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日常着としての衣服／身体と同化する衣服
兒島 　峰(Mine Kojima)�

I. はじめに

1998年から 99年にかけて、筆者はボリビ

アに滞在していた。オルロという都市で開催

される、「オルロのカーニバル」を調査するた

めである。

オルロのカーニバルのパレードは、カトリッ

クの暦における「灰の水曜日」前の土曜日に

始まり、日曜日、月曜日と、三日間行われる。

しかし、カーニバルの期間は、さらに長く、オ

ルロのカーニバル実行団体、A.C.F.O.（オル

ロ・フォークロアグループ連盟）1)が責任編集

をしているカーニバルの日程表には、「灰の水

曜日」をはさんで前後約 1ヶ月半に渡るスケ

ジュールが記載されている。オルロのカーニ

バルは、ボリビアで最大級の祝祭なのだ。パ

レードが行われる三日間だけではなく、カーニ

バルに付随する長期にわたって行われる数々

の催し物にも、オルロ内外から人が集まるの

が常である。観光客はもちろん、参加者まで

もが、ボリビア国内の各地から、また、外国

からも集まる。カーニバルへの参加は、定め

られた規約にのっとっていれば、外国人に対

しても、また、筆者のようにボリビアに居住

していないものに対しても門戸が開かれてい

るからである2)。

公共空間で行われる祭りは、人や物の活発

な交流を生む。ストリブラスとホワイトは、祭

�筑波大学非常勤講師
1)正式名称Asociaci�on de Conjuntos Folkl�oricos de

Oruro。オルロのカーニバル参加グループが結束し、カー
ニバルの実行を担っている。
2)オルロのカーニバルには、原則として、その場限り
の参加はできない。参加者には、11 月からの準備、およ
び練習期間からの参加が義務づけられている。

りは単に共同体の祝事ではなく、むしろ、経

済的、文化的結節点、つまり、
ハイブリダイゼーション

混 淆 化 の

場であることを強調している（ストリブラス

＆ホワイト 1995）。

普段、道を歩けば必ず知り合いに会う、こ

じんまりとしたオルロの街は、カーニバル期

間中、見知らぬ人々でごったがえす。

オルロのカーニバルにおける一連の日程の

なかに、パレードが始まる土曜日前の木曜日、

「アナタ・アンディーナ」が開催されると案内

されていた。A.C.F.O.が編集をした日程表に

は、「アナタ・アンディーナ」とは「アンデスの

祝祭 (�esta andina)」を意味するとあり、開

催場所（路上）が明記されている3)。オルロ

市の路上という公共空間で行われることから、

筆者は、土曜日からのパレードと同様、多勢

の観光客やオルロ市民が見に来るのではない

かと予想していた。しかし、実際に行ってみ

ると、見物人は皆無に等しかった。テープレ

コーダーで録音しているボリビアの学生らし

き男性と筆者以外、見物しているのは、すべ

て、参加者自身で占められていたのだ。

3)アナタの語源については明確ではない。しかし、『ス
ペイン語百科事典』Enciclopedia de Idioma (Mart��n
Alonso(ed.) 1era. 1947, Aquilar, Madrid, tomo 1,
p.341)によると、一年間に生産される収穫、報酬などを指
す語として、16世紀から 20世紀に使用された語、anata
が挙げられている。なお、A.C.F.O.が編集した日程表
には、�esta（祝祭）と記述されているが、現地で anata
の語意について、A.C.F.O. 役員、現地のカーニバル関
係者、新聞記者、および民俗学者たちにきいたところ、謝
肉祭（カーニバル）に相当する、という答えがかえって
きている。anata の語源を、現地語であるケチュアかア
イマラ語であろうと推測する関係者もいたが、筆者が所
持しているケチュア語辞典には anataという語は掲載さ
れていない。Anata とは、筆者の知っている限りでは、
ケーナより大きい管楽器の名称である。
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オルロのカーニバル期間中に催されるさま

ざまなイベントは、観光客で賑わうのが常で

ある。「アナタ・アンディーナ」が開催される

場所は、カーニバル・パレードや路上ライブ

などが行われることで知られている。開催日

時、場所、および日程表における案内などか

ら、見物人が予想されて当然と思えるこの行

事に、見物人が皆無であったことは、アナタ・

アンディーナという行事そのものの特徴が顕

著にあらわれているといえよう。オルロ県内

各地の伝統衣装や踊りを披露するアナタ・ア

ンディーナでは、「伝統」という言葉が盛んに

マイクを通して強調されていた。アナタ・ア

ンディーナに見物人がいなかったのは、なぜ

か。本稿では、「伝統的」衣服が強調されてい

る二つの事例から、衣服と身体イメージの混

同について考える。

アナタ・アンディーナの他に、「鳥の歌」と

いうボリビア映画をとりあげる。「鳥の歌」は、

ボリビアの映画集団「ウカマウ」によって 1995

年に制作された。ウカマウ集団は、先住民社

会における外国訪問団の追放、農民や鉱山労

働者たちによるストライキと政府によるその

弾圧など、政治的に隠蔽されてきた事実を、多

数、テーマにとりあげている。「インディオ」

を西洋資本主義型経済システムと相容れない

アンデス・ユートピアに住む存在として牧歌

的に描くことで、自給自足的生活に閉じ込め

るのではなく、国家や外国との関係を築いて

いく「人々」そして「社会」として描く同集

団の作品は、世界各国で評価され、日本でも

数々の作品が上映されてきた4)。ウカマウ集

団の最新作にあたる「鳥の歌」は、日本でも、

4)ウカマウ集団制作映画は、先住民の観覧者も多い。先
住民自身も、彼らをイメージとして取り上げがちな他の
映像とは違い、自分たちの生活をリアルに描いているウ
カマウ集団の映画に賛同の声をあげている。また、ボリ
ビア以外の国々でも評価を受け、日本でも数々の作品が
上映されてきた。詳細は、参考文献 (3) 94～96 ページ、
参考文献 (4) 184～188 ページを参照されたい。

