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周年記念日は追憶
に耽るだけではな
く、将来に向けた抱
負を語る機会にした
いものです。京都外
国語大学ラテンアメ
リカ研究所（IELAK）
の情報通信誌「いえ
らっく」40 号を発
行するまでの経緯を
川の流れにたとえて

思い返せば、水源があり、そのあとに設けた堰で
水流を強め、水門で水路を広げた川の流域に橋梁
を架設した時もありました。竣工した橋の上を往
来した人たちの顔はいまでも浮かびあがります。
多くの人に支えられきた豊かな水量を蓄える川の
ような研究所は、これからも滔々と河口に向かっ
て流れていくでしょう。
1980年に創設された「メキシコ研究センター」、
2001 年設立の「京都ラテンアメリカ研究所」、
2016 年に改組された「京都外国語大学ラテンア
メリカ研究所」は、現在も教育と研究、人物交流
の機関としてその使命を担っています。また、「メ
キシコ研究センター通信」、「いえらっく」と「ラ
テンアメリカ研究所紀要」は、40 年間の情報発
進の基盤となりました。

研究所の教職員はこれからいかにして、IELAK
の充実を図っていくべきかについての青写真は作
成していると想像しています。専門領域研究者が
多岐にわたるような計画や、研究活動の拡大に不
可欠の蔵書の整理とさらなる拡充、関西地区のラ
テンアメリカ研究の拠点として位置づけられるよ
うに、他大学の研究者とこれからも緊密に連携を
図っていくことなどは、今後に残された課題にな
るかもしれません。
ラテンアメリカ研究所と密接な研究連携をして
いる本学の「国際文化資料館」は大きな存在です。
ラテンアメリカをはじめ世界各地の民族資料、考
古学資料と美術工芸品の展示や民族文化について
国内外の調査と研究をして、情報を提供していま
す。京都外国語大学ラテンアメリカ研究所と国際
文化資料館が協力して総合力を発揮すれば人は注
目します。この機会に、研究所のさらなる発展を
切望して祝辞とします。

（京都外国語大学理事長・総長）

「いえらっく」40 号発行を祝して
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連載：マヤ社会を考えるために　
第10回　村

プエブロ

の空間を生きる（2）： 人々のかかわり方

大越　翼

カンペチェ州カルキニ町ヌンキニ村は、伝統が
色濃く息づいている村だ。ここで何回かに分けて
古い井戸の分布調査をしたことがある。（写真 1）

「古い」井戸があるところには「古くから」人々
が住んでいたはずだという単純な発想からだった
が、むろん井戸の「古さ」を知ることは容易では
なく、結局一つの井戸には何家族が依存するのか
という観察に重点を置いた。最終的に4から 5家
族あたりであることがわかったのだが、現在では
この村のほとんどの家庭には水道が引かれてお
り、使われていない井戸の方が多かったことも確
かだ。（写真 2、3）

ただ、この調査の過程で予期しなかった驚くべ
き事実が明らかになり、それは私が博士論文の題
材にし、2009 年にメキシコ国立自治大学から出
版した『カルキニ文書』の内容の一部を理解する
ために、さらには後古典期後期マヤ社会の内実を
知る上に極めて重要な意味を持つものであった。
その時の「驚き」を知っていただくために、今回
は「野

フィー ル ド ・ ノ ー ト

外調査記録」風にこれを書いてみたい。

＊　　　＊　　　＊　　　＊　　　＊　　　＊

その日も、村の中を歩き回って井戸を訪れ、そ
れを地図に記入し（地図 1）、近くに住む人々と
色々な話をして写真 1の場所に戻ってきたのは、
もうお昼を回った頃だった。
空腹を覚えたし、何より喉が渇いていた。友人
と写真 1の井戸の縁に座って今日はどこでお昼を
食べようかと話していたら、石積みの塀の向こう
から若い女性が話しかけてきた。「二人ともここ
で何をしているの？」と。私たちの野外調査の目
的を話したのだが、大して関心もなさそうだ。よ
そ者である私たちの素性調査なのだろう。しばら
くして、「ちょっと家へ寄って何か飲んでいかな
い？」と言ってくれたのは嬉しかった。喉が渇き
きっていて、これ以上話を続けられないほどだっ

写真 1　ヌンキニ村の井戸にて
©筆者撮影（2008 年 8月 31日）

写真 2　使用されなくなった井戸。蓋がしてある。
ヌンキニ村にて。

©筆者撮影（2008 年 9月 1日）

写真 3　ごくたまに使用されているらしい井戸。
蓋がしてあるが滑車や縄は外されていない。ヌンキニ村にて。

©筆者撮影（2008 年 9月 1日）
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たのだから。
招き入れられた家は小綺麗で、ソファーに腰を
下ろした私たちのところへ早速コカコーラを運ん
できてくれた。ここカンペチェでもそうだが、メ
キシコにおけるこの清涼飲料水の消費量は世界一
だ。日本のものよりはるかに甘く、炭酸の量も少
なめで飲みやすいのだ。疲れている時にこれを飲
めばたちまち元気になるから、お誘いはありがた
かった。いただいた一本はあっという間になく
なって、心持ち疲れも癒されたようだ。そこでさ
らに質問が続いた。「あなた方の調査に同行して
いる人は誰なの？」私たちは情報提供者としてお
手伝いいただいている人の名を言い、斜向かいの
家に住んでいる人だと説明した。ところが、だ。「あ
の家にそんな人は住んでいないわよ。」と彼女は
言うのだ。それはあり得なかった。今朝も彼をそ
の家に訪ね、彼と一緒に家を出て調査を開始した
のだから。奥さんにもご挨拶をしている。だが、
どう説明しても「あの家にそんな名前の人は住ん
でいない」の一点張りだ。そこへ彼女の姉がやっ
て来て、「ねえ、この人達変なことを言うのよ。
あの家の人が情報提供者だと言って、その名前を
言うんだけど、違うわよねえ。そんな名前じゃな
いもの。」私たちが固唾を飲んで姉の返答を待っ

ていると、やはり妹と同じことを言う。奇妙なこ
ともあるものだ。ついに私たちは、「なんだった
ら今から皆であの家へ行きませんか。そうすれば
すぐ分かるから。僕たちが嘘をついているんじゃ
ないってことが」と切り出した。最後の手段だっ
た。と、その時、姉の方が「ちょっと待って。えーっ
と、確かそんな名前だったわ。うん、間違いない
わ」と言い出した。一安心したものの、なんとも
腑に落ちない。目の前に住んでいる隣人の名前を
知らないなどと言うことがあり得るのだろうか。
ましてやここは村で、お互いに顔はよく見知って
いるはずなのだ。さらに驚いたことに、私たちの
情報提供者は彼女たちの「叔父さん」だと言うの
だ。冗談ではない。自分の叔父の名前を知らない、
思い出せないなどと言うことはあり得ないではな
いか。
飲み物のお礼を言ってその家を出た私たちは、
もちろん彼女たちの「叔父さん」の家に向かった。
彼はそこに居た。堰を切ったようにたった今見聞
きしたことを話す私たちをおかしそうに見ていた
彼は、破顔一笑次のように説明してくれた。
「それはそうでしょう。あの子たちは私の名前
は知りませんよ。だって、この村ではお互いに『あ
だ名』で呼び合っているのですから。本名は知ら

地図 1　ヌンキニ村の「古い井戸」（丸印）と家族（姓）の分布図　©INEGI の地図を元に筆者作成（2020 年）
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なくても不思議でないのです。」
「でも、去年私たちが村の家族の名字の分布を
ブロックごとに調べた時に、あなたはすべての
家々の名字や当主の名前を言って下さいましたよ
ね。」
「ああ、それは私が村の選挙管理委員会に勤め
ていたから知っていただけのことです。選挙はあ
だ名ではできませんからねえ。」
「この村では、赤ちゃんが生まれるとすぐ、何
か特徴的な動きやクセがないかを観察するので
す。そしてそれに基づいて『あだ名』がつけられ、
村の皆がそれを共有するのです。でも、その動き
やクセが無くなって、別のものに置き換わったら、
あるいはそれとは別の、その人を特徴づけるもの
が出てきたら『あだ名』も別のものへと変わりま
す。だから、一生のうちで『あだ名』が何回か変
わることは普通なのです。」

＊　　　＊　　　＊　　　＊　　　＊　　　＊

彼の説明を聞いた瞬間、私はもう諳んじてすら
いる『カルキニ文書』の内容のことが頭に浮かん
だ。『カルキニ文書』は情報の宝庫である。この
史料は先スペイン期の先住民社会に関して、実に
豊かな情報を与えてくれるのだ。その中で博士論
文の主史料として分析していた時から常に疑問に
思っていたのは、一人の王族や貴族に対して、複
数の名前を挙げていること、そしてその多くが一
種の「あだ名」であったことが記されていること
だ。これは、他のどの文書にも出てこない、『カ
ルキニ文書』の特徴の一つだ。なぜこの文書はそ
んな「あだ名」をたくさん記載しているのだろう、
そしてそれは何を意味するのだろうかということ
が、ずっと気になっていたのだ。例えば、次の一
節には

