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１．本調査の必要性と目的

今回の調査研究は、メキシコの女性作家ロサリオ・

カステジャノス（1925－1974）の作品分析をテーマ

としている博士論文の執筆に向け、文献収集および現

地調査を目的とした。まず最初にメキシコに十日間程

度滞在し、首都の二大大学の図書館資料を調査すると

ともに、現地の文学研究者らと接触を試みた。その後

ニューヨークで三日間、ニューヨーク公立図書館（The 
New York Public Library）およびスペイン国営セルバ
ンテス文化センター（Instituto Cervantes）図書館の二
カ所で資料収集を行った。

　修士論文においては、カステジャノスの最初の長編

小説である『バルン・カナン』（1957）を分析し、「第

二波フェミニズム」の萌芽が見られる以前に、性差の

みならず人種、階級などの視点を交差させて書かれた

同作品が、「第三世界」と呼ばれる非西欧圏に位置す

るラテンアメリカから発信されていたことを指摘し

た。また、作品分析においては、「女性」に着目する

ことで、作家が執筆活動の最初から女性に関わる問題

に重きを置こうとしていたことを明らかにした。しか

しながら「女性」のみにこだわることは、カステジャ

ノスの思想をはじめから「フェミニズム」という枠内

に限定してしまうおそれがあり、それはメキシコの作

家であるカステジャノスの思想の根源をとらえるため

には十分ではない。そのためには「フェミニズム」の

西欧中心主義をこえた分析の枠組みを構築していく必

要があるのである。

　そこで博士論文では、従来インディヘニスモ（先住

民擁護主義）文学というサブジャンルの枠内で論じら

れてきた二大長編小説を中心に分析することにより、

作家が着地を目指そうとした最終的な地点を明らかに

したいと考えている。そのためには、メキシコにおい

て欧米発のフェミニズム思想がどのように受容された

かを今一度概観し、とりわけ文学批評界において、そ

れらがどのように援用されてきたかについて検証する

ことが必要である。同時に、当時の社会情勢をはじめ

文学界の状況や現在のメキシコにおける同作家の位置

付けをも射程に収めつつ、作品を非西洋としてのラテ

ンアメリカという文脈に置いて読み解くことが求めら

れる。本調査研究では、カステジャノス作品について

のメキシコ国内をはじめとするラテンアメリカ全域で

発表された研究論文、および作家が存命中に投稿発表

した新聞・雑誌記事を収集することを計画していた。

それら文献資料は博士論文執筆に不可欠であると考

え、今回の調査を申請した。

　メキシコ・シティからニューヨークへは、直行便で

あれば飛行機で４時間程度の近距離である。地理的に

近いこともあり、ラテンアメリカ中の知識人、著名人

が頻繁に訪れる。スペイン語話者の居住者も多く、ス

ペイン語のテレビやラジオ局が複数存在し、スペイン

語の日刊新聞も数種類発刊されている。コロンビア大

学はじめ、ニューヨーク州立大学、ニューヨーク市立

大学、ニューヨーク大学などいくつかの大学が集中し

ており、ラテンアメリカを研究対象とする研究者も

多い。米国市民でなくともそれらの大学の図書館は、

ニューヨーク公立図書館を通じれば誰でも簡単にアク

セスすることができる。例えば、コロンビア大学図書

館では、1960年代から70年代にメキシコで出版され

た雑誌などは、本国よりも完全な状態を保ちつつ簡単

にマイクロフィルムで閲覧することが可能である。メ
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キシコでは拾いきれなかった資料、図書館で所在不明

となっていた文献などをカバーできるものと確信して

いた。

２．本調査の具体的内容

（１）　メキシコにおける調査概況

　メキシコ国内においては、カステジャノスをはじめ

とした現代ラテンアメリカの女性作家について論じら

れた文献等は、量、質とともに、アメリカ合衆国にお

けるそれらと比し決して少なくはない。しかしながら

それらの多くは諸事情により活字にはなりにくく、海

外に向けて発信される機会は非常に限られている。こ

れは、メキシコをはじめとしたラテンアメリカ域内の

出版事情にも関係するところが大きい。そこで今回メ

キシコでは、首都にある二大大学、メキシコ国立自治

大学（Universidad Nacional Autónoma de México）とメ
キシコ大学院大学（El Colegio de México）を訪れ、海
外に出回らない文献資料を探索・収集することとして

