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「ラテンアメリカ映画ここだけの話」
政治と社会を反映し進化する映画の現場

比嘉　世津子

「第 19 回ラテンアメリカ教養講座：いま『ラ
米映画』が面白い」のトップバッターを仰せつか
り、幅広いラ米映画を、ひとくくりで語るのは大
変だ！と痛感した。
この 15年で 35mmフィルムから始めて、何と

か約 20本のラ米映画を配給してきた身からする
と、今Amazon や Netflix などの配信で、こんな
にも数多く観られるようになったことは、本当に
喜ばしい。だが反面、これまで 1本 1 本、大切

に劇場公開してきた作品が、こんな簡単に、安く、
消費されて良いものか？という疑問もある。監督
たちも劇場公開を前提に作っているからで、テレ
ビやスマホで観るためではないからだ。
だが、独自で資金調達し、制作した作品の世界

配給権が高額で売れたり（メキシコのアルフォン
ソ・クアロン『ローマ』）、配信プラットフォーム
のオリジナル作品として企画を出すことで潤沢な
制作資金を得られるようになったことで（アルゼ

第 19 回ラテンアメリカ教養講座　開催

　京都外国語大学ラテンアメリカ研究所主催の第 19 回教養講座
は、当初 2020 年 6 月の開催を予定していたが、コロナウイルス
感染症拡大防止のため一年延期し、6月 1 日から 29 日の毎週火
曜日の 5回にわたりZoomを利用してオンライン形式にて開催さ
れた。
　今回の教養講座は、「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～」というタイトルで、「ラ米映画」
を作品として鑑賞するのではなく、現代ラテンアメリカ諸国にお
ける映画制作の動向、いくつかの映画のテーマと内容、そこから
見えてくる監督たちの問題意識と現実社会について取り上げた。
各講座の概要を以下に掲載する。

後 援：京都ラテンアメリカ文化協会

〒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
http://www.kufs.ac.jp/ielak/index.html

京都外国語大学 ラテンアメリカ研究所
お問い合わせ
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第1回  6月1日（火）
「ラテンアメリカ映画 ここだけの話」
政治と社会を反映し進化する映画の現場 

比嘉世津子 （Action Inc. 代表）

第2回  6月8日（火）
ネット配信普及でアクセスしやすくなった
メキシコ・中米映画
丸谷雄一郎 （東京経済大学経営学部教授）

第3回  6月15日（火）
「ラテンビート映画祭」を通してみた
ラテンアメリカ
アルベルト・カレロ
（ラテンビート映画祭プロデューサー）

第4回  6月22日（火）
映画のなかの先住民と社会における先住民
兒島峰 （神奈川大学准教授）

第5回  6月29日（火）
ブラジル映画が魅せるフィクションと
ノンフィクションの間（はざま）
住田育法 （京都外国語大学教授）
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毎週火曜日

■ 事前申し込みが必要です

全５回

下記QRコードを読み取るか、
以下URLよりお申込みください。
https://forms.gle/SmtL7TmNNn5sbA7g8
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ンチンのセバスチャン・シンデル『ファミリー・
クライム』）、メキシコやアルゼンチンの監督やス
タッフたちは映画とドラマで、ようやく生活でき
るようになったと言う。
ではなぜ、今ラ米映画なのか？長いラ米映画の

歴史をざっと振り返る。
フランスのリュミエール兄弟が開発したシネマ

トグラフで初めて実写映画を上映したのが 1895
年のパリ。その翌年から翌々年にかけて、早くも
メキシコやアルゼンチン、コロンビア、キューバ、
チリでも上映が行われた。ラ米諸国ではサイレン
ト映画が制作され、1920 年代からメキシコの俳
優たちがハリウッド入りした。エイゼンシュテイ
ンが『メキシコ万歳』（撮影は 1931-32）を撮る
ことができたのは、メキシコにガブリエル・フィ
ゲロアという天才的な撮影監督がいたからだ。メ
キシコの映画黄金時代は1930年代から60年代、
アルゼンチンでは 1931-42 年と早かった。
第二次世界大戦後は、フランコ政権から逃れて

米国にいたブニュエルが 1946 年にメキシコに到
着し、『のんき大将』（1949）や『忘れられた人々』
（1950）など、一連の作品を撮ったが、ラ米の監
督たちにとっては、キューバ革命の勝利（1959
年 1月）で大きなうねりが来た。1959 年 3月に
キューバ映画芸術産業庁（ICAIC）が設立され、
識字運動と共に、政策を伝えるために映画制作を
開始。そこいたのが、1950 年代前半にイタリア
国立映画実験センターでチェーザレ・ザバッ
ティーニ（『自転車泥棒』の脚本家）に師事した
トマス・グティエレス・アレアやフリオ・ガルシ
ア・エスピノサといった監督たちだった。アルゼ
ンチンのフェルナンド・ビリやコロンビアのガル
シア=マルケスも同じくイタリアで学び、ネオ・
リアリスモ（撮影所ではなく、町に出てロケを行
い、人々や時代の中で撮る手法）こそ、ラ米映画
に有効だとした。トマス・グティエレス・アレア

監督の『低開発の記憶』（1968）は、革命後のハ
バナの町を舞台にドキュメンタリーとフィクショ
ンが融合した作品だ。同時に 1950 年代から起
こったブラジルのCinema Novo、アルゼンチン
の Tercera Cine（欧州でもハリウッドでもない
第三の映画）、ウルグアイの Cinemateca del 
Tercer mundo（ラ米映画を観て批評する活動）
から、1969 年の「新ラテンアメリカ映画宣言」
の概念は今も息づいている。
植民地から革命やクーデター、独裁政権から民

政移管という共通の歴史と共に、多様な文化と言
語を持ち、今もなお疎外されている先住民が存在
するラテンアメリカが団結し、欧米とは違う新た
な地平を映画で目指そうと。なぜならラ米には国
境を越えて語るべき物語が限りなくあり、独自の
アイデアで文化の多様性から普遍的な物語を作り
出す映画製作者たちが次々生まれているからだ。
このラ米映画の底力と魅力に、いま人々がよう

やく気づき始めたのだ。

 （Action Inc. 代表）

『低開発の記憶』DVD ジャケット
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1．はじめに
メキシコ中米映画はこれまでミニシアターや映

画祭でひっそり公開され、なかなか一般の人の目
に触れる機会は多いとはいえなかった。しかし、
ネットフリックス、アマゾンプライム、Hulu と
いったネット配信が普及したことにより、従来よ
りも簡単にアクセスできるようになった。今回は
『ネット配信普及でアクセスしやすくなったメキ
シコ・中米映画』というテーマで報告した。

2．  ネットフリックスでアクセス可能なメキシコ
中米映画
最初に従来のメキシコ・中米地峡諸国に関して

示し、これまでのメキシコ・中米地峡諸国に関連
する映像作品として、『ドラえもんのび太の太陽
王伝説』『ウォリアーズ　歴史を動かした男たち』
『革命児サパタ』などについて取り上げた。その
後に、メキシコ中米でも人気が高いネットフリッ
クス作品である『1994　権力、反乱、犯罪、メ
キシコ激動の年』『ナルコスメキシコ編』『いつか
君と』などを紹介した。

3．  ネットフリックスの代表的成功作となった
『ローマ』
メキシコ中米映画にアクセスしやすくしている

ネット配信の代表であるネットフリックスの代表
的成功作として、『ローマ』を取り上げた。アルフォ
ンソ・キュアロン監督は『天国の口、終りの楽園』
で国際的評価を得た後に、ラテンアメリカ人初の
米国アカデミー賞監督賞受賞の『ゼロ・グラビ
ティ』において名声を確立した。『ローマ』は名
匠となった彼がネット配信といったメディアだか
らこそできる私的表現を多く盛り込んだ作品であ
る。方向性としてはメキシコ人としての彼のアイ
デンティティを反映する『天国の口、終りの楽園』
と類似しているが、成功者のネットフリックス製
作の利点を活かした作りこみが良質な作品を生み
出したといえる。
さらに、2010 年代米国アカデミー賞監督賞を

2013 年 -2018 年の間に 3人で 5回受賞し世界

の映画界を席巻したメキシカンニューシネマ（El 
Nuevo Cine Mexicano）の潮流についても解説
した。キュアロンとともに潮流を作ったのは、『ア
モーレス・ぺロス』で注目され、『バードマン』『レ
ヴェナント : 蘇えりし者』で 2014-15 年アカデ
ミー監督賞受賞のアレハンドロ・ゴンサレス・イ
ニャリトゥと、2017 年『シェイプ・オブ・ウォー
ター』で同じく米国アカデミー監督賞受賞のギレ
ルモ・デル・トロである。上記 3人は 2007 年に
共同でメキシコに製作会社「チャチャチャ（Cha-
Cha-Cha）」を設立し、デル・トロは『トロール
ハンターズ・シリーズ（ドリームワークスと共同
制作しネットフリックス配信）を、キャアロンは
『ルド・アンド・クルシ』を、イニャリトゥは『ビュー
ティフル』をそれぞれ監督した。

4．  グアテマラ映画『ラ・ヨローナ伝説』が注目
されるハイロ・ブスタマンテ監督

中米地峡市場の注目監督してハイロ・ブスタマ
ンテ監督を取り上げた。彼は第 65回ベルリン国
際映画祭銀熊賞受賞『火の山のマリア』で先住民
女性を描き国際的評価を高め、2019 年 10 月開
催の東京国際映画祭上映作品『ラ・ヨローナ伝説』
では、ラテンアメリカに伝わる怪談「ラ・ヨロー
ナ」伝説を作品に取り入れ、虐げられる女性たち
の復讐を描いた。

5．結びに変えて
この報告の最後は、コロナ禍で報告が 1年延び

たことを踏まえて、最近の注目作として、2020
年メキシコアカデミー賞（アリエル賞）最優秀作
品賞受賞『そして、俺はここにいない（Ya no 
estoy aquí）』、2018 年作品賞候補作『タイムシェ
ア』、2019 年アリエル賞 4部門受賞作『グッド・
ワイフ』、『囚われた少女たち（2016 年アリエル
賞監督賞作品賞含む 5部門受賞）』のダビ・パブ
ロス監督がメキシコ革命以前のディアス政権下の
LGBTに関する実話について描いた『ダンス・オ
ブ 41（ネットフリックスで鑑賞可能）』、メキシ
コの汚職について風刺しアリエル賞 10部門にノ

ネット配信普及でアクセスしやすくなったメキシコ・中米映画
丸谷　雄一郎
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ミネートされたコメディ作品『完全なる独裁』、
メキシコだけではなく世界的問題となっている
フェミサイドについてメキシコで起こった事件に
ついて取り扱った最新ドキュメンタリー『マリセ
ラ・エスコベド彼女は三度殺された』を取り上げ
た（表参照）。

（東京経済大学）

表　ネット配信でアクセスが容易となった最近のメキシコ映画

描いた年代 作品
1900 年初頭 ダンス・オブ 41
1970 年代 ローマ
1980 年代 グッド・ワイフ
1990 年代 1994
2000 年代 カルテルランド
2010 年代 完全なる独裁

