
比較地域社会学
（宮内泰介）



■授業の目標

発展途上国における諸問題――南北問
題、貧困、民族問題、発展や環境の問題
――を、住民の生活からの視点で考え
ます。



■到達目標

日本および発展途上国における民族、
貧困、開発、環境の問題について、さま
ざまな事象を、適切な概念を使って、論
理的に説明できること。



1. モノから考える南北問題

一国一国は別々に存在しているわけで
はなく、相互に関連しあって存在している。
このことを、いくつかの具体的なモノを通
して考えてみよう



2. 「貧困」って何だ？

住民の生活から考えたとき「貧困」とは何
か、を掘り下げて考えます。さらにそれを
本当の意味で克服するためには何が求
められているかを考えます。
たとえば、フィリピンのスラムの少年たち
の生活をビデオで見、彼らが何を必要と
しているのかを考え、そこから「貧困」と
は何か、「豊かさ」とは何か、について考
えます。



3. 「民族」って何だ？

世界における「民族紛争」を素材に、「民
族」とは何か、を考える。「民族」とは固定
的なものではなく、流動的なものであるこ
とを掘り下げる。
たとえば、ルワンダにおける民族虐殺に
ついてのビデオを見、そこから「民族」と
は何かを考える、あるいは、「異文化理
解」とは何かについて考える、といったこ
とをやります。



4. 「村の生活」を考える

南太平洋のソロモン諸島を題材に、村の
生活を成り立たせているものは何かを考
え、住民にとっての「発展」「環境」を考え
ます。ソロモン諸島は私が長年調査して
いるところなので、そのスライドを見せな
がら、人びとの生活から「発展」とか「環
境」とかいったものについて考えたいと
思います。



成績評価の基準

（1）講義の内容を理解し、講義に積極的に

参加しているか

（2）中間レポートが適切に書けているか

（3）期末レポートが講義の到達目標に応じ

て書けているか

を総合的に評価



「国際タイヤビジネスの舞台裏」

登場人物（アクター）は誰か



アクターたち

多国籍企業（タイヤメー
カー）

先進国の消費者

先進国の被害者

多国籍企業における先
進国の労働組合

発展途上国政府

多国籍企業における先
発展途上国の労働組合

発展途上国のゴム・プラ
ンテーション労働者（ブラ
ジル）

発展途上国のゴム・プラ
ンテーション労働者（タ
イ）

金融市場

多国籍企業の株主

カルパース（年金基金）
＝多国籍企業の株主
の幹部

カルパース（年金基金）
＝多国籍企業の株主
の一般メンバー（先進国
の退職者）



（出典）穂積智夫, 1998, 「女性の社会参加と開発」斎藤千宏『NGOが変える南アジア――経済成長
から社会発展へ』コモンズ

著作権処理の都合で、この場所に挿入
されていた表を省略させて頂きます。



（出典）『オルタ』（アジア太平洋資料センター）2004.8/9号

著作権処理の都合で、この場所に挿入さ
れていた図を省略させて頂きます。



（出典）穂積智夫, 1998, 「女性の社会参加と開発」斎藤千宏『NGOが変える南アジア――経済成長
から社会発展へ』コモンズ

CPM＝capability poverty measures
∥

①栄養状態がよく、健康でいられる

②健康かつ安全なお産を行える

③生活していく上で必要な知識を身に
つけられる

著作権処理の都合で、この場
所に挿入されていた図を省略

させて頂きます。



なぜケララ州は「豊か」なのか

労働組合、協同組合、農民組合などの
組織の進展

市民の政治力の強さ→州政府を動かし、
積極的な政策

女性教育の重視、女性の社会参加の推
進

高い権利意識



アマルティア・セン
（1998年ノーベル経済学賞）

貧困＝「受け入れ可能な最低限の水準に達するのに必
要な基本的な潜在能力capability（ケイパビリティ）が欠
如した状態」（セン, 1999:172）。

潜在能力capability
＝「『様々なタイプの生活を送る』という個人の自由
を反映した機能のベクトルの集合」（セン,1999:69）
機能＝たとえば、「適切な栄養をとっている」「教育を受
けている」「自尊心をもっている」「社会生活に参加して
いる」など



