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メキシコで考古学調査を行う意義と課題
―「トラランカレカ考古学プロジェクト」を介して―

嘉 幡 　 茂

Ⅰ．はじめに

国際シンポジウム「メソアメリカ考古学研究とその展望～次世代を担う日本人研究者たち～」は、各発

表者が次世代を担う考古学調査を行っており、その内容や成果を一般の方々に伝えるという目的で実施さ

れた。一方で、これから考古学者として成長する若い世代の方々へ、発表者から建設的なメッセージを伝

えるという思いも込められていた。筆者は、この二つの困難な目的を達成させるための一助となるよう本

稿を記した。本稿が、次世代を担う将来の考古学者の方々にとって有意義なものであれば幸いである。

筆者は、公益財団法人古代学協会による「平安京六角堂（左京四条三坊十六町）発掘調査」に 1994 年

7 月から 8 月まで参加した。これが初めての調査歴となった。以降、様々な発掘現場に参加し、2012 年か

らメキシコ合衆国プエブラ州で「トラランカレカ考古学プロジェクト（Proyecto Arqueológico 

Tlalancaleca, Puebla）」 1 を率いている。

海外で考古学調査を実行しそれを継続させるには、多くの問題点を解決していかねばならない。その中

には、どの考古学プロジェクトの団長にもあてはまる一般的な事柄もあるし、外国人団長に特有なものも

ある。これらの問題点を一つ一つ解決していくことは大変な作業ではある。しかし、この過程の中から時

に新しい研究テーマが生まれ、今までになかったプロジェクトを計画する機会となる。

考古学学術プロジェクトの研究テーマは多岐にわたる。各団長の研究対象によるからだ。そして、それ

はどこでどのように学問形成の基礎を培い、今までどのような研究テーマに興味を持ってきたのかにも関

わる。本稿では、何故日本ではなくメキシコの考古学を専門としているのか、どのような理由や目的から

「トラランカレカ考古学プロジェクト」を開始したのか、そして上に記した実施に至るまでの問題点につ

いて述べる。最後に、「トラランカレカ考古学プロジェクト」の団長として、現代メキシコと考古学に関

わる問題点を明らかにしながら、このプロジェクトをどのように発展させたいのかについても明記する。

Ⅱ．「トラランカレカ考古学プロジェクト」開始に至るまで

Ⅱ− 1．何故、メキシコ考古学に魅かれたのか

筆者は、2010 年 4 月にメキシコ国立自治大学・人類学調査研究所（Instituto de Investigaciones 

Antropológicas, Universidad Nacional Autónoma de México）で博士後期課程を修了し、人類学博士号を

取得した。ここには、古代メソアメリカ文明を研究したいと考える研究者が世界から集まってくる。

在籍当時、よく尋ねられたものである。「日本も古い歴史を持ち、考古学研究も活発に行われているだ

ろうに、何故わざわざメキシコでメソアメリカについて研究しているのか？」

次のように答えたものである。

「中学の歴史の授業で、担当の先生からメソポタミア、エジプト、インダス、黄河文明が栄えたのは、
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大河の役割が大きかったと教わった。その豊富な水量のお蔭で多くの人々を養うことのできる農耕が発展

したのだと。しかし、新大陸のメソアメリカ地域には、そのような大きな河は存在しない。にもかかわら

ず、テオティワカンのような巨大な国家が誕生し、密林の中にティカルやパレンケのような都市国家が発

展した。大河が存在したから、文明が誕生したのではないと思う。もちろん、豊富な水量は重要だが、そ

れを大河にのみ求める必要はないだろう。むしろ、いくつもの水源を管理し、恒常的に利用できるシステ

ム構築の方が重要な条件だったと思う。それを確認するためにここにいる。」

古代メソアメリカ文明について専門的に研究したいと思った動機は、このような疑問にあった。この中

でも筆者は、多くの人々を魅了するマヤ地域ではなく、メキシコ中央高原（図 1）を研究対象とすること

にした。この地域では、テオティワカン（前 150

～後 550/600 年；写真 1）やトルテカ（後 600～

1150 年）そしてアステカ（後 1325～1521 年）社

会が一大文明を形成し、メソアメリカ文明圏に多

大な影響を与えた。筆者が研究対象地域をメキシ

コ中央高原に定めた理由は、高校で習った中国王

朝の興亡と関係している。当時筆者は、中原に栄

えた王朝の多くは北方騎馬民族に蹂躙され幕を閉

じたと理解していた。もちろん、内憂という観点

からも同時に考察しなければならないが、外患に

よる終焉というシナリオは理解しやすかった。

図 １　メキシコ中央高原の主要遺跡

写真 １　�テオティワカン、「月のピラミッド」とその周辺部
の写真
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一方、メキシコ中央高原における各社会の終焉にも、外患という要因が考慮されている（e.g., Litvak 

1974; cfr. Millon 1988）。新・旧大陸で起こった社会現象に不思議な共通点が認められ、ここに人類社会の

普遍的な法則が隠されているのではないかと感じた。そして、この問題を学術的に考察したいと思うよう

になっていた。

Ⅱ− 2．「トラランカレカ考古学プロジェクト」開始までの学問形成史

何故、筆者がトラランカレカ遺跡（図 2；写真 2）を研究対象として選んだのかは、博士後期課程時代

からの学問形成史と関連している。この遺跡は、メキシコ合衆国プエブラ州サン・マティアス・トララン

カレカ市の近郊に位置する。先行研究によると、紀元前 1200 年頃からこの地に集落が形成され、後 100

年頃までには放棄された（e.g., García Cook 1973, 1981: 252; Montaño 1998: 196–221）。最盛期は前 600 年

から前 100 年頃であり、その政治・経済・宗教的影響力は、この遺跡が位置するプエブラ・トラスカラ地

域のみならず、その周辺地域（メキシコ盆地、モレーロス盆地、オアハカ盆地、メキシコ湾岸地域、バヒー

オ地域）にまで及んだと指摘されている（García Cook 1997: 95–101; Montaño 1998: 217）。しかし、トラ

ランカレカ社会は、メキシコ中央高原の初期国家であるテオティワカンの形成期に崩壊したと推測されて

いる。テオティワカンは多様な社会成層や民族集団が存在する多国籍都市として発展した。同時に、その

政治・経済・宗教的影響力は、サポテカ王国やマ

ヤ地域の各王朝のみならず、メソアメリカ文明圏

全域に及び、強力な初期国家の首都として殷賑を

極めた。

当時、筆者はテオティワカンの崩壊要因をテー

マに博士論文（Kabata 2010）を作成していた。「ト

ラランカレカ考古学プロジェクト」を開始した動

機の一つに、博士論文作成時に得られた観点や知

見が大きく影響を与えているため、以下ではテオ

図 ２　トラランカレカ遺跡と主要建造物の配置関係

写真 ２　トラランカレカ遺跡の航空写真
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ティワカンの崩壊要因に関する研究とその問題点について述べたい。そして、それがどのように「トララ

ンカレカ考古学プロジェクト」の開始と結びつくのかについて述べる。

博士論文作成当時、テオティワカンの崩壊要因に関する研究は進んでいたとは言えない状況にあった。

先行研究は二つの側面（外的・内的）からこのテーマを考察していた。一つ目は、テオティワカンとメキ

シコ中央高原にある各拠点都市との経済バランスに着目したものである。各地域の都市（ソチカルコや

トゥーラなど）が、テオティワカンから各地域へ、そして各地域からテオティワカンへと様々な物資が循

環する交易ルートを遮断し、そこから得られる利益を蓄積していったため、経済バランスに変化が起こっ

た。これにより、テオティワカンは経済的に覇権を維持することが困難になり、崩壊へ向かったと説明し

た（Litvak 1974）。もう一方は、都市外部との関係に主要因を置かず、内紛に注目していた（Millon 

1988）。何らかの要因により政治の中枢が麻痺し弱体していった。その結果、テオティワカン都市中心部

への組織的な破壊や火災が起こり崩壊に至った。

両者ともに推測の域を出ず、決定的な崩壊のシナリオを提示しているわけではない。何故交易ルートを

遮断することが可能であったのか、何故政治の中枢が麻痺するに至ったのか、経済システムや権力の弱体

化の原因やその過程を説明してはいない。より深い考察を妨げている理由として、内的要因あるいは外的

要因のどちらかを重視する傾向が顕著であり、両者を統合し分析する視点が乏しいことが挙げられる。

他方、テオティワカンと同時代に栄えた周辺地域における考古学データの質量を比較すると、不均衡が

存在していることも見逃せない。これは、現代メキシコのナショナリズム形成そしてツーリズムの促進が

大きく影響を与えている。「神々の都」 2 として君臨したテオティワカン古代国家は、現代のメキシコ人を

も魅了し、歴史面から国民の統一を助ける政治的価値を持つ。さらに、1987 年にユネスコ世界文化遺産

に登録され、メキシコ国内の遺跡公園の中で最大の観光客を得ている遺産物件  3 は経済的価値も併せ持つ。

このため研究者と研究費の流れは質量共にこの遺跡に向かう。

結果、テオティワカン遺跡内の考古学データは増加するが、周辺地域のものは相対的に減少する。そし

て、この時代の社会変動を理解するために、テオティワカン遺跡から得られたデータを基準に考察する傾

向に陥り、周辺地域の社会動向は政治的中心の影響力によるとの偏った観点（テオティワカン中心史観）

が形成される。この観点では研究対象は中央から周辺地域へと向けられるため、後者に属する社会の歴史

的役割や中央との動的変化を考察するには向かない。先行研究における問題点の根本は上記の二つにある

と判断し、博士論文の研究を進めるため、これらを克服するデータの収集と理論の構築（共時的考察）に

努めた  4。

論文作成後、筆者が提示した崩壊要因の仮説をより実証的なものにするため、テオティワカンの周辺地

域で調査対象となる遺跡を探し始めた。しかしながら、対象として挙げた遺跡のいくつか（サンタ・クル

ス・アスカポツァルトンゴやチングー遺跡など）は、都市化や農耕利用によって破壊が著しく、発掘調査

を行ったとしても充分なデータを得られる保証がないことを知った。

このような状況の中、村上達也氏がトラランカレカで一緒に調査を行わないかと誘ってくれた。先に述

べたように、トラランカレカはテオティワカンより前の時代に栄えた社会である。筆者は博士論文でテオ

ティワカンの崩壊について研究していたため、対象時期は全く逆になってしまう。今後の研究対象を今ま

で行ってきたものとは別のテーマに変更することに躊躇した。それは、膨大な数の先行研究論文を読み現

状を把握せねばならないことや、この時代と地域の土器編年を理解するために一から勉強し直さねばなら

ないことによる。
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そんな筆者に村上氏はトラランカレカ遺跡を調査する重要性を熱く説いてくれた。メキシコ中央高原に

おける形成期（前 1800～後 200 年）の考古学データは、これに続く古典期（後 200～700 年）・続古典期（700

～900 年）・後古典期（900～1521 年）と比較し乏しい。このため、この時代の歴史は充分に復元されてい

ない状況にあると言っても過言ではない。この遅れは、「テオティワカン中心史観」、そしてメキシコのナ

ショナリズム形成と関連していると筆者は考えている。

Ⅱ− 3．ナショナリズムとメキシコ中央高原の考古学

E・H・カー（1962）は「歴史とは現代と過去

との対話である」と論じた。つまり、歴史とは現

代に生きる我々の価値基準を介して、重要だと判

断した過去の出来事に意味づけし、これらを体系

化したものだ。ある現代国家にとって、過去のあ

る出来事が重要でないと見なされた場合、これは

存在しなかったものとして扱われる。一方で、同

じ国家であっても、時代が異なれば重要視される

場合もあるだろう。他方、別の国家では同じ出来

事は違う観点から解釈され、その国の歴史の中に

組み込まれるだろう。

この事実が、一例としてテオティワカン以前の歴史復元にも反映されている。現代のメキシコ政府によっ

て過去の出来事が意図的に取捨選択されている。そして、この選択傾向は研究者に潜在意識の中で影響を

与えている。テオティワカンに始まる古代国家形成には政治的・経済的価値があり重要視されるが、これ

以前の社会に関しては現代的価値がない、または乏しいと判断されているのだ。その結果、古代国家形成

のプロセスを先行社会と連続した歴史軸上で考察すること（歴史的連続性の重視）を妨げ、周辺地域のダ

イナミズムを射程にした共時的観点の構築を困難にしている。

筆者にとって、テオティワカンを端とするこのような歴史復元は不完全で不平等なものと映る。上記の

現状を修正する目的を持ち、先行研究とは異なった視点からテオティワカンの国家形成について、そして、

先行社会の重要性を証明するため、村上氏と共にトラランカレカ遺跡で考古学調査を率いることを決心し

た。

Ⅲ．「トラランカレカ考古学プロジェクト」実施に向けての問題点

Ⅲ− 1．メキシコ考古学審議会と調査許可

メキシコ国立人類学歴史学研究所（INAH）によって組織されるメキシコ考古学審議会は、この国で実

施されるすべての考古学調査や文化遺産の修復・保存活動を統括する。考古学調査を実施するには、この

審議会に研究計画書を提出し、その許可を得ることが絶対条件となっている。この許可を得ずに調査を行

うと法律に基づき罰せられることになる。

43ヵ条からなる「メキシコ考古学審議会規定（1994 年発行版；Reglamento del Consejo de Arqueología）」

に準じ計画書を作成する。先行研究、調査目的、調査方法、調査期間、遺構が出土する際の対処方法、遺

写真 ３　�テオティワカン、「太陽のピラミッド」の前に集う
人々（２00３ 年春分の日）
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物の管理場所、調査資金の出所と予算額などについて明記せねばならない。また、研究計画書には、研究

代表者の所属機関が考古学プロジェクトを保証・援助していると明記された書類を添付せねばならない。

メキシコ考古学審議会は毎月一回開かれ、この場で各研究計画書に不備がないかが問われる。不備があ

る場合、それを修正・再提出し許可が下りるまで調査を開始することはできない。では、許可書が発行さ

れると、直ぐに調査を開始することができるのかというと、話はそう単純ではない。調査開始にはまだま

だ手続きが必要である。

次のステップは、プエブラ州にある INAH センターに、審議会からの許可書を提出することである。

ここに書類を提出するのは、トラランカレカ遺跡がこの州に属しているからである。そして、研究計画書

に示した予算の 15% を税金として納めないといけない。同時に、センター長からサン・マティアス・ト

ラランカレカ市長と、トラランカレカ土地管理組合長宛てに書類を発行してもらう。そこには、「トララ

ンカレカ考古学プロジェクト」は正式な手続きを経てメキシコ考古学審議会から認可を受けたものであり、

自治体及び土地管理組合はこの実施を補佐するようにと書かれている。この書類を各所に提出して、漸く

すべての事務手続きが完了する。

しかし、プロジェクトの実現には全く別種の問題が存在している。

Ⅲ− 2．地域社会との信頼関係

メキシコで考古学調査を実施するには、地域社会の人々と信頼関係を築く必要がある。これはメキシコ

考古学審議会から認可書を得ることより精神的に疲れる仕事である。

2012 年 10 月現在、メキシコ合衆国には約 41,000ヵ所の遺跡が正式に登録され、その内 190 が遺跡公園

として一般に開放されている。そして毎年、この数は増加している。この増加傾向だけ見ると、特に遺跡

で調査を実施することが困難だとは想像できない。しかし、トラランカレカ遺跡を始め、未公開の遺跡で

調査を行うには、地域社会との連携が必要不可欠だ。例えメキシコ考古学審議会の調査許可を持っていた

としても、信頼関係を築かず調査を開始すると、調査自体がストップするだけでなく、そこで研究してい

る人間の安全が保障できなくなる。

まず、地方の人々は、わざわざお金をかけて遺跡を調査するということを理解できない。また、何故遠

く離れた外国から、日本人がこの遺跡を発掘するのかについても想像が及ばない。そのため、彼らは筆者

らプロジェクトのメンバーが土地を奪う侵入者であるとか、遺跡に眠ると信じる黄金製品を暴く盗掘者に

違いないと考える。もちろん、筆者らはそのような意図をみじんも持っていない。しかし、彼らにとって、

写真 ４（左）　遺跡で土地管理組合員の方々にプロジェクトの目的について話している場面
写真 ５（右）　現地説明会を開催し何が出土したのかを説明している場面
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筆者らはよそ者以外の何者でもないのだ。

そのため、筆者らは調査を開始する前、村人や土地管理組合の人々に、何故調査を実施したいのかにつ

いて必ず説明する（写真 4）。出土する遺物はどのように管理し、最終的にどこに行くのか、遺跡には何

が眠っているのかについて、平易なスペイン語を使い理解してくれるまで話す。さらに、発掘調査がある

程度進み、何か興味深いものが出土すると、現地説明会を企画する（写真 5）。現地説明会は日本では一

般的であるが、メキシコではあまり見られない情報還元の手段である。人々は家族単位で遺跡に訪れ、筆

者らが何を行っているのかについての説明に耳を傾ける。しかし、これだけではまだ信頼を勝ち得ない。

O・アンギアーノ氏（Oscar Anguiano；現トラランカレカ市長）を、筆者らが現地で研究施設として賃

貸しているラボラトリーに招待し、調査目的や内容について理解してもらう。また、調査実施期間中に現

場の巡察を承諾してもらえるか交渉する。一方で、市長には筆者らが地域社会に情報還元を積極的に行い

たいことを伝え、自治体の講堂を利用させてもらい講演会も企画する（写真 6）。

遺跡には、当時の為政者たちが政治目的で建設した広場が存在していた。ここは現在、地域の人々によっ

て様々な催しの場として再利用されている（写真 7）。ある意味、彼らにとっての「聖域」を調査するには、

学術目的といえども彼らから信頼を得ること、そして、彼らの協力を得ることが大前提である。

Ⅳ．「トラランカレカ考古学プロジェクト」の挑戦：人々と考古学を繋ぐ

Ⅳ− 1．実践パブリック・アーケオロジー�5 への契機

2012 年にトラランカレカ遺跡で調査を開始して 3 年が経った。筆者らはこのプロジェクトを軌道に乗

せると共に、どのようにすれば筆者らの行っていることを一般の方々に、より容易に理解してもらえるの

かを考え始めた。現地説明会や PowerPoint を用いた講堂での講演会以外に、楽しく理解してもらえる手

段はないものかと思案していた。そのように考え始めたのは、以下の出来事があったからだった。

発掘調査の仕事を終え、ラボラトリーで事務処理をした後、何かを買うために通りに出た。すると 50

歳くらいの男性が筆者に近寄ってきた。

「現場で仕事くれないか？」と尋ねてくる。

「作業員さんの数は既に足りているので、誰かが辞めるまで待って下さい」と答えた。すると、彼は一

枚の紙の切れ端を筆者に見せる。

写真 ６（左）　トラランカレカ自治体の講堂で調査内容について説明している場面
写真 ７（右）　�「セロ・グランデ建築複合」にある広場で古代の衣装を身に着けダンス・パーティーを行っている場面（奥

は「セロ・グランデ・ピラミッド」）
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「この人が、お前に頼めば仕事くれるって言った」と引き下がらない。筆者は誰がそんな無責任なこと

