センターなどを設置し

たが、その際に主婦グループの結成を勧めたのである。当初、グループのメンバー

が30人であったが、現在では180人になっている。このグループの基本的な目的

は、まずお互いの協力関係を組織的に確立すること、そしてその結果として収入

を増やし、一方では支出を減らして生活を良くしていくことである。そのために、

以下のような４つの主な活動をしている。
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１）グループのメンバーおよびその家族の自助努力を推進する。

２）グループのメンバーの収入を少しでも増やしていく。方法としては、村内で

できるものを重視する。たとえば、養豚、竹細工、機織りなどであり、自らの手

で生産し、自らの手で販売することを基本として、政府や役人の手には依存しな

い。

３）村におけるさまざまな儀式、たとえば出家の際の儀式、葬式、結婚式、学校

や寺における行事などの際に、お互いに助け合う。

４）グループのメンバーのニーズに応じる。たとえば、竹細工のための材料の調

達や小規模な資金の調達などを助け合う。

また、この主婦グループには、政府の側も積極的に援助を与えている。文部省、

農務省、内務省、厚生省の４省では、係官を派遣し、調理や食物の保存法、縫製、

散髪などの講習を行なってきた。これ以外にも、郡レベルや村レベルの開発担当

官（内務省の役人である）もしばしば訪れ、主婦グループに助言を与えている。

この主婦グループは、かなり大きなグループとなってきたため、自助努力を実

践するための小グループを結成している。以下にあげる養豚グループ、貯蓄のグ

ループ、竹細工のグループ、機織りのグループの４つである。

(4)貯蓄グループ

貯蓄のグループは、メンバーの誰かに急に金が必要になったときのために、借

金をしないですませることができるように1978年に結成された助け合いのための

組織である。しかし、金銭が直接からんだ組織のため、問題力移;く、運営はスムー

ズにはいっていない。

1978年当初のメンバーは28人であり、トゥングヤーウの組織ではなくシープア

バーン村（当時はパーサック村。その後、パーサック村よりシーブアパーン村が

分かれる。）の組織であった。それが、メンバーの増加により村レベルの組織か

らトゥングヤーウの組織（区レベル）となったのである。

グループのメンバーは、一カ月に10バーツずつグループに拠出し、グループは

(39）
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それを銀行に貯蓄していた。ところが、拠出金が４万パーツを超えた頃から貯蓄

グループのメンバーの間で拠出金の管理や使途をめぐって不信感がつのり始め、

勝手に金を引き出すメンバーも現われた。そして、ついに1982年には、－度はグ

ループは解散したのである。

1985年になって、政府の開発担当官の奨めもあり、主婦グループが母体となっ

て貯蓄グループがもう一度結成された。解散を余儀なくされたかっての苦い経験

から、不信感をなるべく生じさせないような民主的な運営のための努力が払われ

ている。現在、メンバーは70人おり、５人の委員が実際の運営にあたっているが、

任期は２年と定められ、２年ごとに民主的な選挙によって選出されている。

貯蓄グループのメンバーは、毎月10パーツから50パーツの金額を定めてグルー

プに拠出する。（結成当時の規則。現在では100パーツの拠出を定めているメン

バーもいる。）グループはその拠出金をそっくり銀行に預金し、10年たってから

初めて引き出すことができる。現在では５万パーツ程が銀行に預金されているが

、1995年までは誰も引き出すことはできない。途中でグループを脱退することが

あっても、10年たつまでは引き出せない取り決めになっている。

この主婦グループによる貯蓄グループも、第一の目的は相互扶助と借金の減少

であるが、10年が経過するまで、すなわちある程度資金が蓄積され、活用できる

ようになるまでは誰も利用することができないため、メンバーのなかで現在差し

迫って金が必要になった人からは、不満の声があがっている。しかし、あと５年

たって実際に利用できるようになれは、トゥングヤーウの人々自身の拠出による

トゥングヤーウの人々自身の運営が可能となり、大きな効果が期待されている。

この貯蓄グループは、人々の結束の強さや組織の運営の能率が開発担当官にも

評価され、開発のモデルとすべく内務省への登録を奨められているが、運営委員

はまだ実際には機能していないプロセスの段階であるとして、登録を拒んでいる。

(5)養豚グループ

1981年、ユニセフ（ＵＮＩＣＥＦ）は、主婦グループに養豚を奨め、養豚の新

しい方法の指導を行なった。その際、主婦グループのメンバーにチェンマイの農
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場を見学させ、２頭の種豚（約５千バーツ相当）を主婦グループのメンバーに寄