いた。メキシコ国立自治大学はラテンアメリカでも最

大規模の大学であり、カステジャノスが広報部長とし

て勤め、後には教鞭を取った大学でもある。またメキ

シコ大学院大学は、ラテンアメリカ全土から優秀な研

究者・学生たちが集まり、出版活動も盛んである。し

かしながらそれら二大大学であってさえも大学出版物

については国外で見かけることはほとんどない。とり

わけラテンアメリカにおいてはフェミニズム批評が盛

んであったにも関わらず、西側諸国の研究者たちと接

触する機会がほとんどなかったとマギー・ハムは言っ

た１が、同様の事情が見受けらる。

これほどコンピュータが普及し、グローバル化がす

すんでいるにもかかわらず、メキシコやラテンアメリ

カの国々で出版された文献はほとんど海外には出回ら

ない。たとえばメキシコ最大手の書店であるガンジー

では、一般書は扱っているものの、大学の出版物を

はじめとする専門書は、ほとんどネットでは扱いがな

く、ましてや海を越えての送付というサービスはな

い。主要大学が発行するいくつかのジャーナルは確か

にコンスタントに印刷・頒布されてはいるものの、大

学構内で扱っているのみであり、電話で受注して郵送

するなどといったサービスは期待できない（荷物輸送

はすべて国営郵便局が取扱い、「宅急便」というもの

は存在しない）。小包を郵送すると、途中で抜き取ら

れるといったことは日常茶飯であるという郵便事情の

悪さにも拠るところが大きいのかもしれない。一部の

ジャーナルはダウンロードできるものもあるが、もち

ろんすべてを網羅しているわけではないため、やはり

こまめに現地に通うしか現地研究者の論文を入手する

方法はない。

（２）　メキシコ国立自治大学内図書館

　今夏のメキシコは、珍しく朝から雨が多かった。折

悪しく寒波が襲来していた最中であったものの市中で

は、1968年のメキシコ・オリンピックを目前にして

起こったトラテロルコ事件２から40周年の節目の年を

迎えるということで、熱く盛り上がっている様子を垣

間見ることができた。事件が起こった10月２日を翌週

に控え構内では、デモ参加を呼びかけるポスターやち

らしを多く見かけた。メキシコ国立自治大学はメキシ

コ全土から学生が集まる。学生の自治精神も重んじら

れ、学風はかなり自由である。学内には、学生自治を

尊重した具現である学生団体直営の食堂もあり、教室

や廊下は常に学生があふれ、キャンパスのあちらこち

らで議論を交わす小グループが見かけられる。また、

現政権に対して抗議するような内容のポスターやチラ

シが学内の至るところに貼られているなど、大学への

入構や図書館建物への出入りも自由で、構内は人と活

気に満ち溢れていた。

　同大学では、メキシコ政府奨学生の南映子さん（東

京大学大学院）に大変お世話になった。彼女の案内が

なければこれほど多くの資料を集めることはできな

かった。ここで改めて感謝の言葉を述べたい。大学都

市と呼ばれ、バス路線が複数交差する広大な同大学の

キャンパスには、いくつかの図書館／分館が散在して

おり、移動にも相当時間がかかる。蔵書は一応、すべ

てコンピュータ管理されてはいるが、当該所蔵図書が

貸出中か否かという情報は、つい最近システムに付加

されたばかりだと聞いた。日本の多くの大学図書館に

見られるような便利なOPACには程遠い感がある。ま
た図書と雑誌で別個の検索システムが存在する。もち

ろんそれぞれのデータベースのなかで、キーワードを

立てて検索することは可能ではある。だが、第二段階

としてその文献がどこの分館に所蔵されているかは、

別の画面を開かないと判明しない。一つ一つ検索して

いくことは根気と時間が必要な作業でもある。

　またメキシコでは、書籍類をはじめとした紙製品

は、食料品などの生活必需品価格から比すると格段に

高価である。そのためもあり、大学図書館内において

さえも気軽に画面情報をプリントアップできるシステ

ムにはなっていない。必要と思われる文献情報は手書

きで書き写していくしかすべはなく時間がかかる理由

でもある。そのような状況下、雑誌文献に関してはす

べて一つの分館に集中して揃えられているという情報

を、検索室の担当者から得た。ところが、コピー担当
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者が常駐しているとは限らないので注意するようにと

