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蓄積した。現在は次の共同研究計画を立案中で

あり、かつ次作を執筆中である。本書『地球時

代の日本の多文化共生政策』同様、またの成果

をお楽しみに！（2013年 4月 26日脱稿） □■

『トウモロコシの先住民とコーヒーの国民─人

類学が書きえなかった「未開」社会』（有志舎、

2013年）-明治学院大学・中田英樹

本著の概略

一九三〇年代後半に、アメリカ合衆国中部シ

カゴ大学の人類学者、ロバート・レドフィール

ドやとりわけソル・タックスが中心となって、

中米グァテマラの山岳地帯に暮らす先住民村落

を対象に、今日に至ってもなお類を見ないと言

えよう徹底した人類学的調査プロジェクトが展

開された。本著では、この人類学的調査そのも

のを議論の対象とし、米国人類学における「他

者が理解されてきた記録」としての民族誌が、

どのように知の権力を成立させてきたのか──

このプロセスを、実際に現場で人類学者たちが

先住民たちの「未開」社会を調査し、データを収

集するなかで交わしてきた往復書簡や調査ノー

トをもとに批判的に検討する。学会誌や著作と

いった「机上」での理論的言説分析ではなく、

グァテマラのマヤ系先住民村落というフィール

ドの「現場」から、米国現代人類学史を捉える

試みといってもよいだろう。まずは目次を再掲

したい。

はじめに

序章　トウモロコシの先住民とコーヒーの国民

　第一節　先住民の苦難の歴史

　第二節　先住民素朴画家は語ることができる

　　　　　のか

第一章　「未開」社会の徹底調査

　第一節　米国現代人類学の誕生

　第二節　前途多難なグァテマラ調査

　第三節　現地調査の新展開

第二章　理解される「未開」社会

　第一節　『一銭資本主義』のパナハッチェル

　　　　　社会

　第二節　先住民社会独自の規範

第三章　書きえなかった「未開」社会

　第一節　幻の「実験」

　第二節　サン・ペドロの国家統合

　第三節　ロサーレスの躓き

おわりに

順序が少し異なるが、第一章から概説する。

第一章では、この調査プロジェクトがメキシコ・

ユカタン半島からはじまりグァテマラ先住民村

落を対象に、シカゴ大学からの考古学者や言語

学者そして人類学者を動員したプロジェクトへ
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と発展するまでの過程、すなわち人類学的現地

