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学部時代――どこかに留学したかった

・ 高校時代の第二外国
語はフランス語
・ 政治経済学部の第二
外国語はロシア語
・ ソ連留学を諦める
・ 貧困（南北）問題に
関心
・ ラテンアメリカをめざす
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ラテンアメリカ？ 正式名称はラテンアメリカ・カリブ海地域

3つの場（清水透）
① 先住民社会への寄生性と差別性

（混血文化圏）
② 「野蛮」への恐怖（白人文化圏）
③ 世界的な人種混交

（クレオール＊文化圏）
＊元々は植民地で生まれた宗主国の人のことだ
が、言語・文化などの混交現象を指すように
なった。
ただし、メキシコ北部は②の特徴が強く、
一国の中でも地域により「場」の特徴に
強弱がある（一国研究ではなく、ローカルな
地域研究の重要性）⇒Ma n y Me xic o s
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まずはイスパノアメリカを植民地にしていたスペインへ

・ 1973～75年
・ マドリッドに1年
・ グラナダに半年

⇓
スペインの多様性と
生活に密着した宗教
の重要性を知る
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従属論との出会い
・ マドリッドの小さな売店で買う

・ 一冊のスペイン語の本を読み通す体験

Lumpenburguesía:
Lumpendesarrollo
Dependencia, clase y
política en Latinoamérica

従属論：近代資本主義世界において、周辺
（周縁）地域の第三世界が、中心（中枢）国
（先進諸国）によって従属させられ（植民地
化され）、富を奪われ、発展の機会を奪われ
てきたとする考え方。 6



日本に戻り、会社員になる
翻訳通訳会社での経験＝「勉強」

あらゆる分野の翻訳・通訳⇒異文化衝突、
考え方の違いを学ぶ

学習とは人びとと共同で、社会で、コトをはじ
め、なにかを作り出すという実践の中で「やっ
ていること」なのだから、学習だけを社会的実
践の文脈から切り離して、独自の目標とすべき
対象活動ではない。・・・何かをするときに、
「勉強」が結果的にともなっている、というの
が本来の学習（187頁）⇒アクションリサーチ
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メキシコ留学（1978～81年）
政府交換留学を経て、メキシコ大学院大
学経済学修士課程へ
・貧困問題解決のため、メキシコの経済
発展の道を考える
・だが、米国流の経済学を学んで問題解
決できるのか？（方法論的個人主義＊と
ホモエコノミクス＊＊という大前提）⇒人間は社会の中で
生まれ、社会で育つ。人間の行動は必ずしも経済的に合理的では
なく、慣習によることも多い。その社会も変化はするが、進化は
しないのでは？（社会進化論に対する疑問）

・貧困問題は歴史的かつ構造的で複雑
・貧困の現場をもっと知る必要があるの
では？ 8

＊社会構造やその変化を個
人の意思決定の集積とし
て説明し理解する考え方
＊＊自己の利益を最大限に追
求するように合理的に行動
する人間



帰国後、スペイン語講師として
・帰国後、メキシコ経済に関する論文を
いくつか発表

・それが縁で、神奈川大学外国語学部の
スペイン語非常勤講師に

・スペイン語を教えるプロになろうと、
スペイン語教育に関する論文も発表
①「大学における第２外国語としてのスペイン語教育の
可能性と限界―神奈川大学・山本教室の場合」『言語研
究』、1993年。
②「学習者の意見も考慮したスペイン語初級の授業創り
に向けて―神奈川大学・山本教室でのアンケート結果をも
とにして」『イスパニカ』第39号、1995年。
③「日本人学生のためのスペイン語初級教材の研究
（１）」『イスパニカ』第40号、1996年。
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SFC（Shonan Fujisawa Campus）に入ったものの
アイデンティティ・クライシス： スペイ
ン語教育に忙しく、メキシコ研究者で
あるのにメキシコ研究ができない、ラ
テンアメリカ研究者が周りにがいない

逆転の発想：SFCの利点であるイン
ターネットの利用と既存の学を「越境
する知」を求めて

新しい地域研究の方法論の模索
10



大学院プロジェクト「地域と言語共同体」

語彙分析・言説分析、国民国家論、カルチュラ
ル・スタディーズとの出会い

遅ればせながらサパティスタのことを知る
（サパティスタ運動は、メキシコの発展とは何か
を考えるために研究者となった私に突きつけられ
た刃であった）。

Zapatista Uprising in Mexico 1994 - YouTube
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https://www.youtube.com/watch?v=ffbEJTWvov0


サパティスタから学んだこと：怒ることそして声を上げること

¡Ya basta!
「もう、たくさんだ！」
われわれは五百年におよぶ戦いか
ら生まれた。初めは、奴隷制との戦
いであった。ついで蜂起者が指導
するスペインからの独立戦争、その
後は北アメリカの拡張主義に吸収
されることを回避する戦いがあった。