付言があったため、今回は同分館への訪問は見合わせ

ることとなった。

　今回主に利用した分館は、哲文学科所属のサムエ

ル・ラモス図書館（Biblioteca Samuel Ramos, Facultad 
de Filosofía y Letras）と、文献学研究所（Instituto de 
Investigaciones Filológicas）の付属図書館（Biblioteca 
Rubén Bonifaz Nuño）である。同研究所は独立した一
個の建物で、そのなかには各教員の研究室や付属図書

館、大学出版社の売店なども併設されている。同図書

館には文学関係の雑誌のバックナンバーがかなり揃っ

ており、メキシコ国内に所在する大学の紀要／ジャー

ナル等を初め、チリやアルゼンチンなど、ラテンアメ

リカ全土で発行された文学関連雑誌が数多く所蔵され

ていた。売店では同研究所が毎年出版している論集で

あるLiteratura Mexicanaのバックナンバーを首尾よく
入手することができた。

　さて、南さんからは事前に日本でインターネットを

利用して同大学の図書館蔵書等を調べておくように助

言をもらっていた。蔵書検索そのものは簡単にできた

が、Modern Language Association of Americaが収集し
た1926年以降の書誌情報（文学・言語学・民俗学に

関する雑誌論文等を収録したデータベース）は、お茶

の水女子大学図書館からアクセスが不可能であったの

も、現地で時間がかかった理由の一つである。同デー

タベースは、ラテンアメリカのみならず、北米地域の

文献も数多く収集されている。ぜひともお茶の水女子

大学図書館からアクセスできるように、整備してほし

いものである。現地での検索は困難を極めた。パソコ

ンの機械はあっても、プリンター機器および印刷用紙

が不足しているため、手書きでの検索結果の書き出し

を余儀なくされたからであった。

　同大学は先述したとおり、調査者が研究対象とする

作家ロサリオ・カステジャノス自身が卒業し、なおか

つ勤務していたこともあるため、関連文献は相当数

揃っている感があった。没後記念の論集なども数多く

出版されていた様子であるが、何人かの著名知識人た

ちの追悼文などを含んだそれら文献の大半は、その存

在すら知りえなかったものである。しかしながら、平

均して10件のうち３件ほどはあるべく書架には見当た

らず、紛失しているものと見受けられた。また、カス

テジャノス自身が同大学院に提出した自筆の修士論文

も、コンピュータ上ではあがっているにも関わらず行

方不明となっていた。今般は特に、作家が知人に宛て

た手紙を取り扱った雑誌記事や、同時代のメキシコの

女性作家について書かれた論文などをチェックできた

ことが幸いであった。

（３）メキシコ大学院大学内図書館

　他方、今回訪れたもう一つのメキシコ大学院大学の

図書館は、上記したメキシコ国立自治大学図書館とは

まったくと言ってよいほど雰囲気のみならず、システ

ムの利用方法なども違っていた。同大学院は、歴史学

研究所、国際関係研究所、経済学研究所など７つの研

究所からなっている。メキシコのみならずラテンアメ

リカ全土から研究者たちが集まるトップクラスの高等

教育・研究機関であり、例えば日本研究の分野でも長

い歴史を持ち、大江健三郎氏をはじめ、著名人が数

多く客員研究員として教鞭をとってきている。また、

キューバなどラテンアメリカの国々からの留学生の数

も多く、世界中から研究者たちが間断なく訪れるた

め、同大学院図書館はリサーチ機能が充実している。

必然的に入構のセキュリティ・チェックも厳しい。大

学構内にはチラシやポスターなどの類は一切貼られて

いないことが印象的であった。三日間通った間に、ビ

ラ配りをする学生は一人も見かけることはなかった。

人の出入りは相当数あるものの、勉学に専念できるよ

うな静謐な空間が保たれていた。

　今般は特別に、アジア・アフリカ研究所の田中道子

教授に依頼して、図書館の利用の便宜をはじめ、現地