「アフ・キン・コイの別の名は『チュエン・コイ』
であり、ヘケルチャカンのチュンビルチェでアフ・
キン・トゥンと共に亡くなった。このアフ・キン・
トゥンは幼名（paal kaba）をアフ・チャックと
言い、別の名をアフ・キン・チャックと言った」
とある。アフ・キン・コイは神官（アフ・キン　
ah kin）であり、その職名に父方の姓がつけられ
て呼ばれている。彼の「あだ名」であるアフ・チュ
エンは「工芸師」という意味だから、彼はよほど
手先の器用な人物だったのだろう。
一方アフ・キン・トゥンもやはり神官であり、
トゥンは父姓だろう。彼の「あだ名」である「ア
フ・チャック」のチャックには色々な意味がある

が、母の姓なのではないか。とすれば、アフ・チャッ
クは「チャック家の男子」という意味になる。長
じて彼は神官になってもやはり職名に「チャック」
をつけて呼ばれていたから、この推測は正しいだ
ろう。父母双方の姓で呼ばれているこの人物は、
両親揃って「名のある」有力者の家系に生まれた
のだろう。
さらに『カルキニ文書』は別の種類の「あだ名」
があったことを示している。
ここでは、「ナ・カフン・マイのあだ名（coco 
kaba）はアフ・シュン・マイであり、ナ・プック・
キメのあだ名はアフ・パッチ・ウイッツであった」
と述べられている。シュンが何を意味するのかは

1．ti Ah Kin Coyi - Ah Kin Coyí,
2．heklay - Chuen Coyi el cual [se llamaba también] Chuén Coyí,
3．heklay cim - tu Chunbilche - [quien] murió en Chumbilché,
4．te Xecelchankane - en Hecelchakán,
5．yetel Ah Kin Tun - junto con Ah Kin Tun.
6．Ah Chac Ah Chac
7．u paal kaba - era su nombre paal
8．Ah Kin Chac Ah Kin Chac
9．u cap’el - u kaba - fue su segundo nombre.

 Okoshi Harada（2009:48-49）



いえらっく　vol.40

5

不明だが、アフ・パッチ・ウイッツは文字通り「丘
の後ろの男」という意味だ。ココ（coco）が「お
かしな、滑稽な」という意味を持つから、私たち
には分からない「面白味のある」名前なのだろう。
これらの例に見るように、後古典期後期ユカタ
ン地方のマヤ人の名前には、1）アフ・キン・コ
イやアフ・キン・チャックの様に職名（この場合
神官）と父方もしくは母方の姓を用いるもの、2）
ナ・プック・キメの様に母を表すナ（Na）とい
う語で始まり、母方の姓（この場合はプック）・
父方の姓（キメ）の順に表されるもの、3）アフ・
チャックの様な幼名（paal kaba）、そして 4）
アフ・シュン・マイの様な文字通りの「あだ名
（coco kaba）」があったことが『カルキニ文書』
から推定できる。これら全部を、一つの大きなカ
テゴリーとして今「あだ名」と呼ぶことにすると、
おそらくマヤ社会ではお互いに様々な「あだ名」
をつけて相互に呼び合うのが日常的であったとい
えよう。何やら賑やかな、人々が笑い合いながら
大声で会話しながら日々を過ごしている情景が目
に浮かんでくる。ハリウッド映画『アポカリプト』
に出てくるような、暗い攻撃的な顔をしたマヤ人
とはかけ離れた明るさをそこに見て取れるし、
人々の間で交わされていたかもしれない会話の一
部は、私の長年の友人であるホルヘ・ミゲル・コ
コム・ペッチが著した『言葉の守り人』が参考に
なるかもしれない。ともあれ、なぜ『カルキニ文
書』にこれほどまでに名前のバリエーションのこ
とが書かれているのか、長年の疑問がこの時氷解
したのだった。それは、この 3）と 4）の習慣が、
現代に至るまで連綿と維持され続けていたおかげ
だった。
役所が管理する出生届などの記録や、教会が管
轄する洗礼・聖体拝受・堅信礼・婚姻・死亡記録

には、すべて「公式の」姓名が用いられる。これ
に対し、村という彼らの共同体内では、それとは
全く異なる、お互いだけが理解している「社会的
符牒」である「あだ名」が用いられていたことは、
連載 9号から私が考えている、「スペイン人によっ
てもたらされた異質な空間を、マヤ人は自分達な
りの解釈をして新しい意味を付与することを通し
て『再領土化』している」ことの、もう一つの証
左であろう。
「あだ名」で相互に呼び合っている彼らの社会
の中での人間関係は極めて「緊密」なものであり、
人との距離は実に近いものであったと言わざるを
得ない。当然仲間意識は強いだろうし、それは「外」
と「内」とを明確に区別するものにもなっていた
はずだ。更に言えば、後古典期後期のマヤ社会に
あっても、王族と貴族間の関係もそうであったろ
うし、あるいは彼らと一般農民との間柄も、私た
ちが想像するほど懸絶したものではなかったので
はないかとすら思える。私が前から述べている「王
はその統治下にある人々を大切にしなければ、自
らの権力を維持することができない」という原則
からすれば、王が農民の顔を知っていたとしても
おかしくはないのである。名前を覚えてはいなく
とも、である。
マヤ人が「公と私」を明確に区別してきたこと
は、「外」から窺い知ることが極めて難しい。私
はほんの偶然からその一部を垣間見ることができ
たことになる。いま、この村を訪れる人は、ユカ
タン半島北部地域のどこででも見ることのでき
る、ありきたりの村落風景を目にするだけだ。ヌ
ンキニ村の教会は綺麗に修復されているし（写真
4）、村の中央部を少し離れると、伝統的な家々と
人々の日常生活が目に入ってくるのも、他の地域
と全く変わらない（写真 5）。

14．Na Cahun May - Na Cahún May,
15．Ah Xun May Ah Xun May
16．u coco kaba era su nombre coco;
17．Na Puc Cyme - Na Puc Cimé,
18．Ah Pach Uitz - Ah Pach Uitz
19．u coco kaba - era su nombre coco;

 Okoshi Harada（2009:56）
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スペイン語はいくつかある店では通じるもの
の、通りを歩く女性に声をかけてみても、「私は
スペイン語がわからないのです」という素振りを
見せてその場を立ち去ろうとするのに出くわすの
が常だ。日常言語は、学校を除いてはマヤ語の世
界なのだ。小学校の目の前で駄菓子を売っている
年配の女性にスペイン語で話しかけたら「マヤ語
ができないんですか。私はスペイン語では話した
くないんですよ。面倒でね」と言われ、訥々とマ
ヤ語で話し始めたら、しびれを切らして追い払わ
れてしまった。
野外調査を基にした人類学的研究の面白さと同
時に、怖さをあの時ほど思い知ったことはなかっ
た。この村にはそれまで 3年通っていたのだが、
予期しなかった情報は雨だれ式に毎年出てくる。
これで十分な情報が集まったから、論文や本が書
けるといつ言えるのだろうかという恐ろしさを感

じたのだ。しかし同時にこの情報提供者の説明を
聞いた瞬間に、私は史料を再解釈する重要な手が
かりを得たことになり、また彼らの共同体内部で
の人間関係のありようが、手に取るように鮮明に
分かってきたのであった。前号で書いた「街区」
の意味づけが、物理的空間

4 4 4 4 4

を「慣れ親しんだもの」
にしようという行為であったとするならば、そこ
に集住させられた先住民の社会的空間

4 4 4 4 4

を既知のも
のに変えようとしたのが、今回述べた「あだ名」
を用いた関係性の維持なのであった。これらは、
これまで議論の対象にされることがなかった。そ
れは繰り返すが「外」からは物理的に観察するこ
とができないからであり、やはり「内」に入って
眺めてみるしか他に方法がないからである。
私にとって「野外調査」は、史料を分析するた
めには必要不可欠なものである。これを通して得
られた様々な知見は、私の歴史解釈をより豊かに
してくれたと思っている。だから今回は特に「調
査記録」風に、どのようにして「あだ名」が持つ
意味を考えるようになったのかを具体的に語るこ
とによって、その時の感動を読者諸賢と共有した
かったのである。その感動は、さらに私が行った
調査での様々なエピソードを思い起こさせてく
れ、これはどうしてもそれについてもっと語りた
い、そうすることでマヤの人々の精神世界の一端
を知っていただきたいと思うに至った。したがっ
て、次号は「村

プエブロ

の空間を生きる（3）」として、人々
と森の精との関わりについて、私が見聞きし体験
した様々なエピソードを「調査記録風」に語るこ
とにしよう。

引用文献
Okoshi Harada, Tsubasa
2009   Códice de Calkiní. Centro de Estudios 

Mayas, Instituto de Investigaciones 
F i lo lógicas,  Univers idad Nacional 
Autónoma de México, México.（Fuentes 
para el estudio de la cultura maya, No. 
20）

