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はじめに

　タイにおける経済発展は、1960 年代以降に経済社会政策の指針変更によって大きく舵を

切ることになった。それを契機に首都バンコクへの労働力集中、それに伴う住宅供給不足が

要因となって貧困層を含むコミュニティが急増した。これ以降タイではコミュニティ開発が

喫緊の課題となり、強制撤去にはじまり住民参加型開発へと手法が変遷してきた。

　そこで、本稿では 1960 年代以降のコミュニティ開発の背景と開発プログラムを取り入れ

た事例を分析する。さらに開発プロセスを分析する手法として社会学的内発的発展論を考察

する。

１．タイにおけるコミュニティ開発
　タイのコミュニティ開発の歴史は、1960 年代以降を時系列的に捉えると理解しやすい。

・1960 年代― 都市への労働人口の移動に伴い首都バンコクにスラムの形成が進んだ。

・1970 年代― スラム形成がすすみ、バンコクには 2,000 を超えるスラム、スクオッターがう

まれた。

・1980 年代― 中央政府およびバンコク都庁はスラムを強制撤去によって排除する方針を打

ち出した。警察が強制撤去にあたりスラムコミュニティ住民と衝突を繰り返

したが、スラムの数は一向に減少せず、結局は失敗に終わった。

・1990 年代― 強制撤去によるスラムの排除に失敗した中央政府及びバンコク都庁は方針を
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転換し、住民主体の開発へと切り替えた。タイ政府は開発を推進するために

新しい機関を設置した。それが、NHA（National Housing Authority）から分

離した政府機関 UCDO（Urban Community Development Office）であり、マ

イクロクレジットを取り入れたプログラムをスラム住民に紹介して、スラム

住民主体のコミュニティ開発が本格的に始まった。住民参加型の開発を支援

するコミュニティネットワークが UCDO によって組織化がすすめられた。

・2000 年代― 農業基金が注入され UCDO は 2000 年に CODI（Community Organization 

Development Institute）へと改組され、都市部のみではなく農村部も含めた

国内全域にわたる住民主体のコミュニティ開発を推進することになった。さ

らに住民主体の開発を強力に進めるためのプログラム、バーン・マンコン・

プログラム（Baan Mankong Program）が開発され浸透していった。

　タイにおけるコミュニティ開発を考察するとき、まずその開発プロセスを把握する必要が

ある。そこで 1960 年代以降の開発の経緯を振返る。

１－２　タイにおけるコミュニティ開発の推移

　1960 年代のタイは経済社会政策の転換が産業振興へと大きく舵がきられた。そのため国

内経済の成長が著しく加速され，労働力の都市への集中がおこりとりわけ首都バンコクには

多くの労働人口が流入した。それにひきかえ都市への住宅供給が需要に応えきれずスラム、

スクオッターの形成を招くことになった。

　70 年代前半には不法占拠による住居とその集落の数がピークに達し、首都バンコクには

2,000 を超えるスラムが存在した（Sophon,1992）。これを見た中央政府と地方自治体は，ス

ラムの増加を防ぐ手段として強制撤去に求めるようになった。1980 年代はこの強制撤去に

よるスラム排除の時期と言ってもいい。しかし、強制撤去受けてもスラム住民は周辺のスラ

ムや親類を頼ってバンコク都内の別のスラムへと吸収されていった。

　90 年代になってこれらの強制撤去によるスラム解消の手法は有効ではないことに気づい

た中央および地方政府は方針を大きく変えて、住民による自助型の居住環境改善手法に転換

をはかった。

　そこで 1992 年に政府機関 UCDO が誕生し、住民主体のコミュニティづくりを主導し、さ

らに開発を経験したコミュニティが、これから開発に取り組もうとしているコミュニティを

相互支援するコミュニティネットワークを形成して改善事業を展開し、今日に至っている。

　ここでは、自助型のコミュニティ開発を主導してきた政府機関の成立の経緯を概観したう

えで、コミュニティネットワークを通して実施されるコミュニティの開発に関して検討する。
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１－３　政府機関設立の必要性 

　1980 年代末、都市部では約 20% の住民が低所得居住地で生活していた。3,500 ヵ所の居住

地に暮らする貧困者は、土地所有権が不安定であり、劣悪なサービスを受け、インフラと住

宅事情が整備されていなかった。タイ住宅公社（National Housing Authority: NHA）の推

計によると、タイ都市部の貧困者（約 10.5 万世帯）は、少なくとも 13% が強制退去を迫ら

れていた。しかし、この数字は実情を正確に反映しているとは言えず、貧困者自身が実施し

た調査によれば、低所得居住地で生活する居住者数は、正式な統計より多いからである。 

　1990 年代初頭、タイ経済社会開発局（National Economic and Social Development Board: 