を言ったのだろうかと思い、その切れ端を見る。しかし、鉛筆で書かれた文字は達筆すぎて、筆者には読

むことができなかった。

「えっ、誰が言ったんですか？」「ここに書いてある」（いやー、ここに書いてあるって言われても、僕

には読めんわ）と内心思う。もう一度尋ねる。「うーん、なんて書いてあるんですか？」「…ここに書いて

ある」

この噛み合わない会話に戸惑った。もう一度、目を凝らし文字を解読しようと努めるが、分からない。

書かれているアルファベットらしき文字は、筆者と共に調査しているメキシコ人考古学者のどの名前にも

相当しないように見える。重ねて聞いてみた。「これって、誰ですか？」「知らんけど、ここに書いてある」

（うーん、誰やろか？まあ、誰でもいいんやけど）と思っている内に、ひらめいた。（あー、この人は文字

の読み書きができないのでは？！…。）

そして、筆者は後に次のことを知った。1990 年代初めまでメキシコの義務教育課程は小学校までであり、

農村地域に住む国民の識字率は特に低いという事実である。

異文化理解や共生が重要となっている今日、学術成果の発信先を母国や学問専門領域に求めがちな我々

研究者にとって、地域社会の人々を理解し、彼らにその成果を還元する方法を模索し開発することが求め

られているのではと思う。そして、それは誰にでも理解しやすい媒体を用いたものでないといけない。仕

事を求めていた男性は、字の読めないことを筆者に気取られたくないがために、「ここに書いてある」と

言い続けたのだろう。

Ⅳ− 2．人々と考古学の繋がり

先に述べた現地説明会や講演会の中で、彼ら先祖の社会を復元することで可能となる、歴史認識や文化

遺産の保存を力説しても反応は消極的である。もちろん、一部の人々は筆者らのプロジェクトに理解を示

し協力してくれる。しかし、未だに日本またはメキシコ政府が遺跡調査・保存という名目の下、地域住民

から土地を取り上げるのではないかと危惧している人々も存在する。この心理的動向には、3 つの要因が

働いていると考える。

① メキシコ政府が義務教育課程の中で古代史の授業に割り当てる時間を極端に減らしているため、国

民全体が古代文化に対する知識や興味を失っている。

②  1990 年代初めまでメキシコの義務教育課程は小学校までであり、特に農村部の国民は専門用語を

用いた雑誌や記事の読解力が充分ではない。これは、彼ら自らが書物を通して文化遺産や歴史に

ついて知ろうとする気力を失わせている。

③ メキシコは古代文化遺産の宝庫であるため、日本、アメリカ、フランスなどの国際調査団が頻繁に

フィールド・ワークを実施している。その成果を学術誌や国際学会などの場で公表しているが、メ

キシコの一般市民を対象とした広報活動や成果発信は乏しい。その結果、地域社会の人々にとって、

海外から来る研究者は母国の利益のみを優先させる存在としか映らなくなっている。

さらに、アイデンティティーの問題も大きな要因である。メキシコ・中米諸国では、16 世紀にスペイ

ンによって征服された歴史的事実と、その後の特異な民族抗争史がもたらした文化的混血から、社会成層
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や人種問題が複雑となり不安定なアイデンティティーが形成されている（Bonfil 2005）。特にメキシコ政

府は国民を統一するため、古代遺産をナショナリズムの形成に利用している（Matos 1979）。しかし、利

用される古代遺産は巨大なピラミッド建造物や経済的・芸術的価値の高い副葬品であり、これらは歴史コ

ンテクストから切り離されている。

単純化すれば「偉大な古代→その征服→複雑な現代メキシコ」という図式の中で、歴代の政府は「その

征服」とそれに付随する悲惨な歴史を克服し、一つのメキシコを構築する心的装置を開発できずにきた。

結果、多くの一般国民は、偉大な古代文明の継承者であるという正の側面と滅ぼされた文明の民という負

の側面を併せ持つことになっている。

外国人である我々が彼らのアイデンティティーのシンボルであるピラミッドや文化遺産を何故研究する

のかに対し、明確な答えを持たず、またそれを彼らの言葉で説明できなければ、調査結果は母国と一部の

知識階層にのみ行き渡り、海外研究はいずれ従属論的な性格を持つものになると考える。海外にフィール

ドを持つ者には「持続可能な研究と教育」という視点が必要だと考える。研究対象物を継承する者の尊厳

やアイデンティティーに留意し、地域社会に波及する影響力を考慮する倫理的姿勢に則り調査を行うこと

で、海外研究と文化貢献が活かされる。そして、両国に等しい研究成果と文化発展が期待されると考える。

Ⅳ− 3．人々と考古学を繋ぐ新たなツールの開発

多くの国々で日本のマンガやアニメは愛されている。そして、描かれる題材を基にした人類学・社会学

研究は盛んである（e.g., 櫻井 2014）。しかし、研究成果の発信方法として、研究者自身がこれらを用いる

事例は少ない。メキシコでも日本のマンガは好まれており、これを媒介とすることで、多彩なイラストと

平易な言葉で文化遺産や研究内容を表現することが可能となり、多くの国民に伝えるツールとなる。さら

に、メキシコでも日本文化の一つと理解されているマンガの利用は、日本政府の研究費で調査や広報活動

が行われていることを示唆しやすく、日本政府によるメキシコでの文化貢献活動への認知度が増すと考え

られる。

「トラランカレカ考古学プロジェクト」は、今

まで古代メソアメリカ文明のメキシコ中央高原に

おける初期国家の発展プロセスに研究の主眼が置

かれ、人類の複雑社会形成史の解明という面で専

門学術領域への貢献を目指してきた。一方、今後

の課題として、研究成果の等しい情報発信という

点から、一般の人々にもその成果を還元していく

ため、筆者自らが誰にでも理解しやすいツール、

そして、その中に描かれる興味深いコンテンツを

開発し、それを実践していこうと計画している（図

3） 6。

V．おわりに

メキシコ中央高原における国家の起源は、テオティワカンから始まったとされている。筆者にとってこ

図 ３　『フィレンツェ絵文書』より
（ベルナルディーノ・デ・サーグン神父によって １６
世紀に編纂された。絵文書の登場人物に個性を持た
せアニメーション化する計画を立てている）。
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の歴史認識は正しいとは言えない。その理由をまず先行研究に見られる考察観点やデータ利用における偏

狭という点から示した。その後、この傾向はメキシコ考古学とナショナリズムそしてツーリズムに遠因が

あると主張した。テオティワカンにおける現代的影響力は大きすぎると言っていいだろう。そのため、周

辺地域やこれ以前の時代に属する遺跡は歴史の周縁部に置かれる。同時に、周辺地域の現代地域社会は、

地元に貴重な遺跡があることを認識できず、文化遺産とは無関係な存在となっている。テオティワカンと

いう遺産物件への政治・経済的そして学術的一極集中化は、今後も増す傾向にあると思える。

筆者らプロジェクトのメンバーは、最終的に、トラランカレカ遺跡を文化遺産の一つとして周知しても

らうことを目指している。新たな文化遺産の創出である。その方法を学界への成果報告と地域社会への情

報発信を通して行っていく。

今回の国際シンポジウムは、次世代の考古学を担う研究者とは、そしてプロジェクトとは何かについて

沈思黙考させられる場であった。その後、各発表者やコメンテーターと有益な議論を行うことができた。

これからは実行していくだけである。

註
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埋蔵文化財保護従事者の受験資格と国際化

馬 瀬 智 光

はじめに

シンポジウムに登壇した次世代を担う日本人の考古学者達は、多言語に通じ、若手研究者とは思えない

ほどの経験と知識を有している。彼らの多くは日本以外の他地域での調査経験と生活を通じてスキルアッ

プし、国際的な活躍を果たしている。また、彼らは他地域において調査する機会が与えられるだけでなく、

それらの研究地域で職を得ている。一方、日本において他地域出身者が同様に活躍しスキルアップできる

機会と場所が用意されているのであろうか。そこで日本の考古学的遺跡（埋蔵文化財）を調査・研究・保

護する担い手の大半が地方自治体職員及び地方自治体の外郭団体職員であることを考え、これらの職員採

用における国籍によらない多様性の有無を検討した。具体的には、埋蔵文化財の保護に従事するこれらの

組織の職員採用試験の受験資格にある国籍要件等を検討した。

日本考古学の国際化は、日本人の研究者が英語で会話し、書くことではない。我々が中南米などの海外

研究をする場合に、海外の研究者や現地の人々に国際化のために「日本語を学びなさい」とは言わない。

今回のシンポジウムにおいても、海外で勇躍している若手研究者は、現地の言葉に精通しているのであっ

て、英語で全てを解決しようとは考えていない。日本語が難しいことは、筆者が日本語のネイティブであっ

ても感じることであり否定はしない。しかし、日本の文化や文化財の研究を志す海外研究者は最低限度の

日本語を学ぶ努力をすると考えるし、英語でのみ分析が可能であるとも考えてはいないだろう。

この論考では、募集要項における国籍要件を見ていく。ただし、埋蔵文化財調査等の職員が意思決定に

関わる可能性に基づいて、日本国籍を条件にしている自治体も多く、この条件だけをもって国際化が遅れ

ているとは考えてはいけない。本来、国際化は、「国籍、民族、宗教、門地に基づいて担い手を選択する

のではなく、その能力によって選ばれること」が重要であると筆者は考えている。

1　分析対象

資料として、2013 年 4 月 1 日採用から 2015 年 4 月 1 日採用を目的として行われた埋蔵文化財担当者の

採用試験の募集要項 83 件を選んだ。採用試験があったことを把握している自治体で、募集要項を確認で

きなかったものもあるが、おおまかな傾向を把握できたと考える。

2　�分析方法

採用試験の募集要項の「受験資格」欄に、国籍要件があるのかを調べた。また、国籍要件を自治体や外

郭団体が設定している場合に、細かな説明を行っている場合もあり、その内容についても調べた。83 件

の試験には、同一組織の採用が複数あるが、年度や正規・非正規による違いがある可能性を考え、個々に

検討した。
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国籍要件については、大きく 4 つの条件を確認した。「日本国籍を有するもの」「日本国籍を有しないも

ので、就労可能な在留資格を有しているもの」「日本語による文章作成、会話能力を有するもの」「国籍不

問」である。この 4 つの条件をもとに、「全資料」並びに「正規」「任期付」「自治体」「法人」に分類して

分析を行った。

3　分析結果

（1）全資料

83 例中、日本国籍を有するものに限定している採用試験は 16 件（19％）、在留資格を有するものも受

験資格に加えられている試験が 15 件（18%）、言語能力を有するものが 2 件（3%）、国籍不問が 49 件（59%）、

不明 1 件（1%）であった。80% の試験は日本国籍がなくても受験可能であることを示している。

（2）正規雇用

ここでいう正規雇用は、期限の定めのない職員を指す。48 例中、日本国籍を有するものに限定してい

る採用試験は 15 件（32%）、在留資格を有するものも受験資格に加えられている試験が 9 件（19%）、言

語能力を有するものが 2 件（4%）、国籍不問が 21 件（44%）、不明 1 件（1%）となった。日本国籍を条件

とする 16 件中、15 件を正規雇用が占めている。

（3）任期付職員

ここでは、有期雇用者を対象とした。任期付職員、臨時的任用職員、嘱託、非常勤職員などと呼ばれる。

概ね半年以上、5 年未満の雇用期間が提示されている。1 年契約で毎年更新され、3 年から 5 年継続され

る例が多い。

日本国籍を有するものに限る例が 1 件（3%）、在留資格を有するものも受験資格に加えられているもの

が 6 件（17%）、国籍不問が 28 件（80%）である。

（4）地方行政

地方行政とは、都道府県教育委委員会、市町村教育委員会の埋蔵文化財担当職員を指す。現在では文化

財保護行政を知事部局や市長部局に移している自治体も多く、それらの例も加えている。日本国籍を有す

るものが 16 件（31%）、在留資格を有するものを加えた例が 11 件（21%）、国籍不問が 24 件（46%）、不

明 1 件（2%）である。日本国籍を受験資格とするもの全てが地方行政に集中していることがわかる。

（5）外郭団体

外郭団体とは、地方自治体が出捐して設立した公益財団法人等を指す。文化財保護だけを目的とした法

人は減少傾向にあり、スポーツや文化全般を対象とした法人になっていることが多い。

日本国籍を有することを条件とした外郭団体はなく、在留資格を有するものも認めたものが 4 件

（13%）、日本語を解することを条件としたものが 2 件（6%）、国籍不問が 25 件（81%）を占める。収集し

た事例全てで日本国籍以外に門戸が開かれているといえよう。
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4　考察

日本国籍を有するものを地方自治体が受験資格としているには理由がある。公務員の任用は、公務員に

関する基本原則があり、「日本国籍を有しない人は、公権力の行使（許可、市税の賦課徴収、強制執行な

ど住民の権利義務等を一方的に決定すること）又は公の意思の形成への参画（行政施策の企画立案、予算

の編成などの政策的判断を伴う事務について決定すること）に携わることができない。」とされている  1。

公権力の行使に携わる職とは、徴税吏員、許認可に携わる管理職、強制執行に携わる管理職が該当し、公

の意思の形成への参画に携わる職は、庁議を所管する管理職及び常時これに参画する管理職、政策の総合

企画及び調整を所管する管理職、地方自治体財政を所管する管理職、各機関の人事を所管する管理職となっ

ている。地方自治体における埋蔵文化財担当職員の職務を考えた場合、史跡・名勝・天然記念物の現状変

更に伴う許可権限に関する文化財保護法第 125 条がこれに該当する可能性がある。また、近年は政策決定

に関わる管理職に埋蔵文化財担当職員が積極的に登用されるケースがあることから、積極的に文化財保護

行政を進めようと考えている自治体ほど国籍の取扱いに慎重になるとも考えられる。

ただし、地方行政を執行する地方自治体の採用試験においても、全体の 67% で日本国籍以外に門戸が

開かれている。外郭団体に至っては、今回確認できた全ての採用試験で外国籍の考古学研究者にも門戸が

開かれていることがわかった。実際、外郭団体を中心に外国籍の考古学研究者が採用されている。過半数

の地方自治体を含む埋蔵文化財の調査・研究・保護について、実際の採用例は未だ少数だと考えられるも

のの、機会均等が進んでいると考える。

おわりに

採用試験の受験資格という視点から、日本考古学の国際化を読み取る試みを行った。筆者の予想以上に、

国籍にとらわれない受験の機会均等が進んでいる。受験資格で日本語能力を課している組織もある。重要

な受験資格であると考える。英語がどれほど堪能であったとしても、地域住民との対話、事業原因者への

説明、発掘調査作業員への指示、文献史料の読解、報告書の作成、自治体内部の事務は全て日本語で行わ

れる。我々が海外の文化や歴史を学ぶときに現地の言葉を学ぶのと同じである。

一方で、多様な文化的背景を持つものの存在は、考古学の分析を進める上で重要である。どの文化を分

析するにしろ、内部の目だけで分からないことがあり、外からの目の存在が必要となる。異なる文化的背

景を持つものしか気づき得ない文化的事象があるとも考える。例えば、現代の一神教文化圏に属する地域

において、過去の多神教文化を解析する場合に、多神教の文化的背景をもつ研究者の視点は重要である。

「英語」イコール「国際化」、「アメリカンスタンダード」イコール「国際化」という単純な国際化議論

ではなく、過去の文化や歴史を明らかにするために現状何が足りていないかを考えることが国際化である。

筆者は多様な視点の存在こそが国際化にとって重要であると考えている。発掘調査などで検出された遺跡・

遺構・遺物の解釈が一つとは限らないとのと同じである。多くの視点が注がれることで、正解に近づくこ

ともあるし、解釈が分かれること自体が新たな調査方法や分析手法の開発につながる。その第一歩が受験

資格の機会均等であると考える。

しかし、機会は均等に与えられているとはいえ、日本考古学を学び、日本の遺跡を調査・分析するため

には、他地域への情報発信が欠かせないのも事実である。日本考古学（埋蔵文化財）への理解を進める上
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で、調査・保護活動の大半を占める地方自治体と考古学教育を進める大学は、相互に連携して役割を果た

していかなくてはならない。

第一に、 地方自治体は日本の考古学資料の 9 割以上を有しており、他言語化による情報発信をしてい

かなければならないと考える。興味の入口として日本語の壁が厚すぎるのは事実である。そして、海外の

研究者を現実の調査現場に受け入れていかなくてはならないだろう。

第二に、大学は海外研究者に対して日本語をベースとした日本考古学（埋蔵文化財）の専門教育を行い、

彼らのスキルアップを行う必要がある。このスキルアップがなければ、いくら機会均等とはいえ、日本で

考古学の職に就くことは難しい。

最後に、考古学（埋蔵文化財）担当職員に求められている能力の大半は、国籍とは何の関係もない。公

務員の基本原則についても、時間はかかるかもしれないが、少しずつ変化していくであろう。過去の世界

史を見渡した時、国籍（出身）にとらわれない人材登用により、発展を遂げた文化や地域は多い。人材登

用の機会均等は今後も進めていくべきであろう。

註
 1 「法の明文の規定が存在するわけではないが、公務員に関する当然の法理として、公権力の行使または国家意思

の形成への参画にたずさわる公務員となるためには、日本国籍を必要とするものと解すべきである。」（1953 年 3
月 25 日内閣法政局見解）

 （うませ　ともみつ　京都市文化市民局文化財保護課係長）

全体　　　83 件

国籍条項 試験数

不明  1

言語  2

在留資格 15

国籍不問 49

日本国籍 16

合計 83
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エルサルバドル考古学と日本人研究者

市 川 　 彰

本稿では、筆者の視点に基づき、エルサルバドル考古学における日本人研究者の調査史を概観し、その

到達点および今後の課題を整理し、将来を展望する。

1995 年に京都外国語大学調査団によるエルサルバドル総合学術調査プロジェクトが始まって以来、エ

ルサルバドルにおける日本人研究者の考古学調査は、2015年で20年目を迎える。チャルチュアパ遺跡カサ・

ブランカ地区を拠点としたこの調査以降、現地政府の協力を得ながら、名古屋大学調査団や青年海外協力

隊らがチャルチュアパ遺跡をはじめ複数の遺跡で考古学調査を実施してきた。重要なことは、学術的貢献

のみならず、いずれの調査もエルサルバドル人考古学者や調査補助員、そして日本人研究者または考古学

に携わる人材育成にも寄与してきたことである。

今後の課題としては、現在までの調査で蓄積されたデータを統合し、これまでの学説や解釈を検証・刷

新し、当該地域の歴史の再構築をおこなっていく必要があると考える。

はじめに

本稿は、2014 年 11 月 24 日に京都外国語大学で開催された国際シンポジウム『メソアメリカ考古学研

究とその展望～次世代を担う日本人研究者たち』で口頭発表した内容に基づくものである。この小稿では

筆者が主たるフィールドとするエルサルバドルの状況を中心に報告する。メソアメリカ考古学における日

本人研究者の全体的動向については別稿（市川 2015）を参照されたい。

エルサルバドルはメソアメリカ南東部に位置し、ロマ・カルデラ火山の噴火で埋没した集落遺跡ホヤ・デ・

セレン（Joya de Cerén）やメソアメリカ考古学史上で重要な遺跡のひとつであるチャルチュアパ

（Chalchuapa）など少なくとも 670 以上の遺跡が登録されている（図 1）。

2015 年は、このエルサルバドルにおいて日本人が本格的に調査を開始して 20 年という節目の年である。

図 １　エルサルバドル遺跡地図
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そこで本稿では、筆者の視点に基づき、エルサルバドル考古学において日本人が主体的に関わってきた考

