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日本においてもある一定の人口に膾炙して久

しい、いわゆるカルチュラル・スタディーズと

いう批判的文化の研究動向は近年メキシコにお

いても盛んに言及されるようになってきている。

『異種混淆の文化 (Culturas Híbridas)』で知られ、

今日メキシコの文化研究を代表するといわれる

ガルシア・カンクリーニはある媒体において「そ

のような名前があるということに気づく以前か

らカルチュラル・スタディーズを始めていた」1と

いう記述を残している。そうした言明はメキシ

コやラテンアメリカにおいても、学術的なレベ

ルにとどまらず、Cultural Studiesに回収されな

い Los Estudios Culturalesの豊かな伝統が存在

し続けていることを示唆するものである2。同

時に、この事実は、スペイン語表記されるか英

語表記されるかは別として、「カルチュラル・ス

タディーズ」と名指すことにより確認されるな

んらかの思想動向がメキシコにおいても議論の

対象を構成するようになったことを逆説的に示

唆するものでもある。
1García Canclini, Néstor, “Cultural Studies Question-

naire”, Journal of Latin American Cultural Studies, 5(1),
1996, p.84.

2本書 p.14.

表表紙を飾り、本書を手にするものの注目を

少なからず引きつける小型ラジオを片手に微笑

するいわゆる「ポストモダン先住民」や抗議集

会、パンクロッカーの写真は、メキシコにおけ

る近代的なるものの動揺を表象するかのようで

ある。あるいは、ガルシア・カンクリーニの思

考に従うならば、本来的にハイブリッドな存在

としての近代なるものが感知されるようになっ

ているという事実がここでは表現されている、

と言えるのかもしれない。つまり、基本的に本

書におけるカルチュラル・スタディーズ理解は、

支配的なもの、残余のもの、古いもの、新しい

もの、そして日常的なものの関係の再検討（＝

（再）分節化）にある。近代的なものの伝統的な

ものに対する優越、ドミナントなもののサバル

タン的なものへの優越に対する疑義がそうした

近代的な二項対立の限界とともに提示されてい

るのである3。

厳然たる階級社会を基礎とし、ネオリベラル

的政治経済政策に根ざした都市身体の規律化と

いう文化研究がその誕生の基礎とする社会背景

は、大きな文脈において今日のメキシコにおい

ても妥当するものである。思い返せば、先住民

族の存在とサパティスタに端的に表現される如

くその都市空間への侵犯は常に知識人の念頭に

置かれてきた。例えば、ディアス独裁以降の都

市化・産業化、文字通り「近代化」によって生

起した大衆なるもの (lo popular)、わけても本論

集の別稿（「ゆらぐマチスモ」）でも見たような

都市労働者階級は常に先住民族同様メキシコの

「他者」として屹立してきた。日本の文化研究

者・吉見俊哉4が描き出すメキシコシティの空間

編成は階級構造を直裁に表現したものであり、

3本書 p.22.
4吉見俊哉「メキシコシティからの現在」『リアリティ・

トランジット』紀伊国屋書店、所収、1996.
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近代国民国家メキシコを表象するメキシコのセ

