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メリカへ移住していく流れに歯止めがかからず、

訪ねるたびに知りあいがいなくなっているのが

現状である。それにあわせるように、わたしの

フィールドワークもドミニカへの行き帰りに彼

らの移住先であるボストンやペンシルバニアに

立ち寄り、彼らのアメリカでの生活を調査する

方向にシフトしはじめている。移民社会での調

査は、居候先の長男がペンシルバニアに暮らす

弟を頼って移住するのに同行したことからはじ

まり、幸運にもドミニカ移民の日常生活を観察

することができるようになった。2009年 3月

のことである。

この長男がドミニカ移民コミュニティへ参入

するきっかけもペロータだった。4月になり暖

かくなると、ドミニカ移民だけで構成されるソ

フトボールのリーグ戦が開幕する。普段は工場

勤めをしている彼らが、週末に郊外のグラウン

ドに集まり、ソフトボールに興じる。故郷と異

なる移住先での生活を忘れるために、グラウン

ドに故郷を再現しているのだ。それにはドミニ

カ本国の文化であるペロータが必要だったので

ある。長男は、弟が所属するチームに入れても

らい、ドミニカ移民たちと知りあいになり、仕事

やアメリカでの生活についてアドバイスをもら

うことができた。ドミニカ移民によってペロー

タに新たな意味づけがなされていたのである。

路上から世界へ

ドミニカ本国とアメリカの移民社会でのフ

ィールドワークが終盤にさしかかる頃、参与観

察、悉皆調査、インタビュー調査で得られたそ

れぞれの結果が一本の線でつながりはじめた。

悉皆調査の結果からは、B地区の世帯のほとん

どが「母親中心家族」であり、母親が子どもの

養育費（扶養義務）をその父親に要求している

ことがわかった。それは、プロ契約選手とその

母親の語りによって補強され、B地区で守護聖

人の祭りが誕生した背景と運営の観察結果が決

定打となった。詳しくは本書にゆずるが、ドミ

ニカでは「母親中心家族」が張り巡らせる扶養

義務のネットワークが、バリオという共同体全

体、さらにはアメリカの移民社会にむけて張り

巡らされているのである。

写真のなかの子どもたちは、ボロ布を丸めた

ものを木の棒で打ちかえすペロータに興じてい

る。撮影した当初は、ドミニカの子どもたちが

路上で遊んでいる 1枚の風景写真にすぎなかっ

た。しかし、調査の過程で、子どもたちの父親の

ひとりがボストンに移住し、子どもの母親に送

金をしていることを知り、子どもたちが B地区

出身の大リーガーに憧れてペロータ教室に通っ

ていることを知った。父親は移住先でペロータ

に故郷を重ねあわせることで、厳しい日常生活

を乗りきっていた。野球教室のブスコンは、子

どもたちのロールモデルとして、無償でペロー

タを教えながら人の道を説いていた。あらため

て写真を見てみると、子どもの手から放たれた

ボロ布からは母親の思いが、木の棒を握りしめ

た両手からは大リーガーになってやろうという

意志が伝わってくる。打ちかえされたボロ布は、

国境を越えてどこまで飛んでいくのだろうか。

なにげなく写した 1枚の写真が、フィールドワー

クを重ねることでドミニカ社会を浮き彫りにす

るものへと変化したのである。 □■

『アルゼンチンのユダヤ人―食から見た暮らし

と文化』（風響社、2015年）✍ 東京海洋大学

他非常勤講師・宇田川彩

本書は、「食」という誰しもにとって身近な

テーマに焦点を当て、「アルゼンチンのユダヤ

人」についての概説書の役割を兼ねた著作であ
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る。66頁というコンパクトなブックレット形式

