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コ
̶ミラモデルとグラミンバンクを端緒に

一九六○年代〜一九九○年代にかけて開発

なり︑現在でも大きな影響力をもっている︒

業が︑バングラデシュの農村開発の土台と

業やグラミンバンクの無担保小規模融資事

コミラモデルと呼ばれる総合農村開発事

︶にかかわりを持ち︑一九五
Development
八年にアメリカのミシガン州立大学で研修

心とする外国援助の農村開発事業であるＶ

一年にコミラ県で実施されたアメリカを中

リア高校の校長となる︒一九五三〜一九六

ラデシュ︶
︑コミラ県コトワリ郡のビクト

ーンさんは︑東パキスタン︵現在のバング

得︑分離独立後はパキスタン人となったカ

働くことを選択させる︒その後教師の職を

年八月〜一九八一年四月の間︑コミラの隣

私は青年海外協力隊員として︑一九七八

②カーンさんの姿勢

ていった︒

＝ＩＲＤＰ︶と
Rural Development Program
なり︑政府によって強力に全国に普及され

組合活動は総合農村開発事業︵ Integrated

一九七一年の独立後︑コミラモデルの協同

的な農村開発事業をコミラモデルという︒

されたコミラ県の名前をとって︑この総合

この事業で導入された︒事業が最初に展開

として小麦の支給が始まった︒家族計画も

農村開発と
﹁在地の自覚﹂

途上国の手本となったバングラデシュ生ま

を受ける︒翌年の一九五九年にコミラ県コ

県であるノアカリ県でＮＧＯの農村開発事

安藤和雄

れの農村開発事業である︒農村開発では

トワリ郡に設立された農村開発アカデミー

業に参加した︒その縁で︑コミラの農村開

る︒この二つの事業の出発点と展開に焦点

﹁在地の自覚﹂という実践感覚が重要とな
をあて﹁在地の自覚﹂に言及し︑農村開発

の初代所長に就任︑農村開発の制度づくり

発アカデミーやコミラ・コトワリ協同組合
メリカを中心とする外国援助により始まっ

連合会によく通った︒カーンさんは︑アカ

│Ａ Ｉ Ｄ︵
Village Agricultural and Industrial

の実務と研究のあり方を検討する︒

指した事業が︑Ｖ Ａ
│ ＩＤ終了直後からア

と村落コミュニテイレベルでの組織化を目

英領インドの高等文官試験︵ Indian Civil

に通っていたという︒村人から学ぶという

デミーの研究員や協同組合連合会の職員に︑
つくり︑郡︵ Thana
︶に組合連合会を置い
た︒協同組合を通じて稲作における﹁緑の

姿勢を研究員や職員に徹底させていたので

た︒村落レベルで小農を組織するために︑

革命﹂を普及し︑バングラデシュの農業生

ある︒コミラモデルで重要な役割を果たす

村に出向き村人の話を親身になって聞くよ

始める︒一九四三年︑未曾有の大飢饉が東

産量増加の基礎を築いた︒土地なし︑ある

のが︑日本式の稲作や野菜栽培の普及プロ

うにいつも促し︑自らも時間さえ許せば村
ベンガルを襲った︒この時の経験と植民地

いは︑ほとんど土地をもたない零細農たち

グラムである︒このプログラムに日本人専

各 村 落︵ Gram
︶ に 協 同 組 合︵ Somity
︶を

行政に対する失望が︑カーンさんに役人の

を道路などのインフラ建設に雇用し︑賃金

のバングラデシュ︶に高級官僚として勤め

職を辞させ︑現在のインドＵＰ州の Aligarh
近村で一人の労働者︑錠前屋として二年間

九年︶は︑英領インド・東ベンガル︵現在

＝ＩＣＳ︶に合格したアクタル・
Service
ハミッド・カーンさん︵一九一四〜一九九

①コミラモデル

●コミラモデルとグラミンバンク
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をいかに尊敬しているかを︑Ａさんはよく