ントロは本論集の島村論考（「メキシコ市にお

けるゼロ・トレランス政策の導入」）にも見られ

るように歴史的に警邏の対象として存在し続け

ている。

無論、こうした「類似」は単純に文化研究の理

論の実証を示唆するわけではない。むしろ、メ

キシコのアカデミズムにおいても盛んに議論さ

れるグローバリゼーション、ネオリベラリズム

に随伴して強化される我・彼の間の線引きの強

化、他者排除に対する想像力の鈍磨といった問

題がメキシコという文脈おいても「カルチュラ

ル・スタディーズ」をアクチュアルなもの、言

うならば切れば血の出るリアルなものとして要

請しているといえるのであろう。文字通り本書

中において盛んに使用される frontera（「境界」

を意味する）なる用語は、ナショナリティのみ

にとどまらず宗教、ジェンダー、セクシュアリ

ティなどといった我々の思考を規定する恣意的

な人間の腑分けを意味するものとして言及され

ているのである。わけても、アカデミズムにお

ける学問的ディシプリンの境界は本テクストに

おける中心的テーマを構成している。

内容を論じる前に本書の構成を紹介しておき

たい。文化人類学、コミュニケーション、社会

学、ジェンダー論など多岐にわたる領域から 11

人の研究者が参加し5、序章を含めた 12の章（全

464ページ）からなる『メキシコにおけるカル

チュラル・スタディーズ』の構成は以下のとお

りである。

序章　メキシコにおける年代記とカルチュラ

ル・スタディーズ、文化の諸理論

第 1章　文化人類学とカルチュラル・スタデ

5メキシコ国立自治大学など首都圏の大学にとどまらず
執筆者の所属は多岐にわたっている。本書 p.7-11. Notas
sobre autoresを参照されたい。

ィーズ（ネストル・ガルシア・カンクリーニ）

第 2章　メキシコにおける文化調査（ヒルベ

ルト・ヒメネス）

第 3章　近年メキシコ人類学における文化の

研究（エステバン・クロッツ）

第 4章　メキシコ人類学におけるエスニシ

ティ間関係の研究（マヤ・ロレナ・ペレス・

ルイス）

第 5章　大衆文化の持続と変化（ホセ・マヌ

エル・バレンスエラ・アルセ）

第 6章　連続公演（カルロス・モンシバイス）

第 7章　都市の文化（エクトル・ロサレス）

第 8章　文化、ジェンダー、認識論（マルタ・

ラマス）

第 9章　若者とカルチュラル・スタディーズ

（ロッサナ・ロギージョ）

第 10章　メキシコにおけるコミュニケーショ

ンの学問分野（ラウル・フエンテス・ナバロ）

第 11章　噴水から大洋へ（ホルへ・ゴンサ

レス）

まず序章においては、カルチュラル・スタデ

ィーズおよびそれと密接な関連を成すポストモ

ダニズム、ポストコロニアリズムといった用語

が整理された上で、そのメキシコ的な伝統が論

じられる。そこでは、征服以降の史学が整理さ

れたうえで、ポルフィリオ・ディアス期コント、

スペンサー、ダーウィンらの社会進化論に啓発

され構成された実証主義以降の保守的実証・科

学主義が語られる。その上で、それに対抗して

いく形で形成された青年文芸協会 (Ateneo de la

Juventud)、そして『宇宙的人種』(1924)のホセ・

バスコンセロス、『メキシコにおける人間と文

化の横顔』(1934)のサムエル・ラモスらを端緒

とする国民文化論の今日に至る系譜が整理され

る。その系譜によると今日のいわゆるトランス・
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ディシプリン、つまりカルチュラル・スタディー

ズに近いところに所在する研究者として、本書

に稿を寄せているヒルベルト・ヒメネス、ガル

シア・カンクリーニ、マルタ・ラマスらの名が

あげられている6。

上にあげた国民文化論の代表例が示すように、

とりわけメキシコにおいてエスニシティ、つま

り「インディオ」問題が歴史的に知識人の関心事

となってきたことはすでに多くの場で紹介され

ている。そして、今日においてそれを「担当」す

ると目される文化人類学は序章におけるメキシ

コ人類学の祖、マヌエル・ガミオへの言及、第 1

章のガルシア・カンクリーニ論文に始まり、第 2

章ヒルベルト・ヒメネス論文に続く二章も構成

する。第 3章「近年メキシコ人類学における文

化の研究」（エステバン・クロッツ）、第 4章「メ

キシコ人類学におけるエスニシティ間関係の研

究」（マヤ・ロレナ・ペレス・ルイス）がそれで

ある。文化人類学とカルチュラル・スタディー

ズは端的にシンボリックな文化的プロセス（芸

術・民芸・マスメディアなど）に照準するとい

う地点のみならず、日常生活に目を向けるとい

う点が類似している。あわせて論ずべきは、と

りわけ移民に代表されるようなグローバルな社

会変動の前に伝統的な人類学＝先住民、都市＝

カルチュラル・スタディーズといったシンプル

な二項対立はそれ自体疑問視されるようになっ

てきている、という事実である。それは、マル

クス主義の人類学への介入を端緒とする「メキ

シコの農業における農民階級の特徴や資本主義

の発展段階」7の記述に専念してきた人類学を初

めとする社会科学の、不動、自明で、閉じた研究

6本書 p.33.
7本書 p.83.エステバン・クロッツによる Paré, Luisa, “El

debate sobre el problema agrario en los setenta y ochenta”,
in Nueva Antropología, vol. xi, núm. 39, 1991, p.11からの
引用。

