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連載：マヤ社会を考えるために　
第9回　村

プエブロ

の空間を生きる（1）： 「異質な空間」から「馴染みの空間」へ

大越　翼

1981 年以来、私はカンペチェ州カルキニ町を
拠点にして野

フィールドワーク

外調査を行っている。連載第 5回に
具体的に述べたように、『カルキニ文書』に記さ
れている地名を同定するために、この町の東側に
広がる広大なジャングルを友人と踏査したのが始
まりだった。メキシコ国立自治大学文献学研究所
マヤ研究センターに就職してからは、大学院の学
生たちとユカタン州のヤシュククル村、チック
シュルブ村、ヌンキニ村、エブトゥン村やティヌ
ム村などでも調査を行い、得られた情報の解釈は
その後の研究の方向性を大きく変え、実り豊かな
ものにしてくれた。
後古典期後期（紀元後 13 世紀～ 16 世紀）の
マヤ社会の政治社会構造や王権についての研究を
始めてすでに 40年近く経ち、まだまだ未解決の
課題も多いが、一方で私の関心は植民地時代のマ
ヤ社会へと広がってきた。マヤ人の「王国」は、
征服とそれに続く植民地支配の下でその命脈を絶
たれたことはよく知られているが、彼らは死に絶
えたわけではなく、新しい時代に対応して自分た
ちの社会を「変容」させ維持していったことは紛
れもない事実だ。そのプロセスを考えてみたいと
思ったのである。そしてそこで得られる知見は、
後古典期のマヤ社会の研究に新しい視座を提供し
てくれるはずだ。
通常であれば、この研究は植民地時代に作成さ
れた様々な史料を歴史学的に分析することで解決

していくのだが、私はその他に人類学的視点を加
えるために野外調査も行う。単にジャングルを踏
査して境界標や境界線を辿るばかりでなく、村を
訪問して村人から色々な話を伺うのだ。彼らの日
常を、彼らの「当たり前」を、彼らの世界を学び
感じ取ることで、その過去への眼差しを豊かなも
のにしたいと思っているからだ。野外調査に同行
する学生たちに、村々で感じる匂いや音（例えば
物売りの呼ばわる声、鳥や犬の声、夜にジャング
ルから聞こえてくる多彩な虫やカエル、鳥などの
声）など、五感を研ぎ澄ませて全てを吸収するよ
うにと言ってきたのも、その理由によるのだ。だ
からここしばらくは、現在（野外調査）と歴史学
的研究から分析するふたつの過去（後古典期後期
と植民地時代）との間の往来、別の言葉で言えば
野外調査で得られた情報に基づくインスピレー
ションとその学問的検証を楽しむ事にしよう。
さて、私がこのために目をつけたのは、カルキ
ニ町の西にあるヌンキニ村である（地図 1）。こ
の村で 17 世紀から 18 世紀にかけて『バカブの
儀式（Ritual de los bacabes）』と題されたマヤ
文書が作成されたことは知っていたから、カルキ
ニ町同様、「伝統」が息づいている可能性は高い
と考えたからだ。史料によれば、1565 年にはヌ
ンキニ村は集住政策によりカルキニ村

4

に移動させ
られその一地区（barrio）を形成していたが、16
世紀末から 17世紀にかけて再度元の場所に戻さ
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れた。カルキニ村
4

にヌンキニ出身の人々が住む地
区を温存したままである。政治的にはカルキニが
首邑であり、ヌンキニ村は属邑であることは先ス
ペイン期から現在に至るまで変わっていない。そ
のような歴史的経緯を持つこの村での調査は、い
つものようにまず街路を歩いて村全体の様子を把
握することから始めることにした。
よく知られているように、16 世紀半ばから実
施された集住政策によって、スペイン領アメリカ
全域の村落は碁盤の目状の街区を持ち、中央に広
場があり、それを取り囲むように教会や公的な建
物が立ち並ぶという共通の都市プランを持つに
至った。植民地時代に関する歴史書は必ずこう記
しているから、私はこの単純な説明に納得し、そ
れに疑問すら抱いては来なかった。しかし、ヌン
キニ村の街区を歩いてみて、必ずしもそうではな
い現実に気づいた。碁盤の目状の街区に、鋭く斜
めに村の中心へ向かう道があるのだ。衛星写真か
らおこした地図を見れば一目瞭然で、これは全部
で 3本を数える（地図 2）。村人に聞けば、その
全ての道路の脇には最近まで先スペイン期の建物
が残っており、中央広場の脇にはピラミッドも
あったというが、現在一番左の道路脇にのみ、建
造物の一部が見られる（写真 1）。
おやっと思って、カルキニ町に戻って調べてみ
ると、同じような特徴がここにも見てとれるし（地
図 3）、そもそも町の中心部の歩道や教会には、
かつてそこにあった先スペイン期の建造物から
取ってきた石が建材として使われているのである

地図 1：メキシコ、カンペチェ州カルキニ町地域
（  Tsubasa Okoshi Harada (ed.),  Códice de Calkiní. 
Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2009, 
p. lii, fig. 4.）

地図 2：ヌンキニ村中央部（黒枠）に向かう 3本の道
（筆者作成 ©大越翼）

地図 3：カルキニ町中央部（黒枠）に向かう 4本の道
（筆者作成 ©大越翼）

写真 1：ヌンキニ村道路脇にある遺跡（筆者撮影 ©大越翼）
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（写真 2、3、4）。むろんこれは植民地時代にヌエ
バ・エスパーニャ副王領の至る所で行われた、先
スペイン期の建造物の破壊と、そこで使われてい
た石材を町や村の街区や建物、とりわけ教会建設
に使用していた例の一つにすぎない。写真 5に見
るメキシコ市テンプロ・マヨール博物館前に置か
れている、植民地時代建造物の柱の基部として用
いられた先スペイン期の神の像の一部などは、そ
の好例である。
したがって、「斜めに街区を横切る道」は、集
落の中心にあったこれら先スペイン期の建造物に
向かうための、スペイン人による征服以前から存
在した道であったことは間違いない。実際にミ
チョアカン地方では同じような例が報告され、先
スペイン期から使用されていた道であろうと解釈
されている１）。
となれば、集住政策を実行に移したフランシス
コ会修道士らは、理念型としての都市計画プラン
を厳格に適用するのではなく、現実に即した柔軟

