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熟さをみずからの手で挽回する絶好にして最後

のチャンスを得たようにも感じた。「空白」の

15年を雌伏の時であったとすることができるよ
う必死で加筆修正に没入した日々は、本書の執

筆全体を通してもっとも気力の充実していた時

間だったように思える。結果、とくに第一章な

どは結論すらオリジナルとはニュアンスの異な

るものとなった。

本書の行き着いたとりあえずの結論を、いさ

さか乱暴なのは承知の上で、あえて端的に示し

ておこう。19 世紀の一部黒人たちのアフリカ
への移動は、故郷への帰還という情動的なもの

というよりも、両地域に通じているという立場

を生かして経済的・社会的な境遇改善を模索す

る実利的なものであった。20世紀前半の黒人運
動家たちのアフリカに対するスタンスは、白人

中心のブラジル社会に対等な構成員として参与

したいという願望の反映されたものであった。

西洋的な価値基準に照らして称賛されるアフリ

カ人には言及しても、アフリカの伝統や個性と

いったものには背を向けた。20世紀後半にアフ
リカ人との政治・経済・社会面での共通性とそ

れに基づく連帯を訴えたアブディアスにしても、

ブラジルのアフリカ系文化を通した絆を強調す

ることには慎重であった。ブラジルにおけるア

フリカ系文化の色濃さは、黒人への人種偏見・

差別の存在を否定する際の根拠として逆手にと

られてきたからである。時代の流れにともなう

こうした変遷には、人種主義思想の広まりやア

フリカにまつわる汚名の返上などグローバルな

情勢変化とともに、白人主導ながら黒人のプレ

ゼンスも大きいことに起因するブラジルならで

はのローカルな事情も与ってきたのである。

前途にのぞむ挑戦 今後の展望

本書が論じたのは、基本的には 1970年代ま

でである。しかしながら、本書の問題設定から

すれば、80年代以降にはとりあげるべき対象が
多々ある。なかでも、歌やダンスといった表現

手段で過剰なほどにアフリカに言及・参照し、

ブラジル黒人の文化的固有性の承認や社会経済

的境遇改善の要求といったメッセージを発信す

るイレ・アイェ（Ilê Aiyê）のような地域文化団
体の活動は、もともと第六章として本書に収め

る構想を抱いていた。筆者の頑張りが及ばず、

残念ながらかなわなかったが、近いうちにかな

らずや取り組みたい研究対象である。

本書を書き上げてみて、いまひとつ、いずれは

避けて通れないだろうとの思いを強くした問題

がある。それは黒人たちの認識や志向に地域性

という要因がいかに影響してきたのかというも

のである。本書でとりあげた 3つの事象は、時
間軸の上では連続しているようにみえる。とこ

ろが空間軸でみると、それぞれの中心地はサル

ヴァドール（ブラジル北東部）、サンパウロ、リ

オデジャネイロと、違いがある。時代状況の影

響については本書でも考察のなかに織り込んだ

つもりでいるが、地域性の違いは十分に組み入

れられたとはいいがたい。同じブラジルでも、

地域により黒人の状況が異なるか否かというの

は、奴隷制期にさえさかのぼる古典的で代表的

な命題のひとつである。なかなかの難題ではあ

るが、筆者なりの視点から多少なりとも切れ込

むことができたらと考えている。 □■

『ラテンアメリカの連帯経済 コモン・グッド

の再生をめざして』（上智大学出版、2019年）
-上智大学・幡谷則子

はじめに―本書の背景と目的

本書は 2013年度から足掛け 5年間、科学研
究費事業（基盤B）の助成を受けて実施した共同
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研究「コモン・グッドを追求する連帯経済 ラ