ではあるが、二年間のブエノスアイレスでの現

地調査（2011年～2013年）に基づき、筆者が

日常をともにした経験やエピソードを取り混ぜ

た読みやすい調査報告とし、食や宗教研究への

文化人類学的寄与を目指した。

おそらくユダヤ教といえば、イスラームと並

んで厳格な食餌戒律をもつ宗教のイメージが強

いのではないだろうか。執筆中に配慮した点の

一つとして、読者がある程度共有しているであ

ろう、ユダヤ人またはユダヤ教に関するステレ

オタイプを解いていくことがあった。ユダヤ教

が、厳格な戒律を持つ宗教として認知されてい

るとすれば、本書では「儀礼や祈りの場だけが

『宗教』ではないし、ユダヤ人だからといって

必ずしも宗教がアイデンティティの根幹にある

わけではないこと」（p.7）を主旨の一端とした。

実際、宗教戒律を遵守する人びとの生活につい

て触れながらも（第二章）、大半の事例は「世俗

的」なユダヤ人の生活実践を扱っている。

本書のカバー写真は、ユダヤ暦「贖罪日」が

始まる前のひと時。アルゼンチン滞在中に同居

させてもらっていた夫妻がロウソクに火を灯し

て祝福した後、コーヒーと一緒にアラブ風の菓

子をつまんでいる。贖罪日の伝統に倣い白い衣

服と、男性はキッパ（帽子）を身につけている。

卓上には 2本のロウソクと花生けが整えられて

おり、非日常を演出する。壁にシャガールの色

彩豊かな絵が飾られた住まいは、比較的豊かな

ブエノスアイレスの中流階級の暮らしぶりを示

し、そこに表れる「ユダヤ人性」があるとすれ

ば暦や時間の区切りによって出現するディテー

ルにほかならない。

出版の経緯

本書は、「ブックレット　アジアを学ぼう　

別巻 9」として 2015年 10月に出版された。筆

者は、松下幸之助記念財団からの留学研究助成

を受け、アルゼンチンでの 2年間にわたる調査

（2011～2013年）を実施した。研究助成の成果

発表の一つが、＜アジアを学ぼう＞というシリー

ズである。シリーズ名にこそ当財団がかつてア

ジア諸国のみを助成対象としていた時期の名残

が残っているが、現在は「別巻」としてアフリ

カ諸国やラテンアメリカ諸国に渡航したスカラ

シップ同窓生も出版の機会をいただいている。

こうした経緯については、奨学同窓生であり、

同ブックレットの別巻 6『MBA たちの中米変

革―国際学術協力による地域経済統合』を執筆

された笛田千容さんが本誌第 22号「新刊書紹

介」（2015年）68‐ 70頁で詳しく記されてい

るため参照されたい。

ブックレットという媒体の性格上、可能な限

り一般読者向けを意識し、「本をよく読んでい

る大学生」を想定するようにと風響社の石井雅

氏から繰り返しアドバイスを受けた。このよう

な前提もあり、学術論文とは異なる、限りなく

エッセイに近い気持ちで自由に筆を走らせるこ
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とができたことは、筆者にとり心楽しい経験で

