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著者自身による新刊書紹介

『グローバルとローカルの共振―ラテンアメリ

カのマルチチュード―』（人文書院、2883年）

�神戸大学・石黒馨

本書は、グローバリゼーションの進展する世

界において、ローカルに生活しながらしだいに

その生活空間を広げているラテンアメリカの先

住民・農民・貧民の問題について検討したもので

ある。特に、もうひとつのグローバリゼーショ

ンの可能性やその主体として先住民・農民・貧

民について検討している。

本書は、第 �部の「共振するマルチチュード」

と第 2部の「マルチチュードの取り込みと排除」

という 2部から構成されている。第 �部は、潜

在的なマルチチュードとしてのラテンアメリカ

の先住民や農民を主体の側から検討し、チアパ

スのサパティスタ（第 �章）、在米オアハカ先

住民移民（第 2章）、ゲレロの先住民農民（第 �

章）、コスタリカのコーヒー栽培農民（第 4章）

について検討している。

第 2部は、そのようなマルチチュードを取り

込んだり、排除したりしようとする国民国家や

新興宗教の側から検討する部分であり、ベネズ

エラのチャベス政権（第 5章）、ブラジルのユ

ニバーサル教会（第 6章）、メキシコの先住民

政策（第 3章）、メキシコ国家と先住民村落の

変容（第 9章）などについて検討している。

本書の執筆者は「2�世紀ラテンアメリカ研究

会」の参加者である。この研究会は、�772年に

発足し、�779年に『ラテンアメリカが語る近代

―地域知の創造―』（世界思想社）を刊行した。

本書はこの研究会の 2冊目の研究報告書である。

本書の大まかなテーマが決まったのは 2885年

�月の関西外大での研究会である。その年の 7

月に序章が執筆予定者に配布され、年末の研究

会でテーマが確認された。翌年 2月に執筆予定

者が原稿の論題を提出し、5月から 9月にかけ

て研究会を重ねた。7月末に第 �稿、�2月末に

第 2稿を作成し、最終原稿が完成したのは 2883

年 4月である。

本書の刊行後、『週刊図書新聞』（第 2956号、

2889年 2月 2日付）で山本純一氏（慶應義塾大

学）が書評し、『週刊金曜日』（第 67�号、2889

年 2月 22日付）では本橋哲也氏（英文学者）が

本書を推薦図書の �つとして紹介した。また、

『えいらっく』（第 �4号、2883年 �2月）で辻

豊治氏（京都外国語大学）が新刊紹介している。

以下、各章の執筆者自身による書評へのコメン

トや脱稿後の感想などを紹介したい。

第 �章マルチチュードの可能性

本書は、ヨーロッパを中心に分析されてきた

〈マルチチュード〉の概念を、ラテンアメリカを
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軸に再考する日本で最初の試みである。本書で

