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〈大井邦明教授追悼〉
大井先生との 30年

大　越　　　翼

あれは 30年近くも前のことだったろうか。大井先生に初めてお目にかかったのは。先生は，
当時伏見の公団住宅にお住まいだった。ほとんど全ての襖を取り払った，広々とした空間がそこ
にはあり，しかしそれは初めての私を緊張させない，とても居心地のいい暖かなものに包まれて
いた記憶がある。夕食には先生の大好物であるパスタが出され，フォークのみかスプーンをも使っ
て食べることを覚えたのも，この日だった。何をお話ししたのかあまり具体的に覚えてはいない
のだが，たぶん私が『考古学ジャーナル』に掲載された先生の論文を読んで感激したこと，私も
メキシコへ行って勉強するつもりであることなどをお話したに違いない。先生は初学者とすら言
えない私の言うことをよく聞いてくださり，もちろん偉ぶることなく，ご自分の経験などを冗談
にくるんで笑わせつつ，本当の意味で勇気づけてくださった。これほど度量の大きな人と会うの
は初めてだったから，帰りの新幹線の中で先生のお言葉を反すうしつつ，心温まる思いがしたの
を今でも覚えている。

当時先生は『消された歴史を掘る』を執筆中であられたが，その次に出版された『ピラミッド
神殿発掘記』とともに，両者には通底する二つの重要な考え方があると私は思っている。一つは，
現地主義ということだ。「メキシコの古代文化を勉強するならば，現地でこれを行わなければなら
ない。それはまたメキシコへの礼儀でもある」と先生は何回もおっしゃった。当時も今も，アメ
リカにメソアメリカ研究をしに行くという選択肢は大変に魅力的なもので，彼の地で発表・出版
される論文や研究書は膨大な数に上るし，米国人研究者と話していて，その知的訓練の行き届い
ているのには毎回驚かされる。しかし，先生はそれをもお認めになった上で，「大越君，たとえば
日本の平安時代を研究したい人が，アメリカに行ってそれをやったとしたらどうだろう」と質問
された。ある文化を研究するにおいて，それを育んだ風土を肌で感じ，そこに住む人々と密接に
関わっていくことは必要不可欠である。だが彼の地の人々を深く理解するには，短期間の滞在で
はどうにもならない。長期間生活を共にしてこそ，そして彼らの全てを愛してこそ，初めて深い
理解が生まれるのだ。メキシコで 10年以上の歳月をお過ごしになった先生にしてみれば，これは
自明のことなのであった。
もう一つは，学問における想像力に関連したことだ。それまでは，通常アメリカで出版された

様々な研究書をもとに，ほとんどその紹介という形でのみ私たちは古代メキシコと対峙していた。
むろん我が国においてこれが果たした役割は極めて大きいのだが，先生はもうそれではいけない
とはっきりおっしゃった。そして，日本人がメキシコをはじめとする欧米の研究者に伍して，自
らの手で発見した資料をもとに議論する時代が来たことを，その著書で明確に示されたのである。
19世紀半ばから欧米の学者らによって蓄積された研究は一見侵し難く見えるが，「ナニたいした
ことはない，まだまだやらねばならないことは沢山ある，大体メソアメリカの通史などは，調べ
てみるといい加減なものだ」そうも先生はおっしゃった。伺っているとひどく威勢のいいこれら
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の言葉の本当の意味を理解するようになるには，私にはまだ 10年以上の年月が必要だった。その
時には，ただ単に「自分のデータ」を手にすることのみに目を向けていたからだ。だが，データ
が指し示すものを仮説として組み立て，それを様々なケースに当てはめて検証するという作業は，
よほど困難なものである。今になって思うのだが，そこには柔軟な想像・構想力が必要になるのだ。
これがなければ，資料はほとんどなにも語ってはくれない。先生は，メキシコの生んだ偉大な考
古学者ロマン・ピーニャ・チャン博士のもとで，おそらくはその点を体得されたに違いない。

想像力・構想力という点で，博士の存在は先生にとっては決定的だった。博士はカンペチェ州
の生まれで，その点から言えばマヤ考古学のみに従事してもおかしくはなかったし，当時も今も
それが最も普通の道だった。だが，博士はほとんど全メソアメリカの遺跡を歩き回り，古典期後
期から後古典期にかけて栄えた，テオティワカン，ショチカルコ，トゥーラ，カカシュトラなど
の都市とマヤ地域との関連に関する壮大な仮説を軸に，メソアメリカ史を全く新しい視点からと
らえ，その結果は何冊かの本として出版された。博士は，いかなるメソアメリカ文明も孤立して
栄えたのではなく，相互に密接な関わりを持っていたから，これを研究の視座に据えておかねば
ならないこと，また複雑な過去の社会を復元するために，異なる分野の専門家たちと学際的な研
究をすることの重要性を，その学生たちに身をもって教えられた。大井先生は，その一人だった
のである。
メキシコ各地での発掘経験，ピーニャ・チャン博士との対話などを通じて得られた知識やデー

タをもとに先生が立てられた古代メキシコ史の概要は，『消された歴史を掘る』という本に具体
的に示された。その内容は，日本で紹介されてきたメソアメリカ史とはよほど異なるものだった
から，多くの人々はこれを消化することが出来なかった。これがおぼろげながらも理解され始め
るのは，先生が『ピラミッド神殿発掘記』のなかで，自説をかみ砕いてご説明になり，さらには
グアテマラのカミナルフユ，エル・サルバドールのチャルチュアパ両遺跡での発掘，ミチョアカ
ン展の主催などを通して，その有効性を実際に知らしめる努力をされてきたからにほかならない。
とりわけカミナルフユ，チャルチュアパ遺跡発掘では，ピーニャ・チャン博士の提唱した学際的
研究プロジェクトを実施され，そこから現在第一線で活躍している若手・中堅研究者たちが輩出
されたことを忘れてはならない。
先生の仮説は，次の二つの点に集約されると思う。1）それまでの定説に言う「トゥーラを首

都とするトルテカ帝国」の存在を否定し，トルテカの時代を古典期後期に位置づけ，メキシコ中
央高原の古典期文化はオトミ系の人々のものであると断定した。そのうえでこの時代の具体的な
文化内容を明らかにし，オトミの人々はコヨトラテルコ式土器を持っていて，古典期後期のメキ
シコ中央高原が文化的高揚期にあったとした。2）後古典期をチチメカの時代とし，チチメカの
侵入を前期と後期に分け，前期の人々はマサパ式土器を持った文明人だったことを明らかにした。
後期（12世紀）にメキシコ盆地に侵入してきたのはアステカのような狩猟採集民であり，最初は
既存都市の傭兵として文明化してゆき，ついには統一勢力として成長したとみなした。先生は，
この図式がこれまで見えていなかったのは，先スペイン期に先住民王族の手によって歴史操作や
改ざんが行われていたからであり，しかし逆にそれが史実を追求してゆく鍵を提供したのだと著
書の中で述べておられる。
先生にとって，古代メキシコ史のこの枠組みは，文字通り枠組みでしかなかった。これには様々
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なメソアメリカ地域の詳細な研究をもとにして肉付けをしていかねばならないという，途方もな
い課題が残されていた。したがって，これに沿った様々な現地調査がその後の先生を忙しく，し
かし同時に知的興奮に満ちた研究生活を送らせることになった。グアテマラやエル・サルバドー
ルでの調査はこの線上にあったのだし，その後私がご一緒することになったユカタンでの調査も
その一つであった。

「マヤ遺跡は美しいんだが面白くない」そうおっしゃってマヤ好きの私を驚かせたのは，この
頃だった。先生とチチェン・イツァーやエックバラムなどの遺跡を一緒に歩き，チチェン・イツァー
では結局 10キロメートル近く歩き回り，しかしほとんど疲れもせずに実に素晴らしい体験をさせ
ていただいた。先生から実地にこの都市がもつ歴史的意義をうかがい，様々な文化が交錯する場
所としてのチチェン・イツァーを再認識させられた。なるほどエックバラムは美しいが，ただ「マ
ヤ」それだけであり，文化的面白みに欠けるうらみがあるのは否めなかった。今では私も先生と
同じことを学生に言っているから，この時の体験は私にとってはやはり強烈な，そして今となっ
ては先生とご一緒した，忘れることの出来ない貴重な思い出となった。
これらの調査からお帰りになった先生にお会いした時，先生はご自分の仮説と符合する様々な

データを見つけることが出来たと楽しそうにお話になり，今まであの枠組みと矛盾したり，ある
いはこれを否定するようなものを見い出すことがなかったともおっしゃられ，時の経つのも忘れ
て夜更けまで話し込まれるのが常だった。私は先生の仮説は熟知しているものの，話について行
けなくなることがままあり，自分の不勉強を思い知らされることが多かった。
しかし，やはり先生の影響を受けていたのであろう。2009年 3月プエブラのショチテカトル，

カカシュトラ，チョルーラなどの遺跡，サン・ミゲル・デル・ミラグロ教会を訪れて，これらの
地で行われていた「水」を巡る先スペイン期の聖なる儀式が，植民地時代以降現在に至るまで継
承されている事実を見て大いに驚かされた。またショチテカトル遺跡から眺める雄大な景色を前
に，メキシコ湾とメキシコ盆地，プエブラ・トラスカラ盆地を結ぶ交通の要所にこれが築かれて
いることにも気づき，さらにはチョルーラが先スペイン期を通じて放棄されることがなかったこ
とも考え合わせて，プエブラ・トラスカラ地域の歴史的重要性を再認識させられた。メキシコ中
央高原は常にメソアメリカ史の中核をなす地域であり，そこには無数の民族が関わっていた。そ
れがこの地域の歴史の面白さだ。それを，先生と知り合って 30年も経とうとしているこの頃，よ
うやく理解しはじめている。だから，この間先生のご家族を訪れた時，これはぜひ先生にお話し
なければとごく自然に思い，当然この話をしたのだが，「今ごろになってようやくそれに気づいた
のかい」という半ばからかいの，しかし暖かいいつもの言葉は聞こえてこず，先生のご意見を伺
いたくとも，もうそれに答えて下さることはないという重い現実がのしかかってきた。荒涼とし
た風景のなかに一人で立たされているようで，寂しくて仕方がなかった。

最近メキシコ，日本をはじめとする各国の学会や大学などで研究発表を聞くたびに，ふと思う
ことがある。ここ 10年ほどの間に専門化が急速に進んできたということだ。修士課程を 2年，博
士課程を 3年で終えねばならないとしたら，当然学生の選ぶ研究テーマは年限内に仕上げること
の出来る小さなものになる。かほど短い期間では，もっと大きなテーマへのアプローチは不可能
だし，運よく研究職に就いても，3年から 4年ごとに行われる業績審査や科研費のことを考慮し
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た息の短い研究をしなければならない。またそうでなければ，厳しい競争に生き残ることすらお
ぼつかない。だから，ピーニャ・チャン博士がやられたような研究は，そしてその弟子であり博
士の学統を継いだ大井先生のような仕事が出来る人は，もう現れることはないだろう。現実は，
広い視野を持つ壮大な研究をすることを難しくしてゆく方へむかっているのだ。実につまらぬ話
ではないか。
メキシコが好きで好きで，豪快であると同時にとても繊細で，学生思いで，人一倍の努力家で，

奥様やご子息たちを心から愛しておられた先生。定年退職した後は，半年をメキシコ，残る半年
を日本で過ごし，メキシコの仲間たちと一緒に好きな研究をするのだと目を子供のように輝かせ
ながら話しておられた先生。そんな先生は，私にとって，30年前に伏見のお宅にお邪魔してから
今まで，人間として，また研究者としてのあるべき姿を示し続けてこられた。私は，このような
先生に男惚れしてしまったと言っていい。いつか私も彼の地に行ったら，その時は先生とメキシ
コのあちこちを一緒に回ろうと思っている。そうまじめに考えさせるくらい，先生の存在は私に
とって大きい。だから，幽明境を異にしたとはいえ，先生はすぐそこにいらっしゃるようにしか
思えず，それは今も変わらないのである。
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〈研究ノート〉
旅人の物語と反復される「故郷喪失者」のイメージ

― パラレルワールドの「スペイン人」に関する二つの事例 ―

古　畑　正　富

要　　旨
This paper explains the interesting image of “people of homelessness”, who are 

to lead to “vagabonds losing homeland and wandering various countries” in historical 
terms. According to the later thought of Martin Heidegger, for example, we understand 
that they are repeatedly given in the context of traveler’s narrative, reminding us of the 
famous literary work El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha written by Miguel 
de Cervantes. In order to take a bird’s eye view of such situation, therefore, we offer two 
other cases relating to it: a) Hadrian, the Roman emperor; b) Doña Francisca Pizarro, the 
daughter of Francisco Pizarro (conquistador) and Doña Inés Huaylas (Inca princess). 
It is striking that both persons just shed new light on the hitherto unknown “Spaniards” 
existing in parallel world.

Marguerite Yourcenar attempts to create the memories of Hadrian in her historical 
novel, and skillfully characterizes the ups and downs of his life by polyphonic means. In 
this depiction, we can see that his itineracy, far away from home, brought great hardship to 
himself. Indeed, Historia Augusta tells us that Hadrian, ill in bed and looking death in the 
face, made an introspective poem fi lled with melancholic feelings. However, we assume 
here that more importance should be attached to his courage to experience the thrilling 
parallel world, blended in moment and eternity as a result of mirror effect, rather than his 
mental weakness.

Portraying a time of Peruvian dramatic change in the Spanish colonial days of the 
16th century, the biographical study by María Rostworowski describes Doña Francisca 
Pizarro as a mestiza who did not have any opportunities to return to homeland (Peru), but 
could cope with the transformation of the path of her life in Spain. From this angle, she is 
sharply contrasted with a mestizo, Garcilaso de la Vega, el Inca. As suggested in the fi nale 
of Franz Kafka, Metamorphosis, the relationship between the two appears to indicate the 
parallel world, composed of man (hidalgo) and woman (hidalga). Even if man is connected 
with woman under the infl uence of dialectical family system, his fate does not always rank 
alongside her circumstances. Because man keeps heavier fretfulness in ego than woman.

Now that all things transmigrate, naturally enough, we are obliged to live on the stage of 
“people of homelessness”. This is equal to the above two cases on Hadrian and Doña Francisca 
Pizarro. Yet, at the same time, we must step forward in search of the continuity between 
private (terminus a quo) and public (terminus ad quem) histories. By so doing, we shall be able 
to approach the essential meaning of human being and place it in the current of the times.

キーワード： 旅人，故郷喪失者，パラレルワールド，ハドリアヌス，
ドーニャ・フランシスカ・ピサロ
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Ⅰ．はじめに

どこか唐突な印象を与えるかもしれないが，パラレルワールド（並行世界）という SF的結構
を得手とする村上春樹氏の初期作品のなかから，いまを生きる我々にとって至極含蓄に富む言い
回しを紹介しよう。「しかしもう一度私が私の人生をやりなおせるとしても，私はやはり同じよう
な人生を辿るだろうという気がした。何故ならそれが―その失いつづける人生が―私自身だから
だ。私には私自身になる以外に道はないのだ。どれだけ人々が私を見捨て，どれだけ私が人々を
見捨て，様々な美しい感情やすぐれた資質や夢が消滅し制限されていったとしても，私は私自身
以外の何ものかになることはできないのだ。……」1）。ここに刻まれた旅人の物語と反復される「故
郷喪失者」のイメージは，チリの作家ロベルト・ボラーニョ（1953-2003年）も短篇集でその輪郭
をうまく描写し，我々はそこから「アナロジーの糸」と称すべき概念装置をつかみ出すことがで
きる 2）。
上記の観点に基づき，本稿は，外的冒険および内的彷徨がパラレルワールドとして組み込まれ

ている，興味深い男女の事例を取り上げたい。一般的レベルでは，ローマ皇帝ハドリアヌス（第
Ⅱ節）も，征服者ピサロの娘ドーニャ・フランシスカ・ピサロ（第Ⅲ節）も，我々にとって知ら
れざる「スペイン人」に他ならない。だが，この場合，「スペイン人」は人種的指標ではなく，ア
ウトブリードの要素も点描される複雑な歴史空間，つまり一種の「世界史」が展開したと認識す
べきだろう。したがって，本稿の目的は，まるで粒子のように小さな物語「個人史」が転移し，
それを胚胎にいつしか大きな物語が残される条件を予備的に考察することである（第Ⅳ節）3）。

Ⅱ．ローマ皇帝ハドリアヌスと「スペイン人」の旅人の物語

片倉充造氏によれば，ガブリエル・ガルシア・マルケスは現実の詩的な転移を標榜し，フェル
ナンド・ボテロが指摘するとおり，彼独自の文体で現実を彫琢し，図像に置き換えながら言葉の
肉付けを図った 4）。これは，マリオ・バルガス・リョサを含む一群の作家たちの創作論，彼らが
披瀝する「ラテンアメリカ性」の底流となり，本来の物語形式の復権を力強く主張するものであっ
た 5）。そして，“ 双頭の鷲 ” に喩えられる「歴史 ≒ 物語（historia）」という古典的方法を引き合
いに出すまでもなく，その中核に私小説を含む「個人史」のもつ豊潤な魔力，時おり甘美な憂鬱
や陶酔感へと誘う効果が存在したことは，端倪すべからざるところである 6）。
この問題に関して，本節では，ローマ皇帝ハドリアヌス（在位 117-138年）の心性へ踏み込んだ，

マルグリット・ユルスナール（1903-1987年）の歴史小説を読んでみよう 7）。まず，同書のフラン
ス語の表題に，「記憶（メモワール）」の複数形が用いられることは注目に値する。ここでユルス
ナールが志向したのは，あまりに硬直し類型化された英雄伝の壁を開放し，単なる支配者の凍て
ついた「記念柱」を脈打たせ，生前の業績と資質を有機的に復元する作業のため，浮き沈みの激
しい個人としての生涯を―小さくとも多様な流れを集めた大河のごとく―彼の内面から迸る〈声〉
を介して伝えることであったと推察される。それは（一人称による書簡体の）「回想」という形で
他者と生々しく交錯し，ついには奇妙なくらい走馬灯の様相に似てくる 8）。もちろん，ユルスナー
ルはハドリアヌスに関する史料，ラテン語皇帝伝記集『ヒストリア・アウグスタ』所収の「ハド
リアヌスの生涯」などに依拠する 9）。しかし，覚え書き 10）に照らしてみれば，焦燥を重々しく蔵
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したハドリアヌスにより，ユルスナールが大いに表現の場を得て，両者を結んでいる見えざる紐
帯を映し出したことは間違いない。
さて，現世を謳歌したハドリアヌスでさえ，ローマ帝国の領域を防衛し，その一円支配を固め

るべく長年の巡察をへた結果，病に侵されて己の終焉が観えたとき，瀕死の床で内省的な詩を腐
心しつつ作ったと考えられる 11）。

　さまよえる，いとおしき魂よ
　汝が客なりしわが肉体の伴侶よ
　汝はいまこそ辿り着かんとする
　青ざめ，こわばり，露わなるあの場所に
　昔日の戯れも　もはやかなわで…… 　　　（多田智満子訳）

安井萠氏はいみじくも，「元首政期のローマ人は自らに対する死後の記憶の保存に，なみなみ
ならぬ関心を示した。前一世紀以降における数多くの碑文や記念物の建立は，そうした関心のあ
り様を反映している」と述べるが，空虚と孤独が心を嚙むハドリアヌスも，永続的に記憶された
いと切実に希求し，生存への渇望と表裏一体になった気持を吐露していることは興味深い 12）。ハ
ドリアヌスの性格の複雑さは古代から頻りに囁かれた評判であるが，何人も産衣に包まれた時点
から気まぐれな感情の持ち主だったわけではなかろう 13）。政治史の立場でハドリアヌスに対する
優れた理解を示した南川高志氏は，あえて彼を「運の悪い皇帝」と呼ぶ―南川氏によれば，非力
であった即位当初には不透明な養子縁組と四元老院議員処刑事件で疑惑と憎悪を招き，爾来，権
力者としての負の思い出に晩年に至るまで苦しみ，彼のギリシア好みも，やはりギリシア好みで
あった暴君ネロ（在位 37-68年）を元老院議員たちに想像させたという 14）。それゆえ，ハドリア
ヌスが〈ローマ〉という故郷（ドイツ語の女性名詞ハイマート，スペイン語では casa＝ tierra 

natal）に対し，ただならぬ喪失感を抱いたとしても不思議ではない。
要するに，各地を転々としたハドリアヌスの生涯はあくまで波瀾に満ち，迫りくる起伏の連続

であった。単純過去→複合過去→単純過去と推移するハドリアヌスの旅は，外的冒険と内的彷徨
が入り混じるが，その軌跡に小さくとも多様な意味を付着させ，しかも自らのうちに吸収して重
層化した。にもかかわらず，「私的な人生」の最後には始原の単純さへ戻り，「公的な記憶として
のもの」に変わっていく運命を凝視せざるを得ない。彼の複雑な振舞いには，そうした心理的葛
藤が陰に陽に働いたと思うべきである。
ハドリアヌスは，ヒスパニアにおける属州バエティカの町，イタリカ出身と記録されている 15）。

「スペイン人」の歴史叙述がいつどこから開始されるかは，非常に難しい問題である。しかし，ヨー
ロッパの異端児にふさわしい「スペイン性」に瞠目すれば，スペインのカトリック帝国の遙かな
前史を飾る群像として，ハドリアヌスの性格は例外的というより典型的なものだろう 16）。司馬遼
太郎氏はエッセイのなかで「スペイン的激情」に触れ，「スペインですばらしいと思ったのは，ど
の顔も―男女とも―張りがあって，頑質なほどに自信にみちていることだった」と語るが，この
心性はハドリアヌスの理想主義にも共有されるのではないか 17）。
たとえば，ミゲル・デ・セルバンテス『ドン・キホーテ』は，遍歴の騎士／郷士（hidalgo）た

る旅人を描く壮大な物語として有名である 18）。この作品において，主人公が収穫したものは何か。
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細かな読解を試みると，ドン・キホーテが手にした物質的な利益はなく，ひたすら気高くあろう
と常に自問するのみならず，それを追い求めて狂気のごとく真剣に行動する人間だったという事
実を知るにすぎない。だからこそ，彼は広い読者層に深甚な感動と尽きせぬ共感をもたらす。佐
藤賢一氏はアレクサンドル・デュマ『三銃士』のキャラクター設定に鑑み，その姿勢がまさしく，
公私の隔たりから脱却した伝統の騎士道精神へ帰着し，廃れゆく「超克する人間（＝日常性／世
界内存在を超える者，あるいは超えんと望む意志を保持する者）」の価値観が「歴史小説の主人公」
に表現されていると明言した 19）。そして，彼が経験した悲喜劇は疑いなく，遠藤周作『侍』にも
通用する二重性（duality）のドラマトゥルギー，すなわち瞬間（momento）と永遠（eternidad）
が反響し絡み合うパラレルワールドを構成するのだ。
したがって，12世紀，新プラトン主義の復興に沿って再認識された「瞬間的創造」に着目し，

「どの相［過去－現在－未来という重なり合う複数の時間］においても，中央のキリストを創造主，
救済者，そして支配者＝『強き王』として賛美し続けているのだとすれば，それは礼賛の『瞬間』
でもあり，『永遠』なのかもしれない」と述べる金沢百枝氏の発言は的を射ている 20）。この場合，
プロソポグラフィー〈人物記述的方法〉の心性史的枠組みを設定すれば（表 1を参照），瞬間（私
＝小さな物語）と永遠（公＝大きな物語）は概ね鏡のようにお互いを見据える存在であり，その
同時性によって補綴され書き留められるべきだろう 21）。ユルスナールが正しく示唆するとおり，
これが，ハドリアヌスの公私でもはっきり観察されることに，我々は気がつく必要がある。―本
節では，ハドリアヌスの一篇の詩が精神的な脆さではなく，瞬間と永遠をともに体験して戦く姿，
おそらく，弱さの裏返しの強さを覗かせる有様として逆説的に把握したい 22）。

表 1　第Ⅱ節にみる，プロソポグラフィー〈人物記述的方法〉の心性史的枠組み 23）

① 私（狭義の私自身）→ 私（小さな物語）
② 公（広義の私自身）→ 私（大きな物語）
③ 公 ⇔ 私：私（小さな物語）のなかに公（大きな物語）の萌芽・原型を含む

表 2　第Ⅲ節にみる，数学史のモジュラー形式から類推されるパラレルワールド 24）

+
a
b
c
d
az
cz
az+b
cz+d
f
z

連続性（∋ 断続・点線の連鎖）
男
子（息子）
女
子（娘）
父
母
父＋息子（小さな父）→大きな父
母＋娘（小さな母）→大きな母
相対的な重みを有する女性形象
母性に遷移する基底の要素

　　　　⎛    az+b    ⎞　分子の複合：遠心力
f（z）→ f ｜――｜　回転軸：接触・交流
　　　　⎝    cz+d    ⎠　分母の複合：求心力

（補説）「三位一体・家族構造」の複合化を指摘する目
的で，上下のパラレルワールドを仮定した。たとえば，
ドイツ語では日の出と日没のように，上昇と落下（失
墜）の方向感覚は乖離することなく，地平線（男性名
詞ホリツォント）／水平線（女性名詞キンム［ング］）
を回転軸とし，そこに円環的な時空間，ひいては「時
空連続体」が自ずから想起される 25）。

Ⅲ．征服者の娘と反復される「故郷喪失者」のイメージ

ガブリエル・ガルシア・マルケスは主著『百年の孤独』の結末において，次のように物語る。「……
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アウレリャーノ・バビロニアが羊皮紙の解読を終えたその瞬間に，この鏡の，すなわち蜃気楼の
町（マコンド）は風によってなぎ倒され，人間の記憶から消えてしまうことは明らかだったからだ。
また百年の孤独を運命づけられた家系は二度と地上に出現する機会を持ちえぬため，そこに記さ
れていることの一切は，過去と未来を問わず，永遠に反復の可能性はないことが予想されたから
だった」26）。
ここで，マルケスは反復の可能性を，生きている人間の記憶と密接に結びつけ，存在と記憶の

相関を強調する。ただし，そうした在り方がラテンアメリカ文学だけの風貌と判断することは妥
当でない。ラテンアメリカの歴史的経験から，彼らはたえず，好敵手として旧世界の「スペイン人」
を意識し，両者の避けられぬ対峙に即して，ラテンアメリカ文学に特有の「記憶の文体」が発生
したからである。その際，お互いの相違（反作用）を了解した結果，相似（作用）についても記
述できるという同時性を忘れてはならない 27）。
スペイン残留のボルジア家の一族からイエズス会総長（フランシスコ・ボルハ）を輩出した出

来事にも相通じ，まことに皮肉な成り行きといえるが，ドイツの哲学者マルティン・ハイデッガー
（1889-1976年）は「故郷喪失（ハイマート＋ロース）」という概念を駆使し，とくに後期思想の原
動力となった『ヒューマニズム書簡』（1947年）では，「存在の投げによって，人間は存在の開け
た明るみのなかに住み，この存在の近さが故郷であるが，近代的人間は故郷喪失の運命のなかに
ある」との旨を述べた 28）。管見になるけれど，個としての人間模様が制限された可能性の現われ
であっても，それは決して無為な営みと形容されないはずだ。実際，古き故郷を喪失したその都度，
癒されぬ寂寥感や形骸化への怖れを秘めながら，闇の果てに一条の光芒を見るがごとく，自らの
想いを反芻し新しい血流を生もうとする姿が「人間の証明」とみなされるからである 29）。
マリア・ロストウォロフスキの著した，征服者ピサロの娘ドーニャ・フランシスカ・ピサロ

（1534-1598年；以下，フランシスカとも略記）の伝記を特徴づけるのは，冷静な筆致で綴られた
ペルー植民地時代初期に関する歴史叙述である 30）。次に，同書を拠りどころとして，フランシ
スカの経歴を整理しよう。①フランシスカはインカの征服者である父親フランシスコ・ピサロ
（1478？-1541年）のたっての希望で，3歳か 4歳頃にインカ王女であった母親ドーニャ・イネス・
ワイラス・ユパンキ（キスペ・シサ）から無理やり離別させられ，「スペイン人女性」として生
きるように育てられた 31）。②彼女は 17歳にしてリマから追放され，スペインへ渡航したあげく，
叔父エルナンド・ピサロ（1503-1578年）と初婚し，スペイン社会でずっと生きていくことを余儀
なくされた 32）。③エルナンド・ピサロの死後，彼女は他の男と再婚したが，二度と故郷（ペルー）
の地を踏むことはなかった。結局，彼女が自分を一個の旅人と規定していたことは，現存する史
料『ドーニャ・フランシスカ・ピサロの遺言書』からも浮かび上がる 33）。
ロストウォロフスキによれば，フランシスカはエル・インカ・ガルシラソ・デ・ラ・ベガ（1539-

1616年）と対比される。―両者ともペルーで産声を上げた混血（メスティーソ／メスティーサ）
の代表であり，まさに激動の時代そのものを象徴しているが，エル・インカ・ガルシラソがアン
デス世界に大きな影響を受けたのに対し，彼女はスペイン的な環境におい育ち，心してアンデス
文化には目を向けなかったように看取される 34）。しかし，誰も彼女の奥底の真実を掌中にするこ
とはできない。ある程度の確信をもっていえるのは，夢の現実化において，男（hidalgo）の運命
が一層明瞭な遠心力に衝き動かされ，濁世に佇んで風に巻かれることも少なくなく，女（hidalga）
のほうは如何なる境涯に立っても求心力を維持し，揺らぎを超え安定した気分に乗って進むこと
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である 35）。井上幸孝氏に従えば，植民地期の「先住民」は，スペイン勢力や混血者，その他の集
団と別個に存在していたのではなく，彼らとの絶え間ない接触・交流があり，それらの相互関係
の上に生きていた。そこを見落とすと，植民地の実状を無視する結果に陥ってしまう 36）。フラン
シスカは，メスティーサとしての自らが植民地期の〈母〉を演じることによって，無意識のうち
にスペイン・アンデスの亀裂を埋める役割を果したのではないか。それは表層的な矛盾だが，ラ
テンアメリカにおける新しい母性を醸し出す兆しであったかもしれない 37）。
外的冒険と内的彷徨が縺れ合う，そうした男女のパラレルワールドは数学史のモジュラー形式

から類推されるが（表 2を参照），人間精神にとって普遍的問題なるがゆえに，きわめて今日的な
色彩を帯びるのだ。事例を挙げると，謎めいたフランツ・カフカ『変身』の終幕がはしなくも示
すように，そこに登場する二人の兄妹の風姿は鋭い対照をなしている。「すると，（ザムザ）夫妻
は言葉すくなになって，お互いのまなざしだけで暗黙の了解をとりかわしながら，ひとつ，これ
からは娘のためにりっぱな男を見つけだしてやらねばなるまい，と考えこんでいた。さて，いよ
いよ（郊外に向かう）電車が行楽の目的地へ着いたとき，娘はいちばん先に立ちあがって，その
若い肉体をしなやかに伸ばしたものだ。そのういういしい姿が，新しい夢と，善い意図をしっか
り保証してくれるように夫妻には思われた……」38）。
突然，一匹の毒虫に変身したグレゴール・ザムザは不幸なことに淋しく死んでいくが，主人公

の交代によってどんでん返しが起こり，彼の妹である娘の幸福な後日譚，少なくともその予感と
いう別のエピソードで一応の幕引きを迎える。この部分のカフカのキーワードは，象徴化された
「電車（tren）」であったろう。私見によれば，曖昧な姿かたちとはいえ，駅（estación）に滞留し
出発する「電車」はグレゴール・ザムザおよび彼の妹の両義的な性格を反映し，それと並行して，
カフカのメタ的な思惟も指し示す。換言すると，この重ね合わせは，弁証法の「二項対立」につ
ながる境界（駅路 ≒ 通過点）の論理といっていい 39）。かくして，カフカによる文学的昇華を契
機とし，男女のパラレルワールドを連結する物語が見事に導かれるのだ。
最後になるが，フランシスカは子供たちを残したけれど，その後裔は歴史の流れのなかに消え

去り，フランシスコ・ピサロを祖とする有力な家系は 1756年，女系のルイサ・ビセンタ・ピサロ・
イ・ソモサの死によって断絶した 40）。だが，フランシスカのイメージの痕跡は糸を引くがごとく，
我々の記憶の要所要所で甦り，沸き起こり，かつ反復し，いままで繰り返されたように，それか
らもまた繰り返されていくことであろう。なぜなら，彼女の生涯の俯瞰図は，人間的な，あまり
に人間的なもので素描され，我々と大差なく，個人の夢の終りが那辺にあるか，それが未だ不分
明にしか見えてこないからである。
このように，本節は，ドーニャ・フランシスカ・ピサロのような人間の本質存在（エッセンティ

ア）を歴史ロマンの美名で片付けず，ましてカーニバルの晴れがましい席で舞い踊る，仮面の異
邦人（エトランジェ）の奔放さと類比しない。それどころか彼女は，普通の人間のありうべき道
を追求したわけであり，変形の域を逸脱した，我々とまったく異質な人外境の存在ではない。事
実上，歴史叙述の成長過程において，歴史学的「伝記」→ 伝記文学 → 歴史小説の虚構は人間の
もつ制限された可能性に等しく，現実をことさら放棄したフィクションの暴走は構造的にも許さ
れないのである 41）。率直なところ，人間には「再話」への欲望が顕著だが，その現象すら，歴史
小説と史実の連続性を裏書きしている。たとえ，直線的な様態を断ったとしても，それが点線で
ある限り，双方の橋渡しには充分間に合うだろう 42）。
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Ⅳ．おわりに―人間は何を失い続け，そして，何が残されるのか？―

これまで説明したとおり，本稿で扱ったローマ皇帝ハドリアヌス（第Ⅱ節）も，征服者ピサロ
の娘ドーニャ・フランシスカ・ピサロ（第Ⅲ節）も限界状況を生き抜いた旅人であり，たえず剣
が峰を踏まえ，喪失感のうちに投げ下ろされつつも，上を見て漂うように道を歩んだ様子が鮮烈
である。なるほど，彼らは我々にとって知られざる「スペイン人」―我々の人生にとって無縁な
存在に他ならない。だが，「スペイン人」が人種的指標ではなく，アウトブリードの要素も点描さ
れる複雑な歴史空間として，大風景に現われた小さな点景人物の本質的意味を打ち出す恰好の「世
界史」が展開したと認識するならば，この場合の「世界史」は渺茫たる人間精神の広がりに匹敵し，
日本人にも身近いパターンに収斂されるだろう 43）。ことによると，瞬間の有限な円形の点（スティ
グメー）のなかに無限が含まれるという，「ゼノンのパラドックス」の哲学的解釈をも窺わせるの
ではないか 44）。
人間が公私において長い時間をかけ変化し，パラレルワールドを形成しながら終息に向かうと

はいえ，弁証法的家族構造（dialectical family system）が根幹であることは不変である（表 1と表
2を参照）。したがって，どんな出自の人間でも，まるで粒子のように小さな物語「個人史」が転
移し，それを胚胎にいつしか大きな物語が残される。その突破口を開く使命を担って，終りと始
まりの両極に位置づけられるのが，「故郷喪失（ハイマート＋ロース）」という概念であることを，
本稿は推定する。スタンダールの言葉を借りれば，我々は幼年時代から様々なタイプの旅人の物
語ないしロードムービーに魅了され，やがて大人になり，円な眼を輝かせて人並の歴史叙述を書
こうと願ったとき，その懐かしい記憶が経験上ふつふつと内面に結晶化されていく。人間はあた
かも交響楽を奏でるように，瞬間（私＝小さな物語）を失い続け，そして，永遠（公＝大きな物語）
が残されることにより，広義の〈私自身〉への階梯がやおら築かれる―とりあえず，これを本稿
の結論としておきたい。
付言ながら，こうした見方は「スペイン人」にとどまらず，シュテファン・ツヴァイク『マリー・

アントワネット』他の伝記文学を味読する際に応用可能と考えられ，同じくハプスブルク家出身
だった，“ 幻影 ” のメキシコ帝国の皇帝マクシミリアン（1832-1867年；在位 1864-1867年）に関
する歴史学的「伝記」を用意し，彼の心情に食い入った沈痛な雰囲気を叙述するためにも有効で
ある 45）。

＊ 本稿は，『京都ラテンアメリカ研究所紀要』No.8（2008），23-38頁に発表した論文，古畑正富「オ
クタビオ・パスの作品に見るメキシコ民衆の心性 ―『孤独の迷宮』をめぐる問題を踏まえて ―」
の補遺とすべく構想された。本稿の作成にあたり，いくつかの文学作品を「参考文献」に記載
していないが，それらは本稿で引用に相当する箇所を採らなかったものである。

注

１）村上 1988， 234-235頁。パラレルワールドと人間の認識能力を扱った広義のハード SFとして，
小松左京『果しなき流れの果に』『継ぐのは誰か？』に繰り広げられた命題と，それに伴う作者
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の感慨はいまでも新鮮である。
２）ボラーニョ 2009。とりわけ，この短篇集に収録された『エンリケ・マルティン』（同書 39-57頁）

は，自裁という決定的瞬間に至るまで，バルセロナで稚拙な作品をしぶとく産み続けたとおぼし
き〈永遠の三流〉詩人とその密かな心の痛みを活写し，我々の胸をひしひしと打つ（同書 247頁
「訳者あとがき」を参照）。

３）岡本 2009，7-8頁。ここでは，マルクス主義史学や大塚史学などが射程に含んでいた「大きな物語」
への回帰の可能性を指摘する。「止揚（アウフヘーブング）」に関しては，アヴィネリ 1984を参照。

４）片倉 2001，167頁。
５）辻 2008，43-44頁。
６） 背景情報として，飯田 2009 所収の論考が役立つ。ジャック・ル・ゴフによれば，心性（マンタリテ）

という概念の曖昧さこそが心性の歴史が生まれる大本のところにあり，また心性という概念が曖
昧であるからこそ，心性の歴史は高い生産性を示すとされる。コルバン 1992，548頁。

７） これは，彼女の歴史小説の白眉と評価されてきた。ユルスナールに関しては，塩野 2000，208-216頁，
317-318頁以下が簡潔に，彼女の構想と作品世界を論評している（181-361頁「皇帝ハドリアヌス」
を参照）。

８）このような歴史理論の仕方（ミクロストリア）に関しては，ギンズブルグ 2009，164-205頁，
250－ 262頁の議論が重要である。英雄伝の事例とその枠組みに関しては，Jason 1981から知見
を得た。

９）「ハドリアヌスの生涯」の翻訳は，スパルティアヌス 2004，3-83頁を参照。
10）ユルスナール 2008，314-338頁「作者による覚え書き」。
11）ユルスナール 2008，エピグラフや 312頁他を参照。スパルティアヌス 2004，79-80頁では，「さ

まよう愛すべき小さな魂よ。汝は肉体の客人，仲間であった。今，その汝が蒼白く硬く装いもな
い，あの場所へ消え失せてしまうのか。いつもの戯れを言うこともせず」という，より逐語的な
翻訳が施されている。

12）安井 2009，58頁。
13）スパルティアヌス 2004，46頁。
14）南川 1998，172頁（121-173頁「賢帝か暴君か―ハドリアヌスのローマ帝国」を参照）。
15）スパルティアヌス 2004，4頁。南川 1998，138頁。
16）司馬 1988b，57-69頁。
17）司馬 1988b，142-143頁。
18）本稿では，セルバンテス 2001を随時参考にした。わけても突撃した対象の風車が単一でなく，

眼前にずらりと居並んでいたことは面白い。
19） 佐藤 2002，194-200頁。ひたひたと自分を取り巻く，日常性／世界内存在に関しては，ハイデッガー 

1994を参照。この問題に付随して，遠藤，辻 1974，178頁以下もわかりやすく言及する。
20）金沢 2008，197頁（コメント：村上 2009，105-106頁）。ここでは，スペイン北東部カタルーニャ

地方におけるロマネスク様式の美術として，ジローナ司教座教会の《天地創造の刺繍布》が俎上
にのせられる。支配者＝『強き王』という賛美に関しては，古代オリエントの王碑文に記述され
る称号（シャッル・ダンヌ）を参照。Cohen 1979, pp. 38-39.