NESDB）は、都市貧困コミュニティ問題を解決するために、開発を促進する代替策を検討

し始めた。しかし、都市貧困者の生活水準、とりわけ不法占拠者や土地の違法な賃貸者の生

活水準は、経済成長の恩恵を受けていなかった。タイ住宅公社は、撤去移住後の代替地を提

供したが、住宅事情は改善されなかった。多くの場合、リロケーション（撤去移転）による

恩恵を受けると思われた都市貧困者は、所得水準が低いため、返済能力を欠いていたからで

ある。その結果、貧困者は割り当てられた区画を売却して、不法占拠者として都市に戻るこ

とが多かった。 

　低所得者層は、所得が増えれば、土地と住宅を購入するようになると NBSDB は考えた。

都市貧困者の所得を増やす施策を実施すれば、貧困者が土地と住宅を市価で購入できるよう

になると判断した。貧困削減計画の出発点として、貧困改善問題を解決する他の方法を研究

するために、タイ住宅公社の下に研究チームが編成された。調査チームは、タイにおける過

去の経験だけでなく、バングラデシュのグラミン銀行やフィリピンのコミュニティ抵当事業

（Community Mortgage Program）など、他国の事例も参考にした。1990 年 12 月までに、

都市貧困開発基金（Urban Poor Development Fund）に関する構想が立案され、基金創設

に向けた活動が始まった。

　都市貧困開発基金を準備するための研究は、開発の重要なフェーズであった。このプロセ

スには、都市貧困開発問題に取り組むコミュニティグループ、活動家、コミュニティ連合、

非政府機関（NGO）、市民団体、起業家、政府職員が参加した。関係者は協議を重ね、多く

のアイデアを出して具体化した。関連機関による団体が組織され、後に事務局の運営を支援

することになった。こうしたアイデアには、タイにおける新しい制度として、都市貧困開発

基金を設立する提案も含まれていた。この基金は、都市コミュニティ開発事務局（Urban 

Community Development Office: UCDO）に置かれた。そして、都市コミュニティ開発活動

を支援し、所得創出と住宅関連のコミュニティ組織に低利融資を提供するために、回転資金

融資として 12 億 5000 万バーツの予算が付いた。 

　都市貧困開発基金の特徴は次のとおりである。 

　組織形態 : 都市貧困開発基金はタイ住宅公社の下に置かれた。UCDO は理事会が運営した
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が、理事会には、政府代表、学識経験者、スラムコミュニティの代表が参加し、各組織が最

高レベルのパートナーシップを形成していた。財団は当時から自由裁量の余地を残すように、

最終的に独立した意思決定機関となることが決まっていた。政府内に都市貧困開発基金を特

別な部門として設立することは、法的地位を争うことなく、当初から、独立した組織として

運営できるため、その利点は非常に大きかった。 

　管理戦略 : 理事会は、政策の立案と実施、事務局長の指名に責任を持った。事務局長は、

融資制度と手続きを策定し、職員チームを編成する。UCDO は、従来型の官僚機構ででは

なく、柔軟性と効率性を備えた、コミュニティ参加型の組織であった。 

　都市貧困者と基金創設に向けた政策変更を促した要因は多岐に渡る。基金が創設された背

景には、経済成長、不平等、土地価格の高騰、国家基金の活用、貯蓄と信用など、コミュニ

ティ開発に関する過去の経験、諸外国の革新的な計画、異なる統治形態に対するニーズ等、

複雑な要因があったのである。 

１－４　都市貧困開発基金設立の要因

　都市貧困開発基金が設立された最大の理由は、1987 年から 1990 年にかけて、タイが年率

7% の高度経済成長に入ったことだった。タイの民主主義制度が 1980 年代初頭に安定した

ため、経済は飛躍的に成長した。民間部門による開発が飛躍的に拡大し、タイは急速に変化

した。商業銀行が提供する開発向け融資が簡単に利用できるようになり、大規模な社会基盤

整備事業がタイ全土で一斉に着手され、バンコク都市圏は急速に拡大した。中産階級とサー

ビス部門が成長したことを受けて、民間の不動産市場も急成長した。

　こうした条件にも拘わらず、富裕層と貧困層の所得格差は拡大した。所得の内訳を見ると、

1980 年代初頭、所得者の上位 20% は、総所得の 51% を占めていたが、この数値は 1990 年

代に 60% に達した。その一方、低所得者の下位 20% が占める比率は、同期間に 5% から 3%

に低下していた。経済発展にもかかわらず、所得者の 30％を占める最貧層は、住宅を購入

できなかった。しかし、住宅融資が簡単に受けられるため、富裕層と中間層は住宅市場に投

機し、住宅を 2 ～ 3 軒保有する者も現れた。 

　経済成長に伴い、都市部には正規 / 非正規部門の雇用が創出されたことから、人々は都市

に流入した。雇用機会は好転したが、都市貧困者の住宅事情は急速に悪化した。急速な事業

拡大と政府によるインフラ投資が土地価格を高騰させたのである。大半の都市貧困コミュニ

ティは、土地所有権が不安定だった。長年放置された不法占拠者コミュニティは、土地所有

者が土地を売却して利益を得ようとしたため、強制退去を迫られた。強制退去問題は公有地

と私有地で急速に拡大した。経済成長と投機による土地価格高騰を受けて、土地所有者は、

利益の厚い土地再開発に向かった。　　

　1980 年代末になると、バンコク都民の約 24% が 1500 ヵ所の低所得居住地に暮らし、そ
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の 21％が強制退去問題に直面していた。不法占拠者コミュニティは、居住地に生活した期

