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はじめに

ここからはDevelopmentを発展や開発という

文脈で読んでいきます。地域に根ざした教育とい

う言い方がよくされますが、そこにはある種の期

待、つまりその教育が近代の教育に対するアンチ

テーゼ足りうるという期待があった。それは第一

に、「地域」が近代システムに対する代替的あるい

は批判的な価値を内在させる概念であったからで

あり、第二に、その価値は代替的な教育的価値を

導くものとして理解されていたからだと思われま

す。以下ではその内実について、1960年代の山形

の地域教育運動を背景にした真壁仁の提起と、ほ

ぼ同じ時期を見ていた鶴見和子の理論に即しなが

ら検討してみたいと思います。

１．開発主義批判の論理

⑴ 1960年代における「開発」の本質把握

まず開発主義についてですが、1960年代は日米

安保体制を基軸にした開放経済体制への移行が始

まった時期にあたります。この時期に、日本の国

内で展開したのが全国総合開発計画だったわけで

す。従来にない大規模開発は、国内的には「格差

是正」の名の下に「貧しさからの解放」をもたら

すものとして正当化されたのですが、開発される

「地方」の側では、この「開発」思想と対峙しうる

独自の思想の模索が続きました。山形の地でその

ような思想の構築に大きな影響を与えた一人が農

民詩人の真壁仁でした。真壁は、開発イデオロギー

が持つ侵略性や暴力性を次のように指摘しまし

た。

「日本という国は、おそらくもっと悪い荒廃

の状態の中にあるのではないか。国土を開発

する、日本の中の遅れた地域を開発するとい

う思想は、アメリカのあの「低開発国」の経

済と安全をまもるという植民地主義にもとづ

く無謀な侵略の思想とつながっていないであ

ろうか。…われわれはいま日本の中のこうい

う侵略の思想というものを開発政策の中で見

せつけられている。遅れた日本の中のむらが

ねらわれている。」（『野の教育論』上、p.44以

下、同書からの引用は頁数のみを示す。）

「機械文明のおごった考え方、あるいは物質

的な経済的な成長、あるいは開発という考え

方の中にある残忍な侵略性、凶暴な思想との

たたかいは、決してなまやさしいことではな

くて、国民すべての意識と行動に関わる問題

なのである。…人間の存在の深い意味なり自

然と人間の関係の正しい調和といったものを
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土台にしっかりと据えて対決していかなくて

