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コミュニティ開発を目指した無農薬野菜

出荷グループの持続可能性
一東北タイ・コンケン県の農業開発事業を事例にして一

中藤絢子*. 安 延 久 美** .小田哲郎** * . 
ウタラナコンノfナダー****

背景

農村開発援助では，多くの場合，社会的・政治

的弱者である農家を開発主体とするため，事業実

施にあたって農民組織化・グループ化が主要な手

法となっている(12)。しかし，開発援助固など外

部者の支援によって形成された組織は， もともと

農村に存在する組織よりも脆弱であることが指摘

されている (13)注 1)。佐藤は，外部者が現地社会

に介入し組織化を図ることは. I社会のあるべき

姿」を目指し部分的に社会秩序を変更することで

あり，場合によっては社会秩序を乱す恐れがある

と指摘し外部者(援助する側)と開発の主体と

なる農家(援助される側)の間の，開発に対する

価値観のずれの存在を指摘する (12)。こうした議

論の背景には，援助によって作られた組織が，当

該事業終了後に活動を停止ないしは停滞する例が

多いという，援助関係者の現実認識が一因になっ

ているためと考えられる。

事業を担う組織が持続的に発展可能か否かは，

開発主体である農家，ないしは開発の受け皿とな

る農民組織等が， どのように事業を受容している

のかを知る必要がある。秋保(1 )は，個々人は属

する組織によって異なる役割をもっているため，
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現実の農村社会を理解するためには組織だけでは

なく，個人にも着目して分析する必要があると指

摘する。

本研究は，東北タイにおいて日本の援助事業で

形成された組織をとりあげ，外部者主導によって

作られた組織の事業終了後の持続可能性について

探ることを目的とする。特に本稿では，外部者の

介入によってもたらされた多様な選択肢の存在

が，メンバー農家の加入動機を変えてきた点に着

目した。具体的には，外部者は，当初コミュニ

テイ全体の福祉向上を目的として組織を作った。

そして，そのプロセスを世帯レベルの自給農産物

の確保(第 1段階)→組織化と余剰分のコミュニ

ティ内での販売による福利の充実(第2段階)→

コミュニティ外への経済活動の拡大(第3段階)

の3段階とし，最終的には利益のコミュニテイへ

の還元を期待した。グループメンバーの中にはこ

のコンセプトを忠実に受け入れているものもいる

一方，多くは当該事業を通して生産物の販売機会

を増やすことで個々の農業所得の増加を通した生

活向上をめざしていた。本論文では，外部者が事

業実施のために形成した組織であっても，その持

続可能性は，加入農家の目的や利益に整合させた

変革が常に求められることを，組織均衡論の視点

から事例分析を通して明らかにする。

注 1)国際協力・援助研究において.["外部者jとは，

通常，事業を履行する主体，すなわち援助する

側を指す。この事例では.]BIC事業を実施する

現地カウンターパート，普及機関関係者.]ICA 
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専門家，現地コンサルタント等，村外から介入

する主体を指している。

E 調査・分析方法

本調査地は， r農地地改革地区総合農業開発事

業(以下， ]BIC事業)Jの支援によって形成され

た無農薬野菜出荷グループ(以下，グループ)が

存在するコンケン県ワンヒン郡とし注2) 調査票

を用いた聞き取り調査を2013年 3 月 3~7 日 (5

日間)， 9 月 6~16 日 (11 日間)に行った。

調査対象者は，グループに加入している農家の

うち協力の得られた(以下，加入農家)22戸であ

る。また，グループ非加入の理由を問うために，

グループに加入していない農家18戸を同じ村から

ランダムに選定し，補足的に調査した。加えて，

]BIC事業や村およびグループの概要を把握する

ため， ]BIC事業担当の日本人コンサルタント，

農地改革局 (AgricultureLand Reform 0伍ce， 

以下， ALRO) コンケン事務局職員， ワントン村

長および村長の妻等関係者からの聞き取りを行っ

た。個々の経営目的の相違を明らかにするために，

加入農家のうち野菜を生産する目的を異にする 3

戸の農家を選び，今後の意向などを聞き取った。

以上のように，本論文では事例を中心とした，記

述的分析を行っている。

以下，まず次節では事例でとりあげた事業の概

要について，東北タイが抱えている農業の課題に

言及しつつ紹介する。次いで、結果の節において，

事例でとりあげたグループの概要及び加入農家の

経営概況とグループ参加の動機について示し，農

家の加入意図が多様で、あったことを明らかにす

る。また，グループ活動における外部者の関わり

を，特に青果物の販路開拓に着目して説明し，当

該グループの活動の推進には外部者の役割が不可

欠であったことを指摘する。さらに，加入農家3

戸の事例から，同じグループの中でも組織への期

待や活動内容が異なることを示す。最後に，個々

の農業経営の発展がコミュニティ全体の発展に繋

がる仕組みの必要性について考察する。

注2)ワンヒン郡はコンケン県の県庁所在地ムアン

コンケン郡から車で約 1時間半の場所に位置し，

8つの村で構成されている。グループは 8村中，

もともと一つのコミュニティ(自生村)である

3村(ワントン村， ワンヒン村， ノンサラ一村)

