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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
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までは「理のないもの」としてタブー視する風

潮さえあった（このあたりの事情は日本ブラジ

ル中央協会の『ブラジル特報』2019 年 7 月号
6-7頁に多少詳しく書いた。全文ダウンロード
可能）。学術研究に目を転じても、この問いを

奴隷制の時代から現代に至るまで、その変遷を

視野に入れて　
・
通
・
時
・
的
・
に　追究しているものは、筆

者がこの研究をはじめた当初もいまも、存在す

るとはいいがたい。

そうしたレアな問題設定に筆者が行きついた

のには、おそらく大多数のブラジル研究者とは

異なり、最初から「ブラジルありき」でなかっ

たことが大きく関わっている。筆者は学部生の

頃、アフリカ研究のゼミにいた。地域研究の醍

醐味にとりつかれ、研究者を志望するに至った

が、アフリカ諸国の独立に米国やカリブのアフ

リカ系人が主導したパン・アフリカニズム運動

が寄与したことを学び、地域という枠を越えた

ダイナミズムにも同時に惹かれるものがあった。

研究の道で生きていくならば、なにか強み、オ

リジナリティを持たねばならない。別の地域と

のあいだの動態に着目する地域研究の方法がそ

れにあたらないだろうか。そのようなことを考

えはじめたとき、刊行まもない 1冊の書物に出
会った。『アフリカ・ラテンアメリカ関係の史

的展開』（小田英郎・矢内原勝編、平凡社、1989
年）、しかも編者の一人は大学院で指導を仰ぐ

ことになっていた師であった。思いつきにすぎ

なかった自分の研究の方向性にまるでお墨付き

をもらったような気になった。

ラテンアメリカはもともとアフリカに劣らぬ

関心を持っていた地域だったことも、俄然筆者

をその気にさせた。当時はかなり真剣に考えた

つもりでいたが、いざ具体的な研究対象の絞り

込みとなったときに、アフリカと米国・カリブ

のあいだに見られたのと類似の関係性が、アフ

リカとラテンアメリカ、それも黒人の多いブラ

ジルとのあいだになら　
・
き
・
っ
・
と
・
あ
・
る
・
は
・
ず
・
だ　とした

発想はいかにも安直で、若気の至りというほか

はない。それが結果オーライだったといいうる

のか否かは、本書の読者諸氏の評価に委ねるこ

とにしたい。

研究として成り立つだけの材料を探し求め

て 分析対象と構想

「あるはず」が「やはりあった」となるにせ

よ、「じつはなかった」となるにせよ、まずは

それを読み取ることのできる材料がなければ判

断は下せない。要は、アフリカに直接関わった

り、言及したりした社会運動がブラジル黒人の

あいだに存在してきたのかということである。

筆者は 1990年代前半に、ポルトガル語力もブ
ラジル渡航経験もゼロの状態からこの研究をは

じめたため、当初は日本で入手できる英語の資

料のみが頼りであった。それでも、19世紀にブ
ラジルから一定数の黒人たちがアフリカに「戻
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る」という現象が見られたこと、そして 20世紀
後半にはアブディアス・ド・ナシメント (Abdias
do Nascimento)なる人物がブラジルのパン・ア
フリカニストと称されるような活動をおこなっ

