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福田宏（司会）３人の方からのコメントを踏まえて、ま
ずはパウラさんからお願いします。
パウラ・バヘット　コメントしていただいたみなさん、
ありがとうございました。新しいアスペクトをいろい
ろなかたちで出していただいて、議論が豊かなものに
なったと思います。

ジル・ドゥールズの身体論から
カポエィラを見直す可能性

パウラ　まず宇野先生のお話しされたことについて、
現在のカポエィラの現状を鑑みると、ジル・ドゥルー
ズの身体論を通してカポエィラについて考え直すこ
とは、私たちにとってもたいへん興味深いことだと思
いました。アイデンティティに固執するのではなく、
身体というものに立ち返るということに関して、ドゥ
ルーズの考えは私たちに大きなヒントを与えてくれ
るのではないかと思います。
　輪島先生とウスビ・サコ先生がお話していただいた
ことは、現在のグローバリゼーションのなかでのカ
ポエィラの問題をよく反映していると思います。カポ
エィラがどこからきたのか、そしてどこに行ったのか、
そしてこれからどこに行くのか、そうした流れに関し
て、それらが実際に伝統なのか、それとも新しい文化
なのかということは、たいへんおもしろいことです。
　フランツ・ファノンの議論を引用されましたが、た
しかに彼の著作はブラジルでもよく読まれていて、私
たちにとっても興味深い著作が多くあります。ブラジ
ルでもたいへん関心が高いです。

壁を伝い流れ落ちる水のように
文化は境界線をなきものとする

ホザンジェラ・アラウージョ　パウラ先生と同様のバッ
クグラウンドをもっていますから、話の内容に重複が

あるかもしれませんが、カポエィラの位置づけについ
て、みなさんがお話しされたことも踏まえたうえでお
話ししたいと思います。
　まずは輪島先生の話です。別の文化の人が他の文化
を解釈する、理解するということはどのようなことな
のか、どのようなことが起こるのかということに関し
てです。
　宇野先生が紹介された『O Pagador de Promessas』
という映画は、テレビ用に編集されたものが作られて
います。Tizuka YAMAZAKIさんという日系人が監
督をしています。
　また、最近ガタリの研究の再解釈を、ブラジル人の
研究者のチームが行ないました。私はそのチームに参
加することができたのですが、そのときにもカンドン
ブレとカポエィラは重要な話題でした。このことに関
連して、私たちはドキュメンタリーを作成しました。
　今回のワークショップは、他者の文化の可視性とい
うものについて考えるのに、いい機会だと思います。
文化は壁を伝って流れ落ちる水のように、その水は境
界線をすべてなぎ倒して、なきものにしてしまいます。

アンゴラ、コンゴの調査で明らかになった
カポエィラの宗教的起源「ンゴーロ」の存在

ホザンジェラ　次にサコ先生のコメントに関してお
話しします。ブラジルにおけるアフリカ性というの
は、地域性のものではなくて、より神話的なものであ
ると言えます。南アメリカにおける研究の文脈にお
いては、ブラジルとアフリカの相互理解はどんどん深
まっています。私たちも実際に、カポエィラの起源に
関して、アフリカに行って研究しています。
　マティアス・ホーリーという歴史研究家とカポエィ
ラの師範であるコブラマンサという方が、アンゴラ、
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コンゴの内陸の地域に行って、６か月間いろいろ研究
をされました。そこでさまざまな起源が見えてきたの
ですが、そのなかで宗教的なものに関して、「ンゴーロ」
という起源が一つ見えてきました。それはカポエィラ
の神秘的・神話的な起源の一つです。
　そこで聞けた話は、ンゴーロで亡くなった人につい
ては、悲しまれることがない。なぜかと言うと、ンゴー
ロという儀式のなかで亡くなってしまったというこ

とは、それに充分な準備ができていなかった、そのた
めの準備が調っていなかったということだからです。
　 輪島先生には、グアラニー族のラップ（rap do 
guarani）のビデオをぜひご覧いただきたいと思いま
す。アマゾンの先住民のグループがラップを歌ってい
るビデオです。それはまた、文化というものが境界線や
壁を再考させるものであることを提示してくれます。