の有志の農家25戸 (2013年9月時点)によって

組織された。各村の世帯数 (2006年)は，ワン

トン村120世帯，ワンヒン村101世帯，ノンサラ一

村118世帯の計339世帯である (JICA部内資料よ

り)。具体的な事業内容は，ため池の掘削，農道

の整備， JlIの拡張，井戸の掘削による地下水の

利用，マイクロ濯i既設置，稲作移植法の改善，

野菜・果樹の苗の配布，栽培技術指導，養殖魚

の普及，コミュニテイマーケットの設置，簿記

記帳方法の指導などである (5](8)。コミュニテイ

マーケットは農家が自給用に栽培した余剰農産

物の売り先として2003年に設立された。

E 農地改革地区総合農業開発事
業の概要

東北タイ農業は，不安定な降雨にも関わらず濯

j既設備の普及が遅れており，農業生産は天水に依

存している (2)。また土壌肥沃度が低い砂質土壌

であることから農業生産性，農家所得は全国で最

も低い(4](7)。農家は自給用水稲を栽培するほか，

厳しい自然環境下でも栽培可能なキャッサパとさ

とうきびを栽培し，これらが重要な現金収入源と

なっている。しかしキャッサパやさとうきぴは

輸出原料作物であるため，その価格は国際市場に

大きく左右される (3)。さらに，農家は植え付け

や収穫を雇用労働や委託作業などの外部労働力に

依存し収穫した作物は特定の仲介業者に売る手

立てしか知らないため(3) その経営は外部経済

からの衝撃を受けやすい環境に置かれている。

]BIC事業は，タイ政府の要請により，円借款

事業として農家の生活向上，環境保全を目的に

1999~2011年に実施された (11)。開発優先度が高

い東北タイ 4県(コンケン，ムクダハン，サコン

ナコン，マハサラカム)の ALROが管理する農

地改革地区注3)において，水不足が顕著で住民の

生活が貧しい地域が対象に選ばれた。
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本事業の特徴は，タイのプミポン国王が提唱す

る「新理論農業」注4)を援用して作成された農村

開発モデルが使われたことである。事業開始から

2008年まではハード面の支援を重視した既存モデ

ル，それ以降はソフト面での活動を強化した新モ

デルが提案・採用された。ここでいう既存モデル

とは，栽培作物の多様化を目指したため池掘削

(水資源開発)を基盤とした開発を指し小規模

なため池を掘削しこれを利用した自家消費用の

野菜，果樹，家畜，養殖魚、を導入することで栽培

作物の多様化を目指したものである。 ]BIC事業

側は，当初予定していた既存モデルはほぼ確立し

たものと考え， 2008年以降は換金作物も含むすべ

ての農地を事業対象に，農業技術の改善，高品質

化・高付加価値化とマーケティング活動などソフ

ト面の支援を中心とした新モデルが採用された。

事業は，具体的には 3段階の開発モデルにそっ

て実施された。第 l段階は世帯レベルで自給農産

物を確保し家族の需要を満たすこと，第2段階は

コミュニティレベルでグループや組合を結成し

余剰農産物の売上でコミュニテイの福利を充実さ

せること，そして第3段階は，農家グループを強

化し，コミュニティ外へ経済活動を拡大させてい

くことである (8)。

注3)ALROによって耕作権が与えられた農家が居

住する地域(15)

注 4) 一世帯の食料をまかなえる15rai(2.4ha) の土

地を 3・3: 3 : 1の割合で分割しそれぞれため

池，水田，畑地，屋敷地や畜舎に利用し，効率的

に水・土地資源を活用するモデルである(9)0 ["新

理論農業」では特定の技術を行う決まりはないが，

ほとんどは農薬や化学肥料を低減させた技術が

実践されており (6) 本事例においても健康や環

境に配慮した低農薬栽培技術が指導されている。

N 調査結果

1 無農薬野菜出荷グループの概要

(1) 無農薬野菜出荷グループの設立経緯

グループは，調査対象地である 3村の農家に

よって構成されていた牛の飼養組合のメンバーを

中心につくられた注5)。これは，新しい組織を形

成するのではなく，既存の組織を利用したほうが

良いという外部者側の判断による。この飼養組合

員の中で自発的にため池を利用している農家に対

してグループ化を呼びかけ， 2010年に20戸の農家

が関心を示し参加することとなった。

グループは，毎日活動できること，収入機会を

増やすこと，安全なものを食べることを目指し，

野菜作を中心に取り組むことに決めた。そこでグ

ループの設立目的として ①自家消費用に安全な

野菜を栽培すること，②世帯の支出を抑えること，

③余剰農産物を販売することを掲げ，主な活動内

容を野菜や果物生産のための技術習得と共同出荷

と決めた(第 l表)。

第1表無農薬野菜出荷グループの概要

設立 2010年

① 自家消費用に安全な野菜を栽培すること

目的 ②世帯の支出を抑えること

③ 余剰農産物を販売すること

活動拠点 フーニングセンター(グループリーダーの敷地内)

メンノTー 2010年 20人→2013年9月:25人

加入条件 加入時に100Baht支払うこと

郡役所 (2010年 30，0∞Baht) 

活動資金出資元 Informal School of Amphoer 0伍ce(2010年:12，000Baht) 

ALRO (2010年 13.000Baht)

活動内容 野菜，果樹の共同出荷.有機肥料の共同生産技術講習会，借入・預金

耳見得認証 GAP認証 (2012年2月)

その他 水耕栽培導入 (2012年).家計簿記帳

資料 聞き取り調査より筆者が作成。
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設立時には 3つの団体(郡役所， Informal 

