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エッセイ A 

支援における「受動的差し控え」という心得について 

“Passive forbearance” for International support 

 

内藤順子＊ 

Junko NAITO 

 

 

抄録：文化人類学の支援における役割とは、ひとことでいうとファシリテートである。フィールドワークによって

支援の現場で必要な人的物的資源を見つけ、つなぎ、円滑に活動をすすめ、促進して軌道に乗せ、やがて消えてい

く。実際のところは、人類学であろうがなかろうが、現場で役に立てばよい。だがそれが、あえて人類学というま

とまりのなかで、ある程度その経験が共有されることには意味があるだろう。本稿では人類学を志してきた者とし

て、やや酷に思えるチリ政府の支援対象者へのかかわりかたを、ことば遣いから明らかにし、改善と円滑化にむけ

た代替的態度の提案として「受動的差し控え」という方法について述べる。 
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はじめに 

 国際協力や支援にかかわるようになってまもなく 20年になろうとしている。文化人類学の

専門家としてそこに入り、それなりの達成感もあったが、何が役に立っているのかはいまだに

よくわからない。計画していたことが軌道に乗って形になればそれが成果だが、伝達する技術

や教える知識があるわけではない専門家なので、どの部分でどのように被支援者の気づきを引

き起こせたか、やる気を引き出せたか、などは目に見えない。文化人類学の手法（フィールド

ワーク）は、コミュニケーションの得手不得手、言語のセンス、ひとやものの変化に対する気

づきや、日常の細部へのまなざし、異なる環境での生活への慣れや不慣れなど、あげたらきり

がないくらい、個人の能力に依拠している。しかも、現地で成長することもある。もはや人類

学としてまとまっていることのほうが不思議になるが、支援現場に呼ばれる＝現場では使える

と思われている節があるのもまた事実である。 

人類学の場合、支援現場に入るときがスタートである。それは、手に職のある、つまり入る

ときから支援につながる技がある医療職の人びととはわけが違うのだ。それゆえにわたしはす
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ぐに役に立てる技がないことをコンプレックスに感じながら支援に携わっていたところがあ

った。月日が流れるうちにことばが上達し、友だちができ信頼関係が築かれ、ときに喧嘩や問

題が起こりつつも支援に必要な資源をともにみつけたり創りだしたりすることを経て、プロジ

ェクトが形を持ってくる。そういうものだった。 

それが最近ある人物と出会ったことで、人類学の役割だと思っていたものが少し揺らいだ。

その人は、支援の場で高度な医療技術を持ちながら、人や社会について人類学が担当しがちな

こともあたりまえにやってこられたようなのだ。二足の草鞋である。本人はおそらくその認識

はないだろう。だがこれは極めてレアケースで（あるはずで）、とくに医療にかかわる専門家

は「病気・病原菌あるいは治療箇所を見るのは得意だが、患者の社会的背景にまで目配りをす

るのは苦手」という傾向があるとされてきた。そこで視点を補うのがフィールドワーク職人の

人類学であり、それが概ね間違いではないことは、目下、日本の医学教育に人類学が導入され

つつあることで証明できるだろう。2017年ころからコア・カリキュラムとして科目に入れ込ま

れるほか、人文社会科学的視点を含めた臨床検討会を当たり前のものとする試みが始められよ

うとしている。 

レアケースの人物はさておき、文化人類学の支援における役割とは、ひとことでいうとファ

シリテートである。フィールドワークによって支援の現場で必要な人的物的資源を見つけ、つ

なぎ、円滑に活動をすすめ、促進して軌道に乗せ、やがて消えていく（ことが理想であると思

う）。実際のところは、人類学であろうがなかろうが、現場で役に立てばよい。だがそれが、あ

えて人類学というまとまりのなかで、ある程度その経験（とくに失敗や成功のプロセス）が共

有されることには意味があるだろう。だから本稿では人類学を志してきた者として、支援対象

者とのかかわりかたについて考えたことを記しておきたい。 

 

