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〔オピニオン〕

国際協力事業における地域研究者の
役割

高木耕(K T)

神田外語大学

はじめに―日本政府による国際協力事業方針

の変遷―

国際情勢の変化にともなって、日本政府によっ

て実施される国際協力事業の内容や質も変わり

つつある。中でも、この 10年間における変化

は著しい。1992年の 6月に議決された「政府開

発援助大綱（ODA大綱）」は、「政府開発援助の

効果的実施のための方策」の中のひとつとして、

「開発途上国に関する地域研究、開発政策研究、

政府開発援助の総合評価等を推進する」ことを

掲げている。その背景には、日本政府が、「従

来の援助の投入量重視型から成果重視型に考え

を転換」したことが挙げられる。そして、1998

年 11月には、「個々の国の発展段階に応じた援

助」を実施するために、「国別援助計画（国別ア

プローチ）」の設定が取り決められ、2000年 1

月に実施された国際協力事業団（JICA）の組織

改編では、事業団内に新たに「地域部（アジア

第 1部、アジア第 2部、中南米部、アフリカ・

中近東・欧州部）」が開設されている。

また、1999年度版『ODA白書』には、日本

政府の「ODA 中期政策」に関する報告がなさ

れているが、その中に、「大学、シンクタンク、

地方自治体や民間企業の専門家の経験の積極的

な活用も不可欠である」とする節がある。この

一節が今後どのような形で具体化されていくの

かは見守るよりほかにないが、ラテン・アメリ

カ研究者やカリブ研究者に対する需要も高まる

ことが期待される一方で、研究者側からも日本

の援助方針を踏まえた共同活動の可能性を積極

的にアピールしていく必要性があるように思わ

れる。

そこで本稿では、研究者、中でも地域研究者

による国際協力事業への参加の可能性や課題に

ついて、「プロジェクト方式技術援助」事業に参

加した筆者の体験談などを織り交ぜながら述べ

てみたい。

本稿における地域研究の定義

ひと言に「地域研究」と言っても、まずその

定義づけが必要である。タイトルの中に「地域

研究」の 4文字を含む書籍は数多くあれど、「地

域研究」の定義づけにおいては百者百様の解説

を行なっている。もっとも大きな相違点を 2つ

に分けると、「地域研究」とは、「特定の方法論

の枠組みの中で物事を理解する学問」であるべ

きか、「特定のディシプリンにとらわれず、総括

的に物事を理解する学問」であるべきか、とい

うことになる。いずれにしても、現時点では、

各「地域研究者」が業績を発表するたびに「地

域研究」の定義づけを行ない、その成果を世に

問うという手続きが必要であると言えよう。

本稿において取り扱う「地域研究者」を定義

すると、後者のことを指す。このような人材の

ことを、「ディシプリンにとらわれないジェネ

ラリスト」と称することもあるが、「ディシプリ

ンのない研究は科学的であるとは言えず、『地

域研究者』というよりは『事情通』と呼ぶのが

ふさわしい」とする研究者もある。筆者があえ

て本稿で「ジェネラリスト」を前面に出す理由

は、いくつかの国際協力事業に携わってきた経

験から、国際協力事業は「特定の方法論をもっ
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て物事を理解する専門家」と「物事を総括的に

