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Ⅰ はじめに 

 

「夏休み子ども科学電話相談」というＮＨＫのラジオ番組がある。数人の専門家が待機す

るスタジオに子どもたちが電話してきて日常の疑問をたずねる企画で、その日に待ち受ける

専門家の分野に関連する質問が受けつけられる。かつての放送 1)で、小学校低学年の男の子

が「なぜ氷は水に浮かぶのか」という質問をしたときのことだった。理系の専門家は次のよ

うに答えはじめた。「氷はね、水よりも密度が低いんだよ。あ、密度ってわかるかな」。「わか

りません」と子ども。「密度っていうのはね、ある物質の体積の質量のことなんだ。」と、専

門家なりに自らのイディオムを平易にする努力をしながら話し続ける。「冷凍庫で水を凍らせ

ると表面が膨らむのを知ってるかな？」「知りません……。」と子ども。「そうなるんだよ。水

が凍ると体積が大きくなるからね、そうすると浮力という力が働いて、だから氷は浮くんだ

よ。」と専門家。回答は結局、難易度の高いイディオムの連発となった。スタジオがしばし気

まずい沈黙につつまれたのちに、「これから習うと思いますから、それまで待っていてくださ

いね。」と司会のフォローが入り、質問は終わったことになった。実際のところ、体積という

ことばすら知っていたかどうか定かではない子どもは、あきらかに置き去りにされた。 

この番組は、子どもの奇想天外な疑問や、意外に鋭い質問とそれに辟易する専門家の様子

や、見事な回答に思わず感心してしまうおもしろさとは別に、子どもと専門家のすれ違いが
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顕著にあらわれる場面として興味深い。専門家として答えることを要求されている以上、子

どもが置き去られる事態はおそらく「専門家の先生の不親切」や「素人に対する説明のへた

さ」あるいは「専門的偏知」として説明されうるであろう。専門家もまた、自身の説明不十

分さからある種のむつかしさを感じているだろう。なぜこうした事態に陥ってしまうのだろ

うか。その理由のひとつとして、専門家はその世界の内で通用するイディオムを用いて生き

ることに慣れているからである。そうすることで、より専門性を高め、とくに科学分野では

発展を遂げてきたことがある。だが、専門性を身につけると同時に失ってしまった何かがあ

るのも否めない。先の例では子どもが相手なのでなおさらだが、いうなれば専門外の人間へ

の説明言語が失われている状態である。専門世界とは、専門外の人間が持つ知識についての

想像力が必要とされない状態にあるともいえる。つまり、専門家はその世界であたりまえと

される文脈に慣れており、ラジオでの場面とは、その慣れた文脈とは異なる文脈で話をしな

ければならないから困難なのである。子どもの質問が奇想天外に思えるのは、もののとらえ

方が、いってみれば「文脈から自由」だからともいえよう。 

今日においてはたとえ人文科学であろうとも、その専門知や研究は社会とつながることが

要求されるし、そもそも社会や人間についての研究ならばそうあって然るべきかもしれな

い。そうであるなら、専門に閉じこもる状態では、専門知とは自己満足の無用の長物になり

かねない。専門家は慣れた文脈ではない場面において、いかに活きうるのだろうか。専門家

になるべくして得てきた知識を身につけた身体――専門家という身体は、専門知の獲得のか

わりに何かを失いつつ構築されるのだろうか。 

本論は、身体とそれをとりまく環境について、あるいは環境を形作りもする身体につい

て、その相互影響的な関係性に注目しながら、専門家的身体・専門知のつくられかたと、そ

のありさまを人類学の俎上に乗せる試論である。ここでいう専門家的身体とは、自分のおか

れた環境から形作られた知とハビトゥスによって行為し、そこから得た経験と自負によって

独自の環境＝専門世界を形づくるような、環境と連続した身体のありかたである。そうした

専門家的身体のありかたをめぐる問題について考察し、自省をこめて、専門知の有用性を最

大限に活かせる方策を模索（する手始めと）したい。 

 

 

Ⅱ 専門知にもとづくハビトゥス 

 

