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の生成につなげていくという見取り図がそれで

ある。

このように活用まで射程に入れた理由は、序

章で述べる苦い経験が関係している。歴史教育

の場として役立てばと保存した遺跡で、代替地

もなく退去を強いられた住民の反発に出会った

事件のことである。よかれと思ってした行為が

人を苦しめる。この矛盾の解決は私にとっては

義務に近いものであった。

遺跡を壊す者と守る者との論理を探り、断絶

を接合へと向かわせる方法を探る旅は長い。そ

こで得た収穫は、開発人類学でよく指摘される

点に似ている。社会、文化状況の基礎的な研究

なくしては、文化遺産といえども開発は難しいと

いうことであろうか。文化という崇高なイメー

ジを掲げ、その守護神として立ち振る舞う文化

遺産関係者は、自らを律し、対象社会に寄り添

う姿勢を見せない限り、たとえ文化遺産が守ら

れてとしても、誰のために守ったかを正々堂々

と主張することはできないはずである。こんな

著者の意図をくみ取っていただければ幸いであ

る。 □■

『アンデスの都市祭礼―口承・無形文化遺産「オ

ルロのカーニバル」の学際的研究』（明石書店、

2014年）-獨協大学他非常勤講師・兒島峰

本書は、2011年に筑波大学に学位請求論文と

して提出した『口承・無形文化遺産「オルロの

カーニバル」の学際的研究―その政治・経済的

意義の変遷と継承される理念―』を基にしてい

る。平成 25年度日本学術振興会科学研究費助

成事業「研究成果公開促進費」（学術図書　課題

番号 255115）の交付を受けて刊行されること

になった。学術図書という性格上、学位論文か

らの大幅な変更は加えていない。南米ボリビア

の鉱産業都市であるオルロのカーニバルを、そ

の発生から 2000年以降に至るまでの歴史的変

遷とともに論じた研究書である。

本書は序章と終章を含む 11章から構成され

ており、序章では、オルロのカーニバルの概要、

先行研究と本研究の意義、フィールド・ワーク

や章構成について説明した。

第 1章は「オルロのカーニバルをとり巻く環

境」と題し、ボリビアの歴史におけるオルロの

位置づけを行った。首都機能が移転した 1900

年の連邦革命と、1952 年のボリビア革命、52

年革命が樹立するための「国民」概念の形成に

大きな影響を与えた 1932 年から 1935 年まで

のチャコ戦争（対パラグアイ戦争）、および、第

二のボリビア革命と呼ばれる 2005年からの社

会変革について述べた。

第 2章から第 9章までは、オルロのカーニバ

ルとそれぞれの時代ごとの社会状況とを関連づ

け、時系列的に論じている。

第 2章「オルロのカーニバルを支える神話」
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では、オルロのカーニバルで 1940年代に上演

