
いえらっく　vol.37

1

Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Estudios Extranjeros de Kyoto
Instituto de Estudos Latino-Americanos de Universidade de Estudos Estrangeiros de Kyoto

vol. 37 2019年7月1日 京都外国語大学

京都外国語大学ラテンアメリカ研究所

カリブ海周辺国の民族楽器
野村　英男

1．民族音楽について
人類が社会生活を送るにはお互いの意思疎通を
図る必要があり、初めは叫び声の様なものから音
の高低に気付き、やがてその為の会話から音楽が
生まれたものと考えられます。
現在、音楽と言えば大きくクラシックとポピュ
ラー（民族音楽も含む）とに分かれますが、クラ
シック音楽とは天才的な個人が生み出したもの
や、才能を持った個人の努力の成果と言えるもの
で、一方民族音楽は、一般人の日常生活の中から
生み出されたものと言えます。

2. ラテン音楽について
1492 年にコロンブスが発見した新大陸（ラテ
ンアメリカ）の音楽は、混血の文化の賜物と言わ
れています。16 世紀になって大挙して欧州から
新大陸へ移住したラテン系（特にスペイン、ポル
トガル、イタリア等）の人達がもたらした欧州の
音楽、元からこの地に住んでいた中南米の先住民

族の文化、後日労働力の補完としてアフリカから
連れ込まれた奴隷たちの黒人文化、この三つの文
化が混じり合った混血の文化・音楽がラテン音楽
の持つ特色と言えます。

第 18 回ラテンアメリカ教養講座開講

　2019 年 6 月 5 日から 7月 3日までの毎週水曜日に、京都外国語大学ラテンアメリカ研究所主催でラテ
ンアメリカ教養講座が開催された。第 18 回目となる今回の教養講座は「民族楽器の奏でるラテンアメ
リカ文化」というテーマで、バラエティ豊かなラテンアメリカ音楽の中でも民族楽器に焦点を当て、普
段あまり目にすることのないザブンバ、コンガ、ハラナといった珍しい楽器の歴史や背景等を講師によ
る実演を交え取り上げた。5回にわたる各講座の概要を以下に掲載する。
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3. カリブ周辺国音楽の特色
一番最初に発見されたキューバの島々をはじ
め、カリブ海周辺の国々では、煙草・珈琲・砂糖
黍などが栽培され、その為の労働に先住民たちは
酷使され、また欧州から持ち込まれた麻疹などの
病原菌に対する抵抗力が無い為、ほとんどの先住
民族は病と過労により死滅しました。その労働力
の補完の為に主として西アフリカからの奴隷たち
との混血も進み、黒人達の生まれながらにして持
つリズムを中心とした打楽器が発展しました。叩
いたり振ったりして音が出るものは全て楽器に利
用されました。フライパンやスプーン、瓢箪など
果実を干したもの、中米辺りでは亀の甲羅を干し
たものを叩いてリズム楽器としました。
歌曲面では、リーダーが歌った後にグループ全
員が同じ文句を合唱するというコール＆レスポン
ス（呼び掛けと応答）の曲が多く、これはアフリ
カの黒人の影響です。宗教面でも太鼓を叩きなが
ら輪になって踊り回り、物乞いや感謝の言葉、祈
祷の言葉を繰り返すなど今も伝わっています。

［展示された楽器］
＊  マラカス（マラガの実と中の種を乾燥したもの
で、両手に持ち振り鳴らす）
＊  シェケレ（瓢箪を乾燥させ、周りの数珠玉を網
の様に巻き付けたもので、数珠玉を擦ったり叩
いたりして中の種子や数珠で音を出す）
＊  キハーダ（ロバの下顎を歯付きのまま乾燥した
もので前歯の部分を握り、顎の付け根を叩いた
り歯の上を擦ったりして音を出す）
＊  グィロ（瓢箪の表面にギザギザの刻みを入れ、
棒やササラで擦って音を出す）
＊  クラベス（硬い円筒形の拍子木で、二本を叩き
合わす。キューバ音楽等で基本のリズムを刻む）
＊  カスタネット（南仏のフラメンコと同様に両手
の親指にかけ、四本の指で叩きリズムを刻む）

［CD演奏曲］
＊  叫び（四オクターブの声を持つイマスマックの
唄）
＊  ブードゥー組曲（キューバ等の黒人達の密宗教
で祈りの唄を交えた組曲の一部をぺレス・プラ
ド楽団が演奏）
＊  亀の甲（生存するガリフナ族の演奏で、ホラ貝
や乾燥した亀の甲羅を叩く打楽器の曲）
＊  昨晩どこに居たの（キューバの楽団演奏で打楽
器群とソロ合唱の掛け合い曲）
＊  メホラーナ・サンテーニャ（パナマの音楽でギ
ター、ビオリンが入る）
＊  ツンバとカホン（丸い穴を開けた箱で、それに
腰掛け叩くカホンと、ロバの下顎を叩く曲）
＊  ビールの踊り（グァテマラのシロホンの大型マ
リンバ 2台を 8人で演奏）
＊  ジョードー（石油ドラム缶を色々な長さで輪切
りにし蓋の部分を叩いて凹ませた楽器、30 台
程のスチールバンドでトリニダード島の音楽）
 （ラテン音楽DJ）
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「  ブラジル音楽におけるトルコ～アラブ音楽の影響
＝フォホーという大衆音楽とその歴史をザブンバという太鼓から紐解く」

ケペル　木村

●   Forró フォホーというブラジル北東部から生
まれたダンスミュージック
筆者がブラジルからCDを輸入して日本全国の
輸入盤販売店へ配給する仕事に就いた 1990 年こ
ろから、サンバやショーロ、ボサノヴァやMPB
はもちろんだが、ブラジル各地の伝統音楽をたく
さん知るようになった。その中で興味を持ったの
がフォホー（Forró）という、ブラジル北東部（ノ
ルデスチ）から生まれた大衆的なダンスミュー
ジックだ。フォホーは時代的にはサンバやボサノ
ヴァよりも前に生まれており、それらの音楽とは
異なるリズムパターンを持つ。使われる楽器は
ヨーロッパ起源のアコーディオン（ポルトガル語
でサンフォーナ）、トルコ起源のトライアングル
（トリアングロ）とザブンバ（低音を出す太鼓）だ。
そのシンプルな 3人編成がフォホーの基本形とな
る。それらは持ち運びやすく、いつでもどこでも
演奏が出来るので、現在でも週末になると北東部
の多くの街や集落で朝までフォホーを歌って踊っ
て楽しむ人達が多いのだ。

● Zabumba ザブンバという太鼓の役割
フォホーで使われるザブンバという太鼓には
色々なサイズがあるが、最近は直径が 40 ～ 45
センチで胴の深さが 20 ～ 30 センチのものを使
うことが多い。それをベルトで肩に担いで演奏す
るスタイルだ。演奏は片手にマレット（棒の先に

フェルトやゴム）と、もう一方の手ではバカリャ
ウと呼ばれる細い木の棒（以前は柳の枝。最近は
プラスチック）を持ち、それぞれ異なる音色と異
なるパターンで叩き、大勢の人たちを踊らせるの
がザブンバの最も大切な役割だ。

● Forró フォホーの多様なリズムの魅力
フォホーのリズムはアクセントの違いによりバ
イオン、ショッチ、シャシャード、アハスタ・ペー、
コーコ、フレーヴォなどがある。基本的に全て二
拍子だが、曲によってリズムを使い分けて演奏す
る。これらのリズムの要が低音のダンスビートを
供給するザブンバである。

● Zabumba ザブンバのルーツを探る 
ザブンバという太鼓のルーツを辿ると、その原
型はアラブ地域にあった。アラブ音楽は長い歴史
を持つもので、多くの打楽器が生まれた地域でも
ある。たとえばシンバルはトルコのイスタンブー
ルで 4,000 年前に生まれたものだし、ティンパ
ニはオスマン・トルコ時代に作られたもので、そ
れらの打楽器は戦の応援のために戦場に運ばれて
軍楽隊により盛んに演奏されたものだった。その
中にザブンバの原型の太鼓ダウル（Davul）があ
り現在でもアラブの踊りに使われる。以前はオス
マン・トルコの一部に属していた隣国のブルガリ
アでは、ほぼ同じサイズ、形状の太鼓はトゥパン
（Tupan）と呼ばれ、ブルガリアの民族舞踊に用
いられる。