写真 2：  カルキニ町大通りの歩道。先スペイン期の遺跡から
取られた石が使われている（筆者撮影 ©大越翼）

写真 3：カルキニ町教区教会（筆者撮影 ©大越翼）

写真 4：  カルキニ町教区教会に使われている先スペイン期の
遺跡から取られた石（中央）（筆者撮影 ©大越翼）

写真 5：  テンプロ・マヨール博物館前庭に置かれた植民地時
代建造物の柱の基部。下面に蛇の彫刻が施されてい
るのが見える（筆者撮影 ©大越翼）
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な対応をしていた可能性が高い。先スペイン期に
おそらく様々な祭礼に使われたこれらの道を破壊
し、文字通り碁盤の目状の街区を創り上げるより
も、既存の「中心へ向かう道」を今度は教会へ向
かうためのものとして使うことの利点を考え、そ
のままの形で残したのではないだろうか。「聖な
る場所」への道は、対象が神殿やピラミッドから
教会に変わっても同じものだ、そう先住民に感じ
させ、彼らをキリスト教世界へより容易に組み込
むことを意図したのであろう。一方先住民にして
みれば、修道士らが作り上げた「異質の空間」に
「馴染みの道」を見つけ、それは行き着く先が異
教の教会であろうと、これを辿る事は既知の精神
世界に教会を包摂していく行為になったはずだ。
そして、これはまだ未確認だが、ヌンキニ村の祭
礼にこれらの道は重要な役割を果たし続けている
に違いない。
新たに創設された空間を自らの認識世界の中に
組み込んでいく作業は、これだけにとどまらない。
例えば、私に情報を提供してくれるヌンキニ村の
農夫が、「私たちは街角にそれぞれ独自の名前を
つけているのです。公式には通りには全て番号が
付されており、かつハリスコ、コリーマといった
メキシコの他の地域の名前が付されていますが、
私たちはそのような名前は使わないのです。」と
ある時話してくれた。スペイン人が創設した先住
民の村やスペイン人が住む町は、全て碁盤の目状
の区画を持つ条里空間であり、特定の位置を抽象
的に指定することを可能としていた。例えば「19
番通りにある 200番地の家で、それは 20番通り
と 22 番通りの間にある」とか、「3番通りと 6
番通りが交差する角

かど

」という表現をするのである。
ところが、先の情報提供者は、そのような認識は
しないと言うのだ。ではどのような呼び方をする
のかを問うたところ、「大きな岩のある角

かど

」、「大
きなマンゴーの木のある角

かど

」などのように、誰も
が知っている、角

かど

にある目立つものをその名称と
して使っているのだそうだ。実際に「大きな岩の
ある角

かど

」へ一緒に行ってみたところ、なるほどそ
の様な岩があり、これにちなんでその角

かど

はマヤ語
で「大きな石（ヌックトゥニッチNuctunich）の
ある角

かど

」と呼ばれているのだ（写真 6）。公式には、
「コアウィラ 23番通りとナヤリ 16番通りの交差
点」である。

これは、条里空間に具体的な事物を通じて場所
を特定していく、平滑空間的認識を導入している
ことを意味している。更に言えば、視覚・触覚的
情報、それが樹木の場合であれば同時に嗅覚的情
報をも動員して、特定の場所を感覚機能で追体験
することのできる「あだ名」をつけて呼んでいる
のであり、抽象認識とは異なる極めて具象的な空
間認識をしているといえよう。私は、マヤ人の物
の見方・考え方を特徴付けているのは、その叙述
的・具象的認識にあると考えており、これを今の
ケースに当てはめてみれば、斜めに街区を横切る
道と同じく、ここでも彼らはスペイン人によって
強制された居住空間に対し、自分達流の解釈を付
与することで、異質の空間を自らの論理に従って
再解釈された「馴染みの空間」に変えているのだ
と言えるだろう。
野外調査を行うことによって分かったこれらの
ことは、16 世紀から 19 世紀に至るまでスペイ
ンの植民地支配下に置かれた先住民社会が、どの
ようにこの時代を生き延びようとしてきたのか
を、日常レベルで具体的に見せてくれる。彼らは、
それ以前とは異質な空間に住み、文化的断絶が明
確にあるように見えて、その実、与えられた空間
を彼らなりに解釈し直して自らのものとする知的
営みを繰り返してきている。そして初期には、「斜
めの道」の例に見られるように、スペイン人修道
士らもまた先住民社会の伝統を抹殺するのではな
く、積極的に利用して自らの文化に取り込もうと
し（領土化）、これを逆手にとって、マヤ人たち
はそこに自分たち独自の意味を付与（再領土化）
していたのだった。次回は、やはりヌンキニ村の
調査で得られた情報をもとに、今度は「人々の付

写真 6：  「ヌックトゥニッチ（Nuctunich）」と呼ばれている
ヌンキニ村の角（筆者撮影 ©大越翼）
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き合い方、距離感」について考えてみることにし
よう。

注
１）　  Aurelio Sánchez Suárez, “Espacios 

abiertos en poblados del Estado de 
Campeche. Vestigio de la transculturación 

de la espacialidad prehispánica y 
europea, y su valor cultural en la 
actualidad”. Tesis de doctorado en 
arquitectura. Facultad de Arquitectura, 
Universidad Nacional Autónoma de 
México, México, 2005.