ホルヘ・ミゲル・ココム・ペッチ（吉田栄人訳）
2020 『言葉の守り人』、国書刊行会。

 （IELAK）

写真 4　ヌンキニ村の教会
©筆者撮影（2008 年 9月 1日）

写真 5　ヌンキニ村の通りを「三輪自転車」で行く夫婦。
©筆者撮影（2008 年 8月 31日）
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米墨戦争が終わって今年（2020 年）で 172 年
が経つ。1994年以来北米自由貿易協定（NAFTA）
が締結され、2020 年 7月 1日からは新NAFTA
である T-MEC（墨米加協定 USMCA）が始まっ
た。このように経済の自由化と競争原理を最優先
するグローバル化、および域内経済・貿易の活性
化という経済的側面だけを見ると、米墨戦争に敗
れたメキシコの敗北感や反米感情はもはや全く忘
却されてしまったかのごとく、米墨の協調関係だ
けが際立って見える。しかしトランプ政権期の政
策に見られたように、時としてメキシコを批判す
る発言や威圧的な政策がとられることもあり（無
論、その逆もあり、いわゆるアメとムチの政策で
ある）、これに対してメキシコ人の深層心理には
概して未だ反米感情は生き続けているといえよ
う。
その事例として、今回は軍事面について考えて
みたい。とりわけ麻薬撲滅政策における両国の協
力について考えてみよう。すでに麻薬問題に限ら
なければ、米墨の軍事協力は第二次大戦以降強化
されてきた。しかし、基本的にメキシコは制度的
革命党（PRI）の一党独裁体制のなか、外交面に
おいてはエストラーダ主義が重視されてきた。エ
ストラーダ主義とは、1930 年頃外相エストラー
ダ（Genaro Estrada）が提唱したものに端を発
すると一般に考えられているが、他国の内政干渉
だけではなく、実質的には自国の内政不干渉を提
唱するものであった。PRI はまさにこのエスト
ラーダ主義を固辞してきたのである。従って、「協
力」であって、米国のメキシコに対する「干渉」
には当たらない程度の緩和した同盟や協定を目指
してきたのである。そして内政干渉に当たるよう
な援助や協力には強い拒否反応を示してきたので
あった。この政治体質は未だもって変わらず、
PRI から政権を奪取したロペス・オブラドール
（AMLO）現政権では、これまでのカルデロン
（Felipe de Jesús Calderón Hinojosa） や ペ
ニャ・ニエト（Enrique Peña Nieto）以上にそ
の傾向が見られると言われている。

1960 年代までにメキシコのマリファナやヘロ
インに対する米国による取り締まりは高まりつつ
あったが、米墨両国が協力してこの問題に対処す
ることが約束されたのは 1970 年代になってから
のことであった。1970 年代はじめにメキシコの
マリファナ生産は最高潮に達し、後のグアダラハ
ラ・カルテルの主要な取引の薬物となっていた。
エチェベリア（Luis Echeverría Álvarez）政権
のときは自国の輸入代替工業化を大きく推進し、
また政治外交的にはキューバおよび非同盟諸国へ
の外遊を重ねてきたことからもわかるように、メ
キシコは対米外交が必ずしも主軸ではなく、また
メキシコに対する米国の麻薬撲滅の要請もすべて
が受け入れられたわけではなかった。そのなかで、
エチェベリアは、米国からの資金および技術的援
助を受けて、飛行機やヘリコプターによる空中か
らマリファナ除草剤を散布する作戦を許可した。
しかし、次のロペス・ポルティージョ（José López 
Portillo y Pacheco）政権になると、そのような
米国の要請を拒み始めたのである。しかも、米国
内におけるコロンビア人によるコカイン密売がさ
かんになり、米国麻薬取締局（Drug Enforcement 
Administration: DEA）はその対応に追われるよ
うになった。このような状況下で米国政府は半ば
秘密裏に米国捜査官をメキシコへ派遣し独自の調
査を行わせたのである。
1980 年代前半のデ・ラ・マドリー（Miguel 
de la Madrid Hurtado）政権のときに起こった
ある有名な事件について言及しておこう。1982
年といえば、債務危機が起こり、メキシコ経済は
急速に米国へ従属していった時期にあたる。
1985 年 2月にその事件は起こった。米国麻薬取
締局の捜査官であったエンリケ・カマレナ
（Enrique “Kiki” Camarena）がグアダラハラ郊
外で何者かに暗殺されたのである。この事件は未
だ闇に包まれている部分が多く、ここでは私見を
述べることは控えたい。一般にマスメディアが伝
えていることだけを述べると、このカマレナの拷
問死に関与していたとされるエチェベリアの義兄

連載：ラテンアメリカから米国への人の移動を考える（5）
―麻薬組織撲滅をめぐる米墨間の相克―

牛島　万
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であるルベン・スノ・アルセ（Rubén Zuno 
Arce）の存在から、メキシコ政府とグアダラハラ・
カルテルの癒着が露呈された。無論、エチェベリ
アはこれを否定した。しかしさらに事件は思わぬ
方向へ発展していく。2013 年以降、カマレナの
誘拐と拷問死について追跡調査をしていた元
DEA 捜査官エクトル・ベレジェス（Héctor 
Berrellez）らが、米国 CIA が本件に関与してい
るという証言を発し物議を醸していた。2020 年
に最新の本件に関するドキュメンタリー Last 
Narc が放映され再び脚光を浴びている。
ここでカマレナ事件でより注目したいことは、
この背景に、米国麻薬取締局はメキシコとの信頼
関係を築くことなく、独自で捜査を続けていたこ
と、さらに、同事件後、90 年代はじめに、何人
かのメキシコ人被疑者が強制的に米国へ連行され
米国の司法による裁きを受けたことであった。こ
れらにより米墨両国の関係は悪化した。メキシコ
政府はこれに強く抗議した。先に挙げたスノ・ア
ルセもバスケス・ベラスコ（Javier Vásquez 
Velasco）など数名とともに有罪判決を受けた。
スノ・アルセは 2012 年獄死している。同罪で被
疑者であった外科医のウンベルト・アルバレス・
マチャイン（Humberto Álvarez Machaín）は
証拠不十分で不起訴となりメキシコへ強制送還さ
れた。
このような状況を見るたびに、つねに想起され
ることは、米墨戦争以降、決して途絶えることの
ない米墨関係の摩擦である。近年でも同様の出来
事が起こっている。麻薬王で知られているシナロ
ア・カルテルの通称エル・チャポ（小太り）こと、
ホアキン・グスマン・ロエラ（Juaquín Guzmán 
Loera: EL CHAPO）は悪名高い。1993 年 6 月
にグアテマラ軍によってメキシコ国境付近で逮捕
されたが、2001 年 1月にメキシコの刑務所から
脱獄した。その後彼はふたたび 2014 年 2 月 22
日にメキシコ海兵隊によって拘束された。しかし
2015 年 7 月 11 日、ホアキン・グスマンは収監
されていたメキシコ州ファレスのアルモロヤ刑務
所から脱獄に成功した。このことは当時のペニャ・
ニエト政権批判に結びついた。2016年1月、ロス・
モチスで再びメキシコ海兵隊がグスマンを捕まえ
たが、2017 年 1月には、米国から彼の引き渡し
請求があり、メキシコ裁判所はそれを違憲とした

が、米国検察当局によって連行され、ニューヨー
クのメトロポリタン矯正センターへ身柄を送致さ
れた。そして 2019 年 2月、ニューヨークの連邦
地裁の陪審はグスマンに対する米国への麻薬密売
などの罪に対して有罪評決を下した。同年 7月、
米国連邦地裁はグスマンに対し、仮釈放なしの終
身刑を言い渡し、罰金 126 億ドルの支払いを命
じた。現在、グスマンはコロラド州フローレンス
にあるADXフローレンス刑務所に収監されてい
る。
1994 年に北米自由貿易協定が発足し、対米協