調査の成立過程を辿りつつ、その理論的および

物理的な成立条件を考える。この調査は、大き

くは次の二点において非常に重要だったのにも

かかわらず、現在に至ってほとんど顧みられた

ことはない。

第一に、グァテマラのマヤ系先住民を対象と

した人類学的・民族学的研究は、ここから幕開

けたといってよい (Tax 1937)。より一般的に言

うならば、マヤ系先住民に関して、カトリック

にまつわる宗教組織と村政組織が一体となった

コフラディアに着目し、
ムニシピオ

市町村を分析対象とし

てマヤという「未開」社会を分析・理解していく

という、今日に至るマヤ系先住民研究における

認識の轍が、この調査プロジェクトの実質上の

リーダーであったソル・タックスによる、七転八

倒しながらのグァテマラでのチチカステナンゴ
カ ン ト ン

周辺部落の調査失敗や、その次に彼が虜になっ

たアティトラン湖湖畔村落の先住民調査のなか

からうまれたのである。このマヤという「未開」

社会の理解が、ひとつにはエリック・ウルフの

「閉鎖的集合農民共同体」へと受け継がれ、周

知のジェームズ・スコットの「モラル・エコノ

ミー」概念の土台となった（本著第二章）。イン

ドシナ紛争時の米国政府による人類学の総動員

など、この学の展開が二〇世紀後半史に残した

功罪は過小評価されるべきではない。付け加え

るならば、本著では触れなかったが、グァテマ

ラ国内においても一九四四年からの「春の十年」

と呼ばれる「革命」政権下にて、IIN（Instituto

Indigenista Nacional: 国家先住民協会）が数百

に上る先住民村落をローラー作戦のごとく調査

したが、ここでも上記調査成果を十二分に踏ま

えつつオブザーバー役をかったのがタックスの

弟子、ポール・ベンジャミンであった。彼らの

意図はどうであれ、その後の長きにわたる内戦

下、先住民への村落単位での監視・統制、そし

て相次ぐ虐殺の背景にも、こうした学の影響が

あろう。

また同時に第二点目としてこの調査は、米国

人類学史上、イギリス機能主義を取りいれた最

初期の調査でもあった。つまり、（L・H・モーガ

ン流の進化主義であれ、F・ボアズの歴史学的な

それであれ）「かつて栄えた太古の文明」に関心

を向けていた歴史学・考古学的な視点を捨て、対

象社会の一切を、同時代において眼前で観察さ

れる機能主義的な観点から説明し切ろうとする

人類学が、その方法論的確立とともに明確に意図

されたのである。それは同時に人類学というも

のが、アメリカ合衆国という国家や政界、あるい

はカーネギー協会やロックフェラー財団といっ

た財界と、三位一体になって対外「未開」社会

を新植民地主義的に支配していく共犯の歴史を

歩みはじめた、その第一歩であったと言えよう。

ソル・タックスがパナハッチェル村からの膨大

なデータをもとにして発表した『
ペニー・キャピタリズム

一銭資本主義』

こそが、後の同じシカゴ大学の T・W・シュル

ツの開発経済学の基礎となり、「緑の革命」にお

ける政界・財界の大義名分の核となったことは

第二章で詳説している。

さて、ここで序章に戻って言及したい。序章

では、この本著の対象とする調査のなかでも、

もっとも重点的な調査の現場となったアティト

ラン湖湖畔のサン・ペドロ・ラ・ラグーナ村を

対象に、当村落の現在について考察を加えてい

る。当村は、グァテマラ先住民村落のなかでも

稀な、村内の
ミ ル パ

トウモロコシ畑をことごとくコー

ヒー栽培に塗り替えつつも、「マヤ文化溢れる」

先住民村落の観光名所として近年急速にその知

名度を高めてきた村である。その象徴として本

著では、村の「マヤ文化」を描いた先住民素朴画

に注目し、その定番モチーフのひとつに、マヤ
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の伝統文化の象徴である自給用のトウモロコシ

