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発の関係がスムーズであることを意味しな

てきたが、それは必ずしも人類学と国際開

こうした活動に従事する人類学者は増加し

クトの質的向上に寄与することであろう。

を他の専門家やドナーに提供し、プロジェ

プロジェクト実施地域の住民に関する情報

姿は、途上国文化の専門家として開発援助

ローチが導入された結果、人類学者はもは

人類学にポリティカルエコノミーのアプ

伝統文化観を保持することはいまや難しい。

らくるのである。しかしこうした古典的な

汚れなき伝統文化を汚染するという想定か

深く染み込んだ開発への忌避感は、開発が

であると述べる（参考文献④）
。人類学に

の文化への嗜好性が人類学の基本的な関心

第一の論点についてホロビッツは、始原

う深刻にしていることを示しながら、開発

言説にすぎず、実際は人間の不幸をいっそ

ルは、開発が人類の繁栄を口先で約束する

にある第二の論点である。例えばエスコバ

難する声である。これが開発と人類学の間

た。人類学者の開発政策への関わり方を非

しかしこれらの動きには反作用がともなっ

の知識導入を呼びかけた（参考文献①）
。

となえて、開発援助実務に人類学や社会学

であったチェルネアは「人間優先」原理を

徐々に頭角をあらわし、世界銀行の研究者

る一方で、研究成果活用の試みもまた増え

い。人類学が開発と関わる時にはどのよう

や始原の文化の歴史性を無視することがで

人類学の制度化に対して警告を発した（参

べきか。そして第三に人類学を専門としな

な問題が存在するのだろうか。本稿の前半

きなくなった。ウルフは資本主義の発展は

てきた。人類学者による開発実践の取り組

では、英米の研究動向を参照し主要な論点

資本主義の中核の文化だけでなく、周辺の

い者に人類学の視点をどのように伝えてい

を三点抽出する。後半は日本の文化人類学

考文献②）
。

みである開発人類学は、一九八〇年代以降

研究者による開発研究をレビューし、前半

文化も形成したことを論じた（参考文献

人類学者が国際開発に貢献する典型的な

で指摘した論点がどのように対処されてい

開発と人類学の関係について考察した多

を研究する際に、その文化が近代化や開発

したがって現在、人類学者は伝統的な文化

人びと ―
も、世界システムの周辺でさま
ざまな文化動態を経験してきたのである。

界を改善することにコミットし続けるので

ガードナーとルイスは「もし人類学者が世

めの明瞭な進路を提示しているだろうか。

開発のプロセスを終わらせ、逆転させるた

エスコバルの批判は開発概念を脱構築す

るか考察する。

くの研究は両者の困難な関係を指摘する。

政策によってどのような影響を受けてきた

る点で有効だとしても、世界で今も続く低

ここではその中から三つの論点を指摘した

あれば、批判的な洞察は維持しつつ、しか

しそれが時折引き起こす政治的無関心に陥

かを問わざるをえなくなっている。
開発に対する人類学者の研究関心が高ま

い。第一に開発は人類学の研究対象である
か否か。第二にいかなる形で開発に関与す

●開発と人類学 三
―つの論点

⑥）
。未開人 ウ
―ルフの用語では歴史なき

くかである。
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表１ 『文化人類学』に掲載された開発研究（1990年 -2007年）
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表１で明らかなとおり、開発を扱った研

であり、他は編集委員会が企画した特集に

究は断続的に発表されているが、一八年間

いこれらの人びとにメッセージを伝えるた

掲載されたものや、講演会の報告などであ

者ではなく、途上国の住民という場合もあ

めには、人類学者はアカデミズムの常識を

る。このことから、開発研究は日本の人類

しかも一九本のうち、投稿論文は三本のみ

見直す必要がある。長期の参与観察によっ

学にとっていまだ小さな研究領域にすぎな

で一九本という論文数は決して多くない。

て異文化の解釈を深めていくことや、解釈

いが、学会執行部は基本的に推進する姿勢

る。調査された人々はその結果を使う権利

の根拠を丁寧に書くことは重要だが、そう

をとっていることが読み取れる。

それは途上国の人びとは自分たちの文化に

研究内容には一つの明らかな傾向がある。
類学の間の第三の論点である。

料と通信、特集の序文なども含む）をレ

文、研究ノートを中心とするが、一部、資

載された論考（投稿カテゴリーとしての論

年六八巻四号までは『民族学研究』
）に掲

類学会の学会誌『文化人類学』
（二〇〇四

動向を把握するため、ここでは日本文化人

日本における人類学者による開発研究の

否するのかの選択」であり、そこでは「近

か、受容してから独自に加工し直すか、拒

完全に受容するのか、部分的に受容するの

の選択と呼ぶ。後者は「西洋的物質文化を

と貨幣経済の浸透に対してとる態度を第二

第一の選択、その後ソロモン諸島民が開発

一九七八年の独立国家の形成を近代化への
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基づいて開発を理解し、その理解に基づい

て行動するという前提である。

ことは大きな挑戦である。これが開発と人

した情報をわかりやすく簡潔に伝えていく

がある。いずれにせよ人類学を専門としな
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視する態度に不快感をもつ。
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補強する。チベット系ヨルモの人びとは、