そして、俺はここにいない
マリセラ・エスコベド彼女は三度殺された

注）  グッド・ワイフはアマゾン・プライム・ビデオでレン
タル可能である以外はネットフリックスで鑑賞可能。

2004年9月に誕生した「ラテンビート映画祭」。
私はその 10年前、東京芸術大学に留学するため
に来日しました。当時、日本では、イベロアメリ
カの映画がほとんどないことに驚きました。
スペイン放送協会（RTVE）で働いていたこと

もあり、その人脈を活かして、東京レズビアン＆
ゲイ映画祭などの日本の映画祭で、スペインやラ
テンアメリカの映画のプログラマーとして協力す
るようになり、数年間素晴らしいプログラムを担
当しました。サンフランシスコとシドニーでも同
じような活動をしました。ラテンビート映画祭の
プログラムでは、LGBTというテーマが引き続き
注目されていましたが、私はその分野の映画祭か
ら「卒業」しました。
2003年 6月、六本木ヒルズで初めて開催され

た映画祭「Basques in the Cinema Film Festival
（バスクフィルムフェスティバル）」ではバスク政
府の要請を受け、企画を担当しました。 ポスター
は、日本の画家で芸大時代の仲間でもある村上隆
さんにお願いしたところ、彼の会社、有限会社カ
イカイキキの青島千穂さんがポスター制作をして
くれました。
ラテンビートでは、ポスターはとても重要です。

日本では映画や映画祭のポスターにイラストが
入っていなかった時代に アナ・ファンと、後に
私たちがよく使うことになったDoñita のイメー

ジを作りました。ラ・ドーニャ（メキシコの女優、
マリア・フェリックスの愛称）とチキータをミッ
クスした名前です。また、1992 年バルセロナオ
リンピックのマスコットキャラクター「コビー」
の生みの親であるハビエル・マリスカル氏とのコ
ラボレーションも実現しました。
2003 年のクリスマスに、この経験を生かして、

自身のフェスティバルを設立することにしまし
た。 資金調達のためにさまざまな機関・企業に
コンタクトを開始し、映画会社にラテンビートを
立ち上げることを伝えました。
第 1回ラテンビート映画祭のオープニングを

飾ったのは、その 3カ月前にカンヌ映画祭のオー
プニングを飾ったペドロ・アルモドバル監督の
『La mala educación』でした。

プロデューサーのアグスティン・アルモドバル
氏が東京に来ました。始まりは 2004 年 9 月 16
日の国際交流基金ホールでした。第 1回目は神戸
にも行きました。
最初の 2年間、「ラテンビート」は「ヒスパニッ

クビート」と呼ばれていましたが、これは後援機
関がヒスパニックという言葉を好んだためです。
しかし、日本では知られていない言葉でした。た
だでさえスペイン語の映画を普及させるのは難し
いのに、ヒスパニックという名前がついたことで、
さらに難しくなってしまったのです。

「ラテンビート映画祭」を通してみたラテンアメリカ
アルベルト・カレロ・ルーゴ
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第 4回より、T-JOYチャンネルとのコラボレー
ションが始まり、東京の他、大阪、京都、横浜、
福岡で開催されました。 当時、草分け的存在で
したので、新しくて魅力的な映画を手に入れるの
は大変なことでした。困難もありましたが楽しい
時期でした。
その頃、NHK の「スペイン語会話」に協力す

るようになりました。最初のアルベルトコーナー
では、しゃべらずに言葉を教えたり、男性と女性
の言葉を教えたりすることもあり、男性と女性を
同時に演じるのはとても楽しかったです。もしか
したら、1998 年に NHK で初めてトランスジェ
ンダーのプレゼンターになったのかもしれません
ね。その後、「Espacio Cultural（文化空間）」と
「Al cine con Alberto（アルベルトと映画館へ）」
を担当し、ラテン映画とラテンビート映画祭
（LBFF）を紹介しました。

この数年間で、ラテンビート映画祭（LBFF）
は約 300 本の映画を上映しています。イベロア
メリカ映画にとって非常に充実した年月でした。
ラテンビート映画祭（LBFF）をとおして幸運

にも多くの新人監督を発掘することができ、時に

は彼らが全作品を提供してくれることもありまし
た。 また、自国での公開前に、監督や俳優を何
度も東京に招待しました。日本では、これらの作
品のほとんどがラテンビート映画祭（LBFF）で
しか見られませんでした。 今では、Netflix や
Amazon などの会社が、毎週のように新しいラテ
ン映画を公開しています。
さて、ラテンビート映画祭（LBFF）は 2021

年にここ数年に公開された映画を集め、イベロア
メリカの古典的な映画を加えたチャンネルを立ち
上げようとしています。
2015 年からラテンアメリカ映画祭（LBFF）

は東京国際映画祭（TIFF）との作品提携し、
2019 年以降、TIFF に「セクション：ラテンビー
ト FF」を開設しました。
ウェブサイト（www.lbff.jp）では、これまで

のポスター、プログラム、プレス、ビデオなどを
見ることができます。ご興味のある方は是非ご覧
ください。

 （ラテンビート映画祭プロデューサー）

第 11回ラテンビード映画祭ポスター 第 12回ラテンビート映画祭ポスター第 7回ラテンビート映画祭ポスター
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ラテンアメリカで人口に占める先住民の割合が
高い国のひとつであるボリビアを中心に、映画に
描かれる先住民と社会における先住民の位置づけ
の変化との関係について考えてみようというの
が、今回の目的である。
ボリビアでは、1952 年の国民革命ではじめて

先住民が国家に編入されるが、それ以前の 1920
年代から、メキシコ革命や第一次世界大戦などの
影響を受けて、先住民を組み入れてのボリビア人
アイデンティティーが模索されていたことが、映
画『ワラワラ』（ホセ・マリア・ベラスコ・マイ
ダナ監督。1930 年上映）で明らかになっている。
その一方で、国民統合を目指した革命後には、

先住民を国民として統合するのではなく、近代社
会から隔絶した消えゆく伝統へのノスタルジーを
強調する『帰れセバスティアーナ』（ホルヘ・ル
イス監督。1953 年）のような作品も出現した。
1960 年代から 70 年代にかけて、ラテンアメ

リカでは、スタジオから飛び出し、ロケ地で現地
の音と人々の姿をフィルムに収めるという手法が
流行する。素人の先住民を俳優に起用し、先住民
とともに制作する「人民の映画」、「集団の映画」、
そして、「革命映画」というスタイルを構築して
いくホルヘ・サンヒネス監督も同様で、農村や鉱
区に住む先住民が、自分たちが置かれた抑圧状況
に対してきわめて自覚的に、武器をとって主体的
に闘う姿をとらえた。サンヒネス監督は、自身の
映画は集団制作であるという意味を込めて、監督
の名と制作集団であるウカマウの名を併記してい
る。
ボリビアは 1970 年代には軍政による反体制派

への非合法的制圧、82 年の民主化後はハイパー
インフレーションを経験しており、生きるために
密輸や密売に関与する人もでた。80 年代以降、
先住民は、非先住民と変わりない都市住民、いわ
ゆる私たちの「隣人」として登場するが、『カル
タヘナ兄弟』（パウロ・アガッシ監督、ウカマウ。
1985 年）と『信心の問題』（マルコス・ロアイ
サ監督。1995 年）は、非先住民的な都会の価値
規範が「悪」と「不正」、先住民や村が「善」と

いう構図を共有している。この構図は『地下の民』
（サンヒネス監督、ウカマウ。1989 年）でも共
有されており、共有財の横領や反体制派への超法
規的な制圧といった都会の価値観に染まった主人
公の先住民が帰郷し、村のために踊りながら死ぬ
ことで共同体の「善」として再生する様子が描か
れている。同作品は、公式国家に接合されない、
非公式な先住民世界を「地下」と表現したが、公
式な国家が不正と非合法を体現して以降、「地下」
世界をもたない非先住民の人々が良心の救済を先
住民世界に求めていく。
ドキュメンタリー映画『コカの葉：聖と俗』（エ

ドゥアルド・ロペス監督。2010 年）では、高地
の先住民が培ってきた伝統の一部を成すコカの撲
滅作戦を展開する 80年代の政府に対する、それ
までコカとは無縁だった低地の先住民との連帯に
焦点があてられ、コカの葉が公式国家への抵抗と
して象徴的な役割を担っていく様子を明らかにし
ている。
2006 年には先住民系大統領モラレスが国民の

圧倒的支持を得て誕生、コカが伝統文化として称
揚され、それまで非公式とされてきた先住民の歴
史観や社会観への評価が加速する。この一連の社
会変化の背景を、80 年代以降の映画で描かれる
先住民世界の位置づけから理解することができる

映画の中の先住民と社会における先住民
兒島　峰

都市の土産物店に並ぶ、コカの葉をモチーフにしたTシャツ
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であろう。
なお、ボリビアの水戦争を扱ったスペイン映画

について質問があったので、ボリビアでは『鳥の
歌』（サンヒネス監督、ウカマウ。1995 年）の
盗作であると批判されていること、また、都会と
は異なる村の価値基準に無頓着な都会人の傲慢さ
を告発する『鳥の歌』のシーンが、先住民を、あ
くまでも非先住民とは相容れない理解不能な存在
として疎外するために挿入され、時代に逆行して
いるという問題点を指摘した。

 （神奈川大学准教授）

義賊的盗賊（カンガセイロ）が登場する伝統的
なブラジル映画では、西部劇や時代劇を観るとき
のわくわくするような物語の展開に加えて、北東
部の奥地（セルタン）の風景やフォルクローレ音
楽のフォホーなどを楽しめる。ヴァルテル・サー
レス監督の名画『セントラル・ステーション』
（1998 年）も奥地がテーマであった。同作品は
1998 年のベルリン国際映画祭でグランプリの金
熊賞を獲得し、翌 1999 年にはアカデミー賞の外
国映画部門と主演女優賞にノミネートされた。そ
して、第 72回カンヌ国際映画祭で奥地の問題を
描いたブラジル映画『バクラウ』（2019 年）が「審
査員賞」に輝いた。（写真 1）講座では奥地を好
むブラジル映画の魅力とその特別な秘密に迫っ
た。
映画『バクラウ』は、ブラジルのアイデンティ

ティーにつながる奥地をテーマにしたフィクショ
ンを音楽と盗賊の物語で描いている。村にある博
物館は明らかに 1938 年ペルナンブコに生まれ、
1938 年に没した盗賊ランピアンの遺品を連想さ
せる。ランピアンは地方の地主の首をはね、家族
を殺し、さらに財産を強奪するなど、悪魔のよう
な存在であった。しかし、貧者に奪った富を分け
与えた。それは、地獄に落ちる悪人と、天国に向
かう善人を一時的に留める煉獄（プルガトーリオ）
で裁きを待つ人間を連想させる。北東部奥地の民