贈した。

そして、主婦グループは実際にユニセフの助言に従って養豚を開始した。しか

し、ユニセフの指示した豚の飼料は高価なうえに、子豚が成長しない、場合によっ

ては死んでしまうなどの問題が生じた。その原因は、ユニセフの指示と主婦グルー

プの技術に明らかなギャップがあったためであった。

このような状況のなかで、1984年には農業改革プロジェクトによって、同じ北

部のチャイナート県、ウタイタニ県、ダーク県のプロジェクトの見学に行き、そ

この農民や開発担当官と話す機会を持った。いくつかの村では、ユニセフによっ

て指示されたような新しい方法ではない、いわば伝統的な方法で養豚を行なって

いたが、かなりの成果を上げていた。主婦グループのメンバーは、新しい方法を

盲信した結果、失敗してしまった自らのプロジェクトを深く反省させられたので

ある。

そこで、主婦グループは、新たに養豚グループを結成し、ユニセフによって指

示された方法ではない、自らの方法で養豚を開始することになった。すなわち、

配合飼料に頼らず、野菜のくずや残飯を利用した昔ながらの方法であった。そし

て、残っていた４千パーツを元手に６頭の孑豚を購入し、これを育てて繁殖させ

たのであった。

養豚グループのメンバーは、500バーツ相当の子豚を養豚グループから入手し、

飼育する。そして、その豚を売った際には600バーツを返却することになってい

る。約半年で70キロほどに育てた豚は900バーツ程度で売れるため、養豚グルー

プのメンバーは－頭につき300パーツの利益を得ることができ、また養豚グルー

プにも100パーツの資金が残るのである。現在、養豚グループのメンバーは39人

おり、ほぼ１人が１頭ずつの豚を飼育していて、豚の総数は40頭である。資金の

方は、養豚グループのメンバーの努力で１万７千バーツが蓄積され、また「農業

改革と地域開発のプロジェクト」によって６千パーツの回転資金の援助を受けた

ため、全回転資金は２万３千バーツとなった。この回転資金は、飼育中の豚が死
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ぬなどの不測の事態の際の補償や、豚肉の市場での価格が下がった時のために蓄

積されている。

(6)機織りグループ

このグループは、1986年に結成された。かつて、トゥングヤーウの人々は自分

で機を織ったのであるが、現在では誰も自分では織らなくなり、ランプーンやシー

ブアバーンの市場で購入するようになった。主婦グループは、自分たちで機を織

れば収入の増加と支出の減少につながると考え、古くから続いてきた機織りの復

興を思い立ったのである。

伝統の復興にあたり、主婦グループは開発担当官を通じて機織りの指導者の派

遣を要請したが、15人集まれば指導者を派遣できるとの回答に対して当初はそれ

だけの人数を集められず、結局はかって機を織った経験のあるトゥングヤーウの

老人から指導を受けることになった。確かに、技術の点では経験を持つ指導者と

は比べものにならず、人々の技術の習得も遅かった。が、トゥソグヤーウの老人

から指導を受けることにより、地域文化としての伝統が見直され、また老人と若

い女性たちの関係が親密になり連帯感が強まるなど、得られたものは大きかった

機織りグループのメンバーは、布を織るとまず自分で消費し、余った分をトゥ

ングヤーウの人々に安く販売していた。初期の段階では、メンバーも少なく技術

もまだ未熟であったためこれが精一杯であったが、現在ではメンバーも30人に増

え、技術も向上してきたので、市場などで売り収入の増加につなげようとの動き

が出てきた。そこで、農業改善プロジェクトから1万バーツを引き出してプリン

トの機械を購入し、ランプーンやシーブアパーンの市場で売れるような製品の製

作を開始したのである。

また、新たな試みとして、タイを訪れる外国人観光客に好まれる山岳民族（こ

こではメオ族のもの）の衣装に使う布の製法を、近接するランプーン県パーサー

ン郡の機織り技術者より習い、製品の製作を開始している。すでに、機織りグルー

プのメンバーの家には、５台の機織りの機械が購入されている。そして、メンバー
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|ま収入を増やすために技術の向上に努めているのである。

