
ラテンアメリカ・カリブ研究 第 25号©2018

自著紹介

『レゲエという実践―ラスタファーライの文化
人類学』（京都大学学術出版会、2017年）-久
留米大学・神本秀爾
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ラスタファーライの概略と執筆の経緯
本書は、2015 年度に京都大学大学院に提出

した博士学位論文「ジャマイカと日本における
『生き方』としてのラスタファーライの変容に
関する文化人類学的研究」を大幅に改稿したも
のである。

1962 年にイギリスから独立したジャマイカ
の人口のおよそ９割が、大西洋奴隷貿易で西・
中央アフリカから運び込まれた奴隷の子孫であ

る。ラスタファーライは植民地下のジャマイカ
首都キングストンを揺籃地として始まった。ラ
スタファーライ出現の直接的なきっかけは、エ
チオピア最後の皇帝ハイレ・セラシエ（即位前の
名をラス・タファリ・マコネンという）が 1930

年に即位したことである。ラスタファーライと
は、彼を黒人にとっての救世主と見なし、神性
を認める人々が中心となってつくりあげてきた
思想や実践の総体であり、その信奉者・実践者
をラスタと呼ぶ。
ラスタファーライの思想的基盤の一つはユダ

ヤ・キリスト教的な世界観であるが、それを大き
く脱臼させたところで成立している。ユダヤ・
キリスト教的選民思想を経由して、奴隷制とい
う暗い過去は未来の救済への期待と結びつき、
否定されてきた黒人性・アフリカ性は、マーカ
ス・ガーヴェイに代表されるブラック・ナショ
ナリストの思想や言動と混じり合い、黒人優越
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主義へと反転させられている。この選民思想は
シオニズム的アフリカ帰還願望と、大西洋奴隷
貿易への補償としての帰還の実現要求と混じり
合っている。これまでに、エチオピアをはじめ
アフリカ各地に自力で帰還を果たしたものがい
る一方で、ジャマイカをはじめ、自分たちの生
きるディアスポラ世界の「アフリカ化」を重視
する立場もある。
筆者は学部 3回生の時に、ラスタファーライ

を知るほとんどの人と同じように、ジャマイカ
で始まったレゲエやダンスホールと呼ばれる音
楽を通じてラスタファーライと出会った。レゲ
エやダンスホールの歌詞や CD付属のライナー
ノーツ、関連書籍などに触れ、ジャマイカ黒人の
置かれてきた複雑な状況を知り、そのような状
況下でラスタたちが聖書を積極的に読み替えて
きたという経緯を知れば知るほど、自分の知ら
ない世界の奥深さに触れているという実感を持
つようになった。なかでも、一般的な聖書解釈
とは全く異なる次元で聖書の読み替えがおこな
われ、新たな黒人・アフリカ人が世界に現出し
ているというダイナミズムに私は魅了された。
表紙に用いた写真1は、筆者のフィールドワー

クの主たる対象であったラスタ宗派、エチオピ
ア・アフリカ黒人国際会議派（Ethiopia Africa

Black International Congress、以下会議派）の
コミューン、ボボ・シャンティの入り口の様子
である。信徒の背後にあるボードに“Ethiopia

Embassy in (Egypt) Jamaica”と記されているが、
それは「ジャマイカにいるアフリカ系の人々は、
イスラエルの民がエジプトに捕囚されたのとま
さに同じ様に、現在も捕囚下にあり、セラシエ
の治めたエチオピアへの帰還が実現する際に、
ボボ・シャンティは大使館としての役割を果た

1この写真は、2008 年に数日間調査をともにした写真家
の菱沼勇夫氏が撮影したものである。

す」というメッセージが込められている。後に、
このような聖書の再解釈にもとづく宗教運動は
アフリカ各地や太平洋地域でも発生しているこ
とを知るのだが、大学 3回生当時の筆者はその
ようなことは知らず、ただただラスタファーラ
イについての知識や情報を手に入れることに没
頭したのだった。
修士課程では、当時のダンスホール・シーン