簒
さんだつ

奪、模倣、換骨奪胎、翻案、逆輸入……
生成変化が炸裂し増殖する文化のありよう

宇野邦一　コメントの最後に輪島先生が出されたア
ニメのカポエィラのパロディのような表現は、なにに
関しても必ず出てきます。たとえばこのごろフランス
のラジオを聞いていると、ブラジルのボサノバ以降、
1980年代ぐらいから、リオデジャネイロのファヴェー
ラで次々新しい音楽が生まれたという特集がありま
した。それは「ファンク・カリオカ」とか「ファンク・バ
イリ」などです。
　この音楽はもちろんアフリカ系で、アフリカ系の人
たちが大きな役割を果たして作ったあらゆるジャン
ルのミックスとも言えるし、ラップに近いところがあ

Surpresa no Japão: o reencontro com a Capoeira

Glícia Maria DE ALMEIDA  Doutoranda em Ciências da Vida, Universidade de Kyoto

Essay

Sou Glícia Maria de Almeida, natural de 

Porangatu Goiás, Brasil. Cheguei ao Japão em 

Abril de 2009 para fazer doutorado em medicina na 

Universidade de Kyoto. Depois de anos longe do 

Brasil, desenvolvi um melhor apresso pela cultura 

Brasileira. Parece que longe do país aprimoramos 

o gosto pelo que antes parecia ser corriqueiro, 

mas que agora só presenciamos em raríssimas 

ocasiões. De longe passamos a perceber quão 

culturalmente rico é o Brasil e assim aproveitamos 

todas as oportunidades culturais que ressaltam 

nosso vínculo e indentidade histórica .

Dia 12 de Setembro de 2014 tive a oportunidade de 

prestigiar o evento que se realizou no jardim interior 

do edifício Inamori Foundation Memorial Building 

da universidade de Kyoto. Na oportunidade 

presenciei a apresentação de capoeira do grupo 

Nzinga, sobre a coordenação dos mestres 

Janja, Paulinha e Poloca. Minha relação com a 

capoeira foi sempre de expectadora. Assisti à 

apresentações de amigos e familiares e apesar 

de considerar a capoeira um esporte interessante, 

nunca a pratiquei. 

Para mim, esse evento foi supreendente. 

Como um dos fortes e belos componentes da 

cultura brasileira, nunca imaginei que veria uma 

performance aqui, dentro da Universidade de Kyoto, 

ainda mais apresentado por professores originários 

do Brasil. Foi um momento de alegria, não só pela 

reaproximação com algo que corriqueiramente via 

pelas praças de minha cidade, mas também pela 

energia positiva inerente a capoeira. Transmitida 

em seu ritmo e seu canto e transmitida pelo grupo 

cheio de bom humor e alegria.  

ホザンジェラ・アラウージョ
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りますが、こういう音楽にアメリカのプロデューサー
などが注目して、この新しいコマーシャルなバージョ
ンがアメリカで出る。今度は逆にその影響を受けて
ファヴェーラのまた新しい音楽ができるわけです。こ
の音楽家のなかのひとりはファヴェーラのなかで薬
の密売をやっているマフィアをヒーローと考えて、そ
のヒーローがすばらしいという歌を歌ったりする。そ
れが一時期は監視の対象になったりもして、実際に捕
まったりしています。こういうような行き来や突発事
が起こるわけです。
　先ほどのアニメでそういうことが起こるとは思い
ませんが、いまのカルチャーというのはこのように簒
奪され、パロディが作られ、そしてそれがまた逆に輸
入される。そういうなかで、生成変化、「なる」ことが、
両方向で炸裂して増殖していく。そういうなかにあら
ゆる分野が、音楽も芸術も、もちろん映画も巻き込ま
れていく。このことはしかし我々も目覚めて、気をつ
けているべきであると同時に、ここからなにが出てく
るか、知られざる身体が発生するかもしれないという
ことがとてもおもしろいのです。