1999年 11月、ラテンアメリカスタディーズ

と題された映画祭で上映された5)。

実際の事件を多くとりあげてきたウカマウ

集団は、「鳥の歌」では、映画集団がアンデス

のある農村にロケに行くことから生じる、都

市居住者「白人」と農村居住者「インディオ」

との間の葛藤を描いている。ウカマウ集団自

体が、「白人」もしくは「白人」色の強いメス

ティーソの、いわゆるエリート階級出身者を

中心とする映画制作集団であり6)、この作品の

テーマは、ウカマウ集団がロケに行った際の

経験に基づいているという。

「アナタ・アンディーナ」と「鳥の歌」では、

伝統的」衣服が、毎日のように「着脱可能な

衣服」ではなく、「身体」イメージを代弁する

ための視覚的要素として使用されている。本

稿では、伝統的と呼ばれることで、衣服にど

のような意味が付与されるのか、考察したい。

まず、はじめに 1999年 2月に筆者が観察し

た「アナタ・アンディーナ」について説明す

る。そこで、アナタ・アンディーナという行

事で伝統的衣服がどのような意図で用いられ

ているのかを考えてみよう。次に、映画「鳥

の歌」のあらすじを記述し、そこにおける衣

服の使用についてみてみたい。それから、二

つの事例を通じて、伝統的衣服を着ることの

できる「身体」がどのような条件によって規

定されているのか整理する。自由に着替える

ことができる日常着とは一線を画したものと

しての、「伝統的」衣服とは、どのような意味

を持つのかを、二つの事例から考察する。最

後に、「伝統的」衣服を身につけることができ

る身体は、日常着としての衣服を自由に着用

することができるのか、「伝統的」衣服は、自

由に着脱できるのか、という可能性について、

考察を加えたい。

5)2000 年秋には都内で本上映が予定されている。
6)参考文献 (2) より。
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II.アナタ・アンディーナ (Anata Andina)

アナタ・アンディーナは、1992年から始まっ

た、FSUTSCO（オルロ労働組合農村連合）7)が

主催する行事である。

オルロ県は 16 の郡 (Provincia)から成り

立っている。各郡は、さらに、1から 3程度の

行政区に分けられており、オルロ県には、合計

34の行政長官 (alcalde)からなる行政区分組

織 (municipio)がある8)。アナタ・アンディー

ナへは、これら 34の行政組織単位すべてに参

加が義務づけられている。ラ・パス県に属す

る行政区からの参加もあり、筆者が観察した

1999年は、合計で 36グループが出場してい

た。朝九時から夜の九時まで続く。

「謝肉祭」とはいっても、内実は、各コミュ

ニティーの「伝統芸能」コンクールで、音楽

や踊り、衣装が審査の重要な対象となる。衣

装については、主催者である組合連合のオー

ガナイザーが、幾度となく、拡声機とマイク

で、その土地の「伝統衣装」でなければなな

い、と叫んでいた。また、「セーターを着たチョ

リータ9)があってなることだろうか」「コミュ

7)正式名称 Federaci�on Sindical �Unica de Traba-
jadores Campesinos de Oruro。
8)外務省中南米課は、ボリビアの行政区分を、県 (de-

partamento)以下、郡 (provincia)、町村 (secci�on)、区
(cant�on)、そして、最小行政単位であるアイリュ (ayllu)
としている。しかし、サン・アンドレス大学 (Universidad
Mayor de San Andr�es)のホームページでは、オルロ県
には 16の郡 (provincias)と 119の区 (cantones)があ
り、と記載されており、郡 (provincia)に直接所属してい
る行政の下部単位が町村 (secci�on)ではなく区 (cant�on)
であることが示されている。ボリビア政府、持続開発企
画省のホームページには、1998 年のオルロ県の行政責任
者 (alcalde)が公開されており、そこでは、県内の 16の
郡は、合計して 34 の行政区 (municipio)に区分されて
いる。本稿では、ボリビア政府の公開している行政区分
を優先して採用している。
9)チョリータ (cholita)というのは、チョーラ (chola)
の示小辞である。チョーロ (cholo 男性形) およびチョー
ラ（女性形）という言葉は、「白人・メスティソ的な生活
様式・価値観を身につけたインディオ」（吉田 1993:37）
に対する呼称である。ボリビアでは、ペルーにおいての
ような侮蔑的な意味はなく、特に、女性の示小辞「チョ
リータ」は、親愛の情をこめて用いられることも珍しく
ない。チョリータは、ボリビアでは、一般に、ポジェーラ