衆の文学（コルデル）が描くその煉獄の姿を、映
画は、弱い民衆（セルタネージョ）の立場と英語
を話す凶悪な外人（グリンゴ）の対立の構図で示
し、最後に民衆が勝利するフィクションに仕立て
ている。グリンゴを雇った都会の政治家が開発優
先のために村を消滅させる行政を試みるが失敗
し、村民が最後に勝者となる。映画を観る者はブ
ラジルのボルソナロ現政権に対する批判の声を連
想することになる。
バクラウの住人は、エウクリーデス・ダ・クー

ニャ（1866 ～ 1909 年）が『奥地の反乱』（1902
年）で描いた先住民、ポルトガル人、黒人の混淆
による混血者である。村の葬儀で送られるドナ・
カメリタ役は 1944 年生まれの著名な黒人歌手マ

ブラジル映画が魅せるフィクションとノンフィクションの間（はざま）
住田　育法

モラレス政権下、それまで非公式とされてきた先住民の歴史
が評価され、従来型の歴史観との併記が積極的に推進された

写真 1　『バクラウ』のDVD
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ダレナが演じ、映画は集まった人々もカラフルな
肌の色であることを見せている。映画音楽として、
1935 年生まれのジェラルド・ヴァンドレーの
1979 年の声を使っている。まさに軍政への批判
が高まる 20世紀 70・80 年代の民衆の気分を持
ち出している。
ブラジル奥地の民衆音楽のシャシャードのム

リェール（ムエー）・レンデイラをテーマ曲に選
んでいる『野生の男（オ・カンガセイロ）』（1953
年）の予告編の映像を紹介した。この映画ではブ
ラジル北東部奥地を舞台に銃で闘う異種族混淆の
民カンガセイロが扱われており、始まりの場面は、
白黒映画であるが、夕日の落ちた地平線のかなた
を、乾季の空をバックに、匪賊たちのシルエット
が歌に合わせて移動する。映画の終わりは、肌の
色の黒い匪賊の首領に逆らって女性を救った白人
の匪賊が掟に従って命を落とす。
北東部の奥地を描いた名作は、グラウベル・ロー

シャ監督の『太陽の地の神と悪魔』（1964 年）、
（写真 2）と『アントニオ・ダス・モルテス（聖
戦士に対する悪しき竜）』（1969 年）である。後
者はカラー作品であり、北東部奥地の絵画的な風
景や色彩豊かな人びとの衣裳、さらにフォルク
ローレなどを堪能できる内容になっているが、軍

政の検閲をかわすために寓意がこめられた婉曲な
表現となっている。結果として、この曖昧さゆえ
に、ブラジル社会の抱える多元性や階級の移動性
を描いているといえる。地主に雇われた用心棒
（ジャグンソ）が匪賊（カンガセイロ）に変身し
得るし、その逆もある。映画の最後で勝利するの
は、奴隷のような立場の黒人の聖戦士であり、成
敗されたのは悪しき竜たる地主であるが、竜は「軍
政」を連想させる。

 （IELAK）

写真 2　『太陽の地の神と悪魔』のポスター

2021 年 5月初め、南米チリ出身の生物学者が、次のような言葉を残して亡くなった。「私、
ウンベルト・マトゥラーナは、自分が死ぬ瞬間を選びたいと思っている。重荷になりたくない。
害も出したくない。人口増加に貢献したくもない。自分が生き長らえることは、誰にとっても
有害なのだ。人間の生き方は絶対的に破壊に向かうものなのである。」チリ大学医学部に入学
し、1958年にはハーバード大学で生物学の博士号を取得。1978年にノーベル医学・生理学
賞の候補となった。1994年にチリの自然科学賞を受賞し、マトゥラーナ自身は祖国に貢献が
できたこと、それを認められたことに勝る喜びはないと、チリ大学で教鞭をとりながら、チリ
の民主化にも力を尽くした。哲学者そして作家としても世界的に知られた人物である。マトゥ
ラーナは、もし私たちが互いに耳を傾けず、尊重せず、誠実な心で協力しあわなければ、つま
り、民主主義のもとで共存を目指さなければ、「人類の繁栄に向かって変化が生み出されるこ
とはなく、ウイルスのパンデミックの有無にかかわらず、我々は自らの絶滅へとまっしぐらに
進むであろう」と警鐘を鳴らしていた。「我々人間は、生態系の歪みがもたらす災難を回避す
る行動を意識的にとることができる唯一の生物であり、社会的にも、生物的にも、文化的にも
共存して未来を担っている。（危機に際しての）最大の特効薬は後にも先にも＜愛する＞こと
であり、＜我々の存在を顕在化させること＞であり、＜民主的な共存をはかること＞なのであ
る。つまり、我々と生態圏との調和そして幸福を守るためにどうしたらいいか、皆で話し合っ
て考えることが必要なのだ」とも語っていた。享年92歳。
 （立岩　礼子／ IELAK）

No.41
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連載：マヤ社会を考えるために　
第11回　村

プエブロ

の空間を生きる（3）：人と森の精とのかかわり

大越　翼

先スペイン期のマヤ社会を考える上に極めて重
要な意味を持つ「王国の境界線」に関して、様々
な角度から連載第 5回から 4回にわたって議論
した。これは植民地時代にスペイン語やマヤ語で
書かれた史料の分析に加えて、村の境界線を辿っ
て歩く野外調査の成果をもとにしたものであった
ことも既に述べた。私が初めて村の境界線の調査
をしたのは 1983 年のことだ。メキシコ国立自治
大学付属文献学研究所マヤ研究センターに研究員
として勤め、同大学大学院メソアメリカ学研究科
で講義するようになった 1993 年以降、授業では
学生たちとマヤ語で書かれた先住民村落の「土地
権原証書（Títulos de tierras）」を読んだ。植民
地時代の基礎的な知識に始まり、古典マヤ語の基
礎、文書の分析法、翻訳の仕方などを教え、読了
後は当該の村を訪れて境界線を実際に歩いて、文
書に言及されている地名と比較してみるという形
式をずっととってきた。
境界線は、村の街区の外に広がる広大な土地を

区画するもので、ジャングル（私たち日本人の感
覚から言えば森にあたる）を切り開いて設定され
ている。（写真 1）

ジャングルの中を歩くのは、私たちにとっては
危険が多く、必ず村人に 2人以上同行していただ
くことにしていた。ガラガラヘビや、木の枝から
ぶら下がって下を通る動物を襲う、美しい緑色を
した細い毒ヘビ、タランチュラなどに出会うこと
もあったし、一方野生の果実を食べたり、喉の渇
きに耐えかねて果樹園のオレンジをいくつか失敬
することもあった。同行してくださる村人は、そ
のような時に実に頼りになる存在だった。そして
決まって、道中に出会う色々な草木の名前やそれ
が何に使えるのかという説明をしてくれ、いちい
ち頷いてはいるものの、その情報の多さに端から
忘れていってしまうのも致し方のないことだっ
た。しかし何れにせよ、彼らの話は全てが新鮮な
学びの材料であったことは間違いない。今回は、
私の野外調査の中でも忘れることのできない「不
思議な体験」についてお話しし、マヤの人々が信
じて疑わない「森の精」について考えてみること
にしたい。

それは、1996年の10月にユカタン州チックシュ
ルブ村で調査をしたときのことだった（地図 1）。
私たちは授業の中で『チャック・シュルブ・チェ

ン村土地権原証書（Título de tierras del pueblo 
de Ch’ac Xulub Ch’en）』１）を読んで、そこに
記された境界標が置かれた地名のリストを作成し
ていたのだが、1つだけ私たちの注意を引いた場
所があった。「Riachuelo（小川）」である。まず
それがスペイン語であることに違和感を覚えた。
境界標が設置された場所は、全てマヤ語の地名で
呼ばれるのが普通だからだ。なぜここだけスペイ
ン語なのか。そしてなお奇妙なのは、ユカタン半
島北部低地が石灰岩台地であることから、地表に
は池も川もないはずなのになぜ「小川」なのか、
ということだ。そんな疑問を抱きつつ、調査は順
調に進んだ。
3日目の調査が終わって、4時過ぎに海辺の村

のレストランで遅い昼食を摂っていると、「明日
写真 1　ティヌム村の境界線
（©2015 年 4月筆者撮影）
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はちょっと大変な行程になりますから。今日はよ
く休んでくださいね」と案内のドン・アントニオ
は意味ありげな笑いを浮かべて私たちに言った。
「それはどういう意味なんですか、ドン・アント
ニオ」と学生が聞いても答えてはくれない。「明
日わかりますから」と言うだけだった。
さてそのあくる日、今日歩き始めるところまで

ワゴン車で移動した。降り立った私たちの眼の前
に広がっていたのは、村の北の部分にある沼沢地
だ。（写真 2）

ところどころに「水たまり」がある。「さあ行
きますよ」とアントニオは元気がいい。一列縦隊
になって進む。
まもなく前方を歩いていたイタリア人の女子学

生が、「先生、ここに赤いボールのようなものが
あるんですが、動いてるんです」と声を上げる。
近寄ってみると、何とそれは何千匹もの赤アリが
ボールのように丸くなって蠢いているのだった。
このアリに刺されるとたいそう痛い。触らないよ
うに後続の学生たちに伝え、ふと目を前方に戻し
た。一瞬我が目を疑った。なんとわずか 20メー
トルほど先にシカがいるのである。ユカタンはも
ともと「シカと七面鳥の土地」と言われるくらい
シカの数は多かったのだが、乱獲のせいで数が激
減しているのは知っていた。だがまさか、ここで
生きているシカを目の前にするとは思いもよらな
かった。で、思わず声を上げてしまった。シカの
方も驚いたろう。こんな沼沢地で人間に出会うと
は思ってもみなかったろうから、すぐに踵を返し
て何処となく走り去った。
その後、柔らかい土のところに、ジャガーの足

跡があるとドン・アントニオが言い出した。指差
す先を見ると、なるほど子犬のような小さな足跡

写真 2　チックシュルブ村の北に広がる沼沢地
（©1996 年 10月筆者撮影）

地図 1　チックシュルブ村とその周辺（Google map ©2021 INEGI を元に加工加筆）
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が複数付いている。「これはオスとメスですね。
オスが獲物の前方を横切って行く手を遮り、後ろ
からメスが攻撃するのです」と詳しい。しばらく
行くとまた、「あ、ここで第 2撃を加えました。
獲物は少し疲れてきているようですね。足跡に乱
れがあります」という。どうやってわかるのだろ
う。私たちには前のと同じにしか見えない。そし
てさらに行くと、「ああ、ここで第 3撃です。ほら、
少し血が落ちているのが見えるでしょう。獲物の
死体はここから遠くないところにあるはずです
よ。」
正直な話、そう言われなければ、私たちは気が