古学プロジェクトの歴史を概観し、その到達点および今後の課題を整理し、将来を展望してみたい。

Ⅰ．京都外国語大学調査団

エルサルバドルにおける日本人研究者による考

古学プロジェクトの嚆矢は、故・大井邦明・京都

外国語大学教授が率いたエルサルバドル総合学術

調査プロジェクトである（大井編 2000）。考古学、

文献史学、民族学、物理探査や保存科学などの自

然科学の専門家からなる学際的なプロジェクトで、

1995 年から 2000 年まで調査が実施された。ここ

では考古学分野の成果に特化して概述する。

考古学調査は、チャルチュアパ遺跡カサ・ブラ

ンカ地区をフィールドとし、4N トレンチ（傾斜

路区）、1・2・5 号建造物で発掘および建造物の

修復・保存活動がおこなわれた。以後の日本人研

究者による調査はこのカサ・ブランカ地区の調査

成果をうけて展開されることとなる（図 2）。

調査の結果、東側に入口となる傾斜路をもつ一

辺 200m ほどの大基壇上に 6 基の建造物が配置さ

れていることや、各建造物の増改築数・建築様式・

建築構造などの基礎資料が蓄積され、カサ・ブラ

ンカ地区の先古典期から後古典期に至るまでの歴

史が次第に明らかとなっていった。とりわけ考察

部 分 で 論 じ ら れ て い る テ オ テ ィ ワ カ ン

（Teotihuacan）の侵入時期とイロパンゴ（Ilopango）火山の噴火との関係、メキシコ中央高原や同西部地

方の後古典期に特有な物質文化（土製パイプ、銅製鈴など）の出現とその意義に関する問題提起は、当該

地域の歴史を再構築していく上で鍵となるトピックであるといえよう。なぜなら、いずれもメソアメリカ

文明全体の中で理解する必要のあるトピックであり、現在もなお研究者間で共通見解が得られていないか

らである。

なお、このプロジェクトには 5 名のエルサルバドル人考古学専攻生が参加していた。彼らは調査現場で

授業を受けつつ考古学実習の一環として発掘調査に参加し、エルサルバドルで初めての考古学専攻の卒業

生となり、その後エルサルバドル考古学の中心的存在として活躍することになる。

京都外国語大学調査団による調査は、1979 年から 1992 年まで続いた内戦終結後初めてチャルチュアパ

遺跡で実施された本格的な学術調査であり、土製建造物の修復をおこない、エルサルバドル人考古学者や

調査補助員の育成にも貢献したという点において、歴史的かつ画期的な調査であったと位置づけられる。

図 ２　チャルチュアパ遺跡地図
（Sharer�１9７8�Map を再トーレス・加筆）
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Ⅱ．名古屋大学調査団

2000 年以降、先の京都外国語大学調査団のメンバーであった伊藤伸幸を中心とする名古屋大学調査団

は、現在エルサルバドル文化庁文化遺産局考古課に勤める柴田潮音らとともに、チャルチュアパ遺跡を中

心に考古学調査を実施している。以下、調査成果について概述する。

1．チャルチュアパ遺跡カサ・ブランカ地区の考古学調査

2000 年以降は、先の京都外国語大学調査団の調査ではっきりしなかったカサ・ブランカ地区の最も古

い部分に焦点があてられ 4N トレンチの追加調査が実施された。大基壇の裾部分では畝状遺構を検出し、

大基壇造成前につくられた土坑からは大量の遺物が出土している。主に大基壇造成前の居住痕跡から大基

壇がイロパンゴ白色火山灰で覆われる時期である先古典期後期・終末期ごろ（紀元前 400～紀元後 250 年）

に属する遺物や遺構（土器、土偶、土製品、石製品、メタテやマノ、石器、焼土）の分析結果が報告され

ている（Ito ed. 2004）。

2．チャルチュアパ遺跡タスマル地区の考古学調査

タスマル（Tazumal）地区はチャルチュアパ遺

跡のなかでも最も南に位置する。1940～50 年代

にかけて米国人考古学者スタンレー・H・ボッグ

ス（Stanley H. Boggs）によって考古学調査がお

こなわれ、ピラミッド神殿複合建造物がセメント

を使用して修復された。同地区のピラミッド神殿

複合建造物は過去には旧紙幣 100 コロン（Colon）

札の図柄や身分証明書の図柄として用いられるな

ど、エルサルバドルの先スペイン期文化を代表す

る象徴的な存在と位置づけられる（図 3）。

このタスマル地区では、2003 年からエルサル

バドル文化芸術審議会（現在の文化庁）、名古屋

大学調査団、そして後述する青年海外協力隊が共同で考古学調査を開始した。建造物の保存状態のチェッ

クも含む測量調査の結果、タスマル地区のピラミッド神殿複合建造物群の変遷過程に関する仮説が提示さ

れ、B1-1 号建造物の内部に古典期前期（紀元後 250～600 年）もしくはそれ以前の神殿基壇の存在が示唆

された（e.g. Kato et al. 2006）。

仮説に基づくその後の発掘調査によって、B1-1 号建造物内部に神殿基壇が埋もれていることが立証さ

れた。またこの埋もれた神殿にともなって、埋葬された時期は異なるが、土器、ヒスイ製品、骨製装飾品

などの副葬品を含む 2 基の墓も検出されている。その他、建造物の増改築にともなう儀礼、イロパンゴ火

山灰と建造物との関係、球技場の建築様式などが明らかになった。これら名古屋大学調査団によるタスマ

ル地区調査成果の詳細は、今後刊行が予定されている最終報告書に譲るが、現在までの調査成果について

は伊藤・柴田 2007 などを参照されたい。

上述のタスマル地区調査は、最終報告書が提出されることのなかった 1940～50 年代の調査以来の本格

図 ３　チャルチュアパ遺跡タスマル地区
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的な学術調査であり、タスマル地区の変遷過程などが明らかになった点は重要な学術的貢献といえる。

3.�チャルチュアパ遺跡エル・トラピチェ地区の考古学調査

エル・トラピチェ（El Trapiche）地区はチャルチュアパ遺跡のなかでも最も北側に位置する。1960 年

代の同地区の調査において、最も古い段階の土製建造物群が存在すること、それらの建造物群には文字列

や人物の図像が刻まれた石彫がともなっていることなどが先行調査で明らかとなっていた（Sharer 1978）。

したがって、チャルチュアパ遺跡の起源や発展過程を明らかにする上で重要な地区と位置づけられる。

名古屋大学調査団は、2012 年に事前調査としてこのエル・トラピチェ地区とカサ・ブランカ地区にお

いて㈱田中地質コンサルタントの協力により地中レーダー探査を実施し、エル・トラピチェ地区 E3-1 号

建造物周辺で良好な反応が得られたため発掘調査を開始した。調査の結果、E3-1 号建造物南側正面から、

ジャガーヘッドと呼ばれる石彫 2 基、石碑片 1 基が発見された（伊藤・柴田 2013）。中心軸線を基本とし

左右対象に配置されたジャガーヘッドの石彫の発見は極めて重要である。エルサルバドル国内で報告され

ているジャガーヘッドの石彫のほとんどがその出土状況がわかっていないからである。図像分析や出土状

況から、冥界や生と死などと関連するものと推察されており、今後のさらなる調査の進展と刊行物が期待

される。

4．チキリン貝塚遺跡の考古学調査

上述の調査と時系列的にやや前後するが、名古屋大学調査団は 2006 年から 2009 年にかけてエルサルバ

ドルの東端部のラ・ウニオン（La Union）県に位置するチキリン貝塚遺跡（Chiquirín）においても考古

学調査を実施している。先スペイン期の生活史の一部を復元しようする目的で実施された同調査では、貝

塚や住居址と思われるテラスなどが測量調査によって記録され、貝塚の一部が発掘調査された。調査成果

については Ito ed. 2011 や Nishimatsu et al. 2009 を参照されたい。

Ⅲ．青年海外協力隊

以上のような大学を主体とする考古学活動以外にエルサルバドル考古学における日本人の活動として、

青年海外協力隊（以下、協力隊）の活動を紹介しておきたい。先の名古屋大学調査団はエルサルバドル文

化芸術審議会と「歴史都市チャルチュアパの観光による地域開発を目的としたカサブランカ、タスマル遺

跡公園の整備計画」を企画し、JICA に対して青年海外協力隊員の派遣を申請した（柴田 2010;217）。その

結果、2003 年から 2014 年にかけて、考古学および文化財保護、造園分野にかかわる協力隊 13 名（活動

期間数ヶ月の短期隊員も含む）がエルサルバドルに派遣された。

この協力隊派遣事業は、活動内容から大きく 3 期に区分できる。すなわち、第Ⅰ期：調査研究、第Ⅱ期：

整理作業および活動成果の活用にむけて、第Ⅲ期：考古学・文化遺産教育の取り組み、である。

1．第Ⅰ期：調査研究（2003〜2007 年）

第Ⅰ期は、主に考古学調査や文化財の保存修復活動が主たる活動であり、これらの活動を通じて技術移

転および人材育成が図られた時期である。カサ・ブランカ遺跡公園内の測量および整備計画の策定、土製

建造物の修復・保存状態のチェックなどに加えて、考古学調査もおこなわれた。
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チャルチュアパ遺跡タスマル地区 B1-2 建造物

の調査は、2004 年 10 月に建造物南側が一部崩落

したためにおこなわれた緊急調査ではあったが、

メキシコ合衆国イダルゴ州に位置するトゥーラ

（Tula）遺跡との関連性を示唆する考古資料が認

められるなどの学術的成果も得られた（Kato 

2006）。また重要なことは建造物が修復・保存され、

建築様式や建造物の重なりがわかるように屋外展

示として一般公開されるに至ったことであろう。

2005 年から 2006 年にかけては、カサ・ブラン

カ遺跡公園の南に位置するラ・クチージャ（La 

Cuchilla）地区において緊急発掘調査、カサ・ブ

ランカ地区 5 号建造物前の排水路整備にともなう緊急発掘調査がおこなわれた。これらの考古学調査では、

先スペイン期の墓域（e.g. 市川 2012; Ichikawa y Shibata 2007）、原位置を保った石碑祭壇複合がジャガー

ヘッドの石彫とともに検出され（Ichikawa 2008）、エルサルバドル考古学に貴重な学術的貢献ももたらし

た（図 4）。

なお 2007 年、カサ・ブランカ遺跡公園内の 4N トレンチは造園隊員の尽力と日本国政府による「草の

根文化無償資金協力」をうけて屋外展示施設として一般公開されるようになった。

詳細は後述するが 2007 年には、エルサルバドル東部のレンパ（Lempa）川下流域に位置するヌエバ・

エスペランサ（Nueva Esperanza）遺跡において緊急発掘調査が実施された。同遺跡は、新大陸では完新

世最大規模と評され、紀元後 5～6 世紀に時期比定されるイロパンゴ火山の噴火によって噴出した火山灰

に覆われた沿岸部集落であり、古代の塩生産に関する具体的な考古資料が提示された（e.g. Ichikawa 

2011）。

2．第Ⅱ期：整理作業および活動成果の活用にむけて（2007〜2009 年）

第Ⅱ期は、第 I 期において実施された考古学調査や修復・保存活動、遺跡公園整備事業が一段落し、そ

れらの調査成果をどのように社会に還元していくべきかについて種々の活動が展開された時期である。

この時期にはパブリック考古学的視座のもとに調査研究成果をどのように活かすべきかを検討するため、

博物館来館者へのアンケートなどの動向調査が実施された。とりわけ観光活用や学校教育への活用に関心

があてられ基礎的研究が展開されていった（e.g. 村野 2011）。

また筆者は 2009 年 5 月から 11 月にかけてエルサルバドル技術大学人類学教室に派遣され、考古学ラボ

の整備と活用のための基盤構築、考古学専攻生への卒業論文指導などに従事した。

3．第Ⅲ期：考古学・文化遺産教育の取り組み（2009〜2014 年）

第Ⅲ期は第 I 期の調査成果の整理が引き続きおこなわれるとともに、第Ⅱ期にはじまる考古学および文

化遺産の活用に関する活動が本格化し、成果があらわれてくる時期である。

この時期に派遣された池田瑞穂は、とくに学校教育での積極的な利用を促進するため、考古学専攻生や

カウンターパートらとともに地域の小中学校や博物館における社会科教育の質を向上させるための教員研

図 ４　�カサ・ブランカ地区 ５号建造物前出土の石碑および
ジャガーヘッドの石彫
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修、考古学出前講座・調べ学習・プレゼンテーションを組み合わせた総合的な学習プロジェクト、子供の

ための考古学教室などを実施した。その結果として、考古学的活動の一端を現代に生きる地域コミュニ

ティーの中に関連づけ、博物館を単にモノを保存展示する場所としてだけではなく、地域の歴史に興味の

ある住民の相互コミュニケーションの場として提示した（e.g. Ikeda 2010; Ikeda y Morán 2010）。

以上のようなパブリック考古学的活動以外にも、チャルチュアパ遺跡ヌエボ・タスマル（Nuevo 

Tazumal）地区出土資料をもとにした後古典期（紀元後 900～1521 年）の研究（吉留 2015）、サポティタ

ン盆地に位置するエル・カンビオ（El Cambio）遺跡やサン・アンドレス（San Andrés）遺跡出土遺物か

らみた災害考古学的研究もおこなわれた（Yagi et al. 2015）。

４．エルサルバドル考古学における青年海外協力隊活動の波及効果

派遣期間 11 年、計 13 名の考古学および文化財保護、造園分野にかかわる隊員がエルサルバドルに派遣

された。協力隊活動の最大の功績は、調査研究から遺跡の修復保存、そして社会還元にいたるまでの一連

の過程を通じて現地の様々な位相の人材育成に寄与したことであると筆者は考える。日本の考古学が国際

社会に貢献するためのモデルケースの一例として提示することができるだろうと思っている。

2014 年末時点でエルサルバドル文化庁文化遺産局考古課に所属する考古学者 8 名のうち 6 名は学部生

時代に隊員との何らかの共同作業をおこない、そこで技術指導をうけ、その後現職に至っている。残る 2

名についても隊員のカウンターパートとして活動を共有し、その後の活動で成果を挙げている。

筆者は、受入れた学生や現地作業員である彼ら / 彼女らとともに共同作業をおこない、調査報告書や論

文をスペイン語で執筆してきた。論文構成や調査アイデアの基本は筆者が提案してはいるが、同時にスペ

イン語の校正作業などを通じて、学生らに考古学研究者として成果還元や論文作成がいかに重要かを理解

いただけたものと思っている。同時に筆者はスペイン語論文の執筆の仕方を学び、時には学生らから重要

な指摘をうけるなど学ぶべきことも多かった。つまり、隊員とエルサルバドル人の相互の学びあい、共同

作業が両者に相乗効果をもたらしたと考えている。

さらに現在では第Ⅱ・Ⅲ期の活動成果が軌道に乗り始め、文化庁文化遺産局考古課職員らによってエル

サルバドル唯一の世界遺産遺跡であるホヤ・デ・セレン遺跡やヌエバ・エスペランサ遺跡において、ユネ

スコの協力のもと近隣住民を巻き込んだ文化遺産保護や活用にむけた研修が展開されている点も見逃せな

い。

波及効果はなにも専門家だけとは限らない。NGO 団体や地域住民にもその波及効果がうかがえる。隊

員活動が主に展開されたチャルチュアパ市ではカサ・ブランカ遺跡公園の開園当初から現地の NGO 団体

「サンティアゴ・アポストル教会修復・保存委員会（Comité de Restauración y Conservación de la Iglesia 

Colonial Santiago Apóstol de la Ciudad de Chalchuapa）」の存在は大きい。この NGO 職員であった藍染

めインストラクターや遺跡ガイドは現在もなおカサ・ブランカ遺跡公園の職員として活躍している。彼ら

/ 彼女らは、隊員との共同活動を通じて遺跡への理解を深めるとともに、子供や一般向けのワークショッ

プを開くなどして文化遺産保護や活用に関する啓蒙活動に関する手法を学んだ。このように現場レベルで

の活動が浸透していったことは隊員活動の重要な成果の一つと評価できよう。また、同上の NGO 団体は

上述したカサ・ブランカ遺跡公園内の屋外展示施設の建設に際しても多大な貢献をしている。
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Ⅳ．その他の考古学に関連するプロジェクト

1．ヌエバ・エスペランサ考古学プロジェクト

ヌエバ・エスペランサ遺跡では先の 2007 年に実施された緊急発掘調査の成果をうけて、2009 年以降に

断続的ではあるが筆者を中心に考古学調査が実施されてきた。

同遺跡は、イロパンゴ火山灰との層位関係が明瞭であることから、依然として議論中である噴火年代や

噴火のインパクトに関する研究を前進させる可能性を秘めている。また、これまでほとんど実態の明らか

となっていない先スペイン期沿岸部集落研究の発展にも貢献することのできる遺跡である。

これまでの成果で肝要な点としては、土器製塩を立証する考古学的証拠が得られたこと、イロパンゴ火

山噴火後の降灰中に何らかの儀礼が執り行われており、おそらく避難などをする時間的余裕が存在したこ

と、火山灰よりも下層からカミナルフユ（Kaminaljuyu）やテオティワカンなどでみられる胡座葬の人骨

がほぼ完形の状態で 2 体検出されたことなどが挙げられよう（e.g. 市川 2014）。現在、出土人骨・遺物の

年代測定、安定同位体分析などがすすめられており、被葬者の詳細が明らかになってくることが期待され

る。

また遺跡が位置するヌエバ・エスペランサ村の

住民は、考古学への関心が高い。詳細は別稿を準

備中であるが、2007 年の緊急発掘調査の契機は、

水道管工事中に発見された 13 点の完形土器と人

骨を文化芸術審議会に住民らが報告をしたことを

契機に始まる。緊急発掘調査そしてその後の発掘

調査も住民参加型の発掘調査であり、パブリック

考古学という観点からも興味深い（図 5）。現在、

ヌエバ・エスペランサ村ではユネスコからの助成

をうけて、文化庁文化遺産局考古課職員らを中心

に、考古学だけではなく有形無形の伝統文化の保

存とその活用にむけて研修をおこなっており、今

後の動向が注目される。

2．古代の製陶技術復元と新たな民芸品・教材開発プロジェクト−パブリック考古学の実践−

村野正景は、考古学的研究成果を直接的に現地の人々に還元すべく、特に観光開発及び地域振興に資す

ることを目的として、「古代の製陶技術復元と新たな民芸品・教材開発プロジェクト−パブリック考古学

の実践」を立ちあげ、現地住民や陶芸家などを巻き込み活動を展開している。

同プロジェクトは、先古典期後期から古典期前期（紀元前 400～紀元後 600 年）に時期比定され、オレ

ンジ地に明褐色あるいはクリーム色の波線・平行線など幾何学的文様に特徴づけられる「ウスルタン

（Usulután）様式土器」の文様装飾技法の復元実験に取り組み、現在までにその復元の見通しを得ている。

これまで著名な研究者らが研究に従事しながらも明らかにすることのできなかったウスルタン様式土器

の文様装飾技法を、国内外の陶芸家との協同作業や化学分析などを用いて実証的に明らかにした点は特筆

に値する。プロジェクトの委細については村野 2010・2014 を参照されたい。

図 ５　�ヌエバ・エスペランサ遺跡での住民参加型発掘調査
の様子
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3．サン・アンドレスおよびカラ・スシア考古学プロジェクト