提示しているのは最終的な結論ではなくその暫

定的な研究成果であり、〈マルチチュード〉に

対する評価も執筆者によって必ずしも同じでは

ない。

筆者は、チアパスのサパティスタ運動を取り

上げた。サパティスタ運動は、ローカルな問題

をグローバルな問題とリンクさせることによっ

てネットワーク状に広がったという意味では〈マ

ルチチュード〉の議論に連なるものである。し

かし、サパティスタは、国民国家を否定するの

ではなく、国家の機能の正常化を目指すという

点で、筆者のサパティスタについての評価はネ

グリらの主張とは異なる。

山本純一氏は、本書の意義を好意的に認めつ

つも、ローカルとグローバルを結ぶ中間組織も

しくは媒介者の分析が不足している点を指摘し

ている。筆者は、先住民を運動の核になる主体

としてとらえ、媒介者である >@#は広義のサ

パティスタ支持者と考えている。サパティスタ

の戦略では、共鳴する感情をもとに、運動を他

の地域や社会とネットワーク状につなげること

が重要であるからである。しかし、共鳴の具体

的な広がりに関する分析については不十分であ

り、今後の研究課題としたい。（柴田修子）

第 2章＜共＞空間からのメッセージ

先住民は、これまで閉鎖的で伝統的なイメー

ジで語られることが多かった。しかしかれらは、

すでに近代前期の植民地的状況において「過剰

的近代性」を経験している。先住民移民組織も、

グローバル化した同時代性の最先端をゆくよう

な、まさに身体化された社会資本を駆使したロー

カルとグローバルの相互作用そのものになって

きている。

しかし、山本純一氏が指摘するように、先住

民移民は、単独かつ自動的にマルチチュードと

して立ち上がったわけではない。先住民二国間

組織戦線 �D-#E�のなかには、メキシコ市の地

下鉄労働者組合を前身とするミシュテコ人民委

員会 �""M �や、クリアカンで農民・農業労働

者独立本部 �"-#*"�の影響をうけて結成され

た被抑圧人民連合 �#M�#�のように、移民の過

程で労働組合運動の経験を取り込んでいった組

織もある。

また、先住民二国間組織戦線にもメキシコ先

住民移民研究を専門とする米国人人類学者やミ

シュテコ移民出身で米国の大学で学位を取得し

た社会学者などがアドバイザリー・スタッフと

して関与している。これらのことは、山本氏が

指摘する「先住民がマルチチュードとしての潜

在的可能性を十全に発現する」ための「中間組

織もしくは媒介者」として今後の分析に取り込

んでいく必要がある。

ここでもうひとつ指摘しておきたい点は、〈共〉

空間としてのサイバースペースの利用について

である。先住民二国間組織戦線も、公式声明を

はじめとするメッセージの発信源として多用し

ている。デジタル・リテラシーの進展は、空間

的距離を超越したかたちでシンクロニックにイ

メージやメッセージを共有することを可能にす

る。そのような「非－場所」としてのサイバー

スペースを利用した闘争は、多元的かつ相互作

用的なネットワークの構築を可能にする。2886

年 5月 �日に全米規模で展開された移民法案反

対の �88万人のデモンストレーションは、その

ような闘争の典型である。（山本匡史）

第 �章土地とともに生きる農民は協働できるか

メキシコ・ゲレロ州の先住民の農地紛争のそ

の後の展開について報告しておこう。2883年 6

月にトラコアパとモヨテペック間で武力衝突が
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起きた。この武力紛争でかれらが手にしていた

