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でくりひろげられる民衆文化と、壮大な前衛演

劇ともいえる政治経済の動きを、多様なエネル

ギーが即興的に織りなすポリリズムとして描く

ことを試みた。その "�04�V�（スウィング）は読

者にとって、どのように響くだろうか……。皆

さんと対話を交わす機会が持てれば、私にとっ

てこのうえないよろこびである。
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『祝祭と暴力：スティールパンとカーニヴァル

の文化政治』（二宮書店、����年、体裁：!�

判 ���8、口絵カラー ��8、附録 �)��)�/'����

分 ��秒）✍弘前大学教育学部・冨田晃

カリブ～ニューヨーク～日本、地球規模で移動する
スティールパンとカーニヴァルのカルチュラル・ポ
リティクス。

序章　祝祭と暴力：スティールパンとカーニヴァル

の文化政治
-スティールパン：その発祥と移動 -カーニヴァル
とカーニヴァル性 -カリブ海地域と暴力 -トリニ
ダード島：複層する二項対立 -ニューヨーク：グ
ローバル都市のローカリズムと超大国イデオロギー
-ブルックリン -カーニヴァルとクラウンハイツ暴
動 -九%一一 -本書の構成

	 章　カーニヴァル：陶酔と熱狂のトリニダード
-カリプソ／ソカ -マス／マスカレード -＜コラ
ム＞オールド・マスとキッディー・カーニヴァル
-スティールパン／スティールバンド -＜コラム＞
ジュヴェ

� 章　スティールバンド・ムーヴメント
-太鼓から竹棒へ、そしてブリキ缶へ：スティール
パン誕生前史 -スティールパンの生みの親たち：
楽器制作者、作編曲家、バンドリーダーとして -

トリニダード・トバゴの「国民楽器」：世界の近代史
を刻みこんで -＜コラム＞パン・アラウンド・ザ・
ワールド -＜コラム＞スティールパンにはまるた
めの実践講座

� 章　黒人大学留学日記
-全ては同じ「アフリカ」というイメージのもとに
-「聖なる演劇」の聴衆約 �
人。空回るメッセージ
-「本物のアフリカ」に向け披露されたアフリカン・
ドラム＆ダンス -現代文明の起源にアフリカあり
き？壮大なる「黒人神話」 -奴隷交易の歴史を胸
に刻む：ミドル・パッセージ・セレモニー -大学
側の理念、学生の現実をみる目、「人種」という暴力
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が両者を縛る -体感させるジャズ史の授業が、黒
人という枠を飛び越えた

�章　ニューヨークのカリビアン：ブルックリン・
カーニヴァルとクラウンハイツ暴動
-	��
 年代にはじまったハーレムのカーニヴァル
-カルロス・レザマとブルックリンのカーニヴァル
-トリニダードのカーニヴァル：マス、カリプソ、ス
ティールバンド -�%.%ジュヴェ -黒人運動、反
ユダヤ主義、レーガン政権、警察 -クラウンハイ
ツ：暴動への布石 -クラウンハイツ：暴動、運動
家と生活者 -その後、そして今日

�章　今、振り返る始まりの時：�%		 �%.%レポート
-/�! 	 -/�! 	 -/�! � -/�! � -/�! �

-/�! �

�章　 (�� �� 0����：日本におけるスティールパン
の受容と普及
-はじめに -楽器研究の新しい方向 -スティール
パンの六つの特色 -「ワールド・ミュージック」
を境に時代を二分する
	% ワールド・ミュージック以前：プロの時代（～
	���）
-「見世物」としてスティールバンド -プロによる
「楽器の発見」 -「スチールドラム」という電子音
-「南海の楽園」 -日本人による初のスティールバ
ンド
�% ワールド・ミュージック以降：アマチュアの時代
（	��
～）
-「音楽の発見」 -日本人スティールバンドの勃興
-スティールバンドの演目 -「スティールパンを作
り演じる」という教育活動 -ワールド・ミュー
ジック以降のプロ -むすび