ニティーの伝統衣装がパンタロンであろうは

ずがない」など、参加者の衣装を批判するよ

うな発言も、マイクをとおして響いていた。

この行事には、もう一つ、重要な審査があ

る。各コミュニティーから選出されたニュス

タ (~nusta)のなかから優勝者を決めるのであ

る。ニュスタというのは、インカ帝国時代に

王に仕えるために各地方から召喚された選り

すぐりの美しい乙女たちであり、巫女として

の役割を担っていたといわれている。

各コミュニティー代表のニュスタが、自分

の「ネイティブ言語 (lengua nativa)」10)で自

己紹介しなければならないが、少しでもスペイ

ン語が混ざると、周りからすさまじい野次が飛

ぶ。オーガナイザーも、「ネイティブ言語」で

あるケチュアかアイマラで喋ることを強要す

る。ラ・パス地方から選出された一人のニュ

スタが、非常に流暢なスペイン語で「まず、す

べてのオーソリティーに感謝します」と述べ

たときには、喧々囂々の野次が飛んだ。また、

ケチュアやアイマラ語で喋っている途中、な

んらかのスペイン語（多くはコミュニティー

の設立日）が混ざってしまうことが往々にし

てあったが、スペイン語がニュスタの口から

出た瞬間、ニュスタが喋れなくなってしまう

ほどの野次が浴びせられるのである。

この行事は、オルロ市で行われるにもかか

わらず、スペイン語の使用が極端に限られて

いることが特徴的である。オーガナイザーは

参加者の服装や言語などをスペイン語で批判

するが、参加団体であるコミュニティーの所

を日常的に着用する若い女性をさす。若くない女性、ま
たは、既婚の女性をあらわすためには、この、チョリータ
という言葉は使用されず、年配女性に対してはポジェー
ラと呼ぶことが多い。
10)オルロ県では主としてケチュア語とアイマラ語が話
されている。しかし、それぞれの言語は、地域によりか
なり違いがあり、同じケチュア語といっても、通じない
ことがあるから、敢えて「ネイティブ言語」と呼ぶのだ
と、オーガナイザーは筆者のインタビューに答えている。
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在や特色についての説明は一切行わない。つ

まり、アイマラ語やケチュア語を解さない都

市居住者は、その土地の「伝統」についての基

本的な説明を与えられないのである。スペイ

ン語は、セーターやパンタロンを批判するた

めに使用される。オーガナイザーが喋るのは

スペイン語だけであり、参加者たちがある程

度のスペイン語を理解すると想定されている

ことが示唆されているが、参加者たちにはス

ペイン語の使用が許されてない。オーガナイ

ザー、そして、参加者であると同時に観衆でも

ある人々が、スペイン語を口にしてしまった

ニュスタたちに対して浴びせる野次の語調の

激しさは、参加者であるニュスタたちにとっ

ても、見物しようとする者たちにとっても、楽

しんだり笑い飛ばせる雰囲気ではなく、むし

ろ、殺気だった気配すらみせていた。

この行事は、大きな矛盾を孕んでいる。そ

れは、オーガナイザーが鼓舞する「伝統」が

女性参加者だけに強要されていることである。

審査対象ともなっているこの行事の重要な要

素、伝統芸能を披露するためには、女性だけで

なく男性の参加が不可欠である。ところが、男

性参加者に対するオーガナイザーの目は、ニュ

スタたちに対するほど厳しくない。音楽や踊

りを担当する男性たちについての言及は皆無

なのであった。音楽隊の男性陣がそろってワ

インレッドのスーツを着用し、アクロバット

的な動きを披露していた参加コミュニティー

もあったが、彼らに対する批判や野次は、全

くきかれなかったのである。

各コミュニティーが伝統的衣装を着用して

その土地の伝統芸能を披露しなければならな

い、という行事の主旨は、マイクを通してスペ

イン語で幾度も繰り返される。しかし、オー

ガナイザーによって鼓舞される「伝統」がな

にをさすのか、はっきりしない。マイクを通

して、セーターやパンタロンを着用する女性

は「伝統的チョリータ」ではないことが強調

される。しかし、そもそも、厳密な意味での

「伝統的チョリータ」は存在するはずがない。

チョリータという概念自体が、西洋的要素を

一切排除した「インディオ」との差異化を計

る概念だからである（注 9、および参考文献 5

を参照)。また、通常、チョリータとは、長く

たらした三つ編、ポジェーラ、そして、セー

ターをはいている若い女性を指すときに用い

られる。

筆者は、農村や鉱山労働者居住区、また、都

市部に働きに出てきているチョリータと話し

をする機会に頻繁に恵まれたが、セーターを

着るのは、ごく普通のチョリータであると彼

女たちは認識している。都市居住者、および、

当のチョリータたちからも、「チョリータ的」

とみなされているポジェーラとセーターの組

み合わせを容認しない組合連合が主張する「伝

統的チョリータ」とは、一体なにか。セーター

とパンタロンにことさら批判の矛先をむける

のは、一体なぜか。

参加女性たちが喋れなくなってしまうほど

当惑するのは、「伝統的チョリータ」というオー

ガナイザーが鼓舞するイメージがなかなか実

像と結びつかないことも一因ではないだろう

か。唯一、具体像を持ちうるモチーフは、セー

ターとパンタロンであるが、これらは排除され

なければならない要素として強調される。そ

れでは、セーターとパンタロンの代わりに、な

にを身につけなければならないかというと、具

体的な説明が全くなかったのである。

オーガナイザーが強調する「伝統的な民族

衣装」というイメージは、どこにあるのだろ

うか。

オーガナイザーが強要する「伝統的チョリー

タ」が、西洋的要素が伝来する以前の「伝統」

への回帰を意図しているとすれば、チョリー

タという言葉をもちだすこと自体が矛盾を孕
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んでいる。それとも、ここでは、「伝統的」と

