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〈論　　文〉
ちからをはかる：後古典期後期マヤの戦闘の一概念

郷　澤　圭　介＊

はじめに

1517年 3月半ば、100名足らずのスペイン人たちは一睡もできぬまま熱帯の夜明けを迎えた。
海岸から、人のうねりが押し寄せてくる。いくつもの旗指物や大きな羽根の頭飾りが明け方の陽
光に照らされ、そのうねりの上を漂っている。彼らはその光景を目の当たりにしたとき、未踏の
陸地に辿り着いてから 2度目となる先住民との戦闘が、もはや避けられないことを覚悟した 1）。
やがて圧倒的な数の敵戦士の怒号と太鼓の音に囲まれたスペイン兵は、収穫後の枯れ茎が残る
トウモロコシ畑に追い詰められ、矢、石、投槍を雨あられと浴び次々と倒された。すかさず寄せ
ては挑みかかる先住民。劣勢のヨーロッパ人たちは背丈ほどの長さの短槍で突かれ、燧石（すい

キーワード
マヤ、戦争、後古典期後期、一対一の闘い、意味論的分析

Resumen

El presente artículo trata el concepto de combate cuerpo a cuerpo, uno de los conceptos 
relacionados con la guerra entre los indígenas mayas del norte de la Península de Yucatán, 
México, en el Posclásico Tardío (del siglo XIII al XVI aproximadamente). Este trabajo se 
realizó para contribuir al desarrollo de la historia militar y la sociología de la guerra de los 
mayas del periodo correspondiente, de las cuales se ha estudiado muy poco. Por lo tanto, 
la presente investigación da un paso adelante para aquellos campos académicos arrojando 
luz sobre uno de los temas cruciales para esclarecer el significado de “entablar la guerra”.

El objetivo es reconstruir el concepto del combate cuerpo a cuerpo, -acción esencial 
de una batalla-, y su importancia en su sociedad. Con el fin de alcanzar la meta, elegimos 
analizar tres palabras y morfemas claves del idioma maya yucateco: ppiz, muk y nup.

Como metodología hicimos un análisis crítico de documentos novohispanos escritos 
por los españoles y nobles autóctonos, además del análisis de campo semántico de los 
términos mayenses obtenidos de “bocabularios” o diccionarios maya-español, recopilados 
durante la época Colonial. Este último es el único método para extraer conceptos 
relacionados con la guerra ya que no se encuentra descrita en las fuentes históricas 
documentales.

＊　慶應義塾大学非常勤講師
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せき）の刃を埋め込んだ諸刃の木剣で叩き斬られ、至近距離から矢を射込まれる。しかし彼らは
怯まなかった。当時新大陸住民が見たこともなかった鉄製の剣と槍の穂先による鋭い斬撃・刺突、
貫通力にすぐれた弩（ど）の射撃で立ち向かい、火縄銃を轟かせ懸命に抵抗した。その切れ味と
音におどろいたマヤ側は多少怯み距離を置く。その隙をみてスペイン人たちは何とか包囲を突破
し、浜辺へと必死に駆けた。浜に着くと自分たちの小舟に乗りこみ沖合の母船へ向かって漕いだ。
そして海に入ってまで追いすがる敵の槍を振りのけ矢を掻いくぐり、母船にすべり込んでようや
く難を逃れることができた。戦闘中 1名を除き全員が矢を受け槍傷をおい、傷の悪化で息絶え海
に捨てられた者も含め最終的に 50人以上が死亡した。そして 2名が連れ去られた後生贄にされた
のであった（Díaz del Castillo 2011:5-10; Landa 1994:89）2）。
新たな征服地を求めキューバのハバナを出港、未知の大海原をひたすら西へと進み、ついに辿
り着いた、後に「ヌエバ・エスパーニャ」と呼ばれるメキシコの一角、ユカタン半島カトチェ岬。
これまでカリブ海の島嶼部では見たこともなかった立派な石造りの建造物が視界に飛び込んでき
た瞬間、キューバで一攫千金の機会もなく悶々と日々を過ごしていたスペイン兵士たちは、富の
予感と明るい未来に目を輝かせ胸躍らせた。しかしわずか 2週間後、水を求めて立ち寄った半島
西岸のチャンポトン村で先述の戦いを仕掛けられ、この地の先住民マヤ族の戦闘能力の高さを嫌
というほど思い知らされた後キューバへと逃げ帰ったのであった（図 1）。

図 1.　ユカタン半島北部
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この記述は、侵略側であるスペイン人ディアス・デル・カスティージョ（Díaz del Castillo）の
視点にもとづいている。ユカタン半島発見当初からのコンキスタドールである彼は、この戦闘だ
けでなく幾多の戦場を生き抜いた後、晩年に『ヌエバ・エスパーニャ征服の真の歴史（Historia 

verdadera de la conquista de la Nueva España）』を書き上げた。そのため、自分の若き日の武勲や
功績を主張する目的で、敵の数や味方の死傷者数を多めに述べているかもしれない。それでも当
時のマヤ人の戦闘の一端を垣間見ることができることからこの有名なチャンポトン戦を冒頭に取
り上げた。
我々は一般的なマヤの戦闘の流れについてはおおよそわかっている。集団どうしの対峙、その
後の飛び道具による応酬、勁烈な太鼓やほら貝の音、怒声や罵詈雑言が飛び交う中で、一対一の
武器を用いた格闘に突入するのが通常の戦闘パターンであった 3）。しかしスペイン人に「発見」、
征服、植民地化される以前のマヤ人どうしの戦闘を当の本人たちがどう捉えていたか、戦争とい
う現象が何を意味し、何のために行われたのか等、その概念についてはいずれの文書にも記録さ
れていない。植民地時代（16世紀～ 19世紀）にマヤ人自身によって、ラテン・アルファベット
を用いてユカタン・マヤ語で書かれた文書も今日までいくつか残っているが、このテーマに関し
て明確に説明したものはない。本稿は、スペインによる征服直前の時代、後古典期後期（14世紀
～ 16世紀頃）4）ユカタン半島北部の先住民マヤにとっての戦争概念を理解するプロセスのひとつ
として、戦闘中の一対一の格闘行為が彼らの社会でもっていた意味について解明を試みるもので
ある。

1　背景・方法論

マヤに関する植民地期史料群には、包括的にまとめられた「戦争概史」いうものが存在しない。
栄華を極めた「アステカ帝国」の征服者コルテスや、後のユカタン総督モンテホ父子はじめ多く
のコンキスタドーレスがユカタンの先住民たちと剣を交えたにもかかわらず、である。後古典期
後期マヤ軍事史研究に利用できる資料といえば、前述のディアス・デル・カスティージョに加え、
年代記作者のフェルナンデス・デ・オビエド・イ・バルデス（Fernández de Oviedo y Valdés）（1944）
およびロペス・コゴジュード（López Cogolludo）（1996）、著名なフランシスコ会司教ランダ（Landa）
（1994）、そして 16世紀末にスペイン王室に提出された『ユカタン歴史地理報告書（Relaciones 

histórico-geográficas de la gobernación de Yucatán）』に散見されるコンキスタドーレスやマヤ古老
たちの証言などがある。しかしいずれも武器の説明やスペイン側から見た戦闘描写、勝敗の結果
に関する簡潔な記述ばかりである。一方図像に関してだが、明確に後古典期後期に属するといえ
る戦争図像史料は皆無と言ってよい。一点だけ、メキシコ中央高原から「トルテカ人」がこの地
に侵略したときの戦いを描いたと考えられる見事な戦闘シーンが描かれたチチェンイツァ遺跡の
ジャガー神殿（Templo de los Jaguares）の壁画がある。この壁画は後古典期前期（10～ 13世紀頃）
に属する上に、本稿の研究対象となる時代とは主要武器も異なるが、参考資料として利用できる 5）。
他方でメキシコ中央高原を拠点に「アステカ帝国」を築いた集団メシカおよび彼らと同族のナ
ワ族諸グループについては、マヤの場合と違い、戦争関連の図像、多くの同時代の著者による事
細かな描写や解説が『メンドーサ絵文書（Códice Mendocino）』（1976）などの先住民が描いた絵文書、
サアグン（Sahagún）（2006）やドゥラン（Durán）（2006）の歴史書等に豊富に残されている。
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マヤの戦争研究でも古典期（3世紀～ 10世紀頃）ペテン地方（ユカタン半島中南部）のみに関
して言えば、20世紀から今日に至るまで盛んに行われている。これには 2つの理由がある。ひと
つは現地の遺跡での発掘調査の進展により石碑や土器、壁画等の図像データや武器の一部とみら
れる石器、濠や防壁などの防御設備が次々と発見され、豊富な情報が蓄積されているためである 6）。
図像データや石器からは、ブロックマン（Brokmann）（2000）に代表される、武器や防具を大き
さ、形状、材質等により分類し、そこから戦闘での使用法や戦闘隊形まで分析する研究者もいる。
二点目は、ここ数十年で大きく前進したマヤ文字の解読が挙げられる。氏族の姓や地名を表す「紋
章文字」と呼ばれる文字群が特定されたことと、「戦争を仕掛ける」「臣下」「従属統治者」「～の
即位を後見する」などを意味する文字が解読されたことで統治者間での従属関係や古典期におけ
る各氏族の武力行使を含めた支配域拡大の研究が飛躍的に発展した（Martin and Grube 2000:17-

20）。
しかしながら「後古典期後期ユカタン・マヤの戦争」に関しては、前述のように情報収集が困
難な状況のためか、または古典期の戦争研究に注目が集まっていたためか、これまで先行研究は
ほとんど行われてこなかった。ロイズ（Roys）（1972）やハッシグ（Hassig）（1992）のように当
研究分野に触れている学者もいたが、いずれも「マヤ社会の一現象としての戦争」「メソアメリカ
全体の中のマヤの戦争」のように付随項目としての扱いしかしておらず、入念な考察はなされて
いない。一方で、レペット・ティオ（Repetto Tió）（1985）やテヘダ（Tejeda）（2012）など表向き「後
古典期後期マヤの戦争」を全面的に扱った研究もわずかにあるが、彼らは先述の古典期ペテン地
方の考古学データ（とくに図像）も頻繁に情報源として利用している。研究対象の時代の史料不
足を補うためである。ちなみに本稿でも作成時期不明のマヤ土器に描かれた図像をいくつか掲載
したが、これは読者がマヤの戦闘場面等をイメージしやすいように添えた参考資料であることを
予め断っておく。
「後古典期後期マヤの戦争」研究分野を進展させるために、本論文ではスペイン語およびユカタ
ン・マヤ語で書かれた植民地期文書の詳密な史料批判に加え、新たな手法として「意味論的分析」
を用いる。大越（2006）やハンクス（Hanks）（2010）によりすでにその効果が実証されている植
民地期マヤ語の意味論的分析の手順とは、まず最初に戦争や戦闘に関連すると思われる単語すべ
てを、植民地時代にスペイン人（またはクリオージョ）宣教師たちがマヤ人情報提供者の協力を
得て 16～ 17世紀に布教目的で編纂したスペイン語・マヤ語語彙集（「辞典」とも呼ばれる）から
抽出する。ユカタン・マヤ語に関しては、『モトゥル辞典（Calepino de Motul）』、『マヤ語語彙集
（Bocabulario de Maya Than）』7）、『サンフランシスコ辞典（Diccionario de San Francisco）』に加え、
ベルトラン・デ・サンタ・ロサ・マリア（Beltrán de Santa Rosa María）の『マヤ語文法書（Arte 

del idioma maya）』8）の計 4冊の主要語彙集がある。さらに、19世紀に出版されたペレス（Pérez）
の『マヤ語辞典（Diccionario de la lengua maya）』も分析に利用できる。この「辞典」は上記語彙
集を含む植民地期に編纂された写本をもとに作成されたため、二次史料として扱われる。しかし、
内陸のマヤ人村落で長年暮らした編者は、当時（19世紀）の先住民から直接聞き取った貴重な単
語や意味も書き残しているのである（Pérez 1877:V）。
次に、選別した単語の別の意味を上記語彙集および古文書テクストでの用例から探し出す。そ
してそれらの単語をさらに形態素に分解した上で、形態素自体の意味・用例もすべて一覧化す
る。最終的に、植民地期マヤ語文書中での使用例も含めすべての収集されたデータを比較分析し
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て、対象形態素が本来持つ意味範囲を画定する。この手法により、当時のスペイン人が西欧言語
概念やカトリック教が支持していたヨーロッパ的世界観を通じてしか認識できず把握がこれまで
困難であったマヤ独自の世界観の再構成を企図している。レンケルスドルフ曰く、マヤ人にとっ
て言葉は昔も今も彼らの生きる現実と密接に一体化しており、その現実の一部を形作っている
（Lenkersdorf 2006:9）。故に彼らの言葉を分析することは、我々の時代や文化から遠く隔たった当
時のマヤ世界観を解釈する糸口となりうるのである。