つかなかったろうし、血の跡などは見逃してしま
う。彼の観察眼は驚くべきものだ。なるほど「狩
人」とあだ名されるわけだと思った。案の定、私
たちが立っているところから 500 メートルほど
離れた場所の上空に 5羽ほどのソピローテ（ヒメ
コンドル）が円を描くように舞っているのが見え
るから、あのあたりにジャガーに襲われた動物の
死体があるのだろう。
それに感じ入っている間も無く、私たちの目の

前には全面に水が広がり、今まであった「乾いた
部分」がなくなった。皆言葉が出ない。「先生、
ココを歩いて行くんですか。ウソでしょ」と私を
見つめる目が言っているのがわかる。女性も 3人
いるのだ。私だって靴をびしょびしょに濡らした
くはない。しかし・・・　「さあ、皆さん、怖い
んですか？行きますよー。まだ先は長いんですか
ら」というアントニオの声に押されて一歩一歩進
まざるを得なかった。靴の中が水浸しになり、白
い靴下がみるみるうちに茶色になっていく。たま
らなく不愉快だが仕方がない。（写真 3、4）

誰もが無口になり、それを感じ取ったアントニ
オは「もう少し先に乾いたところがありますから、
そこで一休みしましょう。その近くに『小川
（Riachuelo）』があるんです。」 
「え、Riachuelo だって？」この言葉は皆を奮
い立たせ、歩みを速めてその「乾いたところ」を
目指した。そこはやや小高くなっていて木も生え
ている。その北側に問題の「小川」があった。な
るほど澄んだ水がチョロチョロと流れている。「こ
こは聖なる場所なんです。それを無視して、馬で
乗り入れた人がいるんですが、ついに生きて帰っ
てきませんでした。バチが当たったのです。それ
にね、風もこの聖なる場所に敬意を表して吹かな
いんですよ」、とドン・アントニオ。なるほど、ファ
インダーを覗く私たちの額に玉のような汗が噴き
出してきた。彼に促されて、2メートルと離れて
いない「高い所」へ移動すると、不思議なことに
さっきまで全く吹いていなかった風が、心地よく
私たちの体を包み込んだ。どういうことだろう。
狐につままれたような感覚だった。しかしドン・
アントニオの言葉通りなのだ。いやいやこれは単
なる偶然、今「小川」に戻れば風が吹いているに
違いないと、皆でそちらに戻ってみたが、やはり
風は凪いだままだ。にわかには信じない私たちを、
ドン・アントニオが「不信心者」と言わんばかり
の顔をして眺めているのが印象的だった。
おそらく、この「小川」はユカタン半島北部海

岸地帯によくある泉（ojo de agua）なのであろ
う。地下を流れる水が石灰岩の天井を浸食し、丸
く穴を開け、そこから水が噴き出してくるという
わけだ。ドン・アントニオが言及した馬に乗った
人は、きっとその穴に落ちて出て来られなくなっ

写真 3　沼沢地を歩く学生たち
（©1996 年 10月筆者撮影）

写真 4　小休止。左端がドン・アントニオ
（©1996 年 10月筆者撮影）
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たのだろう。それでもなぜ「小川」というスペイ
ン語名が付されているのかはわからないが、これ
が合理的な説明であるに違いない。では、「風」
はどう説明するのか。それぞれがこの説明のつか
ない、しかし実際に体験したこの現象を反芻しつ
つ、水の中を歩き続けた。

ドン・アントニオは親切な人だった。あくる日
モトゥール村に住む呪術師（神官）に会いに行く
から一緒に来ないかと、男子学生たちを誘いにき
た。私は疲労困憊し立つことすら億劫になってい
たので、後に残される女子学生たちがかわいそう
だからという理由をつけてホテルに残り、部屋で
休んでいた。午後、興奮気味に戻ってきた彼らか
ら話を聞くと、これまたにわかには信じがたいこ
とを体験してきたという。彼らが呪術師の家があ
る街区の角に差し掛かると、呪術師が家の入り口
に立って彼らを見ているのに気づいた。呪術師は、
「お前さん達が来るのはわかっていたよ。だから
入り口に立って待っていたんだ」と言う。さては
ドン・アントニオが事前に電話でもしたのだろう
と学生たちが聞くと、そんなことはしていないし、
そもそも呪術師の家には電話も、電気すらもない
のだった。
家の中に入ると、呪術師は祈祷を始めたのだが、

にわかに雨が降り始めた。先ほどまで空は澄みき
り、白く眩しい雲が浮いていたのに。訝しく思っ
た学生がドアを開けて外を見て仰天した。雨は呪
術師の家の周りだけに降っていたのである。向か
いや隣の家は陽に照らされて眩しいくらいだ。面
妖な話ではないか。聞くところによれば、その呪
術師は雨乞いの祭りを主宰して常に雨を降らせる
ことのできる、極めて強い力を持っていることで
有名なのだそうだ。

メキシコ市に戻って、またいつものようにマヤ
研究センターの研究室で夜まで仕事をし、居残っ
ていたホルヘ・ミゲル・ココム・ペッチ２）の部屋
に行った。帰る前にこの間ユカタンで経験してき
た奇妙なことを話そうと思ったのだ。彼が興味を
持ったのは、「小川」のことよりも、鹿やジャガー
の足跡の方だった。「ツバサ、その鹿にはツノが
生えていたかな？」「よくは覚えていなかったん
だけど、少しあったような気がするな。」「悪くな

いぞ。で、ジャガーは見たのかい？」「いや、足
跡だけなんだ。」「そうか。まあいいだろう。君が
見たものの意味がわかるかな？これはね、僕たち
マヤ人から見ると、君がマヤの真実に近づいてい
ることを意味するんだよ。」なんとも嬉しい見立
てだった。鹿もジャガーもマヤの人々にとっては
昔から神聖な動物であり、前者の象徴の一つが豊
穣であり、一方ジャガーは冥界と結びつき、権力、
生命、豊穣を象徴すると考えられている。この 2
頭の動物が、私をマヤ世界の深淵へ導いてくれる
ということらしい。
ホルヘ・ミゲルは祖父のことについて何回も

語ってくれた。祖父はマヤの神官・呪術師であり、
孫の彼を後継者と見定め、いろいろなことを教え
てくれたそうだ。その話の一つに、私も体験した、
ジャングルでの「風」に関係したものがあった。
彼がまだ小さかった時のことだ。祖父が村の何人
かを連れてジャングルで神々に祈りを捧げること
になり、その前の 5日間断食・もの断ちをするよ
うに彼らに言い伝えた。ところが一人がその禁を
破って妻と交わり、それを隠して何食わぬ顔で儀
式に参加した。ジャングルの中の空き地に丸く円
を描くように立ち、その中心で祖父が祈りを捧げ
始めた。ところが、まもなく人々を取り囲むよう
につむじ風が起こり、刻々とその強さを増して
いった。祖父は「お前たちのうちの一人が、もの
断ちを破った。神々がお怒りだから、今日はこれ
以上儀式を続けられない」と言って祈るのをやめ
ると、先ほどまでのつむじ風が急に収まったとい
う。

マヤの人々にとって、ジャングルは生活空間で
ある。スペイン人が来るまで、その空間は家の周
りに広がっていた。そこはトウモロコシをもたら
し、また鹿や猪、キジなどの動物の宝庫であった。
だから神々に豊穣の祈りを捧げるのも、雨乞いの
祭りをするのも全てジャングルの中であった。

植民地時代が始まると、スペインは先住民を碁
盤の目上に区画した村に集住させ、中央広場に面
して教会を建設した。ヨーロッパ人から見れば、
これこそがキリスト教徒が住むべき「文明化」さ
れた空間なのであった。そこでは「異教」の神々
を崇拝することは禁じられ、徹底的に排除された
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し、これを守らぬ者たちは異端審問にかけられ罰
せられた。だから、スペイン人たちから見れば「管
理・監督の行き届いた」、すなわち、この時代の
表現で言えば「en policía（秩序のある）」という、
キリスト教によって律せられた空間だったのであ
る。
ところが、その周囲には村にあてがわれた広大

なジャングル地帯があり、ここで人々は日々の糧
を得ていた。毎日暗い時間に起きて自分のミルパ
（トウモロコシ畑）へ行き、畑を切り開く時や初
穂の祈りは必ず「yumtzilob（森の精・主）」に向
けてマヤ語で行なってきた。スペイン人の目から
はこの空間は「異教的、野蛮な世界」であり、こ
れはキリスト教が律する空間と対比させられるべ
きものであった。ここは、マヤの人々が昔と変わ
らぬ焼畑農耕を行い、彼らがずっと信じ続けてき
た神々が律する空間なのだ。
興味深いことに、この「野蛮な空間」が「文明

化された空間」に入り込まない限りにおいて、ス
ペイン人らはマヤの人々がこの二つの現実を生き
ることを暗黙のうちに認めてきた。しかしこれを、
ごく単純に「文明の律する内」と「その周囲に広
がる野蛮なジャングル=外」という対比で見て
しまうと、現実からは乖離したものになる。前々
回から述べているように「村の内」の空間でも、
物理的には先スペイン期とは全く異なる町割りと
なったにも関わらず、これを「身近な空間」にす
べく彼らなりの意味付けを行い、あまつさえ彼ら
の社会的関係に「あだ名」を用い続けるなど、「見
かけ」と「内実」の間に大きな違いがある。彼らは、
柔軟にスペイン人に強制された制度を「取り入
れ」、それを自分達なりに換骨奪胎して自らのも
のとしたのだと言えるだろう。となれば、村の「内
と外」の間には確かな連続性があり、これを矛盾
なく結びつけているのが、マヤの人々なのであろ
う。
いや、そう学問的に書いてしまっては、私が野

外調査の中で実際に体験したことや、教えられた
ことは、私たちの知に取り込まれてしまい矮小化
されたものになる。あの時のドン・アントニオの
表情、モトゥールの神官・呪術師の祈りから起こっ

たこと、ホルヘ・ミゲルの語りは、単なる絵空事
ではないし、「彼らはそう信じている」などとい
う陳腐で自己中心的な表現で片付けたくない。マ
ヤの地では、このようなことが実際に起こってい
るのは事実なのだから。この辺りをどう私の歴史
叙述の中で言い表していけば良いのか、どうそれ
を語れば良いのか、まだ模索を続けている。とも
あれ、ジャングルを歩きながら「僕は結構注意深
いから、事故に遭うことなんかは滅多にないだろ
うな。森の神様に守られているからな」と生意気
な自問自答をした直後、勢いよく転倒して、支え
ようとした両手をしたたかに大地に打ち付けて痛
い思いをしたことは書いておこう。「森の精」を
バカにしてはいけないのである。
次回は、そのジャングルの中で行われた「チャー

チャックの祭り」と呼ばれる、雨乞いの祭りに参
加した時のことをお話ししよう。驚くべきことに、
そこには私が本で読んだだけの古代マヤの宇宙観
が現出していたのだから。ジャングルは聖なる空
間でもあったのだ。

