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キルギスでН
の う き ょ う

оукёуをつくる

北海道大学大学院農学研究院
教授 坂　下　明　彦

１．キルギスからの熱いまなざし

　改革とは名ばかりの農協潰しの政策的圧
力が強まっている。潰すのが目的であるこ
とがミエミエなので，まともに反論すると
空しさが深まるばかりである。とはいえ，
それでも私が頑張っていける秘訣は海外か
らの声援にある。Н

の う き ょ う

оукёуハラショ
（すばらしい）という中央アジアからの農
協への熱いまなざしと声援である。
　経
いきさつ

緯は分からないが，ＪＩＣＡ（国際協
力機構）札幌が行っている海外の研修生を
招いての１カ月研修コースの中に，中央ア
ジアを対象とした農業研修コースがある。
そのコースの特徴は，ソ連崩壊後の土地改
革により創設されたフェルメル（農家）経
営のために市場経済化に対応した農村組織
を設立・強化させることにある。ＪＩＣＡ
は農協を前面に出すことを好まないよう
で，コース名には使われていないが，日本
の農協の経験を学ぶことが中心課題であ
る。それは1998年から始まり，先輩の黒河
功さんがコース長を担当していたが，2008
年からは私がその後を引き継いでいる。
　現在のコース名は「中央アジア地域農民
組織強化」コースである。中央アジア５か
国のうち，トルクメからはほとんど参加が

なく，カザフは中進国としてすでに卒業，
キルギス，ウズベク，タジクの３か国が対
象である。８～10人の少人数教育となって
いる。
　私が引き継いだ当初は，一方的に日本の
農協を中心とした農業団体の組織や機能を
理解してもらうことでコースは成り立って
いた。しかし，ＪＩＣＡの改革もあってか
研修生（正しくは研修員）に「アクション
プラン」という帰国後に取り組む課題の
レポートをまとめてもらうことになった。
困ったのはコースを担当するこちらのほう
である。なにせ中央アジアについての知識
はほとんどゼロ，解体前まではソ連の一部
だったということぐらいしか知らない。
　それで，コースの冒頭で３か国の土地改
革の状況や農業の主体，農村の組織，そし
て生産資材供給，農産物流通，農業金融の
現状などを出し合ってもらって，研修生同
士が議論をする雰囲気をつくり，私たちも
勉強することにした。私たちとは，ホクレ
ン出身でＪＩＣＡタジク事務所の農業担当
企画調査員，帰国後うちの社会人院生と
なった中村正士さん，札幌で院生としてソ
連農業史の研究をし，現在通訳を担当して
いる野村純也さん，そして私である。
　３人いれば何とか知恵がまわるものであ
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る。研修期間の中間で個々の研修生に母国
での業務の聞き取りを行ってプランのテー
マを絞り，最終の発表前に点検して「よし，
これで行こう」ということになる。卒論の
個別指導みたいなものである。相手は中央
の役人もいるが，地方の農協らしき組織の
代表や小振りの生産農協の長などもいる。
大学と同じで，その間，こちらはいろいろ
な情報を手に入れることができるのであ
る。こうして，全員ではないもののアクショ
ンプランの質も高まってきた。
　３か国のうち，統制型の農業をやってい
るウズベクが最初は目立っていたが，ＮＰ
Ｏで活躍している女性がやってきた頃から
キルギスの研修生の質が急速に高くなって
議論をリードするようになった。これは何
か動きがありそうだぞということで，コー
スの見直しのための現地視察という名目で
キルギスを訪問することになった。2013
年９月のことである。

２．キルギスの農牧業の特徴

　中央アジアにはスターリン時代に極東か
ら強制移住された韓国人が多いので，韓国
の飛行機があちこちに飛んでいる。した
がって，札幌－仁川－ビシュケク（キルギ
スの首都）と行けそうなのだが，結局モス
クワ経由ということになった。えらい遠回
りではあるが，旧ソ連の首都経由かと思え
ば，なるほどと言えなくもない。
　そのキルギスの面積は日本の半分程度，
人口は540万人で北海道とほぼ同じである。
中央アジアの東端にあり，南は中国のウイ
グル，北は中央アジア一の大国のカザフで
あり，両国に挟まれた北東部は天山の北麓