とともに「コーヒーの摘み取り」が描かれてい

ることに、議論の焦点を絞った。この議論から

導きたかった主張はひとつ──こうしたもっと

も人類学が調査対象とし議論を蓄積してきたで

あろうグァテマラ先住民村落のただなかにあっ

てきたはずのサン・ペドロ村だが、この「コー

ヒーの摘み取り」を「表象の政治学」や「文化

を語る権利は誰にあるのか」といった「最先端」

の人類学のフロンティアからいくら鳥瞰的に問

おうが、そこから開かれる村人たちの未来への

選択肢はあまりも乏しい──すなわち歴史的観

点からの議論を捨象し、眼前に広がる現在から

一切を説明することで展開されてきた現代人類

学の限界を、序章で示すことである。だからこ

そ、もう一度この調査に立ち戻り、この調査が、

すなわち米国現代人類学のそもそもの出発が、

何を構造的問題として孕んでいたのか、何を暗

黙裏の前提とせざるを得なかったのかを考える

──現在の彼ら彼女らにとってこのことの有意

性を提示するのが序章の目的である。

以上の議論を踏まえて、本著が何よりも準備

と考察に年月をかけたのが第三章である。この

調査団がもっとも力点を置いたアティトラン湖

湖畔調査すべてにおいて、白人の完全なる「ヨソ

者」人類学者たちのために、現地調査での住居な

ど物理的なセットアップにはじまり、
インフォーマント

情報提供者

の紹介や、村の長老たちからの信頼構築に至る

まで、ある一人の地元の青年先住民ロサーレス

が大活躍した。村における具体的データを集め

ることのみならず、機能主義人類学の掲げる「参

与観察」の一般的・普遍的方法論の科学的定式

化にも多大なる関心を注いでいたタックスら調

査団は、この言わばネイティブ民族誌家ともい

えよう位置にロサーレスをアドレスする。そし

てポール・ベンジャミンと同時に独立してサン・

ペドロ村でデータを集めさせ分析させることで、

人類学の掲げる「参与観察」が、いかほどに「未

開」社会の理解には欠かせないネイティブの観

察に等しい「客観的」な精度を備えたものたり

得るか、これを測る「実験」をしたのである。

第三章は、この調査媒介者ロサーレスの観察

に、上記第一章から第二章へ至る、「書き残さ

れてきた未開の記録」ではない、言わば「虫の

眼」からの観察の断片を拾い集める。すなわち

「書き残されてきた未開の歴史」が、「鳥の眼」

からのそれに基づくもの、つまり測量され近代

法で整備された土地に登記された定住先住民と

いった国家統合からのそれであることを示すと

同時に、その一方で、ロサーレスが終始こだわ

り、そして躓き、結局はタックスらから「失敗」

と烙印されることになる「書き残せなかった虫

の眼からの」観察を確認する。そして「知」に

よって綴られてきた歴史からは捨象されること

になった、土地なし移動貧民たちの歴史を、こ

の後者のロサーレスの観察から再想像するのが

第三章である。

そして本著の序章での議論と接続させたなら

ば、このロサーレスの結局躓き書き残せなかっ

たものこそが、今日のサン・ペドロ先住民たち

がコーヒー栽培を導入してもなおかつ、多文化

主義を生きる「トウモロコシの人間たち」マヤ

として、すなわち一枚岩ではない多様な「汎マ

ヤ」の「多」の「一」として、積極的な選択肢を

切り開くための内的強度を持った民族誌の担保

でもある。このことを、本著では「終わりに」に

て、再び序章で取りあげたサン・ペドロの「コー

ヒーの摘み取り」にまつわる先住民素朴画に立

ち戻って確認する。そして、最終的にたどり着

いた、これからの私たちが開かなければならな

い議論の地平を提示して本著は終わる。
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本著に至る背景

筆者が二〇〇三年に提出した博士論文は、こ

のサン・ペドロを対象にしたものだった。「ラテ

ンアメリカ先住民社会への換金作物の浸透と地

域変容──グァテマラ山間部のマヤ系先住民共

同体におけるコーヒー栽培を事例として」と題

したこの論文は、前半がグァテマラ・コーヒー

の現代史についての先行研究をまとめたもの、

後半が、その一般的な「現代史」の傍らで、サ

ン・ペドロの辿ってきたコーヒー栽培導入の歴

史を、筆者の現地でのフィールドワークに基づ

いてまとめたものである。

このサン・ペドロについての先行研究・資料

を集める作業の最中で出会ったのが、湖畔村落

各々から時には数千ページにも至るデータを収

めた、本著でもメイン・ソースとしたマイクロ

フィルムであった。収集されたデータの細かさ・

膨大さよりもまず、筆者はこうしたデータが取

られたその現地調査の重点度、さらに言えばそ

れが成立した歴史的事実そのものに圧巻された。

それ以降は、驚きの連続であった。シカゴ大

学やスタンフォード大学には、ソル・タックス

やポール・ベンジャミンの調査ノートや日記が、