１ グレーゾーンと専門家 

 ハビトゥスとはフランスの社会学者ピエール・ブルデュによる造語である。わたしの理解

では、ひとが生きるにあたって日常のなかで無自覚的に身につけている工夫や物事への対応

のしかたであり、思考や行為をそれとなく促す背景のような習慣である。そして、過去の生

存状況から現在を形づくりつつ、未来志向性ももち、通時的でありながら共時的でもある、

とらえどころのないものだが確かに存在する。たとえば電車に乗るとき、「どの車両に乗れば

乗換駅で最短でいけるか」という目的に対し、過去の経験・生存条件（階段に一番近いのは
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〇両目だ、とか、ラッシュ時は階段付近よりもエレベーター付近がすいている、とか）から

乗るべき車両が割り出され、現在の実践に反映され（乗るべき車両に乗り）、それがうまくい

くかいかないかで未来の実践に修正がはかられていく（やはりもう 1本早いのに乗らないと

だめだ、とか）。そうした一連の行為がハビトゥスであり、また、ハビトゥスは一連の行為の

背景でもある。専門家の身体（知）とは、こうしたハビトゥス（の積み重ね）によって構築

されているという想定のもと、事例を見ていきたい。 

以下はチリの首都サンチャゴ市において、開発ワーカーと呼ばれる専門家が貧困地区の住

人と会話した場面である。専門家はこの会話をもとに、政府が実施する「貧困克服計画」の

一環として「家屋カルテ・物資調達申請書」を作成し、必要な資源を貧困者に供給するとい

う仕事をしていた。2)（以下、開発ワーカー：A，貧困地区住人：B） 

 

A：「この家の天井は発泡スチロールとビニールですが、トタンのほうがよくないですか？」 

B：「あー。そうかな。」 

B：「トタンてのはどんなですか。」 

A：「丈夫な金属ですよ。」 

A：「壁は大半がダンボールですが、木材の割合を増やしたほうがよくないですか？」 

B：「そうかな。」 

A：「床は土がむき出しですが、マットを敷くかブロックを敷きませんか？」 

B：「そうだな。もらえるなら。」 

A：「この部屋と部屋のあいだに扉をつけませんか。」 

B：「いらないよ。猫が出入りできなくなる。」 

A：「でもここは女の子の部屋でしょう、気を遣った方がいい。とりあえずつけて閉じなけれ

ばいいでしょう。」 

B：「そういうことなら。」 

 その後、開発ワーカーが話をまとめる段階で「当該貧困者はトタン屋根と木材の壁と正し

い床があり、部屋を仕切る扉のある家を望んでいる」と記述された。上記の対話は、開発ワ

ーカーの文脈に貧困者が図らずも乗せられて応答している場面である。しかし開発ワーカー

は、自らの信じる専門的使命にのっとって、貧困者の要望を聞き出せたことで仕事に満足を

得るだろう。そして、この開発ワーカーのレポートをもとにやってきた役人は、貧困者に

「あなたはちゃんとした家に住みたいとのことだったので、所望されたものを持ってきまし

た」と告げて、トタンをはじめとした資材を置いていく。よくわからないままに与えられた

貧困者はそれらの「資源」を長いあいだ放置することもあれば、売って現金化することもあ

るし、別の用途に使ったりもする。これは極端な例ではあるが、この場合の貧困者は、それ

まで考えたことのない提案を次々にされていくことで、「あえていえば」のこたえを積み重ね

ている。それがあえての集積にも拘らず、「彼が望んだ事実」となっていったことに注目した

い。「まあ６割くらいそうかもしれない」という程度の肯定が積み重なると、本来はグレーゾ

ーンとしてはっきりしないことも、黒白はっきりつけられることになるのだ。 
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 ところが、この事例での開発ワーカーのように、専門家はその専門性の高さへの自負と仕