にあたる。ビシュケクは標高600ｍくらい
であるが，私たちが主に調査したイシクク
リ湖の周辺は海抜1,300ｍである。
　3,000ｍ級の峠をいくつか超えると南西
部にはオアシス地帯のフェルガモ盆地があ
るが，スターリンの陰謀なのか国境がカザ
フ・タジクと入り組んでおり，厄介な民族
問題を抱えている。行くなら飛行機である。
　とにかく，山また山である。農用地面
積は 1,000万haあるというが，その 90％，
900万haは放牧地である〈図１〉。私たち
の見た範囲では岩山にぽそぽそと草が生え
ている程度であるが，200km 以上も離れ
た海抜3,000ｍくらいのところに夏場の広
い放牧地が広がっているという。そう，彼
らは遊牧民だったのである。中央アジアは
西トルキスタン，中国のウイグル自治区は
東トルキスタンでどちらもトゥルク（トル
コ）系の遊牧民であり，西はロシア人やウ
クライナ人が，東は漢人が侵入してステッ
プを掘り返し，西欧的に言うとパスチャー
をアラブルに変えてしまったのである。こ
の可耕地が100万haくらいであり，北海道
と同じくらいである。
　作物はといえば，穀物（小麦中心）が
55%，イモ・野菜・瓜類で20％，栽培する
飼料作物（アルファルファ中心）が20％と
いったところである。ただし，野菜といっ
てもトマトとキュウリ，それに千切りのニ
ンジン（韓国人による）くらいである。そ
の分，果実は豊富であり，ブドウは言うに
及ばず，リンゴだのナシだのアプリコット
だのと盛りだくさんである。だからドライ
フルーツもおいしい。中国のウイグルと同
じである。
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３．土地改革と生産農協モデル

　建国は1991年で，必ずしも能動的に行わ
れたものではない。ゴスプランによる産業
のモノカルチャー化の後遺症は大きいが，
かつてのインフラ整備などは高い水準にあ
り，農村でも電気・水道・ガスは当たり前
であった。可耕地では灌漑が80% の水準
にあった（現在はボロボロ）。この体制が
壊され，キルギスはカザフとともにショッ
クセラピーによる市場経済化の洗礼を受け
た。カザフは大国であり地下資源も豊かで，
四半世紀を経て中進国になっているが，キ
ルギスはタジクとともに中央アジアの最貧
国である。一説では100万人近くの人口が
ロシアやカザフへ出稼ぎをしており，国へ
の送金がＧＤＰのかなりの比率を占めてい
るといわれる。
　農業国のキルギスがとったショックセラ
ピーとは何だったのであろうか。それは
1994，95年の土地改革であった。遊牧民の
定住化は1930年代から行われ，集団農場の
設立は1950年代だったようだが，これを
リードしたのはロシア移民であった。中央

アジアではカザフに次いでロシア人が多
く，現在でも人口の７％を占めている。
　この集団農場はソフホーズ，コルホーズ
に限らず，農場成員のみならず，農村住民
全員に配分（私有化，30%は国家土地ファ
ンド）されたのである。これが社会主義か
らの餞別であった。農地をあげるから，こ
れで生活してくださいというわけだ。どう
も市場経済化ではなく，自給経済化が進ん
だようなのである。
　農民経営の数は36万戸といわれるが，こ
の家族というのがやっかいでなかなか実像
にせまるに至っていない。私たちが調査を
行ったイシククリ州では，小麦とイモとア
ルファルファというのが基本で，各戸には
羊20頭と牛数頭に馬までいるのが普通であ
る。これは儀式用だから売らないという。
　最貧国という評価と，この実態はどう整
合するのだろうか。統計でみても，羊は
90年の1,000万頭から2000年には380万頭ま
で激減するが，12年には540万頭にまで回
復している。牛は同じく120万頭，95万頭，
140万頭となっており，ソ連時代を超えて
いる。どうやら，ロシアと違って集団農場
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図２ 生産農協と職工農家のコンプレックス
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図１ コルフォーズの農用地利用の構造と土地改革（アディゲネ農協）

注1)ｱﾃﾞｨｹﾞﾈ農協の聞き取りによる。
2)（ ）内は職工一人当り配分面積。
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の解体が家畜の壊滅をもたらすような飼養
形態ではなかったようである。遊牧民で
あったことの違いなのかもしれない。
　われわれは短期間で８つの農協の駆け足
調査をしたが，このときのキルギスの農協
の基本形態は〈図２〉のような生産農協と
職工農家のコンプレックスの関係であると
理解した。つまり，職工農家（これは中国
の国有農場解体後の農家を示すわれわれの
造語）は自給経営を基本としていて，生産
農協は職工農家の提供した農地で職工農家
用の飼料を生産・供給し，小麦・イモにつ
いても職工農家の消費用の生産がメインで
ある。
　それを原型としつつも，販売が有利な種
子生産や市場向け野菜生産を行うなどの市
場販売型の展開，生産農協の所有機械利用
による外部の機械作業受託の展開，農場生
産の飼料を基盤とした直営畜産部門への進
出など農場独自の事業展開と，それによる
経営改善という方向性を描いてみた。