21）辻邦生『春の戴冠』のうちに織りなされた，〈神的なもの〉に関するサンドロ・ボッティチェル
リとマルシリオ・フィチーノの思想は，瞬間と永遠の同時性とその断ちがたい絆を吟味するため
の指針が見出される。そして，ローマ皇帝トラヤヌス（在位 98-117年）の治世下，キリキアの
タルソスを舞台とした，トルストイ『光あるうち光の中を歩め』（原久一郎訳／原卓也解説，新
潮文庫）の大団円にみる劇的な回心の場面にも留意しなければならない。
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22）ユルスナール 2008のストーリーは，次のようなプロットで構成されている：「さまよえる　いと
おしき魂」，「多様　多種　多形」，「ゆるぎなき大地」，「黄金時代」，「厳しい修練」，「忍耐」。

23）プロソポグラフィーの原理に関しては，南川 1998，84-87頁を参照。
24）モジュラー形式に関しては，アクゼル 2003，passim. 同書 192-194頁によると，「ガロア理論」を

使うことで，大きな無限集合の問題から小さな有限集合で表現される問題へ移ることができる。
この数学史の現象は，有限（瞬間）のなかに無限（永遠）を宿す，ある意味で仏教の『華厳経』
と一脈通ずる宗教的概念を連想させよう。もっとも本稿は具体的に可視化するため，家族という
世間 ⇔ 社会の基本単位をクローズアップした。関連認識として，本村 2005を参照。

25）ギリシア神話がそうであるように，上昇と落下（失墜）を双方向として同時把握する物語は多い。
（牡牛を殺す）ミトラス教の図像において，カウテスとカウトパテスと呼ばれるフリュギア帽を
かぶった二柱の神も，上向きの松明と下向きの松明を持っているが，これらは太陽神の日の出と
日没の姿を表すと考えられる。小川 2003，118-119頁。ミトラス教の研究動向に関しては，小川 

1993から多大の裨益を受けた。その点，本村凌二氏が引用する，3世紀の新プラトン主義者プロ
ティノスによる臨終の言葉は興味深い。「今，私は，われわれの内にある神的なものを，万有の
内なる神的なものの元へと上昇させるように努めているのだ」。本村 2007，331頁。後代の文学
作品に属するが，類似した論理の筋道は，ジョン・ミルトン『失楽園（Paradise Lost）』，あるい
はウィリアム・ゴールディングの寓意的作品『自由な転落（Free Fall）』（小川和夫訳，中央公論社）
でも垣間見える（創世記 28章 10-12節；コヘレトの言葉 3章 21節他を参照）。

26）マルケス 1972，307頁。定冠詞の付かない soledadは，孤独の無名性に深く関係するものと予想
され，それを通し，ラテンアメリカの民衆の運命が自然に透けて見える。鼓直氏によれば，〈母〉
であるウルスラが物語の中途でわが子らの上に思いをはせて，しみじみ慨嘆しているとおり，個
人の運命を中心に考えた場合のこの小説の主題は愛の欠如，孤独である（同書 311頁以下を参照）。

27）「記憶の文体」を示すイデオロギー的史料として，古代オリエント，なかんずく，アッシリアの
「記念碑文（memorial inscription）」は見逃せない。そこには，記憶の偽装という問題がつきまと
うものの，アッシリア王の画期となった諸事件が要約され，人生の縮図のごとく展示されたこと
は明らかである。Tadmor 1981他。

28）「故郷喪失の運命」に関しては，ハイデッガー 1997，75-85頁を参照。ハイデッガーの後期思想
は難解だが，渡邊二郎氏の解説が要領を得ており，本稿でもそれを糸口に検討を進める（「存在
の思索の意義」について論じた，同書 372-396頁を参照）。また，この種の風韻は，司馬 1976か
ら朧に感じられる。末尾の文脈（同書 511頁）によると，主人公である重蔵の私的世界が，「自
然（ピュシス）という開けた公的世界の場に移植され，彼の心も峠の風霜によって彫琢されはじ
めている。

29） 森村誠一『人間の証明』を参照。同様に，アメリカ・モダンホラーの先駆的作品として知られる，ウィ
リアム・ピーター・ブラッティ『エクソシスト』（宇野利泰訳，創元推理文庫）のクライマック
スも嫋々たる余韻を残す。迫害の心性，エクソシズムを含む多様な論点に関しては，松本 1994

の分析が刺激的である。しかし，「エクソシスト（アッカド語：アーシプ）」それ自体は，古代オ
リエントから馴染みの深いモチーフであり，時代的・地理的に必ずしもキリスト教世界にとどま
らない広がりを有する。Ritter 1965.

30）すでにドーニャ・フランシスカ・ピサロを題材とした，マリオ・バルガス・リョサの息子，アル
バロ・バルガス・リョサの歴史小説（2003）『ピサロの混血の娘―二つの世界を跨ぐプリンセス（La 

mestiza de Pizarro, una princesa entre dos mundos）』が公刊されており，今後の変化とさらなる発
展が期待されよう。ロストウォロフスキ 2008，221頁。

31）ロストウォロフスキ 2008，19-55頁。
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32）ロストウォロフスキ 2008，56-92頁。増田 2002，216-218頁。
33） ロストウォロフスキ 2008，93-101頁。『ドーニャ・フランシスカ・ピサロの遺言書』（同書 131頁）

の冒頭には，「……同じく，もしもわれらが主である神の思し召しにより，私がいまその準備を
整え，これから出かける予定の長の〈旅路〉で天に召されることになれば，……」という言葉が
発見される。寄せては返す望郷の想いに関しては，井上靖『天平の甍』に加え，池田 2008に紡
がれた留学生たちの事跡も我々に貴重なアナロジーを提供する。

34）ロストウォロフスキ 2008，105-107頁。
35）屈折を隠したエル・インカ・ガルシラソの自意識（ego）は，ロストウォロフスキ 2008，3頁に

例示されている。なお，本稿では，男女の位相を逆像として捉える，辻邦生『夏の砦』，その他
の作品も事前に吟味した。これらは生活世界から徒に遊離せず，むしろ新しい角度から眺めた洞
察を提示するからである。

36）井上 2009，14頁。
37）ロストウォロフスキ 2008，119-123頁。もはや古典的研究の範疇に入るが，新しい母性の表象を

探究する端緒として，バダンテール 1998を等閑に付すことはできない。
38）カフカ 1968，94-95頁。
39）カフカのメタ的な思惟と比較するため，確かに彼の源流となった，起源／反復という旧約聖書の

歴史観，すなわち出発点（terminus a quo）⇔ 終了点（terminus ad quem）の複合図式が問い直
されなければならない。池田 1982；Halpern 1996. 最近では，市川 2009がそれをめぐる思想的
問題をまとめている。境界（駅路 ≒ 通過点）の論理への本格アプローチは今後の課題だが，そ
の前提として，赤坂憲雄 2002だけでなく，ブラウン 2002の意見も研究史のうえで意義深い。ブ
ラウン 2002を嚆矢とする「古代末期世界（おおよそ紀元 200-700年）」の定義について，長谷川 

2009，224頁は「古典古代が長い時間をかけ変化しながら終息に向かう時代とし，単なる衰退期
とも古典古代と中世の中間期とも捉えられない，多様性に富んだ世界（筆者補足：広域の政治文
化圏・潮流）」と記す。この脈絡における「中間期」は歴史用語であり，しばしば乱れを孕み混
迷した「過渡期」を意味するが，本稿はそれと一線を画し，より積極的に，新しい人間（hombre 

nuevo）が生まれる豊饒な「胎動期」と力説したい。さらに，Ammianus 1986で截然と描き分け
られる，後期ローマ帝国の帳を足速に潜った皇帝たちのシルエットも考慮すべきだろう。

40）ロストウォロフスキ 2008，102-104頁。
41）歴史学的「伝記」のモデルに関しては，ル・ゴフ 2001を参照。このように，「記憶の生産」とい

う側面を重視することで，そこに象嵌された表象の意味を確認し，拡大された歴史上の人物の実
像に迫ることが可能である。それゆえ評伝の系譜では，クロニカが内在させるバイアスも再検証
しながら，歴史学的「伝記」→ 伝記文学を基礎に巧妙な虚構を設定し，歴史小説の成立を目指
さなければならない。事実，こうした言説構造が機縁となって，歴史小説に架空の人物を登場さ
せる試みも破綻なく行なわれる。これは，史実から切り捨てられた無名の，あるいは市井の人々
について当てはまる。井上靖『敦煌』他を参照。

42）「歴史化／再・歴史化」と命名される歴史的イメージの反復性（周期的な複数性）に関しては，
網野 2008の解釈が平明である。

43）この作劇法は『燃えよ剣』『播磨灘物語』など，司馬遼太郎氏の歴史小説に繰り返し使用されるが，
日本人とバスク人の擦れ違う運命を見つめた短編『奇妙な剣客』ではその手腕が遺憾なく発揮さ
れている。バスク人に関しては，司馬 1988aが詳しい。

44）この問題に関して，野崎 1980，79-124頁「無限についての逆説」を参照。
45）マクシミリアンの歴史学的「伝記」に関しては，クラウセ 2004，271-301頁「世界で最も美しい帝国」

がコンパクトであり，その内容も充実している。
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〈研究ノート〉
Desarrollo Turístico en el área norte de la Península de Yucatán 

y los Parques Arqueológicos que “viven” allí

Shigeki Shakuya

1. Introducción

Cancún, que está en el extremo este de la Península de Yucatán dando al mar 

Caribe(Fig. 1), actualmente se conoce como centro turístico internacional más grande 

要　　旨
ユカタン半島の東端にあるカンクンは、メキシコにとって工業、石油産業と並んで
重要な観光産業の中で、象徴的な意味を持つ場所である。メキシコの観光産業はユカ
タン半島北部地域にかつて栄えた「マヤ文明」を資源として 1920年代にはじまったと
いえるが、この文明のイメージは、その時代ごとの社会背景の変遷とともに、そのあ
り方を変化させてきた。
この地域では 1970年代前半にカンクンの観光開発がスタートし、現在ではその南
に広がるリヴィエラ・マヤ地域を含め、この地域は北米最大の観光リゾートに成長し
ている。この急激な観光化の流れは、マヤ・イメージの新たな生産と消費を加速さ
せ、マヤ遺跡のあり方にも大きな影響を及ぼすことになった。この地域に数多く存在
するマヤ遺跡には、考古学上の重要性とは全く異なる次元での格差が生まれ、さりと
て「勝ち組」といえる遺跡でさえ、高級ビーチリゾートにおける様々な観光メニュー
のショーケースの中に並べられている状況がそこに生じたのである。そうした状況は
「勝ち組」のチチェン・イツァ、トゥルム、コバーなどの遺跡に観光資源としての独
自の変化を余儀なくさせることとなった。こうして観光というコンテクストの中で新
たな「意味づけ（interpretación）」が行われることで、「遺跡」は「遺跡公園（Parque 

arqueológico）」となったのである。
遺跡公園には、遺跡として真性であろうとする側面と、観光客に魅力的であろうと
する演出の側面が共存している。特に後者はパワフルで、この地域の観光化が進んで
ゆく中で、演出はものすごいスピードで行われている。そうした中で、前者の側面、
すなわち遺跡の科学的な「意味づけ」が、遺跡公園の中でしっかり提示されるためには、
考古学者の発言は重要であり、その責任は非常に重いといえるだろう。

キーワード： el área norte de la Península de Yucatán（ユカタン半島北部），desarrollo 

turístico（観光開発），la imagen maya（マヤ・イメージ），el parque 

arqueológico（遺跡公園），interpretación del sitio arqueológico（遺跡の
意味づけ） 
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del área norteamericana.  Para México, este “resort” es un lugar simbólico de la industria 

turística, que es tan importante como la industria manufacturera y la petrolífera.

La existencia de los sitios arqueológicos de la civilización maya que se encuentran en 

la península otorga a esta región una imagen especial que no tienen otras playas turísticas 

en todo el mundo.  Sin embargo la imagen de la civilización maya, en general, no es la 

propia sino es la que se produce y se consume constantemente por miradas de personas 

que tienen variados tipos de interés en esa civilización.  Podemos decir que los parques 

arqueológicos de esta región son creados para realizar la imagen maya que tenemos 

nosotros las personas contemporáneas de todo el mundo.

Este articulo trata de describir la manera de cómo “viven” los parques arqueológicos 

en la situación del desarrollo turístico en el área norte de la Península de Yucatán, 

considerando la variedad de su interpretación y la responsabilidad cargada en las espaldas 

de los arqueólogos.

2.  Desarrollo Turístico en el área norte de la Península de Yucatán y el cambio 
de la imagen maya

Se dice que la industria turística en México surgió en la parte norte de la Península de 

Yucatán.  Entonces esta región era el terreno relativamente más seguro para viajar dentro 

Fig. 1　La parte norte de la Península de Yucatán
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del territorio mexicano debido a las batallas de la época revolucionaria, además de que 

tenía relaciones directas con los Estados Unidos de América y Europa a través del negocio 

de henequén y otros más.  El pionero de la actividad turística en la península fue el tour 

que salía de Mérida para el sitio arqueológico de Chichén Itzá planeado por Fernando 

Barbachano Peón en 1921[Mayaland Resorts n.d.].

Sobre Chichén Itzá, los exploradores lo habían revelado al mundo, especialmente a la 

gente norteamericana y europea, durante la segunda mitad del siglo XIX, por lo que este 

sitio arqueológico ya era muy conocido entonces como ruinas de la antigua civilización 

maya.  En otras palabras, con la información presentada por los exploradores, la imagen 

maya para los norteamericanos y europeos en esa época era sinónimo de una civilización 

antigua, de “la Civilización Perdida” a la que frecuentemente relacionamos con la palabra 

“misterio”. Y podríamos decir que la mayor parte de los norteamericanos y europeos eran 

cristianos, y por eso miraban el sitio arqueológico con la imagen del “paraíso” relatado 

en el Antiguo Testamento.  El tour para Chichén Itzá era la “exploración” para buscar ese 

paraíso.

En 1928 se inició el turismo en la isla de Cozumel con la inauguración de un hotel, el 

Hotel Gran Louvre.  Allí también, el tour para las ruinas de Tulum se promovía como una 

opción recomendable[César Dachary y Arnaiz Burne 1998: 393-394].

De todos modos, la actividad turística internacional en México tuvo el punto 

de comienzo en la parte norte de la Península de Yucatán, con objetivo de buscar la 

civilización perdida de los antiguos mayas.

Dichas actividades turísticas en Yucatán no eran más que un movimiento regional, por 

eso, en esa época no fue formada allí la gran zona turística que hoy conocemos en Cancún 

y Riviera Maya.  Fue en Acapulco, en la presidencia de Miguel Alemán, donde México 

realizó primeramente un desarrollo turístico integral como proyecto nacional.  Este 

proyecto fue planeado integralmente, por lo que se realizó no solo la explotación de varios 

recursos turísticos, sino la construcción de infraestructura urbana y carreteras de acceso, 

actividades promocionales internacionales, entre otros[Clancy 2001: 43].  Posteriormente, 

de la misma manera, Cancún fue construido en la primera mitad de los años 70.

Una década antes de la aparición de Cancún, hubo un gran cambio mundial en la 

situación que rodeaba el turismo.  En los años 60, mientras todo el mundo estaba en 

estado de tensión por la Guerra fría, se discutía sobre el fomento del turismo internacional 

como un asunto importante en la política y economía internacionales por iniciativa de la 

Organización de Naciones Unidas.  Y esta tendencia resultó en la decisión de la ONU de 

designar el año 1967  “Año Internacional de Turismo”.
A la vez que todo el mundo comprendía la importancia del turismo internacional, 

el transporte masivo por avión, simbolizado por la aparición del “Jumbo Jet” en 1969, 

reemplazó al viaje por barco como el medio general de traslado.  Así el turismo 

internacional entró a la época de turismo masivo[Ishimori 1996: 19-21].
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Este cambio ocurrió también con base en el alto crecimiento económico de los países 

avanzados.  Pero, por otro lado, este crecimiento causó graves problemas de contaminación 

y destrucción de la naturaleza hacia el año 1970, y así el interés acerca la protección del 

medio ambiente cobrando fuerza mundialmente[Maita 2001: 17].  La Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, celebrado en Estocolmo en 1972, 

fue muy importante  porque resultó fundamental para las discusiones posteriores de 

este tema, y esta conferencia motivó la concertación de acuerdos internacionales, así 

como la “Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural” y la 

“Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestre”, etc.  Siguiendo esta tendencia, se comenzó a considerar que la herencia natural 

era tan preciosa como la cultural.

Conforme a este trasfondo social, la imagen maya también se fue transformando: 

nuevamente nació la imagen de “naturaleza intacta por nadie” que era otro imagen del 

paraíso.  Así, desde entonces, la imagen maya se ha compuesto por las ideas de la ”
Civilización Perdida de los antiguos mayas” y la “Naturaleza intacta por nadie”.  De la 

misma forma, la gente indígena de la región, que había tendido a ser eliminada de la 

imagen maya hasta entonces, fue integrada en el concepto de “naturaleza intacta”.  Esto 

tiene mucha importancia en el turismo actual de la región.

3.  Situación del turismo de los sitios arqueológicos mayas a partir de la segunda 
mitad de los años 80.

Dentro de la corriente antes mencionada, Cancún surgió un gran desarrollo en la primera 

mitad de los 70(Foto 1).  Pero fue en los años 80 que este lugar ganó la fama internacional 

Foto 1　Cancún
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que hoy goza.  Especialmente en la segunda mitad de los 80, en la que estaba encarrilada 

la segunda fase del plan de desarrollo que había iniciado en 1982, cuando se formó la gran 

zona turística alrededor de Cancún y progresó en el desarrollo de varios recursos turísticos 

además de la playa.

En esta época, el concepto del “Desarrollo Sustentable”, que acababa de proponerse, 

se introdujo en el campo del turismo, y se propuso el “turismo alternativo” como una nueva 

forma en lugar del turismo masivo.  El ecoturismo es una forma representativa del turismo 

alternativo.  Además de esto, la paz lograda en América Central en 1986 y la política 

neoliberalista lanzada por el presidente Salinas a partir de 1988 motivaron un movimiento 

que fue determinante y simbólico para el turismo de la región: el “Programa Mundo Maya”, 
que fue la fundación del proyecto integral de desarrollo turístico presentado en 1988.

El Programa Mundo Maya ha buscado la creación de un nuevo concepto de turismo 

que une la cultura, la ecología y el desarrollo para los pueblos del área, en que participan 

5 estados de México, es decir Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, 

y también los 4 países de América Central: Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras.  

Dentro de esta área, Cancún era naturalmente el mayor centro turístico, porque este 

lugar era entonces más famoso que otros, tenía la mayor capacidad hotelera, y allí 

estaba suficientemente preparada la infraestructura turística, así como un aeropuerto 

internacional.

Podemos decir que el Programa Mundo Maya es un movimiento para unir el área 

participante utilizando la imagen de lo “Maya”.  Sin embargo, aquí tenemos que confirmar 

que son diferentes el área comprendida por el programa, que aquí la llamaron “Mundo 

Maya” y la región donde en tiempos prehispánicos existía la antigua Civilización Maya.

Como mencioné arriba, la imagen de la civilización perdida y misteriosa que todo 

el mundo teníamos tradicionalmente, se había creado con base en las actividades de 

los exploradores del siglo XIX y de los antropólogos o arqueólogos del XX.  Es decir, la 

extensión de la región en que existió la antigua Civilización Maya ha sido cubierta por el 

interés antropológico, y no podemos determinar claramente la frontera de este territorio.

Por otro lado, el territorio del Mundo Maya es determinado por la frontera de los 

estados y países actuales, por lo tanto dentro de esta región se puede incluir elementos no-

mayas(Foto 2).  Por ejemplo los Olmecas del estado de Tabasco y los Garifunas que viven 

a lo largo de la costa del Mar Caribe en Guatemala, Belice y Honduras son tratados como 

parte del Mundo Maya.  A través del turismo el Mundo Maya se relaciona directamente 

con todo el mundo, pero este turismo obliga a los sitios arqueológicos a cambiarse para ser 

miembros de la región.
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4. La estrategia de los sitios arqueológicos para sobrevivir y la imagen maya.

Actualmente muchos turistas que se hospedan 

en Cancún y Riviera Maya, la región turística 

desarrollada a partir de la segunda parte de los 

años 1990 al sur de Cancún(Fig. 2), visitan los 

parques arqueológicos como Tulum y Chichén 

Itzá.  Ellos vienen abrigando alguna imagen de 

lo maya que cada uno ha obtenido de antemano 

a través de varios medios.  Generalmente para 

ellos, la visita a los sitios arqueológicos no es 

el único objetivo del viaje.  Para casi todos los 

visitantes, cada sitio arqueológico no es más 

que uno de los atractivos lugares que allí se 

expone tratado de la misma manera que otros 

recursos turísticos.

E l  Mundo  Maya  ha  impues to  unas 

imágenes nuevas que originalmente no tenía 

esta región, por varios medios como los libros 

de guía turística, la publicidad de las agencias 

de viaje, internet, la revista del mismo nombre 

Foto 2　 Revista “MUNDO MAYA”
Con estos medios se han puesto unas imágenes nuevas al Mundo Maya, las que 
originalmente no había tenido esta región.

Fig. 2　 Mapa de Riviera Maya, elaborado 
por el Fideicomiso de la Promoción 
Turística de Riviera Maya
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escrita de manera bilingüe en español e inglés, etc.  Y hoy los visitantes tienen varios 

objetivos para su viaje.  Bajo esta realidad del Mundo Maya, aun Tulum y Chichén Itzá que 

son los sitios más famosos y populares mundialmente tienen que competir contra otros 

recursos turísticos para conseguir visitantes.

Los sitios arqueológicos abiertos al público actualmente como parques en la zona 

turística de Cancún y Riviera Maya son Chichén Itzá, Tulum, Cobá, Ek Balam, Yaxuná, 

Xcaret, Xel-Ha, Muyil, Tancah, El Rey, El Meco, San Gervasio, etc.  Podemos decir que 

entre éstos, Chichén Itzá, Tulum, Cobá y también Xcaret, que gana muchos visitantes 

como parque temático, son “exitosos”, que sobreviven en la realidad del Mundo Maya.  

Pero a los sitios restantes vienen pocos visitantes, por eso podemos decir que ellos son 

“perdedores”.
La diferencia de los sitios “exitosos” y los “perdedores” se debe en mucho a la manera 

de mostrarlos y a la actitud al recibir a los turistas.  Al visitar los sitios “perdedores”, 
después de pasar la taquilla, podemos ver un paisaje sencillo en que solamente hay algunos 

edificios restaurados con unas placas de explicación instaladas por el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia(INAH)(Foto 3).  Esta podría ser la manera normal de exhibición de 

los sitios arqueológicos. Pero para los turistas en general, los edificios construidos con bloques 

de piedra caliza no tienen tantas características especiales que distingan unos de otros.  Por 

lo tanto, los turistas generales no podrían encontrar las diferencias de cada edificio, excepto 

los entusiastas aficionados de la arqueología, quienes tienen algunos conocimientos sobre la 

Civilización Maya y también muchas ganas de ver todo. Así, para los turistas en general, sería 

suficiente si visitan solo un sitio famoso como Chichén Itzá o Tulum.

Por otro lado, en los sitios “exitosos”, populares como parques arqueológicos, tratan 

de mostrar una exhibición de acuerdo con las imágenes de los mayas que trae cada 

Foto 3　El Parque Arqueológico de El Meco
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visitante antes de viajar.  Allí cada parque arqueológico no se muestra tal como es, sino 

que trata de presentarse subrayando o añadiendo los elementos turísticos que los turistas 

esperan ver o experimentar.

En el caso de Chichén Itzá, por ejemplo, los elementos que esperan los turistas del 

sitio son los que se relacionan con la individualidad especial de este sitio, por ejemplo la 

grandeza y bella forma de cada edificio, los cuentos o historias que tocan unas partes del 

sitio, como el de la llegada de Kukulcán, los sacrificios en el Cenote Sagrado y en el Juego 

de Pelota, las ciencias de alto nivel que tenían los antiguos mayas, etc(Foto 4 y 5).  Según 

Foto 4　El Castillo del Parque Arqueológico de Chichen Itzá

Foto 5　El Caracol del mismo sitio
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mi observación acerca del tour dentro de este sitio, los guías tienden a seguir los mejores 

puntos desde donde se puede mirar el edificio y a eliminar los puntos de la ruta por los 

que no muestran los visitantes tanto interés.  En la mirada de los turistas se adivina la 

esperanza por descubrir la misteriosa Civilización antigua y perdida. Y podemos decir que 

la manera de mostrar el sitio alimenta esta imagen.

Mientras tanto, otros sitios “exitosos” se muestran a sí mismos de otra manera.  En el 

caso del parque arqueológico de Tulum, las fotos de los edificios invariablemente aparecen 

en libros de guía, folletos de los tours, páginas Web, etc.  Por eso casi todos los turistas 

tienen alguna imagen del sitio antes de visitarlo. Los edificios en las fotos siempre tienen el 

Mar Caribe de color azul claro en el fondo.  Para este sitio es indispensable la imagen del 

precioso Mar Caribe.  Aquí el color blanco de los edificios de piedra hace contraste con el 

azul claro del mar.  Lo que fascina a los visitantes es este contraste.  Y quiero añadir que 

aproximadamente la mitad de los visitantes de este sitio se bañan en la playa abajo de los 

edificios.  Podemos decir que el parque arqueológico de Tulum tiene éxito por exponerse 

utilizando dos imágenes: la antigüedad y las playas(Foto 6).

Del parque de Cobá, que está en el bosque de la parte interior de la península, 

podríamos decir que se aprovecha de la imagen de “las ruinas de la ciudad antigua que 

duerme en la selva”.  Esta es una imagen muy generalizada sobre la Civilización Maya, 

pero en la zona turística de Cancún y Riviera Maya no existen tantos parques arqueológicos 

con esta imagen.  En el sitio de Cobá, hay unos grupos únicos de edificios, como el Grupo 

Cobá, Grupo Macanxoc, Grupo Nohoch Mul, Grupo de las Pinturas, etc.  Estos grupos 

están separados entre sí por una distancia de más de 1 km. y se unen por los caminos 

Foto 6　El Parque Arqueológico de Tulum
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pequeños que van entre los árboles.  Este camino es el “Sacbé” que usaban los mayas 

prehispánicos, y ahora es utilizado para el turismo(Foto 7).  Los visitantes lo recorren 

caminando o montando en bicicletas de renta, disfrutando la naturaleza en el bosque.  El 

parque arqueológico de Cobá gana éxito por exhibir los grupos aprovechando la imagen 

de la naturaleza y aventura.  En otras palabras, aquí se utiliza el interés por el ecoturismo 

para la exhibición en el parque arqueológico.

5. Interpretación de los sitios arqueológicos y la responsabilidad de los arqueólogos

Tras su abandono de la actividad humana, los espacios en que habitaban los antiguos 

mayas se convirtieron en “sitios abandonados”.  Muchos de los sitios se enterraron y jamás 

volvieron a emerger.  Sin embargo, en la actualidad algunos se están redescubriendo, 

afortunadamente(¿desafortunadamente?).  Hasta que la gente de generaciones posteriores 

les dé una “interpretación”, estos no se reconocen como “sitios arqueológicos”.
Dentro de estas interpretaciones, la más importante sería la explicación científica por 

la arqueología.  Por otro lado, existen distintas versiones de cómo otorgar interpretaciones 

por la diferencia de variados contextos sociales; desde la gente indígena que vive alrededor 

del parque que insistiría en su relación con los antepasados, hasta los entusiastas de 

ciencia-ficción que hablan relacionándolo con extraterrestres u ovnis.  Dicha diversidad 

de interpretación puede provocar un contraste entre sitios, como se ha mencionado 

anteriormente, y sigue repercutiendo en cómo se tratan los sitios arqueológicos en la 

actualidad.

Como hemos visto, el desarrollo turístico de Cancún se inició en los principios de 

Foto 7　“Sacbé” en el Parque Arqueológico de Cobá
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1970.  Actualmente esta región, inclusive la Riviera Maya, se convirtió en la zona turística 

más grande en el área norteamericana.  Y la tendencia comercial rápida y violenta dentro 

de la región influye en la manera de ser de los sitios mayas.  La situación de los sitios 

arqueológicos que se encuentran en el menú de atracciones turísticas, obliga a cambiar su 

manera de ser, particularmente de Chichén Itzá, Tulum y Cobá.  Es en este proceso que 

los sitios arqueológicos llegan a obtener una nueva interpretación y se convierten en los 

“parques arqueológicos”.
En los parques arqueológicos se encuentran las dos caras de una moneda: la faceta 

que intenta mantener la autenticidad del sitio y la otra que procura ser escenario atractivo 

para los turistas[Shakuya 2005: 100-101].  Será evidente que la segunda sea más poderosa, 

por lo tanto en vías de comercialización de esta región turística, se está acelerando la 

representación intencionada.  En esta situación, la responsabilidad de los arqueólogos es 

muy grave, ya que se esperan a mostrarnos la “interpretación” adecuada y científica como 

primera faceta en el parque arqueológico, porque el parque arqueológico es el equipo 

para transmitir conocimientos, experiencias y, a veces, mensajes de advertencia de los 

predecesores para nosotros que vivimos en el mundo actual.

Bibliografía

César Dachary, Alfredo y Stella Maris Arnaiz Burne

1998  El Caribe Mexicano, una frontera olvidada. Chetumal: Universidad de Quintana Roo y 

Fundación de Parques y Museos de Cozumel.

Clancy, Michael

2001  Exporting Paradise, Tourism and Development in Mexico. Amsterdam: Pergamon.

Ishimori, Shuzo

1996  Kanko Kakumei to 20 seiki. Ishimori Shuzo ed. Kanko no 20 seiki. pp. 11-26. Tokio: Domesu 

Shuppan(en japonés).

Maita, Akio

2001  A Historical Study on the Definition of the Ecotourism and Its Form of Concept. Ishimori Shuzo 

and Maita Akio eds. Advanced Studies on Ecotourism, pp. 15-40. Senri Ethnological Reports 23, 

Osaka: National Museum of Ethnology(en japonés).

Mayaland Resorts

n.d.  En el Corazón de Chichén Itzá. visitors’ pamphlet of Hotel and Bungalows Mayaland, Chichén 

Itzá, Yucatán, México. Cancún: Mayaland Resorts.



Shigeki Shakuya

─ 32 ─

Shakuya, Shigeki

2005  Kanko to Kokogaku, Maya Iseki Koen wo Megutte no Semegiai, Eguchi Nobukiyo ed. Sougoteki 

Gensho to shiteno Kanko, pp. 81-102. Kyoto: Koyo Shobo(en japonés).



映画の台詞に基づく現代ブラジル民衆言語研究

─ 33 ─

〈研究ノート〉
映画の台詞に基づく現代ブラジル民衆言語研究

― セルタネージョ（奥地住人）のポルトガル語 ―

住　田　育　法

はじめに

テレビやインターネットで簡単に入手できるブラジルのルラ大統領のスピーチを分析すると，
そのポルトガル語に，北東部の民衆言語の発音を観察できる。つまり，名詞の複数形の語尾 sや，
不定詞の語尾 rの欠落などの現象である 1）。
一方，近年の DVD（Digital Versatile Disc）の普及によって，ポルトガル語の字幕付きのブラ

ジル映画によって，民衆言語を観察できるようになった。特に監督が，映画の登場人物にプロの
俳優ではなく，現地の人を使っている場合，私たちは，あたかも現地で言語調査をしたかのよう
な生きた現地訛りを採取できる。『Cidade de Deus（シティ・オブ・ゴッド）』のファヴェーラ住
人たちの言語の観察がこの好例である。映画出演が初めてだという『Abril Despedaçado（ビハイ

要　　旨
Minha hipótese é a seguinte: os sotaques dos sertanejos do nordeste e do sudeste são 

notados nas ausências dos sons de “s” e “r” nos fi nais dos vocábulos, em especial nas falas 

das camadas populares. No entanto, nos sotaques dos moradores da favela carioca não 

são notadas estas distorções. A causa deste fenômeno poderia ser tanto a infl uência dos 

portugueses no Rio de Janeiro, como a consciência e orgulho dos moradores da ex-capital 

para falar português correto. Recentemente, fi cou mais fácil observar as falas populares 

por conta das legendas em português disponíveis na autoração dos DVDs dos filmes 

brasileiros. Por exemplo, as personagens representadas por atores amadores no filme 

“Cidade de Deus” auxilia muito no conhecimento da verdadeira linguagem popular. Outro 

exemplo é o personagem Pacu do filme “Abril despedaçado”, pois o ator mostra bem o 

sotaque típico do sertanejo. Ademais, quando o diretor aproveita uma locação real em seu 

fi lme, naturalmente ajuda a mostrar os fenômenos do linguajar regional.

Foram analisados, também, documentários e discursos de fala, onde o atual presidente 

do país deixa transparecer sua origem humilde. O presidente Lula através de seu sotaque, 

e mesmo alguns erros gramaticais, recebe de um lado a crítica das elites letradas e de 

outro a confi ança e a simpatia das camadas mais pobres da nação brasileira. A maioria da 

população brasileira, que o elegeu como seu representante. Através desses fi lmes me foi 

possível perceber as semelhanças, e as diferenças, dos linguajares no sertão brasileiro.