で高い人気を得ていたミュージシャンが多く関
わっていた会議派を中心とした調査を開始した。
並行して、ラスタファーライに関する知識を教
えてもらったり、ネットワークを紹介してもらっ
たりすることを目的に、日本人のラスタとの交
流も始めた。その初期から筆者が直面したのは、
ジャマイカで出会うラスタと、日本人ラスタの実
践や解釈の傾向が大きく異なるという事実だっ
た。研究を開始した当初はジャマイカのラスタ
だけを検討の対象に考えていたのだが、結果的
には、章立てが示すように、博士論文には、日
本での調査の成果も盛り込むことになった。

概要
本書は直接レゲエを扱ったものではない。レ

ゲエとの関係を踏まえることなしには理解でき
なくなった時代のラスタファーライについて、
ジャマイカと日本の事例を元に論じたものであ
る。音楽研究や地域研究の文脈との関わりは薄
く、この意味で、文化人類学的なラスタファー
ライ研究と位置づけるのが正確である。この視
野の狭さは多分に筆者の力量不足に由来するの
だが、本書で一貫しているものがあるとすれば、
それは「視点」である。
その視点は、これまでに多くの研究で参照さ

れている、プラットのコンタクト・ゾーン概念
を発展的に継承したものである。従来のラスタ
ファーライ研究のほとんどは、地域や民族・エス
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ニシティの境界を自明視しがちだったため、ラ
スタたちが、地域や民族・エスニシティの境界を
こえて結びついている次元を十分に描き出せて
こなかった。そこで本書では、ジャマイカと日
本という、歴史的経験の大きく異なる地域で実
践されるラスタファーライの雑種性を描き出す
ことを試みた。そのために起点としたのは、プ
ロテスタント的含意の強い宗教概念である。と
いうのも、コンタクト・ゾーンで生じる現象のひ
とつが、人びとが征服者の言語や表現を使って、
みずからを表象したり、実践をおこなったりす
る [Pratt 1992:7;田中 2007:36]ことであり、双
方のラスタは、それぞれに異なる「反宗教」的実
践（＝生き方）としてラスタファーライを捉え
ていることから、その差異が明確になると考え
たためである。その差異を端的に言うならば、
ジャマイカを起源とする主流のラスタファーラ
イ理解では、キリストの代わりにハイレ・セラ
シエを救世主とする対抗的な世界観を根拠とし
ており、日本の場合では、日本一般に広く共有
されている、スピリチュアルな実践への関心は
低くないものの、宗教という語には拒否感を示
すという世界観を根拠にしているという点で大
きく異なっているということである。
本書では、このような差異を孕みながらも両

者がラスタファーライのネットワークのなかで
複雑に絡み合っている状況を分析の対象とした。
第 I部では、会議派のラスタたちが、宗派の創
始者で崇拝の対象でもあったエマニュエルの死
後、どのように会議派ラスタらしさを実践して
いるのかを論じた。具体的には、世界を股にか
けて活躍するダンスホール・（レゲエ・）ミュー
ジシャンの存在が経済活動に与えた影響（第３
章）、ラスタの宗派という境界の曖昧さ（第４
章）、会議派ラスタの多人種化・多国籍化と奴隷
解放や独立をめぐる公的な歴史との関係（第５

章）を論じた。第 II部では、「黒人」とは異なる
歴史を持つ日本人による、ラスタファーライの
日本化の現状を論じた。具体的には、日本人で
あることとラスタであることを結びつける論理
（第７章）、一神教的世界観を換骨奪胎した日本
的なラスタファーライの理念（第 8章）、地域
活性化やまちづくりとラスタファーライの過去
志向や伝統志向が混じり合う局面（第 9章）に
ついて論じた。