典型的なフォホー・トリオ

アラブのダウルという太鼓



いえらっく　vol.37

4

● ブラジルで生活するアラブ系の人々
19 世紀の終わり頃から主にレバノン系の人た
ちがブラジル国内に移住し、現在では約 800 万
人以上のアラブ系ブラジル人たちがブラジル国内
に住んでいると言われている。アラブ起源の数々
の料理が一般的な食べ物としてブラジル人の日常
生活に馴染んでいるほどだ。アラブ系の音楽家も
多数活躍しているが、エギベルト・ジスモンチ、
ジョアン・ボスコ、ロー・ボルジェス、ジジ・ポッ
シ、ファギネル、ベルキオール、ゼカ・バレイロ
等など、枚挙に暇がないほどだ。

● 現在のブラジルで大流行するフォホー
当然音楽それ自体もアラブから南米大陸へと移
民と共に運ばれてきて、ヨーロッパやアフリカか
ら持ち込まれたものと混血し、フォホーという音
楽が形成された。現在はブラジル全土を席巻し
ヨーロッパ各地でも流行の兆しを見せるフォ

ホー。そのブラジル大衆音楽のリズムの中にアラ
ブ音楽のリズムの形が聴き取れるのは非常に興味
深く、まさにブラジル文化の混血性と多様性を表
すものであると言えるのではないだろうか。

 （音楽ライター、打楽器演奏家）

「陽気なだけじゃない！深遠多様なアフロキューバンの世界」
北口　愛子

現代のザブンバ

キューバ音楽といえば、マンボやチャチャチャ、
ブエナビスタソシアルクラブのヒットにより認知
度が高まったソンなどの音楽を思い浮かべる方が
多いのではないでしょうか。
今回は、それらの音楽に大きく影響を与えた「ア
フロキューバンミュージック」、つまりアフリカ
大陸から移入した音楽と楽器についてお話をさせ
ていただきました。

キューバには元々シボネイ族やタイノ族といっ
た先住民が暮らしていましたが、スペイン人によ
る植民地化の過程で、過酷な労働や疫病により人
口が激減。代わりの労働力としてアフリカ大陸か
ら多くの黒人奴隷が連れてこられました。
同時に彼らが祖国で信仰していた宗教やダン
ス、音楽などもキューバに持ち込まれ、現在まで
大切に受け継がれています。

主なものとして、現ナイジェリアやベナン発祥

の「ルクミ（サンテリアとも呼ばれる）」、コンゴ
発祥の「パロ」、ナイジェリア東南部やカメルー
ン発祥の「アバクア」、ベナンやトーゴ発祥の「ア
ララ」という宗教（信仰）があります。これらの
儀式にはダンスとパーカッションが欠かせませ
ん。以下、それらを簡単に紹介させていただきま
す。

【ルクミ】
スペイン語で「サンテリア」と呼ばれ、キュー
バで最もポピュラーな多神教。海や雷、川、草木、
鉄、扉などに宿る個性的な神々はオリシャと呼ば
れ、信者は入信時にババラオ（司祭）に自分の守
護神がどれなのかを占ってもらいます。
祝い事や各オリシャの記念日には儀式が行われ
ます。オリシャごとにダンスや音楽、お供え物が
決められており、特に音楽については全てのオリ
シャのリズムを習得するのが非常に難解なことで
知られています。使用楽器は、バタという3本セッ
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トの両面太鼓。大きい順からイヤー、イトテレ、
オコンコロと呼ばれます。それぞれ左右の音程が
異なるため、3本× 2音の計 6音でメロディのよ
うなアンサンブルが奏でられます。他に鉄製のベ
ルやシェケレ（瓢箪にビーズを編み付けたシェイ
カー）、儀式のスタイルによってはコンガを使用
することもあります。

【パロ】
コンゴのバントゥー語圏の部族によって伝えら
れた信仰で、先祖の霊や、稲妻や岩石、森林など
の自然に宿る霊を崇拝します。
霊と交信するために、儀式では生贄などのお供
えものを入れた「ンガンガ」という鉄製の器を囲
んでダンスと音楽を捧げます。
太鼓は大きいものからカハ、ムーラ、カチンボ
と呼ばれ、グァタカと呼ばれる鉄製のベルがメト
ロノームになり、ムーラとカチンボが奏でるアン
サンブルの上でカハの低音がソロ演奏をします。
パロはスペイン語で「棒（ここでは木の棒）」を

意味し、霊とつながる媒介として、太鼓を叩く際
にも木の棒を使います。また、歌の特徴としては、
他のアフロキューバンミュージックよりも頻繁に
歌詞にスペイン語が出てきます。
このバントゥー語族の音楽にはパロの他にユカ
やマクータと呼ばれるものもあります。楽器の編
成は 3つともほぼ同じですが、リズムアンサンブ
ルやダンスが異なります（パロのダンスが複数人
で踊られるのに対し、ユカとマクータは男女ペ
ア）。

【アバクア】
1836 年の設立以来ハバナとマタンサスから広
がっていった秘密結社。その教義については、イ
ボ族が森で生活していた頃の助け合いの慣習から
生まれたと言われていますが、詳細は明かされて
いません。入会できるのは男性に限られており、
最初の儀式で「教義の内容を口外しない」との宣
誓をします。
そのミステリアスさから、政府に危険視された
時代もありましたが、現在では法務省から正式に
認可されています。また、黒人たちの間では「反
植民地主義の象徴」として根強い人気があります。
儀式に使われるリズムには、主にスローなエ
フォ、アップテンポなエフィの 2種があります。
コンガの半分ほどの短い太鼓、オビアパ（低音）
とクチジェルマ（中音）がベースとなるリズムを
演奏し、長い胴の太鼓、エロアパ（高音）がソロ
をします。そこにエコンと呼ばれる鉄製のベルの
金属音が加わります。
ただし葬儀の際には、悲しみを表現するため、
ベルを木製に変え、太鼓の皮を緩めて手で押さえ
ながら叩くことで、よりソフトな音作りをします。
昔は、マリンブラ（木箱の打楽器であるカホン
に鉄製の鍵盤を付けたもの）も演奏されていたよ
うですが、現在ではシンボルとして飾られるだけ
のようです。
儀式の中心となるダンサーは、イレメと呼ばれ
る三角形の仮面をかぶった悪魔役であり、腰にた
くさんの鈴を付けてジャラジャラと鳴らしながら
踊ります。また、手にしたホウキは、敵や裏切り
者を罰し、メンバーを浄化するという意味を持っ
ています。

バタの演奏風景（左からオコンコロ、イヤー、イトテレ）

オリシャの祭壇
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【アララ】
ハバナとマタンサス周辺に普及していますが、
比較的信者の少ない宗教。エウェ族やフォン族、
ポポ族、マイ族が持ち込んだもので、プエルトリ
コやブラジルにも信者がいます。「創世記」のよ
うなストーリーがあり、ルクミでいうオリシャの
ように人間の特徴を持った神々が登場し、自然と
共存するための教えを説いていると言われていま
す。ルクミとブードゥーが混ざったものという説
があり、ルクミの儀式でアララの音楽を演奏する
こともよくあります。
リズムパターンは、マセ、ソジ、ヘリオソの 3種。
太鼓は、大きいものからフン、ウェウェ、アブリ
ティ、ジョノフォと呼ばれ、2本または 1本のス
ティックが使われます。ソロパートはフンが担当
し、他の太鼓と、オガンと呼ばれる鉄製のベルが
ベースのリズムを作ります。チェレと呼ばれる鉄
製のマラカスが加わることもあります。

以上の主な 4グループに加えて、東部の地域に
おいてはハイチからブードゥー教も伝播してお
り、ボドゥーという名で儀式や観光客に向けた
ショーが行われています。ボドゥーの音楽はルク
ミと同じルーツを持ちますが、よりテンポの早い
アグレッシブなリズムが特徴です。

