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必然と偶然の産物

本書は過去 �年来のメキシコ・オアハカ州で

の調査研究の成果をとりまとめたものである。

最初にお断りしなくてはならないことがある。

実は、私はラテンアメリカ研究に関しては全くの

素人である。元々農学畑出身の私は、日本国内

のコミュニティ開発や農山村における地域づく

りを主たる研究対象としてきた者である。しか

し、以前から若干のやりとりをしてきたK
8%

（メキシコ国立自治大学）のデビッド・バーキン

教授とのご縁により、オアハカのローカル
��

の研究に首を突っ込むこととなった。

民間企業と中央官庁での実務経験・政策研究

を経て、私の研究上の関心は、新しい社会運動

と市民社会論へとたどり着いた。約 �� 年間、

霞が関官僚というおよそ社会運動とは最も遠い

世界に身をおいた経験が、皮肉にも、結果的に

「官」に対峙する何かへの関心に向かわせたと

いってもよい。法令の作成、国会答弁執筆、予

算折衝、政治家への根回しに明け暮れた官職を

辞して、日本の農山村の活性化とツーリズムに

関する *��A�論文（コーネル大学）のための調

査を行うようになる。そこで、官僚の論理と現

場のリアリティの「落差」「乖離」に気づいたこ

とが、その後、����年に日本大学に職を得てか

らの最初の研究（本書）へと私を導いた決定的

な動機であった。根本にあるテーマは、運動と

しての内発的発展論である。

では、日本の農山村の次は、何故メキシコだっ

たのか。１つ目は、ネオリベラリズムによる急

激な経済社会の変化の影響下で、何らかの研究

テーマを見出すことができるのではないか、と

漠然と考えていたからである。２つ目は、きわ

めて消極的な理由だが、サラリーマン生活を経

て、�歳で研究者に転向した私にとって、東南

アジアやアフリカの開発に関する研究は、参入

障壁が高すぎると感じたからである。これは、

私が既往のラテンアメリカ研究の蓄積について

全く無知であったことの裏返しに過ぎない。３

つ目は、アメリカの大学院で研究者のトレーニ

ングを受けた者には、ラテンアメリカは日常的

に親しんでいた「教材」であり、私自身、南・

中・北を問わず「アメリカ」が好きかといえば、

好きだったからである。そこで、留学時代の恩

師筋に送った「とりあえずメキシコに行くとし

たら誰に会えばよいか」というメールからこの

研究が始まった。大学に奉職したその年に申請
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した本研究に関する科研費が採択されたことも

幸運であった。

本書の誕生は、ある意味、偶然と必然が混淆

した結果であったと、書き終えて、つくづく思

うのである。蛇足だが、上記 *��A�論文のアメ

リカでの出版に挫折した私にとって、初の単著

である本書はリベンジの書でもある。

構成と内容

周知のとおり、メキシコにおいては過去 ��

年来、構造調整、北米自由貿易協定 �
89�8�、

プエブラ・パナマ開発計画 �***�など、経済社

会空間の新自由主義的かつドラスティックな再

編成が進行してきた。北米大陸内とメキシコ国

内における「二重の南北問題」の影響を受ける

のは、多くの先住民人口を抱える南部貧困州で

ある。本書は、オアハカ州を例にメキシコ南部

で勃興しつつある小農・先住民と現地市民社会

のネットワーク化による新しい公共空間の形成

過程を、知識人・運動家の記憶（オーラルヒス

トリー）、運動主体間の相互作用と連関（事例研

究）のなかから描き出す試みである。比較的狭

い地理的範囲のなかに、多様性に富んだダイナ

ミックな空間の形成の一端を見出すとともに、

内在される「危うさ」も指摘した。

序章においては、鶴見和子氏らの内発的発展

論を原点としての社会運動の観点から再整理し、

全体を鳥瞰する視座と方法論を提示した。メキ

シコの開発と新自由主義に関する若干の整理も

行なった。

「個人編」にあたる第 ;部では、元官僚、聖職

者、女性活動家、農民、学生などの多様な「個

人」の体験を通じた「複数形」の同時代史を展開

した。イヴァン・イリイチの弟子でメキシコの


��ネットワークのキーパーソンの１人であ

るグスタボ・エステバ（第 �章、第 �章）、'�'0;

