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というわけで、三つの困難・災難に見舞われ

ながらも、なんとか書き上げることができたの

が、この作品である。そして、冒頭の信念を譲

らぬためには、ハプニングから掘り出し物を引

き寄せる力が必要なのだと悟った次第である。
□■

『革命期メキシコ・文化概念の生成―ガミオ－

ボアズ往復書簡の研究』（新評論、����年）�

カリフォルニア大学・大村香苗

本書は、����年に提出した博士学位請求論

文 �お茶の水女子大学・文化人類学�を修正・加

筆し、学術振興会の助成を受け出版したもので

ある。

本書は、革命期メキシコで行われた二人の人

類学者の交流の軌跡を通して、国民国家概念の

様々なあり方、さらにはそれが文化の多様性を

尊重すべきとする立場と交差・葛藤する様相を

検討するものである。

本書の舞台となるのは、ポルフィリオ・ディア

ス独裁体制 �任期 ���	�8 �
	�����の末期

から革命の勃発、そしてその沈静化に伴い起こっ

たナショナリズムの機運高まるメキシコである。

この激動のメキシコにおいて、二人の人類学者

―メキシコ人マヌエル・ガミオ ���	�����と

ドイツ生まれのユダヤ系米国人フランツ・ボア

ズ ���	��
��―は、人類学研究の拠点の創設

という共通の目的を介して知り合った。

文化的多元主義のパイオニアとも呼ばれるボ

アズは、人種的差別が吹き荒れる当時の米国社

会に真っ向から対抗した社会活動家としても知

られる。ボアズが行った数々の議論は、今日の

異文化理解の鍵ともなる「文化」、「人種」の概

念が練り上げられる素地を作り、文化相対主義

の観点を提供した。

一方、メキシコ先住民政策の父とも呼ばれる

ガミオは、ボアズの理論を存分に吸収しながら

も、多様な人種や文化から構成される多民族国

家メキシコにそれらを直接移植するのではなく、

メキシコ独自の文化概念の生成を目指した。

本書では、ガミオとボアズが交わした約 �
�

通の書簡とメキシコ国立人類学博物館所蔵のガ

ミオ・アーカイブを網羅的に分析し、それをメ

キシコおよびそれを取り巻くヨーロッパ・米国

からなる多層的文脈に位置づけつつ論じること

で、米墨人類学の交差が、革命期メキシコにお

ける国民国家形成を支える諸概念を編成し、そ

の内部に存在する多様な民族やその文化を把握

するための視点を醸成していく過程を明らかに

した。

以下では、本書執筆の経緯とその内容につい

て簡単に紹介したい。

マヌエル・ガミオとメキシコ文化政策

筆者が本書のテーマに取り組むきっかけと

なったのは、修士課程入学以来行ってきたメキ

シコの民衆文化・芸術に関する研究である。と

りわけ筆者が関心を持ったのは、革命期メキシ

コの民族主義的文化運動の中で「再発見」された

とされる
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ばれるメキシコの先住民芸術であった。これら

の物品、およびそれに関わるメキシコの文化政

策を精査するうちに浮上してきたのがガミオで

ある。ガミオは先住民政策、農村教育、考古学、

文化人類学などの様々な分野、さらには米墨の

芸術家、メキシコ人政治家、米国人知識人など

の様々な人々に影響を与え、またこれらの人々

を結びつける仲介者としての役割を果たしてい

た。一方、ガミオに関する先行研究は彼の広範

な影響力に比してきわめて少なく、その活動の

全体像を把握できるものもほとんどなかった。
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ガミオとはいったいどのような人物であった