注
１）　  現在のこの村の正式名はチックシュルブ・プ

エブロ（Chicxulub Pueblo）だが、この村
と周辺地域の 16 世紀の歴史を描いた文書は
『チャック・シュルブ・チェン年代記（Crónica 
de Chac Xulub Chen）』と呼ばれ「チャック・
シュルブ・チェン村土地権原証書」はこれに
付されていたものである。

２）　  彼は当時すでに詩人・作家として名を成して
いた人で、当時マヤ研究センター長を務めて
いた私の友人アナ・ルイサ・イスキエルドが、
彼を招いて一年間小説を書ける環境を作り出
した。彼は毎日夕方になると現れ、夜の 9時
ごろまで仕事をしていた。当時『おじいさん
の秘密（Secretos del abuelo）』と題する本
を執筆中であった。その次に出版された本は
『言葉の守り人』と題され、吉田栄人氏によっ
て日本語訳されている。

 （IELAK）
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国家の領域境界としての米墨「国境」のうち、
メキシコ湾のマタモロス河口からテキサス州のエ
ルパソまでの国境線にはリオグランデ（リオ・ブ
ラボ）が用いられている。しかし、エルパソから
カリフォルニアまでは、作為的に引かれた境界線
が引かれている。その表象が、国境フェンスであ
る。しかし、リオグランデ河川にはフェンスは見
られない。川が「境界」そのものである。
その一方で、別の見方もできる。それは、リオ

グランデは「境界」ではなく、むしろ同河川の北
と南にまたがる辺境地域全体の発展に寄与してき
たという考え方である。その点で、リオグランデ
は両岸の地域を一体化させ、いわゆる辺境地域と
してのボーダーランド /ラ・フロンテラ（Gloria 
Anzaldúa）の風土が生まれることに大きく寄与
してきたと考えられる。それはリオグランデ沿い
の国境の南と北に対峙する姉妹都市の形成にも影
響を与えてきた。
コロナ禍の前にはキャラバンという人の大移動

が米墨の国境の南に集結していたが、トランプ政
権による不法入国に対する厳しい取り締まり強化
がその動きを制止した。加えて、その後の新型コ
ロナウィルスの影響拡大により、国境の閉鎖が長
らく続いた。しかし、2021 年 1 月 20 日、正式
にトランプ政権からバイデン政権へ移行し、バイ
デン大統領が公約に掲げていた現行の移民政策の
早急の廃止と改善に対する期待が集まっていた。
まずは、移民政策の緩和と庇護申請の再開で

あった。これを受けて、またたくまに、米墨国境
の南に人が集まり出したのである。ここで考えら
ければならないことは、今日の彼らの「越境」の
目的の中に、いわゆる不法入国に成功することが
すべてではなくなってきていることである。彼ら
は即時の「庇護」を希望しているのである。ただ
し、この場合条件が付く。出身国で迫害を受けた、
または母国に帰ると迫害を受けるという十分な根
拠に基づいた恐怖があり、故郷に帰ることができ
ない、又は帰ることを望まない、場合が条件とな
る。そしてその原因は、人種、宗教、国籍、政治

的意見、特定の社会的集団メンバーによるもので
ある。特定の社会集団とは、庇護希望者（申請者）
の所属集団を指し、これが先の「迫害」にあたる
かを認定する。この事例として、DV（ドメスティッ
ク・バイオレンス）も実際に庇護の対象として認
められている。「婚姻関係から逃れることのでき
ないグアテマラの既婚女性（married women in 
Guatemala who are unable to leave their 
relationship）」がここでの特定の社会的集団の
構成員に当たり、かつ、出身国（この場合はグア
テマラ政府）がこれを保護する意思および能力が
ないことが認められた。
また、米国内法における難民認定制度では、主

として徒歩による陸路、つまりリオグランデ越境
による合法および非合法による入国（一歩足を踏
み入れること）を果たし、庇護申請することが原
則である。従って、キャラバンでもみられたよう
に、庇護希望者が米国の土地に一歩踏み入れるこ
とが最大で唯一の目標になっているのである。難
民申請はハードルが高いうえに、狭義の難民は米
国以外からの申請が原則である。その意味で、庇
護申請の方が少なくともその結果が出るまでの一
定期間、米国内で保護され滞在できるからである。
陸路は絶対ではないが、多くはリオグランデを渡
河して対岸に到着し、すぐに拘束される場合が少
なくない。それが、庇護希望者にとっては最大の
「至福」と考えているのである。

近年では、グアテマラ、エルサルバドル、ホン
ジュラスの中米 3ヶ国の出身者が急増してきてい
るが、トランプ政権下でこれらの 3ヶ国と協定を
結び、これらの出身者については庇護申請を自国
で行うことを可能とし、メキシコへ国外退去させ
たのちに帰国させていた（5万5000人）。しかし、
バイデン政権ではこれが中断されている。しかも
バイデンの移民政策の転換に期待を寄せている動
きはすでに見られ、すでに米墨の国境を目指すも
のが急増しているが、2021 年 5月段階で不法入
国者は 18 万人に達しており、この 20 年間で最
大である。バイデン政権にとってもこれらすべて

連載：ラテンアメリカから米国への人の移動を考える（6）
―バイデン政権の移民制度改正におけるベネズエラ人の庇護申請と一時保護保障（TPS）―

牛島　万
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を庇護申請の対象にはできず、その対応に困って
いる。その結果、その 62％が即時国外退去処分
になっている。多くは単身の大人である。また、
メキシコに留まっている、ないしは一時勾留され
ている場合もある。最近シウダー・フアレスの2ヶ
所で身を潜めて生活をしていた主として中米 3ヶ
国の出身者（これ以外に、ニカラグア、エクアド
ル、ブラジル、メキシコ等を含む）200人以上を
メキシコ警察は拘束し、うち入国書類を所持して
いる 50 人ほどに関しては市の移民支援施設へ
送った。また 2021 年 3月、メキシコ北部のモン
テレイ空港で、95 人の不法入国者を拘束した。
ホンジュラス 70 人、グアテマラ 14 人、エルサ
ルバドル 6人、キューバ 5人であった。この中
には 8人の未成年者が含まれていた。未成年者を
含む家族での不法入国には特別配慮がなされる場
合が多い。2021 年 1月 1日から 3月 18 日まで
に 4180 人の未成年者が不法でメキシコへ入国し
ている。2020 年の同時期に 5240 人、さらに
2019 年には 8800 人であった。
そのような背景をふまえたうえで、なおも驚き

の出来事が生じている。それは、中米出身者を除
けば、米国に多くが陸路で辿り着いた庇護希望者
のなかで、今年の 5月初旬からベネズエラ人と
キューバ人が極めて増加していることである。と
りわけベネズエラ人に関しては、2018 年までに
米国のベネズエラ移民は 48万 4445 人であった
が、ベネズエラから出国したものは世界中に 500
万を超えていた。これが 2021 年末までにはこれ
が 813 万人に達することが見込まれている。主
な移民先は、ペルー、コロンビアである。しかし、
政治的経済的な安定を考え、米国への移動が急増
している。2021 年 4月に米国に入国したベネズ
エラ人は 6159 人で、5 月に入って、ほぼ毎日
100人単位でベネズエラ人の入国がみられる日も
少なくない。しかも、その多くが入国書類を揃え
ており米国に家族が居住している。現在、米国で
庇護を認められるのを待っているベネズエラ人は
およそ 34 万人と見られている。2021 年 1 月に
は 1657 人のベネズエラ人が庇護申請を行ってい
るが、同年 3月までにその数は 3000 人ほどに達
することが見込まれる。しかも、中米 3ヶ国と並
んで、ベネズエラも「迫害」（1）の対象として認定
されているために、庇護申請が許可される可能性

は高く、1年以内に永住権（グリーンカード）を
申請できることが定められている。2021年 4月、
米国での庇護申請を待つために一時的にメキシコ
に滞在を米国政府により許されていた者（MPP）
で、最終的に米国へ入国できた者は 8387 人で、
そのうちベネズエラ人とキューバ人のそれぞれ過
半数は、移民裁判所での裁判までの待機期間を自
由の身となっている。
このタイムリーな出来事をニュース番組では映

像を交えて報道される。荒川であるリオグランデ
（Rio Bravo）はところどころで流れが速く水深
がやや深くなっているが、テキサス州デル・リオ
付近の 5月のリオグランデはせいぜい腰までの深
さで、歩いて渡れる。そして、やっとの思いで米
国大地を一歩踏み入れたその瞬間、込み上げてく
るものがあったのだろう。安堵と歓喜からなのか、
老若男女問わず、数人の目からは「涙」があふれ
ていた。リオグランデは時代を越えても今なお文
字通りの「荒川」（リオ・ブラボ）である。これ
から夏に入り水嵩は増え、増水し、きっと泳いで
渡るのも厳しい季節が到来することを皆は知って
いるのであろう。その前の今のこの時期に一大決
心して、多くは、1、2年前からベネズエラをあ
とにして来ているのである。
A氏（37 才女性）薬剤師の場合。ベネズエラ

のマラカイボ出身で 2019 年 7月に出発。夫と二
人の子供とともに、コロンビアのマイカオへ、国
境で軍人から子ども一人 300 ドルを請求され支
払う。コロビアのメデジンからパナマへ、さらに
パナマからメキシコ市へ空路で渡航してきた。入
国審査のための書類は準備していたが、メキシコ
の税関で取り上げられた。そのため米国に渡った
が、国外退去処分にされた。2年後、保護申請の
ための面談の機会を得た。
B氏（男性、年齢不詳）の場合。2019 年にベ

ネズエラを出国、メデジン、ボゴタ、パナマ、カ
ンクン、シウダー・フアレスを経由、エルパソま
でやってきたが、国外追放された。6ヶ月間家族
からの送金で滞在した後、合法的に米国へ入国。
このように、最後の米国への入国には陸路を

使ってリオグランデを渡河するが、それまでの
国々を通過する場合に陸路はあまりにも危険であ
るために、空路を利用している。そして国境に近
いメキシコの空港からコヨテなどの斡旋業者を頼
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り、陸路を使い、リオグランデを越境する場合が
ほとんどである。別のベネズエラ人は、ベネズエ
ラからコロンビアへ不法のルートを使って入国
し、ボゴタからモンテレイまで空路を使い、モン
テレイからリオグランデまでタクシーを利用し
た。国境までの約 2時間 700 ドルでタクシーと
交渉したが、その道中、不安や危険を感じること
が多々あったという。テキサス州デル・リオへの
越境の場合は、メキシコ側の対岸にあるシウダー・
アクーニャに空港がないため、最寄りの空港とな
ると国境沿いのピエドラス・ネグラスの空港を使
うことが予想される。
最後に、一時保護保障（TPS）についてみてお

きたい。従来、中南米地域では、およそ 24 万
7697 のエルサルバドル人を筆頭に、7万 9415
のホンジュラス人、5 万 5338 のハイチ人、
4421 人のニカラグア人の順にその対象として受
け入れてきたが（数値は全て推定）、バイデン政
権になり、ここにミャンマーとベネズエラが対象
に加えられたのである。ベネズエラ人の米国へ向
けての出国の背景にはこの動きも当然考えられ
る。ただし、これは庇護申請と違って、2021 年
3月 8日以前に米国に不法で入国し居住歴がある
ことを証明できる者、180日以内に申請できるも
の（2021 年 3 月 9日～ 9月 5日）、さらに申請
費用として 545 米ドルという条件が出されてい
る。具体的にはすでに 2021 年 3 月 8 日以前に
米国に滞在歴のある約 32万のベネズエラ人がそ
の対象になっている。これが認められれば、
2022 年 9 月までの 18 ヶ月、保護期間が延長さ
れるというものである。これが出された一つの背
景に、トランプ前大統領が、ホワイトハウスを離
れるまさに 2021 年 1月 20 日に、非合法のベネ
ズエラ人の国外追放の 18ヶ月の猶予を定めたこ
とに関係している。では、気になるところは、こ
の TPS によって永住権を申請できるかどうかで

ある。2021 年 6月 8日、最高裁の重要な判決が
下された。これによると、TPS による一時的に
滞在を許可されている不法入国者（合法で入国し
た TPS 対象者はこれに含まれない）は、この申
請の対象者とはならないと判じた。

注
１）　  ベネズエラ社会科学研究所（LACSO）は、

ベネズエラにおける暴力による年間死亡者を
25000～ 27000人としている。” ¿Por qué 
los venezolanos prefieren vivir el drama 
de llegar a pie a Estados Unidos que 
migrar a países de América Latina?”, El 
Nacional, 29 de mayo, 2021.