間が長くても、法的な保護を受けられなかった。

　タイ住宅公社は、バンコクの都市貧困者を代替地に移住させる計画を実施したことから、

強制退去者の火急のニーズは、ある程度満たされた。しかし、代替地を用意しても、移住先

には雇用機会が少なく、所得も低かった。多くの世帯は住宅費用を返済できなかった。その

ため新居を手放す者も出た。多くの世帯は、不安定と不確実な状態に絶えず苦しんでいた。 

　基金設立を促した二つ目の要因は、政府が融資を提供したことだった。新法制定に伴い、

土地価格が全国的に上昇した結果、政府は多額の歳入を得た。石油ショック後の数年間、政

府は歳出を削減した結果、歳費が蓄積されて、国家財政は極めて安定した。

　三つ目の要因は、政府が基金を強力に支援したことだった。タイは 1980 年代後半にアジ

アの新興諸国となった。工業、商業、建設部門を中心として、タイ経済が急成長した結果、

都市貧困者の労働力に対する需要が拡大した。第七次国家社会経済計画（National Social 

Economic Plan、1992 年～ 97 年）を策定した経済社会開発局（National Social Economic 

Development Office）の委員会は、生産・サービス部門の持続的な成長には、都市貧困者の

労働力が必要なことを認識した。委員会は、都市貧困者に良好な社会サービスと投資機会を

提供し、貧困者がスキルを向上する必要があると考えた。さらに、小規模な起業家は、大規

模な事業の隙間を突いてビジネスチャンスをつかめると委員会は考えた。クーデター後に政

権の座に就いたアーナン首相は、支援をさらに拡充した。その結果、国家開発を支える新た

な融資制度が生まれた。 

　同時に、従来の経済社会制度が不適切なことが認識された。市民社会は脆弱であり、軍事

政権に対して懐疑的であったため、市民は社会開発に積極的に参加しようとした。その一方

で地方分権が加速し、中央政府には、自らを開放して、説明責任を果たす機運が高まった。

中央政府の権限を地方自治体に移し、市民参加型の労働慣行が生まれようとしていた。 

　第四の要因としては、1970 年代から 1980 年代にかけて、Human Settlements Foundation

（HSF）、Plan International、People's Organization for Development、Building Together 

Association、Duang Prateep Foundation、Human Development Centreなどの非政府機関が、

都市貧困問題に積極的に取り組み、コミュニティや貯蓄信用グループを作り、住宅開発に取

り組んだことである。幾つかのコミュニティは相互に連携し、新しい住宅開発プロセスを模

索するために、相互に学びあった。コミュニティの連携と学びあいが発展するのに伴い、コ

ミュニティは他のコミュニティの開発戦略に積極的に参加した。 

　強制退去に直面した居住者は、生活基盤を確保し、開発プロセスを確実に実施し、安定し

た開発オプションを選択できるように、相互に連携を強化していった。土地分有やコミュニ

ティ主導の住宅開発活動は、都市コミュニティ開発事務局（UCDO）が設立される前から着

手されていた。こうした革新的な活動は、従来型の手法に基づく、公的機関から充分な支援
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を受けずに組織されていた。しかし、こうした活動を通じて、変革に対する期待は確実に醸

成されていた。

　1990年代初頭までに、複数のコミュニティが60あまりの貯蓄グループを結成した。そして、

コミュニティ開発センター、プラー・ナコーン・コミュニティ共同組合、開発コミュニティ

連合などのコミュニティネットワークが生まれた。コミュニティ貯蓄信用グループが活発化

すると、政府機関や開発専門家の支援を得て、自信を深めるとともに、こうした活動を実施

する高度な管理能力を修得していった。

　1988 年と 1990 年、タイ住宅公社はコミュニティに融資を提供する住宅開発基金を設けた。

この基金は成功しなかったが、その経験を通じて、新たな基金を設立する必要性が理解され

た。多数のコミュニティと専門家は、基金を設ける利点を理解し、基金を効率的に運用する

手法を会得した。こうした経緯を経て、1992 年に都市コミュニティ開発事務局による基金

が誕生したのである。

　五つ目の要因は、研究チームの結果から明らかなように、アジア諸国には数多くの成功事

例があった。バングラデシュのグラミン銀行やフィリピンのコミュニティ抵当事業なの成功

例は、都市貧困者は貯蓄グループと開発活動を運営する能力があり、返済プロセスを管理で

きることを示していた。こうした例は、融資開発戦略を通じたコミュニティ開発が可能であ

り、効率的で大規模な開発に通じることを示していた。過去の事例を学ぶために、複数のグ

ループに加えて、国家住宅公社、経済社会開発局、各種 NGO の専門家が参加する現地調査

団が編成された。 

　最後の要因は、貯蓄信用グループが公式または非公式な形態で農村部のコミュニティに浸

透していたことである。多くの場合、貯蓄信用グループは、住民自身の貯蓄ではなく、外部

の支援に頼っていた。その後、Village Foundation や信用組合が、貯蓄グループのアイデア

を積極的に推進した。一部の活動は、従来型の小規模な融資だったが、コミュニティから次

第に受け入れられるようになった。「Satcha-omsap（真実の貯蓄）」運動は、1990 年代初頭

に発展的に拡大したコミュニティによる貯蓄信用プロセスを意味する。地方開発研究所と地

方基金は、タイ住宅公社の研究チームに参加して、農村開発問題に対応できるように、金融

と運営上のノウハウを提供した。中央政府の地域開発省は、それに符合して、農村部を対象

とした同種の計画を支援した。 

１－５　UCDO の設立

　以上の要因は、1990 年代初頭に顕著となり、住宅問題の解決と所得創出を支援するとと

もに、関連組織の代表が参加して、コミュニティ支援の方向性を協議する強力な政府機関を

設立する必要性が認識されることになった。前記の要因は、組織構造を規定したわけではな

いが、多数の分野における開発を支援する組織を設立する正当性を裏付けた。特に、強制退
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去問題を中心とする都市住宅問題を解決する重要性が認識された。強制退去問題は緊急課題

