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フアン・ルルフォの現代性

仁平　ふくみ

フアン・ルルフォ（1917 -1986）は、短篇集『燃
える平原』（1953）と中篇小説『ペドロ・パラモ』
（1955）というわずか二作でメキシコ二十世紀を
代表する作家の一人となった。当時におけるルル
フォ作品の新しさを簡単に紹介したのち、現代を
生きる私たちがどのようにルルフォを読むことが
できるのかを考えた。

作品発表当時のルルフォの新しさ
1930 年代からメキシコ革命後の混乱状態に

あった社会が少しずつ落ち着き、メキシコ性
（mexicanidad）とは何かという議論が知識人の
間で重要なトピックとなっていた。また、メキシ
コ性と同時に国際性も重要であり、世界に示すこ
とができる文学が模索されていた。そこに登場し
たのがルルフォの作品であった。『燃える平原』
は、知識人が客観的に田舎の人々を観察したもの
ではなく、そこに生きる人々の内面の声が描かれ
ているとされた。
『燃える平原』にもましてインパクトを与えた

第 20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 20回教養講

座は、「本の向こうに見えてくるもの ～ラテンアメリカ文学の

愉しみ～」というタイトルで 6月 7日から 7月 5日の毎週火

曜日に、オンラインで開催された。

近年、書店でも多く並ぶようになったラテンアメリカ文学作

品の翻訳や研究書は、これまで私たちが慣れ親しんできた文学

とは趣が異なる。その本の向こうに何が見えてくるのかと問い

かけながら、各講座ではメキシコ・アルゼンチン・ブラジル他

この地域の国々の歴史・文化について語り、その独自性が生ん

だラテンアメリカ文学の世界に親しむ機会となった。

各講座の概要を以下に掲載する。

6 7（Tue）「フアン・ルルフォの現代性」
仁平 ふくみ（京都産業大学外国語学部ヨーロッパ言語学科准教授）

6 28（Tue）
「ラテンアメリカ先住民文学
　　　　　　　　　 ルネサンス」

吉田 栄人（東北大学大学院国際文化研究科准教授）

7 5（Tue）
「ラテンアメリカ文学で語られる
　　　　 多彩なジェンダーの風景」

洲崎 圭子（お茶の水女子大学グローバルリーダーシップ研究所特別研究員）

6 21（Tue）
「ドラウジオ・ヴァレーラが描く
　　　 ノンフィクションの世界」

伊藤 秋仁（京都外国語大学外国語学部ブラジルポルトガル語学科教授）

6 14（Tue）「アルゼンチン文学という『伝統』」
内田 兆史（明治大学経済学部准教授）
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のが『ペドロ・パラモ』であった。まず断片から
なる手法が非常に斬新であり、また死者との邂逅
や円環する時間の操作も注目された。『燃える平
原』と同様、筆者の解釈や説明を挟むことのない
語りがメキシコを生きる人々をバイアスなく描写
したものとされ、そこから人間の普遍的な姿が見
えると理解された。また、同じ二十世紀の革命や
クリステロスの乱をミクロな視点から描いたもの
として解釈もでき、これは以前から存在した革命
小説とは異なるものでもあった。
国際性という観点から見ても、ルルフォ作品と
世界の他の地域をつなぐ要素も多かった。ルル
フォが自己のトラウマを書き込んだとも考えられ
る父親と息子の関係などは普遍的なテーマであ
る。また、事項で述べる場所と人間の関わりはル
ルフォの特徴でもあり、海外の他の芸術との共通
点ともなる。

場所の重要性
ルルフォ作品は、彼が幼少期を過ごしたハリス
コ州の田舎を舞台としていることが多い。ルルフォ
は、場所からインスピレーションを受けて創作し
ていた。それまで何もないと思われていた場所に、
歴史や人々の暮らし、彼らの語りといった当時の
メキシコにとって新しい題材を見出したのである。
彼は一つの場所に重層的な時間（征服・革命・ク
リステロスの乱、人々の暮らし）等を見ていた。
『ペドロ・パラモ』における場所から過去の物

語を読み取る、ある場所に生きた死者と出会うと
いう設定は、例えば日本の夢幻能の設定とも共通
している。海外ではこの点への注目度が高いこと
にも講座では触れた。

現代にも通じるテーマ
『燃える平原』には、現在のメキシコを描いた
ようにも読むことができる短篇もいくつもある。
暴力や人の移動といったテーマは、ルルフォが作
品を発表した 1940 年代、1950 年代から現在ま
で変化していないようにも思われる。たとえば犯
罪者同士の仲間割れ、人がいなくなってゆく村を
描いている「コマドレス坂」やメキシコからアメ
リカ合衆国への移民を扱った「パソ・デル・ノルテ」
（邦題「北の渡し」）などである。また、『ペドロ・
パラモ』は家父長制を描いたものとして、またそ
こに生きる女性たちを描いたものとして読むこと
ができ、女性たちがいかにその権力から逃れよう
としたのかを描写するものともなっている。
場所とそこに住む人々の関わりも普遍的なテー
マであり続け、例えば災害や戦争で移動しなくて
はならなかった人々にも寄り添うものだろう。
様々な暴力にさらされ苦境に置かれる人々、過去
や故人を偲ぶ人の心がなくならない限り、ルル
フォ作品はアクチュアルなものであり続けるだろ
う。

 （京都産業大学准教授）

ルルフォが生まれ育った地域の人が言うところのllanoの風景。
日本語の「平原」のイメージとは少し異なる

短篇『燃える平原』の一節が書かれた道路脇の看板
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ラテンアメリカの特徴、あるいは魅力のひとつ
は壮大な自然と極端なまでの人工性ではないだろ
うか。アルゼンチンにしても北部にはイグアスの
滝とその周縁には亜熱帯性の密林が広がってお
り、また南部パタゴニアには、太古の昔にアンデ
スに積もった雪が圧縮されて氷結し、それが斜面
を少しずつ下ってきて湖などに流れ込む氷河と
なった光景を目にすることができる。一方でたと
えば片側最大 8車線ある 7月 9日通りが中心部
を貫く首都ブエノスアイレスでは地下鉄やバス路
線などが張り巡らされ、美しいオペラ座、奇妙な
形の国立図書館、劇場を改装した書店（ステージ
はカフェとなり、客席部分に書架がしつらえられ
ている）など、世界有数の都市が今なお膨張し続
けている。
16 世紀初頭に現在のラプラタ河を遡ったイタ
リア人航海者カボートが銀細工を手にした先住民
と出会いこの地が銀を産出すると考えたところか
ら、アルゼンチン（銀を表すラテン語アルゲントゥ
ムから）、ラ・プラタ（スペイン語で銀）といっ
た地名がつくことになった。とはいえ、この地域、
とりわけ現在のブエノスアイレス周辺には稠密な
先住民文化も都市も存在しなかった。いわばそん
な何もないところに、16世紀の二度の試みによっ
てブエノスアイレスが建設され、自由貿易を禁じ

られ長きにわたる「スペインから最も遠い植民地」
としての時代を経て「ラプラタ副王領」となる。
独立してからは、19 世紀半ば過ぎに「野蛮」の
象徴とされた先住民を一掃する作戦が国によって
展開されたり、それと同時に大々的なヨーロッパ
からの移民を受け入れることで「文明化」、「西欧
化」を目指す。「メキシコ人はアステカの民の末、
ペルー人はインカの民の末であり、アルゼンチン
人は船の末だ」と言われるゆえんである。カリブ
や南米の音楽、移民たちのもたらした音楽が融合
するタンゴをはじめとしたこの国の文化にも、常
に人と人の流れの積極的な介入、言うなれば極端
なまでの人工性が見られ、文学もまた例外ではな
い。
その典型的な例がホルヘ・ルイス・ボルヘス

（1899-1986）で、彼の作品は古今東西の知を取
り入れ、存在しない書物について語り、哲学を「幻
想的な文学の一部門」だとし、またブエノスアイ
レスの創設は詩人の、人々の想像の中で行われた
ものだとうたう。そしてそうした自らの創作はア
ルゼンチン的なものなのだと言わんばかりに、「ア
ルゼンチンの伝統は西洋文化のすべて」であり、
アルゼンチン人が伝承すべきなのは「世界である」
と言ってのける。根無し草であるがゆえに、特定
の「伝統」をもたないのがアルゼンチンなのだ、

アルゼンチン文学という「伝統」

内田　兆史

アルゼンチン、ロス・グラシアレス国立公園内の氷河、
2018 年、筆者撮影

ブエノスアイレスのエル・アテネオ書店
「グランド・スプレンディッド」、2017 年、筆者撮影
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ということだ。
そして、ボルヘスより半世紀以上後に生まれ、
ブエノスアイレスを「世界最初のテーマパーク」
だとするロドリゴ・フレサン（1963-　）は、ボ
ルヘスを批判的に捉えつつもアルゼンチンのすべ
ての読者にボルヘスのDNAが入っていると語る。
そして先述したボルヘスの言葉を敷衍して、アル
ゼンチン文学をそのほかの南アメリカの（ひいて
はラテンアメリカの）国々の文学と隔てているも
のは、それらの国々の文学が水平に広がる大地か

ら生まれているのに対し、アルゼンチン文学は垂
直方向に広がる壁、書棚がしつらえられた壁から
生まれているのだと述べる。
時間の使い方が悪く、その二人の間で話す予定
だったフリオ・コルタサル（1914-1984）につ
いて紹介できなかったことが悔やまれる。いずれ
その機会が与えられることを期待したい。