参考文献
中山弘子「米国の難民認定制度におけるDV被害
者の位置付け―トランプ政権下での展開に注目
してー」難民研究フォーラム、2020 年 8 月
28日のレジュメ

本岡大和「難民になれない庇護希望者―米加間の
「安全な第三国」協定の影響―」、Core Ethics 
Vol. 6（2010）

住田育法・牛島万編『混迷するベネズエラ̶21
世紀ラテンアメリカの政治・社会状況』明石書
店、2021 年

北澤豊雄『混迷の国ベネズエラ潜入』産業編集セ
ンター、2021 年

北澤豊雄『ダリエン地峡決死行』産業編集セン
ター、2019 年

その他、多数の新聞記事等をインターネット上
で参照したが、紙面の関係上、その引用元のサイ
トの掲示は省略する。

（IELAK）
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本書『夜の舞』は、1993 年からメキシコ文化
省の下部機関（CONACULTA）が、メキシコ国
内の先住民作家を対象に、先住民文学の発展のた
めに設定したネサワルコヨトル賞を受賞した作品
である（2010 年）。原題U yook’otilo’ob aak’
ab/ Danzas de la noche（2011 年出版）は、
ユカタン・マヤ語とスペイン語の二重言語表記で
ある。来日し本研究所主催のもとに講演したソル・
ケ・モーさんも、2015 年に同賞を『女であるだ
けで』により受賞している。マヤ語だけの出版で
は読者層が限定されるのでスペイン語の翻訳が付
けられている。いかなる経路を経て先住民言語に
よる出版が興されたのであろうか。まずは、マヤ
語話者が国民の大多数を占める隣国グアテマラで
は、1949 年に第 1 回全国言語学会の開催、
1959 年にキチェ・マヤ語学校（ALMK）の設立、
1970 年代には米国の平和団体などが地方マヤ青
年を教育し、言語学の専門家として養成しマヤ諸
語の辞書を出版した。1980 年代になると先住民
の蜂起を恐れた悪名高きリオス・モント将軍によ
る先住民虐殺が激化した。このような状況下でも、
84 年に第 2回全国言語学会の開催、マヤ語標記
法の統一、グアテマラ・マヤ語アカデミー（ALMG）
が発足され 1992 年にはキチェ・マヤ出身のリゴ
ベルタ・メンチュウさんがノーベル平和賞を得た。
こうした活動が汎マヤ主義運動への静かなうねり
を形成し、国内政策の中で「市民権」を得て国外
へも影響力を発した。メキシコでは 1991 年に憲
法第 4条が修正され、政府は前述CONACULTA
の活動のように先住民文化を公的に承認し、
2001 年メキシコを多文化国家と規定したのであ
る。
吉田栄人先生（東北大学大学院）の和訳により、

『穢れなき太陽』（水声者、2018年）に加え、図
書刊行会から2020年には『女であるだけで』、本
書、『言葉の守り人』の 3点が一挙に出版され、

私たちはユカタン・マヤ語4点の文学作品を日本
語で読めるという驚くべき機会を得たことになる。
まずは、叙情的詩人カリージョ・カン著『夜の

舞』の目次構成は、以下【夜の囁き／旅たち／夜
の歌／舞の町／舞踏家たちの頭目／最後の舞】と
シンプルな六部構成である。では、内容をその構
成に従って概説してみよう。13 才となった多感
な娘フロールは「ワーチ！（よそ者）」と呼ばれ
る理由を村の産婆ド－ニャ・マキンに尋ね、両親
も兄弟も実の家族ではないことを知る。舞踏団頭
目に恋した母はフロールを出産後に死んで花びら
になった。実の父は役場のある町で舞踏団を率い
ていると知らされる。「凶兆の鳥」フクロウの鳴
き声が止むと「小夜（シュ・アーカブ）」という
女が現れてフロールを町へと誘導する。夜の闇の
中で「聖なるエク・チュア」を守護者として祈り、
二人はひたすら幹線道路を歩き続け、疲れて木に
登ると蜘蛛たちがハンモックを編んでくれる。二
日目の朝、舞の町に着いたフロールは亡母の親友
だったおばさんから話のいきさつを知る。村の広
場で雨の舞が演じられていた。東西南北の方角に
立つ 4人の男、中心にトカゲの面を被る男。マヤ
の宇宙観が現れている。法螺貝の音が響くと天の

書籍紹介

『夜の舞・解毒草』
イサアク・エサウ・カリージョ・カン 著

アナ・パトリシア・マルティネス・フチン 著
吉田　栄人　訳

（国書刊行会　2020 年　264 頁）
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本研究所は、前身のメキシコ研究センター設立
から 40年を数えた。そして、ラテンアメリカ研
究講座は 20回目という節目の年であった。しか
し、コロナ禍で、そもそも開催できるのか、オン
ラインで開催するにふさわしいテーマは何か等い
ろいろ協議した結果、2021 年が研究所にゆかり
の深いメキシコの征服 500 年と独立 200 年にあ
たっていること、征服史についてはメキシコでは
先住民側の視点から、スペインでは征服者側から
の視点からの見直しが進んでいることから、いず
れの視点もコルテス像についての検討なくして
は、新しい知見を提示できないだろうと、今回の
「メキシコの征服者コルテス像の再考－歴史学の

十三層の主たちが踊る。音楽の響き、舞を見ると
フロールの心は震えた。おばさんは舞踏家の頭目
の家に彼女を連れていく。頭目はじっと娘を見て
いた。何回か訪問する内に頭目は舞に加わるよう
に誘う。「君の顔には愛した女性の面影がある」
と父に告げられ、フロールは蛍の舞のアイデアを
出す。奇しくもそれは亡母のアイデアと一致して
いた。やがて、夢の中で「小夜」が亡母であると
知る。娘は父の舞踏団で成長し、やがて父から頭
目の役目を引き継ぐ時が来た。死の舞の振り付け
と歌。人間は夜、生まれる。暗闇の中、木の枝か
ら産み落とされる。
目を閉じると、民族学調査に従事していた光景

がよみがえる。ユカタン半島密林の夕方、動物た
ちがひそかに蠢く夜の闇、霧の朝、ホエザルの鳴
き声、クモザルが高い梢を渡る。洞窟とセノーテ
が一体化し、脇にそびえる大樹ヤシュチェ。人の
背丈ほどもあるその板根に森の精アルシュが潜ん
でいる。そう、『夜の舞』を読み終わり、ふ～っ
とため息をついた。コロンビアのノーベル文学賞
作家ガルシア・マルケス著『百年の孤独』の読後
感に似ている。幻想的なマコンドを舞台に J・A・
ブエンディーアとウルスラ・イグアラン夫妻に始

まる一族百年の歴史。著者マルケスは幼い頃、祖
母から様々な奇怪な昔話を聞いた。伝統的小説形
式を取りながら、非現実的で空想的な要素を散り
ばめる。近親結婚が続き豚の尻尾がついた奇形児
の誕生、円環的・神話的時間の流れ。自殺者の血
液が街路を超えてウルスラの部屋に達する（アリ
エナイ）設定の描写。
訳者解説によると、詩人のカンが甘い口調と柔

らかい物腰でマヤ語で詩を朗読すると、多くの女
性が魅了されたという。まるで、フロールの父親
のイメージと重なるかのようだ。それにしても、
訳者はいつの間にか、着々とユカタン・マヤ語を
習得し和訳に専念し、一挙に 4冊の刊行を成し遂
げた。彼の祭礼儀礼の分析、ユカタン半島の薬草・
伝統医療の研究、そして、豊穣なる先住民文学の
紹介。まだ、まだ、今後の研究テーマは更新され
私たちを驚かせてくれることであろう。期待せざ
るを得ない。なお、吉田氏の「メキシコにおける
先住民文学ルネッサンス」『国際文化研究科論集』
（第 25 巻、2017 年、pp.29-40.）は、本件の刊
行に至るプロセスを良く説明している。

 （桜井　三枝子／ IELAK客員研究員）

第 20回ラテンアメリカ研究講座

「メキシコの征服者コルテス像の再考－歴史学の観点から－」

立岩　礼子

京
都
外
国
語
大
学
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
研
究
所
主
催

第
20
回
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
研
究
講
座

第
20
回
ララ
テテ
ン
アア
メメ
リ
カ
研
究
講講
座座座

お問い合わせ／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　http://www.kufs.ac.jp/ielak/index.html

20213.27土

13 : 00
15 : 45

~

13：00 開会の辞

13：05 「『コルテス報告書簡』（カルロス一世国王宛て）を全訳して」
 伊藤　昌輝（ラテンアメリカ協会顧問）

13：25 「マヤ系先住民通辞と征服－コルテスの『情報戦略』の系譜－」
 大越　翼（京都外国語大学教授）

13：45 「先住民貴族とコルテス―トラスカラとテスココの
  記録文書から―」
 井上　幸孝（専修大学教授）

14：05 「コルテスのアジア貿易への関心」
 立岩　礼子（京都外国語大学教授）

14：25 「最後の中世人か、近代の先駆者か―エルナン・コルテスの
  世界史的位相―」
 安村　直己（青山学院大学教授）

14：45 「メキシコナショナリズムにおけるコルテスの位置づけ」
 山崎　眞次（早稲田大学名誉教授）
休　  憩

15：15 質疑応答を含む全体討論
15：45 閉会の辞

Zoom によるオンライン形式
事前申し込み制（定員 100 名）

※事前申し込みが必要です
　右記QRコードを読み取るか、以下URLより
　お申込みください。

参加費
無料

お問い合わせ／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

　右記QRコードを読み取るか、以下URLより
　お申込込みください。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScor8lsMo-23mVVg52su
3cQTqpkKanRW5hSKGmLGC4zKFYScA/viewform?usp=sf_link
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観点から－」を企画した。登壇者の選定に際して
は、メキシコとスペインと日本をオンラインで結
ぶことは、時差の都合で非常に難しいため、日本
人研究者による日本語での開催に落ち着いた次第
である。なお、オンラインでの登壇時間は世界的
にも 20分が目安となっていることもあり、我々
もそれに準じた。様々な制約の中で、発表を準備
してくださった研究者の方々と熱心に聴講してく
ださった方々へ、心から感謝する次第である。ど
うもありがとうございました。以下、今回の企画
提案者であり、コーディネーター及び司会を務め
た立岩による報告である。理解不足や勘違いはす
べて私の責任であり、ご指摘いただければありが
たい。

