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連載：マヤ社会を考えるために　第8回　王国の境界線を巡って（4）
大越　翼

前回は円形の地図を話題としたが、これは
「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に
基づいて描かれたものだった。しかしマヤ人
たちは、もちろん私たちにも馴染みのある方
形の地図も使っていた。
まずそれを見ていただこう。地図 1はマニ
地方の地図で、円形の地図に描かれているも
のとほぼ同じ内容を持っている（地図 1）。中
央にひときわ大きな教会建築が目立つが、こ
れはフランシスコ会の修道院であり、かつて
この地域を統治していた王族、シウ家が都を
おいたところだ。そこから四方に村々の教会
へと続く道が伸びているのは、円形の地図と
同じだ。マニ地域の境界標が置かれた場所を
示す地名は、楕円に囲まれて独立して周囲に
描かれており、境界線

4

として相互には結びつ
けられていないことに注目したい。これはこ
の地図の作成者が、マニ地方の領域を「境界
線で囲まれた、面としての領土」と認識して
おらず、すでに前号までに述べた先スペイン
期に由来する対人主義に基づく領域概念、す
なわち権力の座（中心）と境界標のある場所
との実際の距離は意味を持たず、「中心」か
らの方向と境界標間の順序のみを考慮した考
え方が反映されているからだ。そしてここで
も、地図の上は東であり、右は南なのだ。

地図１：マニ地方の方形の地図
（Quezada y Okoshi Harada, 2001:53）
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一方、地図の上の方には楕円で示された地名が
集中しており、かつそのうちの6つは、下に人名
が記されている（図1）。これは、その場所に配置
された「森の番人（ah canan tu hol kax 文字通
りは『森の端の番人』の意）」の名前であり、この
地図が 1557 年 8月 15日に作成された「森の分
配に関する覚書（Memoria de la distribución de 
los montes）」 というマヤ文書の写しにその具体
的な説明がなされている１）。例えば、左端のカラ
フツォ（Calahtzo）に配置されたディエゴ・イツァ
とフアン・バラムに関して、テキストは次のよう
に述べている。「ティカラフツォ（Ticalahtzo）２）

には、十字架が1本置かれ、森の番人としてディ
エゴ・ヤツァ（Diego Yatza）３）とフアン・バラ
ム（Juan Balam）が配された。なぜなら、ここ
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はクサマ村とホムン村の人々が耕す土地との境界
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

に当たるからだ
4 4 4 4 4 4 4

」と。私が傍点を付した部分は、
見逃してはならない箇所だ。これこそが、番人を
配置する理由となっているからだ。
1557 年をさかのぼること数年前、マニ地方と

境を接するソトゥタ地方を治めていたナ・チ・コ
コム（Na Chi Cocom。洗礼名はフアン・ココム）
は、配下の首長らを連れて、自領の境界線を策定
した。ところがこの時に、本来隣接するすべての
村々の長と話し合い、全員の合意のもとに行うべ
きであったにも関わらず、このナ・チ・ココムは
それをほとんど無視し、独断で行ってしまった。
当然自分に都合のいい策定をするものだから、結
果として植民地時代を通じて、この地域の村々の
境界線争いの火種を作ったようなものだった
（Roys, 1939）。だから、この地図が境界標が置
かれた場所と配置された森番の名前を上（東）の
方に集中して記しているのは、まさしくマニ地方
がその方角にある隣のソトゥタ地方の村々との間
に、境界線争いを抱えていた現実を反映している

からだと言っていいだろう。
同じようなことは、次の地図にも言える（地図
2）。この地図は、1800 年にノフカカブ村がカル
キニ村を相手取って起こした訴訟の書類に付され
ているものだ。カルキニ村の人々がノフカカブ村
の領域に入り込んで耕作している、だから自分た
ちの耕す土地が少なくなって困っているという理
由だった。インディオ裁判所にそれぞれが自らの
主張を裏付ける文書と地図を提出し、カルキニ村
が用意したのがこの地図だった。この中で、カル
キニ村そのものは、十字架を頂く実に単純な礼拝
堂とその周りを四角く囲む線によって表された街
区で示され、同様に左（北）のテパカム村、右（南）
のツィットバルチェ村も小さな礼拝堂だけで表さ
れている。1801 年に検察官であったペドロ・イ
グナシオ・マンサニージャが作成した地図と比べ
てみていただきたい（地図 3）。こちらは縮尺が
入り、この写真ではわからないが色付けされてお
り、右には主だった場所の詳細な叙述がなされて
いる。それに対し、カルキニ村の地図はどう贔屓
目に見てもよほど大雑把で、幼稚と言ってもいい
くらいのものだ。だから、これを見たかの
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検察官
が「カルキニ村の人々は、地図など誰にでも描け
るとでも思っているのだろうか。全く意味をなさ
ない地図だ」と酷評したのもうなずけるというも
のだ。
次に、地図の 4つの辺の部分に目を向ければ、
3本の線で「枠」が作られ、その上と左、方角で
いえばそれぞれ東と北の一部を表す部分に、境界
標を置いた地名が記されている。そしてそここそ
が、ノフカカブ村と争っている境界部分なので
あった。興味深いことに、それ以外の枠部分は真っ
白、何も書かれていない。しかも、地図内には上
に述べた検察官の花押が 3箇所に見られることか
ら、この地図はカルキニ村がその境界線を守るた

