
著者自身による新刊書紹介 ��

筆者が企図した本書の原題も、『マヤ世界―

日本人人類学者の貢献』 � ����� ��!�" ���#

���������� �� ������$����� %��������という中

立的なものだった。しかし、購買層の関心を惹

くためという理由で、最後の段階で『マヤ世界

―日本のまなざし』に改題された。

こうして、題名や表紙にはメキシコの大学出

版局が考える「日本」が横溢し、古代マヤのイ

メージと重ね合わされることになった。残念な

反面、「未決囚」であり続けるよすがが、そこに

あるように思われなくもない。「分かるとは何

か」の探求が人類学の出発点であり目標である

とするなら、マヤ文化に関する私たちの「分か

り方」や私たち自身の「分かられ方」にかかわ

るステレオタイプや自己演出なども、すぐれて

人類学的な現象である。本書の体裁そのものが

人類学の研究対象たりえていることを、筆者は

喜ぶべきなのかもしれない。 □■

『ブラジルにおける違憲審査制の展開』（東京大

学出版会、����年）�杏林大学・佐藤美由紀

調理プロセスを目にすると食卓の料理に食欲

を感じなくなることがある。水面下での脚の激

しい動きを見てしまえば、湖沼の水鳥ももう優

雅とは思えない。とはいえ、著書の執筆過程の

ハプニングは、他人の目には滑稽で一興かもし

れない。笑いに欠ける本なので、こういう形で

補うのもよいかと思い、作成の内輪話の執筆を

引き受けた。

本書は私の初の単行著書である。「こんなテー

マで日本で論文が書けたこと自体が驚き」とい

う、誉められたのか呆れられたのか（おそらく

両方だろう）首を傾げる反応もいただいたが、幸

い概して好意的な言葉を寄せてもらっている。

自ら選んだものであれば、どんなテーマでも書

きようがあるし、その材料も手に入れることは

かなりの程度は可能な世界に生きている、とい

うのが修士論文作成以来の私の信念（盲信？）

だが、そうはいうものの、本書の執筆段階で挫

けそうになったことが三回ほどあった。

第一の問題は、違憲審査制の運用状況の把握

において生じた。本書のはしがきに記した資料

の問題は、既に混乱を極めた修士時代に経験済

みで、それに照らせば今回は当初から解決の見

込みはあった。関連するブラジルの法律家の文

献は、手元にあるものこそ限られていたが、完

成までには必要なだけは取り寄せられると、ほ

ぼ確信していた。実際、サンパウロ大学法学部

の図書館から送って頂いたり、恩師である二宮

正人先生のお力をお借りしたり、あるいはブラ

ジルに足を運んだりという形で、作成したリス

トの全てとはいわないものの、少しずつ理解の

穴を埋めるような資料を手に入れ、制度と学説

の状況を説明することができた。しかし、論文

を入手したところで、ブラジルの公法学で具体

的数量により表現がされることは多くはない。

裁判所の過剰負担等、問題の存在について法律

家は熟知していても、それを論文において数字

を挙げるとなると、伝統的には余り好まれてこ

なかった。現代的感覚を持ち合わせている著者

による数少ない例外の著述だけでは断片的で、

現実の法運営を把握するには十分ではなく、こ

れでは運用状況の説明ができない。

そこで、ブラジリアにある連邦最高裁の図書

館にある統計資料を通じて、これを補うことが

できるかもしれないと考え、����年の �ヶ月

のブラジル滞在中、�ヶ月をブラジリアで過ご

し、同図書館に通った。しかし、司法統計年鑑

を調べていて、統計の項目立てや基準が比較的

頻繁に変わり、連続的な資料として分析するの
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にはかなりの難点があることに気付いた。その