されていた「アメリカの征服」劇、オルロ市の

起草神話である「ワリの神話」、オルロのカーニ

バルが実行されるための歴史を伝える「ニナ・

ニナの物語」、オルロのカーニバルの起源伝説と

してもっとも良く知られている「チル・チルの

物語」の構造分析を行った。そして、チャコ戦

争後、まだ国民とはみなされていなかった被抑

圧階級のカーニバルに、識字文化の継承者であ

る国民階級が参加し始め、新聞でもそれまで無

視されていた路上のカーニバルに関する記事が

取り上げられるようになるプロセスを通じて、

識字階級が学んでいった、非識字文化独自の歴

史の見方や社会観について明らかにした。

第 3章「オルロのカーニバルを構成する宇宙

観と農耕儀礼」では、1952年革命後のオルロの

カーニバルに焦点をあてた。革命後に脚光を浴

びる「悪魔の踊り」と、「悪魔の踊り」グループ

が演じる「七つの大罪」劇を紹介し、「七つの大

罪」劇に表現されている善と悪の概念と歴史観

を分析した。また、「七つの大罪」劇を、第 2章

で取り上げた「ワリの神話」と「アメリカの征

服」劇と比較し、52年革命前と後でのオルロの

カーニバルで訴えられるメッセージが異なって

いること、革命直後のカーニバルで、すでに、

革命政権への批判が込められていたこと、そし

て、理想社会の構築を目指して闘いの継続を訴

えていることを明らかにした。また、「七つの

大罪」劇に、土着の神格スパイの妻が登場する

ことの意味を検証し、鉱山労働者の儀礼や信仰

についてもとりあげ、オルロのカーニバルで提

示される複数の男女の神格を分析することによ

り、オルロのカーニバルを鉱山労働者の儀礼と

する先行研究とは異なり、農耕儀礼に基づいて

いると結論づけた。

第 4章「明確化していく政治理念」では、1960

年代から 1970年代にかけての軍事政権下、オ

ルロで人民政府が樹立される様子を、オルロの

カーニバルを通じて継承される儀礼から解釈し

た。反政府運動が高じた末に打ち立てられた人

民政府の拠点となった場所について、オルロ市

の空間構成から分析し、人民政府の政治理念が、

農耕儀礼に由来するチャージャの儀礼を通じて

継承されようとしていること、チャージャの儀

礼が、この時期にオルロのカーニバルの公式日

程として受け容れられるようになっていくこと

を示し、第 3章で述べた、オルロのカーニバル

を通じて訴えられていた理想社会の構築へ向け

た闘いが具体的な政治活動となっていく様子を

記述した。また、人民政府が希求する、革命政

権のものとは異なる国家のあり方についても言

及した。

第 5章「国家に対峙した＜国民文化＞の創出」

では、1960年代から 1970年代初頭にかけて、

オルロ市行政が実施した文化政策に提示される

国民国家像を分析した。1965年、カーニバル実

行団体とオルロ市行政は、合同で、オルロはボ

リビアのフォークロアの首都であると宣言する。

この宣言は、1970年に大統領令として国家から

正式に承認されるが、1960年代から 1970年代

初頭にかけて、オルロでは、ボリビアのフォー

クロア、すなわち、ナショナル・フォークロア

という文化を通じて、ナショナリティ、つまり、

ボリビア国家のあるべきモデルが追及されてき

た。この章では、オルロ市行政による文化政策

の推移を検証することで、差異を均質化して唯

一の国民国家像をモデルとするのではなく、雑

多で多様で異種混淆な複数の国民国家モデルの

共存が提唱されていたことを明らかにした。

第 6章「急増する女性参加と新しい国民像の

創出」では、1970年代から 1980年代にかけて

急増する女性参加者と、この時代に特徴的な新
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しいジャンルの踊りによって提示される国民像

