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タイ農村における商品化のプロセス

鈴木規之

1．緒言

本論では、タイ農村の変動を商品化のプロセスから歴史的に把握す

ることにしたい。そのための視角は、世界システム論から導いた流通

様式という視角である。Ｉ・ウォーラーステインの世界システム論

は、資本主義を商品化という流通過程に着目して定義したもので、こ

れまでの生産様式を基軸として分析するマルクス主義的アプローチと

は一線を画するものであった。’）このウォーラーステインの発想に注

目し、駒井洋は統合ないし流通、交通などとして表現される過程を、

生産様式と対比する意味で流通様式と呼んだ。ｚ）この流通様式は、世

界システムとの接触によって生じる第三世界の社会変動に対して大き

な説明力を持つものであった。３)そこで、タイ農村が世界システムと

の接触によって、換言すれば資本主義の浸透によって生じた商品化に

よりどのような変動をとげたのかが本論の焦点となる。

タイの歴史的な研究は、当然のことながらタイ人研究者に委ねられ

ることになるが、これまでのタイの歴史学の中心的な関心は政治・外

交史であり社会・経済史および地方史への関心はいささか薄いもので

あった。ところが、近年になって、チャティップ・ナートスパーなど

による社会・経済史および地方史の研究の成果の出版にみられるよう

に、この分野においても研究の蓄積が進みつつある。４）

注
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彼らによれば、タイの経済・社会は大きく言って３つの時期に分け

ることができる。すなわち、１）村落共同体から封建社会への移行

期、２)封建社会の完成期（1455-1855年）、３)半封建・半資本主義

の時期（1855年以降）である。1455年は、トライローカナート王がサ

クディ・ナー法を公布した年、1855年は、ラーマ４世がイギリスと通

商条約（ボーリング条約）を結び、欧米資本主義諸国に初めて門戸を

開放した年である。封建制の完成はすなわち国家の成立を意味し、ボ

ーリング条約の締結はすなわち世界経済への参入を意味している。し

かし、本研究では、世界システムとの関係を重視した時期区分を設定

したい。具体的には、１）と２)の時期をまとめて資本主義が浸透する

以前、すなわち世界システムとの接触以前の時期、３)の時期を資本

主義の浸透以降、すなわち世界システムとの接触以降の時期とし、ま

た第二次世界大戦後（特に1960年以降）はさらに大きな変動を示すこ

とからその時期を３)から独立させ、世界システムに全面的に包摂さ

れた時期として分析したい。したがって、封建制の議論には立ち入ら

ない。

ところで、タイは地域による違いが大きく、タイ農村全体として分

析するのは困難である。世界システムとの接触が最も早く、資本主義

が農村に浸透していったのは、バンコクのある中部であった。たとえ

ば、北部タイは、中部タイに比べて世界システムとの接触、資本主義

の浸透はかなり遅れた。そして、東北タイはさらに遅れたのである。

したがって、研究の蓄積も中部タイのものが多く、北部タイ、東北タ

イの順に少なくなっていく。そこで、本論における資本主義の浸透過

程の分析は、中部タイのものが中心となる。（南タイについては、筆

者の実証研究の対象外であることから、ここでは立ち入らない。）

以下、世界システムとの接触による資本主義のタイ農村への浸透、

それによって生じた商品化によるタイ農村の変動を流通様式の概念を

用いて分析することにする。

(２）
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２．資本主義の浸透以前のタイ農村

タイは非常に古い歴史をもった国家であるが、現在の農村の構造を

規定する基盤となったものは、１４世紀中ごろに建国されたアユタヤ王

朝によるサクディ・ナー制に求められる。５）この制度は、1455年にト

ライローカナート王によって法律化されたものである。サクディ・ナ

ー制はある種の封建制度で国王が唯一の土地所有者となり、王族・官

僚貴族・自由民・奴隷にいたるまでその土地を下賜し、下賜された土

地面積をもって位階を定めた身分規定法である。それぞれ最高で、王

族－２０万ライ（１ライ＝1600㎡）、官僚貴族－１万ライ、自由民－２５

ライ、奴隷－５ライが賦与され、賦与された土地は「権威田」と呼ば

れる。このサクディ・ナー制のもとでは、支配層である王族・官僚貴

族の力は圧倒的に強く、自由民・奴隷との間には、樒役および貢納の

強制というきわめて厳しい支配、服従の関係があったのである。６）

5）サクディ・ナー制がタイ社会の歴史的な性格規定に関して決定的な影響力を及ぼし

たとする議論の代表的なものは、チット・プミサクの以下の著作である。

ChitPhumisak,Ｃ１ｔｏｍＪｍｓａｌＭｉｎａｌＩｍ,Bangkok,1974.

また、サクディ・ナー制以前のタイ農村については、チャティヅプ前掲書の第１

章にその記述がある。要約すると、以下のようになる。

「タイ族は、稲作を主業とする。当初、高地で作っていたが、その後、移動して次

第に低地で作るようになった。山岳地帯の多いタイ北部などでも、タイ族は山間の

低地に水田を作った。昔のタイ族の共同体は、古代の村落共同体としての社会機造

を有していた。村が村の水田の共同所有者であった。この村落共同体が、その後、

国家を有する社会体制にまで発展していった。」

6）この権威田が実際に賦与されたかどうかは、大きな議論となっている。たとえば、

チットは実際に賦与されたと考えているが、チャティップらは、実際に土地が賦与

されたことを示す史実はアユタヤ朝以降はなく、権威田は実際に賦与された土地の

面積ではなく官職・身分の差を示す１つの基準に過ぎなかったとしている。また、

サクディ・ナー制はヨーロッパの封建制と同じくみることは出来ないというのが最

近の一般的な議論である。チットは、マルクス主義的な見地からタイは奴隷制、封

建制、資本制社会と歴史的法則にしたがって発展していると主張したが、チャティ

ヅプは、国王一地方領主一農奴という支配関係の成立していたヨーロッパと異な

り、タイでは国王が生産手段のすべてを独占していたことからヨーロッパとは同一

視できないとしている。さらにチャティヅプは、その結果としてタイではヨーロッ

パのような自立したブルジョワ階級が生み出されず、今日にいたるまで封建的な要

素が残存していると論じている．

(３）
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1769年にアユタヤ王朝が倒れ、トンプリ王朝をはさみ、1782年にバ