図１：マニ地方の地図の一部（Quezada y Okoshi Harada, 2001:53）
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めに作成し、インディオ裁判所に提出、それを彼
が証拠書類として受け取ったことがわかるのだ。
つまり、当該訴訟に必要な情報を記載してあるだ
けの、別の言葉で言うならば、特定の目的に資す
るために、一回性のものとして作成・使用された
のがこの地図なのであった。
円形の地図は、何回でも閲覧し使うことができ、
しかも一度に複数の人が見ることのできるよう工
夫されたものであったのに対し、方形の地図を作
成したマヤ人書記は、これを見る人間が主として
検察官もしくは弁護人であり、彼らが個人レベル
でそれを行う習慣があることも熟知していた。だ
から、同時に複数の人間が見られるような工夫は
全く必要なく、一方向から見ることを前提とした、
当時のスペインで作られていた地図の形式を選ん
だのだ。その意味で、方形の地図は、先スペイン
期の空間認識の伝統概念を基礎にしつつも、植民
地時代に生まれたかたち
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だったと言えるだろう。
これを別の言葉で言えば、時の流れに抗して「永
遠」に使い続けることのできる円形の地図と、そ
の流れを汲みつつも、見た目は新しい時代に対応
し、かつ一過性の性質を持つ方形の地図、という

ことになり、その共存は、先スペイン期の伝統の
枠組みをもとに、新しい時代を生きるのに必要な
ヨーロッパ文明の要素を取り入れていったこの時
代のマヤ人社会の特質を象徴しているように思
う。

今憶いだしている。
「『伝統』は守るだけではいずれは廃れるのです。
先祖から受け継いだものをもとに新しい時代の要
請に応えていかなければなりません。そしてそれ
が、私の子供の世代の『伝統』となり、それにま
た新しいものが加えられる。『伝統』は常なる『革
新』があって初めて継がれていくものなのです。」
テレビのインタビューの中でそうおっしゃった
のは、輪島の塗師の方であった。円形と方形のマ
ヤの地図を考えるにつけ、その正しさを思うのだ。
革新の中に伝統があり、伝統の中に革新を生む力
が存在する。そう考えていいのではないだろうか。
今回は、方形の地図についてお話しした。語ら
ねばならぬことが多く、意外に紙幅を取ってし
まった。次の号では、1552 年から始まった集住
政策がもたらした居住形態の具体的な変化と、新

地図 2：カルキニ村の地図（”Crónica de Maní”, MS）

地図３：ノフカカブ村の地図（”Crónica de Maní”, MS）
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ラテンアメリカから米国への人の移動を考える（3）
―米国からメキシコへ脱走したサンパトリシオ大隊―

牛島　万

人はどうして移動するのか。それには様々な理
由がある。旅人と移民は違う。旅はあくまでも「観
光」者の立場から異国旅情にふれることが大前提
にある。料理一つをとっても、好きでない料理を
食べる必要はない。その取捨選択はすべて観光す
る者にゆだねられている。しかし、移民はそうい
うわけにはいかない。移動した国や都市、地域社
会に一定のあいだ居住しなければならない。そこ
が自己の生活の基盤となるからである。だから、
好きなことだけを享受していれば済むような旅人
の状況とは異なる。受け入れづらい異言語の壁や

食生活、社会関係のなかで自らを確立していかな
ければならない。従って、それに順応できないこ
とからおこる孤独感と疎外感、あるいは同じ空間
に共存するあまり排他的に他者化され、その結果、
摩擦や衝突が惹起する危険性もある。では、その
ような移住者がどうして敢えて移住を選ぶかとい
えば、生計の基盤である生活環境を出自国では望
むように確立することが出来ず、どうしてもそこ
から脱却し環境を一変させなければならないとい
う事情があるためであろう。その環境とは経済面
だけの問題ではない。治安の悪化による生命の危

しい街区に住まわされた人々が、その空間をどう
自らのものとしていったのかについて、私の野外
調査に基づいてお話ししたいと思う。
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注
１）　  このユカタン・マヤ語で書かれたテキスト

は Sergio Quezada y Tsubasa Okoshi 
Harada（2001:55-65）に収められている。
「覚書」は 1557 年の作成になるものだが、
その後植民地時代を通じて何回かコピーさ
れ直しており、現在米国ハーバード大学付
属ピーボディ博物館トッツァー図書館が所
有している原本は、おそらく 18 世紀末か
ら 19世紀初頭に作成された写しである。

２）　  Ti は場所を示す前置詞で、しばしば地名の
一部として使われる。例えばメキシコ・ユ
カタン州の都であるメリダ市は、現在でも
なおTiho というマヤ名で知られている。

３）　  人名の書き方には、写しによってかなりの
バリエーションがある。Yatza とあるが地
図には Itza と書かれている。

 （IELAK）
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険、あるいは自然災害なども考えられる。前者の
代表が麻薬絡みの抗争や中米地域の若者のギャン
グ化であり、後者は、プエルトリコのハリケーン
被害による米国本土への大移動である。また、ベ
ネズエラの政変などによっても祖国を後にする移
民は後を絶たない。
社会の変革ということでは、21 世紀ラテンア

