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本書は、日本とブラジル両国の専門分野を異

にする多数の研究者が執筆した論考を、知恵を

振り絞って何とか一冊にまとめ上げたものであ

る。そのため、内容が多彩な分、どうしても著

書としてのまとまりに欠けるきらいは否めない。

編者としての力量不足を痛感した次第である。

しかし、それでもなお、敢えてすべての論考を

収録したのは、さらに次の百年に繋がる新しい

移民研究のあり方を思索したとき、これまでの

ような単独分野の単発的な研究の蓄積だけでは

どうしても掬い上げられない多様な情報やスキ

ルが数多く存在することを、今回の学問横断的

なプロジェクト研究を通じて強く実感したから

である。その意味で、学際的な移民研究の推進

がもたらす大きな可能性に託するわれわれの厚

い期待が、本著の構成に色濃く反映されている

わけだが、もちろん読者の皆さまには、それぞ

れ興味・関心がある所から読み進んでいただけ

れば幸甚である。

とかく「移民」というと、わが国では暗いイ

メージで捉えられがちだが、本書のカバーに掲

載した移民の子どもたちが見せる溢れんばかり

の笑顔は、そんな負のイメージを一瞬にして払

拭してしまう。そして、豊かな社会に暮らして

いるはずの現代の日本人が、いつかどこかに置

き忘れてきてしまった幸せの在りかを、子ども

たちの笑顔は指し示しているかのようである。

カバーの写真は、ブラジル日本移民史料館所

蔵の『ブラジル情景眞寫帖』（����年）に収め

られた二枚である。撮影地は不明だが、カバー

の表写真は、バナナの樹下に集う男の子たちの

笑顔で、「却説も小児がバナナ樹下のニコニコ

顔」とタイトルがある。また、カバーの裏写真

は、ブラジルを象徴するコーヒーの樹下に集う

女の子たちのさわやかな笑顔を写し撮ったもの

で、タイトルは「休暇日の少女達が珈琲にたわ

むれて」となっている。このほかにも、本書に

は戦前期を中心とする古い貴重な移民関係写真

が数多く収録されており、映像からも移民の姿

や生活が感じ取れるように配慮している。

最後に、「ブラジル日本移民百周年」を無事

終えた今日、日本人が異国で辿ったもう一つの

近代史に光を当て、そこから見えてくるものを

日本人・日系人の双方がそれぞれの立場から真

摯に再検証することの重要性を改めて強調した

い。そして、本書が次の百年に向けてスタート

を切った新たな日伯関係の創造・発展のための

一助となれば、編著者としても望外の幸せであ

る。 □■

『ディエゴ・リべラの生涯と壁画』（岩波書店、(�

版、全 ���頁、�	��年）�神奈川大学・加藤薫

本書の概要

まず出版社用のキャッチコピーとして準備

した拙文を紹介し、全体像を掴んでもらおうと

思う。

「一昔前のメキシコに、�	年の人生で５度

も結婚し、加えて有名女優など性的交際相手

もざっと �	人は越えるという一人の男性が

いた。著名なメキシコ人女流画家フリーダ・

カーロの夫として知られる画家のディエゴ・

リべラ �����/�����である。

本書はそのディエゴ・リべラの生涯と、壁

画作品を中心とする彼の残した多くの作品を

紹介し、それらの意味や価値について論じた

ものである。西欧中心に考えられてきた現代

美術世界で、それに対抗するオルターナティ

ヴな現代美術が可能なことを実践的に証明し

てきた＜メキシコ壁画運動＞は、いまや �	世

紀美術の奇跡として広く世界的に理解される

に至っている。ディエゴ・リべラはその＜メ
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キシコ壁画運動＞の牽引役を演じてきた。