ンコク王朝（ラタナコーシン王朝）が成立しても、サクディ・ナー制

のシステムは完全に崩壊するには至らなかった。（1928年には最終的

に廃止される。）しかし、自由民は所有権は明確ではないものの土地

を手にいれ、また解放される奴隷も現れてきた。（最終的な擢役制・

奴隷制の廃止は、1890年以降のチャクリ改革まで待たなければならな

い。）

サクディ・ナー制度のもとでの村落の生産は、自給自足的なもので

あり、最も重要なものは米であった。また、魚や貢納のための山の幸

をさがすことも重要なことであった。１９世紀半ばまでのタイ社会、特

にアユタヤ朝においては、抽象的な土地所有権という観念は存在せ

ず、ただその土地を利用していることに結びついて土地を保有してい

ることを主張するのみであった。これは、広大な未墾地の存在と農具

の調達もままならない未発達な商品交換のために、農業生産において

は労働力が決定的な役割を果たしていたためである。そして、このよ

うな国王の力が非常に強いアジア的共同体においては、土地からの税

の徴収ではなく、揺役制度による労働力の徴発、貢納により農民から

の収奪が行われた。また、中国人は、国王から交易の独占権を与えら

れていたが、実際は貢納品の取り立て、運送および外国への取り次ぎ

を行ったに過ぎなかった。この時期においては、タイは王室独占貿易

による砂糖の輸出などを通して世界経済に参入しつつあったものの、

地域的にはバンコク周辺および南部の限られた地域のみであり、その

他のほとんどの地域では自給的農業が行われていたのである。したが

って、流通様式としては、資本主義的な流通以前の、貢納による再分

配の流通様式が支配的であった。７）

7）貢納については、再分配的流通様式と接合関係がみられると駒井洋は論じている。

駒井、前掲書、５９ページ。

(４）
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また、サクディ・ナー制のもとでも、古代の共同体に類似して内部

の結合は非常に強いものであった。相互扶助も非常に密接なものであ

った。そして、村落内部の階級分化は非常に遅れて起こることになっ

た。

３．資本主義の浸透以降のタイ農村

1855年のボーリング条約は、世界システムへの本格的な接触、資本

主義の浸透という意味で、タイ農村の決定的な変動を招いた。イギリ

スとの間に結ばれたこの条約は、自由開港を認めさせ、タイから関税

自主権を取り上げ、そしてタイ貿易の.ほぼ完全な自由化を規定した。

17世紀以来、タイはヨーロッパ諸国との通商関係を閉ざしていたが、

この条約を契機として先進資本主義諸国中心の国際経済の一部に押し

込まれたのである。そして、王室独占貿易は廃止され、諸外国の商業

資本の自由な活躍が始まった。その結果、タイの農村では、いくつか

の大きな変化が生じた。

まず、米に対する需要が増加し、米の生産が急激に増加したことで

ある。イギリスなどの西欧列強が、商品作物の生産に特化していた自

国の植民地に食糧を供給するために米を必要とし、その結果19世紀末

から米はタイの第１位の輸出品となった。８)輸出のための米生産の拡

大は、基本的には中部タイでの生産が拡大した結果であった。このこ

とは、中部タイを1930年に調査したＣ・ジンマーマン，）をして「大

きな変化が起こった」と言わしめたほどであった。自給作物として栽

培されていた米は、商品作物としての性格を帯びるようになった。

海外の資本主義の圧力により、中部タイは米の商品化を通じて世界資

本主義経済へと投げ込まれたのである。しかし、中部タイへの商品経

8）』.Ｃ・Ingram,Ｅの,Tom庇ＣＭ､"gej〃mmUn"。】砥０－１９刀,StanfordUniversity
Press,1971

9）Ｃ､Ｃ,ZimmermanoSmmrRⅡｍｌＥｃｏ"ｏｍｊｃＳ皿､,ｅｙＩ”0-31,Bangkok,1931.

(５）
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済の浸透は、そう急激に進んだわけではない。中部タイで、市場向け

の米を生産し始めたときは、それは自家消費のための米生産と比較す

ると、ほんの付け足しの仕事にしか過ぎず、米を売る場合は自家用と

種籾を確保した余りを売っていたと、チャティップも指摘していさ:’
また、通商条約によってランカシャーの綿布が自由にタイの農村に入

ってくることになったが、農村の自給的経済体制を急激に崩すことに

はならなかった。徐々に商品経済が浸透し、農村での織布がほぼ姿を

消したのは1940年代以降であった。しかし、米の商品化は、運河の掘

削を中心とする外延的発展や、土地所有の概念に大きなインパクトを

与えたのであった。

ところで、商品化された米の流通は、すべて中国人の商人によって

行われた。身一つの状態で中国本土からやってきた彼らの中で、地方

の川や運河に定住した者は、バンコクから運んだ商品の販売と米の買

い付けをおもに行っていた。彼らは、独特の経営能力によって多くが

成功することになった。これに対して、タイ人は農業選好という民族

性からあまり関心を示さず、商売に手を出すとしても失敗する場合が

多かった。ともあれ、商品作物としての米の生産の拡大は、村落と資

本主義を結び付ける新しい階級を生んだ。チャティップは、資本主義

の村落への浸透は、まさしく中国人の定住とその商売とともに始まっ

たとしている。これは、農村において流通様式が成立したことを意味

している。また、この点は、外国のプランテーションの拡大によって

資本主義が浸透していった他の東南アジア諸国とは大きく異なってい

る。’’）

前述のように、伝統的なタイ農村においては、労働力が最も決定的

な生産要素であった。改良された土地や、農具に実現する過去の労働

の蓄積は乏しく、労働力としての人間そのものが米作を介して社会構

造を規定していたのである。ところが、社会の外部から迫ってきた交

10）Chattip,op・Cit.，ｐｐ､59-60.

11）Ｉbid.，pp64-65．

(６）
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換関係の新展開と人口の増加による社会内部の労働力の増加が、労働

力規定の稲作社会に変化の契機を与えた。土地が新たな意味をもち、

地主というものが登場するようになるのである。また、米の生産の急

速な拡大は、チャオプラヤデルタの開拓を一気に促進させた。王室は

運河の掘削を行い、後述するチャクリ改革で夫役労働から解放された

自由民や奴隷を小農として配置していったのである。

ところで、ボーリング条約締結以降の商品経済の浸透、米の商品化

は、土地のもつ意味を変化させ、土地の商品化を引き起こした。流通

を握る中国人の商人を通して、土地を抵当にした借金、負債の返済の

ための土地の売買なども行われるようになったのである。

1890年以降のラーマ５世によるチャクリ改革では、土地所有権の確

定政策が実施された。’２）この改革は、福役制・奴隷制の廃止、地方

行政改革等を含むものであり、また米作と水田化の積極的な方向を与

えていた。このチャクリ改革では、商品化してきた「土地」の無条件

の売買の進展を阻止することを目的とした。そして、これまでの家産

制的土地所有を国家所有制に再編成し、「王領田」「私有田」という

形で全く新しい土地の権利を支配層に与えた。その後、「地券」が交

付され、初の登記制度が登場したのである。国王は、そのような支配

層の管轄のもとでの自作小農創出に熱心であった。チヤオプラヤデル

タの開拓など、土地の外延的拡大を通して、小農を多く育成していっ

たのである。このように、土地所有権の明確でなかったタイの農民

は、チャクリ改革による自作小農創出策により、開拓地や自分が今ま

で自由民として耕作していた土地を、安価もしくは無償で手に入れた

のである。

北原淳によれば、農民が土地を手に入れた方法として、以下のよう

な事例がある。１３）「王がジャングル地帯の開拓を奨励するために無

12）北原淳「タイにおける土地所有権の確定」斎藤仁編「アジア土地政策論序説」アジ

ア経済研究所、1976年。

13）北原淳「タイ中部米作農村パンチャン村の社会経済構造」滝川勉編『アジアの土地

制度と農村社会構造」アジア経済研究所、1968年、325ページ。

(７）
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償の土地を提供することになり、1875年からトンブリの農民、バンコ