メリカは大きく変わろうとしている。新自由主義
経済政策に反対する左派政権の登場、あわせて右
傾化する政権も誕生し、ラテンアメリカは振り子
のように右や左に揺れている。したがって、政権
の不安定というデメリットがラテンアメリカの政
治には見られる。米国にしても、冷戦期および
90 年代以降の米国のラテンアメリカ支配がなお
も続いている一方、中国のラテンアメリカへの進
出、あるいは米国自体もアジアや環太平洋をその
経済拠点として新たに重視してきた。しかし、ト
ランプ政権にみられるように、自国の権益を最優
先すべく従来のグローバリゼーションの見直しが
進められてきている。そのため、米国への移民に
対しては従来よりも厳しい条件が提示される。米
国への移民受け入れに原則、制限がかけられてい
るのである。すでにキャラバンの移民集団につい
てもこれまでに論じてきたのでここでは繰り返さ
ないが、米国内では不法移民の強制送還や移民排
斥の感情から生まれた暴力、殺人テロ事件まで起
こっている昨今である。そして、むしろ中米など
からの移民の受け入れをメキシコにゆだねようと
している。そうなると、今までその緩衝地帯が米
墨国境沿いの米国の都市であったものが、国境の
南のメキシコにまで下がってきていることにな
る。
このように考えると、かつて米国を捨て南に移
動する動きの背景にも同じことがいえるであろ
う。テキサスがまだメキシコ領であった頃、テネ
シー、ケンタッキー、ルイジアナなどの米国南部
から大量の奴隷主たちが新天地を求めてテキサス
にやってきた。彼らはメキシコ法を遵守すること
を約束し、メキシコ国籍を取得することで、テキ
サスの大地で生計を営むことを覚悟して移住して
きたのである。さらに、米墨戦争（1846 年～
48 年）の頃になると、当時大量に米国へ移住し
てきていたアイルランド人青年が米国軍に入隊す
る。そして、米墨戦争にも参加するわけであるが、

途中で脱走しメキシコ軍に入隊する者があとを絶
たなかった。そのころになると、すでにテキサス
はメキシコから分離独立していたが、そのテキサ
スから、彼らはさらなる新天地に「南」を選び、
リオグランデを超えて南下したのである。この背
景には、当時の米国における移民に対する差別感
情やカトリックに対する非難があった。彼らは米
国軍に入隊するものの、差別感情のほかに軍規律
の厳しさも加わり、やがてその生活環境に不満を
もつようになっていった。そこで、リオグランデ
河に米国軍が到達して以来、脱走兵が増えていっ
た。その数は数百人に及び、やがてメキシコ軍の
なかに、脱走兵で編成されるサンパトリシオ大隊
（聖パトリック大隊）が誕生することになる。と
ころが、メキシコ軍は次々と米軍との戦いに敗退
し、結局はサンパトリシオ大隊は米軍の捕虜とな
るのである。そして、同隊の約 50人が絞首刑に
処されるという最悪の結末をむかえるのである。
米国軍の組織上の階級制と人種差別の餌食と
なって虐げられたアイルランド人を中心とする外
国人兵士が、それから逃れるように米国軍から脱
走する。サンパトリシオ大隊はアイルランド人の
米脱走兵の部隊であると一般に認識されている
が、イングランド、スコットランド、イギリス、
ドイツ、イタリア、フランス、ポーランド、米国、
カナダなどの出身者で編成されていた。米墨戦争
が米国史上、最も脱走率が高かった戦争であると
いわれている。そして脱走兵の多くがメキシコ軍
に入隊を余儀なくされる。実はメキシコ軍への入
隊を即自由意志で選んだのではないだろう。彼ら
がメキシコの大地で生きていく方法は、メキシコ
の国家権力の庇護の下に入るしかなかったのであ
ろう。ところが、このことがサンパトリシオ大隊
の悲話となる最大の理由は、メキシコに入ってき
た米国軍が、最後は脱走兵を極刑に処したという
ことにあった。
1847 年の隊員名簿によると、126 人の隊員の
氏名が記載されているが、そのうちアイルランド
人は 40人で、最大であるが、それは全体の半数
に満たない。また同名簿から、126 人中 50 人が
1847 年 9月時点で絞首刑ならびに銃殺刑に処さ
れたことがわかる。その大半が 20代の若者たち
であった。
サンパトリシオ大隊の隊長は、ジョン・ライリー
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少佐（戦後、中佐に昇格）である。ライリーもア
イルランド系移民であった。実はライリーは処刑
されていない。隊長でありながら処刑されなかっ
た理由はどうしてか。思うに、悲劇のヒーローと
して賞賛されているのは、処刑されたサンパトリ
シオ大隊の兵士たち以上に、ライリー自身である。
ライリーは鞭打ちの刑と脱走兵の烙印を押された
だけで、死刑は免れたのであった。半数に近いも
のが処刑され、残りの半数がそれを免れた。そし
て後者のなかにライリーはいた。脱走した日が米
墨戦争の開始前と後で線引きがされた。つまり、
ライリーが脱走したのは、開戦前の 4月中旬のこ
とであった。リオグランデを挟んでマタモロスの
向かいのブラウン要塞にいたライリーは上官にカ
トリックのミサへの参列を許可され、基地を出た
あと、そのまま帰ってこなかったと言われている。
ジョン・ライリーは戦後 2年ほどメキシコ正規
軍の中佐を務めたが、1850 年以降の彼の行方は
不詳である。アイルランドにもどったという説が
有力であるがそれも十分に立証されていない。小
説の世界では、メキシコ人女性とのロマンスにま
で発展している。
メキシコ政府が 1959 年にメキシコ市サンハシ

ント広場にサンパトリシオ大隊を称える記念碑を
建立し、盛大な式典が行われた。1997 年には当
時のセディージョ大統領が米墨戦争 150 周年を
記念し献花式典が行われた。そのときには米国ク
リントン大統領も列席した。メキシコでは、彼ら
はメキシコのために戦った英霊の扱いであるとみ
てよい。それは、テキサス州サンアントニオのア
ラモ砦で戦死したデイヴィ・クロケット、トラヴィ
ス、ボウイが米国史における英雄として扱われて