＊＊＊
メキシコの征服者コルテス像を再考するにあた

り、歴史学者として、まず注目する資料は、コル
テス自身がスペイン国王カルロス一世に宛てた書
簡である。この書簡はコルテスのラテン語の素養
（従って、彼の教養や知識）の程度をうかがい知
ることができるし、イベリア半島でのレコンキス
タの戦闘経験がないコルテスの戦略や交渉術がつ
ぶさに記述されている。もちろんコルテスの心情
も読み取ることができる。そこで、最初に登壇願っ
たのが、ラテンアメリカ協会顧問の伊藤昌輝氏で
ある。外務省勤務であった伊藤氏は最初の海外赴
任地がメキシコで、そこでコルテス書簡を読んだ
そうだ。「歴史というより騎士道物語さながらの
面白さに興奮した」とその時の感想を振り返った。
帰国後に故増田義郎先生の勧めで、岩波書店から
発行された『大航海時代叢書』に所収の第 2書簡
と第 3書簡を訳出。翻訳は週末や通勤電車を利用
され、第 3 書簡はコルテスが滞在したイスパ
ニョーラ島であるドミニカ共和国で仕上げたとの
ことであった。外務省退官後、征服事業の全貌を
知るには第 1書簡、第 4書簡、第 5書簡を含め
た全書簡を訳す必要があるのではないかと強く思
い、全訳を収めた『コルテス報告書簡』（法政大
学出版局、2015 年）の刊行の運びとなったそう
である。伊藤氏の指摘の通り、コルテスのメキシ
コ征服の正当化につながったベラクルス参事会の
ことや、太平洋航路を開いてアジア進出を構想し
ていたことなどがわかる重要な資料となってい
る。

続いて登壇した大越翼氏は、コルテスがメキシ
コ征服に用いた戦略の 1つとして、通辞の役割に
注目した。歴史的にも多言語社会であるヨーロッ
パにおいては、通辞は古くから征服戦争に欠かせ
ない存在であった。ポルトガル人もアフリカ大陸
に際して通辞を活用したそうである。当然、コル
テスも例外ではなかった。コルテスに同行した通
辞は 3人で、メルチョール、アギラール、マリン
チェであった。メルチョールはマヤ人で、征服者
グリハルバのもとで通辞として仕えたが、大越氏
によれば、そのスペイン語のレベルは心もとない
もので、手真似を交えなければならなかったであ
ろうとのことであった。もう 1人のアギラールは
スペイン人で、漂流してマヤの人たちに助けられ、
彼らと暮らす中でマヤ語を覚えていた人物であっ
た。コルテスは先住民たちが言う「カスティリア
ン」という言葉を頼りにアギラールを探し当て、
通辞とした。しかし、ナワトル語圏のメキシコ高
原に入ると、マヤ語が通じない。偶然にも、タバ
スコで貢物として差し出された奴隷の中にナワッ
ト語、チョンタル・マヤ語、ユカタン・マヤ語が
わかるマリンチェがいて、通辞として重用された。
マリンチェがスペイン語を習得するまで、アギ
ラールとマリンチェは二人で一組の通辞として機
能していたと考えられる。つまり、コルテスによ
るメキシコ征服の成功は、出身地域が異なり、言
語が異なる多くの先住民を束ねることに成功した
通辞を有効利用した情報戦を制したことにあっ
た、というのが大越氏の結論であった。翻って、
このように通辞が活躍できたのは、もともと先住
民世界では交易を通じて部族間が緊密な関係にあ
り、異民族間の往来が盛んで、異言語間のコミュ
ニケーションにも抵抗がなかったためであり、先
住民たちは、宗教が異なり、殺傷能力の優れた武
器を持つスペイン人を相手に、自分たちの利益に
なるように交渉する術を持ち合わせていたのだろ
うとも大越氏は指摘した。そして、そうであるな
らば、先住民の視点に立ってみれば、コルテスの
征服はメキシコ史を分断したとする歴史観に、継
続性あるいは連続性を見出すことも可能ではない
か、と結んだ。
この大越氏の視点を発展する形で、次に登壇し

た井上氏は、メキシコ征服史は、征服されたメシー
カ人による敗者の視点からのみ語られるべきでは
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なく、コルテス軍を支えたトラスカラやテスココ
など勝者となった先住民の視点からも語られるべ
きであると主張した。井上氏は、スペイン人とト
ラスカラ出身の先住民女性の間に生まれたメス
ティーソのディエゴ・ムニョス・カマルゴ（1529
－ 1599）と、テスココ王家の血を引くカスティー
ソのフェルナンド・デ・アルバ・イシュトリルショ
チトル（1578 － 1650）の著作を引用して、16
世紀から 17世紀にかけての勝者としての先住民
の歴史観を詳細に紹介した。前者はスペイン語で
『トラスカラ市ならびに同地方の描写』及び『ト
ラスカラ史』を著し、スペイン人一行を神ではな
く人間であると認識するとともに、コルテスは用
心深い軍人であり、アギラールとマリンチェの通
訳を介してキリスト教の布教に熱心であったと記
録している。そして、トラスカラ人も使徒聖ヤコ
ブ信仰に影響を受けたことや、トラスカラのもと
もとの信仰の撲滅、キリスト教に改宗して殉教し
た先住民についても記述しているとのことであっ
た。カマルゴは、スペイン人宣教師の記述をなぞ
ることもあったが、独自の情報源からの記述も
行っている点に井上氏は注目した。一方、イシュ
トリルショチトルは『テスココ王国史概要』『チ
チメカ人の歴史』を著した。コルテスは決してテ
スココの貴族に対して威圧的な態度で接したわけ
ではないこと、むしろテスココの貴族はコルテス
を助け、助言を聞き入れなかったコルテスを叱責
するなど、両者の関係は対等であったことを伺わ
せる記述が認められると井上氏は指摘した。また、
トラスカラ人が観察したように、スペイン人が布
教活動に熱心であり、コルテスはトラスカラ人の
偶像破壊ではなく魂の救済を主眼としたとも説明
しているとのことであった。また、イシュトリル
ショチトルも、スペイン人の記録を参照した跡が
認められるそうだ。以上の 2例は、トラスカラ貴
族やテスココ王家の立場から見た勝利者が語る歴
史と言え、従来の敗者メシーカ人の視点に修正を
迫るものだと井上氏は結論づけた。
大越氏からは、コルテスはグリハルバから内陸

に豊かな王国があることを聞いて征服に至ったと
の話もあったが、立岩は『コルテス報告書簡』か
ら、コルテスがキューバを出発した時から太平洋
航路開拓やアジア貿易に関心を持っていたことに
注目した。コルテスはテノチティトラン陥落後、

遠征隊を陸路で南下させる一方で、海路からも送
り、双方が出会ったところが太平洋への入り口だ
と予想し、太平洋航路探検を開始した。実は、コ
ルテスは 1527 年にセブ島の王にラテン語で書簡
を送っている。マゼラン一行の到着によって生じ
た一連の事件についてスペイン国王に代わって詫
び、われわれは非常に近いところに位置している
から早々に会うことになるだろうとも書き送って
いるのである。マゼランがセブで殺害されてから、
世界一周を果たしたスペイン人エル・カノらの情
報をもとに作成された 16 世紀の地図を見ても、
アジアはアメリカ大陸の隣に位置していることか
らも、コルテスはカリフォルニア半島をジパング
だと思ったようであった。コルテスは精力的に太
平洋航路開拓を目指し、メキシコ湾から太平洋岸
まで、造船に必要な資材を送るルートを確保し、
25隻の船を建造し、太平洋沿岸を合計 6回探索
したのであった。この事業はコルテスとイタリア
出身の造船技師らが従事し、コルテスの従弟たち
がアジアへ向けて出帆した。立岩は、次に登壇す
る安村氏の「コルテスには中世の産物としての側
面と、近代の先駆けという側面とが共存していた
かのように思われる」という問題意識に対し、こ
うしたアジアへ貿易圏を拡大しようと目論んだコ
ルテスを後者の観点からクローズアップしたつも
りである。
安村氏は、コルテスについて常に問われてきた

「中世人か、近代の先駆者か」という問題をあら
ためて提起し、エルナン・コルテスをメキシコ征
服に限ることなく世界史に位置づけることによっ
て、逆に世界史を深く理解することができると説
いた。例えば、コルテスがメキシコ征服に際して
見せた発想と行動には、同時代のルネサンス期イ
タリアの軍事戦術と、中世後期レコンキスタで生
まれた慣習とを組み合わせたと読み取ることがで
きると分析する。レコンキスタ完了後に生まれ、
グラナダではなくバリャドリードやサラマンカで
書記見習いをし、戦闘経験のなかったコルテスが、
いかにそうしたことを身に着けたのかと疑問が湧
くのだが、安村氏は、キューバで総督ベラスケス
の下で傭兵として実践で学んだとして、中世後期
レコンキスタとルネサンスとが交錯するカリブ海
こそが、コルテスが自らを海賊になぞらえ、国王
との新大陸探検の正式な許可のない－したがって
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「傭兵」－という非国家的暴力主体として成長し
たと主張する。さらに、コルテスによるアステカ
王国の征服およびその後のスペインによる植民地
統治という「偶然」は、このカリブ海でのコルテ
スの経験あるいは学びがあったからこそ実現した
ものであり、西欧諸国の自民族中心主義への扉を
開いたと見る。また、これも半ば「偶然」に発見
された銀山の開発によって、ヨーロッパはアジア
との貿易赤字を埋め合わせ、先進的な製品の輸入
とその模倣によって輸入代替工業化を可能にした
ことで、後進地域であった西欧諸国が、長らく先
進地域だったアジア諸地域に対し、追いつき、追
い越していく過程の起点であるとの仮説を提示し
た。コルテスを再考するにあたって示唆に富む内
容であり、今後、取り組むべき課題が突き付けら
れた。
安村氏が世界史の中世と近世とのはざまにコル

