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【言及のあったプレゼンテーション・スライドにのみ講演内容を記載しております。ご了解ください】 

皆さん、本日はお忙しい中お越しいただ

きまして、ありがとうございます。本セン

ターのセンター長を勤めております北脇

と申します。本日は 20 分という短い時間

ではございますけれども、この時間の中で

これからセンターが５年間、どのような活

動をしていくのかをご説明したいと思い

ます。 

 

 

 

 また、今までセンターは、８年間活動を

して参りました。そのときの内容も振り返

って、今後どういった使命を持ってセンタ

ーを運営していくべきか皆さんにお伝え

できれば、と考えております。きょうは、

ここに示しましたように、センターに関す

るいろんなことを説明する、これが 初に

するべきことかなと考えております。 

 

 

 

まず、センターの名称でございます。セ

ンターの名前をどういうふうにしようか

と、いろいろ考えて、キーワードを見てい

ったところ、やはり今の世界、国際。かつ

て国際というのは、先進国とのお付き合い

だったのですけれども、これからは途上国

とのお付き合いであるという意味で、国際

には開発途上国に対するいろんな支援、協

力、または共生ということを考えておりま

す。 

 それから、世の中、世界中、いろんな対

立の軸があります。貧富の差、それから宗教、民族。いろんな対立があります。対立の反対の言葉と

して「共生」を持ってきました。先進国、開発途上国の共生、貧富の共生、そういうところを目指し

て社会をつくっていく、こういう手法を研究するセンターということで、こういう名前を付けたわけ

でございます。 
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 これが今を去ること、９年前になります。かなり前の話でございます。そして、英語ではなかなか

表しにくいので、「The Center for Sustainable Development Studies」、こういう名前で始めました。 

このセンターはどういうふうに設置されて、どういう期間存続したのかということを申し上げます。

今までのセンター、おととしまで続いておりましたセンターですけれども、そのときは文部科学省の

助成でありますオープンリサーチセンターというようなスキムで設置されました。 

 きょう配布されました資料には、この講演の概要以外にもニューズレターがございます。そのニュ

ーズレターの 初のページには、その経緯が書かれております。それもあとで参照していただければ

と思います。 

 オープンリサーチセンターという名前で、2001 年から 2008 年、活動をして参りました。2009 年度

は、１年お休みをいただきまして、今年度から新しいスキムで、新しいセンターを立ち上げました。

ただし、その意図するところは同じということで、名前は変えておりません。 

 今回、文部科学省の私立大学戦略的研究基盤形成支援事業というものがございます。まさに、われ

われが目指すところであると考えまして、世界各地、特にアジアの途上国を中心に研究基盤をつくろ

うということを目指しております。2010 年から 2014 年までの５年間を目途に活動をするということ

を考えておりますが、可能であれば、そのあとも何らかのかたちで、引き続きわれわれの使命を全う

していきたいと考えております。 

 そのセンターの使命ですが、 初に立ち

上がりました旧センターは、３つの使命を

持っております。研究者の養成。実際、こ

のセンターの〓アールエー〓、研究員等を

経て大学の教員になった者もおります。ま

た、博士号を取得した者も多数おります。

研究者の養成と、実際の現場で、国際協力、

町づくり、そういった分野で働く高度専門

職要人養成、それから研究成果の崩壊、こ

れが旧センターの使命であったわけでご

ざいます。今回、新センターを立ち上げる

に当りまして、これに加えて、国際的な拠点形勢というものを強く意識して、活動をしていく。これ

が新センターの使命でございます。まず、われわれが今まで何をしてきたかということを説明した上

で、これからの新しいセンターの内容を、重くとするところを見ていきたいと思います。 
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 旧センター、2001 年から 2005 年までの

間と、それを延長した第２期と称しており

ますが、2006 年度から 2008 年度の期間で

旧センターの運営を行って参りました。

初はアジア第１都市圏の地域を対象とし

た定住環境の形勢整備、または、環境構成

社会論、それからデータベースの構築、ま

たシミュレータの開発。この３つをプロジ

ェクトとして立ち上げたわけでございま

す。この成果に関しては、旧センターのと

きに出しました書籍、または報告書等がこ

の会場を出られたところにございますので、コーヒーブレイクのときに手に取ってご覧いただければ

と思います。また、第２期は、環境共生社会の形勢方策とその新たな展開ということで、この第１期

を踏まえて、さらに要支援国、東ティモールのような紛争終結国、いろんな場面の国を新たに支援す

ることを目的として、第２期を設定しました。これが、旧センターの研究プロジェクトでございまし

た。 

そのときの様子を若干、ご説明申し上げ

ます。シンポジウムを毎年１回、大きなも

のを開催して参りました。今回は立ち上げ

の時期、初年度ということで、割とこじん

まりしたかたちで開催しております。これ

は井上円了ホール第１キャンパスでござ

いますが、こういった場所で、この新しい

センターでも、今までのセンターのように

同時通訳付きで、日本語と英語でシンポジ

ウムを開催します。こういったかたちで来

年からは、やっていきたいと思っておりま

す。世界各国で活躍される方々もお呼びして、いろんなことを議論する場を毎年設けております。こ

のときには、環境共生社会のこういった町づくりということで、開催されたときの映像が出ておりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 



Symposium, 10th December 2010, Toyo University  

- 16 - 

また、センター独自にいろんなところへ

調査団を派遣しまして、要支援国の実情を

把握し、そこからリソースパーソンを呼ん

で、講演をしていただくということを行い

ました。こちら、東ティモールには、ホル

タ当時外相を訪ねましした。今大統領をさ

れておりますけれども、彼も東洋大学にお

招きをして、名誉博士号も差し上げたとい

う経緯がございます。そういう要支援国の

方々とお付き合いをして、研究、協力、実

務、いろんな場で将来、一緒にやっていけ

ればいいなということで意見交換をしております。これは東ティモールの独立の際に破壊された地域

ですけれども、こういう場所を復旧し、新たに町づくりをして住みやすい国をつくっていく、そうい

う研究もしております。 

 また、研究活動としましてはワークショ

ップ、年に１～２回行っているものですが、

われわれのセンターの中には研究グルー

プがございます。そのいろんなグループの

方々が、研究者が、それぞれの分野での情

報交換、議論をしようということで、ワー

クショップを毎年行っております。これは

そのときの資料でございます。また、ワー

クショップを海外で開催するということ

も行っております。タイで研究をしており

ます町づくりのグループなどは、タイでの

ワークショップを頻繁に行っております。 

 それから、国際シンポジウム。われわれ

のセンターは、今、この白山第２キャンパ

スにございますけれども、かつては群馬県

の板倉町にございました。板倉町では、公

開講座を頻繁に開催しまして、地域の方々

と一緒に、また、地域をさらに良くするた

めにはどうしたほうがいいか、そういった

ことも行って参りました。この旧センター

で行っております活動は、引き続いて新セ

ンターになっても続けていきたいと考え

ております。それから表にも展示してお

りますが、途上国の現状を見せる。または、研究成果を発表する、こういうパネルを展示してお
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ります。 

 開発途上国の方々を研究員としてお呼

びすることを、年に１回ずつ行っており

ます。例えば、平成19年には、ベトナム

からチャンさんですね。コミュニティー

の開発ではいろいろ力を尽くされている

方です。こういう方に２～３週間、日本

で研究をしていただく。そして、帰られ

たあと、センターと一緒に研究活動を継

続する。こういうことを行っております。 

  

 

また、インドネシアからも研究員をお

呼びしています。時々、この研究員の方

も日本へ来られるんですが、実際今、日

本にいらっしゃるようですけれども、引

き続き、特別講義をしていただいたり、

情報交換をしたり、こういったかたちで

世界各国に拠点をつくるということをし

ております。 

 

 

 

また、もう一つ、センター独自のミッ

ションとして、 近の砂漠化の問題とか、

水不足の問題を見るために、この平成20

年度は中国の内モンゴルのほうへ参りま

した。これはその場所で、黄沙が発生す

るような非常に荒れた土地である。水を

使いすぎたことにより、地下水が低下し

て、井戸が使えなくなって、回りが砂漠

化する。こういったところへ行って、調

査をしております。このときの映像でご

ざいます。非常に激しい季節風と、それ

に伴う黄砂の舞い上がりですね。これが日本まで来ているという、まさに発生源です。どういう

ふうにすると、この状況を改善できるんだろうかということも、研究の一環としてやっていると

ころでございます。 
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 また、公開セミナーという名目で、い

くつもイベントをやっております。この

ときは、ベトナムにおける都市との共生

を目指した取り組みも、行っております。 

 

 

 

 

 

 

 

それからシンポジウムとしまして、毎

年１回ずつ行っているのですが、このと

きは、湖が無くなる、海のように大きな

アラル海が無くなる。そういうところに

おける、水と環境の共生をテーマとして、

シンポジウムを行っております。そのと

きには、当時、向こうの農業の副大臣で

ございましたコシェコフさんをお呼びし

たりして、シンポジウムを開催していま

す。われわれの新しいセンターでも可能

であれば、グラミン銀行の総裁の方もお

呼びして、アジアの内発的発展のこともお話いただきたい。そういうふうなことを計画してござ

います。 

 さて、新センターの研究プロジェクト

のことです。プロジェクト名といたしま

して、きょうのテーマであります「アジ

ア開発途上地域における内発的発展の支

援手法の啓発」ということを考えており

ます。センターの研究員、お手持ちのニ

ューズレターのほうに、その顔写真が載

っておりますけれども、いろんな専門の

方がいらっしゃいます。われわれがそれ

を３つのサブグループに分けまして、そ

れぞれ違う観点から、この研究を進めよ

うと考えております。 

 グループ１-１は、国際協力分野からの内発的発展。それぞれの研究員の研究テーマは、お手持

ちのニューズレターの中に詳しく出ておりますので、そちらをご参照ください。 
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 また、サブグループ２というのは、町づくりの方々が中心ですけれども、地域開発分野からの

内発的発展の研究。そして、サブグループ２，こちらは、観光分野からアプローチをいたします。

こちらの国際地域学部または、国際地域学研究科の中には、大きく分けて２つの学科、専行がご

ざいまして、国際地域学専行、それから国際観光学専行というものがございます。 

 こちらのサブグループ２のほうは、国際観光学を研究されている先生方が中心になったグルー

プで、観光、また交通の分野からも内発的発展を研究するという趣旨でこれから研究を始めると

いうことになっております。 

その研究メンバーですけれども、ニュー

ズレターの写真にございますとおり、こ

ういうメンバーで、これからやっていき

たいと思っております。 

 さて、この各研究グループの研究内容、

これを個人個人でお示ししましたけれど

も、これはニューズレターのほうをご参

照いただければと思います。 

 

 

 

サブグループ１-１のほうでは、例えば、

モザンビークという国で、地下水をくみ

上げる井戸をきれいに整備して、ポンプ

を付けて整備している。これはバリの棚

田ですけれども、産業の話、環境との調

和など、こういったところも研究テーマ

の一つでございます。 
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それに関係しまして、かつて行ったシ

ンポジウムとしては、途上国の村落開発

の適正、先ほど松尾理事からもお話がご

ざいましたが、適正技術というのは、途

上国の内発的発展に欠かせないものであ

りますので、こういったテーマをてこに

して進めていければと思います。 

 

 

 

 

 また、サブグループ１-２のほうは、地

域開発分野からの内発的発展、研究とい

うことでございます。こちらのほうも研

究員はこういうメンバーでやっておりま

す。 

  

 

 

 

 

 

例えば、スラム地域、非常に居住環境

が悪いところ。これをどういうふうに改

善していくか。コーヒーブレイクのとき

に、展示してある写真等をご覧いただけ

ればと思いますが、その中にはコミュニ

ティーの開発手法に関する研究もござい

ます。スラムの、またはスクワッターの

改善。それからこれは村落ですけれども、

非常に子供の数が多いというところで、

いかにして発展を促進しようかと。こう

いういろんなテーマをやっております。 
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例えば、ワークショップとしましては、

アジアの都市におけるコミュニティー開

発。コミュニティーというのは、サブグ

ループ１の２のテーマでもございますの

で、こういう研究テーマをこれからもや

っていくということになります。 

 

 

 

 

 

さて、サブグループ２は、観光または

交通分野ということからのアプローチで

ございます。こちらがそのメンバーでご

ざいます。いろんなところに観光資源が

ございます。自然の資源を生かしたグリ

ーン・ツーリズム。それから都市型の観

光、都市の中の交通、環境に優しい交通。

さまざまなことを研究するのがサブグル

ープの２でございます。 
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これに関係するようなことは、かつて

は地域の活性化と観光計画の位置付けと

いうふうにやって参りましたけれども、

これからも観光、交通に関係するような

調査研究、それから情報の提供をしてい

きたいと思っております。 

 

 

 

 

 

 具体的にどういうふうに活動を進めて、情報を公開するのかと申しますと、今後の一通りのメニュ

ーといたしまして、こういうことを考えてございます。初年度はパンフレット、広報資料をつくる、

ニューズレター、これは隔年、数回ずつ発行いたします。英文のものと和文のものがございまして、

それぞれ若干違う内容のものを盛り込んでおります。海外の情報を日本に入れるという意味では和文、

日本の情報を海外への提供という意味では英文。それをホームページに公開することにより、さらに

情報の充分な提供に繋げられると思います。 

 国際シンポジウムは、２年目から毎回１回行います。ことしは１年目でまだ準備期間中でございま

すので、国際という名前を付けずに、シンポジウムを行って、センターのこれからの活動の内容のあ

らましをお伝えするということにとどめております。 

 外国人研究者を２年目より毎年１回、ワークショップも毎年１～２回行います。ことしはワークシ

ョップを来年の１月に予定しておりますが、環境に優しい都市とはどういうものか、そういったテー

マで来年１月にワークショップを行いたいと思っています。それから公開講座も適宜開催。センター

の海外の総合調査も行います。今年は２月にタイやカンボジアで調査する予定になっております。 

 表にも出しておりますが、研究報告書を毎年１回出しております。それから書籍ですが、今までは

８年間３回、書籍を出しております。これから４年間を予定しておりますので、４年間２回、本を発

行したいなというふうに思っております。 

 その他は、個々の研究員は毎年の調査を進める。年間というのは、年の間という意味ですが、年間

を通じて、そういう活動は継続しております。運営としましては、センターの事務局会議、これは毎

週行い、全体会議は毎月。それから評価委員会は年に１回開催する、こういう体制でこのセンターの

事務をやっていきたいと思っております。 

 これは表にもあります、年中報告書、それからワークショップの報告書、シンポジウム、公開講座、

こういったものをたくさん出していく予定でございます。これは公開の図書で表にもございます。そ

れからセンターミッションの報告書、ニューズレター、こういうかたちで広報提供をしていきたいと

思います。 

 これから５年間、このセンターを運営していく課程において、こちらにおいでの皆様方のお力をお

借りするという場面も多いと思います。これから５年間の間ですけれども、当センターの活動にご理

解をいただき、ご協力よろしくお願いいたします。 
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きょうはこれだけ大勢の方がいらっし