クの鉄道敷設予定地に居住していた農民などが、バンクワットに移住

した。1881年までは僅かに６家族しか居住していなかった。１９０５年に

新勅令が発せられ地券交付、土地登記が開始されると、バンコクの富

裕な商人たちが土地を買い占め、それを農民に１ライ当たり２パーツ

で売った。1905年までに５４家族が移住し、1920年までに９０家族が居住

していた。」

このような自作小農創出策と、チャクリ改革以降の商品作物として

の米の輸出増加により、中部では米作中心のモノカルチュア的小農経

営が発展した。しかし、小農経営は長続きしなかった。不作のとき

に、負債の清算ができない年が続くと、土地を喪失してしまうことが

多くなってきた。’４）中部では、農村における商品経済が進展し貨幣

支出がなければ生活できなくなってきたのである。１９１０年代になる

と、商品経済の進展したバンコク周辺で自作農が土地を失って小作化

した事実が報告されるようになってきている。’５）

土地が商品価値を持つようになると、地主制が徐々に発達してく

る。水路ぞいの便利な土地、たとえばバンコク東北のランシット地域

は、１９世紀後半に一大耕地となったものであるが、バンコク在住の不

在地主が生まれている。’６）地主階層の形成は、それと同時に小作農

の形成をも促した。これらの小作農層は、①解放された奴隷の小作

化、②出稼ぎ人の定着、③自作農の小作化（自給的性格の強い農民

が、商品経済に巻き込まれて負債を作り、土地を喪失した）、によっ

て形成されたものである。地主制は、バンコクを中心に1930年頃まで

14）友杉孝「中部タイ米作農村の変容過程」滝川勉編『アジアの土地制度と農村社会横

造」アジア経済研究所、1968年。

15）北原淳「タイの社会構造」宍戸寿雄編「タイ経済発展の諸条件」アジア経済研究

所、1973年、６５ページ。

16）友杉孝「タイにおける土地所有の展開過程」斎藤仁編「アジア土地政策論序説」ア

ジア経済研究所、1976年。

(８）
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に徐々に発達し、1930年代の不況により一気に進行したのである。'71
1929年からの世界恐慌は、米価の低落を招き、このためバンコクやチ

ェンマイの周辺など、特に人口が集中し商品経済が進展していた地域

では、農民負債が増加し、負債の抵当に入れられた土地を失って小作

や土地なし農民に転落していくケースも増えた。ジンマーマンは、１９

３１年の調査によって、土地所有の状況にふれている。１８）この調査に

よれば、中部全体で土地を持たない世帯（小作・農業労働者以外に商

人をも含むが、ごく少数である）は36％にものぼる。特に、バンコク

周辺で高くなっている。このように、1930年代になると、米価の低落

により負債が増え、返済できずに土地を喪失するケースが数多く発生

した。このことは、不在地主への土地集中を促し、その結果、地主一

小作関係が顕著に見られるようになったのである。

以上のように、１９世紀中ごろからタイに浸透した資本主義は、米の

商品作物化、商品経済の浸透、土地の商品化（土地が経済的価値をも

つという意味での）など、さまざまなインパクトをタイ農村に与え

た。そして、1930年代の世界恐慌はタイの米価を暴落させ、農民に生

計費のための負債を増加させた。－戸当たりの家計費は半額以下に激

減し、また米の商品化、商品経済化の進んだ中部タイでは負債額が増

加していったのである（自給度の高い東北タイにおいては、負債額は

むしろ減少している）。’９）長引く不況は農民から土地を喪失させ、

不在地主に集積させた。そして、多くの農民は小作農に転化していつ

17）北原淳と田坂敏雄は、友杉孝の地主制の進展を主張する議論について疑問を投げか

けている。まず北原は、親族間の相互扶助や完全な相続に至る途中で土地貸借のよ

うな小作もかなり多いとみている。北原淳「開発と農業」世界思想社、1985年、１０

6-108ページ。そして、田坂も親族間の「ハイ・ダム・キン（自活扶助）」などが
多く、地主制の進展を主張するには慎重であるべきだとしている。田坂敏雄「タイ

農民層分解の研究」お茶の水曾房、1991年、とくに58-59ページ。ここでは友杉氏
の地主制の発展への方向を認めつつ、親族間の貸借関係も共存していたという見方

をとりたい。

18）Zimmerman,ｏｐｃｉｔ.，ｐｐ､25,28.

19）友杉孝「タイ中央平原の農家経済に関するノート」「アジア経済」第１巻第２号、
1960年。

(９）
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たのである。タイにおける地主一小作関係の本格的な成立と言ってよ

いであろう。また、農民層分解が本格的に始まったと言うことも出来

るであろう。

タイにおいては、この時期に本格的な農民層の分解が始まり、土地

を喪失した農民が多く出現したのであるが、この時点では農村に小作

として留まっていた。植民地時代を経なかったため、他の東南アジア

諸国のようなプランテーションにおける農業労働者という形態は取ら

なかった。また、離村者もほとんど生じなかった。その理由として

は、①都市の労働市場が成立していなかったこと、②農村人口がま

だ少なかったこと、③外延的拡大をする余地が残されていたこと、

④伝統的に農業選好であったこと、等が考えられる。農民が土地を喪

失し小作化するという現象は、不況後も続いた。そして第二次世界大

戦を迎えるが、それ以降はタイ農村に再び大きな変化が訪れるのであ

る。

ところで、中部タイで生産が自給自足経済から市場向け生産の増大

へとその特徴を大きく変化させたボーリング条約以降の時期に、その

他の地域はどのような状況であったのだろうか。チャティップによれ

ば、その他の地域では依然として自給自足経済が基本であり、その度

合いは北部タイ、南部タイ、東北タイの順で強まっていく。北部タイ

と南部タイには、それぞれチークと錫という輸出のための特殊な商品

があったが、これら２つのものは特定の地域に固まっており、周辺の

村落経済の構造には影響を与えなかったのである。２o）ここでは、特

に北部タイと東北タイについてチャティップに従って詳しく見てみる

ことにしよう。

１９世紀の中ごろは、北部タイは小国に分立していた。そして、交易

は、少数民族を通して中国の雲南省や、ビルマとの間で行われてい

た。１９世紀の末に中国人が中部タイから北上して北部での定住が増え

20）Chattip,ｏｐ・Cit.，ｐ､７５．

(10）
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始めると、チェンマイとバンコクの間の河川による交易のネットワー