2015 年からは、文化庁文化遺産局考古課職員および筆者が中心となり、「サン・アンドレスおよびカラ・

スシア考古学プロジェクト（Proyecto Arqueológico de San Andrés y Cara Sucia）」を開始した。日本学

術振興会新学術領域研究「古代アメリカの比較文明論（研究代表者：青山和夫）」の枠組みで実施される

この調査では、「周縁」という視点からメソアメリカ文明の長期の盛衰過程の理解に資するデータを獲得

することを目的としている。とりわけ周縁の独自性や主体性に着目し、火山噴火などの自然災害と人間社

会の関係にも留意しながら、調査研究を今後継続していく予定である。

Ⅴ．今後の課題と展望

冒頭でも述べたように日本人研究者が本格的にエルサルバドルで考古学調査を開始してから 20 年が経

つ。日本人研究者が主に調査研究に取り組んできたチャルチュアパ遺跡においては、考古データも蓄積さ

れ、新たな考古学的事実が明らかとなっている。しかし、依然として学界では 1970～80 年代までに構築

されたチャルチュアパ遺跡のイメージで語られがちである。筆者は 2003 年からエルサルバドルにおいて

調査研究に従事しているが、こうした状況を自省的に回顧してみると、考古資料の蓄積はあるものの、蓄

積の先、すなわち考古資料に基づく解釈や当該地域の歴史の再構築という点が不十分であったと言わざる

を得ない。今後は、単に調査成果やデータの報告にとどまらず、それらを統合し、これまでの学説や歴史

を検証・刷新していく作業が必要不可欠といえよう。

例えば、チャルチュアパ遺跡において注目すべきことは、先古典期前期から後古典期後期に至るまでの

約 2,500 年の間、大きな衰退や崩壊をすることなく当該地域の中心的な社会として存在し続けたことであ

ると筆者は考える。直線距離で約 100km のところに位置するカミナルフユやコパン（Copán）は一時期

大発展を遂げるが、その後に衰退し、ほとんど居住の痕跡がみられなくなる。一方で、チャルチュアパは

そうした周辺の大都市の盛衰に大きく左右されることなく社会活動が展開された。言い換えれば、大都市

の盛衰に左右されない自立性の高い戦略を駆使したことが長期の安定的な社会活動を可能にしたものと筆

者は推測している。この推測を検証していくには、チャルチュアパ周辺の自然環境や往時の経済的基盤、

地域間交流といった社会活動維持のための基本的な側面の解明が鍵を握るものと考えている。

また、火山国であるエルサルバドルでは、年代がおおよそ明らかとなっている指標火山灰が少なくとも

4 つ確認されている。その中でも最も有名なのが紀元後 5～6 世紀の指標となるイロパンゴ白色火山灰で

ある。近年は紀元後 535 年という噴火年代が有力視されているが（Dull et al. 2010）、考古資料との乖離

がみられるため結論づけるには時期尚早といえる。また、噴火のインパクトについても、考古資料に基づ

かず壊滅説を支持する研究者が多かったが、近年の調査研究によって、火口からの距離や方角によりイン

パクトが異なったことが次第に明らかになってきており（e.g. 市川 2012; Kitamura 2012）、今後さらなる

検証が必要である。そのためには火山灰前後の遺物や遺構の変化を読み解くことが重要となる。その他の

火山灰についても同様である。このようにエルサルバドル考古学は、火山噴火などの自然災害と文明の盛

衰の関係という課題にも貢献することができると考える。

そして単に地域史という枠組みにとどまらずメソアメリカ文明史の枠組みで理解することも意識しなけ

ればならない。オルメカに始まり、マヤ、テオティワカン、ピピル（Pipil）、そして中間領域（現在のニ

カラグアやコスタリカなどにまたがる地域）との交流を示唆する遺物遺構が検出されていることは、メソ



− 27 −

エルサルバドル考古学と日本人研究者

アメリカ各地の諸文化とエルサルバドルに所在する各遺跡に何らかの関係が存在したことに他ならないか

らである。この場合、地域間交流、イデオロギー、戦いなどの理解が鍵となろう。

以上、日本人研究者によるエルサルバドル考古学における到達点、課題そして今後の展望について筆者

なりの考えを提示してきた。改めて言うまでもないが、今後のいかなる調査においても、これまでの日本

人研究者らが蓄積してきたように詳細な実測図や遺構図を含む信頼度の高いデータを獲得し、そして公表

していくことは、我々が継続していかなければならない基本作業であると言える。

おわりに

本稿ではエルサルバドル考古学における日本人研究者の調査史を概述してきた。日本人によって組織さ

れた考古学調査には、多くのエルサルバドル人学生や調査作業員が参加しており、文化庁文化遺産局に専

門職員として就職した者、先スペイン期建造物の保存修復の職人として活躍する者などエルサルバドル考

古学に携わる人材を輩出してきた。また、筆者も含む幾人かは日本国内の文化財行政や研究機関に職を得

て、現在も幸いに研究活動を継続することができている。このように調査を通じてエルサルバドル考古学

にかかわる多様な人材が育成されてきたことを最後に強調しておきたい。
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欧文要旨

Los investigadores Japoneses en la Arqueología de El Salvador

Akira ICHIKAWA

Actualmente existen diversos estudios e investigaciones dirigidos por japoneses en Mesoamérica. 

Este artículo reflexionará sobre estos trabajos, especialmente en El Salvador, proponiendo una 

perspectiva para los estudios futuros.

En El Salvador a partir del año 1995 se llevaron a cabo investigaciones arqueológicas por la 

Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto, las cuales concluyeron en el año 2000. Desde ese año 

hasta la fecha, la Universidad de Nagoya y los voluntarios de la Agencia de Cooperación Internacional 

de Japón (JICA) han continuado las investigaciones en este país.

Es importante notar que dichas investigaciones han contribuido a la formación de nuevas 

generaciones de arqueólogos y ayudantes, tanto salvadoreños como japoneses. Para los estudios futuros 

se necesitará integrar los datos obtenidos por proyectos recientes con los proyectos anteriores, verificar 

las ideas propuestas por estudios previos, y proponer nuevas interpretaciones a fin de entender mejor la 

historia salvadoreña.
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次世代考古学者のキャリア支援のために
―青年海外協力隊事業の紹介―

村 野 正 景

Ⅰ．中米考古学者の出身母体としての青年海外協力隊

筆者が与えられたテーマは「次世代を担う日本人研究者たち」である。本テーマに含意されている主要

な意図は、「考古学者を目指す、あるいは考古学を学んでいる次世代に向けて有用なメッセージを発信し

てほしい」ということであった。筆者が担うにはあまりに重いテーマであるが、本稿では、中米で現在活

躍している多くの研究者のキャリア形成に大きく貢献した、一つの重要なファクターを紹介することに

よって、その責を果たしたい。

そのファクターとは、日本の独立行政法人 国際協力機構（JICA：Japan International Cooperation 

Agency）が実施するボランティア事業で、なかでも青年海外協力隊である。この事業は、今日の日本に

おける中米考古学の大きな流れを生み出し、多数の人材を輩出してきた（青山 2014:74-75）。その嚆矢となっ

たのは、ホンジュラス共和国にて 1980 年代に実施されたラ・エントラーダ考古学プロジェクトである（中

村・青山 1992）。これ以降、日本人による中米の考古学研究がいっそう多く実施されるようになり、その

事実は研究論文数の増加からも裏付けられる（市川 2012:24-26）。一般的に、日本人が海外でおこなう考

古学研究は、大学や研究組織が人材育成の主体となることが多い。それに対して、大学や研究組織よりも

国際協力の組織出身の研究者が多いことは、中米考古学の特徴と言えよう。本稿では、こうした中米考古

学者のキャリアを切り開いた青年海外協力隊事業を紹介する。

Ⅱ．青年海外協力隊とは？

１．青年海外協力隊の概要

さて青年海外協力隊の派遣母体の JICA とは、日本の政府開発援助（ODA：Official Development 

Assistance）を一元的に扱う機関で、開発途上国への国際協力をおこなっている。国際協力の手法は、技

術協力、有償資金協力、無償資金協力があり、青年海外協力隊は技術協力の一形態に位置づけられている。

「青年海外協力隊（JOCV：Japan Overseas Cooperation Volunteers）」 1 は 1965 年に発足し、2015 年 1

月現在で世界の 88 カ国に累計 4 万人の隊員を派遣している。国際協力をおこなうために、派遣国のさま

ざまな機関に所属しながら、現地の人々とともに汗を流し、顔を突き合わせながら、文字通り草の根的な

活動を隊員は実施する。

隊員が派遣される契機はいつでも、開発途上国からの要請（ニーズ）に基づいていて、JICA が要請に

見合った人材を募集・選考する。合格者は語学等の訓練をうけた後、要請をおこなった現地の組織にて活

動に従事することとなる。

青年海外協力隊は応募時に 20～39 歳の日本国籍所有者である。1990 年からは 40～69 歳までに応募範

囲が広がり、こちらは「シニアボランティア（SV: Senior Volunteers）」と呼ぶ。JOCV と SV をあわせ
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て「JICA ボランティア」である。派遣期間は 2 年間（長期）であるが、1ヶ月から 1 年未満（短期）の

募集もある。ちなみにボランティアとは言え、現地への渡航費や現地生活費、活動費など経済的支援は比

較的充実している。

２．青年海外協力隊の派遣目的

協力隊を派遣する主な目的、それは、JICA の存在理由でもあったように、何よりもまずは、「開発途

上国の経済・社会の発展、復興への寄与」である。とは言え、隊員は一方的に現地の人々に知識や技術を

教えるばかりではない。「友好親善・相互理解の深化」が二つ目の目的であり、相手国のことをよく知り、

日本と相手国のよい関係づくりにも貢献することが求められている。そして三つ目に、「国際的視野の涵

養とボランティア経験の社会還元」である。この三つ目の目的が、キャリア形成の観点から言えば最も重

要となる。隊員は現地での生活や活動を通じて、日本国内にいては得ることのできない視野を獲得し、自

分の新たな能力をも開拓すること、そしてその経験や能力を日本社会に還元することが目的としてうたわ

れている制度であることに注目したい。

３．協力隊経験者の声

協力隊経験者によれば、協力隊として過ごした日々を「充実していた」「楽しかった」と感じている者

が全体の 8 割以上であり、協力隊として自分自身が「とても成長した」「少しは成長した」と答える者が

95％以上を占める（栁﨑・高橋・中村 2009:61-63）。もちろん「充実」や「楽しい」、「成長」という具体

的な中身は隊員によって異なる。隊員活動で現地のためになる成果があがって自分も成長したという場合

もあれば、十分な成果はあげられず苦しかったもののそれが自己成長を促したという場合もある。極端な

場合には、隊員の任期を全うできずに中途で帰国する事態に陥る隊員もいる。それでも「成長した」とと

らえられるかは、隊員自身の心持ちとその後のキャリアへのつなげ方によると思われるが、そのような意

味で、青年海外協力隊は確かに参加者の成長を促す力があることをデータは裏付けている。さらなる具体

的な声は、隊員が JICA へ定期的に提出する『ボランティア活動報告書』で知ることができる  2。

Ⅲ．中米考古学に関する青年海外協力隊

１．青年海外協力隊の中の考古学

青年海外協力隊の活動分野は幅広い。大まかに分類すれば、「計画・行政」、「公共・公益事業」、「農林

水産」、「鉱工業」、「エネルギー」、「商業・観光」、「人的資源」、「保健・医療」、「社会福祉」、その他となる。

このうち、考古学に関係する職種は「人的資源」の分野に含まれ、青年海外協力隊としての具体的な職種

名は「考古学」と「文化財保護」となる。

このうち「考古学」隊員は、踏査・測量・発掘調査などの考古学調査に携わることが多く、まさしく考

古学者としての仕事を担う。そして調査に携わった遺跡の保護や活用計画の立案・実施も求められること

も多い  3。「文化財保護」隊員は、文字通り文化財の保護のための、文化財の状態の検査や修復方法の検討、

修復や復元作業の実施、文化財保護の啓発・普及活動などを主とするが、考古学の知識や技術をもった者

は、「考古学」隊員と連携する活動も実施する。
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２．考古学関係隊員の派遣実績（図 1、図 2）

これまでに（2015 年 1 月現在）、青年海外協力隊とシニアボランティアの両者（長期・短期派遣の両者

を含む）をあわせて、「考古学」隊員で累計 105 名、「文化財保護」隊員で累計 36 名が派遣された  4。中米

に焦点をあてると、「考古学」隊員は累計 57 名、「文化財保護」隊員は累計 3 名である。中米の「考古学」

隊員は全派遣者数の約半数を占めていることがわかる。

派遣国は派遣者数の多い方から、ホンジュラス（考古学 32 名）、エルサルバドル（考古学 15 名、文化

財保護 2 名）、グアテマラ（考古学 4 名、文化財保護 1 名）、パナマ（考古学 4 名）、ニカラグア（考古学

2 名）である。中米では、ベリーズとコスタリカを除く、全ての国で考古学関係隊員が活動してきた。

３．考古学関係隊員の配属先と受入れ体制

キャリア形成という観点で言えば、配属先は気になるところであろう。表 1 のように、中米の考古学関

係隊員の配属先は、それぞれの国で文化遺産行政を主体的に担う国家機関がほとんどである。隊員が学生

の身分のまま協力隊に参加したとすれば、日本にいてはほとんど経験し得ない役職で勤務する場合すらあ

る。実際には、隊員は、それぞれの国家機関に所属しながら、調査や保護対象の遺跡がある地域の博物館

や遺跡公園で活動を行うことが多い。そのほかでは、私立大学や財団が配属先となっている。

配属先の受入れ方は国によって様々であるが、共通するのは、隊員が技術協力をおこなう現地の担当者、

すなわちカウンターパートが存在することである。そのため制度的には、隊員の活動はカウンターパート

と協力しながら進めることとなる。しかしながら、例えばカウンターパートが首都の国家機関で勤務し、

隊員が地方の遺跡公園で働くといった場合があったり、カウンターパートが隊員よりも明らかに上位の、

例えば館長や部長などの要職にあったりと、カウンターパートと理想的な共働をおこなうケースはまれで

ある。そのため制度的カウンターパートと異なり、現実のカウンターパートは隊員が活動をおこなう現地

の事務所職員だったり、発掘現場の作業員だったりと現地住民の中に見出されることとなるし、見出すこ

とが必要ですらある。また大学に配属された場合は、同僚の教員のほか、学生が技術協力の対象となると

言えるだろう。

４．考古学関係隊員の活動内容（図 3〜図 14）

考古学関係隊員の活動内容は上記のように①考古学的調査、②考古遺産の修復・保護、③教育普及や観

光開発などの考古遺産の活用である。筆者はエルサルバドルに 2006 年に派遣されたが、①チャルチュア

54%	  

46%	  

考古学隊員	

中米	

中米以外	

計105名	

図 １　考古学隊員の派遣実績
出典：�JICA 青年海外協力隊事務局提供のデータよ

り作成

8%	  

92%	  

文化財保護隊員	

中米	

中米以外	
計36名	

図 ２　文化財保護隊員の派遣実績
出典：図 １に同じ



− 34 −

次世代考古学者のキャリア支援のために

パ遺跡群のピラミッド状建造物の測量・発掘（Murano2009）、②建造物の修復、③遺跡公園でのワークショッ

プ、学校への出前講座、遺跡公園の利用実態や考古遺産への意識調査、古代の土器の復元と民芸品・教材

開発（村野 2010; 2011; 2014）などを実施することができた。ほとんどの活動で、筆者が責任者となり事

業を担った。筆者は隊員当時、大学院生（休学）の立場であったが、就職前の学生にこれだけの事業を任

せていただける機会は、日本ではめったにあるまい。

筆者は「考古学」隊員として三代目の派遣であったため、先輩隊員が築いた人脈や環境が大きな支えに

なった。同時に、日本の大学の調査隊により考古学プロジェクトが実施されていたこと、同国文化庁に日

本人が勤務していたこと、現地 JICA 事務所や隊員の同僚からの様々な支援があったことが活動推進の大

きな原動力となった。

とは言え、活動の一年目はスペイン語をよく解することができずに、執筆した調査報告書がカウンター

パートによる校正でほとんど原形をとどめなくなったり、日本でほとんど経験することのできない地上の

巨大建造物の発掘・修復方法を現地の人々から教わったりもした。できないことは教わればよい。

したがって、筆者が意識したのは次のとおりである  5。すなわち、現地におけるこれまでの文化財行政

や発掘調査の歴史をしっかりと理解し、同時に現地の人々のニーズ把握を地道におこない、今どんな活動

が必要なのかを見極め、自分の力と活動期間および投下できる人員・資源を念頭におきつつ、実現可能性

と実施効果性の高い活動をおこなうことである。なかでもとにかく現地理解のために汗をかいた。

エルサルバドルの考古学の状況を一言で言えば、発展途上である。同国には 1930 年代から外国人考古

学によって本格的な考古学的調査がおこなわれ（Cobos1992; Valdivieso2010）、同国の歴史を語る上でか

かせない考古遺物の基本的な編年や、物質文化の概要は明らかになっている。しかし、文化遺産保護法は

1993 年、考古学調査規則は 2007 年に定められたばかりで、また同国で考古学の専科が大学に置かれ、現

表 １　考古学関係隊員の配属機関
国 配属機関（日本語） 配属機関（スペイン語） 活動場所 組織形態

ホンジュラス
国立人類学歴史学研究所 Instituto Hondureño de Antropologia e 

Historia (IHAH) ラ・エントラーダほか 政府機関

国立自治大学 Universidad Nacional Autó noma de 
Honduras (UNAH) 同左 国立大学

エルサルバドル

文化庁（旧・文化芸術審
議会）文化遺産局

Secretaría de Cultura (SEC), Dirección 
Nacional de Patrimonio Cultural
※ 旧・Consejo Nacional para la Cultura y el 

Arte (CONCULTURA)

考古課、タスマル遺跡
公園、カサブランカ遺
跡公園

政府機関

国立人類学博物館 Museo Nacional de Antropología (MUNA) 同左 国立博物館

エルサルバドル技術大学 Universidad Tecnologica de El Salvador 
(UTEC) 同左 私立大学

グアテマラ

観光庁 Inst i tuto  Guatemal teco de Tur ismo 
(INGUAT) ペテン支部 政府機関

文化スポーツ省 Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) ティカル国立公園 政府機関

国立考古学民族学博物館 Museo Nacional de Arqueología y Etnología 
(MUNAE) 同左 国立博物館

パナマ
文化庁歴史遺産局 Instituto Nacional de Cultura (INAC), 

Dirección Nacional de Patrimonio Histórico ロスサントス支部 政府機関

パナマ・ビエホ財団 Patronato Panamá Viejo パナマ・ビエホ 財団

ニカラグア
文化庁文化遺産局 Instituto Nicaragüense de Cultura (INC), 

Dirección de Patrimonio Cultural 考古課 政府機関

ニカラグア国立博物館 Museo Nacional de Nicaragua (MNN) 同左 国立博物館
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地人の卒業生が輩出されたのは 2000 年などと、日本で言うところの埋蔵文化財行政や人材育成の仕組み