あった。

内容について

初校提出時、筆者は仮タイトルとして『食か

ら見るアルゼンチンのユダヤ人──ユダヤ料理

フルコース』というものを提示した。一章から

順を追って出来立ての「料理」をフルコースの

ように提供し、読者に味わいを追体験してもら

うことを意識したものである。この案に対して

は風響社の石井氏から「フルコースだと、本当

に料理の本に間違われてしまいそうです」との

指摘をいただき、最終的に現タイトルに落ち着

いた。とはいえ、多数の写真掲載を許されたこ

ともあり、内容としてはある程度最初の意図を

裏切ることのない「美味しい」本が出来上がっ

たものと自負している。

一　アルゼンチンのユダヤ人

1　アルゼンチンという国

2　アルゼンチンのユダヤ人の来歴

3　言語・教育

二　安息日のハラー

1　安息日の食事

2　ロミナ家の安息日の晩餐

3　食餌規定と聖なるもの

三　苦菜と蜂蜜

1　苦いものと甘いもの

2　ジュディス家の過ぎ越しの祭

3　言葉と食べ物

四　牛肉とアサード

1　牛肉とアルゼンチン人

2　お母さんの料理とユダヤ料理

五　食べ物がもたらすつながり

1　「ホーム」と食べ物

2　食べ物を分かち合うこと

第一章では、アルゼンチンにおけるヨーロッ

パからの大量移民と軌を一にして、東欧を中心

としたユダヤ移民が流入した経緯とともに、現

在 4，5世代にわたるユダヤコミュニティについ

ての概要を述べた。アルゼンチン全体で 18万

から 20万人と言われるユダヤ人は数的に見れ

ば圧倒的なマイノリティではあるが、ブエノス

アイレスを中心として「存在感が大きく、内実

は多様である」という言葉は現地調査中にいく

どとなく耳にした。

第二章では、ユダヤ教の安息日（金曜の日没

から土曜の日没まで）という週の最も聖なる時

間に焦点を当て、食卓を囲むことの重要性を事

例から解き起こした。元来ディアスポラの宗教

であるユダヤ教にとり、重要なのは特定の聖な

る場所ではない。むしろ、ある聖なる時間（安

息日や祝日など）が刻まれる時に、家庭内の同

じ場所が聖なる場所と化すことが重要なのであ

る。食は、こうした聖性を具現化し、身体化す

るからこそ重視される。

第三章では、食卓の味覚に注目し、ある家庭

の「過ぎ越し祭 (Pascua Judía)」を描写しなが

ら、たとえ世俗的な家庭であってもユダヤ的な

食を共有することの意味と、歴史を追憶する「苦

み」、未来への願望である「甘味」について論

じた。

第四章では、こうしたユダヤ料理の味覚が「お

母さん」や「おばあちゃん」の味として想起さ

れることを論じ、そのことをユダヤ料理だけで

なく、広くアルゼンチン料理の中に位置づけた。

つまり、ガウチョのアサードを初めとするアル

ゼンチン「ネイティブ」の料理がしばしば男性

性と結びつけられるのに対し、移民料理（＝家

庭内の味）が移民や女性性と結びついていると

いう点である。

最後に第五章は、こうした議論をより普遍的
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な文化人類学的議論に位置づけるための試論で