 （明治大学准教授）

『カランヂル駅』はノンフィクション作品であ
り、純粋な文学ではない。しかしながら 1999 年
に出版されるや大反響を呼び、ブラジル国内の大
手新聞の日曜版の中の文化（文学、映画、芸術な
ど）を扱う別冊の中で何週にもわたって特集が組
まれた。同書が注目を浴びた理由はいくつかある。
一つはカランヂルがサンパウロ市民であれば誰も
が恐れる極悪人が集う刑務所の代名詞であったこ
と、もう一つは著者のドラウジオ・ヴァレーラが
著名な医師であり、ブラジルで最も人気のある
ニュース・バラエティ番組で医療コメンテーター
として活躍していたこと、そして最後の一つはカ
ランヂルが、1992 年 10 月に発生した「カラン
ヂル囚人虐殺事件」の舞台だったことである。
カランヂルの囚人虐殺事件は、ブラジルがもっ
とも混乱していた 1990 年代前半の事件である。
当時、ブラジルではハイパーインフレーションと
不況が同時に発生し、ブラジル国民の大半が生活
苦に喘いだ。失業率も増加し、治安も目に見えて
悪化した。一般市民の社会に対する不満は、犯罪
者に対する憎悪へと取って代わった。そんな時、
悪名高きカランヂルで囚人の暴動が発生した。大
量の囚人を収容するブラジルの刑務所は日本の刑
務所とは根本的に異なっていて、囚人たちは特定
のスペース内である程度の自由を有し、社会活動
を行っている。過密状態の刑務所の中で不満が飽
和すると暴動が発生するのはそれほど珍しいこと

ではなかった。刑務所の上層部も収束させるノウ
ハウを有していた。いわゆる兵糧攻めを行えば、
必ずや囚人側から折れてくる。同日の暴動もその
ような過程により収まるはずであったが、市長選
を翌日に控えた当局は、治安を担当する軍警察の
機動隊に刑務所への突入を命令した（「犯罪者に
厳罰を」の類の世論に迎合したと思われるが根拠
はない）。せいぜい手製のナイフか棒切れしか持
たないTシャツにサンダル履きの囚人たちに、機
関銃で武装しミリタリーブーツを履きシェパード
を引き連れた機動隊員が対峙した。逃げ惑う囚人
たち相手に機動隊員は機関銃を発射、死者は 111
人に及んだ。
囚人相手とは言え、このような蛮行が許される
わけもない。このニュースはメディアを通じて世
界中に伝えられ、ブラジルの人権侵害や人種差別
（囚人のほとんどがアフリカ系の血を引いている）
が問題視された。
本書においても、このカランヂルの囚人虐殺事
件は、最後のクライマックスを成しているが、筆
者は本書を訳し終え、考察を重ねるうちに、本書
がブラジル社会や知識人に与えた衝撃は、かなら
ずしもこの事件の描写だけにあるのではないと思
い至った。その根拠の一つは本書の出版年である。
虐殺事件が 1992 年であるのに対し、同書の発行
年は 1999 年で、7年ものラグがあるからだ。
では、本書の何が社会に大きな衝撃をもたらし

ドラウジオ・ヴァレーラが描くノンフィクションの世界

伊藤　秋仁
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たのか？
ヴァレーラは、『カランヂル駅』出版以後、ブ
ラジル刑務所を題材にした著書を 2冊発表してい
る。3部作の最終巻（Prisioneiras『女囚たち』）
で次のように述べている。「本書に文学的幻想を
込めようなどとはしていない。その価値はあの小
宇宙で躍動する命を塀の外に知らしめることにあ
ると常に自覚していた。」
ヴァレーラは優れたコミュニケーターである。
相手に対して純粋な好奇心を持ち、自身の率直な
気持ちを相手に伝えることにも長けている。極悪
人であろうが、看守であろうが、女囚だろうが、
ホモセクシャルであろうが真摯に対応する。これ
だけの有名人でありながら、1989 年から現在に
至るまで、刑務所でボランティアの医師をしてい
るが、これは容易いことではない（事実、ヴァレー
ラは何人もの同業者に刑務所でのボランティアを
誘ったが、ボランティアを長期間続けた医師は一
人しかいなかったと語っている）。本書で語られ
るように、ヴァレーラは触診することで囚人たち
の鎧を剥ぎ、親密な関係を構築していった。
本書の衝撃はヴァレーラのパーソナリティその

ものであったと筆者は考えている。ブラジル社会
は、実際のところ分断している。とくに巨大なファ
ヴェーラや都市郊外の貧困層とそれ以外の人たち
の間には、所得だけでなく、人種においても、学
歴においても、文化においても大きな隔絶がある。
中産階級の人々は、日々、貧困層の人々を恐れな
がら、汲々と生活している（本発表においてはエ
ドワード・E・テルズ『ブラジルの人種的不平等』
明石書店、2011 年、286 頁の事例を紹介した）。
ヴァレーラはマージナルな人々との間にかくも濃
密な関係を築き、それを本書にしたため、それを
ブラジルの一般大衆に知らしめた。そのことが本
書の持つもっとも大きな価値である。
ブラジルの刑務所の世界はカオスであり眩惑的
である。日本人の持つ価値観からは程遠い世界だ。
さはさりながら、ブラジルの魅力を知る者からす
ると、本書のあちらこちらにブラジルの魅力と通
じる率直さや気楽さを感じることもできる。一方、
本書を読んだある知人は、「寝る前に読むと恐ろ
しくて眠れなくなる」と感想を語ってくれた。

 （IELAK研究員）

先住民の作家が西洋の価値基準に取り込まれる
ことなく、先住民らしく文学作品を書くこと、ま
たそれを西洋の読者に何の偏見も持たずに読んで
もらうことはできないものか、ユカタン・マヤの
現代文学を翻訳するようになってから、私はその
ことをずっと考えてきた。
先住民の文学を読むに当たって我々「西洋」の
読者は、先住民性という他者性を見出そうとする
読み方を放棄すべきなのではないだろうか。では、
具体的にはどのような読み方が可能なのか。本講
座ではハンナ・バーデットがRevealing Rebellion 
in Abiayala（2019）で用いた文学的裏取引とい
う概念をヒントに、ソル・ケー・モオの『女であ
るだけで』の新しい読み方を紹介した。簡単に言
うと、先住民作家と西洋の読者の双方がそれぞれ

に納得のいく取引（ナラティブ）を成立させるこ
と、それが裏取引である。『女であるだけで』を
読まれた方は、物語の最後に主人公のオノリーナ
が自分の生まれた村に帰って行くことに違和感を
感じられたかもしれない。あるいは、フェミニズ
ム文学としてはカタルシスに欠けると思われたの
ではないだろうか。その物足りなさ、つまり何か
裏切られたような感覚こそが、まさに先住民文学
の持つ裏取引に起因するものであると思われる。
先住民であるオノリーナは自分の夫を刺し殺し
たかどで服役する。新米弁護士のデリアがそのオ
ノリーナを刑務所から「救い出す」ことがこの小
説のメインプロットである。物語が進行する中で、
女性が男性から受ける様々な抑圧を描き、社会（＝
非先住民社会）がそれに対してどのように対応す

『ラテンアメリカ先住民文学ルネサンス』

吉田　栄人
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ればいいのかを考えるフェミニズム小説になって
いる。その意味でこの小説は完全に西洋の論理の
中で展開していく。ところが、小説の中の先住民
女性たちは、西洋のフェミニズムが期待するよう
な行動をなかなか取ってくれない。弁護士デリア
は恩赦という形でオノリーナを刑務所から出して
貰おうとするのだが、オノリーナはデリアのその
やり方が理解できない。「あんたたちの言う恩赦
は罪を許すことではないから、そんなの自分はい
らない」と言って拒否する。しかし、最後は「あ
んたの好きにすればいい。あたしを外に出すこと
であんたが幸せになれるんだったら、出しても
らって構わない」と妥協する。つまり、デリアに
よるオノリーナの救出は対等な価値観に基づいて
行われた合理的な取引ではなく、お互いに妥協し
あっているという意味で一つの裏取引だ。
ソル・ケー・モオは、西洋のフェミニズムを利
用しつつも、先住民女性の解放をその論理に接続
することを拒む。だからこそ、デリアの母がオノ
リーナに向かって、自分のもとに留まって助手と
して働いてくれないかと提案したとき、オノリー
ナはそれを断り、出身地へと帰って行くのだ。そ
れは、『女であるだけで』という小説が、西洋と
いう価値規範が支配する世界の中で、西洋の論理
に回収されないで、自分らしく生きることを模索
する先住民文学だからなのだろう。デリアが代表
する西洋フェミニズムが描く女性解放とオノリー
ナという先住民女性が思い描く解放という二つの
夢が出会い、協力し合うことでお互いの夢がそれ
ぞれに実現し、ナラティブとして成立していく。
だが、一方の夢が他方の夢を取り込んでしまうこ

とはない。オノリーナがデリアたちの申し出を受
け入れてしまえば、それはもう「先住民」文学で
はなくなってしまうのだ。
ソル・ケー・モオという作家は常に西洋の読者
が期待するストーリーの斜め上を行く。彼女は
2019 年に『失われし道』という作品で PLIA 賞
を受賞するが、その受賞に関しては彼女は、狙い
通りだったと言う。西洋の読者が先住民文学に期
待する内容はどのようなものかを想定し、それに
沿う形で書いたら、やはり賞をもらえたというわ
けだ。その内容はというと、先住民の伝統文化を
描いた短編集なのだが、彼女の物語はいずれも自
虐的とも言える程に非西洋的な論理に支配される
先住民の姿をパロディタッチで描いたものだ。そ
のパロディー性は先住民の伝統文化を西洋のアレ
ゴリーとして読むときにより明確に浮かび上が
る。その意味で、この作品は実は、先住民という
よりは、人が生きるとはどういうことかを問いか
けたものなのだ。西洋の読者の欲望を見事に逆手
に取り、しかも、賞の受賞が狙い通りだと言うソ
ル・ケー・モオは、見事な contrabandista だと
言うほかない。
この作品は最近ようやく INALI（メキシコ先住
民言語庁）から出版された。PDF版が同庁のホー
ムページから無償でダウンロードできる。日本語
への翻訳はすでに終わっているのだが、出版を引
き受けてくれる出版社は、残念ながら、まだ見つ
かっていない。