が安定してきたのはごく最近である。そのため、同国の考古学分野に関して日本へ協力の要請があがり、

2003 年から隊員が派遣された。上記の 2000 年の卒業生を第一世代とすれば、隊員の協力相手は第二世代、

第三世代であった。この現地の人材と隊員の関係は、はじめ技術移転・協力、いわば学生と教師かもしれ

ないが、お互いに成長することで、将来的には学術連携、いわば研究者と研究者の関係に発展できる。実

際、筆者の隊員時代の協力相手は今や学術プロジェクトの共同研究者となっている。このことも、青年海

外協力隊のメリットに数えられよう。

Ⅳ．まとめにかえて

キャリアとは、一般に「経歴」、「経験」、「発展」さらには、「関連した職務の連鎖」等と表現され、キャ

リア形成とは「関連した職務経験の連鎖を通して職業能力を形成していくこと」とされる（厚生労働省職

業能力開発局 2002）。

海外の考古学をおこなう日本人の次世代、とりわけ学生が「関連した職務経験」をいかに積むかと言え

ば、日本の大学での研究・発掘でまず基礎を学び、地方自治体の文化財保護課等が実施する行政発掘に参

加し考古学の経験を深め、その上で海外の大学で留学をおこなうのが一般的であろう。そこで海外のフィー

ルドを経験し、書籍では得られない生の知識を得ることになる。しかし、いずれも学生自身が責任ある立

場で事業を実施することは難しく、ましてやその経験が職務経験と見なされるには十分でない。

その点、青年海外協力隊は豊かな機会を提供してくれる。責任ある立場、多彩な考古学関連事業、長期

間の現場密着型の経験、外国語能力、将来の現地人研究仲間、さらには（海外の研究ではこれが最も難し

いのだが）自分の研究フィールドを得る機会が用意されているのである。

もちろん盲目的に参加するのでは、2 年間におよぶ期間を無駄にする危険もある。そのため、自分がな

ぜ協力隊に参加するのか、自己成長の中でどの段階に位置づけるのかを自分なりに明確にし、最低限必要

な発掘や図化の技術、ワークショップの手法・知識、現地の考古学情報等は身につけておく必要がある。

青年海外協力隊の応募状況をうかがうと、全ての募集、すなわち現地の要請に対して必ずしも応募があ

るわけではなく、考古学関係職種で充足率は 7 割ほどであるという。青年海外協力隊は考古学者として経

験をえる数多くの道の一つに過ぎないが、もっと多くの次世代の人々が選択し、通ってもいい道のように

思う。そのためにも、隊員という進路への垣根を低くし、活動を後方から支えるような役割を日本の学界

でもうったえていくことは次世代のために必要と考える。

註
 1 青年海外協力隊の概要は JICA ボランティア HP を参照。
 2 報告書は現在、JICA 市ヶ谷ビルの地球ひろばにて 2003 年以降のみ閲覧可。
 3 やや古いが、JICA 青年海外協力隊事務局発行の『クロスロード』1998 年 8 月号と 9 月号の連載特集「世界の考

古学と協力隊」が比較的詳しい。
 4 考古関連隊員の派遣実績は、JICA 青年海外協力隊事務局より提供をうけた。
 5 2014 年発行の『考古学研究』61 巻 2 号所収「ココが聞きたいッ ! 考古学の最前線 パブリックと考古学のあいだで」

でも説明させていただいた。
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図 8　小学校への出前講座図 ７　博物館内ワークショップの様子

図 ６　現地大学生へ発掘技術の指導図 ５　建造物の修復作業

図 ４　発掘の様子図 ３　チャルチュアパ遺跡群の古代建造物
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図 １４　�復元に成功した技術を用いた作品　
撮影：Henry�Sermeño

図 １３　�古代の土器片と文様
文様装飾技術が不明だった

図 １２　土器の焼成実験とその成果の観察図 １１　�現地の人々との共同研究
古代の技術復元と新たな作品開発を目指す

図 １0　�現地の民芸品
現地の考古遺産に取材したものは少ない

図 9　遺跡公園前の民芸品店の外観
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古手川 博 一

Ⅰ章　オルメカ考古学のはじまりと進展

オルメカ文化に関する考古学的研究の端緒は、19 世紀中葉、最初の巨石人頭像がトレス・サポーテス

遺跡で発見された時点に遡る（Melgar y Serrano 1871（1994））（図 1）。その後、現在のベラクルス州南

部とタバスコ州西部にまたがる地域で発見が相次ぎ、これまでに 17 体が確認されている。その結果、そ

れまで知られていなかった古代文化の存在が周知され、16 世紀にこの地域が「オルマン」と呼ばれてい

た事から「オルメカ」と呼ばれる事になる。もちろん、16 世紀前後に存在していた文化とこの「新発見」

された文化が異なる事は、後の年代測定や研究の進展により明らかとなっている。

20 世紀になり、調査が頻繁に行われるようになる

が、当時の大きなテーマはその人種的起源と古さで

あった。人種的起源については、当初唱えられたよう

なアフリカ大陸起源はその説を支えるような証拠は見

つかっていない。帰属年代に関しては、紀元前 1200

年頃から紀元前 300 年ころに相当することが放射性炭

素年代測定法により明らかになった。また、オルメカ

文化に関する多くの調査も、アメリカ人考古学者たち

とその所属機関の援助によって軌道に乗せられた。中

でも、学史上特筆すべき調査は、同世紀中頃にマ

シュー・W・スターリングを中心として実施されたラ・

ベンタ遺跡、トレス・サポーテス遺跡そしてサン・ロ

レンソ遺跡の調査である（Stirling 1940, 1943a, 1943b, 

1947, 1955, 1965, Stirling and Stirling 1942, Drucker 

1952, Drucker et al. 1959, Heizer et al. 1968）。この調

査で、多くの記念碑的石彫が記録され、層位的な発掘

と放射性炭素年代測定法による建築物の建造年代や土器型式の変遷が明らかになった。

また、20 世紀後半にマイケル・D・コウとリチャード・A・ディール (1980) によって実施されたサン・

ロレンソ遺跡での調査では、より多角的な視点で調査が行われ、周囲の環境や資源がオルメカ社会の発展

において重要な役割を果たした事が指摘され、この地域には、オルメカ社会衰退後にも別の社会が繁栄し

た事が考古学的な証拠を伴って唱えられた。

ラ・ベンタ遺跡でも、レベッカ・B・ゴンサーレス・ラウックを中心として再び本格的な調査が行われ、

同時に遺跡公園化も図られ、現在一般公開されている唯一のオルメカ文化遺跡となっている（González 

Lauck 1988, 1994, 1996, 1997, 2000）。サン・ロレンソ遺跡では、アン・サイファースを団長として、より

広域の範囲を視野に入れた調査が実施され、この遺跡が同地域で果たした役割などが多角的に研究された

図 １　�最初に発見された巨石人頭像（トレス・サポー
テス遺跡博物館）



− 40 −

オルメカ考古学の現状と課題

し、同遺跡近くの現代の集落には地域博物館が建設された（Cyphers ed. 1997, 2014, Cyphers 2012, 

Cyphers et al. 2013, Symonds et al. 2002）。トレス・サポーテス遺跡でも、クリストファー・A・プール

を中心として、継続的で規模の大きな調査が実施されている（Pool ed. 2003, Pool 2007）。

上述のオルメカ考古学初期から調査されている 3 遺跡以外にも、メキシコ人考古学者ポンシアーノ・オ

ルティスとカルメン・ロドリゲスによってエル・マナティ遺跡とその周辺遺跡が調査された（Ortis y 

Rodríguez 1994, 2000, Ortis et al. 1997, Rdríguez y Ortits 2000）。それまで調査が頻繁に行われていた 3

遺跡は、政治的経済的な拠点として機能していたと考えられているが、大量に出土した緑色の石で作られ

た磨製石斧などの埋納品がエル・マナティ遺跡は信仰的な意味合いが強い遺跡であった可能性を示し、年

代的にもオルメカ文化の初期から利用されていた事が分かった。また、この遺跡の別の大きな特徴は多く

の有機質の考古遺物が保存されていた事にある。ここで発見された木製人物像はオルメカ文化の石彫の起

源を考える上でも重要であり、 出土したゴム製のボールはメソアメリカ文化を特徴付ける球技がすでにオ

ルメカ文化から存在していた可能性を示している。

Ⅱ章　どこまでオルメカ文化について分かっているのか

１節　政治的戦略

オルメカ社会のエリートたちによる政治的戦略で重要な事は、分業が管理された階層化社会であったと

いう事である。そして、この階層化は遺跡造成にも関わっているかもしれない。支配者階層の人々は、社

会の構成員が異なる階層を感覚的、特に視覚的に理解する事が出来るように遺跡を造成していたと考えら

れる。その顕著な例が、オルメカ社会最初の首都と考えられるサン・ロレンソ遺跡に見る事が出来る。こ

の遺跡は自然の台地を利用し、造成が繰り返され最終的に台地上部には支配者階層が居住し、それに続く

階層の人々が傾斜部に作られたテラスに居を構え、台地周辺部には彼らの生活を支える一般の人々が暮ら

していたと考えられている。これは、視覚的に各階層の違いと誰がより上位に位置しているのかを見せて

いると考えられる。また、遺跡の規模もオルメカ社会における各都市の重要性を視覚的に表現していると

推測される（Cyphers 2012）。

オルメカ文化に特徴的な考古遺物である記念碑的石彫も、支配者階層の政治戦略と密接に関わる装置で

あっただろう（Cyphers 1999, 2004a, 2004c）。その規模や出来映えから最も特徴的な巨石人頭像は、その

多くが「玉座」と呼ばれる石彫を再加工して製作され（Porter 1989）、支配者の肖像を表現していると考

えられている。そして、巨石人頭像はサン・ロレンソ遺跡、ラ・ベンタ遺跡そしてトレス・サポーテス遺

跡からのみ出土しており、巨石人頭像と大型の玉座のセットは、サン・ロレンソ遺跡とラ・ベンタ遺跡に

おいてのみ見られる。大型の玉座以外にも小型の玉座も存在するが、これらも特定の遺跡からのみ出土し、

それらの遺跡からは小型玉座以外にも多数の石彫が見つかっているし、地勢的にも河川沿いの交通の要衝

と考えられる地点に位置している。そして、さらに規模の小さな遺跡からは単体あるいは数体の石彫が見

つかるのみである。これは、オルメカ社会の支配者階層が石彫の分配をも管理していたことを示している

と考えられる（Cyphers 1999）。つまり、石彫の管理がその他の都市を管理する事と同様の機能を持って

いたと考えられるのである。というのも、これらの石彫の原料となる玄武岩などの大型の自然石は、サン・

ロレンソ遺跡やラ・ベンタ遺跡周辺では産出せず、北部のトゥクストゥラ山地から運び込まれたが、その

搬送作業自体が大きな社会的共同作業であり、それを実施し成功させるにはそれ相応の権力の行使が必要
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であっただろうし、その権力を獲得し保持するには特別な戦略が必要であった。つまり、遺跡の外観およ

び各遺跡が保有する事が可能な文化的創造物を管理する事が重要な社会戦略として機能していたのである。

２節　経済的戦略

経済的戦略と政治的戦略は密接な関連性があったと考えられる。オルメカ社会においても、石彫の原料

となる大型の玄武岩などの経済活動が政治的に果たした役割は上述の通りである。他にも、黒曜石の流通

に関してもオルメカ社会でも何らかの経済戦略の一端を担っていた可能性が高い。火山性ガラスである黒

曜石は、オルメカ社会が発展した河川流域の氾濫原には産出しない。したがって、彼らは遠隔地からこの

生活必須物資を搬入する必要があった。オルメカ社会が利用した黒曜石の産地はある程度判明しているが、

単純に地理的に近い原産地のみが利用されていたのではなく、何らかの理由で遠隔地からも運び込まれて

いる（Cobean et al. 1971）。

同様に、オルメカ社会では石彫、仮面、儀礼用磨製石斧などの非日用品の原材料として多くの緑色の石

が利用されている。これらのいくつかはヒスイが利用されており、メソアメリカで現在までに見つかって

いるヒスイの産地はグアテマラのモタグア川流域のみである（Seitz et al. 2001）。つまり、彼らは自身が

彼の地に赴くか、彼の地の人々をその地の特産品とともに引き寄せるために何らかの戦略を取る必要が

あった。

３節　世界観

オルメカ文化の世界観に関する研究は、様々な考古遺物に表現される図像に関する解釈に負うところが

大きい。しかし、この図像に関する研究は時には我々のオルメカ社会理解を狂わせる事がある。以前、多

くの研究者はオルメカ文化における石彫の主要なモチーフは動物であると考えていた、そこから、オルメ

カ社会はアニミズム的信仰に基づく社会であったと考えられた。また、それらの動物のモチーフの中でも

ネコ科動物が大勢を占めると捉えられ、ネコ科動物がオルメカ社会で重要な役割を担っていたと考えられ

る事が多かった。しかし、実際に石彫に表現されるモチーフを詳細に分析してみると、ネコ科動物以外の

動物も多数表現されており、決してネコ科動物だけが特別に多数表現されていたという事実は無く、全体

で見ると石彫の主要モチーフは人物像である事がわかった（De la Fuente 1977）。

このように、図像に関する研究からの世界観の

復元は難しいが、その重要性も垣間みる事が出来

る。オルメカ文化のいくつかの石彫には何らかの

一場面が表現されている事もあるが、それが世界

観の一端を表現している可能性もある。例えば、

先述の玉座の正面には一人の人物がニッチから身

を乗り出すようにして現れている表現がある（図

2）。これは、大型玉座を使用していた大遺跡の支

配者階層が各自の出自を神話的な物語の中から正

当化するために表現したと考えられている。後の

様々なメソアメリカ古代社会では洞窟を死者がす

む地下世界への出入り口とする神話が広く見られるが、それは彼らの祖先がそこに住み、オルメカ人支配

図 ２　�サン・ロレンソ遺跡出土の大型玉座（ハラパ人類学
博物館）
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者らは伝説的な人物の直接的な子孫である事を示すために同様の世界観を利用したと解釈する事も出来る。

４節　生業

一般的に、メソアメリカ古代社会の生業はトウモロコシ農耕に根差していると考えられ、オルメカ社会

の生業に関してもそのように考えられる事が多かった。しかし、21 世紀に入る頃からオルメカ考古学も

多様性を示す事になり、これまでは首都とも呼べるような大遺跡での調査が主流であったが、周辺の小規

模遺跡へとも関心が向けられるようになる。サイファースによるサン・ロレンソ遺跡の調査でも、700㎢

におよぶ広範囲な踏査や小規模遺跡での発掘調査も実施され、それらの遺跡とサン・ロレンソ遺跡との関

係が徐々に明らかになりつつある（Symonds et al. 2002, Cyphers 2004b）。同時に、支配者階層が居住し

ていたサン・ロレンソ遺跡中心部での詳細な調査も継続され、彼らの日常が更に明らかになってきている。

その結果生業に関しても、少なくともその初期にはトウモロコシ農耕の明確な証拠は見つかっておらず、

その他の動植物に大きく頼っていたとの報告がでている。中でも、重要だったのは河川を利用した水産資

源や根茎類の簡易栽培と多様な風土がもたらす多彩な食料の採集であったとの見方が主流である

（Cyphers et al. 2013）。もちろん、様々な考古遺物に表現されるトウモロコシのシンボルは、その文化的

重要性を示しているが、実際に日常の食卓に上がる食料としての利用はまだ十分に整っていなかったと考

えられる。

また、もう一つの首都ラ・ベンタ遺跡に従属していたと考えられる、ロス・ソルダードス遺跡でもカー

ル・ウェントとロベルト・ルナゴメスによって調査が行われており、この遺跡が漁村であった可能性があ

り、社会的に下位に位置する人々の日常生活に研究の焦点が当てられるようになってきた。また、両考古

学者がロス・ソルダードス遺跡と同時に調査している近隣の川底に位置するアロージョ・ペスケーロ遺跡

からはこれまでに大量の緑色の石で製作された磨製石斧、装飾品などが発見されているが、より詳細な水

中考古学調査が行われ、新たな遺物が考古学的情報を伴って記録され、それらの儀礼的な遺物の中にトウ

モロコシを象った物も出土している（Wendt et al. 2014）。

Ⅲ章　エステロ・ラボン考古学プロジェクト：オルメカ人の生活復元

上述の現状をふまえて、2012 年からエステロ・ラボン考古学プロジェクト：オルメカ人の生活復元

（Proyecto Arqueológico Estero Rabón: Reconstruyendo la vida de los olmeca （PAER））がベラクルス大

学を拠点として発足し、実施されている。学術的目的は、オルメカ社会に属する小規模遺跡における支配

者層と非支配者層の日常生活を考古学的に復元する事であるが、同時に、大学での実習あるいは卒論作成

のデータ収集という目的も持っている。また、教育的な目的には現地の人々に対する情報提供を通して遺

跡保護を促すという活動も含まれている（Kotegawa 2012, 2013, 2014, Kotegawa ed. 2013, 2014）。

１節　エステロ・ラボン遺跡の概要

エステロ・ラボン遺跡は、現在のベラクルス州南部に位置し、オルメカ社会の最初の首都サン・ロレン

ソ遺跡から西方におよそ 12km の場所にある（図 3）。両遺跡は、それぞれの遺跡の傍らを流れる河川によっ

て頻繁に交流があったと考えられている。特に、トゥクストゥラ山地から他の河川を利用して運ばれてき

た玄武岩を、石製彫刻品として最終加工するためにサン・ロレンソ遺跡へと運ぶ最終出発点として機能し
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ていたと考えられている。また、サン・ロレンソ遺跡で見つかった「赤の宮殿」の床や壁を彩った赤色顔

料の赤鉄鉱の産地が近隣で見つかっており、ここは現在も採掘が行われる。もちろん、この赤色顔料は建

造物以外にも土器の彩色にも用いられただろうし、他の用途もあっただろう。このように、重要な資源を

近隣から産出し、オルメカ社会でも極めて重要な価値が与えられていたと考えられる玄武岩を首都サン・

ロレンソに搬出する要衝に位置するエステロ・ラ

ボン遺跡は、当時から 2 次センターとしての特別

な役割を果たしていたと考えられる。

それを考古学的に裏付けるものとして、玄武岩

製の石彫が多数報告されている。それらの中でも、

「玉座」と呼ばれる石彫はその重要性を示してい

ると考えられる（図 4）。現在までにこの遺跡か

ら出土したとされる石彫が 8 体報告され出版され

ているが、PAER によって追加調査がされた結果、

少なくとも 12 体の石彫の存在が認められる。そ

れらの殆どはオルメカ文化に属すると考えられ、

遺跡内には時期は不明であるが大型の玄武岩を集

めて保管していたと考えられる場所が現地表面で

観察される。

エステロ・ラボン遺跡は 1959 年にアルフォン

ソ・メデジン・セニルによってその存在が確認さ

れて以降、実際に遺跡内で学術的な調査が行われ

たのはエルナンド・ゴメス・ルエダ（1996）によ

る 1980 年代の調査とジョシュア・ボルスタイン

図 ３　メキシコ湾沿岸部の主要遺跡分布図

図 ４　エステロ・ラボン遺跡出土「玉座」

図 ５　�エステロ・ラボン遺跡出土オルメカ文化石彫（左：
石彫 ５、ハラパ人類学博物館。右：石彫 ４、サン・イ
シドロ村。）
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（2001）による 1990 年代の調査だけである。それ以外には、石彫に焦点を絞ったいくつかの研究（De La 