いうことが重要であり、各コミュニティーに先

祖代々継承された衣服を「伝統的チョリータ」

と評価しようとしているのであろうか。しか

し、オーガナイザーが各コミュニティー独自

の「伝統」に精通しているとは思えない。なぜ

なら、オーガナイザーは、各コミュニティー

についても、理想とされる「伝統的」チョリー

タのモデルとなる要素についても、全く説明

しないからである。

アナタ・アンディーナが奇異に映るのは、そ

の殺気だった雰囲気である。「祝祭」と名うっ

てはいるものの、そこには、楽しいという雰

囲気はないのだ。

アナタ・アンディーナが殺気だった雰囲気

をかもしだしているのは、オーガナイザーが

音質の悪いマイクで絶叫し続けることそれ自

体ではなく、むしろ、絶叫しても、なお、そ

の主張が実際のイメージと結びつくものでは

ないことにある。女性参加者に対して容赦な

い非難と罵声が浴びせられるが、見物人に対

してはもちろん、参加者に対しても、理想モ

デルが提示されていない。参加女性に批判の

矛先をむけておいて、あるべき理想の姿が説

明されないため、参加女性たちの戸惑いは解

消されず、黙って野次に耐えるしかなくなる

のだ。

伝統芸能コンクールという観光客が飛びつ

きそうな行事に、見物人が皆無だったのは、参

加者に対してすら、「伝統」のモデルが示され

ず、むしろ、「伝統」に対して否定的とされる

要素を断罪する場だったからではないか。理

想モデルは提示されないにもかかわらず、ス

ペイン語、セーター、パンタロンなどが排除す

べき要素として厳しい非難にさらされる。参

加者であるニュスタたちが怯えきっていたの

は、彼女たちに対する非難のすさまじさに加

え、「伝統」的と認められるモデルがないため、

彼女たちが好意的に迎えられる可能性がない

ことを察知していたためではないか。

それでは、アナタ・アンディーナでさかんに

攻撃される「伝統」の対立項とは、なにか。本

稿では、伝統的と呼ばれる衣服の視覚イメー

ジを中心に考察していくが、そのために、ウ

カマウ集団制作映画「鳥の歌」について記述

する。アナタ・アンディーナで「伝統的」衣

服と対を成すものの正体が、「鳥の歌」におい

て、より明らかになるであろう。

III. 映画「鳥の歌」あらすじ11)

都市に住む映画集団が、スペイン語ではな

くアイマラ語を母語とするアンデス山脈のあ

る村でロケをすることになった。侵略という

テーマをとおして、「失われた記憶や歪められ

た歴史を再構築する」（映画の登場人物、フェ

ルナンドの言葉）ことを目的とした映画を制

作しようと試みているのだという。インディ

オの立場からの映画制作を自認し、ロケ前に、

村長を通じて村人たちの協力を要請してある

にもかかわらず、実際に現地に行くと、村人た

ちは非協力的である。そのため、撮影は遅れ、

映画集団はいらいらする。「おれたちは彼らの

ために映画をつくっているのに、なぜ、協力

しようとしないのか」という疑問は、次第に、

「インディオは策略家だ。はじめは笑顔で協力

は惜しまないなどと言っておきながら、あと

でとんでもないしっぺ返しをくらわす」とい

う不信感に変わっていく。

そんななかで、プロデューサーの弟で演出補

佐をしているフェルナンドは例外である。他

のメンバーが、思うように進行しない苛立ち

11)筆者はこの映画の日本語版字幕制作を担当した（監
修：太田昌国）。映画字幕においては字数に厳しい制約が
課されているため、本稿では、必要に応じて、原語に沿っ
た説明を加えてある。なお、映画の原題は「鳥の歌を授
かるために (Para recibir el canto de los p�ajaros)」で
ある。
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からインディオの悪口を言うと、「でも、彼ら

の気に障るようなことを言ったりしたんじゃ

ないの？」と、村人を擁護する。そして、フェ

ルナンドは、教員をしている村の女性、ロサ

に惹かれていく。

ロサは、村の伝統を否定し、アイマラ語を忘

れるべきだと主張する教師に対する疑問をフェ

ルナンドに告白している。都市文化や西洋的

規範を無条件に受け入れるのではなく、アイ

マラ社会の持つ素晴らしい伝統は子供たちに

伝えていかなければならないとも語る。フェ

ルナンドもロサの意見に賛同し、二人の仲は

徐々に深まっていく。

そこに、事件が勃発する。深夜、村人たちが

松明を持って、映画集団が寝泊りしている学

校をとり囲むのである。成す術を知らず、パ

ニックに陥る映画集団。そこで、普段はイン

ディオの味方だと言ってはばからない映画ス

タッフたちの間に亀裂が生じる。

ある者は、野蛮なインディオになにをされ

るかわからない、とヒステリックになり、た

まりかねたフェルナンドは、「ここをどこだと

思っているんだ、気取り屋め。マイアミにで

もいるつもりか」と怒鳴る。そのフェルナン

ドに、別のスタッフが「そんなにインディオの

味方なら、アイマラ語で彼らを説得してこい

よ」とつっかかる。フェルナンドの兄は、褐

色の肌をしている映画スタッフのメンバー数

人に対し、「おまえはインディオだ。おまえは

おれたちとは違う、やつらと同じだ。」と攻撃

する。インディオと呼ばれた男は「おれはイ

ンディオではない。おれの父親は白人で、立

派な紳士だ。」と抵抗するが、フェルナンドの

兄は「おまえの苗字はインディオの姓だろう。

おまえの肌をみてみろ。おまえのなかにはイ

ンディオの血が流れているんだ」と、＜危険

分子＞の＜インディオ＞のスタッフをロープ

で縛る。

この事件の直接のきっかけは、近づく祭り

のための大切な鳥を、映画集団の何人かが娯

楽のために狩りに出かけ、撃ち殺してしまっ

たことだった。しかし、背景にあったのは、村

人たちと映画集団相互の無理解である。

一夜明けて、映画スタッフは自分たちの過

ちに気づく。映画集団の受け容れに賛成した

のは村長だったが、村人たちの同意は得られて

いなかったのだ。自分たちの思いこみで、村

長を通じて強引に事を運ぼうとしたがゆえに、

村人たちの反感を買っていたのだと気づいた

とき、映画集団は、もう一度、村長を通じて

村人たちに、彼らを受け容れてくれるかどう

かきいてくれるよう申し入れる。もし、村人

たちの同意が得られない場合には、引き上げ

ることも伝えた。

謙虚になった映画集団に、村人たちは態度

を軟化させ、映画集団が望んでいた「鳥の祭

り」の撮影も許可される。

フェルナンドは、決して、理想に闘志を燃

やす青年ではない。ただ、偏見の少ない、素直

な心の持ち主として描かれている。彼は、ロ

サとの結婚を考えるようになり、兄に相談す

る。しかし、兄は、「おまえ、気は確かか。彼

女は『インディオ』だ。『インディオ』のよう

な『ばい菌』の親戚になることなどもってのほ

かだ」と罵倒する。フェルナンドは、自分たち

の祖母がポジェーラ（アンデスの先住民女性

が着用するスカートのことだが、先住民女性

を指す意味で使われることが多い）だったこ

とを指摘し、自分たちは純然たる白人ではな

く、「インディオ」の血が混じったメスティー

ソだと言うことで、兄の偏見を解こうとする。

しかし、兄には通じない。そして、兄の罵倒

の言葉を、ロサが聞いてしまうのだ。

フェルナンドは、映画スタッフでもあり、兄

でもある男の言葉によって苦悩する。さらに、

ロサの同郷の男、マルセリーノもフェルナン
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ドを傷つける。