(7)竹細エグループ

この竹細工グループは、1988年に結成されたばかりであるが、すでに180人に

のぼるメンバーがいる。現在、竹細工はトゥングヤーウのほとんどの世帯で行な

われている。この竹細工は、子供、年寄り、障害者を問わず誰にでもできるもの

であり、農業のできない乾期や、雨の日でも、時間さえあればおしゃべりをしな

がらでもできるというたいへん重宝なものである。そして、１年間に100万バー

ツ近くの収入をトゥングヤーウの人々にもたらしている。

竹細工は、自給自足の時代には材料も自ら作り、すべての世帯で日用品を自給

するために行なわれていたものである。消費財が外部から持ち込まれるようにな

ると－時衰えたが、これも機織りと同様に伝統的に行なわれていたものを復興さ

せることになった。

グループの結成以前は材料の竹はランプーンの商人がプレー県で買い付け、トゥ

ングヤーウの人々に１束20バーツで売っていた。しかし、自分で買い付けに行け

ば、１束15パーツで購入できることから、グループを結成し、共同で購入するこ

とになったのである。

共同購入のための資金は、起動資金として農業改善プロジェクトから３千バー

ツを引き出した。そして、それをメンバーに売り、新たに購入する竹の資金とし

ている。このグループが起動してからは、共同購入だけでなく、共同での販売や

共同での竹の乾燥なども行なうようになった。共同での販売については、メンバー

に強制力を及ぼすことはなく自由に販売することができるが、製品を購入する商

人と交渉する際に非常に有利となるため、ほとんどのメンバーが共同で販売して

いる。また、竹の乾燥については乾期に入って稲刈りと重なる10月から12月にか

けて行なう必要がある（稲刈りが終わった１月から５月にかけての農閑期が、竹

細工を集中的に行なえる時期であるため。材料の竹は、十分に乾燥させないと、

かびが発生する｡）ため、共同で行なう場合が増えてきている。
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以下の２つは農務省や厚生省等の官庁と直接かかわるもので、性質をやや異に

するが、人々のグループ活動の経験により効果的に運営されている。

(8)農業協同組合銀行（トー・コー・ソー）グループ

1979年に結成されたこのグループは、高利貸しからの借金に苦しんでいたトゥ

ングヤーウの人々を救済することが目的であった。トゥングヤーウの人々のほと

んどが農業のための資金がなく、機械の購入や新種の導入などの際、また緊急の

必要の際にはランプーンやシーブアパーンの高利貸しから借金をする場合が多かっ

たが、その際の利率は１カ月５％と非常に高利であった。また、トゥングヤーウ

の人から借りる場合でも利率はこれに準じ、場合によっては人間関係の悪化につ

ながった。そこで、農務省の奨めもあり、農業協同組合銀行（トー・コー・ソー）

グループが結成された。農業協同組合銀行（トー・コー・ソー）は、農務省の－

機関であり、農業の資金の貸し付けを行なうが、利率は１年に12％と非常に低い。

農業協同組合銀行（トー・コー・ソー）から借金をしたい場合は、まずトゥン

グヤーウの農業協同組合銀行（トー・コー・ソー）グループのメンバーとなる必

要がある。グループのメンバーは60人おり、10人から20人の小グループに分かれ

ている。この小グループの中でお互いの借金の保証をしてきた。しかし、現在で

は小グループのメンバーと保証によらず、土地などを抵当に入れる場合も増えて

きている。

現在、60人のメンバーの中で、実際に農業協同組合銀行（トー・ゴー・ソー）

から借金をしているのは50人ほどである。借金の額は１万パーツから３万パーツ

程度であるが、最近ではこの金額は増えつつある。借金の理由は、ラムヤイの栽

培の拡大や新たな作物（品種）の導入、農業機械の購入などとなっている。

(9)医薬品および医療品の管理のグループ

1983年に厚生省の指導で設立されたグループである。トゥングヤーウ区は、人

口が保健所を設ける基準には達していないため、それに代わる施設として医薬品
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および医療品の保管所が設けられている。このグループのリーダーは、厚生省に