のか。また近代先住民政策の父とみなされなが

らガミオに対する評価が十分に行われてこな

かったのはなぜなのか。

本書の第 �章では、このような問いについて

検討するためにガミオの生涯を概観すると共に、

これまでの先行研究を時系列的に検証した。そ

の結果、����年代末から �年代後半に至るま

でガミオがほとんど評価されてこなかった背景

には、メキシコ革命の成果に対する不信感、そ

して革命の落とし子ともいえるインディオ政策、

およびその担い手となってきた過去の人類学者

に対する批判の高まりがあったことが明らかと

なった。

他方、このようなガミオに関する先行研究の

動向には、����年代以降変化、多様化の兆しが

見られることも明らかとなった。本書では、ガ

ミオ再評価の動きに、��年代以降メキシコが経

験した、北米自由貿易協定の締結、サパティス

タ民族解放軍の武装蜂起といった様々な出来事

が関係していること、またガミオが、歴史学、

人口学、人類学、移民研究などの様々な分野に

おいて、国民国家の枠組みを再考するうえでの

キーパーソンとして注目されていることを明ら

かにした。さらにこれらの研究の中には、ガミ

オに対するボアズの影響に触れるものも存在す

るものの、その多くは師ボアズと弟子ガミオの

関係を固定的に捉えるにとどまっていることを

指摘した。

ガミオ・ボアズ・人類学

本書で対象とする二人の人類学者―一方は統

合主義者、そしてもう一方は文化相対主義の父

という対極の称号を与えられた―の交流につい

ては、これまで米国ではほとんど顧みられず、

またメキシコ側の先行研究では師ボアズによる

弟子ガミオの教導という限定的かつ固定的な見

方でのみ捉えられてきた。ガミオとボアズの交

流とは実際にはいかなるものであったのか、ま

た両者の出会いを促した当時のメキシコの社会

背景とはどのようなものであったのだろうか。

以上のような問いについて考察したのが本書の

第 �章である。

ガミオとボアズが出会うきっかけは、「南方戦

略」と呼ばれるボアズの研究領域拡大案であっ

た。メキシコ初の国際的学術機関、アメリカ考

古・民族学国際学院 ��/��!*� '3�!�3����3�*  !

#�S�!�*�:P� G ��3�*�:P� #"!����3�� �'#�#�

の創設へと結実するこの戦略の背景には、当時

ボアズが置かれていた困難な状況があった。ド

イツから米国への移住後、当時主流であった進

化主義的な文化人類学の方法論に対し論争を挑

んだことにより、ボアズは米国人類学界の中心

地ワシントンから孤立する傾向にあったという

事情である。�'#�#はボアズにとって、周縁

者としての立場を解消し、理想の人類学教育・

研究を可能とし得る拠点であり、その確立に向

けて見出されたのが当時メキシコ国立博物館の

研修生であったガミオであった。この出会いを

きっかけに、ガミオはボアズが教鞭をとる米国、

コロンビア大学で人類学の訓練を受け帰国した

後、�'#�#の主要メンバーとなっていく。

他方、各国の研究者を擁する �'#�#設立が

可能となった背景には、受け入れ国メキシコ側

の事情も関係していた。それは、ディアス体制

下メキシコが、近代国家に相応しい国際性や文

化レベルの高さを対外的に誇示するための拠点

を欲していたという事情であった。

ところが、ボアズとディアス体制との利害の

一致により創設に至った �'#�#の活動は、同年

勃発したメキシコ革命により次第に困難となっ

ていく。ガミオとボアズの書簡には、革命を機
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とした管轄省庁の混乱や財政難、そしてボアズ