対象の動揺を表現する。このあたりの、メキシ

コ人類学における文化概念については第 3章、

エステバン・クロッツ論文に詳しい。こうした

社会変動、研究調査を可能なものとした権力関

係への認識が従来の人類学の方法論にカルチュ

ラル・スタディーズの成果を要請しているとい

える。

学問間の境界の問題化というカルチュラル・

スタディーズの一大要素を理解したうえで便宜

的に区分するならば、ここまでがとりわけ人類

学を中心とする「伝統的」な文化理解とその今

日における変動に言及したものと言える。そし

て、それ以降の章にて、とりわけメキシコのア

カデミズムにおいて緊急な課題として感知され

ているグローバリゼーション、メディア化など

から想起される大衆文化、メディア、都市文化、

ジェンダー、若者文化、コミュニケーションな

どが論じられていく。

そこで基本的に問題となっているのは、メキ

シコにおける各テーマの研究状況と、それが依

拠する既存のディシプリンの賞味期限切れ、あ

るいはそうした議論の説明項として機能するカ

テゴリー（例えば、「大衆」、「若者」、「性差」な

ど）それ自体の構築性、であるといえる。具体

的に言うならば、大衆文化は透明化された実践

に帰せられるものではなく、不平等を表現し再

生産する社会的相互作用により分節化されうる

ものであるという了解8。西洋的な都市論では、

異なった文明化のルーツを持つラテンアメリカ

あるいはメキシコの都市の理解は困難であり、

「ポスト・オクシデンタル」な視座の導入が必

要となるという認識9。ジェンダーに関しては、

西洋近代の認識論は普遍主義および絶対主義に

より基礎付けられており、あらゆる知の生産に

8本書 p.212.
9本書 p.303.
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おける西洋の民族中心主義に疑問を付していく

ことがフェミニズムの目標として設定されなお

される10。また、若者というカテゴリーを社会

文化的なそれとして理解することにより、年齢

というある種の生物学的な決定論を脱し、歴史

的・地域的偏差により異なった意味の与えられ

る文化としての若者を捕捉していくことを可能

とする11。言うならば、そうした視点の複雑化

はメキシコ的な文化の生産・流通・消費を理解

することを可能とするものである。つまり、西

洋中心的な学問編成を脱中心化し、そこで排除

されたものを「南」から読み直す作業がここで

は練り上げられているのである12。

ガルシア・カンクリーニが第 1章にて指摘す

るように、アカデミズムを保証してきたいわゆ

る「研究対象」そのものが近代的な想像力の産

物であり、権力関係の差異に依拠したものであ

ることがはじめに理解されなければならない。

そうした文化は虚空に無色透明に鎮座する「伝

統」の慣性によってではなく、文化の産業化、

メディアなどを通じての異なる社会との接触な

どを通じて常にプロセスにあるものとして存在

するのである13。

ブラジルの文化研究者レナート・オルティス

の言を引きつつ、フエンテス・ナバロは、社会

科学における広範な歴史的視点と制度化、専門

化、合法化に対する刷新的な考察という批判的

姿勢を論じているが、ここでも「ディシプリン

以降」なる用語が登場する14。彼によると、メ

キシコのコミュニケーション研究は、理論偏重

10本書 p.348.
11本書 p.362.
12例えば、ガルシア・カンクリーニの著作 Consumidores y

Ciudadanos: Conflictos multiculturales de la globalización,
Grijalbo, 1995.の英語版への序章 “El diálogo norte-sur en
los estudios culturales”におけるカルチュラル・スタディー
ズの理解はこれに通底するものがある。

13本書 p.41.
14本書 p.382-383.