いるのと同様である。
このように、英雄になるには、武勇だけではな
く、敗者となって死することが必要なのかもしれ
ない。その点で、19 世紀のカウディージョであ
るアントニオ・ロペス・デ・サンタアナは英雄に
はなれなかったという考え方もできよう。彼らは
幾度の戦いにも危機一髪で難を逃れている。4度
の亡命からそれぞれ帰還し、戦場で左足を失い義
足で対米戦争の総指揮をとり、82 歳まで生きた
という運気の強い人物である。サンパトリシオ大
隊と並んで、メキシコで英霊化されているのは、
ニーニョス・エロエス（英雄少年）であろう。チャ
プルテペック公園に 6本の記念碑が立っている。
英霊になる過程で神話化が伴うことが考えられる
が、その意味では、米国史におけるアラモ砦の 3
人の英霊と同様、米墨戦争のときに一部の士官学
校の 10代の若者たちが最後まで戦い続けたこと
は、メキシコの誇りであり、愛国心の象徴として
語り継がれている。

参考文献
Miller, Robert Ryal, Shamrock and Sword: 
The Saint Patrick’s Battalion in the 
U.S.-Mexican War, Norman, University of 
Oklahoma Press, 1989.

Cacucci, Pino（traducción de Mónica Lobato 
Barreira）, El Batallón de San Patricio, 
México, Grijalbo, 2018.

牛島万『米墨戦争前夜のアラモ砦事件とテキサス
分離独立―アメリカ膨張主義の序幕とメキシ
コ』明石書店、2017 年。
 （IELAK）
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京都外国語大学ラテンアメリカ研究所のご厚意
により、私が科研費による研究「メキシコにおけ
る多文化主義と先住民の文学的実践」の一環で招
聘したメキシコ先住民女性作家ソル・ケー・モオ
氏による講演会を実施させて頂いた。思いがけず、
日本ラテンアメリカ学会西日本部会のプログラム
の一部に加えて頂いたことで、多数の方のご参加
を頂いた。この場をお借りして、お世話になった
皆様にお礼を申し上げたい。
講演会のテーマは「『わたし』と『あなた』の
先住民文学」であったが、このテーマは事前に
ケー・モオ氏に依頼していたわけではなく、ケー・
モオ氏から原稿が届く前に、私の一存で設定した
ものだった。当初私はケー・モオ氏の作品がどの
ような背景の下に書かれているのかを日本の読者
に知ってもらうための講演会にしようと思ってい
た。そのため講演では、彼女が執筆を始めること
になった経緯から今日までを振り返りながら、メ
キシコにおける先住民文学の現状について彼女が
考えていることを話してもらいたい、と彼女には
伝えてあった。その方が、彼女の作品『穢れなき
太陽』（水声社、2018 年）を読む上で役に立つ
はずだと私は考えていた。ところが急遽、日本ラ
テンアメリカ学会西日本部会の研究会に組み込ま
れたことで、講演内容の論点を明確にする必要性
が生じた。当初の予定では彼女に「わたし」の先
住民文学を語ってもらう予定だった。研究者であ
るならば、その「わたし」の語りを分析するに違
いない。もしかしたら、先住民族の窮状を訴える
リゴベルタ・メンチュウのような役割を期待する
人もいるかもしれない。それはそれで構わないの
だが、それでは残念ながらソル・ケー・モオの小
説が持つ意味を十分に理解したことにはならな
い。リゴベルタ・メンチュウは先住民文化を本質
主義的に語る（語らせられると言ったほうが正し
いかも知れない）のに対し、ソル・ケー・モオは

むしろ本質主義的な語りそのものを批判する。こ
の違いにおいて重要なのは私たち読者が先住民に
よる語り、すなわち先住民文学に何を期待してい
るかだ。先住民が何かを語ればそれは真正な先住
民文化であると考えるのはあまりにナイーヴな発
想であり、オリエンタリズム的な異文化理解だ。
そんな読み方しかされないのであれば、先住民が
書く文学作品は永遠に辺境の文学か神話や説話と
いったジャンルに押し込められてしまうことにな
る。彼女は先住民文学に対するそうした伝統的な
ものの見方を打ち壊そうとしているのであり、私
が彼女を日本に招聘したのもそのことを日本の読
者に知ってもらいたいがためだった。つまり、先
住民文学に対する従来の読み方を変えなければ、
彼女の作品は理解できない。彼女の語りは読者で
ある「あなた」の先住民文学の読み方に変革を迫
るものなのだ。それゆえ、読者である「あなた」
は先住民文学をどのように読もうとしているのか
を考え直して欲しいという意図を込めて、講演に
は「『わたし』と『あなた』の先住民文学」とい
う題目を付けた。
講演ではマヤ先住民、とりわけマヤ人女性が置
かれている状況に関する彼女なりの理解が披露さ
れた後、彼女の作家としてのスタンスについて語
られた。その内容に関してはスペースの関係で省
略せざるを得ないが、講演そのものにも増して、
講演の後の質疑応答において、先住民自身の中に
も西洋による先住民への差別を再生産する国内植
民地主義的な慣行が存在することが暴露されたと
き、聴衆は衝撃を受けたように私には見えた。今
回、彼女を日本に招聘したのは、彼女が日本の読
者すなわち一つの異文化と交流することで、彼女
の個人的な文学的実践に何らかのフィードバック
がもたらされ、それがひいては先住民文学の活性
化に繋がるのではないかと期待していたからでも
あった。だが、講演だけに限って言えば、むしろ