2　一対一の戦闘

チャンポトン村での戦いの前夜、100人足らずのスペイン人たちは一睡もせず周りに聞き耳を
たて恐怖と闘っていた。敵のマヤ戦士の数を二万人以上と考えていたからである。それほどの大
軍に囲まれたらひとたまりもない。そこで戦わずに母船まで逃げ帰るか、先手必勝で仕掛けるか
の緊迫した議論が交わされたのである（Díaz del Castillo 2011:9）9）。実際に「二万」もの敵がい
たかどうか定かではないが、当時彼我の人数差がかなりあったことは確かである 10）。とすれば、
もしマヤ人に兵力温存という概念があったならば、その人数差からスペイン軍を完全に包囲し、
矢や投槍、投石器で打ち込む石つぶての遠距離攻撃だけで戦闘不能にすることができたであろう。
しかしマヤ人たちにそんな考えは毛頭なく、100人足らずの侵入者に対し当然のごとく接近戦を
仕掛けたのである 11）。
冒頭でも述べたように、マヤの戦闘では人数に差があっても必ず互いの軍が激突し、最終的に
は個々の格闘となった（図 2）。戦士たちは綿鎧（メソアメリカ全土で使用されていた、内部に綿
をぎっしり詰めた防護服）または腹巻（ユカタン半島独自の防具。綿を詰めた綿布を腹部に何重
にも巻いた）に身を包み、短槍、諸刃の木剣、丸盾を手に揉み合い激しい攻防を繰り広げた（図
3）12）。乱戦の中でどちらかの統治者や指揮官が殺されるか捕らえられた時点で勝敗が決まり、指
導者を失った軍は敵に命乞いをし降伏するか、戦士たちが狼狽して遁走し、戦闘継続不可能となっ
たのであった。そのため我々はまずこの個人レベルの戦いの概念について理解しなければならな
い。

図 2（左）.　接近戦　　図 3（右）.　丸盾と短槍を持った戦士
出典：Kerr （1998:K503, K1116）
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スペイン語・マヤ語語彙集を何冊か調べると、戦争や武器に関する言葉が意外にも多く掲載さ
れていることに気づく。スペイン植民地統治下のユカタン半島で、ヨーロッパの宣教師たちがカ
トリック教布教の道具として編纂した書物であることを考慮すれば興味深いことである。
本章のテーマである「一対一の戦闘または格闘」を表す用語は以下の通りである：
－　ppiz lim muk（ピス・リム・ムック）
－　ppiz muk（ピス・ムック）
－　ppiz ba（ピス・バ）
－　ppizil ba（ピシル・バ）
－　ppippiz ba（ピピス・バ）
－　ppiz tan ba（ピス・タン・バ）
－　ppiz lim tec（ピス・リム・テック）
－　ppiz lim tanba（ピス・リム・タンバ）
単語数自体は多いが、一見して明らかなようにいずれも限られた数の形態素で構成されており、
組み合わせ方が違うだけである。語彙集に記載されている意味は：
　「一対一での戦い、一対一で戦う」（BMT:140, 376, 512, DSF:315）13）

　  「体と体をぶつけあって戦うまたは格闘する、殴り合う、あがいて抵抗する。またそのような
戦闘」（CM:665）14）

　「格闘しつつ持ちこたえる」（BMT:570）15）

つまりどの説明も「一対一の戦い」という同じ行為を表している。
続いてこれら 8つの単語を形態素に分解すると、以下のようになる：
－　ppiz16）, lim, muk, ba, il, tanba 17）, tec

さて、これらの形態素を材料に「一対一の戦闘」の意味論的分析に入るのだが、その前に、語
彙的な意味を持つもの（語根）と持たないもの（機能的形態素）に分類する必要がある。以下は
語彙的な意味を持たない機能的形態素である：

lim, ba, tanba, tec, il

これらはすべて接尾辞で、次のように用いられる：
－　lim: 相互動詞（verbos recíprocos）を形成する
－　ba: 相互動詞を形成する
－　tanba: 行為の相互性を表す
－　tec: 迅速で敏捷な動きを表す
－　  -al, -el, -il, -ol, -ul: 抽象名詞を形成したり、動詞を受動態に変形するなどさまざまな意味と
機能を持つ

以上のことから、前述の 8つの単語を構成する形態素のうち、意味論的分析の鍵となるのは
ppiz（ピス）と muk（ムック）であることが分かる 18）。ではまず、名詞 mukの意味を分析しよう。

2-1　muk
ムック（muk）の語義は、いずれの語彙集でも容易に見つけることができる。「力（fuerza）」

（CM:531, DSF:244）、「人間や動物の力」（BMT:358）、「力、活力、強さ」（Pérez 1877:226）という
意味である。しかしスペイン語の「fuerza」という単語は、「重いものを動かす力」「精神力」「耐久力」
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「抵抗力」「強制力」「能力」など 10以上の意味を持つ多義語である（DLE:707）。 そのため「fuerza」
という記述だけでは意味領域を明確にすることはできない。しかし、『マヤ語語彙集』に mukの
概念を理解するための重要な手がかりとなる解説があった：
－　「パンなどあらゆる食べ物の栄養分や効能」（BMT:601）19）

ここで言う「パン」とは我々の知る旧大陸起源の小麦を原料としたパンのことではなく、現在
もメキシコを中心に主食として食べられているトルティージャやタマルのことである。入植開
始当初、スペイン人たちはマヤの主食であったトウモロコシ粉の生地を薄く広げて焼いたトル
ティージャや、中に具を詰めてトウモロコシの葉で包んで蒸したタマルのことを自分たちが理解
しやすいように「パン」と呼んでいた 20）。人間や動物の「ちから」21）は、食物とくに主食を摂取
してしばらく経ってから体内にみなぎってくる。前述の解説から、生き物が動いたりモノを動か
すための「ちから」、すなわち「エネルギー」の源は食物の中にあったとマヤ人たちが考えていた
ことが読み取れる。ではこのエネルギー mukは、彼らの概念ではどのような性質を持っていたの
だろうか。

mukを使った用例の中に興味深い 2つの語句、lubul mukと tumte xulic a mukがある。まず最
初の lubul muk（ルーブル・ムック）について分析しよう。語彙集の説明によれば、この語句には
以下のような意味がある：
－　  「力や頑張り、気力を失う。衰弱する、力が衰える。病気または空腹によって疲れる、力が
抜ける」（CM:470）22）

－　「病気によって衰弱する」（BMT:252）23）

lubulは「落下する」（CM:470）という意味の動詞である。この動詞は lubul co「歯が落ちる」（id.）
や lubul ek「流星が落ちる」（BMT:162）の例文が示すように、単純に「上から下に落ちる」現象
または行為を表す。とすると lubul mukの語義は「エネルギーが落ちる」、つまり語彙集の説明に
もある通り、病気や空腹などが原因で、個人に蓄積されていたエネルギーが低下することを表す
言葉だったと解釈できる。このことから、食物をしっかり摂取および消化できない状態に陥った
人間のムックは「落ち」、体内から失われていくという性質を持っていたことがわかる。
では次の例文 tumte xulic a muk（トゥムテ・シュリック・ア・ムック）について見てみよう：
－　「君のちから〔ムック〕がどこまで到達するか試してみなさい」（BMT:387）24）

まず tumteという動詞についてだが、語彙集にはさまざまな語義が載っているが、この文脈で
最も適切な訳語は「試す」という意味である 25）。となると、この文で肝心なのは副詞 xulicの意
味であるが、以下のように説明されている：
－　「どこまで」（id.）26）

－　  「最高点、到達点。これ以上先に行くことができない終点や端、限界に到達したまたは到達
するであろう」（CM:786）27）

さらに以下の xulicの用例を見てみるとその概念が一層よく理解できる：
－　  xulic in numyaa（シュリック・イン・ヌムヤー）：「私はとても貧窮している。極貧に到達

しこれ以上ひどくなることはあり得ない」（id.）28）

－　  xulic u pocħ Juan tii batab（シュッリク・ウ・ポッチ・フアン・ティイ・バタブ）：「フアン
はカシーケ（首長）をこれ以上ないほど軽蔑するに至った」（id.）29）

つまり、xulicはある行為または状態が終点および限界点に到達したことを表すとともに、それ
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が過去のある時点からずっと継続していたことも示しているのである。この xulicと関連した単語
に xul（シュル）があるが、シュルに関して大越は「一定の継続している行為が終わる所」という
概念を持っていたと指摘している（大越 2005:145）。まったく同じように、xulicも継続性と方向
性を持った言葉だったのである。
シュリックがもつ概念を理解したところで例文「tumte xulic a muk」の解釈に戻ろう。最低到
達点は「lubul」の項で見たように下方にあった。ということは最高到達点は当然上方にあること
になる。要するにこの例文は、平常時のレベルにある挑戦者のムックが「力試し」の最中に徐々
に上昇し、彼の体内で最高レベルにまで達することが期待された発言だったのである。しかし、
挑戦者のエネルギーの「限界点」がどの辺りにあったのかは、試す前には誰にもわからなかった
と推測できる。
以上の分析結果から、体内で定量をもたない mukは食物摂取によって増加し、本人の努力次第
で最終的にそのレベルを未知の最高限界点まで到達させることが可能だったとわかった。一方で、
空腹になったり病気を患うことでどんどんレベルが下がり、やがて体内から失われてしまうとい
う性質も理解できた。体内で常に「上下」の変動を繰り返すエネルギー、要するにペレスが彼の
語彙集で言うところの「内なるちから（fuerza interior）」（Pérez 1877:226）だったのである 30）。

2-2　ppiz
では、残るもうひとつの鍵となる形態素ピス（ppiz）を分析しよう。動詞と名詞両方の機能を
兼ね備えたこの単語は、以下の説明が示すようにごく一般的な「はかる」という意味をもつ：
－　「測る、または重さを量る」（CM:664）31）

－　「一般的な意味で、はかる」（BMT:468）32）

－　「測定された、または計量されたもの。定規などで線を引かれたもの」（CM:664）33）

－　「何かを測るための物差し。模範とし取り出すための見本」（id.）34）

－　「雛型または見本」（BMT:242）35）

この語は長さ、重さ、面積、容量等をはかる場合や、線を引き一定の部分を区切る場合など、
何かしらの測定器具を基準として用いて比較する行為を示した。
ピスの基本的な意味がわかったところで、本章冒頭で提示された 8つの単語を直訳してみると、
語彙集には書かれていなかったユカタン・マヤ語での本来の意味合いが見えてくる：
－　ppiz lim muk： ちからのはかり合い
－　ppiz muk： ちからをはかる
－　ppiz ba： はかり合い
－　ppizil ba： はかり合い
－　ppippiz ba： 繰り返しのはかり合い、急いだはかり合い 36）

－　ppiz tan ba： はかり合い
－　ppiz lim tec： 迅速で俊敏なはかり合い
－　ppiz lim tan ba： はかり合い
すべての単語が「相手とのはかり合い」を意味している。はかられる対象はもちろん「ちから」
すなわち「エネルギー」であるが、この mukという形態素は省略されていることが多い。つまり、
本来の意味合いは「相手とのちからのはかり合い」だったのである。
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ここでひとつ疑問が生じる。語彙集の説明によれば ppizは何かしらの測定器具または見本を使
用してはかるという意味だが、マヤ人たちはムックのように人間が直接見て触れることのできな
い存在を一体どのような測定器具を基準にしてはかろうと考えていたのか。一人の人間、戦士に
とって自分のエネルギー量をはかるための最もわかりやすい「基準」は何だったのであろうか。
『マヤ語語彙集』の中に以下のような説明を見つけることができる：
－　  ppiz muk、ppippiz ba：「相手と争いながら、または戦いながらちからを試す」（BMT:542）37）

