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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
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第 1章　公共宗教とは何か
第 2章　カトリック教会の「現代化」とアルゼ
ンチン教会
第 3章　公共宗教の萌芽―「第三世界のための
司祭運動」
第 4章　公共宗教への変容
第 5章　ソーシャル・キャピタルから捉える公
共宗教性―モレノ市の事例
第 6章　結論

出版までの経緯
本書は、2016年 7月に早稲田大学大学院社会

科学研究科に提出した博士論文に加筆および訂
正を加えたものであり、翌年度の科研費研究成
果公開促進費の助成を得て刊行された。「本を
出版するということ」に疎かった私は、大学院
の仲間たちが「博論を書いたら助成金をもらっ
て出版する」と言っていたのを思い出し、科研
費出版助成に申請することを決めたものの、出
版社選定の段から甘くはない現実に直面するこ
ととなった。まず、ラテンアメリカ研究図書を
多く刊行しているA社に博論の原稿を送り、担
当者と社長に会ったのだが、「このままの内容
ではうちから出版するのは難しい」と断られて
しまった。世間一般の人たちが読みたいと思え
る、知的好奇心を満たしながらも専門的すぎな
い本か、大学で教科書になりそうな本ならとも
かく、博論に加筆したくらいではとても売れな
い、と言われて妙に納得したことを思い出す。
「ただ、（現ローマ教皇がアルゼンチン出身で話
題にもなっており）アルゼンチンのカトリック
教会というテーマは悪くないと思うので、内容
を大幅に書き換えてもらえるのであれば検討し
たい」との申し出をいただいたが、内容を変更
して出版が何年も先延ばしになるのは嫌であっ
た。そして次に当たったのが、大学のすぐ隣に

ある成文堂だった。こちらは A 社とは正反対
で、学術的専門図書は売れる売れないにかかわ
らず出版する意義があるという考えで、博論の
内容を精査することなく、出版を快諾してくれ
た（博論審査に通ったのだから出版に値すると
みたのだろう）。成文堂は 2009年に『ラテンア
メリカ世界のことばと文化』（畑惠子、山崎眞次
編）を出版しており、これまでにも科研費助成
で学術書を多く刊行していることもあってか、
本書の出版にも理解を示してくれた。科研費助
成がとれなかったら腹をくくって自費出版、と
考えていたが、幸いそのようなことにもならず
に済んだ。

研究にいたる経緯
本書の第 5章は、草の根レベルにおける民の

教会の公共宗教性とペンテコステ派教会との差
異について考察しているが、これはブエノスア
イレス郊外のモレノ市で行ったフィールド調査
に基づいている。今思うと、モレノの人々との
出会いは本当に不思議なめぐり合わせであった。
2006年ブエノスアイレスに滞在していた私は、
時折カトリック日系人サークルの集まり（ミサ
や茶話会）に参加していたが、あるとき日帰り
でルハンに行くことになった。2時間くらいバ
スに揺られて現地に到着すると、15 名ほどの
日本人大学生グループと遭遇した。ルハンはア
ルゼンチンでは有名なカトリックの聖地である
が、日本人観光客が行くような場所ではない。
聞けば、日本で宣教活動しているポルトガルや
スペイン出身の若いシスターたちが上智大学の
学生を率いてやってきたのだと言う。私がアル
ゼンチン研究をしており、カトリック教会の社
会活動やコミュニティ開発について関心を持っ
ていると話すと、シスターたちから思わぬ返答
があった。「メルローモレノ教区なら社会活動
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表紙写真　　　　　　　　　　　　　　　　　　　裏表紙写真

も盛んですし、紹介できる共同体や神父さんた
ちがいますよ。」後日、彼女たちの好意に甘えて
教区を訪ね、そこで活動する司祭や教区信徒た
ちと知り合いになった。これが、モレノとの出
会いの発端である。
ブエノスアイレスからバスと電車を乗り継い

で 2時間ほどのモレノ調査地には、野良犬が多
かった。貧困はさまざまな形で可視化されるも
のであるが、犬ひとつ見てもモレノとブエノス
アイレス都心では大きく異なる。ブエノスの人
たちは犬が大好きで、街中や公園を散歩してい
るのをよく見かける。「犬の散歩屋」も多く、1

人の散歩代行人が 5匹から 10匹の犬たちのリー
ドを腰に巻きつけて散歩する姿は圧巻である。
また、数ブロックごとに動物病院やペット用品
店があり、さらには動物の夜間救急病院まであ
るのだから、犬天国と言っても過言ではない（実
際に犬 2匹を日本から連れて行ったが困ること
はほとんどなかった）。

