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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
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なミクロを基礎に歴史を描く。そのことに対す
る文献史学からの批判です。今ではかなり注目
を集めることとなったオーラル・ドキュメント
を、歴史叙述に取り込むことに対する批判でも
ありました。
しかし、インディオ社会というミクロの世界

に徹しながら、つねに僕の念頭にあったのは以
下の問題です。まず第一に、歴史学研究の対象
として、書かれもしない人々、書かれたとして
も、分析の対象＝書かれるだけの人々が、実は
歴史におけるマジョリティであるという事実で
す。ミクロ社会に寄り添って歴史を見なおすこ
とは、そうした人々の歴史における主体性を堀
りおこすことに他なりません。
さらに、そのような立場にたってみると、メ

キシコという国家の歴史は、ラテンアメリカと
いう地域の歴史はどのような姿を見せてくるの
か。文献のみを史資料として、政治・経済を中
心に描かれてきた上からの歴史とは異なる、新
たな歴史像が見えてくるはずです。また、そう
した歴史の方法から、近現代はどのような新し
い姿を見せてくれるのか。現代のインディオ社
会というミクロに徹すれば、「発見」以降の近
代というマクロの世界の実態も見えてくる。逆
に、その大きな歴史のなかで、ミクロ社会の歴
史的主体性も、あらためて明確な姿をとって現
れてくる。ミクロをミクロに終わらせるのでは
なく、ミクロからしか見えてこないマクロの姿
とは？ミクロを突き抜けるマクロ（普遍）の問
題は常に僕の意識にありました。

「史実」と歴史的風景
もう一点、聞き取りを中心とするフィールド

ワークからは、歴史を生きるマジョリティとし
ての人々の主体性だけでなく、彼らのリアルな
生活が、ひとつの風景として見えてきます。ま

た、彼らの語りからは、記憶に刻まれた過去の
風景も伝わってきます。彼らは学術的歴史学が
重視する「史実」のみを基礎に生きているわけ
ではありません。必ずしも「史実」と一致する
とは限らない過去の記憶を糧に今を生き、将来
を生き歴史にかかわってゆく。それが彼らの歴
史実践というものです。フィールドワークで目
に飛びこんでくる具体的な風景も、語りから浮
かび上がって来る過去の風景も、ともに、文書
だけに依拠する文献史学の方法からはなかなか
見えてこない、いわば歴史的風景ともいえるも
のです。
もちろん、「史実」のみを中心とする実証史

学に十分意味があることは否定できません。そ
して、

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

徹底した文書のフィールドワークを踏ま
えた歴史書からは、時代の風景が浮かんでくる
ことも事実です。しかしそうした研究書は数少
なく、多くの人々が、学術的歴史書よりむしろ、
風景の見えるノンフィクションの歴史文学や歴
史小説に、より強い興味を抱くという実態も無
視できません。この歴史的風景に注目すること
は、リアルな歴史に接近するうえで無視できな
い重要な要素のひとつではないのか。

ミクロとマクロの往復作業
そんな確信に近い思いに支えられて、聞き取り

を中心にフィールドワークに出かけ、帰国すれば
マクロの歴史を考えなおす。そして再度フィー
ルドへ。この往復作業を繰りかえしながら、そ
の都度、若い世代の学部学生や院生に語りかけ、
定年退職後は主として社会人を対象とする立教
大学ラテンアメリカ研究所での講義や、メンバー
全員が 70歳を越える「歴史を語る会」の研究
会で、さらに拙宅でつづけてきた「清水塾」の
場で語りかけ、議論してきました。また、博論
の執筆という具体的目的で集まったＦＯＫＵＳ
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研の皆さんとの議論は、本書の執筆の最終段階
で、詳細にわたる史実の検討から、最終的な構
成にいたるまで、重要な役割を果たしてくれま
した。

叙述スタイルと読者対象
本書は、従来の学術書の体裁をとってはいま

せん。30年以上にわたる往復作業のうえに、練
り直しを繰りかえしてきた「ラテンアメリカ社
会史」の講義録を参照しつつ、上記の基本的な問
題意識を下敷きに、語り口調の文体で書き下ろ
したものです。当然のことながら、歴史研究の
方法や歴史叙述についての問題提起として、広
く歴史研究者やラテンアメリカ研究者にお読み
いただければ嬉しいのですが、読者対象として
特に意識したのは、あくまでも、大学生をはじ
めとする一般読者の方々です。その点も考慮し
て、必要に応じてインディオ部落での聞き取り
の成果や、ラテンアメリカ諸国での僕の実体験
のエピソードを織り交ぜながら、極力、歴史的
風景とともに歴史を語ることに配慮しました。
さらに必要に応じて、同時代の日本では何が

起こっていたかについて、また、ラテンアメリ
カと同じ問題が日本にも当てはまる場合には、
そのことにも触れてゆく。それは、すでに述べ
たように、ラテンアメリカの歴史を別世界の他
人事としてではなく、自らの問題として受けと
めて欲しいとの願いがあるからです。

概要紹介
本書は全 17話から構成され、大きく 2部に

分かれています。まず「はじめに」で、ここで
述べた歴史に関する僕の基本的立場を紹介し、
第 I部では植民地時代を、第 II部では独立以後
現代に至る時代を扱っています。
第 I部ではまず、コロンブスを契機につぎつ