であった。 

　融資を提供する必要性、および基金を管理する新たな統治機構の必要性を背景として、住

宅問題に対応する新たな機関が設立されることになった。NGO、他のアジア諸国、タイの

都市部と農村部における活動を通じて、新しい機関は貯蓄信用組合であるべきだと判断され

た。都市部のコミュニティには、2 種類の支援が必要なことが認識された。第一は、コミュ

ニティが事業を起こし、所得創出機会を得られるように、低所得層に対して、低利融資を迅

速に提供できる金融制度である。第二は、所得格差の拡大を受けて、経済成長の恩恵は国民

全体が共有すべきであるとの認識が深まり、社会開発の方向を模索する新しい機関の設立が

可能となった。1980 年代の経験と実績に基づき、都市開発に関係する公式・非公式の制度

のギャップを埋める基金を設立することが決まった。

　このように、UCDO は、都市貧困問題に対する新しい手法とプロセスを模索するために

設立された。タイ政府は、タイ住宅公社を通じて、独立した意思決定機関である都市コミュ

ニティ開発事務局を設立する特別プログラムに 12 億 5000 万バーツの回転資金を拠出した。

UCDO は、住宅事情を改善するとともに、コミュニティ貯蓄信用グループを設立して、コミュ

ニティ組合に低利融資を提供して、都市貧困コミュニティとの協力関係を強化した。コミュ

ニティ組合は、資金を会員に融資した。UCDO は、当初から、グループを組織する手法を

重視し、個人にではなく、融資を申請した都市貧困者が帰属する「コミュニティ」に必ず資

金を提供する方法をとった。 

１－６　UCDO の対応と重要性を増すネットワーク 

　UCDO は 1992 年 7 月に設立されて以来、政府機関、コミュニティ組織、貯蓄グループ、

NGO、NHA 他の政府機関との協力関係を構築してきた。都市貧困コミュニティの開発を積

極的に促進するキャンペーンが展開されてきた。UCDO は当初から、居住者参加型の草の

根運動を支援して、都市貧困者があらゆる活動に参加することを保証した。この基金は、利

益拡大を目的として拠出される政府の基金とは異なり、「貧困者を救済するための基金」で

あり、それを理解した都市貧困者が自ら努力することが期待された。 

　1997 年には、抜本的な調整と構造改革が行われ、UCDO の運営方法は見直しが求められた。

なぜなら貧困者が困窮したため、債務不履行が多発するという背景があった。そのため、同

時に UCDO の運営が問題視された。返済リスクは、どのように削減および管理すれば良いか。

返済不能な住民を支援するために、どのように地域組織を強化すればよいか。融資が不適切

な場合はどのようなケースか。貧困者に良好な開発手法は何か。それを特定して実現するに

は、どうすればよいか。経済危機から浮上したこうした問題を解決するには、抜本的な変革

が必要だった。また、一方では、UCDO が支援する都市コミュニティ開発プログラムが変
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更された結果、内在する制約が指摘され、融資制度が再検討されることになった。 

　運営手続きと開発プロセスは、主として、個々の都市と地区の中でコミュニティを形成す

ることで改善された。タイの経済危機と基金設立当初の開発プロセスを反映して、新しいコ

ミュニティネットワークが生まれた背景には、次のような理由があった。 

（１） 貯蓄計画が強力になると、コミュニティグループと地方自治体との協力関係が重視さ

れるようになった。同じような経験を経て、何年も活動を続けてきた同じ都市内のグルー

プは、地方自治体が主催する開発会議で相互に知り合った。地方自治体は、開発計画に参

加するようになり、自身の役割を拡大しようとした。その結果、都市型ネットワークに発

展した。 

（２）UCDO が導入した貯蓄計画はタイ全土に分散していた。コミュニティは地区内で協力

関係を深め、同じようなコミュニティ間で自助と自己学習を促進する必要がある、と

UCDO は考えた。UCDO と開発参加コミュニティは、より強力なコミュニティグループ

に対して、これまでの経験の共有と自身の能力を活用して、新しいグループを作り、それ

を支援したいと考えた。 

（３）タイにおける 1997 年から 1999 年にかけて発生した経済（金融）危機により、貯蓄・

融資グループを含めた都市貧困者は大きな打撃を受けた。コミュニティの借入金の非返済

率は、1995 年の 1% ～ 2% から、1998 年～ 1999 年には 5% ～ 7 ～ 8% まで増加し、破綻

寸前に追い込まれるコミュニティ貯蓄融資グループもあった。そこで、貯蓄グループを蘇

生させるために、UCDO の制度が抜本的に見直されることになった。貯蓄グループの脆

弱性は、コミュニティグループ相互の支援体制が弱いことが原因であることが認識される

ようになった。したがって、コミュニティ相互の協力体制が必要であることが強く認識さ

れた。コミュニティが債務により脆弱化しないようにするには、返済責任を居住者個人で

はなく、共同体が負うことが重要であった。こうした知見と経験を踏まえて、UCDO は

グループがネットワークを通じて相互に協力できる新しい方向を模索して、ネットワーク

が債務返済を管理し、監査能力を向上できるように支援することにした。 

（４） 同時に、1996 年以降に導入された UCDO による支援策と計画には、単一のグループで

はなく、ネットワークを対象として、その意思決定と活動を支援するものもあった。コミュ

ニティ主導型の環境開発活動やコミュニティ福祉計画が、その一例である。新しい方式は、

コミュニティが社会基盤、コミュニティ住宅計画、教育、健康、福祉など、多数の大型プ

ロジェクトを実施する上で非常に効率的であることが実証された。これらのプロジェクト

は生産性と拡張性に優れていた。コミュニティのネットワーク化が進むと、ネットワーク

化を望むコミュニティが増加した。 

　 　以上のように、UCDO が果たした重要な役割は、同じ都市と地区にあるか、同種の開

発計画や共通の関心を持つ都市貧困者と貯蓄グループの協力関係を強化して、コミュニ
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ティネットワークを形成したことであった。ネットワークは、国全体、地域、都市、地区