2019 年 9月 28日（土）開催
京都外国語大学ラテンアメリカ研究所・日本ラテンアメリカ学会西日本部会共催

講演会　ソル・ケー・モオ氏（メキシコ先住民女性作家）
「『わたし』と『あなた』の先住民文学」開催報告

吉田　栄人
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私たち日本の読者が彼女から学ぶことの方が多
かったようだ。
 （東北大学）

ソル・ケー・モオ氏（写真中央）と筆者（写真右）

ベネズエラを巡る 21世紀の今の混乱の実情と
行方について、京都外国語大学ラテンアメリカ研
究所の研究員に加えて、ベネズエラに詳しい研究
者が集い、2019 年 11 月 8 日と 9日の両日、イ
デオロギーや研究分野の枠を超えて研究報告と議
論が行われた。

講座用に配布されたリーフレットの一部を引用
すると、問題の背景は「21 世紀ゼロ年代のブラ
ジルとベネズエラの良好な関係を注目してきたラ
テンアメリカ研究者にとって、21 世紀 10 年代
の今の状況の変化には驚きを禁じ得ない。ルーラ
とチャベスの過去とボルソナロとマドゥーロの今
である。社会的格差の激しいブラジルの事情を考
えると、ラテンアメリカにおける経済発展重視の
政策をそのまま受け入れることはできない。しか
し、ベネズエラの≪経済活動はほぼ機能停止≫と
いうニュースに接すると、発展のための経済政策
の必要性も無視できない」という認識にあった。
そして講座の意図は、「ベネズエラを巡る中国や
ロシアの絡む外交問題も複雑であり、中国とロシ
アがチャベス理念継承のベネズエラ政府を支持
し、欧米およびブラジルなどの南米右派政権がベ
ネズエラの反政府勢力支持を表明し、米ソ冷戦時
代を彷彿とさせるような構図である」との見方を
議論するものであった。
まず野口茂報告（天理大学）では、「人の移動」
から読み解くベネズエラ現代史を取り上げた。政
情不安が続くベネズエラから今、大量の移民・難
民が国外脱出している。しかし同国は産油国とし
て、また「移民受け入れ国」として 繁栄を謳歌
した歴史をもつ。こうした「人の移動」という観
点からベネズエラ経済の盛衰を紐解き、諸問題の

第 19回ラテンアメリカ研究講座報告
住田　育法

第19回研究講座ポスター
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歴史・構造的要因をさぐった。さらにべネズエラ
の「移民送出国」への変化の展開を 21世紀にお
ける「出移民の動き」と「エクソダスの要因」か
らまとめた。
岡田勇報告（名古屋大学）は憲法改正の比較研
究からみるチャベス政権の問題点と題して、ベネ
ズエラ・チャベス政権が行った憲法改正が問題で
あったとするハビエル・コラレス米アムハースト・
カレッジ教授の説を紹介しながら、今日のベネズ
エラの危機をボリビアやエクアドルとの比較から
論じた。チャベス政権が行き場のない危機に陥っ
た根本的な原因は、1999 年の憲法改正にあるの
ではないかと指摘し、憲法改正の性格に関して、
ベネズエラはエクアドルやボリビアとは異なる道
をたどったと結んだ。
山崎圭一報告（横浜国立大学）はベネズエラ危
機の原因は、チャベス―マドゥーロ政権の経済失
政説が主流であるが、米国の学者から異論（米国
経済封鎖主因説）が出始めており、 こうした異論
を紹介、検討した。「私見」と断って、ベネズエ
ラが産業構造の多様化に失敗したことは間違いな
いが、すべての国について多様化は難しく、これ
が簡単にできている途上国は皆無ではないかと指
摘し、米国については、経済封鎖より先に原油価
格の下落がはじまり、マイナス成長となったこと
は確かだが、そのタイミングで経済封鎖が追い打
ちをかけたと述べた。
翌 8日の村上勇介報告（京都大学）は「比較の
なかのベネズエラ ─ほかのラテンアメリカ諸国
との共通性と相違点」と題して、ベネズエラにつ
いて多くの分析がなされているが、比較の観点か
ら捉えられる機会は必ずしも多くないと述べ、

チャベス政権の成立までと成立後の展開につい
て、ほかのラテンアメリカ諸国と比較し、共通性
と相違点を考察した。具体的には政治や経済の歴
史展開において、独立から 1930 年以降の「国民
国家」形成期に至る最初の「決定的契機」と
1980 年前後の二つ目の「決定的契機」を指摘し、
ベネズエラとペルーの二つの例を挙げてチャベス
政権成立以前と以後の構成で論じた。
新藤通弘報告（アジア・アフリカ研究所）は「ベ
ネズエラ、何が争点か？」と題して具体的な意見
の異なる事例を示した。「二人の大統領」つまり
マドゥーロ大統領とグアイドー暫定大統領の正当
性、経済危機の原因と現状、人権と政治弾圧、人
道危機と自決権、国民の支持、米国の干渉と制裁、
新たな「東西対決」論などについて、国際報道の
信憑性や問題の解決をめざしての問題提議を試み
た。問題の解決については、与野党対話のメカニ
ズムの合意、制裁と内政干渉の否定、米国などの
軍事介入への反対などを挙げ、政府と一部野党と
の国民的テーブルの設置のプロセス合意を評価し
た。
伊藤秋仁報告（京都外国語大学）は、「国内移
住と国境線―ブラジルの視点」から、ブラジルの
国内移住には二つの大きな流れがあり、一つは農
村部から都市部への流入、もう一つは農村部から
農業の最前線への移住であると述べ、しばしば国
境線を越える農業の最前線への移住の経緯を明ら
かにした。国境を越える事例では、①ゴム採取労
働者、貴金属採掘人などの不法入国、②ブラジグ
アイオ（ブラジレイロ＋パラグアイオ）イタイプ
ダム建設を機に入国、③ブラジビアーノ（ブラジ
レイロ＋ボリビアーノ）1991 年、ボリビアでゴ