アマルティア・セン

「貧困とは、福祉水準が低いということではなく、
経済的手段が不足しているために福祉を追求
する能力がないことである」（セン, 1999:173）
「所得水準で考えるならば、貧困の概念におい
て重要なのは、それが最低限必要な潜在能力
をもたらすには足りないということであり、個人
の特徴とは無関係な所得水準の低さそのもの
が問題なのではない」



中村尚司

貧困＝「経済的従属関係の深まり」（中村尚司, 1989:4）
「貧困とは、衣食住の充足度、あるいはカネやモノの有
無によってのみ決まるのではなく、人間と人間との社会
的な関係のあり方によって決まる、と考えたほうがよさそ
うである。貧乏は生活資料そのものに由来するのではな
く、人と人との間、地域と地域との間、国と国との間にや
どっているのである」（中村尚司, 1989:157-158）

→南北問題の解決案＝（1）脱商品化と脱国際化、（2）経済
行政の分権化、（3）生活資料の貿易縮小、（4）産業用資
源や生産用具の貿易継続、（5）非商品の交流促進



ジョン・フリードマン

貧困＝「社会的な力の剥奪の一形態」（J. 
フリードマン, 1995:3）
「貧しい世帯はその構成員の生活条件を
改善するための社会的な力を欠いてい
る存在」（J. フリードマン, 1995:114）



ロバート・チェンバース

「窮乏化（deprivation）は、5つの状態が互いに絡み合う
ことによって生み出されており、一度その罠にかかった
人々はそこからなかなか脱け出ることができない。その5
つとは、物質的貧困（poverty）、身体的弱さ（physical 
weakness）、孤立化（isolation）、不測の事態に対して
脆弱なこと（vulnerability）、そして政治力や交渉力がな
いこと（powerlessness）である。この5つの状態はどれも
重要であるが、中でも、貧しい人々が外からの影響や不
慮の事態に対して脆弱なこと、そして交渉の場や何かを
決定する場で力をもっていないことには、とくに注意を払
わなければならない」



↓

貧困の解決＝エンパワメントempowerment
↓

ではどうエンパワメントするのか？

• NGOがとった方向
– 意識化

cf. パウロ・フレイレ『被抑圧者の教育学Pedagogy of the 
Oppressed』

cf. ロバート・チェンバースらのPRA（Participatory Rural Appraisal. 
主体的参加型農村調査法）（ロバート・チェンバース, 2000）