クレオール文化に興味を示して文学を作り
日本のイメージを世界に示したラフカディオ・ハーン

宇野　このような話になったときに思い出されるの
が、日本のことを一所懸命に紹介したラフカディオ・
ハーン、日本名・小泉八雲という作家です。彼はいわゆ
る「美しい」日本を世界に紹介した功績から、日本人に
ずっと愛されている作家です。彼はアイルランド人と
ギリシア人の両親のあいだに生まれて、二十歳のころ
にアメリカに渡って、アメリカでずっとジャーナリス

トをしていました。
　アメリカで彼は、クレオール文化に目覚めます。先
ほども話に出たブードゥーなどの文化に触れて、彼
はニューオリンズに住みます。日本に来る前に、彼は
いわばニューオリンズのイメージを作りあげるよう
な文章を書いていました。『Inventing New orleans: 

writings of lafcadio hearn』という評論集が出てい
ます。日本に来る前にニューオリンズという当時のア
メリカのクレオール的な、黒人文化も含めて文化が混
交した世界に興味を持っているのです。
　そのあとはさらにブラジルに近づくようにして、マ
ルティニーク島に渡って約１年半生活して、マルティ
ニーク島のクレオール文化に関して一大文学を作り
上げ、それから日本に来て、同じようなことを日本に
ついてするわけです。そういう人が作り上げた日本の
ビジョンの恩恵を我々が被っている。それ以前には、

「日本はこういうところだ」、「こういう国だ」というイ
メージは、もしかしたらなかったかもしれない。
　ラフカディオ・ハーンのした仕事については、オリ
エンタリズムやポストコロニアルの観点からすると、
やはりヨーロッパ人がある種エキゾチックに日本と
いう他者を発見して、一方的な理解ででっちあげたも
のだとして、彼の仕事はだめだという批判が囂

ごうごう

々と巻
き起こっています。日本の批評家でもそういう本を書
いた人もいます。
　ハーンの記憶の流れのなかにはマルティニーク島
があり、ニューオリンズがあり、そのあいだに日本が
あるわけです。それと同じような目でたとえばカポ
エィラが日本でどういうことになっているかを見て

左からホザンジェラ・アラウージョ、アンドレア・フロレス・ウルシマ（通訳）、パウラ・バヘット、宇野邦一、ウスビ・サコ、輪島裕介
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みたいと思っています。
カポエィラを無理にアフリカに関連づける
必要はないのではないか

ウスビ・サコ　いろいろなコメントをありがとうござ
います。ホザンジェラ先生の話で出てきた「ンゴーロ」
の話は、以前読んだ文献に書いてありました。その儀
式・儀礼は戦士が準備をするためのものでした。植民
地支配者や、それ以前の支配者がやってくるときにど
う対抗するかという儀式・儀礼があって、それとカポ
エィラが関係性が強いのではないかという説がある
のはたしかです。
　ただし、一方では、それは無理やり関連づけている
のではないかとする研究もあります。先ほどのホザン
ジェラ先生のコメントを考えると、やはり立場を分け
て検討する必要があります。ブラジルの人たちは、カ
ポエィラのアフリカ性のために意味づけをしようと
している。「アフリカと関係があるんだよ」、「アフリ
カから来ているんだよ」と。しかし、それをなぜしなく
てはいけないのか、私はすごく疑問に思っています。
　私たちから見たら、べつにそこに意味づけする必要
はない。ブラジルに連れて行かれた奴隷や黒人たちが
作ったものである。これは変わりはないわけです。起
源がアフリカにあるかないかに関係なく、作った人に
重点を置くことが、一つのものの見方ではないかと思
います。ですから、先ほどの身体性の話で言うと、アフ
リカに残っている人たちのある種の身体性には環境

の違いがあるので、少しそこの見方が違うんじゃない
かなということが一つあります。

グローバルなスケールで
文化の輸入、逆輸入、混交を捉える可能性

サコ　もう一つ、いわゆるアフリカの現代文化につい
て、我々から見たらかなり「極められた」踊りや格闘技
などが逆輸入されてアフリカの現代文化を支えてい
ると思っています。先ほどキューバ音楽についてもそ
ういうことを言いました。
　もう一つ興味深い現象がアフリカにあります。日
本でも美容整形の話がありますが、アフリカでは皮膚
の脱色が流行しています。とくにコンゴなどの地域で
は、みんな白くなりたいという思いがかなりある。そ
れがいろいろな皮膚の病気につながったりしてたい