など、あらゆるレベルで形成された。ネットワークは、地主、強制退去、コミュニティ企

業部門、商取引、福祉などで同じ関心と問題を持つグループによって形成された。コミュ

ニティネットワークに関する規定は存在しなかったが、ネットワークは、グループ独自の

ニーズ、目的、状態、さらにそうした問題に対するコミュニティ住民の関心と能力に基づ

いて形成された。 

　 　このように、コミュニティのネットワーク化は、自己学習、経験の共有、モラルと意欲

の向上などで醸成されることで、大型開発プロジェクトすなわちコミュニティ全体の居住

環境整備を推進する大きな力となった。貧困者グループは、ネットワークを通じて、大き

な自信を得た。コミュニティのネットワーク化は、あらゆるレベルで多様な形態で実現さ

れた。都市貧困コミュニティを通じて、既存の計画を連携する全国規模の都市貧困開発プ

ロジェクトを支援するコミュニティ主導型の開発手法となった。ネットワークは、宮沢ファ

ンド（Miyazawa Community Revival Loan Fund）の債務返済問題を管理する重要な役

割を果たした。

　 　宮沢ファンドは経済危機により経済的に困窮する貧困者を対象として、貯蓄計画を支援

する基金である。基金は日本政府がタイ政府に年利 1% で提供している。グループの債務

返済と所得創出計画の実施を支援する。ネットワークは金利 5% ～ 6% で資金を融資して

いる。困窮する貧困者を救済する福祉基金である。

１－７　UCDO から CODI へ

　タイのコミュニティ開発は、まず都市貧困層を含むコミュニティの開発から始まったが、

2000 年に農業基金が注入され UCDO からコミュニティ組織開発機構（CODI）に改組された。

そのミッションは大都市だけはなく、全国のコミュニティ開発へと変更になっている。そこ

で一貫して実施されている開発手法は、コミュニティネットワークを通した開発である。

NGONGONGO

CODICODI

図 1　CODI 推進のコミュニティネットワーク（出典：CODI）
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　CODI が主導するコミュニティ開発手法であるバーン・マンコン・プログラム（Baan 

Mankong Collective Housing Program）は、国際機関等の支援を受けて、タイ・バンコク

に拠点をおくアジア居住権連合（Asian Coalition for Housing Rights；ACHR）によって

2009 年よりアジアを中心にその手法、ACCA（The Asian Coalition for Community Action 

Program）プログラムとして紹介され、根を下ろし始めている。 

２．CODI 主導のコミュニティ開発
　1990 年代以降のタイにおけるコミュニティ開発の特色は、マイクロクレジットをベース

とした貯蓄グループの組織化と開発対象コミュニティ間のネットワーク化を推進したタイ独

自のコミュニティ開発手法である。2000 年代に入りコミュニティ開発の推進役を努めてき

た UCDO が、2000 年に農業基金が追加されて改組され CODI となり、コミュニティネット

ワークを通した開発が強力に推進されることになった。2003 年からそのコアプログラムで

あるバーン・マンコン・プログラム（Baan Mankong Program、以下ＢＭＰ）のパイロッ

トプロジェクトが全国 10 ヶ所ではじめられた。一方、タイ住宅公社（NHA）も 2006 年か

らバーン・ウアトン・プログラム（Baan Eur-Arthorn Program、以下ＢＥＰ）をスタート

させ、低所得層（世帯月収が 15,000 バーツ以下の世帯）に優先して住宅を分譲または賃貸

する制度をはじめた。

　次に取り上げるＳコミュニティは、火災を契機にコミュニティの再開発を進める上で、Ｂ

ＭＰとＢＥＰを選択した世帯、とりわけＢＭＰによる開発の経緯とその結果について述べる。

２－１　コミュニティ開発の契機

　Ｓコミュニティは、バンコク都の商業と金融の中心市街の１地域であるサートーン

（Sathorn）通りに隣接するコミュニティである。交通至便の環境に加えてコミュニティ住民

の多くが従事する露天商の商圏であるシーロム（Silom）通りにも至近距離に位置している。

　このコミュニティの土地は財務省が所有する国有地であったが、1970 年代半ばころから

建設業の日雇い労働者達が住みつくようになったのが契機となり、結果的にスラム化（第 3

者の土地を不法占拠し住み着いたが、後に地権者と借地契約を結んで住み続けている状態）

がすすんだ経緯が認められる。その後最も多くの住民が居住するようになった時期には少な

くても 1,200 世帯が生活していた。その多くは、日雇い労働者、露天商、資源ごみの収集、

タクシー運転手、オートバイタクシー運転手などインフォーマルセクターに依存する低所得

層の住民がほとんどである。

　ところが、2004 年 4 月 23 日に漏電が原因の火災が発生し、全世帯が焼け出された。過密

な居住形態に加え、可燃性の高い建材による素人建築物が大半であったため、火の回りが速

く全焼は免れることはできなかった。
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写真１　火災直後のＳコミュニティ（筆者撮影）