ら外国人教師に対する排斥運動などに直面した

両者が、�'#�#の継続に向け協力していく姿

が示されている。このような姿は、これまで両

者の関係を一方向なものとして捉えてきた先行

研究が見落としてきたものである。

ボアズにとってガミオは、彼の「南方戦略」

実現のための重要な要であり、メキシコを訪れ

る国際的研究者が調査を行う際にメキシコ政府

との交渉を可能とする「窓口」であった。また、

ガミオにとってボアズは、メキシコでの人類学

制度化における貴重なモデルであり、メキシコ

人類学の認知度を国内外で高めてくれる広告塔

でもあった。

他方、革命の激化と第一次大戦の勃発は、

�'#�#の継続を不可能としただけでなく、ガミ

オとボアズの相互補完的ともいえる関係が成立

し得ない局面をもあらわにしていく。そのよう

な局面の一つがガミオによる「国学」としての

人類学局 �$��!���43  ! #3�����*�:P��の創設で

あった。それは、人類学をメキシコ国内の住民

統治の学として位置づけるものであり、国家の

枠組みを排した国際的学術発展の道を模索して

いたボアズの思惑とは相容れないものであった。

本書では、ガミオとボアズの書簡に現れるフ

ォークロア研究、遺跡・遺物の帰属などに関す

る様々なエピソードをもとに、革命下メキシコ

においてガミオとボアズがメキシコ人類学の創

設に向けて協働しながらも次第に見解を異にし

ていく様相、そしてその根底に両者の3����3（国

民国家）を捉える視線の違いがあったことを明

らかにしていく。

国民国家・人種・文化

ガミオとボアズは人類学の普及という共通の

目的を抱きながらも、その拠点、あるいは研究

成果が結晶する対象、すなわち 3����3の捉え方

において見解を異にしていた。では、両者は実

際に 3����3をどのように捉え、またそこにはい

かなる問題意識の違いが存在したのか。以上の

ような問いについて検討したのが本書の第 
章

および第 �章である。

両者の 3����3に関する見解は、その定義、問

題意識、背景、そしてその理想の形態において

大きく異なっている。ボアズにとって 3����3と

は、まず第一に政治単位としての国家�/���!を

指し、次に 3����3�*��Gに属するとされる成員を

意味した。しかしここでボアズが問題とするの

は、3����3の副次的な意味とされる 3����3�*��G

が血統や言語による紐帯と同一視され、それらを

共有しない人々に対する差別を生み出しうるこ

とにあった。ボアズにとって 3����3�*��Gとは、

個々人が 3����3内での生活を通し自然に身につ

ける感情や習慣の総体を指し、他者から強要さ

れたり、他者と異なるからといって差別の根拠

とされるべきものではなかった。ボアズにとっ

て 3����3とは、個々人がそれに対する能動的働

きかけにより、その知的自由や生活向上の達成

を可能とすべき枠組みであった。

一方ガミオにとって 3����3とは、その人種・

民族的に分断された状況から現在のメキシコに

は「不在」であり、未来に向けて創出されるべ

きものであった。このようなガミオが現在のメ

キシコの状況と未来に獲得すべき 3����3とを介

在させるものとして提示するのが ������（祖国・

郷土）の概念であった。ガミオにとって ������

とは、人種、文化、言語、歴史の融合により獲得

される成員間のつながり、すなわち 3����3�*��G

により創造されるものであり、ガミオはその生

成をメキシコ内の住民が果たすべき義務である

とした。またガミオの ������.3����3とは、単な

る枠組みというよりは、メキシコという土地や
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風土と一体化した、まさに郷土と呼び得るもの