 （IELAK）

現メキシコ大統領ロペス・オブラドール
（Andrés Manuel López Obrador: AMLO）は、
政策の上で精神的な温かさを重視しているよう
だ。人間愛を有する「心優しいメキシコ」
（Repúbilica amorosa）とか、経済活動の中で
の人間としての道徳や尊厳を重視する「モラル経
済」（Economía moral）など、最近出版された
彼の著作にも掲げられている幾つかの名言がすぐ
に筆者の脳裏に浮かんでくるのだが、これらの言
葉と現状の彼の実施している政策との乖離を残念
ながら指摘しなければならない。ところが、きっ
と彼の論理の上ではそれは矛盾していないのでは
なかろうかと思われるところも少なくない。否、
別の言い方をすれば、彼の論理によって自らの政
策の正当化を図っている観すら見てとれるのであ
る。しかし、それはメキシコが抱える今の厳しい
現実を切実に物語っているともいえるのである。
ここでは米国への不法移民の問題を中心に扱う
ことにする。昨年（2019 年）あたりから本件に
関してAMLOの政策に転換が見られた。彼が創
設した国家警備隊（Guardía nacional）は、メ
キシコの北と南の国境に合わせて 2万 6000 人が
派遣されている。当初の組織設立の目的は地域社
会の治安全般のために作られたが、2019 年 7月
の発足当初から、国内を通過する中米系の移動者

への対応が実質上の大きな任務となっている。
2018 年から続く米国を目指す中米地域出自を中
心とする移民たちの大移動（キャラバン）によっ
て、メキシコおよびグアテマラ、エルサルバドル、
ホンジュラスの中米 3国と、米国トランプ大統領
との確執も危ぶまれていた。2019 年 6月に大阪
で開催されたG20に AMLOの姿はなかった。い
ろいろ憶測で言われていたが、一つはトランプと
の会談を避けていたのではないかと見られてい
た。しかし、ちょうど 6 月といえば、新しい
NAFTA（北米自由貿易協定）である、2020 年 7
月 1 日に発効した T-MEC（Tratado México-
Estados Unidos-Canadá）のこともあって、ト
ランプとの会談はメキシコにとって重要であった
はずである。だが、AMLO は大統領就任以降、
現時点（執筆時）までに一度も米国ワシントン
D.C. のトランプ大統領を公式訪問したことのな
い、歴代のメキシコ大統領でも稀有で特異な存在
となっている（T-MEC発効を受けて、AMLOが
2020 年 7月 8日から 9日にかけて初のワシント
ン訪問の予定が発表された）。
トランプが今年になってから、すでにメキシコ
は国境の壁の支払いを始めているとメディアに向
けて発言している。メキシコ前大統領ペーニャ・
ニエト（Enrique Peña Nieto）が頑なに拒絶し

連載：ラテンアメリカから米国への人の移動を考える（4）
―トランプの「壁」となるメキシコ―

牛島　万
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てきた壁の費用負担を、AMLOが簡単に応じた
とでもいうのか。事の真相はどうやらこういうこ
とのようである。少しさかのぼって考えなければ
ならない。
トランプ大統領の批判にある、メキシコは大量
の不法入国者の問題に責任を果たしていないとい
う理由をもって、メキシコへ高関税を課すと強硬
な態度に出てきたのであった。2018 年秋にトラ
ンプはメキシコとの国境に、通常の州兵以外に
5200 人軍隊の派遣を命じた。オブラドールの政
権発足当時の 2019 年 1月の前後、いわゆるキャ
ラバンの問題で両国関係は揺れていたが、この時
にAMLOはグアテマラとの国境を人道的配慮か
ら最終的に国内の通過を認めた。またメキシコで
このような移民に雇用の機会と生活の保障を与え
ようと、農産物の収穫、マヤ鉄道（Tren Maya）
の敷設、石油産業、また農作物を中心とする持続
可 能 な 自 活 を 支 援 す る 国 の 政 策 で あ る
Sembrando Vida、あるいはオアハカのサリナク
ルス港からベラクルスのコアツァコアルコス間の
産業道路計画である Corredor Transístmico な
どの雇用計画が準備されていた。しかし、南から
の大半の移動者を引き留めるほどの魅力には彼ら
には映らなかった。彼らの中には米国へ行くのが
目的であって、メキシコに留まるくらいなら自国
に留まるのと何ら変わりない、という意見も結構
ある。
ところが、米国との敵対関係は決して望まない
のがメキシコの外交の基本的方針である。そこで
トランプとは一定の距離を置きつつも、米国やト
ランプとの関係を友好に保ちたいと願っている
AMLOは、遂に先に挙げた国家警備隊を派遣し、
治安維持を強化し始めたのが 2019 年下半期以降
になってからである。そう考えると、やはり
2019 年 6 月にその鍵があるように思う。2019
年 6 月といえば、メキシコ連邦議会上院で
T-MEC が承認された月であった。これと同月、
例の国家警備隊が連邦議会で承認されている。一
部の意見では、移民政策の転換とこの 6月の一連
の動きがどうも関係しているのではないかと見ら
れている。つまり、AMLOがそれまでの人道支
援の立場を改め、メキシコのグアテマラとの国境
を通過させないように、国家警備隊を派遣してそ
の対応に当たらせたのである。

