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自著紹介

『テクストとしての都市　メキシコ DF』（東京
外国語大学出版会、2019年）- 東京大学・柳

原孝敦

シリーズ「テクストとしての都市」は、東京外

国語大学出版会が立ち上がってすぐのころ、編

集長を務めていた岩崎稔さん（哲学、カルチュ

ラル・スタディーズ）が自ら企画したものだ。

ある日、岩崎さんが当時同僚だった私の研究室

を訪ねてきて「メキシコとハバナ、どっちが馴

染み深い？」と質問した。何のことかよくわか

らないままメキシコだと答えたところ、「じゃ

あメキシコで頼むよ」と依頼してきた。そこで

はじめてコンセプトを打ち明けられた。世界の

諸都市についてのシリーズで、各都市、十カ所

ほどのスポットについて案内する。ただし、単

なる観光案内ではない。その土地についての集

合的記憶を掘り起こすような、いわばムネモロ

ジカル（記憶論的）な都市案内といったところ

だ。しかもニューヨークやパリなどの誰もが書

きそうな（行きそうな）ところでなく、大学出版

会ならではの諸都市を取り上げたい。幸い、東

京外語大には世界の果てのあまり人の知らない

場所に行っている先生たちがたくさんいる。ユ

ニークなラインナップが組めると思う。メキシ

コは充分に「誰もが行きそうな」都市だと思い

ますが、との私の反論には「そんなことを真顔

で言える変わり者がいるから、この大学は頼も

しいのだ」との答え。そのくせ第一弾は増谷英

樹さんのウィーンにするつもりだなどと言う。

「誰もが行きそうな」憧れのウィーンに！

結局、増谷さんは書いていない。私のメキシ

コ市が第一回の配本となったこのシリーズの今

後予定されているラインナップは、プラハ、ク

ラクフ、ハルビン、ジョグジャカルタである。

増谷さんが書かなかったことで逆に岩崎さんの

コンセプトはより明確になったと言うべきだろ

うか。ワルシャワでなくクラクフ、北京でなく

ハルビン、ジャカルタでなくジョグジャカルタ

なところがいい味を出している。ともかく、こ

うして私は『テクストとしての都市　メキシコ

DF』の執筆依頼を受けたのだった。
話をいただいた数ヶ月後にはメキシコ市に出

張する機会を得た。2009年 3月のことだ。『ラ
テンアメリカ主義のレトリック』（エディマン／

新宿書房、2007）を出版してまだ 2年に満たない
ころのことだったので、久しぶりにアルフォン

ソ・レイェス記念館を訪問し、著書を献呈しよう

と思いついた。その本の多くをレイェスに負っ

ているからだ。目的を達成し、近くを散歩して

驚いた。友人に勧められた書店がそこにあった

からだ。しかも偶然見つけたその書店は私の見

知った建物だったからだ。そして、にもかかわ
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らず私は、しばらくそれをそれとして認識でき