School of Amphoer 0血ce，ALRO) から合わせ

て55，OOOBahtの出資を受けたが，現在の活動は

加入時の農家の出資金 (100Baht) に加え，農産

物の売上でまかっている。 2012年 2月には GAP

認証注6)を取得し，同年には ]BIC事業側の専門

家の薦めで水耕栽培を導入している。 ]BIC事業

が終了した現在は， ALROが定期的にマーケテイ

ング、指導を行っている。

注 5)飼養組合は約70戸の農家によって構成されて

おり，借入・貯金を中心に活動し，現在も組織

としては存続している。しかし牛を飼ってい

る農家が減少したことによって活動はほぼ停止

している。

注 6) タイの農業協同組合省 (MOAC)により食品

の安全性を確保するためのタイにおける統一的

な安全認証ラベルである。規定の検査を合格し

たものに対して統ーした品質保証の Qマークが

与えられる[10)。

(2) 加入農家の特徴と加入動機

加入農家22戸の平均経営耕地面積は20ライ (3

ha程度 1ライ=O.l6ha) で，東北タイのほぼ

平均の自作農である。 20ライのうち60%にあたる

12ライが水田， 8ライが畑地で，水田には東北タ

イの代表的なイネ品種 KDMLl05およびRD6を，

畑地ではキャッサパ，サトウキピ，野菜，果樹な

どを栽培している。現在 ため池を保有していな

い1戸を除けば，平均2つ程度の溜池を保有して

いる。野菜は平均 2ライで 8品目を作っており，

うち 8割を販売に仕向けている。 22戸のうち，調

査時点で野菜の販売をしていないのは l戸のみ

で，ほぼすべての農家が販売をしている。この傾

向は非加入農家と比較すると明らかで，非加入農

家の野菜栽培は，池の周りなどの小面積で自家用

に栽培しているだけである(第2表)。

第3表はグループへの加入理由をまとめたもの

である。農家が加入する動機は，販売・収益向上

を目的とするもの (10件)，技術・知識獲得 (7件)

が目につくが，これに並び¥コミュニテイの中で

の人とのつながりを示唆する回答も少なくない

(例えば， I誘われたからJIみんなで活動したい」

等)。なお，本稿では表は割愛したが，加入した

後で得られたメリットを聞いたところ22戸中12戸

第2表土地利用および栽培作物

加入農家 非加入農家

全農家数(戸. %) 22 (100) 18 (100) 

平均経営耕地面積 (rai) 20 36 

土地利用 平均水田経営耕地面積(凶) 12 18 

平均畑地経営耕地面積 (rai) 8 18 

養殖魚(戸。%) 11 (50) 11 (61) 

水稲(戸%) 20 (91) 18 (100) 

キャッサパ+さとうきび 6 (27) 16 (89) 
工芸作物

キャッサパorさとうきぴ 9 (41) 2 (11) 
(農家数)

両方なし 7 (32) o (0) 
栽培している(戸. %) 22 (100) 14 (78) 

販売している(戸. %) 21 (95) 4 (22) 

野菜 平均経営耕地面積 2rai 池・家のまわり

平均品目数 8 3 

平均販売仕向率(%) 82 14 

栽培している(戸%) 21 (95) 14 (78) 

販売している(戸. %) 17 (77) 1 (6) 

果樹 平均経営耕地面積 2rai 池家のまわり

平均品目数 2 2 

平均販売仕向率(%) 54 5 

資料聞き取り調査より筆者が作成。
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グループ加入の理由第3表

加入理由む1=22.複数回答)

自分で=作った野菜を売るため/売るチャンスだと患った

価格が以前の2倍になるから

収入を増やすため

他地域で契約栽培をしているグループをみて，自分もしたいと思った

ホテルに売っている友人をみて自分も売りたいと思った 2 

技術・知識獲得 |野菜栽培の技術・知識を得るため 7 

つながり重視 |リーダーに(あるいはみんなに)誘われたから 6 

みんなと一緒に売りたい/みんなと活動するのが楽しい 2 

人は社会活動をすべきと考えているから 1 

さみしいから l 

みんなが安全なものを食べられるようにしたかったから

健康によい野菜をつくるため 2 

明言・設:その他 l主山減ALL・ぷみ・4/拘命日KMiL-ぷ i 
いろんなところに千子くチャンス 1 

家畜グループから移行したから(自動的に加入となった) 1 

4

2

2

 

販売・収益向上目的

注 7)加入農家と非加入農家の農業所得を比較する

と，加入農家のほうが高い傾向がみられた。こ

れは，加入農家が野菜・果実の販売を行ってい

るのに対し，非加入農家は自給用にのみ栽培し

ているためで、ある (8)。

注8)グループへの加入は任意であるとはいえ，中

にはリーダーから満員であるという理由で加入

を断られたというケースもみられたことから，

必ずしも聞かれた組織であるとは言えないかも

しれない。実際には，非加入農家18戸中. 6戸

の農家が，いずれは加入を希望すると回答して

資料聞き取り調査より筆者が作成。

が複数回答で，技術支援・物資支援 (7件).価

格・販路等マーケテイング支援 (5件)等.JBIC 

事業ないしは行政からの支援を得られたとする芦

が高かった注7)。ただし友達ができた，情報交

換ができる，年齢に関係なく活動できる(各 1件)

などの意見もあげられた。

一方，非加入農家に加入していない理由および

野菜を栽培していない理由を聞いたところ(第4

表)。技術的な要因にならび労働力不足を挙げて

いる農家が多いことが特徴であった注8)。

グループに加入していない理由第4表

件数1)

q
u
'
I
1ム

1
よ

1
l
a

理由

3年前につくってみたが， うまくいかなかった/得意ではない

年に 2期しか野菜をつくっていないため

作るのにコストがかかるため

野菜用の水が足りない

満員ではいれなかった

野菜栽培に興味ある

(技術や知識の不足)

(7件)

q
L

つム
M

1

1

1

よ

家畜のほうに興味があるから

興味がないから

他の作物，家畜の世話が忙しいため

キャッサバ，さとうきぴを作るのが好きだから

野菜栽培に興味ない

(他の作物)