での調査研究を側面援助していただくことにしてい

た。メキシコ大学院大学において、予想と期待をはる

かに上回る収穫を得ることができたのも、同教授の支

援あってのことである。

　同大学院では７つの研究所毎に各々、専属の司書が

常駐する。司書たちは、本来の司書業務以外に各研究

所に関連する専門の知識を有している。今回はアジ

ア・アフリカ研究所の専任司書ルルデス・ゲレーロさ

んにお世話になった。彼女は日本文学研究者であり、

国際交流基金の司書研修を受けた経験もあるため日本

語が堪能で、調査者のスペイン語能力不足を補ってく

れた。ゲレーロさんは、予め調査者の研究対象とする

カステジャノスやフェミニズム関連の研究書、雑誌類

のタイトルを検索してくれていた。彼女がまず提示し

たのは、前述したMLAリストの抜粋であった。全73
件のうち、見かけたことのないタイトルは50件にも

上った。またそれとは別のデータベースの抜粋リスト

には、前日訪れたメキシコ国立自治大学で検索したも

のとの重複も一部あったものの、半数はそのタイトル

や著者名も見かけたことがなく、いずれも、メキシコ

を中心としたラテンアメリカ全土の大学出版の書籍や

雑誌を含む貴重な文献であった。

　それらに加え、新たなキーワードで再度検索しても
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らうことができた。その場で早速目を通し、必要なも

のを拾いあげたが、そのほとんどにチェック印がつい

てしまった。隣国のアメリカ合衆国内ではラテンアメ

リカ文学・文化研究が大変盛んであり、複数の大学か

ら博士学位論文や、大学発行の研究書が出版されてい

る。そのほとんどの文献を収集し目を通していたはず

であったが、それらの参考文献にもあがっていないよ

うなものを数多く拾い上げることができたのは大きな

収穫であった。

　同大学院の図書館では、文献類のコピーはコピー室

に依頼する必要があり、自分ではコピー機を直接利用

できない。滞在時間が限定されており、なおかつコ

ピーセンターの開室時間は短い（昼休みが２時間ほど

あり、午後は５時ごろに閉室）ため、今回は司書のゲ

レーロさん経由でまとめてコピーをしてもらうことが

できたのも幸運であった。

　今回はそのほかにも、メキシコ政府奨学生である馬

場香織さん（東京大学大学院）にお世話になった。自

家用車で大学まで何度か往復してくれたことに感謝し

たい。メキシコ国立自治大学の南映子さんを紹介して

くれたのも彼女である。

（４）メキシコ国内の研究者との接触

　今回の調査の目的は、単なる文献収集のみならず、

現地の研究者たちの動向を把握することであった。カ

ステジャノスに関する研究は、アメリカ合衆国におけ

るそれのほうが、メキシコ本国よりも例えば学位論文

の数そのものも格段に多く、盛んな様子が見受けられ

る。そうであればこそ、その理由を追求することも含

め、今後の研究のさらなる進展のためにも、それら本

国での作家の評価のされ方を分析しておくことは欠

かせない。本来であれば、予め現地で出版された論

文・文献に目を通した後に話を聞くことができればよ

かったのだが、頻繁には訪問できないという制約もあ

るため今回は、まずは関係者との面識を得ることに重

点を置いた。幸いにもメキシコ大学院大学の田中教授

には、メキシコ文学批評界の重鎮であるイベット・ヒ

メネス教授を紹介していただいた。折りしも訪墨調査

の最終日、大学院大学においては文学・文化関連の

国際会議２が行われており、主だった教授陣は多忙を

極めておられる様子であったものの、パネラーの一人

でもあったヒメネス教授からは、メトロポリタン大

学教授アラリア・ロペス･ゴンサレス氏（Aralia López 
González）、メキシコ国立自治大学教授エディット・
ネグリン氏（Edith Negrín）、メキシコ大学院大学教授
ルス・エレナ・グティエレス=ベラスコ氏（Luz Elena 
Gutierrez Velazco）の三名の研究者を紹介していただ