テンアメリアからの提言」の成果の一部である。

6人のラテンアメリカ地域研究者が取り組んだ。
市場中心的な経済開発は、失業、雇用の非正

規化、貧困など多様な社会的排除と環境破壊を

もたらした。グローバル化が進展するに従い、

こうした現状は、かつて発展途上国と呼ばれて

きた「南」の国々だけでなく、日本を含む「北」

の先進諸国でも顕在化してきた。私たちが共同

研究を構想した 2012年は、2008年のリーマン
ショック、その後の 2011年の東日本大震災を
経て、日本国内の地域間格差、所得格差がより

一層深まったときであった。

こうした現実を前に、南欧諸国やカナダを中

心に、市場至上主義的経済とは異なる多元的な

経済をめざす社会的経済や社会的連帯経済の議

論はすでに高まっていた。他方、ラテンアメリ

カでは、これに先んじて、1960年代以降の社会
運動に由来した、オルタナティブな社会をめざ

す民衆による豊かな経済実践があった。

本書の執筆者は、いずれも特定のフィールド

に軸足を置き、長年地域研究を行ってきた者で

ある。それぞれの方法論は多様であるが、20世
紀後半から今日に至るまで、ラテンアメリカ各

国ないし国内地域において、市民・民衆社会が国

家と市場との関係において時に収奪され、時に

取り込まれ、しかし翻弄されつつもその権利と

生活基盤を守るために日々活動してきたさまに

注目してきた。そのような取り組みは、今日で

は連帯経済の枠組みで捉えられるようになった。

本書の目的は、これまで見てきた民衆の実践

を連帯経済の枠組みで捉え直し、それがオルタ

ナティブな社会の構築につながるか、その検証

をめざすことにあった。

連帯経済の概念を理解し、ラテンアメリカにお

ける理論的枠組みと実践を俯瞰する内容になっ

ている。「連帯経済」という用語は今日少しず

つ使われてくるようになったが、まだ日本では

なじみがあるとはいえない。南欧諸国を中心に

連帯経済の理論や実践を紹介する書籍が数多く

出版されるようになったが、ラテンアメリカに

ついての研究も発信も日本では極めて少なかっ

た。本書はラテンアメリカの連帯経済のその代

表的な理論と事例の考察を通じて、こうした研

究の空白を埋めようとしたものでもあった。

本書の構成

本書は序章に続く第一部理論編（1～2章）（幡
谷）と第二部各国の事例をもとにした考察（3～
8章）、終章によって構成されている。
ラテンアメリカの連帯経済概念には、まだ普

遍的な解釈はない。第 1章では、ラテンアメリ
カの連帯経済に関する主要な論客の議論を紹介

しつつ、現在ラテンアメリカの文脈で理解され

ている連帯経済概念とその国民経済における位

置づけを明らかにする。第 2章では、今日の連
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帯経済運動が、ラテンアメリカで育まれてきた