キーワード： 民衆言語，北東部，南東部，農村と都会，セルタネージョ，カイピリズモ，
カリオカ，リオのファヴェーラ住人，映画の台詞 
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ンド・ザ・サン）』のパクーを演じる街頭芸人であった子役もセルタネージョ発音を使っている。
さらに，『Filhas do Vento（風の娘たち）』のように，プロの俳優に，現地訛りで語らせている作
品もある。
こうした DVD提供の資料に基づいて，民衆言語の概念図を描くと，第 1図のようになる。本

稿では，この図の中から，北東部セルタン（奥地）を舞台としている『Eu, Tu, Eles（私の小さな
楽園）』，『Abril Despedaçado（ビハインド・ザ・サン）』，南東部リオと北東部のセルタンの口語
の聞ける『Central do Brasil（セントラル・ステーション）』，そして南東部ミナスのカイピーラ語
を表現している『Filhas do Vento（風の娘たち）』の 4作品を取り上げ，サンパウロやリオのよう
な都会の現象ではない，地方のセルタン住民，つまりセルタネージョの訛りを調査した。

筆者の仮説は，北東部と南東部のセルタンの訛りは，語尾の sや rの欠落が見られる点が共通
しているが，他方，南東部の都会リオのファヴェーラでは，その欠落が希有である。その背景の
1つには，カリオカ発音にポルトガルの影響を想定できること，もう 1つは，文化の都リオの住
人が，「正しい発音」を意図して，sや rの強調が発生しているためと推測できることである。

本稿ではまず，地方の口語の共通点と相違点の実態の観察を企図した。
 

 

北東部セルタン
 

                   
奥地

 
エリートの口語

  
Eu, Tu, Eles（私の小さな楽園）

 

南東部セルタン  

       
セルタネージョの口語

 

（中西部セルタンへ）

             
Abril Despedaçado 

  奥地     

      
（ビハインド・ザ・サン）

 

ミナスジェライス                        

   

 

民衆（内陸部ミネイロ）の口語                   

   
南東部海岸地帯 

 

バンデイラ（パウリスタ）が活動

（カイピリズモ）

 Central do Brasil
（セントラル・ステーション）  

Filhas do Vento（風の娘たち）

 

                                  

リオ、ファヴェーラ住人の口語   

                   

   Cidade de Deus
（シティ・オブ・ゴッド） 

                          Cidade dos Homens 
   

南東部セルタン          （シティ・オブ・メン） 

新興都市サンパウロ＝外国移民都市       

               エリートの口語    

           民衆の口語（カイピリズモ）
 

Mazzaropi: meu Japão brasileiro    注： 
            

（マザロピ―ブラジルの我が日本）
         ＝歴史的人の移動 

 
     
       
    

カリオカ、エリートの口語

第１図　現代ブラジル映画と民衆言語の概念図
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1　『Eu, Tu, Eles（私の小さな楽園）』と『Central do Brasil（セントラル・ステーション）』

北東部のセルタンを舞台とする，アンドルーシャ・ワディ
ントン監督の『Eu, Tu, Eles（私の小さな楽園）』（写真）は，
2000年 8月にブラジルで公開され，筆者はこれをサンパウロ
の映画館で見た。同年 10月には東京国際映画祭の正式招待作
品として日本でも上映された。夫婦役の夫オジアス（Osias）
が名優リマ・ドゥアルテ（Lima Duarte），妻が人気タレント
のレジーナ・カゼー（Regina Casé）であり，彼らの演技は見
事である。ジルベルト・ジルの音楽も美しい。過去，多くの
ブラジル映画が舞台にしてきた北東部セルタンの風景が，最
高級の機材を駆使して実に美しく撮影されている。特に，朝
夕の太陽光線の扱いが素晴らしい。映画のキーワードは北東
部セルタンにおける「家父長社会」や「人種混交」である。
ひとりの女性が小さな家に同居する夫以外の男たちの子を
次々に産み，最後には，ひとりも自分の子を作れなかった夫が，
肌の色が黒，碧眼，そして先住民との混血風という 3人の子
供たちの出生届をする，という物語である。
映画冒頭で，レジーナ・カゼー演ずる主役の女性ダルレーニ（Darlene）が母親に別れの挨拶

をするセリフから始まる。

　Mãe, tô indo, mãe. Quando o menino nascer, eu trago pra lhe dá uma bênção.

　（母さん，行くわ。子供が産まれたら，祝福を与えてもらうために連れて帰るわ。）

太字の箇所は，民衆の言語によく見られる estarの活用の estouの esが欠落し，tôとなる場合
である。もう 1つは，動詞 darの不定詞の語尾の rが欠落し，dáとなっている。

以下の太字箇所は，本来 velhoであるが，lhを発音せず，véioとなる場合である。ゼジージョ
（Zezinho）役のステーニオ・ガルシア（Stênio Garcia）がシナリオに従って発音している。さら
に essesと，指示詞が複数なのに，cacareco véioと複数語尾 sが欠落している。

　Casa nova bonita dessas, esses cacareco véio aí.

　（きれいな新築の家に，そんな古いがらくたを。）

生まれた子供デイマス（Dimas）に対して，ダルレーニが Emboraの emの欠落の Boraと用い
る。これは，北東部の口語で頻繁に用いられる。

　Bora dorme aqui um pouquinho. Dimas, vai.

　（さあ，少し寝なさい。ディマス。）

DVD（ブラジル版）の表紙
Eu, Tu, Eles　2000年（104分）
監督 : Andrucha Waddington
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夫がハンモックに横たわって次のように述べるが，このmermoはmesmoから来ており，サン
パウロなどの都会の口語では，sが欠落して，memoとなる。

　Eu não me levanto que deitado mermo eu cumpro meu serviço.

　 （＜このハンモックが自分の持ち場だから＞起き上がらずに横たわって＜命令する＞自分の
仕事をするのだ。）

その場にいる黒人の使用人はダルレーニに対して次のように述べる表現で，複数形の語尾 sの
欠落が見られる。

　Mas também com uma mulher pra lhe fazer as vontade, até eu não levantava. 

　（夫のために喜んで仕事をする女房がいれば，おれも起き上がらないよ。）

このように，2000年公開の『Eu, Tu, Eles（私の小さな楽園）』は，台詞に基づいて俳優が地方
の民衆言語を話す内容となっている。この点においては，1998年のベルリン国際映画祭でグラン
プリの金熊賞を獲得し，翌 1999年にアカデミー賞の外国映画部門と主演女優賞にノミネートさ
れた名作『Central do Brasil（セントラル・ステーション）』（写真）が同じである。主役のフェル
ナンダ・モンテネグロ演ずるドーラは，リオのセントラル駅の構内で路上の代筆屋を営んでいる。
代筆屋の彼女のところに北東部出身の非識字者の女性と少年ジョズエが現れ，代筆を依頼する。

北東部出身の女が次のように手紙の文面を依頼する。その際，名詞の複数形の語尾 sを欠落さ
せる。

　Está querendo ir aí para Bom Jesus, passar uns tempo.

　 （そして＜息子のジョズエが＞そちらのボン・ジェズスへ
行って，しばらく過ごしたいと望んでいる。）

これに対して，代筆屋のドーラがすかさず，訂正する。

　Tempos!

続いて，セルタネージョを演じる女性が以下のようにドー
ラを真似て訂正する。

　Uns tempos, com você.

　（しばらく＜父親の＞おまえと。）

映画は，リオで生まれ育った少年が，同じくリオで家族愛
から見放されて孤独な生活を送っていた女から，母親として，

DVD（ブラジル版）の表紙
CENTRAL DO BRASIL

1998年（112分）
監督 : Walter Salles



映画の台詞に基づく現代ブラジル民衆言語研究

─ 37 ─

また，ちょっぴり恋人としての愛情を受ける，というメロドラマの設定になっている。この映画
のヴァルテル・サーレス監督は，1995年にダニエラ・トーマスとの共同監督の『Terra Estrangeira（異
国の地）』を制作しており，『Central do Brasil』のテーマは，異国を意識したうえで，ブラジル人
のアイデンティティの根幹はどこにあるのか，との問いかけでもある。ともあれ，フェルナンダ・
モンテネグロ演じる主役の女性のポルトガル語は，比較的丁寧なリオの口語であり，オーディショ
ンで採用した子役が演じるリオ生まれの少年と，北東部を旅するが，セルタネージョの民衆言語
を強調する内容にはなっていない。

2　『Abril Despedaçado（ビハインド・ザ・サン）』と『Filhas do Vento（風の娘たち）』

北東部が舞台となっているヴァルテル・サーレス監督の
『Abril Despedaçado（ビハインド・ザ・サン）』（写真）を紹介
したい。筆者は，2005年 2月に京都市内の映画館で見た。原
案はヨーロッパのアルバニア人作家のものであるが，登場人
物に映画初出演のセルタネージョを使うなど，民衆の言語を
知る絶好の作品となっている。映画としては，月夜の風景が
多いためか，神秘的な気分にさせてくれる，悲しく，美しく，
また感動的な作品であり，『聖書』に現われるようなイスラム
やアラブの世界を連想させる。グラウベル・ローシャ監督の
作品『O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro（聖戦士
に対する悪しき竜）』（1969年）2）でも，「目には目を，歯には
歯を」と匪賊が語る場面があるが，土地争いを巡る敵討の展
開は壮絶である。しかしこの映画では，「おとぎ話」もテーマ
となっていて，観客として，若干救われる。ともあれ，トーニョ
（Tonho）役のロドリゴ・サントロはもちろん，サルスチアノ
（Salustiano）役のルイス・カルロス・ヴァスコンセロスや父
親役のジョゼ・ドゥモンらの演技が光っている。
民衆言語を知るには，この作品が映画初出演という，パクー（Pacu）という名をもらった子供

役のラヴィ・ラモス・ラセルダ（Ravi Ramos Lacerda）の発音が役に立つ。
以下にこれらの例のいくつかを紹介する。

①名詞の複数形の場合，語尾の sが欠落（参照・太字箇所）：
vezesとなるべき語が，vez（太字）となっている。以下，almas，figuras，andarilhos，peixes，

siris，navios，montanhas，mulas，canas，pernas，bois，festas，cobras，festejos grandes，
mortos，vivos，vidas，pernas，sapos，matos，canas，passos，coisas direitosなど，同じ現象である。

　 パクー – Às vez ele manda um peso tão grande, que ninguém aguenta. E o sol daqui é tão 

quente, mas tão quente que às vez a cabeça da gente ferve que nem rapadura no tacho.

　 （ときどき彼（神様）は誰も耐えられない重すぎる試練を課す。しかもここの太陽はとても

DVD（ブラジル版）の表紙
Abril Despedaçado　2002 年
（95分）　監督 : Walter Salles
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熱く，製糖所の平鍋の中の糖蜜のように時に僕らの頭を煮えたぎらす。）

　パクー – Secou. Só ficou as alma mesmo.

　（（その川は）干上がった。魂だけ残っている。）

　パクー – Sei não. Mas sei lê as figura.

　（（文字を読むことは）できない。でも絵は読める。）

　母 – Ô menino! Não quero ver você metido com esses andarilho, não, viu?

　（坊や。よそ者には近づかないで。分かった。）

　パクー – Ela veve［vive］no mar, mais os peixe, os siri, navio.

　（彼女は魚やカニ，船と海に住んでいる。）

　 パクー – Um dia, a sereia subiu pra riba do mar e viu o juazeiro, as vaca, as montanha, o capim e, 

quando ela olhou pra cima da casa de rapadura viu o galhinho do pescoço pelado cantando pra 

ela. E foi vendo, e viu as mula, as cana, a bolandeira. 

　 （ある日人魚は海の水面に出て，ナツメの木や牛や山や牧草を見た。彼女は製糖小屋の上を
見たとき，首のはげた雄鶏が彼女にコケコッコーと鳴いた。そしてほかに，雌ラバ，砂糖キビ，
粉砕機を見た。）

　パクー – As vez eu alembro, as vez eu esqueço.

　（ときどき思い出すが，ときには忘れる。）

　トーニョ – A sereia. Tava montada numas perna de pau. 

　（人魚だ。竹馬に乗っていた。）

　パクー – A gente é que nem os boi: roda, roda e nunca sai do lugar. 

　（僕らは牛みたいだ。回って，回って，場所を離れてどこへも行けない。）

　父 – Tu vai pras festa numa hora dessa, Tonho? 

　（こんな時に祭りへ行くのか，トーニョ。）

　サルスチアノ – Olhe, é que nem duas cobra que eu vi um dia desse.

　（なぁ，昔俺が見た 2匹のヘビ（の死闘）みたいだ。）

　サルスチアノ – Tamo indo pra Ventura, pros festejo grande de Semana Santa. 

　（聖週間の大きな祝祭のために，ヴェントゥーラへ行く。）
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　母 – Nessa casa, os morto é que comanda os vivo. 

　（この家は死者が生きている者を支配している。）

　母 – A pior das vida, homem, é melhor do que morrer feito bicho.

　（どん底の暮らしでも，殺されるよりましだわ。）

　 パクー – A sereia não podia viver mais o menino, porque no lugar das perna ela tem rabo de 

peixe e a bichinha não podia caminhá. E começou a se enrolar com as cobras e brigar com os 

sapo. E se embrenhou no meio dos mato, por dentro das cana e, quando abriu o último feixe 

de cana chegou meio do mar e encontrou a sereia. 

　 （人魚はこれ以上男の子と暮らせない。なぜなら，脚がなくて尾びれだから，歩けない。蛇
に絡まり蛙と闘いはじめた。森を抜けて，砂糖キビ畑を通って，最後の砂糖キビをかき分け
ると，海に出て，人魚に会った。）

　父 – Tá seguindo os passo do outro?

　（お前もあいつの後をついていくのか。）

　父 – Faça isso direito, menino. Tu tem idade pra fazer as coisa direito. 

　（坊主，ちゃんとやれ。もう大きいんだから。）

②動詞の複数形の語尾の s が欠落（参照・太字箇所，一部の和訳省略）：
※多くが，「さぁ」と相手を促がす，掛け声である。

　 父 – Vambora! Vamo, Preto!  Vamo, Cavaco! Bora, bora, bora! Vamo! Vamo! Vamo, Preto! Pega 

o viço, pega o viço! Bora, bora, bora!

　 父 – Vamo, meu boi! Vamo, Preto! Vamo, Cavaco! Bora, bora, bora! Vamo! Vamo! Bora, bora, 

bora! Vamo! Vamo, Cavaco! Vamo, meu boi! 

　 父 – Leva essa cana logo, menino! Oxe! Vamo, Preto! Vamo, Cavaco! Vamo, meu boi! Vai, 

menino! Que moleza é essa? 

　 父 – Bora, bora, bora, bora! Vamo, Preto! Vamo, Cavaco! Pega o viço, pega o viço! Vamo, meu 

boi! 

　父 – O menino, tá sonhando acordado? Bora, bora, bora! Vamo, meu boi! Traga essa!

　トーニョ – Vamo bora.
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　サルスチアノ – Tamo indo pra Ventura, pros festejo grande de Semana Santa. （※前出）

　サルスチアノ – Vamo, Alambique.

　（さぁ，アランビケへ行こう。）

③不定詞や人称代名詞の語尾の r が欠落（参照・太字箇所）：

　パクー – Tô tentando me alembrá a história, mãe.

　（母さん，物語を覚えようとしているんだ。）

　 父 – Seu Lourenço, o sinhô é homem de importância é o maior comerciante da cidade, e eu lhe 

tenho o devido respeito. Mas sou obrigado a dizer que o sinhô errou na conta.

　 （ロウレンソさん，あなたは重要人物で，町一番の商人だ。あなたを尊敬している。しかし，
あなたは金額を間違っていると言わなければならない。）

　パクー – Eu trouxe o livro. Pra tu me alembrá a história. 

　（本を持ってきた。（あなたが物語を読んでくれて）僕に物語を君が覚えさせるために。）

　 パクー – A sereia não podia viver mais o menino, porque no lugar das perna ela tem rabo de 

peixe e a bichinha não podia caminhá.（※前出）

　トーニョ – Tu lembra que eu te ensinei a voá com isso
3）

? Tu morria de medo.

　（これ（ブランコ）で飛ぶことを俺がお前に教えたと覚えているか。お前は怖がった。）

　パクー – Tonho hoje é tu que vai avoá. 

　（トーニョ，今日はお前が飛ぶ番だ。）

　パクー – Eu não. Tu que não sabe avoá.

　（俺は違う。飛び方を知らないのはお前のほうだ。）

④ estarの活用の esが欠落（参照・太字箇所）：

　パクー – Tô aqui tentando alembrar uma história. Às vezes eu alembro. 

　（今，ある物語を思い出そうとしている。ときどき僕は覚える。）

　フェレイラ家の祖父 – Tá concedida a trégua. A mesma que teu pai concedeu a meu neto.

　（休戦を許可する。お前の親父がわしの孫に許可したと同じに。）

この，estarの活用の esが欠落は，ブラジルの日常の口語に広く出てくる表現である。この映
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画でも多くみられるが，以下，この例の抽出を省略する。

以上の，北東部が舞台となっているヴァルテル・サーレス
監督の『Abril Despedaçado（ビハインド・ザ・サン）』に対して，
南東部ミナスジェライス（以下，ミナスと略す）の内陸部を
描いたミナス生まれのジョエル・ジト・アラウージョ監督の
『Filhas do vento（風の娘たち）』（写真）は，言語も，ミナス
内陸部の庶民の訛りを丁寧に表現している。特に興味深いの
は，ミナスの訛りがサンパウロ内陸部のカイピリズモに一致
していることである。監督が黒人であるため，作品にはブラ
ジル映画史上でもっとも多く黒人俳優が出場していると説明
されているが，ブラジル内陸部のミナスと国際観光都市リオ
とのコントラストも描き，これをミネイロとカリオカの発音
違いに反映させている点が，口語の実例を知る上で役に立つ。
観察の結果，南東部のセルタン住人（セルタネージョ）の

言語の特徴は，北東部同様，次のような欠落が見られること
が分かった。つまり，名詞の複数形の場合の語尾 sの欠落，
動詞の複数形の語尾 sの欠落，不定詞や人称代名詞の語尾 r

の欠落，estarの活用の esの欠落などである。
これらの欠落箇所（参照・太字箇所）を以下の引用から観察してみよう。

　 ゼー（父親）– Essas coisa moderna é tudo porcaria! Essas bicicleta num presta pra nada 

num segura os tranco dessa estrada, não. Bicicleta boa é que nem［= como］bezerro brabo. 

Tem que garrá nas unha.

　 （これらのモダンなものはすべて出来損ないだ。おまえさんのこれらの自転車はこの辺りの
悪路のでこぼこには耐えられない。良い自転車は向う見ずな子牛のようだ。しっかり掴んで
運転しなければならない。）

　ゼー（父親）– Num［= Não］4）
 fico na vadiação, oiano［olhando］passamento das pessoa.

　（人が通るのを眺めて，遊んで暮らしてなんかいない。）

　 ジュー（妹）– Esse livros num［= não］é de serventia nenhuma, não. Fica aí enrolada nesses 

romance, esquece de viver a vida.

　（そんな本は何の役にも立たない。そんなロマンスに没頭して，生きることを忘れてしまう。）

　 ジュー（妹）– Nunca ouvi cê［= você］falá［= falar］de nenhum, ne desses moço de radionovela.

Tá［= Está］sempre aí entocada nas palavra, nas paixão dos outro.

　 （姉さんがラジオドラマの男でない，（好きな）誰かのことを話すのを聞いたことがない。い
つも他人の愛の言葉の中にくるまっている。）

DVD（ブラジル版）の表紙
Filhas do Vento　2004年（85分）
監督 : Joel Zito Araújo
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　シーダ（姉）– Mió［= Melhor］5）
 secá［= secar］rapidim［= repidinho］6）

 essa suas idéia.

　（そんな不謹慎な考えはすぐにやめたほうが良いわ。）

　 青 年 – Eu num［= não］queria tomá［= tomar］essas liberdade com o senhor, não... mas, 

quano［= quando］7）
 o coração da gente tá［= está］ apertano［= apertando］... a gente num［= 

não］pode envergonhá［= envergonhar］, não, shinhô［= senhor］, né, Seu Zé?

　 （僕はあなたに無礼をすることは望まない。でも，僕の心が苦悩しているとき，はにかんで
いるわけにはいかない。ゼーさん，そうでしょ。）

　シーダ（姉）– Qualquer coisa, bota a culpa nas novela.

　（どんなこともドラマのせいにするのね。）

　 ジュー（妹）– Albertinho, conta pra mim aquela novelinha... da mãe que larga as fia［= filha］
pra corrê［= correr］ atrás do circo.

　 （アルベルチーニョ，私にあの話をして ......娘を残してサーカスを追いかけて行ったあの母
親の話を。）

以上のように『Filhas do vento（風の娘たち）』の台詞によって観察できるミナスのカイピリズ
モについては，サンパウロの事例を取りあげて，別の機会に詳しく論じる予定である。本稿では，
北東部セルタネージョの民衆言語同様に，語尾の sや rの欠落のような幾つかの共通点が存在す
ることを強調するに止めておきたい。ミナスとサンパウロの民衆の口語が一致する背景は，18世
紀のゴールドラッシュの時代にサンパウロの奥地探検隊の人々がミナスで活動したためである。
冒頭の第１図で示したように，人の移動が言語の変化に影響を与えたと指摘できる。

おわりに

以上本稿では，DVD提供の資料に基づいて，『Eu, Tu, Eles（私の小さな楽園）』，『Abril 

Despedaçado（ビハインド・ザ・サン）』，『Central do Brasil（セントラル・ステーション）』，『Filhas 

do Vento（風の娘たち）』の 4作品を取り上げ，サンパウロやリオのような都会の現象ではない，
北東部と南東部奥地（セルタン）の住民，つまりセルタネージョの訛りを調査した。
その結果，北東部ミナスと南東部のセルタン住人（セルタネージョ）の言語の特徴は，次のよ

うな欠落が見られることが分かった。

①名詞の複数形の場合，語尾の sが欠落
②動詞の複数形の語尾の sが欠落
③不定詞や人称代名詞の語尾の rが欠落
④動詞 estarの活用の esが欠落

他方，フェルナンド・メイレーレス監督の『Cidade de Deus（シティ・オブ・ゴッド）』（写真）
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の台詞を観察すると，南東部の都会リオのファヴェーラでは，
名詞の複数形や動詞の複数形語尾の sの欠落や不定詞や人称
代名詞語尾の rの欠落が見られない。その背景の 1つには，
カリオカ発音にポルトガルの影響を想定できること，もう 1

つは，文化の都リオの住人が，「正しい発音」を意図して，s

や rの強調が発生しているためと推測できることである。しか
しこの「正しい」という判断については，文化的・社会的統制
を助長する危険性を孕んでいる。筆者の立場は，「正しい発音」
を意図する住人がいることを認めたうえで，「検閲」のような
統制を否定し，言語の自然な変化を重視するものである。
本稿では，地方の口語の共通点と相違点の実態の観察を企

図した。今後は，リオのエリート層や低所得者層共同体住人
を対象に，彼らの言語表現やブラジル人としてのアイデンティ
ティなどの調査を進める予定である。

注

１）「ルラ大統領のポルトガル語―スピーチに基づく批判と評価の考察」と題して，2009年度日本ポ
ルトガル・ブラジル学会年次大会（2009年 10月 24日（土），東京外国語大学事務棟 2階大会議室）
において，ルラのスピーチの，舌のもつれ，地方の訛り，文法の間違いなどの特徴を筆者が指摘
した。

２）北東部が舞台の作品は，『野生の男』という題で，1950年代に日本で劇場公開されたリマ・バレッ
ト監督の『匪賊（カンガセイロ）』（1952年）や「新しい映画」の開始を告げたネルソン・ペレイラ・
ドス・サントス監督の『乾いた人生』(1963年 )，グラウベル・ローシャ監督の『太陽の地の神
と悪魔』(1964年 )，などが有名である。

３）それ，の意味だが，ブラジルの口語では，しばしば，これ（isto）とそれ（isso）が混同して用
いられる。

４）鼻母音を発音しないのは，カイピリズモの 1つである。
５）“lh” の発音をしない現象はセルタネージョにもみられる。カイピリズムの特徴でもある。
６）rápidoが rapidinhoとならず，rapidimとなる語尾変化は，カイピリズモの特徴である。
７）“ndo” が “no” となるのもカイピリズモである。
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〈研究ノート〉
中米のナウァ系言語特徴に関する一考察

― 17世紀ピピル語文書の分析を中心に ―

敦　賀　公　子

要　　旨
Entre las numerosas lenguas florecidas en Mesoamérica, las nahuas llegaron a 

constituirse en “lingua franca” tanto en la época prehispánica como en la colonial. Esto 

sasisfi zo la necesidad de un lenguaje común que permitiera facilitar la comunicación en 

una sociedad multilingüística como ésta.

Después de la conquista, los españoles consideraban la lengua mexica o náhuatl,  una 

variante nahua que se hablaba en el altiplano central de México donde establecieron su 

gobierno, como lengua estandar. Por esta razón, se escribieron varios libros de referencia 

ligüística como diccionarios y textos gramaticales de náhuatl. Mientras tanto, otras 

variantes de la periferia se consideraban como “mexicano corrupto”, tal como se menciona 

en algunas crónicas escritas en español. 

El presente trabajo tiene como propósito mostrar una evidencia de la estructura 

lingüística de la lengua nahua-pipil, una variante nahua de la región periférica más sureña, 

a través de un documento escrito en Santa Ana, El Salvador, en el siglo XVII. Este artículo 

se trata principalmente de un análisis morfosintáctico de sustantivos y verbos, haciendo 

la comparación con el náhuatl colonial y también con el nahua-pipil moderno, ya que no 

existe ninguna referencia lingüística de esa región en aquel entonces.

Bajo el dominio español con fi nes políticos, económicos y religiosos, se registró una 

buena cantidad de documentos en lenguas nahuas. Indudablemente, la mayoría está 

en náhuatl. Pero en la periferia también se escribieron muchos en variantes regionales 

obedeciendo a necesidades de caracter local.

A partir de la segunda mitad del siglo XX se ha retomado la importancia de los estudios 

históricos, etnohistóricos, antropológicos y de más, utilizando los documentos escritos 

en lenguas nahuas. Para ello, era muy natural que tuvieran la prioridad los del náhuatl del 

altiplano central. A su vez, los estudios sobre las variantes de la  periferia se encuentran en 

una etapa emergente. 

La lengua nahua-pipil actualmente se cuenta entre las lenguas en peligro de extinción. 

Este trabajo lingüístico servirá no solamente para mostrar la extructura de la lengua sino 

también para traducir el texto y comprenderlo como una de las pocas historiografías que 

narra una escena de un momento dado de los últimos portadores de esta lengua.

キーワード： 中米（Centroamérica），植民地時代ナウァ系言語文書（documentos 

nahuas coloniales），ピピル語（lengua nahua-pipil），形態統語論的言語
分析（análisis morfosintáctico），周辺部の言語（lenguas de la periferia） 
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はじめに

ナウァ系言語は，メシーカ王国の領地拡大や人や物の移動によって，スペイン人が到着する以
前から，多言語社会のメソアメリカで広くリンガ・フランカを形成する言語として機能していた
と考えられている 1）。またスペインによる征服後は，ヌエバ・エスパーニャ副王領の中央政府が
置かれていたメキシコ中央高原のメシーカやトラスカラなどの言語であるナウァトル語が数ある
ナウァ系言語の標準語として，植民地当局から認識されるようになった。

16世紀半ば以降，植民地統治やキリスト教布教の必要性から，先住民諸言語の辞書や文法書の
編纂が始まった。ナウァ系言語の場合，当然ながらナウァトル語がその対象となった。スペイン
語が加わった多言語社会のヌエバ・エスパーニャ副王領において，先スペイン期からのナウァ系
言語のリンガ・フランカとしての機能は，統治者にとっては多様な被統治者との媒介言語として
有効であった。特にナウァトル語はその標準語として，植民地時代の数百年間，統治者に最も近
い位置でその役割を担うことになる。
一方，周辺部のナウァ系言語は，スペイン人の記録の中で，「なまったメシーカ語（mexicano 

corrupto）」と記され，歴史の表舞台に登場することはほとんどなかった。だが，それらの諸言語
も，植民地中央政府から遠く離れた地でローカルな役割を果たし，その土地のナウァ系言語で文
書が作成されたことが近年の調査でわかってきた。
従来ナウァ系諸言語の文書の発掘や研究は，歴史的価値や植民地統治のための重要性が高いと

判断されるメキシコ中央高原のナウァトル語で作成されたものが優先されてきた。一方，それ以
外の地域は，先住民人口密度が希薄で，政治・経済的重要性も低かったため，作成された文書記
録の数自体も格段に少なかった。しかも，先住民言語で作成された文書記録となると，きわめて
ローカルな事項に関するものと考えてよかった。
しかし近年，そのような周辺部のナウァ系言語で記された古文書が各地で発掘されている。そ

れらは歴史を編む史料としては不十分でも，言語史料としての価値が認められ研究されるように
なってきた。
本稿では，このような周辺部の最南端に位置するエルサルバドルで，17世紀にナウァ系言語の

一つであるピピル語で記された文書を取り上げる。その解読を通して分析された植民地期ピピル
語の言語学的特徴，特に名詞，動詞の形態・統語論的特徴の提示を試みる 2）。
中米諸国では，政治・経済的事情から，古文書の発掘や整理・編纂が遅れているが，特に先住

民言語で作成された文書は，現在までに発掘された点数自体非常に少ない。しかも，植民地時代
から，権力に対する抵抗の絶えなかったマヤの人々と比べると，人口的に少数であったピピルの
人々に関しては，政治的関心も低かったようである。従って，当時の辞書や文法書などが編纂さ
れた形跡もほとんど見当たらない。しかし，ピピル語は，長く厳しい内戦時代を経た今でも，エ
ルサルバドルでごくわずかの高齢の話者らによって受け継がれている。
本稿は，植民地時代中期の 17世紀，メキシコ中央高原というナウァ語の中心地から，マヤ諸

言語圏を間に挟み，遠く離れた中米の地で作成されたピピル語の文書を分析することで，彼らの
言語の歴史的実像の一側面を提示しようとするものである。
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I．ナウァ系言語文書解読の研究史概観

古文献の解読には，それとほぼ同じ時空間で作成された辞書や文法書などの言語学的参考文献
が存在することが望ましい。ナウァトル語の場合，リンガ・フランカとしてのグローバルな機能
が認められ，植民地期初期から辞書や文法書が編纂されていた。19世紀後半から，それらの文献
を使って植民地時代のナウァ語文書の発掘と解読・刊行が始まり，多くの研究の蓄積がある（井
上 2009）。しかし，政治的に劣位である言語の場合，文字記録が極めて少ないのが現実である。
ピピル語に関しては，そのような言語学的参考文献がないので，古文書の解読には，ナウァトル
語のそれらの文献と研究成果に多くを頼ることになる。
中米のナウァ系言語の研究は，19世紀末のオットー・ストールによるグアテマラ，バハ・ベラ

パス県サラマでの言語調査にはじまった。20世紀前半には，1924年発表のアラウスによるエルサ
ルバドルのナウイサルコ，1935年発表のシュルツ・ヘナによる同国イサルコにおける調査研究が
行われている 3）。その後，キャンベルが 1970年から 1976年にエルサルバドルの約 10か村で行っ
た調査に基づき，1985年に発表した研究などが知られている。しかし，古典ピピル語の言語学
的研究については，史料自体が未発掘である。現在まで発表されているものは，ディキンによる
16世紀末にグアテマラの先住民からスペイン王宛の書簡集に関する研究しかない（敦賀 2007:78-

84）。

II．ナウァ系言語の特徴とピピル語の位置づけ

ナウァ系言語は広義ではユト・アステカ語族に分類される言語で，最も顕著な特徴としては，
高い膠着性を上げることができよう。例えば，名詞の場合，所有格，不特定目的格などの接頭辞
が伴うと同時に，単数・複数及び尊敬・親愛，性質・状態・動態などを表す接尾辞が付加され，
名詞句のような機能が一つの単語に備わっている。また，動詞についても，一つの単語が動詞句
のような機能を有している。すなわち，動詞語根を中心に，動作主格，特定・不特定目的格，過
去時制を表す接頭辞などが付加される。同時に，主格人称 4）の単数・複数に対応した過去・現在・
未来時制を表す接尾辞，あるいは使役，受身，動向などを表す接尾辞が付加されることがある。
さらに，このような名詞と動詞を文の核として，冠詞，接続詞などに相当する不変化詞（partícula）
を用い，文意を豊かにすることができる。このような膠着語という特性により，ナウァ系言語は
様々な単語を組み替えて造語する力に富んでいるのである。
ナウァ系言語の分布域は，かつてのメソアメリカ文明圏と重なる広大な地域である。メキシコ

のナウァ系言語の大まかな地域区分では，メキシコ中央部（centro）とそれ以外の周辺部（periferia）
に区分される。先述の通りナウァ系言語の古典語については，周辺部の史料の発掘自体少なく，
言語学的特徴に基づいた分類研究はまだ発表されていない。しかし，20世紀後半以降周辺部にお
いても，現代語に関する調査・研究が徐々に行われるようになった。

1970年代には，メキシコ国立自治大学の言語学者ラストラ監修のもと，ドゥランゴ州からエ
ルサルバドルに至る約 100か村で，大掛かりな現代ナウァ系言語の調査が行われた。その調査に
基づき，ラストラは次表のようなナウァ語の類型論的分類を提示している。そこでは，中米のナ
ウァ系言語であるピピル語は，「東部周辺地域」の言語と同じグループに分類されている（Lastra 
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1986:189-190）。
しかし，この調査を通じて，各村の言語学的特徴が浮き彫りになったが，「その分類はますま

す難解となった」とラストラは述懐している。これは，スペイン語が政治的な公用語として浸透
している現代では，ナウァ系言語のかつてのようなリンガ・フランカとしての機能は衰退し，限
られた地域と人々の間のローカルな役割を担うに留まっていることが原因の一つであろうと考え
られる。

ラストラによるナウァ系言語分類（Lastra 1986:189-190）
西部周辺地域 西部海岸地方，メキシコ州西部，ドゥランゴ州，ナヤリ州
東部周辺地域 プエブラ州山岳部，テワンテペック地峡地帯，中米ピピル語
ワステカ地域 ベラクルス州北部，プエブラ州北部，サンルイスポトシ州，イダルゴ州北東部
メキシコ中央部 メキシコ市周辺，プエブラ州，トラスカラ州，ゲレロ州

一方，ナウァ語の祖語（proto-nahua）からの変遷を比較方言学的に研究してきたディキンは，
ナウァ語が祖語から西部ナウァ語と東部ナウァ語に大きく分岐して発達したとしている。中米の
ピピル語に関しては，ゲレロ州中部，プエブラ州山岳部，テワンテペック地狭部と同じ東部ナウァ
語に分類している（Dakin y Lutz 1996:175）。
ベラクルス州南部のナウァ系言語が話されるパハパン村で言語調査したメキシコ国立人類学

歴史学研究所のデ・レオンは，中米のピピル語が同村の言語に最も近いと述べている（De León 

1976:41-47）。

III．17世紀ピピル語の言語学的特徴

1．『リベラ訓令』とその書記
本稿で分析する 17世紀のピピル語文書は，1666年にエルサルバドルで記された『リベラ訓令』

である。この文書は，エルサルバドル第二の都市サンタ・アナ市のカテドラル所蔵『サンタ・ベ
ラクルスのコフラディア記録』（Libro de la Cofradía de la Santa Veracruz, Archivo de la Catedral de 

Santa Ana, El Salvador）の中に収められている 5）。『リベラ訓令』におけるピピル語の言語学的特
徴について説明する前に，同訓令を書いた書記について若干の考察を行いたい。

17世紀に入ると，グアテマラでは司教区本部の管理が届かない地方の先住民共同体において，
コフラディアの数が増加していった。その結果，コフラディアの管理・運営を通じて不当に蓄財
を増やす聖職者らの取締りが問題となっていたようである（敦賀 2009:28-29）。本訓令は，そのよ
うな状況下で，グアテマラ司教区のパヨ・デ・リベラ司教 6）の命で，サンタ・アナのサンタ・ベ
ラクルスのコフラディアに言い渡された訓令だと考えられる。

18世紀初頭の『教会巡察記録』には，このコフラディアの成員はピピル語を使用する先住民で
あったと記されている（Ruz 2002 II:331-332）。そのため，現地先住民社会への植民地統治とキリ
スト教の浸透を伺わせるスペイン語からの借用語の混入が認められる以外は，本訓令はピピル語
で記されている（敦賀 2009:42-44）。文末には 1666年 2月 23日の日付が付され，当時のグアテマ
ラ司教区のリベラ司教の命によって，彼の秘書フランシスコ・ヒメネスが書いたものであること
が記されている（写真参照）。
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『リベラ訓令』最終頁（Libro de Cofradía de la Santa Veracruz, folio 54r.）（筆者撮影）
① “Francisco Gimenes, Secretario” （「フランシスコ・ヒメネス、秘書」）と記されている。

リベラ司教とヒメネス秘書の署名（Libro de Cofradía de la Santa Veracruz, folio 4r.）（筆者撮影）
② “Fray Paio, Obispo de Guatemala” （「パヨ師、グアテマラ司教」）リベラ司教署名
③  “Por el Mando del Obispo, Don Francisco Ximenez”（「司教の命により、ドン・フランシスコ・
ヒメネス」）と記されている。

①

②

③
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なお『サンタ・ベラクルスのコフラディア記録』には，『リベラ訓令』と同じ日付で，文末に
リベラ司教とヒメネス秘書の署名（写真参照）が記された同コフラディア設立許可のスペイン語
の文書も収められている。同文書は，コフラディアの管理・運営規則の概要について言及してい
るが，本訓令の原文かどうかは現時点では不明である 7）。
ここで問題なのは，そのヒメネス秘書の署名は先に述べた『リベラ訓令』の文末にある署名と

はまったく異なることである（写真参照）。では，この『リベラ訓令』を実際に書いた書記は誰
なのだろうか。この文書以外にも，1660年の文書 8）からも，リベラ司教の秘書として，上述の
1666年のスペイン語文書の文末のヒメネスの署名と同じものが見つかっている。そのことから，
ヒメネスが同司教の秘書として文書の作成を担当していたことは確かだと考えられる。しかし，
それらのヒメネス秘書の署名と『リベラ訓令』の文末署名はまったく異なることから，ヒメネス
秘書は同訓令を作成した書記ではないと思われる。サンタ・ベラクルスのコフラディアの成員で
あったピピル先住民らに対して，誰かスペイン語とピピル語に通じていた人物が，リベラ司教が
スペイン語で作成もしくは口述した原案をピピル語に訳したのではないかと推測される 9）。

2．『リベラ訓令』のピピル語の分析の方法と問題点
『リベラ訓令』は訓令（ordenanza）という法的性格から，使われている語彙や構文に偏りがあ
ることは明らかではあるが，本稿では中米におけるナウァ系言語の貴重な歴史的言語資料として
同訓令を取り上げる。名詞，動詞を中心に，形態・統語論的（morfosintáctico）特徴を分析する
ことで，当時の文法の一側面の解明を試みたい。
実際の解読・分析に当たっては，先述のとおり中米で編纂された古典ピピル語解読に役立つ辞

書や文法書がないため，メキシコの古典ナウァトル語解読に使用される言語学的参考文献を手が
かりとした 10）。また，古典語とはいえ，言語学的特徴は現代語と通じている部分もあるため，シュ
ルツ・ヘナやキャンベルなどの現代ピピル語の研究成果，ならびに 1998年から 3年間，筆者がエ
ルサルバドルで実施した調査で収集したデータも参考にした（敦賀 2000）。
形態・統語論的特徴を解明するに当たって，比較のために引用するメキシコ中央高原のナウァ

トル語の表記は，16，17世紀のモリーナやカロチの辞書や文法書に基づいた標準的ナウァトル語
に従うものとする。また，現代ピピル語の表記は，キャンベルの研究と筆者の現地調査の資料に
基づいている。
この他，用例分析のためには，なるべく近い時代の類似の主旨で書かれた文書と比較すること

が望ましいが，17世紀後半のナウァ系言語文書の研究は未だ数少なく，その上先述の通り周辺部
のローカルな事項に関する文書の研究は近年始まったばかりである。そのため，本稿では既存の
限られた研究から，法的性格に近い文書として，レジェス・ガルシアが解読した 1559年にプエブ
ラ州クアウティンチャン所蔵のスペイン王の命によって書かれた同村先住民への納税や労役など
に関する訓令 11），エレラ他が分析した 1562年にトラスカラで書かれた裁判記録 12），そして先述
のディキンが分析を行った 16世紀末グアテマラの先住民がスペイン王へあてた書簡集から用例を
適宜取り上げることにしたい。
中米の古典ナウァ語の資料や研究蓄積は未だ少なく，今回の分析結果には不明瞭な点が少な

からず残っている。また，本訓令は，スペイン語の原文，あるいは原案を現地で先住民向けにピ
ピル語に訳したためか，スペイン語からピピル語には訳しきれていない箇所もあるように思われ
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る 13）。こうした問題点の解明は今後の検討課題とし，本稿では，現段階までの解読・分析の結果，
明確にわかったものだけを抜き出しまとめることとする。

3．『リベラ訓令』の形態・統語論的特徴
次に形態・統語論的特徴の分析を述べるが，各用例をまとめた表には解読の便宜上筆者が付し

た『リベラ訓令』の文章番号を記した（敦賀 2009:34-41）。

1）『リベラ訓令』の音素の特徴
形態・統語論的分析の説明に入る前に，『リベラ訓令』のピピル語表記に現れる主な音素の特

徴について述べることにしたい。
『リベラ訓令』の古典語並びに現代語とも，ナウァトル語の /w/や /u/音が，擦音化し，/g/

音に変化している。また，ナウァトル語の単数名詞の接尾辞や不特定目的格などに特徴的な二重
子音の [tl]は，[t]になる特徴がある。この特徴が明らかな主な名詞，動詞を下記の表にまとめる。

① /g/ (pipil)→ /u/, /w/ (náhuatl)

PIPIL 文章番号 NAHUATL 日本語訳
neguat

yeguantin

xiguit

1

3, 5, 8, 9, etc.