はならないと思う。」（pp.43～44）

侵略の思想を開発政策の中で見せつけられ、残

忍な侵略性、凶暴な思想との戦いが必要になって

きたというわけです。これは、ロストウの近代化

論に見られるような「単系的発展論」（鶴見和子）、

あるいはリニアな発展論に対する批判としては当

然ですが、真壁はさらにこの侵略性の背後に差別

意識、征服者の歴史観を見ていました。

「東北はかつて自立した王国であったがゆ

えに、権力から恐れられたのだと思います。

エミシ、エゾと呼ばれたのは決してアイヌの

ことだけじゃないわけです。東北に住んでい

たわれわれの先住民族のことをかれらは、バ

ンゾク、バンイ、バンテキというような色々

な言葉で呼んでいますが、朝廷側になびいた

者となびかない者とを区別して使い分けてい

たわけです。」（p.137）

「この征服者、支配者の歴史観に立つかぎ

り、東北というのは遅れているし、非常に野

蛮であると言うようになるわけです。こうし

た歴史教育の中で、どれだけ東北認識が誤っ

たものにさせられてきたかということを考

え、東北にいる者として、これを糺して行く

努力をしなければと思うわけです。この意味

で東北の歴史は、差別の歴史であったし、差

別の対象にされてきた歴史ということができ

ます。その差別から解放されて、自立する東

北というものを自分の中にもたなくてはなら

ないという気がするわけです。」（p.138）

東北は常に朝廷から敵視されてきた地域です

ね。それ故バンゾクという言い方をされてきたと

述べています。そういう視点から開発という思想

が制度化された。つまり開発思想は、権力を有す

る者が、その権力的システムに同調しない要素を

価値がないものとみなすことによって強権的に統

合することを正統化する思惟の体系です。私なり

の要約ですが、真壁の言っている暴力性はこの点

にあったのではないかと思います。もちろん最近

であればオリエンタリズム、サイードの議論とも

重なると思います。ところが暴力性は直ちに見え

なかった、不可視化された。その一つの理由は、

貧しさから自分たちを解放してくれるものであ

り、遅れた状態から解放してくれるものだという

論理があったからです。国際開発においては、そ

れが開発独裁の登場とつながっていくわけですけ

れども、日本でも中央政府とパイプを持つ首長が

選ばれる背景には、許されざる不平等としての貧

困の問題が地域の中で意識され、その限りでの権

利意識が住民にあったが故にこういう現象がもた

らされた。つまり富の公平な再配分を求める正当

性が、貧困な状況に置かれた自分たちにあるとい

う論理が開発対象地域の民衆から生まれてきた。

ところが、この論理はフレイレが言っている被抑

圧者の意識を反映したものだった。自分たちの要

求の正当性は貧しさと不平等にあるわけですね。

その要求の正当性を主張しようとすればするほど

自分たちの無力さと貧しさを強調する必要があっ

たわけです。結果的には無力さ貧しさを自らに刻

み込むことになってしまった。被抑圧者、地域の

住民の側は、自ら無価値化していくような状況に

陥り、開発事業の誘致に先を競うわけですね。真

壁の批判は実はこの転倒した統合メカニズムに向

けられていると見てよいのではないか。焦点はそ

の開発なるものが実現すべき幸福や文化的生活と

は一体なんなのかということです。民衆の中にも

浸透している先進／後進というコンテクストの背

後にあるメタコンテクストを批判し転換すること

が、真壁が意識した課題であったと言えるでしょ

う。

⑵ 開発思想の相対化

ではその課題に対して、どうアプローチしたか

ということですけれども、ここでは４つの点にま

とめました。

一つは、日常生活の主体としての民衆像の提起

です。この把握の仕方について、戦前の北方性教

育運動のリーダーであった村山俊太郎を引用しな

がら次のように述べています。

「村山俊太郎は生活綴方教育を通して、貧困
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にあえいでいる農村の子どもたちの生活を組