Fuente 1973, 1977, Cyphers 2004a, 2008 など）とメキシコ国立人類学歴史学研究所（Instituto Nacional 

de Antropología e Historia-INAH）によって緊急発掘が実施されたのみである。

これらの調査によって、この遺跡で先古典期前期終末期から古典期後期終末期まで人々が生活を営んで

いたと推測されている（Gómez Rueda 1996, Borstein 2001, Lunagómez 2011）。しかし、大部分のデータ

は遺跡踏査によって表面採集されたものである。そして、今日の遺跡表面で観察される建造物や遺物の分

布から、遺跡自体の最終的な広がりは 210ha に及ぶと推測されているが（Borstein 2001）、その広範囲な

遺跡内のどこにオルメカ人達が生活していたのか分かっていない。つまり、オルメカ文化の存在はここで

見つかっている石彫から語られ（図 5）、古典期後期終末期のヴィジャ・アルタ期に関しても、地表面で

採集された土器片とマウンド群の配置からその時期が推測されるのみであった。

２節　エステロ・ラボン遺跡での発掘

当遺跡は中央部に低湿地帯を挟んで南北に位置する台地上に形成され（図 6）、PAER による発掘調査

は現地表面で観察される建造物の破壊を極力避けるという観点から、2013 年 1 月から遺跡中央部の低湿

地帯の近くで始められた。発掘にはボーリング調査と通常の試掘坑による調査が行なわれた（図 6）。

2014 年までの 2 シーズン  1 で 65 カ所のボーリング調査と 4 カ所の試掘坑による発掘が実施され、ボーリ

ング調査での最大深度は 10.32m、試掘坑では 4.17m に達した。

この地域では近年、サン・ロレンソ遺跡の調査を筆頭に様々なプロジェクトでボーリング調査が実施さ

れ成果を上げている（Cyphers 2012）。この調査では専用の機材を用いて人力で直径約 10cm の穴を垂直

に掘削していき、堆積している土壌の特徴とそこに含有される考古遺物を詳細に記録していく（図 7）。

1 号試掘坑では、粘土をつき固めて形成した建造物が見つかった（図 8）。この建造物の階段あるいは基

壇の表面では、大量の炭化物と有機質の遺物が土器などとともに見つかっており、火を使用した痕跡がう

かがえる。また、この建造物の下からは、およそ 15cm の厚みの中にそれぞれの表面が焼成粘土塊と粒子

の細かい砂で覆われた 4 枚の床面が確認され柱穴の痕跡も見つかった（図 9）。最も上層から検出された

床面からは炉跡も見つかり、この場所でも火を使った行動が行なわれていた事がうかがわれる。これらの

構造物に付随する遺物がビジャ・アルタ期に属し、更に下層からもこの時期の土器が出土している事から、

これらの構造物はどんなに古くとも古典期後期終末期までしか遡らない。

図 ６　エステロ・ラボン遺跡全体図とPAERによる調査範囲
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3 号試掘坑では、現地表面からおよそ 1m の深

さで土器片などの遺物が大量に出土し、一部では

炭化物や焼成粘土塊もまとまって検出された。ま

たその直下からは 20cm 前後のベントナイトを水

平に敷き詰めた構造物が検出され（図 10）、その

北端はこれらの石が垂直にこの構造物を縁取るか

のように配置されていたが、発掘区がその全体像

よりも小さかったために、その形状や大きさ、そ

して機能は不明なままとなった  2。しかし、これ

らの生活の痕跡の一部も 1 号試掘坑と同様に遺物

や層位の分析から、古典期後期終末期のヴィジャ・

アルタ期に属する事は判明した。ただし、この地

域で報告されているベントナイトを用いた構造物

あるいは床面は、サン・ロレンソ遺跡の先古典期

のオルメカ人の住居跡から見つかった床面が報告

されているのみである事は興味深い。

4 号試掘坑からは、表土を剥ぐ段階から大量の

土器片などの考古遺物が出土し発掘は困難を極め

た（図 11）。最終的には現地表面からおよそ 1.5m

で炉跡あるいは窯跡の一部が検出され（図 12）、

図 ７　ボーリング調査による一連の作業

図 8　１号試掘坑で検出された粘土をつき固めた建造物

図 9　�焼成粘土塊と微細な粒子の砂に覆われた床面（写真
中央部の不定円形の灰色の粘土が柱穴の可能性がある）
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この遺構を記録した時点で発掘調査を終了する事

になった。また、調査区の壁面で土壌と遺物の堆

積状況を詳細に観察した結果、発掘当初の大量の

遺物はゴミ捨て場の廃棄物であった事が判明し、

さらにこの最終段階のゴミ捨て場の前にも、同じ

場所に 2 度ゴミ穴が掘られ大量の土器などが廃棄

されていた事が分かった。ここでも、遺構に付随

する土器を分析した結果、これらの全ての遺構が

古典期後期終末期のヴィジャ・アルタ期に相当す

る事が判明した。

2 号試掘坑でも、炉跡が検出されたが供伴する

遺物が少なく、地表面からも近いところから検出

されている事から、その時期や機能を明確に確定

する事は難しい。

Ⅳ章　�現在のオルメカ考古学が抱える問題点
と将来への展望

オルメカ考古学が現在抱える主要問題点は以下

の 6 点にまとまる事ができ、それぞれが関連し

合っている。まず、考古学的情報の不足があげら

れるが、これらは現場での考古学調査不足とオル

メカ文化に興味を持つメキシコ人研究者不足に関

係している。そもそも、なぜメキシコ人考古学者

が育たないのか。それは、当該地域に住む一般の

人々でさえオルメカ文化への興味が薄いことと関

わりがあるだろう。身近にこの古代文化を感じる

事ができる人々への教育普及活動ができていない

のだから、それ以外の地域に住む人々への情報伝達も制限され、メキシコに住む多くの若者達の興味を惹

き付ける事ができていない。そして、興味がないものに莫大な資金を投入し調査を実施する機関も存在し

ない。そこで、経済的にも豊かな諸外国の若い研究者が調査に訪れるが、その大半は一度きりの現地調査

を終えると戻ってくる事は少ない。おそらく、この状況はオルメカ文化の遺跡が気候的に厳しい環境に位

置している事と関係がある。このような環境にも慣れているメキシコ人の若者達でさえ、長期間の現地調

査では耐えきれず脱落する者も出てくるのであるから、外国の恵まれた環境で生活してきた若者達には過

酷な環境と感じるに違いない。また、多くのオルメカ文化遺跡の上層に分厚く堆積する後代の文化ヴィ

ジャ・アルタ期の堆積層も、簡単に彼らの意欲を萎えさせるだろう。つまり、目的とするオルメカ文化の

包含層は現地表面から数メートル下に位置し、この文化を考古学的に研究するためにはこの分厚い後代の

文化も同時に研究し掘り進めなければならない。そのためには、膨大な時間と資金が必要となるがそれら

図 １２　炉あるいは窯跡出土状況

図 １１　４ 号試掘坑の遺物の出土状況

図 １0　ベントナイトを用いた建造物
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を集めるのは簡単ではない。

このような現状を改善するための、一つのきっかけとして PAER は発足し、実施されている。ベラク

ルス大学のようにオルメカ文化が栄えた地域にある大学にさえ、最初からこの文化に興味を持っている学

生は殆どいない。しかし、この調査での実習をきっかけにして、興味を持ち始める学生が増えてきている

し、これまで全くと言って良いほど調査が実施されていなかった、ヴィジャ・アルタ期の文化にも興味を

持つ学生が出てきている。彼らの何人かでも将来的にこの地域で継続的な調査を実施し、成果を上げる考

古学者が育ってくれれば上述のオルメカ考古学が抱える問題点も軽減されていくであろう。

また、PAER を通して現地の人々がオルメカ文化に興味をもち、それを利用する段階に到達する事が

できれば、メキシコ全土でもその他のメソアメリカ古代文明と同様に様々な機関が援助し、研究自体が活

性化する可能性を秘めている。オルメカ考古学は、その対象とする時期が 3000 年を遡る。そこに到達す

るためには長いスパンで地道に研究を進めていくしか方法はない。PAER がその一翼を担い、筆者が日

本からメキシコに渡り、日本で学んだ考古学をオルメカ考古学に、そしてメキシコの若者達に還元する事

ができれば外国人研究者がこの地で研究をする意味があるのかもしれない。
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註
 1 2015 年 1 月と 2 月に第 3 次調査が実施されたが、現在分析を進めている段階であり、本稿を発表した時点では 2

次調査までのデータを話したので、同様に最初の 2 シーズンのデータをもとに執筆する。
 2 前述のように、この発表の後、2015 年 1 月から 2 月に第 3 次調査が実施され、この 3 号試掘坑周辺に 3 本のト

レンチを設定し発掘した。その結果、この建造物が当初予想していたように南方に広がる事はなくほぼ 3 号試掘
坑内に収まる幅しか持たず、東西に細長い形状を示す事が分かった。また、第 3 次調査では西側に開けた 3 号試
掘坑第 2 トレンチから埋納品と考えられるほぼ完形の土器群が見つかり、その下層でこのベントナイトの建造物
直上から 1 体の人物が座った姿勢で葬られた埋葬が見つかっている。これらの埋納遺構や埋葬はそれらを安置す
るための墓坑などが掘削されておらず、これらは盛り土の中にほぼ同時に埋められたという事になる。
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古代メキシコ・オルメカにおける日本人研究者の課題
―日本からの視座―

南 　 博 史

はじめに

日本におけるオルメカ文化の認知度は、謎の文明、あるいは断片的かつオーパーツ的のものと言って過

言ではない。後代のマヤ文化についても多かれ少なかれこうした要素がないわけではないが、オルメカに

比べその考古学的情報、あるいは人類学、歴史学の情報は格段の差がある。もちろん、テレビなどに取り

上げらえる機会も比べものにならない。古代エジプト好きの日本人とまではいかなくとも、古代マヤ文化

ファンはかなりの数に上るだろう。

こうした極端な違いは、明らかにオルメカ文化に関する情報が圧倒的に少ないからである。古手川氏は

その発表の中で、メソアメリカ文明におけるオルメカ文化の位置とその価値をまとめるとともに、オルメ

カに対する認識度の低さについて言及し、さらに現地メキシコおいてオルメカ考古学研究に立ちはだかる

課題を取り上げた。

本稿では、古手川氏が提起したこうした課題をまとめ、中米に日本人研究者を送り出した日本の視点か

ら再度できることは何か。発表のポイントのいくつかを中心にその提案をまとめてみたい。

１．オルメカ文化とは

オルメカ文化は、新大陸に生まれた初期文明の一つとして、紀元前 1500 年くらいから約 1,000 年間メ

キシコ湾岸を中心に栄えた。その文化要素には、球戯、トウモロコシ栽培、儀礼や美術様式など後の古代

メソアメリカ文明に継続される特徴をもつとされる。「メソアメリカ文明の母」と呼ばれる所以でもある。

さらにオルメカ美術様式ともよばれる彫刻や文様を伴った遺物は、広くメソアメリカ南東部太平洋側に

あたるメキシコチアパス州およびグァテマラ、エルサルバドルの太平洋側にまで分布している。メキシコ

古代のオルメカ文化が、続く古代マヤ文化と直接的な因果関係にあったかどうかはともかくとして、数千

年前にこの地域に到達した人々は、多様な自然環境の中でさまざまな植物を栽培化し、最終的にはトウモ

ロコシ栽培を基盤とする古代メソアメリカ文明初期の諸文化をこの地域に成立させていた。

いわゆる先古典期と区分されるこの時代には、マヤ中央部、メキシコ中央部、オアハカ、メキシコ西部

にも初期文明の兆しは見られるが、やはりその中心はメキシコ湾岸にあったことは間違いない。つまりオ

ルメカ文化の解明が、メソアメリカ文明の基盤がいつごろ、どのように築かれたのかという人類学的歴史

学的課題の解決につながる。

２．オルメカ考古学研究の現状と課題

このようなオルメカ考古学研究の意義を踏まえて、古手川氏はその研究の特徴と課題をまとめた。その
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内容はおもに以下である。

1）発見が 19 世紀後半ということもあって比較的新しい研究領域である。

2） 一方、先古典期前期から中期にかけての約千数百年の長期間に及ぶことにあわせて、中心地とさ

れるメキシコ湾岸からオルメカの影響を受けた地域は、一部中央高原から西部地方、さらにはグァ

テマラ、エルサルバドルなどマヤ南部太平洋側まで広範囲に及んでいる。

3） オルメカ文化の中心部メキシコ湾岸地方では、その立地と自然環境により発掘調査に物理的困難

がつきまとうことから、おもにサン・ロレンソ、ラ・ベンタ、トレス・サポーテスなど中心的な

祭祀センターの調査が中心となっていた。

しかし、現地のメソアメリカ古代文明研究の流れとの関連において、近年のオルメカ考古学研

究の傾向によって、またさらなる課題を伴っていることについて述べている。

4） つまり、王権が成立していく過程において、社会構造の解明のためには、従来の中心的な祭祀セ

ンターではなく、周辺の 2 次センターや一般の住居址などの調査が必要となってくる。しかし、

現地の自然環境の課題に加えて、その調査体制、方法にさまざまな課題があることが明らかにさ

れた。

３．課題の解決に向けた日本の関わり〜日本からの視座

古手川氏の発表を通して、今回のシンポジウムのテーマであるメソアメリカ研究を外から見る日本人研

究者の立場から取り上げてみたい課題は 3 つある。

1 つは、広大で低平な沖積地が広がるメキシコ湾岸の自然環境の条件による発掘調査実施の課題である。

古手川氏が現在取り組むサン・ロレンソ遺跡の 2 次センターと考えられているエステロ・ラボン遺跡で

は、その堆積層の厚さからボーリング調査という方法を用いている。その結果もっとも深いところで

10m を測り、また試掘坑においても 4m 掘り下げてようやく古典期終末期の文化層という状況である。オ

ルメカ文化の後に当該地で栄えたこの古典期文化（ヴィジャ・アルタ期）もまた未だほとんど解明されて

いないという。メキシコ湾岸部での歴史復元する上でこの研究もまた課題となっており、こうした環境下

での調査は、オルメカ考古学研究に立ちはだかるもっとも大きな課題といえる。

正直、こうした課題に対して日本側が有効な解決方法を提案できるわけではない。日本においても表土

下数ｍの遺跡の調査は決して珍しいわけではないが、そのための土留め工法や掘削重機などが調達できる

行政調査に限られる。

2 つ目は、日本でも欧米に劣らないぐらいに発展させている低湿地考古学や分析諸科学との共同研究の

必要性である。たとえば縄文時代の低湿地の本格的な調査は、ほぼ半世紀前の 1970 年代に始まる  1。近年

では、縄文時代の環境文化史の基礎となる自然科学的な研究方法として放射性炭素年代法を積極的に用い

ている  2。この研究の成果については「単に技術的に進展して 14C 年代の測定方法の精度が高まったとか、

（中略）年代観が精緻になったということではない。生態系と人類活動の関係について個別事例を統合し

ていくことで体系づけ、地球規模での環境変化に対し、人類活動がどのように変化していったのかを解明

していく（後略）」 3 という指摘がある。このように低湿地考古学、分析諸科学による環境や生態からのア

プローチは、オルメカの考古学においても適用できる視座と考える。

このような学際的研究を現地の日本人研究者をリーダーとして行うことは、数少ない資料の有効な分析
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と評価という点において、日本が課題解決に貢献できる方法ではないだろうか。継続的な日本人研究者と

の情報交換や連携活動が重要となる。

3 つ目は、大学の教育活動との関連についての課題である。

古手川氏は課題の一つとして、メキシコ人研究者の不足を挙げている。自身ベラクルス州立大学の講師

として、考古学実習などを通して学生の教育に当たっている現場での切実な課題である。筆者の京都外国

語大学においても同様で、考古学の研究活動と学生の教育活動の連携にはさまざまな課題がある。

共通の課題は、学生が発掘調査などの実践活動に参加できる機会の少なさとその教育の質を保証する仕

組み（費用を含め）が決して整っているわけではないということである。しかし、その原因は異なる。日

本においては学生の教育の場となる学術調査が少なく、圧倒的に行政調査が多いため、学生が実践で学べ

る機会が少ない。メキシコ側の原因はやはり一つ目の課題を含めた教育の質保証でないかと考えられる。

こうした課題の解決について、日本と現地の大学との継続的で総合的な連携を提案したい。一つ目の課

題とも関わることであるが、オルメカ考古学研究には長期的で継続的な活動を担保する体制が必要である。

たとえば、日本とメキシコの大学が連携をして相互に考古学研究センターを設け、お互いの学生を受け入

れ、専門的、実践的教育を行なう。さらにこのセンターをベースに研究者交流や学際的研究につなげてい

くというビジョンである。

４．オルメカ文化に対するもう一つの視座

筆者は、前職の京都文化博物館において、「古代メキシコ・オルメカ文明展～マヤへの道」を企画し、

京都文化博物館をはじめ全国 5 会場で開催した（2010 年 7 月～2011 年 9 月） 4。

この展覧会の目的は、日本人と同じルーツを持つモンゴロイドのある人々が、新大陸に渡り、どのよう

な環境の中で、後に世界でも有数の古代文明の基礎となる文化を作っていたのかということを明らかにす

ることであった。さらに個人的には、同じように列島の多様な自然環境のもとで後の日本文化の基盤を作

りあげた縄文文化との同質性にも触れてみたかった。

つまり日本ができるオルメカ研究の意義は、オルメカ人と同じルーツを持ち豊かな自然を背景もとに世

界でも有数の狩猟採集段階での文化を発達させた縄文文化との同質性を比較研究することで多様な人類史

の一端を明らかにできることにある。これは旧大陸の古代文明との異質性、独自性を明らかにしていくう

えで日本独自の視座を与えるものである。

また、この展覧会を通して、オルメカ文明を紹介する施設やオルメカ文明を代表するオルメカヘッドな

どの石彫のレプリカが日本国内に多数あることを知った。オルメカ文明を広く周知していくためには、学

芸員や研究者はこうした情報を集め、レプリカ資料であることをもっと利用してその普及や研究に努めて

いくべきである。今回の展覧会で製作したオルメカヘッドのレプリカを伊豆シャボテン公園に寄贈したの

もそうした一助にならないかと考えたからである  5。

さて、この展覧会の評価について細かく振り返る余裕はないが、オルメカの全容を広くわかりやすく一

般に明らかにするという目的に対して、その情報の不足と資料評価の難しさを感じた。専門的な情報を学

芸的にかみ砕き、わかりやすく展示、普及する知識・技術・方法が限られていた。したがって、どうして

も古代マヤ文化との比較やつながりで説明あるいは普及することが多くなってしまった。つまり、日本人

の多くがメソアメリカ文明のみならず、新大陸の歴史や文化に関する基礎知識にあまりにも不足している
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ことをあらためて認識したのである。

まとめ〜あらたな次世代研究者の育成に向けて

この原因のひとつは、日本の学校の歴史教育における旧大陸偏重である。人類誕生とグレートジャーニー

についても、古代文明の発生と古代社会についても、また中世や近世、そして近代社会に成立についても

明らかに旧大陸、特にヨーロッパ中心であることは確かである。それらに比べて新大陸の記述は決して十

分とは言えまい。ましてやオルメカとなれば、その人類史的な価値や日本の基層文化との関連性を考えれ

ば、全く心もとない限りである。

このように原因の根本にあるものが、決して現地からの研究成果や情報の不足によるものだけではない

が、こうした現状を変えていくためには、やはり研究成果が広く日本の社会で関心を呼ぶような情報発信、

普及活動が重要であり、次世代の日本人研究者に求められる課題ではないだろか。もちろん、これはオル

メカだけに限ったことではない。しかし、今回の発表について指摘してきたように日本のさまざまなレベ

ルでの協力、参加が必要な分野だけにあえて強調しておきたい。

今回の発表のコメントをまとめたうえであらためて思うことは、こうした情報発信、教育普及活動にお

ける博物館の重要性である。自身が行ったような大規模な特別展もさることながら、常に情報を発信し活

動するような継続的な博物館活動が必要である。しかし、地域との関連性が重要視される地域の公的博物

館では、こうした活動は難しい。そこで新大陸に研究フィールドを持つ大学の付属博物館やこれをテーマ

とする私立博物館が連携をしていく仕組みが作れないだろうか。さらには新大陸の博物館との連携も必要

となるし、こうした活動を担える学芸員の育成も行う。

これが 3 つ目の課題について、つまり新しい次世代研究者育成に向けての提案である。シンポジウムの

中で日本の考古学を学んだ学生諸君が、現地でさらに勉強を続け研究者として一戦を担っている経緯と現

状をもとにその共通の特徴と課題をとりあげた。このコメントの最後に、私たち日本の次の役割は、さら

にこうした次世代の国際的学芸員の育成であるということを明記しておきたい。日本は世界でも有数の博

物館国でもある。その一角を占める大学博物館の重要な役割ではないだろうか。

註
 1 たとえば、京都府舞鶴市の由良川の自然堤防上に営まれた縄文時代後期の遺跡の発掘で発見された植物遺体の自

然科学的分析から、後背湿地～山地にかけて縄文人の植物利用の実態が明らかにされた（渡辺誠編『京都府舞鶴
市桑飼下遺跡発掘調査報告書』舞鶴市教育委員会、 1975 年）。