歴史的経緯に遡り、連帯経済の主体が民衆の草

の根運動に起源をもつ点を捉えている。

連帯経済の実践に対して、これまで政府はど

のような制度化を行い、連帯経済を担う組織や

アクターを認識し、支援をしようとしてきたの

だろうか。第一部の最後に「資料」を設け、第

二部でとりあげられる７か国における連帯経済

の制度化過程を整理し、事例分析の置かれた文

脈を鳥瞰している。

第二部は国別の事例分析であり、ラテンアメ

リカの経験から抽出される現在の連帯経済実践

の意義を考察するものである。第 3章では、山
本純一がメキシコ、チアパス州での異なる実践

例の比較考察によって、フェアトレードを連帯

経済の範疇において整理した。フェアトレード

では交換的正義の実現が大切である。互助、共

益だけでなく、公益、トレーサビリティや環境ま

での配慮があるかどうかにまで掘り下げて、連

帯経済としてのフェアトレードの位置づけを批

判的に分析している。第 4章では、新木秀和が、
エクアドルでの連帯経済の圧倒的成功例とされ

てきたサリナスにおける先住民コミュニティの

連帯企業と経済循環を取り上げる。サリナス事

例の成功には、地域的文脈や長年の試行錯誤の

歴史からの学びなど、固有の条件が決定要因と

なっているが、その持続性についても議論して

いる。重冨惠子による第 5章では、都市におけ
る家政と自家生産における連帯経済の実践につ

いて、ペルーとボリビアの事例が考察されてい

る。植民地起源都市には、近代化を通じて生産

様式における搾取の構造が作られている。家政

と自家生産活動は、こうした収奪に抵抗する事

例である。民衆経済活動から派生したオルタナ

ティブ・マーケットの事例は、国内フェアトレー

ドに結びつくとともに、生命系の持続可能性も

ふまえた連帯経済の実践である。第 6章（幡谷）
はコロンビアにおける協働組合運動とそれを支

えたカトリック教会の社会的行動が推進した民

衆教育とのつながりを考察する。同じく社会運

動を出自としつつも、90年代に発展した生産者
と消費者を結ぶアソシエーションの事例には、

農村部と都市部の連携と経済循環を基盤とした

オルタナティブな経済システムの可能性を見出

す。第 7章では、小池洋一がブラジルにおける
労働者協同組合をとりあげる。労働者協同組合

の実践、制度化、政策課題を、同じく労働者の資

本からの解放を目指す労働組合運動との対比に

よって論じ、労働者協同組合がオルタナティブ

な経済になり得るための条件を提示する。第 8
章では、アルゼンチンにおけるウエルフェアー・

ミックスを切り口に福祉の多元主義を論じてき

た宇佐見耕一が、福祉部門における連帯経済と

いう枠組みで考察する。アルゼンチンにおける

市民・国家・市場が多様な関係性を結びながら

社会福祉の実現をめざす活動を比較分析する。

終章（幡谷）では、日本におけるコミュニティ

経済や地産地消の事例に言及し、連帯経済概念

に即したオルタナティブな経済を追求する動き

が起こっていること、そしてラテンアメリカの経

験から相互に学ぶ可能性について展望している。

表紙、裏表紙をはじめ、各章の扉を飾る写真

の大半は、執筆者のフィールドワークにおいて

撮影されたものである。自然と人間との共生、

水平的関係性、ジェンダー平等など、連帯経済の

理念を象徴するイメージに通ずるものを選んだ。

編集過程で直面した難しさ

本書を編むにあたって、最初の難関は、ラテ

ンアメリカの連帯経済に関する理論的枠組みを

まとめるところ（第１章）であった。各執筆者

は国ごとに各実践が生まれる背景や、その地で
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理解されている連帯経済の概念について考察を