－　ppiz lim muk、ppiz tanba：「互いにちからを試す」（id.）38）

先程の例文「tumte xulic a muk」でも「ちから〔ムック〕を試す」という表現が使われていた
が、説明の中では戦争や戦闘について触れていなかったので、一般的な力比べの競技の話であっ
たかもしれない。しかし今回の一番目の例の場合は「争いながら、または戦いながら（“luchando 

o peleando”）」と明記してある。この「pelear」という動詞に関してだが、18世紀前半にスペイン
王立アカデミーより出版された『模範辞典（Diccionario de Autoridades）』で調べると、項目の一
番最初に「戦争する、戦闘を行う、武器を用いて互いに争う」という意味が記載されている（DA 

V:190）39）。このことから、上記の ppiz mukおよび ppippiz baの説明は、戦争での行為も示してい
ることがわかる。つまりマヤ人は、一対一の戦場での格闘のことをちから mukを試す行為と捉え
ていたのである。戦闘という緊迫した状況下で、彼らは己の体内に宿すエネルギーの限界を探る
ために、武装し敵意を剥き出しにした戦士を相手に力試しを行っていたのである（図 4）。
己の肉体を動かすための原動力であり、また食物の消化によって体内に蓄積される眼に見えな
い個人のエネルギーは、物差しや秤や容器では測定不可能であった。そのため唯一の mukをはか
る基準こそが、自分とほぼ同量の mukを体内に蓄えている人間であった 40）。マヤにとって個人レ
ベルの戦闘は、戦場でひとりの戦士が課された単なる軍事命令ではなく、自分自身の強さを誇示
するための行為でもあったといえる。
また前述の、戦いという言葉を使わない「互いにちからを試す」という説明からも、ppiz lim 

図 4.　一対一の戦闘（組打ち）
出典：Kerr （1997:K2352）
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muk、ppiz tanbaなどの語は村の若者同士の取っ組み合いの力比べなどのことも指していたであろ
う。これらの流血を伴わない競技と、戦場で武器を手に敵と組打つ戦闘行為が、ユカタン・マヤ
語では同じ概念を共有している。いずれの場合もエネルギー量が自分と近い相手に対し己のちか
らを限界までぶつけ相手を超えるレベルに到達できるか試し、その量を相手を倒すことで「はか
る」のであった。
このような理由から、エネルギー mukをはかるには「敵」の存在が欠かせなかった。敵が目の

前にいなければ自分のちからがどのレベルまで達するか知りようがなかったからである。とすれ
ば、我々がマヤ社会での「一対一の戦い」の考え方にさらに一歩近づくためには、彼らにとって
戦場での「敵」がどのような存在であったのかも分析し理解しておかなければならない。

2-3　nup
前述の『模範辞典』によれば、スペイン語の「enemigo」という言葉は「味方でないばかりか
公然と自分と対立する者、戦争で戦う相手」という意味であった（DA III:460）41）。一方で現代の
同アカデミー発行の『スペイン語辞典』には「相手に対し悪意を持ち、その不幸を望むまたは害
を与える人」という意味も見られる（DLE:887）42）。では、後古典期後期から植民地期初期にか
けてのマヤ社会では、戦場での敵をどのように捉えていたのであろうか。スペイン語の enemigo

に相当する単語として宣教師たちが記した単語に nup（ヌップ）がある：
－　nup：「敵」（BMT:309, CM:578, DSF:596）43）

このヌップおよび関連用語の解説を調べると、彼らの「敵」のイメージには、自分から見た位
置関係や相手の規模などの視覚的要素が強く影響していたことがわかる：
－　 nup：「目の前にある対立するもの、何かと敵対または対抗させるために反対側に置かれる
もの」（CM:578）44）

－　  nupbezah（ヌップベサフ）：「あるものを他のものの正面に、または反対の立場にして一緒
にする（置く）」（CM:580）45）

－　nup：「同じような、同等の」（DSF:267, 640）46）

－　nupulteil（ヌプルテイル）：「相手と背丈も力も同等の」（BMT:424）47）

つまり、自分と物理的に真正面から向かい合っていること、そして見た目も勢力も自分または
自軍と同等であることが敵と呼べる条件であったことを示しているといえる。ユカタンの先住民
にとって戦争での「敵」とは、戦場で自分たちの目の前にいて向かい合っている自分たちと同等
のちから mukを有していると考えていたのであろう。
一方でこの形態素ヌップは、「敵」とは正反対の意味にも用いられていたことが興味深い：
－　  u nup hanal, u nup ukul（ウ・ヌップ・ハナル、ウ・ヌップ・ウクル）：「普段一緒に食べる
（飲む）友人や家族の一員」（BMT:93、CM:579）48）

－　  nup than, nup can（ヌップ・タン、ヌップ・カン）：「普段一緒に会話し、話が合う友人や
家族の一員」（BMT:93, CM:579）49）、「考え方や生き方がよく似た友人」（DSF:267）50）

どの単語も、普段の生活で向かい合っていつも飲食を共にし腹を割って話せるうえに、生き
方や考え方も共有するごく近しい人々であることを表している。ただしこの場合、nupの後ろに
「hanal（食べ物）」「ukul（飲み物）」「than（会話）」「can（会話）」など一緒に行う行為を示す言
葉が必ず添えられている。
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さらにもう一例を挙げよう：
－　nup cahtal（ヌップ・カフタル）：「妻にとっての夫、または夫にとっての妻」（CM:580）51）

nupの後ろに「cahtal（住まい）」が付くと、一つ屋根の下で寝食を共にするパートナー、つま
り夫婦のことを表した。この例から推測すると、u nup hanalなどの場合も、家族や友人の中でも
いつも行動を共にする、自分にとって一番大事な相手について言及しているのではないだろうか。
心理的にも物理的にも最も距離が近く、対になる存在が「ヌップ」ということである。
では、「情緒的に最も近い人」と「敵」とではどのような共通点があるのだろうか。まず、自分
と相手が非常に近い位置で対面している場面が想像される。そしていずれの場合も「対をなすも
のの片方」と位置付けられている。要するに、後古典期後期から植民地期初期にかけてのマヤ人
にとっては、最も親しい友人や兄弟も戦場の敵も、どちらも対等な立場で、互いに真正面から視
線を向け合って対をなしている存在として認識していたのである（図 5）。

以上のことから、マヤの価値観においては nupという概念自体に良い意味も悪い意味もなく、
単純に「自分と同等の相手」を表す語であったことが理解できた。敵を自分とまったく同じ存在
と位置付け、ちからも均衡していたとみなしていたからこそ、エネルギー mukをはかり合うに値
する相手、自分と「対をなすもう片方」と認識していたのである。敵軍と自軍とで一対を成して
いたと考えたからこそ、戦地では対立したが、勝敗が決まった後には従属や友好の形で絆を結び
合うことが頻繁に行われたのである。
では根本的な疑問に戻るが、なぜ戦場でエネルギーをはかり合う必要があったのだろうか。そ
の答えはマヤの勝負の習慣にあったと私は考える。均衡した力を正々堂々と比べて、その均衡を
破って勝ったほうが相手に何かを要求できたのである。ユカタン半島北部低地の植民地期史料に
は何らかの勝負とその結果に関する記述が見当たらないため、有名なグアテマラ高地の植民地期
文書『ポポル・ブフ（Popol Vuh）』より球戯の例を見てみよう。双子の英雄フナフプとシュバラ
ンケは地下世界シバルバの首長たちに球戯の勝負を挑まれ受けて立つ。その際首長たちは、勝っ
たときの賞品として 4つの器いっぱいに盛られた 4種類の花を希望する。試合が始まり、力の拮
抗した両陣営は激しいプレーを見せたが、結局兄弟は初日は破れてしまった。そのため彼らは首

図 5.　敵（ヌップ）の概念図

NUP NUP
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長たちに要求された賞品の花をその夜摘み取りにいく羽目になったのである（PV:107）。球戯はユ
カタン半島を含むメソアメリカ全土で行われていたが、必ず敵味方同人数という公平な条件でプ
レーした（図 6）。そして勝者は敗者に何か自分の欲するもの、とくに「有益なもの」を要求する
権利を得るのであった。では、戦場での格闘に勝った戦士は、その結果何を得ることができたの
だろうか。

3　勝利の果てに

エネルギーのはかり合いの末に相手を倒し組み敷いた勝者は、持っていた縄で相手を縛り上げ
捕虜にした。戦いの挙句相手を殺した場合は、下顎を切り取って持ち帰り、肉をとりきれいに洗っ
た後、腕飾りにした（Landa 1994:130）。そして、首長や将を殺害した者は輝かしい功名を立て、
帰還後には歓待を受けた（id.）。
戦場のあちこちで個人戦の決着がつき大勢が明らかになってくる、もしくは自分たちの最高統
治者や指揮官が捕縛または討取られたことが分かると、体力的にも精神的にも敵軍にかなわない
と怖気づいた者たちが次々と戦場から離脱した。この臆病な感情の連鎖が戦闘全体の勝敗を決定
づけた。勝者は逃げる相手を追撃、完全に戦意喪失総崩れとなった敵軍戦士を大量に捕獲した。
また敵の村が付近にあればそのままの勢いで躍りこみ、女子供を捕らえ数多の戦利品を獲得した。
たとえ敗軍の貴族たちが降伏を申し出たとしても、敗者は捕縛と略奪からは免れられなかったの
である。
マヤ社会では貴族も庶民も、最高統治者を助けて出陣することが共同体内での当然の義務で
あった。そのため戦争に参加すること自体に対する報酬は支払われなかった（RHGGY I:269）。代
わりに戦利品の一部をもらう権利が認められていた。軍が獲得した戦利品は、いったんすべて一ヶ
所に集められ、カカオ、スポンディルス貝（赤色の貝殻）、黒曜石、翡翠、ケツァル鳥の羽根など
の威信財は王家や貴族の間で配分された。一方で戦争に参加した平民戦士には、全員に威信財以
外の食糧などの戦利品が配分された（RHGGY I:378）。庶民にとっては普段の村での生活で得るこ
とのできない「臨時収入」だったので、参加の大きな動機となったことであろう。反対に、一定

図 6.　三対三で行われた球戯
出典：Kerr （1992:K3814）
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の年齢に達した成人男子であるにもかかわらず戦争に参加せず村に残った者は、出陣する軍の糧
食などを提供しなければならなかったうえに、戦利品の分け前はもらえなかった（id.）52）。
戦利品以外での戦士たちの「獲物」は戦争捕虜であった（図 7、図 8）。捕虜は捕らえた側の

「財」としての役割を担った。まず戦後に人質として、敵政体へ返還する代わりに相応の「身代
金（メソアメリカでは通貨は存在しなかったので威信財）」を要求することができた 53）。しかし、
彼らの属する共同体に「身代金」を払えるだけの十分な威信財がない、または払う意思がない、
もしくは人質交換交渉が決裂した場合などはそのまま捕獲された共同体の「財」となり、カカオ
などの威信財と物々交換されたり、他政体の首長への贈り物として提供されたりと多岐にわたり
利用された。統治者や貴族の身分の者が捕虜にされれば神々への生贄に供されることが多かった
（RHGGY I:165）。

しかし、戦争捕虜が辿るもっとも一般的な運命は奴隷にされることであった。ユカタン・マヤ
語で「戦争捕虜」と「奴隷」どちらを示す場合にも同じ語が充てられていたことも、彼らの社会
では捕虜は通常奴隷にされる定めであったことを裏付けている：
－　ppentac（ペンタック）：「売買された奴隷。捕虜または使用人」（CM:663）54）

－　munach（ムナッチ）：「女性捕虜、女奴隷または女使用人」（CM:535）55）

奴隷となった者は荷運びや水汲み、農作業、カヌー漕ぎなどの日常の重労働に従事する労働力
として活用された 56）。戦争捕虜は敗者となったことで、自らの肉体でもってさまざまな形で勝者
と彼が属する共同体に利を提供しなければならなかったのである。
では戦士たちが個人的に獲得した捕虜は戦後どのように扱われたのだろうか。指揮官や貴族戦
士が捕虜にされた場合、捕獲者に褒美が与えられた後、その多くは先述のように生贄に供された。
しかし、その人物の政治、行政、戦闘などの才が認められれば奴隷の身分のまま臣下として重用
されることもあった 57）。それ以外の捕虜は、個人所有ではなくまとめて共同体の管理下に置かれ
た。カンペチェ州カルキニ村の先住民貴族たちがマヤ語で書き残した『カルキニ文書（Códice de 