ゃる中で、このような発表をさせていただ

く機会をいただきましたことを、この場を

借りてお礼申し上げます。 

 今、私の所属研究所とご紹介いただきま

したけれども、研究という内容でお話する

というよりは、私の略歴にもございますが、

半年前まで３年間、ＪＩＣＡのインドの事

務所のほうで、草の根技術協力、市民参加

協力事業の担当の次長として勤務をして

参りました。そのときの活動の経験につい

て、若干なりともご説明をさせていただく

機会をいただければと思いまして、東洋大

学さんのほうから、誰か講師がいないかというご相談があったときに、私のほうから手を挙げさせて

いただきました。このような機会をいただきましたことをお礼申し上げます。 

 研究ではございませんので、きょうは学生の皆様もたくさんいらっしゃっていると思います。どの

ようなかたちでもあれ、インドでの日本のＮＧＯ、あるいはほかの民間企業、ほかアフターの方々の

活動をご理解いただいて、何らかのかたちで自分も参加できないかとか、あるいは今後サポートいた

だいたり、あるいは、研究の対象としてご覧いただければと思います。きょう、センターの研究員の

方々にも、私のお話の中から、何らかの今後の研究の材料みたいなものがご提供できたらというふう

に思っていますので、そういう機会としてきょうは活用させていただきたいと思います。 

 実は、内発的発展というテーマでござい

ますが、私、実は 25 年前に学生をやって

いたときに、まさにこのテーマについて上

智の川田侃先生とか、鶴見和子先生の講義

を聴く機会がございました。それ以来、内

発的発展という言葉を、そのまま自分の問

題意識の中で設けてきたことがございま

せんので、きょうは改めて、内発的発展と

いうものの定義のところから振り返らせ

ていただきたいというふうに思います。 

 内発的発展の反対概念として、よく言わ

れるのが近代化論、あるいは外生的近代化

発展というものでございます。近代化、あ

るいは外生的発展の考え方に対して、内発的発展というのはどういうものかという点、そこだけをお

話させていただきます。「各地域固有の資源をベースとして、それぞれの地域の固有の点と文化に基づ

きつつ、地域住民の主導により進めていく発展のパターンである」と。こういうような定義が、これ

は、西川潤先生の2004年の論文の中から引っ張ってきたものでございますが、述べられております。 
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その中にどういう要素が含まれている

か。これも近代化論との比較で申します。

近代化論というのは、経済人、それから自

分の利益を 大化するということを常に

念頭に置いた活動をされている人が中心

となった考え方です。これに対して内発的

発展のほうは、発展というのは、常に一つ

のパターンではない。むしろ、多元的で、

多面的なものを持っているものだと言わ

れています。また、単に営利人、経済人は

念頭に置かれているのではなくて、多面的

な人間の発展というものを重視していく

概念であると。 

 ちょっと順番が前後しましたけれども、近代化論のほうは、直線的、一元的発展段階を想定してい

るものであるのに対して、内発的発展のほうは、①番に述べましたけれども、多元的、多面的な発展

経路というものがあり得るのだと。 

 もう一つは、４番のところをそれぞれの比較で申し上げますが、近代化論というのは、どうしても

国家主導、あるいは企業、国家企業による資本蓄積のプロセスを進めるという意味で、国家とか企業

というものがファクターと捉えられている。それに対して内発的発展のほうでは、それだけではなく

て、発展のファクターとして、非営利的な市民社会の役割を重視しているということで、復習を提示

いたしました。 

 その中から内発的発展を進めていくた

めの政策として、どういうものが考えられ

るか。それも西川先生の本から引用させて

いただきます。「地域の経済循環をつくる

ことである。地域のイニシチアティブが重

要であり、そのためには主導的な人物、リ

ーダー、キーパーソンを育成、確保する必

要がある。三番目のポイントとして、地域

独自の文化や、イベントを重視する必要が

ある。四番目は環境の保全を図っていく必

要がある」。 
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 ただ、この中で、もう一つ。これは鶴見

先生が 97 年に書かれた本の中から引っ張

ってきております。内発的発展は、単にコ

ミュニティーの中での日常生活のミクロ

の面だけではなくて、それがマクロの側面

とどういうふうに繋がっていくのかとい

うことを常に意識しておく必要があるの

ではないかと。その中で近代化のプロセス

との対極になりますが、これはブラジルの

経済学者ですけれども、フルタード教授。

従属理論の学者の一人であります。近代化

が進むことによって、おのずと地域の住民

の生活というのは巻き込まれていって、結

果として国内の社会的不均衡を増大させる可能性がある。近代化と、それから内発的発展という考え

方というのは、必ずしも対極、相反するものではありませんけれども、常に近代化というものが、生

活のスタイルに対してどう影響を及ぼすのかということを注意していく必要があるのではないかとい

う問題提起がここでされていると思います。 

 それからもう一つは、スウェーデンの歴史学者ノーダル・アカマンが、スウェーデンについて述べ

ているというセンテンスです。スウェーデンの政府は、より小さな政府を目指す必要があると。逆に

それに対して、小規模で地方分権型の住民参加型社会というものを形勢していくのが、目指していく

方向であると述べられています。そうすると、これを考えていく上で、分権化住民参加型の社会をつ

くっていくということになると、その住民サイド、コミュニティーの側の住民のキャパシティーとい

うものは充分あるんでしょうか。ここの部分が問題意識として出てくるのではないかと思います。 

 次に、ちょっと受け売りでございますが、

ＪＩＣＡで 2006 年に、キャパシティ・デ

ベロップメントという調査研究リポート

を出しております。この中で、キャパシテ

ィ・デベロップメントは、ＪＩＣＡの中で

途上国の多大対処能力が個人、組織、社会

などの、複数のレベルの総体として登場し

ていくプロセスというふうに定義をして

おります。この定義によりますと、内発的

発展というのは比較的コミュニティーの

レベルでの概念かと思いますけれども、こ

れに対してここで申し上げましたキャパ

シティ・デベロップメントは、国一つを総

体として見ている概念として考えられると思います。 

 ただ、その中でも、やはり内発性というものを意識したものです。途上国自身の内発的な努力を後

押しする援助のやり方をわれわれは考えていかなければいけないという認識を持たれております。こ

れを国全体で見ていくだけではなくて、地域のレベル、個人とか組織のレベルで見ていく、そこでも

内発性を重視していくというのが、援助のこれからの方向性と考えております。 

 その中で援助機関としてのわれわれの位置付けということについても、この調査研究リポートの中
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ではご紹介をさせていただいています。ドナーは、途上国のＣＤ、キャパシティ・デベロップメント

の側面を支援するファシリテーターであるというかたちで概念規定がされております。ここで私の報

告の中でもファシリテーターというのは一つのキーワードになりますので、それに注意しながら、こ

のあとのお話を聞いていただければと思います。 

このあと、３年間インドで働いてきまし

た経験で、必ずしもＪＩＣＡの事業ではな

くて、インド政府は何をやっているのか、

ＪＩＣＡと関係がなくてもインドで草の

根レベルでいろんな運動がなされている

ので、これを少し紹介してみたいと思いま

す。 

 皆さんのスライドのほうには、書かれて

いないものも若干、 後に付け加えており

ますけれども、これらが1990年代から2000

年代にかけて、インド政府自身が内発性と

いうものを意識していたかどうかはとも

かくとして、より地域の自主性、主体性と

いうものを引き出すための考え方、先ほども申し上げました地域のリソースをいかに有効活用してい

くのかということを念頭において、いろいろと打ち出された政策についてご紹介をさせていただきま

す。これが全部ではございません。 

 まず、 初のものです。皆さんの中には、マイクロファイナンスについてはご存じの方も多くいら

っしゃると思います。中でもインドの場合は、セガというグジャラート州にあるＮＧＯがかなり昔か

らセルフへルプグループという、助成の自助グループというものを形勢して、その中で小規模の貯蓄

をして、その中で資金を必要とする人に活用してもらおうということで初めてきたイニシアティブを、

より政府がサポートすることによって拡大しようとしたプログラムでございます。 

 これは1990年代の前半ぐらいから、政府が行ってきました。銀行というのは、国立農業農村開発銀

行と言っていますけれども、ナバードの資金をいろんな金融機関に分け、 終的にはセルフヘルプグ

ループに融資ができるというふうな仕組みに持っていくプログラムでございます。 

 その次が、国有林の共同管理、ジョイント・フォレスト・マネジメントというもので、1990年代の

半ばぐらいからインド政府が採用するようになったプログラムです。これは、国有林ですので、国が

細かい管理というものを自分たちでやれるわけではないので、その地域に住んでいる住民がその森林

の資源というものを使ってしまう、切り倒して利用してしまうということがどうしても起きてしまう。

これまでは、住民と国とが、森林の資源を巡って敵対関係にあったところを、逆転の発想で、国有林

の利用についてはその地域の住民に対してある程度の権利を与えて、その引き換えに、住民に対して

森林の保護の責任を担ってもらうというような概念で始まっているプログラムです。 

 そうすると、地域の住民が実際に利用する森林は、だいたい平均すると、200～300ヘクタールぐら

いです。これぐらいの規模の地域を見ていくということになると、それに一番ぴったり来そうなもの

は小規模流域、マイクロ・ウォーターシェッドという概念です。 

 水は高いところから低いところへ流れていく、その流れていくところが川になっていったり、地下

水になったりして、より下流に流れていっているわけですけれども、そういうものがまとまった資源、

一つの水系として利用できるエリアをマイクロ・ウォーターシェッドという考え方で設けているわけ

です。このマイクロ・ウォーターシェッドを一つの単位として、その中での自然資源の管理を地域の

住民に主体となってやってもらうということを進めております。 
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 それから有機生産、オーガニック農業のプログラムも2000年から始まっています。よく皆さん、フ

ェアトレードなどでインド製の物を見る機会もあるんじゃないかと思いますけれども、このフェアト

レードの認証とか、実際にフェアトレードの考え方に基づいて生産されているかどうか、有機生産さ

れているかどうかを検査する仕組みをつくるということを2000 年からインド政府は初めております。 

 これも有名です。世界で 大のセーフティネット・プログラムと言われておりますが、全国農業雇

用保障制度、National Rural Employment Guarantee Act 。これが2005年から始まっております。今

のマンモハン・シン首相の政権の一つの目玉になっているものです。農村で、特に貧困ライン以下の

生活環境の中で生きている貧困層の人たちに農村で 100 日間、 低賃金で雇用を得られる機会を提供

しようというプログラムでございます。 

 それから 後になりますけれども、これは付け加えたものになります。2001年にインド政府はナシ

ョナル・イノベーション・ファンデーションというものをつくっております。これは草の根の発明家

の支援プログラムです。草の根でされている発明、農村で自分たちの生活をちょっと改善しようと始

めたいろんな農村の発明家の発明をちゃんとパテント登録するのを支援して、先進国の大きな企業か

ら囲い込みに会わないように、農村の発明家の権利を保護していくというようなプログラムとして始

まっているものです。 

 これらの政策は、実は政府が自分たちの

問題意識の下につくったというよりは、こ

れに対する働きかけはむしろＮＧＯ、住民

の側から、あるいは市民活動の側から働き

かけがあって、起きてきたものが多くござ

います。 

 順番が前後しますけれども、下から二番

目に、草の根運動というものがございます。

先ほど申し上げましたナショナル・イノベ

ーション・ファンデーションの設立のきっ

かけとなったのは、それよりも８年前から

始まっているハニービーというネットワ

ーク運動です。 

 これは、皆さんも先々月まで生物多様性保護の国際会議というものが名古屋で開かれているんです

が、こういう問題意識はお聞きになられた方が多いと思いんじゃないかと思います。例えば、この薬

草が、エイズに対して有効であるとか、そういう効用が分かってきた物に対して、それを先進国の薬

品会社が囲い込んでしまう前に、住民の側からパテント登録するのをサポートしていこうという運動

が、90 年代の前半ぐらいからすでにございました。それが政府の政策として反映されてできたのが、

先ほど申し上げましたナショナル・イノベーション・ファウンデーションです。 

 これ以外にも、先ほどオーガニック農業の話を申し上げましたけれども、これについても、先に運

動が起きてきております。ここで名詞的に名前のほうを出しておりませんけれども、インドの物理学

者なんですけれど、バンダナ・シヴァさんという方がいらっしゃいます。この方も生物多様性保護の

際に、新聞紙上などでも紹介されていたので、お聞きになられた方もいらっしゃるんじゃないかと思

います。この方は、1980年代から緑の革命で、非常に高収量の多い種子が導入されて非常に評価の高

かった中、緑の革命が起きたことによって、逆に地域の紛争を起す引き金となってしまうような事態
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が幾つか発生していることを、かなり早い段階から指摘されています。 

 何がそうなってきたのかというと、高収量の種子を導入すると、どうしてもその種子を使い回して

２代、３代とやっていくと、段々生産性が落ちてきます。ですので、必ず種子というのは、一回、生

産が落ちたらまた新しく買わなければいけない。買ったら今度は、水をたくさん供給しなきゃいけな

いし、肥料もたくさんあげなきゃいけないと。そうすると、高収量だけでも逆に投入剤というものを

たくさん使わなければいけないので費用も掛ると。 

 しかも、いろんな薬品、農薬なんかも使わなきゃいけないので、体にも良くない。そういうことで

農民は非常に借金を抱えて、生産活動を行っていかなきゃいけなくなっている。ところが、それで大

量生産が成されていくことによって、穀物の価格が下がる。下がると収入が入ってこなくなって、こ

れまで持っていた借金が返せなくなる。実際、今、インドの中で、非常に農民の自殺というものが問

題になっています。そういう悪循環に陥っているところがあると。 

 こんな高収量だけで、リスクが高い種を導入するよりも、もっとその地域の中でもともとあった在

来の種子というものをうまく使っていけば、あるいはその年、その年で多少の季候の変動があったと

しても「あ、ことしはちょっとやばいかも」って思ったら、そのときの作付けを変えるなどをして対

応ができるのではないかということでやってきた。やってきたのが、どんどん在来の種子というもの

が駆逐されていってしまって、今、農民の中でそういう種子を保存している者もない。そういう知識

も段々廃れてしまっている。これを何とか保全していこうということで、ダブダニアというＮＧＯを

設立して、ナガランド州のディマプルに実験農場をつくり、そこで種子の保存を行っています。200

種類以上の米、100 種類以上の麦、その他雑穀やハーブ類の種子をここで保存しています。このよう

な運動がほかの地域でも幾つか見られます。 

 次に書いてあります、ジーン・キャンペーンというのは、ジャールカンド州ほか中部の貧困エリア

なんですが、ここでも地域の中で種子を1000種類ぐらい常に保存しております。そこから種子を農民

に貸し出します。農民はそれで作付けて、収穫したものを借りた種子の３倍にして返済するという仕

組みを行っております。 

 ほかには遺伝子の組み換え種子の導入反対運動もあります。昨年、非常にインドで話題になってい

たのは、ブリンジャルというナスなんですが、カレーによく使われているのですが、これの遺伝子の

組み換え種子というものの導入について、 終的にインド政府は駄目と、健康への影響についてちゃ

んと立証データが示されない限りは、このナスの生産を認めないという 終決定を下しましたが、こ

ういう遺伝子組み換え種子の導入反対運動というものも行われてきました。 

 これはまだ、内発的発展ということでご紹介させていただきます。 後にコミュニティー在団運動

というものがございます。これはもっと 近の話なので、インドの中でもそれほど大きな運動にはな

っておりませんけれども、これは地域の中でその中でもお金持ちの方が、財団に対してイントネーシ

ョンをして、資金をその地域の中で必要なものに活用していくという発想です。これは欧米では非常

に盛んですが、インドではまだ二けたにも達しない小さな取り組みですが、そういう運動があるとい

うことでご紹介だけさせていただければと思います。 
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さて、ここまでお話して、本来きょうお