 （東北大学准教授）

ラテンアメリカの小説には、マチスモ、母性と
いったジェンダー規範に囚われた人物が多く登場
する。男は男らしく、女は女らしくあれと期待さ
れた社会の中で、人は自らの存在を立ち上げてい
く。この回では、ラテンアメリカの女性を取り巻
く状況について概観したのち、メキシコの女性作

家ロサリオ・カステリャノスRosario Castellanos
（1925～ 1974）の小説に登場する独身女性像に
ついて、ジェンダーの観点から読み解いた。
2022 年 6月、メキシコシティやブラジルのサ
ンパウロでは盛大なプライドパレードが行われ
た。メキシコでは 40年も続く毎年の恒例行事と

ラテンアメリカ文学で語られる多彩なジェンダーの風景

洲崎　圭子
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なっている。ラテンアメリカにおいては近年、同
性婚、同性パートナーシップ、氏名や性別の変更
など、LGBTに関する権利が次々と法制化され、
保障の仕組みが整いつつある。
メキシコの下院議員のうち、女性の占める割合
が 2021 年には 49％に達したことをご存じだろ
うか。同じ年、世界経済フォーラムによると、男
女格差を測るジェンダーギャップ指数の日本の順
位は 156 か国中 120 位であった。メキシコ、ア
ルゼンチンやキューバは、上位 40位以内に位置
しており、チリ、ブラジルなど、ほとんどすべて
のラテンアメリカの国々の順位は、二桁以内に収
まっている。これらの国々では、マチスモ―男性
優位主義と訳される―といった考え方が支配的で
あるとされているにも関わらず、男女間の格差是
正がすすんでいるといえる。それでは、文学の世
界はどうだろうか。
文学作品では、場所や時代背景が設定され、多
くの場合、登場人物たちには性別や年齢が割り当
てられて物語世界が立ち上がっていく。文学をと
おして、男女のふるまい方が刷り込まれてきたと
もいえる。では、その期待されたふるまい方から
逸脱した場合はどうなるのか。今回の発表の後半
では、メキシコが高度成長期の只中にあった時期
に、大土地所有制度が崩壊していくさまを描いた
カステリャノスの小説『バルン・カナン―九人の
神々の住む処』Balún-Canán（邦訳 2002 年、
田中敬一訳、行路社。初版 1957 年）から、独身
女性の登場人物を取り上げて分析し、男／女、支
配者／被支配者、既婚女性／未婚女性といった力
関係の対置が、いとも簡単に逆転するさまを観察
した。
欧米でフェミニズム文学批評の動きが出現した
のは 1970 年代以降であり、ラテンアメリカにお
いても時期を同じくして女性作家の掘り起こしが
行われるようになった。だがカステリャノスは、
そうした一連の動きが出る前に、同じ女性であっ
ても貧富の差、民族、人種、階層など、さまざま
な差異があることを小説のなかで描いていた。メ
キシコの大農園を舞台にしたこの小説では、マ

チョな農園主をはじめ、跡取りを失くす農園主の
妻、女であるがゆえに両親から顧みられない少女、
農園一族の独身女性など、当時の社会で期待され
たさまざまな役割を背負った人物たちが登場す
る。独身女性は、ひっそり残りの人生を終えると
いった役割があったにもかかわらず、その役割か
ら逸脱した。そのため行方知れずとなり、物語舞
台から降りざるを得なかった。本作品の独身女性
を分析することにより、＜第三世界＞と呼ばれた
メキシコにおいて、男／女という対比のみならず、
人種、階級といった多様な視点が交差する特有の
ジェンダー規範が同地域には存在していたことが
確認されることとなった。
最後に、多様な性のありかたが許容されるよう
になっているラテンアメリカにおいては、LGBT
の当事者たちが早い時期から文学作品にとりあげ
られていたことの他、昨今は、ラテンアメリカに
出自を持つ女性作家たちが世界的に注目を集めて
いることなどについても紹介した。

 （お茶の水女子大学グローバルリーダーシップ
研究所特別研究員）

Rosario Castellanos, Balún-Canán, Fondo de Cultura 
Económica, México, 2000［初版1957］
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「おい、本当に飲んだのかい？」「うん、だって
僕しかいなかったからさ。」驚く私にそう答えた
のは、私の友人であるジョン君だった。彼とは、
アメリカ合衆国ルイジアナ州ニューオーリンズに
あるテューレーン大学のラテンアメリカ図書館で
マヤ文書を読んでいた時に、図書館長から紹介さ
れて知り合った。彼は当時博士課程の若い大学院
生だったが、すでにその才能はよく知られていた。
図書館長は、「彼は毎日ほんの数時間しか寝てい
ないのではないかな。常に机に向かって史料を読
んでいるからねえ」と言っていたが、現在ある州
立大学の高名な教授となった今もそれは変わらな
いようだ。実際のところ、彼ほど多くの史料を読
み自家薬籠中のものとしている研究者を私は知ら
ないし、その頭脳明晰さと膨大な知識において天
才的な学者だとすら思っている。その彼から、ユ
カタン州のある村での体験を聞いたのは、かれこ
れ 15年以上前のことだ。

「村の教会に植民地時代の文書がかなり保管さ
れているらしい」という情報を聞き込んだ彼は、
早速ユカタン州の州都メリダ市へ向かう機上の人
となった。メリダからはバスで村を訪れ、村役場
や神父に研究目的を説明して許可を得ると、早速
明くる日から教会で精力的に調査を開始した。「植
民地時代の文書を僕は小説のように簡単に読め
る」と豪語する彼の前に、読解不能の文書などは
存在しない。量は多くなかったものの重要な文書
群があることがわかり、これを 10日ほどで読破
しデータを得たという。調査中は村に宿泊するか
ら、陽気な彼はすぐに親しい友人ができた。ある
日、そのうちの年配の村人が家に来ないかと誘っ
てくれるので、明くる日教えられた家を訪問した。
ちょうどその人は家の祭壇の前でグアダルーペの
聖母に祈りを捧げていたところだった。グアダ
ルーペの聖母は言わずと知れたメキシコや中南米
で崇敬されている褐色の聖母であり、メキシコで
はあらゆるところにその祭壇が設けられ、人々の

信仰も篤い。
ところが、である。祈りを終えたその人は、「さ
て、この神は私たちの神ではないしな。フアニー
ト、我々の神に祈りを捧げに行こう。一緒につい
てこいよ」と言って家の外に出て歩き出した。「フ
アニート」とは、ジョンに対応するスペイン語の
「フアン」の示小辞形であり、親しみを込めて呼
んでいるのだ。ジョン君が驚いたのは、先ずその
彼の言葉だった。グアダルーペの聖母の信仰は、
すでに 500 年近くメキシコのカトリック信仰の
拠り所として重要な位置を占め続けているから、
まさかこれを「自分達のものではない」という人
がいようとは夢にも思わなかったからである。し
かし、彼はその現実を前にして、言うべき言葉が
なかった。500年という長い歳月は、そしてスペ
インによる 300 年近い植民地支配を受けてきた
歴史は、この一言で事実上その意味を問い直さね
ばならない事になる。今世紀に入ってからの研究
では、植民地時代を通じて先住民の文化的「レジ
スタンス」が存在し、それは彼らの「生き残りを
かけた戦略」の発露であったとみなされることが
多い。しかしこの村人の一言は、彼らの「闘い」が、
研究者の想像するような明確な意志、目的意識の
もとに行われたものではなく、先住民自身がそれ
とは気づかぬうちにごく「自然に」行ってきた、
文化的、社会的、政治的取捨選択行為の帰結であっ
たと考えるべきであることを示唆している。別の
言葉で言えば、彼らは自らの文化コードに従って
新たな現実を選択的に受け入れ、これに「意味」
を与えて自らのものとしてきたのである。それが
ほとんど「意図的・恣意的な操作」ではなかった
だけに、外部からはそのプロセスが見えにくいの
であろう。その一部は、すでにこの連載の中でも
取り上げているが、やはり息の長い、深いお付き
合いをしていく中でのみ見えてくるものの方が多
いのは事実である。
話を森

モンテ

に向かう 2人に戻そう。その村人は家で
飼っていた鶏を片手で抱えながら歩いている。ま

連載：マヤ社会を考えるために　
第13回　村

プエブロ

の空間を生きる（5）：生きる空間としての森
モンテ

大越　翼
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もなく村を出て、2人は森
モンテ

の中を歩いていた。ど
のくらい歩いただろうか。突然目の前に少し開け
た場所が現れ、その中ほどに等身大の、両手を広
げたような荒削りの彫像が置かれているのが目に
入ってきた。村人はその前に跪き、持参のロウソ
クに火をつけ、ヒカラという瓢箪で作った器に
サック・ハ（Sac ha 文字通りには「白い水」を
意味する）と呼ばれるトウモロコシと水で作った
飲み物を捧げ、マヤ語で祈りを捧げ始めた。そし
てそれが終わると、彼は持参の鶏の喉を切り、別
の器にその血を注ぎ始めた。文字通り「生贄の儀
式」だ。そして、これをジョン君に差し出した。「フ
アニート、これを飲め」と。
そこで、冒頭の会話となったわけである。この
ような場合、飲まざるを得ない。私も、学生達と
野外調査で村の境界線を辿りながら森