いた。また文学のみならず、女性学の権威でもあるメ

キシコ大学院大学教授エレナ・ウルティア氏（Elena 
Urrutia）にも貴重な話を伺う機会に恵まれた。
　メトロポリタン大学のゴンサレス教授は、メキシコ

大学院大学で唯一、ロサリオ・カステジャノスの作品

を扱った博士学位論文を提出しており、ヒメネス教授

によると、最も調査者の研究分野に近いのではないか

ということであった。しかしながら、ゴンサレス教授

の勤務先である同大学は三学期制を採用しており、夏

休み中のためもあって自宅に電話しても連絡がつか

ず、今回は涙をのんだ。しかしながら今般、メキシコ

大学院大学の学位論文で直接カステジャノスを扱った

研究者の存在を知りえたのは幸いであった。同論文に

ついては、アメリカ合衆国内で発表された論文ではほ

とんどといっていいほど言及されてはいない。にもか

かわらずメキシコ国内においては、後に出版もされて

おり、同教授の論文がメキシコ国内における作家の評

価を左右しているといった事情を把握することができ

た。

　グティエレス=ベラスコ教授は、目前の国際会議の
実質担当者ということもあって多忙を極めていたた

め、会議当日に挨拶した程度であった。直接インタ

ビューができたのは、メキシコ国立自治大学のネグリ

ン教授である。事前に、今般同大学を案内してくれた

南映子さんの指導教官の紹介を受け、フェミニズム文

学研究者であればこの人にということで予めアポイン

トメントを取りつけた先が、そのネグリン教授であっ

たという偶然（必然？）に少なからず驚いた。同教授

は、長年メキシコ国立自治大学においてメキシコ／ラ

テンアメリカ文学全般について教鞭を取られ、ロサリ

オ・カステジャノスについても造詣が深いということ

であった。広大なキャンパスのなかの同教授の研究室

を訪ね、メキシコ国内におけるカステジャノス批評の

動向などについて直接話を聞くことができた。カステ

ジャノスは難解だということで、最近ではどちらかと

いうと敬遠される傾向にあり、一昔前と違って中学校

や高校あたりで読まれる機会が減ったこと、女性作家

としての先駆けであるものの、先住民を擁護するイン

ディヘニスモ文学の偉大な書き手という評価が固まっ

てしまっている様子がある旨、残念がられていた。所

属先大学においては、修士論文のテーマとしては数多

く取り上げられているが、博士論文ではなかなか取り

上げられにくいといった状況があり、必然的に解釈が

掘り下げられる機会も少なくなっている傾向にあると

いうことであった。

　長年、社会学の分野において活躍中のエレナ・ウ
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ルティア教授は、メキシコにおける女性学研究の第一

人者である。ところでロサリオ・カステジャノスは作

家であり、いわゆるフェミニズムの「活動家」ではな

い。しかしながらイスラエルに大使として赴任する直

前には、当時の大統領夫妻の前で女性たちを激励すべ

く演説を行ったことなどもあり、新聞や雑誌を通じて

当時の女性たちに自覚を促すような文筆活動を行った

ことは広く知られている。そのため文学分野のみなら

ず、メキシコのフェミニズムを概観する際には外せな

い主要人物となっているようだ。ウルティア教授は、

社会学・女性学専門であり調査者とは研究分野を異に

しているようであるがそれは重要ではない、と開口一

番に切り出し、文学を志す若手研究者に対し、何かで

きることがあればと大変暖かく迎えてくれた。ウル

ティア教授からは、PIEM（Programa Interdisciplinario 
de Estudios de la Mujer：女性学に関する学際的研究プ
ログラム）と呼ばれるプログラムが進行中であるとい