のは、もはやマチェーテや猟銃ではなく、*=+43

や *!+�5といった銃火器であった。直接対峙

の結果、�名のコムネロが命を落とした。悲哀

に包まれた葬儀が行われ、犠牲者の家族は補償

と法的制裁を政府に求めた。

2889年 2月に現地を訪れた筆者に対して村

民が語ったのは、「紛争の解決」についてであっ

た。政府仲介のもとでトラコアパとモヨテペッ

クの間に休戦協定が結ばれた。しかし実際には、

問題の解決というよりも、新たな対峙と共闘に

過ぎないようである。トラコアパからの土地奪

還が困難であると分かったモヨテペックは、ア

ラカトラサラとの共闘関係を強化し、マリナル

テペックに対して共有地の再定義を訴えた。こ

の反動として、対モヨテペックという点でマリ

ナルテペックとトラコアパの間に新たな共闘関

係が生まれつつある。

筆者は、本章で先住民の農地紛争をとりあげ、

先住民村落内の多様性について検討した。先住

民村落内部の多様性とは、そこで繰り広げられ

る闘争の複雑性や「先住民」という形象の複数

性を考えなければ、表層的な理解に終わってし

まうだろう。ところが、その差異性を知れば知

るほど、マルチチュードの可能性は絶望的にさ

え感じられる。

しかし、その可能性が完全に閉ざされている

わけではない。というのは、マルチチュードの

萌芽を思わせるような動きがあるからである。

同じ山岳部を舞台として展開されている先住民

インターカルチュラル教育の試みがそれである。

政府が推進する先住民大学創設に対抗して、地

元村落が「もうひとつの大学」の創設のために

立ち上がったのである（小林貴徳 2889「ローカ

ルからみつめるインターカルチュラル教育―メ

キシコ、ゲレロ州先住民大学創設をめぐるねじ

れた現実―」『京都ラテンアメリカ研究所紀要』

京都外国語大学）。（小林貴徳）

第 4章コスタリカ・コーヒー栽培農民の生き残

り戦略

スターバックス社は、コスタリカとのフェア

トレードにおいて、ファーマーサポートセン

ターを通じて、技術支援や高品質のコーヒー豆

生産の指導を行い、生産者と協力体制を築いてい

る（����,��KKK�����%	;��	
�'��%�����%�������）。

山本純一氏は、スターバックス社のこのような

フェアトレードへの参入が、多国籍企業B�コー

ヒー栽培農民という本章の基本図式から逸脱し

ているのではないかと指摘している。

しかし、多国籍企業のフェアトレードへの参

入は、かれらの善意から行われているわけでは

ない。かれらにとって、フェアトレードはあく

までも利潤追求の一環である。地球規模での環

境問題と持続可能な開発という世界的な潮流か

ら取り残されないために、そしてグローバル企

業としてのイメージをさらに高めるために、フェ

アトレードへの参入は多国籍企業にとってそれ

こそ生き残り戦略の �つになっている。

コスタリカの農林大臣がかつて日本からの

ミッションを前にして、コスタリカのコーヒー

農業と民主主義は、日本人が飲む一杯のコーヒー

によって支えられていると訴えたことがある。

国家や多国籍企業の介在によって、日本人の消

費とコスタリカ農民の所得は単純には結びつか

ない。しかし、フェアトレードは両者の関係を

もう少し透明性のあるものにするだろう。食品

偽装や残留農薬など食品の安全性を気にかける

日本の消費者にとっては、フェアトレードやサ

ステイナブルなコーヒーを積極的に購入し、コー

ヒー栽培農民の生活向上に協力するのも �つの

選択であろう。（太田潔）
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第 5 章 ボリバル革命に揺れるベネズエラ市民