事の性質から、たとえそれがグレーゾーンを無理にはっきりさせた結果だったにせよ、そう

深刻には受けとめない。なぜなら、貧困を改善することが彼／彼女の使命であり、貧困者の

グレーゾーンは無知によるものであり、知識を与えてアドバイスをしてこそ、使命を達成で

きるからである。ソーシャルワーカーになるまでの実習でも、またその後の対応において

も、自らが相手にとって理想の社会階層・状況にあるという意味で優位にあり、自分が過っ

ている可能性などは認識しにくい状況を積み重ねてきている。そこでは「無知な貧困者」を

自明のものとする。だからこそ、貧困者が寄付してもらった木材やトタンを売って肉を買っ

ていたなどという事実を知ると、怒ると同時に、何もわかっていない、援助しても意味のな

い人たちであると糾弾してしまう。だが、これは専門知による横暴だといっても過言ではな

い。この例のような「あらかじめ使用法を限定した資源を与える」という支援のありかたは

一般的に行われているのが現状である。それを見直し、「何をどうしたら資源たりうるか」と

問うべきであろう 3)。 

 こうして、ふってわいた資源を好きに使って怒られる貧困地区住民と、冒頭で例に挙げ

た、疑問を投げかけてみたら置き去りにされてへこまされた小学生と。この両者に共通す

る、専門家との齟齬や距離があるとしたら、それをうみだすもととなっているのは、専門知

の優位性という、ときとして横暴なものであり、相手の文脈を推しはかることを忘れてつく

られてしまった専門家的身体といえるのではないだろうか。そして、これは日常的に彼／彼

女らの「使命」にもとづく実践が行われるたびに形づくられた対応のしかた（ハビトゥス）

でもある。電話相談の専門家も開発ワーカーも、いずれもが善意にもとづいて相手に応答す

べく向き合っているのに、暴力に転化してしまうのは残念なことである。 

そして、もうひとつ指摘したいのは、このような開発の場面での弱者への暴力についての

多くの議論は、弱者に寄り添いすぎていることである。その結果、住民視点やボトムアップ

が提唱されることになるわけだが、冒頭の例のような「住民視点のつもり」や「ボトムアッ

プの押しつけ」という事態に陥ってしまう。まれに自らの横暴に気づいて反省を綴り、強者

への批判がなされることはあっても、どのようにして善意が横暴になってしまうのか、専門

家の身体がいかに構築されるのかといった議論があまりみられない。なぜなら、途上国民

よ、自らのようになれ、という思考のもと、行きつく先を体現している自らを俎上の載せる

必要などないからである。だからこそ、弱者に寄り添うのと同じくらいの力を注いで「強者

の論理（あるいは専門家の身体）」をひらくべきだと考えている。 

 

２ 専門家的身体のつくられかた：独特のリアリティ・システム 

 ここまでは主として専門家の失敗談について記述してきたが、専門家は卓越した技術や知

を身につけており迫力があるのは確かなのだ。だからこそ、そのすごさを維持したまま失わ

れたものを復権できるなら、あるいは、失わずに専門家であれるなら、それに越したことは

ないだろう。 

わたしはチリの身体障害児リハビリテーション施設で「地域調査（人類学）の専門家」と
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して赴任していたことがある。障害児の住環境調査がわたしの任であり、それまではリハビ

