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最後に、本書の出版は明石書店の編集者であ
る兼子千亜紀さん、編者の二村久則・名古屋大
学教授（現・同名誉教授）を始め数多くの執筆者
だけでなく、表紙を飾る地方の祭りの写真をい
ただいた井村真樹子さん、同じく表紙扉や文中
に先住民の写真を提供してくださった写真家・
ジャーナリストである柴田大輔さん、そのほか
多くの関係機関、関係者のコロンビアに対する
愛情と情熱の結晶である。この場を借りてお世
話になった方々に謝意を表したい。 □■
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本書はコロンビアの首都ボゴタにおける貧困
居住区の住環境改善プロセスに関する ��年余
りの調査研究の成果をまとめたものである。「不
正規居住区」�)�..�,( �..�%&��.(�とは、都市開発
行政管轄区域外で基盤整備が整っていない土地
に自助建設によって作られ、基本的なインフラ
と公共サービスはコミュニティが行政に働きか
けることで後から提供されてゆく（＝正規化さ
れる）居住区のことを指す。この間住民と行政
との間に様々な緊張関係が生じることがある。
本書の中心テーマはこのような不正規居住区に
おける「コミュニティ参加」という概念と実践
が、そこに住まう都市貧困者の生活水準の向上
にどのような意義を持ち得たのか、そしてそれ
が ����年代以降のコロンビアをとりまくマク
ロ経済の変化と市場メカニズム重視の開発パラ
ダイムにおいてどのような変貌を遂げているの
かを明らかにするところにあった。この研究課
題に対し、バリオ（居住区）単位でとらえた都

市コミュニティと国家、市場の関係およびその
他の外部アクターとの関係において分析すると
いうアプローチをとった。
全体は �章構成である。第 �章で「コミュニ

ティ参加」と「不正規居住区」の概念整理と先
行議論のサーベイを行い、本書での問題提起を
行っている。第 	章はボゴタで実態調査を行っ
た �つのバリオの選択根拠を、それらをとりま
く文脈とともに説明している。続く第 
、�章
では、こうした不正規居住区が基本的インフラ
とサービスを獲得してゆくプロセスを、居住区
コミュニティと国家、市場、外部アクター（政
治家や ��@）との関係において描いた。ボゴ
タ市の都市行政とその ��年代の変化を追って
いる。第  章は � つのバリオで行った質問表
を用いた定量分析とインタビューと参与観察に
よる定性分析とを組み合わせた調査結果に基づ
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き、それぞれのバリオの発展史と正規化過程に
おける相違点を抽出した。第 �章では、こうし
た相違点がもたらされる理由を、コミュニティ
リーダーの特質、政治家、外部アクター（特に
��@と教会）との関係、国家と市民社会を取
り巻くマクロ経済状況の変化の要因から説明し
た。その上で、市民社会、市場、国家間関係に
おいて「コミュニティ参加」概念はどのように
変化し、あるいはその解釈と実践がどのように
変化してきたのかという点に議論を収斂させ、
最終章で結論づけている。本書のもとになった
のは、	���年に C��4�.(��� ",���%� 8,�*,�に
提出した博士号請求論文（英文）である。スペ
イン語での出版に際し調査方法に関するテクニ
カルな説明部分や資料を落とし、第 �章の先行
研究サーベイ部分も圧縮した。
以上が本書の概要であるが、実はこの研究テー

マ設定は当初よりもずいぶん軌道修正されてし
まっている。

これまで、住と職においてともにインフォー
マルな環境におかれてきた人々は、「生存戦
略」あるいは「生活戦略」と呼ばれた自助努
力によって、第三の選択肢をとり続けてきた。
（中略）。市場と国家の機能が再検討され、住
民の自助努力行動に対する認識が変化してい
る今、社会開発の分野において、市場原理と
福祉国家理念とに代わる、新しい枠組みが必
要ではないだろうか。そこでは、都市住民組
織論は、ラテンアメリカにおける「もう一つ
の発展の担い手論」として展開する可能性を
もっている。これは筆者が今後取り組むべき
分析課題である（『ラテンアメリカの都市化
と住民組織』古今書院、����年 
	
ページ）

上記は以前それまでのボゴタにおける住民組
織研究の結果、筆者が至った結論と展望である。

この命題をもとに、「住民組織による参加型アプ
ローチこそが貧困層のオルタナティブな開発パ
ラダイムであり、それを実証するためにボゴタ
で追跡調査を行う」という、今思えばナイーブ極
まりない仮説をたて、コロンビアに再び向かっ
たのが ����年秋であった。ところが明くる �

月にかけてのパイロット調査を進めてゆくうち
に、どうもこの仮説が危うくなってきた。自分
でも問題設定が根底から揺らぎだしてしまった
という不安に陥った。なぜなら、「-�.���-��I�

について」インタビューしたバリオの住民たち
のこの言葉の使い方が、行政の役人の使い方と
は微妙に異なった。ましてや私が質問で当然の
ように繰り返し用いるこの言葉がそもそも彼ら
の口からは自発的には出てこない、ということ
に気づいたからである。結果的にはこのとき感
じた「違和感」を追及したことが、本書の中心
テーマとなった。
「参加」概念には使う者の立場によって異な
る含意が与えられる。都市貧困層―大半は元農
民―が行政からその存在すら顧みられていない
状況でこそ、牧歌的な連帯の精神に基づいた「助
け合い」の意味での「参加」は実践されてきた。
そこでは意思決定プロセスも、行動目的も当然
ながら共有された。ところがひとたび国家の関
与が始まると、住民－行政間での交渉過程で導
入される「参加」概念は異なるものになる。果
ては住民供出型の開発プロジェクトへの「参加」
という狭義の解釈が成立してしまう。��年代以
前は、それでも政治家とのパトロン＝クライア
ント関係が幅をきかせ、住民の集合行動には政
治的な意味が大きく、この政治力こそがインフ
ラとサービスを獲得する速度を決定づけた。そ
うした集合行動に動員する（あるいは動員され
る）ための「コミュニティ参加」概念には共通の
目的意識が込められており、政治家や政党勢力
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に包摂されることを自覚した上で、住民はプラ
グマティックな選択をしてきたのである。しか
し時に住民組織リーダーの資質によってはこう
した関係がバリオ改善過程を頓挫させることに
なる。他方、ライフライン供給事業の多くが民
活・民営化の流れにあって、不正規居住区の正
規化も市場原理における消費者の拡大という視
点で処理されるようになると、もはや行政との
交渉能力ではなく、個々人の購買力こそが住環
境改善の条件となってゆく。すなわち、政治的
力関係に与してきた住民組織機能が否定され、
官僚的、市場主義的な参加型開発パラダイムが
都市行政の「主流」になっていったのである。
この状況下では、もはや住民組織が牽引してき
た互助的参加メカニズムは機能不全に陥る。で
は住民組織も参加メカニズムもその存在理由は
ないのか？と問えば、否である。なぜなら、公
共サービスの民営化路線では往々にして購買力
格差に対応できず、市民社会が異議申し立てを
するには、住民組織による動員が不可欠である
からである。これが、筆者が「コミュニティ参
加の幻想」という表現に込めた意味である。
すでに読んでくださった何人かが指摘されて

いるように、私の立ち位置からすると、「参加こ
そがオルタナティブなパラダイムには必要」と
主張したいのが本音であり、あえて「幻想」と題
したことには反論があるかもしれない。実は、
論文原題に =���&(�,�>を用いることに逡巡しな
かったわけではない。最初の私の提案は =+���>

だったが、これは元来、コミュニティ参加なるも
のに懐疑的だった指導教授によってすぐさま却
下された。次に D.&(�.���* *.��+だとか、+�.�%�

まで候補に挙がったが、���&(�,�に落ち着いた。
つまるところ、意思決定過程にまできちんと食
い込むことのできる真正の参加とは理想であり、
コミュニティ参加を支持すること自体「思想」

である。その意味では幻想となるわけだが、現
実には理想を追い続けたい、いや過去にはその
事実があり、これからも状況によって「参加」は
その機能を十分に果たす潜在力をもっている。
それを都市の住民たちは理解した上で行動して
いるのだ―このような気持ちをこめてタイトル
に「幻想」を冠した。
本書がコロンビアでの出版に至ったのは、かつ

てボゴタで初めて共同研究を行ったときのパー
トナーであり、その後も長年友人として、研究の
同僚として協力を惜しまず、時に厳しいコメント
も寄せてくれたオスカル・アルフォンソ �@(�.