社会

�777年に就任以来反グローバリゼーション

を提唱し、〈帝国〉への抵抗主体であるマルチ

チュード擁護に努めるチャベス大統領。その一

方でかれの革命に翻弄されるベネズエラ市民社

会。筆者は、この関係をチャベス（国家）によ

る「マルチチュードの取り込み」と富裕層（資

本）による「マルチチュードの排除」という構

図によって検討した。

マイケル・ハートは、参加型民主主義の具現

化をめざしてチャベス大統領が創設した地域住

民組織「ボリバル・サークル」に早くから注目

し、その可能性に期待した。しかし、この住民

組織は、貧困層居住区における草の根運動とし

ての側面もあったが、チャベス政権に極端に傾

倒・従属するあまり自律性を失い、十分な基盤

をもつにはいたらなかった。現在、その住民組

織は解体され、一部が 2886年に設置された地

域住民委員会 ��
� 	
���'
� 	
�������に再編

されているが、同様の問題と限界がすでに露呈

しつつある。

一方で、反チャベス（反マルチチュード）派

の中上流階層は、2883年 �2月に行われた大統

領権限の強化をねらった憲法改正を否決させた

ものの、チャベス政権からの介入と圧力に警戒

感を強めている �� >��"	����F 2889F 2F 2�。現

在までに両者の間で大きな衝突は生じていない

が、二分された国内状況に依然大きな変化は見

られない。

しかし、社会階層によって極端に二分された

社会にあって、昨今、環境、教育、人権などの

分野でさまざまなセクターを横断的にむすぶ市

民組織 �>@#�が生まれつつある。このような

市民組織は、政治的な利害対立を相対化しなが

ら、グローバリゼーションによる弊害を克服し

ていくような多元的な組織へと発展していくこ

とができるだろうか。（野口茂）

第 6章ブラジル・ユニバーサル教会の取り込み

と排除

グローバリゼーションは、貧困層の間に抵抗

勢力を生み出すと同時に、その結果を甘んじて受

け止めようとする人々も生んでいる。同じ社会

階層のなかに精神構造の方向性が異なる 2つの

ベクトルが生まれている。筆者は、現在ブラジル

で最も注目されている宗教運動であるユニバー

サル教会を取り上げ、その信者がマルチチュー

ドたりうるのかどうかを宗教変容の観点から検

討した。

ブラジルでは、�778年代にカトリックの信者

が減少するなか、プロテスタント信者が急増し

た。低所得者層のなかには、解放の神学の衰退

と共に、土地なし農民運動に参加したり、プロ

テスタントに入信したりする者が増加した。土

地なし農民運動の担い手はマルチチュードかも

しれない。しかし、プロテスタント信者は資本

のグローバリゼーションに取り込まれた存在で

あり、ユニバーサル教会の信者はマルチチュー

ドとは異なるというのが筆者の見解である。

山本純一氏が指摘したように、ユニバーサル

教会への入信は貧困層の生存戦略である。しか

し、それは宗教〈帝国〉の拡大戦略の枠組みに

おいてという前提条件がある。グローバリゼー

ションによって拡大する〈帝国〉のなかに取り

込まれることで生き残ろうとしているかれらの

姿は危惧されるべきである。しかし、だからと

いって宗教〈帝国〉の外にかれらの救済を求め

ることも容易ではない。

マルチチュードとしての潜在的可能性を十全
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に発揮し、抵抗勢力として顕在化するには、やは