�		�年の没後 �	周年を機に、そのディエ

ゴ・リべラの画業再評価の気運が世界的にも

高まっている。しかし建物と不可分な形で存

在する壁画作品をメキシコ国外で巡回展示す

るのはまず無理な話しである。そしてそうし

た制約もあってわが国でのディエゴ・リべラ

研究、あるいはメキシコ壁画運動研究はほと

んど手つかずのままだった。本書はこういっ

た美術史の空白を埋めるささやかな試みであ

る。まだ出発点にすぎないものではあるが、

＜新しい＞美術史研究の重要な起点足りうる

ものではないかと思っている。

圧倒的多数を占める欧米の美術情報に比べ、

非対称的に些少な �	世紀前半のメキシコ現

代美術についての情報を満載した本書は、中

南米の現代美術や脱西欧中心主義の動向を知

るリソースとしてだけでなく、また日本の現

代美術の進路を示唆するテクストとしても読

んでいただきたい。と同時にまた美術研究を

専門とされていない方々にも、国際政治、人

種問題、ナショナリズム、マルクス主義、ファ

シズム、階級格差など、ディエゴ・リべラが

直面した �	世紀の諸問題を追体験する一書

としてご利用いただければと願っている。」

ディエゴ・リべラ研究について

ディエゴ・リべラ �以下「ディエゴ」と表記�

は、ホセ・クレメンテ・オロスコやダビッド・ア

ルファロ・シケイロスと並んでメキシコ壁画運

動の三大巨匠の一人に挙げられる画家である。

没後 �	周年にあたる �		�年の数年前から急に

画集などの出版物の数が増え、美術市場における

取引物件数も増えた。それにつれて秘蔵されて

いた作品、写真他の新しい資料が公開されたり、

従来にはなかった新しい解釈によるアプローチ

などまさに再評価の気運が高まっていた。�		�

年はまたディエゴの妻だったフリーダ・カーロ

生誕百周年にあたり、フリーダ人気との相乗効

果もあった。しかしディエゴの再評価は �	世

紀美術モダニズムの再考というアカデミックに

深化された位相からの問題提起であったことで

より重要だと考えられる。にもかかわらず、没

後 �	周年にちなんだ日本での＜ディエゴ展＞

はもとより国際展の巡回企画、翻訳出版などつ

いに一度も実現しなかった。

著者はすでに『メキシコ壁画運動　リべラ、

オロスコ、シケイロス』（平凡社、����年、現

代図書、�		�年）という概説書を出版している

が、より本格的な個別作家論の発表が必要と考

えていた時期でもあった。ハリウッド映画の主

役キャラクターとしても十分通用するようなカ

リスマ性、芸術性と通俗性を兼ね備えた巨星、

狂気を秘めた天才という側面と、緻密で冷静な

計算に基づく自己演出に秀でた人生のエンター

テナーという側面を兼ね備えた人物、革命と世



�� ラテンアメリカ・カリブ研究

界大戦をもたらした �	世紀前半の激動の歴史

が創った一人の美術作家、というディエゴの全

体像を明らかにしたかったのだ。付け加えれば

ディエゴ没後以降の �	年間のメキシコ美術や

ラテンアメリカ美術をウオッチングしてきた筆

者は、ディエゴの '>(を受け継ぎ、ディエゴ

を乗り越えていったような人材をついに今日ま

で発見できなかった。その憤懣や寂しさが筆者

をディエゴ研究に追い込んだとも言えよう。

出版に至る経過

本書は �		�年度から �	��年度の４年間に

渡って研究助成を受けた科学研究費基盤研究（-）

Uオルターナティヴモダニズムとしてのメキシコ

壁画の検証Vで実施した調査結果を基に、特に

最初の２年間に集中的に実施したディエゴ研究

の成果を整理し、まとめたものである。ちょう

どディエゴ関連の欧文出版物も急増していた時

期で、新しい発見が幾つかあったが、同時にあ

る共通の欠点も目についた。

日本に限らず、世界的に研究予算は削られる

傾向にあり、加えて業績評価の査定もより厳し

いものになってきている。研究者たちは予算獲

得のためにも確実に成果が期限内に出せる工夫

をする。美術研究もその例外ではない。その結

果だが、ディエゴの人生や作品は切り刻まれ、

分断されることとなった。ディエゴの誕生から

六歳までのグアナファト時代に特化したもの、

メキシコ市での美術アカデミア修業時代に特化

したもの、パリ留学時代に特化したもの、米国

での壁画作品に特化したもの、晩年に特化した

もの、またタブロー画や版画、挿絵に特化した

もの、逆に壁画に特化したもの等々で、精緻で

はあるが全体像が見えなくなっているものが増

えた。

ディエゴの生涯についても、また画業につい

てもまだほとんど知られていない日本での出版

を考えた時、こういった細分化された研究成果

の提示手法を踏襲しても一体何のことやらわか

らないとの印象で終わってしまう恐れがあった。

結果、評伝のようなスタイルを採用した。全体

は６部構成になっており、ディエゴの誕生から

大往生までを時系列に沿って追い、さらには没

後の作品管理の仕組みまでを考察した。だから

本来なら数冊に分けるべき内容のものが統合さ

