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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



�� ラテンアメリカ・カリブ研究

門の実際を一人称で書き下ろしたという意味で

あるが、今回市販本としては相応しくないとの

判断から上記のものに改題した。この題名にも

私の半世紀にわたる文化人類学への大きな野心

が入力されていて、本書の一貫した主題・主張

ともなっているはずである。ただ世に迎合して

ひねり出した題ではない。私は今からちょうど

�	年前に人類学を求めて新卒の身で日本を飛

び出して行ったのであるが、日本の大学（当時

「新制大学」と呼ばれていた静岡大学）で人類学

を学んだこともなければ、教師や人から人類学

を勧められたことも一度もなかった。つまり私

は日本人の人類学の師をもたない。なぜブラジ

ルに渡航したかと云えば、����（昭和 ��）年に

レヴィ＝ストロースの『悲しき南回帰線』（室

淳介訳、講談社、����年）を読んだからであ

る。私は船に乗って日本を離れるまでこの本以

外のいかなるところでも彼の名を耳にしたこと

もなければ、文字で目にしたこともなかった。

私はこの訳書（抄訳）を読む三年ほど前から文

化人類学を私の生涯のテーマだと思い始めてい

たが、この一冊の本が私に与えた衝撃は大きな

ものだった。そこらの詳細は本書の第 �章に詳

しく述べた。

私は日本の貧しい時代、敗戦直後の頃に学生

だった。哲学を専攻したが、生半可にしか学ば

なかった。なぜ哲学かといえば、ほかにやりた

い専攻がなかったからであり、人類学や社会学

の教師が私の学んだ大学には一人もいなかった

からである。私は文学に固執していたが、それ

は私的な営為だと私は了解していたのであり、文

学を大学の教師から学ぶなどという考えは微塵

もなかった。私の文学勉強からえた判断は、日

本人の文学修業には社会と人間に関する組織的

な勉学が欠落している、文化人類学の学習が私

の文学に最良の指針を与えうるというものだっ

た。学部時代には私は文学ばかり読んでいた。

独学で人類学を学んでいた。だが、当時は文化

人類学の良書は稀だった。歯痒いので、昭和 ��

年に社会人類学研究会を学内に立ち上げようと

試みたが、挫折した。「人類学」を口にすると、

「それは考古学のことか」といわれた。レヴィ＝

ストロースの書が私の模索していた文学と哲学

と文化人類学との分離しがたく一体性をもった

姿を垣間見せてくれたので、熱狂したのだった。

私は独力でサンパウロ大学と交渉し、給費留学

生に採用してもらい、����（昭和 ��）年 �月に

貨物船に乗って、シンガポール、ゴア、ケープ

タウン経由でブラジルに出掛けて行った。離日

に際し、一人前の人類学者になるまで �	年ほ

どは文学は読むまいと肚をくくり、その後文学

に戻る考えだった。その時の思い込みは文化人

類学が文学を革新するということだったが、そ

れからの私の人類学勉学の間に、文学と哲学が

文化人類学の理論を改革するという信念に変質

してきた。

���	年代までの社会学・文化人類学を中心と

した人間と文化の研究では客観主義的科学観が

支配的であり、個人の主観的な判断や思考は哲

学や文学の領域のもので、「科学とは馴染まな

い」と了解されていた。この人間科学の客観主

義は大勢において今日でも続いている。このよ

うな「構造」と「文化」という概念の金縛りのな

かでは、思考する人間、情愛をもった人間の局

面が捨象されていた。それはまた ��世紀から

の自然科学的科学観からの延長でもあった。私

の思い込みはこの領域を復権させた人間研究、

哲学と文学と文化人類学とが不可分の形で一体

性のなかで究められるはずのものだということ

だった。世評では、なにを研究しても人類学に

なると云われる。これを池波正太郎風に云えば、

「百化けのお千代」ということになる。本体の人
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類学は、お千代と同様、ひとつである。しかし