飾られていた︒カーンさんと日本人専門家

た︒自宅の竹壁には日本人専門家の写真が

栽培の先進地域としての地位を確立してい

日本人専門家と農民︑関係者の努力で野菜

れていたようだ︒一九七八年にはコミラは

には︑頻繁に日本人専門家が普及指導に訪

いわれている︒一九六○年代︑Ａさんの家

ることは︑当時はありえないことだったと

自国の役人や研究者が農民とともに田に入

ンさんであり︑コミラの農民たちだった︒

姿を︑もっとも高く評価していたのがカー

していったのである︒日本人専門家の働く

術をコミラの村々に適応できるように工夫

動し交流することによって︑日本の稲作技

ちと一緒に行った︒言葉ではなく一緒に行

田の中に入って田植えなどの作業を農民た

は語学が充分にできたわけではなかったが︑

ンさん自身であった︒当時の日本人専門家

て︑多くのＮＧＯや政府の農村開発事業に

一九八○年代後半から一九九○年代にかけ

年に設立された︒グラミンバンク方式は︑

ェーズを経て︑グラミンバンクが一九八三

数年のアクションリサーチとパイロットフ

た︒これがグラミンバンクの始まりである︒

のポケットマネーで村人に貸し付けを行っ

の実態調査を行い︑一九七六年から︑自分

ぼうと考えるようになったという︒貧困者

ら︑直接︑貧困に対して何ができるかを学

意識し︑大学周辺の農村を観察することか

た︒この実践を通じて︑経済理論の限界を

ユヌースさんは救援活動に積極的に参加し

機となりバングラデシュは大飢饉に襲われ︑

就任した︒一九七四年︑大洪水の被害が契

デシュのチッタゴン大学経済学部の教授に

年〜︶は独立後の一九七二年母国バングラ

済学︶を取得したユヌースさん︵一九四○

メリカのバンダービルト大学で博士号︵経

る世界的な広がりをもった事業である︒ア

直接指揮することを許されず︑ＩＲＤＰは︑

タンの人であったカーンさんはＩＲＤＰを

なったのか︒独立戦争の敵国であるパキス

の発展がある︒一方︑コミラモデルはどう

化しているからこそグラミンバンクの今日

クの総裁として頑張り︑自らの哲学を事業

い︒ユヌースさんが継続してグラミンバン

哲学不在の農村開発の成功例を私は知らな

義の仕方にもよるだろうが︑リーダー不在︑

動論の農村開発と批判する︒農村開発の定

事実をリーダーのカリスマであるとか︑運

負っている︒一部の実務者や研究者はこの

自覚﹂をもった人物たちの人間的な魅力に

している農村開発事業の多くは︑
﹁在地の

業を成功に導いているわけではない︒成功

した明確な計画や議論︑論理が農村開発事

は一大転機だったに違いない︒理路整然と

えさせたからであろう︒この自覚の芽生え

かせたのは︑実践が﹁在地の自覚﹂を芽生

農村の貧困は救えないと︑経済学者に気づ

いう自己の存在を自覚する︒経済理論では

向かわせて︑村人と接し︑自己の存在に自

話してくれた︒現場型ＪＩＣＡ専門家が減

も採用され︑世界の五八カ国でマイクロク

その後︑バングラデシュ農村開発公社︵Ｂ

るグラミンバンク方式は︑マイクロクレジ

りつつあると聞く今日︑現場にしっかりと

レジットの事業が展開されている︒

ＲＤＢ︶となったが︑リーダー不在の官僚

門家︵ＪＩＣＡの前身である海外技術協力

根を張った日本人専門家の業績に誇りをも

④農村開発実践に大切な自覚

組織化は︑ＩＲＤＰの何千の協同組合の有

た自己を﹁無﹂にし︑村人とともにあると

ち︑それに学ぶべきだと私は思っている︒

コミラモデルとグラミンバンクのはじま

名無実化の過程と軌跡を同じくする︒日本

問することによって︑論理と常識に縛られ

今でも日本人専門家とカーンさんに対する

りに共通するのは︑個人的な体験にもとづ

での農村開発︵村おこし︑町おこし︑農村