話しなければいけないのは、インドにおけ

るＪＩＣＡの草の根技術協力と、民間連係

の仲介した事例についてのご紹介でござ

います。きょう、紹介したいと思っている

のは５つございます。ただ、これだけしか

やっていなかったというわけではなくて、

これ以外にも、もっとたくさんございます

し、きょうご紹介する中にはすでに終了し

ているものもございます。それから草の根

技術協力ではなくて、単にＪＩＣＡとして

は、連係の仲介だけをしましたというもの

もご紹介をさせていただいております。 

 まず、一番目の事例は、アーンドラ・プ

ラデシュのスリカクラム県で、現在も…、

終了したってことですね。行われていまし

た岐阜県のソムニードさんという団体の

活動でございます。これについては後ほど

また詳しくご紹介させていただきます。ち

ょっと次に進めたいと思います。ごめんな

さい。やっぱり先に話しちゃいますね。 

 これは、アーンドラ・プラデシュの中で

もこの地域は、隣のオリッサ州との州境で、

非常に山間地域です。そういうところに住

んでいらっしゃるのは、いわゆるカースト

には入らないような人たち、先住民の人た

ちが多くいらっしゃいます。先住民と言っても、インドの定住政策、それから農耕促進という政策を

採っていっていますので、普通の集落に住んで、今や農耕作業をやっております。 

 ただ、そういう中で起きてきているのは、生活が苦しくなってくると、その辺の森から木を切って

きたり、あるいは資源になるようになるものを取ってきたりして、それをマーケットに出して売って

いってしまう。苦しくなるとそれを繰り返すので、徐々に森林資源を劣化していくということがここ

で起きています。 

 それをどういうふうに改善し、劣化を食い止めてより持続的なものにするか、そのためには先ほど

も申し上げました、その地域の住民がそういった問題をきっちり理解して、計画に反映させて維持し

ていく計画をきっちりつくって、どんな活動にしろ、計画的に進めて、出来上がったものの維持管理

もきっちりやっていくというような能力を高める必要があります。 

 ここでソムニードがやったのは、全部研修です。研修しかやっていないというものです。研修だけ

をやって３年を終了する時点で、村人たちはその後、その地域の資源を自分たちで維持管理していく

ためのイニシチアティブも、自分たちで計画して、自分たちで実施できる能力、実施的な中長期的な

アクションプランをつくるまでに至りましたというような事例でございます。もう少しあとで、ご紹

介します。 
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もう一つの事例が、カルナータカ州のベ

ラガーヴィ県ホスペットというカルナー

タカ州の真ん中ぐらいだと思いますが、そ

こで行われた「地球とともに歩む会」ＬＩ

ＦＥさんというＮＧＯの事業です。ＬＩＦ

Ｅさんのスタディーツアーの案内が会場

の外にパンフレットが出ていましたので、

もしご関心のある方は是非、参加していた

だければと思います。 

 この地域というのは、鉄鉱石の産地とし

て非常に盛んなところなのですが、 初に

私が見たときは、火星の表面にいるような

感じで、赤茶けた非常に荒れた大地でした。

なかなか灌漑の恩恵というものが得られない土地でございました。 

 行政区画的には、実は貯水池がすぐ近くにあって、灌漑が行き届いているだろうというので、政府

の支援プログラムからは除外されているんですが、その灌漑のベネフィットがあるのは、それよりも

下流の地域であって、上流に住んでいる人たちには何ら灌漑のベネフィットが来ない。そんな中で、

水資源をどういうふうに活用していくのかというのが、一つの大きな課題となってきたところです。

せっかく降った水資源をその地域で有効活用するためには、まずきっちり水を自分たちの地域の中で

食い止めて、止めてですね、それをちゃんと使っていく。それから農業のやり方も、なるべく水を使

わないような作付けとか、あるいは栽培方法を導入していく。それによって、地域の水資源を有効に

活用していくというキャパシティーを地域の中で育てていくということを、３年間のプロジェクトと

して、これは昨年の10月まで実施されてきたものです。 

 次の事業は、マハラシュトラ州のプネ県

です。プネというのは、大きな町でして、

非常にＩＴ産業が盛んなところです。そこ

から 10 キロ上流にさかのぼると、ちょう

どここでおばあちゃんとかおじいちゃん

が田植えしている写真がありますが、こう

いうところがございます。 

 ここの問題は、近隣にものすごく大きな

ＩＴ産業の町があることによって、若者が

どんどん流出していってしまい、農業生産

の持続性がなかなか確保できないところ

です。そういうところで事業を行っていく

中で、いかにその地域を魅力的なものにして、若者が残って、自分もちょっと頑張ってみようかなと

思えるような村にするか。そのための産業振興をこのＩＣＡ文化事業協会さんはずっとなさっていま

す。現在も実施中で、活動をされております。 

 具体的に、今ここでやられているのは、近隣に大きなマーケットがあるということを一つ生かすと

すれば、牛乳でしょうと。要は酪農、牛の乳を取って、それをプネの大きな市場に集配するというよ

うなことを今現在、活動の中の柱としてされております。 
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 それから今度は逆に、ウエストベンガル

州の上のほうです。山間地になります。ダ

ージリンとか、皆さんよくお聞きになられ

たことがあるんじゃないかと思いますが、

このダージリン県のカリンボンというと

ころで、園芸作物の栽培の研修というもの

を地域の若者に対して実施している団体

が宮崎国際ボランティアセンターさんで

ございます。 

 ここも若い人たちは、なかなか地域の中

に定着しないで、近くの大きな町であるカ

ルカッタなどの町へ出ていってしまうと。

若者が流出するのを何とかして食い止め

たいということで、地域に若者たちが残ってくれるような魅力的な産業を起してあげる。ここにいて

も充分もうかるというような産業興し、農業を行っていくことを目標に活動をしておられます。 

 後は、これは草の根技術協力ではござ

いません。単にＪＩＣＡとしては仲介をし

たものです。きょうはどうしても学生の方

もいらっしゃるので、フェリシモという名

前をお聞きになられた方も多くいらっし

ゃるんじゃないかと思います。これは、ア

パレル製品をカタログ販売されている日

本の企業さんです。 

 フェリシモさんからＪＩＣＡのほうへ

初に相談を受けたのは、「インドでオー

ガニックコットンを指導しているＮＧＯ

を紹介してください」という相談を受けま

した。私どものほうでも、こういう問い合

わせはほかにもありそうだと思ったので、インドのＪＩＣＡの事務所のほうで調査いたしまして、幾

つかのＮＧＯをリストアップしました。その中からフェリシモさんが選ばれたのがハイデラバード、

アーンドラ・プラデシュ州のチュトナ・オーガニックという団体でございます。 

 結局、チェトナ・オーガニックは、いろんな欧米の企業からもこういうようなプログラムを受けて、

いろんなところで実施されていて、同じようなプログラムをやっているわけですけれども、 終的に

選ばれた場所というのが、オリッサ州のカラハンディです。このカラハンディ県というのは、インド

の中で一番貧しい、貧しい中でも も貧しいと言われているところで､借金のかたに人身売買もされる

ようことが1980年代の半ばに起きて、非常にインドの中でも話題になったところです。 

 ここで、オーガニックコットンへの栽培の移行プロセスへの支援というのを今、なさっています。

フェリシモさんのカタログの中で軍手とかＴシャツとかを販売して、その売り上げの20パーセントを

寄金として積み立てます。この寄金をもって、オーガニックコットンの栽培農家のオーガニックへの

移行の支援というものを今現在行われています。これは立ち上がって３カ月ぐらいですので、まだま

だこれからどういう成果が出てくるのか、楽しみなものでございます。 
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以上、５つの事業をご紹介しましたけれ

ども、これらの事業を見ていただいて、一

部分だけ共通しているところ、どれにも共

通してあるものを、幾つか例を挙げてみた

いと思います。 

 大きくは小規模な流域、マイクロ・ウォ

ーターシェッドを一つのコミュニティー

開発の単位として、地域資源の持続可能な

利用を意識しているものです。 

 その多くが有機農業を導入していまし

た。二番目、有機農業を導入し、外の肥料

とか農薬を購入することをなるべく抑制

しようという取り組みが見られます。三番目のポイントとして、人も地域資源であると。人材育成と

か、これまで村を牛耳ってきた古いリーダーだけではなく、若者も入ってきてそれなりに声を発する

ことができるような地域づくりを意識しているものも多くございます。 

 四番目のポイントは、いろんなインカム・ジェネレーションのプログラムでございますけれども、

なかなかインカム・ジェネレーションをやったけれども、売れないというようなことが非常に問題に

なることが多くございます。インカム・ジェネレーションをやるにしても、つくった商品をどこに売

るのかとか、売るための材料をどういうふうに確保するのか。あとは仕入れ値に対して売値をどうい

うふうに付けるのかとか、そういうマネジメントのような能力についても、配慮をされているものが

多くございます。 

 もっと大事なのは、日本との繋がりでございます。スタディーツアーの企画もありますし、さきほど

のプネのケースであれば、プネの町に住んでいる日本人の方をスタディーツアーとしてお招きするこ

となどもされております。フェリシモさんのカタログでは、オーガニックコットンのプロジェクトが

どうなっているのか、カタログの中でリポートされていることもなさっております。 

さて、ここまでお話申し上げたことで、

ここからは草の根技術を、これまで経験を

３年間インドで成してきた中で、私がちょ

っと感じた問題意識というものをご紹介

したいと思います。 

 まず一つは、協力機関は、草の根技術協

力の場合、 大３年間です。ちょっと理由

があって５年間になったところもござい

ます。期間が短いということについて、非

常に大きな制約ではないかとずっと感じ

ておりました。 

 要は、３年間の間にいろんな事業をやら

なければいけない。計画をいろいろ詰め込んで、だけどもうまくいったかどうか、かなり住民がやる

気になってくれないとなかなか動かないから、計画遂行に対してどんどん焦りが起きてくる。どうし
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ても焦って、焦って、 後は住民に助け舟を出してしまい、それによって住民が「あ、これはあの人

たちのプロジェクトだよね」と、主体性が低下してしまって、持続可能性が低下していくという悪循

環に陥る可能性があるんじゃないかというのは、ずっと、常々感じておりました。 

 それから、だいたい外から入ってくる、いろんな団体の方々って、皆さん、それぞれミッションを

お持ちです。例えば、ＨＩＶ、エイズの対策を何とかしなきゃいけないとか、それから女子教育を何

とかしなきゃいけないとか、必ず何らかのミッションをお持ちになって、無難にアプローチをされま

す。ところが、実際村でお話を聞いてみると、実際そういうニーズはなくて、別のニーズがあったり

する。 

 例えば、鳥インフルエンザが発生したから、何とかしてくださいって言われたときに、「いや、うち

はＨＩＶエイズしかやっていません」というようなことが起きかねない。常にそういうジレンマとい

うものはあるんじゃないかというのは常に感じておりました。 

 それと、多くの方々は、それが問題だと思うから、村に対してアプローチをされます。そういう認

識を持って村に入られると、村人っていうのは賢いですので、そういうふうに言ってくれるんだった

ら、それも問題かなって思って、「それ、問題です。やってください」っていうかたちで誘導してしま

う可能性があると思います。 

 三番目のポイントは、多くの場合、短期間で事業を行おうとすると、その事業に必要な受け皿とし

て何らかの住民組織というものを必ずつくります。そうすると、村にはすでにパンチャヤトとか、村

落議会とか、それらの仕組みがすでにあります。そういう中で新しいものをつくる。で、これまで多

くの村はそういったものに蹂躙されてきて、住民組織が幾つもできて、「いったい自分はどれに所属し

ていたっけ」ということになりかねない。村にすでに存在しているような組織制度と、この事業を行

うためだけに特定の目的でつくられる住民組織との間でどういうふうに折り合いをつけるかいうこと

が一つ、問題意識としてあると思います。 

 それから四番目のポイントは、繰り返しになりますが、非常に援助慣れしております。その中で自

分たちのやることは違うんだという、違いをどういうふうに見せるのかっていうのは、大きな課題で

あったと思います。 

 ５番目は、ジェンダーとかエンパワーメントとか、あるいは人権とかいう概念は外の人たちが持っ

ているもので、住民自体は持っていません。ですので、それをどういうふうに意識付けするのか。あ

なたたちの権利だから、ちゃんとやりましょうよって言っても、それだけではなかなか住民は動かな

い。新しい言葉を持っていくと、なかなか受け入れてもらえないところがあると思います。あとは、

協力期間が終了したあと、どういうふうに村とかかわっていくのかということも課題としてあると思

います。 
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結局のところ、草の根技術協力は３年間

で内発的発展の持続性というものを確保

できるかどうかと、これが大きな課題なの

ではないかと思っておりました。それに対

して、本当はきょう、お話したかったので

すが、あと５分ということですので、この

部分を実はもう少し深掘りしたいところ

があって、なかなかできないのですが、そ

ういう中で、３年間という期間限定の中で

も、内発的発展を将来的に保障できるよう

な仕組みは、つくれるのかも知れないと思

った一つのケースが、きょうご紹介したい

と思っているソムニードさんの活動でご

ざいます。 

 これは先ほど申し上げましたが、研修しかやっていませんというふうにご紹介しました。 初から

プロジェクトという概念を持ち込まずに、 初にやったのは、われわれ、外からアプローチする者と

しては、村は貧しいものだ、問題が必ずあるんだという意識で臨むのではなくて、村にあるものはい

ったい何なのかと、そこから考えていこうと。 

 初にやったのは、植物図鑑をつくる。これは写真の下のほうのものが植物図鑑の実際の事例なん

です。図鑑をつくって、村人がもともと持っていたその地域の資源はいったい何だったのかを一つ、

ビジュアルなかたちで示すということを取り組みとして、 初にやりました。 

 あと、「あなた、これ、何々しなさい」という言葉で言われると、言われたほうが「何だよ」ってい

うふうになるわけですが、そこは「そういうふうにしなさい」っていうことではなくて、「これはどう

したらいいんですかね」と、要は質問をどんどん投げかけていって、その中から村人に問題に気付い

てもらって、自分たちでやろうと言い出すのを待ち続けたと。待って、待って、待ち続けて、それで

ようやく行動、意識が変わっていくというところで、必要とされる、自分たちはこういうふうにした

んだけれども、だけど自分たちの知識とかノウハウがないんだねっていうところを研修で補うという

ことを、ずっとなさってきました。 

 あとは、この辺のことは読んでいただければそのままです。実際に、このソムニードの事業地、私

が離任する前、ぎりぎりだったんですけど、見て参りました。見てきて印象に残ったことを申し上げ

ます。まず、ＮＧＯのスタッフがそこの事業で何をやったかって紹介されるのではなくて、住民自身

がそこで自分たちはこんなことをやったんだよと、たどたどしい口調ではありましたけれども、自分

たちの歴史、取り組みというのを自分たちで語ってくれるということがありました。自信を持って語

ってくれました。 
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 あと、待ち続ける中で協力期間の後半