調が高まっていった。それでもカルロス・サリナ
ス（Carlos Salinas de Gortari）元大統領は経
済以外のことではアメリカと一定の距離を保つよ
うに計らってきた。しかし、2000 年に制度的革
命党から国民行動党（PAN）へ政権が委譲したこ
とにより、対米関係は軍事においてもより密接に
なっていった。そして米国から麻薬をめぐる政情
不安や汚職の一掃がメキシコ政府に求められた。
米国政府の要求を全面的に受け入れたカルデロン
大統領は 2006 年 12 月、陸海軍および連邦警察
の連合によるミチョアカン作戦に出た。その後、
カルデロン政権での麻薬組織に対する軍事攻撃は
その効果を狙ってより強化され激しいものとなっ
ていった。その背後には歴代の大統領の中で最も
米国に接近し支援を求めたことが重なっていた。
ブッシュ（George Walker Bush）とカルデロン
の協力体制はメリダ・インシアティブとして具現
化された。ペニャ・ニエトのときはカルデロンの
政策を改め麻薬組織撲滅のターゲットを減らすこ
とを目標にしたが、半分にまで減らすという当初
の目標は達成されず、最終的にはカルデロン・モ
デルを踏襲する結果となった。そして次の二つの
事件が勃発することにより、ペニャ・ニエト政権
に対する批判が高まっていった。
一つは、2014 年 6 月 30 日、メキシコ州のト
ラトラヤで国軍と麻薬犯罪組織ゲレロ連合
（Guerreros Unidos）という犯罪組織の若者との
激戦が起こった。だが、投降してきた犯罪組織側
の 22人の若者を銃殺したのである。
もう一つは、2014 年 9 月 26 日、ゲレロ州イ
グアナ近くのアヨツィナパ（Ayotzinapa）で、
学生を乗せたバスが警察に襲われた。3人の学生
と 3人の通行人が射殺され、10人の学生が負傷、
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これ以外の師範学校の学生 43 名が行方不明と
なっている。第 27歩兵大隊の関与の疑いも後に
なって出てきた。その後、行方不明の学生の追跡
調査を求める学生の家族や関係者たちの抗議デモ
にもかかわらず、国防省は関与したことが疑われ
る者への取り調べには協力的ではなかった。検事
総長の調査報告では、43 人の学生はイグアラ市
警察のメンバーによってゲレロ連合へ引き渡さ
れ、コクラの町の近くにあるゴミ焼却場で学生た
ちは焼かれたとする。しかしこの調査報告に不審
な点が発覚し、ペニャ・ニエト政権の失墜に関わ
る影響を与えることになった。チリ、スペイン、
コロンビア、グアテマラから構成される第三者調
査団を米州人権裁判所（Inter-American Court 
of Huan Rights）はメキシコへ派遣し独自の調
査が開始されたが、国防省長官シエンフエゴス
（Salvador Cienfuegos Zepeda）将軍は非協力
的で、事件への関与の疑いのある兵士への聞き取
り調査に応じなかった。しかし 6ヶ月にわたる調
査の結果、第 27歩兵大隊の関与が一部明るみに
なった。さらにイグアラ市長夫妻とゲレロ連合の
事件への関与もわかった。イグアラ市長の妻の兄
弟も麻薬犯罪組織であるベルトラン・レイバ
DTO（Beltrán Leyva DTO）のメンバーであった。
ペニャ・ニエトは一連の事件で世論やメディアの
批判を受け、当時の検事総長であるムリージョ・
カラム（Murillo Karam）を罷免し 2015 年 3月、
PRI上院議員のゴメス・ゴンサレス（Arely Gómez 
González）を任命した。
では、ロペス・オブラドール（AMLO）の政策
はどうか。彼は麻薬問題や麻薬組織に対する強硬
策を緩和してきている。またメリダ・イニシアティ
ブを終了させ、米国の軍事援助の受け入れを否定
している。他方、麻薬組織との抗争は減ってきて
いるが、一般犯罪件数はペニャ・ニエト政権末期
の 2018 年には最大となり、2019 年の AMLO
期には若干減っているものの、依然多いのが実態
である。
一方、AMLOは少し意外な行動に出る。2019
年10月17日、北西部のシナロア州クリアカンで、
米国司法省によって麻薬密売の容疑で身柄の引き
渡しが請求されていたグスマン受刑囚の息子の通
称 El Ratón（ねずみ）ことオビディオ・グスマ
ン（Ovidio Guzmán）を逮捕したため、それを

阻止する麻薬組織との銃撃戦が懸念されていた。
ところが、軍のフェリッペ・アンヘル（Felipe 
Ángel）将軍によると、敵にわれわれの弱さを見
せてしまったかもしれないが、200人ものクリア
カンの市民の人命を優先しなければならなかった
ため、拘束されていたオビディオ・グスマンは最
終的には釈放されている。そしてこれを命じたの
はまさにAMLOだったのである。
また最近話題になっているのはグスマンの母親
と AMLO と の 関 係 で あ る。2020 年 3 月 に
AMLOがシナロアを訪問したとき、グスマンの
母親が運転する車が止まり運転席の窓が開き、そ
こへAMLOが近寄って行って握手を交わしてい
るところが写真入りで報道された。またこの 92
歳になる母親は息子ともう 5年も会えず、米国へ
渡航し息子と面会できるように人道的配慮を求め
る文書をAMLOへ送ったという。そしてAMLO
もこの事実を否定しない。彼女と握手した件につ
いて、AMLOは手紙を受け取ったことを伝えた
だけだという。メキシコの麻薬戦争に終止符を打
ち、緩和策を示すことがどこまで成功するかは不
透明である。かりに麻薬抗争は表面化しなくても、
その根源にある麻薬犯罪が一掃されるわけではな
いだろう。
最後に、最近衝撃的だったのは、前国防相シエ
ンフエゴスの逮捕であった。彼は 2020 年 10 月
17 日に麻薬密売で米国の検察に起訴されたが、
11 月 18 日、米連邦地裁判事は米政府の異例の
要請に基づきシエンフエゴスの訴追の取り下げを
承認した。この背景にメキシコ政府の強硬的態度
が働いたと見られている。シエンフエゴスの逮捕
は事前にメキシコ側に知らされていなかったこと
なども相まって、米国麻薬取締局をメキシコから
追放するという圧力をメキシコ政府がかけたかど
うかは別として、AMLOの米国に屈しない態度
が功を奏した結果となった。2019 年 12 月 24
日にシエンフエゴスと同様、シナロア・カルテル
との癒着の疑いで米国当局に逮捕されたカルデロ
ン政権の公安大臣だったガルシア・ルナ（Genaro 
García Luna）の公判は継続中である。
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 （IELAK）

ブラジルをはじめとしたラテンアメリカの先住
民学校教育の問題について調べ始めたとき、この
地域の先住民族たちが直面している厳しい現実に
ついて、大多数の人々は何も知らされていないこ
とに気づいた。この問題は、とりわけブラジルの
教育システムにおいて、事実上無視されているよ
うに思われる。例えば、ブラジルの学校では、先
住民の民族的・文化的多様性、およびそれが実際
に意味するところについて、ほとんど議論される
ことはない。また、先住民族の人口はラテンアメ
リカ諸国の 8％に過ぎないが、貧困層の 14％、
極貧層の 17％を占めることも議論の対象にはな
らない。多くの人が信じているように、大陸の先
住民は森の真ん中で孤立しているわけではなく、
その 49％は都市部に住んでおり、大部分は極度
の貧困状態で、郊外のスラム街に追いやられてい
る。この他にも、先住民においては、非先住民と
比較して、教育や職業、基本的な衛生設備などへ
のアクセスが圧倒的に不十分であることも議論さ
れることはない。この他にも、例えば土地の所有
権についても非先住民によって絶えず脅かされて
いることについて、学校の教室で公然と議論され
ることはない。代わりに、学校教育で先住民族が
話題になる場合、大多数の教師は非文脈化され、
ステレオタイプ化された語りを採用する。現在の
ブラジルの学校教育におけるこの怠慢は、主に
ヨーロッパの文化的エリートの道徳的・社会的価
値観を反映した歴史的遺産と組み合わされたと
き、先住民に対する偏見と軽蔑を引き起こし、彼
らについて間違った概念を生み出だす。
ただし、この問題には 2つの側面がある。1つ

は、先に述べた通り、ブラジルの学校教育では、
先住民とはいったい何者なのかを知り、現代のブ
ラジル社会でどのような状況に置かれているかを
議論する機会が設けられていないことである。例
えば、大学を含むブラジルの学校教育のカリキュ
ラムでは、先住民の歴史に関する科目は 1つもな
い。学校教育は、こうした欠陥を認識し、先住民
の人々をよりよく理解するため、それらを修正す
る必要がある。 要するに、Freire（2016：3）が
述べたように、「先住民族の社会・文化を理解し
ようとすることは、『他人』『異なる人』を知るだ
けでなく、自分自身が生きている社会について疑
問を持ち、反省することでもある」。
もう 1つは、ブラジルの先住民学校では、ブラ
ジル社会において、先住民が平等に競争したり積
極的に参加したりするとともに、ニーズと緊急性
に十分見合ったかたちで、先住民自らの声を聴い
てもらうのに十分な成長を遂げることができてい
ないことである。
歴史的にみると、ラテンアメリカにおいて、先
住民学校の方針や目的は、16 世紀から現在に至
るまでに、いくつかの大きな変化を遂げてきた。
特に、過去数十年間で、飛躍的に発展した。「カ
テキズム時代」（16世紀～ 19世紀）における先
住民教育の目的は、宗教教育を通じて、先住民（と
くに子どもたち）を改宗・教化し、先住民を国の
労働力に組み込むことであった。先住民による子
弟教育は完全に禁じられた。その後、20世紀の「統
合主義時代」（～ 1970 年代）においては、ヨーロッ
パ人の価値観や習慣が強制され、ポルトガル語教
育を通して先住民を統合、均一化しようとした。