　カポエィラのワークショップ、シンポジウムには仕
事の都合で参加できませんでしたが、9月13日の「楽
器と動き」の体験講座に参加させていただくことがで
きました。GCAPのメンバーの方からレクチャーを受
けながら、ジンガの基本姿勢、攻撃のよけ方、蹴りの基
本を手取り足取り教えていただきました。汗をいっぱ
いかいたのがとてもよい思い出です。攻撃が同時に守
備でもあるという考え方も新鮮でした。
　講習の中で、特に記憶に残っているのは、メストレが
おっしゃった「どんな姿勢を取っていても、どのような

状況でも、相手をよく見るようにしなさい」という教え
です。ちゃんと相手が見えていないと、自分も相手も怪
我をしてしまう。安全に楽しく技をかけるには相手を
見ることがとても大事であると。強い、弱いを見せつ
けるようなタイプのカポエィラや時として相手を殺し
てしまうことさえある格闘技としてのカポエィラもあ
るけれども、メストレの流派のカポエィラは相手を傷
つけることが目的ではないのだとおっしゃっていまし
た。どんな相手であっても、相手をよく見て、力を加減
しながら一緒に踊ることができるというあり方に感銘

体験講座で感じたアフリカの歌や踊りとのつながり

大石 高典　総合地球環境学研究所プロジェクト研究員

エッセイ

シンポジウムには、カポエィラの実践者、ブラジル研究者などさまざまな
バックグラウンドをもつみなさんが参加



33京都シンポジウム　総合討論

へんなのですが、なぜそんなことをするのか、いつか
らそんなことを始めたのか。その流れを見ていくと、
アメリカからの逆輸入の文化の一つなんです。
　アフリカから連れて行かれた人たちからすると、ア
フリカとのつながりは強く見出したい。しかし我々か
らしたら、彼らは最先端に近い。アリエネーションの
話をしましたが、いわゆる支配者のそばにいる人たち
は、支配者の直接の影響を受けて「極められて」いるも
のを持っているから、我々は彼らに憧れをもってしま
うのです。そういう矛盾があります。
　離れた地域についてはそういう話はしやすいので
すが、グローバル化のなかで垣根がなくなったときに
これをどう見るのかということが、興味深いと思い
ます。地域ごとの文脈で見ると、オリエンタリズムに
持っていったりする解釈はあるかもしれませんが、世
界的な規模でものを見ていくと、また違うものの見方、
文脈が出てくるのではないかと思います。そのときは
日本人であろうがだれであろうが、あまり関係がなく
なるのではないかと私は思います。簡単にまとめる
と、カポエィラはブラジルのアデンティティをもって
いるが、世界的に行われている格闘技であり、その際
は起源がどこであるかは関係がないかと思います。

カポエィラの存在を支える
留め金としてのアイデンティティ

輪島裕介　大方重要な論点は語り尽くされている気が
します。私なりに話をまとめると、文化というものが、

変化をする、境界を越えていくことは、現代に始まっ
たことではないし、当たり前の状態だと思います。そ
れはむしろ結論というよりは前提の話です。そのなか
で、それを切り分けていく振る舞いも、やはり同時に
起こっているわけです。
　それはある種の固定的なアイデンティティに囲い
込むことなのかもしれませんが、そのなかでの矛盾と
いうか緊張関係が常に起こっているということなの
でしょう。それについてなにか結論的なことを言える
かというと、そうでもない。
　今日のアフロ・ブラジル文化をめぐる話のなかで繰
り返し出てきたのは、それはかならずしも地理的な、
テリトリアルなものではないということが一つあり
ました。むしろ神話的なものであるという話です。そ
れから、講演でも出てきたと思いますが、単に肌の色
の話でもない。血統の話でもない。
　ただし、すべてなんでも流動しているということで
あれば、それはカポエィラである必要もないし、アン
ゴーラである必要もないし、アフロ・ブラジル、アフロ・
バイーアである必要もなくなってしまう。それはたぶ
ん違うだろう。その意味では、ある種の留め金という
か重し、そのようなものとしてのアイデンティティは、
やはり必要だろうという気がするのです。
　これは流動的ではかないものなのかもしれません
が、どのようなかたちで経験され、生きられるのかみ
たいなことを考えたとき、やはりそこに身体が顕れて