（地峡労農学同盟）という民族系左派政党のオ

リジナル女性メンバー（第 �章）、パウロ・フレ

イレの弟子であり、国際フェアトレード運動の

祖でもあるフランツ・ヴァンデルホフ神父（第

	章）、先住民族の若者・女性・農民（第 章）

など、多様な個々人の経験を事例として取り上

げた。

「実態編」にあたる第 ;;部では、視点を「組

織」に移し、ローカル
��の成立の経緯、活動

内容、ネットワーク化のプロセスを複数事例か

ら説明した。第 �章「迫られる変化と運動の動

機」では、農家直接支払い制度 �*)�'8%*��

にみる政府と住民の「距離感」、母系社会とム

シェの町として知られるフチタンにおけるサブ

システンス経済システムの光と影、という２つ

の命題を報告し、第 ;;部の導入としての問題提

示を行なった。第 �章「ローカル
��と市民

社会、そして政府」では、����～��年代のカト

リック系社会開発運動の落とし子としてのロー

カル 
��、シエラ・フアレスでの森林伐採反

対運動の落とし子としてのコミュニティラジオ

局、農村青年 
��の活動内容とネットワーク

化、構造調整＝小さな政府に端を発した資金・人

的インセンティブに期待される政府・
��関係

の両義性について、事例をもとに分析をしてい

る。ローカル 
��と政府との関係の多義性・

重層性が明らかになった。第 �章「グローバル

化への反応と矛盾」では、;
%0'890（国営

コーヒー公社）の廃止後の州内のコーヒー生産

者組合のネットワーク化、テワンテペック地峡

における ***反対運動のローカル・ネットワー

クの諸相という２つの対抗運動を取り上げ、対

抗運動の可能性と限界を論じた。

終章では、まとめとして上記の文脈における

知識人概念の再定義、ローカル 
��の意義を

論じ、補章では、ミクロ地政学的文脈性とマク
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ロ政治経済環境の相互規定性を論じた。

上記には、有機農業、コミュニティ放送、フェ

アトレード、環境教育など多様な事例が含まれ、

����～��年代の運動の批判的精神を継承しつつ

も、現場での実践に根ざしたグローバル化時代

の対抗的公共空間の可能性を見出した。フレイ

レやイリイチというラテンアメリカを代表する

思想家の弟子の活動において、住民目線の重要

さを説いた先人の思想が、第２世代による
��

活動、政治的実践においていかに継承されてい

るかにも注目した。'�'0; に代表される先住

民アイデンティティと結びついた ����年代の

政治・社会運動と、今日の反グローバリズム運

動とのつながりも確認できた。

筆者自身の遍歴とエステバ氏との出会い

繰り返しになるが、本書を書こうと思った本

当の動機は、自分の遍歴・経験を通じた「学び」

から見出された経済・社会・政治・文化に対す

る私自身の問題意識とメキシコで出会った人々

のそれとに不思議な共通点を感じたからであっ

た。私は少年時代に米軍基地の近くに住んでい

たこともあり、「アメリカ」への憧れと嫌悪とい

う感情をメキシコの活動家らと共有していたこ

とも大きい。こうした意味で、メキシコにおけ

る私の師ともいえるエステバ氏との出会いは、

非常に貴重であった。

エステバ氏と私との出会いは、彼の師である

イリイチと彼との出会いに少し似ているところ

がある。エステバとイリイチとの出会いは第５

章で詳しく述べている（最初は活字を通じて知

り、後に直接の知己を得る）。私がエステバに

初めて出逢ったのは、����年代半ば、留学先の

コーネル大学の書店であった。そこで、&�� /��

��������� /�
����	��� � F���� �� B��8�����
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Z�+ .��E��〔『脱「開発」の時代� 現代社会を解