１．ことばから見る 

ファシリテートあるいはファシリテーターということばをわたしが初めて使ったのは、

2000年にチリにおいて地域リハビリテーションを始めようとした時だった。当時の日本では

男女参画の促進という意味で用いられていたのをよく耳にした。わたしは地域リハにおける

医療従事者の立ち位置について、当初はアドバイザーということばを選んだが、鼻息荒く医

療従事者の視点で地域リハを進めていこうとするスタッフたちにとって、アドバイスという

ことばは、上から目線（の前提）を後押しするものであったため、住民の潜在能力を見つけ

たりそれを引き出したりすることが時に必要な活動にはそぐわなかった。 

 ともすると支援者と被支援者が上下関係になってしまう支援の現場において、ことば選び

はとても重要である。先に宣言した「支援対象者とのかかわりかた」について述べるには少

し遠回りになるが、わたしがかつて従事したのはチリの貧困地区における支援だったため、

思考を進めるプロセスとして、チリにおける貧困支援の現場で語られることばに注目しなが

ら核心にむかいたい。ことばの選びかたを考察するということは、その語り主の癖を知ると

いうことでもある。ファシリテーターが人的物的資源を見つけてそれぞれをつなぐには、資

源やアクターそれぞれの思考傾向や癖を知ることが肝要になる。 
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              ２．チリにおける貧困問題 

チリに新社会主義政権が誕生した 1970 年、夢と希望を抱いた人びとが首都に集中し、瞬く

間に国民の半分もの人口がサンチャゴで暮らすようになった。しかしそれに見合うだけの仕事

の需要があるはずもなく、貧困が急増した。その後のクーデターや軍政の経験と民主主義への

移行といっためまぐるしい政治的変化のなかで、貧困はつねに社会問題として取り組まれてき

たように見える。だがそれは、政策として貧困救済を掲げれば支持率が上がる、という政治的

ツールに過ぎず、実際のところは途方もない難題ゆえに本気で解消することなど考えられない

存在だったといえる。はじめて貧困を数量化した研究は 50 年代半ばに見られるものの、いわ

ゆる都市型の貧困問題としてクローズアップされるようになったのは 80 年代からである。た

だし、軍政下（1973-1988）では政策批判に制約があり、本当の意味での貧困研究と対策の開始

は 90年代を待たねばならなかった。軍政終了後最初の米州サミットが 94年にアメリカ合衆国

で行われ、(1)「民主主義の定着」(2)「経済統合と自由貿易による繁栄」(3)「貧困と差別の撲

滅」(4)「持続可能な開発」の 4 つが地域全体の目標として掲げられた。このときチリは再民

主化の波にあり、94年に誕生したフレイ政権では(1)「近代化」(2)「民主化」とともに(3)「貧

困克服を政権課題の柱にする」という政策が進められた。チリでは貧困についての研究と実際

の介入とが当初から同時進行しており、その手本は国連開発計画や世界銀行などの指針だった。

したがって、貧困問題を扱う文書では公私を問わず、世界標準の決まり文句や流行語である「社

会的排除」「権利」「統合」「連帯」「人間開発」「資源の欠如」「倫理」「社会的公正」という単語

がならんでいる。チリにおいては、社会的現実として空間的にも接触可能な貧困者iをいかに減

らしていくかが課題であり、いまも社会防衛の観点から貧困は問題化されている。貧困地区で

は出生届や居住場所などを把握できない状況が多いこともあり、そうした貧困のまとまりのこ

とを政府は「内なる辺境(Fronteras Interiores)」と表現する。同じ国民であり民族である単

に所得格差のあるだけの彼らを異物ととらえ、それいかに統合してゆくかがチリ政府や貧困外

部にとっての貧困問題なのである。 

こうした視線のもとで取り組まれた貧困削減政策により、チリにおける貧困率は 1990 年以

降、数値の上では改善の一途をたどってきた。国勢調査によると 1990 年には貧困層が国の総

人口の 38,6％を占めていたが 2000 年には 20,6％まで減少し、2003 年では 18,8％となった。

その内訳は 14,1％が貧困層、4,7％が極貧層である。90 年から 2000 年にかけての大幅な減少

については、この期間のチリ全体の持続的な経済成長が反映されているという見解を政府は示

しており、これは国内外の経済学者たちの見解とも一致する。しかし問題は 2000 年から 2003

年の結果に明らかなように、減少率が 1,8％と停滞していること、そして 1990年代の急激な経

済成長においても解消されなかった貧困層が存在することである。このことはチリ政府も、「根

強い貧困(Pobreza dura)」として認識しており、その対策として計画されたのが「チリ国家連

帯(Chile solidario)」という 3年計画の極貧層を対象とした社会保護政策だった。 

政策の概要についていうと、全国において経済的数値から極貧層に分類される家族のうち

「もっとも極貧状況にある家族」から順に選定した 22 万 5 千家族に対して、開始から 2 年間
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は家族保護年金を支払う。受給家族には就業訓練プログラムへの参加などの「社会化」に従事

