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井村俊義氏は、英米文学者であるが、長らくチカーノを中心に、その文学および民俗学や哲学、
批評分野まで幅広く手掛けてきた、いわゆる日本のなかのチカーノ研究を代表する論客の一人だ。
これまでボーダーランズの中へ自らの身体を置いて体験、体感してきた、文献調査を越えた生の
「声」を知るという姿勢こそ、著者が自負するところの文化人類学者の姿勢そのものであろう。加
えて、アメリカ研究にとどまらず、メキシコ史やその文化、思想に対する造詣も深い。この度、
記念すべき本書は、これまで氏が発表されてきた短編の論文をまとめられたものである。目次は、
以下のようになっている。
まえがき
Ⅰ

境界線を溶かす言葉の力―イラン・スタバンス

Ⅱ

ロードという境界線―サルバドール・プラセンシア

Ⅲ

境界線を越えゆく亡霊たち―英雄、風景、死の共同体

Ⅳ

日本とメキシコの境界線―サウスウエストへの旅

Ⅴ

近代化に抗するテクスト―アントニオ・プルシアーガ

Ⅵ

境界線の再魔術化―ギジェルモ・ゴメス＝ペーニャ

Ⅶ

境界線の詩学―アルフレッド・アルテアーガ

Ⅷ

事実と虚構の境界線―ホワイトネスと混血

Ⅸ

ボーダーランズの構築―アメリカスと不法移民

Ⅹ

＜沈黙に宿る風景＞

＜アーバン・トライブ宣言＞

註
あとがき
初出一覧
以下、各章の要点をまとめてみたい。
第 1 章では、チカーノとは何か、という問いに対して、チカーノは、
「メキシコ系アメリカ人」、
「チョロ」、
「ズート・スーター」
「パト」などの呼称では不十分であり、ずれがあるとする。従って、
「言葉は現実を描写するには不完全なものであり、そしてまた現実は言葉を描写するには不完全な
のである」
。そこで、筆者が着目した点は、「両者の結節点としての身体のもつ可能性を私たちは
読みとる必要がある」とする（19 頁）。その例として、身体性としてのタトゥーを挙げている。
そこには、
「古代から近未来までのメキシコに関するさまざまな表象」が、身体に「重層的に混在」
（＝共同性）
するように刻まれているのである。その典型的なものの一つに、
「グアダルーペの聖母」
＊
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像があるが、これはチカーノの心の拠り所となる代表的な精神的表象である。またアストランと
いう彼らの「イマジナリーな空間」は、
「帰るべき場所」として、とくに精神面の支柱になってい
ると考えられる。そして、筆者は、このような動きが、いわゆる近代国民国家の歴史過程におい
て異を唱えて構築された、いわゆる米墨の境界を超越する行為であり、同時に自分の身体の中に
無理やり引かれた「境界」を克服することを意味すると述べる。そこで、国家言語の統一性に逆
らい、自らの「アイデンティティを担保している言語」を用いることで、「近代的な数々の束縛」
からの解放に努めてきた。筆者が特に着目しているのが、チカーノの再生産という論理である。
つまり、米墨戦争（1846 〜 48 年）による国境画定以降、幾多の時代を経て、メキシコから米国
へ越境してきたメキシコ人も、また逆に米国からメキシコに U ターンするメキシコ人も、すべて
チカーノとして再生されてきた、という。チカーノは所与のものではなく増殖されるもの、また
それゆえに、
「人種や国籍にかかわらず、人は誰でもチカーノになる可能性をもっている」（23 頁）
と述べている。
第 2 章では、ロード（道）に着目している。筆者は、ロードとは「異文化および異界への通路」
と定義している。異文化との衝突が不可避であることから、想像力が必要となるという（35 頁）
。
また、
「現代において、ロードが運ぶ人びとの『感情』とそれが織りなす『歴史』の飛躍的な増加
によって、ロード自体があたかもひとつの共同体を構成している」とも述べている。従って、
「コ
ミュニティとロードとの境界線はますます薄れてきている」とする。現代において、かつての故