ットと呼ばれ︑貧困撲滅のために多くの開

尊敬の念は︑コミラの農民たちによって語

く自覚が農村開発実践の必要性と基本的課

振興と日本では呼ばれる︶でも同様な傾向

発途上国︑一部の先進国でも採用されてい

り継がれていることだろう

題を二人の創始者の意識に植え付けた点で

を読み取ることができる︒日本では地方自

家の仕事ぶりに期待を寄せていたのがカー

③グラミンバンク

ある︒飢饉という契機が二人の目を農村に

事業団からの派遣︶を招聘し︑日本人専門

連帯責任制の無担保小規模金融事業であ
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うか︒

る存在を規定する意識が必要となるのだろ

いう摩訶不思議ともいえる︑論理を超越す

れる︒なぜ農村開発には﹁在地の自覚﹂と

的とでもいえる意気込みと継続性が認めら

体や農協の担当職員︑村のリーダーの献身

多いが︑成功事例には︑かならず地方自治

治体や農協がイニシアティブをとることが

発関係者は︑自国の農村が日本の農村のよ

この現実を知らされた開発途上国の農村開

は存続さえ危ぶまれる現実に直面している︒

しかし︑過疎と高齢化の問題で日本の農村

成長も工業開発︑都市開発の賜物であろう︒

国では求められたりしている︒日本の経済

ることを優先した経済開発政策が開発途上

効率がよいので︑新しい工業都市を建設す

高く︑うまく軌道に乗せることができれば

早い︒工業は農業よりも圧倒的に生産性が

雇用し︑都市に住まわせることが手っ取り

い︑
﹁貧しい農村の人々﹂を労働者として

り︑工業開発・都市開発が都市で起こす変

業開発が農村で起こす変化は水彩画的であ

起こす変化が異なっている︒農村開発︑農

開発・農業開発と工業開発・都市開発では

造的営みであるとも言える︒しかし︑農村

現状に変化を起こし︑それを実現してく創

開発はつきつめれば希望や夢に向かって

自身が︑このことを実感している︒

在もバングラデシュの村々に通っている私

年海外協力隊員として派遣されて以来︑現

●水彩画と油絵

①定住の意志

化は油絵的である︑と比喩的に私は考えて

●在地の自覚
農村開発事業では︑実務︑研究を問わず︑

うになることを望みはしないだろう︒

関わっている人々が﹁在地の自覚﹂を持つ

いる︒

業の内容などに農村外の人々である都市住

多くの場合︑予算面︑人的スタッフ︑事

②日本の現状への反省

いう視点からみて大きな違いがある︒

向した空間である︒都市と農村には定住と

した空間で︑都市は土地から離れ移動を志

る︒農村は世代の連続を前提に定住を志向

土地﹂
︑
﹁ムラ︑村︑村落﹂と再定義してい

いという意志をもった人たちが住んでいる

来もそうありたいと︑世代を超え定住した

がら暮らしと社会を継続してきている︑将

々の暮らしを尊重し︑人々から学ぶ姿勢を

も分かるように︑その土地に住んできた人

かし︑カーンさんとユヌースさんの事例で

地に住むことでもっとも芽生えやすい︒し

いないからだ︒
﹁在地の自覚﹂は︑その土

孫の末代まで付き合うべき相手が存在して

動が横行することになるだろう︒終生︑子

源奪略は問題とされず︑利己的な考えと行

人と個人の人間関係はバラバラとなり︑資

村に育ててきた︒この自覚がなければ︑個

皆で生きていく知恵と規範︑術︵すべ︶を

お互いの助け合い︑ほどほどな資源分配︑

必要でなければ捨て去られる︒古い建物を

来志向から開発が行われる︒古い技術は︑

断ち︑
﹁こうなることが必要だ﹂という未

発・都市開発は︑過去や現在のしがらみを

する︒やり直しがきくこともある︒工業開

もとの設計図や計画書に戻り︑不備を点検

してもらえればよい︒成功しない場合は︑

山腹を削ってつくられる新都市などを想像