クができあがり、世界システムとの接触が始まった。この時期にチェ

ンマイから搬出された商品は、チークや山の幸が中心であり、米では

なかった。しかも、チークは外国の会社の支配下に置かれていた。し

たがって、ボーリング条約は北部タイにはほとんど影響を与えなかっ

た。輸出する米を生産しない以上、農民は現金収入をあげられず、自

給自足経済は依然としてはっきり存続したのである。

北部タイの変化は、鉄道の開通によって起こった。1922年にチェン

マイまで鉄道が開通すると、鉄道を使ったバンコク市場向けの米の生

産が始まり、チェンマイ駅の近くに精米所が出来たのである。米が商

品化すると、土地の占有と開墾が一気に進んだ。その結果、王族と中

国人が広い土地を確保することになった。世界システムに包摂されて

商品経済が進展し始めると、中部タイと同様に農民が土地を担保に金

を借り、その結果土地を失うということが起こるようになった。シュ

ティマー一族、ニンマヘーミン－族など現在チェンマイを代表する資

本家たちは、この頃に高利貸しとして財産を蓄えたのである。しか

し、このような自給自足経済から商品経済への変化は、チェンマイ周

辺のごく限られた地域のみであり、北部タイ一般はまだ自給自足の経

済であった。２１）

次に東北タイであるが、ラーマ５世（1868-1910に在位）の末期に

現金で税を納めるようになってから資本主義体制に巻き込まれていっ

た。ボーリング条約と自由貿易の開国は、輸出特産物がなかったため

何の影響も与えなかった。彼らが売るものは「山の幸」であった。１９

００年にナコンラーチャシマーまで鉄道が通じ、中国人が東北タイに定

住し始めたが、中部タイと比べれば非常に少なかった。そして鉄道が

通じていなかったウドンタニなどへの資本主義の浸透は遅れることに

なったのである。

21）Ｉbid.，ｐｐ､75-80.なお、北部タイのこの時期の資本主義の浸透過程については、

P1aiauwChananont,ＰｈｏａｌＵｍｋｚｚｂｐｌｍ"他"α他ｎｍｂｏｂ仇皿""ｉｙｏｍｍｉｐｌｍＡ〃m

porsor2妬ｲｰ2匁3,1987.を参照せよ。

（11）
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さらに東北タイでは、中央の権力と資本主義の浸透が最も強い抵抗

を受けた。内部の自治と村の自給自足経済の特徴を守ろうとしたので

ある。そして現在においても自給自足的農村が最も多く残っている地

域であるように、東北タイは自給自足的色彩がたいへん強かったので

ある。２２）

タイ農村は、以上のような過程で世界システムに包摂されていっ

た。植民地諸国とは性質を異にするとはいえ、世界システムとの接触

は、外圧による従属的なものであった。世界システムとの接触は、流

通様式を徐々に発達させていった。輸出入を担当する買弁的な中国人

の商人が勢力を伸ばし、そして、農村にも流通を握る中国人の商人が

定着するようになったのである。また、交通としては、鉄道の建設が

決定的に重要であった。流通様式の発達により、農村では米を中心と

するモノ（作物）の商品化が起こった。しかし、この時期においては

まだ全面的ではなく、余剰の供出に過ぎなかった。米の商品化は、続

いて土地の商品化をもたらした。このことは、その後世界恐慌を契機

として生じた農民層の分解につながっていく。したがって、この農民

層の分解には、流通様式が強い規定力を持っていたのである。このよ

うに、世界システムとの接触以降は、タイ内部の生産は流通様式を通

して外的な要因に規定されるようになったのである。ただし、この時

期には資本主義の浸透した地域、すなわち流通様式が発達した地域は

かなり限定されていた。また、農村への資本主義の浸透には、国家の

果たした役割も忘れてはならない。チャティップが「寄生的資本主

義」と呼んだように、２３）国家は昔ながらのサクディ・ナー制のよう

な強制力を使って農村部を搾取したが、その際の納税や利子・小作料

の支払いのためにモノ（作物）や土地の商品化が進行したのである。

22）Chattip,ｏｐｃｉｔ.,ｐｐ､84-90.

23）Ｉbid，ｐｐ,94-95.

(12）
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４．第二次世界大戦以降のタイ農村

第二次世界大戦以降、タイの農村にはさらに大きな変化が起こっ

た。戦前より資本主義の浸透はさらに強まり、特に1960年以降日本を

中心とする多国籍企業が国内市場を直接的に掌握するようになると、

これまで部分的であった世界システムへの包摂もほぼ全面的なものと

なった。これまでは、流通様式を通して商品を安く買い叩かれること

が不等価交換の中心となっていたが、多国籍企業の進出は流通様式を

通して農民に大量の商品を売りつけるようになり、二重の収奪が行わ

れるようになったのである。緑の革命とほぼ時を同じくした農村への

商品の激しい流入は、家計費の膨張と農業経営費の増大を引き起こ

し、農家を激しく動揺させている。前項で論じたように1930年頃より

資本主義の浸透がもたらした商品化により農民層の分解が生じた。こ

れはあくまで初期の段階であり、労働力や土地の商品化も部分的であ

った。ところが1960年以降世界システムに全面的に包摂されると、農

民層分解もさらに進行し、労働力や土地も全面的に商品化する事態が

発生することになる。ここでは、まず1960年以降に進行した農民層の

分解についてタイ農村における一般的傾向を論じ、次に世界システム

の全面的な包摂を容認する従属的なタイ経済構造について論じる。そ

して、現在農村に商品化がどのような社会変動のパターンを生じさせ

ているかを論じたい。

(1)農民層分解の進行

第二次世界大戦以降、とりわけ1960年以降、タイにおける農民層の

分解は新たなる局面を迎えた。世界システムに全面的に包摂された結

果生じた商品が激しく農村に流入し、家計支出は大きく膨張した。一

方、ほぼ同時期の緑の革命によってもたらされた農業技術の進歩は、

タイ農村における生産力を発展させた。しかし、その反面、農家経営

費は一気に増加した。また、それと同時に小農化も進行し、農家個々

のレベルでは生活は決して楽にならなかった。小農化の進行の理由

(13）
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|ま、①第二次世界大戦以降の急激な人口増加、②均分相続制による