最後に、上記のすべての音楽の要素を含んだ大
衆音楽「ルンバ」を紹介します。
19 世紀の終わりに、黒人の労働者たちが週末
などに集まって演奏されるようになったパーカッ
ション中心の音楽です。様々なアフロ音楽の要素
が混ざり合っていますが、基本的にはパーティー
ミュージックであり宗教儀式の要素はありませ
ん。
テンポの早い順から、コルンビア、ワワンコ、
ヤンブーと呼ばれ、コルンビアは男性のソロダン
ス、ワワンコとヤンブーは男女のペアダンスとと
もに演奏されます。使用楽器は、クラーベス、コ
ンガ、シェケレなど。さらに、干し鱈の木箱をス

プーンやフォークで叩くカタ、タンスの引き出し
などを手で叩くカホンなど、身近なものを使った
キューバ人らしい工夫の見える楽器もあります
が、現在では商品として楽器メーカーで製造され
たものを使用することが増えています。

今回紹介させていただいた音楽は、すべて動画
サイトやCD、音楽配信などで見つかりますし、
キューバに行かれた際にはショーとして様々な場
所で見ることができます。
ぜひ、一歩踏み込んだ深いキューバ音楽に触れ
てみてください。
 （演奏家／DJ／イベントオーガナイザー）

コンガの演奏者

ルンバの演奏風景
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Son Jarocho（ソン・ハロッチョ）、もしくは
ハラナの音楽と呼ばれる農村の村祭りの音楽は、
メキシコはベラクルス州の南（オアハカ州、タバ
スコ州のほんの一部にも至る）の音楽である。こ
の地域にはメキシコ湾側のトロピカルで緑と水が
豊かな大地、放牧やサトウキビ畑、トウモロコシ
畑の田園風景が連なる。州の最も南は石油によっ
て潤っているはずだが、一般的にはメキシコの中
でも貧しい人たちが暮らす地域である。100年前
から時が止まったような、小さく素朴な村々が多
数点在する。
ソン・ハロッチョは入植してきたヨーロッパの
文化、先住民文化、アフリカから連れてこられた
黒人奴隷の文化の集合体だ。
ハラナはギターの原型ともいえる八弦の楽器。
一本の杉の木からできている。ボディーの部分は
のみでくりぬき、箱にして、そこに薄い板の蓋を
張る。ネックはチャガネ等硬い木を張る。作製者
によってサイズや形の規格が違い、未だに電気工
具を使わないで作っている人も居る。入植時代に
スペイン人たちがその当時のヨーロッパの楽器製
法を先住民たちに伝え、それが今もメキシコには
残っているのだ。調律は十種ほどある。コードが
同じでも調律が違えば和音の雰囲気が変わる。違
う調律のハラナを同時に演奏すれば、音の重なり
が豊かになる。ハラナ以外にも、メロディー楽器
のレキントやベースの役割をするレオナという弦
楽器、地域によってはバイオリンや、瓢箪に線を
つけた打楽器ウィーロ、ロバの下あごを叩くキ
ハーダ等の楽器がある。サパテアードと呼ばれる
タップダンスは、打楽器の最も大きな要素と言え
る。複雑なステップではないが、タップが正確に
テンポを刻むことで全体の音が導かれていく。そ
して、歌。ベルソという短い詩には、一行に入る
母音の数や行末に韻を踏むといったルールがあ
る。 その場にそぐうと思われる詩を、皆に聞こ
えるような大きな声で歌う。これらがソン・ハロッ
チョの楽器としての音楽要素である。

ファンダンゴ、または、ワパンゴと呼ばれる祭
りは、各村の聖人の日の大祭を盛り上げたり、誕
生日、結婚式、葬式、年忌、何かにかこつけて開
かれる。タリマという大きなタップダンスの台を
中心に据え、その周りをハラナ等様々な楽器を持
ち寄った音楽家たちが囲む。レキントというメロ
ディー楽器がリードして、多い時は 100 人もの
奏者が一斉に奏で始める。一定のコード進行が繰
り返され続ける中、誰でも歌いたい時に詩を歌い
だし、誰かがそれに呼応して歌い、短い詩毎にタッ
プするカップルが入れ替わっていく。飲めや食え
や歌えや踊れで夜が明けていく。長い時は 1曲が
40 分、1 時間に至る。誰も歌わなくなるまで。
どの祭りでも、大体毎回同じ曲を演奏するのに、
そこで起こることは常に即興的で変化に富む。誰
が集い、誰がどんな内容を歌い、誰が応え、誰と
誰が踊るのか。白熱してくると、歌い出しや踊り
手の入れ替わりのがタイミングが争われることも
ある。村毎に、音のキーや歌い方、踊り手の順番
の付け方等細かいルールが違う。繰り返される短
いコード進行に、やがてトランス状態に入ってい
く。「今ではキリスト教の聖人を祝う様に祭りは
行われるが、その聖人の裏には先住民たちが信仰
してきた土着の神（例えば豊穣の神）が隠されて
おり、君が祈りと共にワパンゴに参加するならば、
その祈りは聞かれるのだよ。」と言われたことが
ある。祭りには、盛り上がるだけではない様々な

今は今らしく、昔は昔らしく
長田　里

白熱するファンダンゴ、タップの台を囲む
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機能があるのだ。祭りで様々な村の人々が出会う
ことで、日常でも付き合いが生まれ、助け合うこ
とができる。幼子から老人まで時を共有するのだ、
コミュニティーの結びつきは深まる。
さて、このソン・ハロッチョという音楽を私が
学び始めた時、主な先生となってくれたのは、
70，80，90代の農民おじいちゃん演奏家達であっ
た。100年前の音を今に伝える彼らは、私を孫の
様に迎え入れてくれた。出会いから時が流れるに
つれ、そうした演奏家達も、一人、また一人と亡
くなっていく。私は、毎回彼らを訪ねる度にこれ
が最後かもしれないと、必死に受け取れるものを
学び、愛を返していた。

彼らの下の世代でソンが失われそうになった時
代があった。昔はこの農村でソン・ハロッチョ、
ワパンゴが唯一の余興であったのに、様々な音楽
や遊びが入ってきた事でこの音楽は引き継がれな
くなっていった。しかし、また、この 20年程で
勢いを盛り返している。感じた事を即興的に大き
な声で歌い伝える性質のあるソンはメッセージ性
が強く、政治的にも複雑な歴史を抱えるメキシコ
ではマニフェストの道具としても用いられる事さ
えある。
私は、伝統的なソンを次世代に伝える事を中心
軸とし、様々な活動をする 3つの colectivo と呼
ばれる若者たちのグループと生活した。その中で
14 年程の歴史を持つグループAltepee の活動を
例に挙げよう。
Acayucan という小さな町の中心。がらんとし

た、トラックの駐車場の様なスペースには親子 3
人だけが住んでいるのに、毎日 40人程の人間が
出入りする。入口はグループのレストランで、ナ
チュラル素材の石鹸やシャンプーなどの製品も
売っている。店の前の歩道で週に 3回夕方、ハラ
ナと歌のクラスが開かれ、地元の子供たちがただ
同然で学ぶ。治安が悪く、遊び場も余りないこの
街で、子供たちは人生の先輩たちに守られながら
音楽を学んでいる。Altepee は、近隣の老人演奏
家たちから演奏を学び続け、伝統的奏法を受け継
ぐ若者達を多く輩出している。また、老人たちの
生活を経済的に支援しても居る。そして、老人演
奏家たちの話や演奏を録音し、CD化、書籍化し
ている。時には地方の農村に招かれ、そこの祭り
を盛り上げるために出向く。スペースには楽器を
作る工房があり、楽器を製作販売する。自分で楽
器を買えない子供たちは年上の者が指導して自ら
楽器を作る。更に、週に一度はコミュニティラジ
オを流している。設備はパソコン 1台ほどのシン
プルなもので、音楽から、政治的、文化的メッセー
ジ、フェミニズム問題、環境問題に至るまで彼ら