織するという言葉で言っておりますけれど

も、生活を組織するというふうに考えたのは、

当時の農村社会、地域社会の現実、実体とい

うものを見つめて、そこで生きている子ども

たちを一人の生活者として、もう生産活動の

中に組み入れられてかけがえのない家庭の一

員となって働いている生活者として認識する

というようなところからはじまっているわけ

でありますし、その子どもを生活者としてと

らえるというとらえ方が、北方性教育運動の

根底にあったというふうに言えるかと思いま

す。」（p.218）

「子どもはそこではひとりの生活者である

というふうにとらえ、おとな側から見た子ど

もというふうにはとらえない。そういうとら

え方が大事であるいうふうにいわれておりま

す。学校では算数ができない。先生が聞いて

も答えられない子どもが、いったん家に帰っ

てみのを着てかさをかぶって鎌を持って出て

いくとき、何と堂々としておとなびているだ

ろうというふうに思う。そこではもうだれに

もひけをとらないひとりの働き手として登場

している。そういう姿を農村の教師は見てい

た。」

貧困の中の子どもの生活を組織する際に大事な

ことは、子どもたちを一人の生活者として、生産

活動の中に組み入れられたかけがえのない家庭の

一員として働いている生活者として認めることで

す。この子ども把握は、「遅れた」とされる者の持っ

ている主体性を承認しています。これは当然なが

ら大人（教師）と子どものモノローグ的関係への

批判として述べられているわけですけれども、こ

れは中央政府と地域の関係にも同じく適応された

認識でありました。

二つ目の視点は、地域固有の文化が持つ価値で

す。真壁は、東北の文化は決して後進ではなく独

自の価値を持つと言います。その文化は、生産に

おける技術と不可分という真壁の理解に基づきま

す。例えば、北方での農業は自然的な過程だけで

は成り立たない。米を作るにしても冷害ですぐに

ダメになってしまう。そこで人間が自然と対話し

ながらその過程を支える技術が不可欠になってき

た。真壁は、文化は「culture＝耕す」であり、耕

すの「た」は「手」、つまり手を土に入れて土を返

すことを耕すと言うのであり、それがすなわち技

術であると言っています。ここで言う技術とは

artifactと言ってもいいでしょう。それと文化を

切り離して理解してはダメだと言うんです。この

ように考えれば東北農村は自然との闘いと協力に

基づく文化を積み重ねてきた地域であって、決し

て後進などというものではない。そういう理解を

しています。

第三はエコロジカルな把握です。開発の思想は

自然を征服の対象として捉える、あるいは営利に

利用しようと考える。全国総合開発というのはま

さにそういうものであったわけです。それに対し

て真壁は地域の文化は自然との対話によって、例

えば植物社会の法則を知ったうえで人間が関わる

ことによって生まれるのであり、その文化は自然

の中に原点があって、原型があると言っています。

更にここから、安藤昌益の農本主義が環境の有機

的な関連を把握する思想であった、その思想と

我々の思想は連結すると言っています。

四番目は表現し創造する主体としての民衆への

着目です。ここでは特に方言が重視されています。

方言は、ローカルな生活の共通体験を共通理解に

もたらすための言葉です。それはローカリティに

支えられて、自然や他者と関わる身体（生命）と

不可分の次元で成り立っている言葉と言えます。

真壁は方言がもたらす共通理解は、単に事実を伝

達するにとどまらずに、「相手の心に響いて行って

感銘を与えながら意味を伝える」という芸術的な

要素を含む言葉なのだというのですね。ですから

事実ではなく真実を表現する道具が方言だという

理解です。このように見れば農民は自然・他者と

関わる中で生成する文化を表現し創造する主体と

してとらえることができる。他方で開発は「ムラ

で農民が作り出した生産技術の上でのことば、生

活に必要なことばを官製のことばに置きかえ、農
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民がことばを生み出すことをやめさせ」てきた。