ブラジルの学校教育システムへの先住民の貢献
モイゼス・カルヴァーリョ
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すなわち、先住民の文化やアイデンティティを排
除することで、彼らを“文明化”するのが目的で
あった。近年の「固有の権利時代」（1980 年代
～現在）においては、先住民の価値観、文化、教
育実践が認められるようになり、固有的、多文化
的かつ多言語を用いた「特殊教育」を提供するこ
とが目的となっている。
こうした「特殊教育」を受ける権利は、この地
域の国々のほとんどの憲法で認められている。し
かし、先住民は基本的な公教育の恩恵を未だ十分
に受けることができていない現状がある。高等教
育への道のりは、もっと民主的かつ公平であるべ
きである。特に、大学進学に関しては未だ困難な
ものになっている。先住民学校（小・中・高）の
教育の質は高いとは言えず、政府からの経済的援
助の獲得も困難であるために、ほんの一握りの先
住民しか大学へ進学できていない。
ブラジルにおける先住民の権利がより一層守ら
れるとともに、すべての教育段階において先住民
の参加が保障されるためには、学校教育システム
が、先住民と非先住民の双方にとって、より包括
的なものになることが重要である。 つまり、教
育のプロセスにおけるさまざまな段階（教育政策
とカリキュラムの作成、教育実践の計画と実施、
先住民教員の養成など）において、先住民が参加
できるようにすることが必要である。先住民教育
におけるこれまでの発展は、法律上に限定されな
いことが重要である。
しかし、すべての先住民族がこうした必要性を
感じ、ブラジルの先住民学校に関連した問題に貢
献することを望んでいるわけではない。例えば、
シクリン族の文化では、知識を伝達するための公
的かつ特定の場というものがない（彼らにとって
学習とはいつでもどこでも可能なものである）。
したがって、学校は、非先住民の知識を学ぶため
だけに使われるべき場ということになる。となる
と、カリキュラムや計画、教授法、内容などといっ
た学校教育に関する問題は、非先住民の人々が解
決すべきものとなる。シクリン族は、彼ら自身の
知識や伝達方法を、非先住民の知識や伝達方法と
混ぜないことによって、彼ら独自の文化を守ろう
としているのである。
一方で、バニワ族のように、学校というものを、
彼らの伝統的な知識を生産するための場の一つで

あると同時に、非先住民の知識へのアクセスのた
めの重要な場でもあると考えているような民族も
ある。バニワ族にとって、学校は、異文化交流の
特権的な場である（Luciano 2013）。バニワ族は、
教育問題の議論にも積極的に参加しており、公共
政策の重要な発言者として、ブラジル国内でも際
立った存在となっている。よって、バニワ族は、
学校教育に関する問題（カリキュラムの作成、計
画、教授法、内容など）のすべてに自ら貢献すべ
きと考えている。例えば、バニワ族の学校では、
学年歴は 3つの学期で構成されている。学校で採
用されている教授法は、エビデンスベースド（即
ち、アクティブラーニング）である。これは全て、
バニワ族自身が決定したことである。バニワ族は、
コミュニティのニーズを学校のプロジェクトとし
て取り上げ、参加型の学びを実現することにより、
コミュニティと学校との間で全く新しい関係を構
築しているのである。このようにして、バニワ族
は自らの文化の独自性を保存しようとしているの
である。
ブラジルの社会や教育システムに参加するかど
うかの選択は先住民族に委ねられるべきである。
彼らに、独自の文化を有する自立した民族として、
ブラジルの社会にどの程度溶け込みたいかを決定
する権利や、彼らに関わる教育政策の策定に参加
したいかどうかを選択する権利が与えられるべき
である。こうした権利を行使することは、彼らの
文化的アイデンティティを失うことにはならない
だろう。それどころか、それぞれの民族の文化的
アイデンティティを揺るぎのないものとし、世界
中の他の文化と同じように、変化・発展すること
だろう。
先の Freire（2016）はさらに、文化にとって、
変化は必ずしも否定的なものではないことを強調
している。文化が変化すること自体は悪くない、
悪いとすれば、変化が強制されることや、選択の
余地がないことである。先住民族が国内で採用さ
れる教育政策の審議や決定に参加することを許さ
ないということは、ブラジル社会が彼らに選択の
自由を与えることなく、先住民の文化に対して一
方的に変化を強制していることになるのである。
このときの研究者の役割は、ブラジルの先住民
族が直面している問題の数々を他の大勢の人々に
知ってもらうこと、そして、それらを解決するた
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めには何ができるかを議論し、社会のさまざまな
側面で採用できる対策を提案することである。

引用文献
Freire, J. R. B.
2016 “  Cinco ideias equivocadas sobre o índio” 

Rev i s ta  Ensa ios  e  Pesqu i sa  em 
Educação, vol.Ⅰ, pp. 3-23.

Luciano, G. J. S. 
2013   Educação para o manejo do mundo: 

entre a escola ideal e a escola real. Rio 
de Janeiro, Contra Capa - Laced.

 （IELAK）

持続可能開発ソリューションネットワークは、
Gallup 研究所の調査結果に基づいて「世界幸福
度報告書」（以降、WHR）を 2012 年から毎年出
版している。回答者は、自分の人生を 0から 10
のスケールで評価するように求められている。
2020 年のレポートでは、2017 年から 2019 年
までの各国の平均結果に基づいて 153 ヵ国のラ
ンキングが示され、世界の幸福度の平均は 5.47
点である。日本は 5.87 点で、控えめの 62 位に
あるが、ラテンアメリカ諸国の幸福度はどの程度
であろう。
WHRにラテンアメリカの国は 17 ヵ国が載せ
られている。153 ヵ国中、上位の 20ヵ国にコス
タリカが 7.12 点で 15位にある。上位の 50ヵ国
に、6.44 ～ 6.14 点で、ウルグアイ、グアテマラ、
ブラジル、エルサルバドル、チリ、パナマ、コロ
ンビアとニカラグアが入っている。また、5.97
～ 5.69 点で、アルゼンチン、ホンジュラス、エ
クアドル、ぺルー、ボリビア、パラグアイとドミ
ニカ共和国もランキングの上位半分に入ってい
る。しかし、ベネズエラは 8年前の報告書と比べ
てほぼ 2点下がり、5.05 点で 99 位という低い
ランキングに落ちている。
さらに、WHRは、統計分析の結果として国の
幸福を説明する 6つの要因で構成されるモデルを
導入している。その要因は、一人当たりのGDP、
頼れる人がいるかどうか、健康寿命、人生の選択
の自由に対する満足度、慈善寄付が行われている
かどうか、そして、政界とビジネス界の汚職の実
在である。ここで興味深いのは、ラテンアメリカ

のほとんどの国がモデルの予測よりも高い点数を
示していることである。しかも、ウルグアイは 1
点以上、コスタリカ、グアテマラ、エルサルバド
ルとメキシコはほぼ 1点も予測よりも高い。
2018 年の WHRでは、ラテンアメリカには、
政治機関も市民社会も弱いにもかかわらず、幸福
感を上げる特別な文化があると説明している。こ
の文化は、温かく親密な対人関係を育むことを大
事にし、家族を中心にし、感情的な経験と表現を
促進し、経済成長を生み出すことよりも現在の状
況での生活を楽しむことを大事にしている（Rojas 
2018）。
一方、北ヨーロッパの国々、スイス、カナダや
オーストラリアはモデルの全ての要因で高い点数
を得て、毎年ランキングでは上位に立っている。
これらの国の幸福度の高さは、充実した福祉国家、
よく機能している民主主義制度、汚職の少なさ、
高い個人自律、社会に対する信頼と強い市民社会
の存在の成果であるとされている（Martela et 
al. 2020）。
幸福度の国際比較研究にはさまざまな興味深い
課題があるが、ここで二つだけ挙げたい。一つは、
ラテンアメリカと北ヨーロッパの幸福の源は全く
異なっているものであり、前者は家族の親密な関
係であり、後者は市民社会と福祉国家である。こ
のため、ラテンアメリカの文化は、北ヨーロッパ
の価値観と両立しない可能性があり、幸福度を上
げるために北欧の政治経済システムをモデルにし
た改革を実行することは困難であろう。もう一つ
は、異なる文化の主観的な幸福をどこまで比較で

ラテンアメリカの人々はなぜ「幸せ」なのか
ユイス・バユス
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きるかという問題である。これは、ラテンアメリ
カ人と他の地域の人々が質問票に回答する際の生
活評価の精神的基準が異なる可能性があるためで
ある。
これらの疑問に答えるには、この魅力的な分野
でさらなる研究が必要である。

引用文献
Martela, Frank, Bent Greve, Bo Rothstein, and 
Juho Saari
2020   “The Nordic Exceptional ism: What 

Explains Why the Nordic Countries are 

Constantly Among the Happiest in the 
World”. John Helliwell, Richard Layard, 
Jeffery Sachs, and Jan Emmanuel De 
Neve （eds.） World Happiness Report 
2020. New York, Sustainable Development 
Solutions Network, pp. 129-145.