行ったが、「連帯経済」概念に関するラテンア

メリカ諸国を貫く統一した見解はまだ確立され

ていなかった。結果、幅広く受け入れられてい

た論者の主張を整理することとなった。だがそ

の代表的論者のコラッジオ自身も、連帯経済は

理念であり、実践は多様で、常に理念と実践の

往復の中で理論的枠組みが精緻化されていくと

指摘している。共同研究では、「連帯経済」概念

について理解を深めるために、当時議論が先行

していた欧州の論者から学んだが、欧州出自の

社会的経済と社会的連帯経済の概念の区別化や

欧州での認識、背景の理解が難解であった。ポ

ランニーの議論や、これを基盤とする経済思想

や哲学にまで理解を深めないと欧州での連帯経

済の議論を理解することにはならない。この間

の勉強会での議論と招聘講師による導きがあっ

て、編集段階で多少なりとも整理ができるよう

になった。さらに、国によっては連帯経済実践

の典型的な事例が存在するにもかかわらず、「連

帯経済」用語を適用しない場合もあり、当初はこ

の状況をどのように表すべきかに逡巡した。だ

が、歴史的過程に遡って連帯経済の実践を社会

運動の流れのなかで捉えるに従い（第２章）、ラ

テンアメリカの独自の文脈と政治社会過程にお

ける意義がより明快に理解できるようになった。

次に悩んだのは、多様な連帯経済の実践をど

こまで量的に把握し、実際の経済にどれだけ連

帯経済がインパクトを与えているかを測ること

ができるか、という点であった。協同組合や互

助会のように組織形態別の登録制度によって把

握できるものを除けば、連帯経済の担い手であ

るアソシエーションや「～グループ」という任

意団体として活動をしているものを数量的に把

握することは困難である。ブラジルのように、

連帯経済の実践例を地域ごとにマッピングする

プロジェクトが展開されていた国もあったが、

結局、７か国比較可能なデータをそろえて量的

把握を行うことはできなかった。そもそも連帯

経済の活動は、信頼、友愛、互助といった関係性

に基づくものであり、家政のように非貨幣経済

的な活動も含むため、当然の結果であったかも

しれない。数量的な把握でそのインパクトを図

ろうとする方法自体を問い直すこととなった。

終章にも書いたが、連帯経済の持続性や発展

の可能性は、政治動向にも影響を受ける。本研

究を構想したときは、複数の国々で左派政権が

誕生し、既存の経済発展政策に挑戦するような

公共政策が試行され、連帯経済や民衆経済の認

知度が高まったときであった。オルタナティブ

な経済モデルの構築を模索する機運が高まって

いた。ところが、本書を上梓するときは、欧米

諸国だけでなく、ラテンアメリカにも右傾化の

流れが起こっていた。再び右傾化ないし極右ナ

ショナリズムの出現という転換期を迎えた今、

市民が主体となるオルタナティブを求める運動

に支えられてきた連帯経済の実践が、今後どの

ような対国家、対市場との関係性の構築に取り

組んでゆくのかについては、引き続き私たちの

考察課題である。

大陸間交流ネットワークの広がり

本共同研究を進める過程で、日本、欧州、ラ

テンアメリカと、地域を超えた実践から多くを

学び、かつ研究者や活動家との交流を広げるこ

とができた。それぞれの地域から、理論や実践

研究に造詣の深い研究者を講師として招き、知

見を得たことは、大陸を越えたネットワークを

広げたと同時に、彼らとともに日本国内の連帯

経済の実践例を訪れることで、日本の現状に対

する私たちの認識の目を開かせてくれることと

なった。
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欧州の社会的連帯的経済論の第一人者である

ラヴィル（Jean-Louis Laville）フランス国立工芸
院（Conservatoire National des Arts et Métiers:
CNAM）教授を中心とする連帯経済を推し進め
るグループは、ラテンアメリカの連帯経済推進

グループと大陸間ネットワークによって連携し

ており、彼らの活動の一端に触れ、少しずつそ

れに関与する参加の機会が生まれてきたことは、

その後もラテンアメリカの状況を追いかける私

たちにとって、比較の視点を養うために重要で

あった。

同様に、ラテンアメリカからはガイゲル（Luiz
Inácio Gaiger）ヴァーレ・ド・リオ・ドス・シノ
ス大学（Universidade do Vale do Rio dos Sinos:
Unisinos）人文科学センター教授、サンティア
ゴ（Jorge José Santiago）メキシコ先住民経済
社会開発市民協会理事長、ファハルド（Miguel
Fajardo）サンヒル大学（Fundación Universidad
de San Gil: Unisangil）連帯経済研究センター長
といった、ブラジル、メキシコ、コロンビアに