を分析した。オルロが国のフォークロアの首都

であると大統領令によって正式に認定されたこ

とを受けて、上流階級がカーニバルに参加する。

軍事政権が長期化するなか、上流階級によって

創出された踊りは、弱者を制圧し、排除するこ

との正当性を訴え、軍事独裁政権を肯定するも

のであった。このような社会観は、これまでの

オルロのカーニバルにはみられなかったもので

ある。この章では、また、上流階級が導入した

複数の女性参加者の役割について、これまでの

女性参加者への評価とともに分析し、それぞれ

の役割をもつ女性参加者に対して、無視、称賛、

批判という異なる評価が下されることの意味を

考察した。

第 7章「カーニバルと経済戦略」では、1980

年代半ばに発生した錫の国際価格の暴落と、ボ

リビアを襲ったハイパーインフレーションを機

に、錫に代わる産業として、オルロのカーニバ

ルを主軸に据えた観光産業を立脚しようとする

1980 年代後半の様子を扱った。観光客へのア

ンケート調査をもとにカーニバルの観光化を推

進しようとする具体的なプロセスから、オルロ

に期待された観光産業が、外国政府や多国籍企

業の国家経済への介入を許し、その結果増大し

たインフォーマルセクターを切り捨てるボリビ

ア政府とは対照的であること、観光化によるオ

ルロ経済の活性化は、「チル・チルの物語」を通

じて継承される富の平等な分配を目的としてい

ることを明らかにした。

第 8章「＜世界遺産＞の登録基準とオルロの

カーニバル固有の規範」では、観光化のために必

要と考えられた、オルロのカーニバルの世界遺

産への登録へ向けて変更事項が加えられる 1990

年代を扱っている。カーニバルに加えられた変

更事項に、カーニバル参加グループは異なる反

応を示した。なかでも、オルロで人気を二分す

るふたつの「悪魔の踊り」グループの対照的と

もいえる反応に注目し、オルロのカーニバルの

歴史上もっとも古くからある「アウテンティカ」

グループが、口承や身体動作によって自分たち

が継承してきた文化の識字化に反対しており、

これに対し、もう一方のグループとカーニバル

実行団体は、ユネスコが定める文化の国際基準

を受容しようとしていることを明らかにした。

そして、ユネスコが世界遺産の意義として主張

する文化の普遍的価値とは何か、「悪魔の踊り」

の普遍的価値とは何かと問いを発し、口承・無

形文化という新しい世界遺産の基準が含有する

問題点を詳述した。

第 9章「世界遺産＜オルロのカーニバル＞を

めぐる現状と展望」では、2001 年にオルロの

カーニバルが世界遺産に登録されたあと、オル

ロのカーニバルのパイオニアである「アウテン

ティカ」グループに起こった諸問題から、世界

遺産条約による文化的価値の承認が、承認され

た文化の継承者にとってどのような意味をもつ

のか、口承文化がもつ柔軟性、可変性、多様性

を、西洋的な識字文化規範に基づいた世界遺産

条約が特権的立場から承認することの意味を論

じた。

終章では、本書におけるオルロのカーニバル

研究を、ボリビア、および国際的な政治経済状

況とのかかわりにおいて位置づけ、これまで述

べてきた研究の論点を整理した。本研究で明ら

かになったことは、オルロのカーニバルが、鉱

山労働者固有の信仰と儀礼に基づいているので

はなく、農耕儀礼に根差していることである。

オルロのカーニバルを支えている神話や伝承に

は、先行研究が「農民」運動や「先住民」運動

とみなしてきたトゥパック・カタリ運動の理念

が継承されていたのであった。本書では、トゥ
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パック・カタリ運動の理念がオルロという産業

都市で継承されてきたことの意味を仔細に分析

することで、都会から離れ、西洋文化から隔絶さ

れた先住民共同体によって継承された、閉鎖的

で時代錯誤的、西洋文化と西洋社会を否定する

運動などと解釈されがちであったトゥパック・

カタリ運動が、西洋的価値観と協調しようとす

るものであることを明らかにした。

本書が刊行されたのは 1月末であり、雑誌『ラ

ティーナ』3月号に、伊高浩昭氏による書評が

掲載された。ラテンアメリカ情勢に精通してい

る伊高氏は、本書で明らかにしたトゥパック・

カタリ運動の特徴を、モラレス現大統領の最近

に至るまでの政策と関連づけて述べてくださっ

ている。 □■

『先住民運動と多民族国家―エクアドルの事例

研究を中心に』（御茶の水書房、2014年）-神

奈川大学・新木秀和

本書のタイトルをつけた際、自分がかつて行っ

た報告のタイトルに由来することを当初ははっ

きり意識していなかった。実際、筆者は 2000

年、国立民族学博物館地域研究企画交流センター

で開催された国際シンポジウムで “Movimiento

indígena y estado plurinacional: el caso ecuato-

riano”と題して報告していた（その後、原稿は

2002年刊行の論文集に所収される）。すなわち、

それは「先住民運動と多民族国家―エクアドル

の事例」であり、まさしく本書と同じタイトル

であった。

それから 10年余を経て、2013年初夏から本

格的な執筆・編集作業を進める中で、先住民運

動に関する一書を編もうと考えたが、運動を単

独で扱うのではなく、「多民族国家」という概念

との関連において議論しようと思いついた。や

がて、そうした方向性が明確になっていく。そ

れは、「先住民と国家」というテーマをエクア

ドルの事例分析を中心に検討するという構想で

あった。このように、本書のアイデアは急に生

まれたものではなく、ずっと以前から抱えてき

た構想が具体化したものである。

本書は、既発表の原稿を集めた論文集ではな

く、学位論文を下敷きにする作品でもない。出

版の話が出た時、手っ取り早い方法は書き溜め

た発表済みの論考類から論文集を編むことであ

るのはわかっていた。しかし、それでは十分で

はない側面やテーマも多く、かなりの量の書き

下ろしが不可欠であった。そのうえ、論文集よ

りも整合性がとれた作品を生み出したいとの願

望が強くなっていった。

結果として、勤務先である神奈川大学の人文

学研究所から人文学研究叢書 34として出版で

きた。この叢書は本来、学内共同研究の成果を

毎年 2件出版するとの企画であるが、2013年度