マルセリーノはフェルナンドとロサの接近

を当初から快く思っておらず、ロサとフェル

ナンドが一緒にいるときに、村の子供たちの

前で、アイマラ語で、フェルナンドを中傷す

るようなこともあった。次第に、マルセリー

ノは、村の女性に近づくフェルナンドに敵意

を露にする。そして、ついには、「おまえなん

か、マイアミにでも行っちまえ。ここは、俺

たちの土地だ。おまえたち『白人』は、ここ

から出ていけ」と言うのだ。フェルナンドは、

「俺はこの土地が好きだ。俺だって、ここに生

き、ここで死ぬ権利がある」と主張するが、マ

ルセリーノは、そんなことはない、と断固と

して彼の主張を受け容れない。

ロケが終わり、映画集団が村を去る日がやっ

てきた。せっかく村人たちに撮影を許可され

た「鳥の祭り」は、機材故障でもないのに鳥の

歌が録音されずに終わった。映画集団は、過

去に行われた侵略行為を描こうとしていた自

分たちが、現在の侵略者であったことに気づ

き、村人たちに嫌われて当然と思うに至った

が、村人たちは、映画集団の誠意を認め、土産

を渡す。それはロサの提案でもあった。フェ

ルナンドとの別離の日、いつもシャツにジー

ンズをはいていたロサは、村の伝統的衣服を着

ている。ロサは、同じように村の衣服を身に

つけた村人たちに囲まれている。村人たちは、

映画集団に卵や鶏などを土産として渡す。ロ

サがフェルナンドに渡したもの、それは、「イ

リャ」と呼ばれるものであった。フェルナン

ドはロサに「イリャとは何？」とたずねる。イ

リャとは、お守りのようなもので、豊作を願う

イリャや恋愛成就を願うイリャなどがあると

いう。ロサがフェルナンドに渡したのは、「鳥

の歌を授かるため」のイリャだった。

以上が映画のあらすじである。

この映画には、インディオの擁護者を自認

し、インディオ社会との協調を目指していた

はずの映画集団みずからが犯す、現在進行形

の侵略行為を描かれており、ボリビアに存在

する、容易には埋めようがない社会の溝が顕

在化されている。

筆者は、ボリビアでウカマウ集団のプロデ

ューサー、ベアトリス・パラシオスに会ったと

き、フェルナンドとロサの恋愛が成就するこ

とだけが解決ではないにしろ、映画の最後でロ

サが民族衣装を着る必要があったのかときい

てみた。彼女の答えは「それがボリビア社会

の現実なのよ (<Es la realidad de la sociedad

boliviana!)」であった (La Paz, 1999.03)。

ベアトリス・パラシオスが言うとおり、そ

れは、ボリビア社会の現実かもしれない。し

かし、「それ」とは何を指すのだろうか。

イリャに託されたロサの想いは、この映画

の重要なテーマであるが、それについては後

述することにして、まず、アナタ・アンディー

ナと「鳥の歌」に共通する問題、つまり、衣服

に付与されたイメージについて、考察を加え

てみたい。

IV. 衣服と身体

アナタ・アンディーナの参加女性たちは、ポ

ジェーラをはいていても、セーターを着てい

れば、それだけで、「伝統」的ではないと非難

される。

筆者がチョリータ呼ばれる女性たちと話し

をしたとき、チョリータたちは、都市のスタ

イルを、セーターにではなく、むしろ、ヘアス

タイルやジーンズにイメージしていることが

わかった。彼女たちは、自分がポジェーラを

脱いでジーンズをはくこと、そして、三つ編

にしている長い髪を切ってパーマをあてるこ

とに強い抵抗を示した。髪を切ったりジーン

ズをはいた姿で両親の前に立つことは出来な
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いと言うのだ。若い女性たちは、三つ編やポ