よる公衆衛生、病気、薬、応急手当などの講習会に参加し知識を身につけている。

そして、シープアバーン村の保健所とトゥングヤーウ区との連絡にあたるととも

に、医薬品および医療品の購入や保管所の管理も行なっている。医薬品および医

療品の保管所が設けられた際に、厚生省は千パーツを拠出し、その後は700バー

ツを拠出しているが、これはあくまでも補助的なもので、トゥングヤーウの人々

が、自発的に１世帯当たり10パーツから50バーツを拠出している。設立の際には、

全世帯がメンバーとなって資金を拠出している。現在では、５千バーツほどが資

金として蓄えられている。

最後の１つは、以前より慣習として存在していたものが、これまでの経験を生

かしてグループ化したものである。

(１０)葬式互助グループ

トゥングヤーウでは、葬式の際は以前から人々が助け合い、世帯ごとに３バー

ツ、５バーツ、10バーツのように決められた額を拠出する慣習があった。そして、

1986年には正式に葬式の際の互助を目的とした葬式互助グループが結成された、

トゥングヤーウのすべての世帯がメンバーとなっている。葬式の際は、このグルー

プの委員長、副委員長、委員、出納係が中心となって運営にあたる。また、互助

を目的として、葬式の際は１世帯当たり20バーツと米１リットルを拠出すること

になっている。（タンブンを目的とした布施は個人の裁量による。）

集めた金と米は、100バーツを葬式互助グループの資金として蓄える他は、葬

式を出すことになった世帯に寄贈される。葬式を出した世帯から、葬式互助グルー

プに寄贈されることもある。現在、このグループの資金としては７千パーツが蓄

えられ、活動資金となっているほか、貧困な世帯の葬式の際にも使われる。

以上のグループ活動は、長い歴史を持つ２つのグループを除いては、きっかけ
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としては政府の開発担当官の主導であったが、資本主義の浸透により必然的に生