Calkiní）』には、ガスパール・パチェコ率いるスペイン人コンキスタドーレスが同村にやってき
たときに、征服者たちに供出するための奴隷を共同体で買ったとの記述がある。さらに、それ以

図 7（左）.　連行される捕虜　　　　　　　図 8（右）.　王の前に引き出された捕虜
出典：Kerr （1997:K2352, 1994:K4549）
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前に買われた奴隷たちも、村の政治をつかさどる老貴族たちの指示の下で共同体名義で買われた
と明記されている（CC:44-45）58）。ユカタン半島北部では、奴隷は上質カカオ等の地元で手に入
らない貴重な威信財との物々交換に用いられる主要な「輸出品」であった。共同体と統治者一族
の利益に大きくかかわる財であったため、その取引および管理は共同体の老貴族たちが行い、お
そらく戦士個人には許可されていなかったのであろう。しかしその代価として、捕獲者には共同
体から「エネルギーのはかり合い」の勝利の結果として納得いくだけの食糧や塩などの日用品が
与えられたことは十分に考えうる。
一方で、マヤ戦士がスペイン兵を捕虜にしたこともあった。冒頭で述べたチャンポトン村のマ
ヤ住民とスペイン兵士たちとの戦闘でも、マヤ側にとっておそらく予想外に多くのスペイン人た
ちが弓矢で死んだが、それでも 2人を捕虜にした。また、1528年にモンテホ総督が半島北部海岸
を侵略した際、チャワカというところで現地住民と数回交戦し、マヤ側は多くの戦死者を出しな
がらも最終的に 6人のスペイン兵士を連れ去った 59）。これらの捕虜を使ってマヤ側が身代金を要
求したり、物々交換に利用したり、奴隷として働かせたという記録はない。当然神々の生贄に供
されたのであろう。このことからも、彼らにとって戦闘で捕虜を獲得することの重要性を窺うこ
とができる。

4　一対一の接近戦の意味

後古典期後期のマヤ人は、開戦直前まで自分たちに有利に戦争を進めようと努力した。諜者を
放って敵情を探り、通行困難な地形のところに戦士を埋伏させ、道を塞いで敵を奇襲するのは当
たり前であった 60）。相手を侮ることなく、自軍と勢力も人数も同等と考えていたからこそ、敗北
しないために決して油断しなかったのであろう。そして開戦後も、遠距離からは大量の矢石を放
ち少しでも動ける敵戦士の数を減らそうとし、戦場では常に敵を包囲する動きをとった。しかし
いざ両軍が激突し、槍を突き出し木剣で叩き切り組打ちあう一対一の戦闘が始まると、正面から
向かい合った敵、すなわち自分の「対になる存在」と全力を出しきり限界まで格闘したのである。
この個人レベルの闘いのことを、マヤ人たちは戦士が己の「内なるちから」を「片割れ」を相手
にはかる力比べと認識していたのである。そして格闘での勝利の後には必ず組み敷いた相手から
何らかの利を得たのである。以上のことを muk、ppiz、nupという 3つの形態素および単語の意
味論的分析から確認することができた。この一対一のエネルギーのはかり合いは、最高統治者へ
の忠誠心からでも共同体への「愛郷心」からでもなく、純粋に自分のため、そして間接的には家
族のための行為だったのである。
また格闘中は、組み合った相手に対しその瞬間に出せる最大限のエネルギーを振り絞り、相手
よりもエネルギー量がその場で上回った方が「はかり合い」を制した。頑丈な盾や綿を詰めた防
具を身に着けていたとはいえ、殺傷能力を持った武器で刺突・斬撃したので当然相手を殺すこ
ともあった。しかし、できるだけ敵は殺さずに捕縛するのが暗黙の了解だったということが ppiz 

lim mukという言葉から推測できるのである。
相手を倒した末に勝者は次の 3つのものを得た：1）「ちからのはかり合い」で勝ったという共

同体内での名声、そして名のある敵を捕らえるか討取った者には格別な栄誉と歓待。2）戦役で軍
が獲得した戦利品の分け前。3）自分が捕らえた捕虜、そして平民戦士の場合は共同体に自分の捕
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虜を差し出した際に与えられる財。マヤ社会では一人の捕虜は交換財として、そして奴隷として
価値があり自分や共同体にとっての利が大きかったことも、一対一の格闘で敵を殺すより縛りあ
げるほうが好まれた一因であろう。

おわりに

スペイン人、とくに実際にマヤ戦士と闘ったコンキスタドーレスはなぜ先住民の「一対一の戦
闘」に関して記録を残さなかったのだろうか。まず第一には、コンキスタドーレスの無関心が挙
げられるであろう。ヨーロッパからの征服者たちにとってマヤ戦士との格闘自体には何ら特別な
思い入れもなかったし、個人戦の詳細を仲間や総督、役所に語ったところで「インディオの何某」
相手では大した武勲とも認められなかった。さらに王室はじめスペイン本国の人々の無関心も手
伝った。彼らは 16世紀末に新大陸の住人に現地の地理や先住民族の歴史や風習などを記録した「歴
史地理報告書」の提出を要求した。その際、書き方マニュアルである「手引書」をあらかじめ配
布し現地責任者が回答すべき 50項目を挙げた。その中で先住民の戦争に関する項目はわずかにひ
とつしかなく、しかも彼らが誰と（何処の国や民族と）どのように戦争をしていたかなどごく一
般的なことしか訊いていない（RHGGY I:8-12）。
加えてエンコメンデーロスを中心とした回答者の無関心もあった。報告書の出来が詳細である
か粗雑であるかは回答者の熱心さ、真面目さと、あるテーマに対する興味関心の深さに大きく左
右された。そのため戦争の記述が皆無のものや、他人の報告書の完全なコピーもあった 61）。他方で、
報告書作成時の主要情報提供者であったマヤの古老たちにとっても、スペイン人が興味を示さな
いテーマに敢えて触れる必要はなかった。だからこそ、一対一の格闘の詳細とその社会における
重要性は記録に残らなかったのではないかと想像する。
第二に、侵略者たちとの武器や防具の優劣の差が徐々に拡大したことによりマヤ人との個人的
な組打ちの機会が大幅に減ったことも挙げられる。チャンポトン戦での苦い経験から学んだスペ
イン人たちは、キューバに帰ってすぐに兵士全員分の綿鎧を作らせ、以降先住民との戦闘には必
ずこれを着用した 62）。その結果弓矢や槍の刺突による死者は激減、切れ味で勝るヨーロッパ製の
剣や穂先でマヤ側を圧倒し、他方で熱帯地域での馬の扱いと騎馬戦術を会得したスペイン軍は、
その後ユカタン北部の戦闘で大勢殺されることはなくなった。そのためマヤ戦士と取っ組み合っ
て剣を交える機会もほとんどなくなったと考えられる。
一方でマヤ人たちも同様に、自分たちがユカタン・マヤ語で書いた植民地期文書で「一対一の
戦闘」についてまったく述べていない。これは、マヤ王族や貴族の多くがスペイン統治下での自
分たちの特権を守り子孫に相続させることに心気を砕き、自分たちの王権の正当性や土地の境界
の主張に関する文書を書き残すことにしか関心を示さなかったためである。彼らの戦闘の詳細に
ついては、記録しておく必要も理由もなかったのである。
ちなみにマヤ人は文書でスペイン人に言及するとき dzul（ツル「よそ者」）という言葉を用いた。
外見や言語、文化などすべての点において違う異国人たちは「よそ者」以外の何物でもなかった
のだが、戦闘においても殺傷能力に差をつけられた先住民にとって、エネルギーをはかり合えな
いヨーロッパの侵略者たちは nup（対をなすもう片方）などでは到底ありえなかったのであろう。
マヤの戦争に関する概念は、報告書や年代記、植民地行政府文書などスペイン人の証言のみか
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ら読み解くのは困難を極める。そして現在入手可能なユカタン・マヤ語文書の中でも、前述のよ
うに戦闘の細部や思想的側面には触れていない。だからこそ植民地期語彙集を使った意味論的分
析が、同研究分野の進展の鍵を握っているのである。

注

１） 一度目の戦闘はカトチェ岬の首長から騙し討ちに遭ったときに経験した。Díaz del Castillo
（2011:5-6）を参照。

２） ランダは死亡者数は 20人だったと述べているが、本稿では実際に戦ったディアス・デル・カス
ティージョの証言を尊重する。

３） このことは前述のディアス・デル・カスティージョの著作や『モトゥル報告書（Relación de 
Motul）』（RHGGY I:271）などの植民地期文書から明らかになっている。

４） 本稿では、後古典期後期のおわりはユカタン半島北部の征服が終了した 16世紀と便宜上定めて
いるが、実際には「スペインによる征服の完了まで」と定義される。なぜならチアパス、ベリーズ、
グアテマラを含む広大なマヤ地域において、征服の完了時期は地域によって異なったからである。

５） 壁画には「アトラトル（atlatl）」と呼ばれるメキシコ中央高原で一般的に使用された投槍器が多
く描かれている代わりに、弓矢を持った戦士は一人もいない。一方で植民地期文書には、弓矢と
短槍がユカタン・マヤの主要武器であったと例外なく記録されている。さらに 16世紀の投槍器
については、ランダが狩猟の道具として紹介しているのみである（Landa 1994:97）。彼は別の箇
所でマヤが戦争で使用していた武器と防具について言及しているが、その中に投槍器は含まれて
いない（ibid.:129-130）。

６） 各遺跡での発掘データの詳細は Sharer and Traxler（2006）を参照。
７） オーストリア国立図書館所蔵であったため『ウィーン語彙集』としても知られている。
８） 同文法書の後半部分に記載されている用語集を利用できる。
９） スペイン側は 100人程だったが「我々ひとりに対して 200人以上のインディオがいるようだった」

とディアス・デル・カスティージョは当時を回想している。
10） Landa（1994:89）も参照。
11） スペイン軍はチャンポトン村に到着した当初は総勢 108名だったが、母船警備のために何人か

残っていた。
12） 戦士の武器および防具の詳細は Gozawa（2017:135-156）を参照。
13） “batallar de uno con otro” “guerrear uno con otro” “pelea, y pelear con alguno” “pelear cuerpo a 

cuerpo”。和訳するといずれもほぼ同じ意味なので、4例をまとめて訳した。
14） “luchar, pelear, guerrear cuerpo a cuerpo, llegar a las manos, forcejar y pelear; guerra o lucha así”
15） “resistir peleando”
16） “ppippiz” は ppizの繰り返し（reduplicación）である。
17） 実際には形態素は「tan」と「ba」に分解できるが、「tan ba」でひとつの機能を果たしているの

で本稿ではあえて分解しない。Beltrán de Santa Rosa María（2002:63）を参照。
18） 「pp」もしくは現代ユカタン・マヤ語アルファベットの「p’」は、上下の唇を口の内側に巻き込

んだ後、内から外へ思い切り空気を開放させる。通常のパ行より強い発音。「k」もしくは現代ユ
カタン・マヤ語アルファベットの「k’」は、軟口蓋を舌の後部で強く鳴らす音。通常のカ行より
強い発音。

19） “sustancia y virtud del pan y de cualquier otra comida”。以下、植民地期当時の綴りで書かれてい
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る原文については読者が読みやすいよう現代スペイン語の綴りに修正してある。
20） Landa（1994:115）を参照。
21） 日本語でも「力」は多義語であるため、以降mukの訳語としては違いを強調する目的で「ちから」

と表記する。
22） “perder la fuerza, esfuerzo y ánimo; debilitarse y descaecer en fuerzas; cansarse, desmayarse por 

enfermedad o hambre.”
23） “descaecer por enfermedad”
24） “Prueba hasta dónde llegarán tus fuerzas.”。「a」は二人称所有形容詞「君の」。
25） その他の語義については CM（730）を参照。
26） “hasta dónde, en cierta manera”
27） “a lo más y lo que llega, ha llegado o llegará al fin o al cabo o al extremo, hasta más no poder”
28） “estoy muy miserable, he llegado a suma pobreza, no puede ser mayor”。「numyaa」は「苦労、貧窮、