になって、幾つかのアクション、変化が

起きてきました。本当に待ち続けるとい

う時期はＪＩＣＡとしても非常に大変

な時期で、 初の一年は植物図鑑しかつ

くってないのかと、随分私も事務所の中

で上のほうからも、「あれは大丈夫なの

か」って言われました。 終的に３年た

ったときに、これだけのことが変化とし

て起きてきて、先ほども申し上げました

が、そのあと、自分たちで、地域の資源

を運営管理していくアクションプラン

というものを 終的な成果品として作

成するところまで繋がってきました。 

 研修を通じて、古いリーダーではなくて、ニューリーダーが育ってきました。若者も自分たちの発

言を聞いてもらえることが分かってくれば、「じゃあ、残ってみようかな」と。実際、ここでは若者の

村外への流出が段々少なくなってきていると報告を受けております。 

 あと、それぞれマイクロ・ウォーターシェッドの管理には、植林とか、いろんなインフラ整備があ

りますけれども、それぞれ具体的に裨益面積がどれだけか、それに掛る費用はどれぐらい掛るか、構

造計算をきっちり住民が自分たちでやって、それを実際の活動に繋げていきました。 

 非常に効果と持続性の確保ができた活動をされていたかと思います。 後は、インフラをトレーニ

ングしかやらなかったって言ったので、実際、そういう構造物をどういうふうにつくったのかと言う

と、政府がいろんなプログラムを持っていて、その資金をうまく活用すればできると。これは実際に、

さっき申し上げました全国農村雇用保障制度の助成金を使ってつくったんだということを説明してく

れたりしたこともございました。 

 ここは簡単に、おさらいみたいなかたち

でまとめたいと思います。外部者としてわ

れわれが、村にアプローチをしていく中で、

どうしても求められる要件は、言ってみれ

ばファシリテーションでございます。しか

もファシリテーションを行うにあたって、

彼らはどういうふうな方向に誘導してい

くのかに対しては、ある程度の相場観を、

われわれは持っていく必要があると思い

ます。それには、ニーズが出てきた研修に

対して適した研修を提供するようなネッ

トワークも必要になってくると思います。 
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さらに、これはもっと重要だと思います。

先ほどから繰り返しておりますが、自分た

ちが何らかの働きかけを村に対してした

ことは、その村に対して、どういう反応、

影響を与えているのかということを必ず

意識していく必要があると思います。 

 これを申し上げますのは、例えば教育、

学校へ通わせようと、教育なんて非常にア

トラクティブで、多くのＮＧＯさんが取り

組んでいらっしゃるところなんですけど、

それをやって、要は、学校に通うことにな

って、逆にその家庭、コミュニティーの中 

で世代を越えて語り継がれていくような

在地の知識、この薬草は何に使えるとか、

これは何で食べられるかとか、この花が咲

いたら、そろそろ何々を作付けする時期だ

とか、そういうような知識が世代を経るこ

とに段々廃れていくことが、実際の現象と

して見られます。教育をやっていくのを駄

目だと申し上げるつもりはありませんけ

ど、どう折り合いをつけて、われわれの活

動を展開していくのかを、常に考えていく

必要があると思います。 

 

 

 ＪＩＣＡの報告書の中でも、外部者とし

てどういう役割があるかというのは、こん

なかたちでご紹介をさせていただいてお

ります。その中で今、ＮＧＯの取り組みば

かり言っていて、ＪＩＣＡはどう取り組ん

だのかということはお話しておりません

でしたけれども、単に、草の根技術協力で

資金を提供するだけではなくて、マッチメ

イキングができていないところはマッチ

メイキングするとか。先ほどのオーガニッ

クコットンの話であれば、ＮＧＯさんを紹

介してくれと言われたときに、多分同じニーズがあるだろうからというので、オーガニックコットン

の栽培の実態調査をわれわれのほうでやって、情報提供をウェブ上で掲載いたしました。 

 それによって、オーガニックコットンについては、いろんな日系の商社さんとか、あるいはほかの

アパレルの関係の企業の方々も、ＪＩＣＡに行けば何らかの情報が取れるというかたちでアプローチ
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していただけるようになって参りました。 

 あとは、研修のニーズに皆さんにお答えいただけるように、研修機関というのはどこにあるのかと

いうようなことを調べて、情報提供を各実施団体の皆さんにご紹介させていただいたりしています。

あとは、その地域の中で、そういう活動をやっていますということを、その地域のローカルメディア

に紹介するというようなことも、ＪＩＣＡのほうで取り組ませていただきました。 

 すみません。時間をオーバーしておりま

すけれども、 後の結論の部分です。繰り

返しになりますけれども、きょうは特に草

の根技術協力に対してフォーカスして、ご

紹介をしましたが、内発的発展のプロセス

の支援に、ＪＩＣＡのスキルとして一番私

がマッチしているのは、草の根技術協力で

はないかと思っています。 

幸いなことに、この事業仕分けで大変な

中でも、草の根技術協力の良さについては、

かなり拡充をしていただいて、政府のほう

からも温かく見守っていただいております。是非、これを有効活用するかたちで、今後、いろんな方

にご参加いただければと思っております。 

ただ、常に考えておかなきゃいけないのは、協力機関には必ず制約がございます。その中で、どう

しても急いで詰め込みをやってしまわないこと。やると、住民の主体性を損ねてしまうリスクを、常

に私たちは考えておく必要があると思います。 

３年間というのは、逆転の発想で、何かを残す、物を残すというのではなくて、トレーニングを通

じてその人たちの能力を高めるというところに特にフォーカスしてやるやり方もあり得るのではない

かというのが、きょうのお話の中でご紹介できることかと思います。それに当っては、外部者として

の私たちは、村の人たちとのコミュニケーションをどういうふうに取っていくのか。それに当っては、

近ごろ、多様なファシリテーションのハウツウ本が世の中に多く出ております。どれも参考になる事

例がかなり含まれておりますので、こういうものを参考にされて村に入ったときに、村人の実勢を損

ねないようなかたちで、どうコミュニケーションを図っていくのかということについて、皆さんも意

識していただければと思う次第です。 
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後に参考文献を幾つか示しましたけ

れども、時間をオーバーして、ずうずうし

くも、一つだけちょっとご紹介させていた

だきたいのですが。ソムニードさんが、草

の根技術協力の経験を踏まえて11月に『途

上国の人々との話し方』という本を出版さ

れています。 

きょうのスライドの中で、ソムニードさ

んの本の表紙だけ、植物図鑑の上のところ

に表紙だけちょっとご紹介して、あとは参

考文献リストの 後のところにご紹介さ

せていただいております。 

 こういうやり方があったのかと、実は、私も３年間インドにいて非常に参考になりました。これが

例えば、参加型開発のプロジェクトを実際に現場に行って、実際にそれが住民にどれだけ定着してい

るかっていうのを見る際には、こういう質問の投げ掛け方をすれば、本音が聞けるのかなと分かった

気がいたしました。今後の自分の活動にも役立てていきたいと思っております。是非、多くの皆さん

にもそういった本を読んでいただければと思っておりますので、この場を借りてピーアールをさせて

いただきました。きょうは、ありがとうございました。 
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講 演 者 

 

 

束村 康文 

 認定 NPO 法人ブリッジ・エーシア・ジャパン 

ミャンマー駐在代表・海外事業統括 

 愛媛大学法文学部文学科 1983 年学士 

 筑波大学環境科学研究科 1985 年修士 

  理学博士(東京都立大学) 1990 年 

  

  

 

職 歴 

 

1990 年  日本国際ボランティアセンター（ＮＧＯ）東京事務所主任研究員 

1993 年  ブリッジ エーシア ジャパン（ＮＧＯ）東京事務所事務局次長 

1995 年  ミャンマー駐在プログラムマネジャー補佐 

「ＵＮＨＣＲ難民定住促進事業（職業訓練等）」調整員 

1998 年  株式会社西日本科学技術研究所 主任研究員 

1999 年  ブリッジ エーシア ジャパン（ＮＧＯ） 

ミャンマー駐在シニアプログラムオフィサー、理事 

2003 年  スリランカ駐在・駐在国代表、理事 

2006 年  東京事務所およびミャンマー事務所 

海外事業統括、事務局次長、理事 

 

 

主な活動 

 

ＪＩＣＡ開発パートナー事業「中央乾燥地生活用水供給事業」プロジェクトリーダ

ー（於ミャンマー） 

ＪＩＣＡ草の根「紛争被災地域での農漁業機械関連技術の普及および生計向上」プ

ロジェクトマネジャー（於スリランカ） 

ＪＢＩＣ提案型調査「ＮＧＯによる女性の自立支援にかかる調査」地域開発専門家

（於スリランカ） 

ＪＢＩＣ提案型調査「病院排水処理と衛生教育を通した水環境整備の効果向上」教

育啓蒙専門家（於ミャンマー） 
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【言及のあったプレゼンテーション・スライドにのみ講演内容を記載しております。ご了解ください】 

  

はじめまして。ブリッジ・エーシア・ジ

ャパンの束村と申します。本日は、ミャン

マーでのＮＧＯの実践経験から内発的発

展ということを見てみて、私が考えたこと

を話したいと思います。 

 

 

 

 

 

まず、ブリッジ・エーシア・ジャパンにつ

いて、若干紹介できたらと思います。略称

でＢＡＪと言っているのですけれども、Ｎ

ＧＯです。1993年に設立されまして、今現

在ミャンマーとベトナムの二つの国で、駐

在員を派遣して活動しています。主にミャ

ンマーでは、生活基盤整備と、技術トレー

ニングをやっております。ベトナムでは、

子供の環境教育とか、生活改善をやってお

ります。 

 

 

ＮＧＯの場合、非常に小さな規模で、焦

点を絞ってやっていくということのほう

が多く、ニーズに対して、我々側の協力で

きる側のキャパシティー等が限られてい

るので、何か切り口を設定して、アプロー

チの方法をある程度決めてやっていくの

ですが、ＢＡＪの場合、こういうことを主

に念頭に置きながらやっています。一つが

技術です。もう一つが技術を住人に結び付

けて、自立の支援をしていくということ。

三番目が地域活性化、あるいは地域インフ

ラの整備ということを念頭に置いてやっています。 
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 今回、主にお話をすると、ミャンマーで

の活動なのですが、今、ＢＡＪでは、ミャ

ンマーに７カ所、事務所があります。ミャ

ンマーは広いわけですが、大きく分けて中

央部の乾燥地域と、国境地域。西側の国境

と東側の国境に事務所を置いて、活動をし

ています。 

 それぞれ、同じ国の中でも当然自然条

件も違えば、ニーズも違うし、社会条件

も違うということで、それぞれの場所で

違うアプローチの方法で、違った活動を

しています。 

  今回お話をする場所なのですが、中央

乾燥地域です。ミャンマーは熱帯モンスー

ン地域に含まれており、基本的に年間降水

量は全体的には多いのですが、この中央部

に関しては、モンスーンのちょうど裏側に

なるので、年間降水量は非常に少なくなっ

ていまして、お米は取れません。ゴマとか、

ピーナツとか、ナツメヤシとか乾燥地域に

強い農業で生計を立てています。 

 

 

 生活用水の供給ということで、水源とい

うものが重要なのですが、雨期はため池で、

乾期は井戸を使っています。詳しく場所を

地図で見てみますと、これは村の分布図と、

ＢＡＪの事務所の場所を表しているので

すけど、だいたい100キロ掛ける100キロ

ぐらいの範囲のところの村の数が500ぐら

いあります。それぞれ世帯数が 30～50 ぐ

らいから、300 世帯ぐらいの村が分散して

おります。ミャンマーでも結構古くからあ

る場所なので、伝統的なコミュニティーが

独立して発達している村です。 
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 もう少し詳しく村の様子を見てみま

す。これは飛行機の上から写しました。

村があって、すぐ近くにため池があると

いう、これが典型的な村の様子です。水

は、雨期の間はため池から持ってきてい

て、写真が出ていますが、バケツを使っ

て水くみをしたり、牛に水タンクを引か

せて運んだりということをしています。 

 問題は、乾期になってからです。乾期

になると、ため池が枯れるので井戸が必

要になってきて、井戸がない村では、遠く離れた隣の村とか、もっと遠く離れた村まで行かない

といけないという大きな課題としてあります。 

 非常に水と暮らしが大きく関係してい

まして、第一に所得と関係しております。

というのは、水くみ労働が非常に大変で、

乾期の間は、例えば夕方５時ぐらいから水

くみを初めて、遠くの村まで行って帰って

くるというので、４～５時間水くみに掛っ

たりします。朝も同じようなことがあって、

仕事の時間を確保できないということが、

一つの大きな課題としてあります。 

 

 

 

 二番目に、生活用水が不足することで、

水浴びができないとか、洗濯ができないと

か、非常に病気がはやったりとかします。

三番目に教育というものがあって、結構教

育にも関係しています。水くみに忙しい時

期に、子供たちが家のことを面倒見なけれ

ばいけないので学校にいけないというこ

とがあります。村によっては、乾期の間は

学級閉鎖になることもあります。この地域

でＢＡＪがやっていることは、村で一つの

井戸を確保しましょうということ、水を安

定的に確保するために井戸の自主的運営をやるようにしていきましょう、ということをやっています。 
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 この地域に関しては、水が村の主要な課

題になっています。いろんな教育、所得、

保健衛生に関係してきているのですが、水

を得るための井戸をコミュニティーでど

うやって維持、管理していくかということ

が、非常に重要です。そのためにどうやっ

て村の力、自らの内発的発展という言葉が

言えるかと思うのですが、内発的発展をつ

くっていくかということが一つの課題と

してあります。 

 

 プロジェクトチームをつくって今やっ

ています。全部で 30 人ぐらいいるのです

が、日本人は一人か二人ぐらいかかわって

いて、あとはミャンマーの方です。99年か

ら約 10 年間やっていまして、私自身 初

からずっとかかわっています。井戸を掘る、

つくるということ、壊れた井戸を修繕する

ということ、地質を調査し、維持管理をす

るということをやっています。 

 このチームの中で、当初の構成としては、

半分ぐらいが都会出身の技術者とか、シニ

アスタッフで、半分が地元の青年たちをまず雇いました。徐々に地元の青年たちに力を付けてもらっ

て、都会出身の技術者等は、また徐々にほかへ移っていくというようにしていきました。今、約10年

たって、だいたい一人を残して、あとの人は中央乾燥地域の村の出身の青年たちです。10年前、30歳

だった人が今40歳ぐらいになって、今、中心になってやっています。 

井戸を建設するっていうこと自体は、あ

る意味で技術的なプロの仕事で、訓練、ト

レーニングをしながらやっているわけな

のですが、電気探査から始めて井戸を建設

し、修繕するという、一通りのことを地元

出身のスタッフでできるようにしていっ

ています。 
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 ちょっと詳しく井戸というものを見て

みたいと思います。100 メートルから 300

メートルぐらいの深い井戸で、ここに出て

いるような機械を使わないと掘れないの

ですけど、地質的に深井戸でしか水が得ら

れない地域で、割りと浅いところでもある

ことはあるのですが、限られた雨期の間し

か水がありません。一年中水が得られるた

めにはかなり深く掘らなければならず、こ

ういった深井戸になっています。 

 

 

 問題は、水位が低いので、それをどうや

ってポンプアップするかということです。

ポンプを使ってくみ上げるのですが、ポン

プを使うためにはエンジンが必要で、エン

ジンを回すためには燃料やメンテナンス

が必要ということになります。 

 これが井戸なのですけど、地下にある

ので、見えはしないのですが、井戸とポ

ンプがあってそれを動かすエンジンがあ

って、給水タンクがあります。地元の村

人が夕方とか、時間を決めて、この給水

タンクから水を取っていきます。その近くに水管理委員会の人がいて、水代を徴集するというか

たちでやっています。 

 この中で井戸を建設する部分は、ある程

度外部者であるわれわれがやるのですけ

ど、維持管理については、水管理委員会、

村で選ばれた水管理委員会が維持管理を

することになっています。もともと、ある

村もあればない村もあって、なぜある村が

あるかというと、ため池があるんですね。

村人はため池を使っていたのです。村が発

祥してからだと思うのですが、ため池管理

委員会みたいなものがあって、そのため池

管理委員会が今は水管理委員会になって

いるということも、結構あります。 

 この水管理委員会が中心になり、村人がいて、ちょっと技術的なことが分かるエンジンとかポ
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ンプをやる人がいて、この三者が井戸を管理していきます。そのポイントとして、重要なことは