であり、その内部に存在する相互に多様な成員

が、血縁や地縁により強固に結び付いた小さな

������をモデルとしながら、徐々に融合化をは

かることにより獲得され得るものであった。

以上のように、極めて異なった 3����3の定義

化を行うボアズとガミオであるが、両者が3����3

を概念化するうえで共通して注目するのが人種

と文化という二つの概念であった。ただし、両

概念に注目する際の問題意識及びその用法は、

ボアズとガミオにおいては大きく異なっていた。

ボアズにおける文化の概念とは、当時の欧米

の人類学者が「人間の心的同一性」を前提に、

各文化の歴史や地理的違いを考慮することなく

導き出す単線的進化の枠組みを批判する中から

生まれたものであった。ボアズは綿密なフィー

ルド調査に基づくデータ収集を通して、文化と

はそれぞれが置かれた環境や歴史的要素が絡み

あい収斂されることで多系的に生じる極めて複

雑なものであると論じた。

またボアズにおいて人種の概念とは、ユダヤ

系ドイツ人としての自身の経験を背景に、人間

の形質的違いから安易に心性の違いや優劣を論

じること、すなわち人種と文化とを混同するこ

とに対する批判から生まれたものであった。こ

のようなボアズによる人種と文化の概念化は、

欧米の人種主義的な思想潮流の影響から、劣等

意識に苛まれてきたガミオらラテンアメリカの

知識人に多大な影響を与えた。

ただしガミオは、ボアズの概念をそのままメ

キシコに受容したわけではなかった。本書では、

ガミオがボアズにおける人種・文化の概念をメ

キシコにおける 3����3形成という自身の問題意

識に照らし合わせながら修正・再構築していく

姿、さらにはガミオが描こうとしたメキシコに

おける理想の 3����3像とはいかなるものであっ

たかを、彼が実際に行った芸術奨励活動の考察

を通して明らかにした。

おわりに

先日、筆者が所属する 2�?#、ラテンアメ

リカ研究センター内にある �#&'�(�! ��/��3��

#"!����3 &!��� ���*/ '3 !H�のスタッフから連

絡があり、ガミオとボアズのアーカイブの所在

について問い合わせが来ているのだが、どうし

たらいいかとたずねられた。同スタッフには筆

者も本書刊行の直前にスペイン語の訳文等につ

いて相談したばかりであったため、彼女はガミ

オとボアズに関する問い合わせが続いたことに

驚いた様子であった。

�#&'に問い合わせをしたという人物の関心

がいかなるものであったかはわからない。しか

しながら、現在メキシコのみならず米国におい

ても、ガミオとボアズの交流が注目されている

背景には、米国が今まさに抱えている様々な問

題が関わっているのではないだろうか。すなわ

ち、経済的なグローバル化が進行する一方で、

����年の同時多発テロ以来続く国外での抗争

は、出口が見えないまま泥沼化している。国内

では、増加する移民の処遇をめぐり様々な議論

が繰り広げられ、さらにローカルなレベルでは、

ヘイトクライム（人種、セクシュアリティ、宗

教などを異にする集団への差別的感情を動機と

して起こされる暴力的犯罪行為）の頻発が、住

民間の脅威や断絶を生じさせている。

このような状況に鑑みれば、革命期のメキシ

コでガミオとボアズが取り組んだ議論の意義は

決して色褪せてはいない。人種・文化・国民国

家概念生成の前哨線にあった二人の交流、そし

てそこに見られる様々な葛藤や矛盾には、時間

や国境を超えて我々が再考すべき点がまだ多く

残されている。本書がそのための一助となれば



�� ラテンアメリカ・カリブ研究

幸いである。 □■

『メキシコ、先住民共同体と都市―都市移住者

を取り込んだ「伝統的」組織の変容』（慶應義

塾大学出版会、����年）� 関西学院大学・禪

野美帆

この自著紹介では、�）拙著にあまり書いて

いない調査にいたる成り行きと、�）調査の終着

点、つまり結論を中心に書いていく。本の論旨

はその結章（��� ���	�
）にまとめてある。

本書は、メキシコ、オアハカ州、ミシュテカ

高地に位置する一村落の在住者と、同村から首

都メキシコ市へと移住した人々の動態的相互関

係を描こうとしたものである。このテーマは私

が修士課程に入学して �年目に、メキシコ外務

省から奨学金をいただき、留学を実現した時か

ら具体化し始めた。この ���年当時、日本の

文化人類学界では構造主義や象徴論に勢いがあ

り、私が学んでいた大学院でも世界観、儀礼、

災因論等の研究に取り組む学生が何人も在籍し

ていた。この構造主義や象徴論は、「これこそ

が○○社会のしくみだ、考えだ」と述べる傾向

が顕著で、社会の早い動きよりは、変わらない、

少なくとも変わりにくい特質を探ろうとするも

のであった。

その頃私は、学部時代の文化人類学ゼミの指

導教授の影響もあり、都市に惹かれていた。特

に、都市の多様性のなかで、常に他者との相互

作用のなかに置かれたマイノリティのアイデン

ティティに興味があった。私がスペイン語学科

の出身であることや、ラテンアメリカに漠然と

した憧れを持っていたこと、そして奨学金をい

ただく機会に恵まれたこともあって、私はメキ

シコの都市に暮らす先住民を調査対象とする決

心をした。

私は、現在でもそうだが、五感で何かおもし

ろそうだと感じてから、その場所や現象を研究

対象にしたいと思うタイプである。理論上の展

開や、既存の業績から、「ここへ行ってこれを調

べることに学問上の意味があるはず」と最初に

あたりをつけるタイプではない。��年ほど前は

その志向が今以上に強かった。そのためだと思

うが、調査地を絞るのに �年もかかってしまっ

た。チアパス、ミチョアカン、ユカタン、プエ

ブラ、北の国境地帯、どこへ行っても、「ここ

だ！」と強く思えなかったのである。今思えば

この長期に渡る迷いは非常にぜいたくな時間で

あった。

到着から �年後の ����年、メキシコ市で、調

査地となる村から移住して ��年以上にもなる

女性と知り合い、彼女を通して出会った村、サ

ン・マルティン・ウアメルルパンとその村人を