郷は、現実に見える「風景」とは異なる。だからこそ、目の前に見える「物質」から、
「記憶」と
「想像力」を働かせて、得られる心象こそが、帰るべき場所としてのトポスであるとする（45 頁）。
第 3 章では、亡霊という概念がここで用いられている。
「亡霊とは、宗教や貨幣やイデオロギー
のメタ概念」である。「亡霊は、実態とは無縁である」（56 頁）。ここでは、マニフェスト・デスティ
ニー、マリンチェ、グアダルーペの聖母、ホアキン・ムリエタ、さらにメスティーソも、存在自
体が明らかではない概念は、すべて亡霊であると述べる（59 頁）。また、亡霊は、
「国家言語に回
収されない言語」、換言すれば、「翻訳されない余剰の言葉が映し出す幻影」である、と述べる。
第 4 章では、米墨の現在の境界線は、1846 年の米墨戦争の帰結である。しかし、これ以外に、
可視化されない無数の境界線が存在している。国民国家のなかで、あまり意識されなかった境界
も、グローバリゼーションの影響下で、重層的で複雑な境界線が浮き彫りにされてきている。そ
のなかで、
「薄黒色の境界線」とは、排他的で「面積をもたない、
『理念としての近代的な境界線』
ではなく、それ自体が面積をもつ『境域』であるとともに、他の境界線と重なり合う境界線」で
もあるとする（81 頁）。このことを、著者は米墨戦争と日米戦争の、両方の戦争体験を手がかり
にして論じている。戦争によって新たな線が引かれ、国の内なる世界に新たな線引きをした。日
系強制収容所がそうである。このような戦争体験による境界線が線ではなく、面（境域）である
からこそ、日系強制収容所とズート・スーツ事件を通じて、
「薄黒色の境界線」による接点を通じ
て共感できたのだと考える。
第 5 章では、米墨境界が白人による非白人に対する排他的な境界であり、
「認識上の境界線」
（103
頁）であるという特徴を持っている。その境界の論理に抵抗してきた非白人たちが「異なるパラ
ダイム」を構築しない限り、この枠組みの中で反対しても解決はつかない。そこで、筆者は、ボー
ダーランズと境域は異なると主張する。
「ボーダーランズは境界線が生み出した事後的なクレオー
ル状況で物理的概念であるが、境域は、面積をもたないとされる線分上に想定されるトポス」で
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あると考える」（105 頁）。そして、このことが、国家原理に基づく単純な外部からの区分による
アイデンティティ把握に対しての再考の機会を与えてくれる。「アメリカという『他者』の土地に
堆積している地層の奥深くに自らと関係する物語や英雄を見つけ出すような歴史感覚はメキシコ
に由来するもの」であり、「個体を非人称の連続体へなかへと解体」していくことで、「伝説や英
雄や偶像は時空間を越えて人びとを結びつける」のである（117 頁）。例えば、南から北へ越境し
てきたチカーノは自己の体験を通じて、死生観がメキシコ人と異なる。だから、死者の声は、過
去の「歴史」であるが、同性代の生者にも響くものである。そしてこれを表現するために、多様
な言語（英語、スペイン語、ナワトル語、カロー［チカノ・スラング］
）を用いて、同一平面上に
使用することで、チカーノの身体を横切る様々な時空間を表現できるのである（119 頁）。
第 6 章では、
「国民国家の境界線を無化する実験場」として、ゴメス＝ペーニャはタトゥーとス
パングリッシュを用いる。「身体自体に土地や名称などの記号を書き込むことによってアイデン
ティティは異なる位相で意味をもち始める」
（139 頁）のである。タトゥーは非欧米社会において、
もともと文化に組み込まれていたが、欧米社会ではその歴史は浅く、むしろ非欧米人のタトゥー
はその影響を受けている（222 頁）。他方、スパングリッシュとは英語とスペイン語の単純な併用
ではなかった。
「国家言語の境界線を無化」し、「両言語がぶつかりあうボーダーランズ」におい
ては、
「国家言語が抱える欺瞞を顕現化」させ、「国家言語とは異なる地平にあり、統一的な言語
体系を志向しない」スパングリッシュは、
「国民国家成立以前の言語に近づく」のである。スパン