開発や︑医療機器の開発︑海岸を埋め立て︑

ば︶
︑予想通りの変化を実現する︒新車の

っていないかぎり︵合理的でありさえすれ

門家が望む開発は︑設計図や計画書が間違

工業開発・都市開発の場合︑技術者や専

③在地の自覚の重要性

民の意見が大きく影響して︑農村開発事業

もって農村に通い︑村人と交流することで︑

壊し更地をつくって新しい街が都市開発で

ことが大切であることをすでに指摘した︒

が実施されている︒バングラデシュでは︑

外部者にも﹁在地の自覚﹂が芽生えてくる︒

出現する︒油絵は気に入らなくなったら︑

①工業開発による変化

外国の都市住民の声に左右される外国から

一九七八年の夏︑バングラデシュのノアカ

乾かし︑白を塗れば︑いくらでも新しいキ

その土地に定住するという自覚と意志が︑

の援助に頼った農村開発事業も少なくない︒

リ県の農村でのＮＧＯの村落開発事業に青

私は︑在地を﹁自然と持続的関係を保ちな

貧困撲滅のためだけならば︑工業開発を行
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能となる︒社会主義を標榜した国々で行わ

によるトップダウンの計画によってのみ可

する農村開発事業は︑並はずれた国家権力

過去や現在を消し去った農村社会を再構築

はいかない︒未来の必要性のみによって︑

らしてきたアジアの村々の農村では︑こう

し︑生産と生活が不可分で︑幾世代もが暮

ャンバスを出現させることができる︒しか

査研究はあまり意味がない︒なぜなら︑調

開発の事業計画策定には︑実は︑細かな調

と研究の難しさはこのあたりにある︒農村

実施時の常である︒農村開発における実務

な要素が表面化してくるのが農村開発事業

頓挫することも起きる︒把握されない複雑

時には思ってもみなかった原因が発生し︑

村開発事業計画が実施の段階で︑計画作成

まくいかないことを如実に物語っている︒

現実が︑工業開発的発想では農村開発はう

画が多くの場合失敗に終わっている︒この

ともしないトップダウンによる農村開発計

わけにはいかない︒計画修正など認めよう

み立てられた計画を実施すればよいという

件がきまっていて︑細部にまで論理的に組

彩画的なのであり︑工業開発のように︑条

からみあった結果として現れる︒まさに水

ユヌースさんが目指したように︑研究と実

査研究の結果をもとにした事業計画は村々

修正への柔軟さを奪うので悪影響となる︒

務は︑参加型のアクションリサーチとして

れた大規模農村開発は︑農村社会改造であ

事業実施において問題が発生した場合︑疑

一体化し︑
﹁在地の自覚﹂という実践感覚

農村開発事業が絶えず柔軟性を保つために

らみは在地の証であり︑しがらみを受け止

うべきは︑事業内容と方法にあると第一に

から出発したものであることが強く望まれ

の事情により実施段階で絶えず修正を迫ら

めることが農村開発の関係者に求められる︒

考える柔軟な姿勢を実務者がもつことが重

る︒

り︑
﹁在地の自覚﹂とは程遠い︒住んでい

②農村開発による変化

要となる︒自らを疑うという研究のセンス

は︑研究的要素を事業に組み込んでいくこ

水彩画の修正は︑下絵に絶えず影響され︑

は︑農村開発実務の基本的なセンスとなろ

とが不可欠である︒しかし︑カーンさんや

修正しようとしたイメージどおりにならな

う︒グラミンバンクにしろ︑コミラモデル

れるからである︒むしろ︑細部にわたるビ

い場合も多い︒自分が予想しなかった変化

にしろ︑実務と研究が一体化し︑農村とい

① 不 破 信 彦﹁ 農 業 金 融 論 講 義 ノ ー ト ﹂
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