お金ですね。資金をどうやって生み出すかということです。基本的に水道料金を徴集するので、

それを使っていくんですね。それをどう運営管理していくかということと、三番目が技術的な面

であります。 

 維持管理の力をつくるというふうに、ど

うやって自分たちで自ら発展しながら維

持していくかということで、いろんな、ど

ういう方法があるのかということをいろ

いろ考えました。まず、 初に試みたのが、

普通のやり方なのですけど、建設プロセス

に参加しましょうという参加型です。二番

目に当然技術的なことも必要なので、技術

トレーニングをしましょうということで、

１と２をまずやりました。 

 やっているうちに分かってきたことが、

村によってすごくでこぼこがあるというか、うまく行く村もあれば、うまく行かない村もあって、う

まく行く村とうまくいかない村の違いは何かというと、能力とか知識の差ではなくて、実は村の中で

の情報の行き来がすごく不足していたり、例えば、水管理会があるんだけど、実は村人の意見を全部、

水管理委員会が対しているわけではないと。結構よくある話なのです。そのために村の中で話し合う

必要じゃないかということがありました。 

 もう一つが、結構幾つかいい村があって、いい村があるんだけど、その村から学ぶことができない

というか、うまく情報が行き来しないんですね。村と村での情報交換、比較検討ということになりま

した。 

 ちょっと詳しく一つ一つ見ていきたい

のですが、建設のプロセスがあって、だい

たい３～４カ月掛ります。村の人と話し合

いながら場所を決めたりとか、作業分担を

決めたりしていきます。作業で人手が掛る

ものは村の人に手伝ってもらうというや

り方で、建設プロセスになるべく村の人た

ちにも参加していってもらいます。 

 井戸をつくること自体は、やはりきち

んとした技術的なプランでやるので、そ

れはＢＡＪ側の技術者がしっかりやるの

ですが、一つ重要なことは村の伝統的なやり方に従うということがあります。伝統的な行事とい

うか、井戸を掘る前にお坊さんを呼んできて、占いをしてもらってとかですね。何月何日、何曜

日の何時から掘ったらいいとか、いろいろあって、そういうものは必ず従わないと村人から信用

されないということがあって、必ずそうするようにしています。ですから、私も井戸を掘る１週
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間ぐらい前にはお寺に行って、お坊さんに一応聞いておいて、それから井戸を掘るようにしてい

ます。 

 やっぱり一つの事業に技術面の能力を

向上させるという点です。各村でエンジン

やポンプの毎日の点検とか操作を担当す

る人を採用してもらって、その人が基本的

な点検とか、至極簡単な修理はできるよう

にして、村である程度自立して毎日のこと

はできるようにしていきます。簡単なこと

なので、だいたい３～４日あればできるの

で、３～４日のトレーニングを設定して、

村人に来てもらってトレーニングをしま

す。 

 このとき重要なのは、みんなが集まるということです。集まることでほかの村で同じようなエンジ

ンのことをやっている人が集まって、情報シェアをして、知り合いになって、村に帰っていったとき

に、自分のところで問題があったときに、この前会ったこの人に聞こうというので、ネットワークが

自動的にできていくわけですね。そういうお互いの知識交換というものが非常に重要になります。 

 もう一つは技術面なのですけれども、ど

うしても村人だけではできない部分があ

って、それをきちんと技術的バックグラウ

ンドがあって、修理ができる人、そういう

グループが必要になります。それをどうや

って育成していくかということがありま

す。多分、村にあるグループとか、会社の

ほうが良くて、われわれではないほうが良

いです。経済的にも自立しておかなければ

いけないということがあります。経済的に

自立しない限りは、継続性がないわけで、

非営利的な活動の部分と、ビジネス的な活動、収入を得る部分の両方があって、技術が身に付いてと

いうかたちのものをつくりました。村からはサービス料をもらい、メンテとか修理サービスをすると

いうものを今、構築している段階です。今、２チームまで出来上がっています。だいたい技能的には

できるものが育ちつつあるという段階です。 
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 さっきは技術面だったのですけど、やっ

ぱり村の中での、村人たちのマネジメント

とか、キャパシティという部分で、二つの

ワークショップを企画しました。一つが村

の中での話し合いワークショップという

ものです。村の中での話し合いワークショ

ップなので、本来なら村の人たちだけで話

し合ってもらったらいいかということが

あるのですけど、外部者が必要です。外部

者がいないと、物を言えない人も結構いて、

いろんな村の中の力関係とかがあるので、

外部者がいて、ある程度ファシリテーションしながらやっていきます。 

 ファシリテーションスキルもそれなりに必要です。地元出身のスタッフにはトレーニングに行って

もらいます。結構、どの国もそうだと思うのですけど、ＮＧＯの連合体みたいなものがあって、そこ

でやっているトレーニングコースみたいなものがあって、そこに今行ってもらって、ある程度やり方

を学んで、あとは実践でやって、反省してやって、反省してっていうことを 10 回ぐらい繰り返すと、

大体やり方が分かってきて、できるようになります。 

 ただ、いろいろとファシリテーションを

やっているスタッフに聞いてみると、ファ

シリテーションのスキル自体が向上した

ということもあります。村人が話し合いを

するということ自体に、だいぶんと慣れて

きました。どういうことを話し合ったらい

いかということができるようになってき

たこと、お互いの信頼関係がないとできな

いというようなことを言っていました。 

 村の中のワークショップで、村の中の話

し合いと、村と村の間で話し合う機会をつ

くっていきました。話し合うと言っても、結構非常に難しいです。漠然と話し合えるんだけど、この

村ではいいとか、悪いとかは話し合えるんですけど、じゃあ、どういう点がどのぐらい悪いかとか、

不足しているかということは非常に難しいんですね。何か注目する点というか、共通の言葉の定義が

必要になってきます。それが村の人の間での話もあるし、村と村の人とわれわれスタッフの間の話で

も、何か注目点というか、天引きが必要だというので、考えたのがこういう表というか、チャートで

す。今までの経験からこの六つについて注目しましょうということに決めてやり始めました。 
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 このワークショップの中でいろいろや

るんですけど、そういう注目点についての

説明とか、これは写真を見せながら、やは

り見ることが重要なので、良い例とか、悪

い例などを見ながら話をしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 「じゃあ、自分の村はどうなるんだろう」

ということで、それぞれの村人に自分の村

の採点をしてもらうんですね。例えば、規

則とか、規律とかは何点とか、遅れた能力

は何点とかって採点してもらって、それを

集計します。集計したものをみんなで見る

ということなのですが、分かってくるのが、

自分が考えていたこともあるから、回答し

た人が考えていたことも分かるし、村とし

てどういうふうに考える、どういうふうに

考えているのかっていうことが分かって、

どの点が不足点かという自己分析ができるわけですね。 

 やっぱり分析をするということが、重要

かなと思います。自分自身の村を、自分自

身で分析していって、どうしていくかとい

うことなのですが、分析するチャンスをこ

れでつくっていくような感じです。分析を

していきながら、村人からいろんな意見を

聞いていくのですけれども、いろんな質問

が出てきたりします。村によっては、非常

にドラスチックに変わる村もあって、自分

の村の現状を見て、これは駄目だとか言う

ので、村長が自分自身で水管理委員会をも

う一回立ち上げようと決めて、自分自身で変えていった村もあります。 
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 同時に結構有効なのが、村と村との情報

交換です。これは、各村から代表者に集ま

ってもらって、自分の村のことを紹介して

もらうのですね。紹介してもらって、一覧

表にして見ていくということです。本当は

これ、ミャンマー語なのですけれども、日

本語にしました。村人がこれを見ている感

じなのですね。自分のＡ村はどうだとか、

ほかのＢ村はどうかとか言って、村人がこ

れを見ている感じです。 

 

どういうふうに見るかと言うと、現状は

こうだと。資金源は水道料なのですけど、

どの村もだいたい同じような水道料だけ

ど、実はたまっているお金とか、持ってい

る物が違ってくるわけですね。じゃあ、そ

れはどうしてかということを考えていき

ます。新しいアイデアというか、例えば、

Ｂ村で計画として発電機を繋いで電気を

販売しましょうというものがあります。こ

れは非常にいいアイデアです。エンジンが

あるので、発電機を繋げば、発電ができて、

村にいれば、それでお金を得られるという構成になっています。それをためることでもっと井戸の設

備を良くしていったりすることもできるんですね。そういう運用の仕方もいろいろアイデアが得られ

るという効果があります。あと、非常に面白かったのが、村人が融資するというアイデアもあったり

しました。うまく行くかどうかは分からないのですが、非常に面白いアイデアも出てきます。 

さらに同じワークショップで、村人によ

る自己分析をもっとしていきます。それぞ

れで、何が重要かということを考えてもら

って、その考えたことを書いてもらって、

張り出していってみんなで見ていくとい

う作業です。一人が考えられるアイデアは

一つか二つですが、みんなのアイデアを総

合すればこれだけのアイデアが出てきて、

自分が気付かなかった重要点とか教訓と

か、いろんなことが分かってくるわけです

ね。 
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 自己を分析することと、ほかの村と比較

することでもっと分かってくるというこ

とです。もっともっと深めていって、重要

な課題が行われなかったらどういうこと

が起るかとか、どういう良い結果が生まれ

たり悪い結果が生まれたりするのかとい

うことを、みんなで話し合っていきます。 

 

 

 

 

 

 その話し合ったことを、今度は順にして

いきます。ここまで来ると、結構難しい作

業になってきて、村の中だけではできない

場合が結構あるのですけども、いろんなア

イデアを集めて、それぞれのアイデアを集

めて、一つの問題分析のチャートをつくっ

ていきます。この中身を深く見るのは非常

に大変ですけど、それぞれの問題が関係し

ているということを理解していくことが

重要です。村の人が全体的にこれで理解を

していきます。 

 あと、ちょっと視点が変わって、水管理

委員会というものがあります。その組織構

造がどういう役割を果たしているかとい

うものがあります。プロジェクトを始めた

ころからどういう組織構造が良いのかを

考えてやっていて、基本的に村人が自分た

ちで選択するようになっています。こちら

側から「こういうのがいいよ」と言えたら

いいかなと思って、いろいろ分析していっ

たのですけれども、どうもやっぱり、あま

り組織構造自体は 重要点ではないとい

うことが分かってきました。 

 Ａタイプというものが、議長や事務長がいて、役割分担、責任分担がされていて、非常に未知的で

はあるのですけど、だからと言ってうまく行っているわけではなく、Ｂタイプ、Ｃタイプでうまく行

って、と言うので、情報の村と水管理委員会の共有化とか、その辺りのほうが重要だということみた
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いです。 

これは、基本的な部分、文化的、社会的

な部分なのですけど、プロジェクトとして

いろいろ工夫しながらやっていく部分と、

村でもともとある文化的な背景がありま

す。この地域では小さいころからお寺の教

育が盛んで、水にまつわる教えみたいなも

のがあります。「水のために働くことは、

十の幸せをもたらす」という言い伝えがあ

ります。もう一つが「水は金よりも重い」

という言葉があるんですね。村人もそうだ

し、地元のスタッフもそうなのですが、水

のために働くこと自体にいろいろ苦労しても、良いことだという文化的、社会的素地があって、非常

に促進剤になっています。 

 時間スケールのことですが、当然われわ

れのプロジェクトが１年、３年なり、５年

なりのスケールがあってやっていくんで

すけど、村は村の時間スケールがあって、

われわれプロジェクトのスケールには合

わせてくれないわけです。やっぱり 初か

ら良いということはなくて、徐々に良くな

っていくというか、さっきのようなワーク

ショップを繰り返したり、問いを繰り返し

たりすることで徐々に良くなっていって、

駄目だった村がまあまあになり、良い村に

なるという繰り返しなんです。その繰り返しの中でやっぱりあるのが、村人自身が課題に気付いて変

化していく、行動していくということです。今の段階では、われわれは援助する側、ＮＧＯ側がこう

いうアレンジをしているのですけど、ゆくゆくは村の人たちでここまでできたらいいかなと思ってい

ます。 
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 ちょっと、まとめてみたのですけど、今

ＢＡＪ側でやっていることを、ここでは井

戸の維持管理ということに焦点を絞り、現

状の視覚化をして村で分析をしてもらっ

て、そして気付いてもらうという部分と、

技術能力の向上、それらを合わせて待機す

る行動を村人が取るというやり方ですと。

その繰り返しの中で、変わっていくという

ようになっています。 

きょうの話は、主に水供給プロジェクト

のことを話そうと思っていたんですけ 

ど、このあと、まだちょっと時間があるの

で、ミャンマーのほかのプロジェクト、事

例についてお話したいと思います。 

 まず、その前に一つ、今の水供給プロジ

ェクトでの課題と現状ということです。だ

いたい 10 年間やってきて、一通りのやり

方が定着してきて、今度は今自立期に入っ

てきています。自立とは何かは、非常に難

しいことなのですけど、考えたのが自分で

自己分析をできるということが一つです

ね。自己分析ができて、評価できると、変

わっていけるわけですね。それが独自に企画してやっていけるということですね。 

 もう一つが、やっぱり資金的なものがな

いと、やっぱり維持管理できないので、資

金管理をうまくできるかということ。もう

一つが技術向上ということがあります。こ

の辺が外部者の力なしにできるようにな

れば、だいたい自立かなというふうに考え

ています。 もう一つの事例が、ミャンマ

ーの西側、西部の国境地域の事例です。バ

ングラディシュに非常に近い地域です。こ

の地域の課題としては、難民の問題があり

ます。地域での 低住促進というのが、15

年ぐらい前からやっておられている地域です。 

 ミャンマーの国境地域は結構、少数民族が多くて、だいたい 100 ぐらいの少数民族で構成されてい

ます。バングラとの国境地域になると、確か、バングラディシュに近い感じなので、イスラム教徒が

９割ぐらいになります。イスラム教徒で、ムスリムの人たちの主な地域です。 
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 さっきのミャンマーの中央乾燥地域は

ビルマ族の村で、割と典型的なアジアの社

会と言いますか、ある意味で活動がやりや

すい地域だったのですけど、国境地域にな

るとやっぱり事情が変わってきます。中央

地域でやってきたような村ごとへのアプ

ローチができません。村に入るためには、

非常にいろんな制約があります。われわれ

自身も村のことをよく知らないし、村は村

でいろんな民族が混在しているので、われ

われは、なかなか入り 

きれないんです。まず、技術センターをつ

くって、技術センターをつくることで人材

を育成するということをまずやりました。 
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 人の熟成というものが一番重要です。技

術センターで、人材を育成していって、そ

の人たちが村でやっていくというストー

リーでやっていきました。これが技術セン

ターの様子です。技術センターの中に事務

所があって、いろんな機械を修理する工場

があって、技術訓練をする場所があります。

いろんな設備が整っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 技術訓練の一貫で、まずは青年を対象に

した技術訓練をやっていったのですけれ

ども、なるべくいろいろなかたちのトレー

ニングをやっていって、機械とか、建設と

か、いろんなトレーニングをやっていきま

した。 
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 女性に対しては、主に裁縫技術訓練をや

っていったのですけども、女性に対しても

いろんな種類のトレーニングをやってい

くのがいいかなとも思ったんですが、やは

り女性のかかわれるいろんな仕事が非常

に限られているので、裁縫技術であればど

うしても親しみがあって、どうしてもやり

たいということなので、裁縫技術をやりま

した。 

 