怒りから叫びを上げる 12



内在的他者*としてのマルコス

サパティスタ運動の三層構造
a）解放軍専従者（Insurgentes)
b）サパティスタ先住民共同体（支持基盤＆民兵）
c）EZLNおよび支持基盤を支援・共闘する国内外の団体・個人

a) b) c) を媒介し、先住民の声を代弁する存在としてのマルコス

* ある集団に当初は「よそ者（他者）」として属し、その集団とは異なる
価値基準（考え）を有しながらも学習し、共同の目的（目標）のために
当該集団内の人々と協働して同集団に影響を与える者。

© 篠田有史
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サパティスタ運動の歴史的意義

権力を取らずに世界を変える（ホロウェイ）

世界を変えるには権力を奪取しなければならないと言われるが、今（議会
制民主主義）の時代、権力をとって（生活世界のレベルで）何が変わ
るのか？
世界を征服する必要はない。世界を新しいものにすればよい（マルコス）
世界を根底から変えるには、根底、つまりわれわれの考え方を変えなければ
ならない（アルチュセール） 14

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
マルコス自身、先住民（老アントニオたち）と出会うことによって「先生」であることをやめ、先住民から学ぶようになったように。大衆を先導する「前衛」ではない。→従来型の「左翼」ではない。、「共同体エゴイズム」の陥穽（共同体内部の平等・自由は保障されるが、他者や他の共同体とは衝突関係に入らざるをえない）を克服できない。



ＦＴＰとは？

慶応大学山本純一研究室 Fair Trade Project (FTP)
・ 山本純一研究室のプロジェクト（研究会のサブプロ
ジェクト）として2003年にスタート
・ 目的はフェアトレードの実践と研究
・ 専門家の塾外理事と顧問
・ ほかに正会員（学生）、OB・OG会員、特別会員
・ 支援対象はMaya Vinic（Presentation: Maya Vinic 
(english) - Bing video）
・ フェアトレードで起業する卒業生も（フェアトレード
＆オーガニックコーヒー卸・小売 販売の豆乃木
(hagukumuhito.net)
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https://www.bing.com/videos/search?q=youtube+maya+vinic&qs=HS&pq=youtube+maya+vinic&sc=1-18&cvid=85C54359ED764908B6BE27566060E417&sp=1&ru=%2fsearch%3fq%3dyoutube%2bmaya%2bvinic%26qs%3dHS%26pq%3dyoutube%2bmaya%2bvinic%26sc%3d1-18%26cvid%3d85C54359ED764908B6BE27566060E417%26FORM%3dQBRE%26sp%3d1&view=detail&mmscn=vwrc&mid=AE74A1B8B500A94C3D9AAE74A1B8B500A94C3D9A&FORM=WRVORC
https://www.hagukumuhito.net/


先住民から学んだこと：地の知（local knowledge）

左：トウモロコシ畑
右から左下：コーヒー森林農園

森の中にコーヒーを植えるというのは
もともと先住民の栽培方法のひとつ。
これを理論化、発展させ、
三層構造が普及。

三層構造
低層（1～2ｍ）：コーヒーの木
中層（５ｍ前後）：バナナ、柑橘系の樹木
高層（10ｍ以上）：シェードツリー

（薪にも利用） 16
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▪ フェアトレードは、発展途上国の生産者や労働者に正当な対
価と人間らしい生活を保証することを目的として、第2次世界大
戦後に細々と始まり、当初の慈善的な活動から現在のソーシャ
ルビジネスに発展してきた（渡辺2007：3）。

▪ より具体的には、貧困緩和を目標としたチャリティ（第1世代）か
ら、生産者（地域）の自立・自律を支援する連帯貿易（第2世代）、
「自由」貿易に代わる公正な貿易システムの構築（第3世代）、
公正で持続可能な社会をめざす社会的経済的運動（第4世代）
へと「支配的な枠組み」が変化した（渡辺2012：112-113）。

▪ だが、「南」の生産者が「北」に安価な原料を輸出し、それを
「北」がより多くの付加価値をつけた製品にして「南」に輸出する
現在の支配的貿易システムそのものに対する批判がある。
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実践活動
・ マヤビニックのコーヒー生豆輸入支援（齊藤コー
ヒー（株）と強力）

・ JICA草の根技術協力事業第1期
「メキシコ国チアパス州チェナロー区マヤビニック生
産者協同組合に対するコーヒー技術支援計画」
（2006〜08年）

・ JICA草の根技術協力事業第2期
「メキシコ国チアパス州先住民関連３団体に対する
コーヒーの加工・焙煎およびコーヒーショップの開
店・経営に関する総合的技術協力事業」
（2010~13年）
（国際協力News 2009年5月号の紹介記事）

