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研究成果の概要（和文）：本研究で、次のことが明らかになった。スクオッターから海外出稼ぎ者が出ている。
都市に移った先住民がスクオッターに定住している。スクオッター居住者、先住民からホームレスが現れてい
る。また本研究は、次の分析を行った。まず、スクオッターの撤去について分析した。そして、居住者の住居喪
失と生活崩壊について分析した。次に、海外出稼ぎ者の階層的出自について、また、国内移住者との繋がりにつ
いて分析した。次に、先住民を都市底辺層に組み込んで、その労働と生活について分析した。最後に、ホームレ
スの労働と生活について分析した。これらのいずれも、途上国都市の底辺層研究の開拓的な成果となった。

研究成果の概要（英文）：In this research, the followings were clarified. Squatters have overseas
migrants. Indigenous people who migrated to the city settle in the squatters. Homelessness is coming
from squatters residents and indigenous people. Then, our research conducted the following
analyses. First, we analyzed the compulsory eviction of the squatter. And we analyzed how people
lost their residency and experienced the collapse of lives. Next, we analyzed the hierarchical
origins of overseas migrants and the connection with domestic migrants. Next, we thought the
indigenous people as a part of the urban bottom, and analyzed their jobs and lives. Finally, we
analyzed jobs and the lives of homeless people. Al of these analyses became a pioneering achievement
of research on the urban bottom people.
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