米下院からの修正要請を受けた T-MEC修正案
が 2019 年 12 月 10 日に 3ヶ国の代表者によっ
て調印されたが、とくにそれ以降、国境に隣接す
るチアパス州タパチュラでの国家警備隊の取り締
まりは強化され、衝突すらも起こっている。この
南の国境線は 965 キロほどの距離がある。これ
を徹底的に国家警備隊が盾となって外部の入国者
を阻止しているのである。もはやメキシコ自体が
「壁」となっていると言われる所以はここにある。
トランプがメキシコを最近評価していることはど
うやらこの点であると推察できる。
2020 年の初めてのキャラバンはホンジュラス
人を中心とする集団で 1 月 15 日に出発した
1000 人強であったが、後続のキャラバンがこれ
に合流し、その数は 3000 人とも 4000 人強とも
統計が様々である。必要書類に不備のある者は一
歩たりともメキシコへ立ち入ることはできないこ
とは、グアテマラのアレハンドロ・ジャマティ大
統領（Alejandro Giammattei）がメディアを通
じてすでにメキシコ国境に到達前から警告してい
た。現に 1月 18日にキャラバンはメキシコのチ
アパスの国境検問所に向かう途中の国境線上の橋
の上で国家警備隊にせきとめられた。このときの
国家警備隊の暴力的行為は様々な人権団体等から
批判されている。国連人権高等弁務官のミチェル・
バチェレ（Michelle Bachelet）は中米移民に対
する国家警備隊の講じた暴力的排斥を批判した。
国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）のアンド
レイ・マヒチッチ報道官（Andrej Mahecic）も
難民や保護を要請する者を追い返すというメキシ
コ政府のやっていることは国際法に反することで
あると非難した。また暴力的阻止や執拗なまでの
逮捕劇はメキシコ国内外からの人権団体等からも
厳しく批判されている。しかも女性や子供にも負
傷者が出ているというのである。ここで言われて
いる批判の多くは、メキシコはアメリカのやりた
がらない汚い仕事を代わりに任されているとか、
最悪なメキシコのもう一つの顔が見えていると
か、米国でメキシコ系が同じ扱いをされているこ
とを忘れたのかなど、その論調からも張り詰めた
空気を感じる。
しかし、AMLOは独自の論理でこれを肯定さ
せるのである。まず彼は折しも 1月 17 日にメキ
シコ国内での新たな 4000 人の短期雇用計画を発
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表した。もちろんこの募集の対象はメキシコ国民
だけでなく、外国人労働者も含まれている。つま
り、AMLOは人道的配慮と援助を怠っているわ
けではないことを主張しようとしているようにも
受け止められる。しかし、ホンジュラスを中心と
する中米諸国以外にキューバやハイチ、その他ア
フリカ系の出自者がこのキャラバンには含まれて
いたが、問題は彼らがあくまでも米国への庇護申
請を求めるために米国への入国を希望しているこ
とにある。またメキシコ人はこれをどう見ている
か。メキシコの世論は概してこれらの外国人の言
動を批判的に見ている。すでにメキシコ難民への
支援委員会（Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados: Comar）協力のもと、このキャラ
バンから 1118 件の庇護申請が出されている
（2019 年には 7万 609 人の庇護申請があった。
2020 年に入って、4月から 5月にかけてコロナ
ウイルスの影響でこの件数は減ったものの、5月
までに 1 万 9000 人の申請があり、例年より
34％増である）。しかし、多くのキャラバンで到
着した移民は来た道を引き返すことを余儀なくさ
れたことになる。国際機関である国際移住協会
（IOM）の統計によると、2019 年にメキシコの
南部で 80人、米国との北部国境付近のタマウリ
パスで 208 人の移民が亡くなっている。また、
チアパス州だけで 7万人ほどの不法移民がいると
いうデータもある。路上生活を余儀なくされてい
る者も少なくないのが現状である。
AMLO の支持政党であるMORENA（国民再
生運動）内部からも批判が起こっている。
MORENAの下院議員ガブリエラ・クエバスもそ
の一人である。先の事件のあとの 1月 21 日、彼
女はこう批判した。「メキシコはドナルド・トラ

ンプ大統領の『壁』となり移民警察になることは
できない」。さらに同氏は、米国大統領は責任を
メキシコに押し付けようとしている。メキシコに
おける中米移民に対する人権侵害や殺人事件は深
刻な問題である。国家警備隊の発足の真の理由は
移民を阻止するためではないはずである。メキシ
コ人を犯罪から守るためにつくられたはずではな
かったのかと述べた。現在では 2万 7000 人の国
家警備隊は法を逸脱した暴力的行動に出ていると
言う。またMORENAのポルフィリオ・ムニョス
下院議員は、400人以上のホンジュラス人の逮捕
はメキシコ憲法 11条及び国際法により違憲であ
ると言わねばならないと述べた。
そしてここにきてさらにコロナ禍である。皮肉
にもコロナがメキシコの「盾」になってくれてい
るのか。国境は躊躇なく閉鎖され、しばらくこの
問題からメキシコ政府は一時的であれ解放される
という思いが本音であろう。無論、その逆に、越
境を望む者にはまたしても試練が押し寄せてきて
いる。メキシコ人権委員会（CNDH）は 4月初旬
の段階でチアパス州のタリスマンの移民収容施設
から 400 人から 500 人が強制的に追い出され、
本国へ送還されるわけでもなく、人々は路頭に
迷っていると伝えている。

（参考文献）
López Obrador, Andrés Manuel, Hacia una 
economía moral. México, Editoral Planeta, 
2019.
その他、新聞記事等に関してはインターネット
上で参照したが、紙面の関係上、その引用元のサ
イトの提示は省略する。
 （IELAK）
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速報：ニカラグアのカリブ海側で進む考古学・博物館活動調査
南　博史 1）・嘉幡　茂 2）・深谷　岬 3）

1．はじめに
　1-1．調査に至る経緯
本誌で速報する 2019 年度ニカラグアのカリブ

海側を対象とする調査活動は、2013 年から開始
した「アメリカ地中海地域」総合学術研究の一環
である。この総合学術調査の枠組みの中心は、ス
ペイン侵入以前、いわゆる先住民文化の研究（考
古学研究）である。当該期のラテンアメリカ・カ
リブ海地域の独自性と共通性を実証的に明らかに
していくことを目的としている。
そして、ニカラグア北部マタガルパ県で開始し
たプロジェクト・マティグアスの成果を踏まえ、
2017 年度から 3年計画でカリブ海側との交流を
明らかにするあらたな研究「考古学博物館学によ
るニカラグア・カリブ海地域古代社会の再検討」
を実施してきた。

　1-2．研究の目的
研究の目的は、アメリカ地中海における「海の
道」を視点に、考古学資料を用いて「ヒトとモノ
の交流」の復元を試みることにある。今までラテ
ンアメリカ古代文明史において、ほとんど顧みら
れなかった中米カリブ海沿岸地域を考古学調査に
よって光をあて、生業・交易・社会レベルの復元
に必要な情報を収集し、人類史における当該地の
価値を発見することにある。具体的な研究目標は、
①文化的交流関係に有益な土器系統の研究、ヒス
イや塩などのカリブ海沿岸交流に関する遺物の研
究、内陸部との交流を実証的に検証する。②建造
物の様式・立地・方位を確認し、メソアメリカ文
明圏建造物との相違を明らかにする。さらに③考
古学成果を博物館学的方法で地域共同体へ還元し
文化財に対する住民意識の向上を図るとともに住
民主体による文化遺産を活用した内発的開発を促
すことにある。