私の先生である農民老人演奏家たち

ハラナを作る中学生（Altepee にて）

子供たち企画のワパンゴ（Altepee にて）
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1．インカの影響（アンデスの文明）
最盛期には南米大陸の北端コロンビアからチリ
の北部に至るアンデスの高地に栄えたインカ帝国
は、トウモロコシや馬鈴薯の栽培とリャマ、アル
パカの牧畜を主とした民族国家であるが、正式国
名はタワンティ・スーヨ（四つの地方）と称する。
首都クスコを中心に、その名の通り東西南北に道
路を張り巡らせ、チャスキと呼ばれる飛脚が、海
岸からクスコ（海抜 3500m）にある太陽の神殿
の王様に新鮮な魚を届けた、と言われる位に道路
網を発達させ、また土木建築と石材の細工に素晴
らしい技術を有し、2～ 4000mの高度差を一日
で上がり下りできる身体を持っている。
このような先住民たちは太陽を最高の神とし、
天文学を通して種蒔き期や収穫期、雨乞いなどの
祈祷式や種族の誕生・死亡時の祭礼などを行い、
これらの行事は今も引き継がれている。このよう
な儀式にはシークと呼ばれるケーナやサンポー
ニャ等の吹奏管楽器が重要な楽器として使われて
いる。
ケーナ等の縦笛は当初人骨や獣骨が使われてい
たが、現在はチチカカ湖の周辺のトトーラという
葦の茎を使っている。ビール瓶の口を吹けば音が
出る原理を利用したサンポーニャは、茎の底に節
を残した葦を長さを異ならせて、音の高さの順に
6～ 7本を一列に束ねて一組とし、二列に合わせ
持ち互いにかけた音を補いながら吹き鳴らす。長
さ 1mを超すものは極低音が出せる。
また、スペイン人たちが移住の際に持ち込んだ
ギターは、移住先のラテンアメリカ全土に浸透し、
どの国にもクラシックに匹敵するギター曲があ

り、弾きながら歌うトリオやグループが存在する。
また、マンドリン等の楽器を真似て造ったという
チャランゴは、アンデスに住む小動物キルキン
チョ（アルマジロの一種）の腹をくりぬき、背中
の甲羅を共鳴板とした複弦 5コースの弦楽器で、
アンデス音楽に不可欠の楽器となっている。現在
ではキルキンチョは絶滅危惧種に指定され、木製
に変わっている。

2．黒人の影響（カルナバール）
奴隷として持ち込まれた南米の黒人は、カリブ
海周辺国に比べ極端に少なく、家事や育児の労働
を任された者が多く、ブラジル北東部のサルバ
ドールやレシフェの港で下ろされ、周辺の農地開
拓に従事させられた。後年黒人達のストレスを発
散させる為、カーニバル時には仮装や行進を許さ

サンポーニャについて説明する筆者

の活動や考え方を発信し、他の場所に住む人たち
のインタビューなど、様々な内容を伝えている。
ラジオには小学生や中学生も参加する。

一度失われかけたソンが、ワパンゴが、現代に
見合った形で若い世代に伝えられている。昔もそ

うであった様に、音楽を包む環境は時に呼応し、
変容し続けている。ソン・ハロッチョの存在は、
人々の喜怒哀楽や信仰心、生活の貧しさ、自然や
知恵の豊かさ、家族の繋がりといった歴史を今に
伝えている。
 （ジュエリー作家（SATIVA））

南米における管・弦楽器の変遷
野村　英男
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れ、サルバドールが発祥の地となって打楽器を中
心としたサンバのリズムで踊り回る、有名なリオ
のカーニバルへと発展した。又、ブラジル北東部
のバイーア地方の黒人達が行うダンスで、カポエ
イラ（西アフリカ起源の格闘技をダンス化したも
の）の伴奏に使われるビリンバウは、弓の弦を棒
で叩き弦の下部に取り付けた輪切りにした瓢箪
を、腹に押しつけたり離したりして音に変化をも
たせる楽器で、このような弦楽器はスペイン人が
移住する以前からアマゾン地域にあったのではな
いかと言われている。
ペルーの首都リマの海岸地区では、メキシコや
キューバで使うカホン（丸い穴を開けた四角い箱
で、それに座って箱を叩いてリズムをとる）を使
い黒人達の持つリズムで唄うムシカペルーコスタ
が今も唄われている。

3．白人（欧州）の影響
中米のメキシコやベネズエラ、ペルー等でよく
使われるアルパ（小型のインディアンハープと言
われクラシックのハープの様にペタルは無くヒョ
イと担いで移動出来る）があり、パラグアイでは
国民楽器とされる程立派な楽器と多くの演奏者が
いて曲も多種作られている。
ブエノスアイレスの下町ラ・ボカで発祥したと
言われるタンゴで使用するバンドネオン（ボタン
式のアコーディオン）は、スペイン人がカトリッ
クを布教するため教会音楽のオルガン代わりに持
ち込んだものが、今ではアルゼンチンタンゴの演
奏に不可欠な楽器となっている。タンゴは港湾労
働者や水夫達の溜まり場となっている安酒場で、
男女が組み合って踊るダンスの伴奏音楽として始
まり、舞曲から歌曲、純音楽にまで発展してきた。

［展示された楽器］
＊ケーナ（葦製の縦笛）
＊  サンポーニャ（葦製の長さの異なる縦笛を一列
に組んだものを二列に重ねたもの）
＊ロンダドール（長短のものを一列に組んだもの）
＊アンタラー（一列で小型のもの）
＊  ビリンバウ（弓の弦に輪切りにした瓢箪を共鳴
具としたもの）

［CD演奏曲］
＊花祭り（ウニャ・ラモスがケーナを中心に演奏）
＊  コンドルは過ぎ行く（ペルー・マンタがサンポー
ニャ中心に演奏）
＊  太陽の乙女たち（アレハンドロ・カマラのチャ
ランゴ演奏）
＊  ミシオネスの娘（アルパ・パラグァージャの演
奏）
＊  コンドルは過ぎ行く（ラウル・ガルシアのギター
演奏）
＊  ラ・クンパルシータ（アストル・ピアソラのバ
ンドネオンと楽団の演奏）
 （ラテン音楽DJ）
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後古典期終末、すなわちスペイン人による侵略
が始まる直前のマヤ先住民たちの領域観、空間認
識はどのようなものであったのだろうか。この問
題を、今回は彼らが 16世紀に描いた数少ない地
図を通して考えてみよう。まずはその前提となる、
すでに前号でも述べた基本的な概念をここで繰り
返しておく。これらの地図に隠されているメッ
セージを読み解くためには必要不可欠だからだ。
マヤの王国は、様々な性格を持つ対人関係を基
本として成立していた。支配者にとって、自らが
治める空間は、誰が自分に臣従しどこに彼らが住
んでいるのかに基づいた「支配圏」ともいうべき
概念として認識されており、それは必ずしも連続
性を持った空間を必要条件とはしなかった。王が
いる場所からの具体的な距離は、対人関係を中心
とする考え方の中では意味のある要素として認識
されないためだ。そしてこのことは、王国を構成
し、支えていたあらゆる政治・行政組織の中で、
そしてこれからお話しする地図の舞台である村落
共同体でも同じであった。これらは分散型の居住
形態を持っており、それは 1552 年以降に実施さ
れた集住政策によって整理され、人々は碁盤の目
状の街区を持つ村（プエブロ）に居を定めること
を義務付けられた。集落の周囲に耕作地が設けら
れ、そのために村は「領土」を持つに至ったのだっ
た。そしてこれは境界標を使用した境界線に区切
られ、それを記した権原証書と地図を作成するこ
とが義務付けられたのだった。これにより、先住
民社会は自らの村の土地に対して持つ権利を法的
に認められたことになり、植民地時代を通じて土
地争いの解決のために権原証書や地図を使うこと
になる。
さて、その地図である。ここで分析するのは、
16 世紀後半に作成された『ノフカカブ村土地権
原証書』と『ソトゥタ地方土地権原証書』に付さ
れていた、それぞれ「マニ地方の地図」（図 1）、「ソ
トゥタ地方の地図」（図 2）である。双方とも円
形であることに注目していただきたい。この形自
体に重要な意味があるのだ。

連載：マヤ社会を考えるために　第7回　王国の境界線を巡って（3）
大越　翼

図1　  「マニ地方の地図」Ralph L. Roys, The Indian 
Background of Colonial Yucatan. Carnegie 
Institution of Washington, Washington, 1943, 
map 6.