(6件)

qo
つμ
1
i
1
i
1
4

体力がない/高齢だから

子供の面倒を見る必要があるため/家庭の仕事があるので忙しい

時聞がない，労働力が足りない

耕うんの受託作業を行っているため時間がない

野菜は手聞がかかりそうだから

主として労働力不足

(8件)

資料:聞き取り調査より筆者が作成。
注:1)野菜導入していない，もしくは，グループに加入していない理由(非加入農家18人中17人が回答，

複数回答)。
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いる。

2 グループ形成後の外部者の介入と販路

(1) 販路開拓における外部者の関わり

本節では，グループ活動の中心となる共同出荷

の販路開拓に着目し，まず外部者がどのような役

割を担ったのか整理する。前節で述べたように，

グループに加入している農家の加入目的はさまざ

まであったが，積極的に野菜を販売したいと志向

している農家が多くみられた。また，加入農家の

中には，グループで野菜を栽培・販売する以前か

ら，自家消費用に栽培するものや，個人で振り売

りをしているものもいた。

第5表は， どの販路を誰がどのように開拓した

のかまとめたものである。グループは設立当初か

ら自家消費用に栽培した野菜，果物の余剰分を

JBIC事業によって設立されたコミュニテイマー

ケットや村外のマーケットへ出荷していた。コ

ミュニテイマーケットは2003年に，当該事業の第

1フェーズに村内に開設され， 2010年に事例でと

りあげたグループが形成される以前から村内の農

家によって活用されている。 2012年2月にはバン

コクから帰村した 1戸の農家がグループに加入し

た。同時期に外部者から市内ホテル(プルマンホ

テル)との契約栽培の紹介を受け，グループ活動

のlつとして帰村農家を中心に一部の農家が契約

栽培に取り組むことになった。また，グループの

圃場へ視察に来たノンソンホン病院のスタッフに

野菜の品質が高く評価され，月 1回病院へ出荷す

るようになった。その後， 2013年にコンケン大学

内の研究施設 (RDI)，会計検査局，チャート村

のマーケットへの出荷が始まり，徐々に販路を拡

大させている。

以上のように，多様な販路が得られたことは，

当初から外部者の積極的な働きかけがあったこと

が大きく，外部者の介入がなくしてはグループの

共同出荷の成功は成り立ちえなかった。このよう

に，外部者が多くの販路を紹介してきた背景には，

この時点で外部者が農家の多くがすでに自給分を

達成できており(第 l段階)，また余剰分をコミュ

ニティで販売している(第2段階)と判断したた

めである。そのため第 3段階として，コミュニ

ティの外への経済活動の広がりを支援してよいと

判断した。

(2) 出荷青果物の販路とその特徴

前述した様々な販路は，その出荷形態によって

2つに分けることが可能である。 1つは主として

余剰農産物をコミュニティマーケットや病院へ販

売している部門(以下， aオープン型販路)で，

もう 1つは高付加価値であることを生かし，年聞

を通して一定の価格で市内ホテルなどと契約栽培

を行っている部門(以下， b契約型販路)である

(第6表)。

aオープン型販路は，グループ結成当初から取

り組んでいる活動で，個々の農家が自家消費用に

栽培した農産物の余剰分をグループとして出荷・

販売している。栽培品目はトウガラシ，パクチー，

空芯菜，アスパラガスなどであり，全農家を合わ

せると約40品目に上る。農家は好きな品目を栽培

することができるが，出荷の際には，品目が偏っ

たり，出荷量が多すぎて売れ残りがでたりしない

ようにグループ内で調整をしている。

後者は市内ホテル注9) コンケン大学 (RDI)， 

第5表販路開拓の契機と出荷先

出荷開始時期 出荷先 販路開拓の契機

2010 
村内のコミュニティマーケット 外部者の支援によって2003年に開設

ノンシラーキすのマーケット 外部者の紹介

2012.2 
市内ホテル 外部者の紹介

ノンソンホン病院 視察に来た病院のスタッフからの依頼

2013.2 
RDI (コンケン大学内)

外部者の紹介
会計検査局

2013.6 チャート村のマーケット 外部者の紹介

資料聞き取り調査より筆者が作成。



コミュニティ開発を目指した無農薬野菜出荷グループの持続可能性 7 

第6表販売部門の特徴

特徴

-季節によって価格は変動

オープ型販路(a)
-農家が好きな品目を出荷できる

-年間を通して価格は一定

契約型販路(b)
-契約栽培

-ニーズに合わせて栽培

-共同生産している

資料聞き取り調査より筆者が作成。

会計検査局と契約栽培を行っており，毎週水曜日

に6戸の農家が特定品目(ホウレンソウ，チンゲ

ンサイ，空芯菜，ケール， レタス， トマト)を出

荷している。 GAP認証農産物と水耕栽培農産物

の2種類を扱い，前者は年開通して価格は一定で

あるが，後者は品質や季節によって価格は変わる

という。また，共同出荷だけではなく，乾季 (11

~3 月)には共同生産を行っている。ここでは，

どの農家がどの品目をどのくらい栽培するか決

め，圃場を作期ごとに区画し，毎日 3~4 人が作

業をしつつ，メンバー全員が均等に作業を行うよ

うに割り振る。収穫された野菜の利益は，売上を

労働時間数で割りメンバーに還元している。契約

栽培は価格が安定しているというメリットはある

が，品質が基準に達していないと買い取ってもら

えず，また，出荷品目・出荷量が決まっており，

安定的によりも大目に栽培するため余剰がでてし

まうというデメリットがある。

加入農家は，外部者の仲介を得て，グループが

形成したすべての販路に農産物を出荷しているわ

けではない。それぞれのマーケットへ出荷してい

る農家数は，コミュニテイマーケットへは 7戸，

ノンシラ一村へは10戸，ホテル 6戸，ノンソンホ

ン病院5戸， RDI6戸，チャート村2戸となって

おり，その選択は各農家の判断にまかされてい

る。

注9)調査を実施した後 (2014年8月)に，事例で

とりあげたグループを再訪した際の情報では，

市内ホテルへの出荷について，品質と数量につ

いて契約基準に満たすことができなかったため

販路 出荷農家数 (N=22)