熱心に講演を聴く参加者 参加者からも積極的な質問がされた
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去る 11 月 2 日（土）10 時より、国立民族学
博物館において、地域研究コンソーシアム（JCAS: 
Japan Consortium for Area Studies）の 2019
年度年次集会（総会）が開催された。

総会
冒頭に、会長の速水洋子氏（京都大学東南アジ
ア地域研究研究所教授）から挨拶があった。最近、
中国でも地域研究センターが複数立ち上がってお
り、アジアにおいても研究の拠点が増え、競争が
始まった感がある。日本においても人文系の研究
は厳しい立場に追いやられている。こうした中で、
地域研究コンソーシアム（JCAS）の役割は重要
である。JCASの新しい活動として、従来の和文
雑誌『地域研究』をオンライン・ジャーナルに切
り替え、フォトエッセイをあらたに加え、発信力
をさらに高めることにしたのは、その一例である。
今後も超学際的・超地域的な枠組みでの研究を支
援し、地域研究者が社会とのつながりを図ってい
く役割を担う存在である旨の話があった。
次に、新規加盟組織 2団体の紹介があった。名
古屋経済大学犬山学研究センターとロシア・東欧
学会である。後者は日本スラブ学会が組織改編・
改名したものである。従って、現在の加盟組織数
は 104である。
続いて、運営委員長山本博之氏（京都大学東南
アジア地域研究研究所准教授）から、活動報告が
あった。①年次集会の開催については、今年は国
立民族学博物館で実施し、同博物館との共催でシ
ンポジウム「グローバル化時代の文化力―＜地域
知＞のマネージメント―」を実施、来年度は上智
大学アジア文化研究所で実施予定、②オンライン・
ジャーナル『地域研究』の発行と第 20巻第 1号

の早期公開、原稿募集（特に書評と新刊紹介）③
JCAS賞の応募数が倍増し全部で 33件となった
こと、来年度の審査方法を若干変更し、審査の負
担を軽減する、研究企画賞を復活させる、受賞作
品を日本学術振興会賞に推薦する、との報告が
あった。年度後半では、地域研究構想部会を立ち
上げ、複数の組織が連携した研究課題の設定、地
域研究の手法の模索、地域研究における業績評価
の在り方などを検討するとの考えが披露された。
さらに、来年度は事務局が東京外国語大学アジア・
アフリカ言語文化研究所へ、その 2年後には北海
道大学へ移管される予定である。
次に、JCAS賞についての報告があった。研究
作品賞候補作品 12 件、登竜賞候補作品 20 件の
推薦があり、社会連携賞作品は 2件であった。一
次審査によって絞り込まれ専門委員による評価の
対象となった作品および活動は、研究作品賞 3件、
登竜賞 3件、社会連携賞 2件であった。
以上をもって、総会は閉会した。出席者は会長
以下、20名ほどであった。

JCAS賞授賞式
総会終了後、JCAS賞授賞式が行われた。顕彰

の対象は、研究作品賞 Slave Trade Profiteers 
in the Western Indian Ocean: Suppression 
and Resistance in the Nineteenth Century. 
（Hideaki Suzuki, Palgrave Macmillan, Oct. 
2017.）と登竜賞は『サハリン残留日本人と戦後
日本―樺太住民の境界地域史』（中山大将著、国
際書院、2019 年 2月）であった。記念撮影の後、
それぞれから授与式に出席した研究作品賞の鈴木
英明氏（国立民族学博物館助教）から受賞作品に
ついてのプレゼンテーションが 30分あり、その

JCAS年次集会（総会）・JCAS賞授賞式出席報告
立岩　礼子

ム採取、④ブラズレアーノ（ブラジレイロ＋ベネ
ズエラーノ）を挙げた。
2日間の 6名の報告を受けて、メキシコからの
視座で牛島万（京都外国語大学）、ブラジル・南
米からの視座で住田育法（京都外国語大学）が総

括のための話題提供を行い、フロアを交えての活
発な議論が行われた。
最後に大越ラテンアメリカ研究所長の閉会の挨
拶で講座が終了した。
 （IELAK）
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後質疑応答の時間が設けられた。講評については、
JCASの HPを参照されたい。
鈴木氏の研究は歴史学ではあるが、文献のみな
らず聞き取り調査も行って文化人類学的な手法も
取り入れて 19世紀西インド洋世界を鮮やかに描
き出している。このアフリカからインドに至る海
域は、季節風に乗って交易が行われ（例えばマン
グローブの建築材料や塩漬けした魚といった食
材）、異なる文化圏の中ででもモノが共有される
という世界であった。そこでは年間 8000 人の奴
隷が売買されていたが、鈴木氏が文献から収集し
た情報によれば、一隻あたり 5人以下の奴隷を乗
せている船が圧倒的で、1隻に 800 人の奴隷を
積んだ船は非常に稀であったという。実際には、
奴隷の他に様々な交易品が積まれていた。そこへ
1820年代頃からイギリス政府が奴隷貿易を禁じ、
奴隷船を拿捕した者には報奨金が出る、もしくは
焼き討ちにすることが可能であったため、奴隷船
でない交易船が被害を受けたり、不正申告によっ
て報奨金を得たりする者が現れた。鈴木氏は、丹
念な文献の分析から、西インド洋世界は、共存の
海から規制される海へと変わったということを検
証している。

