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は、古文書館に保管されている公文書なども史料

として用いた。ご存じの方も多いと思うが、メキ

シコにおいては、国立文書館（Archivo General de

la Nación）をはじめ政府機関や地方自治体など

に、非常に多くの文書館が設置されており、研究

者はそれらの資料を自由に閲覧できる。本研究

においては、とくに公教育省歴史文書館（Archivo

Histórico de la Secretaría de Educación Pública）

に保管されている住民の請願書、教師や視学官

の報告書などを調査収集し、それらを史料とし

て、人びとが教育制度をどのように利用しよう

としたのか、その生きられた歴史を明らかにし

ようと試みた。

最近、公教育省歴史文書館は国立文書館に統合

されたが、わたしが調査をはじめたときはCentro

にあり、のちに地下鉄 Politécnico駅の近くに移

転した。国立文書館に統合される以前は、資料

を出し入れする専門の職員がひとりおり、こち

らの研究テーマを説明すると、その職員が関連

すると思われる文書が保存されている箱をすぐ

に出してくれた。1921年の公教育省創設以後に

出された文書は、関連するものが一緒にファイ

ルされ、さらにいくつかのファイルが箱に入れ

られて部局ごとに整理されていた。わたしは、

メキシコに出張するたびにこの歴史文書館に足

を運び、箱に収められていたファイルをあけ、

文書を一枚一枚読みながらどのような内容が書

かれているのかを確認する作業を続けた。

歴史研究をするものはみな同じような作業を

していると思われるが、この作業も古本屋めぐ

りと同じように、ある意味、苦行でもあると同時

に宝探しでもある。研究テーマに関係すると思

われる文書に出会うことを期待して文書を繰り、

そうした文書が見つかったときにはどこか楽し

い気分になる。幸い、この当時の公教育省歴史

文書館では、必要な文書については、その場で

コピーを依頼すると、例の職員がすぐにそれを

コピーしてくれた。本書の最後に資料として添

付したのはその一部である。ときどき、コピー

機が故障して翌日まで、あるいは数日またされ

ることもあったが、それもほんのご愛嬌である。

国立文書館に統合されてからは、公教育省の資

料調査には行っていないが、国立文書館の体制

であれば、以前よりは使い勝手は悪くなっただ

ろうと想像される。いうまでもなく文書館とい

うのは、歴史を検証するうえでなくてはならな

い施設であるが、それを維持することは非常に

大変なことであろう。文書館なくしては本書を

書くこともできなかったであろうと思うと、メ

キシコの関係機関には感謝したい。

メキシコ史研究をはじめてほぼ四半世紀にな

るが、現在では、Historia mexicanaのバックナ

ンバーをはじめさまざまな学術雑誌やメキシコ

連邦政府の官報（Diario Oficial）など多くの文

献や資料がデジタル化され、インターネットで

入手することが可能になった。そのため、資料

収集のありかたも大きく変化している。しかし

ながら、歴史的資料となるものは文書に限らず

無数にあり、すべてがデジタル化されることは

ないだろう。苦行でもあり宝探しでもある史料

収集の醍醐味を、今後も味わいながら研究を続

けたいと思う。 □■

『創造するコミュニティ―ラテンアメリカの社

会関係資本―』（石黒馨・初谷譲次編、晃洋書

房、2014年）-神戸大学・石黒馨

本書は、ラテンアメリカのコミュニティにつ

いて社会関係資本という点から検討した共同研

究の成果である。資本のグローバリゼーション

の進展と共に深刻化する社会的排除の問題に対

して、ラテンアメリカのコミュニティはどのよ
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うに対応しているのだろうか。本書では、この