モンテ

の中を 6時
間ほど歩き回り、村に戻ったときに同じような体
験をした。案内人の奥さんが、私たちのところへ
大汗をかきながら両手にバケツを下げてやってき
たのだ。きっと喉を乾かせて戻ってくるだろうと
思ってのことだった。ニコニコしながら、「さあ
どうぞ飲んでください」と、バケツの水をコップ
で掬って差し出す。バケツの水は井戸水らしかっ
た。だが、学生達は誰 1人飲もうとしない。コッ
プを目の高さに持っていくと、明らかにいろいろ
なものが浮遊している。これを飲めば、軽くても
下痢をすることは間違いなかった。私の眼の前に
コップが差し出された時、一瞬戸惑った。だが、
引率教官としてはこの方の好意を無にすることは
できない。驚く学生達の視線を浴びつつ、えいやっ
とばかり飲み干した。もちろん奥さんは喜んで、
もしよかったらもっとどうぞと勧めてくださった
が、さすがに二杯目はお断りした。2日後、急性
膀胱炎を発症して医者に行くハメになったが、後
悔はしなかった。あれでよかったのだと今でも思
う。
ジョン君も、もちろん飲んだ。水ではなく鶏の
血である。水を持参していなかったそうだから、
口の中をその後きれいにすることもできなかった
はずだ。それを見ていた村人は、「フアニート、
君は僕たちの仲間だな」と言ってくれたそうだ。
その後村に戻って、彼は居酒屋に直行した。村人
にビールを奢ってやったのだが、もちろん口の中
を綺麗にしたかったためでもあるだろう。

ジョン君の話を長々としたのは、そこにいくつ
もの興味深い点があるからだ。今回の関心から言
えば、森

モンテ

の重要性に関して示唆するところが多い。
森
モンテ

は、むろん第一義的には生活の糧を得る場所で
ある。焼畑農耕を通じてトウモロコシや豆、カボ
チャなどを耕作し、森

モンテ

に住んでいる鹿などを狩る
場でもある（写真 1）。

そして農耕や狩猟は、古来さまざまな宗教儀礼
と密接に結びついていたことはよく知られてい
る。そのうちの「チャーチャック（雨乞い）の儀式」
については連載第12回ですでにご紹介した。ジョ
ン君の話に出てくる石像に似たものは、私もサ
イール遺跡（写真 2）の中心部からやや離れたと
ころで見たことがある。（写真 3）

写真 1　  狩猟をするための待ち場。三脚に組まれた足場の
上の部分に腰を掛け、長時間、時には一晩中ここ
で過ごすこともあるらしい。

©筆者撮影（2015 年 4月 15日）

写真 2　サイール遺跡
©筆者撮影（2005 年 11月 24日）
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この像は、私の案内人の説明によれば「アルシュ
（Alux）」、すなわち森

モンテ

やそこにある洞窟、石、畑
ミルパ

など、およそ大地と結びつくあらゆるものを守る
妖精神であるが、写真を見て分かるように「妖精」
とは程遠い表象だ。むしろ大地の豊穣と結びつい
たユムツィロブ（yumtzilob）と呼ばれる神々と
の関係を考えるべきなのかもしれない。ともあれ、
これが村人の言う「我々の神」なのであり、それ
は森
モンテ

の中にありこれを司っていると認識されてい
ることは、極めて重要な意味を持っている。
すでに以前の連載に述べたように、植民地時代
が始まった 16世紀に、碁盤の目状の区画を持つ
村（プエブロ pueblo）がユカタン総督府全土に
創設され、その中央には教会が建設されて、キリ
スト教徒となったマヤ人はその教えに従って秩序
ある生活を送るよう強制された。彼らが居住する
空間はスペイン人にとって「文明」が支配する場
所であった。一方その周囲に広がる森

モンテ

では、伝統
的な焼畑農耕によるトウモロコシ栽培が現在に至
るまで行われ、農耕儀礼では、マヤ人達は先スペ
イン期からの言説構造の中にユムツィロブをはじ
め、キリスト教に起源するイエス・キリスト、マ
リア、神（ディオスDios）、聖霊（エスピリトゥ・
サント Espíritu Santo）などの「神々」への祈
りを織り込んでこれを行った。これらキリスト教
の祈りの対象は、マヤの神々の中にその位置を占
めるようになったのである。そこでは「生贄の儀

式」も行われ続けて来たから、スペイン人修道士
らはそれを咎めて異端審問にかけることはできた
し、実際 1562 年にフランシスコ会ユカタン管区
長であり異端審問官でもあったディエゴ・デ・ラ
ンダの主導で行われた宗教裁判では、多くの先住
民貴族や王族が偶像崇拝を行ったかどで裁判にか
けられ、拷問を受け、投獄されたのであった。し
かし、この宗教的峻厳さを維持し続ければ、現実
には先住民人口の大半を罪に問わねばならなくな
ることは必定で、結局ランダの死後、現実と折り
合いをつけた教会関係者は見て見ぬふりをして最
終的には共存を図るようになる。その中にあって
も、森

モンテ

は「野蛮な（bárbaro）」空間とみなされ
続けたのだった。これには一理あった。そこには
キリスト教の支配が及ばなかったから、マヤ人に
とっては「自分達」の存在そのものと関わる根源
的な場であったからだ。生存のための糧を得るこ
とのできる、かつ神々が彼らを受け止めてくれる、
あらゆる意味においてマヤ人のアイデンティティ
の源となっている空間であったからなのであ
る１）。
ではここで、マヤ人が森

モンテ

やそのほかの場所で
行っていた「生贄の儀式」の具体的な描写を、征
服後 20年も経っていない 1562 年に行われた審
問記録を参照しつつ見てみよう。同年 8月 13日
に尋問を受けたモピラ村の重臣（principal）であ
り、神官（ah kin）であるフアン・カマルの証言
によれば、1年ほど前にこの地方を襲ったハリ
ケーンによって被害を受けたので、五穀豊穣を
祈ってテポポシュという森

モンテ

にある場所で生贄の儀
式が行われたという。その中でイシュ・ノフとい
う名の女の子、アフ・ツルおよびアフ・チャンと
言う名の男の子計 3人が、そのためにコッチカブ
にあるトウモロコシ畑（ミルパ milpa）から「さ
らわれて」きた。儀式の場に居合わせたのは、モ
ピラ村の村長フアン・カヌル、ディエゴ・カヌル、
フランシスコ・ポット、フランシスコ・マトゥ、
フアン・カウィッチ、フランシスコ・ナ、そして
神官のアフ・キン・ツックとアフ・キン・ピステ、
カンチュヌップ村の神学校の教員であるフランシ
スコ・カンチェ、この村の村長であるフアン・イ
シュであった。つまり、参加したのは村長 2人と
村参事会（Cabildo）や教会に付属する学校、別
の言葉で言えば、スペイン王国の支配組織の末端

写真 3　  サイール遺跡の奥まったところにある、荒削りの
神を刻んだ石碑

©筆者撮影（1981 年 1月 11日）
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において王国の支配を支える役割を担っていた
人々だったのである。
子供達は、手に火打ち石あるいは黒曜石製のナ
イフを持ったフランシスコ・ナによって生きたま
ま胸を切り開かれ、脈打つ心臓がとり出されると、
彼はこれを二人の神官に手渡し、その場に置かれ
た 2体の神像２）に捧げられたのち、火にくべら
れて焼かれた。子供達の遺体は、近くの泉（セノー
テCenote）に投げ込まれたという。その後、神
官アフ・キン・ツックは、この儀式は良い、確か
なものであり、神々も全き存在であること、そし
てこれは（トウモロコシ畑に雨をもたらし、豊作
を祈願するために）必要な事なのだと述べたと、
フアン・カマルは証言している。この最後の証言
は、その後に続く多くの生贄の儀式にも繰り返し
述べられる内容なのだが、「自分達の必要に応じ
て行っている正しい儀式」と認識しているのであ
れば、そもそも神官が皆に説明する必要のないも
のだ。スペイン王国の役職についてもいる人々に
述べた「儀式の正当化」の言であるとすれば、発
覚すれば必ず罰せられる行為をしているとの認識
を全員が持っていたことになる。おそらく真実は、
この証言が証人の自己弁護のために、すなわち「神
官がそう言うから私は従っていたのだ」とするこ
とを示すことにあったのだろう。神官アフ・キン・
ツックは、喚問される前に自殺しているから、彼
に罪を着せておこうと他の証人たちと口裏を合わ
せているとしか思えない。そもそも、生贄にする
ための子供たちを買ってきたり誘拐してくる役目
の人々がいるところから見て、皆で組織的にこの
儀式を行っていたとしか言いようがないのだ。こ
のほかにもこの証人によれば、モピラ村の教会の
前にある墓地に建てられている石製の十字架のと
ころでも生贄の儀式が頻繁に行われていたのだか
ら、この解釈は正しいだろう。
となれば、マヤ人にとって五穀豊穣を祈るため
の儀式は、キリスト教の世になっても彼らの日常
生活を支えるためには極めて重要で、必要不可欠
なものと考えられていたことは間違いなく、最初
の頃は教会の内部や敷地内ですらこれを行ってい
た。1562 年以降さすがにこれは監視の目が厳し
くなり難しくなったが、スペイン人の目の届かな
い森
モンテ