貧困、極貧」という意味の名詞、動詞、および形容詞である（CM:576）。「in」は一人称所有形容詞「私
の」。

29） “ha llegado Juan a despreciar tanto al cacique, que no puede ser más”。「pocħ」は「軽蔑、軽視、不敬」
という意味の名詞および動詞である（CM:647）。「u」は三人称所有形容詞「彼の」。「tii」はこの
例文の場合はスペイン語の「a」に相当する前置詞「～に対して」（CM:711）。「batab」は「首長、
カシーケ」（CM:79）。

30） ペレスは mukの派生語 mukintahの語意に関して「fortalecer con alguna fuerza interior（なんら
かの内なるちからを使って強くなる）」と説明している。

31） “medir o pesar”
32） “medir, generalmente”
33） “cosa medida o pesada; cosa reglada y trazada”
34） “medida con que algo se mide; y la forma de dechado que se imita y saca”
35） “dechado o muestra”
36） このように動詞や名詞を重ねることで高頻度「何度も～する、頻繁に～する」を表す。もしく

はその意味が強調されたり、特殊な意味が付加される。Beltrán de Santa Rosa María（2002:86-
87）を参照。また、ppippizah「急いでぞんざいに測る（medir de prisa y sin cuidado）」（Pérez 
1877:301）と ppippizbil「急いでぞんざいに、注意せずに測りながら（midiéndolo de prisa y sin 
cuidado ni atención）」（id.）の例から「急いで、注意せずにはかる」という意味も導き出せる。

37） “Probar las fuerzas con otro luchando o peleando.”
38） “Probar las fuerzas unos con otros.”
39） “Batallar, combatir o contender con armas unos con otros.”
40） 以下は現代の話なので本論文の研究対象時期とは異なるが、興味深い情報なので述べておく。ユ

カタン州バジャドリー市近郊、エックバラム遺跡近くのフヌク村では腕相撲や 5対 5での綱引き
のことを ppiz mukと言い、勝負に勝った者が負けた方にビールなどをおごってもらうそうだ（ユ
カタン州フヌク村（Hunukú）のマヤ人古老アナスタシオ・バース氏の証言（2017年 8月））。こ
れらふたつの競技に共通していることは、第一にどちらも対等な人数で、全力を出し切って勝負
をする。そして第二に、たとえ両者に身体的な大差があっても試合が始まってみないと勝敗は誰
にもわからないことだ。痩せて小柄な人でも、巨体の相手に勝つこともあるのだ。つまり、今日
でもマヤ人たちは「エネルギーのはかり合い」を行っているのである。

41） ”El que no solo no es amigo, sino declaradamente contrario” “Vale también el contrario en la guerra, 
aquel a quien se le hace, o con quien se tiene públicamente”.
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42） “Persona que tiene mala voluntad a otra y le desea o hace mal.”
43） “enemigo, adversario, contrario”。この nupが戦場における交戦相手の意味を有していた証拠に次

の例文がある：katun te a nupob「敵へ戦争を仕掛けよ（Haz guerra a tus enemigos）」（BMT:376）。
「katunte」は「戦争する、戦争を仕掛ける」（CM:413）で、「-ob」は複数を表す接尾辞である。

44） “Cosa contraria, que está de frente u otro que está de frente; y opuesto de cualquier cosa, que se le 
pone en contra o el contrapeso que se pone a alguna cosa.”

45） “juntar una cosa enfrente de otra o en contra de otra.”。「-bezah」は強制動詞（verbos compulsivos「無
理やり～する」）を作るための接尾辞（BMT:31）。

46） “igual, parejo”
47） “igual con otro en estatura y en fuerzas”。「te」および「teil」は動詞などを名詞化する接尾辞、ま

たは「～の人」を意味する接尾辞。
48） “amigo que come o bebe de ordinario con otro” “amigo y familiar que come con otro” “el [amigo o 

familiar] que bebe con otro”
49） “amigo con quien uno trata de ordinario” “amigo o familiar con otro o que está conforme con él en 

vida, parecer u opinión; y que trata y parla con él”。「th」もしくは現代ユカタン・マヤ語アルファベッ
トの「t’」は、舌先を上歯茎裏に強く付けた後、思い切り空気を開放させる。通常のタ行より強
い発音。

50） “compañero en el parecer o vida” “familiar, amigo”
51） “la mujer respecto del marido o el marido respecto de la mujer”。「cahtal」は「ある場所に住む、

または定住する（morar en alguna parte o estar de asiento）」（CM:103）「住居、家屋、住まい、
定住（vivienda, habitación, morada, establecimiento）」（Pérez 1877:40）。

52） 戦争に行かなかった男たちは、怖気づき徴兵を拒否したのではなく村を守るために輪番で村に
残ったと思われる。ランダの記述にも「ホルカン（holcan）と呼ばれる兵士として選ばれた人々
がいたが、彼らでも十分でない場合はさらに人々をかき集めた」（Landa 1994:130）とあること
から、成人男子全員が出陣したわけではなかったことが読み取れる。戦場で参加者全員が死亡ま
たは連行されたとしても村が存続できるように、常に一定数の成人男性が留守を預かっていたと
考えることができる。Gozawa（2017:50）を参照。

53） 「loh」という動詞は「捕虜を請け戻す（redimir al cautivo）」という意味である（BMT:563）。ま
た「lohebal baczah」という語は「捕虜のために払われる身代金（rescate, lo que se da por el 
cautivo）」を意味する（CM:465）。

54） “esclavo comprado o vendido; cautivo o siervo”
55） “cautiva, esclava o sierva”
56） 戦争捕虜だけでなく、盗みを働いたり借りたものを返さなかったりと村の掟を破った者も奴隷に

されたが、仕事内容は同様であったと考えてよいであろう。
57） 『カルキニ文書』には、Na Cabal Batunなど「Na」で始まる名前を持つ者数名が統治者所有の奴

隷として述べられている（CC:57, 81-82）。ユカタン・マヤ社会では貴族階級の者だけが Naで始
まり、後ろに母姓、続けて父姓で構成される名を名乗ることができた。うち 1名 Na Cahun Uc
は老人であった上にマトゥという地域の重要な地方氏族出身であったことから、通常の荷運び奴
隷としてではなく、奴隷の身分ながらも統治者の臣下として重要な政治的役割を果たしていたこ
とが推測できる（ibid.:82）。他にもユカタン半島に漂着した後、マヤに帰化したスペイン人ゴン
サロ・ゲレーロがモンテホ総督に宛てた手紙には「私は奴隷の身分だから自由はない」と書いて
スペイン軍への合流を拒否しているが、実際は妻子を持ち、主であるマヤ人首長の右腕となり、
将軍として戦争の指揮を執っていた（Fernández de Oviedo y Valdés 1994 VIII:186）。
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58） 文書ではイシュ・チャン・ウィツィルという女奴隷を “mul manbil tumen cah” したと述べられて
いる。「mul-」は「共同体の、公共の利益の」（CM:533）で、「manbil」は「買われたもの」（CM:504）。
「tumen cah」は「村（共同体）によって」。つまり「共同体によって買われた〔女奴隷〕」という
意味である。

59） RHGGY（II:296）および Fernández de Oviedo y Valdés（1944 VIII:181）を参照。
60） 後古典期マヤの戦闘全般に関する詳細は Gozawa（2017）を参照。
61） 例えば、『キティルクム・カビチェ報告書』（RHGGY I:169-185）『キスィル・シティルペッチ報告

書』（ibid.:187-203）『テカント・テパカン報告書』（ibid.:205-219）『イサマル・サンタマリア報告
書』（ibid.:293-308）を比較すると、前記 3報告書は、『イサマル・サンタマリア報告書』を転写し、
一部を書き換えただけであることがわかる。詳細は Gozawa（2017:124）を参照。

62）RHGGY（I:67）や Díaz del Castillo（2011:39）などを参照。
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〈研究ノート〉
マンガで学ぶ郷土の歴史と文化遺産 1）

― メキシコ、トラランカレカにおける遺跡に関する住民の知識と経験をめぐって ―

小　林　貴　徳＊

はじめに

考古学者や文化人類学者が手がける研究は、程度の差こそあれ、調査地の住民との関わりなく
しては成り立たない。ところが、しばしば地域住民からは、その研究成果が学術界での公表に留
まっているという批判の声、言いかえれば、研究者が調査で関わる地域社会に対して積極的な還
元をしようとしていないとの指摘を受けることがある。そうした声は学問の公共性をめぐる問題
を研究者に投げかけるものである。
この点に関して、わが国でも、考古学では松田と岡村が「考古学と社会との関係を研究し、そ
の成果に基づいて、両者の関係を実践を通して改善する試み」であるとパブリックアーケオロジー
を定義し（松田、岡村 2012:21）、他方、人類学では山下が「公共的課題に関与し、理論的・実践
的に解決に取り組むことで社会に貢献する人類学であり、それを通して人類学の公共性を推進し

キーワード
文化遺産、学習マンガ、学校知、日常知、パブリックアーケオロジー

Resumen

En el presente estudio se desarrolla la problemática en torno a resolver la carencia de 
interés que tiene la población en general en la comunidad de San Matías Tlalancaleca en 
el estado de Puebla, en particular en los jóvenes de niveles de educación básica y media 
superior, sobre la historia y el valor cultural de las zonas arqueológicas adyacentes al 
poblado. Mediante el análisis cuantitativo y cualitativo de datos acerca de la información 
y la experiencia individual que los habitantes tienen con dicho sitio arqueológico, 
observamos una descontinuidad informativa entre el conocimiento adquirido en las 
escuelas sobre la historia de México y el obtenido en el entorno social, como el aprendizaje 
cotidiano, sobre la historia local. Por lo que, con el objetivo de que sea utilizado como 
material complementario al que ofrece la educación formal diseñada por la Secretaría 
de Educación Pública, se elaboró un manga（medio de comunicación representativo de 
la cultura contemporánea japonesa）educativo narrando de manera gráfica y creativa la 
historia del pueblo y el patrimonio cultural. A través de este artículo queremos mostrar el 
potencial que tiene el manga educativo de ser una herramienta intermediaria que fomenta 
el acercamiento entre el conocimiento escolar y la experiencia cotidiana.

＊　関西外国語大学
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ようとするもの」として公共人類学を位置づける（山下 2014:14）。考古学や人類学におけるこれ
らの提案は、研究者と地域社会の関わり方について再考を促すものであり、地域住民との積極的
な対話に基づく実践の必要性を強く問うものといえる。
学問の公共性の再検討という問題意識に立脚する本研究は、考古学者による研究の成果の一端
を調査地の社会に還元しようとする取り組みに端を発する。その目的はメキシコの農村社会に存
在する問題を、日本を代表するサブカルチャーのひとつであるマンガを活用して解決あるいは改
善すること、具体的には、メキシコの初等・中等教育の歴史教科でほとんど触れられることがな
い郷土史や地域の文化遺産について、その地域の住民ができるだけ理解しやすく、かつ親しみや
すい教材として「学習マンガ 2）」を作成・導入することである。
ただし学習マンガの導入が、メキシコでは異色となる教材の創出という学術的挑戦に留まって
しまってはならない。実際に地域社会で役に立つ教材となるためには、現地における現行の教育
の問題を抽出し、そのうえで学習マンガの有効性を裏づける必要がある。本稿はそうした取り組
みの根拠を示す予備考察として位置づけられる。
以下、本稿では、遺跡に隣接して暮らす人びとが日常的に遺跡にどのように関与し、遺跡につ
いてどのような情報や経験を有しているのか検証する。その際、地域住民への聞き取り調査や学
校で学ぶ生徒を対象としたアンケート調査で得られたデータの統計分析を施し、歴史教科におけ
る郷土史の不在や潜在的な非識字者といったメキシコの公教育をめぐる問題を浮き彫りにする。
本稿での考察をとおして、マンガを活用した教材が、学校教育で得られる知識（学校知）と日常
生活の経験を通じて得られる知識（日常知）を結びつける結節点になり得ることを示したい。