なかったからだ。極めて特徴的なファサードを

誇りながら、塗装を変え、機能を変えた（そこ

はかつて映画館だった。書店ではなく）その建

物 Bella Épocaのことを思い出すのに時間がか
かってしまったのだ。

その年の秋にはあるところで講演しなければ

ならなかったので、Bella Época の変化を手が
かりに、ソカロ、トラテロルコの三文化広場、

グアダルーペの聖母聖堂の 3カ所について話し
た。それを基に論文仕立てで 2本ほど「記憶の
都市メキシコ」という文章を書いた。そして、

そこで行き詰まってしまった。メキシコ市の他

のどの場所について書けばいいのか、それをど

のようにまとめればいいのか、明確な案が浮か

ばず、放り出したのだ。当時、毎年 1、2冊の
ペースで翻訳書を出版していたので、多忙にか

まけてもいたのだろう。一方、2009 年の出張
時に翻訳に取りかかっていたロベルト・ボラー

ニョ『野生の探偵たち』（松本健二との共訳、白

水社、2010）があまりに面白かったので、これ
について何か書いておきたいとの思いが湧きつ

つあったことも間違いない。

2015年度に 5年プロジェクトの科研費を得
て、メキシコ市やハバナ、ブエノスアイレスな

どに調査旅行に出られるようになったのは幸い

だった。研究テーマは今回の本とはさして関係

がないのだが、少なくとも市内を歩きながら写

真を撮ることはできる。「テクストとしての都

市」のシリーズでは写真もふんだんに使いたい

と思っているのだが、東京外国語大学出版会の

予算には限りがあるので、自前の写真を頼りに

していると言われていたのだ。初年度末、16年
2月にメキシコ市を訪れた際、まず、ずいぶん
久しぶりに〈カフェ・ラ・アバーナ〉に行って

みた。『野生の探偵たち』の〈カフェ・キト〉の

モデルとなった店だ。入口横には開業 60年を
告げるプレートがかかっていて、ここがカスト

ロとゲバラやオクタビオ・パス、ガブリエル・

ガルシア=マルケスらとならんでロベルト・ボ
ラーニョも愛したカフェであることを誇らしく

告げていた。やはりボラーニョについて書いて

おきたいとの思いが湧いてきた。

翌日（あるいは数日後だったかもしれない）

詩人のアルマンド・ゴンサレス=トーレスと芸
術宮近く、国立美術館横の〈カルデナル〉で食事

をしながら近況を語り合った際にこの本の話を

出したところ、メルセーの市場を示唆してくれ

た。なるほど、そこは私自身の思い出も詰まっ

た場所だ。けれどもポール・モランがメキシコ

を訪問して最初に案内されたのがそこだったこ

とは、そのとき知らされたのではなかっただろ

うか。あるいは別の日、久しぶりにトロツキー

の記念館を訪れ、最初に訪れた 1991年当時と
何一つ変わらぬたたずまいの書斎に、かつて抱

いた感慨が蘇ってきた。すぐ近くのフリーダ・

カーロの〈青い家〉は 91年当時は修復作業の
ため閉鎖中だったので、トロツキー記念館ほど

に懐かしくは感じなかったし、何よりも観光客

の数の圧倒的な差に戸惑うばかりだった。この

年の旅のこうした訪問のおかげで、私の記憶も

また集合的記憶の一部をなすという極めてシン

プルな命題に行き着いたのだと思う。しばらく

放擲していたメキシコ市についての本が今度は

仕上げられそうな気がしてきた。そのためには

冒頭に 2009年のあの Bella Época の書店での
経験を私自身の物語として語るのがいいのだろ

うという発想も得た。私はそこで書店員といろ

いろと会話を交わしたのだった。あの会話を出

発点にすればいいのだ。そう決意すると、その

他の書店や図書館を巡るという結びも見えた気

がして、一気に構想が固まった。
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岩崎さんに連絡を取り、あの話はまだ生きて

いるだろうかと尋ねた。もちろん生きていた。

岩崎さんは副学長の座にあり、実質的なまとめ

役は出版会の編集委員のひとり千葉敏之さん（ド

イツ中世史）が務めることになったけれども、

ともかく、そこから研究会が立ち上がり、他の

執筆予定者も交えて私の原稿の検討に入った。

何度か書き換えを指示され、今の形になって、

2018年はじめにはほぼ完成原稿ができていた。
したがって 2019年 11月まで出版がずれ込んだ
のは出版会の側の都合だ。シリーズものなだけ

に、これに続く執筆者の予定もあるだろう。シ

リーズ全体を統一したいので、レイアウトや装

丁も慎重に進めたいとの思いもあったようだ。

地図の作成にも時間がかかる。それに何と言っ

ても限られた予算で切り盛りしている出版会だ

から、次から次へと新刊を出すこともできない

のだろう。こちらとしても、依頼から 10年近く
もかけて書いたのだから、急かす立場にはない。

ゆっくり待とうではないか。そんなわけで、私

は 2年近く、周囲の人間に「もうすぐ出る、も
うすぐ出る」と言い続けてきたのだった。言う

だけで終わらずに本当によかった。

脱稿後ゆっくり待ちすぎて校正がおろそかに

なったとは思わないのだが、出来してすぐにい

くつか誤植が見つかった。各方面から事実につ

いての勘違いも指摘された。増刷時に修正した

いとは思うのだが、案に違わず、増刷がかかり

そうな気配はない。書評がふたつほど出たし、

個人的に感想を伝えてくださった方もいる。好

意的に受け入れてくださった方もいるようだ。

が、勘違いや矛盾として指摘されるかもしれ

ないと恐れていたけれどもまだ指摘されていな

いことがある。先手を取って説明しておこう。

プロローグは既に述べた Bella Épocaの書店
員との会話から成り立っている。その書店はフ

ォンド・デ・クルトゥーラ・エコノミカ直営のロ

サリオ・カステリャーノス書店で、そこはまた

フォンドのオンライン・ショップの拠点でもあ

るらしい。ひとりでは持ち帰れないくらいの冊

数を買ったので郵送をお願いしたところ、オン

ライン・ショップで買ったことにするのが手っ

取り早いと言われ、裏の事務所でその係の人と

手続きをした。その際に話したことが基になっ

ている。本では去り際に店員からペンドゥロと

いう他の書店の話を聞いたことになっている。

そして勧められるままにそこから歩いて 5 分
ほどの場所にあるペンドゥロを訪問し、次いで

他の書店や図書館の数々を回るというのがエピ

ローグになっている。書店に始まり、書店と図

書館で終わるのが『テクストとしての都市　メ

キシコDF』の形式的特徴だ（しかも、それらが
2009年 3月のある一日の出来事として語られ
ている。それゆえ、2016年以降「メキシコ市」
Ciudad de Méxicoが正式名称となったのに、以
前の呼称「DF」〔Distrito Federal〕を採用して
いるのだ）。それは「テクストとしての都市」と