では、生贄の儀式を含む農耕儀礼が存続した
のであった。

野外調査をしていると、同行してくださる農民
と色々な話ができる。その中で今も忘れる事がで
きないのは、カルキニ村の「ノリア（Noria）」す
なわち井戸水を汲み上げる装置がかつてあった水
汲み場の目の前に住んでいたある人のことだ。慈
父のような眼差しを持ったその方が大好きで、何
回かお邪魔したが、ある時今年のトウモロコシの
出来について伺ったところ、彼は「今年はとても
豊作で、本当に柔らかな、美味しいとうもろこし
ができたんです」と顔をくしゃくしゃにしてその
嬉しさを示された。このような人々が、マヤ文明
を支えていたのだと、その時に納得した。（写真4）

同じことを、別の村の小学校の用務員からも
伺った。彼は畑

ミルパ

でトウモロコシを作るのが大好き
で、毎朝必ず畑

ミルパ

で仕事をしてから学校へ行くんで
すとおしゃっていた。今も昔も、そしてこれから
もマヤの農民は森

モンテ

を、そしてそこからの恵みに感
謝し、また愛してやまないトウモロコシ耕作を続
けるのであろう。

注
１）  現代におけるマヤ人にとっての森

モンテ

の意味は、
ホルヘ・ミゲル・ココム・ペッチ著 吉田栄
人訳『言葉の守り人』国書刊行会、2020 年
に垣間見ることができる。

２）  記録では偶像（ídolo）と書かれている。異
教の神の像だからである。

写真 4　トウモロコシの作柄を話すカルキニ村の農民
©筆者撮影（2009 年 8月 30日）
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何か思い切った改革や突飛なことをやれば、そ
の人物には「独裁者」のレッテルがはられ、危険
視されるのは、古今東西を問わず、世の常である。
いつの時代でも「独裁者」は政治の舞台に華やか
に躍り出るものである。逆に、「独裁者」かどう
かは別にして、それに匹敵するキーパーソンが登
場しない国も、それは不幸と言わねばならない。
良きリーダーとして頭角を現すには、「民主主義」
という美しく飾った言葉だけでは片付けなれない
政界の現実があることも忘れてはならない。従っ
て、歴史的にみて共通して言えることは、一見強
烈に見えるが、国民に親しまれ受け入れられる個
性と、強靭な「男性性」を有するカリスマ的な指
導者こそが国民に求められるのである。「良き」
独裁者はまさに国民に羨望されているのである。
その意味では、メキシコのロペス・オブラドール
（AMLO）大統領も就任当時は今以上に支持率が
高く、左翼の「独裁者」としての評価を受けてい
た。しかし、年月の経過とともに、いわゆる「賢
明な」指導者の姿が次第に明らかになってきてい
る。賢明とは慎重と置き換えてもよい。キューバ
やベネズエラとの関係を維持しつつ、対米協調の
路線は崩さない。しかし、いわゆるイエスマンで
はない。見事な外交姿勢である。左右の振り子の
バランスをうまく保とうとしているのであろう。
これまでの時代では、米州においては、左右に振
り子が揺れて、親米か反米か、のいずれの立場に
立つのかを表明することがラテンアメリカ地域の
各国政府に求められてきた。その点ではかねてか
らメキシコの外交面での立場は、少し特異では
あった。国家主権の尊重を外交のカードとして、

米国の経済封鎖や他国への内政干渉には異議を唱
え続ける。そして、意外にも米国はメキシコの動
きには比較的寛大であった。ただし、今年 6月の
ロサンゼルスで開催された米州サミットではこれ
までと変化が見られた。それは、ラテンアメリカ
諸国が相次いで不参加を表明したことであった。
米国にとっては痛手であったであろう。この背景
に、米国への移民問題がバイデン政権になって期
待されるほど進展していないことが、中米諸国や
メキシコのボイコットを齎したと見られている。
とくに後者の欠席はインパクトが大きかったと見
られている。最近、従来の米国とラテンアメリカ
の関係に変化が見えつつあることを注視しなけれ
ばならない。そこには中国のラテンアメリカ地域
におけるプレゼンスも考慮されるべきであろう。
ところで、AMLOが本当に苦労しているのは
内政問題である。国内の麻薬カルテルとの紛争や
国の犯罪件数の増加など、国の安全保障において
は未だ問題を抱えたままである。殺人件数は過去
最多が続いている。嗜好用大麻の合法化が遅れて
いるのも、これが治安の改善には果たして結びつ
くのか、否それどころか、大麻合法化が社会に与
えるネガティブな要因に発展するのではないかと
いう懸念が、AMLO自身を含め、解消できてい
ないからであろう。ウルグアイ、カナダに次いで、
メキシコがその第 3の国になるにはまだ時間を要
する。
さて、AMLO とよく比較され、最近では
AMLO以上に注目を浴びているのが、エルサル
バドルのナジブ・ブケレ大統領である。2019 年
6月に大統領に就任し、3年目に入った、ラテン

連載：ラテンアメリカから米国への人の移動を考える（8）
―ロペス・オブラドールとナジブ・ブケレは 21世紀のサンタ・アナか？―

牛島　万

参考文献
1562 年の宗教裁判の記録は、以下の史料集に
基づいている。
Scholes, France V. y Eleanor B. Adams（eds.）
1938　  Don Diego Quijada, alcalde mayor de 

Yucatán, 1561-1565. Antigua Librería 
Robredo, de José Porrúa e Hijos, 
México, pp. 95-99.

 （IELAK）
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アメリカで一番若い「独裁者」かもしれない。ち
なみに、自分自身で「クールな独裁者」を称して
いるから驚きだ。41 才になる大統領は、メディ
アを巧みに活用し、国民をうまく取り込み、高い
支持率を保っている。また公約に挙げていたよう
に、殺人件数は就任 1年足らずで半減することに
成功した。しかし、今年（2022 年）3 月 25 日
から 27 日までの間だけで、殺人件数が 87 人に
急増したことを受けて、非常事態宣言を宣言した。
同時に、マラス（複数のギャング集団）に対する
宣戦布告を宣言したのである。その後、非常事態
宣言は延長を重ねてきている。最初の 1ヶ月だけ
でも前例のない、1万 5000 人のマラスが令状な
しで逮捕された。マラスの主流派で、かつ対立し
ているマラ・サルバトルチャ 13（MS-13）やバ
リオ 18などがおよそ 7万人いると言われている
が、そのうち、4月末の時点で 3万 1000 人が、
6月 24 日までに 4万以上が逮捕されている。マ
ラスに所属し逮捕された幹部の懲役刑を、これま
での 6年以上 9年以下から、40 年以上 45 年以
下へ、また、その他の構成員は 3年以上 5年以
下から、20年以上 30年以下に引き上げられ、さ
らに、刑事責任を問える年齢を 12歳以上に引き
下げた。加えて、ギャングのメッセージを共有し
たメディアに 10 年以上 15 年以下の禁固刑を科
す新たな刑法も施行されている。このような状況
のなかで、無実の者までも誤認逮捕されている。
かつてのように、軍や警察の暴走が懸念されてい
るし、実際に一部で今回そのような報道が発表さ
れている。しかし、国民の 78％がブケレの掃討
作戦を支持していると報じられ、ブケレは、国民
の支持の下に行なわれていることを力説する。一
方で、国外の人権団体や米国政府からはブケレ政
権の過剰な権力行使に批判的である。米国関係に
も亀裂が生じ始めている。
自らを「クールな独裁者」と称するだけにブケ
レの強権政治はそのカリスマ性に支えられてきた
ところがある。国民からの圧倒的な支持を背景に，
国会との対立を厭わず、大統領拒否権を行使して
きた。この背景には、ブケレが 2019 年に大統領
に就任したとき、自らの政党であるヌエバ・イデ
アの議席は皆無だったことがある。エルサルバド
ルの二大政党であるファラブンド・マルティ民族
解放戦線（FMLN）と国民共和同盟（ARENA）