土地の細分化、③耕地開拓の限界、が主なものである。このような

小農化の進行と同時に、農民層の分解も進行した。中部タイの農村に

おいて、農民層分解の実証的研究を行っている田坂敏雄によれば、経

営費の増大により、低米価のもとでは農業の収益性はますます悪化

し、農業所得によって家計費を充足できる中農下限の経営規模が上昇

し、分解基準が上昇してきている。２４）すなわち、農業だけでは家計

費を賄うことが出来ず、兼業化、小作化、脱農化が進行しているので

ある。このことは、農村においてモノの商品化がさらに進んだ結果、

家計費や農業経営費が一気に増加し、ヒト（労働力）の商品化が生じ

たということができるだろう。同時に農作物の商品化もさらに進んで

いる。これらの変化は、すべて流通様式を通じて外部から持ち込まれ

たものであった。したがって、第二次世界大戦以降の農民層の分解を

中心とする農村の社会変動においても、流通様式は強い規定力をもっ

ているのである。

チャオプラヤー・デルタを中心とする中部地方において、以上のよ

うな農村の変動がまず進行したのであるが、このような農民層分解の

波は北部にも波及している。しかし、スリチャイ・ワンゲーオが指摘

するように、この問題についての実証的研究はタイにおいても少な

く、特に北部タイについては目立つものは土地改革局による1982年の

調査程度である。２５１そこで、まず田坂敏雄による中部タイのデータ

を用いて傾向を見ることにしよう。

24）田坂敏雄「タイ農民層分解の論理」「立命館経済学」26-3,1977年、および、田
坂敏雄「タイ農民層分解の形態(1)」「大阪経済法科大学経済学論集』第２号、１９
７８年、107ページ。ここで用いた「中農」とは、エンゲルスの規定に基づき、家族
労働を完全に燃焼させるのに合致した耕地面租を上限とし、農家所得によって家族
家計費を充足しうる耕地規模を下限としている農家階層のことである。

25）SurichaiWunhaeo,単SocietyandCultureinRuralThailand（1970-84):Current
TrendsandDirections園,北原淳ほか訳「タイ農村研究の動向と展望(1970-84)」
「社会学雑誌」第３号、神戸大学社会学研究会、1986年。

(14）
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田坂敏雄によれば、すでに述べたように中部タイにおいてはっきり

とした経営規模基準の上昇、すなわち分解基準の上昇が見られること

が報告されている。中部タイのナコンパトムにおいては、1955-56年

の農家経済調査によると、農業所得による家計費充足率が１００％の最

下層の階層は３１－４１ライの経営規模層になっている。それが、1965年

の農家経済調査による計算では、４０－６０ライに上昇しており、中部タ

イにおいて明らかに中農基準の上昇があったと主張している。また、

田坂のその後の調査によれば、中農基準の上昇は続き、1960年代末か

ら1970年代初めになると、６０ライ以上に上昇しているという結果が出

ている。ｚ`）その他の地域についても、このような中農基準の上昇は

見られるはずである。しかし、土地所有面積が中部に比べて少なく、

また農法の違いにより土地生産性にも差があるため、下限の経営規模

は東北部で25-30ライ、北部で15-20ライ程度と推定される。

次に、北部タイについては1982年に行なわれたスティポン・チラパ

ンダを中心とする土地改革局の調査をみてみよう。彼らは、１０ライ未

満の農地をもつ無作為抽出された2025世帯の農家について調査を行っ

た。農家は、①土地なし（landless）、②零細農（near-landles

s：５ライ未満）、③限界農（marginalfarmers）、の３類型に分類

され、それぞれ全体に占める割合は①13.5％、②31.4％、③２７．６

％となっている（残りは10ライ以上）。彼らの調査によれば、土地な

し層の大半はここ１０年ほどで創出されている。また、小規模農家は農

外就業への依存を強めている。農業収入（農業労働を含む）の全収入

に占める割合をみると、①43.2％、②60.8％、③７０．５％となり、

規模が小さくなるほど農外就業への依存を強めていることがわかる。

しかし、③の農家でも農外就業への依存度は約30％ほどあり、農業だ

けで生活できる層は確実に減少しているのである。２７）

田坂「タイ農民層分解の形態(1)」127ページ。

SuthipornChirapanda,（ｅｔａｌ.）,Lzu"｡！”sneusiPdUPPe｢lVmIiem77h4ziltuTzd，ILO，
AsianEmploymentProgramme,Bangkok，1983.

26）

27）

(15）
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このような中農基準の上昇の要因、すなわち農民層分解の要因とな

るものは、家計費の膨張と経営費の増大である。

まず家計費の膨張であるが、この遠因は1960年代の顕著な経済成長

が、バンコクを中心に生活様式の変化を生じさせ、これが農村地域に

も波及したことにもある。このような変化は流通様式を通じた商品化

により、とりわけ入り込んできた商人や農村に在住しながら都市で賃

労働を行う出稼ぎ、兼業農家を媒介として、また1950年以降の道路網

の発達を通してもたらされた。農家家計費の膨張の特徴は、これまで

自家生産をしていた食品や日用品を購入するようになったのに加え

て、新たな必需品が加わったことである。２８）

次に農業経営費の増大であるが、この要因は第二次世界大戦以降の

技術革新による肥料、農薬、機械などの支出が大幅に増加したことに

ある。これらの価格は、タイの安い農作物価格に比してかなり高価な

ものであり、小農民の生産物との不等価交換を拡大する結果となっ

た。また、経営費の増大の要因には、小作料等の地代負担の増加もあ

り、小作農・自小作農を圧迫している。このような経営費の増大は、

農作物の低価格とも相まって農業所得率を低下させている。

以上のように家計費と農業経営費は農家の支出を一気に増やした

が、農業による収入は支出に追い付かず、必然的に賃金収入への依存

を促進し、同時に農家負債を増加させた。充足されない家計費の補填

は賃金収入に求められ、農民の賃労働兼業化を押し進めている。兼業

化または農外収入への依存は、農民層分解への過渡期的な状況となる

のである。また、農家負債の増加も重要な問題である。農家負債調査

によれば、負債農家比率は1957年から1967-68年にかけて、中部タイ

の15県平均で50％から７８％に増加している。２，）この負債は、長期に

わたって続くと、担保である土地を喪失して小作農や農業労働者への

転落を招いたり、破綻して離村を生じさせることもある。このよう

28）北原淳「タイ農村の変容過程」宍戸寿雄編「タイ経済発展の諸条件」７０ページ。

29）田坂「タイ農民層分解の論理」７２ページより引用。
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に、タイの農村においては資本主義の浸透による家計費の膨張と経営

費の増大の進行のなかで、と同時に農工間の不等価交換の拡大のなか

で、農業の収益性の上昇によってこれに対応していくことがますます

困難になり、階級分解の分岐点である中農基準が上昇している。その

結果、中農層の大量部分が新しい分解基準からふるい落とされて、農

民層の零細化、落層化が進行しているのである。

一方、このような状況にあっても、上層のごく限られた農家階層で

は経営上向化の動きが見られる。しかし、タイにおいては、経営を拡

大して農業資本家となる可能性は非常に小さい。むしろ土地所有に寄

生し、地主化していく可能性がより大きいのである。この上向化の動

きには、農村内部において在村地主となっていく場合と、不在地主が

零細農の喪失した土地を集積する場合とがあるが、中部タイでは後者

がまた北部タイでは前者が主流となっている。

それでは、農民層の分解（分解基準の上昇）によって落層しつつあ

る農民はどのような生産諸関係に巻き込まれたのであろうか。前述の

通り、タイにおいては農業資本家となるような富農的発展が困難であ

ったため、落層した農民層は新たな地主一小作関係に入るか、兼業化

・脱農化（日雇い．出稼ぎなどの賃労働）、離村のいずれかの形態を

取るようになったのである。

まず地主一小作関係の進展について論じよう･タイにおける地主

は、①サクディ．ナー制以来の王族・官僚、②'9世紀の運河掘削・

新田開墾の地主、③1930年代以降、土地を集積した地方商人・バン

コクの商人の地主、④在村小地主、に分類され、①～③は不在地

主、④は在村地主である。そして、すでに論じたように、不在地主

は中部タイに多く、北部タイ、東北タイにおいては在村地主が多くな

っている。３０）1930年以降の農民層分解においては、地主一小作関係

の本格的な成立をみたが、第二次世界大戦以降はどうなっているだろ

うか。

30）末広昭「タイの農地改革」滝川勉編「東南アジア農村社会構造の変動』アジア経済

研究所、1980年、135ページ。
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中部タイにおいては、1963年と１９７８年の農業センサスを比較する