2．本研究の学術的重要性
アメリカ地中海地域は、古代メソアメリカ文明
圏とアンデス文明圏に挟まれた「中間領域」に包

含されている（図 1）。「中間領域」という用語は、
地理的に両文明圏の中間に位置するとの意味で便
宜上使われているに過ぎない。その理由は、歴史
学的・人類学的に位置付けられるほどこの地域に
おける考古学研究は進んでいないことにある。こ
の領域の中でも、特に本研究が実施しているアメ
リカ地中海地域での先行研究は乏しく、古代社会
の諸様相について理解されていないのが現状であ
る。研究が遅れている理由は、ニカラグアにおけ
る政情の不安定さや政府による学術支援の非協力
的姿勢が挙げられる。一方、高次文明として認識
されているメソアメリカ文明とアンデス文明の狭
間に位置する当該地域においては、海外調査隊に
よる研究は限られており、両文明から見れば「未
開地域」として不当に扱われていることも指摘で
きる。
このような状況の中、筆者らの調査によって、
この地域でも複雑な社会が形成されていたことが
分かってきた。調査を行ったニカラグア北部地域
（内陸部）からアメリカ地中海地域（沿岸部）に
かけ、両文明では一般的である都市や国家の存在
は確認されなかったが、複数の地点において大規
模な集住の痕跡を発見した。さらに重要なのは、
これらの拠点は独立した点として存在していたの
ではなく、恐らく河川を幹線として交換を行い、
面として文化を共有していた可能性が高いことで
ある。ニカラグア北部地域とアメリカ地中海地域
は自然環境も大きく異なるが、ホンジュラス共和
国の世界遺産リオ・プラタノ生物圏保護区で発見
されている岩刻画がこれらの地域でも広く分布し
ており、シンボル化され一つの文化圏を形成して
いたと考えられる（3節参照）。
「中間領域」では、僅かながらも調査は実施さ
れてきた。しかしながら、「中間領域」の文化的
特徴を定義付けるまでには至っていない。本調査
の進展から、この地域における文化的特徴の一つ
を提示することが可能になると考えている。
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3．2019 年度春期調査の概要
　3-1．調査地と方法
2020 年 3 月 8日から 12 日、ニカラグア共和
国北カリブ自治地域シウナ市近郊において、当該
地の代表的な考古資料である岩刻画に関する現地
調査を実施した。本格的な考古学調査に先立つ予
備調査として実施した今回の調査で得られた成果
について、簡潔に報告したい。踏査は、ラ・ピミ
エンタ 1（La Pimienta1）、ロサ・グランデ（Rosa 
Grande）、キウルナ（Kiulna）、ラス・ウエジャス・
デル・ティグレ（Las Huellas del Tigre）の四ヵ
所で実施し、岩刻画の地点情報の取得と写真撮影
を主に行った。通常の写真撮影に加え、フォトス
キャン用ソフトMetashape を使用して岩刻画の
3D画像も作成した。

　3-2．シウナ近郊にある岩刻画の特徴
岩刻画の分布は、河川の近く、丘陵上の 2つに
大きく分類できる。キウルナとラス・ウエジャス・
デル・ティグレでは河川付近、ラ・ピミエンタ 1
とロサ・グランデでは丘陵上で岩刻画が確認され
ている。また、ラ・ピミエンタ 1では複数の岩刻

画が半径 50メートル以内で確認され、岩刻画群
とも言える分布の様相を示しているが、その他の
調査地では、巨大な一つの岩に複数の岩刻画が刻
まれている様子が確認された。
岩刻画が刻まれる岩の大きさや形状は多様で、
人の背丈より低い岩から、高さが 3メートル以上
ある巨大な岩まである。ラス・ウエジャス・デル・
ティグレでは、川の両岸から川を分断して橋のよ
うな形状を成す岩に文様が彫られている。また岩

図 1：アメリカ地中海域と 2019 年度調査範囲図

図 2：動物・人物形象文（ラ・ピミエンタ 1）
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刻画は、岩の上面または側面に彫られることを確
認した。全長 5メートル以上の岩でも、上面に文
様がある場合があり、この場合は岩に登らなけれ
ば岩刻画を確認することができない。
図像の種類には、螺線文、人物形象文、動物形
象文、幾何学文、穿孔がある。その中でも圧倒的
に螺線文が多く、全ての調査地で確認された。単
純な円形の螺線文（図 3：1）に加え、曲線の片
側が渦巻いているもの（図 3：2）、両端が渦巻い
ているもの（図 3：3, 4）、螺線と曲線を組み合
わせた幾何学文（図 3：5）などが見られ、右巻
きと左巻きの両方が確認された。ロサ・グランデ
とキウルナでは、巨大な岩の上面に螺旋文が
10 ヵ所以上刻まれていた。トカゲのような四足
動物と思しき意匠はキウルナを除く 3ヵ所で確認
されているが、岩刻画が位置する場所によりその
描き方は異なる（図 2、図 3：6, 7）。人物形象文
は、ラ・ピミエンタ 1とラス・ウエジャス・デル・
ティグレで確認されており、いずれも人物が両手
を挙げているような意匠と見られるが、顔や手の
表現に相違点が見られる（図 2、図 3：8）。刻線
で彫られる文様以外にも、直径 5センチメートル
程の穿孔や、岩の表面が部分的に剥離している箇
所なども見られた。

　3-4．今後の課題
今回の調査では、シウナ近郊に位置する岩刻画
群の分布状況と、図像の種類について概要を知る
ことができた。また、ラ・ピミエンタ 1には他に
も岩刻画が存在することが明らかになっており、
ラ・ピミエンタ 2と呼ばれる地区にも岩刻画群が
あるとの情報も得た。今後は、より詳細な分布調
査を実施することで、岩刻画の分布パターンにつ
いて明らかにしていく。また、岩の劣化により刻
線が消えかかっているものや、苔に覆われて図像
が判別しにくいものも多く見られた。刻線が判別
できるものに関しては、3D画像を作成してデー
タを収集するが、苔や汚れがあるものに関しては
清掃を行い、劣化の激しいものは拓本を取り、さ
らに近赤外線画像撮影とそのデジタル処理を行う
必要があるだろう。
ニカラグア南カリブ自治地域やプエルトリコで
は、岩刻画が河川付近で一定の距離ごとに分布す