ある。食というテーマは、日々の暮らしの中で

交換される身体的な「サブスタンス」（物質や実

体）の一部として最近の人類学的研究で注目さ

れている。食自体が特権的なテーマであるとい

うよりは、人間関係のつながりを規定するモノ

として、あるいは人にとっての「ホーム」をつ

くるモノとして捉える視点について論じた。

本書の内容は、現在完成中の博士論文全体の

ごく一部を構成することになる。本文中にも触

れたように、フィールドワークを開始した頃に

は、「食」に着目するつもりは実はなく、日常を

ともにし、その生活を書き留めている内に自然

とテーマのほうから入り込んできたというのが

正しい。また現在でも、筆者にとって「食」は

重要な研究テーマではあるが、必ずしも研究全

体を規定するものではないと考えている。むし

ろ関心があるのは、食というきわめて身近であ

りつつ身体を構成する要素と、他方で「書物の

民」や「記憶の民」とも呼ばれてきたユダヤ人の

知的で機智に富んだ伝統とが併存する世界であ

る。この点については、第三章「言葉と食べ物」

で、家庭の食卓に典礼書と食べ物が矛盾するこ

となく並置されることの独自性を示唆した。

出版後の反響と今後の展望

ブックレットという気軽な媒体のおかげで、

これまでに学恩を負う先生方や同僚はもちろん

として、叔母夫妻や祖母に至るまでの多くの人

に本書を読んでもらい、感想を聞けたことは感

謝に絶えない点である。久方ぶりの連絡にもか

かわらず、「おかげでアサード（ボリビアに住ん

でいた頃に、何度か堪能したものでした）が夢

に出てくるほど食べたくなって、参りました」と

いうお便りを下さった先生や、これまで面識は

なかったものの隣接分野に当たる研究者の方々

に、自己紹介もかねて本書をお送りさせていた

だいた。雑誌『月刊ラティーナ』（2月号）には

伊高浩昭氏による書評も掲載していただいた。

また、立命館大学の西成彦先生（比較文学研

究）は、ご自身のフェイスブックページ上に連

載されている文章で、アルゼンチンにゆかりの

ある亡命作家（アイザック・バシェヴィス・シ

ンガーやゴンブロヴィッチ）たちの作品に触れ

ながら、本書にも言及してくださった。

著者が女性だからなのか、それとも彼女

がただ食いしん坊だからなのか、《帰国して

いざフィールドノートをすべて読み返して

みると、多くの出来事が食べ物を中心にし

て動いていたことが、自分でも気づかない

うちに記されていた》（p. 59）のだという。

日系移民の社会を見ていても感じるが、マ

イノリティの食生活というのはけっこう面

白いバイブリッド性を秘めているものだが、

その「食」という切り口が愉快な本だった。

西先生のご指摘の通り、第一に私が「食いし

ん坊」でなければ本書はけっして出来上がらな

かっただろう。日々の食事という散文的で出来

事性のない時間を共にする経験がなければ、「ハ

レ」の食事を楽しむことも、屋外で焼くアサー

ドの価値にも思い当たらなかった。

さらに、筆者自身が「女性である」ことについ

ては、西先生の文章を読んではっとさせられた

部分である。アルゼンチン都市部においては、

男女間の性別分業はそれほど明瞭に区別されず、

男女ともに働き、男女ともにある程度家事も分

担することが多い。しかしながら、食という切

り口から語ろうとするとき、たしかにそこには

男性性と女性性が比較的明瞭に見て取れたこと

は第四章で指摘した通りである。ブエノスアイ
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レスの自由な男女関係や、厳格な宗教領域には

あまり立ち入らなかったことも関係しているが、

文化人類学者としてのフィールドワークの上で、

女性であるために許されなかったことはほとん

どなかったと思う。それでも、フィールドを思

い返せば、ネットワークの多くが女性同士の関

わりであり、そのことが筆者に「母や祖母」か

ら受け継がれるものに目を向けさせていったの

だろう。

本書の締めくくりは今後の課題として、「女

性と食、宗教とのかかわりについて、理論的な

展開を深めながらユダヤ教以外のフィールドに

も目を向けていきたいと考えている」（p.60）と

した。「ユダヤ教以外にも」と書いたのは、よ

り広い理論的な視座を得たいという考えがある

ためだ。これまでラテンアメリカの中で少し特

殊な位置づけにあるアルゼンチンをフィールド

にしてきたが、今後はイスラエルでの現地調査

や、ラテンアメリカ他地域での諸研究も視野に

取り入れながら研鑽を続けたい。 □■

『アンデスの聖人信仰―人の移動が織りなす文

化のダイナミズム』（臨川書店、2015年）✍国

立民族学博物館・八木百合子

スペインによる植民地化とともに新大陸にも

たらされた聖人信仰は、アンデスにおいては土

着の信仰とも融合しながら独自の発展を遂げて

きた。今でも聖人の日を祝して各地で行われる

さまざま祭礼は、この地域の宗教や文化を特徴

づける重要な要素となっている。しかし、今日

われわれが目にする聖人のなかには、近年にな

り大きな人気を博したものや新たに住民の手に

より取り入れられた信仰も少なくない。他方、

かつて隆盛をきわめた聖人のなかにも、今はそ

の影をひそめてしまっているといったものもあ

る。このように聖人信仰は、長い時を経て、そ

のあり方も社会の変化とともに変わりつつある。

本書は、そうした聖人信仰の変容について、ペ

ルー南部高地のとある農村を舞台に描いたもの

である。

聖人信仰の変容についてみていく場合、まず

念頭に浮かぶのが、その聖人の奇跡の力やそれ

を支える人々の信仰心といった内面的な問題で

ある。しかし本書では、こうした宗教的な問題

からいったん距離を置き、聖人を取り巻く社会

的な側面に注目した。とくに本書が着目したの

は、アンデス農村をめぐる人の移動の問題であ

る。アンデス農村では 20世紀後半、農村部で激

化したテロリズムの影響などにより、多くの住

民が都市へと移った。そうした村の多くでは、

祭礼の担い手不足やそれまで聖人信仰を支えて

きた組織が弱体化するなどして、聖人信仰が衰

退するといったケースがみられる一方で、むし

ろ人の移動が村の聖人信仰を活性化する方向に

つながっている例もある。そこにはいったいど

んな仕掛けがあるのだろうか。本書の出発点は

こうした問いにあった。

じつは、アンデスにおいて人の移動は、古く

て新しいテーマでもある。アンデスでは古くか

ら、山間部の住民が資源獲得のために海岸部な

ど、中核となる集落とは異なる場所に「飛び地」

を設け、そこに住民を送り、一時的に移動するな

どして、さまざまな生態環境を利用しながら生

活を営んできたことで知られる。これは米国の

人類学者ジョン・ムーラにより「垂直統御（バー

ティカル・コントロール）」と名付けられ、アン

デス各地でこうした環境利用が観察されてきた。

本書が扱う現代の人の移動は、これとは本質的

に異なるものではある。とはいえ、今日のアン

デス農村をみた場合、聖人信仰をめぐって農村

と都市という二つの異なる空間のあいだに展開