5, 7, 8, 9, 16

nehuatl

yehuantin

xihuitl

私
彼ら，彼女ら
年

② /t/ (pipil)→ /tl/ (náhuatl)

PIPIL 文章番号 NAHUATL 日本語訳
neguat

xiguit

chinamit

tatacatsin

(qui) tatani (squete)

tamanti

1

5, 7, 8, 9, 16

1, 11, 16, 18, 19

1

3

10, 13, 14, 16

nehuatl

xihuitl

chinamitl

tlatlacatzin

tlatlania

tlamanti

私
年
町，村，地区
人（尊敬形）
問う，罪を問う
数える

この 2つの音素の特徴は，植民地時代の記録に「なまったメシーカ語（ナウァトル語）」と記
された要因とされているものと同じである。これらの音素特徴は，昔も今もメキシコ中央高原以
外では，さほど珍しくない現象である 14）。また，アルファベットという限られた文字を使っての
表記であるため，実際の全音素を正確に表記するには限界があることは否めない。

2）『リベラ訓令』における名詞の特徴
①単数・複数の普通名詞
前述したように，ナウァトル語では単数普通名詞の接尾辞は，-tlや -tliが典型的である。しかし，

次の事例に示した neguat（私），chinamit（町，村，地区など），xiguit（年）などのように，『リ
ベラ訓令』では，単数の普通名詞の接尾辞は，-t となる。

文章 No.1: Neguat maestro Don frai Payo de Rivera orden ypal San Agustin ycayque titilis tatta Dios yguan santa 

sede apostólica obispo ypal Guatemala yguan Berapas ypal consejo tuguei tatacatzin Rey…
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私，聖アグスティン会師であるパヨ・デ・リベラは，主イエス・キリストならびに我々の偉大なる王の命に

よるインディアス諮問会議のグアテマラ・ベラパス県の聖なる司教区の司教でありますが…

文章 No.2: Yguan quituatta ycayeman tunali quipiata nican devosion yca ermandad ypal guelis ytic nican chinamit 

yguan ypal guelis muscallis yguan mutequitilis tutecuyo dios.

それは，その日この町の信徒団からここに献身があったと報告され，そしてそれによって（コフラディアの）

家が設立されるということですが，我々の主のための奉仕労働として行われるとのことである。

文章 No.5: yguan yeguantin mayordomos yeguantin axcan nemis yguan ocsequintin gual calaquisquet maquil 

quiquextisquet ylguitzin ypan ytunali ic[sic] xiguit…

そして，彼らマヨルドモ（コフラディアの財産管理員）らが，今ここに参上し，彼らと今後就任する他の 5

名が毎年恒例の祭りを行う…

単数名詞接尾辞 -t

PIPIL 文章番号 日本語訳
neguat

chinamit

xiguit

1

1, 2, 11, 16, 18, 19

5, 7, 8, 9, 16

私
町，村，地区
年

この他，ナウァトル語と同様に，tunali（日），mili（農地，トウモロコシ畑）など，接尾辞 -li

も散見する。しかし，本訓令の主旨がスペイン統治者から先住民コフラディアに対して管理・運
営についての規則を言い渡した訓令という主旨のためか，あるいは作成年代が 17世紀後半のため
かは断定できないが，名詞についてはピピル語よりもスペイン語からの借用語の方が多用されて
いる（敦賀 2009:42-44）。
また，複数名詞の接尾辞は，ナウァトル語では古典語や現代語においても一般的に -tinもしく

は -meである。『リベラ訓令』では，下記の事例に示したように -tinの使用を確認することができた。
なお，ナウァトル語でもしばしば用いられているが，現代ピピル語では，語頭部分の反復

（reduplicación）によって複数を表すことが多い（Campbell 1985:51-53）。例えば兎（単数：tuchit）
の複数形は，tuhtuchin，また鹿（単数：mazat）は mahmazatとなる（敦賀 2000:319-320）。
また，現代ピピル語では，人に関する名詞には，-metがしばしば見られる。例えば人称代名詞

1人称複数は tahamet（私達），3人称複数は yehemet（彼ら）となる（Campbell 1985：51-53, 敦
賀 2000:324）。しかし，本訓令では，下記のように -tinが確認されたが -metの使用は見られなかった。

文章 No.3: ... ypal quimatisquet ten gracia yndulugencias quichiuasquete ganar  yeguantin cofrades. 

...コフラディアの団員である彼らが何らかの恩恵と免償にあずかることを知らせる。

文章No.5: yguan yeguantin mayordomos yeguantin axcan nemis yguan ocsequintin gual calaquisquet maquil 

quiquextisquet ylguitzin ypan ytunali ic[sic] xiguit yguan ocsequintin ylguitzin yguan misa ypal sese mesti ypal 

cofrades yolque yguan miquete yguan mumacas ylimosna.

そして，彼らマヨルドモ（コフラディアの財産管理員）らが，今ここに参上し，彼らと今後就任する他の 5
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名が毎年恒例の祭りを行うこと，さらに現在の団員，ならびに他界した団員たちのために，その他毎月祭り

とミサを行うことが義務づけられることになり，そのために献金がされる。

文章 No.7: 2[1]. Achatupa nitenaguatia ynpan se[se] xiguiti muchiguas ele[c]sión nepatalus alcaldes mayordomos 

yguan yu muchintin ofis[i]ales.

まず，毎年，アルカルデ，マヨルドモ，そして役員全員の改選を行うことを命じる。

文章 No.8: yguan ma[sic] muytas ycabildo yeuantin yeetin christianos ypal quitequitilis ...

そして，（それらの新任者は）彼ら 3名のキリスト教徒からなる市参事会によって承認されるものとし ...

複数名詞接尾辞 -tin

PIPIL 文章番号 日本語訳
yeguantin

ocsequintin

muchintin

yeetin

3, 5, 8, 9, etc.

5

7, 18, 21

8

彼ら，彼女ら
その他
全員
3名

②尊敬を表す接尾辞 -tz (s) in

ナウァトル語文法で特徴的な reverencialや honoríficoと呼ばれる尊敬や敬愛を込めた敬称や敬
語に相当する接尾辞 -tz (s) inは，『リベラ訓令』の中でも用いられている。下記に示した事例にあ
るように，「スペイン国王」tuguey tatacatsin Rey（我らの偉大なる尊敬する主人，王），「神」dios 

totatzin（尊敬 /敬愛する我らの主 /神），や dios tepitzin（尊敬 /敬愛する神の子）に認められる。

文章 No.1: Neguat maestro Don frai Payo de Rivera orden ypal San Agustin ycayque titilis tatta Dios yguan santa 

sede apostólica obispo ypal Guatemala yguan Berapas ypal consejo tuguei tatacatzin Rey

私，聖アグスティン会師であるパヨ・デ・リベラは，主イエス・キリストならびに我々の偉大なる王の命に

よるインディアス諮問会議のグアテマラ・ベラパス県の聖なる司教区の司教でありますが ...

文章No.19: yguan nican tenaguatil nich[iua] confirmara yca ordenansa y [sic] nican santa cofradía ycaymaqui[sic] 

dios ttotatzin yguan dios tepitzin yguan dios espiritu santo.

そして，ここにこの訓令で，この聖コフラディアを我らが尊敬すべき父なる神と息子なる神と聖霊のもとに

承認を行うことを命じる。

「司祭」は，次の事例のように tata curaと書かれている。この tataはナウァトル語では「父」
を意味し，スペイン語の神父（padre）を直訳したものと思われる 15）。しかし，尊敬を表す接尾
辞 -tzinは付加されていない 16）。

文章 No.8: …yeguan tatu padre cura yguan ypal nican ele[c]sión mupias se libro canpa muycuiylus yguan canpa 

muyculosquette yeguantin ermanos  calaquisquete ypan se xiguiti.

...司祭の立会いのもと，ここで選挙が行われ，（その結果は）台帳に記録され，その年新しく入った団員たち
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の名が記される。

その他，アルカルデ（alcalde）やマヨルドモ（mayordomos）や役人（oficiales），などの植民
地行政役職などの用語はピピル語には訳されず，スペイン語からの借用語となっている。これら
の用語には，「司祭」と同じく敬称は付加されていない。

文章 No.7: Achatupa nitenaguatia ynpan se[se] xiguiti muchiguas ele[c]sión nepatalus alcaldes mayordomos yguan 

yu muchintin ofis[i]ales. 

まず，毎年，アルカルデ，マヨルドモ，そして役員全員の改選を行うことを命じる。

他の名詞で尊敬の接尾辞 -tzinが付けられたものとしては，「祭り」がある。次のように ilguit

に -tzinが付加され，ylguitzinとなっている。

文章 No.5: yguan yeguantin mayordomos yeguantin axcan nemis yguan ocsequintin gual calaquisquet maquil 

quiquextisquet ylguitzin ypan ytunali ic[sic] xiguit yguan ocsequintin ylguitzin yguan misa ypal sese mesti ypal 

cofrades yolque yguan miquete yguan mumacas ylimosna. 

そして，彼らマヨルドモ（コフラディアの財産管理員）らが，今ここに参上し，彼らと今後就任する 5名が

毎年その月に恒例の崇敬な祭りを行うこと，さらに現在の団員並びに他界した団員たちのために，毎月崇敬

な祭りとミサを行うことが義務づけられることになり，そのために献金がされる。

ylgui-tzin（崇敬な祝祭）という表現には，現地の先住民にとって祭りが有していた重要性が解る。
16世紀末にグアテマラで記された書簡集には，uey iluitlという用語が使用されているが，これは，
uey（古い，尊ぶべき）という形容詞で祭りの重要性を表したものである。ディキンは，キリス
ト教の教会組織や暦に関しての用語は「祭り」以外はほとんどスペイン語からの借用語が導入さ
れていることを指摘している。従って，この「祭り」を尊ぶことは先スペイン期からの伝統であ
ろうと分析している（Dakin y Lutz 1996:160）。
なお ilguitには，「祭り」という意味以外に，「日」の意味もある。しかし，次の事例のように，

単なる「日」の意味で用いられる場合には，尊敬の接尾辞は見られない。

文章 No.14: ...se ylguiti pia ypal quiquitasque muchi tata cura yguan ofis[iales] quiquitasque yca munacas yta qui 

Santa [Co]fradía.

ある日司祭とマヨルドモ全員の承認の上，...聖コフラディアもそれを確認する。

尊敬を表す接尾辞 -tz (s) in

PIPIL 文章番号 日本語訳
（tuguey）tatacatsin 

（Rey）
dios totatzin

dios tepitzin

ylguitzin

1

19

19

5

（我らの偉大なる）尊敬する主人（スペイン王）

我らの尊敬 /敬愛する神
尊敬 /敬愛する神の子
崇敬な祝祭
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これらの尊敬を表す接尾辞 -tz (s) inは，ナウァ系言語，特にナウァトル語の先スペイン期から
の伝統と考えられている。この『リベラ訓令』が作成された状況や経緯は明らかではないが，こ
の接尾辞の使用は，先住民側からスペイン王やキリスト教への敬意や親愛の表れと解釈すること
ができるかもしれない 17）。もうひとつの解釈としては，先にも述べたような地方のコフラディア
の管理運営に携わる聖職者や行政官らの不当な蓄財を規制しようとするリベラ司教の政治的な意
図が反映されたものとすることも可能であろう。

③所有を表す接頭辞
ナウァ系言語の人称は，西欧語と同じく，1人称・2人称・3人称の単数・複数に区別される。

各人称に対応する所有接頭辞としては，no-（私の），mo-（あなたの）， i-（彼 /彼女の），to-（私達の），
amo-（あなた方の），im-（彼ら /彼女らの）という 6種類がある。『リベラ訓令』では，no (u)-（私
の），to (u) -（私達の），i-（その）の 3種類の所有接頭辞が確認され，これはナウァ語の標準的な
用法であると思われる。主な用例を次表にまとめる。

所有を表す接頭辞 no (u) - 私の，to (u) - 私達の，i (y) - 彼の，その，etc.

PIPIL 文章番号 日本語訳
no- i (y) xpan

tu-guei

tu-tecuio dios

y (i-) tunali

y-sobra

nu-tenaguatil

1, 4

1

2

5

9

13, 14, 16, 17 

私の -面前で
我々の -偉大な
我々の -主，イエス・キリスト
その -日
その -余剰金
私の -命令

メキシコ中央高原では，所有接頭辞の後に母音がくる場合，しばしば後の母音が強調され，所
有接頭辞の母音は消える傾向（proclítico）がある。例えば，16世紀後半にトラスカラで記述され
た裁判文書には，noixpan（私の面前）は nixpanに，toixpan（我々の面前）は tixpanとなってい
る（Herrera, Peralta, Von Mentz y Rockwell 2007:152-153）。しかし，『リベラ訓令』では所有接頭
辞の母音は消えず，明確に発音されるようである。この特徴は現代ピピル語でも見られるもので
ある（敦賀 200:318-319）。

文章 No.4: yguan ypapa ya niquita muchi recaudos yguan quenta quixpantiquet noyxpan ypanpa axtaxcan 

nicchigua mandar mamuscalis nican santa cofradía.

そして，私は私の前に提出されたすべての収支の明細を確認したので，本日ここに聖コフラディアの家を設

立することを命じたものである。

3）「リベラ訓令」の動詞の特徴
本節では，『リベラ訓令』のピピル語における動詞の時制の特徴について述べることにしたい。

「訓令」という主旨のため，ほとんどが未来時制となっている。この他，現在完了と思われる時制
と現在時制がいくつか認められるが，過去時制は一用例だけである。
なお，ナウァトル語には，他動詞の場合，目的格に相当する形態素が伴い，また動詞によっては，

語尾に受身や要因・使役を表す形態素が伴う特徴がある。本訓令のピピル語のそれらの点につい
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ては，今後の分析課題としたい。
動詞の形態・統語論的分析を行うにあたって各形態素の機能を指す略号は次のとおりである。

1：1人称
2：2人称
3：3人称
FUT：未来時制

O：目的格
PL:複数
PERF:完了
PRES:現在時制

PRET：過去時制
REFL：再帰代名詞
S：主格
SG:単数

①過去時制
過去時制は次の 1箇所のみ認められた。

文章 No.1: ...ypanpa se petision mupuac nuyxpan ytte[c]hpa cofrades Santa beracruz yti[c] nican chinamit señora 

Santa Ana. 

...ここサンタ・アナ市で私の面前において，この町のサンタ・ベラクルスのコフラディアの立会いをもって，

ある懇願書が読み上げられた。

PIPIL 文章番号 NAHUATL 日本語訳（西語訳）
φ -mu-pua-c

3S-REFL-読む -PRET

1 mo-pua-c 読まれた（se leyó）

語尾の -cは，ナウァトル語の完了過去形と同じ用法であると思われる。なお，ナウァトル語の
過去時制にしばしば見られる接頭辞 o-は，ここでは見られない。

②現在時制
現在時制であることがはっきり断定できるのは下記の 2用例である。いずれもナウァトル語と

同じ使い方だと思われる。

文章 No.7: Achatupa nitenaguatia ynpan se[se] xiguiti muchiguas ele[c]sión nepatalus alcaldes mayordomos yguan 

yu muchintin ofis[i]ales. 

まず，毎年，アルカルデ，マヨルドモ，そして全役員の改選を行うことを命じる。

文章 No.21: yguan u nichia conseder muchintin cofrade calaquisquete maqui asican a[sic] yndulgensias yperdon 

utema muchintin santo pontifese yguan nusan nichiua conseder tent[sic] muyquilosquete yca cofrades[sic] qui 

asican unpuali tunali yndulgensia. 

また，私は今全ての団員に聖なる教皇による免償と免罪がもたらされることを確認し（確認することを行う），

本日それらの団員に（...）40日の免償が記されることを確認する（確認することを行う）。

PIPIL 文章番号 NAHUATL 日本語訳（西語訳）
ni-te-naguatia

1S-O-命じる PRES

ni-chiua

1S-行う PRES

7, 10, 16, 18, 23

4, 21

ni-te-nahuatia

ni-chihua

私は（彼らに）命じる（yo les mando）

私は行う /させる（yo hago）
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③現在完了と思われる接尾辞 -ta

現在完了と思われる動詞は下記の 3箇所に見られる。ディキン博士によると，これらの現在完
了とみなされる動詞の接尾辞は，複数人称主語の現在形接尾辞 -tに，完了を意味する不変化詞 ya

が付加されて，-taとなったと考えられるということであった。なお，現在形接尾辞 -tは，メキシ
コ中央高原では見られないが，プエブラ州やオアハカ州の現代ナウァ系言語でしばしば認められ
るとのことである 18）。
しかし，表に示した ni-te-naguatia-taは，主語が一人称単数であるにもかかわらず，同じ語尾

-taが付加されている。なお，現代ピピル語の場合，現在完了の語尾は，単数主語で -tuk，複数主
語で -tiwitとなる（Campbell 1985:67）。また，ナウァトル語では，それぞれ，-toc, -toquehとなる
のが一般的である。いずれの場合も，現在完了と完了過去の違いは，それほど明白ではないよう
である。この接尾辞を現在完了であると断定するには，さらに用例を分析する必要があり，今後
の課題としたい。

文章 No.2: Yguan quituatta ycayeman tunali quipiata nican devosion  yca ermandad ypal guelis ytic nican chinamit 

yguan ypal guelis muscallis yguan mutequitilis tutecuyo dios. 

その日この町の信徒団からここに献身があったと報告され（言われた），そしてそれによって（コフラディアの）

家が設立されるということですが，我々の主のための奉仕労働として行われるとのことである。

文章 No.6: ...nitenaguatiata yteh nu arca sel yguan maz niquixitis muchi nican tenaguatis yteh nican ordenansas. 

すでに，私は命じた（...）すべてこの訓令の中に明記されることを確認する。

現在完了（?）接尾辞 -ta（単数？複数？主語）
PIPIL 文章番号 NAHUATL 日本語訳
φ -qu-itua-tta

3S-O-言う -PRES.PERF

φ -qui-pia-ta

3S-O-持つ，ある -PRES.PERF

ni-te-naguatia-ta

3S-O-命じる -PRES.PERF

2

2

6

qu-itoa-toqueh

qui-pia-toqueh

ni-te-nahuatia-toc 

それが言われた（lo han dicho）

それがあった（lo han tenido）

私は（彼らに）命じた（yo les he mandado）

④未来時制
『リベラ訓令』では，次表に示すような多くの未来形が確認された。単数主語の接尾辞は，ナウァ
トル語と同じく -s/zであるが，複数主語の接尾辞は -squeteとなっている。メキシコ中央高原の
ナウァトル語の複数主語の未来形，-squehの帯気音 /h/が /te/となる傾向があると考えられる。
以下いくつか具体的な用例を引用する。

文章 No.3: yguan ypal guelis quitatanisquete limosna yguan ypal quimatisquet[e] ten gracia yndulugencias 

quichiuasquete ganar yeguantin cofrades. 

そして，そのために献金を求めることができ，それによってコフラディアの団員である彼らが何らかの恩恵

と免償にあずかることを知らされるのである。
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文章 No.8: yguan ma[sic] muytas ycabildo yeuantin yeetin christianos ypal quitequitilis santa cofradía muixpantilis 

yeguan tatu padre cura yguan ypal nican ele[c]sión mupias se libro canpa muycuiylus yguan canpa muyculosquette 

yeguantin ermanos  calaquisquete ypan se xiguiti.

そして，（それらの新任者は）3名のあれらのキリスト教徒からなる市参事会によって承認（確認）されるも

のとし，それによって聖コフラディアの任務を遂行する（奉仕する）とともに，司祭の立会いのもと，ここ

で選挙が行われ，（その結果は）台帳が用意され，そこに記録され，新しく入団する団員たちの名が記されまる。

文章 No.14: Yca nagui tamanti nutenaguatil asuga nican quiasis ytequil nican Santa Cofradía asuca caua mili 

yguan mil a su ganado asuten limosna yguan asu munamacas nican ytaquil muchiguas yca al moneda ytech se 

ylguiti pia ypal quiquitasque muchi tata cura yguan ofis[iales] quiquitasque yca munacas yta qui Santa [Co]fradía.

第四番目に私が命じることは，ここに聖コフラディアの奉仕が遂行され，とうもろこし畑の耕作や牧畜が行

われると，ある日司祭と役員全員の承認の上，その収穫物が売られて現金が作られ献金の一部とする。聖コ

フラディアもそれを確認する。

文章 No.21: yguan u nichia conseder muchintin cofrade calaquisquete maqui asican a[sic] yndulgensias yperdon 

utema muchintin santo pontifese yguan nusan nichiua conseder tent[sic] muyquilosquete yca cofrades[sic] qui 

asican unpuali tunali yndulgensia. 

また，私は今すべての入団する団員に聖なる教皇による免償と免罪がもたらされることを確認し，本日それ

らの団員に（...）40日の免償が記されることを確認する。

未来形の接尾辞 -s（単数主語），-squete（複数主語）
PIPIL 文章番号 NAHUATL 日本語訳（西語訳）
ⓐ -s（単数主語）
φ -gueli-s

3S-出来る -FUT.SG

φ -mus-cali-s

3S-REF-家を建てる -FUT.SG

φ -mu-tequitili-s

3S-REF-働く -FUT.SG

φ -nemi-s

3S-現れる -FUT.SG

φ -te-naguati-s

3S-O-命じる -FUT.SG

φ -mu-chigua-s

3S- REF-行う -FUT.SG

φ -mu-yta-s

3S- REF-見る -FUT.SG

φ -mu-pia-s

3S- REF-持つ -FUT.SG

φ -mu- (i) cuilo-s

3S- REF-書く -FUT

2, 3, 12, 13, 15, etc.

5, etc.

2

2, 8

5, 12

6

7, 12

13, 14, 15

8, 12, 17

8, 10, 12, 23

hueli-z

mo-cali-z

mo-tequitili-z

nemi-z

te-nahuati-z

mo-chihua-z

mo-itta-z

mo-pia-z

mo-cuilo-z

出来るだろう（podrá）

家が建てられる
（se construirá casa）

労働される（se trabajará）

現れる（aparecerá）

（～に）命じる（le mandará）

作られる ,行われる（se hará）

見られる（se verá）

所持される，用意される
（se tendrá）

記される（se escribirá）
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φ-mu-namaca-s

3S- REF-売る -FUT.SG

φ-mu-tatani-s

3S- REF-問う -FUT.SG

ⓑ -squete（複数主語）
φ-qui-tatani-squete

3S-O-問う -FUT.PL

φ-qui-mati-squet(e)

3S-O-知る，解る -FUT.PL

φ-qui-chiua-squete

3S-O-出来る -FUT.PL

φ-qui-qu-ita-sque

3S-O-O-見る，確認する-FUT.PL

φ-gualcalaqui-squete

3S-O-～へ入る -FUT.PL

φ-mu- (y) cuilo- squete 

3S- REF-書く -FUT.PL

8, 11

14

20

3

3, 17, 21

3, 9

14

8, 5, 16, 21

mo-namaca-z

mo-tlatlani-z

qui-tlatlani-zqueh

qui-mati-zqueh

qui-chiua-zqueh

qu-ita-zqueh

hualcalaqui-zqueh

mo-cuilo-zqueh

売られる（se venderá）

問われる（se preguntará）

それを問う（lo　preguntarán）

それを知る（lo sabrán）

それを行う ,させる（lo harán）

それを確認する（lo verán）

～へ入る（entrarán para acá）

記される（se escribirán）

訓令という法的主旨により，先住民コフラディアに対して規則を言い渡すために未来時制を多
用していることがわかる。さらに，3人称再帰代名詞 mo-が無人称・受動態の意味で使用されて
いる。元来，古典ナウァトル語の再帰代名詞は，スペイン語のそれとほぼ同じ意味と用法である
とされてきた（Launey 1992：59）。このため，スペイン語原文の内容を伝える好都合な文法機能
であったとも考えられる。
この他，この『リベラ訓令』では，chiua（行う）を使役の助動詞として使い，その後に，スペ

イン語の不定詞（ganar, mandar, cobrar, gastar　等）を付加するという混成用法が見られる。例えば，
上記文章番号 3の quichiuasquete ganar（lo harán ganar）などのように，とくに未来時制において，
この混合用法の例が多くみつかった。ナウァトル語には，使役の接尾辞として，-tia, -ltiaがある
が，この混合用法で訓令という主旨と具体的内容を確実に伝えようとする意図が推察される（敦
賀 2009：44）。

16世紀半ば，スペイン王の命による先住民への納税や労役などに関する法的主旨で書かれた
『1559年クアウティンチャン訓令』においても，未来形を多用することによって規則の言い渡し
が行われている。しかし，『リベラ訓令』のような無人称・受動態の意味の再帰代名詞の使用は少
なく，動作主格が明示された未来形で法的主旨を伝えている。16世紀半ばのメキシコ中央高原部
のナウァトル語には，命令本来の構文が存在しているが，未来形や再帰代名詞の使用で，スペイ
ン語の法的原文の緩やかな言い回しとなっているようである。

おわりに

植民地時代に先住民言語で書かれた文献は，一部を除き，オーラル言語をアルファベットで書
き取ったものである。そのため，主語，述語，直接・間接目的語などの関係を見極めるための統
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語論的解読に大きな支障となっている。そのハードルを乗り越えることが古典ナウァ語文書研究
の言語学的課題でもある。
今回分析対象とした『リベラ訓令』も，植民地時代に先住民言語で書かれた文献の一例である。

今回の同訓令の名詞と動詞の形態・統語論的分析によって，17世紀のピピル語の言語学的実像に
ついて，不明な部分を残しながらも，ある程度明らかにすることができただろう。今後は目的語や，
補語などの見極めも容易になると思われる。
植民地統治の過程で，スペイン語がヌエバ・エスパーニャ副王領の公用語となり，多くの先住

民言語の上に立つ統治言語となった。しかしながら，古くからリンガ・フランカとして使用され
ていたナウァ系言語は，そのグローバルな言語機能が重用され，メキシコ中央部のナウァトル語
は中央政府に最も近い位置で，統治者と被統治者の媒介言語としての役割を担うことになった。
そのため，フランシスコ会をはじめとする人道主義の修道士らは，多くの辞書や文法書を編纂し
た。それらは，植民地統治と布教目的で作成されたものではあるが，『リベラ訓令』のような中心
地から遠く離れたローカルな事項を扱ったナウァ系言語文書を解くにも非常に有効だと言える。
ただし，それらの辞書や文法書は，あくまで統治者側のスペイン人がスペイン語を基礎に編纂

したものであり，したがって，ナウァ系言語独特の言語世界を解する完全無欠の手段ではないと
いうことに十分留意する必要がある。今回の『リベラ訓令』の解読では，その時代から数百年を
経た現代ピピル語からいくつかの貴重なヒントを得ることができた。また，その言語世界を知る
ためには，言語学的分析のみならず，その発話主らが生きた時空間により深い洞察をめぐらせる
視点が重要なことは言うまでもない。

注

１） ナウァ系言語は従来，名詞接尾辞の特徴から，メシーカ語もその一つであるナウァトル語（náhuatl）
とナワット語（náhuat）の二つに大きく分類されてきた。しかし，言語名称に関しては地方によっ
て様々な呼び方をされている。本稿では，言語学者キャンベルに従い，それらを総称してナウァ
系言語（core nahua）と呼ぶ（Campbell 1977:134-138）。

２） ピピル（pipil）という名称は 16世紀の征服従軍者の記録（Días del Castillo 1982:461）や地理報
告書（Relaciones Geográfi cas del Siglo XVI Guatemala 1982:264）などに既に記され，スペイン人
の通訳として同行したトラスカラ人やメシーカ人らが彼らをそう呼んでいたことが伺える。一方，
16世紀末グアテマラでマヤ・カクチケルのカビルド（市町村会）幹部らがナウァ系言語で書い
ている書簡では，言語名に関する単語として，mexicotlatolli（el habla de México:メキシコの言語）
や maceualtlatuli（lengua de maceual:労働者の言語）や，náhuatlが見られるが，pipilという語
は使用されていない（Dakin y Lutz 1996:161）。

 　ピピルという名称を彼ら自身が古くから使用していたものかは断定できず，その意味について
もこれらの記録には記されていない。彼らの言語は「まるで子供（pipilpipil）が話しているよう
に崩れた言語だ」という理由からピピルと呼ばれたと，18世紀末のグアテマラ人歴史家のフア
ロスは述べている（Juarros 1981:254）。

 　しかし，現在のエルサルバドルでは，ナウァ系言語で貴族を意味する pilliに由来するという説
が支配的である。例えば，1994年教育省発行の歴史教科書には，「クスカトラン王国の人々であ
る ”pipil” はナウァット語の貴族（pilli）の複数形 “pipiltin” に由来する」（Historia de El Salvador I 
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1994:43）と書かれ，広く一般に受け入れられていたようである。
 　エルサルバドル先住民審議会（Comité Técnico Multisectorial para los Pueblos Indígenas de El 

Salvador）の『エルサルバドル先住民のプロフィール』（2003年）には，“nahua-pipil” という名
称が使われている。2007年の国勢調査でもその名称で調査が行われた。これは，広域に分布が
認められるナウァ系言語の一つであるという意味が込められたものと考えられる。なお，言語学
者キングは中米のナウァット語を話す人々をピピル，言語はナウァット語という使い分けをして
いる（King 2004:52）。この他，メキシコ湾岸地方のナウァ系言語をピピルと呼ぶこともある。

 　本稿では植民地時代の中米におけるナウァ系言語の一言語として，ピピルという名称を使用
することにしたい。言語や民族の名称には歴史上の勢力関係や支配関係が伺える（カルヴェ
2006:119）が，これについては別の機会に分析を深めたい。

３） アラウス，シュルツ・ヘナの調査がエルサルバドルで出版されたのは，それぞれ 1960年，1977

年である。
４） ナウァ語の人称は西欧語と同じく 1人称・2人称・3人称の単数・複数に区別され，それぞれに

対応する人称代名詞が存在する。
５） 文書には表題がないので，“Ordenanza de Fray Payo de Rivera para la Cofradía de la Santa Veracruz 

en 1666” 『パヨ・デ・リベラ司教によるサンタ・ベラクルスのコフラディアへの訓令 1666年』（全
8頁）という仮題をつけた。『エルサルバドルの民族誌』（Montes 1977）には，本訓令のファク
シミリが紹介されている。筆者は 1997年～ 1999年の「エル・サルバドル総合学術調査」（調査
主体：京都外国語大学，代表：大井邦明，文部科学省科学研究費補助金「国際学術・基盤研究」）
に参加し，『リベラ訓令』を撮影し，解読を始めた。2006年，2007年に再度現地を訪れ，同訓令
のほか『サンタ・ベラクルスのコフラディア記録』のほぼ全頁をデジタル撮影した。デジタル画
像でインクが薄色化した部分などの解読に改善を見ることができた。

６） エンリケ・パヨ・デ・リベラ司教（1612-1685）はセビーリャ生まれのアグスティン会修道士で，
1659年から 1668年までグアテマラ教区司教を勤めた。1668年メキシコ大司教区の大司教に選出
され，ベラグア副王の逝去の後 1673年に 27代副王に就任し，1680年まで大司教と副王を兼務
した（敦賀 2009:32-33）。また，オクタビオ・パスによると，17世紀の修道女で詩人のソル・フ
アナを寵愛した副王であったという（パス 2006:17）。

７） Libro de la Cofradía de la Santa Veracruz, Archivo de la Catedral de Santa Ana, folio. 2r-4r. 保存状態
不良のため解読不明な部分も多く，今後の課題としたい。

８） 1660年 2月 1日付グアテマラ東部のチキムラ・デ・シエラの教会人事に関するスペイン語書簡
（AGCA, A1.11.3, Leg.6057, Exp.53710, folio. 1-3.）や 同年 7月 20日付けのリベラ司祭からスペイ
ン本国宛の納税者削減に関する書簡の写し（AGN Hospital de Jesús, Vol. 67. exp.2, folio.7）など
にヒメネス秘書の署名が確認できる。

９） 先住民語によるコフラディアの訓令が各地の教会やコフラディアに所蔵されていることが確認さ
れているが，多くはスペイン語原文からの訳になっている（Lockhart 1999:318）。

10） メキシコ社会人類学高等調査研究所（CIESAS）古典ナウァ語講座で提案された形態・統語論を
中心とする解読方法に準じている（Herrera, Peralta, Von Mentz, Rockwell 2007: 149-184）。

11） 原本は “Ordenanzas de Cuauhtinchan, año 1559, Archivo Municipal de Cuauhtinchan, Paquete I, 

Exp.2” だが，本稿では Reyes Garcíaが訳した “Ordenanzas de Cuauhtinchan, año 1559”（1988:180-

215）を参照した。 

12） 原本は “Fondo Colonia, Caja 2, Expediente1562, Archivo General del Estado de Tlaxcala” だが，本
稿では Herrera, Peralta, Von Mentz, Rockwell（2007）を参照した。

13） ロックハートもメキシコ・トゥーラのコフラディアのナウァトル語訓令について，「スペイン語
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からナウァトル語へのおおざっぱな訳だ」と述べている（Lockhart 1999:314-317）。
14） グアテマラで 16世紀末にマヤ先住民らがリンガ・フランカであったナウァ系言語で書いた文書

では，/tl/音が見られると同時に，/w/や/u/音が擦音化して/g/音になる音素も確認されている。
ディキンは，不完全に習得した標準ナウァトル語と土着のピピル語が混合し，リンガ・フランカ
として使用されたためだと分析している（Dakin y Lutz 1996:171）。

15） 現代ピピル語では，padre（父親）は tecu, teguと言いうが（敦賀 2000:318），tataはメキシコで
よく使用される。もし，17世紀から tecu, teguを使用していたと仮定すると，本訓令の訳者はメ
キシコの語彙を用いたことになる。

16） 16世紀末にグアテマラでマヤ先住民らによってナウァ系言語で書かれた書簡集には，先住民
らが信頼を寄せる聖職者に対して to（私達の）-tlazomauiz（敬愛する）-ta（父 /神父）-tzin, 

to（私達の）-ta（父 /神父）-tzin など，尊敬 /敬愛の接尾辞をつけて呼んでいる（Dakin y Lutz 

1996:159）。
17） 教会は先住民信者にスペイン本国の宗教体系を強要することなく，伝統的な音楽や踊りなど彼ら

の芸能や生活習慣を容認していたため，中米では現在でも先住民文化とスペイン文化の融合とい
う形で各地にコフラディアが存続しているという（MacLeod 1973:327-328）。

18） ディキン博士から直接伺った説明である。
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〈研究ノート〉
メキシコ・ユカタン州における農地改革（1915-40年）について

― エネケン・アシエンダの債務労働者を中心に ―

吉　野　達　也

はじめに

メキシコ革命（1910-40年）の成果として，農民生活を保障する理念が 1917年憲法第 27条に
盛り込まれた。農地改革に関しては，おもにメキシコ北部や中央部の事例で扱われることが多い。
本稿の目的は，1915年から 1940年のあいだにメキシコ南東部に位置するユカタン州において実
施された農地改革が，エネケン・アシエンダの債務労働者にいかなる影響を与えたか考察するこ
とにある。

要　　旨
Este artículo trata sobre el proceso de la reforma agraria en el Estado de Yucatán 

(1915-40), el cual influyó en la vida de los peones que trabajaron en las haciendas 

henequeneras. En comparación con otros estados de México, el caso de Yucatán fue 

excepcional, puesto que se organizó el ejido colectivo para mantener la eficiencia 

productiva del henequén.