コミュニテイマーケット 7 

ノンシラーキすのマーケット 10 
ノンソンホン病院 5 

チャート村のマーケット 2 

市内ホテル

RDI (コンケン大学内) 6 

会計検査局

に契約は打ち切られたという。市内のホテルへ

の有機野菜の出荷は，他村の有機栽培農家グルー

プが請け負っている。

(3) 加入農家の経営事例

調査を行った22戸の加入農家のうち，情報の得

られた18戸について，それぞれがどのような販路

を利用しているかを示したものが第7表である。

グループの取り組としてのオープン型販路(a)，契

約型販路(b)以外にも，個人的に出荷しているもの

(c)も存在する。うち aのオープン型販路のみを

利用する農家が，数としては半数の9戸を占める。

こうした販路選択のタイプと，経営耕地面積，野

菜および果樹の栽培面積，野菜・果樹の栽培品目

数，家族労働力数および経歴との明確な関係性は

見出し難い。ただし，個人販路(c)を利用している

農家には，グループが形成される以前から野菜を

生産・販売していた農家が比較的多くみられ，グ

ループへの加入は技術情報の取得や安価な資材の

提供を目的としたものが多い。また，オープン型

販路(a)を利用している農家には，在村ではあるが，

最近まで非農業就業を主としていたUターン農家

や，リタイヤ後に就農した農家が多い傾向がみら

れた。契約型販路(b)を主とする農家は比較的面積

が小さいと言えるかもしれない。

以上の点の確認は，今後の研究課題として残さ

れているが，ここではオープン型販路(a)を選ぶ農

家とそれ以外の農家について，グループ加入動

機，販売戦略等の相違を， 3農家の事例から比較

することにする。第8表は，後述する 3事例農家

(リーダー農家， A農家， B農家)の概要である。
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第7表販路別の農家の概要 (n=18戸)

l 品目数 ， 作付面積 (rai)1) 土地利用 (2013.9) (rai) 
販路の 家族ト一一一 ー一一一+

農家番号 世帯員数 。 I 野菜+ I経営耕地
タイプ 労働力数 z 野菜 呆樹 1 野菜 果樹 l 水田 畑地

l 果樹 l 面積

7 a 5 3 2 2 0.3 1 1.25 31.3 20.0 11.3 
8 a 6 4 7 3 0.5 4 4.5 31.5 15.0 16.5 

9 a 4 2 7 1 S S S 8.0 8.0 0.0 
11 a 2 2 7 1 S S S 8.0 8 β 0 . 0  

12 a 3 3 7 1 2 2 4 16.0 9.0 7.0 
13 a 4 2 2 1 0.3 S S 17.0 7.0 10.3 

14 a 5 5 3 1 0.3 S S 6.3 6.0 0.3 
17 a 2 2 10 0 1 0 1 10.0 6.0 4.0 
27 a 3 3 14 3 3 4 7 19.0 12β7.0 

4 ab 3 1 5 5 0.3 0.25 0.5 27.5 20.0 7.5 

5 ab 2 1 45 9 3 S 3 3.0 0.0 3.0 
6 ab 2 2 8 4 1 S 1 1.0 0.0 1.0 

33 ac 4 2 5 2 S S S 19.0 10.0 9.0 

36 ac 5 3 13 4 7 S S 27.0 7.0 20.0 

15 bc 3 2 3 2 S S S 6.0 4β2.0  

16 bc 4 4 6 2 7 4 11 45.0 22.0 23.0 

10 c 8 4 6 4 S S S 42.0 27.0 15.0 

18 abc 4 4 5 2 S 6 6 27.0 21.0 6.0 

平均 (18戸) 4 3 9 3 2 3 4 19 11 8 

a以外 (9戸川 4 3 11 4 4 3 4 22 12 10 

a (9戸) 4 3 7 1 1 2 4 16 10 6 
ab (3戸) 2 1 19 6 1 0 2 11 7 4 

ac (2戸) 5 3 9 3 2 2 23 9 15 
bc (2戸) 4 3 5 2 7 4 11 26 13 13 

c(l戸) 8 4 6 4 42 27 15 
abc (1戸) 4 4 5 2 6 6 27 21 6 

資料 聞き取り調査より筆者が作成。

注 1) Sは，非常に小さい面積であるが，作付しているケースを指す。

2) aはオープン型販路， bは契約型販路， cは個人での販売をそれぞれ指す。

第8表代表的な加入農家の経営方針

リーダー(農家番号27) 農家 A(農家番号16) 農家 B (農家番号 5)