てきたことくらいは確認ができた。ただ、この

2つの事象にしても、まとまった資料が揃った
のはブラジル留学を経て、ポルトガル語の文献

を利用できるようになってからである。前者は

史料に裏づけられた綿密な研究成果が、後者は

本人の手になる論稿が、それなりの数集まった。

そして、この研究が学術書 1冊くらいにまで
発展させうるものだという確信を抱かせてくれ

たのが、留学中からその数年後にかけて手に入

れたマイクロフィルム化された黒人新聞の紙面

と、それらを対象とした様々な研究成果であっ

た。とにかく一次資料の分量という点では、前

述の 2つの事象をはるかに凌駕している。アフ
リカへの言及が一定程度みられることは先行研

究により把握できたが、父祖の地に対する認識

やスタンスが必ずしも十分には分析されていな

かったことにも意欲をかきたてられた。黒人新

聞は 20世紀前半にもっとも盛んに発行され、時
代的にもちょうどアフリカへの「帰還」とアブ

ディアスの活動の中間にあてはまる格好であっ

た。この時点で固まった構想は、ほぼそのまま

本書の骨格に反映されている。

本書の目次は以下の通りである。

序章　ブラック・ディアスポラ研究とブラジル

第一章　一九世紀におけるブラジル黒人のアフ

リカ「帰還」 「帰郷か、解放か」をこえて

第二章　二〇世紀前半のサンパウロにおける

黒人運動の性格と動態

第三章　二〇世紀前半の黒人新聞のなかのア

フリカとブラック・ディアスポラ 「アフリ

カ性」の忌避

第四章　二〇世紀前半の黒人新聞の言説にみ

る人種とネイション 混血のブラジル人への

執着

第五章　ブラック・アトランティックのなかの

ブラジル アブディアス・ド・ナシメントの

思想（一九六〇－七〇年代）におけるアフリカ

志向とその背景

終章　父祖の地をめぐって交錯する思惑

付録　 20世紀前半のサンパウロにおける黒人
新聞紙面資料

第一章は、ブラジルの黒人たちの一部がアフ

リカへと渡った現象をとりあげ、そこにアフリ

カに対するいかなる意識を見いだすことができ

るか検討するものである。文字通りの故郷への

帰還と評価しうるのか、それともリベリアを築

いた米国からの黒人たちのように、厳しい人種

差別・迫害からの避難あるいは黒人種の理想郷

への到達を表象しているのか。そのどちらとも

違うのか。こういった問いを出発点としている。

第二章から第四章までが、黒人新聞の分析に

あてられる。まずはその母胎であったサンパウ

ロを中心とする黒人運動の軌跡と性格を確認す

るのが第二章である。これを踏まえた上で、つ

づく第三章では、黒人新聞のアフリカへの言及

から当時の黒人たちのルーツに対する意識やス

タンスを読み解く。西洋化した黒人は礼賛して

も、「アフリカらしさ」には距離を置いていると

いう第三章の結論を受け、その主たる要因を「ブ

ラジル人」をめぐる当時の人種観・ネイション

観に求めようとするこころみが第四章である。

第五章はアブディアスの思想を対象とする。

ここでの問題関心は、彼がブラジルの黒人とア

フリカ人とをどのように結びつけたのか、そこ

にはどのような要因が関わっていたのかである。

蛇行し途切れがちな航跡とその着地点 研究
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の過程と帰結

本書は 2017年に慶應義塾大学に提出した博
士論文をもとに大幅な加筆修正を施したもので

あるが、第五章および序章・終章以外の各章は

もともとそれ以前に、個別に学会誌や紀要に発

表していたものである。もっとも古いもの（第

一章）は 1997年であるから、実に 20年以上の
歳月をかけて完成したようにみえてしまう。し

かしながら、本書に結実した研究はその間、絶

え間なく全精力を傾けて進められてきたわけで

はない。

いまかりに、ブラジルに留学しこの研究に本

格的に着手した 1995年を起点とし、5年刻みで
考えると、最初と最後は研究活動の密度がそれ

なりに高い 5年間だったのに対し、中間の 15年
間はまったくもって「すかすか」であった。ス

タートダッシュといえるほどでもなかったが、

最初の 5年間は問題意識の醸成、資料の発見と
入手、研究の骨組みの構想にとりあえずの目途

をつけられたのにくわえ、第一章と第三章のも

ととなった論文の発表もでき、順調な滑り出し

だったといえる。しかし一転、それに続く 15年
間は本書の主題に関わるアウトプットにかぎる

なら、第二章のもとになった論文 1本のほかに
は、その「スピンオフ」的な論文もう 1本がせ
いぜいというありさまであった。その原因はな

によりもまず己の怠惰にあったことを告白せね

ばならない。そのほかにも、運よくありついた

大学教員の職に付随する諸々の仕事、この研究

とは直接関係のない主題の頼まれ原稿、公私に

わたる環境の変化等々、あるにはあったが、い

ずれも所詮は言い訳にすぎぬ。

ただ、この一見、薄っぺらな 15年がもしな
かったとしたなら、本書は基本的な構成が同じ

だったとしても、書きぶりはだいぶ違ったもの

となっていたはずである。ひとつには、この間、

筆者とは対照的に他の研究者たちがこの分野の

研究を精力的に押し進めてくれたことがある。

とくに第一章と第二章で扱った内容については、