テスを位置づけようとする一方で、山﨑眞次氏は
メキシコ史のナショナリズム形成の過程で、メキ
シコ人がコルテスを自国の歴史にどう位置付けた
かについて論じた。山﨑氏は、メキシコのナショ
ナリズム形成を追う際にはコルテスについてはク
アウテモックと対として分析しなければ片手落ち
になると断りつつ、コルテスの遺体の流転の歴史
をたどった。実は、コルテスは死後も安らかでは
なかった。スペインで埋葬され、遺言に従ってメ
キシコへ運ばれ、トラテロルコに埋葬された。そ
の後、孫のルイスが死去した際に、コルテスの遺
骸が移され、一緒に埋葬されている。メキシコが
独立すると、1822 年に首都司教総代理オソレス
とルーカス・アラマンが遺骨の隠匿を図り、ヘス
ス病院付属教会の中央祭壇下に埋葬した。さらに
1836 年に別の場所に移され、以来、保守派のア
ラマン家が遺骨隠匿の秘密を守り続けた。コルテ
スの遺骨がメキシコの人々に敬意をもって認めら
れる時期が来るまで後継者が厳守するように、と
のことであった。そして 110 年後の 1946 年 11
月 26 日の朝刊に、遺骨発見のニュースが報道さ
れる。翌年 7月 30 日、ヘスス病院付属教会の壁
龕にプレートが設置され、証明書が入れられた棺
が再埋葬されたのであった。山﨑氏の分析によれ
ば、このとき、コルテスに対するメキシコ国民の
反応は、その存在を肯定する人たち、否定する人
たち、理性的に受け止める人たちの 3つに大別さ

れた。このコルテスの遺骨発見をめぐる動きは、
メキシコ革命以来、スペイン的なものをタブー視
してきた国家の方針に反感を抱いていたスペイン
系メキシコ人（あるいはクリオーリョ）がコルテ
ス没後 400 年祭開催を盛り上げようとしたと考
えられ、歓迎はされなかったが、当時のメスティー
ソ主義はコルテスの存在なしには生まれ得なかっ
たという点で、拒否しがたいものでもあった。そ
して、現代においては、外国文化を愛好する傾向
のあるメキシコにおいて完全に否定されることも
ないだろうが、かといって、ピサロ像を首都リマ
に置くペルーと異なり、メキシコにコルテス像が
置かれる日は望めないだろうと展望した。今回の
内容は、山﨑氏の著書『メキシコ 民族の誇りと
闘い－多民族共存社会のナショナリズム形成史
－』（新評論、2004 年）に詳しいため、ぜひお
読みいただきたい。
今回の講座に参加しただいた方の総数は 128

名に上った。日本全国各地はもとよりメキシコか
らもアクセスしていただいた。質疑応答では、オ
ンラインの視聴者からコルテスとの比較としてペ
ルーのピサロ像について、メキシコと比較してチ
リではなぜ白人が多いのかなど、ラテンアメリカ
を視野に入れた質問が複数寄せられた。登壇者か
らは丁寧な解説を交えてお答えいただくことがで
きた。時間の関係で、「マリンチェはコルテスの
愛人だったのですか」という質問には答えられな
かったので、関連情報を補足したい。確かに、マ
リンチェはコルテスの間に男児をもうけた。しか
し、メキシコ征服後、別のスペイン人征服者ハラ
ミーリョと結婚し、メキシコ市で暮らした。ハラ
ミーリョに同行して、グアテマラ遠征にも参加し
ている。その時すでにハラミーリョの子を宿して
いた。生まれた女の子はマリアと名付けられた。
このマリアは、マヤ語の通辞であったアギラール
の晩年の面倒を見たと言われている。メキシコ市
のソカロ周辺に、マリンチェの家とされる場所も
確認でき、いろいろ想像して散策するのも楽しい。
早くコロナ禍が収まってほしいものだ。
実は、いま、半年経って、この研究講座を振り

返っている。視聴者のアンケート結果から、好評
を得たことがよくわかり、企画主催側としても大
いに満足している。コルテス像を切り口に、研究
対象としてのメキシコ史の豊かさを堪能できたと
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思う。それぞれの立場から、様々なコルテス像を
あざやかに読み解いた登壇者の方々にあらためて
敬意を表したい。
また、研究所初のオンライン研究講座のサポー

トをしてくださった研究所事務の多田純子さん、
本学情報システム課の中原学さん、本学非常勤講

師の三島庸平先生に感謝申し上げる次第である。
本当にありがとうございました。今回の成果をど
う発展させていくか、また新しい課題を与えられ
たようでもある。

 （IELAK）

「いえらっく」41 号をお届けする。本号では、
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
～」にご登壇いただいた先生方の報告を掲載して
いる。どちらかといえば、日本ではラテンアメリ
カ映画は決してメジャーではなかったと思ってい
た。しかし、今回の講座では大変多くの聴講者が
あった。講座が、新型コロナウイルス感染対策の
ためweb 方式になったこともあるのだろうが、
ラテンアメリカの映画への関心の高さをあらため
て知った。

個人的には、ディズニーアニメ映画の『リメン
バーミー』を思い出した。メキシコの「死者の日」
をとりあつかったテーマだが、伝統的なメキシコ
の暮らし、そして音楽が楽しめた。そういえば実
在のメキシコのおばあちゃんがモデルになってい
るらしい。
日本の「マンガ」は、世界でもメジャーコンテ

ンツになっているが、メキシコでも「マンガ」が
流行していると聞く。ラテンアメリカの映画に続
いて、「マンガ」を教養講座のテーマにするのも
面白いかも。
 （HM）
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＜   IELAK Publication Series 第 1号『京都外国
語大学ラテンアメリカ研究所の現在（いま）』
デジタル出版＞
研究所の設立 40周年に併せて、IELAK 研究員

参加の下、2018 年秋に開催した第 18 回ラテン
アメリカ研究講座で得られた成果を論文・研究
ノートをまとめた成果出版がデジタル出版され
た。

書名：  『京都外国語大学ラテンアメリカ研究所の現
在（いま）』IELAK Publication Series 1

編者：大越 翼
共著者：  辻 豊治、南 博史、大越 翼、立岩 礼子、

牛島 万、伊藤 秋仁、住田 育法、モイゼ
ス カルヴァ―リョ、ユイス バユス

制作会社：（株）田中プリント
発行日　：2021 年 3月 31日
ISBN ：978-4-600-00665-5

IELAK Publication Series 1

京都外国語大学
ラテンアメリカ研究所の

現在

大越 翼  編

い　  ま

＜第 19回ラテンアメリカ研究講座開講＞
2021 年 3 月 27 日（土）にラテンアメリカ研

究講座「メキシコの征服者コルテス像の再考―歴
史学の観点から―」が開催された。2021 年がメ
キシコ征服から 500 年を迎えた年になることか
ら、その立役者となった征服者エルナン・コルテ
スに焦点を当て、日本国内の研究者とともに、そ
れぞれの知見を持ち寄って、コルテスの実像に
迫った。概要は本号に掲載。プログラムは以下の
とおり。

  「  『コルテス報告書簡』（カルロス一世国王宛て）
を全訳して」
　伊藤 昌輝（ラテンアメリカ協会顧問）
  「  マヤ系先住民通辞と征服―コルテスの『情報戦
略』の系譜―」
　大越 翼（  京都外国語大学教授 ラテンアメリカ

研究所所長）
  「  先住民貴族とコルテス―トラスカラとテスココ
の記録文書から―」
　井上 幸孝（専修大学教授）
「コルテスのアジア貿易への関心」
　立岩 礼子（  京都外国語大学教授 ラテンアメリ

カ研究所研究員）
  「  最後の中世人か、近代の先駆者か―エルナン・
コルテスの世界史的位相―」
　安村 直己（青山学院大学教授）
  「  メキシコナショナリズムにおけるコルテスの位
置づけ」
　山﨑 眞次（早稲田大学名誉教授）

＜第 20回ラテンアメリカ教養講座開講＞
2021 年 6 月 1日から 6月 29 日までの毎週火

曜日、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
～」が開催された。発表者による概要を本号に掲
載。
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＜ IELAK研究会オンライン開催＞
研究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
は昨年夏よりオンライン開催に切り替えを行い、
海外在住の客員研究員の参加も加わり発展し続け
ている。

第 11回（2020 年 12月 10日（木）開催）
フリエタ マルガリータ・ロペス フアレス
　（IELAK客員研究員）
　「  古代人の匠：考古科学から見るピラミッドの

建造」
第 12回（2021 年 2月 18日（木）開催）
古手川　博一（IELAK客員研究員）
　「  ベラクルス州南部の文化変容と維持：エステ

ロ・ラボン遺跡の考古学調査による事例研究」
第 13回（2021 年 3月 10日（水）開催）
伊藤　秋仁（IELAK研究員）
　「  ブラジル都市部における人種的不平等と治安

問題―ドラウジオ・ヴァレーラ著『カランヂ
ル駅』を題材に― 」

第 14回（2021 年 4月 12日（月）開催）
中沢　知史（IELAK客員研究員）
　「  ペルーにおける最近の政治危機について―司

法戦争、ワクチンゲート、そして大統領選挙―」
第 15回（2021 年 5月 21日（金）開催）
林　和宏（IELAK客員研究員）
　「  ベネズエラ・チャベス革命における代表 / 表

象の政治　民主主義の『味方』或いは『解放
のポピュリズム』に関する一考察」

＜   IELAK Lunch Time Talk ～いえらっくランチ
タイムトーク～＞
2020 年 11 月にスタートした“IELAK Lunch 

Time Talk”はカジュアルな形で、各回異なった
話題について参加者が自由に意見を述べあって学
び合うことを目的とし開催されている。これまで
扱ったテーマは以下のとおり。
1月「地域研究と出版」
2月「  マラリア、黄熱、新型コロナウイルスで考

える南米ブラジルの感染症対策の歴史」
3月「エルナン・コルテスの図像をめぐって」
4月「ラテンアメリカの水中遺産」

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
事業＞
2020 年夏～秋に予定していた両市代表団の訪

問や交流事業は新型コロナウイルス感染症の拡大
により、中止となったが、2021 年 3月 27日（土）
のKokoka 京都国際交流会館でのメキシコ大使と
京都市長とセレモニーでは、京都・グアダラハラ
姉妹都市提携 40周年記念事業実行委員会に対し、
門川大作京都市長、メルバ・プリーア駐日メキシ
コ大使から、これまで両市交流・友好発展を進め
てきた同実行委員会の活動へ感謝の意が表され
た。
同週末には満開の桜の中ふたつのイベントが開

催された。
「宮下和夫ピアノコンサート」
　  京都・グアダラハラ姉妹都市提携40周年記念
事業実行委員会主催

「  京都・グアダラハラ姉妹都市提携40周年第6回
フィエスタ メヒカーナ」
　  京都フィエスタ メヒカーナ 京都実行委員会
主催

あびそす

＜第 21回ラテンアメリカ研究講座について＞
「南北アメリカ研究の課題と展望（仮題）」をテー
マとし、2021 年 12 月（予定）のオンライン開
催に向けて準備をすすめている。