２－２　コミュニティの再開発

　この火災で焼け出された住民の多くは、行き先を失った上に収入の道も断たれる結果と

なった。火災直後、政府は財務省、社会開発人権保障省、およびＮＨＡに対策立案を指示し、

住民に当該地域の土地に居住することと長期間の契約を締結し住み続けることを認める内容

の決定を行った。

　加えてＣＯＤＩ、ＮＧＯ等が政府当局に掛け合ったことで、いち早く緊急避難的措置がと

られ、コミュニティ近くの公園にテント村が設営され、焼け出された住民はそこに身を寄せ

ることができた。

　火災後のコミュニティ開発には、政府機関に加えバンコク都庁、地域行政諸機関、国内外

のＮＧＯ、さらにバンコク・コミュニティ・ネットワーク、ＣＯＤＩ，ＮＨＡとＳコミュニ

ティ住民が参加して、再開発のための話し合いを定期的に開催する体制がとられた。

　このコミュニティの所在する土地所有者である財務省は、火災前から当該地域の再開発を

検討していた。ＣＯＤＩがすでにコミュニティにアプローチし、ＢＭＰの紹介と実施に向け

てのプレゼンテーション等を行っていたが、住民を入れた話し合いの結果、ＣＯＤＩ主導の

ＢＭＰとＮＨＡ主導のＢＥＰの 2 つの選択肢が提示された。

　ＢＥＰは、ＮＨＡが建てる 5 階建ての集合住宅の１ユニットあたり 33 平米（1 世帯分）

を 340,000 バーツで買い取ることが求められた。分割で購入する場合は 15 年以内に完済す

ることを求められた。区分所有の権利を買うわけであるが、条件として 1 世帯の月収が

15,000 バーツ以下であることと決められた。分割による権利取得のための月々の返済金は、

5 階建て５階部分の 1 ユニットは、1,500 バーツ、以下４階は 1,600 バーツ、３階は 1,700 バー

ツ、２階は 1,900 バーツ、１階は 2,000 バーツになっている。また、ユニットの所有権は 5

年後には売却できるとなっている。
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写真２　ＢＥＰによる集合住宅（筆者撮影）

　ＢＭＰは、火災以前から当該コミュニティに紹介されていて、ＣＯＤＩがファシリテーター

役を担っていた。こちらのプログラムは、住民が主体となり土地利用、住居のデザイン等を

ＣＯＤＩの若手建築家とともに相談をしながら計画を進めていく方法がとられた。

　ＢＭＰの導入と住民の対応については次の節に詳しく報告するが、Ｓコミュニティの再開

発は、焼け出された住民 1,200 世帯のうち、３割は転出してしまい、残りの 7 割にあたる

822 世帯がオンサイトで再建築（reconstruction）の手法で再開発に取り組んだ結果である。

２－３　住民主体の開発―バーン・マンコン・プログラム

　Ｓコミュニティの再開発は、火災後当該地域に残った 822 世帯が、ＢＥＰかＢＭＰのどち

らかのプログラムを選択して再居住をめざすことになった。ＢＥＰが住民の組織化がないの

に対し、ＢＭＰは貯蓄グループの組織化からはじまる住民主体の開発である点が特色である。

　ＢＭＰは住民主体の手法であると述べたが、ＣＯＤＩがファシリテーターをつとめること

によって住民の自律的な参加が期待できる点が、特筆すべき点である。まず、住民が自ら会

議を運営し、ＣＯＤＩの建築家が専門家として開発の手法をわかりやすく説明し、区画の整

理、住居の設計、共有スペースの整備費用、住居建設費用の計算と借り入れ方法についても

順を追って説明していく。その過程で住民は相互に話し合いを深め、コミュニティに適した

サイズの計画を立案していく。同時に資金の借り入れに必要な準備をすすめるため、貯蓄組

合を設立し参加住民の月々の積立金額（最低 100 バーツから）を設定していく。資金の借り

入れで注意をしておきたい点は、住民個人が借り入れるのではなくコミュニティが借り入れ

の主体であることである。したがって負債の責任はコミュニティ全体で負うことになる。仮

に負債の返済に滞りが生じた場合は、コミュニティがその責を負うことになるわけである。

　さて先にふれた 822 世帯にうち、558 世帯はＢＥＰを、264 世帯はＢＭＰをそれぞれ選択

した。ＢＥＰ選択世帯は、ＮＨＡが建設する集合住宅の完成をただ待つだけで、2009 年 4

月までかかった。それに対し、ＢＭＰ選択世帯は、2004 年 5 月からプログラムにとりかか
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り 2008 年３月には 4 階建てアパートを除く長屋住宅が完成し入居が完了した。

写真３　ＢＭＰによる長屋住居（筆者撮影）

２－４　バーン・マンコン・プログラムのプロセス

　火災の翌年 2005 年 4 月までにＢＭＰ選択世帯は、ＣＯＤＩの仲介を得ながら、すでに同

プログラムを取り入れて開発に取り組んでいるコミュニティ、たとえばバンコク都内の幹線

道路、ラマ 4 世通りに隣接するボンカイコミュニティの事例についてコミュニティネット

ワークを通して、同プログラムの進め方等の指導を受けることで、自らのコミュニティ開発

に自信を積み上げていった。

　264 世帯は 15 世帯ずつの 14 サブグループに分けられ、それが 1 棟の長屋住宅（ロングハ

ウス）に居住する世帯となっている。つまり長屋住宅の 1 棟には 15 世帯が入居することが

基本となる。サブグループ決定には、建築費用の負担額によって分類が異なった。住民が設

計した住居は、3 階建て住居、2.5 階建て（屋根裏部屋つきの 2 階建）住居が中心で、床面

積は 100 平米～ 62.5 平米となっている。建築費用は、360,000 バーツ～ 215,000 バーツとなっ

た。その他、1 つのサブグループ（12 世帯で構成）が 2 階建の長屋住宅を選択。残りの 42

世帯は、床面積 20 平米の 4 階建て集合住宅の建設を選択した。

　それぞれのサブグループは、1 棟の隣組を形成しており、それが基本単位となって貯蓄グ

ループをつくり、積立金のとりまとめを行った。住宅完成後は、このグループで返済金の取

りまとめ、住民互助組織、さらにはコミュニティ全体の住宅協同組合のサブグループとして

の機能を持っている。また、コミュニティの環境保全、住民の収入安定化のための勉強会、

教育、文化活動（伝統的行事の実施）、青年健全育成、老人会など住民相互の諸活動の基本

単位になっている。

２－５　Ｓコミュニティが抱える課題

　火災後の開発にあたり総面積が周辺地権者との話合いにより 2.8 ヘクタールに拡大され、
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その 40％がＢＭＰに、60％がＢＥＰに割り振りされた。