Rojas, Mariano.
2018   “Happiness in Latin America Has Social 

Foundations”. John Helliwell, Richard 
Layard, and Jeffery Sachs （eds.） World 
Happiness Report 2018. New York, 
Sustainable Development Solutions 
Network, pp. 114-145.

 （IELAK）

海外で発掘調査を成功させるには、何が必要だ
ろうか。人材、資金、時間、健康、安全、熱意、
努力、信頼、笑顔など、多くが求められるだろう。
「これが一番重要だ！」と一つを選ぶことは難
しい。しかし、皆さんは何が最重要だとお考えに
なるだろうか。
僕は食事を筆頭に挙げる。つまり、健康の維持
と熱意の持続の源である。
メキシコの夏は暑い。時には信号機や看板が溶
けるほどだ。日なたでじっとしていると、まるで
大きな虫眼鏡で自分が焼かれる感覚に襲われる。
外で一日中調査を行う様子を想像してもらいた
い。そして、調査は最低一月半続く。
僕はプエブラ州サン・マティアス・トラランカ
レカという場所で、2012 年から毎年夏に発掘調
査を行ってきた（「トラランカレカ考古学プロジェ
クト」）。僕を含め、村上達也氏（テュレーン大学）
とフリエタ・ロペス氏（メキシコ国立自治大学）
の 3名が主要メンバーである。なぜ古代都市が誕
生したのか、なぜピラミッドが建造されたのか、
なぜ古代人は人の心臓を欲したのかなどを解明す
るために調査を行っている。
発掘調査を開始する前、まず賄いのおばちゃん
を探す。これはフリエタの役目だ（写真 1）。彼
女の情報収集能力は高い。「彼女の料理は旨い」
とか「あの人は信用できる」とか、村人との情報

交換を怠らない。2019 年は、僕たちが賃貸して
いるアパート（研究施設兼宿泊施設）の近所に住
む、オリビアさんにお願いした。彼女は月曜日か
ら金曜日まで調査員 8名分のご飯を作ってくだ
さった。料理のレパートリーは広く、栄養に配慮
したメキシコ郷土料理をご馳走してくれる。
僕は特にトマトを煮込んだ野菜スープが好き
だ。一口すすると、疲労した身体全体に優しいエ
キスが浸透していく。コマルで焼いたトルティー
ジャと交互に食すると、身体の芯から活力が蘇る
のを感じる。
ドカタをたまにしかしない僕たち調査員でもこ
んな具合だ。土を動かす作業員さんの疲労は如何
ほどであろうか。彼らを労うため、同時に彼らと

メキシコで発掘を成功させるための秘訣

嘉幡　茂

写真1　フリエタは綺麗だが、怒ると怖い



いえらっく　vol.40

14

の良好な信頼関係を維持するため、団長である村
上氏と僕は、一ヶ月に一回程度の割合でバーベ
キューをご馳走する。メキシコで定番のご馳走と
いえば、羊のバルバコア（barbacoa）だ。僕た
ちは二匹分（大きさにもよるが一匹で約 20名分）
を用意し、彼らの家族も招待する。作業員さんは
貪欲に肉を食し、プルケ（pulque: メキシコの地
酒）を呑み、歌い楽しむ。
僕たち（村上氏と筆者）は、彼らにとって外国
人だ。そんな外国人が彼らの遺産を調査している。
たとえるなら、平安京を外国人が掘るようなもの
だ。中には、僕たちのことを考古学者ではなく盗
掘者であり、文化を侵略する者と感じる人もいる。
人類の進化の中で、ヒトは火を獲得した。そし
て、料理を発明した。そこから、宴という平和の
舞台が誕生した。食するという生命の維持に必要
不可欠な行為を仲間と共有することで、言葉が飛

び交い、笑いで包まれる（写真 2）。
PAX MUNDI PER｠LINGUAS（言語を通して
世界の平和を）。

 （京都外国語大学）

写真 2　バーベキュー後の和んだ風景
（抱えられている人物が筆者）

みなさん、こんにちは。今回は伝統的なメキシ
コの死者の日と、食べ物（モレとタマレス）につ
いてのお話しをしてみたいと思います。少し前に
流行った映画『リメンバー・ミ―』をご覧になっ
たでしょうか？まさに、この作品に描かれる様子
はそのメキシコの死者の日のお話しです。
メキシコの死者の日は、毎年 11 月 2 日です。
この日は各家庭に祭壇を造り、亡くなった家族の
写真や食べ物を飾り、センパスチル cempasúchil
（マリーゴールド）の花やいろいろな葉などで飾
り付けをし、ろうそくの灯をともします。家によっ
ては、入り口から祭壇まで黄色いマリーゴールド
の花で飾り、道をつくります。これは、亡くなっ
た家族が無事に戻ってくるための道標の役割を果
たしているそうです。
さて、私の住んでいるベラクルス州ハラパ市か
らバスで 2時間ぐらいのところに、この伝統的な
死者の日の伝統的なお祭りで有名なナオリンコ
（Naolinco）という町があります。ここでは、前
日の晩、死者の日の唄Cantada を歌いながら各
家庭の祭壇を回ったり、墓地でも同じようにたく

『メキシコ死者の日とモレとタマレス』
黒崎　充

写真1　ベラクルス州エスピナル市のグロリアさん一家の祭壇
（以下すべて 2020 年撮影）
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さんの人が歌を歌う伝統的な行事があります。ま
た、祭りに合わせて近郊の村々から民芸品を売り
にたくさんの人が来ます。そして、次の日には家
族を訪れたり、家族や親戚で集まって食事をしま
す。
私も 2013 年より毎年この日に卒業生のグロリ
アさんのお宅に食事に行きます。そこで毎年、チョ
コレートベースのモレという料理とタマレスやメ
キシコ風ごはんを食べながら家族の皆さんと話し
をしたりしています。

モレは、チョコレートをベースにし、たくさん
の香料を混ぜて作ったソースです。チレも入って
いてちょっぴり辛い目のものもあります。この料
理はこのナオリンコ地域の伝統的な料理で、お祭
りのあるごとに家族で集まって食べるようです。
このモレには、鶏肉にかけるだけでなく、メキシ
コ風ごはん（トマトベースの炒めたごはんでやや
赤い色をして）にもとてもよく合います。
一方、タマレスは、トウモロコシを引いた粉を
混ぜ、練り、中に野菜や鶏肉にソースをかけたも
のをトウモロコシの皮やバナナの葉で包んでいる
ものです。見た目や食感など日本のちまきに似て
いるかもしれません。

このエスピナルという村には、11 月 2日の死
者の日と 5月 3日の聖十字架の日（あるいは春
の祭り）という年に 2回の村のお祭りに訪れるよ
うになりました。メキシコの先住民の村々ではま
だ多くのこれらの日々のお祭りが行われていま
す。そして、この 5月 3 日は雨期に入る前の雨
ごいの祭りと関係し、11 月 2日は、死者の日で
あるとともに、収穫を祝う秋の行事の一つである
ようです。
こうしてメキシコでは、近郊の町で行われる伝
統的な行事などに少し触れることのできる機会が
あり、考古学調査とはまた別のメキシコの魅力の
ひとつと言えるでしょう。

 （ベラクルス州立大学／IELAK客員研究員）

写真 3　  鍋に入っているモレのソース（写真中央） 
鶏肉にモレのソースをかけた料理（写真左手前）
メキシコ風ごはん（写真右上）
温かいトルティーヤで包んでいる料理（写真右下）

写真 4　トウモロコシの皮で包んだタマレス（写真右）

写真 2　死者の日に、サン・ミゲル・アグアスエロで
作られた民芸品を売る様子
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2012 年 4月、メキシコ合衆国ベラクルス州南
部、オルメカ文化が栄えたエステロ・ラボン遺跡
の上に位置するサン・イシドロ村を訪れた。理由
は、この遺跡で発掘調査を含む考古学プロジェク
トを開くことが可能か村人たちの意見を聞くため
だった。当時働いていたベラクルス大学では、学
生が参加できる発掘実習をする新しいプロジェク
トを必要としていた。
先行研究によるとエステロ・ラボンは、オルメ
カ文化期には首都のサン・ロレンソやラ・ベンタ
の 2次センターとして重要な役割を果たしていた
が、先古典期後期にオルメカ社会が歴史の表舞台
から姿を消すと、エステロ・ラボンも活動の痕跡
がほとんど見られなくなる。しかし、古典期後期
から終末期には再び活動が活発化し様々な考古学
的な痕跡を残している。最盛期の遺跡の大きさ
（210 ha）を考えても、かなり重要な遺跡であっ
たことがうかがわれる。エステロ・ラボン遺跡は
アン・サイファース博士のサン・ロレンソ遺跡を
中心とした調査範囲内に位置していたが、彼女も
私が新しいプロジェクトを開くために尽力してく
れた。
PAERは多くの協力者のおかげで現在までに 3
回の発掘調査を実施した。最初は 2013 年 1月に
およそ 5週間、翌年の同時期に第 2回目、そし
て 3度目が 2015 年 1 月に実施された。発掘調
査はボーリング調査と試掘坑による小規模な発掘
方法を採用し、将来のための基礎データを集めた。
私自身の興味はオルメカ文化期の人々がどのよう
に生活を営んでいたかという事であるが、残念な
がら現在までの調査では、オルメカ文化より後の
古典期ヴィジャ・アルタ層の考古学的データのみ
が蓄積されている。しかし、これらのデータは 6
人の学生が卒業論文を書く材料となり、私自身が
オルメカ文化以降のこの地域の人々がどのように
生活を営んでいたのかを考察することも可能にし
てくれた。