変更の理由が、制度の新設等の反映である場合

もあるが、どうにも担当者の恣意としか推測で

きないものもあった。それでも、使える可能性

のある資料についてはコピー依頼をし、かなり

の量を集めた。

その後、連邦最高裁判所の判例調査室で、職

員の方から、連邦最高裁のホームページが公開

を始めたばかりであることを教えていただいた。

教えてくださった職員の方も、誇らしげだった。

偶然にも私の滞在時に�&が開設され、司法統

計、とくに違憲審査に関わる統計が掲載されて

いたとは。この旅の中で最も嬉しかった瞬間で

ある。もっとも先にとったコピーの多くは無駄

になってしまったが。

第二の困難は、自家中毒に似た、自ら招いた

苦痛だった。帰国後、上記の �&にある統計資

料を活用して、抽象的違憲審査の中心をなす違

憲直接訴訟の運用の全体像を描き出すことを計

画した。とはいっても、今では �&から全文を

取り出すことが可能な判決が多いが、当時は、要

約だけを取ることが可能であった。また、残念

ながら当時の私たちの共同研究室にはインター

ネットが引かれておらず、&�作業室で約 ����

件の違憲直接訴訟判決の要約版をプリントアウ

トし、その分類・集計は研究室の机の上で行う

ことにした。連邦最高裁の &�に接続できない

ことも度々あり、当時の &�やプリンターの性

能では、印刷だけでも結構な時間がかかった。

当初、ファイルに落として研究室内の &�で読

み取るという方法も考え、その方が紙の無駄も

ないという利点も知っていたが、ファイルに落

とし識別用の名をつけ、当時一般的であった容

量の小さいフロッピーに入れるのには、それは

それで時間と手間がかかり、フロッピーの使用

枚数も多く、後の作業を考えると、決して得策

ではないことが、試行でわかったので、最も原

始的な印刷式に決めた。

違憲直接訴訟 �件につき侵害を疑われている

憲法条文は一つではない。多くの事件では、で

きるだけ多くの憲法条文を引き合いに出そうと

するものである。この際、内容は問わず、その

侵害を疑われていることが判例の要約上明示さ

れているものを、条文番号を書き出した紙に記

していくことから始めた。約 ����枚のカード

に各事件のデータを抜書きし、これを後に大判

のトランプのように用いて分類し、計算した。

表計算ソフトやデータベース・ソフトを用いな

かったのは、資料の表記方法が統一されていな

いので、推測や文脈を示すための備考を付さざ

るを得ず、算定時に必ず判断が必要になるため、

一挙計算はできなかったためである。この作業

により何が問題視された事件が多いかが明らか

になった。また、裁判がどの段階まで進行した

か、どこでどのような形で決着がついたか、違

憲性を問われた法律が連邦の規範か州の規範か、

どのレベルの規範か等についても、この方式で

算定した。さらに、提訴権者についても分類・

計算をしたのであるが、これは後に最高裁判所

自身が統計で表示してくれるようになったので、

後から見れば無駄となってしまった。

この作業は非常に単純だが機械化しにくいと

いう、一番性質の悪いものだった。こうして私

は、���年の 月を丸一ヶ月、�日 ��時間 �

週 �日間、該当する事件を一つ一つ数えて行く

という作業に費やした。研究室のスペースを増

やすために �階建の上に増築された 
階にある

その研究室は、夏は屋根の熱をたっぷり吸収し

て尋常でない室温となる。しかも、そういうと

きに限ってエアコンの調子は悪い。もっとも、

大学入学まで扇風機も使ったことがなかった私

はエアコンの冷気をそれほど好まないので、風
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もさして来ないし却って暑い気がしないでもな

かったものの開放感が味わえるので窓を大きく

開け、大ぶりのゴブレットに氷の塊をいれて溶

けるのを待ちすすることで熱気と闘った。暑さ

の中での気が遠くなるほど単純な算定の繰り返

しに、唯一潤い �？� を与えてくれるのがラジ

オだった。夏休みということで、この部屋の利

用者は私以外は殆ど来ないので、気兼ねなく付

けっ放しにした。B6,の苦手な私は ���に

ダイヤルを合わせ、秋山仁氏の解説する高校数

学やら橋爪功の朗読する『若きウェルテルの悩

み』やらを、バック・グラウンド・トークとし

た。お気に入りの番組は、午前中に毎日連続で

放送されていた『夏休み子供科学電話相談』で、

昆虫の生態、天体や雲の動き、表面張力の不思

議等々、様々な科学現象についての全国の子供

たちの質問と回答者の先生の言葉には、ついつ

い耳を傾けた。その中で秀逸な質問があった。

沖縄の女の子からの質問で、「ハイビスカスの

花は朝と午後では色が違うのはなぜ？」という

ものだ。他の多くの子供たちの質問にも、確か

に中には「小学生なのによくもこんなに詳しい

ことまで」という意味では感心するものも少な

くなかった。しかし、回答者も指摘していたよ

うに、自分で動物を飼育したり、実験をする中

で生じた疑問というより、書物等を調べて思い

ついた疑問を賢しげに問うているように感じら

れた。そんな中で、身の回りをしっかり観察し

て湧いたハイビスカスの花についての疑問は、

とても瑞々しかった。疑問解明のために書物か

ら書物へ渡り歩く冒険は私自身大好きだが、そ

んなのはひねた大人のすることだとも思ってい

る。子供時代は全身でのびのびと世界を感じ取

り様々な不思議を探す力を養ってほしい、と他

人事ながら思ったものだ。因みに色の変化の理

由は、花弁の ��変化とのことであった。

ともあれ、こうしたラジオ番組で気を紛らせ

ながら、延々と続く単純作業をなんとか終了し、

違憲直接訴訟の運用状況の傾向を引き出すこと

ができた。

第三の危機は、論文をまとめる段階で生じた。

挿入する主なパーツは定まり、あとは文章とし

て文脈に合うようつなぎ合わせる加工を施すだ

け、という段階まで来て、今で思えば「魔が差

した」としかいいようがないのだが、それまで

バックアップもとらずに�$に直接書き込んで

いたものを,%で保存しようなどと考えた。と

ころが、その,%に入れる段階で「コト」が生

じた。,%ディスク・ドライブの操作を終えて

,%を開けてみると中には何も入っていなかっ

た上に、もとの�$のファイルを開いてみると、

�頁目から最後の約 
��頁目まで全ての文字が

Xに化け、「XXX．．．」と総計約 ��万個の Xが並

んでいた。「お前の書いていたのは寝言だろ」、

とまるで &� にからかわれたかのようである。

慌てふためきながら,%ディスク・ドライブ製

造元に問い合わせればワープロ・ソフトの不具

合でしょうというし、ワープロ・ソフト会社は

,%のせいでしょうという。&�に強くない私

は、煙に巻かれたまま呆然とした。原因はわか

らずともなんとか復元できないかと身近な &�

に強い方に相談したが、こればかりはどうにも

ならないとのこと。再び資料を見直し、一から

文章を作成する気力を取り戻すまで丸一週間か

かり、その間、全く何もする気になれなかった。

結果的には、一週間、完全に机に近寄らなかっ

たのがよかったらしく、その後約 �ヶ月で、ほ

ぼ原状を回復することができた。多分、怪我の

功名というやつで、完全消失の前には時間をか

けて翻訳した素材は、かなり断片ごとに訳の調

子が異なっていたのが、�ヶ月で集約的に見直

したので、訳の調子が相対的に均質になった。
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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
アル テ・ポ プ ラ ー ル

#��! &���*��、あるいは
アルテサニーア

#��!/�3P�と呼

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。