ることが確認されているため、岩刻画は河川を通
じた交通の目印としての機能を有していると推定
して調査を進めてきた。しかし、シウナ近郊踏査
の結果では、岩刻画が丘陵上の比較的狭い空間で
集中している例があること、文様が岩の上面に彫
られており、登らなければ文様を見ることができ
ない例があることなどが明らかとなり、交通の目
印には一見適さない岩刻画も存在する。したがっ
て今後は、岩刻画には他の様々な機能が与えられ
ていた可能性もあると想定しつつ、研究を進める。
さらに、岩刻画がいつ作製され、またいつまで利
用されたのかを解明するために、適切な遺跡を選
定し発掘調査を実施していく必要がある。

図 3：岩刻画の意匠
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4．  今後の展望：文化人類学調査と博物館学を基
にした地域支援
本調査の目的は、アメリカ地中海地域の古代社
会の復元のみならず、冒頭で明記したように、考
古学成果を博物館学的方法で地域共同体へ還元し
文化財に対する住民意識の向上を図るとともに住
民主体による文化遺産を活用した内発的開発を促
すことにある。
今回の調査によって、この目的を遂行していく
方針が具体的に決まった。古代に作成された岩刻
画を再利用していくものである。シキルタ村での
聞き取り調査（2020 年 3月 10日に実施）、そし
てカリブ海沿岸自治大学（Universidad de las 
Regiones Autónomas de la Costa Caribe 
Nicaragüense）のシウナキャンパス副学長レオ
ノール・ルイス・カルデロン博士（Dra. Leonor 
Ruiz Calderón）との会合（2020 年 3 月 13 日
に実施）から、岩刻画に関する調査は考古学的に
重要であるばかりか、地域支援を行う上にでも重
要な資源になると判断した。
まず、シキルタ村のバシリオ・バルシオ氏（Sr. 
Vacilio Barcio）の話は、岩刻画の機能について
重要な手掛かりを示した。彼らは歴史を口頭伝承
の形で残しており、歴史は 5世代前（およそ 200
年前）から始まると語った。それによると、岩刻
画は、各周辺の集団の長が会合する目安として利
用されていたという。ヒトと自然は共生関係にあ
り、自然の恵みによって活かされると考えた当時
の人々は、各集団の争いを軽減する目的で集会を
岩刻画のある場所で開いていたという。今後、多
くの村人から聞き取り調査を行い、当時の彼らの
生業や神話について理解することで、岩刻画の機
能の一端を解明できると考える。一方、岩刻画の
作製年代は全く不明である。したがって、彼らの
歴史は今から 200 年ほど前に始まるが、岩刻画
はさらに昔に作製された可能性がある。もしそう
であるなら、シキルタ村の先祖は岩刻画の製作者
ではなく、これらが存在する場所を「聖地」とし

て再利用し、これに伴い岩刻画の機能が変化した
といえる。考古学調査と文化人類学調査を共に実
施することで、現在社会における岩刻画の資源化
がより明確になると思われる。
副学長レオノール・ルイス・カルデロン博士と
の会合では、カリブ海沿岸自治大学シウナキャン
パスは、シウナ村周辺には多くの先住民が生活を
営んでいる背景から、この地域の拠点になること
を目的として地域密着型の方針を取っていること
を知った。今回の岩刻画調査の実施は、カリブ海
沿岸自治大学の全面的な協力に負っている。しか
し、彼らにとって岩刻画は、存在はするがその文
化的な価値を評価できず放置状態にあった。筆者
らの調査介入によって、「遠く離れた日本から岩
刻画を調査しに来た理由は、恐らくこれらには相
当な文化的・学術的価値があるにちがいない」と
の意識が芽生えたと思われる。その証左として、
カリブ海沿岸自治大学シウナキャンパス側から、
京都外国語大学との学術提携を結びたいとの要請
があったことを指摘できる。さらにカルデロン博
士は、次回の現地調査までに今回の調査で訪問で
きなかった岩刻画の事前調査を行っておくと申し
出た。地域社会の紐帯を促す一つのシンボルとし
て、岩刻画を利用するとの考えを共有できた。
考古学と文化人類学調査を基に、分布図の作成、
各岩刻画の意味、そして集合体としての機能、帰
属年代を理解していくと共に、カリブ海沿岸自治
大学シウナキャンパスとの協同の下、地域支援を
実施していく予定である。

本研究は日本私立学校振興・共済事業団の学術
研究振興資金（研究代表者：南 博史）による援
助及び JSPS科研費 JP19H01347 の助成を受け
たものである。

　1）IELAK
　2）京都外国語大学国際言語平和研究所嘱託研究員
　3）京都外国語大学大学院博士後期課程
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書籍紹介

同志社大学経済学研究叢書　9
『イギリスにおける奴隷貿易と奴隷制の廃止―環大西洋世界のなかで』

布留川　正博 著
（有斐閣　2020 年　262 頁）

書名の「イギリスにおける」と副題の「環大西
洋世界のなかで」という地域の設定によって、ブ
ラジル史研究の視座からアフロ・ラテンアメリカ
研究を考えている読者には、貴重な研究上の枠組
みを得ることができる。
著者である布留川氏が第 5章「19 世紀前半ブ

ラジルの奴隷貿易とその廃止」でブラジルでは「奴
隷制、奴隷貿易、世界市場は、このうちどのひと
つが欠けても他が存立しえない、いわば三位一体
的構造を形成していた」と述べているように、ブ
ラジルは黒人奴隷貿易に関してもっとも重要な地
域であった。しかし布留川氏はブラジルのみでは
なく、「イギリスにおける奴隷貿易」を本書で扱っ
ている。
この答えは「あとがき」の以下の説明で納得で
きた。

  　「今から二十数年前、同志社大学から在外研
究の機会が与えられて、イギリスのヨーク大学
の客員研究員として赴任した。スーパーアドバ
イザーは歴史学部のジェームズ・ウォルヴィン
（James Walvin）先生であった。毎年のよう
に著作を発表されている近代奴隷制研究の大家
である。先生は着いて早々の私を連れ出し、ヨー
クの街を案内してくださった。ヨークミンス
ターやクリフォードタワー、ローマ時代に建設
された城壁などを巡り、私に理解できるように
ゆっくりとした口調で説明をしてくださった。
顎鬚をたくわえたあのにこやかな笑顔が思い出
される」。

ジェームズ・ウォルヴィン氏はブラジルでもよ
く知られており、昨年ブラジル人ジャーナリスト、
ラウレンティーノ・ゴメス（Laurentino Gomes）
がポルトガル語で出版した書物『Escravidão（奴
隷制）』にも次の二冊が紹介されている。

Walvin, James

A Short History of Slavery. Londres, Penguin 

Books, 2007.