嫁盗り婚を話題に、南の開発一元論批判を

あると示唆する。佐藤（⑰）はネパールの

い開発」のありようをとらえていくことで

究の役割は、
「非近代的な価値観を変えな

元論」を批判する。そして人類学の開発研

界大に拡大していく過程とみなす「開発一

材に、開発を西欧近代という普遍主義が世

案する。南（④）もネパールの近代化を題

ような第二の選択が研究テーマになると提

開発を文化的問題として扱う場合は、この

代」と「伝統」が葛藤するという。そして

可能性が高いという。

なく「続く限りのプロジェクト」に終わる

ておらず、
「持続可能なプロジェクト」で

現地の人びとの文化の中に「土着化」され

ム概念は、一部の例外を除いてまだ十分に

する。外部からもちこまれたエコツーリズ

導入されたエコツーリズムを批判的に検討

である。同様な関心から橋本はフィジーに

経済活動を支える社会文化的文脈への関心

ていることを報告する。両者に共通なのは

姻族との関係を活性化させて経営にあたっ

に対して農民たちが親子、遠隔地の親族、

調査をもとに、九〇年代以降の経済自由化

によって一九七〇年に形成された入植村の

いう。石井はケニア政府のムエア灌漑事業

りよく開発を理解する手段としても重要と

でなく、開発政策の現場を参与観察し、よ

発実践に結び付ける姿勢として重要なだけ

開発人類学が人類学の研究成果を確実に開

に主張するのは拙稿（⑤）である。鈴木は、

第一の議論で開発人類学の存在を積極的

かという議論である。

いう具体的な課題にどのように関わるべき

般的な議論と、少数先住民族の開発問題と

発人類学という領域が必要か否かという一

開している。開発への関与を前提とした開

この論点に関しては、二種類の議論が展

に結果していることを指摘する。

おり、それゆえに改善なき「開発の消費」

が、他方では依然として伝統的な暦や儀礼

響により市場経済の中に組み込まれている

ターゲットとする政府の開発政策などの影

谷によれば、バリ島の手織物産業は女性を

発展と地元の文化の関係を論じている。中

という具体的な産業をとりあげ、それらの

ジーのエコツーリズム、ケニアの灌漑事業

人は、
それぞれインドネシアの手織物、
フィ

中谷（⑨）
、橋本（⑩）
、石井（⑭）の三

の結果だと考える。

ルにつちかわれてきた価値観の純化／強化

宗教的秩序攪乱を回避しようとするローカ

価値観の受容というよりは、社会的対立や

その理由を女性の人権侵害という近代的な

両者の議論をうけて足立は、開発というも

ムについての」
）記憶しかないことを示す。

には形式的な（内山田の言葉では「フォー

の民族誌的記述を通じて、開発のプロセス

ある開発官僚機構内部の権力の再生産様式

発研究者の間に定説化した過程の再検討と、

インドのいわゆる「ケーララの奇跡」が開

られるという見解を提示する。内山田も、

むかず常に自己更新のために計画しつづけ

過去として存在するが、後者は過去をふり

発の語りを比較し、前者は記憶されるべき

る。加藤はインドネシアにおける革命と開

による開発の記憶に関する論考があげられ

として足立（⑪）
、加藤（⑫）
、内山田（⑬）

この他、文化人類学ならではの開発研究

がどのようにかかわるべきかを自問し、「学

たらす開発政策に対して、人類学者の自分

である。彼は主に少数先住民族に被害をも

の有効性という点では一致している。

であるが、開発問題に対する人類学的視点

の差異は、役立ち方のレベルをめぐるもの

学の存在理由」があるからだという。両者

科学でないメタ・サイエンスとしての人類

かを人類的視野で問い直すところに、個別

人類学ではなく、開発とは如何にあるべき

ている。その理由は「開発にすぐに役立つ

関わりを示す形容辞をつけることに反対し

めつつも、開発人類学として人類学の前に

人類学者にとって重い課題であることを認

考える。これに対し川田（⑯）は、開発が

②いかなる形で開発に関与すべきか

説明することが多いという。しかし佐藤は、

にしたがった禁忌事項が適用されたり、既

のが単独では記憶されにくい性質をもって

第二の議論に先鞭をつけたのは細川
（②）

存のジェンダー役割の制約をうけていると
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しあう必要も指摘する。関根は、ソロモン

員としてインドネシアの農村開発に関わっ

を提案する。民族誌作成のボランティアと

研究者は客観的な観察者という立場をすて

た経験から、介入者と住民間の相互作用の

して匿名で研究成果を発表し、自由に利用

諸島で活動するＮＧＯに対する自身の役割

記述をつうじて住民参加型開発の理解が深

してもらうことにより、人類学に向けられ

てブッシュマンの伝統を尊重した開発企画

まることを期待する。杉田は組織文化とい

る伝統文化の知的収奪という非難を緩和で

を、別の視点をもつが同じように現地の事

うアプローチから旧国際協力事業団の特色

きることを期待する。

に参加すべきであると主張する。

を指摘し、その文化によってＪＩＣＡの住
民参加アプローチの運営方法が影響を受け

●結び
本稿では英語文献から人類学と開発の間

ていることを指摘する。これら三論文は実
務者に常識の問い直しをせまる内容を比較

に存在する問題点を抽出し、それらに対す
る日本での取り組みを俯瞰した。日本の人

的平易な形で提示した試みといえよう。
岸上（⑮）
、関根（⑱）
、木村（⑲）は研

 ― アジ研ワールド・トレンド No.151（2008. 4）