ような問題について Robert Putnamらによって

開発された社会関係資本（ソーシャル・キャピ

タル）という分析枠組みによって検討した。

本書は、コミュニティ論に関する序章を除け

ば、第 1部「脱伝統的コミュニティ」、第 2部

「都市型コミュニティ」、第 3部「農村型コミュ

ニティ」という 3部から構成されている。序章

では、人びとが帰属意識を持って参加し、相互

に連帯したり扶助したりする社会集団をコミュ

ニティとして定義している。このコミュニティ

は、結束型社会関係資本（内部の結束力）と橋

渡し型社会関係資本（外部との橋渡し）の組合

せによって 3タイプに分類できる。脱伝統的コ

ミュニティは橋渡し型社会関係資本に優れ、農

村型コミュニティは結束型社会関係資本に優れ

ている。都市型コミュニティは 2つの社会関係

資本のバランスがとれたコミュニティである。

第 1部は、グローバル社会において創造され

る脱伝統的な新しいコミュニティを取り上げ、

チアパスのサパティスタ運動（第 1章）や在日

ブラジル人の宗教コミュニティ（第 2章）につ

いて検討している。第 2部は、都市型コミュニ

ティについて考察し、ベネズエラの都市貧困コ

ミュニティ（第 3章）やメキシコ・チョルラの

都市祭礼コミュニティ（第 4章）について検討

した。第 3部は、農村型コミュニティを取り上

げ、マヤ教会の農村コミュニティ（第 5章）や

メキシコ植民地期の先住民コミュニティ（第 6

章）について分析している。

本書の執筆者は「21世紀ラテンアメリカ研究

会」の参加者である。この研究会は、1992年に

発足し今年で 24年目を迎えた。この間、研究

会では、ラテンアメリカのモダニティ・マルチ

チュード・コミュニティというテーマで議論を

深めてきた。研究会の研究成果としては、1998

年に『ラテンアメリカが語る近代―地域知の創造

―』（世界思想社）、2007年に『グローバルとロー

カルの共振―ラテンアメリカのマルチチュード

―』（人文書院）を刊行した。本書はこの研究会

の 3冊目の研究報告書である。本書の刊行後、

『宗教と社会貢献』（第 5 巻第 1 号、2015 年 4

月）において高橋典史氏（東洋大学）が本書の

書評をしている。以下、各章の執筆者自身によ

る脱稿後の感想などを紹介したい。

第 1 章　チアパスのサパティスタ運動　柴田

修子

正直に書こうと思う。サパティスタについて

の思いを一言で表すなら「隔靴掻痒」である。

何度現地に行っても、核心に触れたという思い

を抱いたことは一度もない。

筆者がサパティスタの村を初めて訪問したの

は、1996年の大陸間会議である。このときは物

見遊山で出かけたのだが、1999年国際オブザー

バーとしてラ・レアリダー村を再訪した。政府

軍による低強度戦争がピークに達している時期
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で、村の真ん中を抜ける道路で示威行進する政