まとめ
本ラテンアメリカ研究所は、どうしてもラテン
アメリカという地域に閉じてしまう傾向にある
が、JCASが目指す超地域の研究に積極的に目を
向けて、学ぶ意識を持つことは重要であると改め
て感じた次第である。
 （IELAK）

研究作品賞を受賞した鈴木氏の著書

書 籍 紹 介

『ブラジル黒人運動とアフリカ
―ブラック・ディアスポラが父祖の地に向けてきたまなざし』

矢澤　達宏 著
（慶應義塾大学出版会　2019 年　266 頁）

ブラジルはアフリカを含むすべての国々の中
で、世界第二位の黒人大国である。アフリカ系の
人口が 2010 年の調査でおよそ 9680 万人、全人
口の 50.7% を占める。ブラジルの有するアフリ
カ性は明白に思えるが、話はそれほど単純ではな
い。16 世紀半ばから始まったアフリカ人奴隷の
輸入は 19世紀前半まで続き、その間、輸入され
たアフリカ人の数は 486 万人で、大西洋を渡っ
たアフリカ人奴隷の総数の 46％に相当している。
また米国のように混血がタブーでなかったことも
あり、現在のアフリカ系の人々は、歴史の中で、
濃淡はあれどほとんどが混血している。肌の色も、
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白から黒のグラデーションの中で端から端に亘っ
ている。
ブラジルで人種をカテゴリー化するのも困難
だ。たとえば白人のカテゴリーにはヨーロッパ白
人の移民の両親を持つ者から混血ながら肌の色が
白い者も含まれる。肌の色や人種のカテゴリーに
厳密な基準がなく、その判断も地域や個人、社会
階級などにより様々な影響を受ける。
加えてブラジルには人種民主主義という独特の
イデオロギーも幅を利かせる。ヨーロッパの白人
国家に比して、黒人や混血人口があまりに多いこ
とにブラジルはコンプレックスを抱いていたが、
19世紀末から20世紀初めの大移民の時代にヨー
ロッパから多くの移民が入国することで国民が
「白人化」することに期待を寄せた。しかしなが
ら第一次世界大戦後、移民の波が途絶えると、ブ
ラジルは方向転換を行った。そこで生まれたのが
人種民主主義のイデオロギーある。黒人や混血人
口の多さを逆手に取り、米国がかつて法的な人種
差別が存在したのに対し、ブラジルではその類の
法律は存在しなかったことを「人種差別が存在し
ない」ことの証しとし、ブラジルを多人種が平和
裏に共存する「人種民主主義」の国であると世界
中に喧伝したのだ。カーニバルやサッカーもその
イメージを世界に広めるのに少なからず貢献し
た。
それではブラジルには人種差別は存在しないの
か？
もちろん存在している。ファヴェーラ（スラム）
に住む住人のほとんどがアフリカ系の人々で、少
数の富裕層のほとんどを白人が占める。就職でも
婚姻でも社会流動性においても肌の色は重要な
ファクターであり、暗い肌の色の人は不利益を
被っている。これを差別と言わずして何を差別と
言うのか。
アブディアス・ド・ナシメント（1914－ 2011）

ブラジルの黒人運動の偉大なリーダーであり、黒

人実験劇場を立ち上げ、大きなスケールで世界の
黒人指導者と連携、軍事政権下、国外追放の憂き
目に遭いながらも活動を続けた。1980 年には彼
の思想の集大成ともいえるキロンビズモ（「キロ
ンボ」とは逃亡奴隷共同体のこと）を発表し、黒
人運動に明確な行動指針を示した。あまりに大き
な人種格差の存在に、アブディアスの活動は後押
しされ一定の成果を生み出したものの、いまだに
強力な人種民主主義の言説や昨今の政治状況に黒
人運動は苦戦を強いられる。
アフリカ系の人々が多数存在しているにもかか
わらず、ブラジルでは「アフリカ性」を基盤とす
る連帯は困難を極める。本書は日本においてはじ
めてこの事実を実証的に知らしめてくれる。
本書の構成は以下のとおり。
第 1章「19 世紀におけるブラジル黒人のアフ
リカ『帰還』－『帰還か、解放か』をこえて」では、
19 世紀前半に大量に輸入されたアフリカ人奴隷
と故郷アフリカとの紐帯を指摘する。第 2章「20
世紀前半のサンパウロにおける黒人運動の性格と
動態」は、ヨーロッパ人移民が大半を占めるサン
パウロにおけるマイノリティであった黒人の知識
人たちの奮闘の歴史を詳述する。第 3章「20 世
紀前半の黒人新聞の中のアフリカとブラック・
ディアスポラ―『アフリカ性』の忌避」では数多
くの黒人新聞の記事を読み解き「アフリカ志向性」
の希薄さを指摘する。続く第 4章「20 世紀前半
の黒人新聞の言説にみる人種とネイション―混血
のブラジル人への執着」では、ヴァルガスの大統
領就任により強力に推し進められた前述の「人種
民主主義」に対するアフリカ系の人々の戸惑いを、
黒人新聞の中から掬い取る。第 5章「ブラック・
アトランティックのなかのブラジル―アブディア
ス・ド・ナシメントの思想（1960 － 70 年代）
におけるアフリカ志向とその背景」では、前述の
アブディアス・ド・ナシメントの葛藤に迫る。
 （伊藤秋仁／ IELAK）
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ベネズエラのマドゥーロ政権がいつ崩壊するのかに注目が集まっている。ベネズエラとい
う国名は、イタリアの水の都ベネチアにちなんだと言われている。ベネチアは、アドリア海
の潟に木の杭を打ち、泥で固めて、土地を作って建設した町である。カリブ海側から大陸に
接近したアメリゴ・ベスプッチらが、マラカイボ湾沿いで、杭を打った上に、家屋を作って
住んでいた先住民を見て、「まるでベネチアのようだ！」「ベネチアのミニチュア版だ！」と言っ
たとか。以来、500 余年が経過して地球の温暖化が進み、イタリアのベネチアがいつ水没す
るのかにも注目が集まっている。
 （立岩礼子／ IELAK）