人間研究の当面の理論的核心に迫るにはそれぞ

れの狙いがあるはずである。その視角を求めた

私の模索の旅は、いわば魚屋の親爺の日々の平

凡な営みから拾うような作業であって、その記

述は自伝まがいの回想の形をとる。大思想家・

大理論家の言辞から採取するのではない。私は

����年に海外に出て、����年に外国生れの妻

と幼い三児を伴って帰国した。その ��年間は

この意味での私の人類学彷徨の時期であり、同

時に世界の人類学の激動期でもあった。��歳で

の帰国だった。私の模索はそれからも長く続く

のだが、海外生活の ��年で一冊となった。続

きを書くかどうかはまだ分からない。

なぜ文化人類学なのか。なぜラテンアメリカ

なのか。なぜインカ文明・メキシコ古代文明で

はなく、現代都市人なのか。なぜ発展途上国な

のか。なぜ黒人や日系人なのか。なぜ構造主義

ではなく、現象学的人類学なのか、等々。私の

人類学彷徨の根底には、いつもこれらの設問が

隠されている。それを本書では学説史の理論の

検討としてではなく、日常の物語として記述し

た。私の半生と人類学との関わりに限定して書

き下ろしたものである。自伝的回想風ではある

が、自伝でも論説集でもない。

本書は �	章から構成されている。

第一章「メキシコ『神々の街』にて―����年

�月―」はブラジルに �年半居住し、サンパウロ

大学の大学院に在席しながら調査に従事・修士

論文提出して後、テキサス大学博士課程に留学

する途上、サンパウロを出てリマ、メキシコを訪

問する数日の記述である。インカ文明、メキシ

コ古代文明の遺跡を訪れ、その魅惑に曳きずり

込まれそうになる自分を抑えて現代社会・都市

の混沌にテーマを確定したはずの自分にこだわ

り、夜行便の窓外に南米のどこかの山岳地帯で

格闘しているはずのチェ・ゲバラを想った。そ

れはゲバラ殺害のニュースが世界を駈ける二週

間前のことだった。メキシコのテオティウアカ

ン遺跡の帰路、知合って夜の田舎町でテキーラ

を酌み交わした土地のものから古代文明が今の

彼らの心に生き続けていることを知らされる。

第二章「テキサスの大学で―����～����

年―」では初めて文化人類学の体系的な勉学に

没入していくが、ブラジル人不在の「ブラジリ

アン・パーティ」に招かれて出席し、ゲバラの

亡霊に熱狂するアメリカの大学院生との交歓の

なかで「もうひとつの、異質なアメリカ」を発

見し、本腰を入れてアメリカ社会とそこの人類

学に学ぼうと考える。

第三章「船に乗るまで―����～����年―」で

は翻って日本での青年期、日本脱出以前の修業

時代、とくに高校卒業直後の岩手県貧困僻地に

おける小学校代用教員の生活において寒村の児

童との毎日の真剣勝負のなかで文化人類学への

思いの原点が培養される経過を語る。また大学

生時にえたラテンアメリカへの思い、レヴィ＝

ストロースの著作との出会いについて記述し、

日本出国の事情に触れる。�	年前の大学には海

外留学体験をもつ教師などはおらず、地方新制

大学の学生の海外留学などは文部省や大学では

想定外のことだったが、直接交渉の末、サンパ

ウロ大学への留学許可をえて、インド洋経由の

貨物船で離日する経緯を語る。

第四章「サンパウロの高原で―����～����―」

では、ブラジル到着時の日々、まもなく若い３

名の女性学徒と出掛けた辺境マットグロッソ奥

地への �	日間の発掘旅行、ジャニオ・クワド

ロス大統領辞任後の戒厳令下の政変、百日に及

ぶアマゾン地方への独り旅、大学院の学友との

交歓等の記述を通して、奨学金終了後も滞在し

て現代ブラジル社会の人類学的研究を継続する
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肚を固める。学費に窮して貧困層居住地帯に住