　ＢＥＰを選択した世帯は 2009 年まで入居が延期された。それに対してＢＭＰを選択した

世帯はそれよりも 1 年以上早く自分の住居が完成し入居が実現した。前者はＮＨＡによる建

設完了を待つだけで、コミュニティとしての活動は乏しい状態で推移した。それに対して後

者は、再開発の最初から住民一人ひとりが関わり、住宅の完成までのプロセスで住民の参加

意識が担保されながら実施されたことがわかる。この意味で、ＢＭＰは住民参加型のコミュ

ニティ開発であると言うことができる。

　ＢＥＰの問題点として、住民による住居ユニットの権利の転売の事実が指摘できる。既述

の通り、住民は 5 年を経過しないでその権利を売却することはできないことになっているが、

実際には取得価格の３～４倍で売買されていることが2012年11月の調査で確認できている。

立地条件がいいので、今後も転売に加速がかかるものと予測できる。

　一方ＢＭＰの問題点として、住宅資金の返済に滞りが出ていることが指摘できる。全世帯

の約 20％で返済の遅れが出ている。2010 年 11 月の時点で 3 ヶ月以上返済を怠っている事例

が 7 世帯あり、住宅協同組合は裁判所に提訴する手続きを準備している。どの世帯も明らか

に返済可能な収入があるにもかかわらず、その義務を果たしていない。当該コミュニティだ

けの問題ではなく、ＢＭＰ導入のコミュニティにおいて、住宅完成後の借入れ資金の返済行

動にどのように縛りをかけるか、その課題はまだまだ大きい。タイ社会に共通するパトロン

―クライアント関係のような甘えが、契約履行を妨げる要素となっているのだろうか。成文

化した契約社会への転換が問われているように思われる。

３．タイにおけるコミュニティ開発と内発的発展論
　タイの貧困層を含むコミュニティ開発のプロセスを考察する際に、かつて社会学者の鶴見

和子が展開した「内発的発展論」を導入すると、アジアにおける内発的発展の理解が深まる。

そこで、ここでは鶴見の発展論の基幹がどこにあるのかを指摘する。

　内発的発展の理論については、鶴見和子、川田侃編著『内発的発展論』（1989）で詳しく

議論されているが、内発的発展という概念が一般的に使われるようになった一つのきっかけ

は、1975 年にスウェーデンのダグ・ハマーショルド財団が第七回国連特別総会に提出した

報告書であった。その報告書は『もう一つの発展』と題されていた。それまで先進国の論理

で発展が議論されていたのに対し、発展途上国の立場を含めて発展について包括的に定義し

ている点が特筆される。　

　そこでは、次のように発展の要件が述べられている。

（１） 食糧、健康、住居、教育など、人間が生きるための基本的要求がみたされること。

（２） 地域共同体の人々が共働によって実現されること。このことを「自助」とよぶ。

（３） 地域の自然環境との調和を保つこと。
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（４） それぞれの社会内部の構造変革にために行動をおこすこと。