Desde la época colonial en Yucatán existía la fuerza de trabajo conocida como “lunero”. 
Hasta que se estableció la hacienda henequenera, el hacendado no exigía el tributo 

laboral a los trabajadores agrícolas. Desde el comienzo del siglo XIX se inició el cultivo 

henequenero por la demanda internacional y en 1878 la empresa agraria estadounidense 

McCormick empezó a comprar inmensa cantidad del henequén para su maquinaria 

agraria; fue como surgió el auge henequenero en Yucatán a par tir de 1870s. Los 

hacendados emplearon a los trabajadores agrícolas como peones y consolidaron el control 

del peón para aumentar el nivel productivo del henequén.

Por otra parte, en el norte y el centro de México, después de estallar la Revolución 

Mexicana se organizaron los rebeldes para exigir tierra y liber tad. Sin embargo, 

en Yucatán, no se formaron esos grupos y tardó 5 años en recibir la influencia de la 

Revolución debido a que los peones no tenían fuerza sufi ciente para organizar un grupo 

rebelde. En 1915 el gobernador Salvador Alvarado liberó a los peones del control 

hacendatario y aseguró sus vidas con los preceptos democráticos. Después de la reforma 

de Alvarado, Felipe Carrillo Puerto asumió su política e intentó radicalizarla. Finalmente 

el presidente Lázaro Cárdenas concluyó la reforma agraria con la modernización de la 

industria henequenera.

キーワード：メキシコ革命，農地改革，エネケン産業，債務労働者，ラサロ・カルデナス 
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たとえば，メキシコ北部ではメキシコ革命勃発後，ヤキ平野を中心に農場労働者が土地や水利
を求めて大規模な反乱軍を組織し，中部モレロス州ではサトウキビ・アシエンダにおいて低所得
で働いていた労働者や零細農民が反乱軍に参加した。両地域では労働者や農民が自ら反乱軍を組
織し，連邦政府や州政府に対して農地改革を要求した。他方，ユカタン州では内発的に革命軍が
組織されず，農地改革をはじめとしたメキシコ革命の影響が波及するのは，サルバドル・アルバ
ラド州知事（Salvador Alvarado, 任期 1915-18年）が護憲軍と共にユカタン州へ入る 1915年以降
のことであった。ジョセフはユカタン州におけるメキシコ革命を，「外からの革命（Revolución 

desde afuera）」と定義づけている 1）。ユカタン州では，エネケン産業の重要性から「アセンダード（農
園主）のいないアシエンダ」という概念をもとに集団エヒードが設置された。集団エヒード政策
は，自立的なエヒード農民の育成を目的とする他地域における農地改革とは明らかに異なってい
る。したがって筆者はユカタン州における農地改革を考察することで，メキシコ革命の新たな側
面を提示することが可能であると考えている。さしあたり本稿では，大規模な農地改革を実施し
たカルデナス改革がエネケン・エヒード農民の生活にいかなる影響を及ぼしたかを考察したい。

1節ではエネケン産業発展期における債務労働者の状況を扱い，2節ではメキシコ革命勃発後
のアルバラド，フェリペ・カリジョ・プエルト（Felipe Carrillo Puerto，任期 1922-23 年）両州
知事による改革，3節ではカルデナス大統領（Cárdenas，任期 1934-40年）による改革を分析し，
結びで今後の課題を挙げる。

1．エネケン産業発展過程における債務労働者の状況

エネケン（henequén）は竜舌蘭の一種で，葉脈から良質の繊維が抽出できる。18世紀末まで
マヤ先住民共同体でのみ栽培がされていたが，19世紀初頭に商品作物としての価値が見出され，
ユカタン州のオリガルキーが徐々に栽培を始め，策具（船舶に使われるロープ），袋，蚊帳，ハン
モックなどを生産しヨーロッパやキューバへ輸出していた。ただしエネケン栽培が本格化するの
は，米国資本がエネケン繊維を大量に購入するようになる 1870年代以降のことである。

19世紀初頭のユカタン州南部や南東部にはサトウキビ・アシエンダ，北西部にはトウモロコ
シ・牧畜アシエンダ（hacienda de maicero-ganadera）が存在し，ルネーロ（lunero）2）とよばれ
る独特の小作農が働いていた 3）。この種のアシエンダにおける夫役労働の要求は比較的緩やかな
ものであった。他方，サトウキビ栽培には広大な農地と莫大な労働力を必要とするため，サトウ
キビ・アシエンダではマヤ先住民がアシエンダへ取り込まれ，長時間労働を強制された。とりわ
けサトウキビ栽培の刈入れ期（4月から 5月）はマヤ先住民の大切な食料であるトウモロコシの
栽培時期と重複する。それゆえ食糧調達に大きな支障をきたしマヤ先住民のあいだで不満が爆発
し，1847年に勃発したカスタ戦争の一因となる。カスタ戦争はおもにユカタン州南東部で展開し，
サトウキビ・アシエンダは壊滅的な打撃を受ける。他方，マヤ反乱軍の攻撃を免れたユカタン州
北西部では，州南部と南東部の戦禍から退避した人々が移り住んだ。1846年のセンサスによると，
州全体に占める北西部の人口比率は州全体の 21.8％であったが 1864年には 33.5％，1883年には
41.1％まで上昇した 4）。この北西部への人口流入は大きな労働力を必要とするエネケン・アシエ
ンダの発展に寄与することとなった。

19世紀後半に入り，エネケン繊維の国際需要が飛躍的に高まる。ユカタン州北西部のトウモロ
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コシ・牧畜アシエンダは，次第にエネケン・アシエンダに転化していった。エネケン栽培は年間
を通じて大量の労働力と土地を要したことから，エネケン・アシエンダへ移行するためには特に
労働力と農地の確保が必須であった。そこで，アセンダードはアシエンダ内の小作地を取り上げ
て，労働者に債務を負わせながら労働を強制した 5）。債務労働者（peón）はアセンダードから賃
金を前金で受け取り長時間働いた。またアセンダードと債務労働者の関係はエネケン生産だけに
限らず，洗礼や婚礼といった祭事にもアセンダードが介入し，労働者に代わって費用を負担する
ことで債務額に上乗せした。さらに 1843年，債務を完済できない労働者がアシエンダから出るこ
とを禁ずる州法が施行された。

1870年代に米国の農機具会社マコーミック社（McCormick Harvesting Machine Company）が，
小麦自動刈り取り・結束機（binder twine）を開発した。この農業機械は，小麦の刈り取りと結束
を一度にこなせる画期的なもので，米国内において急速に普及した。そして，結束用の紐として
エネケン繊維が採用された。マコーミック社のエネケン繊維の大量購入によって，19世紀末にユ
カタン州はメキシコ国内で最も豊かな州の一つとなった。
しかしこのユカタン州の経済発展に反して，エネケン・アシエンダで働く債務労働者の生活は

悪化の一途をたどる。アセンダードはアシエンダの生産性を高めるため，債務労働者をさらに酷
使し，彼らの賃金を低く抑えた。アシエンダ内の物価はアセンダードによって一方的につりあげ
られたため，債務完済は事実上不可能であった。彼らの労働形態は事実上，農奴制と呼ぶべきも
のであったが 6）， 19世紀後半にユカタン州の農業委員会は奴隷制を禁止しており，雇用主である
アセンダードも債務労働者を奴隷とは公には呼ばなかった。1908年に『野蛮なメキシコ』（México 

bárbaro）を出版した米国人ジャーナリストのターナーは，アセンダードに取材したときのことを
以下のように述べている。「アセンダードは自ら管理する労働者を奴隷とは呼ばない。特にアシエ
ンダ関係者以外の人々と会話をする際には，人あるいは労働者という表現を使う。しかし私と内
密に話をした時，アセンダードは『そうだ，彼らは奴隷だ』と答えた」7）。
米国では南北戦争後に奴隷制が廃止され，不足した農業労働力が小麦自動刈り取り・結束機な

どの高度な農機具によって補われた。そしてこの発明はユカタン州のエネケンブームを生み，エ
ネケン・アシエンダにおいて農奴制を強化する結果となった。またアシエンダ内ではエネケン生
産量が増加するにつれ，労働力が著しく不足した。そこでソノラ州（Sonora）で反乱が起きた際
に捕まった先住民のヤキ人（Yaqui），そして日本の大陸殖民会社から送られた朝鮮半島出身入植
者が，債務労働者として取り込まれた。
一方で米国でのエネケン繊維需要拡大から，オレガリオ・モリナ（Olegario Molina，1902～

06年ユカタン州知事，1906～ 11年メキシコ勧業大臣）を中心としたユカタン州のオリガルキーは，
1897年にエネケン繊維加工工場（La Industrial）を設立した。そしてユカタン州資本でエネケン
繊維加工品を海外へ輸出する試みがなされた 8）。だがこの繊維加工事業は，成功に至らなかった。
1902年，マコーミック社を含む米国の大手農機具メーカーと有力金融資本が合併したインターナ
ショナル・ハーベスター社（International Harvester Company，以下 IHC社）と，モリナのあい
だで繊維を安く供給する密約が交わされた。この結果原材料としてのエネケン繊維輸出がさらに
顕著となり，繊維加工会社は不採算と見なされ 1903年閉鎖へ追い込まれた。
ディアス政権期の一次産品生産は，外国資本が直接現地に参入する直接投資が大半を占めた 9）。

ところがエネケン産業の事例では，マコーミック社や IHC社はアシエンダ経営には直接的に参加
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せず，アセンダードへ間接的に資本投下をおこない，エネケン繊維の供給を受けた。したがって
エネケン産業は全くの外発的発展の事例ではなく，現地資本がアシエンダを管理するという特異
な事例であった 10）。ただし，IHC社を中心とした資本投下無くしては，エネケン産業は成り立た
なかったことも事実である。IHC社とユカタン州のあいだには，エネケン繊維の需要と供給を介
した依存が垣間見える。そしてモリナと IHC社の密約により，エネケン産業の海外資本への従属
がさらに強化される結果となった。この従属の結果は，債務労働者を始めとするエネケン産業を
底辺で支えた労働者の所得や，雇用形態の改善に繋げられなかった一因ともなった。

2．アルバラド，フェリペ・カリジョ両州知事による社会改革

1915年にカランサ大統領（Carranza，任期 1914-20年）の任命 11）によりユカタン州入りしたサ
ルバドル・アルバラド州知事は，1910年から始まったメキシコ革命から 5年遅れて，ユカタン州
の社会改革をおこなった。革命の波及が 5年遅れた要因として，ユカタン州では農民を中心とし
た反乱軍が組織されなかったことが挙げられる。カスタ戦争を経てエネケン・アシエンダで働い
た債務労働者の多くはマヤ先住民であった。彼らは白人が管理する社会で生活することを選択し
た者達であり，革命において反乱軍を組織することはなかった。エネケン栽培地帯は鉄道や道路
網が発達しており，アセンダードや州政府による警備も行き届いていた。

1915年に出された政府声明では，農地改革に関する方針が明記された 12）。連邦政府にとって農
地改革実施は，一般的にポピュリズムとよばれる政策の目玉であった。しかしカランサがアルバ
ラドに求めたのは，高い利益をあげていたエネケン産業規模を維持することであり，エネケン農
地接収は実施しないように通達した。1900年から 1908年の連邦政府輸出税において，エネケン
輸出税は多い年で全体の 53.2％を占め，連邦政府にとってもエネケンは重要な一次産品であった
13）。このためアルバラド改革は，農地改革を重点にせず債務労働者をアセンダードの抑圧から救
うことと，エネケン産業近代化を重点課題とした。エネケン産業近代化にあたっては，頂点に君
臨していたモリナとその後継者でありモリナの娘婿であるアベリノ・モンテス（Avelino Montes）
を，エネケン産業から排除した。ただし残りのアセンダードについては，アルバラドが構築する
エネケン産業の新しい枠組みに取り込まれた 14）。1915年アルバラドはエネケン市場規制委員会
（Comisión Reguladora del Mercado del Henequén）の機能を掌握し，モリナ，モンテス，IHC社
によるエネケン繊維売買独占を解体した。
債務労働者救済の政策として，まずアルバラドは彼らがアセンダードへ負っていた借金の帳消

しを実施する。次にアルバラドは，アセンダードが債務労働者に対しておこなってきた様々な抑
圧（鞭打ち，後見制，子供への奉公強要など）を禁止して労働環境改善に努め，最低賃金や最大
労働時間の設定を実施した。また医療充実や農村学校創設などの社会福祉政策，当時としては先
駆的であったジェンダー教育 15），ギャンブル，飲酒，売春の禁止といった倫理統制に至るまで改
革を実践した 16）。
こうしたアルバラド改革は，アセンダードにとってそれほど不都合なものではなかった。なぜ

ならアセンダードが以前から守り続けてきた既得権益は，最大限に保障されたからである。アル
バラドはエネケン農地接収をおこなわず，旧債務労働者の生活保障や IHC社によって低価格に設
定されていたエネケン繊維価格是正を要に，ユカタン経済の改革を実施した。アルバラドがこの
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ような改革を円滑に実現できた背景には，2つの理由がある。1つ目はアルバラドが陸軍将軍であ
り，改革に反対する者に対し場合によっては武力を行使できたこと。2つ目はアルバラドの任期
中に第一次世界大戦が勃発し，軍事特需によるエネケン繊維価格上昇が起こったことにある。こ
のことからアセンダードの利益は高水準で維持でき，旧債務労働者の賃金も増加した。たとえば
1917年におけるエネケン・アシエンダの旧債務労働者の賃金は，平均 2.70～ 4ペソ（2ペソ＝ 1

米ドル）でありディアス政権期と比較すると 2倍以上増加した 17）。アルバラドは特需で得た豊富
な資金を元手に，改革を継続することができた。
しかし 1918年，アルバラド改革に対してカランサは改革実行停止を命令する。その背景として，

あまりにも行き過ぎた改革だと判断された可能性がある。アルバラドが実施した改革は全てが成
功には至らなかったものの，エネケンブーム以降長らく虐げられてきた債務労働者を解放させた
意義は大きく，ユカタン州における改革の基礎を築いた。その後アルバラド改革をカリジョ・プ
エルト州知事が継承した。
カリジョ・プエルト州知事が就任した 1922年当時，エネケン産業は不安定な状態であった。

第一次世界大戦が終戦する 1918年から，エネケン繊維需要にかげりが見え始める。需要低下に
よる繊維価格低迷，また他の天然繊維（マニラ麻等）との競合によって深刻な停滞期に入る。エ
ネケン産業はモノカルチュアの典型であり，エネケン産業による利益が大きく減少したユカタン
経済は，危機に陥った。カリジョ・プエルトはユカタン社会党 18）（Partido Socialista del Sureste）
の党首でもあり，アルバラドが実施した労働者の生活保障実施やマヤ先住民保護政策を踏襲し，
ユカタン州の下層階級や労働者階級の支持を獲得することに成功する。カリジョ・プエルトは特
に女性の社会的地位向上やマヤ先住民に対する教育（マヤ語・スペイン語教育，先住民文化奨励）
をおこない，ポピュリズム改革を実践した。
とりわけカリジョ・プエルトのポピュリズム改革で最も重要視されたのは，農地分配である 19）。

カリジョ・プエルトは，アルバラド州知事期にはほとんどおこなわれることのなかった農地改革
に着手した 20）。ユカタン州内で放棄されたエネケン・アシエンダや，エネケン以外の農作物を栽
培する農地および未開墾の土地 43万 8000ヘクタールが，ユカタン州の 78自治体に在住する 2万
3000人の農民に分配した。この分配面積は，国内ではモレロス州の事例に次ぐ大きなものであっ
た 21）。ところが，エネケン・アシエンダで働いていた旧債務労働者は，アシエンダから去らない
限り農地分配の恩恵を受けることができなかった。さらにカリジョ・プエルトがエネケン繊維価
格安定のためエネケンの減産を行ったことから，彼らは安定した仕事を得ることが出来なくなり
不満を募らせた。また 1923年に発表されたエネケン産業利益の 25％を労働者の賃金改善に当て
るという法令は，アセンダードの反感も買った。一方オブレゴン大統領（Obregón，任期 1920 - 

24年）は，ユカタン州における改革の急進化を警戒し，計画が進められていたエネケン農地分配
の妨害を画策した。

1920年代半ばになると，メキシコ各地で起こっていた改革による反乱は徐々に沈静化し，連邦
政府による国家統合が進められた。したがってカリジョ・プエルトのような急進的革命家は，国
家統合を阻害する人物として排除される傾向にあった。1924年オブレゴンが影で操り，メキシコ
各地で展開されたアドルフォ・デ・ラ・ウエルタ財務長官（Adolfo de la Huerta）の反乱部隊によっ
てカリジョ・プエルトは拘束され，銃殺された。カリジョ・プエルトは，急進的な改革によって
自らの支持者を確保することはできなかった。また国際的な需要低下によってエネケン繊維価格
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が下落したことから，改革に必要な資金調達にも失敗した。エネケン農地で働く旧債務労働者の
所得は，ユカタン経済低迷によって減少し，彼らの生活はますます厳しくなっていった。1930年
代前半におけるユカタン州の乳児死亡率は，1000人に対して 532.2人であった 22）。この事実はユ
カタン州における保健や衛生環境が不十分であったことを証明している。
カリジョ・プエルトの死後 1924年から 1933年のあいだ，ユカタン州における農地改革は進展

しなかった。この間，連邦政府は度重なる大統領の交代で動揺しており，各政治家によって農地
改革に対する共通認識が著しく異なっていたためであった 23）。アルバラド，カリジョ・プエルト
両州知事がおこなったポピュリズム政策は，上流階級による抑圧から農民やマヤ先住民を解放し
たものの，彼らの経済的自立を促すまでには至らなかった。

3．カルデナスによる農地改革

カルデナス大統領は植民地期から存在していた大土地所有制を解体し，任期中それまでの歴代
大統領で最も多い農地をエヒードとして分配し，1917年憲法第 27条で盛り込まれた農民に対す
る社会保障制度を整えた。またカルデナスは，徹底した農業部門の効率化で農業生産を増加させ，
エヒード農民を自立的な「農業企業家」に転化させようとした 24）。
しかし全ての改革事例が農業企業家を育成する様式に則っていた訳ではない。たとえば，エネ

ケンのようにディアス政権期（1876－1910年）において巨額の外貨を稼いでいた一次産品に関し
ては，エヒード農民に全ての経営を任せると生産高が不安定になる危険があった。そこでカルデ
ナスは，有望な一次産品生産を集団エヒードとして管理し，積極的に介入した。そしてエヒード
農民を「農業企業家」としてではなく，「農業労働者」的存在として扱った。
カルデナスは，エネケン産業が存在することからユカタン州における改革を重要視していた。

連邦政府は国家の工業化に必要な資金獲得を目的に，エネケン産業の生産力向上を目指していた。
カルデナスが大統領に就任する 1934年当時，エネケンの世界的需要は落ち込んでいたが，メキシ
コ国家の農業輸出部門では高い利益をもたらす作物であった。表 1で明らかなように，1929年か
ら 1933年まで農業輸出額に占める主要生産物の割合で未だエネケンが 2位（19.8％）に入ってお
り，メキシコ農業において重要な役割を果たしていた点が明確である。

表 1.　メキシコにおける農業輸出額に占める主要生産物の割合（1929-33年）
生産物 ％
コーヒー 24.4
エネケン 19.8
野菜全般 18.3
バナナ 7.8
綿 6

　　　　　　　　出典 : Askinasy, p.56

1934年の州政府資料によると，当時ユカタン州には大小合わせて 614のエネケン・アシエンダ
が存在しており，全体の 40％にあたる 248でエネケンが栽培され，残りの 60％にあたる 364の
アシエンダは放棄された状態であった 25）。また同年のエネケン輸出量は 8,643万キロで，最も輸
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出された 1916年の 2億 199万キロと比べると，57％の減少であった 26）。エネケン栽培や繊維抽
出作業などで働いていた約 6万人の農業労働者は，エネケン繊維の減産政策で仕事が減り週 2，3

回のみ働くといった不安定な雇用形態での労働を余儀なくされていた。
アスキナシによれば，1935年から 1936年に州政府が公式に発表した最低賃金は，日給で 1.50

ペソから 3.00ペソ（1935年から 1940年の 1米ドルに対するメキシコペソの為替は，2ペソ～ 4

ペソであった）であったが，6万人のエネケン農業労働者の多くは 1.15ペソの日給で働いており，
この給料では生活を維持することもままならなかった 27）。
まずカルデナスはエネケン農地をエヒードとして分配し，エヒードの生産活動に円滑な融資を

実施するため，1935年に国立農業信用銀行（Banco Nacional de Crédito Agrícola）のメリダ支店
を設立した。同銀行傘下の組織であるエヒード信用組合（ Sociedades de Crédito Ejidal）が農業
指導も実施し，エヒードを手に入れた農民が安定した生産をおこなえる体制を整えた。そして国
立農業信用銀行は，1）エネケン市場の復興に向けて協力すること，2）農民の経済負担を軽減さ
せるために雇用を直ちに創出すること，3）農民がエヒードとして受け取るエネケン農地の開拓
支援を実施すること，4）州内の 1,000ヘクタールを超える 5つのエネケン栽培地帯に銀行援助に
よる新しい苗を植えつけることをエヒード農民に約束した 28）。またエネケン・エヒード農民は各
アシエンダ単位で組合を形成し，その組合は全国農民連合（Confederación Nacional Campesina = 

CNC）として政府組織の末端として取り込まれていった。
しかし，エネケン・エヒードの経営状況は厳しいものであった。1936年 12月時点では，53の

エネケン・エヒードが国立銀行によって管理されていたが，その内 26％にあたる 14のみが収益
を上げていた。残り 39のエヒードでは，未熟で刈り取り不可能なエネケン苗や商品作物としての
寿命が過ぎたエネケン株があるなど，エヒードによって栽培状況が異なっていた。その上，苗植
え付けや栽培に不可欠な経済支援を受けられないエヒード農民も数多く存在していた 29）。一方ア
センダードは，1936年に制定されたエヒード規則によって，アシエンダ内の一定面積の土地所有
が許されたため，エネケン繊維抽出機を備えた土地を手元に残した。その結果，多くのエヒード
農民はアセンダードに高い手数料を払いながら，エネケン繊維を抽出しなければならなかった。
エネケン産業の問題を根本的に解決すべく，1937年からカルデナスはより進んだ改革を実行す

る。カルデナスは 1937年 8月にユカタン州を 3週間かけて歴訪し，8月 8日にエネケン産業近代
化に向けた具体的な法令を発表した。おもなものとしては以下の通りである。1）エネケン栽培地
帯での集団農地化実施，2）エネケン産業労働者の農業国勢調査を受ける権利の保障，3）農業法
による農地保護，4）集団エヒードが継続的生産を行うために必要な農機具購入や設備管理を国の
機関が支援すること，5）エネケン栽培地帯工業化はすべて国と農民の共同作業によって行われる
こと，6）連邦政府と州政府の提案でエネケン繊維販売強化に必要な組織を作り，エネケン労働者
代表も参加すること，7）生産効率を上げるためにエネケン農業研究所を設置すること，8）エネ
ケン繊維用途の多様化，9）エネケン地帯の通信網整備，10）教育，医療の保障充実 30）。カルデ
ナスはユカタン滞在中，エヒード政策は経済を傷つけるものではなく，むしろユカタン経済を近
代化させるために役立つと強調した 31）。
大統領令発令後，さらなるエネケン農地分配がおこなわれ，1937年 12月には 272のエネケン・

エヒードが誕生した。しかし，その内わずか 4％にあたる 10のエヒードのみにエネケン栽培に必
要な支援が与えられ，33％にあたる 89のエヒードでは繊維抽出機の利用権が十分に与えられず，



吉　野　達　也

─ 74 ─

64％にあたる 173のエヒードでは面積がそれほど広くないにも関わらず，過剰なエネケン苗が支
給された 32）。そしてエヒード農民が抱える様々な問題を解決すべく 1938年，ユカタン・エネケ
ン労働者組合（Henequeneros de Yucatán）が創設された。この団体はエネケンの生産から販売に
関わる分野を州知事が代表となって一括管理し，小規模な地主となったアセンダード，そしてエ
ネケン・エヒード農民の代表も組織運営に参加した。労働者組合は，産業管理だけではなく労働
者の社会保障も統括した。しかし，エネケン労働者組合内部では汚職が蔓延した。アセンダード
は組織の特権を使いながら経済的，社会的権力を取り戻そうとし，エヒードの調査員は自らの仕
事を十分に遂行しないにも関わらず，高い報酬を受け取った。さらには生産者の中にもエネケン
株数を水増しし，余分に助成金を騙し取る者も多く存在した 33）。
そしてエネケン産業近代化の最終目標であり，カルデナスの念願であったエネケン・エヒード

の集団化が，1938年カント・エチェベリア州知事（Canto Echeverría, 1938-40年）によって実行
された。この結果 300弱存在したエネケン個別エヒードは，5万人の農民が働く 1つの集団エヒー
ドとして取り扱われることになった。またこの集団エヒードの生産活動全てを引き続きユカタン・
エネケン労働者組合が管理した。
集団エヒード政策により，各アシエンダ単位で生産を続けていたエネケン・エヒード農民は，

政府の庇護で「農業労働者」的立場でエネケンを生産することになった。しかし集団エヒード農
民の生活が，カルデナス改革前より改善できたかどうかは疑わしい。改革後のエネケン産業にお
ける管理の代表者が，農園主から政府に変わったにすぎず，エヒード農民の生活が著しく改善さ
れた訳ではなかった。そしてエネケン生産に必要不可欠であった集団エヒードへの経済支援は常
に不十分で，集団エヒード農民は改革後も引き続き最低水準の賃金レベルで生活しなければなら
なかった。

表 2．ユカタン州における物価＊上昇（1934－ 1943年）
年 トウモロコシ フリホール 米 ラード 砂糖 肉 合計 物価上昇率 給料上昇率 

1934 0.14 0.19 0.40 1.00 0.30 1.00 3.03 0% 0%
1940 0.20 0.35 0.40 2.00 0.25 1.50 4.70 55% 23%
1941 0.25 0.42 0.55 2.25 0.35 1.75 5.57 84% 84%
1942 0.29 0.55 0.59 2.46 0.14 2.25 6.28 107% 90%
1943 0.35 0.48 0.60 3.02 0.25 3.10 7.80 157% 96%
出典 : Betancour, p.145 ＊すべての品目 1キロあたりのペソ価格。

表 2ではカルデナス在任中であった 1934年から 1940年のあいだ，エネケン農業労働者の賃金
が 1934年比で 23％しか上がっていないにもかかわらず，物価は 55％上昇したことがわかる。さ
らに穀物価格に注目すると，トウモロコシは 1934年から 1940年のあいだで約 40％，フリホール
は約 80％上昇しており，主食である穀物価格上昇が農民生活を圧迫していたことは明白である。
ユカタン州の農業はエネケン栽培に偏っていたため，あらゆる食糧を他州から輸入しなければ

ならず，物価は高水準に推移した。債務労働者はアルバラドからカルデナスまでの一連の改革に
よってアセンダードの抑圧からは解放されたが，経済援助が十分に受け取れない集団エヒードの
農業労働者として，不安定な暮らしを余儀なくされた。
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結びにかえて

ユカタン州におけるメキシコ革命の展開で異例だった点は，反乱軍が組織されなかったため革
命が 5年遅れて波及したことであった。農地改革についてはアセンダードなどのオリガルキーが
産業保護の点から排除されなかったこと，そしてエネケンの生産性を最大限に高めるため集団エ
ヒード化が実施されたことが，他州と比べると異例であった。アルバラドからカルデナスによる
一連の農地改革は，債務労働者の生活を大幅に改善させることはできなかった。ただしアセンダー
ドの抑圧から彼らを解放した意義は大きく，この実績が今日のアルバラド，カリジョ・プエルト，
カルデナスの評価に繋がっている。
ユカタン州における農地改革の考察をさらに進めるには，農地改革に込められたポピュリズム

の意義を再評価する必要がある。農地改革には，おもに農民の経済的自立の達成と国家経済形成
という意図が込められていたが，ユカタン州では農地改革によってその意図がいかに実現された
のか今後さらに考察したい。
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た。週 1回の夫役労働がおもに月曜日（lunes）におこなわれたことからその名がついたとされ
ている。
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たもので再び生活することを支援するものではなく，特に農村で貧困に苦しむ人々の日常生活の
権利保障や大土地所有者への経済的従属を削減させるために行われる。」（Flores, 1961, p.401）農
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吉　野　達　也

─ 76 ─

15） ユカタン州，メリダ市においてメキシコで初めてフェミニズム会議が行われた。会議についての
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18） ユカタン社会党は 1912年アルバラドが結党した労働社会党（Partido Socialista Obrero）の後身で，
党の名前に含まれる Sureste（南東）はユカタン半島を指しているため，本稿では「ユカタン社会党」
に置き換えた。

19） Othón, 1990, p.105
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を優先に選び，農地分配によってエネケン生産が縮小することを最小限に防ごうとした。しかし
エネケン農地分配の実施は，それまで分配を不可侵としてきた連邦政府の反感を買うことになっ
た。

21） Ibid., p.82

22） Askinasy, 1936, p.38

23） 石井，2003a，38頁
24） 石黒，1988，37頁
25） Lapointe, 2008, p.108

26） Askinasy, 1936, pp.100-103

27） Ibid., pp.77, 82

28） Diario del Sureste, 15 de mayo de 1935

29） Lapointe, 2008, p.113

30） Gobierno del Estado de Yucatán, 1990, pp.31-34

31） Sierra y Paoli, 1986, p.42

32） Gobierno del Estado de Yucatán, 1941, p.546
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〈特集：キューバ革命50周年／日本キューバ国交樹立80周年記念〉
La Revolución Cubana y su infl uencia en las izquierdas 

latinoamericanas y caribeñas
1）

Carlos Alzugaray Treto
2）

El 27 de julio de 1960, en el Senado de la República de Chile, resonaron las siguientes 

frases precursoras:

“Rendimos homenaje a las milicias inmoladas hace siete años en el asalto al 

cuartel Moncada y lo hacemos expresando que los sectores populares de Chile, 

la inmensa mayoría del pueblo siente, comparte y vive los ideales de la revolución 

cubana. Tal hecho no puede ser extraño para nadie porque en la conciencia del pueblo 

chileno existe la inmensa y profunda convicción de que América Latina está viviendo 

uno de los minutos más trascendentales de su historia; que las revoluciones mexicana 

y boliviana señalaron ya una etapa, y que la cubana marca con caracteres imborrables 

un proceso de superación al dar sólidos pasos hacia la plena independencia económica 

y señalar, con su lucha, el camino que han de seguir los pueblos latinoamericanos para 

afi anzar y acelerar la evolución política, económica y social que los lleve a ser auténtica 

y defi nitivamente libres.”

Así habló aquella fría tarde del invierno austral Salvador Allende Gossens. A principios 

de la década de 1960 era sumamente arriesgado hacer un pronóstico semejante. A ojos 

vista, pocos antecedentes históricos permitían conjeturar que la Revolución Cubana, que 

ya comenzaba a ser objeto del acoso implacable del imperialismo estadounidense podría 

sobrevivir y aún menos tener la infl uencia que ha alcanzado hoy en día. 

La conferencia que con placer presento hoy en este seminario sobre el 50 Aniversario 

de la Revolución Cubana en el Instituto de Estudios sobre América Latina de Kioto, se 

propone exponer algunos rasgos característicos de este fenómeno. 

Hablar en detalle de los antecedentes y pormenores de este proceso sería 

demasiado extenso. Pero debe señalarse que hasta la Revolución Cubana las izquierdas 

latinoamericanas y caribeñas habían cosechado más fracasos que éxitos. Entre estos 

últimos descollaba la Revolución Mexicana. Entre los primeros pudieran mencionarse 

las Revoluciones boliviana y guatemalteca; mediatizada la primera, acosada y destruida la 

segunda.

A pesar de ello, en vísperas de la Revolución, en los países de América Latina y el 

Caribe prevalecían condiciones favorables a substanciales transformaciones. La pobreza, la 

desigualdad, la falta de derechos sociales, la precaria educación, la ausencia de adecuada 
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atención sanitaria, todo ello con una mayoría gobiernos autoritarios y corruptos favorables 

a los intereses oligárquicos, eran rasgos por lo general comunes a todos los Estados de la 

región. 

La Revolución Cubana fue mucho más que un movimiento para derrocar una dictadura 

pro norteamericana sangrienta. Bástenos recordar que en el juicio seguido contra Fidel 

Castro por los acontecimientos del Moncada, el propio líder de la Revolución explicó los 

propósitos de los que lo acompañaron, agrupados dentro de lo que en Cuba se llamó la 

generación del Centenario en saludo al nacimiento de José Martí en 1853: 

1. Rescate de la soberanía nacional.

2. Establecimiento de un régimen de justicia social.

3. Formación de un gobierno honesto y efectivo.

4. Corrección de los males de una economía subdesarrollada y dependiente.

En lo que respecta a las relaciones con América Latina y el Caribe, el propio Fidel 

Castro sentenció en aquel documento titulado La Historia me Absolverá que una vez en el 

poder su Gobierno adoptaría una política hacia la región que “sería de estrecha solidaridad 

con los pueblos democráticos del continente y que los perseguidos políticos de las 

sangrientas tiranías que oprimen a naciones hermanas, encontrarían en la patria de Martí, 

no como hoy, persecución, hambre y traición, sino asilo generoso, hermandad y pan. Cuba 

debía ser baluarte de libertad y no eslabón vergonzoso de despotismo.” 
Así, los propósitos enunciados por Fidel Castro coincidían con las reivindicaciones de 

la mayor parte de las fuerzas de izquierda, progresistas, populares y radicales de América 

Latina y el Caribe. 

Ya en el primer viaje al exterior de Fidel Castro, quien visitó Caracas el 23 de enero 

de 1959 para el aniversario del derrocamiento del dictador Pérez Jiménez un año antes, 

el estallido popular de apoyo y aclamación fueron incontenibles. Y así fue durante todo 

ese año, ya fuera hablando a jóvenes hispanos en el Parque Central de Nueva York o 

a los estudiantes norteamericanos en el célebre Harvard Yard de Cambridge, o ante 

diplomáticos y economistas en la reunión del Consejo Interamericano Económico y Social 

en Buenos Aires.