逆に方言による表現は、農民が固有の文化を取り

戻し、表現し、創造するために不可欠の道具なん

ですね。これは言うまでもなく方言による表現が

重視された綴方教育の伝統の上に成り立つ理解で

す。

「むかしは辺地のムラほど、おもしろいこと

ばを造出する農民のすばらしい才覚があっ

た。陰暦二月の雪のことを木の股裂きと言い、

…それは目に見える映像で観念や記号をたの

しいことばで伝達しようとする創造活動なの

であった。…その間接性、比喩性、ことばを

意味として考えるのでなく、感化的な伝達性

によって考える創造であり、たとえ通用の範

囲が狭いムラ社会に限られようと、ことばと

してみると文学をつくりだす要素をたぶんに

持った高次の造語能力なのである。」（p.130）

「ことばを単に意味の伝達の用具と考えな

いで、相手の心にひびいていって感銘をあた

えながら意味を伝えるような役割をことばに

あたえている。意味を、目に見える視覚的な

映像に托して伝える比喩の役割をじつによく

考えてつくっている。外部から与えるものが

ないから、内側からみんな創り手になるわけ

ですが、ことばというものを、生活共同体の

中で、みんなの共通体験をてがかりにして、

共通理解の文化にしていくということは、言

語創造の原基底の問題です。」（p.141）

⑶ 矛盾体としての地域

ですけれども、これは開発思想を批判する根拠

になるものでありますけれども、それだけで開発

としてのDevelopmentに代わる新しい発展論を

導くことは出来なかった。そこで登場してきたの

が上原専祿です。これは周知のことですが、上原

は「地域の地方化」という問題提起をしました。

地域を矛盾体として把握するという視点を提起し

たわけです。真壁は農民が自ら土地を離れた農業

を進めて開発なるものと同質化し、あるいはそれ

に加担するという矛盾や転倒性を指摘していま

す。たとえば農薬を大量に使う。ヘリコプターで

農薬を散布する。そういった対応をしているでは

ないか。地域の地方化は農村内部にあるいは個々

の農民の日常性の内側に浸透している。そういう

意味での矛盾体としての地域を学習の対象とする

ことによって、地域はそこに凝集された現代社会

の矛盾を読み解く道具になってくる。

先の４つの視点は、矛盾把握に媒介されること

によってオルタナティブな発展を導くきっかけに

なる。おそらくそのような理解をしていたのであ

ろうと思います。その教育論の具体像は、剱持清

一に代表されるような「地域に根ざした教育」や

山形県農民大学から別海労農学習運動にまで至る

農民大学運動に見出されていた。「地域は教育内容

そのものである」というのは、今のような意味で

理解されていたというふうに考えていいと思いま

す。

２．内発的発展論との接続

⑴ 内発的発展論

山形の農村で探究された開発批判の論理は、内

容的には内発的発展論に重なると共に、それを展

開させるための論点をも提起していたように思わ

れます。その論点を鶴見和子の理論と重ね合わせ

て確認してみましょう。鶴見和子は、開発として

表されるようなDevelopment概念を転換して内

発的発展論という言葉を提起したということで有

名です。まずは内発的発展論の内容ですけれども、

これは簡単にしておきます。鶴見和子によればそ

れは西欧をモデルにした近代化パラダイムへの対

抗モデルであって、近代化パラダイムの単系的発

展モデルに対しては複数・多系的な発展モデル、

国家単位に対しては地域単位を、そして経済成長

指標に対しては人間の成長（Development）とい

う指標が対置されます。その上で鶴見は内発的発

展を「それぞれの地域の生態系に適合し、地域の

住民の生活の基本的必要と地域の文化の伝統に根

ざして、地域の住民の協力によって、発展の方向

と筋道をつくりだしていくという創造的な事業」
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（『鶴見和子曼荼羅 内発的発展論によるパラダ

イム転換』、p32）と簡略に定義しています。

鶴見がこういった発展モデルについて、その内

発性を強調するのは、一つには従来の近代化論で

は、内発論的に発展を実現できるのは先進国だけ

で、途上国では外部からの支援を受けなければ発

展できないという理解への批判です。二つ目は、

同じですけど、支援を受ける対象としてしか理解

されていなかった後進地域の人たちが、実は精神

的知的発展によって社会を変えていく主体になり

えるということが内発性の意味するところだった

わけです。

こういうふうに見れば、内発的発展論は、地域

住民を主体として措定して発展あるいは開発の目

標と方法を転換したと言えると思います。但しそ

の指標になるのがHuman Development＝人間

の成長だったんですけれども、その中身はあまり

詰められていませんでした。この点ではむしろア

マルティア・センの議論、つまり開発というのは

人々の実質的な自由の増大であって、ケイパビリ

ティズを拡大することによって可能になるんだと

主張していますが、この議論は鶴見たちの議論を

前進させたものと言っていいと思います。このよ

うな保留はあったとしても、人間が主体としての

存在様式を回復することが内発的発展論の意味す

るところであったことは評価できますし、真壁た

ちの模索と重なると言っていいと思います。

⑵ 南方曼荼羅の意義

次に方法レベルの問題、開発や発展の認識の方

法についてですけれども、鶴見和子はこれも皆さ

んご存知のように南方熊楠の理論的枠組みに大き

く影響されています。南方熊楠は発展について、

単線的変化として把握することを明確に否定して

います。これは柳田国男も同じだったわけですけ

れども、柳田国男は多重構造ということをいうわ

けですね。近代社会というのは、古代や中世や近

代の価値や思想が併存し、「つららのように突き刺

さった」と言っていますけれど、そういった併存

構造を持っているのが多重構造です。柳田はそれ

は日本だけだといったんですけれども、南方はそ

うじゃなくて世の東西を問わず、普遍的にそうい

う発展の図式がみられるのではないかという指摘

をした。さらに古代の価値は近代においては生成

変化しながら継承されていく、つまり創造の過程

で伝承されるという視点を述べています。あるい

は進化ということも、先ほど水野先生が言われた

んですけれども、これも直線的なものではなく、

進化と退化を繰り返しながら変化するのが進化だ

という見方を南方はしています。このような発展

の把握の仕方が多系的発展と言えるのですが、そ

れは同時にエコロジカルでホリスティックな発展

論でもあったわけです。それは、鶴見によれば南

方の関心は必然性と偶然性の関連問題、あるいは

規定性と自由の関連問題にあった。南方熊楠が近

代の科学について、こんなふうに言っています。

今日の科学、因果は分かるが（もしくは分かる

べき見込みはあるが）縁が分からぬ。この縁を研

究するのがわれわれの任なり。しかして、縁は因

果と因果の錯雑として生ずるものなれば、諸因果

総体の一層上の因果を求むるがわれわれの任な

り。（南方熊楠『土宜法竜 往復書簡』、八坂書房、

p308、鶴見前掲、p12より）。

因果系列はリニアな関係ですけれども、因果の

系列が多数存在し、因果系列が接近したところで、

相互に影響し合ってある縁が生まれる。ある偶然

的変化が生まれるというわけですね。その全体を

捉えることが必要だというのが南方の問題意識

だったわけです。因果というのは必然性で、縁と

いうのは偶然性です。南方は複数の因果系列が接

触する点を萃点と呼んでいるのですが、そこで働

く相互作用によって因果関係のあり方全体が変化

していく。それも直接的なものから間接的なもの

まであるために、その変化の原因を近因と遠因に

分けて区別しています。そうするとすべての因果

系列は現象的には原因があって結果があるという

リニアなものに見えるのですけれども、実はそう

ではなくて、そこにいろいろな複雑な要因が間接

的に関連してしまっているという把握になってく

る。その全体像を示したのが曼荼羅、南方曼荼羅
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と言われていますけれども、これは一種の理論モ