ジェーラが自分の生まれ育った土地の特徴で

あり、どこかに移り住むことがあっても、捨て

ずに身につけていくものである、と語る。一

方、セーターを着ることが出身を捨てる、また

は都市居住者に同化することを意味するとは

考えていない。彼女たちにとって、生まれ育っ

た土地を捨てて都会の人になることは、セー

ターを着ることではなく、ジーンズをはいた

りヘアスタイルを変えることであらわされる

ようであった。

日常着と考えられているセーターは、アナ

タ・アンディーナでは、排除すべき要素とみ

なされる。

「鳥の歌」で、ロサは、フェルナンドと決

別するとき、それまで着用していた衣服、す

なわち、都会から来た映画集団と同じ衣服を

脱ぎ、村の「伝統的」衣装をまとった。「鳥の

歌」では、村と都会という空間が、伝統的衣服

とシャツやジーンズ、という分類に反映され

ている。それでは、アナタ・アンディーナで

は、セーターではなくポンチョを着れば良い

のか、パンタロンではなくポジェーラをはけ

ば良いのか。アナタ・アンディーナでは、否

定される要素は明確にされるが、果たして、ポ

ンチョにポジェーラを着た女性参加者が好意

的に迎えられるのかどうかは、わからない。

今福龍太は、アイデンティティという概念

が、個人の意識の深部に生きつづけている一

定の
エッセン シ ャ ル

本 質 的 で
オーセンティック

真 正 な
コア

核の存在にたいする

信頼によって支えられている概念であり、自

己にとって真正のものではない、すなわち、異

質であると思われるすべての要素の排除を求

める性質を持っているため、純粋で、根源的

で、真正の自己を求めながら、一方で表層的

な、堕落した、まやかしの「他者」を排除して

ゆく行為として遂行されることになった、と

述べている。ここから、氏は、支配的イデオロ

ギーの文脈のなかで理解されてきたアイデン

ティティという意識との決別こそが、精神の

ネオコロニアリズム批判のための出発点であ

ると主張する（今福 1991）。今福は、建築を主

題とした文化史やフォークロアの領域でつか

われるようになった、ヴァーナキュラーとい

う概念を、これまでフォーク・アートとかネイ

ティヴ・アートとかいったカテゴリーによっ

てはつかまえることの出来なかった民衆の日

常の造形的実践を新しい視点のもとにとらえ

るために援用された、一種の戦略的な概念で

あると評価している。氏によると、ヴァーナ

キュラーという概念は、ハイ・スタイルでもな

いが、庶民の日常生活の主流からは切り離さ

れた特殊な民俗伝統とも違い、「たとえ無教養

であっても自立した生活者による
ア ー ト

技芸」（前掲

書 155頁）で、人種や階級にねざした古来の

伝統によって鼓舞されたものではなく、むし

ろその反対に、日々あらたに生まれかわる社

会構造の流動するエネルギーによって支えら

れている（前掲書 155頁）ものである。今福

は、「ネイティヴ」とか「伝統的」とかいった

概念によって喚起される土地性はあくまで特

定文化の地域的完結性や純粋性を前提として

成立してきたが、コロニアリズムを経過した

近代の文明空間のなかで発生しつつあるノン・

エセンシャルな人間の営利を位置付けるため

には、非規範的な枠組みのなかである文化的

特質を定義しうるヴァーナキュラーという表

現が必要不可欠（前掲書 158頁）と述べる。

「本質的で真正の自己」は、「排除すべきま

やかしの他者」と補完的な関係を構成してい

るということは、排除すべき要素に依存した

関係を構築しているということである。アナ

タ・アンディーナで、各コミュニティーの伝

統芸能や伝統的衣服を審査するはずのオーガ

ナイザーがその内容に言及しないのは、この

行事で重要なのが、各地域で継承される「伝
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統的」なものの中身ではないからなのだ。各