 2 工藤雄一郎『旧石器・縄文時代の環境文化史−高精度放射性炭素年代測定と考古学』、新泉社、2012 年
 3 小林謙一「書評：工藤雄一郎『旧石器・縄文時代の環境文化史』」（「縄文時代」第 24 号、134-135 頁、縄文時代

文化研究会、2013 年）
 4 南博史編『古代メキシコ・オルメカ文明展～マヤへの道』京都文化博物館、2010 年
 5 このオルメカヘッドの寄贈にあわせて、南が代表を務める NPO 法人フィールドミュージアム研究所が企画した

「オルメカ文明展」を 2013 年に伊豆シャボテン公園で開催した（写真 1）

 （みなみ　ひろし　京都外国語大学教授、国際文化資料館館長）
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写真 ５　京都外大にもあるオルメカヘッド（レプリカ）

写真 ４　古代メキシコ・オルメカ文明展で製作したレプリカ写真 ３　�伊豆シャボテン公園の野外
展示

写真 ２　日本で展示したオルメカヘッド
展覧会の協力者であるベラクルス州立大学附属
博物館研究員ロベルト・ルナゴメスとともに

写真 １　伊豆シャボテン公園でのオルメカ展の様子
古代メキシコ・オルメカ文明展で製作したレプ
リカが公園に寄贈された
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マヤ考古学への想い
―大井邦明先生との邂逅―

中 森 　 祥

１．はじめに

今回、国際シンポジウム『メソアメリカ考古学研究とその展望～次世代を担う日本人研究者たち～』に

おいて、コメンテーターという立場で参加させていただいた。

大学院在籍中は、1991 年よりたばこと塩の博物館を主体とする JT 中南米学術調査プロジェクトの一員

としてグァテマラ・カミナルフユ遺跡の調査に参加し、マヤ考古学を実践していたが、大学院修了後に鳥

取県へ就職し、マヤの調査研究から離れて 20 年以上が経つ。就職後しばらくは、プロジェクトおよび大

学院在籍当時に得たデータを基に細々と研究をつづけた（中森 2000b、中森 2003）が、現地に行くこと

もままならず、自然とマヤからは遠のいていった。現在のメソアメリカ研究事情など全く承知していない

人間を、このような場に引っ張り出すとはずいぶん無茶な話と思っていたが、自分より若い世代が現地で

調査研究をしているという実情を垣間見たくなり、お引き受けした次第である。

シンポジウムでは、現在ベリーズで調査をしている村田悟氏の研究発表に対しコメントするという役割

をいただいた。またそのあとのディスカッションにおいても、自分自身の経験談を話した。このシンポジ

ウムに参加し、コメントするにあたり、彼の地での調査やその前後のこと、そして鳥取に職を得、今に至

る道のりなど、改めて考える機会ともなった。本稿では、今回のシンポジウムに臨み想ったことを述べて

いきたい。

また、ニカラグア国立自治大学・サグラリオ・バジャダレス教授による彼の地での調査、そして地域住

民への普及啓発活動についての発表は大変参考になる内容であった。少なからず私も鳥取において実践し

ていることを、ここで合わせて紹介させていただこう。

２．研究の方向性

京都外国語大学教授であった大井邦明先生が、わが師である。先生との関わりについては、かつて追悼

文集にも書いたが（中森 2011）、現在鳥取県において文化財の仕事に携わっていられること、そして研究

活動を続ける上での方向性など、多くの影響を受けていると実感している。

マヤ考古学を目指し、大学で西洋史を専攻した私は、大学の考古学研究室に参加し日本考古学を学んで

いた。そこでの日々は、須恵器の実測、夏には古墳の発掘調査と、彼の地での調査を夢見て過ごした。こ

の研究室では、1 回生は夏の調査を経るまでは他機関での発掘等アルバイトが禁じられていたが、その禁

が解かれた時、研究室の先輩からマヤ考古学志望の私に平安博物館（現京都府立京都文化博物館）と、大

井先生を紹介していただいた。まさかこんなに早く目的に近づけるとは思わなかったし、その時はこれか

らの学生生活が順風満帆に思えたものだった。

大井先生は、メソアメリカ考古学を研究するには、まず日本考古学の技術・方法論を学ぶ必要があると
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考えておられ、私にとってその実践の場は京都文化博物館であった。そして平安京内の発掘調査、またか

つて古代学協会が調査した縄文時代晩期・亀ヶ岡文化の遺跡である青森県石亀遺跡出土遺物の整理作業な

どに携わった。研究方法や調査技術の習得が目的とはいえ、実際にモノをみて実測し調べるのに対し、マ

ヤのモノは本などでみるしかない状況に、次第に日本考古学へ気持ちが傾倒していくのは避けられなかっ

た。また、その期間には多くの先生方と出会い、刺激を受けた。例えば、石亀遺跡整理の過程で同遺跡を

調査された名古屋大学渡辺誠先生からは、考古資料の解釈に今に残る民俗技術を援用するという方法や考

え方を学んだ。3 回生の夏には福岡県教育委員会の発掘調査に参加。行政が行う調査を初めて体験し、こ

の時、考古学を仕事としていこうと決めたのだった。

結局、大井先生のもとでは、考古学における技術的なことは何一つといってよいほど教えられていない

ように思う。では何を学んだかというと、考古学あるいは歴史学を学ぶにあたっての精神論であり、考古

学に縛られることなく、様々な分野の成果を取り入れていく姿勢とでもいうべきか。とくに私にとっては

民俗学が身近にあったことは幸いであった。先述の渡辺先生しかり、京都文化博物館で厳しく考古学を指

導してくださった南博史氏（現京都外国語大学）はその渡辺先生を師とし、曲物を考古資料と中世の絵画

資料から検討されていた。民俗学専門家の村上忠喜氏（現京都市文化財保護課）には、滋賀県における民

俗調査に参加させていただいたほか、グァテマラでも調査に同行した。また大学では日本民俗学の大家・

上井久義先生の存在が大きかった。学部生の頃から研究室に出入りさせていただき、グァテマラ調査から

帰国した後にゼミで発表したマヤ文化におけるカエルの位置づけに関し、日本の蛙飛び行事などを紹介し

てくださった。さらに上井先生には学会誌への投稿を進めてくださり、初めて「マヤのカエル―その文化

史的意味について―」を上梓したのであった（中森 1996）。

メソアメリカの歴史研究では、考古学が専門であっても絵文書やスペイン征服後に書かれた文献類を参

考にしたり、先住民の生活に関する文化人類学的な研究をとりいれることは比較的普遍に行われていると

いえよう。そうした研究成果の安易な活用は当然ながら控えなければならないが、常に考古資料の解釈に

使える素材を広く求めるという姿勢は、私自身、自然と身についたように思う。

３．グァテマラでの後悔

日本考古学の研究方法をもってカミナルフユ遺跡の調査をするというプロジェクトの目的は、私が希望

したとおりには実践されなかった。そして当時私は、「大井先生は日本考古学の方法論を知らない」とい

う思いを抱いた。それは先述の「考古学における技術的なことは何一つといってよいほど教えられていな

い」という気持ちとつながる。

土器の実測図については『カミナルフユ』報告書をみていただければわかるとおり、およそ日本のもの

とは程遠い。土器表面の調整技法を図化せず、絵画的な表現として点描し、「きれいな図」が掲載されて

いる。実測図とはある意味記号であり、そこに観察した情報を描写していくことが求められているのであ

り、きれいに整理され描かれる絵画的な美的センスは必ずしも要しない。器面のミガキやケズリなど現地

の研究者などにわからないから描く必要なしといわれ、大いに反発してはみたものの、先生を説得するこ

とはできなかった。

大井先生は「メソアメリカでは日本的な土器の研究はできない」とおっしゃっていた。果たしてそうで

あろうか？確かに、モノに対する視点があまりにも違いすぎ、日本のような微にいり細にいった型式学研
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究など欧米の研究者にはなかなか受け入れられないとは思う。しかし、対象となる土器の作り手は同じ人

間であり、その意図するところを形態や技法から読み解くという点では、日本の方法が使えないことはな

いはずである。そして土器研究を精緻にすることで、時間軸や分布・流通の観点などから、ブツギレな歴

史が線、さらに面としてつなげていくことができるようになるのではなかろうか。むしろ、日本考古学が

長い年月をかけ築きあげた、もっとも得意とするこの精緻な土器研究こそ、大いに活用すべきではないか

と考える。

マヤ南部地域では、すでにカミナルフユ遺跡出土資料を中心とした土器変遷が組まれていたが、その型

式学的な変化については言及されていなかった。Ａタイプの土器は○○期という程度。器表面の色調から

分類された土器相互の関連性、いわゆる様式的な検討なども皆無であった。この状況に対し、層位的に発

掘され、その変遷が窺える資料があり、さらにあれだけモノをみる機会に恵まれていたにもかかわらず成

果を挙げられなかったのは、自分自身の未熟さである。まだ、カミナルフユ遺跡マウンドＥ−Ⅲ− 3、同

マウンドＡ・Ｂ、ネバフ遺跡出土土器の実測図が手元にある。時間的制約で、結局検討できなかったこれ

らの図をみると、未だに後悔の念が拭えない。

また、発掘調査においても層位の解釈で大井先生と議論が分かれることがあった。こちらは発掘現場内

の限られた現象をとらえ説明するのに対し、先生はピラミッドの構造や同時期の文化など大局的見地から

解釈されるため、太刀打ちできなかった。といって、先生の言うことに納得できたわけではなく、論破す

るだけの材料を揃えられていなかっただけで、悔しい思いを募らせた。

「掘るだけなら犬でもできる。」

考えて発掘調査をしなければ意味がないということを意図した大井先生流の言い回しであり、名言であ

るが、こう言われるのは決まって叱られている時のことで、決して気分の良いものではない。しかしその

後、行政に身を置き、時間と予算に追われ、本来の目的である「文化財保護のための記録保存」という大

義を見失いそうになった時、不思議とこの言葉を思い出さずにはいられなかった。

４．調査方法と考古学への向き合い方の違い

カミナルフユ遺跡調査の特徴のひとつとして、現地で考古学を学ぶ大学生たちを受け入れたことが挙げ

られる。これは、当地において革新的な試みだったのではないだろうか。

発掘現場では当然のごとく、ガリ（グァテマラでは左官用コテを使用した）を握りしめ、土層の観察を

し、出土した遺物の写真撮影や実測を行った。しかし、現地において考古学者はそうした作業を行わず、

写真や実測などはそれ専門の職員が行っていた。そのため、実測作業をする私に対し、現地や欧米の研究

者から「おまえは図面描き屋（dibujánte）か」とよく聞かれたものである。そして、そのたびに「考古

学研究者です」と答える始末であった。

また、学生たちと出土した遺物の大半を一緒に実測したが、学生に実測方法を教えるのには大変苦労し

た。方法もさることながら、実測する対象をどのように観察し、それをいかに図として表現するかという

ポイントがなかなかわかってもらえなかった。やはり多くの学生には、「考古学者がするべきではない作業」

という意識があったのではないだろうか。

今、目の前にある事物を自分の目で観察し、図化し、解釈する。それは当時考古学を研究する者として

当然のことと思っていた私にとって、違う世界があるという現実を知る経験ともなった。しかし、私の学
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生時代、遺物の実測はどれだけ描くか、その点数が問われたが、現在の日本の学生はどうなのだろうか？

有り余るほどの情報があるなかで、遺物をみるために各地を回り実測するなどというアナログな方法は、

デジタル技術が発達した現在ではあまり実践されていないのかもしれない。報告書の図面をペタペタ貼っ

てつくる原稿などは「コピー考古学」と揶揄されたものだが…。

５．鳥取で実践する調査研究と普及啓発活動

グァテマラにおける経験は冒頭にも述べたように、現在の私の調査研究や様々な活動に大いに役立って

いる。鳥取に来て 20 年目を迎えるが、その間、発掘調査に 13 年、県教育委員会文化財課での勤務は 7 年

を数える。発掘調査では縄文時代から現代まで、実に多様な遺構・遺物を掘り出した。一つのこだわりと

して、調査し報告書を刊行した遺跡については、そこで終わらせるのではなく、さらなる検討をし、別の

形で発表するよう心掛けている。単なる口頭発表や、まとまった論文となる場合もありさまざまながら、

これまでのところすべて実践することができた。

就職 1 年目から弥生時代の土壙墓や近世墓群にあたり、その後中世以降の墓（とくに近世・近代墓）を

山ほど掘った。カミナルフユ遺跡モンゴイ地区で埋葬を掘って以来、それが修論のテーマとなり、いまで

は中世以降の墓へとつながっている。この他、近世城下町（米子城跡）、中世山城と寺院跡、古代以降の

製鉄関連遺跡、中世梵鐘鋳造遺構と大当たりであった。いずれも県内で調査事例が少なく手探り状態。各

専門家に現地へ足を運んでいただき、また遺物をもってまわり、ご教示いただく日々であった。これは結

果的に、鳥取の情報を各界へ提供することにもつながり、私にとってもいろいろな場で発表する機会を得

られ、今日に至っている。

研究以外に鳥取県の文化財専門職員として力を入れていることに、一般に向けた歴史の出前講座がある。

これは小学校や公民館において、歴史とはどのような考え方をするものか、また、地域の歴史を知り、改

めて自分の住む地域に目を向けてもらおうとする取り組みの一環である。

小学校 6 年生になると、初めて歴史の授業が始まる。ややもすると歴史的事象だけを詰め込み暗記する

だけの科目となりがちな「歴史」について、その捉え方を知り、歴史の構築方法を理解することで、「ど

うして、また何を根拠にそういえるのか」、今習っている事象の真実性はどうか、というように考えても

らおうとしている。

例えばパワーポイントの冒頭では、バラク＝オバマ・アメリカ合衆国大統領やサッカー・なでしこジャ

パンなどその時々のトピック的な人々を提示し、君たちはなぜその人たちのことを知っているのかと問う。

子どもたちの多くがテレビなどのメディアを通じて彼らを知り、その存在についてはだれもが疑いをもた

ない。しかし、少しさかのぼって坂本龍馬はどうか？知っていると思うのはテレビで○○という役者さん

が龍馬を演じているからであり、では、龍馬本人に会ったか？あるいは会ったという人を知っているか？

と聞くと、だんだん怪しくなってくる。そこに歴史のあやふやさがあることに気がついてもらうという仕

掛けである。

それでも江戸時代であるから、文字記録などにより、龍馬の存在を確かめることができている。では、

古墳時代など文字が乏しい時代となるとどうか？一方で教科書には様々な事象があったと書かれているが、

それはどうしてわかるのか？ここからが考古学の話となる。

何の変哲もない街中の画像から一転、同じ場所の発掘調査現場の画像に切り替える。そこではその現場
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の近くにあるお城と同じ時代の建物跡、その下層からはさらに古い古墳時代の集落が発見されたことを語

り、身近に昔の人々の活動の痕跡があった事実を意識づける。翻って自分の地域はどうか？前方後円墳と

いうと大仙陵古墳（伝仁徳天皇陵）が教科書に載るが、自分たちが毎日見ている近くの丘陵上にも前方後

円墳があること、さらにその周辺には数百の古墳が展開していることを話すと教室中がザワザワしだす。

教科書の中のことは自分たちと関係ない世界ではなく、すぐ身近にあることを知ってもらうという狙いで

ある。

これは何も古墳に限らない。みなさんが住んでいる近くから弥生土器がみつかっているので、遅くとも

弥生時代から人々はこの地域に住み始めていたとか、今の田んぼの形が実は古代の土地区画制度（条里制）

に基づいている、さらに今の地名（字名）は江戸時代の絵図にすでに出ている、などなどおそらく「知ら

ない事実」だらけなのである。そして、この地に残る先人たちの営みが様々な形で今に残り、その上に、

今の我々がいるという歴史的つながりを意識づける機会としている。

一方歴史教育では、教科書の記載は正しいというのが常識であろう。しかしそこに書かれた内容は、新

たな事実の発見や解釈の変更により更新されていくと説く。これは文化財の専門家であるからこそ発言で

きるわけであり、生徒だけでなく先生方をも刺激し、歴史の学習はただの暗記科目ではないと認識しても

らいたいという思いで語っている。また先生と違う立場で話ができる人材として、学校に利用してもらう

関係性も必要と実感している。実際に我が子が通っている小学校において、上述した授業を今年度で 6 年

連続実施しているが、生徒に混じって、メモを取りながら聞いてくださる先生もおられるようになった。

地方創世が叫ばれる昨今。文化財を担う行政職員としては、地域に残る文化財ほど適した素材はないと

考えるが、実際にはなかなか目を向けてくれないのが現実である。文化財と一口に言っても実に多様であ

り、仏像や建物から庭園などの名勝、鎮守の森に代表される天然記念物、史跡や考古遺物、さらに最近で

は地域で発展させた生業に基づく文化的景観といった分野もある。また、先の東日本大震災以後、改めて

見直されているのが、「地域の絆」ともいえる民俗文化財であろう。歴史を語るとき、こうした様々な文

化財が織りなすストーリーを念頭に、地域や子どもたちに語りかけていくことで、誰かがどこかに引っか

かり、それを家庭内、公民館の井戸端会議、行事の後の酒の肴にしてもらえたらよいと願っている。

６．日本人が海外で調査をする意味とは何か？

メソアメリカの歴史的事象を外国人の視点でみれば、そこに新たな解釈を提供できるであろう。しかし、

彼の地においては、日本人も欧米人も同様に外国人である。やはり、そこは日本人ならではの立ち位置が

必要であり、求められるのではないだろうか？

グァテマラ滞在中、現地研究者はもとより、歴史に興味をもつ方々とマヤについて話をしている中で、「日

本ではどうなんだ？」、「日本の縄文土器と南米の土器の類似という説に対しどう思うか？」など、日本（の

歴史）について問われることが多々あった。そうした問いかけは、自国の歴史をあまりにも知らな過ぎた

自分を反省し、さらに、そのような自分がなぜ縁もゆかりもない地域の歴史を研究しようとするのかとい

う原点に立ち返る契機でもあった。我々がメソアメリカの歴史事象について調べ、それを一方的に発信し

ても、それだけでは何か物足りないような気がする。やはり日本人の歴史を背負い、その視点に立ってみ

たとき、説得力のある話ができるのではないかと思う。

幸いにも、グァテマラ市ポポル・ヴフ博物館において「日本のヒスイ文化」について 3 回連続講座をさ
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せていただく機会があった。大学の卒論でメソアメリカのヒスイ文化をテーマとしていたため、日本では