と、自作農が減少し、小作化が進行していることが読み取れる。３１）

また、中部タイ各県における小作農比率の推移を見ると、1973-74年

に全農家世帯に占める小作農の比率が５割を超えるのは７県あるが、

これらの県はここ５－６年のうちにすべて小作農比率が上昇してお

り、田坂敏雄が論じるような親族内の貸借関係を考慮に入れても地主

制が進展していることがわかるのである。３２〉

1978年の農業センサスによると、自作農世帯の比率は中部68.1％、

北部79.9％、東北部94.4％、南部90.5％である。ヨヨ）中部以外では、

この数字でみるかぎりは小作化の進行は激しくないようである。しか

し、商品作物の栽培のために、小作地の貸与ではなく農業労働者とし

て雇用する形が1980年頃より増加している。すなわち、小作化こそ進

行していないが、農民の状況は決して良くなったとは言えないのであ

る。また、最近では農民が農業に固執せず、兼業化、脱農化へと向か

う場合も多くなってきたため、小作へとは向かわなくなったのであ

る。

次に兼業化、脱農化および離村について論じよう。零細化した農民

は、現金収入を得るために、様々な仕事を求めていくのである。その

代表的な例が、農村内部での日雇いおよび都市への出稼ぎである。こ

の場合、通常は農業を生活の基盤にしつつ兼業化していくが、耕地の

細分化の限界を越えると、農村における土地なし層となってしまい、

最終的に脱農化していく場合もある。第二次世界大戦以前は、都市に

おける労働市場が未成立であったため、農村内に滞留する人口が多数

を占めた。ところが、第二次世界大戦以降、特に1960年以降のパンコ

31）WittayakornChiengkuL7ｿDCEｶﾞｾc灯ｑ'CnpjmlmPe"e"､如灯ｏｎｆｈｅ〃uz"ｓ－
ノbmwztio兀吋【んｅｑｇｍｒｉＺｍｓｌｍｃｍ花ｊｎＫｈｅｃｅ"池ＩＦ℃gmnQfmzjlmdp960
-Ig8印,CbulalongkornUniversitySocialReserchlnstitute,1983,ｐｐ､105-106.

32）１９詔Ag7tcEdhU`、ｌα”LmRGpo,Tmll43imndWｿto化XiPzgdom,jVmD"alSlnlfFti-
calOjﾂ；Ｃｅ，OfficeofthePrimeHinisteroBangkok,1978,ｐ,９．

３３）末広「タイの農地改革」133ページより引用。
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クの産業発展は、数多くの出稼ぎ者を生んだ。そして、出稼ぎと同時

に農村では子女を排出するようになり、向都離村という現象もしばし

ば見られるようになった。その結果、バンコクの過剰都市化を招いた

のである。最近では、バンコクへの移動が減り、農村間移動、地方都

市への移動が増加したり、都市近郊の農村では通勤者が増加するなど

の新しい傾向が見られるようになってきている。３４）また、1975年以

降は中東への出稼ぎが開始され、兼業化、脱農化、および離村はます

ます複雑な様相を示している。

以上、第二次世界大戦以後の1980年頃までのタイ農村の農民層分解

の概略を示した。一貫していえることは１９６０年以降、流通様式によ

り、世界システムに全面的に包括されて資本主義の浸透が進み、農民

は商品化の波に激しく巻き込まれて新たな対応を迫られるようになっ

たことである。その対応の仕方は個々の農村でどのような商品化のプ

ロセスが生じているかによって異なっているのである。

(2)従属的な経済構造との関係

第二次世界大戦以降、特に1960年以降、タイ農村は世界システムに

ほぼ全面的に包摂されて農民層の分解がさらに進行した。このこと

34）タイ国内の人口移動については、1960年および1970年のセンサスを用いてアジア経

済研究所のグループにより、①バンコク周辺の県および東北タイの諸県からバン

コク首都圏への流入が多いこと、②農村間の移動もかなり多いこと、が指摘され

ている。早瀬保子編「タイ国内の人口移動』アジア経済研究所、1981年。

このような傾向が生じた原因としては、東北タイにおける農業の生産性が低いこ

と、バンコクにおいて産業の発展がみられ人口の吸引力が生じたこと、商品作物栽

培地域（特にトウモロコシ）において人口の吸引力が生じたことが考えられる。し

かし、1980年センサスを用いてバンコクの人口と人口移動を見ると、地方からの人

口移動がもはやバンコクの人口増の中で重要な割合を占めなくなってきている。ま

た、ごく最近の報告でも、過剰都市化の結果生じたスラム居住者の大部分がバンコ
ク生まれであり、バンコクの人口増は社会増よりも自然増であることが明らかにな

ってきた。

SoponPornchokchai,Ｓｌｉ４ｍＧｍｗ腕JMigmtio〃な〃ojJHIeC皿Iﾛ加,SchoolofUrban

CommunityResearchandActions,Bangkok，1987.
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(よ、サリット政権（1958-63年）以降タイ政府が採用してきた、外国