を覚えました。起源は奴隷
解放の闘いにあるのかもし
れませんが、地域や民族を
問わずにカポエィラが受け
入れられ、多様な形態に展
開していること自体が興味
深く思われました。
　私はカメルーンで人類学
の研究をしています。カポ
エィラが同じアフリカ大西
洋沿岸のアンゴラと深く関

連するということを知って、アフリカで見聞きしてい
る歌や踊りとのつながりにも目がゆきました。
　円形に人が輪を作って、その中から順番に輪の中心
に出て行って試合を行ない、ひとしきり掛け合いが終
わると輪の中にまた戻ってゆくという形式は、私の調

査している村でよくみられる踊りのやり方ともよく似
ているなと思いました。
　ちなみにそれは、極めて単純な踊りなのですが、いつ
までもいつまでも続けることのできる踊りです。また、
格闘技ではありませんが、踊り手が、各々に動物やハン
ターの真似をしながら掛け合いをする踊りがあるので
すが、それに似たものを感じました。一方で、私は逆立
ちをしながら回転する踊りや格闘技をカメルーンで見
たことはありません。また、カポエィラは、男女ともに
平等に参加できるのも魅力だと思いました。
　わずかな時間でのカポエィラ経験でしたが、カラダ
のやわらかさだけでなく、アタマやココロもやわらか
くないと華麗な技の掛け合いは難しそうです。いま、私
は近い将来にカポエィラに本格的に挑戦できるよう
に、まずはヨガを習って身体をやわらかくしていると
ころです。
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くるのかなと思いました。あまり応答にはなっていな
いかもしれませんが、むしろこのあとフロアのみなさ
んの話をうかがいたいと思います。
司会　せっかくの機会ですので、会場からの質問をお
受けします。どんな質問でもけっこうですので、手を
挙げてお願いします。

異文化への愛と原点への憧れ、
そしてアフリカに逆輸入されたカポエィラのゆくえ

月城好生　たいへん興味深くお話を聞かせていただ
きました。ぼく自身もカポエィラを始めたとき、ブラ
ジル人のような肉体的な頑強さもなく、言葉のハン
ディもあるけれども、カポエィラをする以上はブラジ
ル人になろう、なりたいみたいな気持ちがありました。
そのためになかにはブラジルに行く人や、そこで暮ら
す人もいるでしょう。
　サコ先生がおっしゃったように、ひょっとしたらカ
ポエィラをしている人たちやアフロ・ブラジル文化を
担っている人たちも、ブラジルでカポエィラをしてい
ても、そこにはアフリカへの憧れや回帰の気持ち、あ
るいはアフリカ人になりたい気持ちがあるんじゃな
いか。一方で、アフリカの人の立場からしたら、それに
対してアフリカを感じるかというと、異文化としては
捉えられても、アフリカを感じるかどうかわからない
という話でした。
　しかし、いまはまだアフリカでカポエィラが受け入
れられて日も浅いと思います。芸事は最初は趣味のつ
もりでも、長年やっているうちにどんどん深い考えに
なっていって、哲学的な部分も出てくると思います。

アフリカの人がこれからも何十年もカポエィラをし
ていくうちに、アフリカの人たちはどのようなかたち
を思うんだろう。ひょっとすると、種の起源のほうま
でアフリカの人たちは考えるのかもしれない。
　みなさんからいただいたたくさんの言葉は、自分自
身がこれからカポエィラなどを考えていくうえでの
キーワードというかヒントになりました。ほんとうに
今回参加できてよかったです。質問ではないですが、
感じたことを言わせていただきました。ありがとうご
ざいました。

京都でのオープニング・イベントには40名、ワークショップには89名、シン
ポジウムには70名が参加した

左からウスビ・サコ、宇野邦一、パウラ・バヘット、ホザンジェラ・アラウージョ、輪島裕介、福田宏（司会）
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 アンドレア・ユリ・フロレス・ウルシマ
編集・補足 … 都留Devaux 恵美里