う情報をいただいた。このプログラムは、メキシコ大

学院大学の社会学研究所に事務局が置かれ、社会学の

みならず歴史、文学などの多分野にわたり、その成果

は多くの学術論文はじめ文献・情報として収集されか

つ出版もされている。調査者の訪墨の直前にはこのプ

ログラム主催で、シモーヌ・ド・ボーヴォワール生誕

100周年記念会議が大々的に開催されていた。プログ

ラムがスタートしてから25年、その間印刷された書

籍は50冊近くに上る。膨大なシリーズであり、ロサ

リオ・カステジャノスについても文学のみならず、女

性学からのアプローチがされた論文も多いということ

を教示いただいた。同シリーズの出版物についてはす

でに入手済みのものもあったが、系統立ててアプロー

チしたことはなかったため、取り上げられているテー

マなどをはじめ、今後詳細に検討してみることとした

い。

（５）ニューヨークにおける調査状況

　メキシコでの調査の収穫物で満杯の荷物を引きず

り、続いてニューヨークへと向かった。今回まず訪れ

たのは、ニューヨーク公立図書館である。時間も限ら

れていたため、先にメキシコの二つの大学図書館内で

検索したもののうち、現物を見ることがかなわなかっ

たものや、コピーを入手できなかった資料に限り閲覧

することとした。なかでも、16世紀の詩人、尼僧ソ

ル・フアナ・イネス・デ・ラ・クルスについて分析し

た1940年代にドイツで出版された研究書については、

そのスペイン語訳版の主要部分をコピーすることがで

きた。現在でこそメキシコにおけるフェミニズムの旗

手と呼ばれているものの、当時の教会体制からは疎ま

れて失意のうちにペンを折ったとされているその天才

詩人は、ドイツ人の歴史家によって「神経症」である

とみなされ、長年評価されることはなかった。ロサリ

オ・カステジャノスは、その一連の騒動についても

エッセイなどの作品中で何度も言及し、彼女をフェミ

ニズムの先駆者として見直そうという機運の提示を試

みた。カステジャノスの時代までに広く流布されて問

題となっていた同書４を入手することができたことに

より、彼女の思想形成の過程および世の中に訴えでよ

うと目論んだ作家の戦術について考察が深まると考え

ている。

　今回判明したことは、同図書館にはニュージャー

ジー州に分館もしくは書庫が存在するということであ

る。調査者が必要としたような1980年代にラテンアメ

リカ各国で出版された大部分の雑誌類は、あらかたそ

の書庫に収納されているということであった。直接訪

れて閲覧することはできず、そこから取り寄せるには

最低でも中二日かかるため、今回は断念した。

　ニューヨークにおけるもうひとつの訪問先は、スペ

イン国営のセルバンテス文化センターである。同セン

ターの図書館は設立以来、ラテンアメリカ全土で出版

されたスペイン語圏文学についての各種研究書を、最

新のものも含め、数多く収蔵している。ロサリオ・カ

ステジャノスのみならず、他のラテンアメリカ諸国の

女性作家の作品、またそれらの作品を分析した論文集

などの文献を守備よく複写することができた。女性作

家の数が少なかった時代、彼女たちの作品をひとくく

りにしてアンソロジーを編みかつ論じた文献が数多く

出版され、さらに最近になっても同様の編み方をした

論文集の出版が続いているといった状況を把握するこ

とができた。

　ところが、書店に関しては失望させられた。アメリ

カ合衆国内最大のスペイン語書店であったレクトル

ム、および同じ地域のワンブロック先に位置していた

書店マコンドは、２軒とも閉店してしまっていた。ス

ペイン語圏出身者のアート作品を展示するバリオ博物

館（El Museo del Barrio）も来春まで改築中であるた
め、専門書を含む書籍を多く扱う同博物館の売店も休

業しており、ニューヨークにおいてスペイン語の新刊

書籍をまとめて入手できる機会がなかったことは誤算

であった。

３．今後に向けて

　ロサリオ・カステジャノスは三島由紀夫と同年の生

まれであり、1974年に他界する直前まで、メキシコ

のみならず世界各国の作家やその作品についての評論
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りつつ、博士論文執筆に邁進する所存である。
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【指導教員のコメント】