ぎと「発見」されてゆく新たな空間を、スペイ
ンをはじめとするヨーロッパ列強が「幻想領域」
として認識していた問題を扱います。さらに、
征服された空間は、「文明」が必要とするかぎり
徹底的に活用され、必要がなくなれば放置され
る自然の一部であったという、征服と植民地化
の基本的な性格を明らかにします。ついで、そ
の過程を正当化する根拠として、一方では「野
蛮観」を捏造し、他方ではキリスト教への改宗
をつうじて「精神的征服」を推し進め、植民地
的秩序の形成を模索する、その過程を描きます。
第 I部の後半では、植民地化に対する抵抗に

ついて整理します。不条理な支配に対する抵抗
を、武力に限定してよいものか、という基本的
な問題意識から、植民地社会の「発展」を規制
したインディオや黒人奴隷による「逃亡」とい
う問題をとりあげ、さらに、植民地的秩序を受
け入れたかの姿を見せながら、その秩序と共に
生きながら自己再生の道を確保する被征服者た
ちのあり方を、「共生」という名の抵抗として紹
介します。
第 I部の最後に、アメリカ大陸における植民

地化の過程を、「他者」支配の実験の繰りかえし
として捉え、その後、欧米諸国が地球的規模で
展開する「他者」支配の実験場としての意味を
浮き彫りにします。西欧に集積された南の実験
の成果は、アジア、アフリカ、北米における「他
者」支配のあり方に受け継がれ、今日にいたる
「近代」のかたちを規定してゆくこととなる。
第 II部では、前半で独立から 19世紀末まで

の時代を扱います。まず、ラテンアメリカ諸国
の独立の性格を、白人優越主義に基づく「白色
国民国家」の建設過程、すなわち植民地支配の
延長の過程として描きます。19世紀後半からは
じまる近代化のもとでは、「人種不平等論」から
社会進化論へと展開した西欧思想が導入され、
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そうした近代思想が、植民地時代から受け継が
れてきた差別構造の近代的再編に動員される。
そのもとで、インディオは、黒人奴隷は、東

洋移民は具体的にどのような地位に押しとどめ
られたのか。さらに資本主義化の過程で、これ
らの人々はどのような位置を与えられたか、そ
の具体的姿を描きます。全体として、ラテンア
メリカにおける近代化は、マジョリティとして
の被支配者に対する差別の固定化と、マイノリ
ティとしての支配的社会の、彼らに対する寄生
性の近代的再編の過程として捉えています。
第 II部の後半では、近代国家の成立に不可欠

な軍事力の統一が、軍事独裁を招いたこと。し
かも、軍隊の近代化に積極的に乗り出した米国
が、カリブ・環カリブ海地域を中心に、ラテン
アメリカを裏庭化してゆく経緯を紹介します。
また、軍事独裁を免れた例外としてのメキシコ
革命とその革命に孕まれていた矛盾について触
れます。
ついで、キューバ革命からチリのアジェンデ

政権の成立にいたる激動へのうごめきを紹介し、
そうした動きにたいし、米国の支援のもとで実
行されたチリやグアテマラにおける大弾圧にふ
れます。そしてようやく到来した民主化の時代
のもとで、アメリカは孤立化を余儀なくされて
ゆく、現在にいたる経緯を辿ります。
本書の最後、第 17話では、500年にわたる植

民地性に規定されたラテンアメリカの秩序が、
米国からの自律化と民主化を経て、今ようやく
国家的レベルでの液状化の段階に突入したとい
う、僕の現状認識を紹介します。同時に、液状化
という現象が、先住民社会にも広がっている現
状についても言及します。こうした液状化は、
どのようなあらたな秩序の再編へと帰着するの
か？ 500 年の歴史の重さを考えれば、ゆり戻
しの危険の可能性も無視できません。しかし、

液状化のその先にありうる新たな国家秩序のひ
とつのモデルとして、いずれの近代国民国家も
経験したことのない、ボリビア多民族国家の実
験に触れます。また、先住民社会自体にも巣く
う植民地性を克服する道として、メキシコにお
けるサパティスタが提起してきた問題に注目し
ます。
以上、具体的な内容について、その概要を紹

介しましたが、本書を読むなかで、ひとつでも
ハッとする歓びを感じていただければ、と切に
願っています。なお、昨年 12月、本書の出版
に先立って、大門正克『語る歴史、聞く歴史―
オーラル・ヒストリーの現場から』（岩波新書）
が、この 4月には、本書と同じ現代文庫から保
苅実『ラディカル・オーラル・ヒストリー』が
再版されます。歴史の方法やフィールドワーク
に関心をおもちの方には、本書とともにこの 2

著もあわせてお読みいただければ、と思います。
□■

『アルゼンチンカトリック教会の変容―国家宗
教から公共宗教へ』（成文堂、2017年）- 早
稲田大学・渡部奈々

アルゼンチンカトリック教会内には、ヒエラ
ルキーに基づいた既存の「組織教会」と、革新
派司祭を中心に構成される「民の教会」がある。
すなわち、国家宗教から公共宗教に変容した「組
織教会」と、左翼的政治運動から社会支援活動へ
と理念実践の形態を変えた「民の教会」という 2

つの潮流があり、それぞれが異なる公共的役割
を果たしている。本書ではその変容過程を実証
的に分析し、アルゼンチンカトリック教会の公
共宗教としての特徴を多面的かつ統合的に理解
することを目指した。以下に目次を再掲する。

序章