図 2　  「ソトゥタ地方の地図」Ralph L. Roys, The Titles 
of Ebtun. Carnegie Institution of Washington, 
Washington, 1939, p. 9, Fig. 2. 
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まずマニ地方の地図から見てみることにしよ
う。この地図には、マニ村にあるフランシスコ会
修道院がその中央部分にひときわ大きく描かれて
おり、そこから四方に村々の教会へ続く道が伸び
ている。マニ村は 16世紀半ばごろまでシウ家が
治める王国の首都が置かれていた場所であり、ス
ペイン人修道士はこの地方を管轄するための拠点
として、この村に修道院を設置した。他の村々に
教会が建設され終えるのが 16世紀の終わり頃だ
から、この中央部分はその頃の現実を映し出して
いると考えてよいだろう。
一方この地図の円周上には様々な地名が書き込
まれており、その外周には、今日でも多くの村落
で使い続けられている、十字架を頂く境界標が描
かれている（写真 1）。地名は、当然境界標が置
かれた場所を示している。注目したいのは、地名
がすべて円の中心から読めるように描かれている
ことである。これは、先住民が自ら管轄する領域
を認識する際に、自分をその中心に置き、当該の
地域を円い形に見ていた可能性を強く示してい
る。もちろん、スペイン人がもたらしたヨーロッ
パ的認識形態の中に、円形の地図に関する情報が
含まれていたことを否定することはできない。だ
が、植民地時代のマヤ語の辞書を調べれば、ペテ
ン（peten）という単語が見え、これは「島、地方、
地域」という意味だと記載されている。その主形
態素であるペット（pet）には丸いという意味が
含まれており、実際『チュマイェルのチラム・バ
ラムの書』にはユカタン半島北部低地の円形の地
図が描かれて（図 3）、それ全体をペテンという

言葉で表現している部分がある。したがって、マ
ヤ人たちは先スペイン期から広範な地域をペテン
という語を通して認識し、それは同時に円形のも
のと捉えられていたとみなしてよいだろう。
円周上に境界標が置かれた地名が記載されてい
るということは、同時に「中心」、この場合はマ
ニ村の修道院からの距離は、等しいものとして扱
われていることを意味する。中心と特定の境界標
が置かれた場所との実際の距離は等閑視されてい
るのだ。だから、この時代のヨーロッパの多くの
地図にあるような「縮尺」は使われてはいない。
この事実は、上に述べた「王がいる場所からの具
体的な距離は、対人関係を中心とする考え方の中
では意味のある要素として認識されない」ことと
完全に符合する。つまり、この地図は、マヤ人た
ちの伝統的な空間認識をもとに、ヨーロッパから
入ってきた紙、インク、筆、コンパス、アルファ
ベット、絵画技法を取り入れつつ、マニ地方の領
域を表したものだということができるのだ。そし
てこの場合、実際の距離こそ意味のあるものとし
て取り上げられていないが、境界標が置かれてい
る地名の順、および中心から見たそのおおよその
方角は正しく記載されていると考えてよい。その
ために、中央に描かれている様々な村々の図が「方
角」の同定に役立つわけだ。「Bという境界標が
置かれた場所は、AとCの間にあって、X村の近
く、マニ村から見て北東にある」という具合に、

写真 1　十字架を頂く境界標
（2015 年 4月著者撮影　©大越翼）

図 3　  ユカタン半島北部低地の地図　George B. Gordon 
(ed.), The Book of Chilam Balam of Chumayel. 
University of Pennsylvania, Philadelphia, 
1913, p. 67.
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マヤ人たちはこの地図を見て、彼らが実際に足を
運んで知悉している特定の境界標のある位置を、
今度は地図という抽象的な表現の中で、彼らの論
理に従って理解したのだった。そして、付け加え
るならば、この時代のスペイン人が作成した地図
がそうであったように、先住民のそれも東が上に
なっていた。したがって、地図の左側は北、下は
西・・・という具合になる。
同じことはもう一つの「ソトゥタ地方の地図」
にも言える。マニの場合と大きく違うのは、ここ
では同心円が何重にも用いられ、中央部には村名
のみが記されていて、教会建築などは全く描かれ
ていないこと、「中心」には何も記載されておらず、
先スペイン期から 16世紀半ばごろまでソトゥタ
王国の首都であった同名の村の存在も書かれては
いないことだ。共通しているのは、円の形をとる
ことによって、必然的に中心部と境界標が置かれ
ている場所との実際の距離が捨象されており、し
たがって「縮尺」も示されていないこと、7本の
道が描かれていることであろう。
この地図が面白いのは、ソトゥタ村の領界が「権
力の座がある『中央』からその支配が及ぶ範囲を
見ると同時に、全体を円として捉える」という、
対人関係をもとに成立していた先スペイン期マヤ
社会の基本的な空間認識を踏襲し、しかもそれが
動的な視線に沿って描かれていることだ。7本の
道は、中央の円から 7つの方向へ延びるように描
かれているし、地名は内円から外へ向かって読む
ように書かれているのだ。その「視覚的動線」の
中に、境界標が置かれた地名の順番、中心からの

およその方角が意味を持つ要素として取り込まれ
ていると言える。
16 世紀後半に作成されたこの 2枚の地図は、
19 世紀まで先住民村落で使われ続けた。そこに
は、植民地時代に創設された村の領土とその境界
が記されていたからである。様々な境界線を巡る
争いの中で、植民地政府から送られてくる検察官
が、縮尺、方位などが明示された近代的な地図を
作成して、先住民の提出する地図は法的に無意味
な代物だと罵倒しても、彼らは独自の地図を使い
続けた。それは、表面的には 16世紀以降の植民
地支配の下で大きな変化を被ったかに見える先住
民社会の内部で、なお先スペイン期にまで遡る彼
らの空間認識が息づいていたことを物語ってい
る。ヨーロッパ的な形式を持っているように見え
て、実際にその地図を読み解けば、そこには先ス
ペイン期のマヤ王国の社会を考える上に役立つ、
豊かな情報が隠されているのだ。
ところで、ここでは円形の地図を話題としたが、
実は私たちにも馴染みのある、方形の地図も先住
民は使っていた。その使用目的は、円形のそれと
は全く異なるものであったのだが、しかしそこに
内包されている空間認識は、やはりここに述べた
ものと同じであった。次回は、この方形の地図に
ついてお話しするとともに、地図の作成のきっか
けとなった集住政策のことを具体的に取り上げ、
これを語る文書から見えてくる先スペイン期の村
社会が、どのような特徴を持っていたのかについ
て考えてみることにしよう。
 （IELAK）
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「境界」（boundary / frontera）とは、何も国
境線だけを指す言葉ではない。最初にこのことを
確認したうえで、ここでは、米墨の国境線という
狭義の意味で考えてみよう。全長 3145km にわ
たる米墨の境界線は、テキサスからカリフォルニ
アに至るまで、歴史的に極めて「作為的」に引か
れた境界であることが見て取れる。通常、国境線
は自然環境に順応した形で、つまり、山や川がそ
の境界となることが多い。その点では、米墨国境
の半分は、リオグランデという全長 3000km ほ
どの大河のうち、メキシコ湾河口からテキサスの
エルパソまでのリオグランデ（約 1100km）が国
境線と重複している。しかし、その後、リオグラ
ンデはニューメキシコのサンタフェを越えてさら
に北へと伸びていくが、国境線はカリフォルニア
のサンディアゴ／ティファナへ向けて西へと作為
的に引かれている。
全ては 173 年前の米墨戦争にさかのぼらなけ
ればならない。米墨戦争の講和条約である 1848
年のグアダルーペ・イダルゴ条約によって今日の
境界が引かれた。この境界を画定するために何度
も交渉が続けられた。協議に協議を重ねて両国の
「妥協」によって今の境界線に落ち着いたのであ
る。1846 年 4 月 25 日、リオグランデ河岸で両
軍が武力衝突したことから本戦争は始まった。緒
戦から米国テイラー軍が勝利し、リオグランデを
越えて南下し、マタモロス、モンテレイ、さらに
内地へと進撃を続けるが、やがてそれを断念する
ことになる。なぜなら、メキシコのサンタアナ軍
が一夜にして戦場から姿を消したからであった。
食糧不足や軍の総帥などの問題が生じ、テイラー
軍はそれ以上の進撃を断念した。その後、別の米
国スコット軍がベラクルス港から上陸、首都メキ
シコ市の陥落を目指して進軍した。3世紀ほど前
にエルナン・コルテスがアステカのテノチティト
ランを征服した時と同じルートを米軍は辿ること
になる。しかし、スコット軍は黄熱病や食糧不足、
武器の補充等の問題に直面し、苦難の末メキシコ
市に到着する。しかし、そこに、もはやメキシコ
軍総司令官サンタアナの姿はなかった。すでにサ
ンタアナは逃亡し、メキシコ市は無政府状態と化

