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俗的な欲望と「死」を超越するような「生」の活
力に満ちており、表象を捉えれば着せ替え人形
やゴス・ファッションと通底する要素も見られ
る。この「キモかわ」図像を信奉する心性の奥
底には何があるのか気になって仕方がなかった。
本書はサンタ・ムエルテを求めて数年間フィー
ルド調査を重ねてきたその成果の一端を披露す
るものである。

構成
本書はエピローグとプロローグの間に六つの

章を立て、さらにフィールド体験を綴った ��篇
の「訪問レポート」を随所に挿入している。プ
ロローグではここ数年間の間にメキシコのパブ
リックな空間で可視化されてきたサンタ・ムエ
ルテ現象の観察事例を挙げている。
第 �章はこれまで断片的に言説化されてきた

サンタ・ムエルテのルーツ説や奇跡譚を整理し
てみた。民衆の間で口伝で伝えられてきたその
多くは仮説の域を出ないし、残されたモノから
考察するという限界は承知しつつ、サンタ・ム
エルテ信仰に至る思考のベクトルを見出せるの
ではないかという思いからだった。大きく�西
洋文化、キリスト教文化にルーツを設定する考
え、�メキシコ先住民文化の伝統を起源とする
説、�同じメキシコ国内でも植民地時代以降に
設定する起源説、�現メキシコの辺境を発祥地
とする説、�中南米の他地域に起源を想定する
もの、に分類した。第 �章ではまた最後に＜信
仰の現在＞という節をたて、メキシコ市テピー
ト地区のサンタ・ムエルテ信仰の現状及び、麻
薬業者つながりでマルベルデという義賊を信奉
するカルトや図像との相互関係も考察した。
第 	章ではサンタ・ムエルテの図像学につい

て論じた。色の扱いや素材の選択、属徴にはす
でに定型が確立しており、個々の意味や効用に

ついての記号論的記述は、これからサンタ・ムエ
ルテ像を自作して見たいという人にとっても基
本マニュアルとしても使えるものになっている。
第 
章は図像学や素材の選択の背後にある発

想、選択の規範というものを考察した。いわば
空気、火、水、土の組成にこだわる自然志向な
のだが、その発想が単に時代に取り残された懐
古的なものなのか、逆に脱－近代的に最先端の
ものなのか、あるいはその両方をとりこむ戦略
的な発想なのか。いずれにしてもどのような点
にこだわりがあるのか、メキシコ固有の生活文
化・伝統とどのような関係にあるのか、科学技
術の発展に伴いどのような妥協までが許される
のかなどを明らかにした。
第 �章、第  章ではより信仰の実践場面に近

づき、祭壇の設置や構成の基本ルール、祈祷・
祈願の準備や文言の事例について挙げた。本書
の趣意、筆者の能力や興味の範囲もあって、信
者の精神世界に深く立ち入ることはなく、あく
までビジュアルな要素、映画的な描写に留めて
ある。
そして終章ではサンタ・ムエルテ信仰や図像

について論ずることの意味をポストコロニアル
的思考という観点から再考している。骸骨の表
象はいわば「生」と「死」の接触領域と考える
のだが、しかしここで読者はまず「果たして＜
死の表象＞から＜生の原理＞への反転はなるの
だろうか？」と思いつつ通読されるのがいいの
かも知れない。 □■

『コロンビアを知るための��章』（二村久則編、
明石書店、	���年）�上智大学・千代勇一

「危険な国」、「未知の国」、コロンビア
コロンビアは、日本において一般に麻薬、暴

力、武装組織やマフィアといった言葉に象徴さ
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れるネガティブなイメージで知られてきた。そ
れはコロンビアが世界最大の麻薬コカインの生
産地であり、それを支配する強大な麻薬マフィ
アが存在し、そして ��年以上続く国内紛争を背
景とした非合法武装組織による暴力が広く社会
に蔓延していることなどに由来する。こうした
イメージはもちろん偏ったものなのだが、映画
やテレビドラマなどがこれらを誇張して題材と
し、バランスを欠いた興味本位の報道が繰り返
されることで再生産され、暴力が支配する危険
な国というコロンビアのステレオタイプが出来
上がってきたのである。その一方で、コロンビ
アは二大政党制に基づく長い民主主義の伝統や、
��年代の「失われた ��年」を堅実なマクロ経
済運営によって乗り越えたことを誇り、近年で
は観光振興にも力を入れている。コロンビアを
訪れた日本人からは「=意外と>素敵な国だった
よ」という感想もよく聞かれる。このようにコ