把握する専門家」とが協力し合って実施したほ

うがより効果的であると感じたこと、そして、

「物事を総括的に把握する専門家」の国際協力事

業への参加はほとんどないという事実から、そ

の必要性を本稿において問いたいと考えるから

である。

誤解を招かないように述べると、筆者も研究

者の端くれとして、「地域研究」におけるディ

シプリンの必要性や、「地域研究者」による基

礎研究の重要性を否定するものではない。むし

ろ、発展途上国事情を科学的に分析して紹介す

る作業は、今後とも大いに奨励されていかなけ

ればならないと考えている。

プロジェクト事業の一例と専門家の関わり

日本政府の国際協力事業に「国別アプローチ」

が採用される以前は、「地域」という概念が JICA

組織内部で重要視されることは稀であった。中

には、JICAの担当職員から「地域研究の専門

家はいらない」とはっきりと言われた研究者も

過去にはあったようである。筆者自身も、1995

年に「東北伯公衆衛生プロジェクト」（於ブラジ

ル、ペルナンブコ州）が開始されるにあたって、

プロジェクト・チームリーダーから「社会学指

導」の名目で 2年間にわたっての参加を要請さ

れ快諾したのであるが、JICA内部には「社会学

者がいったいプロジェクトで 2年間も何をする

のか」という声も出たとのことである。「社会

学者がプロジェクトに参加できるのは『事前調

査』までであり、実際にプロジェクトを運営す

るのは医療関係者であるべきだ」という声は、

筆者自身も聞いている。もっとも、誤解のない

ように述べると、すべての JICA職員が社会学

者（または地域研究者）のプロジェクト参加に

反対しているわけではない。当時 JICAブラジ

ル事務所に勤務していた職員のほとんどは、筆

者の活動を 5年間にわたって（当初 2年契約で

あったものが延長された）全面的に支援してく

れている。

「東北伯公衆衛生プロジェクト」の達成目標

は、「大学と衛生行政とを連携させ、『統一保健医

療システム（SUS）』の機能を強化し、最終的に

は地域住民の健康を改善する」ことにあり、プロ

ジェクトの発足とともにペルナンブコ連邦大学

内に設置された、「公衆衛生センター（NUSP）」

をもって活動を統括する拠点としていた。SUS

とは、1991年に制定されたブラジルの「衛生

基本法」によって発足した保健医療システムで

あり、その特徴は、医療費無料を原則とする保

健医療制度の地方分権化と、保健医療政策への

住民参加促進とにあった。また、NUSPの設置

目的は、大学研究者と行政官とが情報や経験を

交換しながら SUSの機能強化を図り、その一

方で、研究者や学生をコミュニティに動員して

住民の生活の質の向上と健康の増進を図ると同

時に、その活動を大学教育の一環に組み込んで

人材育成にあたるというたいへん意欲的なもの

であった。病院や研究所を建設する、いわゆる

「箱ものプロジェクト」とは違った、地域住民を

巻き込むソフト面充実を活動の主流に添えた新

しい形のプロジェクトとして高い評価を受けて

いる。

プロジェクトの性質上、取り扱うテーマは医

療にとどまらず、社会・経済・行政的側面にも

及ぶこととなり、必然的に学際的なアプローチ

が必要とされた。また、調査を行なうだけでな

く、研究の結果を実践に応用して成果を挙げる

必要性があった。5年間に参加した各専門家の

分野は、日本人だけでも、医師、歯科医師、栄

養士、看護士、臨床検査技師、心理療法士、社

会人類学者、社会学者、人文地理学者、保健教
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育プロモーター、視聴覚資材技術者という、多