いうシリーズ名への応答になっていると言って

いい。こうした構成にしたおかげで本書の体裁

は整った。しかし、実はそこに、真偽を疑われ

る細部があるのだ。

私はロサリオ・カステリャーノス書店の店員

からペンドゥロの存在を知らされたことになっ

ている。そしてその店員はペンドゥロのポラン

コ店は「イギリス BBCが『世界で最も美しい
書店十選』に選んだ」店だと私に説明したこと

になっている（24ページ）。巻末には引用・参
考文献が章ごとに示されている（複数章で引用

されるものは初出の章のみ）。そこには BBCの
「世界で最も美しい書店十選」の URLも掲載さ
れている。しかしこの記事の掲載年は 2014年
となっている。2009 年の書店員はこの事実を
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まだ知らないはずではないか。ここで時間が歪

んでいるのだ。さらに、実際にペンドゥロを訪

れた時の記述のあるエピローグには、その書店

の店頭の写真が掲載されている（その写真はま

た、この本のカバー代わりの幅広の帯にも採用

されている。いわば本書の印象を決定づける写

真だ）が、これの撮影時は 2016年 2月と記さ
れている。ここでも時間が歪んでいる。

そうした時間の歪みは実はいろいろなところ

にある。そして、注意深く読めば、本書の成り

立ちについて書いたこの文章と実際の書『テク

ストとしての都市　メキシコDF』内の記述との
間にも矛盾が認められるだろう。これをして矛

盾だと糾弾する声が上がらないのはどうしたわ

けだろう？　こうした虚構はこの種の本にも当

然のこととして読者は理解しているということ

なのだろうか？　そう。これは虚構なのだ。虚

構とは誰かをだますための嘘のことではなく、

何かを伝えるためにそれを物語の形式にはめ込

む装置のことだ。ノンフィクションであっても

この種の虚構を余儀なくされることはある。

すべての事象について科学がその厳密な言語

で記述しないうちは、人間の言語活動には文学

的な要素が入り込む、というのがアルフォンソ・

レイェスの文学論の基本テーゼだ。この「文学

的要素」が上で言う虚構だろう。私はそう理解

している。『テクストとしての都市　メキシコ

DF』は出発点としてプロローグでレイェス記
念館に言及し、第 1章、第 2章などで彼の作品
を引用している。レイェスを主要な発想源のひ

とつとしていると言ってよい。そして実は、レ

イェスは筆者の執筆態度にも大きな影を落とし

ているというわけなのだ。 □■

『ブラジル黒人運動とアフリカ ブラック・ディ

アスポラが父祖の地に向けてきたまなざし』（慶

應義塾大学出版会、2019年）- 上智大学・矢

澤達宏

ありそうでなかった取り組み 主題と問題意識

ブラジルの黒人たちは、自分たちのルーツで

あるアフリカに対しどのような意識を抱いてき

たのだろうか。これが本書の土台をなす問題意

識である。こうした問いを無意識にであれ共有

している人はけっして少なくないように思う。

ブラジルについてまるで無知な人ならいざしら

ず、この国が膨大な黒人人口を抱えていること、

そしてその文化にはアフリカからの影響が深く

刻印されていることは、それなりに知られた事

実であろう。現に、本書の刊行は、一般紙、書

評専門紙、地域事情専門誌だけでなく、『レコー

ド・コレクターズ』のような音楽評論系の雑誌

やウェブサイトでもとりあげてもらった。研究

者以外にとっても興味をそそるテーマであった

なら、まさしく作者冥利に尽きる。

ただ、本書が照準を合わせたのは、アフリカ

生まれの奴隷が無理やり引き離された故郷を歌、

踊り、信仰、習俗のなかに「再現」しようとした

ような、なかば本能的な営み（そして、それは

ブラジル生まれの子孫にもアイデンティティの

一部として受け継がれていった）ではない。ブ

ラジルの黒人たちが、地位向上、偏見や差別の

根絶、アフリカ系としての固有性の承認などを

志向する意識的な行動・運動のなかで、記憶や

想像のなかの故郷ではない同時代の現実のアフ

リカとどのように向き合ってきたのかという次

元の話である。そうなってくると世間一般にお

いては、この問題に関心を寄せてはいても、実

際のところどうなのか具体的に語ることのでき

る人はほとんどいまい。ブラジル黒人の社会運

動の側面は、ろくに知られてこなかったからで

ある。もっと言ってしまえば、20世紀末になる