する義務が伴い、社会化促進を見越してその年金を半年ごとに減額してゆく。その他、各種年

金制度や一定額の飲料水手当てなど、「国民として享受すべき権利」を得るための手続きを支

援し、生活環境改善のために「身元」「健康」「教育」「家族」「住環境」「就労」「所得」の 7項

目についての適切なありかたとその訓練を受けさせる。これが連帯の中身である。 

こうして貧困率が減らされていくのだが、気になるのは、貧困層に分類されていた人びとに

一時的であれ収入があればそのまま貧困層を脱したと数えられる点である。例えば 1日 1ドル

以下の生活を貧困ラインとして区切る場合、1.1ドルの収入があればその人は貧困から除外さ

れる。だが、除外された人は晴れて脱貧困者となったことで年金がもらえず、貧困者だった時

より苦しい思いをして結局は貧困に逆戻りする。これは数字で人を区切ることのむつかしさあ

るいは横暴さを示す例であるが、いずれにしても、政府の示す貧困の減少はあくまで数字上の

ことであり、生活実感として改善されたかとは別の話である。貧困率が減少しても所得格差は

相変わらず大きく開いたままで、失業率も減少してはいない。貧困者の救済というよりは、相

手を自分の意のままに管理すること、にむかっていた。つまり、支援＝管理といっても過言で

はなかった。 

 

3．「連帯」という思想 ( 「Chile Solidario チリ国家連帯計画」) 

先に述べた「チリ国家連帯計画」がはじめられたときの大統領演説には、貧困へのまなざし

が、わかりやすく滲み出ている。 

「チリは極貧から解放されるのだ。もう誰も、生きのびるために他人の施しに頼るような恥

ずべき行為や屈辱に身を委ねることはない。（中略）不利な状態を生きてきた同じチリ人の兄
、、、、、、、

弟たちに、連帯と寛大な手を差し伸べたい
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

。だからこの新しい政策「チリ国家連帯(Chile 

Solidario)」について話そう。われわれの歴史のなかではじめて、貧困の中でもっとも貧困な

人びとにも、厚生と教育、社会保障へのアクセス(権利)が保障される。チリはまさしく連帯を

築くのだ。」（2002年 5月 21 日「チリ国家連帯計画」の開始を祝う大統領演説の一節。訳およ

び強調は筆者による）。 

高らかな宣言は、聴衆の拍手喝采で迎えられた。ここでいう「連帯」とは、近代国家の国民

は一体であるべきだという思想にもとづいて、先に見た生活改善のための 7項目を極貧層が満

たせるように、手を差し伸べることである。本来の連帯とは、おそらく同じ地平に立つものが

ともに賛同して手を取り合うような自発的な実践のはずだが、チリでの連帯は急勾配で、下に

いる者が手を取らされているような状態である。とはいえ、善意の政策に誰も異を唱えるはず

もない。しかも、国民の 89％がカトリックであるチリ国民にとっては（信仰上の）兄弟の救済

という当然の慈善行為だと位置づけている。端々に差別にも似た表現や線引きをしながらも、

貧困者を救済する立派で寛大な政策開始という自負に満ちた政府と国民が沸いたこの場面を、

わたしは忘れられない。 

そして実際に計画が開始されると、ミレニアム開発目標にある「人間開発」を掲げて生活支

援活動を進めたため、「貧困者とは、人間的に未開発な人びとである」と受けとめられた。国連
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でいう「人間開発」は支援対象者に限らず遍く人びとについて言っているのだが、チリでは「人

間的にも開発されるべき貧困者たち」という前提が外れることはなかった。むしろ、未開発イ

メージによりいっそう貧困者への負のラベリングは強化された。そして、寛大な心により差し

伸べられた手を取った彼らが得るのは、権利という名の管理であった。この Chile solidario

の訳は、チリ国家団結、チリ国家連帯、チリ国家連合などがあり得るが、大統領の演説内容や

政策の説明文からすると「連帯」がいちばんしっくりくる。日本語で考えるべきではないのか

もしれないが、連帯とは、帯が連なって身動きとれない雁字搦めのイメージで、実感としては

自らやりたいものではない。連帯責任というトラウマのせいもあるかもしれないが、管理社会

的な思想に馴染むことばである。 

 