自著紹介ということで…、本書の内容自体は

上記のもくじなどから読み取っていただくとし

て、ここでは、この本ができるまでの裏話を記

してみよう。以下、私事がつづくが、一つの単

行本の誕生話としてお読みいただければ幸いで

ある。

本書が出ることになった直接のきっかけは、

私が、本務校である弘前大学の一般教養の科目

に「ラテンアメリカとカリブ海の社会と文化」

と名づけた授業を立ち上げ、そのシラバスをイ

ンターネットでみた二宮書店の編集者・齋藤竜

太さんが、『地理月報』という冊子への記事を

私に依頼した ����年秋にさかのぼる。どうや

ら、そのときから齋藤さんは私と本を作ろうと

思っていたようだ。

フリーランス時代の後、教育学部の職に就い

た私の本務は美術教育。それは、それでやりが

いのあり、本望の仕事ではあったが、どうもそ

の枠のもとでは、私が培ってきたラテンアメリ

カやカリブ海での経験を生かしづらい。教師に

なるための受験勉強をする学生たちにとって、

教員採用試験にかかわらないことに心を向ける

ゆとりなさそうだし、学部の雰囲気も、「教育と

は何か」を本気で問うというより、卒業生の教

員採用率に組織としての生き残りを図っている

ようだった。また大学は「世界に発信する」と

スローガンにうたいながらも、私の赴任時、ス

ペイン語やラテンアメリカに関する授業や講座

はなかった。そこで「では、私がはじめよう」

と、一般教養の枠でその授業をはじめた。そし

てそのシラバスに、カリブ海の音楽やスティー

ルパンをトピックにする旨を記しておいた。

齋藤さんが、その頃、私に目をつけたのは、

いくつかの理由があったようだ。彼が勤める二

宮書店の主な仕事は、学校教育の地理の教科書

やその副教材としての地図帳やデータブックの

作成である。地図帳やデータブックは、年度毎

での仕事のルーティンが決まっているし、教科

書づくりは改訂年度にあわせたルーティンがあ

る。そして、数年に一度、こうした会社として

の本業以外の仕事もできる年があり、そのとき

に向けての企画を探していたのだ。そして、音

楽好きの齋藤さんは、就職以来はじめての「自

分の仕事」として、スティールパンで何かと動

いている私と組んで本を出そうとおもったよう

なのだ。ドラム缶製の旋律打楽器スティールパ

ンの生まれ故郷はカリブ海トリニダード・トバ

ゴ、つまりこのネタなら地理専門の出版社でも

彼の好きな音楽の本を出せると。その頃私は、
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スティールパンの %�をいくつかリリースして