 

 

 もう一つが、いろんなインフラの整備で

す。特にアクセスのインフラがないという

ことで、いろんな開発を阻害されているこ

とで、インフラの建設をやっていきます。

非常に多雨の地域で、いろんな自然条件の

場所があり、この地域は非常に雨が多い地

域です。 

 建設をやって、村のインフラを整備する

とともに、地元の人が技術を身に付けてい

くということで、技術トレーニングを兼な

がら建設をやっていきます。ある 

程度たつと、村で、自分自身で、いろんな

材料を集めて、ある程度のことはできてい

くようになります。 
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 地域的特長として、イスラム教の社会で、

女性がどうやって活躍していくかという

ことが非常に重要です。いろんな生活改造

を考えたときに、女性の役割は非常に重要

で、その中で女性に焦点を絞って、何をし

ていくかということで、いろんな技術訓練

をし、生活改善、女性の活動を支援するよ

う男性への圧力というものをやっていき

ました。 
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 裁縫教室ですが、日ごろ、女性の人たち

は、外へ出られないのですね。だいたい村

の中にいて、家の面倒を見ているのですけ

ど、こういう機会を使って、ある村から出

てきて、ある場所へ集って近所の人たちと

話をする機会をつくっていくことができ

ます。 

 

 

 

 

 四つぐらいの民族が混在している地域

で、例えば、この村はイスラム教徒の村で、

この仏教徒の村と決まっていて、それぞれ

言葉が違うので、話し合い、コミュニケー

ションができないのですね。こういう機会

を利用して集まって一緒にトレーニング

を受けることで、うちのスタッフとかが仲

介して、お互いに話をする機会があり、知

り合う機会ができます。いろんな意味で、

民族間の紛争がある地域です。何かをやる

ことでお互いを知っていくことができる

ということもメリットとしてあります。 

 何をするにしてもそうなのですが、裁縫

技術を覚え、それを売って若干の収入にし

ていく。女性がそれで自信を持っていくわ

けなのですが、やっぱり読み書きができて、

計算ができるという基本的なことが重要

です。識字教室を開いています。こういう

出来上がった商品があって、みんなで出来

上がった商品を工夫して売っていくこと

になります。 
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こういった技術訓練の活動と共に、地域

社会の文化とかが当然あります。ここでは

やはり、いろんな活動をする上で男性の理

解が非常に重要です。男性を対象としたワ

ークショップをやりました。どうしてこう

いうことが必要かということをワークシ

ョップでやっていきます。これはロールプ

レイですが、女性の立場になって考えよう

と。そのあと感想を書くということです。 
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少し簡単にまとめたのですが、ＢＡＪの

プロジェクトの実践から見た内発的発展

ということで、われわれが技術的にやって

いるのは、問題の解決のための活動として

インフラの整備と維持管理とか、いろんな

物づくりの技術をやっています。内発的発

展の取り組みとして技術の能力向上をや

っています。活動の中で重要だと思ったの

が、自己分析とか比較とか、その気付きみ

たいな部分があります。それをうまく使っ

て自立に持っていくというイメージで考

えています。 

 社会的、文化的背景については、いろんな地域によって制約とか、促進要因とかがあって、中央乾

燥地域なんかだと水に対する考え方が促進条件になっています。さっきのバングラ国境の地域だと、

男性と女性の関係について、阻害要因を解決していくということが重要になってきます。 

 ということで非常に簡単なのですが、まとめてみました。ありがとうございます。 
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【言及のあったプレゼンテーション・スライドにのみ講演内容を記載しております。ご了

解ください】 

ただ今ご紹介預かりました久留島で

ございます。本日は本当に貴重な機会を

いただきましてありがとうございまし

た。というのは、普通はお世辞が多いん

ですよね。ところが、私の場合、本当に

喜んで、きょうは皆様にお話いただける

機会をいただきました。もちろん私は先

ほどの所長、北脇の申したように、国際

共生社会研究センターの研究員である

と同時に、自らあえて言えば、根っから

の資源屋でございます。大学もそうです

し、その後、通産省という役所に入っても、ずっと、まあ、ずっとじゃないですけど、資源の分

野でやらせていただきました。そういう意味で、ここで本当に皆様に是非、資源のことを一緒に

考えさせていただく機会をいただきましたので、どうぞよろしくお願いいたします。 

  

 きょうは、内発的発展のためにどのよ

うなアイデアというか、どのような方向

があるかということも是非、私なりの思

案として示したいと思います。結構画像

も非常に多うございますので、むしろリ

ラックスして一緒に聞いていただきた

いと思います。ちょっと恐縮でございま

すけれども、上着を脱がせていただきま

す。 

 さて、まず「これは何だ」と言って、

怒られてはいけないんですが、二宮金次郎です。時計回りですね。それから、かの有名な、 近

の『龍馬伝』のトーマス・グラバー。岩崎弥太郎のほうですかね。弟のほうですね。それから、

グラバー邸の写真があって、團琢磨、三井の総裁ですね。血盟団で暗殺されちゃったんですね。

大牟田の港倶楽部という、いわゆる迎賓館があります。 

 で、なぜこういうことを言うかというと、彼ら全員が資源屋なんです。「何で二宮金次郎が資

源屋なの？」と言って、怒られますけれども。ところが、実際に二宮金次郎を研究なさっている

方に聞きまして、私は本当にびっくりしました。二宮金次郎は皆さんご存じのとおり、小田原の

極めて普通の農家の出身だったらしいんですけれども、水害地帯ですよね、小田原近郊の酒匂川

があります。私も時々は近くに行くんですけども。本当に荒々しい川で、田畑が流されて、お父
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さまが過労で死んじゃったと。で、お母さんも程なく死んで、兄弟全部ばらばらになる。おじさ

んのところへ預けられたんですね。そのおじさんは、もう百姓は勉強なんか要らんとか言って、

夜、菜種油で勉強することを禁じたので、こういうふうなことをして努力したと言われています。 

 ただ、彼がすごかったのは、そのころの唯一のエネルギー、資源である薪炭。背中に背負って

いるのは薪炭ですね。薪です。で、私もその先生から聞いてびっくりしたのは、その当時の小田

原の家計に占めるエネルギーの価格のシェアは 15 パーセントぐらいだったらしいんですよ。今、

皆さんが払っているのは、だいたい５～６パーセントです。私もそうです。それぐらい薪炭とい

うものは儲かったんです。それをちゃんと目を付けて、彼はたまたま体がでかかったらしくて、

があーっと背負って、要するに小田原の市内に売りに行って、現金収入、がばがば儲けたと。家

の再興を数年でやったんですね。 

 いろんな資源がありましたよ。佐渡の金山とか、生野銀山とか。流通まで目を付けて、ともか

く大儲けに儲けたと。そういう才覚を認められて、後に小田原藩の家老に準じた役職になって、

もちろん今度は北関東の経営まで任されたという、すごい人なんですね。そういうことを考える

と、ある意味では彼が資源の親玉だと、私は思っております。 

 同じように略しますけれども、トーマス・グラバー。彼があれだけ儲けてあんな家に住めたの

は、簡単に言えば、高島炭坑。小さな、それも狸堀の肥前藩の炭鉱を西洋式の大炭鉱にして、長

崎に寄航する船に独占価格で売っちゃったんですね。もう、言い値ですよ。高いと言うなら、買

わんでいいよって言ったら終わりですからね。 

 同じように三井の大番頭と言われた團琢磨は、三井の柱をともかくつくろうということで、三

井三池炭鉱を、小規模な炭鉱だったらしいんですけども、いわゆるイギリスから 新式のポンプ

を入れて近代的な炭鉱にしたと。いずれもご存じのとおり、高島炭鉱はその後の岩崎が引き取っ

て、三菱の柱になったし、三井の柱は三井三池炭鉱なんですね。 

 私は、大牟田港倶楽部というのは、今ももちろんあります。大牟田駅からタクシーでワンメー

タで行けますので、是非皆さん、行っていただけたら面白いです。昼間だったら非常にいいです。

私も実は仕事、業務で、通産省時代は石炭行政も結構長くしましたので、何遍も行きました。そ

のころは全く余裕がなくて、例えば三井の閉山問題もありましたので、「わあ、そうですか」っ

て言って、この肖像なんか何度も見ましたね。 

 実は、私、数年前にゆっくり初めて見たんですね。團琢磨がすごいのは、その当時、まさに黒

田長知公に随員し、岩倉使節団に同行して、彼が初めてＭＩＴの鉱山学科を卒業したんですね。

そのときに一緒に行った同僚が、金子堅太郎です。彼はハーバードのロースクール、法学部へ行

って、日本国憲法をつくったと。考えたら、お二人がここではないですけど、金子堅太郎と壇琢

磨が日本をつくったというのは、過言ではないと思います。 

 実は、その両名とも私の高校の先輩でして、大変ローカルな九州なんですけど、修猷館という

高校の先輩ですので、ええっとか言って、初めて知りました。私はすぐ言いました。私は実は、

高校の先輩として、いろいろ聞いていましたけれども、広田弘毅だの、中野正剛とか、そういう

政治家しか教えてくれなかったんですね。高校の館長というか、校長に「こういう立派な日本を
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つくった人を教えないかん」と、早速私は言ったところでございます。 

何でこれが資源の問題で言えるかと

言うと、まずは何と言っても資源はどう

しても必要です。これは 100 年間、1900

年から 2000 年に掛けての資源の一つの

トレンドです。人口が３．５倍になりま

したね。ところが、食物は７・５倍にな

っているんですね。だから、われわれは、

飢えていません。配分の問題はあります

よ。それから、鉄鋼生産は 20 倍です。

いわゆる代表的な金属資源と言っても

いいですね。それからエネルギー消費も

まさに 20 倍です。しかしながら、これこそまさに、われわれが成し遂げてきた文明でもあるん

ですよね。 

 ただ、その代わりと言っちゃおかしい

んですけれども、これが要するに 50 年

前の北九州。私は実はお隣の市の福岡市

だったんですけど、「七色の煙」、北九州

は汚いなと思いながらいました。左と右

は全く同じところです。これは北九州市

のホームページに載っておりますけれ

ども、左が八幡区役所から帆柱山という

ところを見た遠景ですね。左と右、全く

一緒です。 

 で、下が洞海湾。戸畑からの海に面し

たところですね。若松もそうですけど。いかに汚いか、本当にすごいですよね。多分、そのころ

はシアンとかいろんな化学物質の塊だったんですね。それが、むしろ皆様方のご努力と技術と、

社会制度ですけどね、これだけきれいになったんですね。 

 

 

 

 

 

 

 

 



Symposium, 10th December 2010, Toyo University  

-74- 
 

 さて、そういう中で写真の 後に、こ

れが実は夜の地球です。ＮＡＳＡであろ

うと、私どものＪＡＸＡであろうと、ホ

ームページに載っています。夜を合成し

た地球ですけれども、いかにまだエネル

ギーが足りないかですね。私自身もびっ

くりしたんですけど、世界の 63 億人の

人口の中で、われわれみたいに電気をグ

リーディに使えるのは、半分しかいない

んですよ。例えば、この南アフリカです

ね。私もこの南アフリカの会議のときに

びっくりしました。この国のエネルギー大臣が言っていたのは、アフリカで一番進んでいる南ア

フリカでさえ、いわゆる電化率が５割らしいんですよ。つまり、家庭の５割しか電気が入ってい

ないらしいんですね。 

 だから、まだまだエネルギーが絶対に要ります。明るいのはアメリカであり、ヨーロッパ。そ

れから、確かにシベリア鉄道すごいですね。旧ソ連、ロシアのそこだけが明るいですよね。それ

からアジアの臨海部。中国でさえ、内陸部はまだ真っ暗です。それから日本ですね、あと韓国。

韓国と日本の間は島じゃないですよ。北朝鮮があります。真っ暗で、いかに電気が使われていな

いか分かると思います。 

 ただ、結論から言うと、エネルギーは

まだまだ要るんです。絶対に要るんです。

もちろん、束村さんのような立派な方で

なくて、環境ＮＧＯの方で、いや、もう

エネルギーなんか、これで要りませんと

かね、どんどん減らしていくべきだとか

言う人もいまして、それは、あんた、間

違っていると。エネルギーを是非確保す

るためにどういう方策があるだろうか

ということも、ここで皆様と考えてみた

いと思います。 
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 地球環境問題は時間の関係もござい

ますし、今日の式次第でもありましたよ

うにスキップします。資源問題を考える

上において、地球環境の三原則と言われ

ている一般論です。たまたま今週の火曜

日まで、私はコップ 10 のカンクンとい

うところに行っておりまして、本当に今、

紛糾しています。簡単に言えば、昔から

私も基礎的な環境の関係の学科で習っ

たＰＰＰ（Polluter Pays Principle）

ですね。ともかく、汚したやつがきれい

にしろ、汚したやつが悪いんやないか、ちゃんときれいにしろと言うのは、当たり前ですね。そ

れはそうですけれども、もう一つの原則があって、precautionary measures と言うんですかね。

予防措置。つまり、公害などが起る前にちゃんとしろという原則があります。つまり、起ってか

らじゃ遅いと。膨大なコストが掛るということですね。 

 実は一番上で言っているのが途上国です。中国、インド、ブラジル等を含めた途上国が言って

おります。産業革命以降、ともかく汚してきた連中はおめえらじゃないかと。米欧日ですね。従

って、京都議定書のように、おまえらだけが義務を追うべきなんだということですね。これも本

当に正論です。 

今、いろんな意味で科学的に計算する

と、だいたい今の空気中の 75 パーセン

トが先進国によるものらしいですね。ド

ライブインですね。ただ、反対に言えば、

CO2 を発生させる先進国と途上国の割合

は、もう今はだいたい半々です。これか

らはどんどん反対に、途上国、中国、イ

ンド、それからメキシコ、ブラジルなど

が出してきます。従って、今から一緒に

やらないと、いわゆる地球環境問題は克

服できないというのが、先進国われわれ

の主張であります。 

 ただ、ここで言いたいのは、むしろ三番目のことで、コモンズの悲劇。これはもうここにいら

っしゃる方のほうが専門家ですけれども、要するに先ほどの束村さんの井戸の話じゃございませ

んけれども、勝手に使っていいよ、勝手にやっていいよとかがあれば、普通の人はそんなことし

ないんですけど、あほが一人いれば、大変なことになるんですよ。 

 例えば、これがたまたま、そこら辺で写真をぽっといただきましてね。いわゆるこういう草原
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があるとしますね。ここに羊が１頭とか、数頭とか、10 頭であれば非常にハッピーですよね。

牛とか羊がパクパクと草を食べればどんどん生えてきますよね。ところが、一人の欲張りが「い

や、うちは百頭飼う、儲かるやんか」と言ったら、もう終わりなんですよ。瞬く間にはげ山にな

ります。簡単に言えば、イースター島になります。よく言われる例ですね。それをいかに阻止す

べきか、ということも、非常に課題となってきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 こういう前提でもって、エネルギー資

源とアジアの可能性を幾つか是非見て

いきたいと思います。まず、一つは、い

わゆる資源の遍在はうそじゃないかと

いうことがあります。これは非常に無責

任な言い方なんですけどね。もちろんき

ょうは、資源の専門家の方が多々いらっ

しゃいますので、私はむしろ恥ずかしい

んですけどね。日本も含め、アジアには

特に金属資源は極めてリッチです。極め

てリッチです。従って、今の金属価格の

高騰の現状と、それから今後の社会の在り方から考えたら、地産地消であれば、ある意味では可

能性が出てくると思います。つまり、資源を現地で生産し、現地で確保し、非常に付加価値の高

いものをつくるということですね。是非、それに対しての問題点も指摘いただきたいと思います。

ただし、従来の技術・科学大系では資源は偏在しております。 
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  今言ったこととも重なるんですけ