地域独自の「伝統」ではなく、セーターやパ

ンタロンという都会風イメージを排除した残

余としての「伝統」が、アナタ・アンディーナ

で強調されているのである。

アナタ・アンディーナで掲揚される各コミュ

ニティー独自の「伝統」とは、実体験すら拒否

する。もっとも象徴的な例が、オーガナイザー

が筆者に語った言葉にあらわれている。オー

ガナイザーは、母から教わった言葉を意味す

る「母語」という言葉を使用せず、敢えて「ネ

イティブ言語」と言っているのだ。実経験を

とおして身についた「母語」ではなく、敢え

て「ネイティブ言語」と呼ぶことに、アナタ・

アンディーナで希求される「伝統」が実体を

伴わないカテゴリーであるることが浮き彫り

にされている。

参加女性たちが混乱するのは、オーガナイ

ザーが強調する「伝統」が、母から伝えられた、

また、生活に応じてそれを変化させていく実

体とかけ離れたものであることにも依拠して

いると考えられるだろう。彼女たちは、セー

ターを着ていても、コミュニティーの一員とし

て、出場を義務づけられたアナタ・アンディー

ナに参加するためにオルロ市までやって来る。

経験をとおして身についたコミュニティーの

独自性を披露したつもりが、その「伝統」は、

流暢なスペイン語を話し、都会風のいでたち

をしたオーガナイザーがカテゴリー化したも

のとずれていたらしい。

映画「鳥の歌」では、排除の関係がより明

確に表現されている。

ロサとフェルナンドの二人が惹かれあうプ

ロセスのなかで、他の登場人物とは異なる意

見を共有していることが、二人の会話で強調

されている。スペイン語を流暢に話し、小学

校でスペイン語による教育に携わっているロ

サは、ボリビアの教育制度から、師範学校を卒

業しているとうかがえる。ロサは、フェルナ

ンドとの会話のなかで、アイマラ語を喋る子

供をぶつ教師もいるが、自分はアイマラ語や

アイマラ文化を遅れたものだとは思わないし、

全面的に禁止することには反対であると言っ

ている。ボリビア政府機関である教育・文化・

スポーツ省の末端に位置する教師であるロサ

の個人的意見は、ややもすると「インディオ

文化」を遅れたものとみなし、西洋型近代化

を推進しがちな中央政府の方針に懐疑的であ

ることを示している。フェルナンドは、公の

歴史によって捏造されたり、弱者の意見を無

視した結果である過去の歴史を、映画を通し

てとらえなおそうとしており、ロサの真摯な

姿勢に共感する。ロサとフェルナンドは、ス

ペイン語かアイマラ語か、白人かインディオ

か、という二者択一的な判断にとらわれるの

ではない、新たな可能性を模索しようとする。

そんな二人を快く思わないのが、村の民で

あることを主張するマルセリーノと、ばい菌

ではなくれっきとした白人であることを強調

するフェルナンドの兄である。マルセリーノ

は、フェルナンドには理解できないアイマラ

語で彼を笑い者にする。その一方で、わざわ

ざフェルナンドを呼びとめて、なれなれしく

するな、と挑発的な態度に出る。激昂してい

るマルセリーノを前にして、フェルナンドは、

「かっかするなよ、兄弟」と言うと、その言葉

に反発し「俺たちは兄弟なんかじゃない。お

まえたちなんか、ここから出て行け」とマル

セリーノは怒る。それでも、フェルナンドは

友好的に振舞おうとするが、マルセリーノは

容赦しない。

アイマラ語もスペイン語も解するマルセリー

ノだが、「兄弟なんかじゃない」とフェルナン

ドに対して言うことで、フェルナンドとは決

定的な違いがあるのだと強調しているようで

ある。
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村人たちは、都会からやってきた映画集団

を、無視するか明らかに嫌悪を表現するのに

対し、ロサは、映画集団が村にやってきたと

きから、彼らに興味があることを言葉や態度

で示し、フェルナンドたちと積極的に行動を

ともにする。他の村人とは異なるロサの態度

は、彼女が教員であることとも関連している

だろう。なぜなら、ロサ自身が映画集団たち

との会話で明らかにしているように、アイマ

ラ語を母語とする環境に生まれ育ったにもか

かわらずスペイン語による教育政策の一端を

担うロサは、「ネイティヴ」とか「伝統的」とか

いった概念によって喚起される本質性を追求

することを、はじめから拒んでいるからであ

る。しかし、アイマラ語を忘れなければなら

ないという主張には、「過去を忘れては前進で

きないと思うの」とフェルナンドに語ってお

り、「伝統的」共同体から離反し、その対立項

としての西洋近代に追従しなければならない

という意見にも賛同していない。ロサは、自

己を、純粋で根源的で真正であると固定され

たカテゴリーのなかに閉じ込め、「まやかしの

他者」を排除するのではなく、日々変化して

いく自己の可変性を肯定しようとする。

映画のラスト・シーンでは、映画集団が都市

に帰ることで、農村と都市という二つのカテ

ゴリーに分断された空間の対立が顕在化され

る。この対立は、それまで同じ服装をしてい

たフェルナンドとロサとの差異を、一方に「伝

統的衣服」を着せることで強調される。シャ

ツとジーンズを脱ぐことは、それまで自己の

一部であった要素を排除することをアピール

しているのではないか。伝統的衣服を身につ

けることによって、フェルナンドとの共有を

拒否し、二つのカテゴリーを超越することは

不可能なのだと視覚的に訴えているようにみ

える。なぜなら、ロサが着ている村の伝統的

衣服は、フェルナンドが着ることはできない

からだ。

なぜ、ロサがジーンズを着るようにフェル

ナンドが民族衣装を着ることができないのか。

ロサが着た「伝統的な衣服」そのものに、地

域に完結した純粋性を前提とし、土地に帰属

しない要素を排除するような意味が付与され

ているからではない。伝統的衣服が着脱自由

なファッションとして使われる限り、シャツ

やジーンズと同様、排除を意味しない。ここ

では、「伝統的」衣服が、「本質的な自己」の身

体を象徴しているからこそ、フェルナンドに

対する排除の関係が強調されるのである。

フェルナンドは、自分の兄に対しては、「な

んて偏見だ。忘れたのか。おばあさんは、ポ

ジェーラをはいていたじゃないか」と言うが、

「白人は出て行け」と言うマルセリーノに対し

ては、祖母のことを話さない。「白人」のよう

な外見の持ち主であるフェルナンドを「余所

者」と位置づけ、「この土地」の所有者にはな

り得ないと決めつけるマルセリーノに対して、

祖母がインディオであったと主張することは、

「この土地」を共有するもっとも説得力のある

理由に思われる。なぜ、フェルナンドは祖母

について語ることをしなかったのだろうか。

「土地の民」であることを理由に、かつての

侵略者であった「白人」の子孫であるフェル

ナンドを排除しようとするマルセリーノの言

葉には、「土地の民」であることの純粋性、す

なわち、先祖代々受け継がれている本質的な

権利を自分は持っているのだという正統性の

主張が含まれている。それに対し、「この土地

が好き」な自分にも、この土地に住む権利が

あると主張するフェルナンドの返答は、過去

に依拠する本質性や正統性ではなく、可変的

な理由づけである。換言すれば、それは、今

福がヴァーナキュラーと定義しているような、

人種や階級に根ざした古来の伝統にとらわら

れない、日々あらたに生まれ変わるノン・エセ
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ンシャルな土地性を主張しているといえるだ