– 組織化

– マイクロクレジット
• グラミン銀行の「成功」



経済開発

↓

社会開発、人間開発



グラミン銀行から考えるエンパワメント

「信頼」を“民衆の社会的しくみ”として回
復する

「経済」を自分たちの手に戻す

グループ化によって力を得る

個人の創意工夫が活きるようにする



今日の話の視点

発展途上国の村落地域の人々の生活か

ら、発展って何だろう、ということを考える

経済か環境か、伝統か発展か、といった二
分法を捨てる



著作権処理の都合で、この場所に挿入されていた

「ソロモン諸島の地図」

を省略させて頂きます。



なぜソロモン諸島だったのか

「現場」へ

世界の辺境で世界について考えた
い

「自給自足」へのあこがれ

熱帯林問題

NGOの存在







ソロモン諸島で考えたかったこと

発展途上国の村の人たちはどんな感じで暮らしてい
るのか?
発展途上国の村では、何が問題なのか？

発展途上国の村の人たちにとって、発展とはどういう
ものか？

発展途上国の村における人と自然の関係はどういう
ものか？ 環境問題って何？

↓



J.B.さんの半生
（1）

1972年、マライタ島の内陸部で生まれる。

幼少のころ、海岸部の村（アノケロ村）へ移住。

さらに、幼少のころ、ガダルカナル島のアブラヤシ・プラ
ンテーションへ。

プランテーション内の小学校へ。（共通語ピジンに苦労）

1988年（16歳）、マライタ島の村へ家族と戻る。「友達が

おらず、さびしかった」

1989年（17歳）、首都ホニアラへ。華人商店で職を得る。

住み込みで働く。

1991年（19歳）、華人商店を辞める。ホニアラの精米工

場で働く。

著作権処理の都合で、この場所に挿入
されていたガダルカナル島・マライタ島

の地図を省略させて頂きます。



J.B.さんの半生
（2）

1992年（20歳）、アノケロ村へ短期で戻る。ホニアラの別の
華人商店で3ヶ月働く。「母が病気」と聞き、村に戻る。

1993年（21歳）、母の病気が快復し、ホニアラの精米工場
で2年間働く。親戚の家に居候。

1995年（23歳）、アノケロ村に戻る。「ホニアラにはもう戻ら
ない。働いても他人を利するだけ」

1998年（26歳）、マライタ島東部で森林伐採の労働。自分
の氏族（トライブ）の土地に家を建てる。一時、移住したが、
妻の妊娠を機に、アノケロ村に戻る。

2002年（30歳）、ホニアラで再び仕事を始める（華人貿易
商）（単身）

2003年（31歳）、家族もホニアラへ移住。

著作権処理の都合で、この場所に挿入
されていたガダルカナル島・マライタ島

の地図を省略させて頂きます。



P.A.さんの半生
（1）

1959年、マライタ島アノケロ村生まれ。

1975年（16歳）、親戚が働いていた、ガ
ダルカナル島のアブラヤシ・プランテー
ションへ、両親とともに移住。働き始める。

プランテーションでは、建設部門で主に
働く。労働組合活動にも従事。

1978年、結婚。

1991年、アノケロ村に戻る。

著作権処理の都合で、この場所に挿入
されていたガダルカナル島・マライタ島

の地図を省略させて頂きます。



P.A.さんの半生
（2）

1996年、ホニアラに出稼ぎ（建設関係）。

以降、短期・中期の出稼ぎを繰り返す

ガダルカナル島の土地1000ヘクタール

ほどを購入

1999年、民族紛争により、アノケロ村に

戻る

親族と、内陸部への移住を計画

著作権処理の都合で、この場所に挿入
されていたガダルカナル島・マライタ島

の地図を省略させて頂きます。



さまざまな資源（リソース）を組み
合わせて、生活を組み立てる

生活を
組み立てる

町との
つながり

近代的制度

貨幣経済との
つながり

医療

村での
さまざまな権利

自然資源との
関係

学校教育

技術 人間関係

相互扶助の
しくみ

土地への
アクセス



さまざまな資源（リソース）を組み
合わせて、生活を組み立てる

生活を
組み立てる

町との
つながり

近代的制度

貨幣経済との
つながり

医療

村での
さまざまな権利

自然資源との
関係

学校教育

技術 人間関係

相互扶助の
しくみ

土地への
アクセス



自然
栽培

（人工）



著作権処理の都合で、この場所に挿入されていた

「ソロモン諸島における様々な自然」の図

を省略させて頂きます。





タロイモ
（Colocasia
esculenta）



サツマイモ

キャッサバlosi（Saccharum edule)



ヤムイモの収穫



著作権処理の都合で、この場所に挿入されていた

「ソロモン諸島における様々な自然」の図

を省略させて頂きます。



ココヤシ園．輸出商品コプラを作る



サゴヤシ
（Metroxylon
salomonense）



サゴヤシと竹（kaoasi）と
籐で屋根を作る



著作権処理の都合で、この場所に挿入されていた

「ソロモン諸島における様々な自然」の図

を省略させて頂きます。



kaufe（Pandanus sp. 和名アダン）





kaoasi（Bambusa blumeana）



kaoasi（Bambusa blumeana）を植える



著作権処理の都合で、この場所に挿入されていた

「ソロモン諸島における様々な自然」の図

を省略させて頂きます。



kao（Nastus obtusus）



ngali（Canarium indicum）



ngali（Canarium indicum）



ngali（Canarium indicum）を植える





asai (“wild mango”)