Emir Sader, Secretario Ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 

(CLACSO), se ha referido a este fenómeno en los siguientes términos: “La Revolución 

Cubana tuvo una influencia mayor sobre América Latina que la Revolución Rusa sobre 

Europa, en su tiempo, porque las condiciones históricas de la Rusia zarista eran muy 

diferentes de las de la región occidental del continente, en cuanto en América Latina, a 

pesar de las diferencias entre la Cuba pre revolucionaria y los otros países, éstas eran 

menores y permitían más comparaciones que en el caso europeo.”
El propio Vicepresidente de Estados Unidos, Richard M. Nixon, después de 

entrevistarse con Fidel Castro en abril de 1959, había informado al Presidente Eisenhower: 

“Cualquiera que sea nuestra opinión sobre él (Fidel Castro), va a ser un factor muy 
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importante en el desarrollo de Cuba y muy posiblemente en los asuntos latinoamericanos 

en general.”
La influencia de la Revolución Cubana sobre las izquierdas latinoamericanas y 

caribeñas no puede analizarse independientemente de la evolución del conflicto con 

Estados Unidos, que se empeñó en derrocar al Gobierno Revolucionario antes de que el 

ejemplo de Cuba pudiera calar en la región. Ello infl uyó en que el destino de la Revolución 

Cubana y el de las izquierdas populares latinoamericanas y caribeñas se fundieran en uno 

sólo. 

Por otra parte, la gran expectativa que se abría para las izquierdas latinoamericanas 

y caribeñas con la Revolución Cubana era la de comprobar si era posible llevar a cabo un 

proceso como el propuesto en las propias narices del imperialismo estadounidense. 

La politóloga chilena Marta Harnecker ha definido el atractivo de la Revolución 

Cubana para las izquierdas latinoamericanas al momento de su triunfo: “Pero no sólo 

atrae, sino que constituye un gran aliento para las luchas populares porque rompe con 

dos tipos de fatalismo muy difundidos en la izquierda latinoamericana: uno geográfico 

y otro de estrategia militar.” Se refería a la presencia en el Hemisferio Occidental de 

una superpotencia mundial como Estados Unidos y al apoyo mutuo entre ese Estado 

y los militares derechistas latinoamericanos y caribeños, principales instrumentos de 

dominación de las oligarquías nacionales.

La infl uencia de la Revolución Cubana en América Latina y el Caribe hasta nuestros 

días está determinada por una serie de aspectos que pueden generalizarse en lo siguiente:

1. El radicalismo de las soluciones dadas a los problemas comunes.

2. La originalidad e independencia de su trayectoria.

3. Su capacidad de resistencia y persistencia.

4.  La solidaridad con las fuerzas progresistas de izquierda, con los movimientos 

populares y con los propios pueblos.

5.  El realismo y el pragmatismo de sus relaciones con gobiernos y fuerzas políticas de 

centro y de centro izquierda.

6.  La influencia socio-cultural gracias al estímulo y fortalecimiento de lazos con la 

intelectualidad de la región.

El primero período de esta influencia transcurrió entre 1959 a 1967. Esta es una 

etapa de marcado radicalismo y de profundas realizaciones sociales. Reforma Agraria, 

Reforma Urbana, Campaña de Alfabetización, universalización y nacionalización de 

los servicios de educación y salud, expropiación de las grandes empresas nacionales y 

extranjeras, establecimiento de un gobierno austero y honesto, derrocamiento total de 

la oligarquía. Todo ello condujo a un socialismo radical que rompió esquemas, que se 

distanció de la Unión Soviética y del socialismo europeo. Se crearon dos instituciones 

culturales que tendrían gran influencia en América Latina y el Caribe, la Casa de las 

Américas y el Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográficas (ICAIC).  Se 
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inició la publicación de la revista Pensamiento Crítico, de inusitada ascendencia en las 

izquierdas latinoamericanas y caribeñas por su frescura y falta de dogmatismo. También 

se creó la agencia de noticias Prensa Latina, con el objetivo de romper el monopolio de 

los medios de comunicación estadounidenses en la región. Como relata Gerald Martin en 

su recién publicado biografía de Gabriel García Márquez, se puso al frente de esa agencia 

al argentino Jorge Ricardo Massetti quien se dedicó a buscar colaboradores entre lo 

más distinguido de la intelectualidad de izquierda, uno de ellos el autor de Cien Años de 

Soledad.

En esta etapa, el conflicto entre Cuba y Estados Unidos adquirió su carácter más 

agudo, sucediéndose una detrás de otra, la invasión de Bahía de Cochinos (Victoria de 

Playa Girón para los cubanos) en abril de 1961 y la Crisis de Octubre en 1962. Se implantó 

el bloqueo económico, comercial y fi nanciero contra Cuba. En la medida en que Estados 

Unidos se fue empantanando en Vietnam después de 1965, la inicial presión militar 

disminuyó, después de estar a punto de provocar un holocausto nuclear.

Como parte de la estrategia de Washington se intentó el aislamiento diplomático 

y económico que no tuvo éxito con aliados europeos ni con Canadá, pero fue casi 

totalmente efectivo en el continente. La diplomacia cubana desplegó su esfuerzo por 

evitar el aislamiento de los gobiernos de la región, los cuales se vieron enfrentados a dos 

riesgos. Por un lado las presiones norteamericanas para que rompieran relaciones con 

Cuba, por el otro el rechazo popular que favorecía una relación más estrecha con la Isla 

caribeña. Aunque la respuesta inicial de Washington bajo John F. Kennedy fue la adopción 

del programa reformista de la Alianza para el Progreso, después del ascenso de Lyndon 

Johnson se volvió a aplicar una línea de mano dura mediante la promoción de golpes de 

estado militares. Para 1964 todos los gobiernos, menos el de México, habían roto con Cuba 

y colaboraban con Washington en lograr el derrocamiento de la Revolución.

Pero la coyuntura internacional favoreció a Cuba, la que pudo contar con el apoyo 

de la Unión Soviética y el campo socialista y encontró un importante campo de acción en 

el naciente Tercer Mundo. La Isla se incorporó al Movimiento de Países No Alineados 

fundado en 1961, lo que, unido a los primeros pasos de solidaridad internacionalista 

en Argelia, el Congo, Vietnam y otros países afroasiáticos, le permitieron establecer y 

fortalecer su infl uencia internacional. Como ha señalado Samir Amín:

“Desde el principio, Cuba adoptó una línea de pensamiento y acción 

antiimperialista e internacionalista consecuente, y ha sido el único país de América 

Latina que midió la importancia del frente de liberación que inauguró Bandung (1955) 

y el consecuente Movimiento de Países No Alineados, Movimiento que se constituyó 

con Asia y África, más Cuba, como se proclamaba”.

Como era lógico suponer, muchos movimientos de izquierda en América 
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Latina y el Caribe trataron de emular al Ejército Rebelde. Se crearon o extendieron 

movimientos guerrilleros rurales a Venezuela, Guatemala, Perú, Colombia y Nicaragua. 

Lamentablemente, la Unión Soviética y los partidos comunistas de la región se opusieron 

a esta táctica y cooperaron muy poco con estos movimientos, aunque ésta no fue la 

causa principal de sus fracasos. La caída del Che Guevara en Bolivia y la destrucción 

de su movimiento guerrillero pusieron fin a este período. Pero no por ello la influencia 

de la Revolución disminuyó. La heroicidad y desprendimiento del Che y el esfuerzo por 

fomentar un pensamiento de izquierdas radical y emancipador, que tuvo en él su máximo 

exponente, sembraron la simiente de pasos futuros. Al calor de estas iniciativas, se creó 

en 1965 la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), de gran infl uencia en la 

izquierda.

En el plano intelectual y teórico, la infl uencia de la Revolución Cubana en esta etapa no 

fue menos importante. Tres de sus rasgos característicos son importantes en este sentido: 

originalidad, radicalidad, perseverancia. La mayoría de los intelectuales de izquierda se 

vieron obligados a repensar la teoría social latinoamericana. Se comenzó a romper la 

subordinación a modelos europeos y estadounidenses, como ha señalado el ecuatoriano 

Agustín Cuevas, que considera ésta “la época de oro de nuestras ciencias sociales, que 

por primera vez dejan de ser una mera caja de resonancia de lo que se piensa en Europa 

o Estados Unidos”. De esta época data el surgimiento de la “teoría de la dependencia”, 
expuesta por primera vez por Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto en 1967 la que, 

según el propio Emanuel Wallerstein, es uno de los fundamentos teóricos de su teoría 

sobre el sistema mundo.

El segundo ciclo se produjo entre 1967 y 1973. Éste fue un período mixto que se inició 

con varios fracasos económicos, algunos estratégicos (como la ofensiva revolucionaria de 

1968) y otros inmediatos como el Cordón de la Habana y la Zafra de los 10 Millones. Ello 

obligó a Cuba a un rediseño radical de toda su política económica y a un acercamiento 

a la URSS. Este paso se facilitó porque Moscú necesitaba el apoyo cubano ante las 

graves diferencias con China, las reprobaciones a la URSS por los acontecimientos de 

Checoslovaquia en 1968, y la grave situación creada en Vietnam por la escalada belicista de 

la Administración de Johnson y la resistencia de ese pueblo. 

La URSS, que había anunciado la reducción de sus entregas de petróleo en 1968, 

decidió acercarse a la Isla y ofreció importantes acuerdos comerciales y económicos y el 

ingreso en el Consejo de Ayuda Mutua Económica. El fortalecimiento de las relaciones con 

los países socialistas europeos repercutió de manera favorable en lo económico pero tuvo 

consecuencias no buscadas en lo cultural. Sectores partidarios de la ortodoxia pro-soviética 

asumieron la dirección de varias instituciones restringiendo la libertad de creación. Ello 

no afectó sustancialmente a Casa de las Américas y el ICAIC pero sí provocó el cierre de 

revista Pensamiento Crítico. Los partidos comunistas latinoamericanos y caribeños, que se 

habían alejado de la Revolución Cubana, retomaron sus relaciones con ella. La Habana fue 
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sede de distintas reuniones internacionales.

También en el plano externo, la posición de Cuba se siguió fortaleciendo por el 

incremento de los vínculos con el Tercer Mundo. El punto culminante de este proceso 

fue la participación de Fidel Castro en la IV Cumbre del Movimiento de Países No 

Alineados en Argel en 1973, a la cual también asistieron por primera vez otros gobiernos 

latinoamericanos y caribeños, como los de Argentina, Perú y Panamá.

A la coyuntura emergente se añadieron varios factores novedosos en la región. Uno 

fue el surgimiento de gobiernos militares nacionalistas en Perú, Panamá y Bolivia. Otro 

resultó ser el triunfo por la vía electoral del Gobierno encabezado por Salvador Allende en 

Chile en 1970. Se percibía una paulatina erosión del poder norteamericano a nivel global, 

resultante de dos crisis, una externa (el empantanamiento e incapacidad de salir victorioso 

en Vietnam) y otra interna (el auge del movimiento antibelicista y la creciente crisis de 

Watergate). 

La nueva situación que se fue a partir de la actitud positiva de los gobiernos militares 

de Perú y Panamá, permitieron al Gobierno Revolucionario dar los primeros pasos de 

colaboración internacionalista solidaria en la región. Fue precisamente en respuesta a un 

terremoto que tuvo lugar en el país andino que se envió la primera brigada médica cubana 

a un país del continente, como ya se había hecho en Argelia en la década de 1960.

Un hecho de singular importancia fortaleció a las izquierdas en la región fue el 

surgimiento de la Teología de la Liberación, que la mayor parte de sus protagonistas y 

muchos de sus observadores sitúan en la Segunda Conferencia General del Episcopado 

Latinoamericano en Medellín, Colombia, en 1968. Esta corriente de pensamiento implicó 

que un sector de la Iglesia Católica en el Hemisferio se vinculó a los movimientos 

emancipadores afines al ejemplo de la Revolución Cubana. Frei Betto, ha narrado 

recientemente la influencia que tuvo en su formación política la relación con Cuba y es 

el autor de la conocida entrevista a Fidel Castro titulada Fidel y la Religión, publicada por 

primera vez en 1988.

La supervivencia del Gobierno Revolucionario a pesar de toda la hostilidad de 

Washington, unido al decidido paso del Gobierno chileno de restablecer relaciones con la 

Habana y a las relaciones extraofi ciales con los gobiernos de Panamá y Perú, pusieron en 

la agenda regional el tema de la normalización de relaciones entre Cuba y los gobiernos 

latinoamericanos que habían roto cumpliendo el acuerdo de la OEA de 1964, que tuvo un 

impulso al fi nal del período cuando los países recién independizados del Caribe, decidieron 

establecer relaciones diplomáticas plenas con Cuba, a pesar de ingresar en la OEA, y 

Argentina las restableció al iniciarse el retorno peronista en 1973. 

No obstante, en la región prevalecían más gobiernos militares pro norteamericanos 

de derecha que nacionalistas de izquierda y en varios países clave – Argentina, Brasil y 

Uruguay – surgieron movimientos guerrilleros urbanos que contaron con todo el apoyo 

cubano. 
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La etapa que va entre el derrocamiento de Allende en Chile en 1973 y el triunfo de 

las revoluciones sandinista en Nicaragua y de la Nueva Joya en Granada en 1979 resultó 

compleja y contradictoria. Internacionalmente fue una etapa de profundas crisis para 

Estados Unidos en que se combinaron en la derrota defi nitiva en Vietnam, la renuncia del 

Presidente Nixon por el llamado “caso Watergate”, y la crisis petrolera. La Administración 

de Carter inició en 1977 un proceso de acercamiento y normalización incipiente con Cuba. 

La situación interna cubana estuvo marcada por la estabilidad económica que le 

ofreció la colaboración con la URSS y el campo socialista europeo, además de favorables 

precios en el mercado internacional azucarero. En el plano interno los hechos más 

importantes resultaron ser la celebración del Primer Congreso del Partido Comunista 

de Cuba y la discusión y aprobación de la Constitución de 1976. Pero fueron también los 

años que la intelectualidad cubana ha bautizado con el nombre de “quinquenio gris”, por 

los intentos de la burocracia de implantar en la Isla políticas culturales similares a las de 

la URSS. No obstante, las relaciones con la intelectualidad latinoamericana y caribeña 

continuaron a través de Casa de las Américas y el ICAIC. En 1979, se celebró el I Festival 

del Nuevo Cine Latinoamericano que se ha convertido hasta nuestros días en una de las 

citas artísticas, culturales e intelectuales más importantes del continente. 

En este período tropas cubanas ayudaron a proteger la independencia de Angola 

contra la agresión sudafricana y la integridad territorial de Etiopía frente al ataque de 

Somalia. Aumentó así el prestigio internacional de Cuba y particularmente en los países 

recién independizados del Caribe que se sentían vinculados a sus hermanos africanos. 

Paulatinamente comenzaron a restablecerse las relaciones diplomáticas con los gobiernos 

del hemisferio sobre todo a partir de 1975 en que la OEA dejó sin efecto los acuerdos 

de 1964. La Habana se preparó diplomáticamente para ser sede de la VI Cumbre del 

Movimiento no Alineado en 1979.

No se puede subestimar la importancia del paso dado en 1975 en la conferencia de la 

OEA en Quito. La normalización de relaciones diplomáticas con Cuba era una importante 

reivindicación de las izquierdas latinoamericanas. A partir de estos pasos los gobiernos 

latinoamericanos y caribeños tuvieron que despenalizar los vínculos de los movimientos 

populares y radicales y sus activistas con sus contrapartes cubanas. Por otra parte, la 

presencia de funcionarios diplomáticos de la Isla en las capitales de países latinoamericanos 

y caribeños fortalecía a los grupos de izquierda.

El período estuvo marcado por la formación de una coalición de dictaduras castrenses 

en el Cono Sur que se caracterizaron por su carácter fascista y terrorista, que pusieron en 

práctica lo que denominaron Plan Cóndor que coordinaba todas las acciones de represión 

contra los movimientos progresistas y de izquierdas. A las dictaduras ya existentes en 

Brasil desde 1964 y Bolivia en 1971, se sumaron los regímenes de los militares uruguayos 

y de Pinochet en Chile en 1973 y el retorno al poder de los argentinos por el golpe de 

1976. El derrocamiento de Allende y la entronización de la tiranía pinochetista estuvieron 
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acompañados por la implantación de un modelo económico y político neoliberal. Debe 

consignarse que fueron tiempos turbulentos en los que, mientras las izquierdas de 

Sudamérica sufrían los embates de esta ofensiva castrense ultraderechista y terrorista, 

Centroamérica y el Caribe transitaban por momentos de auge revolucionario, bajo el infl ujo 

de la Revolución Cubana.

La siguiente década, entre 1979 y 1989, fue sumamente compleja. Ante el triunfo de 

las fuerzas progresistas radicales de izquierda en Nicaragua y Granada, y la consiguiente 

activación de los movimientos emancipadores en El Salvador y Guatemala, el imperialismo 

estadounidense, encabezado por el movimiento conservador cuya cabeza visible fue el 

Presidente Ronald Reagan, lanzó una contraofensiva general ya prefi gurada en el llamado 

Documento de Santa Fe que pretendía la recuperación de la iniciativa en el Hemisferio 

y una embestida en toda la línea a las fuerzas políticas de izquierdas. Se promovió la 

Caribbean Basin Initiative (CBI) y se apoyó decididamente a las “dictaduras de seguridad 

nacional” en el Cono Sur. 

La ofensiva estadounidense no se limitó al campo político. En el campo económico, 

siguiendo el ejemplo del modelo implantado por Pinochet en Chile, se inició la campaña 

por imponer el Consenso de Washington, un proyecto de políticas económicas neoliberales 

que tuvieron éxito al promover la privatización de las empresas públicas y el debilitamiento 

del movimiento obrero. El “diluvio neoliberal” fue facilitado por la crisis de la deuda 

externa que afectó a toda la región a mediados de la década de 1980. 

La Presidencia de Reagan, al diseñar su política exterior, priorizó revertir lo que se 

percibían como derrotas sufridas a manos de la URSS y sus aliados en otras regiones del 

mundo por la debilidad de la Administración de Carter. La Revolución iraní y la invasión 

soviética de Afganistán eran los colofones de una década que vio también el triunfo de las 

armas cubanas y angolanas con el apoyo soviético en África Sudoccidental, la fi rma de los 

Tratados Torrijos Carter para la devolución del Canal de Panamá y las negociaciones de 

Camp David, acontecimientos que, para los neoconservadores, prefi guraban un retroceso 

causado fundamentalmente por falta de firmeza. Para Reagan y sus colaboradores era 

necesario dar un golpe rápido en alguna región del mundo donde la correlación de fuerzas 

favoreciera a Estados Unidos y esa oportunidad se presentó en 1983 en Granada, invadida 

por tropas estadounidenses. 

Hay que decir que la Administración Reagan fue exitosa tanto en su objetivo 

estratégico de enfrentamiento con la Unión Soviética como en el más inmediato de detener 

y revertir lo que parecía una nueva ola revolucionaria percibida como de clara matriz 

cubana. Para 1989 el Gobierno sandinista estaba en jaque, abrumado por la guerra sucia y 

las difi cultades económicas. Poco después, perdió las elecciones de 1990. Se habían evitado 

“nuevas Cubas”. Pero lo que no logró Reagan, como tampoco alcanzaría su inmediato 

sucesor, George W.H. Bush, era derrotar defi nitivamente a la Revolución Cubana que, una 

vez más, demostró su tenacidad e intransigencia.  
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Nuevamente, por primera vez desde 1962, el peligro de una agresión militar directa 

de Estados Unidos se hizo patente, sobre todo cuando el Secretario de Estado, Alexander 

Haig, amenazó con “ir a las fuentes” de los procesos revolucionarios centroamericanos. El 

Gobierno Revolucionario hizo reajustes en su estrategia militar anunciando la adopción de 

la “Estrategia de Guerra de todo el Pueblo”, que tuvo un perfi l claramente disuasivo. Pero 

sobre Cuba se perfi laban otros riesgos. Su economía fue golpeada por la crisis de la deuda 

y la baja en los precios del azúcar y a medida que avanzaba la década se fue haciendo 

evidente que las transformaciones que tenían lugar en la Unión Soviética bajo el rótulo de 

la “perestroika” conducirían a irremediables cambios en la política exterior de esa gran 

potencia que poco a poco fue abandonando el internacionalismo, del que tanto se había 

beneficiado Cuba. Las dificultades enfrentadas condujeron a lo que Fidel Castro llamó 

proceso de “rectifi cación de errores y tendencias negativas” iniciado en 1986 inconcluso a 

causa de la crisis de 1989. 

A pesar de que Cuba asumió Presidencia del Movimiento de Países No Alineados en 

1979, ello coincidió con la invasión soviética de Afganistán de consecuencias negativas 

para su liderazgo. No obstante, la Habana siguió jugando un papel activo y progresista 

ofreciéndose para que Argentina, en una conferencia especial de cancilleres del MNOAL, 

pudiera explicar ante otros países el Tercer Mundo la justeza de su demanda soberana 

sobre las Islas Malvinas durante la guerra de 1982. Asimismo, la capital cubana se convirtió 

en la sede donde se celebraron conferencias de fuerzas políticas y sociales de izquierda 

sobre el problema de la deuda externa. Cuba contribuyó asimismo a poner fi n a la crisis 

centroamericana sumándose a la activa diplomacia multilateral encabezada por el Grupo 

de Contadora. Tanto en el caso de Nicaragua como en el de Granada, el Gobierno cubano 

contribuyó a sus respectivos procesos con el ejercicio de una efectiva cooperación solidaria 

en materia de salud, educación, y otros.

En el plano cultural, comenzó una importante rectificación de la política cultural 

del Gobierno, quedando atrás el “quinquenio gris”. Un hecho artístico de creciente 

importancia fue la celebración en 1979 del I Festival del Nuevo Cine Latinoamericano 

que prontamente convirtió a la capital cubana en una de las citas más importantes de la 

intelectualidad del continente. Varios años después, en 1986, en el transcurso de la VII 

cita fílmica continental, un grupo de cineastas acordaron crear en Cuba la Fundación del 

Nuevo Cine Latinoamericano, una Institución, en palabras de Gabriel García Márquez, 

“para trabajar en aras de la integración del cine regional, de lograr un universo audiovisual 

común y de cooperar en la lucha por rescatar y afi anzar la identidad cultural de América 

Latina y el Caribe. Nuestro objetivo fi nal es nada menos que lograr la integración del cine 

latinoamericano. Así de simple, y así de desmesurado.”
La situación en 1990 no podía ser más grave para la Revolución Cubana y las 

izquierdas latinoamericanas y caribeñas como ha señalado, entre otros, Emir Sader: “La 

imagen de la izquierda en el continente era, en 1990, la de mayor fragilidad desde que 
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esta surgió en el escenario político latinoamericano en las primeras décadas del siglo XX.” 
Fue en ese momento que el Partido del Trabajo de Brasil, con el apoyo cubano, promovió 

la fundación del Foro de Sao Paulo, espacio de concertación de las fuerzas políticas de 

izquierda en la región.

Una vez más, el tocó a Cuba tratar de mantener latentes las banderas de la 

emancipación nacional y la justicia social, pero en una de las coyunturas más difíciles y 

complejas. La década de 1990 al 2000 obligó a su pueblo y gobierno a adoptar políticas que 

tenían como objetivo central la “preservación de las conquistas de la Revolución,” lo cual 

se logró no sin introducir reformas que contrastaron con las políticas económicas de años 

anteriores bajo el rubro de “Período Especial”. Estados Unidos fortaleció sus medidas 

de bloqueo económico, comercial y financiero mediante las Leyes Torricelli en 1992 y 

Helms-Burton en 1996. Tanto la Administración de Bush como la de Clinton mantuvieron 

el objetivo del aislamiento de Cuba como una prioridad, excluyéndola del proceso de las 

Cumbres de las Américas, iniciado en Miami en 1994 y continuado en Santiago de Chile en 

1997 y en Quebec en el 2000. 

Para muchos tomadores de decisión y especialistas estadounidenses, era el “fin de 

la historia” en América Latina y el Caribe. El lanzamiento y las perspectivas del Área de 

Libre Comercio de las Américas (ALCA) hacían prever una consolidación del dominio 

de Washington basado en tres pilares: libre comercio; democracia representativa; 

y surgimiento de un nuevo liderazgo regional conformado por mujeres y hombres 

“modernos” totalmente adaptados al proyecto neoliberal de política económica, los 

llamados “technopols”. Para algunos observadores los países y pueblos latinoamericanos y 

caribeños habían llegado a la conclusión que había una total “comunidad de intereses” con 

Estados Unidos.

Aunque Washington logró excluir a Cuba de todos los procesos negociadores 

regionales en los que participaba, particularmente las tres Cumbres de las Américas 

celebradas en el decenio – Miami (1994), Santiago de Chile (1997) y Quebec (2000) –, 

comenzaron a gestarse cambios signifi cativos. Después del alejamiento provocado por la 

crisis granadina en 1983, el Gobierno cubano logró restaurar el nivel de sus vínculos con 

los pequeños Estados del Caribe insular mediante una inteligente y generosa política de 

cooperación que incluyó a Haití. En 1995, cuando se fundó la Asociación de Estados del 

Caribe, Cuba fue uno de los Estados fundadores a pesar de los esfuerzos del gobierno 

estadounidense porque se le excluyera. Asimismo, formó parte del proceso negociador que 

condujo al establecimiento de las Cumbres Iberoamericanas, iniciadas en Guadalajara en 

1992, y de la Unión Europea con América Latina y el Caribe, iniciadas en Río de Janeiro en 

1999. Por añadidura, la mayor parte de los países de la región normalizaron sus relaciones 

con La Habana.

Cuando se celebró la III Cumbre de las Américas en Quebec en el 2000 todo 

hacía indicar que las intenciones estadounidenses estaban a punto de ser logradas: se 
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acordó avanzar hacia el ALCA para instaurarla a principios del 2005; se adoptó la Carta 

Democrática Interamericana; se respaldaron los mecanismos de seguridad establecidos 

con el liderazgo e influencia de Washington. Nueve años después, en la Cumbre de 

Trinidad Tobago, la situación era bien distinta. Aunque nuevamente Cuba fue excluida, 

los temas del levantamiento del bloqueo y de la normalización de las relaciones con la Isla 

fueron priorizados por los países latinoamericanos y caribeños como de alta prioridad. 

Durante el cónclave el propio Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se vio 

obligado a reconocer el papel que jugaban los programas de cooperación cubana en 

materia de salud y de desastres naturales. Pocos meses después, en una Asamblea General 

de la OEA celebrada en San Pedro Sula, se repudiaba el acuerdo adoptado en 1962 que 

suspendía la participación del Gobierno cubano en dicha organización.

Lo que ha posibilitado este cambio radical es el arribo al poder en varios países de la 

región de fuerzas políticas de izquierda encabezadas por dirigentes de muy distinto origen 

pero que comparten en lo esencial la visión emancipadora inaugurada por la Revolución 

Cubana hace 50 años. Este proceso fue iniciado por Hugo Chávez, un ex militar, en 

Venezuela en 1998. Pero ha seguido con la elección de un dirigente indígena como Evo 

Morales en Bolivia, de un profesor universitario como Rafael Correa en Ecuador, de un 

dirigente obrero como Luiz Inacio Da Silva (Lula) en Brasil, un sacerdote como Fernando 

Lugo en Paraguay, de un ex líder guerrillero como Daniel Ortega en Nicaragua, por 

sólo mencionar algunos ejemplos. Los cambios actuales favorecen a las fuerzas políticas 

emancipadoras de las izquierdas y no están desvinculados de la crisis hegemónica que 

sufre Estados Unidos.

¿Cuáles son los rasgos característicos de la nueva situación en América Latina y el 

Caribe? Consciente del riesgo de toda generalización, habría que señalar los siguientes:

●  Abandono del modelo neoliberal y búsqueda de alternativas en las que prima una 

concepción de justicia social y desarrollo sostenible.

●  Búsqueda de mayores niveles de autonomía con respecto a los centros de poder 

económico y político mundial y particularmente Washington.

●  Búsqueda de un modelo social que responda a las exigencias  contemporáneas de 

mayor equidad, mayor participación y más democracia. Está búsqueda se ha hecho 

bajo el lema de “socialismo del siglo XXI” en varios países

●  Creciente influencia de las fuerzas políticas progresistas y populares tanto por 

su llegada al gobierno en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, como por su 

creciente infl uencia en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay, Guatemala y El 

Salvador.

●  Intentos por diseñar una estructura regional propia de América Latina y el Caribe, al 

margen, pero no contradictoria con las instituciones existentes. 

●  Mayor activismo internacional en órganos de gobernanza global.

Ninguno de estos rasgos es ajeno al ejemplo y a la infl uencia de la Revolución Cubana. 
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Sin embargo, vale destacar, y este no es un elemento despreciable, ni los gobiernos 

revolucionarios han pretendido reproducir miméticamente el modelo cubano, ni Cuba ha 

recomendado su aplicación. La actitud del liderazgo revolucionario de la Isla ha sido la de 

que cada cual debe buscar su camino y que el cubano obedeció a sus propias condiciones 

que son irreproducibles.

El primer rasgo que se debe destacar para explicar la influencia de la Revolución 

Cubana entre las izquierdas de la región ha sido, sin duda alguna, la capacidad para 

enfrentar y resistir la embestida de Washington. Y debe decirse que no ha sido una 

embestida cualquiera. Desde hace cincuenta años Estados Unidos ha sido implacable en su 

política de “cambio de régimen” hacia Cuba, que además ha sido multiforme y abarcadora 

en el uso de todos los instrumentos posibles. De estos instrumentos el más persistente e 

importante ha sido el bloqueo económico, comercial y fi nanciero que el pueblo cubano ha 

logrado resistir y superar a un inmenso costo.

Atilio Borón ha señalado la importancia de este fenómeno para América Latina y 

Caribe al destacar que Cuba demostró que “la revolución no es un sueño imposible ni la 

alucinación de revolucionarios trasnochados. Aun a noventa millas de los Estados Unidos, 

casi en las entrañas del monstruo, como dijera Martí, medio de siglo de historia demuestra 

la falacia de los determinismos geográfi cos o de los fatalismo pesimistas.”
Otro rasgo propio de la infl uencia de la Revolución Cubana fue la forma radical en que 

le dio solución a las principales cuestiones de equidad y justicia social, que han llevado al 

país no sólo a tener resultados en temas de salud y educación difíciles de alcanzar por sin 

cambiar las estructuras socio-económicas sino a “exportar asistencia médica” y proyectos 

efectivos de alfabetización como lo es el “Yo si puedo”.
Los logros en estos dos terrenos han tenido importantes efectos de “derrame”. El 

vigoroso desarrollo en materia de salud pública le ha permitido a Cuba incorporar de 

manera decisiva este sector en su política de cooperación internacional solidaria. En 1998 

el gobierno cubano, ante la solicitud de ayuda de varios países centroamericanos y Haití, 

impactados brutalmente por los huracanes George y Mitch, creó el Programa Integral de 

Salud, mediante el cual extendió asistencia humanitaria a Nicaragua, Honduras, Guatemala 

y El Salvador, además de Belice, Haití y República Dominicana. Más tarde, en estrecha 

coordinación con el Gobierno de Venezuela, se estableció la Operación Milagro, por 

medio de la cual se han operado de cataratas gratuitamente más de un millón y medio de 

personas en varios países de la región.

Al propio tiempo el Gobierno Revolucionario cubano ha sido escrupuloso en el respeto 

por otros países y sus liderazgos.

Finalmente, habría que subrayar la originalidad y frescura de la Revolución. Éste es 

un rasgo que no sólo ha signifi cado que las soluciones dadas han obedecido a fórmulas 

propias y no importadas, sino que la Revolución a “abierto el pensamiento” de las 

izquierdas, invitando a romper esquemas y crear utopías.
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Unido a la “persistencia de la resistencia”, distintas generaciones de activistas y 

defensores de las izquierdas latinoamericanos han visto en Cuba más que un modelo, una 

inspiración para seguir luchando por el mundo mejor que es posible, según reclaman los 

que año tras año los que participan en el Foro Social Mundial.

Notas

1） Conferencia redactada para presentar en un Simposio sobre el 50 Aniversario de la Revolución 

Cubana a celebrarse en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de Kyoto de la Universidad de 

Estudios Extranjeros de Kyoto el 17 de diciembre de 2009.

2） Doctor en Ciencias Históricas; Profesor Titular, Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados 

Unidos de la Universidad de La Habana; Académico Titular, Academia de Ciencias de Cuba.
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〈特集：キューバ革命50周年／日本キューバ国交樹立80周年記念〉
De los 50 años de Revolución Cubana, política exterior de Cuba

José Fernández de Cossío

Como necesario antecedente de este histórico y radical hecho y proceso político, 

económico y social, debo comenzar por hacer una breve referencia al contexto 

geoestrategido en que Cuba, en su condición de colonia del imperio español, fue desde 

los primeros años del siglo XIX ambicionada por las élites dominantes en Estados Unidos 

de Norteamérica, convirtiendo a la isla desde entonces en objetivo de las apetencias 

expansionistas de la pujante y vigorosa república imperial.

Desde fecha bien temprana de la naciente unión americana, políticos e ideológicos 

elaboraron las tesis y los argumentos justificativos de esa rapaz pretensión. 

En 1809, Thomas Jef ferson envió una carta a su sucesor, el Presidente James 

Madison, en la que advertía “Que Cuba era la más importante adquisición que podía hacer 

Estados Unidos para su territorio”. En 1823, John Quincy Adams, entonces secretario de 

estado, enunció el concepto conocido como la “fruta madura”, según la cual Cuba debería 

continuar en las débiles manos del imperio español hasta tanto llegará el momento en 

que por su propio peso cayera en el regazo de la unión americana. La ley de gravedad se 

aplicaba a la política de dominación.

En 1823 fue proclamada la doctrina Monroe, nombre del presidente que la suscribió, 

formulada esencialmente como valladar para contener los designios del imperio británico 

de colocar bajo su dominio a Cuba y a otros enclaves para controlar el estratégico itsmo 

centroamericano por donde se conectan el Atlántico y el Pacífico. La esencia de esa 

doctrina implicaba que Estados Unidos notificaba a Europa que no aceptaba su avance en 

una zona que consideraban de su exclusiva hegemonía.

En 1825 Alexander Everest, ministro estadounidense ante la corte de Madrid, 

comunicó al gobierno español que: “El gobierno de los EE.UU. no consentiría ningún 

cambio en la situación política de Cuba a no ser que ello la coloque bajo la juridiscción de 

EE.UU”.
En correspondencia con esa concepción geoestratégica de carácter ineluctable, 

los sucesivos gobiernos estadounidenses se opusieron activamente a los propósitos 

independentistas de los cubanos y al apoyo que con ese fin otros estados latinoamericanos 

intentaran brindarle, particularmente México y la gran Colombia.

La guerra de liberación de los cubanos iniciada en 1868 con dos interrupciones duró 

treinta años y produjo a lo largo de todo el territorio de la isla cuantiosas pérdidas de vidas 

y enorme destrucción material. Esa épica contienda por la independencia nacional, si bien 

concito amplia simpatía en la población estadounidense, nunca recibió categórico apoyo de 
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sus gobiernos.

En 1898 el poder colonial español en Cuba había llegado al límite de sus posiblidades, 

estando exhausto militar y económicamente como resultado de una guerra interminable 

que no podía ganar, fue entonces, y ante la inminente victoria de los independentistas 

cubanos, que el gobierno de Estados Unidos declaró la guerra a España. La declaración 

formal de guerra fue seguida de una campaña militar, en que las fuerzas estadounidenses, 

apoyadas por los fogueados combatienes cubanos, lograron una fulminante y aplastante 

victoria sobre las armas españolas, al cabo de la cual el país quedó bajo la indefinida 

ocupación militar estadounidense.

La popularidad de la causa independentista de los cubanos entre amplios sectores 

de la población e importantes figuras políticas de Estados Unidos motivó que el congreso 

federal aprobará, junto a la declaración de guerra contra España, lo que se llamó 

declaración conjunta, a la que se incorporó la enmienda taller por la cual se reconocía el 

derecho de Cuba a ser libre e independiente.

Dicha declaración congresional fue recibida con mucha reticencia por el Presidente 

McKinley y sus aliados políticos y económicos, cuya visión estratégica respecto a Cuba 

era plenamente congruente con la establecida doctrina del destino manifiestó que situaba 

a la isla en la esfera de dominación de la Unión Americana. Las fuerzas opuestas a la 

independencia de Cuba lograron neutralizar la esencia de la declaración conjunta mediante 

una maniobra legislativa, incluyendo la aprobación de la llamada enmienda platt. Por ella, 

Cuba quedaba totalmente subordinada al gobierno de Estados Unidos en la conducción 

de su política interna y externa, de su economía y su defensa, lo que puede considerarse 

un temprano ensayo de “nation building”, modelo que en el transcurso de los años hemos 

visto implantar en diferentes regiones del planeta.

El gobierno estadounidense condicionó el término de la ocupación militar de la isla a 

que en la constitución de la naciente República quedaran incorporados los enunciados de 

la enmienda platt.

Ese modelo de país dependiente resultó siempre inaceptable para la mayoría de los 

cubanos. Las ansias de independencia y soberania largamente anheladas y que tantos 

sacrificios habían costado quedaron frustradas pero no extinguidas.