府軍戦車の数を、毎日ひたすら記録して過ごし

た。このとき感じた恐怖感が、研究を続ける動

機づけとなった。本当は逃げてしまいたかった

のだが、外国からの注視がなくなれば踏みつぶ

されてしまうように思えて放り出すことができ

なかった。

蜂起から 20年経った現在、そのような心配

は無用である。むしろ運動自体忘れられつつあ

ると言っても過言ではない。筆者自身の最近の

動機づけは、靴を脱いで足を掻いてみたいとい

うことに尽きる。

第 2章　在日ブラジル人の宗教コミュニティ　

山田政信

在日ブラジル人の宗教コミュニティを訪れた

人なら、おそらく誰でも彼らの結束力の強さを

感じるだろう。当初は筆者もそのような視点で

眺めていた。しかし、彼らと深い接触を持つよ

うになり、また様々な教会や集会を訪れるにし

たがって、その印象が真逆であったことに気づ

かされた。ごく一部（多くは日本で「聖職者」

となった人々）を除けば、メンバーの多くが 5

年もたてば入れ替わる。彼らのコミュニティは

「橋渡し型」の社会関係資本によって国境やエ

スニシティを容易に越境する人々をしなやかに

受け入れているのだ。

フィールドワークにラポール形成は欠かせな

い。宗教実践を調査する際、彼らの信仰世界に

共感しつつも、かといって研究者のポジション

を明らかにしておく必要がある。その際に役立

つのは、特定宗教への思い込みを超えた、大い

なる宗教的地平に思いを馳せることである。そ

れが筆者の宗教学的フィールドワークの基本的

姿勢である。かくしてブラジルでは、一宿一飯

の恩義どころか何日間も宗派が異なる牧師宅に

宿泊させていただいてきている。

第 3章　ベネズエラの都市貧困層コミュニティ

野口茂

首都カラカスの丘陵地を覆い尽くす貧困層居

住地区（バリオ）は、凶悪犯罪の温床として、何

者も寄せ付けないほどの独特な威圧感を放って

いる。近年では官製住民運動が活発化したこと

により、中上流階層はいっそう警戒感を強めて

いる。だがそのバリオの内実はあまりに多様で

複雑だ。犯罪に手を染める者がいる一方で、出

自を異にする人々が自助組織を立ち上げ、さら

にカトリック教会や NGOなど外部組織が活動

する。劣悪な住環境にあっても、複数の橋渡し

型社会関係資本が交錯する現実を本章では描出

してみたかった。

バリオで出会った現地の研究者は、スラム形

成の過程（地域史）をまとめる目的で、住民へ

の聞き取り調査に取り組んでいた。人々の来歴

や足跡を記録し地域の成り立ちを明らかにする

ことが、子供達の自尊心や郷土愛（帰属意識）

を育むことにつながるのだと、研究にかける熱

い思いを語ってくれた。慣れない地での調査と

過度の緊張から疲れがピークに達していた筆者

に、次の一歩を踏み出す力と勇気を与えてくれ

た言葉だった。

第 4章　チョルラの都市祭礼コミュニティ　小

林貴徳

筆者にとって現地調査といえば、メキシコの

周縁部、先住民居住地域の小規模な農村社会が

舞台だった。そこでは、住民はほぼ全員が顔見

知りで、互いに家族構成や生業についてもよく

知っている。村の成員は、多くの場合、帰属意

識や歴史観を共有している。コミュニティ内部

の人々の結束力を強める結束型社会関係資本に
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あふれた農村社会、本書でいう「農村型コミュ

ニティ」での調査に慣れきっていた筆者にとっ

て、チョルラのような都市社会での調査は新た

な発見と驚きの連続であった。

連接都市圏に包み込まれたチョルラには大学

や巨大商業施設もある。古代遺跡やコロニアル

建築など観光資源を有するこの都市には多くの

観光客が詰め掛ける。本章では、多様な人々が

交錯するそんなモダニティの空間で、文化伝統

がどのように維持・継承されているのか、どの

ような人々が祭礼に参加し、どのような相互作

用を生み出しているのかといった問いに答え、

都市社会におけるコミュニティのかたちを明ら

かにしようとした。

第 5 章　マヤ教会の農村コミュニティ　初谷

譲次

マヤ教会は、「結束型」の社会関係資本を有

し、閉じられたメンバー間に限る「特定的互酬

性」を特徴とする。台風の襲来によって海岸ホ

テルからマヤ教会に避難場所を求めてきた観光

客を追い返したエピソードはこの特徴をよくあ

らわしている（本書 155頁：筆者は「避難」を

「非難」と変換ミスしており、お詫びして訂正し

たい）。

経験知が優越する儀礼空間においてマヤ職能

者たちは堂々と行動する。その家族たちも居心

地が良さそうである。しかし、マヤ教会が必ず

しもメンバー以外を排除するわけではない。祝

祭を遠慮がちに取り巻く、地方自治体関係者、

マヤ教会に所属しない村人や出稼ぎの人、観光

客、研究者などにもお供えの料理は気前よく振

舞われる。ゲスト（よそ者）カテゴリーとはい

え承認欲求を満たされ素直に嬉しい。

スペイン語でmolestar（気分を害する）という

動詞がある。マヤ職能者をmolestarしてしまっ

たら最後、互酬性の枠外に放り出される（立ち

入り禁止）。その基準はマヤ教会に敬意を表し

ているかどうかである。追い返された観光客は

それを怠ったのだろう。そういう筆者もカメラ

をぶらさげ安易にマヤ教会に近づき拒絶された

苦い経験（1991年）がある。

第 6 章　メキシコ植民地期の先住民コミュニ

ティ　林美智代

スペイン統治下、メキシコ先住民はどのよう

に暮らしていたのか。それが本章のテーマであ

る。彼らは自ら耕し、命をつないでいた。血縁・

地縁で結束しなければ、自然の猛威に耐え、征

服による環境の激変を生き延びることはできな

かった。それは人間の本能でもあった。征服の

カタストロフで次々に倒れる人々を収容する施

療院と、死者を悼み、生者の安寧を願う礼拝堂

が、先住民の共空間となった。彼らが、土着信

仰を温存しつつ、キリスト教の祈りと祭りを受

容したのは、それらが生老病死に関わる人の営

みだったからにほかならない。ピンデクアリオ

（慣習）は身分・性別に応じて各人に役割を与え、

その存在価値を肯定することによってコミュニ

ティの結束力を固めた。

史跡を訪ねて「場」を感じ想像力を膨らませ

ることが、私のフィールド調査である。時が移

ろい、ミチョアカンもグローバル経済のひずみ

を受けて麻薬問題に侵され、5年ほど近づけな

いでいる。 □■

『ラテンアメリカ　越境する美術』（筑摩書房、

2014年）-大阪大学・岡田裕成
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