一堅持竺::_~-~__\一一一一一一一一一三一一一一一一 一一一一 一 b ち 一一一一ー 一一 一一月月
ホテル(契約) コミュニテイマーケット

個人出荷 ホテル， RDI (契約)
販路 コミュニテイマーケット

指向 | 地産地消 商業的展開 商業的展開

居住開始年 I 1988 2012 2008 

加入年 2010 2012 2010 

-みんなが安全なものを食べられ ・価格が高いから ・他地域で契約栽培をしている協

加入動機 るようにしたかったから 同組合をみて，自分もしたいと

思ったから

-自給分を確保できたら余剰j農産 ・他の農家は売っていない野草を ・個人販売を計画中

物を販売する 販売したい ・有機農産物認証を取得したい

販売戦略 1・GAP認証は安全性を PRする

ものであり，高付加価値を利用

した価格はっけない

資料.聞き取り調査より筆者が作成。それぞれの農家番号は，第7表と一致している。

グループリーダー(農家番号27，a型販路)は，

契約型販路には関わっていない。コミュニティ

マーケットを通し，地域住民に青果物を販売して

いる。グループへ加入する前から安全な野菜作り

に取り組んでいたが，自身が実際に減農薬栽培を

実施した経験から，一般に市場に出回っている農

産物にはいかに多くの農薬が施用されていかを

ま日ったという。もっと多くの村人が，安全な野菜
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を食べられるようにしたいという想いから，グ

ループへ加入した。自給分を確保できたら自分の

属しているコミュニティへ余剰農産物を販売する

という「新理論農業J，あるいは JBIC事業の既

存モデルの第 1，2段階に忠実な経営方針をとっ

ている。 JBIC事業をきっかけにそれまで取り組

んでいたキヤツサパ，さとうきび作をやめ，現在

はその土地を野菜，果樹栽培のためにあてている。

グループが取得している GAP認証は安全性を

PRするためのものと捉え，高付加価値であるこ

と利用して価格を高く設定する意図はないとい

つ。
農家A (農家番号16，bc型販路)は， 2012年

にバンコクから帰村した30代の若い夫婦である。

大学進学のためバンコクへ移住していたが，親の

面倒をみるために村へ戻ってきた。自分たちのよ

うな若い世代が農業をしなければ衰退してしまう

という危機感をもっており，農業を経済的にも魅

力あるものにしたいと考えている。 50代の父母を

含め 4人の家族労働力で45raiの比較的大きな面

積を経営している。現在，野菜を栽培している

7raiは，若夫婦が帰村してから作付けを初めてお

り，それ以前はしばらく休閑をしていた土地で

あった。当初，野菜を仲介業者に販売していたが，

グループを通して販売したほうが高価格で売れる

ため2012年にグループに加入した。価格が一定で

品質の高さが求められる契約型販路への出荷が主

である。なお，この農家は， JBIC事業の一環で

他地域の野菜作グループが視察に来た際，非常に

技術が高いと評価され，今後はグループ活動を通

して，企業的に経営を展開させたいと考えてい

る。

グループの立ち上げメンバーのひとりである農

家B (農家番号 5，ab型販路)は， 2008年まで

父親とともにバンコクで暮らしていたが，父親が

高齢になったため故郷であるこの村に帰村した。

もともと親が所有していた農地が3raiしかなく，

周辺の農家はキャッサパやさとうきぴばかり作付

けていたため，何か他の人とは異なる作物を栽培

したいと考えた。村内のマーケットの品ぞろえが

悪く， もっと野菜や果物を豊富にとりそろえたい

と思うようになり，野菜，果樹作に取り組み始め

た。 JBIC事業の一環で契約栽培を行っている他

地域のグルーフ。へ視察にいった際，自分も実践し

たいと思いグループへ加入した。これまで，オー

プン型販路と契約型販路の両方を利用してきた

が，この農家が栽培した農産物なら安心して購入

できると特定の顧客がついたため，いずれはグ

ループを辞めて独自に販売する計画をたててい

る。

以上のように，グループリーダーは「新理論農

業」の第 1，2段階を忠実に実践する地産地消派

であり，後者の 2戸の農家はグループ活動をきっ

かけに経営を商業的に展開させたいと考えている

商業的経営派といえる。後者はグループを通した

販売は，多様な出荷先のひとつとして捉えており，

あくまで有利なマーケットを求めている点におい

ても，グループリーダーとはグループに関する考

え方が異なっている(第9表)。

V 考察

この節では，以上の事例を組織均衡論(14)に即

して整理し，グループの持続可能性について考察

することとする。

第1表で示したように，グループの当初の設立

目的は「新理論農業」ないしはJBIC事業の既存

モデルである第 1，2段階が反映されたものであ

る。契約栽培を行うことが必ずしも第3段階とい

うわけではないが，グループリーダーは，契約栽

培は第3段階と考え，これに対して否定的な考え

をもっていた。グループが契約栽培をはじめたこ

とをきっかけに3戸の農家がグループを脱退して

いることからみても，一部の農家の認識として契

約栽培がグルーフ。の中で、位置づいていなかったこ

とが示唆される。一方，外部者はすでに第 1，第

2段階を経ていると考えて，契約栽培を含めた多

様な販路をグループに紹介した。第3段階への取

組みの端緒を与えた外部者と，既存モデルの第

1， 2段階の実践は不十分でコミュニテイへの福

利還元ができていないと捉えるグループリー

ダー，グループには加入しているもののコミュニ

テイ開発とはとらえていない農家A，B，これら
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第9表外部者および加入農家の考え方の相違

「新理論農業」の開発段階コンセプト
このコミュニティの事例 事例

(外部者の視点)