りそれを引き出すことのできる媒介者の存在が

不可欠だろう。しかし、土地なし農民運動のよ

うな方向性がありながらもそうならないのは、資

本のグローバリゼーションの強さであり、同時

にこの問題の深刻さも表している。（山田政信）

第 3章メキシコ国家の先住民政策

>*D1*発効日（�774年 �月 �日）に �PI>

（サパティスタ民族解放軍）が反グローバリズム

を掲げ蜂起した。メキシコ政府は、�PI>蜂起

以前からメキシコ革命以降の「メスティソ国民

像」を多文化主義路線に急速に転換してきた。グ

ローバル資本の要求（国を開くこと）には>*D1*

というかたちで応えつつ、マルチチュードの反

発に対しては多文化主義路線で応えようとして

いる。

メキシコは 2885年 �2月 9 日に「紋章・国

旗・国歌に関する法令」第 �7条を改訂し、ス

ペイン語以外の先住民言語による国歌斉唱を認

めた。メキシコ革命（�7�8年）後のインディヘ

ニスモを担ってきた ->-（全国先住民庁）を清

算し、288�年に新たに発足した "G-（先住民

族開発全国委員会）のウエブサイトには、すで

にいくつかの先住民言語で歌われた国歌の音声

ファイルが公開されている。

そのなかには筆者がフィールドとするメキシ

コ南東部ユカタン半島の先住民言語マヤ語の国

歌も含まれている。同半島にはおよそ 36万人

（2885年）のマヤ系先住民が居住するが、グロー

バリゼーションの進展のなかで、マヤたちは自

らの生活空間を離れ、カリフォルニア、オレゴ

ン、コロラドの諸州に移住し始めている。かれ

らのアイデンティティをメキシコにつなぎとめ

ておくためには国旗もスペイン語の国歌も役に

はたたない。ここに、メキシコが先住民言語で

の国歌斉唱を許可・奨励する理由がある。

自らのローカルな生活空間をトランスナショ

ナルに飛び越えていく先住民たちを糸の切れた

凧にしないために、メキシコ政府は必死の抵抗

を試みている。一枚岩的なナショナリズムの構

築が困難な状況にあって、せめてローカルなア

イデンティティを保持させることで国家への帰

属を担保しようとする。これが、現在メキシコ

が推し進める多文化主義の正体である。外国と

りわけ米国からの送金がメキシコの主要な外貨

収入を占めている現状において、鵜飼の鵜に紐を

切られてはたまらないのであろう。（初谷譲次）

第 9 章 メキシコ・ミチョアカン先住民社会の

近代

筆者は、メキシコ近代の黎明期に、どのよう

な先住民政策が意図され、先住民がそれに対し

てどのように対応したのかをミチョアカン州の

事例をもとに検討した。

歴代の支配者は、先住民が抵抗しないかぎり、

彼らの伝統文化や慣習を都合の好いように改め、

統一的な社会制度を限界まで先住民に強要して

きた。それはグローバリゼーションの時代にお

いても例外ではない。メキシコ政府は、これま

で先住民を暴力的に封殺しようとしてきた。し

かし、先住民がグローバルな戦略をとるにした

がい、世界の眼を意識せざるを得なくなり、新

たな方法を探っている。

それとは対照的に、古のミチョアカンの先住

民には、近代化の斧を振り回す国家に、過去の

蜂起の記憶を蘇らせ、為政者の恐怖心を煽る術

しかなかった。�9世紀後半、蜂起した共同体を

形骸化する政策は露骨になり、続く独立の後も、

共同体財産の解体が再三、国家によって表明さ

れた。しかし、�7世紀後半に至るおよそ �88年

の間、ミチョアカンの先住民はあらゆる手段を
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用いて共同体の解体を阻止しようとしてきた。

その後の動向に関しては、ミチョアカンは早期

に米国への出稼ぎ移民地域に変貌を遂げていっ

た。グローバルとローカルの共振は多元主義を

標榜させるまでにメキシコ国家を変えた。しか

し、先住民の暮らしの場が国内の山中や密林で

あれ、米国であれ、その場をローカルと規定す

るならば、グローバルとローカルの共振は多様

になりながら決してやむことはないであろう。

（林美智代） □■

『ラテンアメリカ主義のレトリック』（エディマ

ン、2883年）�東京外国語大学・柳原孝敦

『ラテンアメリカ主義のレトリック』は 288�

年、東京外国語大学に提出した博士論文に加筆、

訂正を施したものである。博士論文を書き直し、

加えたり引いたりしては幾度か編集者に見せ、

訂正を要求され、また足したり引いたり、といっ

た作業をきわめてのんびりとやっていた。結果

的に今のような形に落ち着き、出版することに

した。

内容はいたってシンプルにまとめられる。ラ

テンアメリカ主義と呼ぶほかはない言説の存在

を仮定し、その言説の生成変化の様を追ったも

のだ。ただし、それを言説と呼ぶからには、その

生成変化の各要所には、政治的対立だの複数の

言説の溶解と分離だのといった作用がある。言

説を記述する作業が思いのほか厄介なのは、そ

うしたダイナミズムを捉えるのが難しいからだ。

さて、そうした態度で記述に努めて、私自身

が示しえたと思えることのうち、オーソドック

スな文学史、思想史の説明に照らして独自だと

思える点は、以下のとおり。

��ホセ・エンリケ・ロドー『アリエル』（�788）

の巻き起こした思潮とされる「アリエル主義」

は、ラテンアメリカ主義のひとつの表出に過ぎ

ない。

2�ホセ・マルティのテクストは、一般にそう

思われているよりもはるかに時局に対応したも

のである。

��アルフォンソ・レイェスもまた、そう考えら

れているよりもはるかに時局に対応した文章を

書いている。そしてまた、時代の文脈に照らし

て見たときにレイェスの批判精神は明瞭になる。

実際、アルフォンソ・レイェスはラテンアメ

リカ主義の言説というものの存在を仮定すると、

その中で実に特異な位置を占めていることがわ

かる。本書「プロローグ」でも書いたことだが、

このレイェスの特異な位置づけを明確にするた

めに、私はダリーオを論じ、マルティを読んだ

のだと言ってもいい。つまり、『ラテンアメリ

カ主義のレトリック』はアルフォンソ・レイェ

ス論として読むことも可能だ。

以上の自己評価とは別に、私にとって意外な

発見と思われたものもあった。もちろん、そう

したものがなければ、論文を書くことは不毛な

作業に帰してしまう。そんな不毛な作物など、

世に問いたくもない。

最大の発見は、上の ��の裏返しなのだが、ロ

ドー『アリエル』の特異な点は、「教師の声」を

発する者を産み出した点だというものだ。そう

考えたときに「アリエル主義者」たるレイェス

たちの独特な位置がはじめて見えるのだ。

私自身も、この発見によって自身の立場をか

えりみることになった。端的に言って、大学教

師としての自覚が強まったのだ。

一方で、ポレミックでありうる仮説も、いくつ

か提示したつもりだ。ふたつだけあげておこう。

ひとつは、第 �章で示したことだが、ラテン

アメリカ主義は、アメリカ合衆国の連邦制とい

うシステム（州 �����
が国家 �����
である）