No.38

＜第 19回ラテンアメリカ研究講座開講＞
2019 年 11 月 8 日（金）、11 月 9 日（土）に

第 19 回ラテンアメリカ研究講座「ベネズエラを
巡る 21 世紀ラテンアメリカの政治・社会状況」
が開催された。今回の講座は、近年の原油価格の
下落や、2人の大統領の併存など、異様な混乱状
態が続くベネズエラの実情・行方について、本研
究所の研究員とベネズエラに詳しい研究者による
発表、そして参加者と発表者による熱い議論が繰
り広げられた。講座の概要は本号に掲載。プログ
ラムは以下の通りである。

2019 年 11月 8日（金）
　「「人の移動」から読み解くベネズエラ現代史」
野口　茂（天理大学准教授）
　「  憲法改正の比較研究からみるチャベス政権
の問題点」

岡田　勇（名古屋大学准教授）
　「  ベネズエラ危機の主因をめぐる国際的評価
の変化―米国経済封鎖主因論の登場―」

山崎　圭一（横浜国立大学教授）
2019 年 11月 9日（土）
　「  比較のなかのベネズエラ 
―ほかのラテンアメリカ諸国との共通性と
相違点」

村上　勇介（京都大学教授）
　「ベネズエラ、何が争点か？」

新藤　通弘（  アジア・アフリカ研究所 
ラテンアメリカ現代史研究家）

　「国内移住と国境線―ブラジルの視点―」
伊藤　秋仁（京都外国語大学教授）
　「議論」
牛島　万（京都外国語大学准教授）
住田　育法（京都外国語大学教授）

＜ IELAK研究会開催＞
昨年 4月からスタートした研究所員間の学問的
な交流、意見交換や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。こ
のたび名称を IELAK 研究会と定め、第 5 回目、
第 6回目の研究会を開催した。テーマは以下の通
り。各研究会の概要については、本研究所のホー
ムページを参照していただきたい。

第 6回 IELAK研究会の様子
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第 5回（2019 年 7月 4日（木）開催）
　発表者：南　博史（IELAK研究員）
　テーマ：「  中米における考古学と博物館仲介

者とした実践的研究の評価と課題
～プロジェクト・マティグアスの
成果をもとに～」

第 6回（2019 年 10月 31日（木）開催）
　発表者：立岩　礼子（IELAK研究員）
　テーマ：「  ニカラグア文献資料の評価と地域

への貢献」

素晴らしい秋晴れとなった 11 月 10 日（日）、
第 15 回例会が開催された。参加者一行は京都府
北部の紅葉スポット日吉ダム湖「天若湖」、日本
の原風景といわれる茅葺集落地区を訪れ、散策を
楽しんだあと、綾部市の黒谷和紙工芸の里にて工
房や資料室の見学、伝統の「紙漉き」を体験した。
紙漉き後、各々で着色を行い、個性あふれる作品
が完成した。

日吉ダムにて記念撮影

本研究所客員研究員　児嶋英雄氏が旭日単光章を受章

令和元年秋の叙勲において、本研究所客員研究員の児嶋英雄氏が旭日
単光章（国際協力推進功労、日グアテマラ友好親善功労）を受章されま
した。
児嶋氏は、メソアメリカの民族衣装・染色研究における第一人者とし
て、長年グアテマラを拠点に研究活動を続けておられ、グアテマラ、エ
ルサルバドルにおける天然藍の復興や技術の普及活動にも多大な貢献を
しておられます。
児嶋氏に改めて敬意を表するとともに、私達ラテンアメリカ研究所所
員一同心よりお慶び申し上げます。おめでとうございます。 児嶋 英雄 氏
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『いえらっく』第 38号では、2019 年夏以降の
京都外国語大学ラテンアメリカ研究所の活動報告
をしている。大きな活動の 1つは、第 19回ラテ
ンアメリカ研究講座「ベネズエラを巡る 21世紀
ラテンアメリカの政治・社会状況」であった。今
回の講座は、8人の研究者がベネズエラの政治・
社会状況を国際関係、人の移動、憲法改正や比較
政治経済の視点から分析した。この多元的な分析
は、複雑な現代社会を理解するためには欠かせな
いアプローチであり、複雑な現実を理解した上で、
一般の方々に分かりやすく説明することこそが研
究者の使命でもある。
2020 年は、IELAK の前身であった京都外国語
大学メキシコ研究センターが設立してから 40年
となる。この 40年の間、その研究活動および知
識の還元活動の対象地域はメキシコからラテンア
メリカ全地域へ広がり、ラテンアメリカ講座、研
究講演会、研究会や出版活動を通じてラテンアメ
リカの歴史、社会、政治、経済などについて、国
内外の研究者をはじめ、一般の方々へ研究成果を
還元してきた。これからもラテンアメリカについ
てもっと知りたい皆様と共に活動をしていくこと
を楽しみにしている。
 （LV）