れども、資源価格が本当に上昇していま

す。簡単に言えば、石油は従来、バーレ

ルあたり 20 ドルとか 30 ドル、せいぜい

30 ドルと言われたものが今はだいたい

３倍になっています。同じようにレアメ

タルも言えますし、ほかの金属資源もそ

うです。従って、そういうものの現状に

おいて、非在来型と言われているような、

従来は資源ではなかったもの、これを新

しい技術でもってアジアの新しい糧と

することはできないだろうかということですね。 

 ただし、その中でもこれを成すために一番大事なことは、技術は普遍的ではありません。先ほ

どのお二人のお話を聞いて私も思いました。私は国際エネルギー機関ＩＥＡの国際連係の活動の

委員長をやっておりますが、「Technology with a border」って言うんですよね。技術に国境は

ない。それはうそなんですよ。私は反対に、技術こそ普遍性がないものがないと思います。つま

り、A国でベストな技術であっても、B国ではたいしたことはないということがあると思います。

それは幾つか、紹介します。 

 そういう中で、やはり一番大事なのは、特に束村さんもおっしゃっていた人材育成です。山田

さんもおっしゃっていた人材育成です。やっぱり capacity building。 後は人なんですよね。

人材を育成した上での技術移転ですね。これを是非、先ほどのお二人とともに何かできる方法は

ないだろうかということでございます。 

 さて、具体例に入る前に、 後、これは教科書によく載っているんですが、資源というものは

あくまでも、取って何ぼで、価値がないと駄目なんですね。価値がないと。従って、資源量、量、

ボリュームですね。それと品位です。集成量ですね。それから場所です。人間が行けないような

ところへ行ってもしょうがないですよね。マグマに行ったら、えらいニッケルとか、コバルトが

あるよっていうのは駄目なんですね。この三つが要するに一つのファクターで、従来の一般的な、

例えばアジアの金属資源の多くはネグリジブルというか、投下資本、エネルギーよりも回収量の

ほうが小さかったということでございます。 

 しかしながら、やはり時代は変わってきました。一つは先ほども申したとおり、これだけ金属

価格の上昇等を踏まえたら、むしろペイできるような状況になってきたものもございます。それ

と同時にもう一つは、石油価格がこれだけ上がってきました。まだまだ上がると言っています。

特にエネルギー国際エネルギー機関、ＩＥＡの予測ではですね。もう安くて使いやすい石油の時

代は終ったんですよ。ということは、従来はもう皆様が高度成長のときに言われたように、安い

ところからガサッと取っているんですね。例えば、豪州とか、南米のブラジルとかから取って、

それを日本に持ってくる。もちろん中国もそうですよ、どこでもそうですけどね。もう運搬費は



Symposium, 10th December 2010, Toyo University  

-78- 
 

ただ、だと。タンカーとかね、鉱石運搬船で、パーッとつくったら儲けたんですね。ところが、

そのトランスポーテーションのコストがもしかしたら、計画できないような時代になるかも知れ

ません。そういう時代になるかも知れません。そういうこともあるし、三つ目は正常です。正常

というのは、非在来型のシェールガスとか、オイルシェルとか、タールサンドと言われているよ

うなものが発見されていますので、ここでは特に専門家もいらっしゃいますけれども、メタンハ

イドレートです。このようなもので是非、アジアの発展の可能性を見てみたいと。その方向を三

つぐらい事例を示したいと思います。一つは、新規鉱山の問題。レアメタルなどですね。それか

ら、エネルギーの供給革命とも言われている新エネルギー。それから新しい資源ですね。先ほど

のいわゆるメタンハイドレートが筆頭かも知れません。 

 それから、エネルギーを使うという、また、エネルギーの既存の化石燃料を有効に使うという

やり方でクーリン・コール・テクノロジー、石炭をクリーンに使おうじゃないかと。それから、

CO2 を地下に入れようじゃないかというやり方でございます。それを是非、幾つか述べたいと思

います。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 さて、それでは新資源はどんなものだ

と。住友金属鉱山の資料をそのままいた

だきましたが、従来ニッケルは、レアメ

タルの親玉なんです。皆さんが使ってい

るステンレスにも全部使われています。

ほとんどの合金は使われていますけど

も、いわゆる黄色いところですね。硫化

鉱と言われているもので、カナダにイン

コという会社がありましたけれどもね。

いや、今もあるんですけどね。ロシア、

旧ソ連のノリリスクですね。たまたまイ

ギリスに駐在したときに、ノリリスクに呼ばれまして、いや、すごいと。こんなところを見たら、
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もうアジアは駄目、わしは駄目やと思ったんですけどもね、 近は全く違います。技術によって、

グリーンのところ。ラテライトと言われている、簡単に言えば赤土ですね。南洋の赤土、ああい

うものから資源を取れるようになってきました。まさに、品位は低いです。しかも処理もしにく

いです。 

しかしながら、これは住友金属鉱山の

プロセスですけれども、コーラルベイと

いう鉱山がフィリピンに新しく開設し

ました。私は残念ながらまだ現地へは行

っていませんが、非常にのきれいな場所

です。オートクレープって真ん中にあり

ますね。あれが一番のポイントでして、

簡単に言えば鉱石を抽出するために皆

様の家の電気釜、圧力釜とかかも知れな

いですね。そういうものに入れて、硫酸

で溶かし出すという技術なんですね。こ

れができたおかげで、先ほどの南洋の赤土からじゃんじゃんニッケルが取れるようになったんで

すね。 

 技術は変わるんです。技術によって社

会は変わるんですよね。しかも、こうい

うプロセスは極めてクルーズだから、環

境にも優しいわけです。こういうものを

是非、今後ともいろんな意味でインドネ

シアも含めてチャレンジしていきたい

と思います。 

 実はここにも関係者がたくさんいら

っしゃいますけれども、旧金属公共事業

団、今のＪＯＧＭＥＣの資料です。これ

は本当に素晴らしい資料です。金属資源

のデータベースです。皆さんももちろん、パソコンでクリックしたらすぐ、これが出てきます。

これのすごいのが、本当にデータベースになっていると思うのは、場所をポッとしたら資源の品

種と、資源量が出てきます。ただ、残念ながらボリューム的にたいしたことないですよ。ボリュ

ームというか、資源量の問題があるんですよね。 

 だから私なんか、このＪＯＧＭＥＣの人にこれだけは立派な仕事じゃないかと言っているんで

すけどね。非常に素晴らしいデータベースと思います。 
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このようにアジアでも、資源は、先ほど

繰り返しましたようにボリュームを別

とすれば、極めてリッチだということが

言えると思います。これをいかに活用す

るかですね。 

 エネルギーの消費はこのアジアを中

心に、もうべらぼうに伸びていると。こ

れは、通産省のエネルギー白書のことし

のやつから取りました。ちょっと時間の

関係でスキップします。これが実は、Ａ

ＳＥＡＮセンターがまとめて 

くれた「アセアン・センター・フォー・

エナジー」っていうところがありまして、

実はこれは何と、わが日本ではなくてヨ

ーロッパがアジアに対する一つの掛け

橋としてつくっているセンターでござ

います。ヨーロッパもすごいんですよね。

そこの資料で見ますと、いわゆるＡＳＥ

ＡＮですね。これは中国とかは入ってい

ませんけれども、やはり、どんどん石油

在来が進んでいます。90 年の 65 パーセ

ントから今に至れば 40 パーセントです

ね。その代わり、やはり石炭は増えています。天然ガスも増えています。どんどん燃料替えはし

ているんですね。微々たるものながら、水力も増えていますけれども、リニューアブル・エナジ

ーをもっと増やないかんというのが、ここでの課題でもございます。 

 石油価格を見たら分かるように、とも

かく単なる自給だけではなくて、皆さん

もご存じのとおり、いわゆる投資家です

ね。そういう投機筋が動かす面がありま

すね。一時、バーレルが 147 ドルまで行

きました。約160リッターあたりですね。

今は、一度 40 ドルぐらいにまで落ちま

したけれども、今はまた、だいたい１バ

ーレルあたり 60～70 ドルの間を行き来

しています。これは極めて高い水準です。 
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従来石油というのは、グリーンのとこ

ろを見たら分かるように、少なくとも

2000 年代の初頭まではだいたいバスケ

ットクローズ、価格じゃねえかと言われ

たぐらいで、同じ価格であったのが、急

にこれだけ値が上がっているわけでご

ざいます。 

 

 

 

 

 これはちょっと、細かいディティール

に入りますから、スキップしますけれど

も、これはタイの外務大臣が出してくれ

た資料ですけれども、いかにバーレルで

10 ドルの価格の上昇が経済にダメージ

を与えるか。日本は幸いなことに原子力

も多少やっているおかげで、まだまだマ

イナス分が少ないですね、ジャパンはち

ょうど真ん中よりちょっと右ぐらいで

すね。というところでございます。 

 さて、この中東の遍在は本当に、あれ

ですね。もうちょっと諦めないといかんという感じもありましたね。この黄色いところが中東で

す。北米がブルーですね。そして、中南米がその上で、欧州、特にロシアがグリーンのところで

すね。で、アフリカがあります。 

 これを見ても分かるように、メジャー

な油田というものは中東ばっかりなん

ですね。その後の埋蔵量の増加も、ほと

んど黄色いところになっていますね。こ

の意味では、間違いなく資源燃材があり

ます。ただ、別の観点から、メタンハイ

グレードと言われているものに着目し

ますと、これは産総研、筑波の産業技術

総合研究所の資料ですけれども、ほとん

どのアジアの臨海にはあります。ただし、

これは残念ながら穴を掘ったら、ビュー
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ッと出るわけがないんですよね。残念ながらシャーベット状ですから、溶かしながら、ソリュー

ション・マイニングとも言うんですけど、やらなきゃいけません。そういううらみはありますけ

れども、資源量的にはアジアの臨海にはメタンハイドレードというものは、ある温度領域と深度

があれば必ずメタンハイグレートが発生しますから、極めてリッチであるというのは間違いあり

ません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 さて、それでは新エネのほうを、ちょ

っと時間もございませんので、どんどん

行って、終りたいと思います。実は私も

ＮＥＤＯの業務もやって、一緒にやった

プロジェクトでございます。モンゴルの

太陽光です。これこそ、一番アプロプリ

エートな技術というふうに私はいつも

言っています。実はここ以外であれば、

太陽光発電はやめたほうがいいかも知

れないですけどね、本音を言えば、です

ね。私もモンゴルへ行ってびっくりした

んですけど、年間の日照時間 300 日です。冬も入れてですよ。しかも、一番良い要素ばっかりな

んですよ。寒い。むちゃくちゃ寒いです、冬の間はマイナス 30 度から 50 度とか言いますけどね。

少なくとも、ものすごい寒いんです。寒いほうが太陽光発電の効率は上がります。半導体ですか

らね。さらに、ここが一番ポイントですけど、私もびっくりしたのは、ウランバートルから 600

キロぐらいあるんですよ。飛行機を乗り継いで行くんですけどね。今までどうしたかと、まさに

山田さんのＪＩＣＡの技術協力で黒っぽくなっているところが、ディーゼル発電があったんです

ね。ところが、ディーゼル発電ですから、当然軽油で燃やさないといかんですからね、めちゃく

ちゃ高いんですよ。東京から大阪までですよ、だいたい 600 キロ。おっちらおっちらトラックで、
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ドラム缶で運んでいたって言うんですよね。こんなばかなことはない。従って、極めてこれだけ

は大成功だと思うのは、シャープが大変努力してくれましたけども、少なくとも今までは６時間

ぐらいしか、電気がつくれなくて、夜しかないから、病院も夜開いていたらしいんですね。学校

の一部の授業も夜やっていたっていう。それが全くなくなって、少なくとも、朝の６時から深夜

12 時までですね、24 時間のうちの 16 時間、電気が来るようになったわけですね。これはある意

味じゃ、大変なことです。 

 時々これを出すと、中国の、特に精華

大の先生なんか怒って「久留島さん、こ

んなもんね、日本は必ずハイテクでや

る」と。「われわれアジアは、むしろも

っとローテクのほうがいいんだ」と。「い

や、先生、お言葉ですけども」って、今

のことを言うわけですよ。「あんた、600

キロ、石油を運ぶってどんなか分か

る？」って言ったら、「あっ……」とか

言って黙ってしまいますけどね。 

 たまたまそういう非常に良い場所も

ございます。私が言っているのは、Technology with a border じゃないんですよ。技術こそ普

遍性がないと思います。極端なことを言えば、ですね。 

 さて、これが別の場所でやったタイのバイオマス発電です。やっぱりバイオマスっていうのは、

非常に優れています。なぜかというと、簡単に言えば人間様がマネージできるエネルギーってい

うのは、新エネルギーっていうのはバイオマスしかないんですね。風力とか、太陽光っていうの

はお天気任せですからね。「あ、すみません、雨が降りましたので、きょうは手術できませんね」

って言うわけにはいかないわけですよ。 

 そういう意味じゃ、バイオマスは人間様がコントロールできる非常に良いエネルギーです。し

かも、バイオマスにも欠点があります。エネルギー率はものすごく薄いですからね。だから、私

が通産省のころ、いつも言っていたのは、バイオマスをやっているやつは、バイオマイナスだと、

バイオマイナーだと言っていたんですよね。 
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 ところが、こういうところ。どういう

ところかと言うと、アブラヤシの工場で

す。パーム油の工場です。そこであれば、

自動的にアブラヤシのかすが集まって

くるんですよね。そうすると、反対にそ

れが腐敗したらメタルがバーッと出る

し、においもひどいし、地球の中にも極

めてデンジャラスですから、こういうと

ころで発電をやるということであれば

極めてエネルギーも高いです。当たり前

ですよね、これは。油が入っているから

燃えやすいのもそうですけどね。 

 それから一般的な有機廃棄物を含めたバイオガスです。バイオガスですね。例えば、カンボジ

アのここでは、これはＣＤＭとしてやり始めているんですけども、グリッドに、いわゆるガスエ

ンジンが、ガスエンジンが頼りになりますからね。ここはたまたま、そんなに先ほどのモンゴル

のような 600 キロをおっちらおっちらトラックで運ぶ人はありませんから、極めてトランスポー

テーションも良い。ただし PV だけではやはり頼りないので、バイオマスで電気の発生の波を鳴

らすようなこともやっているわけでございます。 

 これは、主なバイオマス資源をちょっ

と見やすいようにパーム油であり、大豆

であり、菜種油であり、クッキングオイ

ルでももちろん大丈夫です。カーボンニ

ュートラルのことは、もちろんここでご

存じですから、時間の関係でここではス

キップします。 
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 実は残念ながら、この資料ともう一

つの資料もあります。とにかく細かい

んですよね。これは実は、私がＮＥＤ

Ｏのときにまとめた、アジアでエタノ

ールの生産に可能なバイオマスのポテ

ンシャルを全部調べてみました。皆さ

んがもし興味があれば、ＮＥＤＯのホ

ームページにアクセスすれば、フルの

報告書も入っています。これはたまた

まスポットだけですね。ポイントを示

しただけでございますけれども、極め 

てアジアは少なくともバイオマスはリッチだということは間違いなく言えます。 
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 そういう中で、時間も非常に限られて