リテーションにも、身体障害児にもほとんど接したことがなかった。そうしたリハビリ医療

の素人として現地入りしてすぐのころ、ベテランのチリ人理学療法士に施設内を案内され、

ある入院患児の症例を説明されたときだった。当時、生後 10ヶ月くらいの乳児が抱き上げら

れ、彼の手足はぶらんとぶら下がった。ただ眠っている子どものそれとは違って、しなやか

にぶら下がっていて、骨も関節も感じさせないまるで人形のように思えた。揺れ動く手足を

見ているうちに、わたしは血の気が引くのを感じてうずくまって立てなくなり、その場を退

散した。この体験のあと病室へ行くのが怖くなった。理学療法士にも合わせる顔がないよう

に感じた。何より、その乳児が「人形のようだ＝人間に見えないと思ってしまったこと」が

貧血の理由だったこと、それについて言いようのない自責の念をおぼえた。しばらく引きこ

もっていたいところだったが、赴任直後の失態を取り戻さねばならないとの思いから、すぐ

に理学療法士のところへ戻った。すると彼女は気にする風でもなく、実習でやってくる学生

でもよくあることだから気にするなと言った。いっぽう、詫びるわたしに対して、何を詫び

ているのかを訊ねた。わたしが、自責の念に駆られたことについてこたえると、「確かに彼は

人形のようで人間に見えない。その現実からはじめなければ何もできない。その感傷はあな

たのエゴで、そのほうがよほど彼に失礼だ。人類学の専門家には必要ない意見かもしれない

けれど。」と言い放って行ってしまった。ここでは少しマイルドに訳したが、エキセントリッ

クな彼女はもっと辛辣なことばをわたしに投げかけていた。そのおかげで今度は、自責の念

に駆られたわたしのものの見方が瓦解し、どうしようもなく恥ずかしいような情けないよう

な思いとともに、身を置いている施設全体が、なじめない異空間に感じられた。 

あとになってこの療法士と親しくなり、飲みに行くようになってから知ったことだが、こ

の最初の洗礼は、施設にやってくる実習生の多くに浴びせているものだということだった。

ことばだけではなく、自らの自覚的・無自覚的な感覚さえも鍛えるのが専門性を高めること

なのだ。専門家として必要な知識や技術を獲得していくうえでは、感覚のスイッチを切り替

えるかのような、独特のリアリティ・システムを築き上げているようである。 

 たとえばアメリカの医療人類学者バイロン・J・グッドは彼自身が医師としてやってきたな

かで同じような疑問を持ち、医師になる途上にあるインターンについて興味深い調査を行っ

ている（グッド 2001[1994]）。そこでは、インターンが解剖実験をしている時のコメントが

取り上げられ、人の手というのは、通常ならば相手の温もり感じたりする器官であるのに、

解剖でメスを入れるそれはオレンジの皮のようである、というのだ。温もりを感じるものに

メスを入れるのはしのばれるが、オレンジの皮であれば切り刻むことができる。わたしの苦

い経験でいえば、人形のようにしか見えない現実、そのことからはじめる意志が肝要なので

ある。 

つまり、文脈を固定化して向き合う必要があるのだ。「オレンジの皮」や「手足が人形のよ

うにうなだれた子ども」は、かけだしの専門家の、まだ専門家になるかならないかの境界上

にある者のスイッチの ON/OFFの具体的表現のように思う。このようにして独特のリアリテ

ィ・システム＝専門世界で生きる術としてのハビトゥスを身につけるのだろう。病院内にお
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ける患者とは、病原体あるいはオレンジの皮として向き合うという意味で、ぬくもりや感情

や社会的背景といった社会との関係性を切って診る対象である。医学知識（専門知）は病院

のなかでの患者を診るという文脈において存在している。そしてその専門知は患者の前に圧

倒的に優位である。専門家という身体あるいは専門知がある文脈においては素晴らしいこと

は確認できたと思う。では、その弱点とは何だろうか。 

 

 

Ⅲ 専門家と文脈 

 