　上記の要件を満たす発展様式や生活様式とは、それぞれの地域の人間とその集団が、それ

ぞれ固有の自然環境、文化遺産（伝統）、地域共同体の男女成員の創造性に依拠し、他の地

域の集団との交流を通して、創出することができる。

　この報告書の定義では、発展の単位が「地域」であることを明確にしている。また、地域

の自然生態系との調和を強調していることと、地域の文化遺産（伝統）に基づく人々の創造

性を重んじている点が、それまでの発展の定義とは異なっており、評価された理由である。

また上記（２）で言及されている「自助」とは、経済面で自給率を高め、文化面でも外国へ

の依存をできるだけ少なくすることである。

　さて、内発的発展の理論を検討する場合、社会学者鶴見和子の「内発的発展論」について

みておかなくてはならない。むしろ、内発的発展の理論がアジアから提唱されたということ

が重要であることを指摘しておきたい。

　1970 年代半ば、上記のダグ・ハマーショルド財団が提出した報告書『もう一つの発展』

で議論された「もう一つの発展」とは、欧米の近代化に対して、それとは異なる発展があり、

内発的発展も同じであると鶴見は指摘している。しかし鶴見の内発的発展論では「内発性」

が強調されている。その理由として二つの根拠を挙げている。

　第一は、アメリカの社会学者Ｔ．パーソンズのアメリカ近代化論を取り上げている。1960

年代のアメリカ社会学における近代化論は、イギリスやアメリカなど先発国を内発的発展者

と捉え、後発国は、ここでは非西洋社会はすべて後発であるとみなされているが、先発国の

手本を借りて近代化を遂げたか、遂げつつあるため、外発的発展者であると指摘している。

これに対して鶴見は、後発国も内発的発展がありうるとのアンチテーゼを呈している。

　第二には、とりわけ非西洋社会の立場から精神的知的側面の発展、すなわち自己覚醒およ

び知的精神的創造性を強調している。発展は、物質生活の向上だけではなく、精神的覚醒と

知的創造性とを通じて、人々は社会変化の主体となることができると主張している。

　これらの論点から、鶴見は、内発的発展は後発国および発展途上国からの発想であると指

摘している点が見逃せない。発展のプロセスと目標を実現する社会の在りようと、人々の暮

らし・生活は、それぞれの地域と人々の集団（住民）が、固有の自然生態系に適合し、文化

遺産（伝統）に依拠して、外来の知識、技術、制度などを照合しながら、自律的に創出する

ことが内発的発展であると結論付けた。これが鶴見和子の「内発的発展論」の基幹をなして

いる。

４．まとめ
　最後に、タイにおけるコミュニティ開発についてのおさらいをしながらアジアにおける内

発的発展のまとめを行う。
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　タイの貧困層を含むコミュニティ開発の歴史をふりかえると、1962 年のタイ経済社会政

策の転換によって産業振興が進み経済成長に加速がついたのをきっかけに、労働人口の都市

への集中がおこり、急加速で都市化が進んだことに起因する。政府による住宅供給が需要に

追いつかず、また民間アパートの供給も需要を抑えることができなかった。その結果、首都

のバンコクではスラム地域が拡大し、1970 年代前半には 2,000 を超えるスラムが形成された。

1980 年代には政府による強制撤去がすすめられたが、結局はスラムの解消には至らずむし

ろその数は増えてしまった。当然政府のスラム対策はその方針転換が迫られ、政府機関を設

置して住民主体の開発へと大きく舵を切ったのである。そして、1990 年代に入って UCDO

が住民主体、すなわち自助型開発プログラムの普及に乗り出した。その後、2000 年代になっ

て改組された CODI が、大都市のみならず地方都市や農村までをカバーする開発プログラム、

バーン・マンコン・プログラム（Baan Mankong Program）によってコミュニティ開発を

推進している。

　UCDO、CODI が推進してきた開発プログラムの特徴は、まず開発を行うのは住民自身で

あること。公的機関からの借り入れに必要な社会的信用は、グラミン銀行のマイクロクレジッ

トの考え方を援用して貯蓄組合の結成によって勝ち取ることができる。小さな力も結集する

ことで大きく、強固になるので、開発を進めるコミュニティはネットワークを組織する。コ

ミュニティネットワークで、開発のための知識や経験を共有したコミュニティ住民は、既存

の法律の範囲内で、地域のインフラを整備したうえで、土地、住宅の取得をめざす。目標が

達成されれば、住所が確定し行政サービスが受けられるようになる。借入金の返済、土地・

住宅の管理など、コミュニティ住民は、住宅協同組合を組織して自治をスタートさせるので

ある。

　このようにタイにおけるコミュニティ開発は、1990 年代以降そのプロセスを捉えると、

本章で考察してきた内発的発展の定義、すなわち「発展のプロセスと目標を実現する社会の

在り様と、人々の暮らし・生活は、それぞれの地域と人々の集団（住民）が、固有の自然生

態系に適合し、文化遺産（伝統）に依拠して、外来の知識、技術、制度などを照合しながら、

自律的に創出すること」に通じる点が多々あることがわかる。

　今日、タイのコミュニティ開発の手法は広くアジアの発展途上国に、開発の手本として拡

大している。その自助型コミュニティ開発プログラムは ACCA プログラムとして、インド、

パキスタン、ネパール、カンボジア、ベトナム、フィリピン、モンゴル、韓国において積極

的に受け入れられて開発が進められている。バンコクに本部をおく国際ＮＧＯ、アジア居住

権連合（ACHR）が ACCA プログラム普及の媒介役を務めている。国や地域よって歴史や

伝統が異なるので、タイとまったく同じ方式でコミュニティ開発がすすめられるわけではな

いが、地域住民が主体的に、地域の自然環境に配慮した「自助」の開発、人々と地域の発展

が推進されていることは確かである。ACCA プログラムが起爆剤となって、多くの開発プ
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ロセスで培われた知識や経験がネットワークによって共有され、アジアにおけるより効果的

な開発手法が構築されることが期待されている。
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A Study on Community Development for the Urban 
Poor in Thailand; focusing on the process of 

Community Development and Endogenous 
Development

TAKAHASHI, Kazuo

Abstract

　The purpose of this paper is to describe the community development process including 

the urban poor in Thailand, and to analyze the process of the community development 

from a perspective of endogenous development theory.

　In the early part of this paper, the community development in Thailand and the process 

of that were discussed using time series analysis, and the government organizations, 

UCDO (Urban Community Development Office) and CODI (Community Organization 

Development Institute), were mentioned for understanding community development 

process in Thailand.

　In the second chapter, a case study of the community development in Bangkok was 

reported and analyzed the process of an urban community development and their issues 

to be resolved by the community dwellers.

　In the third chapter, the theory of endogenous development was discussed.  The issue 

of endogenous development was raised by the report of the Dag Hammarskjold 

Foundation as Another Development in 1975.  After that period, Dr. Kazuko Tsurumi, a 

sociologist, mentioned the theory of endogenous development from Asian perspectives.  In 

this chapter, the process of community development in Thailand was discussed relating 

the theory of endogenous development.

　Finally, the issues of community development in Thailand were concluded using the 

theory of endogenous development pointed out by Dr. Tsurumi.  At the same time the 

community development program in the Asian countries these year, which has been done 

in Thailand as “Baan Mankong Program”, was introduced for understanding the future 

of community development in Asian countries.