の政権をめぐる対立の最中、当初ブケレも当時の
与党である FMLNの党員であったが除名された
ことをきっかけに新党ヌエバ・イデアを結成する。
2020 年 2月 9日、治安対策の予算にかかる借款
1億 900 万ドルの借入れをめぐる国会承認では、
治安当局を動員して国会に圧力をかけた。また、
コロナ禍においても、完全自宅待機命令の違反者
の身柄拘束を止めるように求めた最高裁の判決を
無視し、国家非常事態として強引に進めた。そし
て、2021 年 2月の国会議員選挙でヌエバ・イデ
アが 86 議席中 56 席を占め、圧倒的地位を確立
することができた後、5月 1日に実施された最高
裁判事、検事総長の解雇、9月 3日に行われた最
高裁の、大統領の連続再選を認める判決など、憲
法改正をめぐる問題が議論を醸している。さらに
は 9月 7日にはビットコインを法定通貨とした。
これらのブケレに対する反政府デモは何度も起
こっている。ブケレ大統領に対する高い支持率が
果たしてどこまで信憑性のあるものなかのか疑い
たくもなる。そもそも、彼を支持する国民と、デ
モに参加する国民は全く重っていないのであろう
か。ブケレが言うとおりに、反政府派はごく少数
なのであろうか。
今回のマラスの強制収容は世界中の注目を集め
ている。メディアはマラス逮捕劇を毎日のように
報じ、また大統領は持論を巧みな話術を用いて展
開し、これを黙って長時間聞かされている閣僚や
議員、あるいは国際機関の代表者の姿が映し出さ
れているのである。まさに、ブケレの「クールな
独裁者」はメディアによって助長されているので
ある。今後の動向次第で白黒がはっきりしてくる
であろうが、現状の限りでは、次の 2点が懸念さ
れる。一つは、マラスと政府との間で、2012 年
の停戦合意もそうであったが、このときと同じよ
うな「取引」は、ブケレとの間でも行われていた
ことが発覚した。米国を含め国内外からの同政権
に対する非難を回避するためにも、刑務所が「ホ
テル」化することは許されない。そこで、この度
の一掃作戦になったが、収容人数をはるかに超え
た受刑者で溢れかえる刑務所の管理体制や受刑者
の処遇は厳しくなる一方である。そこで、新たに
急ピッチで刑務所を増築している話もある。さら
には、その劣悪な環境の中、塀の中の者の不満が
極度に高まり、やがては塀の外のマラス予備軍を
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作り出してしまう。刑務所は、いわゆる「監獄」
であるために、外の社会と遮断された徹底的な監
視の下に存在しなければならないが、ここが「ホ
テル」であるという例えは、監獄を完全に否定す
る状況を如実に表している。これはメキシコが麻
薬カルテルとの宣戦布告を発表してかれこそ 15
年近く泥沼の汚れた戦争が続けられているが、そ
の同じ轍をふむことにもなりかねない。マラスは
麻薬カルテルではないので、心配はいらないとい
う一部の見解に信憑性は低い。マラスによる殺人、
暴力が横行し、マラスは一説に全自治体の 90％
で縄張りを張っており、その家族などの協力者は
総人口 650万人中、およそ 50万人存在している。
そもそも 1980 年代後半のロサンゼルスや米南西
部の諸都市で誕生したマラスは、同時代の同国の
内戦から逃れてきた者であった。ところが、2000
年代に入って、彼らは強制送還され、祖国へ帰還
することになった。従って、マラスを社会から隔
離することは一筋縄ではいかない。エルサルバド
ルやその他の中米隣国の社会の根底を覆すことに
なるのである。しかも麻薬カルテルの影響力は中
米地域においてもすでに浸透しているのである。
米国へ庇護を求めて不法入国する、未成年者を含
む若年層が多いことが何よりの証拠である。米国
への移動の理由は、経済的理由以上に、明らかに
「暴力」からの逃避である。
もう一つは、政府を支持している国民は「大衆」
という特質をもっていることである。彼らは概し
て、無責任な大統領支持者という側面を有する。
ポピュリズム（大衆迎合主義）政治では、大統領
が大衆を操作し煽動することがその特徴として挙
げられるが、同時に、「大衆」は離反するのも早い。
ブケレ大統領はこの「大衆」にいま支えられてい
るだけではないのかという感がある。目下、彼の
カリスマ性が邪魔しているだけで、彼の政策の成
果がしばらくしても見えてこなければ、やがては
支持率の低下、さらには政治的混乱を招くことに
なるであろう。
ここで改めて想起されるのが、19 世紀メキシ

コのアントニオ・ロペス・デ・サンタ・アナである。
彼は「西半球のナポレオン」と自称し、11 回も
大統領になった人物であるが、後半生では義足生
活を強いられたことも忘れてはならない。義足の
彼は戦場で部下を指揮し、戦場を駆け回り戦った
ことは、今でもサンタ・アナの英雄伝を構成する
重要な要素となっている。ところで、彼は 4度の
亡命を経験した軍人でもある。しかし、そのすべ
てにおいて、メキシコに帰還し、最後はメキシコ
市で 82歳の生涯を終えている。サンタ・アナは
メキシコのナポレオンかもしれないが、最後まで
亡命先から帰還できた点では、ナポレオンとは違
うのである。サンタ・アナを、祖国を裏切った内
通者として最後まで帰還を認めなかった 19世紀
メキシコの権力者列伝に名を連ねるフアレスより
も長く生きたのである。どうしてサンタ・アナは
これほどまでに亡命を繰り返しては帰還できたの
かと考えたときに、やはり彼を支持した党派や国
民の存在があったことが頭をよぎるのである。そ
して、その支持が失われたときには流刑が待って
いた。このように、19 世紀メキシコの独裁的な
カウディージョを成立させた背景には、上からの
強権政治が、党派や国民によって支えられたとい
う構図が考えられ、このことは 21世紀の先に述
べた諸大統領の政治動向を分析するうえでも重要
な視座となるのではないかと思う。

参考文献
牛島万『米墨戦争とメキシコの開戦決定過程―ア
メリカ膨張主義とメキシコ軍閥間抗争』彩流社、
2022 年
笛田千容「エルサルバドルにおける司法の危機と
専制化の予兆」『ラテンアメリカ・レポート』
Vol. 38, No.2, 2022 年, pp.35-47.
その他、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研究員）
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私が大学院生のころ、経済学者の恩師今西正雄
先生に、「豊かさとは何か」と質問したとき、「い
つでも、どこでも、誰でも、衣食住の欲求を満た
せること」と答えてくださった。そしてそのよう
な社会を実現するには、資本主義の発展が欠かせ
ないと恩師は続けた。「豊かな果実を生む元本で
ある資本」を民が手に入れる歩み、これがブラジ
ルには必要であると語ってくれた。今から 40年
ほど前の思い出である。
21 世紀になってブラジルに労働者党政権の
ルーラ（Luiz Inácio Lula da Silva）大統領（任
期 : 2003 年 1月 1日 ‒ 2011 年 1月 1日）が登
場したころ、サンパウロ市で本学の卒業生との食
事会に参加した。そのとき「左派のルーラをどの
ように考えれば良いか」と皆が私に質問した。「左
派政権は経済発展の妨げになる」というのが彼ら
の主張であった。私の答えは、黒人奴隷制の過去
を持つブラジル社会に必要なのは、より良い未来
に向けての格差の無い社会の実現である、という
ものであった。数百万人に及ぶ大量の低所得者層
の共同体をサンパウロやリオデジャネイロの大都
会に抱えるブラジルにとって、民のすべてが「豊
かさ」を享受できる社会の実現が求められる。内
陸部の農村地域における土地なし農民運動を支持
する理由も同じである。この格差を無くす運動を
進める労働者党の考えを私は理解したいと説明し
たのである。
少年のころの私の愛読書はロマン・ロラン

（Romain Rolland）の『ジャン・クリストフ』
であったが、研究者になってからはマックス・
ヴェーバー（Max Weber）著大塚久雄訳『プロ
テスタンディズムの倫理と資本主義の精神』と
カール・マルクス（Karl Marx）のフリードリヒ・
エンゲルス（Friedrich Engels）編 向坂逸郎訳『資
本論』を座右に置いてきた。少年の私に生きる勇
気を教えてくれた『ジャン・クリストフ』はやが
てヨーロッパをドイツ、フランス、イタリアに分
けて理解する助けとなった。一方『プロテスタン
ディズムの倫理と資本主義の精神』や『資本論』

は考えをまとめるための技術として参考にしてい
る。しかしブラジル理解には、ブラジルの研究者
であるセルジオ・ブアルケ・デ・オランダ（Sérgio 
Buarque de Holanda）やダルシー・リベイロ
（Darcy Ribeiro）たちの考えが役に立つ。宗教で
はプロテスタンティズムではなくカトリシズム、
民族文化では差異ではなく異種族混淆のアイデン
ティティに注目している。ヨーロッパ人のように
勤勉かつ合理的に働くことを良しとする価値観と
は異なる「怠惰こそ美徳」とみなすような理念や
混血へのまなざしも重視している。特に、ヨーロッ
パからのステレオタイプ化されたブラジル観とは
異なる考察である （写真 1）。
さて今後の私の研究計画に触れておこう。これ
から何を書くかを公表すると、執筆の意欲を喪失
し、作業が滞ると一般に言われるので、ごく簡単
に述べるにとどめたい。
まず、ブラジルを巡るグローバルな格差問題に
引き続き注目したい。21 世紀に入り、ロシアや
中国を含めた新興諸国であるBRICS の一員とし
て、ブラジルは欧米先進諸国に対抗する開発優先

ブラジルをみつめ「豊かさ」を考える

住田　育法

写真1
ブラジル人画家の 1928 年の作品「アバポル」は
2016 年のリオ・オリンピック開催を記念して
リオ美術館 (MAR) に特別展示された。
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主義を進めるであろう。その際、どのようにして
格差の克服と経済の成長を両立させるのか、その
マクロな経済政策の手腕を観察したい。ロシアや
中国のように強力な権威主義による軍政の開発優
先主義が台頭することはないであろうが、新興国
としてのアイデンティティがポピュリズムの形で
強調されることが予想される。欧米とは異なるブ
ラジルのアイデンティティの中味について研究を
続けたい。キーワードはカトリシズムの倫理と奥
地（sertão）の民（sertanejo）などである。
フィールドワークを重視する地域研究者として
現地調査をできる限り続けたい。新型コロナウイ
ルスによるパンデミック以前は 2019 年までほと
んど毎年、アメリカ大陸を縦断し大西洋を越えて
（写真 2）ブラジルに数週間滞在、復路はブラジ
ル発リスボン経由（写真 3） でポルトガルに滞在
し、ユーラシア大陸を越えて帰国していた。現地
の研究者と対面で議論する姿勢をこれからも重視
したい。
コインブラ大学文学部名誉教授ルイス・レイス・
トルガル（Luís Reis Torgal）氏とは 18世紀か
ら 20世紀に至るポルトガルの権威主義の研究で
つながっている。偶然私は大学の専任講師のとき、