Walvin, James

The Trader, the Owner, the Slave: Parallel Lives 

in the Age of Slavery. Londres, Vintage Books, 

2007.

要するに読者は、環大西洋の黒人奴隷貿易の歴
史をマクロ経済の目線から考察できるのである。
以下に書籍の目次を示して、興味深い著者の研究
の枠組みを紹介しておきたい。

序章　研究史の整理と本書の構成　
　１．  イギリスにおける奴隷貿易と奴隷制の廃止

―概観
　２．研究史の整理
　３．本書の構成
第１章　  「産業革命期」における英領西インド植

民地の経済
　１．はじめに
　２．エリック・ウイリアムズの「衰退理論」
　３．  アメリカ独立戦争以降の英領西インドの経済
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　４．イギリスの奴隷貿易の発展
　５．新植民地の開発
　６．砂糖の過剰生産
　７．同時代の観察
　８．1808 年以降
　９．おわりに　
第２章　奴隷貿易廃止運動の展開と議会での論戦
　１．はじめに
　２．  奴隷貿易廃止運動の先駆者＝クウェイカー

教徒
　３．イギリス国教会福音主義派の目覚め
　４．  ロンドン奴隷貿易廃止委員会の結成と第１

次キャンペーン
　５．砂糖不買運動と第２次キャンペーン
　６．議会ロビー活動と奴隷貿易廃止　
第３章　アボリショニズムとシエラ・レオネ植民地
　１．はじめに
　２．在英黒人問題をめぐって
　３．シエラ・レオネへの黒人移送
　４．  シエラ・レオネ会社の創設とノヴァ・スコ

シアからの黒人移送
　５．マルーン人の到着
　６．おわりに　
第４章　  シエラ・レオネ植民地における解放アフ

リカ人　
　１．はじめに
　２．アフリカ協会の設立と初期の混乱
　３．奴隷貿易廃止と解放アフリカ人　
　４．解放アフリカ人の人口分布
　５．直轄植民地の形成
　６．宗教・教育活動
　７．マッカーシー総督
　８．シエラ・レオネから西インドへ
　９．おわりに　

第５章　  19 世紀前半ブラジルの奴隷貿易とその
廃止　

　１．はじめに
　２．大西洋奴隷貿易史におけるブラジルの位置
　３．パクス・ブリタニカと奴隷貿易廃止
　４．奴隷貿易の実態と外国の協力者
　５．奴隷制プランテーションの拡大
　６．国内奴隷貿易―結びにかえて　
第６章　  反奴隷制協会の結成と奴隷制廃止―漸新

的廃止から即時廃止へ　
　１．はじめに
　２．反奴隷制協会の結成
　３．即時廃止へ
　４．ジャマイカにおける奴隷反乱
　５．議会での妥協
　６．おわりに　
第７章　年季奉公制の廃止―1834 - 38 年
　１．はじめに
　２．年季奉公人の概況
　３．有給判事の役割
　４．反奴隷制協会の報告
　５．年季奉公人廃止運動と議会の動き
　６．  西インド植民地における年季奉公人廃止の

動き
　７．おわりに　
第８章　  西インドの奴隷とイギリスの労働者―ア

ボリショニズムとチャーティズム　
　１．奴隷労働と賃労働をめぐる議論
　２．アボリショニズムとチャーティズム
　３．労働者の誕生
終章
結語

 （住田育法／ IELAK）
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… あれはひどい病気だった。多くの死者を出した。皆歩けなくなり、横になっているのが
精いっぱいで、床に臥せっていた。どうにもこうにも体が動かない。首を振ることはおろか、
体のどこも動かすことができなかった。うつ伏せも仰向けもだめで、寝返りも打てなかった。
ちょっとでも動かせば、悲鳴をあげて痛がった。べとべととねっとりしたブツブツが固まっ
て死に至った。… 皆、顔がひどいことになって、おできができて、痕が残った。失明する者
も出た。このペストは 60日間にわたって蔓延した。クアトランで最初に発症が報告され、気
づいた時には手遅れで、すでに広まっていた。そして、このペストはチャルコまで迫った。
それから収まったが、完全には収束しなかった。火の神テオトレコの祝祭が過ぎ、太陽神ウィ
ツィロポチトリを祀るパンケツァリツイ祭が終わると、メキシコの戦士たちの顔がようやく
完治した。… 

これは、エルナン・コルテス率いるスペイン人一行が持ち込んだ病原菌が原因で、当時のア
ステカの人々の多くが疫病にかかって死に至った時の話である。なるほど、ロぺス・オブラドー
ル現メキシコ大統領は正しいのかもしれない。「新型コロナウイルスなど恐れることはない。
メキシコは神に守られているのだ！」
 （立岩礼子／ IELAK）