じてきた支出や借金の増加といった問題に対してトゥングヤーウの人々が自ら抵

抗する姿勢を示したものであり、これは、のちにＮＧＯによってもちこまれた

「自助努力」の概念と必然的に結びついていった。

グループ活動によって、トゥングヤーウの人々が望んだことは、「農村」とし

ての自立であった。1960年代に入って米やラムヤイを中心に農作物の商品化が始

まり、本格化した1970年代には自給自足的生産からさまざまな商品（消費財）を

購入するような変化が生じ、同時に出稼ぎも開始された。この頃からは農民の負

債も増え始め、大きな重荷となっていった。そこで、人々は、出稼ぎや借金に依

存せずに、トゥングヤーウにおいて十分な生活が成り立つような農業収入をあげ

ることをめざした。森林保全、堰の管理というグループ活動の経験から、主婦グ

ループ、貯蓄グループ、農業協同組合銀行グループ、養豚グループなど、この目

的にそって多くのグループ活動が行なわれ、それなりの実績をあげることができ

た。この活動によって出稼ぎや借金は確実に減っていったのである。

このグループ活動に大きな影響を与えているのは、区長（プーヤイバーン）を

中心とする区の委員会（他に２名の副区長と'1名の地区主任一トゥングヤーウを

’1の小地区に分割一）である。区の委員会は、ここでは単なるタイの政治制度の

末端として国や県、郡からのさまざまな連絡を受けるだけでなく、「自助努力」

のためさまざまな試みを実践する核ともなっており、それぞれのグループ活動の

リーダーは同時に区の委員会の主要メンバーとなっている。区の委員会ではとく

に発展にかかわる重要な方針が話し合われ、具体的な活動はグループを中心に行

なわれる。ここで強調すべきは、トゥングヤーウの人々は農業こそがトゥングヤー

ウのあるべき姿であると考えていることである。農業が衰退すればこれまでの森

林保全などの長い間の努力も水泡に帰してしまう。したがって、農業の振興につ

いては最も重要な問題と考えられて、区の委員会を中心にラムヤイの市場の開拓

や価格の交渉などを行い、また人々が土地を売却するような事態が発生すると、

この委員会を中心に説得にあたるのである。
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この区の委員会およびグループ活動に金銭的、精神的、理論的なサポートを与

えているのがＮＧＯ（ＷＣＡＲＲＤ）であり、トゥングヤーウの人々の「自助努

力」を側面から支えているのである。そして、このグループ活動への人々の参加

による自助努力は、かなりの成果をあげたと評価してよいであろう。

しかし、近年、とくに北部工業団地が本格的な稼働を始めた１９９０年以降、

問題は確実に生じ始めている。人々の現金収入欲しさからの農外就業への関心、

とりわけ若い人々の農外就業への依存は、グループ活動への参加に影響を及ぼし

始めた。

まず、自助努力を支えてきた地域文化としての共同労働の慣習に変化が生じた。

かつて、トゥングヤーウの人々は、みな田植えおよび稲刈りの際には「結」の形

での共同労働に参加し、助け合って農業を営んでいた。ところが、現在では非農

家も出てきたため、すべての世帯が結に参加するわけではなくなり、また農業を

営んでいても結に参加しない場合も出てきた。そして、規模の大きな農家では、

農業労働者を雇用する場合もある。しかし、それ以外の場合は金の支払いはせず、

食事を提供するだけの純粋な形の結が行われている。トゥングヤーウ240世帯の

うち無作為に抽出した50世帯に調査を行なうと、３７世帯が結に参加しているが、

31世帯は共同労働に行き、33世帯は共同労働に来てもらっている。共同労働に行

く世帯と来てもらう世帯が一致しないのは、すでに農業をやめているがつきあい

で行く場合や、自分の所には来てもらうが行くときはすでに別の世帯を持ってい

る子供に行かせる場合があるなどの理由による。北部工業団地などで働く人々も、

±・日は結に参加している。しかし、緒に参加している人がしだいに高齢化し、

農外就労をしている若い人がほとんど参加しなくなってきており、この共同労働

の慣習もしだいに衰退する傾向を示してる。このことは、グループ活動への参加

の無関心にもつながっているのである。

農外就業による現金収入の増加は、人々の消費生活にも影響を及ぼした。たと

えば、交通手段としての自動車やオートバイも急速に普及しつつある。トゥング

ヤーウは、スーパーハイウェーから３キロほど入った地点にあるため、徒歩では

(47）
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恒常的にランプーン市や北部工業団地に通勤・通学することは不可能である。と