洲崎圭子さんは、修士論文においてメキシコの女性作家ロサリオ・カステジャノスの最初の長編小説『バルン・

カナン』（1957）を分析し、「第二波フェミニズム」以前にいち早く非西欧世界であるラテンアメリカから、性差

のみならず人種、階級などの差異を捉える視点を交差させた作品が発信されていたことを論証した。そしてそこ

から、この作家の思想の根源をとらえるためには、フェミニズムの西欧中心主義の限界を乗り越えた分析枠組み

が必要性であることを指摘した。そこで博士論文では、カスティジャノスの作品を従来インディヘニスモ（先住

民擁護主義）文学というサブジャンルの枠内で論じられてきた二大長編小説を中心としジェンダーと人種・エス

ニシティとの重層的視点から分析し、それによって作家の思想の最終的な着地点を明らかにしようと企図してい

等を数多く発表した。日本の作家については三島をは

じめ、芥川龍之介、谷崎潤一郎について各々エッセイ

をしたため、メキシコ人向けに特に解説・紹介しよう

とする姿勢が伺える。翻訳の数も多く世界中で読まれ

ている三人ではあるが、なぜその三人を取り上げたの

かと問うことはすなわち、日本人である調査者が、ラ

テンアメリカの作家を研究する意義を考察していく際

に、非常に重要な端緒となるのではないかと考えてい

る。

　今回の海外調査では、予想をはるかに上回り、多く

の文献を複写しかつ購入することができた。それら

は、国外では入手が困難なメキシコをはじめとするラ

テンアメリカ各国で出版された研究書・論文などであ

る。確かに、修士論文を書く段階でそれらのうちのい

くつかについては入手した上で検証も行い、研究が盛

んなアメリカ合衆国で発表された学位論文、文献には

ほとんど目を通してはいた。にも関わらず、作家の出

身国における評価動向の存在の有無について伺い知る

機会はなかった。博士論文執筆のためにはやはり、現

地の状況を把握する必要があるということを痛感した

次第である。そうした状況については断片的な知識は

あったものの、最新のものも含めてその他多くの資料

の存在をまとめて知り得たことは大変な収穫であっ

た。今後、時間をかけてそれら膨大な資料を一つひと

つ吟味し考察を加えていくことで、論文執筆に向けて

大きく前進することが見込まれる。

すでに何度かメキシコを訪れた経験はあるものの、

今回のように国内の研究者動向を視野に入れつつ資料

収集できたこと、それら資料の持つ温度差を感じ取る

ことができたのは、今回の訪問が、学生海外調査研究

プログラムの一貫によったことである。実質的に現地

で活動を行う研究者らに直接的に知己を得たことは、

今後の研究活動を続けていく上での大きな励みともな

ろう。必要に応じてそれら研究者たちと密に連絡を取
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る。このような試みの成就は、カステジャノス研究のみならずラテン・アメリカ文学批評方法論総体の革新を意

味する。このためには、メキシコのみならず広く非西欧ラテンアメリカという文脈において西欧型フェミニズム

の受容、とりわけ文学批評界においてそれがどのように援用されてきたかについて検証することが必要である。

また当時の社会、経済的コンテキストや文学界の状況、そして今日のメキシコ社会におけるカステジャノスの位

置付けを検証しながらカステジャノスの作品を読み解いていくことが不可避となる。今回海外調査実施の機会を

与えられて、メキシコ国立自治大学とメキシコ大学院大学図書館での海外に出回らない文献資料の探索・収集と

現地の文学研究者らとの接触と懇談、さらにメキシコにおいても入手不可能なラテンアメリカ全土で出版された

スペイン語圏文学についての各種研究書を最新のものも含めて数多く収集しているアメリカ合衆国、ニューヨー

クの公立図書館およびスペイン国営セルバンテス文化センター図書館の二カ所での資料収集を成功裡に完了しえ

たことは、洲崎圭子さんの博士論文準備を大きく進捗させるものである。この成果を十分に生かせるよう今後一

層の努力研鑽を期待したい。

 （お茶の水女子大学大学院　人間文化創成科学研究科　教授　石塚　道子）