ポルトガルの絶対主義期のポンバル侯をブラジル
のゴールドラッシュとの関係で調査した。トルガ
ル氏はそのテーマの専門家であった。さらに、20
世紀のブラジルの新国家体制を私は研究している
が、トルガル氏はポルトガルの新国家体制につい
ての権威者でもある。研究対象が似ていることか
ら親しく交流しているが、ポルトガル語圏のアイ
デンティティにかかわるこのテーマを 21世紀の
視座から、同氏と議論しながらこれからも深めて
ゆきたい。トルガル氏は過去に 2度、本学を訪問
している。京都かコインブラで再会することもコ
ロナ収束後の予定に入れておきたい。ポルトガル
は王国であったが、帝国として 200 年前に独立
を果たしたブラジルについても、帝国の権威にか
かわる考察が興味深い。幸い、ブラジルのフルミ
ネンセ連邦大学のニレウ・カヴァルカンティ
（Nireu Cavalcanti）教授とイルジベルト・カヴァ
ルカンティ（Hildiberto Cavalcanti）教授が植
民地時代の研究に詳しいので、さらにブラジルか
らの視座も加えてポルトガル語圏のアイデンティ
ティ研究を継続したい。

 （名誉教授／ IELAK客員研究員）

写真 2
日本から北米を経て南米のブラジルに向かう機中にて

写真 3
ブラジルから大西洋を越えてイベリア半島のリスボンへ

飛ぶ機中にて
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2022 年度から、新しく IELAKの研究員になり
ましたフェリッペ・モッタと申します。
IELAKとの関係は 2017 年までに遡り、昨年度
までは客員研究員として参加しておりましたが、
本年度から研究員になれたことを非常に嬉しく
思っております。
ラテンアメリカはダイバーシティに富む地域で
す。IELAKにも、ラテンアメリカの人種や文化と
同じくらいの多種多様な研究テーマや関心を持っ
ておられる人びとが集っています。この度は、『い
えらっく』に執筆の機会をいただきましたので、
簡潔に私の経歴および関心をご紹介できればと思
い、筆を執りました。

私は、ブラジルのサンパウロ市の生まれで、サ
ンパウロ大学（Universidade de São Paulo）で
歴史学を専攻しております。2009年、文部科学省
の国費外国人留学生制度（MEXT SCHOLARSHIP）
で来日し、大阪大学大学院文学研究科に入学しま
した。2018年、『日系ブラジル社会からの思想史
―半田知雄論』という学術論文で博士号（文学）
を取得しました。博士論文を基にした著作は、本
年の9月に大阪大学出版会から刊行される予定で
す。
専門分野は移民研究と海外日本移民の歴史、と
りわけ日系ブラジル社会の歴史です。現職の前は、
母校の大阪大学で特任助教として、国際日本学の
教育および研究に携わっておりました。

さて、本文の副題になっているラテンアメリカ、
日本と「移民研究」の関係について少し述べたい
と思います。
近年、技能実習生をはじめとする外国人労働者
の受け入れはメディアでしばしば取り上げられま
す。また、多文化共生社会は、中央政府をはじめ、
全国の自治体が掲げている目標です。IELAKが拠
点としている京都外国語大学のような研究・教育
機関も、異文化理解や多様な日本社会の実現に力

を注いでいます。

一方、外国人の受入れの議論に追随して、それ
が実現した暁に、日本社会が如何に変化するかと
いう議論が常にあります。そして、予想される変
化に対して警戒心を抱き、または否定的な姿勢を
とる人が多いことも否めません。政府は、（あく
までも労働者としての）外国人の受け入れを部分
的に認める一方で、「移住」という言葉に対して
非常に慎重です。今でも、日本に移住政策はない、
マイノリティー集団はいない、日本はれっきとし
た単一民族国家であると主張する政治家がいるほ
どです。

一見、矛盾にさえ見えるこの事態はなぜ起こる
のでしょうか。
日本はかつて帝国であり、移民送出国でした。
世界中に日系の人びとが多くいます。そして今の
日本にもアイヌやウチナーンチュ、コリアン、フィ
リピン人、ベトナム人やブラジル人などがいます。
残念ながら、これらの事実がいとも簡単に忘れら
れるからではないでしょうか。専門的なサークル
以外では「移民」や「移住者」は不都合な問題と
して扱われがちです。

しかし、「受け入れ」についての議論をきちん
と位置付けるには、まず「かつては送った」とい
う認識が必要だと思います。移民史の研究は今の
移住政策に繋がっており、多様な日本社会の実現
と表裏一体の関係です。

私は近現代日本史における移民の問題を必須の
課題として意識しています。ましてや、今でも根
強く残っているナショナル・ヒストリーの言説を
批判する上でのその重要性は多言を要しないもの
でしょう。IELAKに集う皆さまには既知のことで
すが、ラテンアメリカという地域と 19世紀半ば
に新国家として台頭した大日本帝国の関係を理解

新任研究員のご挨拶に代えて
　―ラテンアメリカ、日本と「移民研究」について

フェリッペ・モッタ
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するには移民の問題は避けて通れない項目です。
ヒト・モノ・思想の「移動」は近現代の重要な要
素ですが、日本も、ラテンアメリカも例外ではあ
りません。

幕末から 1970 年代まで日本は多くの「移民」
を送り出しました。ハワイ、米国、ペルー、ブラ
ジル、メキシコ、ドミニカ共和国などの非勢力圏
と共に、朝鮮半島や満州、樺太（サハリン）、台湾、
「南洋諸島」などの大日本帝国の勢力圏へと渡っ
た人びとです。同時に、日本は多くの人びとを受
け入れました。様々な航路は日本を世界に繋げ、
また大日本帝国の勢力圏と非勢力圏を結んでいま
した。日本人として「外地」の朝鮮半島に生まれ、
敗戦後は引き揚げてからボリビアへと移住した方
の話を聞いたことがあります。ボリビアで上手く
行かず、結局はブラジルに再移住し、日系ブラジ
ル社会で人生を全うしました。その方の子孫は、
非日系の方と結婚し、夫婦で日系ブラジル人とし
て日本にデカセギに来ました。小説のような物語
です。

移民研究において、私はとりわけにその歴史を
内側から、要するに当事者として叙述しようとし
た人びとに関心を寄せています。「移民知識人」
と総称し得るそれらの人びとは、「移民」が研究
対象にされる以前から再帰的な知的営為を通じて
移民史を考えつづけました。彼ら彼女たちの言葉
に耳を傾けることにより、行為主体者として自主
的に自己の歴史の叙述と集団記憶の構築に参加す
る一般人を歴史の舞台に立たせることが出来ると
思います。今後、IELAKで皆さまと「移民」の諸
相と地域研究、日本、ブラジルとラテンアメリカ
について議論することを楽しみにしております。

 （IELAK研究員）

研究室にて

2013 年 9月 26日から 27日にかけて、サンクトペテルブルク国立大学／ロシア科学アカ
デミー・ラテンアメリカ研究所主催「グローバル化する世界におけるロシアとラテンアメリカ：
歴史と同時代性」がサンクトペテルブルクで開催された。この国際会議に出席した著名なス
ペインのラテンアメリカ研究者カルロス・マラムーによれば、ソ連崩壊後、ロシアはグロー
バル経済へ参入する目的でラテンアメリカ諸国への進出を図ってきたが、冷戦期の思考から
抜けきっていないと指摘した。そして、コスタリカの政治学者コンスタンティーノ・ウルクー
ジョの見解に注目した。それは、国際会議開催の一か月前に、ニカラグアの太平洋岸のコリ
ント港でロシアの軍艦 2隻が確認されたことに触れたものであった。ウルクージョ氏は、コ
スタリカ政府は駐サンホセのロシア大使を召還し、説明を求めるべきで、納得いく説明が得
られなければ、ロシアと外交断絶を考えるべきだと発言していた。中米におけるロシアの存
在は、地域のパワーバランスを崩すとして、抗議したのであった。

 （立岩礼子／ IELAK研究員）

No.43
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今回、自己紹介も兼ねて原稿を依頼されたのだ
が、すでに 2019 年から客員研究員となっており、
研究所のアフロ・ラテンアメリカ研究会メンバー
として2022年3月に刊行された創刊号にも執筆、
また、2021 年に開催された第 19 回ラテンアメ
リカ教養講座「いま、＜ラ米映画＞が面白い」で
「映画の中の先住民と社会における先住民」とい
うタイトルで講演した際には、わたしの論文なり
著書なりを読んでいると思われる方からの質問も
あったので、『いえらっく』の読者の方は、わた
しのことを多少なりともご存知なのではないかと
思う。そして、おそらく、兒島峰を、ボリビア、カー
ニバル、映画、ジェンダーといったキーワードと
関連づけているのではないか。そうであれば、そ
の兒島が、なぜ、突然、カリブの、しかも旧オラ
ンダ領アンティル諸島の研究を始めたのか、不思
議に感じているのではないだろうか。
そこで、本稿では、ボリビアの外に関心が向い
た経緯について述べることで、改めて自己紹介と
したい。
2014 年に科研費の助成を得て明石書店から出
版された『アンデスの都市祭礼―口承・無形文化
遺産「オルロのカーニバル」の学際的研究』のも
ととなった博士論文を提出したのが 2011 年であ
るが、わたしとボリビアとの関係は、わたしが中
学二年生の時にさかのぼる。ラジオで偶然耳にし
たアンデス音楽に雷に打たれたような衝撃を受
け、（自称？）真面目少女が、中学校の屋上でケー
ナを吹く、自他共に認める変わり者となったのだ。
高校生の時にはオルロのカーニバルの映像を見
る機会に恵まれた。しかも、その映像を見せてく
れたのは、長年、オルロのカーニバルにダンサー
として参加していたボリビア人だったのである。
インターネットなどないアナログの時代、10
代半ばの少女がこのような機会を得るに至ったの
は、運命なのか、いや、執念というべきか…。
ボリビア、そして、オルロのカーニバルは、少
女だったわたしに強烈なインパクトを与え、以来、
長きにわたってわたしを魅了してきたのである。