:�D,�(, $,��エクステルナード大学教授の新企
画 =",���I�� G,�,+J� A�(���&�,��� C.)���>

の一巻として参加しないかという有難い誘いを
受けたためである。初め、スペイン語の一次資料
に基づいて書いた英文を再びスペイン語版に直
すことには戸惑いがあった。特にインタビュー
証言の引用など、再びテープ起こしの原文まで遡
る必要があるか否かを考え、気の遠くなるような
思いがした。だが、最終的には政治経済分野で
の専門的な西英訳を専門に手がけていた極めて
有能なアルベルト・スプレモ �:�)�.�, �&-��+,�

氏を紹介していただき、彼に全訳をお願いした。
大部の翻訳におけるスタイルや用語の統一など、
プロに任せたほうが一冊の本としては整合性が
とれると判断したことは正解だった。なお、専
門用語の訳出の統一などはオスカル、アルベル
トと私との三人で監修を行なった。こうした作
業を筆者が 	���年にコロンビアに長期滞在し
ていた折に進めることができたのは幸いであっ
た。本シリーズの企画にはもう一人、四半世紀
近くのつきあいになる親友、アルフォンソ・アリ
サ �:�D,�(, :.�;��画伯が加わっている。表紙の
原画は =8� "�&*�* ����*,(I-��>と題された
ボゴタのバリオ風景であり、その上に "�技術
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を重ねて編集したものである。同シリーズでは
すでに第  巻まで刊行済みである。第 �巻はア
ブラモ ���*., :).�+,�教授による �� ,��	�	

,��
�	��������と題された単著である。シリー
ズを通して各巻の表紙に「万華鏡都市」の異な
る様相が彩りを添えてくれている。
初めてのボゴタでの調査から数えると、本書

を形にするまで ��年もの歳月がかかってしまっ
た。ボゴタに戻るたびに、長年通い続けたバリ
オの友人たちを手ぶらで訪れることに心苦しさ
を覚えていたが、本書をコロンビアで刊行する
ことができ、ようやく彼らに少しだけ顔向けが
できた思いである。この間実に多くの方々に支
えていただいたことに心より感謝する。発行部
数に限りがあり、大学図書館や研究所などに寄
贈させていただいている。もしもお手に取られ
る機会があれば、是非忌憚のないご批判をお寄
せいただければ幸いである。 □■

『先住民パスクア・ヤキの米国編入―越境と認
定』（北海道大学出版会、	��	年）� 東洋大
学・水谷裕佳

『まず、本書を書くきっかけとなった出来事
を紹介したい。筆者がパスクア・ヤキの人々
の元に通い、彼らの社会について調査を始め
たのは 	��
年であった。その当時、まだ日
本に米国のヤキのみに特化した文献がなかっ
たため、様々な英語およびスペイン語の資料
を読み、聞き取りを行った上で 	�� 年に修
士論文をまとめ、追加調査や改訂を経て 	���

年にモノグラフとして出版した。その過程で
不思議に思ったことがあった。それは、パス
クア・ヤキの米国先住民認定の理由や経緯、
そして認定のヤキ社会への影響についてパス
クア・ヤキの人々に尋ねると、「知らない」「分

からない」といった答えばかり返ってきたこ
とであった。（中略）つまり、パスクア・ヤキ
の人々の中には、自らの歴史の重要な一角を
成す米国先住民認定について語れない人々が
存在するのである。特に先住民関連の事項に
ついて、当事者の人々が自らの歴史や社会を
語ることは、現在のエスニック・スタディー
ズや文化人類学分野で重要視されている。ど
うしたら、彼らが自らの先住民認定について
語るための助けとなれるだろうか、と考えた
ところ、認定に関する私なりの考察を示して
みたいという結果に至った。そして、パスク
ア・ヤキの先住民認定を 	�� 年以降の研究
テーマとすることにした。なぜなら、もちろ
ん筆者である私はパスクア・ヤキの一員では
ないが、外部者として私が考えるパスクア・
ヤキ認定の背景を提示することが、彼らの社
会内でこの事項への関心を高め、議論のきっ
かけとなると考えたからである。同時に、調
査に使用する資料の一部は、「学生」もしく
は「研究者」という社会的立場でないと入手
できないものも多く、少なくともそれらの存
在について、パスクア・ヤキの人々自身に知
らせたいと考えたことも、このテーマを選ぶ
理由となった。』（本書序章 -���	より抜粋）

本著の宣伝文は上記に引用した通りである。
ただし、他の全ての書籍がそうであるように、
この著書にも文中に記されていない背景や物語
がある。私とパスクア・ヤキの人々との出会い
は偶然起こった。大学時代にスペイン語を専攻
し、それ以前に米国への滞在経験があった私が、
ラテンアメリカとアングロアメリカの境界線で
ある米国＝メキシコ国境地域に興味を抱いて大
学院に進んだことは、割合自然な流れであった。
しかし、当初の私の関心は、ラテンアメリカ系