             4．受け身の被支援者 

前述の大統領演説にもあるとおり、支援の一般的なテーマは、「施し」「慈善」「救済」に関連

する「善いこと」である。だからこそ、演説は拍手喝采となったわけだが、施される側はいつ

も「受動的存在」であること、そして権利を享受すべきなのだといいつつも、権利に相応な尊

敬と思い遣りをうけているかどうかは別である。たとえばチリ国家連帯計画において「もっと

も極貧状況にある家族」として選出される対象は、企画協力庁(MIDEPLAN)の用いる家族カルテ

をもとにしている。それは政府側からみれば「住民視点から」あるいは「ボトムアップ」を象

徴するものでもある。カルテには細かく様ざまな記入項目があり、居住者それぞれの年齢や家

族構成、収入や仕事、家屋の状態から素材、ガス・水道・電気の状況、それからソーシャルワ

ーカー（自治体や政府の福祉員であり、建前上はファシリテーターである）が訪問の時々に聴

取した悩みの日記などの情報が盛り込まれている。その内容によって貧困度の点数がつけられ、

下位から順に連帯プログラムの対象となる。 

対象となった彼らは、今度は補助金制度利用のために数多くの手続きと申請書類を準備する

ことになる。総収入やカルテの点数基準などの受給資格をクリアした上で、申請の理由や獲得

後の使い道などのプロポーザルが要求される。文字といえば自分のサインしか書けず、それで

支障のない状況下に生きてきた人びとには、申請書を記述する技術もないもかかわらず。また、

そうした申請機会が貧困者にとって即金獲得という実質的価値がある一方で、獲得するには

「われわれは貧困者なので困っております」という形で自らの状況を説明し、「給付されたら

子どもの教育のための環境を整えるのに利用します」と書く必要がある。これは、字が書けな

くても暮らせる空間への、支配的集団で当然とされる書類システムの侵入である。給付金とい

う魅力的なものを得るには、馴染まないシステムであっても従うしかない。削減とか悪とかの

イメージしかない貧困ということばを用いて自らを表現させられるのだ。ここに思い遣りはみ

あたらないように思う。 

これはあくまでチリの国家政策であって、個人や NPO などの組織が行う支援とは多少異な

り、よりずっと管理的な側面は強いといえるだろう。しかし、経済力、知識、技術など持てる

者が持たない者を助ける、それを核にしてプロジェクトを行うのが支援の根幹であるとすると、

いかなる主体・形態・規模のものであれあるべき支援のかたちを検討し、共通の心得を持って
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おいてもいいのではないかと考える。 

 

5.「受動的差し控え」:支援の心得のひとつとして 

先に述べたように、チリ国家連帯計画開始時の大統領演説をリアルタイムで聞いたわたしは

なんとなく不快だった。それは、嫌悪感と同時に嫌悪すべき思考傾向が他人ごとではなく、自

分たちも同じという思いがあったからだと、いまになって思う。政府はもちろん、支援活動を

行う人びとは、その被支援者とは対極的な生活や価値観を持っているのが常であり、被支援者

がそうした価値観を持てるようになることの手助けをしているのだから、その価値観の見直し

をせまったところで理解してもらいにくいii。価値観は無意識にうちのことばにあらわれる。

そして、相手を受け身にしてしまうことばというものがある。例えばチリにおける「連帯」は、

自発的なものでなく、善意と救済の名のもとに押し付けられる管理であり貧困者は断る力を持

たない。「兄弟」と呼び掛けられ手を掴ませられる。そうして受動的に、プログラムに入れ込ま

れることになる。であれば、支援において相手を受け身にしないかかわりかたはありうるのだ

ろうか。そのヒントとなる次のようなエピソードが、慈善のイメージをめぐる論考のなかで述

べられているiii： 

 

「ある人がエルサレムからエリコへ下る道でおいはぎに襲われた。おいはぎ達は服をはぎ取

り金品を奪い、その上その人に大怪我をさせて置き去りにしてしまった。たまたま通りかか

った祭司は、反対側を通り過ぎていった。同じように通りがかったレビ人も見て見ぬふりを

した。しかしあるサマリア人は彼を見て憐れに思い、傷の手当をして自分の家畜に乗せて宿

屋に連れて行き介抱してやった。翌日、そのサマリア人は銀貨 2枚を宿屋の主人に渡して言

った。 『介抱してあげてください。もし足りなければ帰りに私が払います。』」              

[聖書：ルカによる福音書 12 章 30～37節] 