1　調査対象と問題提起

本研究の舞台となるのは、メキシコ中南部プエブラ州の町サン・マティアス・トラランカレカ
（San Matias Tlalancaleca：以下、トラランカレカと略記）である。この町は大小 33の町村（localidad）
を管轄する同名の行政区（Municipio de San Matías Tlalancaleca）の主邑（cabecera）であり、行
政区の人口約二万人の半数が居住している（INEGI 2010）。
トラランカレカは首都メキシコ市と州都プエブラ市を結ぶ高速道路および国道 190号線の沿線

にあるため交通の便はよく、地域の中心都市として機能するサン・マルティン市（San Martín）
とは約 9キロメートル、国道を走る路線バスで 20分の距離にある。トラランカレカの町内には小
規模商店がいくつもあるが雇用機会を提供する産業は不在であり、労働力人口の約 6割がトウモ
ロコシをはじめ大麦やオートミールといった穀物の栽培、または牧畜など第一次産業に従事して
いる（INEGI 2010）。この町からプエブラ市やサン・マルティン市へ通勤する住民も多く、高校
卒業と同時に雇用機会を求めてメキシコ市など国内主要都市へ移住する若者が後を絶たない。大
都市の周辺部ではどこにでも見られそうな田園風景が広がるトラランカレカだが、ここには他の
町にはない特徴がある。それは、町から高速道路を挟んで反対側に広がるトウモロコシ畑に古代
の建造物が点在する遺跡エリアがあることである（図 1）。
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地域住民がラ・ペドレーラ（La Pedrera）と呼ぶこの古代遺跡では、1970年代にメキシコ人考
古学者ガルシア・クック率いる調査団が考古学調査を実施した経緯があるものの（García Cook 

1973, 1984）、同遺跡ではそれ以降 30年以上も学術調査が実施されることはなく、新たな展開は嘉
幡と村上が率いる「トラランカレカ考古学プロジェクト」が始動した 2012年まで待たなければな
らなかった（写真 1、2）。日本人考古学者によるプロジェクトではすでに研究成果がいくつか報
告されている。形成期（前 1800年～後 200年）から古典期（後 200年～ 700年）にかけて同遺跡
がメキシコ中央高原で果たした重要性が解明されつつあり、テオティワカンやチョルーラなど都
市国家の盛衰と自然災害との関わりのもと、古代国家形成史の再考が進められている（Kabata et 

al. 2014; 嘉幡、村上 2015）。

写真 1.　ラ・ペドレーラ遺跡
（筆者撮影 2014）

写真 2.　嘉幡・村上による発掘調査
（嘉幡氏提供）

図 1.　トラランカレカの中心部と遺跡エリア（筆者作成）
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メキシコ考古学界ではよく知られた遺跡であり、その調査動向が論壇で注目を浴びている一方、
地元トラランカレカではこの遺跡があまり気にかけられていない。町中で遺跡についての話をた
ずねても、もっぱら住民たちからは、遺跡の存在は知っているがあまり関心がないという声が聞
かれるのである。
今世紀にはいり、メキシコでは古代遺跡や植民地期の建築物など有形遺産の保存にくわえ、祭
礼や食文化など無形遺産の再評価に向けた取り組みが熱を帯びている。端的にいえば、文化遺産
の概念を拡大しつつ、観光資源としての有効活用を視野に入れた地方創生の一環なのだが、行政
と企業による開発事業が地域住民不在のまま進行しているという批判も少なくない（小林 2014、
2015）。そうした政府の公的事業であれ学術的な研究調査であれ、「よそ者」である調査者が持ち
寄るプロジェクトが地域社会で理解され共感を得るためには、何よりも住民の関心を引きつける
ことが不可欠である。
ところがトラランカレカでは、古代遺跡が自宅のすぐ傍にあるにもかかわらず、あまり関心が
向けられていない。筆者が実施した住民に対する聞き取り調査では、「子供のころはよく遺跡周
辺で遊んでいたものだ」と記憶をたどってくれることはあっても、日常生活で遺跡が話題にのぼ
ることはほとんどないようだ。とくに筆者の印象に残ったのが、郷土史や地域の遺産に対する無
知や無関心が若年層に顕著であるという、町の大人たち（とくに保護者や教員）の語り口である。
それも大人たちは、もっぱらその要因を若者の不真面目さや低い学習意欲に求める傾向にある。
学校教員や生徒の保護者に対する聞き取り調査では、「若者はゲームやアニメ、インターネットに
夢中で地元の歴史や文化に関心を示さない」「学校での学習に真面目に取り組まない」「活字を読
む習慣が学校外にない」「彼らは地元の歴史をろくに知らないまま出稼ぎでこの町を離れる」と
いった批判めいた言葉が聞かれた。
地域住民（とくに大人）が指摘する「若者の低い学習意欲」と「遺跡への無関心さ」の因果関
係について、本論に入る前にふたつの作業仮説を立てておきたい。ひとつは、遺跡に関心を示さ
ない若者はラ・ペドレーラ遺跡に関する知識や情報を有していない、つまり遺跡のことを知らな
いだろうし、遺跡を訪れた経験もないだろうという仮説である。もうひとつは、学校での学びに
対する不真面目な取り組み姿勢が郷土史や地域の文化に関する若者の知識の蓄積や更新を妨げて
いるだろうという仮説である。

2　教材としてのマンガとその活用

地元の遺跡に対する無関心という実態をうけ、「トラランカレカ考古学プロジェクト」の成果を
できるだけ理解しやすいかたちで地域住民に還元する取り組みとして本研究「マンガ・プロジェ
クト」が始動した（注 1参照）。ところが現実は、マンガをはじめアニメやゲームといったサブカ
ルチャーは学校とは異質なものとして教育現場から排除されがちである。とりわけ初等・中等教
育で用いる教材のカテゴリーに含めることをためらう教員は少なくない。それは日本だけではな
くメキシコにおいても同様である。しかし、そうしたサブカルチャーに対する関心の強さは、日
本に限らずメキシコにおいても、学校に通う世代の多くの青少年に共通している。
国語教科（日本における日本語教育）の教材としてサブカルチャーの活用を提案する町田によ
れば、マンガやアニメなどのサブカルチャーは、教材として成立するかしないかという、ぎりぎ
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りの境界線上にあるという。町田は、現時点においては教材と成り得るけれども、慎重に取り扱
わなければ教材とはいえないものになるという意味でサブカルチャーを「境界線上の教材」を呼
ぶ（町田 2011:13-23）。また、歴史教科におけるマンガ活用の実践事例を報告する河合は、「マン
ガは教材としては新規性があり親しみが持てるため、勉強をあまり意識させない」として、マン
ガが学びの動機付けになるという評価のほか、「理解の促進」や「長期の記憶」の効率化が期待で
きると述べる（河合 2011:54）。
たしかに多くの日本人にとって『日本の歴史』や『世界の偉人』のような学習マンガシリーズ
は幼少期より慣れ親しんだメディアのひとつかもしれない。ただしそれと同じことがメキシコで
も期待されるのだろうか。メキシコ社会におけるマンガの親和性はどのようなものか、少し慎重
な表現をするならば、「絵を用いた情報メディア」はメキシコでどのような位置を占めてきたのだ
ろうか。
絵を用いた情報メディアを追ってメキシコの歴史をさかのぼると、古代の記録法にたどりつく。
スペイン人到来前、鹿皮やアマテ樹皮に鉱物・植物系のインクを用いて作成された絵文書は、王
族や貴族、神官など一部の特権階級のあいだで権力に関わる情報の伝達や記録の役割を果たして
いた 3）。スペイン人による征服の後、それら絵文書の多くは処分されてしまったが、絵を用いた
メディアの伝統は継承された。植民地期にはキリスト教の修道士がインディオに対する布教活動
を効率的に進めるべく絵を用いた教義の導入を図った。大半が非識字者だったインディオは、イ
エスの復活や聖母の御宿りが描かれた簡素な絵を眺めながら教理を学んだという 4）。また植民地
期を通じて、地方のインディオ共同体では、共同利用地の用益権を記す媒体として絵布が作成さ
れた。古代の構図に西洋の画風が加味された当時の絵布は、現代でも先住民居住地域では土地利
用の法的根拠を示す証書として参照されることがある（小林 2007:91）。
近代国家への歩みを進めたメキシコで 1920年代に登場したのがメキシコ版マンガともいえる
イストリエタ（historieta）である。政治運動や社会批判といった役割を果たした 19世紀の風刺
画の流れを汲みつつ、社会階級間の格差が深まる都市部での日常を悲劇や喜劇、冒険譚など虚構
世界のなかに投影させたイストリエタは、庶民の生活や時代の精神を巧みに描き出した（Bartra 

2001; エルナンデス 2012:255-256）。非識字者が国民の半数を占めていた時代にあって、イストリ
エタは労働者階級を中心として人気を博したのである。

1950年代、当時行き詰まりをみせていたイストリエタに代わって存在感を示し始めたのが米国
由来のコミックである。マーベル・コミック社の作品に代表される勧善懲悪の物語が特徴的なコ
ミックは、読者層の中心を若年層に移しながらアニメや映画といった巨大なサブカルチャー市場
を形成した。こうしたなか、少し遅れて 1990年代にメキシコに紹介されたのが日本のマンガだっ
た。米国やヨーロッパ経由でメキシコに紹介されたマンガは、短期間のうちに都市部の若者世
代に浸透し、現代を代表するポピュラーカルチャーのひとつに挙げられるようになった（García 

Núñez 2012）。
絵を用いた情報メディアの伝統がメキシコに脈々と受け継がれているなどとことさら文化の連
続性を強調する気はないが、古代の絵文書から現代のコミックやマンガにいたるまでメキシコで
は絵を用いた情報メディアが親しまれてきたことはたしかなようだ。そしてここで注目したいの
は、近代以降のイストリエタ、コミック、マンガの読者の中心を占めてきたのが非識字者や若年
層だったという点である。
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連邦政府の統計によれば、メキシコでは国民全体に占める非識字者の割合が半世紀で 7分の 1

（1950年：42.6パーセント、2010年：6.9パーセント）まで減少したという（Narro y Moctezuma 

2012:9-11）。ただしここで注意しなければならない点がふたつある。第一に、基礎的読解力の程度
には大きな開きがあり、ひとえに識字者といっても読み書きを機能的に使いこなすことができる
機能的識字（functional literacy）の能力が問われているわけではない。文字を読む活動から離れ
ている機能的非識字者の実数は統計値よりはるかに多いはずだ。
第二に、そうした潜在的な機能的非識字者の問題は、若年層よりも成人層のあいだで深刻だ
という点である。たとえば、トラランカレカ考古学プロジェクトでの発掘調査の作業員として
雇用を求めた 50歳代男性との困難なやり取りについて嘉幡が実体験を記しているように（嘉幡
2015:7-8）、識字能力をめぐる問題は全世代で共有されなければならないだろう 5）。この問題は本
研究で試みる学習マンガ導入と無縁ではなく、トラランカレカのような農村部に見られる郷土の
歴史や文化に対する無関心という問題とも重なり合う。これらの点を踏まえるならば、本研究は
若年層を中心としつつも、成人層を巻き込む「学びの機会」の提供を射程に捉える必要がありそ
うだ。
国の歴史ではなく郷土の歴史と文化を伝えることを目的とする本研究では、マンガ教材を創り
出すうえで次の2点に留意する必要がある。1点目は地域研究に基づく学術的正確さの保証である。
この点については「トラランカレカ考古学プロジェクト」の研究成果を盛り込むことで解決され
る。2点目は、地域社会の現状や問題点を的確に反映した内容や地域住民の関心を引き出す要素
を盛り込む工夫である。そのためには、地域住民が遺跡についてどのような知識や情報を有して
いるのか、また、どのように遺跡に関与しているのか明らかにしなければならない。そうした手
順を踏まえてこそ、現地の実情を反映させた作品になるとともに、学習教材としての効果がいっ
そう高まると考えられる 6）。