していたのである。交渉する相手を失うことは、
終戦を迎えることができないことを意味する。終
わりのない戦争は、物理的・精神的に兵士たちの
限界に達し、これ以上の戦争遂行は回避しなけれ
ばならなかった。同じような体験を後世、米国は
ベトナム戦争やイラク戦争でもしている。猶も米
国スコット軍が必死になって交渉相手を見つけよ
うとするが、それがメキシコの暫定政府であった。
米国代表トリストと暫定政府との必死の交渉が始
まる。
この頃、現在の境界線よりもさらに南に引こう
とする意見が米国側にあったが（メキシコ全土を
米国の版図として主張する動きが一時期高まって
いた）、それを米国は断念しなければならなかっ
た。境界が人種、民族の境界である限り、領土の
編入と合わせて、有色人種が米国領域に流れてく
ることを憂慮していた。土地の拡張は望んでも、
異邦人はいらないというのがホワイトネスの論理
であった。こうして、現在のリオグランデ境界こ
そが米国の妥協すべき最大の版図であるという結
論に達したのである。
さて、グローバリゼーションという言葉が広く
用いられるようになってきたのは、おそらく
1990年代になってからであろう。グローバリゼー
ションは、主権国家の役割を大きく変える要因と
なったといえよう。米墨関係でいえば、1994 年
の NAFTA（北米自由貿易協定）の発足以降、グ
ローバリゼーションが急速に推進されてきた。同
時に、両国の脱国境化も推し進められてきたとい
えよう。そして、ヒト、モノ、資本、情報につい
て国境という障壁を急速に低くしていった。ただ
し、米墨関係において、NAFTA開始以前から増
大する不法労働者の問題があった。1986 年移民
法（IRCA）は通常「恩赦法」と言われているが、
5年以上米国に不法労働していた者を合法身分と
するというものであり、270万がこの対象となっ
た。このうち 75％がメキシコ人であった（U.S. 
Immigration and Naturalization Service 統 計
による）。本移民法にはもう一つの目的があった。
それは、この条件を満たさない不法労働者を国外
追放に処することであった。ちなみに、その後同

ラテンアメリカから米国への人の移動を考える（2）
―米墨国境の今日的意義について―

牛島　万
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様の「恩赦法」は現在まで一度もなされていない。
今日まで不法移民の数は、9.11 同時多発テロ
事件や 2008 年のリーマンショックの時期に多少
の減少が見られるが、原則、これまで増加の傾向
にあり、近年では若干の減少が見られるものの、
急激な減少は見られず、その数は現在 1070 万と
言われている（その 6割弱がメキシコ系である）。
換言すれば、グローバリゼーションは不法入国者
を増大させ、国境の管理や警備という従来の「国
境」の役割にも変化を生じさせてきている（川久
保）。2001 年 9月 11日のテロ事件を境に、米墨
境界は要塞化され、軍事化（militalization）され
ていったのである。不法入国者の移動を完全に阻
止し、国外追放を徹底化するための「要塞化」が
米国政府の一大プロジェクトとなった（2006 年
フェンス法）。6m以上もある高いフェンスが建設
され始めて、現在までに 4割弱が建設されたと言
わ れ て い る（New York Times, January 5, 
2019）。米国の権力の表象でもある。また、まる
で獲物を捕らえようとするハンターのような感覚
でなされる、無機質で機械的な処理がそこに見ら
れる。国境警備のための人員の増大と、時にはバー
チャルフェンスや無人機までも使って容赦なく
「獲物」を捕らえ、その成果主義に力点が置かれ
ている。その「抑止効果」があってか、2000 年
代後半以降、国境での逮捕者は年々減少してきて
おり、また国外へ追放された者は増加している。
近年の国境での逮捕者は 2017 年度 41 万 5517
人であったが、2018 年度は 52万 3090 人であっ
た。他方、国外追放者は 2018 年度、オバマ以来
最 大 の 25 万 6000 人 で あ っ た（US Border 
Patrol 統計による）。
グローバリゼーションは、全ての非合法的な動
きも活性化した。麻薬産業などの地下経済もそう
である。2006 年 12 月に就任したカルデロン大
統領の麻薬組織の掃討作戦が展開されてから、メ
キシコ国家、政府と麻薬カルテル、あるいは麻薬
カルテル間の抗争が始まり、国民から多数の犠牲
者が出た（死者 10 万とも 20 万とも言われてい
る）。越境を試みる移動者もこの犠牲となった。
PRI（制度的革命党）の与党時代に政府や警察と
の癒着で守られていた麻薬カルテルが、グローバ
ル化のもと、米国による圧力により、メキシコ大
統領は従来の政策を一転し、麻薬組織を一掃しよ
うとした。こうして、グローバリゼーションは、
それまで以上に、国家に権力の威信を示すべき機

会を与えた。国家と麻薬組織が、互いに「暴力」
を行使する。麻薬テロリズムと称される所以はこ
こにある。そして、その「暴力」が米国にまで飛
び火しないのは、やはり米墨国境が軍事化・要塞
化されているからであろう。
オバマが大統領権により 2012 年に実施し始め
た DACA という 16 歳未満の未成年者に対する
国外追放の一定の猶予措置が、グアテマラ、エル
サルバドル、ホンジュラスからメキシコを通って
米国への不法入国を目指す、しかも親を伴わない
未成年者の越境者を 2014 年に急増させた。その
数 は 6 万 9000 人 に も 上 っ た（US Border 
Patrol 統計による）。その後、この数は減っていっ
たが、近年では一時的避難を求めてとくに親子連
れの越境者が増えてきている。概して親子連れの
場合、一時避難を申請すれば、即時の国外追放の
対象にはならず、72 時間以内に、移民収容所に
連れて行かれるか、あるいは釈放されるのである。
移民局の施設が南テキサスに 2ヶ所とペンシルベ
ニアの 1ヶ所で、3326 人しか収容できないから
である（New York Times, June 11, 2019）。
2018 年秋に大々的に注目を集めたキャラバン
の移民集団であるが、ホンジュラスを中心とする
中米 3ヶ国から 7000 人とも 1万ともいわれる
大勢の人々が米墨国境までメキシコを縦断して辿
り着いた。メディアを通じてみる限り、まさに国
家権力に立ち向かう市民たちの「勇ましさ」と同
時に、一種の「嘲笑」の念すらも筆者には感じら
れた。ただし、それが国家に向けてなのか、自己
の人生に対するものなのか、定かではない。しか
し、米墨国境で催涙ガスが女性や子どもにも容赦
なく放たれる情景もメディアは見逃さなかった。
そして、トランプ大統領による圧力がメキシコ
や中米諸国にかかっている。グローバリゼーショ
ンは、従来の国家間の主従関係をより強化した観
がある。国境の壁をメキシコ政府に支払わせるな
どの過激な発言は、この好例である。このたびも
移民問題が解決できない責任の追及のために、メ
キシコとの通商を削減する、あるいは関税を上げ
るなどの発言を繰り返し、脅しともとれる米国政
府のやり方は、170年ほど前の米国の「南」に対
する外交姿勢と何ら変わっていない。本稿の最初
に述べたが、境界は国境という政治的境界だけを
指すものではない。グローバリゼーション下での
軍事化、要塞化された国境は、異質な「他者」を
排斥するための「線引き」の最大の表象である。
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国境線には、重層的で複雑な意味が与えられる。
それは人種、民族の壁であり、合法と非合法のそ
れでもあり、米国の論理を維持し正当化するため
の境界線であろう。そして、メキシコや中米の「家
族」を見事に分断する境界でもある。さらには、
米国領域内に、内なる「外」を形成するための明
確な境界を浮き彫りにしようとしていることも見
逃せない。

（参考文献）
川久保文紀「非合法的グローバル化と米墨国境
における麻薬戦争」（星野智 編『グローバル化と

現代世界』中央大学社会科学研究所研究叢書 28
所収）2014 年。
井村俊義『チカノとは何か―境界線の詩学』水
声社、2019 年。
U.S. Immigration and Natural ization 
Service, “IRCA Legalization Effects: Lawful 
Permanent Residence and Naturalization 
through 2001.”
その他、新聞記事等のインターネット上で参照
した資料については、紙面の関係上、その引用サ
イトの提示は省略する。
 （IELAK）