いたし、トリニダードからのスティールバンド

招聘もこなしていた。

����年になり『季刊民族学』に私のトリニ

ダード（およびニューヨーク、日本）とスティー

ルパンに関する論考が数回にわたり連載された。

無論、ゆくゆくは本にするという前提のうえで

研究に着手し、記事構成も練ったものだ。また

その年の夏、東京・渋谷の「たばこと塩の博物

館」で、トリニダードのカーニヴァルとスティー

ルパンに関する写真展を開催した。そのとき、

写真のほかにも、文化・歴史背景の解説、カー

ニヴァルや楽器づくりのビデオ映像も展示し、

付随された講演会ではスティールパンのミニコ

ンサートをした。そして、コンサートが終わり

舞台にやってきた齋藤さんは初対面の挨拶をす

ると同時に「来年、私と本を出しましょう」と

いった。

こうして出版に向けて動き出した。私は本と

して欠けていた序章の部分を書き上げ、齋藤さん

の時間がとれるようになる ����年春までまっ

て具体的な編集作業にはいった。しかし、いく

つかのことが、齋藤さんと、私の間で、齟齬を

おこしていた。齋藤さんは、旋律やリズムの楽

理的分析などをいれた「音楽の本」を出そうと

していたが、私が扱いたかったのは音楽そのも

のではなく、そのまわりで繰り広げられている

文化政治のほうだった。齋藤さんは、彼の知る

ミュージシャンの名前や曲名がのるかどうかに

こだわったが、私は、大資本がつくりだす商品

としての「音楽」よりも、市井の人びとの日常

の実践に関心があった。齋藤さんは、今の時流

にのっているものをあつかおうとしたが、私は、

��・��年経っても古くならない本をつくりた

かった。そして、齋藤さんから出された改訂依

頼を、私は何度も断った。また、私は本書のタ

イトルがどうなるか心配だった。私がつけたタ

イトル『祝祭と暴力』は、「音楽」らしくないし、

「地理」らしくもないからだ。結局、このタイ

トルは、ルース・ベネディクトの『菊と刀』を

例にあげた販売担当者の後押しもあって守られ

た。私は、対象や分野を超えて人間としての本

質的な問題にまで踏み込みたかったのである。

そして、この『祝祭と暴力』という抽象的なタ

イトルが、齋藤さんの目を開かせた。

編集作業は、前半を弘前と東京で、後半は、

私の海外長期出張にともない米国テネシーとの

あいだでのネット上でのやりとりですすめられ

た。途中、私が使用していた大学のサーバが学

外からアクセスできなくなりあせったが、齋藤

さんが準備してくれたロサンジェルスのサーバ

を利用して、画像や音声などの大容量データも

やりとりした。ブックデザインは、本文部分を

斉藤さんが、それ以外は私が担当した。また、

カラー写真による口絵をそれなりの量でつけ、

さらには �)��)�/'�もつけよう、といってき

たのは齋藤さんのほうからだった。写真とその

あつかいに関しては、私はそれなりの自負と経

験があり望むところではあったが、�)�製作

に関しては、齋藤さんも、私も、そして二宮書

店もはじめてのことだった。私は、慣れないメ

ディアに手を出すとなにかと面倒ではないかと、

少々気が引けていたところもあったが、齋藤さ

んが、自らオーサリングをするというので、お

願いすることにした・・・彼は、はじめ無料ソ

フトで簡単にできるとおもっていたようだが、

やってみるとそれでは使い物にならなかった。

そして、トライ＆クライを繰り返しなんとか完

成にこぎつけた。

�)�の元となるオリジナルデータを齋藤さ

んに渡す際、ちょっとした手違いで別なものが

はいってしまっていた。そして、齋藤さんが、
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試作した �)�をみて、私は驚いた。タイトル

がぐるぐるまわってあらわれたかとおもうと、

私とゼミ生（「美術教育」の看板のもと舞踊、絵

画、音楽の実践家たちがあつまっている）によ

る、お琴、津軽三味線、ピアノ、そしてスティー

ルパンによる俄か仕込みのセッションがはいっ

ていたりするではないか・・・私自身は、この

�)�にずいぶん楽しませてもらったが、「まっ

とうな著書」をつくるために、その部分はカット

し、つなぎもシンプルにした。（この試作 �)�

は、当ゼミ秘蔵版として長く愛されることとな

るでしょう）

といろいろありながらも本書はなんとか完成

した。ものづくりという観点からこの本の特徴

を挙げると、まずその独自性にあろう。規定の

フォーマットにデータを流し込むルーティン化

されたシリーズものとはちがい、コンセプトや

読者の設定、判型、紙質、印刷方法、レイアウ

ト、附録のとりあつかい、出版時期、販売宣伝方

法・・・などなどについて、やりたいこととや

れることを見比べながら一つ一つを決め、それ

を実現していく。そんな単行本の特徴を十分に

生かした贅沢なものづくりの過程だった。そし

てその著者も編集者も出版社自体も、それらの

作業の多くが始めての経験だった。経験がない

からこその無駄な苦労もあったが、経験がない

からこそできた挑戦もおおく、その結果、よい

意味で類書のない個性的な本ができたと思う。

といったところが本書の誕生話である。また、

本書そのものは、いたってまじめに、学問と真

実を追究したものである。最後に本書におよせ

いただいた評をいくつか紹介させていただく。

著者は、日本でのスティールパンの伝道者であ
り、1/も手がける、気鋭の芸術家・学者。「スティー
ルパン」はドラム缶でつくった楽器のこと。日々
の悲しみや怒りを祭りで一気に表出し、昇華させ

るカーニバルには欠かせない。トリニダード・ト
バゴ、ニューヨークそして津軽と、地球規模で音
の力と人間の感応の現場を追った、/2/映像付き
の文化創造論。+�

� 年 �月 	� 日読売新聞,

「�
世紀最大のアコースティック楽器発明」と
謂われるスティールパン（別名：スティールドラ
ム）は 	��
 年頃にカリブ海のトリニダード・ド
バゴで発明された民族楽器である。ドラム缶で作
られた新しい旋律打楽器は全世界で受け入れられ、
日本でもリトルテンポら多数のミュージシャンに
よって愛用され、演奏者も増加している。本書はこ
のスティールパンが生み出されたトリニダードの
カーニヴァルとそれを取り巻く歴史、文化、政治、
価値、アイデンティティ、および暴力の問題に切り
込んでゆく。カリブ海出身者の多く暮らすニュー
ヨークの移民社会、カリブ文化の多様性を覆い隠
す「黒人神話」の抑圧、�%		同時多発テロによっ
て、多様性を謳歌する移民社会が星条旗を掲げる
“アメリカ人”へと否応なく編成されてゆく過程を
伝えるドキュメント、日本におけるスティールパ
ンの普及過程など、スケールの大きな論考が展開
されている。カーニヴァルの高揚感を切り取った
豊富なカラー写真も強烈。トリニダードのカーニ
ヴァルと弘前大学スティールパン部でのスティー
ルパの制作過程を収録した附録 /2/ も一見の価
値あり。+3�4サイト 5�$��6 0����,