れた一冊になっており、これがまたディエゴ没

後 �	周年前後に欧米や中南米で出版されてき

たディエゴ関連出版物との大きな差異である。

＜評伝＞というスタイルを採ることによって

プラス面とマイナス面があった。プラス面とし

ては、研究書とは違う自由を得たことである。研

究書も学術論文も執筆者の研究活動によってわ

かり得たことだけを書くというのが暗黙のルー

ルであるが、本書の場合この呪縛からは解放さ

れた。まだ真相はわかりえてないが読者に問題

の所在を知っておいてほしいことは「まだ謎で

ある」という表現で読者に預けている。謎の解

明は次世代の研究者にお願いしたいという期待

もこめてのことだ。マイナス面としては原稿量

の多さだ。偉業を成し遂げた人物の �	年に渡

る人生と残した作品、社会との関係、私生活な

どを語るに適切な字数などというものがあると

は思えないが、日本の現在の出版状況では明ら

かに過剰なものになっていた。

幸運にも独立行政法人日本学術振興会平成��

年度科学研究費補助金（研究成果公開促進費＝

学術図書）の交付を受けることができたが、補

助金申請の準備段階から採択通知までの約一年

間は原稿が出版社編集部に塩づけ状態になって

いた。また補助金の採択はされたが与件である

充足率というものを出版社も著者も真剣に考慮

していなかった。充足率とは即ち、申請した補
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助金額が満額採択されることはなく、一般に �	

から �	?の間に減額された金額で補助金が決定

するということである。減額分を出版社が負担

してくれることはなく、残念ながら口絵に予定

していたカラー写真図版の放棄と、注記に埋め

込んでおいた先行研究の文献批判的記述のほと

んどを割愛する結果となった。

ディエゴの私生活＝女性遍歴を中心に

美術作家の私生活は、本来、美術作品の評価と

は無関係な次元のものである。しかしながら、

ディエゴは自分の関係した女性をモチーフとし

て作品に描かずにはいられないという不思議な

習性を持っていた。従って作品分析では常に女

性関係の解明も不可欠な要素になった。神話化

されたディエゴのイメージをなぞるだけの先行

出版物では、女性にもてることがあたかも巨匠の

特権のように書かれてきた。しかしいわば「歩

く肉欲の塊」のような描写だけでいいのかとい

う疑問があり、従来のディエゴ研究ではほとん

ど言及のなかった心理学的アプローチからディ

エゴの女性観に迫ってみた。

幼少時における母親不信、４人の熟女の仕切

る家庭環境への反抗とミソジニー（女嫌い）の

形成、繰り返される幼児回帰願望と乳母を理想

化するマリアニスモ、といった深層心理を分析

し、この点でも新領域を開拓できたかと思って

いる。事実かどうか証明する術もなかったので

注記に記すに留めたが、自伝によるとディエゴ

は９歳（！）の時に当時 ��歳の年上女性英語

教師と初体験を済ましていたそうだ。

ディエゴの結婚生活にとってフリーダ・カー

ロの存在は重要であった。しかしこの面につい

てはすでにフリーダ側からの証言も出尽くした

感もあり、本書では他の３人の妻たちの記述に

相当頁を使っている。このうちパリでディエゴ

と ��年間生活を共にしたアンへリナ・ベローフ

の存在は最近のフェミニズム研究の対象として

も脚光を浴びるようになってきたこともあり、

その辺の動向も紹介している。

メキシコ人であることの誇りからか当人はつ

いに口にすることはなかったが、ディエゴは実

はチレのたっぷり入った辛いメキシコ料理が苦

手だったようだ。これは �	歳代からすでに症

状のあった糖尿病のせいで、発作を抑えるため

に常に糖分たっぷりの甘い食物が必需品であっ

たことの反映でもある。料理に関しては２番目

の妻グァダルーペ・マリンが料理上手で最適の

存在だったようだが、間接証言しかないし、著

者もマリンの料理を味わったことはないので残

念ながら記述を割愛した。

私たちはアルゼンチンのブエノスアイレス出

身者なら誰でもタンゴが踊れるというような思

い込みがあるが、例えばアルゼンチン人として

有名なエルネスト・チェ・ゲバラなどはそもそ

も音楽が大の苦手でタンゴも全然踊れなかった

そうだ。筆者はインド人でも日本のカレーは辛

すぎて食べられないという事例も知っている。

だから同じようにメキシコ人でも辛いチレ料理

が苦手という人がいてもおかしくはないのだが、

本文であえて指摘するには至らなかった。 □■

『文学の心で人類学を生きる―南北アメリカ生活

から帰国まで十六年』（御茶の水書房、�	��年）

�前山隆

本書の基になる草稿は初め、サンパウロの片

田舎で私の友人が発行している文芸同人誌（実

際は個人雑誌）『国境地帯』（発行部数、�	～�	

部程度）に �回にわたって「文化人類学入門私

記」の題で発表したものである。タイトルは文

字通り、私が私自身に課した私流儀の人類学入