ころが、ランプーン市まで行くシーロー（ミニバス）は、市場に行くために午前

３時に出発して午前６時に戻る便と、学生のために午前７時に出発して夕方に戻

る便の２便しかなく、ピックアップ車で送迎をするわずかな工場や企業を除いて

は、自力で通わなければならない。（送迎のピックアップ車も、１日５パーツを

徴収する。）したがって、北部工業団地の造成が始まってトゥングヤーウの人々

が就業し始めた頃は、みな企業のピックアップ車か自転車で通ったが、しだいに

その収入でオートバイを購入するようになったのである。また、長期間出稼ぎに

行って、ピックアップ車を購入する人も現われた。この自動車やオートバイで、

特に若い人が北部工業団地やランプーン市内、人によってはチェンマイ市内まで

通勤するようになったのである。1987年の内務省地域開発局のデータでも、自動

車（ほとんどがピックアップ車）が23世帯に、オートバイが110世帯に普及して

いる。自転車も、167世帯が所有しているが、現在ではトゥングヤーウの区内や

近隣の区への足として使われているにすぎない。オートバイの増加は、若い人々

の農外就業をさらに促進し、若い人々の参加への無関心の傾向に拍車をかけたの

である。

そして、最近大きな問題になっているのが土地の売却である。すでに論じたよ

うにトゥングヤーウの土地は99％トゥングヤーウの人の所有であり、自分たちの

土地は自分たちで保全するという強い意識から、土地の売却の問題は、トゥング

ヤーウの人々にとって非常に重要な問題と認識されていたため、人々の警戒心は

強く、1989年までは、負債の返済など特別な事情を除いて土地を手放すことはな

く、その場合でもトゥングヤーウの人が購入していた。ところが、1990年に入る

と、土地価格の高騰のため、欲望にとりつかれて、ついに土地を売る農民が出始

めたのである。つい２－３年前まではライ当たり２万パーツ程であったものが、

北部工業団地およびその周辺の開発により、今では国道１１号線に（スーパーハ

イウェー）面したところはライ当たり100万パーツ以上、スーパーハイウェーか

ら３キロ入ったトゥングヤーウ付近でも、水利のよい田でライ当たり20万バーツ、
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畑や果樹を栽培しているところでもライ当たり15万バーツとなっている。スー

パーハイウェーの周辺は、トゥングヤーウの人々の土地ではないが、その周辺が

ほとんど売られてしまったため、それに接するトゥングヤーウの人々の土地にも

仲買人の手が及んできた。とくに、借金をかかえた人がターゲットとなっている。

仲買人を通じた土地の購入は、スーパーハイウェー沿いは将来北部工業団地に、

またトゥングヤーウの周辺はスワン・カセート（農園とリゾートを組み合せた施

設）にするための、将来を見越した投機的なものである。

購入者は、ほとんどがバンコクの資本家や土地業者で、資本家の場合は土地業

者を通して、また土地業者の場合は直接、ランプーン市やシーブアパーン村の仲

買人と接触する。そして、今ではトゥングヤーウにも土地取引を仲介している人

がいるのである。

土地の売却は、農業の放棄を意味するものであり、グループ活動の原点である

森林保全堰の管理への参加にも大きな影響を与えてしまう。したがって、トゥン

グヤーウの人々にとっては最も重大な関心事となっているのである。

トゥングヤーウの事例は、人々のグループ活動への参加により、自助努力がか

なりの成果をあげ、資本主義の浸透による商品化に対抗して、農村の自立をめざ

す方向性を示すことができたものといえる。しかし現在、北部工業団地の本格的

稼働に伴う周辺の産業化により、人々が農外就業に関心をもち始め、グループ活

動の参加にも影響を及ぼし始めている。このことは、参加と自助努力という実践

的方策だけでは限界があることを示している。実践的方策を支えるものは精神的

基盤であり、それこそが仏教に基づいた心の発展一欲望を捨てるという意味での－

なのである。

注）

１０）トゥングヤーウの詳細については、鈴木規之、前掲書、第７章を参照のこと。

１１）グループ活動の詳細については、区長および各グループへのインタビュー、

および１９８９年は１２月２３日に開催されたセミナー「農村の経済的自助努力」
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（科学技術省およびタイ調査評議会の共催）に提出されたレポート“Mooban