１ 文脈の移動と専門知 

専門家の弱点、それは「文脈への配慮」である。というよりは、弱くても許されるのが、

専門家である。冒頭の例において、研究室や自分の専門的術語になれた世界をとびだして

NHK のスタジオに身を置いた物理学者がうろたえたのは、文脈の移動に慣れていないだけで

なく、鈍いせいだと思われる。その鈍さは、専門性を持つこと自体の（自覚的・無自覚的）

優位性の認識にある。つまり、焦点となるのは「文脈の移動」だと考えられないだろうか。 

わたしはいまでこそ本稿の主題として「文脈」を問題にしているが、大学に入った頃、文

脈という単語の存在は知っていたものの、正直にいえばその適切な使いかたや意味がよくわ

からなかった、という驚愕の事実がある。この業界ではやけに出てくることばで、迂闊に聞

いては恥ずかしいのだろうという判断（嗅覚はあった）から、それこそ使われる文脈を注意

深く観察するうちにいつのまにか慣れてきて、使えるようになった。いまここで問題化しな

ければ数年のうちに、わからなかった自分のことは忘れたかもしれない。そして仮に忘れた

としてもおそらく問題が起こることはないだろう。専門性を高めていくこととはよいことで

あり、わからなかった自分を忘れることに教育や学術世界は否定的ではないからである。ま

た、専門性を高めることは、ややもすると優位性にもなりうると同時に、専門外の人間に対

して「なぜわからないのだろう」という疑問ともなってゆく。しかし専門知を社会へとひら

くときに重要なのは、むしろ「なぜ自分はわかる（ようになった）のか」という発想ではな

いだろうか。4） 

  

２ グレーゾーンの解剖 

では、Ⅱの開発ワーカーの事例で無理やり白黒つけてしまったグレーゾーンに対して、そ

れをどのようにひろげていったらよいのだろうか。結論から言うと、「相手の世界にはいるこ

と」にあるらしい。臨床の現場で次のような事例がある。いずれも認知症と診断された患者

の例である。 

 

例 1）相手の世界をひらくパスワード 

患者（大声で叫び続けている。ベトナム戦争などで報道カメラマンとして活躍してきた

人物） 
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看護師（医師に）「○○さんは国際的フォトジャーナリストなんですよ」 

相手が誇りに思うことに沿って紹介すると、とたんににこにこして穏やかになる。 

 

例 2）相手の世界にはいる 

患者（すでに退職した大学教授）「授業に行かなくては」 

療法士「何時からなのですか」 

患者「いえ、わたしは退職しましたので」 

このように患者に対して、療法士が相手の世界から出ないで応答した場合に、相手が世界

を広げるか出て行くという。仮に、ここで以下の対応をすると、 

 

患者「授業に行かなくては」 

療法士「あなたはもう退職されていますよ」 

患者（混乱） 

ということになる。 

 

大井氏によれば、認知症の患者はわたしたちが思う現実的世界が「灰色の霧の中に隠れて

いるらしい」という。それぞれが独自の世界にいるのであり、相手が住む世界を知ることの

重要性を強調する（大井 2008）。そんな状態をせん妄や痴呆ととらえ、論理だてて説明を押

しつけ、現実に引き戻そうとしたところで相手が混乱するのは無理がない。 

これをうけて、いまいちど開発ワーカーの事例を考えると、自分の世界の文脈での常識や

論理的思考からグレーゾーンをとらえていることがより際立って見えてくる。場面によっ

て、グレーなものを白黒はっきりさせることが必ずしも悪くはないかもしれない。しかし、

上下関係がありがちな―支援者と被支援者、医者と患者、教師と生徒、つまるところ専門家

が優位に立ちがちな場面においては、専門家がその専門性の高さゆえに自ら価値観が正義で

あると勘違いし、その間違いに気づかずに推し進めることがあり、それが理解されないとき

は相手の無知さに起因させるという現象が起こる。専門家とは、文脈の移動に鈍く、かつ、

自分の文脈に即した形で相手のことばをつかんでしまうのだ。 

 

 

Ⅳ 専門知のリハビリテーションへ 

 

１ 人類学という専門 

おそらく、人類学者は比較的「文脈自由になる」訓練がなされていると思われる。調査に

おいて、どの文脈にいるかを判断して対応する場面にしょっちゅう直面するからである。と

きに、相手の文脈に乗ってみたり、いっぽうで自分の文脈をおしすすめて相手を取り込むこ

とも肝要である。わたしは人類学を志す者の端くれとして、開発の現場で他の専門家との協

働や彼らの仕事を見るにつけ、生きにくさを感じていた。そのひとつの理由は、開発者の多



Naito                                                                             Working Paper Plus Essays A 

  感性と対話 Senses and Narratives 1(1) 2018 
 
 