ロンビアは偏った少ない情報から「危険な国」、
あるいは様々な顔を持つ「未知の国」とレッテ
ルを貼られてきたのである。

コロンビアを「知る」
本書は明石書店の「エリア・スタディーズ」シ

リーズの第 ��巻として、ラテンアメリカ地域
では �
番目に刊行された。コロンビア関連の
文献では、特定分野の専門書や論文はこれまで
にもあったが、和文の概説書としては本書が初
めてとなる。「エリア・スタディーズ」シリーズ
が世界の国や地域の概要を平易に解説すること
を目標とするため、本書においても自然、歴史、
政治、経済、文化、社会などから総合的にコロン
ビアという国とそこに生きる人々を読者に理解
してもらうことを目指している。とくに冒頭で
述べたような偏ったイメージが少しでも払拭さ
れることも期待している。試行錯誤を経て本書
はテーマごとに �つの部に分けられた ��の章
と  つのコラムから構成されることとなった。
第 �部は「自然と資源」と題して、多様な自然

環境とそこから産出される資源を扱っている。
とくにコロンビアの特産であるエメラルド、コー
ヒー、花卉などが興味をひくであろう。第 	部
「歴史」は先スペイン期から 	�世紀半ばの短期
軍事政権に至る歴史を扱っている。コラムとし
て、黄金郷伝説にまつわるエピソードが紹介さ
れている。第 
部の「政治と外交」と第 �部の
「経済」は政治や経済の概要のみならず、近年の
コロンビアに大きな影響を及ぼしたウリベ政権
下における動向も詳述している。第  部の「暴
力と麻薬」は、コロンビアのネガティブなイメー
ジの源であるが、イメージばかり先行してその
実態は一般に知られているとは言い難い。正し
い理解を得るために必読であろう。なお、地雷
とその被害に関するコラムも含まれている。第
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�部「人々と社会」ではコロンビアに生きる多
様な人々とその生活を紹介し、続く第 �部「文
化と暮らし」と第 �部「文学と芸術」はそうし
た人々が創り出してきた文学、音楽、演劇、美
術などを紹介する。また、それらにはテレビド
ラマとバジェナート音楽フェスティバルのコラ
ムが掲載されている。最後の第 �部「都市と観
光」は主要都市を概説するとともに、観光地と
しての見どころを紹介している。
全体の流れとしては、自然環境と歴史によっ

て雰囲気をつかんでもらった後、まずは国家と
してのコロンビアを理解してもらうために政治、
経済、そしてそこから生じた麻薬と暴力の部を
配し、その後、困難の中で力強く生きる多様な
人々の文化、社会、生活を紹介するといった構
成となっている。もちろん興味のある章やコラ
ムから読むことができるが、本書を前から読み
進めることによって読者が先述の偏ったイメー
ジのコロンビアから解放され、新たなコロンビ
アを「知る」というプロセスを体験することも
期待している。

コロンビアからの視点
多彩な執筆陣は本シリーズではすでにおなじ

みであるが、本書においても大きな特徴となっ
ている。すなわち、研究者、実務者、そしてコ
ロンビア在住者などが筆をふるっており、皆、
コロンビアにおける長期滞在あるいは頻繁な訪
問を通じてコロンビアを深く理解し、多様なコ
ロンビアの姿を知ってほしいと感じている。こ
こではその顔ぶれの一部を紹介したい。まず、
コロンビア人として執筆に参加したベッツィ・
フォレロ・モントージャさんは国費留学生とし
て来日し、上智大学、筑波大学の大学院におい
てカルチュラル・スタディーズなどを専攻した
文化研究者である。ロサ・カルデナスさんはコ