どうであったのか興味を持ってくださり、講座が設定されたのだった。不慣れなスペイン語での発表には、

現地大学生の大いなる協力をいただき、大汗・冷や汗をかきながら実施したが、講演後の質疑で、質問に

回答できなかったことだけが今も思い出に残っている。

現地の方々との交流を深めるためにも、相互の文化・歴史を知る意味は大いにあるであろう。そして現

地で調査研究をする者がその担い手となり、日本文化・歴史についても語っていく必要があると考える。

７．おわりに

このたび、20 数年ぶりに京都外国語大学の教室に入った。大学の正門が近づくとお腹が痛くなるとい

う条件反射を乗り越えて。

まさか、再びここに来られるとは思わなかったし、しかも教室の壇上に立ち、メソアメリカについて話

すなどとは…。

私がマヤ考古学の世界に身を置いていた時とは違い、現地で活躍する日本人研究者が増え、その垣根が

低くなったおかげで彼らを追って若手も増えているようだ。苦労が多いであろう現地調査に立ち向かう彼

らの姿勢は、それをなしえなかった私から見ればまぶしく、羨ましい存在である。ただ、日本人が何故、

自身が生まれ育った地を離れメソアメリカ研究をするのか、その意味について、改めて問い直してほしい

と願う次第である。

やはりメソアメリカを語る場合、私にとって大井邦明先生の存在を抜きにするわけにはいかなかった。

今回、思わぬ邂逅、そして新たな出会いという機会をくださった嘉幡茂氏や南博史氏に感謝します。

引用・参考文献
井上幸孝編著、2014『メソアメリカを知るための 58 章』明石書店
中森　祥、1996a「マヤのカエル―その文化史的意味について―」『史泉』第 83 号
中森　祥、1996b「先古典期マヤ地方の埋葬―とくに頭位方向を中心に―」『冨澤霊岸先生古稀記念　関大西洋史論集』
中森　祥、2000a「マヤの国グァテマラ―カミナルフユ遺跡の調査から―」網干善教編『世界の考古学』関西大学出

版部
中森　祥、2000b「チアパ・デ・コルソ遺跡にみる埋葬の諸相―先古典期から原古典期を中心に―」『関西大学西洋

史論叢』第 3 号
中森　祥、2003「副葬された動物たち―マヤ地方における埋葬の一要素―」『関西大学考古学研究室開設五拾周年記

念　考古学論叢』
中森　祥、2011「大井邦明に会えて、何がよかったのか？」『大井邦明・ブランカ先生追悼文集』
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竹 原 庸 喬

はじめに

2012 年度から続く地域活性化事業（子熊谷フィールドミュージアムによる新しい村づくり）は、熊谷

地区住民が持つ谷水田を一人の若手農業士が借り受け、無農薬の米作りを手伝いたいということをきっか

けに始まりました。

子熊谷の綺麗な水と土と空気で身体に安全でおいしい米を作り続けたいという課題を、熊谷地区も含め

た地域の資産を活用したフィールドミュージアム活動で解決していくことを提案しています。

直接農作業を手伝うだけでなく、里山の整備と再生、熊谷地区の伝統的な生活文化の発見、中世以来こ

の地域で始まった越前焼の再生なども目標として、熊谷に継続的に活動することを念頭に置き、空き家を

利用し地区の方々と一緒になって活動を続けています。

活動内容

『2014 年 4 月 28 日（月）〜4月 29 日（火）たけのこ掘り体験お手伝い』

4 月 28 日（月）夕方大学を出発し、午後 8 時頃現地に到着。学生は 3 人 1 組で各ホームステイ先へ。

翌日は朝 5 時頃から竹林所有者の方と竹林へ入り、たけのこ収穫の手伝いを行った。その後、越前町蚊谷

寺地区で毎年行われている「越前町たけのこ掘り体験」にボランティアスタッフとして参加し、会場設営

と、昨年度行ったフィールドワークの報告をするためのキャプションを設置した。また、受付業務や一般

参加者の補助、昼食の準備などを行った。昼食後は蚊谷寺地区の方々と参加学生が 3 班に分かれてワーク

ショップをし、その成果報告を行った。

イベント終了後、これからのフィールドワークの現場となる子熊谷の谷水田の見学、せせらぎ会館で地

域の方との顔合わせ、2014 年度の活動方針などを話し合った。

たけのこを掘り出す様子 イベントの様子
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『2014 年 5 月 31 日（土）〜6月 1日（日）熊谷拠点整備活動』

5 月 31（土）朝大学を出発し、昼過ぎに越前町へ到着、越前町熊谷地区で借りた家屋で地区の方々と今

後我々が参加する活動についての打合せを行った。その後、フィールドワークの拠点として機能させるた

めに家の整備を行った。

翌日、子熊谷の谷水田で無農薬農業を行っている若手農業士井上さんの田植えの手伝いを行った。

『2014 年 6 月 29 日（日）熊谷地区住民交流センター（通称：くまカフェ）オープン

6 月 29 日（日）朝大学を出発し、昼前に熊谷地区住民交流センター（以降くまカフェ）に到着。くま

カフェオープンに向けての清掃、準備をし、午後から円卓を模した台紙を用いてワークショップを行った。

熊谷および子熊谷におけるフィールドミュージアム活動の内容と項目について学生側から提案を行い、地

域の方々と意見交換をし、活動名称を決めた。

・拠点：「熊谷地区住民交流センター（通称：くまカフェ）」

・ビオトープづくり：「こくまだん水田ビオトープ」

・京都外大生による里山水路と遊歩道整備：「あぜ～ロード整備事業」

ワークショップ後、くまカフェに隣接する畑（通称：くまだん畑）を耕した。

『2014 年 7 月 20 日（日）博物館学芸員課程　越前バスツアー』

博物館学芸員課程の授業の補講として越前バスツアーを行った。

打ち合わせの様子 田植え手伝いの様子

ワークショップの様子 くまだん畑を耕す様子
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7 月 20 日（日）朝大学を出発し、昼前に越前陶芸村に到着。到着後は 5 人一組で 2 班に分かれて蚊谷寺、

熊谷を見学した。蚊谷寺では周辺を散策、地域の方たちと意見交換会を行った。熊谷ではくまカフェ、く

まだん畑の見学、簡単な整備を行った。

『2014 年 7 月 27 日（日）〜7月 28 日（月）越前町環境整備活動』

7 月 27 日（日）の朝大学を出発し、昼前にくまカフェに到着。くまカフェの清掃を行い、くまだん畑

にて夏野菜の収穫を行った。子熊谷の谷水田へ移動し、井上さんの所有する田んぼの法面を防草シートで

覆う作業（あぜ～ロード整備事業）を行い、水田ビオトープの見学を行った。

作業後、熊谷地区の方々とバーベキューをして交流を深めた。また、8 月 10 日に専門家を招いてビオトー

プの観察会を行う、などをミーティングで話し合った。

『2014 年 8 月 9 日（土）〜8月 17 日（日）くまカフェにて夏期合宿』

8 月 9 日（土）から学生が最長 9 日間、くまカフェでの合宿を行った。畑での野菜の収穫、草刈り、掃

除などを自分たちで行った。10 日（日）に予定していたビオトープでの観察会は台風により翌日に延期

となった。ビオトープ観察会は、網とバケツを持ち、決められた範囲でどんな生き物がどれだけ生息して

いるかを調査した。

6 月 29 日（日）のフィールドワークの際に地域の方に頂いた木の板に「くま CAFÉ 京都外国語大学 国

際文化資料館」と拓本用の墨を使い印字して、看板を作成した。

防草シートを設置している様子くまだん畑で野菜を収穫

蔓を這わせるネットの設置 陶芸村駐車場で待機中
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『2014 年 11 月 3 日（月）〜11 月 4 日（火）地域整備活動、炭焼き勉強会』

11 月 3 日（月）の朝大学を出発し、昼前にくまカフェに到着。くまだん畑にて大根を収穫し、周辺を

散策した。その後、地域の方と「せせらぎ会館」にて新米を使ったおにぎりとみそ汁を作り試食をした。

その後、専門家を招いて「炭焼き」についての勉強会を行った。

翌日、越前焼きの窯元を訪問し、見学をした。午後からはビオトープと谷水田と山の中を散策し、井上

さんの農作業の手伝いを行った。

『2014 年 12 月 6 日（土）〜12 月 7 日（日）地域整備活動（挨拶回り）』

12 月 6 日（土）昼に大学を出発し、雪の影響もあって 21 時頃にくまカフェに到着。この日は時間も遅かっ

たため活動は無し。

翌日朝、「せせらぎ会館」で仏具清掃の手伝いを行った。その後地域の方と交流をする班と、除雪作業

を行う班に分かれて作業をした。井上さんが所有するビニールハウスが雪によって押しつぶされ、農機具

が埋没してしまったため、その救出作業を行った。

昼から日帰り組と合流し、熊谷地区の方々に挨拶回りを行った。

前日からの雪もあり、午後から予定していた畑やビオトープでの里山整備活動は中止となった。

ビオトープで捕まえた生き物観察 くまカフェの看板

炭焼き勉強会の様子大根を収穫する様子
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おわりに

私は 2014 年 4 月から越前町での地域活性化事業に加わり、計 8 回フィールドワークを行い、そのうち

の7回に参加した。2012年度からこの活動は続いているが、拠点を構えて本格的に活動ができるようになっ

たのは今年度からである。活動が活発になってきて良い点もあれば、新たな問題も露呈してきた。しかし、

その分地域の方々と接する機会が増え、距離を縮めることができたように思う。

南先生が仰っておられていることだが、地域の方々は我々と話をするときと、学生たちと話をするとき

とでは表情が全く違う。後者においては、まるで孫たちと接するような和やかな雰囲気である。まっすぐ

な若い力が地域の方々との距離を縮めるという役割を果たしてくれたのだと強く感じる。

活動を継続することは簡単ではない。来年度は今年度より、再来年度は来年度より、と求められること

も年々大きくなってくることと思う。そこで何ができるのかということをもう一度考えなければならない

だろう。

最後に、本活動についてご助力くださいました福井県丹生郡越前町の皆様、先生方、NPO の方々、そ

して学生たちに御礼申し上げます。

写真撮影：ドイツ語学科　2 年次生　小林実香、同学科　1 年次生　河津悠理

　　　　　NPO フィールドミュージアム文化研究所　稲葉康夫

　　　　　国際文化資料館　竹原庸喬

雪で押しつぶされたビニールハウス 地域の方へ挨拶回りの様子
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2014 年度　年間活動報告
2014 年

4 月 地域活性化事業　越前たけのこ堀りワークショップ（4 月 28 日～ 29 日）

5 月

「ラテンアメリカの楽器展」（5 月 13 日～ 6 月 14 日）

展覧会ギャラリートーク　野村英男氏（京都ラテンアメリカ文化協会会員）（5 月 17 日）

地域活性化事業　越前フィールドワーク（5 月 31 日～ 6 月 1 日）

6 月

展覧会ギャラリートーク　野村英男氏（京都ラテンアメリカ文化協会会員）（6 月 7 日）

オープンキャンパス（6 月 22 日）

地域活性化事業　越前フィールドワーク（6 月 29 日）

7 月

第 12 回文化財ドック体験コーナーに参加・協力【博物館学芸員課程】（舞鶴 7 月 12 日）

地域活性化事業　越前陶芸村及び周辺地域散策【博物館学芸員課程】（7 月 20 日）

「第 4 回京の匠展―瓦葺―」（7 月 22 日～ 8 月 30 日）

第 7 回博物館・美術館バス見学会　琵琶湖博物館、滋賀県立安土城考古博物館（7 月 26 日）

地域活性化事業　越前フィールドワーク（7 月 27 ～ 28 日）

8 月

オープンキャンパス（8 月 1 日～ 3 日）

第 5 回公開講座 「文友会と社寺建築」千田日出雄氏（文友会会長）
展覧会ギャラリートーク　寺本光男氏（文友会）（8 月 2 日）

地域活性化事業　京のまちなか活動「姉小路行灯会」（8 月 9 日）

9 月
オープンキャンパス（9 月 7 日）

収蔵品展「What do you like ? ～嗜好品から探る～」（9 月 29 日～ 10 月 25 日）

10 月

第 2 回京都・大学ミュージアム連携　スタンプラリー参加（10 月 1 日～ 2015 年 3 月 15 日）

展覧会ギャラリートーク　南博史先生（国際文化資料館館長）（10 月 3 日）

第 1 回京都外国語大学博物館学芸員課程　交流会（10 月 4 日）

展覧会カフェトーク　博物館学芸員課程学生（10 月 18 日）

11 月

「切手でたどる西洋絵画の歴史～ルネサンスから現代絵画まで～」展（11 月 1 日～ 11 月 29 日）

「大学は宝箱！―京都・大学ミュージアム連携出開帳 in 東北」展　会場：東北歴史博物館
 （11 月 1 日～ 11 月 30 日）

地域活性化事業　越前フィールドワーク（11 月 3 日～ 4 日）

第 6 回公開講座　「絵画の中のカーテンの謎を解く」岡部由紀子先生（本学教授）
　　　　　　　　「西洋絵画切手こぼれ話」辻豊治先生（本学教授）（11 月 8 日）

地域活性化事業　京のまちなか活動「ぶらりたついけスタンプラリー」（11 月 9 日）

地域活性化事業　京のまちなか活動「まちなかを歩く日」（11 月 15 日）

展覧会ギャラリートーク　辻豊治先生（本学教授）（11 月 15 日、29 日）

京都ラテンアメリカ研究所共催　国際シンポジウム
「メソアメリカ考古学研究とその展望～次世代を担う日本人研究者たち～」（11 月 24 日）
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12 月

地域活性化事業　越前フィールドワーク（12 月 6 日～ 7 日）

写真展「メソアメリカ、古代都市の起源を探る―トラランカレカ考古学プロジェクト―」
 （12 月 15 日～ 2015 年 1 月 31 日）

第 1 回研究講座　
「トラランカレカ考古学プロジェクトの学術的重要性」
　嘉幡茂先生（ラス・アメリカス・プエブラ大学准教授）

「トラランカレカ考古学プロジェクトの政治・社会的問題点」
　フリエタ・ロペス氏（プロジェクト調査員）

「古代都市トラランカレカの発展と崩壊」村上達也先生（トゥレーン大学准教授）
「テオティワカンとトラランカレカにおける都市設計」福原弘識先生（埼玉大学非常勤講師）
 （12 月 21 日）

2015 年

1 月
「プロジェクト・マティグアス」活動報告展（1 月 19 日～ 1 月 31 日）

第 13 回文化財ドック体験コーナーに参加・協力【博物館学芸員課程】（大阪 1 月 24 日）

2 月

京都・大学ミュージアム連携 立命館大学×京都外国語大学 学生コラボ企画展
　「心の声　～みて、感じて、考える～」　会場：立命館大学国際平和ミュージアム
 （2 月 7 日～ 3 月 29 日）

地域活性化事業　京のまちなか活動「春を呼ぶ 三条節分もちつき大会」（2 月 8 日）

「第 5 回京の匠展“こけら”と“ひわだ”」（2 月 9 日～ 3 月 28 日）

展覧会ギャラリートーク＆ワークショップ　杉本惣一氏（文友会）、宮川義史氏（文友会）
 （2 月 21 日）

3 月 展覧会ギャラリートーク＆ワークショップ　杉本惣一氏（文友会）（3 月 7 日）
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京都外大国際文化資料館紀要『MUC』総目次
（創刊号〜第 10 号）

MUC創刊号（2005 年 2月 14 日発行）
〈序〉� 頁
大井　邦明「博物館学芸員課程と国際文化資料室」 1

〈論文・研究ノ－ト〉
土江　文子

「和泉市春木川町所在「泉伯　瓦屋伊三郎」刻印瓦について」 13

石川留美子「原住民言語とメキシコスペイン語の関係

――ハリスコ州グァダラハラ市における

　　　“ナワトリズム（Nahuatlismos）”について――」 25

久木　淳子「文化財防虫考」 33

久木　淳子〈ふぉとこらむ世界の学び舎〉「Cardiff University」 45

原　多賀子「鳥居龍蔵の歩んだ道」 47

原　多賀子〈ふぉとこらむ：博物館〉「徳島県立鳥居記念博物館」 73

増井　秀子〈ふぉとこらむ：SITUS〉「メキシコ／ユカタン州：オシュキントク遺跡」 75

飯山　幸子「七尾−ななお−」 77

編集後記

MUC創刊号別冊（2005 年 2月 14 日発行）
〈紀行・エッセイ〉

増井　秀子「国際文化資料室との出会い」 1

石川留美子「国際文化資料室との思い出と様々な出会い」 13

土江　文子「博物館学課程第一期生として」 15

久木　淳子「国際文化資料室――卒業生の目から」 17

原　多賀子「外大を卒業して」 19

MUC2号（2006 年 3月 31 日）
〈論文・研究ノ－ト〉
土江　文子「2002 年大園遺跡の調査について」 1

村田真喜子「「新大陸」の青色を生み出す植物：藍について

――グアテマラ総督領を中心とした染料作りと通商―― 11

大井　邦明「遺跡・古環境・地域社会・博物館」 31

徳安　利彦「メキシコ西部地域の考古学」 47

久木　淳子「エコミュージアム−地域再評価からの再生」 57

原　多賀子「徳島県立鳥居記念博物館の収蔵資料について」 65
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〈エッセイ〉
飯山　幸子「国際文化資料室・卒業を迎え」 77

編集後記

MUC3号（2007 年 3月 31 日）
〈まえがき〉大井　邦明

〈論文・研究ノ－ト〉
大井　邦明「ティンガニオ：メキシコ西部の古典期文化」 1

大井　邦明「メキシコ、テオテナンゴ遺跡下　オホ・デ・アグア遺跡の調査ノ−ト」 41

久木　淳子「博物館をすべての要に――ティンガンバト村エコミュ−ジアム計画」 55

川本　直美「聖なる木と Nino Dios」 63

川本　直美〈ふぉとこらむ：世界の学び舎〉「――私から見たメキシコ ’06」 73

原　多賀子「徳島県立鳥居記念博物館顕彰に向けて」 81

木原　順子「トウガラシ～世界を変えた新大陸の賜物～」 91

編集後記

MUC4号（2008 年 3月 31 日）
半田　昌之「企業博物館雑感――たばこと塩の博物館の 30 年から――」 1

原　多賀子「徳島県立鳥居記念博物館顕彰に向けて 2」 7

久木　淳子「くらしと窓――序章――」 15

河原　直美「北米先住民――ト−テミズムから見た世界観――」 31

木原　順子「カボチャ――人々を飢餓から救った救荒作物」 47

川本　直美「プレペチャ語――誇り高きミチョアカン州先住民プレペチャ」 71

大井　邦明「メソアメリカ学序説 1――序の章　テオテナンゴから――」 107

溝端めぐみ〈編集後記〉「私にとって国際文化資料室とは」 143

MUC5号（2009 年 3月 31 日）
杉村　　棟「随想　中東イスラ−ム世界の生活と文化」 1

原　多賀子「鳥居龍蔵と徳島の仲間たち　井上達三」 27

久木　淳子「大学博物館についての一考察」 43

本多　律子「古代メキシコの神ケツァルコアトル　多神教と一神教についての一考察」 55

木原　順子「Los Concheros〈ロス・コンチェロス〉――神に捧げる聖なる踊り――」 85

川本　直美〈ふぉとこらむ〉「コルプスの祭り～ Ju ia k’uinchikuarhu! ～」 97

大井　邦明「トマト考」 115

MUC6号（2010 年 3月 31 日）
久木　淳子「変容する博物館――2009 年博物館活動の視点から――」 1

西山　弥生「朗読劇とボランティア――京都府立文化芸術会館の試み――」 15



− 73 −

森　　洋輔「地名研究がもたらした和人とアイヌの共生

――白糠先駆者アイヌ弔魂碑とアイヌ語地名研究――」 19

溝端めぐみ「ウシ――神聖視された犠牲獣――」 41

川本　直美「結婚にみるプレペチャ

――11 の集落からなる渓谷地域、カラパン村の場合――」 55

原　多賀子「鳥居龍蔵と徳島の研究家　中村伊與太」 69

編集後記 87
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中川　智絵「民藝運動と文化遺産の継承」 17

久木　淳子「新しい博物館実習の実践　京都外国語大学学芸員課程 2011 年度活動報告」 29
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「プロジェクト・マティグアスとその成果　
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