2019 年 4月には本研究所の客員研究員にして
いただき、9月からは科研費の研究活動スタート
支援の援助を受け、「移民社会におけるパブリッ
ク考古学通じて考古遺産を利用したアイデンティ
ティ再構成」という研究を行なっている。PAER
では、パブリック考古学を「考古学と現代社会の
共存方法を模索すること」と定義しており、これ
までにもそのために様々な活動を実施してきた。
現在の研究もその延長線上に位置付けられ、将来
的にも継続、発展させることを想定している。エ
ステロ・ラボン遺跡の上に作られたサン・イシド
ロ村住人のほとんどは他地域からの移民であり、
各人のアイデンティティと土地固有の文化との繋
がりを持てずに暮らしている。そのため、その土
地固有の古代文化に対する敬意とそこから得られ
るべき自尊心を得る事もできない。この事実は彼
らにとっても大きなジレンマとなっており、我々
考古学者にとっても、遺跡保護という点から非常
に危機感を感じている。しかし、これは圧倒的な
情報不足が原因であり、その原因を解消すること
ができれば村人が土地や過去の文化に対して尊敬
の念を持つことが可能となるだろう。さらに考古
学的資源を活用した生活を再構成する事ができれ
ば、彼ら自身が遺跡の守護者となり深く関わる事
ができ、新たなアイデンティティの形成にも繋が
るのではないか。このような視点での研究は、予
期することのできなかった今回の新型コロナウイ
ルスの世界的パンデミックによる研究活動への影
響も最小限に止めてくれた。予定していた多くの
活動を、インターネットを利用したものに移行し、
現地の人々にこれまでの調査で得られている古代
文化の情報を普及し、考古遺産に基づく新しいア
イデンティティ形成が図られることを期待してい
る。その成果についても、今後、様々な場所で公
開し改善を図っていきたいと考えている。

 （ホンジュラス自治大学／IELAK客員研究員）

エステロ・ラボン考古学プロジェクト
（Proyecto Arqueológico Estero Rabón - PAER）

古手川　博一
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昨今の政治情勢においてポピュリズムという
タームはネガティブなレッテル貼りとして機能し
ている感が否めない。「彼（女）はポピュリスト
である」との言明は、恐らく、声の大きいリーダー
が盛んにマスコミなどに登場して、何らかの好条
件と引き換えに自らへの支持を呼び掛けるような
誰かの事を表現するのではないか？バラマキだろ
う？人気取りだろう？口だけだろう？とネガティ
ブな含意が否めない。「大衆迎合」或いは「衆愚
政治」とでも訳すのであろうか？
ラテンアメリカにおいては、然しながら、ポピュ
リズムには異なるコノテーションが随伴してき
た。メキシコのカルデナス、ブラジルのバルガス、
そしてアルゼンチンのペロンといった指導者につ
き、松下洋は、選挙を重視しつつ、立法府を軽視
するカリスマ的指導者が現状維持に反対し、富の
再分配を通じた社会正義を求めて国家主導型経済
やナショナリズム、反帝国主義を称揚した、と分
析している。
水島治郎はポピュリズムを、人民の立場からエ
リートや既成政治を批判する運動と捉えており、
固定的な支持層を超えた広い国民を基盤するもの
だと考察している。水島は、ポピュリズムはデモ
クラシーの敵なのか？と問いつつ、20 世紀のラ
テンアメリカ史において、ポピュリズム政権の多
くが国家の役割強化を通じて、多数者である人民
の福利の増進や尊厳ある生活の保証を実現してき
た、とも述べる。排除された人たちの声を基盤に
据えた政治。政治への関心・投票率が下がり、諦
め感が支配する雰囲気（＝民主主義の危機、代表
制への疑義）が、新自由主義的な競争・格差の社
会の中で広がっていく中、ポピュリズムへの（或
いは学術的な）関心が高まる。ラディカル・デモ
クラシーの論客であるC・ムフが「ポピュリスト・
モーメント」と呼ぶ、そんな時空である。
首都カラカスを発端に、ベネズエラ全土で、新
自由主義に起因する格差拡大や生活の困窮に反対
する大衆が暴動を起きたのが 1989 年。蜂起する
民衆に銃口を向けた軍に反発し、1992 年、クー

デターを起こしたのが時のウゴ・チャベス中佐で
ある。その試みは失敗に終わるも、後の第五共和
国運動につながる反二大政党制支配、反新自由主
義の思想がここに誕生する。社会経済の疲弊、政
治的に代表されていないと感じる民主主義の危機
の中で、ラテンアメリカの 21世紀を代表する「ポ
ピュリスト」が登場するのである。
このチャベス派を、貧困層を代表する分配と政
治参加拡大の為の運動と捉える向きも多かった。
それはチャベスの反エリート及びそれを背後で操
る米帝国主義への憎悪に起因する。「金持ちにな
ることは悪いことである」と述べ 21世紀の社会
主義なるものをぶちあげた。そして自らを南米の
解放者シモン・ボリーバルになぞらえ、救済され
るべき民を人民（pueblo）、そして、その善き人
民を抑圧する既得権益層を文字通りオリガルキア
と呼んで批判した。
上述のムフとともにラディカル・デモクラシー
の論陣を張るアルゼンチン出身の政治理論家 E・
ラクラウは、ポピュリズムを、社会を二つに分断
する境界線を構築し、権力者に対抗する「敗者」
を構築・動員する言説戦略であると分析する。こ
れは、少なくとも、1998 年の大統領選挙で当選
したチャベス運動を「包括的」と捉え、貧困層や
左派政党のみならず、二大政党制下の汚職、えこ
ひいき、排除を批判した一部の中・上流階級を含
みこむと記述した多くのベネズエラ政治専門家の
意見と対立するかに見える。　
チャベス派は「敗者」（＝貧困層）なのか？政
治理論内での「構築論的展開」が補助線となるま
いか？チャベス派、或いは、人民と呼ばれる人々
はチャベスのメシア的言説の中で事後的に構築さ
れる。更に言うならば、運動を代表する者達、そ
してその「敵」もラクラウの言うような言説・実
践の中で構築されていく。ナショナリズムのロ
ジックと同じであろう。内部の純粋性を担保する
ため、異者としての外部が構築される。戦うべき
帝国やオリガルキアが顔をもたげる中、「貧者の
救世主」であるチャベスに「善き人民よ」と呼び

左派ポピュリズムと構築される「人民」
―ベネズエラのウゴ・チャベスを巡って―

林　和宏
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かけられ、応答した者達が或いは革命家としての
自己を確立するのかもしれない。
筆者は社会主義化宣言後間もないベネズエラに
住まい、ホンジュラスではセラヤへのクーデター
に直面し、メキシコでAMLOの選挙運動を追い
かけた。エクアドルでは後にラテンアメリカを代
表するポピュリストと名指される様になるコレア
にインタビューを行った。これらの政権が現在ど
の様な評価を受けているかを承知していない訳で
はない。ただ、TVのスクリーン、示威行動、或
いは何気ない友人や同僚との会話から見た熱狂す
る「人民」の声や顔が忘れられない。金やウィス
キーで釣られた無知蒙昧な貧民に過ぎなかったの
か？「君もポピュリストのメディア操作にやられ
たな？」と笑われるのだろうか？
　ポピュリストの言説実践により構築、発見さ
れた人民とオリガルキアの闘いは社会の政治化と
いう表象とそれに基づく緊張を招くと同時に、こ
れまで社会の周縁に置かれた者達の意見や利益を
分節化したとも言える。無論、マニ教的二元論に
依拠した主体構築を扇動するポピュリズムの言説
が社会政治対立を深め、自由民主主義の有する多
元性、複数性、政治制度を軽視する傾向にある事
も理解している。

上で引いた水島は「ポピュリズムとは民主主義
の敵なのか？改革の希望なのか？」と問いかける。
代表制民主主義の下で代表されていると感じな
かった人々、新自由主義の語る競争と自己責任の
中で経済、社会の端っこに追いやられた人々。格
差と不平等が蔓延する中南米という文脈における
ポピュリズムの功罪について今後も考えて行きた
いと思う。或いは、それは合わせ鏡の様に最近の
日本、或いはその他の地域を反省的に考察する契
機となるのかも知れない。