グリッシュとは混淆言語で、翻訳不可能で部分こそ、
「部分的に排除」されることを意味している、
と述べる。
第 7 章では、
「異界への通路」には「想像力」が必要である。彼らの詩作では、ディフラシスモ
というアステカ詩人の用いた技巧を活用する。たとえば、
「境界線、半分は水、半分は金属」とは、
米墨国境が、東半分がリオグランデ境界、西半分が米墨戦争の結果による米国の力の論理で生ま
れた境界線を意味している。そして、ハチドリのように、
「さえずり」
「はばたく」ことによって、
チカーノ詩人たちは異界を感じ取ろうとしたのである。
第 8 章では、虚構と事実の境界をつくらず、偶然性や空気が醸成する歴史を視野にいれても自
らの「歴史」を創生する（177 頁）。したがって、民族概念における虚構性と混血性による操作性
（178 頁）が必要となる。だから「事実」たる神話が生まれるのである。
第 9 章では、ボーダーランズの歴史とは、
「人びとのあいだに壁を築くことでアイデンティティ
を生み出し、闘争と調停のなかで共生するのではなく、壁を作ることなしにコミュニティを併存
させる方法」を考えなければならない。チカーノの表現方法は、時空を乗り越えて、
「同じ環境に
ある人びとを結びつける」。つまり、
「同じ平面上に混在している」かれらの歴史の蓄積である（192
頁）。このような「国境地帯から発信される豊穣なテクスト」を読むには「想像力」が必要とされ
る（198 頁）。
第 10 章では、「これまでの地域や人種概念を基盤にしたイデオロギーとは異なる原理が想定し
ようとする『部族』」こそ、アーバン・トライブであると筆者は主張する。これこそが、筆者が述
べてきたチカーノやボーダーランズの「亡霊」である。辺境地帯のエル・パソとシウダー・フア
レスを結びつけ一体化させているものこそ、この部族意識であり、彼らの再魔術化である。
以上が、各章の概要である。本書がこれまで書かれた短編を集めたものを基にしているので、
どうしても多少の内容の重複が見られるが、このことは何ら本書の価値に影響を与えるものでは
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ない。昨今、日本でも、チカーノが世の中では少しずつアウトロー文化としてポピュラー・カル
チャーになりつつあるようだが、その背景や根源にあるチカーノの神髄を本書から学び、再確認
できたことは極めて有益であった。従来、米墨関係やボーダーランズの研究は、日本におけるア
メリカやラテンアメリカ研究者から取り残されてきた研究領域であった。アメリカ文学専攻出身
の氏による功績は、われわれラテンアメリカ研究を志す研究者にとっても大いなる刺激となった。
チカーノとは、国家の論理、あるいはグローバリゼーションに対抗するボーダーランズの主体者
たるイメージ、つまり境界線上の人々のイメージで見られるのがつねであったが、そうではなく、
アメリカとメキシコ、あるいはアメリカとラテンアメリカという「境界線」を超越し両方を往来
でき（氏によると、それが「境域」である）
、あるいは歴史的時系列を超越し、ある意味、過去を
背負いつつも未来志向型の今日的人間像であることが、本書を通じてよく理解できた。残された
課題は、本書が提起するチカーノの神髄が、グローバリゼーションの影響を極めて受けている現
代において、どこまでそれを体現できるのか、という関心に尽きるかと思う。チカーノ精神なる
ものが、反グローバリゼーションとしての効力を持ち、別の政治的ベクトルとして対抗して働く
のか、あるいは、自称および他称の「チカーノ」が、それぞれの身分や立場から、グローバリゼー
ション下の社会の中で、物質的に満たされない場合の「精神的」な宿りとして、換言すれば、グロー
バリゼーションの時世を生き抜いていく精神的指針にならんとしているのか、については、まさ
に混迷するラテンアメリカ地域の今日的現状に対する本書評執筆者の関心もあって、検討の余地
があると思う。
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