いますので、電気自動車がなぜ必要なの

かということを一言言います。この右側

はフィリピンで導入を始めている電気

自動車です。私はシンガポールでこの会

議に出たときに、日本のこの左側のを紹

介をしたんです。イギリス人が来てです

ね、「おい、久留島さん、もうフィリピ

ン人は入れているよ、おれが」とか言う

んですよね。簡単に言えば、極めて簡便

な車両に既存のエンジンをとっぱがし

て、そこにリチウムイオンのような高度な電池じゃなくて、ニッケル水素みたいな、もしくは時々

鉛も使うらしんですけども、そういう既存の電池でやっていたわけでございます。 

 しかしながら、やはりアジアを考えるにおいては、どうしても私どもは、同じこの持続的発展、

資源の供給制約、それから地球の環境問題をいずれも解決する鍵がこの電気自動車にあり得るん

です。電気自動車のメリット、デメリットは、ちょっと時間の関係で申し上げません。 

これはちょっと古いんですけど、世界

の CO2 の発生に占める各国の割合。人間

の大きさを見ていただきたいのは、いか

にやはり、今、アメリカ、カナダが一人

あたりのエネルギーをたくさん使って

いるか。日本とかロシア、ドイツ、イギ

リスですね。こういう国はだいたい 10

トンです。中国なんかは発展したてで、

まだ４トンなんですね。日本の４割であ

り、アメリカのまさに２割ですね。イン

ドに至っては、１トンですね。日本の 10

分の１、アメリカの 20 分の１ですね。 
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 彼らが言う、一つのフェアなことは、

少なくともこれぐらいの発展の権利は

俺でもあるんだということですね。そう

いう中で、ただ考えないといかんのは、

多少私もオリジナリティがあるのはこ

れぐらいなんですけども、横軸を見てい

ただいたら人口の横軸です。縦軸が一人

あたりのエネルギーの消費量です。従っ

て、小学校の演算で横掛ける縦であれば、

極めて簡単にCO2の排出量が出るんです

ね。中国が今、約 13・8 億トン。インド

が 5.3 トンですね。ただ、彼らの人口は膨大ですから、13 億と 12 億ですから、いずれも 25

億の人間が、少なくとも日本と一緒の生活をしようじゃないかとなったら、地球はパンク

するんですよ。今の世界の CO2 の発生量は 260 億トンですけれども、中印だけでも仮に日

本と同じレベルになると、250 億トンです。地球が２倍に行っちゃうんですね。これはとて

もできません。そのためにも、電気自動車というのは極めて有効です。 
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 さて、 後に石油のことを話して終り

たいと思います。実は昨年、私が呼ばれ

たクウェートのブルガンの油田の資料

館ですね。開所式が載っています。バン

ザイと言っていますね。ところが、これ

はちょっと古いんですけども、2005 年に

アメリカの国防長官が、議会で演説した

ときの資料なんです。これはある意味で

はものすごくショッキングなんですね。

ショッキングなんです。なぜかというと、

赤いのは今まで見つかったところ。それ

からブルーが、これからのフォーキャス

トです。黒いのがわれわれの、世界の石

油の消費量ですね。これを見たら分かる

ように、われわれは過去の赤い蓄積でよ

うやく生きているわけですよ。一番左の

山ですね。その後にサウジアラビアのガ

バール、世界 大油田です。ガバールで

はすごくて、一本の井戸から日本の消費

量とほぼ同量が出ます。たった一本の井

戸ですよ。 

そういうものが全く見つからなくなっています。はっきり言えば、サハリンとかはごみみたい

なものなんですよね。あれを見たら、今までの蓄積の上にわれわれは乗っているというのが、極

めて大変なことなんですね。まさに石油の時代は終ったかも知れません。 

 これは実は、北海油田の、イギリスの

正式統計を取りました。そういう中でも

ちろん、アラブも中近東もこういうマス

ダールシティをつくるとか言って、脱石

油を進めているところでもございます。 
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 時間の関係でスキップしますけれど

も、中国、インド、アメリカ、ドイツ、

いずれも石炭が５割以上の国です。この

黄色いところは石炭ですからね。これら

をいかにうまくクリーンに使うかとい

う、クリーンコール技術ですね。それを、

日本の非常に特殊的に、例えば日本がＧ

ＤＰあたり、だいたい１とすると、イン

ドや中国はまだ７とか８です。それをい

かに克服して、技術移転して、一緒に生

きて行くか。そういう中で 後にやはり

ＣＣＳという可能性。今の私の業務はこれが中心です。一つの可能性としてＮＥＤＯとか、環境

テクノスとかと一緒にやったのは、CO2 を植物にどんどん食わせようじゃないかと。ものすごく

CO2 というのはいい肥料なんです。それをやっています。ＣＣＳをやると同時に、こういう植物

工場をつくろうということをやっています。 
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 こういう技術を、海のほうは竹中工務

店たちがやっています。海洋バイオです

ね。こういう構造物をつくって、是非ア

ジアに可能性を提示していきたいと思

います。時間の関係で 後になりました

けれども、ビジネスチャンスという意味

で、結論は先ほど私が冒頭に申し上げた

地産地消である新エネであり、新資源で

あり、電気自動車、ＣＣＳ、クリーンコ

ールです。やはり、人材と技術というの

は鍵になると思います。 
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 これは 後の写真になりましたけれ

ども、たまたま私は、2001 年のマラケッ

シュの COP のときの会議です。私も COP、

京都会議からずっと出ています。このテ

ーブルの写真だけ見て終わりでありま

す。もうすごいですよね。もちろんいろ

んな人種の人がいる。言いたいことは、

国籍を越えて、一つの意志を必死にやっ

ているんですね。これこそニュービジネ 

スでしかあり得ないと思います。 
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そういう意味では、私なんかは、ビジ

ネスチャンスという言葉で非常に恥ずか

しいのは、私どもの大学に来てくれたサ

ー・グレアム・フライ大使ですね、この

英国大使が言ったのは、極めてビューテ

ィフルな言葉でして、要するに私みたい

なビジネスチャンスなんてえげつないこ

とを言わずに、メイキングビジネスチャ

ンスなんですね。そういうかたちで是非、

メイキングビジネスチャンスでアジアの

発展を、内発的発展に取り組んでいきたいと思います。 
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【質問者１】お二人の先生に質問があるのですが、 初は束村先生です。ミャンマーで大

変なお仕事をやられているのですが、ミャンマーは軍事政権なので、そこでコミュニティ

ーづくりをやるということは、支障とかはないのでしょうか。例えば、ベトナムなんかで

活動しようとすると、地域委員会とか、何とか委員会という組織、そういうのを通さなけ

ればいけないということがあります。それからもう一つの質問は、久留島先生なんですが、

今、京都議定書の延長とかいう話が出て、産業界のほうは「ええっ」というようなことで

すけども、今後の成り行きというか、どんなふうになっていくかというコメントをいただ

ければ。 

 

【束村氏】ご質問ありがとうございます。コミュニティー活動についてなんですけども、

確かにおっしゃるとおりなんですけど、この場合は、水に関することで、この地域で非常

に水不足が大きな課題になっているということですね。それ自体は別に政治的な意味があ

るわけではなくて、住民の方のために、どういう組織が一番良いかということだと思うん

ですけど。今のところ、制約というものはないです。というか、水という題目の下で、コ

ミュニティー開発をやっているということなので、特に制約を受けていないのだと思いま

す。 

 

【久留島氏】今の京都議定書、ＣＯＰ16 での話ですけども、極めてプレシャスというか、

非常に重要な機会でございまして、実は私自身、残念ながら週末に技術セミナーへ行って

帰ってきただけですから、実際の業務はやっていません。ただ、簡単に言えば、いわゆる

京都議定書をそのまま延長しても、誰も守らないんですよ。途上国は全く義務がありませ

んから。本当は今のままがいいと。 

 それから何よりも、イギリスの担当官がいらしたら、イギリスを初めとした排出権取引

のマーケットを守らなきゃいけない。何と、今や２兆円ビジネスになっている。１兆円を

越えたらしいんですよ。ハイスケン取引のマーケットなんですね。で、従業員も１万人ぐ

らいになっていますから、そのマーケットを守るために京都議定書の延長がいるって言う

んですね。何らかの法的な含みがですね。そういう意味では、日本だけが法的な含みがあ

るんですね。アメリカはもともと京都議定書に入っていません。困るのは日本とカナダ。

それから、せいぜいロシアなどでしょうね。ロシアはちょっと微妙なんですけど。 後に

言えば、ところが何と日本に対して、擦り寄ってきた人もいました。それはどういうこと

かと言うと、島嶼国。小さな島国はともかく CO2 が出たら困るわけですよ。うちの国は沈

むとか言っているわけですね。そういう国は、京都議定書は不足だから、もっと強くしよ

うと。そのためには日本の言うとおりにもっと強いレジーム、いわゆる厳しいシステムが

必要だということで、反対に日本に共同措置を取ろうとか言ってきているわけでございま

す。以上でございます。 
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質問者２：私どもの研究所では、アジアのいろんな国へ行きまして、各国に国土計画とか、

特に大都市圏はどうなのかという調査を国交相から依頼されてやっております。その中で

私どもが非常に、一番人口の旧在している国ですね。それから人口が減っている国と、例

えばＥＵと、アジア地域の比較研究などをやって、ホームページに出しています。見てい

ただけますでしょうか。その中で、ちょっと会議がありまして、先日、インドへ行きまし

た。インドの人口問題と人口がこの 50 年間どう人口が下がって、どういう人間居住になる

のか興味あるので調べて、調べてというほどではないですけど、向こうの人たちと話をし

て、そのとき、帰りにムンバイへ寄ったんです。ムンバイのスラムに、ダラヴィという昔

からアジア一というスラムがあるんです。それは 1980 年代からですね、40 万人いたという

のが、100 万になったんです。で、水で沈みますから、モンスーンの時期は大変なんですね。

そこへ来る人たちっていうのは、だいたい農村からはみだしてくる人たちが非常に多いと

いうことなので、この居住をどうしたらいいかというので、例えば、あるプロジェクトで、

スラムクリアランスのようなことをやっても成功しないんですね。ご存じのように、非常

に多様な民族、カーストが、部分的にやりますから、コミュニケーションを取るのが非常

に難しいと。きょうのお話でも、そのことがよく出てある。部族間の言語、そのほかで連

続的な廉即的な感じの居住だなということを散々感じたんです。 

 きょうの山田さんのお話から、私は農村部にちょっと感覚がないので聞きたいのですが。

今、多分、７割が農村人口で、３割が都市人口だと。で、例えば 2050 年のイメージで言え

ば、15 億ぐらいにはなるだろうと。そのときの農村部と都市人口始め、五分五分としても

８億近い人間が農村部で、一つは、農村はどうなるかということ。確か、日本で言えば、

１億ぐらいの巨大都市が少なくとも十ぐらいではないか。そこの都市はかなり劣悪。日本

的な水準で見ると、15 億の人間のＧＮＰが日本並みになったら、えらいことですから、か

なり違うスタイルの、アジア的なスタイルを見つけなきゃいけないんじゃないかと。確か

に内発的努力というのは、一方でありますけれど、そのイメージがちょっと分からないの

で、山田さんに聞きたいのですが。仮に農村の内発的なかたちで行きながら、やっぱり現

在、こんな巨大な都市人口を抱えて、農村部が成り立つかどうか。ことに土地問題という

のは非常にシビアだというふうなことを伺っているので、その辺についての見通しを山田

さんに。ミャンマーでも同じようなことも。ちょっと答えにくい質問ではないかと思うん

ですが、ちょっと感触を農村部での３年間の経験をちょっと教えていただきたいなと。ご

苦労を、大変なことをされているな、素晴らしいなと思いつつ、一方でちょっと心配をし

ながら。ちょっと教えてくれませんかね。 

 

【山田氏】ありがとうございました。今、ご指摘にあったとおりで、インドの人口の予測

は 2050 年までに、今 11 億と言われている人口が 15 億まで行って人口増加がストップする

と言われております。今、だいたい農村と都市の人口対比は農村が７で、都市が３という

ふうに言われています。これは 2050 年ぐらいになると、１対１。ややもすると都市の人口
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のほうが多くなると言われています。 

 ただ、そういう中で、要は内発的発展については、正直なところかなり危惧していると

ころがあります。インドではないんですけれども、ＮＧＯの関係者の方とお話をさせてい

ただく中で、今後やっぱり、中国とインドのような人口大国の今の人口動態というものが

どうなるかは、一つ地球全体での発展課題と言うところでは大きな鍵になるんですけど。

当然、もちろんエネルギーの話も当然あると思います。人口圧力的に、そのインドへ入れ

るのかどうかは、かなり頑張らないといけないんじゃないかなというような意見は、確か

にございました。 

 で、きょう、お話をさせていただいた中で、全国農村雇用保障制度についてちょっと触

れましたけれども、これ自体は、農村での雇用機会をつくろうというインド政府の政策で

すけれども、農村から都市に入ってくる人口をなるべくコントロールするという考えがあ

ることは聞いています。実際に、これが採用されたことによって、先にソムニードの話を

いたしましたけれども、ほかにもこれは特定の地域から特定の地域という、オリッサ州か

らそちらの都市への移住というのは、そこだけやたら多いらしいのですけども、そういう

ものは、やっぱりかなりコントロールされるようになってきていると思っています。都市

への人口流入をコントロールすることは、インド政府も確かに意識はしているだろうと思

います。 

 それともう一つの人口の移動については、例えば、ビハール州とかの農村からいきなり

ムンバイとかデリーに出てくるということは、実際問題としてあまりなくて、どこかで例

えば、ウッタル・ブラデーシュ州の中で、大きな町でいったん止まって、それからデリー

に出てくるとか、ムンバイに出てくるというふうになります。そういう中で一つ、つかま

えられるのは、ムンバイとかデリーのような大都市の人口流入を受け入れるキャパシティ

ーを強化するというのは当然必要だと思いますけれども、それと同時に地方の都市の人口

流入のキャパシティーをある程度強化していくとことが併せて必要になってくるのではな

いかと。それが、地方での産業振興を含めて、雇用機会を提供できるものがあれば、つく

ることができれば、大都市にいきなり農民が入ってくるという圧力は、ある程度の軽減は

可能ではないかなと思います。 

 ご参考までにですが、地球全体の気温が１度上昇すると、ムンバイの町はかなり沈むと

いうことは言われています。そういうこともあって、地球温暖化との関連で言っても、沿

岸の大都市に人口が集まってくることをどう押さえるのかは、インド政府も課題としてか

なり認識は持っているのではないかなと思います。他方で、人口流入の圧力はある程度軽

減するということを言いつつ、農村は今後それをコントロールできるのかという議論もこ

れから必要だと思います。実際、それが増えてきたために、段々そういう地域の自然資源

に対する依存度が高くなってきて、どんどん自分の生活が苦しくなってくる。生活が不安

定になってくるから余計、ちょっと何か厳しいので、物を売らなきゃいけないということ

で、裏の山に行ってきて、それをマーケットで売って現金収入にするとか、そういうのが
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増えてきて、今のようなはげ山とは言いませんけれども、かなりの地域に対する圧力を強

化するということに繋がってきていると思います。 

 ですので、そこを人口が増えてくるという中で、地域の中でそれを吸収することについ

ても、どこまでできるのかは、かなり正直なところ、長期的にそれが現実的になるのかど

うかについては「頑張ります」としか申し上げにくいかなという感じはしています。ちょ

っと答えにならない答えですが。 

 

 

 