京都外国語大学ラテンアメリカ研究所の前身で
あるメキシコ研究センターが設立されてから、
2019 年で 39 年になる。途中で京都ラテンアメ
リカ研究所に改称され、さらに現在の呼称になっ
たのは 3年前の 2016 年であった。
講座のために配布されたリーフレットには、「今

世紀に入ってからの学術研究のありようは、大き
な変化を遂げたと言っていい。その進歩は『日進
月歩』などという言葉で形容できるような穏やか
なものでは到底なく」と述べられ、まさに「現在 
（いま）」については、「その中にあって京都外国
語大学ラテンアメリカ研究所が国際的、学際的研
究にさらなる努力を傾注していかねばならない事
は、言を俟たない。」と続けている。
そうした理念を受けて、2018年12月7日（金）、
8日（土）の両日、本研究所の研究員全員が参加
して、「京都外国語大学ラテンアメリカ研究所の
現在 ( いま )」と題して第 18 回ラテンアメリカ
研究講座が開催された。

モイゼス・カルヴァーリョ報告 （ブラジルポル
トガル語学科・教育心理学）では、ラテンアメリ
カにおける先住民教育の現状と課題について取り
あげた。専門とする心理学の方法論を紹介したの
ち、現代のラテンアメリカ文化を理解するには、
先住民族の文化を知り、学ぶことが大切であると
述べ、先住民文化の多様性について解説した。具
体的には、ユジャ族、グアラニ・ンビャ族、ピラ
ハン族などの公教育のスタイルの多様性の指摘で
ある。ラテンアメリカ全域に及ぶ先住民の伝統的
な教育から、将来、我々が先住民教員養成やエス
ニシティ教育などの場で学べることがあるとの問
題提議は参加者の共感を得るものであった。
ユイス・バユス報告（スペイン語学科・経済社
会学）は、社会における化石エネルギー使用から

第 18回ラテンアメリカ研究講座報告
住田　育法
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再生エネルギー使用への転換を目標として、統計
資料を示して、エネルギー政策および発電事業へ
の市民参加の重要性を議論するための問題提議で
あった。報告者が、スペインおよび日本でおこなっ
た風力などを用いる事例研究に基づき、ラテンア
メリカを対象とする調査のための研究計画案が注
目を集めた。
伊藤秋仁報告（ブラジルポルトガル語学科・歴
史学）は、「外国人から国内移民へ―1930 年代
のサンパウロ州における労働力の転換―」につい
て扱い、サンパウロ州の労働力が 1930 年あたり
を境に主に北東部からの国内移住労働者に変化す
るとの説明を統計資料に基づいて行なった。特に、
日系移民の問題が注目される戦間期のサンパウロ
州における労働政策の検証は出席者の関心を集め
た。ブラジルをはじめ、広くラテンアメリカ地域
においては社会的格差の視点から労働力の問題が
議論されるなかで、労働力の転換について連邦政
府と州政府が行なった移民政策を論じる報告に複
数の質問があった。
翌 8日の大越 翼報告（スペイン語学科・歴史
人類学）では、「マヤ先住民作成の土地権原証書
の社会・文化的意味に関する一考察」と題して詳
細な資料分析の内容が示された。具体的には、植
民地時代に作成された、マニ村とカルキニ村の土
地権原証書の読み方を規定していたピリオドやハ
イフン記号群の意味の分析を通して、その朗読が
現在と過去を接触させて人々の帰属意識を追認さ
せる儀式的機能を持ったものであったことを議論
した。パワーポイントの画面に映し出される文書
とそれについての丁寧な解説が、出席者のアカデ
ミズムを刺激し、出席者から多くの質問がなされ
た。
南 博史報告（国際貢献学部グローバル観光学
科・考古学）は、「先スペイン期アメリカ地中海
の交流に関する考古学的研究」を扱った。特に、
研究の背景についての説明が参加者に親切な情報
提供となった。まず、「アメリカ地中海研究」を
取りあげ、次いで、同地域の考古学的背景を解説
した。「アメリカ地中海」は、カリブ海とメキシ
コ湾を含み、その大きさは地中海よりも一回り大
きな面積をもつと報告者は紹介した。人類の新大
陸北米から南米へつながる道、アメリカ地中海に
おける「海の道」を視点に、古代の「ヒトとモノ
の交流」の復元を試みることを強調した。
立岩礼子報告 （スペイン語学科・歴史学）では、

「ヌエバ・エスパーニャからフィリピン諸島へ渡っ
た情報と職人」について、具体的な写真などの視
覚情報を用いて、丁寧に解説した。報告者はまず、
ガレオン船は、モノ、ヒト、情報を運んだと解く。
銀を運び、中国からの絹織物を持ち帰ったと続け
る。そしてアジアへの布教を目指す修道士を運び、
任務を終えた官僚を送り届けたと結ぶ。報告の柱
は、従来の研究では見落とされがちであった情報
としての技術や職人の移動についての検討であっ
た。示された写真が美しく、活発な質問があった。
住田育法報告 （ブラジルポルトガル語学科・歴
史学）は、「大西洋システムにおける古都リオの
中心性と空間構想の歴史的考察」であった。研究
の背景は、ポルトガル海洋帝国の大西洋における
拠点の 1つが古都リオであり、南米において唯一
ブラジルが帝国としての独立したことを重視する
姿勢である。具体的には、18 世紀以降のブラジ
ルの開発が「点と線」ではなく、「面」で展開し
たことに注目し、伝統的エリート層とアフロ系低
所得者層の混淆関係を現代都市問題の視座からブ
ラジル人研究者の言説を踏まえて考察した。
牛島 万報告（スペイン語学科・歴史学）では、「プ
エルトリコのナショナル・アイデンティティ形成
におけるヒスパニック性」を扱った。プエルトリ
コ島は、スペイン語とその文化遺産を有する地理
空間で、アフロ性とその文化接触も経験してきた
と説き、まず参加者に対する丁寧な空間的解説を
行なった。歴史的には、米国の半植民地主義の下
で生まれた、文化ナショナリズム形成におけるヒ
スパニック性やヒスパニック文化の意義について
多くの事例を示しながら考察した。
最後に大越研究所長の閉会の挨拶があり、本研
究所研究員すべての今後の研究の深化と拡大が期
待できる「研究の現在 （いま） 」についての講座
が終了した。

 （IELAK）



いえらっく　vol.37

18

平成を振り返って、初めて民間から皇室に嫁がれ、皇室外交の一翼を担われた上皇后のラ
テンアメリカへ寄せる思いを紹介したい。平成 16年 5月 7日に開催された日本・ラテンア
メリカ婦人協会創立 30周年記念午餐会でのお言葉である。「私が初めてラテンアメリカの地
を踏みましたのは昭和 39年 5月、この年当時皇太子でいらした陛下の御旅行に随伴し、初
めてメキシコ合衆国を訪れました。飛行機のタラップの上に立ちますと、機側で待ってくれ
ていたソンブレロのおじさん達が、一斉ににぎやかにマリアッチを奏で、重い務めであるは
ずの旅の第一歩を、なんとも心楽しく踏み出すことが出来たことを思い出します－中略－訪
れたどの土地にも懐かしい思い出があり、その思い出は、常にその土地で出会った人々と共
にあります。海外に住む日系社会の人々に対する私の思いも、こうした国々を訪れる中で芽
生え、育てられました－中略－訪問先の国々で、常にこれら日本人移住者が、困難の中でも
正直に勤勉に努力を重ね、その多くが、受け入れられた国々の良き市民として、それぞれの
社会に貢献して来たことを聞くことは、陛下の、そして私の大きな喜びであり、誇りでござ
いましたが、同時にその事から私どもは、他国民をこの様に温かく迎え入れたラテンアメリ
カ諸国の人々の心の寛さを学び、異なる民族を包容しつつ発展する国々の、健全さと力強さ
を学びました－中略－私どもは、かつて日本の移住者たちが、移り住んだ国で、日本の文化
や日本人としての特性を失うことなく、異なる文化に少しずつなじんでいったように、日本
に移り住む人々が、日本社会に適応することを助けるとともに、その人々、とりわけその子
弟たちが、長期の不在により母国の文化から切り離されることのないように心を配っていく
ことも必要ではないかと思います。どうかこの人々のことを、皆様方のお考えの中にお置き
ください。」 （立岩礼子／ IELAK）