段ボール箱に百数十箱あった。戦前の資料なの

で酸性紙である。まだ誰も開いたことのないそ

れら資料は、めくればボロボロと砕けていく。

ライブラリアンが「嘆きたいがこのために保存

してきたのだ」と苦笑し、複雑な眼差しで見守

るなか、大学傍にアパートを借りて毎日これら

資料を読み漁った。したがって「あとがき」に

も書いたが、本著は完全な書き下ろしであり、

そしていかなる部分も論文として発表したこと

はない。それだけに、各章の独立性は低く、全

体を通してはじめて各章がどういう役割を、意

味を担っているのかがわかる。この点で、少な

からぬ知り合いの読者からは「話しについて行

くのがしんどい」と苦言が届いた。

だが同時に一方で意識したのは、本著全体と

してはそれで完結していることである。すなわ

ち本著を読むにあたって、いかなる人類学的な

予備知識や理論に精通していなくてもよい。本

著は、誰かの理論や概念に主張を預けるような

援用・引用をしていない（唯一序章の最後でベ

ンヤミンの一句を引いている）。ソル・タック

スやエリック・ウルフなど、年配の人類学系の

先生からは「懐かしい」といわれるような人類

学者はたくさん出てくるが、これらはすべて本

著では議論する対象である。確かに「重たい」

「難解だ」という批判は否定すべくもないが、こ

の本だけをじっくり辛抱して読んでいただけれ

ば、必ず本著のなかで議論は成立している。こ

のことは本著にとって大きな意味がある。つま

り本著の最大の目的──「自身の内的な強度を

持った民族誌」こそが、そうした地域研究こそ

が、これからは必要だというのが本著のささや

かな唯一の結論であるからだ。

本著の反響は（発売後まだ一カ月程しかたっ

てないが）予想通りきわめて限られたものであ

る。とりわけ「偉い同業者」からはゼロに近い。

それでも『信濃毎日新聞』や『京都新聞』が「新刊

紹介」で、そして『図書新聞』が松村圭一郎氏執

筆の核心を突いた書評として取りあげていただ

いた。本著における研究者としての筆者の想い

には、この書評の方が数倍的確な言葉を打ち込

んであるように思える。嬉しい限りであった。

本著の表紙にも使わせてもらった、サン・ペ

ドロの無名の画家老ロレンソの一枚の絵には、

記憶ではなく身体に生きていた経験が刻まれて

いた。それが本著を通じて、時代を経て、この

遠い日本に暮らす筆者のもとへ、そして願わく

ば読者の皆様へと届いていくように、本著での

筆者の想いも、どこかで「瓶のなか」に入って
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これからを彷徨っていく、そう願いたい。
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2013年）-愛知県立大学・川畑博昭

出版社が考案した本書の帯には、「200年のペ

ルー共和国憲法史の要諦を
・

比
・

較
・

憲
・

法
・

の
・

手
・

法
・

でつ

かみ出す」（強調は川畑）と記載された。「ペルー

研究」である前に、ペルーを対象とした「比較

憲法研究」であろうとした本書にとって、この

文言は正鵠を射ていた。「日本において外国研

究をすること」の意義と方法こそ、 普遍的

視点に欠ける外国研究に対して時に向けられる

「出羽の守」の批判に躓かないためにも 比較

研究においては繰り返し問われ続けなければな

らない学問上の基本的作法である。とはいえ、

残念ながら、著者としては、本書がこれらに見

事に応えられたなどとは到底言えない。事実は

まさに逆で、本書の執筆過程で、あるいは本書

を上梓してから、この点はあらためて痛感され

た。それだけに、本書の不充分さはよりいっそ

う際立つばかりで、出版後に自著を読み返す作

業には、かなりの勇気を必要としたというのが

本音である。

社会科学的な意味における国家形態と統治形

態の定義には、日本の場合には困難を伴う。実

定憲法上、天皇制の存在ゆえに国民主権の下で

も国家形態については見解が分かれたままであ

るし、統治形態は議院内閣制を採用していると

される日本の国家・政治形態の分析にとって、

「共和制」や「大統領制」は比較研究の主たる関

心事項にはなりにくかった。「共和制」に関して

は、一時盛んに議論された「市民社会」論や「公

共性（圏）」論などは存在するものの、「大統領

制」の方は、 戦後憲法学におけるアメリカ

研究の隆盛と軌を一にした問題関心からくる大

統領制に関する「アメリカ特殊論」や「首相公選

制」と関わる若干のものを別にすれば 大き

な関心を呼び起こすテーマではありえなかった。

さらには、本書が対象としているペルーあるい

は広くラテンアメリカ地域は、社会科学を牽引

してきた欧米地域ではないという事情も、加味

すべき考慮要素であろう。本書をめぐる「二重

苦」ならぬ「三重苦」の研究状況である。もと