み込み、そこで初めての現地調査に従事しなが

ら、自身の非エリート的出自と途上国大学への

留学、周縁地住民の状況と自分との通有性に照

らして、次第に「構造的弱者の人類学」の視角

を培う。

第五章「黒人カルト集団探訪―����～����―」

大学からの奨学金が終了したため、アルバイト

で生活し、また大学院に通学するため、市内に

缶詰めになることから、サンパウロ市内での「異

文化探険」に切り替えた。黒人集団との接触に

努め、アフロ・ブラジリアン宗教にしげしげと

通う。ソラノ・トリンダーデ率いる黒人演劇グ

ループと交流し、カルトに出入りして、黒人貧

困層の人々のなかに深く安定した静謐性のある

心性を見出だす。マット・グロッソの先住民の

魅力は薄れていく。

第六章「日系ブラジル人とともに―����～

����―」種々のアルバイトをやるために次第

に日系人社会に深入りしていく。移民研究を蔑

視する日本学界の小児病的偏見を斥けながら、

人類学とブラジル社会、日系人を �本柱として

研究視角を固めていく。テキサス・コーネル・

サンパウロ三大学による日系人調査プロジェク

トの調査員として丸二年のフィールドワークに

従事するかたわら、日系移民文学集団の組織構

築にも努力して雑誌編集に参画した。調査とア

ンガジュマン文学との両輪活動に思いを込める

なか、二世知識人との心性の交流が深まる。調

査が終了すると、その報告書執筆も兼ねて北米

博士課程への留学に進むことになる。

第七章「ニューヨークの大学で―����～����

年―」コーネル大学国際研究センターの客員研

究員として最終報告書執筆に専念するが、授業

にも出る。次第に文化人類学のスタッフや院生

と交流し、人類学理論の新潮流に接して、正規

のフルタイム博士課程学生となる。�	年代後半

は人間科学の激動期で、構造主義、象徴主義、

解釈学と記号論、植民地主義と都市人類学等の

パラダイム乱舞のさなかだった。私はレヴィ＝

ストロースの「悲しき熱帯」の著に感銘したが、

彼の構造主義の非人間主義と形而上学まがいの

カント流研究法に同調できず、「思考する個人」

と主観的解釈、都市人類学とエスニシティの視

角を中核とした現象学的人類学を構想し、従来

の「構造」と「システム」中心の研究法に替わ

る、発展途上国の都市エスニシティ研究を目指

す。この頃、レイモンド・ファースのゼミ、ク

リフォード・ギアツの文化理論、マックス・グ

ラックマンの植民地主義・エスニシティ論に大

きな感化を受ける。調査助成を得て、軍政下ブ

ラジルの調査統制を配慮して移民ビザで現地調

査に向かう。

第八章「ブラジル地方中都市の現地調査―����

～����年―」

学位論文用の現地調査は、インカ文明とか未

開の先住民の研究ではなく、また当時人類学者

の間で一般的だった内奥低開発地帯の小地域共

同体ではなく、ブラジルの最も発展の進んだサ

ンパウロ州の当地としては比較的に古い中都市

（大学が �つあった）、かつてイタリア系人が人

口の過半数を占めていた旧コーヒー地帯の集散

地サンカルロス市を選択、借家して二年間居住

し、調査した。そこは日系人もかなり居住して

いて、我々夫婦（妻は日系ブラジル人）はいわ

ば半分はふつうの居住者でもあった。調査視角

は旧来の研究法の枠を壊すことが最優先の課題

だったから、集団、階級、システムの枠組みを

一旦括弧に括り、インフォーマル・グルーピン

グ、ネットワーク、浮動性の強い、集団に析出

する以前の小集団的仲間等をターゲットにして

それと家族、親族、ネットワーク、結社との関
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わり方に照準を当てて調査をすすめた。また、