４．�３年後の農協の進化－イチケス
農協とイシククリ有機農協

　2013年には帰国直後の10月にキルギスを
独立させたコースを開設したが，これには

われわれが９月に調査を行った農協からも
３名が研修生として参加し，より充実した
研修を行うことができた。翌14年からは３
か国の研修に戻ったが，参加者割合はキル
ギスが大きくなり，キルギスの協同組合ユ
ニオンのスタッフも参加するようになっ
た。この間，ＪＩＣＡのＮＰＯを支援する
「草の根事業」にも応募したが，なかなか
埒が明かない。そこで，在外研修の形でキ
ルギス現地での農協研修と農協調査を実施
しながらキルギスでの具体的な農協支援の
道を探ることにした。2016年８月，つい最
近のことである。
　現地では，２日間の農協研修の２日目を
ワークショップにあて，実践報告にもとづ
いてキルギスでの農協の課題整理を行った
が，思った以上に熱心な討論となった。ま
た，キルギス農業大学へ初めて訪問し，北
大との農協支援での連携に向けて研修生の
派遣をお願いするなどした。
　その後は，前回と同様にイシククリ州中
心に６つの農協調査を実施することができ
たが，その案内役としてユニオン代表のア
イヌラさんが同行してくれた。コンサルタ
ントを行っている農協を紹介していただ
き，道々で農協に関する課題を聞かせても
らったのは収穫であった。
　農協調査でもその成長ぶりを垣間見るこ
とができた。ビシュケクのバザールを再訪
して感じたが，市場での農産物の規格や価
格表示が大きく改善されており，それに対
応したいわば商品としての農産物販売の枠
組みが整いつつあった。これに対応してか，
前回の生産農協と職工農家のコンプレック
スというタイプの農協とは異なり，販売を
主目的とする農協の存在が目立つように
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なっていた。

■加工販売とクミカンのイチケス農協
　最も感動的であったのは，2012年に研修
生として来日したイシェンさんが「アク
ションプラン」にもとづいてイチケス農
協（2008年設立）を発展させていたことで
ある。馬鈴薯，麦類，飼料と，リンゴなど
の果樹がメインであり，組合員は９戸で
50ha程度であるが，拡大の意向は持って
いる。馬鈴薯の貯蔵と共同販売を行ってお
り，この延長線上に馬鈴薯加工（冷凍保存）
を行ってイシククリ湖畔の観光地の宿泊施
設への供給を行う計画が進行している。
　また，果実の貯蔵施設や小麦の製粉施設
も稼働しており，加工を含めた生産・販売
組合としての展開を示していた。生産資材
については出来秋での精算としており，こ
れをКумикан（クミカン）と称し
ていた。これは北海道の組合員勘定制度の
ことであり，研修生が最も羨ましがる制度
である。これが彼の「プラン」の最重要の
取り組み項目であったのだ。

■�村を基礎とした女性による協同組合
的起業

　もう一つ目を引いたのは，イシククリ有
機農協であった。これは2016年設立でほや
ほやであるが，2010年設立のセムヌル（陽
光）農村ファンドの有機生産部門を農協化
したもので，もともとは世銀の貧困女性解
消プロジェクトから始まったものである。
　この地域ではほとんど野菜栽培がなかっ
たことから，野菜種子を配布して自給並び
に余剰分の販売を行おうというものであっ
た。マイクロファイナンスとは異なり，種

子を配布して販売収益で種子代を貯蓄する
方式であり，構成員は３つの郡（全体で30
村）の24村，1,300人に達している。各村
には相互扶助組合が組織されていて，基層
の活動家が農協役員を構成している。2010
年からは薬草を有機栽培する活動を開始
し，ドイツへの加工輸出会社に供給してい
る。有機栽培を行っているのは186名で，
転換期にある100名が加わる予定である。
村を基礎として自主的な女性の力が発揮さ
れていること，しかも広域的組織である点
が注目されるのである。
　この２つの事例農協の取り組みは深掘り
する必要がありそうなので，ＪＩＣＡの大
学連携ボランティア制度を使った参与観察
の体制づくりを検討中である。また，コー
スの在外研修の機会やキルギスでのＪＩＣ
Ａの農協に関連するプロジェクトに協力す
る形などで農協の設立・発展への支援の枠
組みを考えていきたい。キルギスへの熱い
想いは止まるところを知らなくなってし
まったようだ。どうしよう。