世帯レベルで自給農産物を
. i留池を作った農家のうちグループに非加入の農家は自家消費用

第 l段階 確保し.家族の需要を満た
の野菜をつくっている。 リーダー農家

すこと。
-どのくらい自給が達成できているかどうかは不明，その程度は1 農家A

農家によって異なる。

-コミュニァイマーケットは形成され，他市場への販売可能性も

農家は(組織やグループを 広がる。

結成し).協力して余剰農 -出荷グループは形成され，学習センターとともに活動をする。

第2段階
産物を販売し，子供や老人 -余剰農産物を売るというよりは，はじめから販売目的の農家が 農家A

への保健や教育活動を行う 多い。 リーダー農家

ことでコミュニティとして -コミュニティの福祉への還元システムがない。

豊かさを享受する。 -メンバー農家が自分で決めた額を出し合って貯蓄し融通しあう

仕組み (1講J)がはじまる (2014年)。

協同組合化などを通じて農
-一部の農家(例えば農家A)などを中心に展開していく。

家グループを強化し，コ 農家A
第3段階

ミュニティ外の経済に活動
-販売目的が強く，技術力のあるメンバー(例えば農家B)は脱

農家B

を拡大させていく。
退を希望していく。

資料聞き取り調査より筆者が作成。

3者の聞には，グループの設立目的，コミュニ

ティ開発の段階的開発概念に対する認識と評価に

微妙にずれが生じていたといえる。

このように，当該グループに加入する目的，メ

ンバーであり続ける誘因は，農家によって異なっ

ていることは明らかである(第10表)。すべての

メンバーは情報の提供やトレーニングの機会を与

えられたこと，外部者とのつながりができたこと

は，特に設立当初には組織加入のメリットであっ

たはずである。リーダー及びリーダ一派の農家の

組織に対する誘因は，自給率をあげて，余剰分を

コミュニティマーケットに売ることを通してコ

ミュニテイの福祉を上げるという， 目的を共通に

した仲間作りや，コミュニティへの貢献といった

社会的誘因である。しかし農家AやBのような

他のメンバー農家の価値観はこれとは異なり，社

会的誘因だけでは，組織への貢献を確保すること

はできず，グループからの脱退を招く可能性は否

定できない。 A，B農家のように，新たな販路を

得られること(それに伴う情報も含めて)が誘因

として大きく作用している場合，自らより有利な

販路を開拓できる実力がつき，あるいは，これに

変わる経済的なインセンテイブがあれば，グルー

プ出荷に頼らないという選択をするメンバー(例

えばB農家)が出てきても不思議ではない。

グループが機能し続けるためには，こうした異

なる価値観に基づいたメンバー聞の異なる誘因の

存在を意識し，自ら変革している必要がある。

メンバーによるグループへの貢献は，出資金，

出役(共同作業，共同出荷)，計画栽培の実施で

あり，加入時のみ l回限りの出資金以外は強制的

ではない。また100パーツ (300円程度)の出資金

第10表 グループメンバーの貢献と誘因

農家のタイプ 誘因 貢献

リーダー農家(派) コミュニテイへの貢献，すなわちタイ国王の提唱する「新 コミュニテイマーケットで売れ残り

aオープン型販路を志向 理論農業」の実践という社会的誘因 がでない程度に，出荷量調整に協力

商業的展開派
複数の農家で生産することで，契約に見合った計画出荷，

共同作業への出役，計画生産実施へ

b契約型販路を志向
出荷量調整が可能になること，出役に応じて利益が配分さ

の協力. GAP水準維持の協力
れるという経済的誘因

外部者とのつながりやグループ内に仲間ができるといった

全メンパー(共通) 文化的誘因，新しい販路，技術および技術情報が提供され 加入時の出資金支払い

るといった経済的誘因
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(この地域の半日分の農業労働の日当相当程度)