3　アンケート調査の概要

本研究では、古代遺跡に隣接して暮らす人びとが遺跡にどのように関与し、遺跡についてどの
ような情報や経験を有しているのか知るためのアンケート調査を実施した。そこで得られる量的
データを補足し質的な裏づけを図る目的で、質問事項をあらかじめ定めた半構造化インタビュー
も実施した。調査対象は、トラランカレカ住民のうち 9歳から 18歳までの若年層、具体的には町
内の小学校、中学校、高校に通う生徒である。対象をこの世代に絞った根拠は、本研究で創出す
る学習マンガのおもなターゲットとして想定されるためであり、また、トラランカレカの大人た
ちのあいだに存在する言説（郷土史や地域の遺産に対する無知や無関心という傾向が若年層に顕
著であり、その要因が生徒の低い学習意欲や不真面目さである）の背景を検証したいためである。
アンケートの分析を通じて、地域の若年層に対する言説の真偽を問うというよりは、どのような
文脈でそうした言説が存在しているのか浮き彫りにしたい。
トラランカレカ行政区の人口約二万人を年齢別に見ると、本調査の対象はもっとも人口比率が
高い世代に相当することが分かる（表 1参照）。町内には小学校 2校、中学校 2校（うち 1校はテ
レビ中学校 7））、高校 1校が設置されており、いずれも公立校である。調査を実施したのは、P小
学校（6学年 627名）、H中学校（3学年 354名）、J中学校（3学年 381名）、S高校（3学年 205名）
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の 4校である（図 2）。ただし、小学校では読み書き能力にもとづき 4年生以上が適当であるとの
校長の助言を受け、対象を 4年生から 6年生までの 3学年 312名とした。したがって本調査の対
象となる母集団は 1252名となる。

母集団の規模をもとに統計学的に信頼できる標本数 8）を算出したうえで、合計 260部（高校に
は 80部、中学校には一校につき各学年に 20部ずつ計 60部、小学校には 4年生以上の 3学年に
20部ずつ計 60部）のアンケート票を配布した。アンケート票配布 9）に際して、各校の校長と教
員に調査目的、実施方法を説明し、調査を担当する教員には各学年から 1～ 2クラスに授業内外
の空き時間に適宜 5～ 10分の回答時間を確保して実施してもらった。一定期間の後に回収したア
ンケート票の総数は 218件でありその回収率は 83％に達した（表 2）10）。なおアンケート票の作
成に際して、役場職員や学校教員、生徒の保護者など数名に協力を仰ぎ、分かりやすい用語や表
現の調整を繰り返した。こうしてできあがったのが、24の設問を 5群（A~E）に分けたアンケー
ト票である（写真 3、4、表 3）11）。

表 1.　行政区の年齢別人口
（INEGI 2010より筆者作成）

図 2.　トラランカレカ中心部と主要施設の位置
（筆者作成）
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表 2.　各学校の学生数とアンケート実施状況

表 3.　アンケート票の日本語訳版（オリジナルはスペイン語）
A．トラランカレカの町について
1．あなたは生まれたときからトラランカレカに住んでいますか。
2．（A1で「いいえ」と答えた人のみ）トラランカレカに何年住んでいますか。
3．トラランカレカの好きなところは何ですか。
4．トラランカレカの嫌いなところは何ですか。
B．ラ・ペドレーラ遺跡について
5．ラ・ペドレーラ遺跡について何か聞いたことがありますか。
6．ラ・ペドレーラ遺跡が何千年も前に存在した古い町だったことを知っていますか。
7．誰がラ・ペドレーラ遺跡の話をしてくれましたか。
　 （親、祖父母、おじ・おば、兄弟姉妹、学校、本、その他　　　　）
8．ラ・ペドレーラ遺跡に関連する説話や伝承を聞いたことがありますか。
9．その説話や伝承はどのようなお話ですか。
10．ラ・ペドレーラ遺跡を訪問したことがありますか。
11．（B10で「はい」と答えた人のみ）どうやって行きましたか。
　  また、どのくらい時間がかかりましたか。
12．（B10で「はい」と答えた人のみ）いつ、何の目的でラ・ペドレーラ遺跡を訪問しましたか。
13．ラ・ペドレーラ遺跡についてどう思いますか？
14．（B10で「いいえ」と答えた人のみ）なぜラ・ペドレーラ遺跡に行ったことがないですか。
C．ラ・ペドレーラ遺跡発掘調査について
15．現在、ラ・ペドレーラ遺跡で発掘調査が行われていることを知っていますか。
16．（C15で「はい」と答えた人のみ）遺跡の調査は村にとって有益だと思いますか。
17．ラ・ペドレーラ遺跡をどのように活用したいですか。あるいは、活用したくないですか。
D．日本について
18．日本について何か知っていますか。
19．（D18で「はい」と答えた人のみ）日本についてどのようなことを知っていますか？
20．  日本の研究者がトラランカレカやラ・ペドレーラ遺跡の歴史や文化の研究調査をしています。
これについてどう思いますか？

E．マンガとアニメについて
21．「イストリエタ」、「コミック」、「マンガ」を知っていますか。それぞれ違いは何ですか。
22．初めて読んだ作品（イストリエタ、コミック、マンガ）は何でしたか。
23．いま好きな作品（イストリエタ、コミック、マンガ）は何ですか。
24．地元の歴史や文化、古代メキシコに関するマンガがあれば読みたいですか。

〈性別〉女　・　男　〈年齢〉　　　　　　　　　　　　〈〈学校区分〉　　　　　　　　　　　　
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4　標本の集計とデータ解析

表 4.　回答者の属性（学校、性別）
高　校 中学校 小学校 合　計

人数 男女比（％） 人数 男女比（％） 人数 男女比（％） 人数 男女比（％）
男　性 39 51 36 30 9 41 84 39 

女　性 34 45 72 60 12 55 118 54 

無回答 3 4 12 10 1 5 16 7 

合　計 76 100 120 100 22 100 218 100 

回答者総数 218の属性（学校、性別、年齢）をまとめたところ、中学生の男女比がほぼ 1対 2

になったものの全体としては 2対 3（無回答の 16件を除く）であり（表 4、図 3）、全体の平均年
齢は 14.2歳となった。以下、ラ・ペドレーラ遺跡に関係する B群の設問（B5、B6、B7、および
B10、B11、B12、B14）に焦点を絞り、1）遺跡に関する予備知識と 2）遺跡への訪問経験につい
て検討する。必要に応じてクロス集計や独立性検定を行いつつ、トラランカレカの若年層の遺跡
との関わりかたの実態を明らかにしたい 12）。

図 3.　回答者の年齢分布
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写真 3.　高校での生徒への説明
（筆者撮影 2016年）

写真 4.　教員との質問票調整
（筆者撮影 2016年）
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4-1　ラ・ペドレーラ遺跡に関する予備知識や情報について
〈ここで対象とする設問〉

B5．ラ・ペドレーラ遺跡について何か聞いたことがありますか。
B6．ラ・ペドレーラ遺跡が何千年も前に存在した古い町だったことを知っていますか。
B7．  誰があなたにラ・ペドレーラ遺跡の話をしてくれましたか。 
（親、祖父母、おじ・おば、兄弟姉妹、学校、本、その他　　　　　）

設問 B5に対して「聞いたことがある」「知っている」と回答したのは小中高ともほぼ同じ水準
であり、全体でも 80パーセント（218名中 173名）に達した（表 5）。この結果はわれわれ調査
者の予想を上回る値であり、調査前に立てた仮説のひとつ「若者は遺跡のことを知らないだろう」
は早くも覆された。ただここでもうひとつ仮説を立ててこの結果を検証しておきたい。それは、
遺跡について知識（聞いたこと）がある生徒はトラランカレカ居住者であって、トラランカレカ
の学校に町外から通う生徒であれば遺跡の予備情報がなくても仕方ないのではないかという仮説
である。

表 5.　〈B5．ラ・ペドレーラ遺跡について何か聞いたことがあるか〉
高校生 中学生 小学生 合　計

人数 比率（％） 人数 比率（％） 人数 比率（％） 人数 比率（％）
は　い 57 75 97 81 20 91 174 80

いいえ 19 25 23 19 2 9 44 20

合計 76 100 120 100 22 100 218 100

居住状況に関する設問 A1／ A2を設問 B5に照らせたクロス集計によりこの仮説が成り立つか
検証したところ、遺跡について「聞いたことがある」回答者に占めるトラランカレカ居住者の割
合はたしかに高いが、「聞いたことがない」居住者がいないわけではない（表 6）。設問同士の関
係性を確かめるための独立性検定では、居住者か否かと遺跡に関する知識の有無のあいだには有
意差が認められなかった（p=0.000）。トラランカレカ居住者であればラ・ペドレーラ遺跡に関す
る知識や情報を持ち合わせているという仮説は棄却される。つまり、遺跡について知識（聞いた
こと）がないことは、町外から通学する非居住者と同様に居住者にも起こり得るということだ。

表 6.　A1／ A2と B5のクロス集計
A1:生まれからトラランカレカに住んでいるか（いいえ→ A2:トラランカレカに何年住んでいるか）

B5遺跡について
　 聞いたことがある

居住者
非居住者 合　計

生まれも育ちも 育ちのみ（*1）
人数 比率（％） 人数 比率（％） 人数 比率（％） 人数 比率（％）

聞いたことがある 140 84 19 11 8 5 167 100

聞いたことがない 29 64 5 11 11 24 45 100

合　計 169 80 24 11 19 9 212 100

（*2）
Chi-squared=16.95
df=2

（*1）  ここでいう「育ちのみ」は、設問 A1にて「いいえ」と回答しつつ、設問 A2
で年齢の 2/3以上をトラランカレカに居住している者を指す

p=0.000 （*2）A1/A2の設問にて無回答だった 6名を除く
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それでは全体の 8割に達する学生がもつ遺跡に関する知識や情報は誰から得られたものなのだ
ろうか。設問 B5で「聞いたことがある」と答えた 174名を対象に、設問 B7「誰が話してくれま
したか」をまとめたのが表 7である。なお設問 B7への回答は選択形式（祖父母、親、おじ・おば、
兄弟姉妹、本、学校、その他）をとった。

表 7.　〈B7誰が遺跡の話をしてくれたか〉
選 択 肢 件数 比率（％）

祖父母 87 50
 
近親者

82 ％

親 41 24

おじ・おば 11 6

兄弟姉妹 4 2

博物館（館長 /小冊子） 8 5

隣人・知り合い 6 3

学校 5 3

無回答 12 7

合　　計 174 100

集計結果をみると、遺跡について「聞いたことがある」生徒のうち 82パーセント（174名中 143名）
が親や祖父母といった近親者を情報の発信元としていることが分かる。それとは対照的に、遺跡
についての情報や知識を学校で得たと答えたのはわずか 3パーセント（173人中 5名）に留まった。
この分析結果については後で改めて論ずるとし、続いて遺跡の訪問経験についての検討に移ろう。

4-2　ラ・ペドレーラ遺跡の訪問経験について
〈ここで対象とする設問〉

B10．ラ・ペドレーラ遺跡を訪問したことがありますか。
B11．（B10で「はい」と答えた人のみ）どうやって行きましたか。どのくらい時間がかかりましたか。
B12．（B10で「はい」と答えた人のみ）いつ頃、何の目的でラ・ペドレーラ遺跡を訪問しましたか。
B14．（B10で「いいえ」と答えた人のみ）なぜラ・ペドレーラ遺跡に行ったことがないですか。

設問 B5で「遺跡について聞いたことがある」と回答した 174名に対象を絞ると、遺跡の訪問
経験の有無を問うた設問 B10で「訪れたことがある」と回答したのは 74パーセント（174名中
129名）だった（表 8）。遺跡に関する知識・情報の有無に比べるとその比率はやや下回るとはい
えこの値は決して低いものではない。アンケート実施前に立てた仮説「若者は遺跡を訪れた経験
もないだろう」も覆されることになった。被験者の 70パーセント以上が遺跡を訪れたことがある
のである。
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表 8.　〈B10　ラ・ペドレーラ遺跡を訪問したことがあるか〉
高校生 中学生 小学生 合　計

人数 比率（％） 人数 比率（％） 人数 比率（％） 人数 比率（％）
は　い 45 79 68 70 16 80 129 74

いいえ 12 21 29 30 4 20 45 26

合計 57 100 97 100 20 100 174 100

それでは遺跡訪問の経験を持つ 129名はどのような動機で、どのような機会に遺跡を訪れたの
だろうか。続いて自由記述形式の設問 B12の回答より遺跡を訪れた具体的な動機を探ってみよう
（表 9）。