28 

くが（ときにうっかり人類学者もこのひとりとなってしまったりもするが）当該者の生きる

世界で共有される価値観を背負ったまま現地に赴き、開発者と被開発者の関係性は優劣とす

りかえられ、開発者の文脈が被開発者の文脈に侵入するのがあたりまえの環境となってしま

っていることの居心地の悪さだったのだと思う。そこに住まう被開発者の文脈への配慮を怠

る・無視する・無視しても優位文化を移植すべき開発現場ではなんの問題でもないとされる

ことに納得ができないでいた。 

しかし、こうした納得のいかなさを論理的に説得できるような方法をいまだ人類学が持っ

ているとはいえない。その意味では、暴力的だったり横暴だったりする専門家の一端にわれ

われもまだいるのであり、そのことに自覚的にならなければいけないが、であればこそ「丸

腰の手ぶらのアクション」によって文脈からの自由を心掛けたいと思う。 

 あるときふと訪れた、文脈から自由になった出会いの場面に、希望を託したい。 

チリの首都サンチャゴ市で、高級住宅地の一角にあるスーパーマーケットでわたしは真剣

にアイスクリームを選んでいた。ケーキ状にアイスが織りなされた魅力的な商品が約二百

円。外箱の写真がじつにそそる。それを買い物カゴに入れたとき、「ねえってば。」と肩を叩

かれた。見知らぬ親子連れの母親だ。アイスに夢中で気づかなかったが、少し前からいたよ

うだ。すると「小銭を頂戴。子どもにアイスを買ってあげたいの」という。そうした要求す

べてに応えるときりがないので一度は断ったものの、子どもの目がわたしのアイスの外箱に

釘付けになっている。さすがにきまりが悪い。ポケットにあった小銭を渡してその場を離れ

た。しばらくしてスーパーをでたところの横断歩道に先ほどの親子がおり、子どもがアイス

を食べていたので少しほっとしたが、母親は別の信号待ちの男性に小銭を要求していた。わ

たしに気づいた彼女は近寄ってくるや否や「今夜食べるものもないの」といいかけた。わた

しは発言も母親の下心もわかっていたが無視して、単純な興味から「どこから来ている

の？」と尋ねた。階層によってある程度居住地域のはっきりしているサンチャゴでは、彼ら

が高級住宅地まで徒歩で、しかも子連れで来ることは容易ではない。だとすればバス代がか

かるからだ。母親は面食らったような顔をしたあとに、不意の質問に素直に答えてくれたの

で、信号が変わるまでの少しのあいだ、世間話をした。すると子どもが「あなたは韓国人？

中国人？」と聞いてきたので、日本人だというと、母親がうれしそうに「はじめて話した日

本人よ！」と興奮気味に。「チリには日本人があまりいないからね」といって簡単なあいさつ

をしたあとわたしが信号をわたっていくと、背後から「ねえほんとにありがとう、話せて嬉

しかった」と大声で母親に叫ばれて照れくさくなり、しかし、わたしも嬉しかった。結局、

追加の小銭は渡していなかったのに。 

 たんなる他人同士の出会いをしたふたりは、経済的区分による上下で境界づけられた枠の

なかで、「乞う／施す」という目的達成のために、およそ人間同士の出会いらしくないやり取

りをする文脈におかれている。それが、不意の問いによって文脈が変わり、ふたりの人間同

士の交流になったと言い換えてもいいだろう。彼女とわたしのあいだに固有のものとして生

まれた関係性だ。つまり、貧困者とそうでない者の出会いは、「通常」の文脈では関係性が固

定化され、ふたりはその文脈に従う。その文脈はふたりのあいだに境界を設け、それに伴う
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行動すらも規定してかかっている。しかし、まだチリの「通常」の文脈や境界に馴染んでい

なかったわたしの不意の問いによって、文脈が移動し、境界が揺らぎ、文脈にしばられてい

ない状態になったために、それぞれの「個」が顔を出したのである。文脈とはいわば「＜顔

＞のみえる関係」という、フーコーのいうシステム＝装置とは違う世界を生きる場そのもの

である。つまり、母親はシステムとしての関係に依存して、わたしとの距離を瞬時のうちに

はかり、小銭をもらうという行為によってそのシステムを強化していたにもかかわらず、「＜

顔＞の見える関係」性の代表的コミュニケーションとして、そのシステムとは無縁の会話に

引きずり込まれたとき、一瞬システムから逃れたのである。 

 