様な陣容である。

筆者は、これらすべての専門家と活動をとも

にする機会に恵まれたが、多くの専門家はブラ

ジルをはじめて訪問しており、活動を行なうに

は通訳を必要としていた。中には、日本であら

かじめ用意した調査票を使って調査を行なった

専門家もあった。調査票には、現地の研究者の

意見は反映されていない。すでに他の外国でも

使用されたことのある調査票であるため、「比

較研究にならなくなるから内容を変えるわけに

はいかない」ということであった。むろん、す

べての専門家がそうであったと言うわけではな

いが、「研究者としての業績に役立たないこと

はしない」と公言するものは 1人や 2人ではな

かった。「研究者の使命は研究をすることであ

り、プロジェクト成果云々を考える必要はない。

行政官が考えればいいことである」と述べた研

究者もあった。

これらの専門家に共通するのは、プロジェク

ト推進者としての当事者意識の欠如であったか

もしれない。しかし、それと同時に筆者が危惧

したのは、現地社会の特徴を無視した彼らの活

動展開のやり方にあった。ブラジルの保健医療

制度、憲法、政治体制、国家予算の内容と仕組

み、住民の置かれた立場、難民が生じるメカニ

ズム、家父長制度や縁故主義、ブラジル北東部

が最貧地域となった歴史・社会的背景、ブラジ

ルの社会格差が生じる理由とその是正が困難な

理由、ブラジルのエリート階級である研究者や

大学生たちに貧困や農村問題について考えさせ

ることの意義、なぜ住民は援助に対して半信半

疑なのか、といったことのすべてがことごとく

無視されていた。「地域住民は聞かれたことに

だけ答えればいいのであり、彼らの価値観など

は言わせないようにしなければならない」と言

う研究者すらいたのである。

これまでに実施された国際協力事業の失敗例

の多くは、援助対象国の事情を掌握しないまま

に先進国の技術を移転しようとしたことに原因

があったと言える。相手国民の運営能力以上の

ものを作ってみたり、一方的な援助投入によっ

て人びとの反感やジェラシーを引き起こしたり

の繰り返しである。そのほとんどにおいて、「失

敗の原因は相手国側の自助努力、もしくは理解

の不足」という評価で済まされており、投入者

側の責任が問われることは少ない。しかし、実

際には、「何を援助したいか」が優先され、「何

が必要とされているか」が疎んじられたために

生じた必然的な結果なのである。

地域研究者が必要とされる理由

筆者が国際協力事業における地域研究者参加

の必要性を説くその第 1の理由は、地域研究者

が持つバランス感覚である。国際協力事業を実

施する際に必要なのは、援助投入対象国にとっ

て「何が必要なのか」を見極めることである。

しかし、この「必要」も、相手国側の代表者が

「必要だ」と言う場合と、日本人側が調査をし

た結果「必要である」と判断する場合、さらに

は、さまざまな実施条件を考慮した上で実現可

能であるという判断が下されて「必要」とされ

る場合、が考えられる。発展途上国で事業を展

開する際に必要なのは、「何をすべきか」という

問題意識と、「何ができるか」という条件の把握

である。途上国で何かをしようとする場合、人

材、資金、時間のいずれか、もしくはそのすべ

てにおいて制限や制約を受ける。「すべきこと」

すなわち「できること」とはならないのが現状

である。

しかし、地域に根づいた活動をしたことのな

い研究者は、「何をすべきか」を見出すことには
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長けていても、「何ができるか」を把握するの