おいて連帯経済の研究と活動を牽引してきた論

者を招聘し、研究会や公開講演会を行った。彼

らの経験をめぐり、日本国内の研究者や運動家

とともに議論を行い、ともに日本における連帯

経済実践の場を訪れたことは、私たちにとって

も日本の現状を理解することの重要性を再認識

する機会となった。

日本社会を変えるヒントとしての連帯経済

日本ではいまだ「連帯経済」の認知度は低い。

しかし、地域に目を向けると連帯経済と冠せず

とも、実践面での取組みは沢山存在する。また、

日本社会においても、ラテンアメリカと同様に、

社会的弱者の存在があり、失業、非正規労働、

貧困問題など、21世紀に入りこれらの社会的排
除の現象はつとに深刻化してきたこともまた事

実である。

連帯経済運動が、貧困者、労働者の生活と労働

の再生産を含むコモン・グッドの追求をめざし

ていることに照らしてみれば、近現代日本の労

働者の貧困や失業に対する救済や、弱者の相互

扶助、連帯の慣習に基づく営みや社会運動にも、

同様の歴史があった。しかし、それらは失業や

貧困などを軽減・克服し、あるいは市場のオル

タナティブな経済となるまでに至っていない。

本共同研究の対象はラテンアメリカ地域で

あったが、私たちは構想時より、日本社会への

フィードバックを意識していた。「連帯経済」に

対するニーズは益々大きなものとなっている。

日本経済はグローバル化の矢先にバブル経済が

崩壊し、1990年代後半から 2000年代まで、長
期にわたって経済不況の時代に突入し、雇用の

非正規化や社会階層間格差が広がった。失業や

貧困の軽減・克服と、それらを可能とする市場

中心の経済とは異なる新しい経済、市場経済の

オルタナティブが模索される時代に突入した。

オルタナティブの必要は、とりわけ 2008年
にリーマンショックの影響を受けて、いわゆる

「派遣切り」と呼ばれる非正規雇用の切り捨て

が起こったにもかかわらず、新自由主義な労働

政策が実行されるなかで痛感された。企業は、

グローバルな競争に対応するため、派遣や非正

規雇用によって労働コスト削減を図った。2011
年の東日本大地震・大津波発生時には、ボラン

ティア活動だけでなく、地場産業の再生という

点において、コミュニティ・NPOなどと民・官
の連携による新しいコミュニティビジネスや農

業の六次産業化などが促進されるようになった。

この背景には被災地となった地域とりわけ農村

漁村の過疎化があった。日本社会では少子高齢

化が急速に進み、大都市に人口が集中する一方

で、地方とりわけ農村部では人口減少に歯止め
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がきかない状況にある。成長産業が大都市に集

中し、地方には農林業やアジア新興国との競争

に晒されている工業や工程が残されているとい

うことにも起因している。よって税収や公共投

資が大都市圏に集中するのである。大都市圏に

おいても、大企業とその従業員と、周辺的な労

働を営む中小零細企業とその従業員の間には大

きな格差がある。

こうした地域間格差、企業間格差、労働者の

雇用形態における格差は、今全世界が対峙して

いる COVID-19 の感染拡大という危機におい
てさらに露呈されている。命を守るための経済

自粛の影で、自活が成り立たない事業者や困窮

する世帯が増大している。他方で、政府や企業

は事態の収束とともに、「これまでの経済活動

にもどること＝正常化」を目指している。しか

し、これでは現にあるグローバル市場に連携し

た経済、大都市集中型の経済構造がもたらした

社会の脆弱性を払拭することにはならない。今

こそ、経済のあり方、生活様式、価値観を根本

から見直すときであろう。この試練を乗り越え

るために、連帯経済の実践から学ぶところは大

きいと確信している。 □■

『国境を越えるラテンアメリカの女性たち ジ

ェンダーの視点から見た国際労働移動の諸相』

（晃洋書房、2019年）-同志社大学・松久玲子

はじめに

本書は、ラテンアメリカ地域における南から

北への域外移動と南から南の域内移動を含めた

国際労働移動とそれにともなう国際分業体制の

比較をつうじて、ジェンダーによる国際分業の

再配置化と複層化するグローバリゼーションの

実態を明らかにすることを目的とした。本書の

表紙に描かれたオオカバマダラ蝶は、海を渡り

国境を越えて働く女性たちの姿をイメージした

ものである。本書では、ラテンアメリカの域外

労働移動の事例として、メキシコ、中米からア

メリカ合衆国へ、コロンビアとキューバからス

ペインへ、そしてラテンアメリカ地域内移動と

しては中米からメキシコへ、ニカラグアからコ

スタリカへ、コロンビアからチリへ、南米周辺

国からアルゼンチンへの労働移動を取り上げ、

脆弱な環境に置かれた女性移民が労働市場に組

み込まれるプロセスとその中で直面する様々な

問題をもとに、ジェンダーが国際労働移動にお

いてどのように作動するのかを現地調査により

明らかにしようとしたものである。

出版の経緯

本書は、2013年から 2019年まで同志社大学
人文科学研究所の二期にわたる 6年間の部門研
究会「ラテンアメリカにおける国際労働移動の

比較研究」の成果が基礎となっている。研究会

発足にあたりアメリカ大陸全体を俯瞰した国際

労働移動の実態を解明したいと思ったため、研

究会のメンバーは北米研究者とラテンアメリカ

研究者の両方から構成した。発足当時の移民研

究は、移民受け入れ側からの、すなわちアメリ

カ合衆国における「不法移民」問題や送り出し

側からの地域コミュニティの抱える問題などが、

個々に別々の地域研究の枠内で取り扱われてい

ることが多かったが、国際労働移動の研究には

受け入れ国と送り出し国の双方向の議論が必要

だと考えた。それまでの私の経験では、北米研

究者とラテンアメリカ研究者が学会や講演会で

接する機会はあっても、研究会はほぼ別々に組

織されていた。このような形で定期的に集まり、

情報交換する機会はあまりなかったと思う。

多少の変動はあったが、研究会のメンバーは

約 20名で構成され、関西圏を中心に東京圏か