ろう。もし、ここで、フェルナンドが祖母を

引き合いにだしていたなら、マルセリーノと

同様に、「過去によって裏付けできる本質性」、

すなわち、「インディオだけがこの土地にいる

ことが許され、白人は出て行かなければなら

ない」というマルセリーノのロジックと同じ

土俵に立つことになったであろう。

フェルナンドは、祖母がポジェーラであっ

ても、社会的カテゴリーとしての「白人」を

超えることが容易ではないとを自覚している。

だからこそ、「白人はでていけ」というマルセ

リーノに対し、祖母の話しをしなかったのだ。

「この土地が好きだ」という個人の意思が、

カテゴリー化された「白人性」を超越できな

いことを悟り、ロサを残して村を去るフェル

ナンドは、もちろん、ロサの村の伝統的衣服

を身につける「身体」を持ち合わせてはいな

いことも自覚している。そして、ロサは、最

後に伝統的衣装を着ることによって、視覚的

にイメージされた社会的カテゴリーとしての

「身体」を顕在化させ、フェルナンドに別れを

告げる。

アナタ・アンディーナの女性参加者がセー

ターを着てはいけないのは、セーターやパン

タロンが社会的カテゴリーとしての「都市居

住者」または「白人」の身体を喚起させるか

らである。「伝統」的衣服が、特定の土地に継

承された衣服という意味で使われるのではな

く、排除の関係に依存した「本質」に基づい

て規定されるがゆえに、そのカテゴリーから

逸脱することは厳しく糾弾される。

V. おわりに

「鳥の歌」では、映画集団の居住する都会、

そして、村人たちの居住する村という二つの

空間が、相反する社会構造を持つものとして

描かれている。ロサとフェルナンドが試みた

のは、二つのカテゴリーのどちらか一方を選

択し、他方を排除する方法とは別の在り方で

あった。しかし、結局、ロサと意見を分かち

合うことのできるフェルナンドを取り巻く社

会は、ロサが生活している社会が「白人」を

受け容れようとしないのと同様、ロサを受け

容れることはないであろうことが明らかにさ

れた。ロサは、フェルナンドという存在と出

会うことによって、自分が内包している「排

除すべき他者」をはっきりと認識してしまう。

そして、ロサは、フェルナンドと共有してい

た衣服を脱ぎ捨てる。

同様に、アナタ・アンディーナにおいて希

求されている「伝統」は、排除すべき要素と

補完的な関係を結ぶ限りにおいてイメージさ

れる。アナタ・アンディーナの参加コミュニ

ティーが都市部に位置しないにもかかわらず、

彼らをオルロ市に集結させる必要があるのは、

実体験を伴わない「伝統」のイメージが、排

除すべき都市的要素との対比においてしか確

認できないからである。アナタ・アンディー

ナは、都市で行われることに、きわめて重要

な意味があるのだ。

アナタ・アンディーナへの出場単位は、国

の行政組織にのっとって定められている。参

加女性たちの言語にボリビアの公用語である

スペイン語が混ざってしまうのは、すでに、彼

女たちの「母語」が、スペイン語を内包した言

葉になっているからである。「母語」ではなく

「ネイティブ」言語でなければならないのは、

継承され、話者をとりまく環境に応じて変化

する言語ではなく、スペイン語との排除の関係

にあるカテゴリーとして想定される「言語」を

強要していることを意味している。セーター

やパンタロンという、対立項として想定され

た「都会」の要素を、彼女たちが共有するこ

とは許されない。

「排除すべき他者」とは、換言すれば、「真
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の自己」が存在するために不可欠の要素であ

る。しかし、「鳥の歌」のロサにも、アナタ・

アンディーナのニュスタたちにも、「排除すべ

き他者」は意識されていなかった。それは、彼

女たちが、「自己」意識に無自覚だったからで

はない。彼女たちは、自己のなかに内在する

「他者」を肯定していたのである。彼女たちに

とって、「他者」とは、排除すべき存在ではな

いのだ。そして、彼女たちが、自己のなかの

「他者」と調和した関係を築いていたからこそ、

アナタ・アンディーナのような行事が必要と

なったであり、ロサに伝統的衣服を
・

着
・

せ
・

る必

要があったのだ。排除の関係を無視するニュ

スタたち、そして、ロサとフェルナンドは、換

言すれば、村や都市という固定されたカテゴ

リーにも依存していない。つまり、カテゴリー

化された社会にとっての＜危険分子＞であり、

彼らこそが「社会化」されなければならない

のだ。

「鳥の歌」やアナタ・アンディーナによっ

て提示されたボリビアの現実とは、一体なに

か。ボリビアが、言語、民族集団、肌の色、居

住空間、などといった多様性、換言すれば、差

異、を内包し、その多様性を超越するとが困

難であるというのがボリビアの現実か。むし

ろ、逆である。

相補完的な排除の関係に依存したカテゴリー

に依拠する限り、排除すべき存在も、「追求す

べき真正の自己」も、実体の伴わないイメージ

として分類される。一方、アナタ・アンディー

ナのニュスタたちは、相対すると分類された

カテゴリーの対比に基づいてではなく、実体

験によって身についた自己を肯定する。彼女

たちが
・

戸
・

惑
・

うのは、オーガナイザーや男性参

加者たちが前提条件としている評価基準が、可

変的な現実を自己のうちに共存させている彼

女たち自身と合致しないからである。ニュス

タたちにとって、自分たちの着ている衣服が

伝統的衣服という固定概念のもとに、正当化、

あるいは逆に、不当だとして非難の対象とさ

れること自体、理不尽なのである。彼女たち

は、日常の所作に応じて、ポンチョからセー

ターへ衣服を「着替える」。ニュスタたちは、

常に変化している。しかし、オーガナイザー

や男性参加者にとって、「着替え」を許容する

ことは、彼女たちを「向こう側」に越境させ

てしまうことと同義である。当のニュスタた

ちにとって、臨機応変に、さまざまな要素を

取り入れて着脱できる「日常着」を身につけ

る自己は、変化しながらも継続していく自己

として認識されるのだが。フェルナンドの兄

やアナタ・アンディーナのオーガナイザーに

とって、依存関係そのものを破壊する
・

戸
・

惑
・

う

ニュスタたちやロサは、脅威なのだ。

「鳥の歌」のロサが、フェルナンドに贈っ

たイリャは、アナタ・アンディーナのニュス

タたちを視覚的に代弁したメタファーである。

映画集団は、村人たちによる鳥の祭りの撮影

を許可されたことによって、両者を隔ててい

た障壁の一つを取り除くことができたといえ

よう。しかし、肝心の鳥の歌声は、不思議なこ

とに録音されずに終わった。つまり、鳥の歌

声が録音されなかったことに、両者の障壁を

超越することがいかに困難であるかが示され

ていると考えられるだろう。ロサがフェルナ

ンドに贈ったイリャが、恋愛成就のものでは

なく、「鳥の歌を授かるため」のものでるとロ

サが語っていることの意味は重要である。「鳥

の歌を授かるためのイリャ」にこめられたロ

サの想い、それは、本質と規定されるイメージ

ではなく、可変的な自己を信じるフェルナン

ドに対して、「まだ可能性はある。『白人』で

あるあなたにも、わたしたちと同様、鳥の歌

を授かることができる」という、必死の訴え

かけなのではないだろうか。
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