Nuestra Cafetería » Maya Vinic
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https://www.mayavinic.com/cafeteria/


二次
加工

焙煎

コーヒーのバリューチェーン（通常のフェアトレードは生豆輸出）

カップ
（抽出）

一次
加工

収穫栽培

生産者

チェリー ﾊﾟｰﾁﾒﾝﾄ豆 生豆 焙煎豆

生産者組合

二次加工工場

Maya Vinicカフェ

一次加工

315円 420円 1540円（3800円） 10000円１ｋｇあたりのおよその価値(2012年）

焙煎工場



アクションリサーチの成果
・ 『メキシコから世界が見える』集英社、2004年。
・ 「連帯経済の構築と共同体の構造転換―メキシコ最貧困州チアパ
スの経験から」 『ラテン・アメリカは警告する―「構造改革」日本の末
来』新評論、2005年。
・ 「コーヒーのフェアトレードの可能性と課題―メキシコ・チアパス州
の2つの生産者協同組合を事例として」 同上書。
・ 「開発支援とフェアトレードにおける中間組織の役割―FTPの活動
を事例として」 『協働体主義―中間組織が開くオルタナティブ 』慶應義
塾大学出版会、2009年。
・ 「メキシコ南部農村社会の持続可能な発展としてのフェアトレード
―社会的企業バツィルマヤを事例として」 『アジアの持続可能な発展
に向けてー環境・経済・社会の視点から』慶應義塾大学出版会。2013
年。
・ 「メキシコ南部農村社会の内発的発展としてのフェアトレード―チア
パス州マヤビニック生産者協同組合の成長の軌跡」『ラテンアメリカ・
レポート」2013年 。
・ 「メキシコのフェアトレードコーヒー生産者のバリューチェーン展開
――JICA-FTPプロジェクトの総括と提言 」 長坂寿久編著『フェアト
レードビジネスモデルの新たな展開――SDGｓ時代に向けて』明石書
店、2018年。 20



地域研究の方法論（1）

1）Three-work approach

① Fieldwork

（現地調査、現地語の習得）
② Network

（物理的・人的ネットワーク、協働）
③ Framework

（理論、歴史、思想）
最後に、Footworkの軽さが必要

21



地域研究の方法論（2）

22

参加型アクションリサーチ
社会的な問題について、内在的他者である研究
者と問題の当事者が協働して基礎的な研究と
実践をし、得られた知見を社会生活に還元して
現状を改善することを目的とした、実践と研究を
統合した研究法。⇒望ましいと考える社会的状
態の実現を目指して研究者と研究対象者とが
展開する共同的な社会実践（矢守克也）

ただし、研究者と当事者との間に信頼関係が築
かれ、共通の問題意識、望ましいと考えられる共
通の目標の設定が不可欠だが、これが難しい。



おわりに――現在の研究と活動

1）フェアトレードのパブリックヒストリー
• CLAC（ラテンアメリカ・カリブ海地域小規模生
産者・労働者ネットワーク）の社会変革

2）フリースクール「大地の大学」
•食とアートによる熱海のまちづくり

3）マンション管理組合の自治活動
• 2つの「老い（建物の経年劣化と居住者の高
齢化）」への対応

▪ CLAC-FAIRTRADE –
¡Somos Comercio Justo! 
(clac-comerciojusto.org)

▪ 大地の大学とは - 大地の大学
(rifps.org)

▪ リゾートマンション管理組合「立ち
上がる」、連携して問題解決
へ！ | 熱海ネット新聞
(atamii.jp)
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https://clac-comerciojusto.org/en/
https://unitierra-jp.rifps.org/
https://atamii.jp/today/106768/


最後の推薦図書：小熊英二『社会を変えるには』
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著者紹介：
1962年、東京生まれ。慶應義塾大学総合政策学部教授。1987年、東京大学農学
部卒業。出版社勤務を経て、1998年、東京大学大学院総合文化研究科国際社会
科学専攻博士課程修了。

著者の言葉：

いまの社会は、どこかに中央制御室があって、そこを占拠すれば社会
全体を操作できる、という構造にはなっていません。（中略）すぐに効果が
出ないようでも、議会でも地域でも、行政からでも運動からでも、あらゆる
ところで発想や行動や関係を変えていき、それが連動していって社会を
変えるしかありません。（426〜7頁）。

「デモをやって何が変わるのか」という問いに、「デモができる社会が作
れる」と答えた人がいましたが、それはある意味で至言です。「対話して
何が変わるのか」といえば、対話ができる社会、対話ができる関係が作
れます。「参加して何が変わるのか」といえば、参加できる社会、参加でき
る自分が生まれます（516〜7頁）。

社会を変えるには、あなたが変わること。あなたが変わるには、
あたなが動くこと。（502頁）
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