２ 専門知のリハビリテーション 

人は、複数の文脈のうちに生きているが、そのなかの支配的な文脈に絡めとられている。

自らが長く身を置く環境によってその知と身体を形成し、逆にまた、その知と身体によって

自らの環境を作り上げてもいる。ブルデュの秀逸なハビトゥス論ではブラックボックスに入

れられてしまった、なぜ身につくのかという部分の解明は難儀であろう。しかし、グレーゾ

ーンやあいまいなものを、もう少し丁寧に扱うことはできる。専門家はその偏知を自覚し、

文脈の移動を自在にこなしてこそ、つまり、リハビリテーションしてこそ専門知を活かせる

のではないかと思う。リハビリテーションとは「失ったものを回復する」という意味であ

る。人類学もどのような専門領域も、目的ではなく手段であるとわたしは考えている。解決

しなければならないと思うことや、知りたいと思うこと、戦わねばならないことに向き合う

ための方法である。人類学を含めてさまざまな学問が、学問たるべくして「恥ずかしい自分

を消す」ような学問化をしてしまうよりも、かつて自分はこうであった、ということも抱え

つついくことが大事である。恥ずかしい経験のないようなうまれつきの秀才や天才は、想像

力をもつしかないだろうか。 

 さいごに、「専門知のリハビリテーション」の具体例としてしつこいようだがⅡの例に即し

て記して結びとしたい。わたしが多少なりとも文脈移動から自由になることを心がけつつ低

所得者居住区のとある扉のない家に扉をつける現場に居合わせたなら、という想定である。

その家流の扉がどういうものでありうるかと模索すること、よそよそしいものを飼いならし

て生活空間に馴染ませるようにする、その支援を行うであろう。それで扉が暮らしに馴染

み、その家流のものになったとき、そんなものは扉の役割とは言えないとか、扉というもの

の定義からかけ離れているという批判があっても気にならないであろう（使用法を限定して

資源を与える思考のもとでは、定義にみあった扉を押しつけがちである）。ある程度の定義の

参照は必要かもしれないが、無理に従う必要もない。それで呼び名が“扉「的」なもの”と

いわれようとも、その家の住人が満足であれば、呼称や定義は問題ではない。異文化に相対

するときの、「（開発者にとって）至上とされる技術や資源を土地にあてはめる思考」と、「そ

の土地の文脈における至上や資源とは何か（その技術を土地においてどうしたら至上となり

うるか）を思考すること」という違いである。これはどちらかが正しいのではなく、どちら

もうまくバランスよく存在していれば良い。ものの見方にちょっとこだわる、という以外の
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専門技術も何もない「丸腰の手ぶら」で方々を渡り歩くと、多くのことが気になり、たくさ

んのことが気にならなくなる。開発現場にはそういう役割の人間がいることが必要なのかも

しれない。ただし、これは人類学的偏知かもしれないという自覚を常に持ちつつ、である。 

 

＜註＞ 

1)2005年 7月 25日放送の NHKラジオ子ども相談室。 

2)チリサンチャゴ市ペニャロレン区におけるソーシャルワーカーおよび「貧困克服計画 2002」に携わる役人が

2002年 8月に訪問したときの模様。 

3)「人が自分の資源を利用するのを見守る、という態度こそが、慈善のイメージである」という、興味深いかかわ

りかたの示唆がある（大川正彦 2000『所有のエチカ』第 7章所収）。 

4)人類学者にとっての常識や物事のとらえかたと、異分野の専門家のそれとが、とくに開発現場において顕著に異

なることについて、2005年 7月に波平恵美子氏との雑談したおりの発想である。本稿を構想するにあたりこの

着想が切り口となって主題へと繋がったことを感謝とともに記しておく。 

5)「痴呆になった学者」（河合・鷲見 2003）および「相手の世界へのパスワード」（大井 2004）のエピソードよ

り。 
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