En el periodo que los cubanos denominamos de la Pseudo República y que duró desde 

1902 a 1959 se mantuvo latente, con altibajos en su expresión, el propósito de alcanzar 

la genuina autodeterminación. En esa étapa de la vida republicana se produjeron varias 

intervenciones de los Estados Unidos en los asuntos internos del país para contener y 

limitar los movimientos populares que amenazaban el modelo impuesto, lo que subrayaba 

la condición de Cuba como estado vasallo de la hegemonía de Washington.

En el año 1950, por solicitud del gobierno cubano, el banco internacional de 

reconstrucción y desarrollo envió al país una misión técnica para realizar un amplio 

estudio de la situación económica y social. Una de las conclusiones fundamentales del 
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informe postulaba y cito, que: “la estructura económica esencialmente dependiente de la 

industria azucarera, sector que desde hace decenas de años había dejado de crecer, unido 

a la insuficiencia de inversión extranjera y nacional, más la ausencia de diversificación 

económica y comercial y una desventajosa y creciente competencia de otros productores 

mundiales son muy preocupantes”. El informe concluía afirmando que “La situación 

económica de Cuba pronosticaba muy serias consecuencias y graves tensiones políticas 

donde las élites dominantes perderían el control”.
Ese vaticinio fue poco tiempo después confirmado por la historia. el modelo 

económico y político imperante había llegado al límite de sus posibilidades.

La crítica situación económica y social descrita se complicó aún más políticamente 

debido a la formula escogida por las élites dominantes para encararla. En 1952, el general 

Fulgencio Batista llevó a cabo un golpe de estado apoyado en un grupo de oficiales de 

los institutos armados y en la complicidad de los grupos económicos y políticos más 

conservadores del país. Externamente, el golpe de estado recibió el rápido reconocimiento 

diplomático del gobierno de los Estados Unidos que, tomando en consideración los 

antecedentes de Batista, apreció en el general un garante de la estabilidad e intereses 

estadounidenses en el país.

El muy impopular régimen instaurado por Batista de inmediato desató una feroz 

represión contra el movimiento obrero, estudiantes, periodistas y miembros de los 

tradicionales partidos de oposición con la finalidad de silenciar e impedir cualquier acción 

que amenazara el orden político y social prevaleciente. Con su brutal desempeño la 

dictadura batistiana se convirtió en factor dinamizante que llevó a primer plano antiguos 

agravios y nuevos reclamos de las mayorias que exigían cambios en un sistema agotado 

y desacreditado. Al cerrar la dictadura todas las vías legales para alcanzar las nunca 

resueltas aspiraciones nacionales. Sólo dejaba la confrontación armada como camino para 

las necesarias transformaciones.

El ataque lidereado por el joven abogado Fidel Castro en 1953 contra la fortaleza del 

moncada en el oriente de Cuba, fue el detonante que dio inicio a los enfrentamientos que 

durante años, con avances y retrocesos, fueron nutriendo las filas de las organizaciones 

que desde ese momento asumieron la lucha armada para alcanzar el poder.

Con el triunfo el primero de enero de 1959 de las fuerzas insurreccionales, 

bajo el liderazgo del Comandante Fidel Castro comenzó un radical proceso de 

transformaciones políticas, económicas y sociales, en que el estado ejerció el poder en 

función de los intereses nacionales creando una sociedad más igualitaria y justa, libre de 

discriminaciones, que garantizara para todos asistencia médica y educación gratuitas, que 

recuperó enormes extensiones de tierra de manos extranjeras y de latifundistas locales 

para entregarla a quienes la trabajaban, que colocó bajo el control soberano los servicios 

públicos de electricidad, telefonía y la banca, todos en manos de empresas extranjeras.

El gobierno revolucionario, con enorme e innegable apoyo de las grandes mayorías, 
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actuó por vez primera en nuestra historia como el genuino representante de un estado 

independiente y soberano cuya razón de ser sería a partir de ese momento la salvaguarda 

de los intereses y el bienestar de la nación.

En fecha temprana el gobierno revolucionario denunció los acuerdos por los cuales 

Estados Unidos mantenía una misión militar que asesoró practicamente hasta su derrota 

a las fuerzas armadas de la dictadura y reclamó su inmediata retirada. Seguidamente, 

procedió a licenciar a los miembros de las entidades militares, liquidando así los aparatos 

represivos garantes y beneficiarios del derrotado sistema político y económico. Dichos 

institutos armados fueron totalmente reconstruidos y se nutrieron con elementos 

provenientes del ejército guerrillero y las organizaciones de la lucha clandestina.

La conformación de unas nuevas fuerzas armadas de extracción popular plenamente 

identificadas con las demandas de las mayorías y el ideario de independencia y soberanía, 

unido a los efectos de la legislación económica y social adoptada por el gobierno 

revolucionario, destruyeron las bases de poder de la oligarquía local, así como la decisiva 

influencia en los asuntos nacionales de las compañías estadounidenses asentadas en el país 

en sectores decisivos, tales como banca, telecomunicaciones, energía eléctrica, transporte, 

industria azucarera, etc.

Por vez primera, en la historia de Cuba, Washington no contaba con una clientela 

interna controlando los resor tes del poder en que apoyarse para manipular los 

acontecimientos nacionales. La revolución llegó a la conducción del estado con amplísimo 

respaldo popular y sin que mediara el previo beneplacito de los Estados Unidos y cuya 

legitimidad no dependía del coloso del norte.

Esa nueva realidad constituyó una tajante ruptura con el orden establecido y protegido 

por la hegemonía estadounidense, realidad que era inaceptable para Washington.

A partir de ese momento el gobierno cubano debió de encarar la brutal reacción de 

la administración del Presidente Einsenhower, negada a aceptar el hecho revolucionario y 

sus reinvindicaciones, conviviendo con lo que juzgo un desafío directo a su hegemonía.

Cabe significar que a fines de 1958 y ante el inminente triunfo revolucionario, el 

gobierno del Presidente Einsenhower maniobró para ̶preventivamente y al igual que 

ocurrió en otros momentos de la historia de Cuba en 1898 y en 1933̶ asumir el control 

de los acontecimientos mediante un plan encaminado a cerrar el paso a Fidel Castro y las 

fuerzas insurreccionales. Dicho plan perseguía situar en el poder a una junta compuesta 

por elementos conservadores extraídos de los circulos políticos tradicionales, junto a 

oficiales de los cuerpos armados batistianos. Esa iniciativa fracasó, pero el revés inicial no 

impidió que Washington desistiera en sus propósitos de impedir por distintas vias y formas 

la consolidación de la revolución y lo que ello significaba para su hegemonía regional.

La finalidad de toda política exterior es la defensa de la independencia y la soberanía 

nacionales. En consecuencia, la política exterior cubana desde la victoria revolucionaria y 

durante 50 años ha tenido como premisa ese propósito encarnado en el modelo político, 
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económico y social producto de genuino y legítimo ejercicio de autodeterminación.

La hostilidad de Washington aun vigente en sus componentes fundamentales fue 

diseñada y se ha ejecutado, violando todas las normas del derecho internacional y la carta 

de naciones unidas, con la proclamada finalidad de producir un cambio de régimen. Para 

ello y desde su étapa inicia se aplicó un intenso y amplio programa buscando el aislamiento 

político y diplomático de Cuba tanto a nivel regional como globalmente, al tiempo de 

implementar una vasta campaña mediática para deslegitimar a la revolución. En paralelo 

fueron progresivamente decretándose sanciones económicas que culminaron en una 

urdimbre de leyes y ordenes ejecutivas que hasta hoy conforman un férreo y criminal 

bloqueo económico, comercial y financiero. Además de esas medidas se llevó adelante 

un amplio programa subversivo organizando, entrenando y abasteciendo al interior del 

país agrupaciones contrarrevolucionarias para realizar todo tipo de acciones terroristas, 

incluyendo atentados contra la vida de los dirigentes de la revolución.

Como parte del plan para producir un cambio de régimen, en 1961 tuvo lugar la 

fracasada expedición mercenaria de Bahía de Cochinos, que preparada y financiada por 

EE.UU., con el apoyo de dictaduras centroamericanas, fue aplastada en 72 horas por las 

milicias revolucionarias.

Un componente central de ese programa desestabilizador consistió en alentar y 

financiar opositores a los que se dieron todo tipo de facilidades y estímulos para ubicarse 

en la Florida y desde allí servir como instrumentos en la guerra sucia contra Cuba. La 

primera oleada ̶en los años 59 y 60̶ de esos llamados “refugiados” estuvo integrada 

por elementos batistianos profugos de la justicia revolucionaria por crímenes y el saqueo 

de fondos públicos, a los que se fueron sumando antiguos latifundistas y miembros de las 

élites dominantes cuyos privilegios fueron abolidos o resultaron muy afectados por las 

leyes del gobierno revolucionario. Ese contingente humano fue la fuente en la que durante 

años la CIA y otros servicios especiales reclutaron sus agentes.

Durante la presidencia de Reagan la política diseñada contra la revolución experimentó 

transformaciones pero manteniendo el mismo fin de revertir el hecho revolucionario. Esa 

administración aplicó las recomendaciones del documento Santa Fe, elaborado por un 

tanque pensante de la ultra derecha republicana. Propagandísticamente se puso énfasis en 

la tesis de la revolución traicionada cuyos “auténticos representantes” radicaban en Miami 

y enfrentados al gobierno cubano. Se creó “Radio Marti” para oficializar la propaganda 

radiofónica con miles de horas de trasmisiones. Se constituyó con la asistencia de 

expertos y abundantes fondos federales la fundación cubano americana para actuar como 

lobbysta canalizando recursos financieros y apoyos electorales a senadores y congresistas 

identificados con una política anticubana y también como vehículo para brindar 

financiamiento a individuos y grupos afines que desarrollaban actividades terroristas 

contra la Revolución Cubana.

En respuesta a la inicial embestida de los años sesenta, el gobierno cubano formuló 
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su política exterior en congruencia con los principios antiimperialistas e internacionalistas 

y el carácter popular y socialista del ideario revolucionario. Puede decirse que la 

política exterior cubana es una política que al tiempo de afirmar principios y valores en 

correspondencia con las reinvindicaciones y anhelos nacionales, ha tenido también mucho 

de defensiva.

Hasta el día de hoy la política exterior cubana se ha desarrollado a lo largo de los ejes 

siguientes:

1.  Impedir y contrarrestar la acción de los gobiernos de Estados Unidos para aislar 

a Cuba política y diplomáticamente, desplegando una labor diplomática dirigida a 

alcanzar el más amplio reconocimiento por la comunidad internacional mediante la 

forja de nexos diplomáticos, políticos, económicos y de cooperación.

2.  Enfrentar en los principales foros internacionales primordialmente en las Naciones 

Unidas, la ilegal y criminal política de bloqueo económico, comercial y financiero 

impuesta por Estados Unidos, procurando identificar a la comunidad internacional 

con el rechazo a esa política de alcance extraterritorial, violatoria del derecho 

internacional.

3.  Combatir las campañas de descrédito y deslegitimación que contra la revolución 

continúan siendo sistemáticamente orquestadas por el gobierno de Estados 

Unidos y sus servicios especiales apoyados en los consorcios internacionales de la 

información muy identificados con los ejes ideológicos y políticos que sustentan y 

justifican el orden internacional garantizado por Washington.

     Una vertiente muy explotada en las campañas propagandísticas para desacreditar 

a la Revolución Cubana ha sido la activa gestión de la diplomacia estadounidense 

en el seno de los organismos internacionales, particularmente en la desaparecida 

comisión de derechos humanos de Naciones Unidas. Otra pieza también empleada 

en ese empeño satanizador son los informes parciales, selectivos y unilaterales 

que elaboran y difunden el ejecutivo y el congreso estadounidense estableciendo 

listas de países acusados indistintamente de promover el terrorismo internacional 

o de participar y facilitar en el tráfico de drogas o de reprimir actividades religiosas 

o a minorías, etc. En ese empeño enrolan el apoyo cómplice de supuestas 

organizaciones no gubernamentales.

4.  Forjar estrechos vínculos y facilitar asistencia a las organizaciones, partidos políticos 

y movimientos ideológica y políticamente afines en su lucha contra el colonialismo y 

el imperialismo para lograr su liberación nacional.

5.  Desplegar una activa labor como miembro fundador del movimiento de países 

no alineados, sustentando internacionalmente sus posiciones y principios al 

tiempo de trabajar para lograr la incorporación al movimiento de otros Estados de 

Latinoamérica y del Caribe, lo que ha posibilitado llevar a la consideración de esa 

agrupación reclamos y temas fundamentales de la región.
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6.  Establecer, en su momento, estrechas relaciones diplomáticas y estratégicas con la 

desaparecida Unión Soviética, así como con el resto de los países de la comunidad 

socialista, fomentando con ellos activos y esenciales vínculos políticos, financieros y 

económicos, así como valiosísimas relaciones de carácter militar con que fortalecer 

el estado revolucionario frente a la agresión exterior.

     Una de las primeras medidas aplicadas por Washington contra Cuba fue privarla 

de fuentes de suministros de carácter militar. En 1960 presionaron con éxito 

al gobierno británico para impedir la venta de aviones militares “sea furry” y 

poco después sabotearon en el puerto de La Habana el buque “la Coubre”, que 

transportaba un cargamento de armas ligeras aquiridas en Bélgica.

7.  Ingresar en las estr ucturas del sistema económico del campo socialista 

(COMECON), objetivo de la política exterior que procuraba contrarrestar el 

aisalmiento económico, comercial y financiero. También suscribir bilateralmente 

acuerdos económicos y de cooperación de largo plazo en múltiples esferas con los 

miembros más desarrollados de esa agrupación.

8.  Fomentar los más amplios nexos económicos, comerciales y científicos con países 

desarrollados de economía de mercado sobre la base del beneficio mutuo y el 

respeto recíproco a los diferentes sistemas políticos y económicos. 

Este año Cuba y Japón han conmemorado el 80 aniversario del establecimiento de 

relaciones bilaterales organizando en ambos países un conjunto de eventos para significar 

la importancia de ese hecho.

Después del triunfo revolucionario y prácticamente coincidiendo con el inicio del 

surgimiento de Japón como una gran potencia económica mundial se desarrolló una 

intensa relación comercial dada la complementariedad de ambas economías.

El desarrollo de Cuba precisaba del suministro japonés de plantas completas, 

equipamiento y tecnologías avanzadas. Requerió asimismo asistencia de expertos para 

el fomento de la naciente industria pesquera. Japón se convirtió en los años 60 y 70 en 

importante mercado para grandes volúmenes de azúcar, níquel, café, frutas tropicales 

frescas y en conservas, así como productos de mar suministrados por Cuba.

Desde el punto de vista político y estratégico, el encuadramiento de ambos países 

en la bipolaridad global prevaleciente hasta los noventa ponía determinados límites al 

desarrollo de las relaciones políticas y económicas, sobre todo a partir de la aprobación 

por el congreso estadounidense de la Ley conocida como Helms-Burton de alcance 

extraterritorial, unida a una activa campaña de intimidación a empresas japonesas con 

intereses en Estados Unidos. Esas circunstancias parecen estar hoy en una tendencia de 

cambio, lo que de afianzarse abrirá la vía para avanzar hacia plenas relaciones económicas 

y el robustecimiento de las existentes en los ámbitos diplomáticos y políticos.

Hace apenas unos días el ministro de relaciones exteriores de Cuba realizó una 
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visita oficial a Japón para encabezar el décimo diálogo político inter cancillerías, reunión 

que permitió cubrir una amplia agenda de temas bilaterales y multilaterales entre ambos 

cancilleres.

Las coincidencias fueron muchas pero hay determinadas áreas y asuntos donde la 

visión es dispar pero el diálogo institucionalizado facilita conocer mejor las razones e 

identificar dónde es posible y conviene alcanzar mayores aproximaciones.

En abril de 1961, al iniciarse la invasión de Bahía de Cochinos Cuba proclamó el 

carácter socialista de la revolución. En 1962 se constituyó el partido unido de la revolución 

socialista, posteriormente nombrado par tido comunista, nutrido inicialmente con 

miembros provenientes de las organizaciones que lucharon contra la tiranía de Batista. 

Desde su fundación el nuevo partido comunista cubano, surgido de la revolución, se 

empeñó en forjar los vínculos más estrechos con los partidos comunistas en el poder.

Por afinidad ideológica y política el par tido comunista y el gobierno de Cuba 

establecieron activos nexos con los movimientos de liberación de los países que en África 

luchaban contra las metrópolis coloniales por alcanzar su independencia, así como con 

los partidos y organizaciones progresistas de izquierda de América Latina, apoyándolos 

política y materialmente.

Congruente con el ideario internacionalista de la revolución, Cuba se incorporó a la 

organización de solidaridad con los pueblos de Asia, África y América Latina, (OSPAAAL) 

fundada en la conferencia tricontinental realizada en 1965, en La Habana.

Como parte de su compromiso internacionalista, Cuba contribuyó solidariamente 

al esfuerzo final del frente de liberación de Argelia para alcanzar su independencia. Es 

también conocido el exitoso aporte de las armas cubanas a la independencia de Angola 

y Namibia derrotando las pretenciones de dominación del régimen de apartheid y sus 

aliados. La solidaridad cubana también se hizo patente en la lucha independentista de 

Guinea Bissau y Cabo Verde. El frente farabundo Martí de liberación nacional de El 

Salvador y el frente sandinista de Nicaragua recibieron plena asistencia cubana en su 

enfrentamiento contra las tiranías gobernantes. 

La labor de la diplomacia cubana ha logrado su objetivo de quebrar y revertir 

el aislamiento político y diplomático impuesto por Estados Unidos. Cuba tiene hoy 

relaciones diplomáticas con 184 estados, con embajadas establecidas en 123 países y 

presencia diplomática en La Habana de 108 misiones extranjeras. Progresivamente se 

han ido normalizando las relaciones con todos los gobiernos de América Latina y el 

Caribe. Cuba es miembro pleno del grupo de Río y asociada del CARICOM. También 

integra la conferencia Cumbre Iberoamericana a la que pertenecen todos los estados 

latinoamericanos más España y Portugal y de la organización de los estados del Caribe y 

Centro América.

La política de bloqueo económico de EE.UU. contra Cuba ha sido denunciada y 

descalificada moral y jurídicamente, recibiendo la condena de la comunidad internacional 
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por su naturaleza violatoria de la carta de Naciones Unidas y de los principios del derecho 

internacional y la libertd de comercio.

Esa política de castigo colectivo de características genocidas practicada por Estados 

Unidos contra Cuba es denunciada y condenada en los principales foros internacionales 

por la diplomacia cubana. En la última votación del proyecto cubano “necesidad de poner 

fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de 

América contra Cuba”, en la Asamblea General de Naciones Unidas el 28 de octubre 

pasado, la comunidad internacional condenó por décima octava vez y por 187 votos, 

incluyendo el de Japón, rechazó esa política y pidió su terminación.

La solidaridad que Cuba extiende hoy a muchos países en vías de desarrollo se 

materializa principalmente en las esferas de la salud y la educación suministrando miles 

de médicos y educadores presentes en setenta y tres países. Esa ayuda solidaria incluye 

también recibir a miles de jóvenes de América Latina, África y el Pacífico para estudiar 

gratuitamente diversas especialidades universitarias en Cuba.

Cuba es un activo y respetado miembro del sistema de Naciones Unidas donde sus 

posiciones se identifican con las demandas e intereses del tercer mundo. Cuba trabaja a 

favor de la democratización del sistema de Naciones Unidas particularmente del consejo 

de seguridad. Cuba lucha por un orden económico internacional más justo que garantice 

efectivamente la oportunidad del desarrollo para todos.

Cuba ha suscrito los objetivos del protocolo de Kyoto y sostiene que la preservación 

del medio ambiente no puede ser lograda a expensas del desarrollo de los pueblos más 

desposeídos, por lo que reclama un compromiso efectivo de los países desarrollados 

para transferir recursos financieros y tecnologías a los países en vías de desarrollo. Cuba 

plantea la necesidad de transformar el modo de vida despilfarrador característico de los 

países más ricos.

Cuba trabaja a favor del desarme nuclear y el desarme general y completo, para ello 

exige que se cumplan por las potencias nucleares todos los enunciados del tratado de no 

proliferación nuclear hasta hoy ignorados.

Cuba practica y se opone a toda manifestación o prácticas de discriminación social. 

Cuba ha sido víctima durante años de la acción terrorista de organizaciones radicadas en 

EE.UU. Por ello y por principio se opone y lucha contra todo tipo de actividad terrorista 

sea cuales sean las razones que se esgriman para justificarlas o quienes la realicen o contra 

quien se ejecuten. La defensa de la carta de Naciones Unidas y sus principios y fines 

constituyen la guía de nuestra política exterior.

Del Presidente Einsenhower a la fecha y durante cincuenta años han desfilado por la 

casa blanca once presidentes. Los diez primeros, con la excepción de cárter, han seguido 

contra Cuba una política hostil dirigida a revertir la historia produciendo un cambio de 

régimen fracasando en ese propósito. La inmensa mayoría del pueblo cubano en torno al 

partido comunista y sus líderes ha defendido las conquistas y el modelo establecido por la 
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revolución encarando con firmeza todos los intentos por destruirla.

La llegada al poder del Presidente Barack Obama ̶con su mensaje de cambio̶ creó 

expectativas en el ámbito internacional despertando esperanzas de que el cambio se haría 

realidad. Después de casi un año en el poder esos anhelos persisten aunque con menos 

optimismo.

Pocos días antes de celebrarse la reunión de la cumbre de las Américas en Trinidad 

y Tobago, en junio de este año, el Presidente Raúl Castro declaró, una vez más, que el 

gobierno cubano está dispuesto a hablar con los EE.UU. en plano de respeto e igualdad 

soberana sobre cualquier tema referido al presente enfrentamiento. Lo que Cuba nunca 

aceptará es discutir respecto al sistema político y económico que se ha dado como 

expresión de su autodeterminación.

La nueva administración estadounidense ha dado unos pocos y muy limitados pasos 

que consideramos positivos pero insuficientes. Se ha autorizado a la minoría de ciudadanos 

de origen cubano radicada en Estados Unidos a visitar su país natal y a hacer remesas a 

sus familiares. Se han reiniciado las rondas de conversaciones sobre temas migratorios 

y comenzado consultas para normalizar el servicio postal directo. Cuba ha propuesto 

oficialmente conversaciones referidas a una agenda de temas centrales a la confrontación 

imperante que aún no ha sido respondida. Hay que decir que en los contactos sostenidos 

recientemente el diálogo ha sido respetuoso y la pública agresiva retórica ha disminuido 

significativamente.

La política exterior cubana ha sido respetuosa de la soberanía de otros estados, sólo 

hemos reaccionado con hostilidad frente la agresión.

Cuba no constituye un peligro ni una amenaza para Estados Unidos. Cuba no plantea 

modificar la organización interna de la sociedad estadounidense. Cuba solo quiere vivir en 

paz con relaciones normales con todos sus vecinos.
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〈特集：キューバ革命50周年／日本キューバ国交樹立80周年記念〉
日本・キューバ間の連帯の在り方

― 日玖，玖米，日米の 3角双方向で，友情ある真摯な説得を ―

伊　高　浩　昭

私たち大方の日本人が，第 2次世界大戦後にキューバという国の存在を強烈に認識したのは，
キューバ革命から 3年あまり経った 1962年 10月のキューバ核ミサイル危機の時でしょう。東西
冷戦の真っ直中で，米ソ両大国が核戦争の瀬戸際まで進み，踏み止まった大事件でした。私は当時，
ある大学のジャーナリズムコースでジャーナリストになるのを目指して学んでいましたが，スペ
イン語とラテンアメリカ情勢も勉強していました。
ここに同席しているハバナ大学のカルロス・アルスガライ教授のお父さんは，革命当時，日本

駐在大使でした。その息子として教授も日本に住んでいたのです。そんな 1959年 7月，エルネスト・
チェ・ゲバラが経済交渉のため，日本を訪問しました。高校 1年生だった私は，残念ながら，当時，
ゲバラ来日のニュースを読んだり聞いたりした記憶が定かではありません。キューバをはっきり
と意識したのは，やはりミサイル危機からです。余談ですが，去年（2008年）5月に来日したゲ
バラの娘で医師のアレイダ・ゲバラは，父親が訪れた原爆の地・広島を訪れるなど父親の足跡を
辿って，感激していました。
皆さんの多くが外国語大学の学生であるため，参考までに話すのですが，あのころ日本でスペ

イン語を学ぶ学生は，さほど多くはなく，私のいた大学は語学専門でなかったため，スペイン語
は第 2外国語の一つにすぎませんでした。私は，ラテンアメリカでスペイン語を使って取材する
ジャーナリストになろうと決めていましたから，スペイン語の言葉の収集や，耳を慣らすのに懸
命でした。
当時，ソ連と中国が，競い合うようにラジオでラテンアメリカ向けのスペイン語放送を流して

いました。私は毎朝，ソ連と中国のその放送を，妨害電波か何かで消えそうになるのを，ダイヤ
ルを少しずつ動かしては聴き続けながら，テープレコーダーに録音し，何度も聴いては，耳を慣
らし，政治用語などを採集しました。家庭教師などのアルバイトを大いにやって資金を稼ぎ，当
時としては上等な短波放送のラジオやテープレコーダーを買っていたのです。
この経験が，後に記者になってから，大いに役立ちました。また，『ビシオン（展望）』というニュー

ス週刊誌を，高いお金を払って南米から毎週取り寄せて購読していました。これも役立ちました。
しかし，私のスペイン語は今日まで一向にうまくなりません。かろうじて取材で使えるというだ
けのことです。
いまは，パソコンのウェブサイトで自由にラテンアメリカや世界のニュースを読み，現地と電

子郵便（イーメイル）で交信できますが，あのころからしたら，夢のようです。私がラテンアメ
リカで取材していた時代の送信手段は，テレックスでした。黄色の細いテープに機械で穴を開け
て，ローマ字原稿を電信化して送り，受け手が機械でローマ字に戻すという仕掛けです。その後
は手作業で日本語の文章にします。ファクシミリーもない時代で，記事を送るのに苦労しました。
いつも軽い小型タイプライターを携帯し，ローマ字で原稿を書き，それを電信電話局に持ち込み，
テレックスで東京に打電してもらっていました。もちろん，機械が使える場合は，自分でテープ
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を作って記事を送っていました。
当時から今日まで四十数年間，私はラテンアメリカとりわけキューバと，ジャーナリズムの活

動を通じて関わってきました。これから約 1時間お話しする話の内容は，私が長らく仕事と勉強
を通じて関わってきたキューバについての考察であり，それを踏まえて一つの意思表示をします。
私たち日本人は，キューバにとっては異邦人です。しかし同時代に生きる者として，キューバと
キューバ人の生き方に強い関心を抱かずにはいられません。そして，必要ならば，友情ある説得
をすべきだと，私は考えます。もちろん，キューバ人からの友情ある説得にも耳を傾けなければ
なりません。

私は，キューバ革命を，「20世紀ラテンアメリカ最大の出来事」と位置づけています。なぜなら，
1823年のモンロー宣言以来，ラテンアメリカを自分の支配圏，勢力圏と勝手に見なして，その通
り，やりたい放題のことをしていたウサメリカ（USAMERICA）つまり米国の軛から敢然と離脱し，
真の独立を果たしたからです。キューバは，1959年元日に成功した革命によって，本当の意味で
ラテンアメリカ最初の独立国になったのです。
その状態，つまり革命キューバが今も生き続けており，2010年元日で満 51年になるのです。

この半世紀あまりの間に革命キューバが果たした役割は，実に輝かしいものがあります。第一に，
米国の影響力が国内でほとんど観られない独立国を築いたことです。ハバナ放送は，「米州で最初
の自由の大地，キューバより」という言葉を，放送の枕詞にしていました。

1970年代初め，私が最初にキューバを訪れたころの話です。毎朝ホテルのベッドの枕元にチッ
プとして 1ドル程度を置く習慣が大方の外国社会にはありますね。ハバナのホテルで迎えた最初
の朝，チップを置いたところ，仕事を終えて，その日の夕方，ホテルの部屋に戻ると，「お客さん，
忘れ物です」と書かれた紙とともに 1ドル札が置いてあったのです。次の日の朝も同じでした。
そこで私は，チップを置くのをやめ，ホテルを出る日に，ボールペンのような小さな品物を，お
礼として渡しました。すると，喜んで受け取ってくれました。私も，とても嬉しい気持がしました。
すがすがしい気持でした。
ハバナの公園には，コペリアという有名なアイスクリーム店があります。日曜日に，そこに取

材に行くと，若い恋人たちが長い行列をつくっていました。おしゃべりを楽しみながら，アイス
クリームを買う順番が来るのを待っているのです。すると，ボーイフレンドと一緒でない娘さん
がいました。私は，どうして一人なのですかと訊きました。娘さんは，「彼は遠くからやって来る
ので，そのうちここに着きます」と答えました。ふと見ると，彼女は首飾りをしていました。私
はその瞬間，感動しました。その首飾りは，書類をとめるクリップをつなぎ合わせてできていた
のです！私が気づいたのを見た娘さんは，「素敵でしょう？」と満面の笑顔で言いました。「ええ
本当に素敵です。素晴らしい首飾りです」と私は答えました。私は，心を打たれました。娘さん
の精一杯のおしゃれもさることながら，物質的に不自由な日常生活を，工夫して生きているキュー
バ人のたたずまいに感激したからです。
当時の私は，巨大なメキシコ市に住んでいましたから，どうしてもメキシコとキューバを比較

しがちになっていたのですが，チップを受け取らないホテルの従業員といい，クリップの首飾り
をした娘さんといい，資本主義社会メキシコと比べて，あまりに純粋なキューバ社会に驚き，心
を洗われたのでした。あれから何十年も経ち，キューバ人の考え方もかなり変わっているようで
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す。しかし，キューバ人の人間の良さ，優しさ，思いやりの気持などは昔も今も同じようです。
年間 3万人以上が自殺する日本の社会のような殺伐さのない，人間的な社会です。革命家チェ・
ゲバラは，革命的な人間を「新しい人間」（オンブレ・ヌエボ）という言葉で表しました。日本，
米国，ラテンアメリカ諸国などと比べて，特に当時のキューバは，「新しい人間」の呼吸が感じら
れる国だったと思います。
当時はヴィエトゥナム戦争の最中でした。ある農場を訪れた折，私は，砂糖黍を刈る農業労働

者たちから，日本はなぜ米軍を助けてヴィエトゥナム侵略戦争に加担しているのか，と質問攻め
にされました。私は，日米安保条約や沖縄の米軍基地の話をして，状況を説明することしかでき
ませんでした。世界中でヴィエトゥナム反戦運動が続いていた時代で，日本でもべ平連が頑張っ
ていました。しかし私は記者として，戦争反対，暴力反対は口にしても，あの戦争で日本が悪い
とか，米国が悪いとか，ヴィエトゥナムが正しいとか，断定的に判断を下すことはできませんで
した。ヴィエトゥナムの現地，当時の南北両ヴィエトゥナムの状況を全く知らなかったからです。
ただし，何事に関しても当事者にならず，あるいは当事者になれず，「第三者」を決め込む，体の
いい野次馬であるジャーナリストの習性が，早くも私の身についていたのも事実です。

1970年代初めのハバナ市では，個人商店は，ほとんどすべて閉鎖されており，どのショーウ
インドーも埃だらけでしたが，そこには子供の絵が飾られていました。幽霊街のような古い街並
み全体が，子供の絵の画廊の連なりのようになっていたのです。米国から敵視され，にらまれた
キューバの経済状況の厳しさが，このショーウインドーの光景に象徴的に表れているようでした。
しかし，その後キューバは，当時のソ連諸国の経済相互援助機関であるコメコン，スペイン語

ではカメと言いますが，これに加盟し，経済は息を吹き返します。政治面もソ連モデルを採用して，
1970年代半ば，共産党を中心とした政治機構が整います。経済と政治の両面で安定したキューバ
は，革命の積極的側面を大いに発揮していきます。
有名な教育，医療・保健，食糧配給制度などの社会福祉面は充実していき，ラテンアメリカ諸

国を含む発展途上国，第 3世界諸国への医療援助や，それらの国々からの留学生受け入れも拡大
していきました。これは，「国際主義」という言葉で表されます。それに携わる人々は「国際主義者」
（インテルナシオナリスタ）です。日本に当てはめれば，青年海外協力隊の人々は国際主義者に該
当するでしょう。さまざまなボランティア活動や，NGO活動を外国でやっている人々も国際主
義者です。砂糖黍を刈る激しく，きつい仕事をしにキューバに行く世界中のボランティアの青年
たちも国際主義者です。
文化面では新しい文学，映画，絵画，ポスター，演劇，バレエ，音楽などが次々に生まれ，文

化革命が花咲きました。これは，特にラテンアメリカ諸国の文化に大きな影響を与えました。
キューバ革命の最高指導者フィデル・カストロと，コロンビアのノーベル文学賞作家ガブリエル・
ガルシア＝マルケスはほぼ同年配で，大親友同士ですが，ガルシア＝マルケスらラテンアメリカ
諸国の作家たちが，キューバ革命の影響を受けたのは言うまでもないことでしょう。キューバの
映画庁や映画学校で制作された新しい映画は，その一時代前のフランスの「ヌーヴェルヴァーグ
（新しい波）」のように，世界中に旋風を巻き起こしました。
思想面では，カストロ主義やゲバラ主義の革命路線が拡がり，とくにラテンアメリカではさま

ざまな社会変革運動を生み出す原動力になりました。21世紀の今日，ラテンアメリカに増えた左
翼政権，中道左翼政権が関心を呼んでいますが，キューバ革命の影響を受けなかった進歩主義政
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権は一つもありません。このようにキューバ革命ないし革命キューバは，とくに地元ラテンアメ
リカに政治と文化の両面で影響を及ぼし，ラテンアメリカのアイデンティティーの再発見に大き
く貢献しました。
もし，ラテンアメリカが米国のような文化や社会になってしまったとしたら，ラテンアメリ

カの魅力は大きく失われてしまうでしょう。どこに行っても米国式英語がまかりとおり，米国の
ファッションやファストフードが幅を利かせ，街が米国人観光客で洪水のようにあふれたとした
ら，うんざりするでしょう。今日，新自由主義（ネオリベラリズモ）の市場経済の全球（グローバル）
化などで，米国式の経済運営や金儲け主義，物質主義がすでにラテンアメリカのかなり広範な地
域に拡がっており，その分，我々異邦人には，魅力が薄れています。しかし，まだまだラテンア
メリカらしさが残っていますし，その良さを支えているのが域内の進歩主義諸国であり，その基
盤にあるキューバ革命なのです。何事も米国式となると，文化や社会は保守化，右傾化して，陳
腐なものに成り下がります。
日本社会や日本文化を考えても，米国式の文化や生活習慣が拡がりすぎて，辟易とすることが

よくあります。日本社会にとって文化的にためになっているのは，日本の伝統文化が生きている
ことのほかに，アジア文化，欧州文化などが影響を維持していることによるでしょう。特筆した
いのは，ラテンアメリカ諸国からの出稼ぎ労働者が 1980年代後半から日本社会で急増した結果と
して，日本社会と文化の多様化が進んだことです。素晴らしいことですね。
キリスト教は日本では，明治時代から何か，知識階級や経済的に余裕のある人の多い宗教のよ

うな感じがありましたが，1980年代から流入したブラジル人，ペルー人らは生まれつきのカトリッ
クです。彼ら人民大衆のカトリック信者が日曜ごとに日本の教会を埋めたことで，日本の教会の
在り方そのものが変容を迫られたのです。いわば「本物の信者」が，日本の教会に変化を促した
のです。在日キューバ人は多くはありませんが，音楽家や研究者として頭角を表しています。
かつて，「座頭市」という時代劇がありました。キューバでも，あのシリーズは大成功を収め

ました。ハバナの街を歩いていると，日本人は「イチー」と声をかけられたものです。キューバ
人に「座頭市」のどういうところが面白いのかと訊ねたところ，「たとえば山の中の一軒家で，女
が風呂に入っているとする。座頭市の連れの若者は，壁の隙間から風呂をのぞいて喜んでいる。
そこで座頭市が俺にものぞかせろと言ってのぞくが，その瞬間〈見えねえ〉と言う。満場が大笑
いする。こういうところが面白いのだ」という答えが返ってきました。
そこで私は当時の文化相だったアルマンド・ハルトにインタビューして，日本映画を輸入する

狙いについて質問しました。すると文化相は，「キューバ人は米国映画，ハリウッド映画ばかり観
て育った。われわれ革命政府は，世界には米国のスーパーマンやカウボーイだけでなく，さまざ
まな英雄がいる。座頭市もその一人だと。このような教育をするのも目的です」という説明をし
てくれました。キューバもこのようにして，視野拡大と文化の多様性を図っていました。いまも，
その努力を続けています。
ラテンアメリカは，カトリック教会が強い影響力を持っている最大の地域ですが，教会は植民