普通の人類学者とは異なり、集団を観察するの

ではなく、調査者が直接能動的に関与するスタ

イル、つまり集団を「立ち上げる」作業を実施

した。これは地域の社会問題・民族問題をテー

マとしたオリジナル土着劇を執筆してそれを現

地の人々（つまり当事者達）に上演して観せる

といった試みとして行なった。つまり、いわゆ

る参与観察法を根底から打ち壊す方法を実践し

たのである。日系エスニック集団やフリーメー

ソン結社との関連でも上記の調査を行なった。

第九章「再びニューヨークの大学で―����～

����年―」コーネル大学に帰還して学位論文執

筆の一年間、ニクソン大統領の辞任問題、その

日の私の車と鹿との衝突事件、地域住民と博士

課程学生、ベネディクト・アンダーソン教授等

を集めて開催した私の大鹿肉パーティ、全米人

類学学会とそこを舞台とする「 "F� �"�)�!（奴

隷市場）」、すなわち新人類学博士達に関わる求

人・就職活動、等の記述、学位論文に入り切れ

なかったサンカルロスの「支那人という姓の一

族（苦力移民の子孫）」面接略述、等。そしてサ

ンパウロの知友達の要請、と私自身のブラジル

への強い拘りに基づいて、妻子を伴ってサンパ

ウロへ帰る決意をする。それはブラジル研究継

続、エスニシティ中心の人類学、それに加えて

日系人自身の築いた在野の研究組織「サンパウ

ロ人文科学研究所」との良き協力関係構築を有

機的に統合させたアンガジュマン的人類学を念

頭においての選択だった。

終章「軍政下のブラジルで教師となる―����

～����年―」サンパウロでは人文科学研究所

での活動と州立大学の教師の職を両立させるこ

とにより、エスニシティ人類学をブラジル研究

と日系人研究の二本柱で進め、同時に研究者自

身のアイデンティティとの関わりで現象学と解

釈学の視点から練りなおすという目標を抱いて

いた。そのためにはブラジルでの日系人との関

与を重視した。ここでブラジル日系文学の集大

成、第一回移民の記録、中尾熊喜（サンパウロ

人文科学研究所の創立者）追悼論文集等を編集

しながら、大学では都市人類学の講義などをし

ていた。だが、軍部政権は州立大学に執政官学

長を送り込んで大学の再編を強行し、大学側は

教員、学生、一般職員全員が一体となって抵抗

し、大学紛争が激化した。その状況下で私は自

分の設計図を塗り替え、信州大学の招請に応え

て妻子を伴って帰国し、日系人研究を日系人自

身とともに推進する考えを改編した。一六年ぶ

りの故国帰還であった。

私の人類学彷徨、理論的模索はこれからも長

く続くのであるが、本書はここで一旦擱筆する

こととした。私にとってこの ��年は長い長い

連続するフィールドワークだったとも云える。

また日本、ブラジル、アメリカ合衆国、それぞれ

を頂角とする三角形、たいへん異質な文化と歴

史的背景をもつ三つの社会とそこに生きる人々

のなかで体験を積んでやったことは「三角形の

比較文化論」と呼ぶべきものでもある。私は日

本で生れ、そこで自分の視角を培い、たとえ変

質しながらではあっても、日本人としてのアイ

デンティティをもち続けていた。そして主観的

解釈を重視する文化人類学を志向し、研究者自

身の「私」が方法上の重要な一本の柱であると

し、「方法は私である」と幾度か論文に書きもし

た。その意味でも日本と「私」をふくめた「三

角形の比較文化論」なのである。生まの理論は

排除した、私の「文化人類学入門物語」なので

ある。

以上、いわば私が書こうとして、書いたつも

りのことなのだが、十分書いたか、それが人に

伝わるかどうかは解らない。もし満足するよう
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に書こうとすればおそらくこの書は完結せず、

本にはならずに終わっただろう。本となったこ

とで良しとすることとする。 □■

『パラグアイを知るための �	章』（田島久歳・

武田和久編、明石書店、�	�	年）� 城西国際

大学・田島久歳

本書の編集・執筆は以下の三点を中心に構想

した。第一に、日本にはパラグアイの通史や社

会についてわかりやすい書物がないため、同国

の歴史や社会の全体像が把握できる内容にする

こと。第二に、観光ガイドブックの詳細版にと

どまらないこと。第三に、小難しい専門書にせ

ず、一般の読者にも理解できる表現にすること

である。

上記の三点を念頭に入れ、本書の構成を考え

た。本書は全体が �部構成で、�	章と �つの

コラムから成っている。前半は歴史編で、後半

は社会編である。

第 �部では、今日のパラグアイの気候風土の

紹介につづき、��世紀から ��世紀までをあつ

かっている。アマゾンを出たグアラニーのパラ

グアイへの定住過程、およびスペインによる征

服の時代から植民地時代初期にかけてはスペイ

ン帝国における「辺境地」の巨大地方だったの

が、徐々に縮小していく過程について触れてい

る。第 �部は、先住民を対象にしたキリスト教

布教の形態としてのフランシスコ会やイエズス

会によるミッション形成とその役割について記

述している。第 �部は、��世紀の独立達成から

国民国家形成期をあつかっている。特に、パラ

グアイ戦争とのかかわりで「国民」やナショナ

ル・アイデンティティ形成の特徴をあつかって

いる。第 �部は、�	世紀を通しての政治的な歩

みが中心課題となっている。第 �部では、ヨー

ロッパからの移民導入に始まる今日のパラグア

イを構成する様々な民族集団の歴史について触

れている。第 �部は、パラグアイの庶民の暮ら

しに焦点を絞り、住居の建築様式、町並み・都

市の特徴、娯楽・スポーツ、ジェンダー、言語と

いった諸側面を紹介している。第 �部は、神話

といった先住民的な文化を紹介するとともに、

音楽、料理、衣服、文学にみられるヨーロッパ

人のもたらした文化と先住民的・伝統的文化の

混淆状況を紹介している。第 �部では、今後の

パラグアイを展望する意味も込め、観光、現代

政治、日本との関係や農業発展の可能性を紹介

している。

以上で紹介した各部における項目の具体的な

内容を考えていく過程は困難をきわめた。最初

は �	章近くにする計画だった。初期段階にお

いてはまず「項目ありき」だった、といえる。

しかし、具体的にどの研究者または関係者に執

筆を依頼するかという点で、現実的な困難に直