著作権処理の都合で、この場所に挿入されていた

「ソロモン諸島における様々な自然」の図

を省略させて頂きます。



amau（Ficus copiosa）



amau（Ficus copiosa）



takume（Diplazium proliferum）



著作権処理の都合で、この場所に挿入されていた

「ソロモン諸島における様々な自然」の図

を省略させて頂きます。







籐 kalitau（Calamus sp.）





baule（Calophillum
kajewskii）とそれにまき
つくwako（scindapsus
altissimus）



fasa（Vitex cofassus）



fasa（Vitex cofassus）でカヌーを作る



abalolo
絞め殺しの木



クスクス（Phalanger orientalis）





さまざまなレベルの半栽培
＝自然資源との多様な相互関係の蓄積

著作権処理の都合で、この場所に挿入されていた

「ソロモン諸島における様々な自然」の図

を省略させて頂きます。



自然資源を利用できる
“社会的しくみ”

共同利用のしくみ（コモンズ）

柔軟な社会関係

重層的な社会関係



ソロモン諸島における所有権・利用権

父系の出自集団（氏族）所有が原則

しかし、柔軟な利用権

重層的な利用（権）



（ここに土地利用図入れる）

Anokelo村周辺の土地利用図



アノケロ村周辺の土地における環境利用の原則

対象など 土地利用、資源利用の原則 
焼畑 自由。ただし、焼畑エリアを超えて拓くことは許されない 
食用野生植物 採取自由 
食用野生動物 捕獲自由 
薪用の木材 採取自由 
建材用の木 自家用なら伐採可だが、木を伐る時、土地所有者に許可を得る

必要。チェンソー可 
ひも用の木（籘

など） 
採取自由 

竹、パンダヌ

ス、ガリの木な

ど 

植栽自由 

カカオ、ココヤ

シ（コプラ用）

新たに拓く場合は、所有者に許可を得る必要。拓いてよい土地

と駄目な土地がある。現在土地所有者は、現状以上にココヤシ

畑が広がることは許可しない態度 
商業用採取 野生植物、野生樹木を商業用に採取することは許されない。

（e.g.籘を採取して売るなど） 
集落・居住地 現在の集落の中に新しい家を建てる場合は問題がないが、分村

などの形で、新しい集落を拓く場合は、土地所有者に許可をも

らわなければならない 
 



さまざまな資源（リソース）を組み
合わせて、生活を組み立てる

生活を
組み立てる

町との
つながり

近代的制度

貨幣経済との
つながり

医療

村での
さまざまな権利

自然資源との
関係

学校教育

技術 人間関係

相互扶助の
しくみ

土地への
アクセス



P.A.さんの半生
（2）

1996年、ホニアラに出稼ぎ（建設
関係）。以降、短期・中期の出稼
ぎを繰り返す

ガダルカナル島の土地1000ヘク
タールほどを購入

1999年、民族紛争により、アノケ
ロ村に戻る

親族と、内陸部への移住を計画

著作権処理の都合で、この場所に挿入
されていたガダルカナル島・マライタ島

の地図を省略させて頂きます。



「社会的なもの」の重要性

人々の生活＝「社会的なもの」

「社会的なもの」 ＞経済

「社会的なもの」＞環境



「社会的なもの」が発現する場としての「生活」

↓
「発展」「環境」「豊かさ／貧しさ」を

生活からとらえなおす

↓

「発展」 「環境」「豊かさ／貧しさ」を
生活・社会に埋め込みなおす



どんな社会、どんな経済が望ましいか

生活を“幸福に”組み立てられること
↓

生活を組み立てることにおいて何が幸福か？

選択肢があること

組み立てる主体になれること（エンパワメント）

家族・友人を中心としたいい人間関係の中で組
み立てられること

• 親密圏が保たれること／形成されること

アイデンティティと尊厳が保たれること



経済学者アマルティア・センの議論

貧困＝「受け入れ可能な最低限の水準に達するのに必
要な基本的な潜在能力capability（ケイパビリティ）が欠
如した状態」（セン, 1999:172）。

潜在能力 capability
＝「『様々なタイプの生活を送る』という個人の自由
を反映した機能のベクトルの集合」（セン,1999:69）
機能＝たとえば、「適切な栄養をとっている」「教育を受
けている」「自尊心をもっている」「社会生活に参加して
いる」など
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