No.37

＜第 18回ラテンアメリカ研究講座開講＞
2018 年 12 月 7 日（金）、12 月 8 日（土）に
ラテンアメリカ研究講座「京都外国語大学ラテン
アメリカ研究所の現

い ま

在」が開催された。今回の講
座は、本研究所の研究員全員が参加し、それぞれ
の関心・成果を具体的に発表した。この発表の成
果については、後日出版を予定している。概要は
本号に掲載。プログラムは以下の通り。

2018 年 12月 7日（金）
「ラテンアメリカにおける先住民教育の現状と
課題」モイゼス・カルヴァーリョ
「エネルギー移行とエネルギー民主主義―スペ
イン・日本・ラテンアメリカ―」ユイス・バユス
「外国人から国内移民へ―1930 年代のサンパウ
ロ州における労働力の転換―」伊藤秋仁

2018 年 12月 8日（土）
「マヤ先住民作成の土地権原証書の社会・文化
的意味に関する一考察」大越　翼
「先スペイン期アメリカ地中海の交流に関する
考古学的研究」南　博史
「ヌエバ・エスパーニャからフィリピン諸島へ
渡った情報と職人」立岩礼子
「大西洋システムにおける古都リオの中心性と
空間構想の歴史的考察」住田育法
「プエルトリコのナショナル・アイデンティティ
形成におけるヒスパニック性」牛島　万

＜第 18回ラテンアメリカ教養講座開講＞
2019 年 6月 5日から 7月 3日までの毎週水曜
日、ラテンアメリカ教養講座「民族楽器の奏でる
ラテンアメリカ文化」が開催された。発表者によ
る概要を本号に掲載。プログラムは以下の通り。
6月 5 日（水）「カリブ海周辺国の民族楽器」
野村英男（ラテン音楽DJ）
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6 月 12 日（水）「ブラジル音楽におけるトルコ
～アラブ音楽の影響～」（音楽ライター、打楽器
演奏家）
6月 19日（水）「陽気なだけじゃない！深遠多
様な“黒い”キューバ音楽～アフリカへ遡るキュー
バンパーカッションの世界～」（演奏家／ DJ ／
イベントオーガナイザー）
6月 26日（水）「メキシコ農民村祭りの音楽～
昔は昔らしく、今は今らしく～（ジュエリー作家
（SATIVA））
7月 3日（水）「南米における管・弦楽器の変遷」
野村英男（ラテン音楽DJ）

＜  写真展「カパック・ニャン 遥かなるインカ道」
開催＞
6 月 10 日（月）から在名古屋ペルー共和国総
領事館、京都外国語大学の共催で、写真展「カパッ
ク・ニャン 遥かなるインカ道」を開催。カパック・
ニャンは 13 世紀から 15 世紀にかけて栄えたイ
ンカ帝国のアンデスの主要道路で、総延長 3万 
キロにのぼり、民族の交流、貿易媒体として利用
されてきた。本展覧会では、ペルー外務省から提
供いただいた日本で初公開となるカパック・ニャ
ンの主要部分を撮影した写真 25枚を展示してい
る。また、写真展の関連行事として、特別講演会、
ギャラリートークを開催した。写真展は本学国際
文化資料館にて、7月 27日（土）まで開催する。

カパック・ニャンの写真に見入る来場者の方々

＜ラテンアメリカ研究所内研究会開催＞
本研究所では、昨年 4月より新しい取り組みと
して、客員研究員を含む研究員間の学問的な交流、
意見交換、そして共同研究の可能性を探ることを
目的としたラテンアメリカ研究所内研究会をス
タートさせ、これまでに 4回開催した。研究会の
発表者、テーマは以下の通り。今後も引き続き開
催予定であり、発表者、テーマについては本誌で
報告していくこととする。
第 1回（2018 年 6月 29日（金）開催）
　発表者：伊藤秋仁（IELAK研究員）
　テーマ：「移民と人種の交差」
第 2回（2018 年 9月 20日（木）開催）
　発表者：大越　翼（IELAK研究員）
　テーマ：  「マヤ王朝の断絶・変容における平

民の役割：歴史人類学的アプローチ」
第 3回（2019 年 1月 25日（金）開催）
　発表者：住田育法（IELAK研究員）
　テーマ：  「大西洋システムにおける 19世紀ブ

ラジル・コーヒー生産地域の社会経
済的考察―パライバ川流域ヴァソー
ラス農園の軌跡―」

第 4回（2019 年 2月 28日（木）開催）
　発表者：牛島　万（IELAK研究員）
　テーマ：  「jíbaros から taínos へ：プエルト

リコにおけるHispanidad の変遷」

第 4回研究所内研究会の様子



いえらっく　vol.37

20

2019年7月1日発行（年2回）
発行　京都外国語大学ラテンアメリカ研究所
〒 615-8558　京都市右京区西院笠目町6
TEL:075-312-3388  FAX:075-322-6237

E-mail: ielak@kufs.ac.jp

ラテンアメリカ世界の豊かさを、どのような切
り口で一般の方々に紹介したらよいのだろうか。
教養講座は、私たちにとっては 1つのチャレンジ
の場である。今回は民族楽器に焦点を当てて、様々
な地域のあまり知られていない楽器の紹介、演奏、
そしてそれらを生み出した文化について、講師の
方々に語っていただいた。毎回 120 人を超す参
加者があり、講演終了後も先生方が持ってこられ
た楽器に触れたり、さらに質問をするなど、熱気
はなかなか冷めなかった。主催者としては誠に嬉
しい限りであったし、来年はどのようなテーマで
皆様にお楽しみ頂くかを、今から考え始めている。
これを書いている今、メキシコ・ユカタン州の
州都メリダ市に滞在しているが、毎年来る度に新
しいホテルや商業施設が増加していることには驚
かされる。私が留学していた 1980 ～ 1983 年に
は、今とは比べられないほど物がなく、しかしの
んびりしていて充実した時を過ごしたことを思い
出した。新しい施設を見れば、明らかにアメリカ
の物質文化の強烈な洗礼を受けているのがわか
り、人々の生活も、心なしかのんびりさの度合い
を失ってきたかに見える。
しかし、一方でラテンアメリカ諸国では、アメ
リカとは付かず離れず、独自の政治路線を歩もう
としている国々がある。それは世界的な潮流であ
ると言ってもよいかもしれない。その路線の行き
着く先はなお不透明だが、文化や政治、経済の多
様性が持つ真の豊かさに気づいてほしいものだ。
秋に開催する研究講座は、ベネズエラの政治状況
をテーマとして、混沌とした現状からどのような
近未来が見えてくるのかを議論する予定である。
教養講座と同様に、ぜひ足をお運びいただければ
と思う。
 （TO）

京都ラテンアメリカ文化協会ニュース
＜新年会開催＞
2019 年 1 月 21 日（月）に祗園にあるレトロ
な洋食店「レストラン菊水」で、京都ラテンアメ
リカ文化協会・京都スペイン文化協会合同新年会
が開催された。
森田嘉一会長の開会の挨拶、来賓の祝辞、京都
メキシコ友好プログラム奨学生の紹介、卒寿・喜
寿のお祝いのあと、京都スペイン文化協会山本秀
実理事長の乾杯の発声で祝宴が開始。祝宴ではア
ルゼンチン出身のギタリスト、カルロス・オルテ
ガさんによるギター演奏があり、参加者たちはラ
テン音楽の生演奏に酔いしれながら、楽しいひと
時を過ごした。

＜第 14回例会開催＞
平成最後となる第 14回例会が 3月 24日（日）
に開催され、京都府南部にある関西文化学術研究
都市、けいはんな記念公園、恭仁宮跡、福寿園
CHA遊学パークなどを訪れた。また、今年は日
本とエクアドルの外交関係樹立100周年記念とし
て、本学・国際貢献学部の影浦亮平講師によるエ
クアドルに関するミニ講義が行われた。参加者達
は遠く離れたエクアドルの文化・生活などの話に、
熱心に耳を傾けていた。

カルロス・オルテガさんによるラテン音楽の生演奏

エクアドルに関するミニ講義を受ける参加者