Thungyao”による。

第３節開発僧の役割一プラ・ユキ・ナラテヲーの事例一

日本人僧であるプラ・ユキ・ナラテヲーは、1988年にチャイヤプーム県ゲンク

ロー郡のパー・スカトー寺で出家してすでに６年、30歳をわずかに越えたばかり

の若い僧であるが現在では、パー・スカトー寺の分院であるタータングクウィア

ン寺の住職として修業中である。1994年２月に、筆者はナラテヲー僧の庵を訪問

し、インタビューを行なった。ナラテヲー僧は、パー・スカトー寺の住職で開発

僧としても著名なカムキアン僧のもとで学び、仏教に基づいたコミュニティーの

建設に人々とともに取り組んでいる。タータングクウィアン区は23年前に開拓さ

れたところで、現在では60世帯、約300人の人々が暮らしている｡ソンテーオ（改

造乗合トラック）が１日に数回通うのみの極めて交通の不便なところで、近くの

ターマファイヮーン村に出るにも約30分、ターマファイワーン村を通ってチャイ

ヤプーム市やバンコクに向かうバスの乗り場があるゲンクローにでるまでには２

時間以上を要する。従って、人々は一部の村内雑業を除いて、みな農業に従事し

、出稼ぎ者も極めて少ない。農業はキャッサバが中心であったが、肥料・農薬な

どの経費の上昇とキャッサバの価格の下落で赤字となり、人々の心は荒廃してい

た。そこで、ナラテヲー僧はタータングクウィアンの人々に法（タンマ）を説き

ながら人の欲望には際限がないこと、精神的な充足が必要なことを強調し、自然

との関わりのなかで農業をみつめ直すことこそがとるべき道であることを人々に

訴えた。そして、現在では人々の多くが自然農法や森林の保謹、植林などに関心

を示している。

またナラテヲー僧はターマファイワーン寺において、サーイ・ルン（虹の架け

橋）と名づけた自然を愛する子供たちの会を1993年４月から始めた。このプロジェ

クトは、子供たちが大好きな鳥をキーワードにこの鳥のすみ家である森を守るこ

(50）



琉大法学第53号（1994） 118

との重要さを教えていくことから始まった。小室賢一は、このサーイ・ルンにつ

いて調査し、子供たちに家族の一員としての自覚をもたせることおよび竹を用い

た伝統工芸の促進による自立の２つが主なプロジェクトであり、そのための精神

的基盤として瞑想や意識化を奨励していると論じている｡'2)ここでは、福岡政信

の無農薬・無肥料・無除草・無耕起による自然農法、さまざまな有機農法などが

試みられ、中にはＥＭ技術を用いた農法も試みられていた｡13）

このような仏教コミュニティー、すなわちタンマ（法一自然の秩序）に基づい

てエコロジーと農業を重視した共同体の建設は、オルターナティブな発展の大き

な可能性をもつ方向性を示している。もちろん、ここでも参加と自助努力は、実

践的方策として重視され、また精神的基盤としての心の発展（欲望からの解脱）

は不可欠なものとなるのである。

権力や資本主義に対抗するための地域文化を維持する基盤となる共同体（チュ

ムチョン）を重視するのは、チャティップ・ナートスパーである｡M)（彼の近年

の論文では、共同体文化を地域文化の意味で論じているので、本稿でもそれに従

う。）彼は、かっては仏教は国家の支配の道具とされ、共同体文化とはかけはな

れたものであると論じていたが、その際の彼の仏教に対する認識は一般大衆から

遊離した国家やニルヴァーナを求める者に関係するものであるというものであっ

た。が、近年の論文では仏教と社会との関わりを重視したプヅタタート僧やプラ

ウェート・ワシーの「仏教は国家に対抗するため資本主義的な開発の様式の産物

である賞欲、利己主義、搾取に抵抗するために用いられる」という発想を受け入

れ、仏教が一般大衆の宗教となれば、共同体文化が仏教と調和することが可能で

あると論じている。このような条件が整えば、仏教は資本主義の浸透による商品

化に対抗する精神的基盤となりうるであろう。その意味で、ナラテヲー僧のよう

な一般の人々とともに活動する開発僧の役割は重要なものとなるのである。

注）

１２）小室貴一「東北タイにおける農村開発の現状と私たちの生き方一伝統文化に
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根ざした開発を探る－」『国際教育研究紀要』第１号、東和大学国際教育研究所、