 

人の困難な状況への対応をめぐり、慈善とはかくあるものか、という聖書の「善きサマリア

人」の物語である。これを引き合いに、次のような架空の物語とそれへの対応のバリエーショ

ンが展開される： 

「山を散策している 1人の男が猛吹雪に遭い、道に迷い、腹を空かせて疲労困憊の状態で、死

の危機に瀕している。雪の向こうに、窓の中から明かりがこぼれる丸太小屋を見つけ、そこへ

向かい、扉をおしひらく。そしてジャケットを脱ぎ、暖炉の側で温まり、煮えているポットか

らスープを汲んで食べ始めようとした。」 

レビ人の場合：そこへ別の部屋から祭司とレビ人がやってくる。「おまえ何をしているんだ？

ここはわれわれの所(私)有物だと知らないのか」といって彼を掴んで、しかし法的には正当

な力として雪の中に放り出す」。 

サマリア人の場合：そこへ善きサマリア人がやってくる。彼は疲労困憊の旅人が何をしている

のかを見ている。自分の所有物を勝手に他人が使い、自助行為をしていることを見る。サマ

リア人は何もしない。旅人が食事を終えて床の上で休む準備をしだすのを見守る。旅人が眠
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りにつくと、サマリア人もまた休んだ。晴れた翌朝、ふたりはことばを交わさずに別れる」。

[Waldron 1993:232-233, 大川正彦「所有の政治学」pp.180]。 

 

つまり、レビ人のパターンでは自己の所有物を勝手に使われたことを怒り、ぶつけるのに対

して、サマリア人のパターンでは慈善の受け手がまったく受動的存在ではなく、自助活動を行

い、自分なりに生存を維持しようとしている。Waldronによれば、サマリア人は他人が自分の

所有する資源をうまく利用するのを受動的に認めているという。これが、「受動的差し控え

(passive forbearance)」という態度である。 

  

いまいちど、チリ国家連帯計画を「受動的差し控え」にならってみると、「それに割かれる予

算のすべてを彼らが自由に使うのを見守ってみよ」ということになる。それは無謀だと反対意

見が噴出するだろうが、なぜそれが予測できるのかといえば、国家側が思い描く形に貧困者を

管理し、社会的防衛の観点からの統合（実際には排除）のためには彼らの好きにさせるわけに

はいかないのである。自らの財産をなげうって相手を救えば、自らの立場が危うくなる。足元

が崩れない範囲での連帯は、こうした意味で急勾配にならざるを得ないのである。 

もちろんわたしは「受動的差し控え」という態度を、支援のすべての現場で推奨するわけで

はない。だが、こうしたかかわりかたがあり得るのだと知り、意識するだけでことば遣いくら

いは変わるかもしれない。些細な結論だが、被支援者の能動性を尊重するならば、「不利な状

況にある兄弟である」と述べるのではなく、「不利な状況にあったが、兄弟になろう」といえる

ようになるのではなかろうか。 

 

i チリでは 1970 年新社会主義政権樹立の前後で首都に人口が流入した際に、人びとが空いている土地

を探してそこに居住するという状況が続いた結果、都市の内部に貧困居住区が点在することとなっ

た。道路を隔てて高級住宅地と低所得者居住区が向き合っていることもよくある。富裕層が低所得者

居住区に足を踏み入れることはまずないが、日常的にその風景や存在を目にし、自分達の生活空間へ

の進入を防ぐ手立てを考えるようになった。鉄柵の建設やゲーテッドシティ化だけではなく、根本か

ら貧困をなくそうという動きにつながったのである。それは表面上は善意にもとづく救済の様相を見

せているが、実際には社会的防衛措置であった。 

ii 支援側＝強者の論理構成と、その思考のリハビリテーションについては WBL オンラインジャーナル

「感性と対話」創刊号の拙稿で論じている。 

iii 大川正彦「所有の政治学」（『所有のエチカ』所収、大庭健・鷲田清一編、ナカニシヤ出版、2000

年）。また、2003年の九州大学大学院比較宗教学研究室における大学院ゼミのテーマとして当時「所

有」が議論されており、本書が取り上げられ、当時の教授関一敏氏がここであがっている慈善、施

し、救済などの名詞は動詞化するときに所有をうむという興味深い議論を展開されていた。「慈善のイ

メージ」からの支援との向き合い方については、このゼミとその後の関氏の研究会発表（2007年成城

大学）に着想を得ている。 
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