地時代から封建制度を支える頑迷な勢力でもありました。しかし 1960年代半ば，各国各地のカト
リック教会も，その総本山であるローマのバティカンも，キューバ革命の影響を受け，「解放の神
学」（テオロヒア・デ・リベラシオン）の存在を認めざるを得なくなったのです。神は本来，貧し
い人々のために社会を変えていくことを奨励するのだ，という画期的な思想を，多くの若い神父
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や修道士たちが実践するようになりました。この教会革命を促したことも，キューバ革命の大き
な功績の一つでしょう。
コロンビアでは，スペイン人の神父たちがキューバ革命に影響され，コロンビア人の大学生ら

とゲリラ組織をつくり，戦い始めました。裕福な家庭に生まれたコロンビア人神父カミーロ・トー
レスも，この組織に入って戦い，死にました。彼らの「解放の神学」は，「革命の神学」にまで進
んでしまっていたのです。
キューバの外国の革命への関与も「国際主義」の一環でした。チェ・ゲバラのコンゴやボリビ

アでの活動が有名です。ゲバラは死んでから，世界中で変革や正義のシンボルとなり，いまでも
象徴的な影響力を維持しています。ゲバラは，キューバ革命の偉大な副産物であり，革命がキュー
バにもたらした最大のソフトウェアーと言うことができるでしょう。
キューバ革命が果たした外国での最大の業績は，1980年代末に，アフリカ南部のアンゴラの戦

争で，革命政権の側で戦った延べ 35万人のキューバ軍部隊が，反革命側で軍事介入していた南ア
フリカ軍を打ち破ったことです。これにより，南アフリカが不法占拠していたナミビアが独立し，
南アフリカの悪名高かったアパルトヘイト（人種隔離）という名のひどい人種差別体制が崩壊し
たのです。キューバ軍は 1961年 4月，米国が組織したキューバ侵略軍部隊を撃破し，米国に勝ち
ました。米国は南アフリカ白人政権を支援していましたが，キューバによって今度は間接的な敗
北を喫したわけです。
キューバ軍が導いた，アンゴラの勝利という世界史的な偉業の結果，マンデラ政権が生まれ，

その後，南アフリカは 2010年 6月にサッカー・ワールドカップ大会を開けるほど，世界から認め
られる国になったのです。私は 1980年代初め 3年あまり，ヨハネスブルクに駐在し，植民地解放
闘争や南アフリカ軍の横暴さを，取材を通じてよく知っていましたので，キューバが果たした役
割の大きさを十分理解できるのです。

キューバがアフリカ南部で歴史的な役割を終えつつあったころ，ベルリンの壁が崩壊し，東西
冷戦は終わりました。この一大動乱期にあって，キューバの果たした役割は，国際社会で十分か
つ正当な評価を受けることができませんでした。しかし，アンゴラ，ナミビア，南アフリカの人々
が，キューバの偉業をいちばんよく知っています。キューバ軍が虐殺から救ったナミビア人の少
女が成人して現在，キューバ駐在大使になっています。これは感動的な逸話です。
ベルリンの壁崩壊に至る 1980年代は，キューバにとっても大変な年月でした。1980年に 13万

人もの大量のキューバ人が，経済難民として米国に去っていきました。キューバ人のなかに物質
面などで不満が鬱積していたのも事実でしょう。やがてソ連に，若いミハイル・ゴルバチョフと
いう指導者が登場します。ゴルバチョフは，ソ連社会が制度疲労し，社会主義体制が行き詰まろ
うとしていたのを察知し，「ペレストロイカ」という改革路線に着手し，その過程を「グラスノス
ティ」，すなわち透明化しました。その結末として，間もなく東欧社会主義諸国が消え，ソ連も消
滅することになります。
最近，ゴルバチョフの下で外相を務めたシェワルナゼが語っていますが，ゴルバチョフもシェ

ワルナゼも，ソ連は 20世紀末までもつと考えていたということです。にもかかわらず，10年早
く消えてしまったというのです。想定外だったのでしょう。当時のフィデル・カストロ議長は，「あ
の偉大なソ連が消えてしまった」と，率直に驚き嘆きました。しかし，「だが今こそキューバは真
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の独立国になる」と思い直し，革命キューバ最大の難局を乗り切っていきました。
カストロ議長は，ゴルバチョフ政権が続いた 1980年代後半，「レクティフィカシオン」，つまり「過

ちを正す」という呼び名の「政策修正」政策を実行しました。このような早い手の打ち方が，窮
地にあっても，状況を切り開く鍵となりました。ベルリンの壁が崩壊した 1989年には，北京の天
安門で一大流血事件がありました。中国政府は，恥も外聞もかなぐり捨て，荒療治で社会主義体
制の危機そのものを押しつぶしたのです。そのすぐ後，キューバでは，アンゴラ戦争の英雄だっ
たオチョアという将軍ら数人が，「麻薬事件に関与した罪」ということで銃殺刑に処せられました。
理由が何であれ，この衝撃的な処刑が，キューバ国内の反体制派あるいは反革命派に「見せしめ
効果」を発揮したのは疑いないでしょう。キューバも大変な時代を通過していたわけです。
革命体制は，権力闘争に勝ち続け国際社会の荒波を乗り切ったカストロ兄弟という，類い希な

指導者の存在によって，またキューバ人が勤勉さを発揮して必死に頑張ったことによって，苦難
の 1990年代を乗り越え，21世紀へと進みました。しかし最高指導者カストロ議長は 2006年 7月
末，腸内出血で大手術を受け，療養生活の後，昨年 2008年 2月，正式に議長の座を弟ラウール・
カストロに譲りました。兄フィデルは 83歳，弟ラウールは 78歳です。他の指導者の多くも高齢
者です。
革命から半世紀を経たキューバは今，年老いた指導部からより若い指導部へと，世代交代を急

がねばならない時期にあります。また，平等性は実現しながら，豊かな工業化社会に向かう「経
済離陸」と言わないまでも，経済水準を上昇させることのできない社会主義経済と，社会の構造
的改革が急がれます。キューバ人の多くが，最良の体制と信じ選んできた社会主義体制の枠の中
で，変えるべきものは変え，なくすべきものはなくし，加えるべきものは加える，という改革です。
去年正式に兄フィデル・カストロ共産党第一書記から政権を引き継いだ，弟で共産党第二書記の
ラウール・カストロ議長は，現実的，実践的な政策をつくるよう心がけ，少しずつ改革を実行し
つつあります。
革命キューバのかかえる大きな問題は，経済困難です。多くの発展途上国が今もうらやむ社会

福祉を実現したキューバですが，1124万人のキューバ人の日常生活が，平均化されたまま，なか
なか経済水準が向上しないのです。原因はいろいろあるでしょう。国内の改革はキューバ人が実
行するでしょうし，内政干渉は許されません。しかし国外の問題は，キューバ人だけでは解決で
きません。
先日，キューバのブルーノ・ロドリゲス外相が来日し，鳩山政権に対し，経済封鎖をやめるよ

う，オバマ米政権に働きかけてほしいと訴えました。経済封鎖によって，キューバは，米国との
経済関係だけでなく，米国の報復をおそれる第三国との経済関係を制限され，キューバが経済建
設のために欲しい資金の融資の道も断たれています。革命によって米国から独立したキューバは，
経済面で封じ込められるという仕打ちに遭っているのです。
日本の政府は，私たち日本人有権者が選んだものです。私たちは，有権者として，また日本人

として，当事者の米国など国際社会の 1％にも満たない数カ国だけが経済封鎖を支持している状
況も踏まえて，米国に経済封鎖をすぐにやめるよう説得すべきなのです。
ところで，米国によるキューバ経済封鎖を，「経済制裁」と言ったり書いたりする日本人が多

すぎます。公平に見て，キューバは米国から制裁されるいわれはありません。ましてや，〈テロ支
援国家〉呼ばわりされるいわれはないでしょう。むしろ，さんざんキューバにテロ攻撃を仕掛け，
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侵略を仕掛けた結果，キューバから「国家テロ」と指摘され，論理的に打ち負かされてきたのは，
歴代の米政権なのです。ですから，「経済制裁」と書いて平気な新聞記者は，ナイーヴです。ナイー
ヴとは，ある物事に関して，正確な知識がないため間違いを犯してしまうといった意味の未熟さ
や純朴さを指す言葉です。ジャーナリストがナイーヴであってはなりません。
かつてキューバ革命政府の重要な地位にあったカルロス＝ラファエル・ロドリゲスという優れ

た政治家がいました。日本に 2回来て，日本側がキューバに貸しているお金の返済の交渉や，経
済協力について日本政府と話し合ったのです。私は記者として 2回ともロドリゲスにインタビュー
する機会を得ました。ロドリゲスは，その 2度の機会に，「日本は独立国です。さらに一層独立国
になるべきだ」と言いました。日本政府が，ワシントンの政府に気兼ねして，キューバと自由に
経済関係を結ぶことができない当時の状況を見て，ロドリゲスは，私という記者を通じて日本社
会に，「米国に対し，もっと毅然とした態度をとるべきだ」と訴えたのです。真面目で友情ある説
得でした。
あれから歳月が経ち，現在の鳩山政権は，初めて米国に日米軍事同盟の在り方について異議を

唱えました。つまり，沖縄の米軍基地の在り方を変えようと，主張し始めたのです。米国に異議
を唱え孤高な生き方をしてきたキューバが，米国に従属してきた日本人にはまぶしくて仕方ない
ですね。そのキューバは，19世紀末から 110年間も，グアンタナモ基地を米国に占領されています。
キューバはずっと，グアンタナモ基地の返還を訴えてきました。日本の特に沖縄は，米軍の軍事
植民地状態にあります。米軍基地がなくならないかぎり，日本の真の独立はありえないでしょう。
ところが日本のマスメディアは一斉にナイーヴさを発揮して，米政府の立場や言い分に立って，

日本政府の政策を批判する，極めておかしな報道を展開しています。安保条約や日米同盟の呪縛
から抜けられない，日本の新聞記者，放送記者，評論家らがあまりにも多いのにあらためて驚き
ました。対米関係，特に対米軍事関係を根底から見直すことによって，21世紀の日本外交の正し
い在り方が定まります。マスメディアがナイーヴで，米国メディアのように振る舞うのでは，た
まったものではありません。
キューバ政府は以前から，キューバが医師団を派遣し，日本側が医療機材や薬品を買う資金を

提供し，天災などに遭った第三国で人道支援に当たるという共同支援活動を日本政府に呼び掛け
ています。日本政府は何か理由があるのでしょうが，なかなか首を縦に振りません。このような
支援活動は，大いにやればいいことです。今年は日本とキューバが外交関係を樹立した 80周年に
当たり，さまざまな記念行事が行なわれています。医療支援活動を共同で実施することを決めれ
ば，最大の記念行事となったはずです。

1990年代に中米のホンジュラスに猛烈なハリケーン，つまり台風が上陸し，甚大な被害が出た
ことがあります。日本は自衛隊を派遣しましたが，自衛隊が現地に残した機材や医薬品を，キュー
バの医師団が救援活動に使った実績があると聞いております。このような関係を制度化し，最初
から合意の下で協力態勢を固め，どこかの国で転変地変が起きたら，馳せ参じるという形にしよ
うという，キューバからの提案です。日本が資金ないし薬品などを提供し，キューバ医師団がそ
れを使えば，どうしてもキューバの活躍が目立つことになるでしょう。ならば，医師団に日本人
も加えるという工夫ができるでしょう。一度，実験的に試してみたらどうでしょう。前例のない
ことをするのも，外交です。
保守的な日本人に欠けているのは，前例のないことを敢えてする勇気と展望です。日本が本気
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で国連安保理の常任理事国になりたいのならば，キューバのような第三世界で尊敬されている国
と組んで，世界中の発展途上地域で人道支援活動をするのは大いに意味のあることです。米国に
付かず離れず，という成熟した外交ができてもいいころでしょう。
さて，キューバ経済が国内的理由で停滞しているという事情を考えると，やはり社会主義経済

体制の制度疲労が挙げられるでしょう。キューバは中国の「社会主義市場経済」方式や，ヴィエトゥ
ナムの「ドイモイ（刷新）」政策を参考にしながら，キューバ型の経済活性化方式を編み出そうと
努力しています。しかし，長年続いた国家指導の経済の限界も見えています。言わば，経済が政
治のようにイデオロギー支配を受けてきたため，思うように伸張できないという側面があるので
はないかということです。
キューバは，米国には，社会主義体制をひっくり返して，昔のように米国の事実上の植民地の

ようなキューバに戻したいと本気で思っている者が少なからずいると警戒しています。もし，日
本を含む広範な国際社会の圧力で，米国が理性的になり，社会主義キューバの存在と存続を正面
から認めるようになれば，キューバは安心し余裕を持って，経済改革に乗り出すことができるよ
うになるでしょう。自ずから政治面も変化するでしょう。
もう一つ，キューバ人とりわけ若い世代が渇望しているのは，「個人的な自由」の獲得のよう

です。これも，キューバという社会主義社会の存在が米国によって尊重されれば，「個人的自由」
の問題も解決に向かうはずです。米ドルの自由化以降，生活格差が生じてはいるものの，世界各
国と比べれば，経済と社会が平均化しているキューバは，米国との和解が実現すれば，経済が発
展し，ひずみのより少ない，極めて理想的な国になるでしょう。このような意味で，キューバは
今後も実験的社会であり続けると思います。米政府はいまや，発展のための「キューバモデル」
を認めるべきなのです。
私や，私よりも上の世代は，戦時下や戦後の焼け野原や米軍占領下で育ったこともあってか，

東西冷戦時代に，社会変革や革命という変化に憧れを抱き，特にキューバ革命を礼讃したもので
す。ある程度豊かな資本主義社会に居て，のほほんと生きながら，行動はせず，もっぱら革新思
想を愛し，革命体制下で必死に頑張っているキューバ人に拍手と連帯の心を送って，それで済ま
してしまう―ということになりがちです。いわゆる「サロン社会主義者」のスタイルです。これが，
いわば流行していました。
それに比べて現代の日本人は，キューバに自転車を送ったり，ボランティア労働をしに行った

り，キューバの対米外交闘争に関与したりしています。いろいろな関与の仕方があるでしょうし，
あってよいと思います。どんどんキューバに行って旅をし，見聞を広めつつ外貨を落とすのも意
義あることでしょう。各部門の当局者も，陳腐な冷戦思考をかなぐり捨てるため，キューバを見
聞すべきです。ただし出張でなく，個人資金で行くべきです。しかし最も重要なことは，キュー
バへの政策を和らげていくよう米国に訴えると同時に，日本政府と日本人に，キューバに対し
て経済関係を含め，自主的な接し方をするよう働きかけていくことです。少し前のことですが，
キューバ側と発電機の売買交渉がほとんどまとまったところで，日本側の大手商社が米国の出方
に気兼ねして，この商談を打ち切るという出来事がありました。キューバ側の落胆は，大変なも
のでした。
キューバに対して私たちはまた，いまの状況でも可能な改革を，政治，経済，社会などの面で

進めるよう，最大限の友情と善意をもって働きかけることでしょう。褒め言葉，美辞麗句だけで
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は，友情は深まりません。互いに痛いところまで話し合ってこそ，親友になれるのです。かつて，
カルロス＝ラファエル・ロドリゲスが私に言ったように，キューバの皆さんからも日本人に，遠
慮なく何でも言ってほしいものです。このような接し方は，キューバに対してだけでなく，あら
ゆる国や友人に対して通用する普遍的なものであると思います。
キューバの最高権力機構は共産党です。今年開く予定だった第 6回党大会はさまざまな理由で

来年以降に延期されました。共産党大会が開かれれば，現在の指導部の後継世代の指導部が姿を
現すかもしれません。その後継世代がどんな政策を掲げるのか，興味深いものがあります。キュー
バの内政問題は，すべてキューバ人が解決するでしょう。これほど確かで，わかりきったことは
ありません。
同じように，日本の内政問題は日本人が自主的に解決しますし，国際問題も，譲歩することに

価値のある環境問題や人道問題などを別とすれば，日本人と日本の利益を優先させて解決すべき
です。基地問題はその典型です。このように，キューバと米国の関係を観察していると，日米関
係の在り方に示唆を与えてもらえるのです。
私の後に，キューバのフェルナンデス大使と，アルスガライ教授の講演があります。それぞれ

内容の深い話になるでしょう。私の話は，この辺で切り上げます。私は，キューバにとっては異
邦人のジャーナリストですが，長年，最大の職業的かつ人間的な関心を抱いてキューバ情勢に取
り組んできた者として，ささやかな提言をしたつもりです。
きょう，この京都外国語大学のこの集いが，日本人とキューバ人の友情を一層深くし，何でも

言い合えるような仲になるのに役立てば，と祈ります。米国の人々，友人たちに対して，キュー
バの立場，そして安保条約に縛られてきた日本人の立場を理解してもらえるよう，新たな働き掛
けを始めるきっかけになればいいと思います。
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〈特集：キューバ革命50周年／日本キューバ国交樹立80周年記念〉
グローバリゼーション対ローカル・エンパワメント

原　田　金一郎

はじめに

いまや世界の耳目は，アメリカ発祥の「世界金融危機」に集中している。たしかにこの危機は，
百年に一度というほどの世界同時不況を生み出し，中心部のみならず周辺部をも巻き込んで，そ
の影響は測り知れないほどである。日本でも，トヨタやキャノンといった世界的なメガ企業が，
赤字転落や人員整理に追い込まれている，しかし，他方では，派遣社員とかホームレスといった，
いわば先進国日本の「周辺部民衆」は，底辺庶民としての苦渋をなめていることを忘れてはなら
ないであろう。
一方，私が専門としているラテンアメリカにおいては，左翼・中道左派政権が台頭してきており，

もはや「われわれはアメリカの裏庭などではない」と異議申し立てを宣言している。従来政策の
ベースとなってきた新自由主義（新古典派理論）は凋落し，たとえば，教育と医療の無償化を実
現した共産主義キューバを先頭にし，ベネズエラのチャベス政権は「21世紀の社会主義」を宣言し，
国内民衆と議論を積み重ねている。ボリビアでは，先住民大統領が誕生し，おなじく反米の姿勢
をとっている。
私が 1999年以来フィールドワークを行ってきた，ペルーのビジャ・エルサルバドル市では，

1971年スラムとして発足したが，1984年市として制定され，スラム共同体から市民共同体へと進
化を遂げ，参加的民主主義を実行している。たとえば，地区住民が市の予算の審議に参加し，そ
の実行にも参加している。このような参加型予算に象徴される同市は，周辺部の地域共同体のひ
とつの道の先駆者的な存在であるといってよいだろう。
つまり，周辺部は，単に受動的にグローバリゼーションに巻き込まれているのではなく，いわ

ば「ローカル・エンパワメント」とでも呼ぶべき，自立と共生の道を歩んでいるのである。

（1）ラテンアメリカ周辺部―従属から自立へ
かつてラテンアメリカは，米国の「裏庭」と呼ばれた。ひどいことに，レーガン大統領などは，

もはやラテンアメリカは裏庭などではなく，「表庭」であるとその演説で述べたことがある。ラテ
ンアメリカ諸国の国家主権に対する敬意などまるでない言辞が，平気で使われるほどラテンアメ
リカは米国に従属していたのである。多くの自立を目指す政権が，ことごとく米国の干渉（軍事
的手段，非軍事的手段を問わず）により崩壊させられた。唯一の例外が，今年革命勝利 50周年を
迎えたキューバであった。キューバは，1991年のソ連・東欧の「共産主義体制」崩壊による援助
ストップにも耐えた。そして，途上国でありながら，教育・医療の無償化を維持している。
フィデル・カストロにつづく指導者は，ベネズエラのウーゴ・チャベス大統領である。『21世

紀の社会主義』を標榜し，国民レベルでの対話を展開している。憲法も改正し国名を「ベネズエラ・
ボリバル共和国」と改めた［佐藤，2007］。
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つぎにラディカルなのはボリビアのモラレス大統領である。新憲法においては，女権の拡張が
うたわれ，先住民出身の初の大統領として活動している［Hedly，2009］。
米国がおしつけた新自由主義の最大の犠牲者は，おそらく，自国通貨を剥奪されたアルゼンチ

ンとエクアドルであろう。このドル化（ドラライゼーション）によって両国は，民族の誇りも国
家主権までも失った。これら諸国はチャベスが提唱している南米共同市場（アルバ）計画に賛同
している。
おなじく，別の［9・11］を 1973年ピノチェットのクー・デターで経験したチリは，女性大統

領であるが故アジェンデが率いた社会党出身の女性大統領がチャベスのリーダーシップに追随し
ている。
ラテンアメリカはいまや米国に対し反乱する周辺部となっており、この他にも，左派政権とし

ては，中米のニカラグアがあり，サンディニスタ民族解放戦線（FSLN）が，1990年選挙に敗北
してから 10年間、第 1野党として国民の理解をえるまでに活動し大統領選挙に勝利した。
この他にもウルグアイも左派政権だと聞いているし，ペルーのアラン・ガルシア政権も本来は

中道左派政権であるが，ペルーでは「左翼」で通っている。
ラテンアメリカはいまや米国に対し反乱する周辺部となっている。ただし，現在では対米従属

路線をとっている。というのも 1998年東アジア通貨危機がペルーにおよんでいらい，ペルー経済
は沈滞したままだからだ。
域内の大国メキシコは中道政権であるが，NAFTAの利益が，米国へ一方的に流れていると不

満の声を上げている。
他方南の域内大国をめざすブラジルのルラ政権は中道左派で，ベネズエラのイニシアチブにつ

いていこうとしている。MERCOSUR（南米南部共同市場）と名目だけになっているアンデス共
同市場を合併させることを目指す，新たな南米共同市場（UNASUR）はけっして現実味のないも
のではない［伊藤，2007］。

（2）地域共同体の再生―ローカル・エンパワメント
次に紹介したいのは，地域が権力を持ちつつあるということである。地方分権化はラテンアメ

リカにおいても進みつつある。私が例示したいのはペルーのビジャ・エルサルバドルである。
1971年 5月ペルーの首都リマの郊外パンプロナでひとつの「土地侵入」がおこった。300家族

とも 400家族ともいわれるスラム民衆が公有地に侵入し，小屋を建てた。翌日警官隊との衝突が
おこり，1人の犠牲者をだした。ときの政権ベラスコは革命的軍事政権を標榜しており，壮大な
プレインカ遺跡のパチャカマに隣接する砂地を代替地として与えた。ここに集結した貧民は 7万
人といわれている。そして人々はみずからのスラムを［救世主の町］ビジャ・エルサルバドル
Villa El Salvadorと名づけた。
ひとりの貧民は無力であるが，連帯すればパワーとなる。ビジャの住民は政府への行進やデモ

によって，水道，電気，下水などを獲得した。1973年人々はみずからをビジャ・エルサルバドル
自主管理都市共同体（CUAVES）と名づけた。都市を自主管理社会主義のもとで管理しようとい
う初の試みであった。
まず地区委員会（24世帯）を組織し，5人の代議員を選出し居住集団を結成し，そこから 8人

の代議員を選出し，代議員総会を結成する。これが最高決定機関である。1970年代の代議員総会
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は 400名からなっていた。
当時のビジャの人口は約 12万人，住民の職業構成は，職人および労働者 37％，商人 33％，左

官 20％，サービス業 7％，農牧業 3％であった。
1984年ビジャにとって大きな変化が生じる。市への制定がそれである。初代市長であるアスク

エタ（Michel Azcueta）は，1982年の演説において，自主管理社会主義は資本主義の海のなかの［島］
ではありえない，と批判し，CUAVES衰退の理由として次の 4点を挙げた。
1）1975年以降のペルーの経済危機
2）ベルムデス政権（1975－ 80年）による恒常的抑圧
3）選挙のための政治的キャンペーン隣人組織にダメージを与えたこと
4）共同体執行審議会（CEC）とりわけロハス（Apolinario Rojas，CUAVESの初期のリーダーの 1

人）の反民主的行為
これに対し CUAVESはこう反論している。「CUAVESと市当局は 2つの異なる組織であって，

とりかえたり除去されることはない。しかしながら，CUAVESはビジャ・エルサルバドルの民衆
の防衛と闘争の自治的機関である［Coronado, 1996, p. 60］。
さらに CUAVESは批判する。「市とは，ゴミ，排水，講演や道路の問題に対処するために，も

ろもろの税をつうじて住民から経済資源を流出させる資本制国家の地方行政機関である」［ibid.］。
しかし，現実においては，国家の資本と技術の支援をうけている市当局（のちに地方政府と改名）

が地方権力の中枢となった。そのきっかけは 1987年設立されたビジャ・エルサルバドル工業団地
である。政府は 28の工業団地計画を予定していたが，成功したのはビジャ・エルサルバドルだけ
であった。2000年現在 1200の企業と 2万人の従業員を抱えるまで発展した。
地方政府の政策も，かつての自主管理共同体の影響をのこしており，参加型予算という政策を

とっている。これは地域住民が市の予算の議論に参加し，その実行にも参加するというものであ
る。かれらは，参加的民主主義とこれを呼んでいる。いまや人口 40万人の近郊都市にビジャ・エ
ルサルバドルは生まれ変わったのである。私はこれを，スラム共同体から市民共同体への発展と
呼びたいと考えている。

むすびにかえて

21世紀は変革の世紀である。それは，グローバル・レベルでも，ナショナル・レベルにおいて
も，ローカル・レベルにおいてもいえることである。本稿においては，これらについて管見の限
りであるが自論をのべた。読者諸賢の忌憚ないご批判を仰ぎたい。
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京都外国語大学京都ラテンアメリカ研究所 2009年度活動報告
（2009年 4月～ 2010年 3月）

●公開講座
○第 9回ラテンアメリカ研究講座
日墨交流 400周年記念国際シンポジウム「メキシコの歴史と現在を考える」※諸事情により延期

5月 25日：ベルナルド・ガルシア・マルティネス（メキシコ大学院大学）
　　　　　   「植民地時代のメキシコ」
5月 26日：ホセフィナ・ソライダ・バスケス（メキシコ大学院大学）
　　　　　   「メキシコ独立戦争の意義」
5月 27日：アンドレス・リラ・ゴンサレス（メキシコ大学院大学前学長）
　　　　　   「メキシコ・アメリカ戦争の悲劇と建国の礎」
　　　　　   ミゲル・ルイスカバーニャス（駐日メキシコ大使）
　　　　　   「日本とメキシコの出会い―400年を遡る―」
5月 30日：ホセフィナ・ソライダ・バスケス（メキシコ大学院大学）
　　　　　   「メキシコ史の回顧と展望」
　　　　　   ディスカッション

○第 8回ラテンアメリカ教養講座
「ラテンアメリカおもしろ博物館」

9月 30日：住田育法（本学／研究員）
　　　　　   「ブラジルおもしろ大統領博物館」
10月 7日：桜井三枝子（大阪経済大学）
　　　　　   「中米グアテマラ、マヤの祝祭博物館」
10月 14日：辻　豊治（本学／研究員）
　　　　　   「切手おもしろ博物館」
10月 21日：半田昌之（たばこと塩の博物館）
　　　　　   「たばこのルーツを探る博物館」
10月 28日：立岩礼子（本学／主任研究員）
　　　　　   「アメリカ大陸博物館 Museo de América」

●その他の研究所主催講演会等
○日本キューバ外交関係樹立 80 周年／キューバ革命 50 周年記念講演会

5月 7日：ソニア・ドミンゲス（建築家）
　　　　　   「キューバ建築：過去と現在」
　　　　　   タニア・ドミンゲス（駐日キューバ大使館文化担当参事官）
　　　　　   「キューバ社会と女性の使命」
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○ 日本キューバ外交関係樹立 80 周年／キューバ革命 50 周年記念ロベルト・サラス写真展
5月 8日～ 5月 20日：「ロベルト・サラス『ソイ・クバーノ』」

○キューバ革命 50 周年／日本キューバ国交樹立 80 周年記念
「京都外国語大学・ハバナ大学合同国際シンポジウム」※本学国際問題研究会と共催

12月 17日：伊高浩昭（ジャーナリスト）
　　　　　   「キューバの存在価値と私たちの連帯の在り方」
　　　　　   ホセ・フェルナンデス・デ・コシーオ（駐日キューバ大使）
　　　　　   「キューバ革命 50周年とその外交戦略」
　　　　　   カルロス・アルスガライ・トレト（ハバナ大学）
　　　　　   「ラテンアメリカにおけるキューバ革命の反響」
　　　　　   ディスカッション
　　　　　   「キューバ革命 50周年を顧みて」

●出 版 物
○『いえらっく』vol. 17（7 月 1 日発行）
○『いえらっく』vol. 18（12 月 1 日発行）
○『紀要』9号（12 月 1 日発行）
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執　筆　要　綱

⑴　原稿執筆に際して使用する言語は，日本語・スペイン語・ポルトガル語・英語とする。
⑵ 　和文原稿においては，400字詰原稿用紙にして以下の枚数を基準とし，欧文原稿においては
以下の語数を基準として執筆すること。なお，図，表，写真が含まれる場合はその基準内に収
めるものとする。
　　　　　　和文原稿
　　　　　　　Ａ．論　　　文 50枚程度
　　　　　　　Ｂ．研究ノート 20枚程度
　　　　　　　Ｃ．研究展望・動向 10枚程度
　　　　　　　Ｄ．書　　評 8枚程度
　　　　　　　Ｅ．その他（資料紹介など） 8枚程度
　　　　　　欧文原稿
　　　　　　　Ａ．論　　文 8000語程度
　　　　　　　Ｂ．研究ノート 3000語程度
　　　　　　　Ｃ．研究展望・動向 2000語程度
　　　　　　　Ｄ．書　　評 1200語程度
　　　　　　　Ｅ．その他（資料紹介など） 1200語程度
⑶　寄稿者は原稿が上記区分のいずれかに属するものか，自己申告すること。
⑷ 　上記種類別 A・Bには横書き 800字程度（欧文原稿の場合，400語程度）の要旨とキーワー
ドを 5語程度付すこと。Aについては要旨も本文とともに掲載する。また採択決定後，和文原
稿の場合は欧文要旨を，欧文原稿の場合は和文要旨を作成願う。
⑸ 　和文原稿の場合，文中において外国の固有名詞を欧字のまま記さない。初出の外国の固有名
詞は，片仮名で書き，括弧して欧字を記すことが望ましい。但し，一般的な語の場合はその限
りではない。固有名詞の片仮名標記は，原則として原音に即すること。
⑹ 　複数の語からなる外国の固有名詞（地名や人名など）における表記の方法，および国名の表
記は執筆者に一任する。
⑺ 　文中において注を付ける場合，文章の右上方に　）をつけた番号を記し，文末に注をまとめ
ること。
⑻ 　出典については引用箇所の終わりに（著者名，出版年，ページ数）を記し，文末に文献リス
トを記すこと。和文文献は 50音順に，欧文文献はアルファベット順にまとめること。
⑼　参考文献の表記は以下の通りである。
　　　例）単著本：（著者姓名）（出版年）（書名）（出版社）（出版地・・・但し和文文献の場合は不要）
　　　　　田中　高
　　　　　1997 『日本紡績業の中米進出』，古今書院。
　　　　　León, Trigueros

　　　　　1955 Perfi l en el aire, Ministerio de Cultural, San Salvador.
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　　　例）雑　誌：（著者姓名）（出版年）（論文名）（雑誌名）（巻・号）（ページ数）
　　　　　Lozoya, Xavier

　　　　　1999  “Un paraíso de plantas medicinales”, Arqueología Mexicana, vol. VII, núm. 39, 

pp. 14-21.

　　　例）論文集： （著者姓名）（出版年）（論文名）（所収書名）（編者名）（ページ数）（出版社）
（出版地…但し和文文献の場合は不要）

　　　　　Martínez Marín, Carlos

　　　　　1996  “El registro de la historia”, Temas mesoamericanos, Sonia Lombardo y Enrique 

Nelda (coords.), pp. 397-425, INAH, México.

　　　例）訳　書： （著者姓名）（出版年）（書名）（訳者名）（出版社）（出版地…但し和文文献の
場合は不要）

　　　　　ガルゼス，ジョアン　E．
　　　　　1979 『アジェンデと人民連合』，後藤政子訳，時事通信社。
　　　例）著者が複数の場合：2人目からは名・姓の順で表記すること。
　　　　　Cabrera, Rubén, Ignacio Rodriguez, and Noel Morelos

　　　　　1982 Teotihuacan 80-82: Primeros resultados, INAH, México.

⑽ 　挿図は黒インクでトレースする。地図，実測図などにはスケールを記す。原則として原図は
B4大を限度とし，縮小した場合にその説明文を含め，縦 20.5cm，横 13.5cm以内に収まるもの
とする。
⑾ 　本文中初出の挿図，表には⑻の方式に従って，典拠を明記すること。筆者自身が作成した原
図の場合，その必要はない。
⑿　写真は鮮明なものに限る。⑾と同様に典拠を明記すること。
⒀ 　和文原稿には欧文タイトルを付け，執筆者名をローマ字で記すこと。欧文原稿には和文タイ
トルをつけ，執筆者名を片仮名で表記すること。
⒁ 　MS－DOSテキスト形式（＋改行）あるいは “WORD”ソフトで原稿を作成し，フロッピーディ
スクとともに打出し原稿を提出すること。
⒂ 　原稿が以上の規定を満たすものであれば，Eメールによる投稿も受け付ける。但し，Eメー
ルで投稿する場合は打出し原稿を必ず郵送すること。
⒃ 　指定された提出期限に従い，完成原稿は下記に送付すること。なお，完成原稿の末尾に氏名・
現職名・住所・電話番号を明記すること。
　　　送付先）615-8558

　　　　　　　京都市右京区西院笠目町 6

　　　　　　　京都外国語大学
　　　　　　　京都ラテンアメリカ研究所
　　　　　　　E-mail：ielak@kufs.ac.jp

⒄ 　原稿の採否は編集委員会によって決定される。場合によって編集委員会より原稿の修正を願
うことがある。原稿は採否にかかわらず原則として返却しない。
⒅ 　原稿の掲載は，当該号の投稿論文数・その他の事情により，次号に繰り越す場合がある。そ
の場合，編集委員会は投稿者に連絡し，協議するものとする。規定に則しない長文および特殊
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印刷の場合は，編集委員会と執筆者による協議を行い，内容を変更することがある。
⒆ 　掲載原稿のうち，⑴のＡ・Ｂについては抜刷 50部と掲載誌 3冊を贈呈する。50部を超える
場合はその分だけ執筆者の自費負担とする。
⒇　執筆者校正については初校のみとし，その際の大幅な加筆や内容変更は原則として認めない。

Normas de presentación de artículos 

para Boletín del Instituto de Estudios Latinoamericanos de Kyoto

１）Los artículos deben tratar temas sobre Latinoamérica. 

２）El idioma ofi cial en el Boletín es japonés, español, portugués e inglés.

３） Los artículos pueden ser trabajos de investigación (8,000 palabras aprox.), estudios preliminares 

(3,000 palabras aprox.) o reseñas (1,200 palabras aprox.).

４） En caso de trabajo de investigación o estudio preliminar se adjuntarán un breve resumen del 

artículo de 400 palabras y 5 palabras claves.

５） Los trabajos deben entregarse en formato de procesadores de “archivo de texto” o Word, 

prefelibremente con su copia impresa. 

６）La fecha límite de entrega del artículo es el último día de octubre.

７）El Consejo de Redacción decidirá sobre la idoneidad del artículo para ser publicado.

８）El trabajo impreso y su disquete entregados no serán devueltos al autor.

９） El autor del trabajo de investigación o estudio preliminar tiene derecho a recibir 3 ejemplares 

del Boletín y 50 separatas. 

10）Los trabajos deben entregarse al Instituto de Estudios Latinoamericanos de Kyoto:

　　　　6, Kasame-cho, Saiin, Ukyo-ku, 

　　　　Kyoto 615-8558, Japón 

　　　　ielak@kufs.ac.jp
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編　集　後　記

大井先生が亡くなられて，早 1年が立った。改めて先生の存在の大きさや人間性の素晴らしさ
に思い至る。一度，ゆっくり話しましょう，と言われながら果たせなかったのが心残りである。
謹んでご冥福をお祈りするとともに，研究者，教育者としての先生の姿勢を学び継いでいかない
と，との思いを強くする。この意味で先生の業績と人となりをもっともよく知る大越氏に寄稿し
ていただいた。
本号はその他，論文として中米史に関わる古文書分析，研究ノートとして「世界史」のなかで

翻弄される「個人史」の成立を説いた古畑論文をはじめとしてユカタンについての人類学的およ
び経済史的考察，それにブラジル映画を素材とした言語分析を掲載した。
さらに本号の特集としてキューバに関する論考を 4点掲載した。2009年はキューバ革命 50年，

および日本との国交 80周年の節目の年であり，当研究所が中心となってハバナ大学との合同シン
ポジウムが開催された。講演者であるハバナ大学のアルスガライ教授，駐日キューバ大使コシー
オ氏，ジャーナリストの伊高氏から報告にもとづいた論文をいただいた。それぞれ当事者として
の立場やキューバとの関わりについて論じていただき，キューバ性やヴィヴィッドなキューバ問
題が提示されている。最後に原田氏にキューバの現代的意義に関する論考を寄稿していただいた。
その評価は分かれるが経済危機のなかで医療，福祉，教育が切り捨てられるラテンアメリカにあっ
てキューバ・モデルの再評価が進んでいるようだ。

（T. T）
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