参考文献
林和宏
2006   「チャベス型ポピュリズムと「民衆的なもの（lo 

popular）の位相」」『アメリカス研究』天理
大学　35-55 頁

松下洋
2004   「ラテンアメリカにおける古典的ポピュリズ

ムとネオポピュリズム」『ラテンアメリカの諸
相と展望』新評論　272-299 頁

水島治郎
2016   『ポピュリズムとは何か』中公新書
ムフ・シャンタル
2019 『左派ポピュリズムのために』明石書店
ラクラウ・エルネスト
2018 『ポピュリズムの理性』明石書店

 （IELAK客員研究員）

　駐ベネズエラのスペイン大使ヘスス・シルバが 11月 2日付けで離任。1年の任期を残し
ての離任の理由は明らかになっていない。スペイン外務省は後任に臨時代理大使を派遣する
と発表している。シルバ大使は、マドゥロ政権が政治犯とみなす野党側のリーダーたちを保
護してきた。10月末、離任発表と時期を同じくして、カラカスのスペイン大使公邸で「客人」
として避難していたレオポルド・ロペスが秘密裏にスペインへ入り、すぐにサンチェス首相
と会談。まさに、電撃ニュース。ロペスは、日本をはじめ欧米主要国が承認しているグアイ
ド暫定大統領を担いだ野党の指導者である。マドゥロ政権からパスポートを剥奪されている
ロペスの国外脱出劇はいかにして敢行されたのか。シルバ大使がどのような便宜を図ったの
か気になるところである。大使の経歴を眺めると、ジャマイカやパナマで大使を歴任し、カ
リブ海諸国を通じて EUや国際機関へのパイプを有し、スペインのインフラ技術を輸出する
スペイン国営企業 Ingeniería y Economía del Transporte S.A. のトップも務めた優秀な外
交官であることがわかる。離任前が報道される少し前の 10月 12日、コロンブス・デーにあ
たり、シルバ大使は次のように語った。「私は 21世紀の大使。スペイン人にはラテンアメリ
カの人たちの血が脈々と流れている。スペインには 50万を超えるベネズエラ人がいる。歴史
的過去によって今が定義されてはならない。スペインとベネズエラの現在と未来は我々がしっ
かりと支えていかねばならない。」
 （立岩礼子／ IELAK）

No.40
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＜IELAK研究会オンライン開催＞
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 IELA 研究会
は、従来 対面形式で行われていたが、新型コロナ
ウイルス感染症拡大の影響により今年春以降オン
ラインシステムを利用しての開催となっている。
2020 年 8月に第 9回、2020 年 10月に第 10回
が以下のテーマで開催された。オンラインでの開
催とすることで海外在住の客員研究員の方々にも
参加いただけるようになったことは今後の研究会
の発展に繋がるであろう。
各研究会の概要については、本研究所のホーム
ページに掲載されているので、そちらもご覧いた
だきたい。

第 9回（2020 年 8月 28日（木）開催）
発表者：  モイゼス・カルヴァーリョ 

（IELAK研究員）
テーマ：「  先住民の固有的で異文化的な学校教

育方法論の開発に向けて」

第 10回（2020 年 10月 26日（木）開催）
発表者：  嘉幡　茂 

（  京都外国語大学 国際言語平和研究所 
嘱託研究員）

テーマ：「  古代メキシコにおける『宇宙の都』
の盛衰：トラランカレカ、テオティ
ワカン、チョルーラ」

＜IELAK Lunch Time Talk ～いえらっくランチ
タイムトーク～＞
2020 年 11 月を皮切りに、新しい試みとして

“IELAK Lunch Time Talk”をスタートした。
IELAK研究会とは異なり、もう少しカジュアル
な形で、提供された話題について参加者で自由に
意見を述べあってお互いに学び合うことを目的と
している。
第 1回目は 11 月 26 日（木）に本研究所の大
越所長が挙げられた「先スペイン期マヤ地域にお
ける定住と都市について：史料から語れること」
をテーマに専門的な意見交換が行われた。

＜  京都・グアダラハラ姉妹都市提携 40周年記念・
学術セミナーへの協力＞
11 月 6 日（金）の開催に際して、グアダラハ
ラ大学人文社会学系（CUCSH）キャンパス学長、
京都市長とグアダラハラ市長、髙瀨寧在メキシコ
日本国大使から挨拶（ビデオメッセージ）が寄せ
られた。第 1部では、IELAK客員研究員でもおら
れる大垣貴志郎本学名誉教授による講演「日本に
おけるラテンアメリカ研究の先駆者 :1950-
2020」があり、 第 2 部では、学生による各都市
の文化交流があった。本学スペイン語学科の学生
が京都の魅力についてや新型コロナウイルス感染
症で急変した学生生活の現状などを日本語とスペ
イン語の両言語で紹介し、グアダラハラ大学の学
生はメキシコの芸術・音楽を紹介した。

京都ラテンアメリカ文化協会ニュース
＜  京都・グアダラハラ姉妹都市提携 40 周年記念
パネル展示・ギャラリートーク＞
2020 年 11 月 3 日（火・祝）、第 47 期日墨戦
略的グローバル・パートナーシップの研修生 2名
によりグアダラハラ市・メキシコ市の滞在体験を
語る会が京都市国際交流協会主催の「Kokoka 
OPEN DAY」のプログラムの一環として京都国
際会館 KokoPlaza で開かれ、そこでは研修生の
一人である写真家米本満穂さんがメキシコ滞在中
に撮影した写真作品の展示があった。このメキシ
コの美しい写真は、京都市とグアダラハラ市の交
流の歴史をまとめたパネルとともに四条通地下道
の柱の壁面でも展示された。

あびそす AVISOSAVISOS

＜第 20回ラテンアメリカ研究講座について＞
例年秋に開催してきたラテンアメリカ研究講座
は今年度はメキシコ征服 500周年にあたり「メキ
シコの征服者コルテス像の再考」というタイトル
で 2021 年 3月のオンラインでの開催に向けて準
備をすすめている。
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ラテンアメリカ研究所初代所長・大垣貴志郎名誉教授が瑞宝中綬章を受章

令和 2年秋の叙勲において、本研究所初代所長である大垣貴志郎本学名誉教授が瑞宝中綬章を
受章されました。大垣先生の永年にわたる日本とメキシコの学術交流や様々な活動での功績が叙勲
の栄誉として認められ、また、初代所長として築き上げられた本研究所の開設から 40周年にあた
る記念すべき年の受章となりました。ラテンアメリカ研究所所員一同心よりお喜び申し上げます。

『いえらっく』はこの号で 40号を数える。年 2
回の発行であるから、第 1号から 20年の年月が
経ったことになる。京都ラテンアメリカ研究所の
ニューズレターとして誕生し、毎年開催されてき
た春の教養講座、秋の研究講座を始め、ラテンア
メリカ各国大使館との交流など、本研究所が行っ
てきた様々な研究教育活動が記録・報告されてい
る。20 年は短いようで長い道のりであり、森田
嘉一本学園理事長・総長先生はもちろん、歴代学
長、研究所所長・研究員、客員研究員、事務職員、
そして様々な形で活動にご支援・協力いただいた
皆様のご尽力なしに本号がこの時を迎えることは
できなかったろう。まことに幸せな 20年であっ
たと思う。
16世紀のマヤ人たちは「カトゥン暦」という、
1カトゥン約20年を一つの単位とする、13カトゥ
ン（260年）から成る暦を使用していた。これを
使うならば、ラテンアメリカ研究所としての誕生
から 1カトゥン 20年、その前身であるメキシコ
研究センターが本学に設立されてから、さらに『い
えらっく』発刊から 2カトゥン 40年の時を刻ん
だことになる。一つのカトゥンの終わりは、一つ
の歴史の終わりであるとともに、次の歴史の始ま
りでもある。だから、というのはこじつけだが、
今号以降『いえらっく』はその内容をさらに充実
させていく。これまでのような定期的な活動の報
告や連載記事などに加えて、これからは研究所の

研究員、客員研究員が「いま」行っている研究や
調査に関する、あるいは「いま」面白いと思って
いるトピックに関して、手短に紹介する記事を毎
号掲載していこうと思う。これを読めば、研究所
で現在何が、どのような関心で行われているかが
分かるようにと思ってのことだ。『いえらっく』
を読んでくださる方々に「研究所のいま」をお伝
えし、皆様と共にラテンアメリカを考えていきた
い、そう思うのだ。
『いえらっく』第 40 号発行に際して祝辞をい
ただいた森田理事長・総長先生に心からの御礼を
申し上げるとともに、研究員、客員研究員、事務
職員一同身の引き締まる思いで、しかし同時に新
たな歴史を刻んでいく喜びを胸に次のカトゥンの
扉を開けたいと思う。今後とも、皆様の変わらぬ
ご支援とご協力をお願い申し上げ、今号の「いえ
らっく・めも」の結びとしたい。
 （TO）