と現場主義が二項対立的に存在し、また、イン

フラの欠如などからも実証的な研究調査という

観点からすると立ち遅れてきたとする。その転

換期となったのが 1985～1990年であるが、そ

こで生じたディシプリン化の解消は 21世紀に

向けての課題となると主張する15。

本論集で盛んに言及されるように学問とは、

このように中立・普遍のものではなく、それを

支える社会状況、そこへのアクセス、解釈を含

んだ広範なプロセスの効果としてのみ存在する。

それゆえ、第 2章のヒルベルト・ヒメネス論文

「メキシコにおける文化調査」が示唆するよう

に、研究者の情報・形成という本質的な問題と

あわせて、とりわけ 1）財政難、2）官僚による

研究調査のコントロール、3）前 2者（財政危

機、国家による無関心）を基礎とする大学等研

究機関における制度危機、がメキシコにおける

「カルチュラル・スタディーズ」の成果を規定し

てきた。日本という文脈でも顕著にその姿があ

らわになっている如く、教育分野へのネオリベ

ラリズムの浸透がそれを加速していくであろう

という展望はこの「新しい学問」のメキシコに

おける今後の動向を見るうえで念頭に置かれな

ければならない16。

同時に指摘すべきは、メキシコのアカデミズ

ムに見られる地政学的な現状である。伝統的に

メキシコの知識人はフランスを初めとするヨー

ロッパから多くを学んできた。同様に、メキシ

コにおけるカルチュラル・スタディーズ的な仕

事の多くが、その滋養をテキサスから、カリフォ

ルニアから、あるいはデュークからとアメリカ

合衆国のアカデミズムから得ている事実は否定

しがたいものである。本書での序章の議論を担

保するジェイムソン、ジジェクの手による『カ

15本書 p.400-416.
16本書 p.72.
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ルチュラル・スタディーズ』、リオタールの『ポ

ストモダンの条件』、また、サイードの『オリエ

ンタリズム』といった著作（スペイン語版）が

旧宗主国スペインの出版社を経由していること

は文化的な帝国のありか、知の流通を吟味して

きたカルチュラル・スタディーズを論じるなら

ば指摘されねばならない。メキシコにおける知

はまぎれもなくその地理的なロケーションに規

定されたものでもあり、それを回避してメキシ

コのカルチュラル・スタディーズを論じること

の限界自体が論じられるべきである。

カルチュラル・スタディーズは英国という具

体的なルーツを持つ。それはこうした理論動向

を本質的な起源へと回収するためではなく、あく

までそれがコンテクスチュアルなものとしてあ

ることを知るために前提されなければならない

事実である。そういった意味あいにおいて「メ

キシコの」という言葉は危険な意味合いを持ち

かねない。単なる批判的な文化の研究と、カル

チュラル・スタディーズと名指されることによ

り理解される思想の差異が本書中においてうま

く説明されているようには見えない。「カルス

タ」と名付けるだけでなにか批判的なもののよ

うに見えるという論理に解消されないためにも、

あるいは、メキシコにおけるカルチュラル・ス

タディーズ論議が排他的な知的ナショナリズム

に堕さないためにも、そうした議論の構築は今

後不可欠なものとなるのではないか。

いずれにしても、メキシコのカルチュラル・

スタディーズがこのような形でメキシコにおい

て紹介されることになった。本書もいずれ、同

国におけるカルチュラル・スタディーズのいく

つかある出発点のひとつとして参照の対象とさ

れていくことになるであろう。伝統が論じられ

るメキシコのカルチュラル・スタディーズはま

だ緒についたばかりともいえる。高等教育で学

ぶことがある限定された人口の特権であり、カ

ルチュラル・スタディーズをアメリカ合衆国起

源の高尚な文学研究の亜種と考える学生が多い

ように、地勢的にも文化的帝国の中心に隣接す

るメキシコにおいて今後いかにこの思想動向は

実を結んでいくのであろうか。それ自体がある

意味でカルチュラル・スタディーズ的な興味関

心といえるのかもしれない。 □■