この本は，トリニダード・トバゴで生まれた「ス
ティールパン」「カーニヴァル」という二つの文化
に着目して，トリニダード，ニューヨークの社会を
描写している。特に，ニューヨークに関しての文
章からは，僕の知らないことばかりというか，ス
テレオタイプの「黒人」像に囚われすぎていた自
分に気づかされた。黒人というと，奴隷として連
れてこられた悲しみを背負い，ブルースやヒップ
ホップという文化を生み出しながらも，貧しく暮
らしているというのが，大体の日本人の考え方だ
ろう。だけど，実際はブルースを決して悲しいか
ら唄っているわけではない。山下邦彦の『楕円と
ガイコツ』でそれを学んだが，冨田晃は，実際に
黒人大学に命がけで身を置いて，ブルースの神髄
を学んで来た。ブルースを作り出す楽しさ，それ
は，本書の「黒人大学留学日記」を読めばわかる
だろう。
そして，人種間の誤解から生まれたクラウンハ

イツ暴動。この暴動は何故収まったのか，同時多
発テロが移民社会にもたらしたものは何だったの
か，殺伐とした世の中だからこそ，この本に収め
られたドキュメントは，僕の胸を打った。テロリ
ズムの連鎖から抜け出す鍵は，この本の中からも
見いだせるのだろうか。
「祝祭と暴力」，言い換えれば「祭りと喧嘩」。正
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反対の言葉のようで，実は表裏一体，シンクロニ
シティを持った言葉同士なのだ。暴力よりも祝祭。
喧嘩よりも祭り。スティールパンとカーニヴァル
が，人種の垣根を越えたグローバルな文化として，
それぞれの社会状況を反映しながら，世界各地に
伝わっている。トリニダードからは余りに遠い日
本への，文化の浄化された平和な伝わり方。それ
を否定するのではなく，楽しむことから，平和な
社会が広がってゆくのかもしれない。（3�4 サイ
ト 5�7 ���） □■

『アルゼンチンを知るための ��章』（明石書

店、����年 �月）✍アルベルト松本（スペイ

ン語通訳＆翻訳、通訳者育成講師）

出版までの経緯

����年 �月、日本では韓国と共同開催でサッ

カーワールドカップが行われたが、ちょうどそ

の一年前に友人のアンジェロ・イシ（武蔵大学

社会学部移民研究等の専任講師）が『ブラジル

を知るための ��章』を明石書店から出し、彼か

ら �冊サイン付きの本を進呈され、私の生まれ

育ったアルゼンチンの隣国でもある南米最大の

国であるブラジルのことを読みその感想を彼に

メールで送ったことを記憶している。C杯では

ブラジルは大変盛り上がり優勝したのだが、彼

の本もかなり売れたという。

それから数年後、あるきっかけで写真家であ

りアルゼンチンの日本人移民のパイオニアの一

人であった賀集九平氏の孫にあたる賀集イレー

ネから元三井物産の社員で、現在ラテンアメリ

カとの文化交流事業を、主に中米のエルサルバ

ドルとの間で手がけている平尾行隆氏を紹介さ

れ、そこから出版社にアルゼンチンに対する執

筆の企画があると知った。その後、編集部の大

江氏と会い、その時点でもう既に出版社も私の

ことをある程度調べていたため、すぐに話しも

まとまり、企画の方針も定まったのである。

それからすぐにアルゼンチンについて下調べ

を行い、徹底したシステマチックな情報収集を

しながら執筆の準備に入った。いつかアルゼン

チンのことを書こうと思っていたため、既に持っ

ていたデータバンクを整理しこれを大いに活用

した。また、インターネットを通じて現地の書

店から最新の文献も購入した。

一般的な読者だけではなく、外語大等で南米

関係の研究をしている学部生や大学院にも役立

つような内容にするため、アルゼンチンをどのよ

うに紹介したら良いのか自分との葛藤が始まっ

たが、下書きを行いながら一つ一つのテーマを

淡々と書き始めた。

執筆作業

しかし、ある程度誰にでもアルゼンチンのこ

とが理解できるような作品にするということは

そう容易いことではないと、書き始めてからす

ぐに直面した課題である。日本では、それまで

アルゼンチンというとタンゴやサッカー、ボル