表紙の写真について
今となれば笑い話だが、本書はもともと箱入

り装丁になるはずであった。「博士論文を本に
するのだから箱入りで当然」というのが出版社

の意見であったが、さすがにそれはどうかと思
い、一般装丁にしてもらったのである。表紙の
写真は、メルローモレノ教区の移民祭を称した
特別野外ミサの様子である。アルゼンチンでは、
ドイツやウクライナなどヨーロッパ系移民の子
孫が多く暮らすミシオネス州の移民祭が有名だ
が、それにならってメルローモレノ教区が始め
たものと思われる。普段はミサに来ることもな
い多くの信徒たちが集まって食事やワインを共
にし、司祭たちも一緒になって楽しく踊る姿が
印象的であった。「民の教会」のイメージとして
この写真を表紙に使用したが、裏表紙には「組
織教会」をあらわすものとしてメルローモレノ
聖堂の写真を載せた。ローマ教皇を頂点とした
ヒエラルキーに基づく組織であるカトリック教
会は、世の底辺にいる貧しい人々（経済的、政
治的、社会的に排除された人々）に仕えること
を使命としている。この使命を中心となって果
たしているのが「民の教会」であるが、「民の教
会」はあくまでもカトリック教会という組織の
一部としてその務めに励んでいるのであり、「組
織教会」と「民の教会」の両者は不可分な関係
にあるといえよう。
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その他の周辺状況
最後にメルローモレノ教区で調査に協力して

くれた「民の教会」の司祭たちの現状について
も触れておきたい。モレノ南部で司牧活動をし
ていた T 神父が聖職を辞したと聞いたのは数
年前である。結婚して今では一児の父親となっ
ているそうだが、何より驚いたのは、彼が現在
ヨガのインストラクターとして働いているとい
うことであった。日本では体操のようなイメー
ジが強いヨガであるが、本来はスピリチュアル
なものであり、通常アルゼンチンでは自己啓発
やスピリチュアル関連として扱われておりカト
リシズムとは一線を画している。しかし、T神
父がカトリックの信仰を捨ててヨガの精神世界
を選んだのかというとそうではないらしく、彼
は今でも教会に熱心に通い、カトリック信徒と
して教会に奉仕しているというから驚きであっ
た。さらに「若い神父たちがそうなるのも無理
はない」と教会の信徒たちが T神父の行動に寛
容だったのも私には意外であった。日本のカト
リック聖職者の中には禅を実践している者もい
るが、これがカトリシズムの「懐の深さ」であ
ろうか。
一方、モレノ北部で児童デイケアセンターの

開設や青少年育成に取り組んでいた J神父は別
の場所で社会司牧活動を続けている。神父は以
前から地域の青少年が麻薬犯罪に巻き込まれな
いよう尽力してきたが、彼の行動を面白く思わ
ない麻薬売人たちから執拗に脅迫されるように
なり、神父の身を案じた司教によって異動を命
じられたのである。現在 J神父は、隣のメルロ
市の小教区で麻薬依存症者の子供をもつ母親へ
のサポートを行っている。また、本書の第 4章
でも扱った「キリストの家」が最近メルローモ
レノ教区にも建設され、神父はその活動にも関

わっているという。安全とは言えないスラム地
域にあるために、これまで訪問することが不可
能であった「キリストの家」が、「連れて行って
あげるよ」という神父の言葉によって突如、訪
問可能な場所となった。この思わぬ幸運を次の
研究につなげていきたいと現在思案中である。
□■

『カヌードスの乱―19世紀ブラジルにおける宗
教共同体』（春風社、2018 年）- 名桜大学・
住江淳司

1896年から 1897年にかけてブラジル北東部
バイーア州カヌードスで発生した所謂「カヌー
ドスの乱」については、筆者が知る限り日本で
はほとんど研究されていない。その一方でブラ
ジルにおけるカヌードス研究の歴史はかなり長
く、先行研究も豊富にあり、カヌードスの民衆
側の研究についての第一人者は、バイーア連邦
大学の故ジョゼ・カラザンス教授である。カラ
ザンス教授は、1950年頃からカヌードスの研究
を始め、カヌードスの乱で生き残った人々に直
接インタビューを行い、カヌードスの乱の実像
をオーラル・ヒストリーとして記録している。
また彼はアントニオ・コンセリェイロの側近た
ちの一人一人の記録を小冊子にまとめ、バイー
ア連邦大学のヌクレオ・セルトンから上梓した。
この小冊子は、コンセリェイロの側近の特徴や
行動様式を知る上で貴重な史料となっている。
筆者は、1994年 6月、カラザンス教授宅に招か
れ、直接彼からカヌードス側を擁護する見解を
聞かされた。つまりカヌードス共同体の人々は
コンセリェイロの教えに従い、千年王国的な社
会を作り静かに暮らそうとしていたところに、
共和国軍が 4度も攻め込み、カヌードスの住民
を虐殺したという立場をカラザンス教授は取っ