1994年。

１３）このＥＭ技術は琉球大学農学部の比嘉照夫によって開発された有効微生物群

（EffectiveMicroOrganisms）を利用したもののことで、これまでの自然農法

とも有機農法とも異なった画期的なニュー・テクノロジーであるという。比嘉へ

のインタビューによれば、ＥＭは土壌のエントロピーを回収し、新たな活性を与

えることで、今までに望めなかったほど多くの収量をあげることができ､持続可

能な開発の切り札的なのもとなり得るとのことであった。そしてこの技術はタイ

でも受け入れられ、ＥＭの使用量はブラジルについで世界第２位とのことであっ

た。そこで世界救世教のタイ本部長をつとめ、タイ国農業人材育成アジアセンター

を通してＥＭ技術の普及を行なっている沖縄県出身の湧上和夫にインタビューを

したところ、同センター（1988年開設）ではすでに９千人ほどのＥＭ農法を身に

つけた研修生を送り出し、またタイ政府でもバンヤット副首相が大きな関心を示

しているとのことであった。

議論となっているＥＭの効果については、自然科学者にゆだねるとして、ここ

では社会科学的な視点からオルターナティブな発展とＥＭの関係について論じて

みたい。タイで受け入れられた自然農法には第１節で取り上げられた福岡政信の

ものがあり、何もせずに自然のままにまかせるという発想が仏教のタンマ（法一

自然の秩序）の発想と結びつき、緑の革命のかけ声のもと肥料・農薬づけの商品

化を第一義とした資本主義的農業の広がりの反省につながっていった。これを受

け入れる素地は、仏教の「少欲知足」的な発想にもあったのである。ところがＥ

Ｍ農法は理念的には「モノの繁栄による幸福」という比嘉と関わりの深い岡田茂

吉（世界救世教教祖）が支えており、仏教的な心の発展（モノへの執着を断つ）

とは対極に位置する。比嘉自身は、ＥＭが農業生産の飛曜的な拡大がモノの繁栄

をもたらし、競争のない理想社会の実現を確信しており、福岡政信の自然農法を

強く批判している。しかし、モノの発展とは訣別した心の発展にオルターナティ

ブな発展の理念があるならば、ＥＭ農法はかりにテクノロジー（方策）としては
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有効であっても理念のレベルでコンフリクトを起こすことにならないだろうか。

今後のタイや諸外国での動向が注目される。

ＥＭ技術およびその理念については、比嘉照夫『地球を救う大変革』サンマー

ク出版、1993年、および『微生物の農業利用と環境保全」農文協、1991年、また

タイでのＥＭ技術の受容については、KasetKiusei,voL2-7を参考にした。

14）チャティップ・ナートスパー「タイにおける共同体文化論の潮流」

『国立民族学博物館研究報告』17巻3号、1992年。

おわりに

タイにおけるオルターナティプな発展への試みは、日本においても数多く紹介

され、また日本の研究者やＮＧＯ、市民団体も関わりをもつケースが増えてきて

いる。もちろん、タイ国内では、タイのＮＧＯ、研究者、僧などが日々の実践を

ジャーナリズムで発表したり、セミナー・シンポジウムが頻繁に行なわれるなど

以前にも増して議論は活発なものになっている。しかし、これだけ実践的な試み

がなされ、また理論的な成熟もみられる一方で、人々の欲望はとどまることを知

らず、ケタ違いの収入を求めて日本に来るタイ人労働者の数はこの日本の不況下

でも大きく減少することはない。人々の自助努力による農村の「自立」が困難で

あること、換言すれば資本主義の浸透によるモノの流入、欲望の喚起に対抗する

ことの難しさはランプーンの事例が示している。しかし、それでもなお問題意識

をもって農村の自立をめざす人々が多いこともまた事実である。

「私のいるターマファイワーンの村一帯もほんの20年前までは－面の深い森に

覆われていましたが、乱伐、政府の換金作物奨励によるタピオカ（キャッサバ）

や砂糖きびの栽培で豊かな森はほとんど消え、今ではスカトー寺の森などが少し

残っているのみと変わり果ててしまいました。」とナラテヲー僧が語るように、

我々の住む地球は今、持続可能'性（sustainability）の危機にあるといってよい。

その危機にある地球を守るためにも地域レベル、共同体レベルから変わっていく

（53）



Ｕ５タイ農村におけるオルターナティプな発展としての自助努力の可能性（鈴木規之）

必要があることは言うまでもない。人々の参加による自助努力は、このようなオ

ルターナティプな発展を支えるが、最も重要なことは「モノ」の発展から「心」

の発展へのパラダイムの変換ではないだろうか。
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