は不得手である。おのずから、助言は「もっと

も大きな問題をなんとかするべきである」調の

ものとなり、制限のある人材や資材を無理やり

投入することによって事業が暗礁に乗り上げる

か、一時的な効果を挙げて満足するだけに終わ

るかのどちらかの結果をもたらすことになる。

むろん、地域研究者が問題を総括的に把握すれ

ばすべてが解決するというものでもない。しか

し、分析が核心をついていないと考えられる場

合にすぐさま他の手段を講じてより真実に近づ

こうとする融通性を持ち合わせることこそが、

地域研究者の存在価値であるとは言えないだろ

うか。

第 2の理由は、地域研究者が持つ調査技術と、

現地語を操る能力である。たとえば、ある地域

やコミュニティにおいて事業を行なう場合に、

実施したい作業は、(1)文献や統計資料、調査報

告書等の収集と分析、(2)村の長老、聖職者、住

民組織構成員等キーパーソンへのインタビュー、

(3)コミュニティを取り巻く自然環境、産業形

態等の把握、(4)コミュニティにおける交通手

段、情報伝達手段、物資流通手段等の把握、など

が考えられる。発展途上国のしかも農村や都市

周辺地区に関する文献や統計資料は極端に少な

い。しかもそのほとんどすべては現地語で書か

れている。住民にインタビューするにしても、

まず他の外国語が通じることはない。このよう

なプロジェクト事業全体に必要な資料を集めて

まとめる作業は、地域研究者の得意とするとこ

ろである。また、閉鎖的な社会における調査の

困難さを知っており、行動には慎重を期するこ

とから、住民からの反感を買いにくいというこ

ともある。

3番目の理由としては、地域研究者が持つ、途

上国比較に関する知識の重要性が挙げられる。

特定のディシプリンに従う研究者は、ディシプ

リンがそもそも西欧諸国で作られたという経緯

もあり、途上国研究を行なう場合でも、「日本と

途上国」、「西欧諸国と途上国」というように、

先進国と途上国とを比較する傾向が強い。当然

のことながら、技術移転は先進国から途上国へ

という構図が優先される。しかし実際には、先

進国の技術を途上国へ移転するよりも、他の途

上国の成功例を技術的に移転したほうが定着率

は高い。そして、ある途上国への技術移転の可

能性を考える場合に、その国の近隣諸国や、似

たような環境を持つ他の途上国の例を引き合い

にして意見を言えるのは地域研究者であること

が多いのである。

そして最後に、地域研究者の最大の強みは、

いかなるディシプリンを持った研究者が相手で

あっても、抵抗なく共同活動ができること、し

いては、複数の専門の異なる研究者のつなぎ役

が務まることではないだろうか。筆者は、国際

協力事業に特定の方法論を持った「スペシャリ

スト」が参加することを否定しているのではな

い。「ジェネラリスト」が複数集結したところで

具体的な対策を立てるのは至難の業であるとも

言えるからである。したがって、理想的には複

数の「スペシャリスト」と 1人か 2人の「ジェ

ネラリスト」が現地人スタッフとともに協力し

合い、プロジェクトの達成目的や実施条件を把

握し、対策を立てて実行することが望ましいと

言える。

まとめにかえて

先ごろの報道によると、日本のODA支出総

額は、10年連続で世界一を記録した。しかし一

方、国内財政が逼迫する中で、ODAの大幅削減

を唱える声も上がっている。いずれにしても、

国民への情報公開が進む中で、これからの国際
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協力事業の展開戦略はその効率性を厳しく問わ

れることになろう。

JICAが「地域」の概念を重視し始めたことは

先に述べたとおりであるが、具体的な国別アプ

ローチの強化方法としては、「ODA白書」では、

「現地大使館など現場の知見や経験をさらに活

用するべきであり、外務省の経済協力局や実施

機関の体制も含めた検討が必要である」として

いる。「現地大使館」や外務省が、現地の「ニー

ズ」の的確な把握に貢献することを切に願うも

のである。

ではここで、大学が果たすべき役割とはいか

なるものとなるのか。まず、研究機関としての

位置づけからは、研究者たちが国別援助研究会

などへ参加して、積極的に情報の交換を行うと

いうことが考えられる。次に、教育機関として

の役割であるが、従来どおり特定のディシプリ

ンを持った研究者の育成はもちろんのこと、一

連の援助戦略の転換に合わせた、ありとあらゆ

る手段を講じて住民の価値観を調べ、技術援助

の投入効果を測ることのできるような人材の育

成も期待される。いずれにしても、大学や研究

者が国際協力事業に貢献できる分野は広く、し

かも大きいのである。

以上、思いつくがままに私見を述べてみた。

一番述べたかったことは、ディシプリンの必要

性云々ではなく、研究者のプロジェクト参加の

あり方、現地コミュニティ住民との接し方にあっ

たかもしれない。もちろん、筆者の理屈が正し

いという性質の弁ではなく、さまざまな反対意

見や部分的賛成意見などがあってしかるべきで

ある。筆者も明日の国際協力のあるべき形を真

剣に考える 1人であるので、「価値観の一方的な

押しつけ」をするつもりは毛頭ない。日本人が

今後行なう国際協力事業をいかに良き物とすべ

きかを問いつづける人びとにとって、少しでも

参考になることができたとすれば幸いである。
□■