執筆を終えて
本書は、調査者である筆者とそれぞれ暮らす

地域の異なる、2種類の「他者」との出会いか
ら生まれたものである。両者には連続性はある
ものの、フィールドワークにおける観察や対話
のなかで、個人としての筆者が受けた印象は大
きく異なる。「ラスタファーライの概略と執筆
の経緯」で述べたように、ボボ・シャンティで
暮らす会議派信徒は、筆者にとってある意味で
「憧れ」の存在であった。文献調査やフィールド
ワークを通じて、筆者がかつて想定していたラ
スタ像、宗教実践者像を裏切り、筆者の（人類
学的）人間理解を深めたことは間違いない。一
方で、日本で調査をおこない、彼／女らの思想
や実践を理解しようとする試みは、筆者の自明
としていた世界観を揺るがすものであった。そ
の理由は、彼／女らと筆者が「同じ」日本人で
あることと関わっている。日本のラスタファー
ライの世界では、筆者が当初想定しなかった、
日本的なスピリチュアリティやナショナリズム
とラスタファーライの込み入った状況があり、
筆者が当然のものとしていた日本（人）イメー
ジが大きく瓦解したのである。
本研究に関する今後の展望を述べておきたい。

ラスタファーライは菜食を推奨し、その食をア
イタル（ital）と呼ぶが、本書では、日本人ラス
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タがそれらのアイタルのなかに和食（マクロビ
オティックを含む）を含み込むことで、ナショ
ナリスティックなラスタファーライ像を強化し
ていることや、多くが農業に高い関心を持って
いることなどに言及した。日々の生活に欠かせ
ない食は、人々の宗教性・スピリチュアリティ
を喚起する重要な要素である。今後は、日本人
ラスタを起点としながら、彼らを取り巻く宗教
的・スピリチュアルな食のネットワークの動態
を検討の対象としていきたい。
最後に、本書に関する書評を執筆してくださっ

た鈴木孝弥氏（『レコード・コレクターズ』2017

年 6月号）、清水貴夫氏（『黒人研究』87号）、山
内熱人氏（『人環フォーラム』36号）、白波瀬達
也氏（『宗教と社会』24号）各位にお礼を申し
上げたい。
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『ラテンアメリカ 500年―歴史のトルソー』（岩
波書店、2017年）-慶應義塾大学名誉教授・清
水透

執筆の目的
すでに 20年以上前のことになります。「コロ

ンブスと近代」というタイトルのもと、「他者
化」「自然化」という論点を軸に、「発見」を広
く世界史における近代の起点として位置づける
試みをしました（歴史学研究会編『世界史とは
何か―多元的世界の接触の転機』（講座世界史

第１巻所収）東京大学出版会、1995年）。
そこで具体的に扱った時代は、「発見」にはじ

まる植民地時代でしたが、本書は、その基本的
な視座を引継いで、さらに「発見」から現代に
いたるラテンアメリカ史の太い流れを描き出す
ことを目的としました。そのため、きわめて多
様性に富むラテンアメリカ各国の歴史を詳述す
ることは避け、極力上記の執筆意図にとり象徴
的と思われる歴史的事象に限定しています。手
足首のない身体＝「トルソー」と名づけたゆえ
んです。
さらにそのトルソーをつうじて、欧米を中心

に展開されてきた、近代という時代の歴史的特
質を浮き彫りにし、その近代をなかば常識的な
善とみなしてきた、僕たち自身の価値観・歴史
観を逆照射する意図が、裏に秘められています。
ラテンアメリカの歴史を、別世界の出来事とし
てではなく、今を生きる自分自身の問題にひき
つけて理解したい。現代世界に生きる読者に今
という時代、今を支えてきた近代のあり方につ
いて問いかけてみたい。そんな気持ちが込めら
れています。

ミクロとマクロ
僕はメキシコの先住民社会チャムーラ村とい

うミクロ社会で、40年近くにわたりフィールド
ワークをつづけ、この間に『コーラを聖なる水
に変えた人々』（1984年、現代企画室）、『エル・
チチョンの怒り』（1988年、東京大学出版会）の
２作品を出版しましたが、一部の歴史研究者か
らは、予想どおり次のような批判が寄せられま
した。「ああ、そんな世界もあるんだ、そんな声
もあるのか、でも、そんな世界も声も、昔も今
も無数に存在している。あなたの拘るミクロの
世界は、一体どれほどの普遍性をもっているの
か」。インディオの語りという、いわば究極的