の資本を積極的に受け入れて工業化を推し進めるという発展戦略と無

関係ではない。この発展戦略により、これまでの農産物の輸出という

形での収奪に、先進社会の資本による直接的な収奪が加わって、さら

に強固にタイを世界的な不均等発展の枠に組み込むことになった。そ

の結果、先進社会との従属的な関係がさらに強まっただけでなく、タ

イ国内の不均等発展をも拡大することになった。農村には、安価な農

作物や低賃金労働力の供給、さらには工業製品の市場としての役割を

担わせ、都市の工業化のために大きな犠牲を強いたのである。以上の

ことはすべて農村においてヒトとモノを全面的に商品化することを意

味していた。1961年の第１次計画以降、1987年からの第６次５ケ年計

画までのＮＥＳＤＢ（国家経済社会開発庁）によって策定された国家

経済社会開発計画は、このような発展戦略を具体化したものである。

1960年以降、1980年代に至るまでの間、タイは年平均７％にも及ぶ

成長を成し遂げてきた。経済発展の一般的指標としての経済成長率

は、1951-60年は年平均5.9％、国民１人当たりＧＮＰ増加率は2.7％

であったが、1960-70年は平均年率8.3％、国民１人当たりＧＮＰ増加

率5.6％に上昇した。ヨ５）しかし、１９６０年から1980年までのＧＤＰ

（国内総生産）の伸びは、農業が2.6倍なのに対して工業は7.2倍にも

達し、３６）この間の成長を工業が支えていたことを示している。

』．Ｃ、イングラムが、1960年以前のタイ経済を「輸出に支配され

た経済」３７）と特徴づけているように、歴史的にはタイの商品市場で

は海外市場が大きな役割を果たしてきた。米を中心とする一次産品の

輸出と、この輸出金額に見合うだけの消費財の輸入が、商品市場、経

済循環の核心となってきた。したがって、そこでは輸出が減少すれば

35）NESDB,MJuio"αＪｍｃｏｍｅｑ'mmlbnaおよびPbpuZdmjD〃dmdHoz8si〕ｚｇＣｍｓｕＪｓ
各年次より算出。

36）末広昭他編「タイの工業化一ＮＡＩＣへの挑戦」アジア経済研究所、1987年、２９８
ページ。

37）Ingram,op・Cit.，ｐ２２７．
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所得は低下し、所得が低下すれば消費財を主体とする輸入が減少する

というメカニズムが機能していた。このように、タイにおいては価値

を生みだしているのはつねに農村であったが、流通様式を通して、流

通を握っていた中国人の商人によってその価値は収奪されていた。利

益を得ていたのは中国人を手足として使っていた国家とイギリスの資

本家であった。また、中国人の手元にも莫大な蓄積が残り、その大半

が中国本土に海外送金され、第二次世界大戦以前には農業生産力発展

の推進力となるような蓄積は、農民の手元には残らなかったのであ

る。

第二次世界大戦以降は、イギリスの東南アジアでの基盤も薄れ、ま

た中国人の中国本土への海外送金も減少したが、農業のもたらした蓄

積は、政府の発展戦略のための資金として使われていった。1950年以

降、タイは開放経済の政策をとり、経済の統制を行わずに外国企業の

自由な活動を認め、それに伴う利益を追求してきた。そのために、都

市を重視した以下のような発展戦略が採用された。①都市への資本

投資を、農業からの収益によって行う。②一次産品による貿易の収

入を、都市における産業発展のために用いる。③輸出競争力を維持

するために、農作物価格を押さえる。したがって、農村部への投資

は、一次産品の輸出ルートを確保するためのインフラストラクチャー

の整備のみであった。ヨ８）

1960年以降、輸入代替工業化を図るようになると、消費財の輸入に

は制限が加えられ、生産財の輸入が優先されるようになった。高価な

資本財の導入は、輸入金額を高率で増加させた。この資本源となった

ものは、資本蓄積の源泉としての低米価であった。「低米価での潤沢

な食糧供給－新しく形成されつつある都市労働者の低い賃金－資

本蓄積」というメカニズムが機能していたのである。そして、低米価

のもとで政府が賦課したライス・プレミアムも、大きな資本源となっ

ていた。

38）PasukPhongpaichit,ｎ℃ｍＰｍｓｑ"ｊＧＭｓｍＢα"gIFokMn"…Ｇ３,International
LaborOffice,Geneva,1982,pp71-72．
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タイ政府は、1956年１月以降、輸出米に対して輸出税（4.2％の従

価税）の他にライス・プレミアム（その額は米の国際価格に応じて変

動）を賦課している。このライス・プレミアムは、第二次世界大戦後

の政府による米の輸出独占並びに二重価格制（バーツの公定レートで

買い上げ、実勢レートで輸出）の廃止にともなって実施されたもの

で、当初は旧制度と同様に政府の財政収入源確保の意義をもってい

た。しかし、1968年以降米価の変動が激しくなると、ライス・プレミ

アムは国内米価に対する国際米価変動の影響を弱める緩衝剤としての

役割をも果たすようになってくるのである。イングラムは、ライス・

プレミアムが果たしている役割について以下のように論じている。

①米の国内卸売価格は、輸出価格からプレミアム額と輸出業者のマー

ジンを差し引いた金額に落ち着く傾向を持っていること、②国際米価

に比べて低い水準の国内米価が、都市における生活費の上昇を押さ

え、ひいては賃金の低水準を規定し、工業化促進の要因の１つとなっ

ていること、③国民経済的には、このライス・プレミアム制度によっ

て、伝統的農業部門における強制貯蓄と、非農業部門へのその移転の

効果をもたらしていることである。３，）

また、梶田勝は、1960年以降の米の輸出価格、バンコク卸売価格、

ライス・プレミアムの額、農家の庭先価格の推移を調べ、米の輸出価

格に対するバンコク卸売価格の比率がおおむね６０－７０％台であること

や、輸出価格に対する農家庭先価格の比率は50-60％であることを示

している。４０）このことからも、農作物の価格がいかに低く押さえら

れ、都市の発展のために農村が犠牲になっていたかが理解されよう。

このように、国際価格に比べて低い水準での米の潤沢な供給が、都

市の労働者賃金の低水準を可能にし、また政府による輸出の利ザヤで

39）

40）

Ingram,ｏｐ・Cit.，ｐｐ､243-261．

梶田勝「タイ経済の発展構造」アジア経済研究所、1977年、１６ページ。

なお、輸出税およびライス・プレミアムは、世界的な米価の低迷により1985年に

一応廃止されている。
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あるライス・プレミアムは、都市への投資、資本財の購入を可能にし

た｡したがって、米価を低価格に抑え、農村を犠牲にして、1960年以

降のタイ経済の成長が成り立っているということができる。

ところで、1960年以降の輸入代替工業化政策の促進のためには、外

国からの投資は不可欠のものであった。そのための重要な政策が、１９

６２年の産業投資奨励法である。政府は外国企業導入に力を入れ、積極

的に優遇、保護した。奨励企業に対し、将来これと競合する恐れのあ

る国営企業を創設しない、国有化しないという保証を与えた他、当初

５ケ年間の所得税の免除、機械設備・部品・原材料に対する輸入税の

免除もしくは引き下げの特権を与えた。また、外国企業に対しては、

元本・利潤の送金の自由、熟練労働者および専門家の入国緩和、産業

活動上必要な土地の所有が認められた。その結果、外国企業の進出は

増加し、もたらされた合理的な経営、資本によって、タイはある程度

の経済成長を遂げることになる。もちろん、このような外国企業の導

入にあたっても、安価な農作物を背景にした安価な労働力の提供は不

可欠な条件であった。

1970年代になると、一次産品の売れ行き不振、外国企業の経済支配

に対する不満（1972年の反日運動など）のために、タイは発展戦略の

転換を迫られた。それは、輸入代替工業化から輸出指向工業化への転

換、外国資本の支配の度合いを弱めタイ資本のための投資機会を確保

することの２点であった。具体的には、1972年に始まる第三次経済社

会計画から、政府は輸出指向工業化の振興へと政策を転換したとされ

ている。その際には輸入代替工業化政策の際のような極端な優遇政策

はとられなかった。それでも、繊維産業などは輸出指向型産業に転換

していった。しかし、企業家への投資誘因を作り出すための、安価な

農作物価格に基づく安価な労働力創出という政策は維持され、農民の

犠牲は続いていったのである。

タイの農業は、低米価、低農作物価格という形で国内でも従属的地

位にあるが、1950年以降起きた農業の多角化により新しい形での従属

(23）
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性が生じている。第二次世界大戦以前はほとんど米の輸出に依存して