筆者が論文として発表したあとも新たな史料に

基づく研究成果が続々と世に出され、「そういう

こともあったのか」、「そういう見方もできるの

か」とわくわくさせられた。もうひとつ、執筆

がいってみれば開店休業状態のあいだ、研究全

体を俯瞰しつつ、自分の分析、解釈、仮説、見

通し等を何度もくり返し、じっくりと見つめ直

せたことも大きい。こじつけ、思い込み、短絡

的な考え等を本書から完全に排除できたとはと

ても思えないが、この時期に気づき、再検討の

できた点は数多い。ブラック・ディアスポラと

父祖の地アフリカとの関係性のとらえ方に再考

を迫った『ブラック・アトランティック』（ポー

ル・ギルロイ著、月曜社、2006年）の書評を執
筆する機会を得たのもこの時期で、大いに刺激

を受けた。

本書の完成に向けギアを入れ直したのは、研

究とは直接関係のない事情がいくつか重なった

ことがきっかけだったが、その後は頼まれ原稿

も不思議なことに、作品としての体裁を整える

のに必要なピースとして使うことのできる類の

ものがあいついだ。刊行直前の 5年間は、一部
を序章に生かした 2本の論稿と第四章に相当す
る論文を発表、さらに第五章と終章を書き下ろ

すなど、振り返ってみればゴールに向け加速し

て駆け抜けるという、まさにラストスパートと

いうにふさわしい時間となった。とりわけ印象

深いのは、一～三章それぞれに流用することに

なっていた 3つの既刊論文の手直しである。い
ざ全体をまとめる段になり、あらためてそれら

を読み返してみたところ、あまりの不十分さ、

稚拙さに愕然としたことはいまでも鮮烈な記憶

として残っている。だが次の瞬間、そうした未
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熟さをみずからの手で挽回する絶好にして最後

のチャンスを得たようにも感じた。「空白」の

15年を雌伏の時であったとすることができるよ
う必死で加筆修正に没入した日々は、本書の執

筆全体を通してもっとも気力の充実していた時

間だったように思える。結果、とくに第一章な

どは結論すらオリジナルとはニュアンスの異な

るものとなった。

本書の行き着いたとりあえずの結論を、いさ

さか乱暴なのは承知の上で、あえて端的に示し

ておこう。19 世紀の一部黒人たちのアフリカ
への移動は、故郷への帰還という情動的なもの

というよりも、両地域に通じているという立場

を生かして経済的・社会的な境遇改善を模索す

る実利的なものであった。20世紀前半の黒人運
動家たちのアフリカに対するスタンスは、白人

中心のブラジル社会に対等な構成員として参与

したいという願望の反映されたものであった。

西洋的な価値基準に照らして称賛されるアフリ

カ人には言及しても、アフリカの伝統や個性と

いったものには背を向けた。20世紀後半にアフ
リカ人との政治・経済・社会面での共通性とそ

れに基づく連帯を訴えたアブディアスにしても、

ブラジルのアフリカ系文化を通した絆を強調す

ることには慎重であった。ブラジルにおけるア

フリカ系文化の色濃さは、黒人への人種偏見・

差別の存在を否定する際の根拠として逆手にと

られてきたからである。時代の流れにともなう

こうした変遷には、人種主義思想の広まりやア

フリカにまつわる汚名の返上などグローバルな

情勢変化とともに、白人主導ながら黒人のプレ

ゼンスも大きいことに起因するブラジルならで

はのローカルな事情も与ってきたのである。

前途にのぞむ挑戦 今後の展望

本書が論じたのは、基本的には 1970年代ま

でである。しかしながら、本書の問題設定から

すれば、80年代以降にはとりあげるべき対象が
多々ある。なかでも、歌やダンスといった表現

手段で過剰なほどにアフリカに言及・参照し、

ブラジル黒人の文化的固有性の承認や社会経済

的境遇改善の要求といったメッセージを発信す

るイレ・アイェ（Ilê Aiyê）のような地域文化団
体の活動は、もともと第六章として本書に収め

る構想を抱いていた。筆者の頑張りが及ばず、

残念ながらかなわなかったが、近いうちにかな

らずや取り組みたい研究対象である。

本書を書き上げてみて、いまひとつ、いずれは

避けて通れないだろうとの思いを強くした問題

がある。それは黒人たちの認識や志向に地域性

という要因がいかに影響してきたのかというも

のである。本書でとりあげた 3つの事象は、時
間軸の上では連続しているようにみえる。とこ

ろが空間軸でみると、それぞれの中心地はサル

ヴァドール（ブラジル北東部）、サンパウロ、リ

オデジャネイロと、違いがある。時代状況の影

響については本書でも考察のなかに織り込んだ

つもりでいるが、地域性の違いは十分に組み入

れられたとはいいがたい。同じブラジルでも、

地域により黒人の状況が異なるか否かというの

は、奴隷制期にさえさかのぼる古典的で代表的

な命題のひとつである。なかなかの難題ではあ

るが、筆者なりの視点から多少なりとも切れ込

むことができたらと考えている。 □■

『ラテンアメリカの連帯経済 コモン・グッド

の再生をめざして』（上智大学出版、2019年）
-上智大学・幡谷則子

はじめに―本書の背景と目的

本書は 2013年度から足掛け 5年間、科学研
究費事業（基盤B）の助成を受けて実施した共同