読するキイワード辞典』三浦清隆他訳、晶文社、

����年〕）を立ち読みし、購入したのである。

エステバは、「開発」という章を分担執筆して

いた。当時、政策研究としての国際開発を専攻

する「官僚」であった私にとって、同書の内容

はラディカルすぎて、理解不可能といった感が

あった。何年か後に考えるところがあって官庁

を辞めたが、こうした自分の人生の紆余曲折の

なかで見出された問題意識は、今から思えば氏

のいう「システム」としての官僚機構であり、

リオリベラリズムやナショナリズムの言説に対

する疑問であったような気がする。

����年 �月、アメリカ時代の恩師のつなが

りで、メキシコ市にバーキン教授を訪問した折、

バーキン氏からいきなり一枚のメモを渡された。

そのには、バスターミナルの名称と、出発時刻、

便名、現地で迎えにくる人物の氏名が書かれて

おり、「すべて手はずは整えてあるからそこに行

きなさい」と言われた。バスはオアハカ行きで

あったが、地球大学（エステバが主宰する
��）

に着くまで、私はそのことすら理解していなかっ

た。というのは、現地の人は「ワハカ」と発音

しているようにしか私には聞えなかったので、

��I���という地名の綴りと発音が結びつかな

かったのである。当時の私のメキシコ地理に関

する理解はその程度のレベルであった。オアハ

カのバスターミナルで、メモに書いてあったと

おりの人物（地球大学の女性スタッフ）が近づ

いてきて、地球大学に案内された。その時は、

エステバ氏がどういう人物かも知らずにとりと

めもない話をしてオアハカを去った。

ただ、「必ずここに戻って来たい」と強く思わ

せたことがあった。それは、エステバ氏の素敵

な人柄と、私が滞在した宿（留学生相手の下宿屋

のようなところ）の人なつこいおばさんとその
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家族の人情であった。研究のために「戻って来

たい」と思ったのではなく、「この人たちにまた

会いたい、友人になりたい」と思ったのである。

エステバ氏が、&�� /���������� /�
����	��の

著者の �人だということに気づいたのは、日本

に帰国してからだった。その半年後、私はオア

ハカを再訪し、そこからエステバを含む 
��

リーダーのオーラルヒストリーの収集や現地で

の活動概要の調査を開始したのである。エステ

バの遍歴と思想は第１章で取り上げた。会社員

～ゲリラ活動～官僚、大学教員～
��リーダー

というエステバの遍歴と彼の思考回路は、会社

員～官僚～大学教員という私の遍歴とモノの見

方に驚くほど似ていた。

表紙に込めた意味

出版後１か月という本稿の執筆時点で、本書

の反響云々を語ることは時期尚早である。ただ、

知人からの反響という点で、表紙に用いた挿画

が好評であることには気を良くしている。

絵は、サポテコ人の母系社会として知られる

フチタン市にある公民館や図書館が一体となっ

た公共施設の中庭に面した壁に地元の子供が画

いた壁画「地球の未来は貴方の選択次第」の一

部分である。実際の壁画は左右に破壊と共生が

描き分けてあり、左側には近代文明が環境を汚

染・破壊していく有様が、右側には緑に覆われ

た地球（当然、メキシコが中心になっている）

や野生動物の絵が描かれていた。表紙の挿画は

左側の破壊に関する部分である。

具体論と抽象論が交錯する本書の表紙には、

写実的な写真やイラストは用いたくなかった。

かといって、抽象的すぎる記号や図形のような

ものにもしたくなかった。その点この壁画は、

子供らしい素朴さや可愛らしさがある一方、イ

リイチやエステバの近代文明や産業社会批判に

共通するような部分がみられ、本書の内容や私

の意図を暗示するなかなかの選択だと内心自負

している。

言い訳と期待

本書の内容について、ラテンアメリカ地域研

究者からは、素人ゆえの基礎情報の欠落など多

くの批判が寄せられることは覚悟している。と

りわけ文化人類学者からは、コムニダ内部に関

する記述や分析の欠落を指摘されるかもしれな

い。しかし、通読した読者にはご理解いただけ

ると思うが、本書は目線をやや上方に設定し、

メタ～抽象レベルでの社会変革およびそのため

の対話・コミュニケーションを意識しているの

である。

今日、市民社会論、ネットワーク論、公共空

間論が様々な分野で関心を集めている。グロー

バル化とローカリズムの相克をいかに捉え、向

き合うかは、人類的な命題である。本書が、こ

の普遍的な問題意識を基底に、グローバル化時

代における内発的発展論を再定義し、ローカル

な活動主体のネットワーク化による公共空間形

成の動態的把握を試みた社会理論の精緻化へ向

けたささやかな知的貢献となれば幸いである。

これから寄せられるであろう地域研究者からの

批判に謙虚に耳を傾けたい。特に本文では言及

していないが、個人的には、本書で取り扱った

内容について、今後、マルチチュード論との関

連での議論の深化を密かに期待しているところ

である。 □■

『ウォルマートの新興市場戦略～中南米で存在

感を増すグローバル・リテイラー』（芙蓉書房

出版、����年）� 東京経済大学経営学部・丸

谷雄一郎