は，タイの農家にとって高いとはいえない。とは

いえ，ここでは契約栽培にかかわるメンバーの農

家が共同で良い品目を生産・出荷することではじ

めて，メンバーへの誘因を提供できることになる。

なぜならば，市場の要求する野菜を提供できるよ

うにグループ運営ができなければ，利益の還元が

できず，グループを持続していくことは困難で、あ

るからだ。すなわち，オープン型を志向する農家

であれ，契約型を志向する農家であれ，メンバー

として組織に加入し続け，活動を行い，なんらか

の成果を得続けることが，組織への貢献にあたる

ことになる。様々な販路の開拓の端緒は外部者に

よるものだとしても，販路の拡大によって組織の

持続性を高めるためには，多様なメンバーを包摂

しながら組織を変革していく必要がある。リー

ダー農家は多様なメンバーの多様な誘因に配慮し

た組織運営を工夫する必要があるだろう。

事例グループのようにプロジェクトで形成され

たプロジ、エクトの受け皿としての組織の場合，協

働の目的が当初のものと，その後の展開で異なっ

てきたときの対応も考慮する必要がある(第11

表)。組織は，個人の目的よりも，協働の目的が

優先されるとしても，この事例組織では，個人の

目的が，協働の目的に影響を与えていた側面を否

定できない。この場合，個人の目的の異なる農家

にとって，グループが展開した販路の意味ふ異

なっていたということができる。

百結びにかえて

本稿では，東北タイ・コンケン県において実施

された]BIC事業において，援助側である外部者

によって形成・指導された青果物生産出荷グルー

プを事例として取り上げ その持続性について検

討し外部者の考えるコミュニティ開発のプロセ

スや目的と，農家の考える目的とは，必ずしも一

致していなかったことを明らかにした。また，グ

ループの農家の中にも，グループ結成の目的には

必ずしも沿うわけでなく グループの支援を利用

した経営戦略を持っている農家もいることが明ら

かになった。

グループ加入は農家にとって，これまでには得

られなかった新しい野菜栽培の技術・知識の獲得

とともに，販路を得られる契機となったことから，

グループ活動は短期的には継続可能であると考え

られる。しかし今後，中・長期的には一部農家

の独立，グループの分裂・解体の可能性があり，

今のままでの活動の継続や，発展段階を想定した

コミュニティ福祉への還元などは難しいと考えら

れる。このような状況を回避するためには，まず

外部者はグループと個々の農家との関わり方を踏

まえた上で，新たな活動支援を行う必要があるの

か否かを判断すること，また，加入農家はグルー

プの目的を再確認しどのような活動をするのか

決めていく必要があろう。ここでのグループを管

理するリーダー農家(群)の役割は重要である。

リーダーは，個々の農家がグループに加入するこ

とによって得られる利益を，グループやコミュニ

ティの福祉へ還元するような仕組みを構築するこ

とが重要である。

外部者は，事業終了後には当該コミュニティに

残り生活をするわけではない。外部者が，事業終

了後の持続性を見越して誘因の体系を構築するこ

とは，可能だったのであろうか。これに答えるだ

けの用意は本稿では持ちえないが，例えば出資金

額に応じた配当方式の採用や，収益の一部を積み

第11表事例グループの組織論的解釈

農家のタイプ 個人の目的
農家にとっての販路の

協働の目的
意味

リーダー農家派
タイ国王の提唱する 協働の目的を達成する 1. 活動を通したコミュニティの福祉

「新理論農業Jの実践 ための手段 向上(=本来または当初の目的)

2 事業の受け皿(=外部者の目的)

商業的展開派
個々の経営の収益性の 個人の目的を達成する 3.技術・知識の習得及び，新しい販

向上 ための手段 路の獲得(=新しい目的)
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立ててコミュニテイの福祉に充てるようなルール

作りなどの制度設計のアイデイアを事業計画の中

に織り込むことはできた。

なお，本稿では段階的開発の第 l段階にあたる

自給自足の達成度を客観的な指標で示すことはで

きなかった。この点に関しては農家自身の回答に

依拠した分析となったため，厳密に自給自足を優

先させた農業を実践しているのか，その上での商

業的な取組みであったのか明らかにすることはで

きなかった。また，本事例において，商業的に展

開する 2農家A，Bは，いずれもバンコクから帰

村・移住した農家であった。グローパル化に耐え

るための思想である「新理論農業jは，在村のグ

ループリーダーと新規参入農家の間で，考え方に

大きな違いが見受けられたということになる。都

市・農村聞の人口移動の激しい東北タイにおい

て，帰村・移住農家をどのようにコミュニティに

位置づけるかは，強固なコミュニテイづくりにお

いて着目すべき今後の課題であると考えられる。
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Sustainability of a low-chemical vegetable shipping group : 

A Case study of a Rural Development Project in Khon Kaen， Northeastern Thailand 
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This paper discusses the sustainability of an organization that was formed through a ]BIC project. 
A vegetable and fruit production & shipment group in Khon Kaen Province， Northeast Thailand is 
presented as a case study. In rural development cooperation and assistance， forming farmers' organi-
zations has become one of the major techniques for project implementation. However， organizations 
that are created by aid agencies often stop their activities after project completion. The sustainability 
of the group management depends on the relationship between group members' objectives as well as 
group management. In the case study presented in this paper， the group was introduced to a variety 
of marketing channels through the ]BIC project to help achieve the group' s aims. But the motivations 
to join the group were different among group members and it lead to conflict among members. This 
put the sustainability of the group at risk. Using the framework of the theory of organization equilib-
rium. we describe the possibility of sustainable development of this case through interview data. 
Twenty-two farmers from the group and eighteen non-member farmers in the same village were ran-
domly selected from Wan-Hin district in one of the ]BIC project sites. A structured questionnaire was 
used for the face-to-face interviews in March and September 2013. 
When the group was established. its purposes were 1) to grow safe vegetables for home consump-

tion 2) to save home expenditures for food，加d3) to sell surplus products in the community market 
to provide safe vegetables to community residents. To achieve these goals. member farmers had sev-
eral joint activities for learning and cultivating vegetables grown with fewer chemicals. However. the 
farmers' motivation to join the group varied; some wanted to get new business opportunities. some 
expected free support from the project. and others sought a mutual relationship with community 
members. 
Initially. the group shipped their products to the community market in the village until the ]BIC 

project introduced the group to several market channels that purchased products on a contract basis 
that required specific quality and quantity of farm products. The member farmers had a free choice 
to select market channels and their selection was categorized into two types: (a) open-type sales 
channels. mainly shipping to the community market and (b) contract-based sales channels. mainly 
shipping to an outside organization such as a hotel and a hospital. Three member farmers. including 
the leader. were selected as typical farms of these two types of market channels. The group leader 
mainly focused on the local market. and he disagreed to ship via contract-based market channels. 
while two farmers preferred to outside market channels that gave them more pro五t
The case study showed that all the three parties in the project; the outsiders (JBIC project imple-

menters)， the farmers who prefer open-type sales channels， and the farmers who prefer contract-
based sales channels. all have different purposes and expectations toward group activities. In other 
words. the inducements to be a part of the group differ among them. Farmers who prefer open-type 
sales channels have a social inducement that is focused on the welfare of the community while farm 
ers who prefer contract-based sales channels have an economic inducement that is focused on individ-
ual farm success. The farmers who prefer contract-based sales channels may not be stay in the vege-
table shipping group if it can only provide a social inducement. Consequently. the group will not get 
enough contributions from member farmers and fail to distribute the inducements to the remaining 
members. 
In order to continue the group' s activities. the leaders as well as the project implementers should 

be aware of the presence of the different inducements that affect group members. The group leader 
should adjust to the members' needs and environmental changes around the group. The pr句ectimple-
menters should be aware of the necessity to be responsive to group dynamics and provide informa-
tion on how to build a new system to distribute incentives among members. 
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