往々にして、博士論文を書き上げたあとは、燃
え尽き症候群のようなものを発症しがちだ。わた
しの場合、ボリビア、そして、オルロのカーニバ
ルとの付き合いが長かったこともあり、症状が非
常に重かった。
このような事情を知っている先輩諸氏から、少
しボリビアから離れた方が良いのではないか、と
助言を受けた。
長年ボリビアとかかわっており、ボリビアに関
する知識の蓄積もあるだけに、ボリビアから離れ
るのはマイナスのような気もしたが、自分の関心
も、ボリビアという国や地域に限定されるのでは
なく、もう少し広い視点へと向かっていた。
ボリビアは 2009 年に国名をボリビア共和国か
らボリビア多民族国に変更している。その理由は、
共和国というのは西洋の概念であり、西洋的な政
治を目指そうという国名自体が植民地主義的だと
いうこと、加えて、ボリビアの現状は多民族国で
あり、民族の多様性を尊重した国づくりを目指す
という姿勢を明確にするためであった。
多民族を国名に取り入れている国は、ボリビア
以外の例をみない。
国民国家とは、国家「外」との差異を強調して
国家「内」の共通性、できれば同一性、単一性を、
幻想であれ、想像であれ、創造することで成立す
るものであり、「多民族国」という国家名称は、
近代国家の理想と真っ向から対立する。
しかし、考えてみれば、そもそも国民国家とい
う政治単位自体が西洋に由来するものである。そ
して、わたしたち人類学者は、どちらかというと、
国家に包摂されない人々を研究対象にしてきたは
ずだ。わたしが前述した著書において対象とした
のも、そのような人たちである。
ボリビアが多民族国を名乗り、これまで規範と
されていた西洋的な国家とは異なる道を模索して
脱植民地化を推進していくのであれば、わたしは
人類学者として、国民国家のあり方そのものに目
を向けてみようと思うに至ったのである。
それが、カリブの非独立領土であった。

国家に包摂されない人々の研究を通じて

兒島　峰
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カリブ領域には独立国と非独立領土が混在して
おり、非独立領土も、米国の自治領、フランス海
外県、オランダ構成国、イギリス海外領土、米国
ヴァージンアイランド諸島など、その政治的地位
は多様である。この中でわたしの関心を引いてい
るのが、オランダ構成国、特に、ベネズエラ沖に
位置するアルバとキュラソーである。
2019年にキュラソーで現地調査をした際には、
現地でオランダ語がほとんど必要とされないこと
に驚いた。多くの島民にとっての母語は、パピア
メント語という、スペイン語とポルトガル語の影
響を強く受けた混成言語である。また、周囲のス
ペイン語圏からの移住者も多く、地理的に近いベ
ネズエラからテレビ放送を受信していることも
あって、スペイン語がよく通じる。しかも、アル
バとキュラソーは独自通貨まで発行している。言
語も通貨も出自も異なるアルバ、キュラソー、そ
して、同じくカリブ海に位置するシント・マール
テンと、ヨーロッパに位置するオランダの四国を
オランダ王「国」の構成「国」とするという発想
自体、これまで主流だった国民国家概念にとらわ
れない、新たな試みではないだろうか。

もちろん、ボリビアとの関係も断ち切るつもり
はない。
今のわたしは、ボリビアが国名変更によって試
みている、国民国家という体制を既存の概念から
解体する作業に、ボリビアとは異なる視点から取
り組んでいるような気分である。

 （神奈川大学准教授／ IELAK客員研究員）

キュラソーのカーニバル
（2019 年 3月 3日　筆者撮影）

京都ラテンアメリカ文化協会ニュース
＜  第 17 回例会　柳生の里と笠置寺 探訪＞
6 月 12 日（日）、2年ぶりの開催となった例会
の当日は青空の広がる晴天に恵まれた。奈良市東
北部の「柳生の里」、旧柳生藩家老屋敷、アニメ”
鬼滅の刃”で脚光を浴びた一刀石を見学し、京都
府相楽郡笠置町（かさぎちょう）の日本仏教史上
重要な鹿鷺山（しかさぎさん）「笠置寺」を拝観
した。「かさぎ」の由来、天智天皇の皇子の大海
人皇子伝説を聞きながら、笠置石、鹿鷺山、また
弥勒磨崖仏（みろくまがいぶつ）を拝み、巨石の
山々の合間を一歩一歩登るコースは数々の神聖な
スポットに出会えるすばらしい探訪であった。

＜  京都メキシコ友好プログラム第 7期奨学生カス
ガ・アヤさん認定証授与式＞
5 月 24 日（火）、2年ぶりに再開された本プロ
グラムの実行委員長を務める株式会社エヌ・ビー・

エル取締役の南部邦男氏から認定証を、本学の堀
川徹志理事長・総長から奨学金目録を授与した。
カスガさんより日本で学ぶ機会をいただいた感謝
とこれからの 1年間の抱負を述べると、森田嘉一
最高顧問、南部実行委員長より温かい激励の言葉
がおくられた。

認定書を手に南部実行委員長と
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＜第 21回ラテンアメリカ研究講座 開催＞
2021 年 12 月 11日（土）、12日（日）に開催
されたラテンアメリカ研究講座「南北アメリカ研
究の課題と展望」では IELAK研究員が中心となっ
て、イデオロギーや研究分野の枠を超えて議論を
行った。プログラムは以下のとおり。

【第 1日目】　  アメリカ合衆国の普遍的価値観とそ
の受容をめぐって

布施将夫　　「  南北戦争期の帝国的世界戦略―大陸
横断鉄道の構想と覇権奪取の挫折」

藤岡真樹　　「  1960 年代の『近代化』論から見る
米国の『普遍的』価値観」

大野直樹　　「  アメリカの冷戦戦略とCIA の秘密
工作活動―グアテマラ・アルベン
ス政権打倒工作への道程」

牛島　万　　「  メキシコから見た米墨戦争とマニ
フェスト・デスティニー」

住田育法　　「  20世紀親米ブラジル大統領の理念と
政策―空間のナショナリズムと米国」

【第 2日目】　　南北アメリカのマイノリティ研究
辰巳　遼　　「  アフリカ系アメリカ音楽文化の意

味実践―モラルと差異の間で」
伊藤秋仁　　「  ブラジルのシリア・レバノン人移

民」
モイゼス・カルヴァーリョ　「ブラジルにおける先

住民学校教育のための新たな試み」
住田育法　　「  アフロ・ラテンアメリカ文化とブ

ラジル社会の包摂」

＜第 21回ラテンアメリカ教養講座 開催＞
2022 年 6月 7日から 7月 5日までの毎週火曜
日、ラテンアメリカ教養講座「本の向こうにみえ
てくるもの：ラテンアメリカ文学の愉しみ」が開
催された。プログラムは以下のとおり。

【第 1回　6月 7日（火）】
仁平ふくみ　　「フアン・ルルフォの現代性」
【第 2回　6月 14日（火）】
内田兆史　　「アルゼンチン文学という『伝統』」
【第 3回　6月 21日（火）】
伊藤秋仁　　「  ドラウジオ・ヴァレーラが描くノ

ンフィクションの世界」
【第 4回　6月 28日（火）】
吉田栄人　　「  ラテンアメリカ先住民文学ルネサンス」
【第 5回　7月 5日（火）】
洲崎圭子　　「  ラテンアメリカ文学で語られる多彩

なジェンダーの風景」
※発表者による概要を本号に掲載。

＜ 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、共同研
究の可能性を探ることを目的とした IELAK 研究
会には海外在住の客員研究員も参加できるように
なりますます発展している。

第 19回（2022 年 2月 21日（金）開催）
アルフォンソ・ガルドゥーニョ（IELAK客員研究員）
“El puma y el jaguar como elementos 
simbólicos de poder entre los pueblos 
antiguos de América”
邦訳「アメリカ大陸古代民族における権力の象徴
としてのピューマおよびジャガー」

第 20回（2022 年 5月 30日（月）開催）
嘉幡　茂（  京都外国語大学・国際言語平和研究所

嘱託研究員／ IELAK客員研究員）
コメンテーター：
佐藤吉文（  南山大学人類学研究所非常勤研究員／

IELAK客員研究員）
「プロパガンダとして誕生したアステカ神話：太
陽を『私物化』したテノチカ人の野望」
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＜ IELAK 研究講演会＞
ラテンアメリカに関するテーマで内外の研究者
を招いた研究講演会が開催された。

2021 年 12月 3日
「  巨大噴火に屈しなかった古代メソアメリカの人々」
講演者：  市川　彰

（  IELAK客員研究員・日本学術振興会海
外特別研究員・コロラド大学ボルダー
校博士研究員）

2022 年 4月 22日
「  アステカの太陽神はイケてない？：『病』は天使
の証」
講演者：嘉幡　茂（  京都外国語大学・国際言語平

和研究所・嘱託研究員）

2022年7月1日発行（年2回）
発行　京都外国語大学ラテンアメリカ研究所
〒 615-8558　京都市右京区西院笠目町6
TEL:075-312-3388  FAX:075-322-6237

E-mail: ielak@kufs.ac.jp

深刻なニュースが続く中、少しずつ日常生活も
研究活動も平常へと向かっている。とはいえ、地
球温暖化を阻止することはもはや不可能だろう
が、諦めるという選択も悩むところだ。そして、
テロで幕開けた 21 世紀は 20 世紀の教訓を生か
せず、むしろ歴史の針が逆回りし始めたかとも思
える状況にある。ともあれ、新しい時代を作るの
は私たちであることを忘れてはならない。
 （RT）