No.39

書籍紹介

『国境を越えるラテンアメリカの女性たち』
松久　玲子 編著

（晃洋書房　2019 年　264 頁）

本書は、現代ラテンアメリカの女性たちが仕事
を求めて「南」から「北」へのみならず、「南」
から「南」へも移動していることに注目し、彼女
たちの 21世紀に入ってからの動向を国内外の専
門家がジェンダーの視点から分析した研究書であ
る。表紙には、カナダからメキシコまでの 4000
キロの渡りを敢行する蝶として知られるカバマダ
ラがデザインされている。
本書は 2部構成で、前半で米国におけるラテン
アメリカ出身の女性たちが自らの権利をまもるた
めに組織化してきた過程とその成果について検討
している。また、バルセロナにおけるキューバ女
性の労働状況にも光を当てている点が目を引く
（第 4章）。後半では、国境を接するラテンアメリ
カ諸国間での移動が詳述されており、ジェンダー
の視点から各国の現状が浮かび上がってくる。女
性たちへの聞き取り調査の内容は実に興味深い
（第 1、4、6、8章）。

新型コロナウイルス感染症による危機は、彼女
たちの運命をさらに過酷なものへと追いやるかも
しれない。執筆者の方々も、さらなる「渡り」を
続けていかなければならないのかもしれない。
 （立岩礼子／ IELAK）
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2019 年 12月 4日
「A Música de Alma Negra nas Américas」
（アメリカスにおける黒人たましいの音楽）
講師：  カルロス・カラード氏（ブラジル音楽評論家）

2020 年 1月 11日
「Elite negra no Brasil: as classificações usadas 
nos documentos no período da escravidão no 
Brasil, para pretos e miscigenados」
（ブラジルの黒人エリート層―ブラジル奴隷制期
に黒人や混血に対して公文書で用いられた分類）
講師：  ニレウ・オリヴェイラ・カヴァルカンティ

教授（フルミネンセ連邦大学）

＜第 19回ラテンアメリカ教養講座について＞
2020 年 6月 2日よりスタートする予定で準備
を進めていた第 19回ラテンアメリカ教養講座「い
ま『ラ米映画』が面白い～映画でひも解くラテン
アメリカの世界～」は、新型コロナウィルス感染
拡大防止という観点から、受講してくださる方々
の健康と安全を最優先し中止とし、2021 年 6月
に同じ企画で開催する予定である。

＜ IELAK研究会開催＞
2018 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、共同研究の可能性を探る
ことを目的とした IELAK 研究会は、2019 年 12
月に第 7 回目を、そして 2020 年 2 月に第 8 回
目を以下のテーマで開催した。各研究会の概要に
ついては、本研究所のホームページに掲載してい
るので、そちらをご覧いただきたい。

第 7回（2019 年 12月 18日（木）開催）
　発表者：ユイス・バユス（IELAK研究員）
　テーマ：「  エネルギー移行と経済制度の転換

についての考察̶ラテンアメリカ
研究へ向けて」

第 8回（2020 年 2月 14日（木）開催）
　発表者：桜井 三枝子（IELAK客員研究員）
　テーマ：「  グアテマラ総監領時代のカトリッ

ク布教に関する予備的考察」

また、この IELAK 研究会をきっかけとし、本
研究所の研究員である住田、伊藤、牛島、カル
ヴァーリョが外部研究者 2名を交え「アフロ・ラ
テンアメリカ研究会」を発足させ、学内共同研究
資金を得て研究・調査を開始した。活動報告は
IELAK研究会でも共有していく予定である。

これまでに以下の講演会が開催されている。

2019 年 11月 11日
「O nível educacional de pretos e pardos e o 
trabalho formal/informal desde 1960 no Brasil」
（1960年以降のブラジルにおける黒人と混血の教
育水準ならびにフォーマル /インフォーマル労働）
講師：  カイゾー・イワカミ・ベルトラン教授（リ

オデジャネイロ地理統計院（IBGE）所属・
リオ市ヴァルガス財団研究員、同財団ブラ
ジル行政スクール（EBAP））

第 8回 IELAK研究会の様子
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この極めて異例かつ変則的な学期のさなか、遠
隔授業や会議、諸々のイベントを実施しつつ、今
号の「いえらっく」発行にご協力いただいた皆さ
んに心から感謝する。
今号では、中南米の古代と現代における「ヒト
とモノ」の「移動と交流」の複雑さを解明しよう
とした記事が寄せられた。また巻頭には、通常の
史料の歴史学的分析に留まらず、人類学的視点を
加えるため野外調査も行うことにより、古代マヤ
社会について、より深く、よりヴィヴィッドな理
解を得ようとする試みも掲載されている。
 私たちはグローバル化した世界に住んでおり、
その中心には「移動と交流」がある。グローバリ
ゼーションは光と影をもたらす。コロナパンデ
ミックは、そのような影の 1つと言えるだろう。
時代がもたらす困難な課題への対処のあり方を考
えるにあたって、私たちは温故知新のなかに希望
を見出すかもしれない。
 （MC）

京都ラテンアメリカ文化協会ニュース
＜新年会開催＞
2020 年 1 月 30 日（木）に南座北の「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の新年会が開催された。両
文化協会の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の奨学生の紹介、
野村英男氏の卒寿のお祝いのあと、山本秀実京都
スペイン文化協会理事長による乾杯の音頭によっ
て祝宴が始まった。今年 40 周年を迎える京都・
グアダラハラ市姉妹都市提携記念事業について石
黒良次副委員長より準備報告がなされ、この話題
に注目する新年会は、デュオ「Ex Corde」（キュー
バ出身のジャセルさんとアヤさん）の演奏するメ
キシコ音楽で一層ムードが盛りあがり楽しいひと
時を過ごした。

＜  京都メキシコ友好プログラム奨学生修了祝賀会開催＞
桜が咲き始めた 2020 年 3 月 17 日（火）、京
都メキシコ友好プログラム実行委員会主催で、第
5期奨学生シュクヤ・アキラさんの修了祝賀会が
京都市左京区のメキシコ料理店「Reina de 
Reina（レイナ　デ　レイナ）」にて開催された。
この修了祝賀会は、当初、京都・グアダラハラ
姉妹都市提携 40 周年記念にあたる 2019 年度の
春の例会と同時に開催予定であったが、新型コロ
ナウィルス感染拡大防止という観点から例会は延
期された。
シュクヤさんからは、日本での学習や様々な体
験・経験についてのスピーチがなされ、委員一同、
一年間の彼の成長を噛み締めた後、メキシコでの
再会を誓い、祝賀会は終了した。

奨学生シュクヤさんによる挨拶