ロンビアを代表する経済紙『ラ・レプブリカ』
の記者などとしてマスメディアの第一線で活躍
した後、同じく国費留学生として上智大学大学
院に留学したジャーナリストである。彼女たち
の出身と専門を考慮し、ベッツィーさんにはボ
ゴタ観光、コロンビア人女性、そしてテレビド
ラマについて、そしてロサさんにはコロンビア
北部から世界に広がりつつあるバジェナート音
楽、マスメディアについてコロンビア人の視点
から執筆してもらった。また、コロンビア在住
の日本人芸術家である竹久野生さんは、日本と
コロンビアで個展を開くなど精力的に活動して
おり、その専門を生かしてコロンビアの美術を
詳しく紹介している。余談ではあるが、竹久野
生さんは画家の竹久夢二の孫である。このほか
にも多様な専門と経験をもつ研究者、執筆当時
コロンビアに在住し現地事情に精通する多くの
実務者などが参加し、それぞれの専門、職務、
関心を生かして執筆した。

新たな日本・コロンビア関係の第一歩
編集作業は、執筆当時のウリベ政権が大統領

再選を可能とする憲法改正を行って第二期をス
タートさせるという大きな動きに直面したこと
もあって遅れ、本書は 	���年 �月に出版され
た。	���年が日本・コロンビアの外交関係樹
立から ���年記念ということで友好 ���周年
を祝ったことを考えれば、本書の出版は両国関
係の新たなスタートの一歩と位置づけられるだ
ろう。
コロンビアには麻薬、紛争や暴力、そして社

会的弱者の排除といった問題が依然としてある
が、豊かな自然の中で様々な人々が多様な文化、
社会を創り出してきたことも確かである。本書
がコロンビアの新たな「顔」、そして全体像を知
る一助となれば幸いである。



	� ラテンアメリカ・カリブ研究

最後に、本書の出版は明石書店の編集者であ
る兼子千亜紀さん、編者の二村久則・名古屋大
学教授（現・同名誉教授）を始め数多くの執筆者
だけでなく、表紙を飾る地方の祭りの写真をい
ただいた井村真樹子さん、同じく表紙扉や文中
に先住民の写真を提供してくださった写真家・
ジャーナリストである柴田大輔さん、そのほか
多くの関係機関、関係者のコロンビアに対する
愛情と情熱の結晶である。この場を借りてお世
話になった方々に謝意を表したい。 □■
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本書はコロンビアの首都ボゴタにおける貧困
居住区の住環境改善プロセスに関する ��年余
りの調査研究の成果をまとめたものである。「不
正規居住区」�)�..�,( �..�%&��.(�とは、都市開発
行政管轄区域外で基盤整備が整っていない土地
に自助建設によって作られ、基本的なインフラ
と公共サービスはコミュニティが行政に働きか
けることで後から提供されてゆく（＝正規化さ
れる）居住区のことを指す。この間住民と行政
との間に様々な緊張関係が生じることがある。
本書の中心テーマはこのような不正規居住区に
おける「コミュニティ参加」という概念と実践
が、そこに住まう都市貧困者の生活水準の向上
にどのような意義を持ち得たのか、そしてそれ
が ����年代以降のコロンビアをとりまくマク
ロ経済の変化と市場メカニズム重視の開発パラ
ダイムにおいてどのような変貌を遂げているの
かを明らかにするところにあった。この研究課
題に対し、バリオ（居住区）単位でとらえた都

市コミュニティと国家、市場の関係およびその
他の外部アクターとの関係において分析すると
いうアプローチをとった。
全体は �章構成である。第 �章で「コミュニ

ティ参加」と「不正規居住区」の概念整理と先
行議論のサーベイを行い、本書での問題提起を
行っている。第 	章はボゴタで実態調査を行っ
た �つのバリオの選択根拠を、それらをとりま
く文脈とともに説明している。続く第 
、�章
では、こうした不正規居住区が基本的インフラ
とサービスを獲得してゆくプロセスを、居住区
コミュニティと国家、市場、外部アクター（政
治家や ��@）との関係において描いた。ボゴ
タ市の都市行政とその ��年代の変化を追って
いる。第  章は � つのバリオで行った質問表
を用いた定量分析とインタビューと参与観察に
よる定性分析とを組み合わせた調査結果に基づ