デルだったわけです。複雑な全体を把握するため

の理論モデルです。これは生態系というふうに

言ってもいい。南方はこの研究を粘菌の研究、ア

メーバーの研究から導いているのですが、自然界

だけではなくて実は人間が構成する社会領域にお

いてもこういった社会生態系というものが存在す

のではないかと言っています。このように考える

と、南方の理論モデルはエコロジカルであってホ

リスティックであると言えるわけですが、このよ

うにモデル化されるべきものを、単系列の因果モ

デルに置き換えることは許されない。近代の開発

主義の路線は発展を単系列のリニアな因果モデル

にもう一度置き換えて議論しようとするわけです

ね。それには南方は断固反対します。たとえば彼

が住んでいた田辺で市町村合併が進められようと

するんですが、それは彼から見れば単系列の発展

モデルで、合理性を追求するモデルにしかみえな

かった。これは真壁たちが議論した文化の生態学

的理解に接近しているといっていいと思います

し、真壁は野の文化論とも言ったわけです。野と

いうのはフィールドなんですけれども、野の文化

論は南方の曼荼羅モデルに重ねることが出来るで

しょう。開発としてのDevelopmentに対置され

たDevelopmentとは、エコロジカルな曼荼羅の

総体が拡張していくことと言えます。

おわりに―展開すべき論点

最後に展開すべき論点です。真壁と鶴見、南方

を対置した場合の最大の差異は矛盾体としての地

域の把握と学習運動論の位置づけにあるといって

いいでしょう。Developmentと Learningの関連

をどう考えるのかという問題に両者の差異が現れ

る。鶴見の内発的発展の提起を南方曼荼羅論に則

して徹底して行こうとすると、因果の系列だけで

なく縁を含めた全体、生態学的な全体を再構成し

ていくことによって、発展の内実が明らかになる

わけですけれども、それは誰がどんなふうに行う

のかという点について、内発的発展論は明らかに

していない。近代科学は、因果は解明したものの

縁は暗黙化されたままだと言っていいとすれば、

そういった縁を含めた地域や学がどういうふうに

構成されるのか、あるいは誰がそれをわがものに

していくことができるのかを問わなければならな

かった。住民が精神的発達を遂げて変革の主体に

なるといっても、その学習の内容が近代の因果の

系列のものだけであれば、発展の全体を解明する

ことは出来ないし、再び単系列の発展を創ってし

まうかもしれないわけです。真壁たちが、矛盾体

としての地域の把握にこだわった理由は、実はこ

の点にあった。因果と因果がぶつかり合うところ

には、相互作用と言っていますが、実はそこには

矛盾も発生するわけです。それを対象化するよう

な学習が成立するときに、縁も含めた全体を更新

しうる知や学が生成するといっていいでしょう。

厳密な意味での発展の主体あるいは発展を自ら創

りだす主体ですね。発展を自己媒介するような主

体の在り方を問うていたし、それを可能にする学

習の在り方とは何ぞやというのが、真壁の問い

だった。剣持の地域に根ざした教育、あるいは農

民大学の学習実践の中にその新しい学習論の展開

を求めていたといっていいと思います。それを踏

まえれば、最後に結論ですけれども、第一に冒頭

で地域は新しい対抗的価値を持つといったのです

が、それは多系的発展の現場であるといえるで

しょうし、開発思想が前提にする単系的な発展の

限界を事実に即して明らかにする場が地域だとい

えるでしょう。第二に住民が自立性を回復して主

体になるためには住民自身の矛盾や矛盾体として

の地域を対象化することが不可欠であって、この

矛盾こそが、発展のメタコンテクストを転換する

真に自由な主体を形成する媒介項であり根拠と言

えるでしょう。第三に、代替的な教育的価値はメ

タコンテクストのレベルを転換するような自由な

主体あるいは、発展を自己媒介する自由な主体の

形成に見出すことが出来るでしょう。以上です。
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