きたが、1970年頃より米の生産額・作付面積ともその割合は漸減して

おり、逆に畑作物が増加する傾向にある。４１）特に、輸出用のキャッ

サバ、トウモロコシなどの生産は飛曜的に増加した。この飛躍的な増

加は、タイ国内の市場原理に基づくものではなく、外国からの経済的

なインパクトによるものであった。キャッサバは、飼料用のタピオ

カ、ペレットとしてヨーロッパ諸国に輸出するために東部や東北部を

中心に栽培された。また、トウモロコシは、日本を中心とする飼料用

作物の需要が、農家の食料自給のために１万トンほど生産されていた

ものを、輸出のための生産へと転換させた。４２）この転換には、開発

輸入という形でアグリビジネス（日本の商事会社など）が参入し、契

約栽培を主に行っている。トウモロコシの栽培は、中部タイの北部に

あたる丘陵地帯で主に行われている。ここには、米作地帯から若手の

余剰労働力が多く流入していることも注目される。トウモロコシ以外

では、東北タイのさとうきびなどがこのような方法で栽培され、生産

量を増やしている。また、北部タイではこのような契約栽培での商品

作物生産は少ないが、仲買人を通して大豆などの栽培が広まってい

る。しかし、このような商品作物生産の拡大は、必ずしも耕作農民の

生活向上には結びつかない。高価格のときに最大の利益をあげるもの

はアグリビジネスそのものであり、仲買人や大規模な農地所有者もそ

れなりの利益をあげる。彼らは、世界市場で価格が暴落したときにも

自分たちの利益は確保し、影響を直接受けるのは農民なのである。そ

の場合には、負債が生じたりするなどかなり苦しい状態に追い込まれ

てしまうこともあり、アグリビジネスに誘導される形での農業の多角

化は、農民の貧困化に新たな要因を作り出しているのである。…

41）梶田、前掲書、９８ページ。

42）梶田、前掲書、130-132ページ。

43）1991年には、さとうきびは国際価格の暴落により、キャッサバはＥＣのタピオカ、
ペレットの輸入枠の減少により、そして飼料用のトウモロコシは毒が含まれている
という理由での日本への輸出のストップによりそれぞれ大打撃を受け農民に影響を
与え、その影響は現在も続いている。

(24）
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以上のように、タイの発展戦略は、世界経済のシステムの中で従属

的地位を受け入れることを意味していた。そして、国内的には農業部

門を国家に従属させ工業発展のための布石としたのであった。その結

果、流通様式を通して農村のすみずみにまで多国籍企業の商品が入り

込み、家計費や農業経営費を増加させた一方で、農作物価格の低迷に

より農業の地位はますます低下していった。前項で論じたように、１９

６０年以降流通様式がタイのすみずみに行きわたり、農村における資本

主義の浸透が進んだが、これに大きな影響力を及ぼしたのが多国籍企

業を中心とする先進社会の資本であった。そして、農村においては農

民層の分解が進行し、農民は新たな対応を迫られた。それが、兼業化

すなわち、農外就労への依存であった。1960年代から1970年代にかけ

ては、バンコクへの出稼ぎや農村における日雇い賃労働がその中心で

あり、離村してバンコクへ向都移動を行う場合も多かった。ところ

が、1980年代になってからはバンコクがすでに飽和状態となり、それ

に代わる労働市場を持つ中小都市が近くにある場合はそこへ通勤する

という新しい形が登場するようになった。また海外の出稼ぎも1970年

代の後半から現われてきたのである。

1980年代に入っても、タイは４％の経済成長を続けた。しかし、こ

の好調さを支えているものは、低賃金労働力と日本を中心とする外国

からの投資であり、従属化がますます強まっていることは明らかであ

る。また、1986年からの第６次５ケ年計画では、豊富な農作物を利用

した農作物加工を中心とした工業化、すなわちアグロインダストリー

を基軸とし、ＮＡＩＣ（NewlyAgro-IndustrialCountries）を目指

すということが明らかにされている。４４）この政策においても、安い

原料と低賃金労働力を確保するための安価な農作物の供給は不可欠の

前提条件であり、農業の従属的地位には変化がない。農村における農

業の地位の低下は続き、兼業化、脱農化はさらに進行していったので

ある。

そして、1988年以降３年間、タイは年間10％を超える驚異的な経済

44）末広昭他編、前掲書、298ページ。

(25）
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成長を達成した。これは、円高ドル安のため数多くの日本企業がタイ

に投資し、また、原油安も相まって多分に偶発的な経済成長であった

のが、その一方で、日本を中心とする先進社会への従属、換言すれば

世界システムへの包摂はさらに強まり、不平等化や環境破壊の問題が

顕在化している。さらに価格の急激な上昇により土地の商品化が一気

に進んだ。これは小作化など1930年代に生じた土地の商品化とは異な

り、農民が土地を売却してしまうようになったのである。

このように、タイの農村は政府のとってきた経済成長を第一に考え

る政策のもとつねに犠牲を強いられてきた。経済成長のために農村は

商品化をおしつけられ、その過程の中で農村は大きな変動を、そして

農民は商品化への対応を迫られたのである。

５．結語

商品化の波に巻き込まれた結果、人々の欲望が喚起され現金収入の

必要が生じて、通勤や出稼ぎ、農外就労など新たな対応を迫られるこ

とになった。そして農外収入への依存は、不平等の拡大や消費主義の

蔓延、地域文化の衰退、環境破壊などを伴いながら農業の衰退、農村

の崩壊をもたらすことになるのである。４５）

1991年２月に、タイはスチンダー将軍を中心とするクーデターが生

じ、国家治安維持評議会の支配するところとなった。そして、その暮

れには新憲法の制定をめぐって混乱が生じ1992年５月には歴史に残る

五月大殺載（プルツサパータミン）が起こった。この過程でタイの経

済は経済成長率の鈍化などの影響を受けたが、しかし、このような政

治的経済的状況のもとでも、商品化の波は引くこともなく打ち寄せ続

けている。

45）これについては、鈴木規之「第三世界におけるもう１つの発展理譲一タイ農村の危
機と再生の可能性一」国際書院、1993年を参照せよ。

同書は1992年６月に筑波大学社会科学研究科に提出された博士論文「タイ農村の
社会変動とオルターナティプな発展』を加筆修正したものである。なお、本論は同
譲文の第１章第２節を加筆修正したもので、第１章第１節で提示した商品化による

農村の社会変動の理論（世界システム論に基づく）をタイ農村において実証的に分
析したものである。

（26）