表 9.　B12　〈いつ、何の目的でラ・ペドレーラ遺跡を訪問したか〉
項　　目 件数 比率（％）

散策・ピクニック 48 37

春分の日のエネルギー 28 22

カトリック祭礼（聖週間） 13 10  
公的・集団的な
遺跡訪問の行事

（32 ％）
遺物・遺跡への関心、探究心 26 20

労働（農業・放牧） 7 5

覚えていない 7 5

合　　計 129 100

遺跡の訪問経験者のうち「散策・ピクニック」と回答した生徒は 37パーセント（129名中 48名）
ともっとも多く、「日常のルーティーンからの一時的離脱のため」「気分転換やリラックスのため」
など具体的な動機が補足記述されていた。また、その多くが親や兄弟など近親者とともに訪問し
たと答えている。町から見て高速道路の反対側に位置する遺跡エリアはトウモロコシ畑が広がる
やや起伏に富んだ地形をしているが、遺跡脇にはスポーツができるような平坦な土地もあり、家
族連れが余暇を過ごすには良い環境なのかもしれない 13）。

28名が回答した「春分の日のエネルギー」とは、遺跡エリアにあるセロ・グランデ（Cerro 

Grande）と呼ばれるピラミッド型建造物の頂で春分の日に実施される行事を意味する。2006年に
住民有志が始めたこの行事は、ピラミッド頂に設置された十字架の祭壇 14）で春の到来を祝福する
ものであり、現在では複数のグループが参加する恒例行事となっている。また、カトリックの祭
礼である聖週間（Semana Santa）には、町の中心部にある教会からラ・ペドレーラ遺跡まで聖人
像を担いだ行列が実施されることがある。これら「春分の日」や「カトリック祭礼」のように暦
のうえで特定の日に実施される遺跡訪問は、「ピクニック」とは性質が異なる公的で集団的な行事
といえる。
一方、件数は少ないものの見逃せないのが「労働」という回答である。遺跡エリアに共同利用
地の用益権をもつ家族の場合、農作物の管理や家畜動物の放牧のためラ・ペドレーラを訪れる（通
過する）ことは日常の一部になっているようだ。こうしてみると遺跡への関心を動機とするラ・
ペドレーラ訪問は「遺物・遺跡への興味」と答えた 26件、つまり全体の 20パーセントをやや上
回るに過ぎないことが分かる。
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ここで改めて設問 B10で「遺跡を訪れたことがない」と答えた 77名を対象として、なぜ遺跡
を訪れたことがないのか、その具体的な理由に注目したい。自由記述形式をとった設問 B14で寄
せられた回答をいくつかの項目に分類したとき、遺跡を訪問したことがない理由としては、「場
所を知らない」「親が連れて行ってくれない」「時間がない」といった回答の多さが目立った。こ
れらの回答は、「場所を知っていれば」「親が連れて行ってくれれば」「時間があれば」と条件さ
え整えば訪れてみたいと読み替えることが可能である。そうした潜在的な「行きたい気持ち」を
ちらつかせる 3項目の和は「訪問経験がない」と答えた生徒のうちの 65パーセントに達する（表
10）。

表 10.　〈B14　なぜラ・ペドレーラに行ったことがないか〉
項　　目 件数 比率（％）

場所を知らない 18 23  
機会があれば行きたい（？）

（65 ％）
親が連れて行ってくれない 17 22

時間がない 15 20

行きたくない 9 12
 
行きたいと思わない

（30 ％）

興味がない 6 8

（その辺りを）出歩きたくない 3 4

その他（遠い、怖い、危ない） 5 6

無回答 4 5

合　　計 77 100

その一方、遺跡を訪問したことがない理由として「行きたくない」「怖い」「危ない」のような
ネガティブな要因を示唆する回答には特別の注意を払いたい。具体的なコメントのなかには、「遺
跡付近で麻薬の取引や消費が行われている」「強盗があらわれる」とする記述もみられた。ちょう
どこの地域は近年深刻な社会問題となっているウァチコレロ（huachicolero15））による被害が多発
する一帯に含まれ、軍警察による取り締まりや犯罪グループ間の暴力は地域住民を恐怖に陥れて
いる。麻薬をめぐる事の真偽はともかく、町から離れた田園地帯の、それも高速道路が町との空
間的連続性を分断している環境がメキシコにおける治安の悪化と絡んだ悪評を生みだしているこ
とは間違いない 16）。こうした遺跡の立地に関する問題が遺跡訪問から地域住民を遠ざける要因の
ひとつになっていると言えそうだ。

5　考察

ここでこれまでの分析結果を振り返りつつ、青少年を取り巻く学びの実態についてもう一歩踏
み込んで議論したい。前節 4-1の検証では、被験者全体の 80パーセントが遺跡について何らかの
知識を有していて、そのうち 82パーセントが近親者を情報源とすることが明らかとなった。冒頭
で立てておいた作業仮説は覆され、それと同時に初等・中等教育では地元の遺跡に関する知識が
ほとんど得られないことも浮き彫りになった。この検証結果は公教育における歴史教科と郷土の
歴史の結びつきの弱さという問題を示唆している。
トラランカレカの公立校 5校では、公教育省（SEP）が作成する学習指導要領（Programas de 
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estudio: Guía para el Maestro）に沿った学修カリキュラムが編成されている。歴史教科でいうな
らば、小中高のいずれでも科目構成が世界史とメキシコ史で占められ、とくにメキシコ史では独
立や革命など近代以降の国民国家形成について多くの紙幅が割かれている（SEP 2011）。スペイ
ン人到来前の社会に関する項目もあるが、テオティワカンやアステカ、マヤなどメキシコを「代
表する」古代文明の説明に焦点が絞られていることが多い 17）。これは嘉幡が「テオティワカン中
心史観」に偏するナショナリズム形成の産物であると指摘している点でもある（嘉幡 2015:5）。
初等教育における歴史教科の意義を問い直すアセベドは、国家史教育は他の解釈を許さない国
家の記憶の絶対的真実の普及にかかり切りになっていると批判する。そこでは経験的知識に基づ
いた認知能力は生徒に求められず、愛国的な感情を喚起するモレーロスやイダルゴ神父など国の
英雄の言葉を記憶させることに重点が置かれる。教室ではそれ以外の活動は要求されず、歴史
教科とは決まった教科書を読み、予めひとつ決まっている解答に導く学習に過ぎない（Acevedo 

2011:159-160）。
学校教育の歴史教科については指導者をめぐる問題も指摘される。教員や保護者に対する聞き
取り調査によると、トラランカレカの学校で教える教員のほぼ全員がサン・マルティン市やプエ
ブラ市など外からの赴任者であるという。州政府公教育局の裁量で赴任先が定期的に変わるた
め、教鞭をとる学校が位置する郷土史の知識を彼ら教員に求めることは難しい。そのため例え
ば、教員の判断でメキシコ史の授業に郷土史を組み込むという工夫も期待できない。何よりも教
員は午前と午後の二部制授業を抱えつつ、土曜研修や学校行事の監督業務など、ただでさえがん
じがらめである。さらに教職員組合によるストライキへの参加義務や給料未払い問題など（García 

Sánchez 2016:127）、指導要領を超えて郷土史を補足するようなクラスデザインを彼らに求めるこ
とはできない。そもそも公教育の歴史教科で扱われるべきは国家史であって、原則としてそこで
郷土史が言及される必要はない。体系化されたフォーマル教育で獲得される知識は、言語化およ
びテクスト化された抽象的な知識を、共通の教科書を用いた一人の教員によって複数の生徒に伝
達されるものである。脱文脈化され集団的に学ばれるいわゆる学校知（school knowledge）とい
える。
一方、アンケート結果は、学校で習わない郷土史を伝えるもっとも重要な媒介者が生徒の近親
者であることを明確に示した。郷土に関する知識は、親や祖父母、あるいは近所づきあいを基盤
として日常生活において伝達される集合的な記憶である。遺跡について近親者から語り聞いたと
答えた生徒の保護者も、彼らの親や祖父母から伝え聞いただろうことは想像に難くない。
このように、郷土の歴史に関する知識は世代間の情報伝達によって獲得される記憶であり、日
常のコミュニケーションの中で学ばれる、いわゆる日常知（local knowledge）といえる。日常知
は特定の土地と結びついた局所的なものであることから、文脈とは不可分の具体的な知識である。
テクスト化されておらず教科書も存在しない。個々の経験を通して学ばれる、いわば身体化され
た知識であるゆえ個別的であり多様である。それは言い換えると、「学び」の機会がその情報源で
ある家族の構成や親族との関係、家庭環境や近所づきあいに大きく左右されるということだ。
その意味では、前節 4-2は日常知の「学び」の機会の実態に迫った検証だったといえる。ラ・

ペドレーラ遺跡訪問の動機が「散歩やピクニック」であったとしても、町を離れて田畑の中を進
むその道中や遺跡脇で家族と過ごす余暇の時間は、郷土の記憶とじかに接する具体的な経験とい
う「学び」の場を提供している。したがって訪問の動機は必ずしも「純粋な」遺跡や遺物に対す
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る関心でなくともよい。聖人行列であれ散策であれ、あるいは放牧であれ、ラ・ペドレーラ遺跡
を訪れるたびに新たな発見に出会い、郷土の過去に関する情報や知識が更新されたり蓄積された
りする可能性がある。
翻って考えると、設問 B14で「（訪れてみたいが）行けない」と答えた生徒は、例えば、学校
の宿題に取り組むこと（学校知の獲得）ができても、遺跡を訪問すること（日常知の更新）がで
きないケースのように、郷土の歴史や文化を学ぶ機会を思いがけず逸しているといえないだろう
か。いずれにせよ、教科書に記されたメキシコ史の項目と、生活の中にある町の景観や郷土の記
憶がうまく節合されていないのが現状である。歴史教科における学校知と日常知のあいだの乖離
状況は看過できる状況にない。

まとめと展望

本稿の冒頭でひとつの言説に注目していた。「若者の低い学習意欲」と「遺跡への無関心さ」の
相関性を示唆する「大人たち」の言説である。その言説に関して立てたふたつの作業仮説はアン
ケート結果の統計分析によっていずれも覆された。郷土史の学びを促す項目が学校知に組み込ま
れていない以上、生徒が学校授業にいくら真面目に取り組んだとしても、地元の遺跡に関する彼
らの知識は更新も蓄積もされないということである。つまり「低い学習意欲」と「遺跡への無関
心さ」のあいだに明確な因果関係は認められない。それどころか、批判に晒される若年層よりも、
その言説の語り手たる保護者や教員すなわち「大人たち」にこそ責任の一端があるように思われ
る。彼ら「大人たち」の遺跡に対する無関心や無関与こそ、世代を超えて継承されるはずの日常
知の伝達や更新を阻害する要因となりえるのではないだろうか。
公教育と考古学の旧態依然とした関係を批判的に論じるガルシア・サンチェスは、「若い世代
は彼らが住んでいる地域の過去についてほとんど何も知らず、アイデンティティの共有や遺産の
保護について関心を示さない。ただしそれは若者だけの問題ではなく、かつて学校に通っていた
今の大人にもあてはまる」（García Sánchez 2016:130）と問題を投げかける。また歴史学者のフロ
レスカノはメキシコの歴史教育全体に関わる危機的状況を危惧し、生徒に批判の矛先を向ける前
に、退屈な記憶を求め無関心さで包まれた今の教育の問題に向き合わなければならないと訴える
（Florescano 1999, 2002:145-146）。
たびたび批判される若年層の活字離れという問題にも似たような背景がある。聞き取り調査の
あいだ、町の教員からは「生徒たちの文字を読む習慣が学校外に存在しない」と声が上がり、そ
のたびにゲームやアニメといったサブカルチャーがやり玉に挙げられた。しかしメキシコでは活
字離れは中間層以下のほぼ全世代に共通する問題である。とりわけ農村部では日常生活で活字に
接する機会がほとんどない。たとえばトラランカレカの町で新聞を読みたければサン・マルティ
ン市まで買いに行かなければならない。町内で売られている印刷物といえば文房具屋が扱う学校
用教材くらいだろうか。
こうした地域社会の現状を踏まえつつ本研究で提案する学習マンガは、序論で述べたとおり青
少年を主要な読者層として想定しているわけだが、彼らが抱く期待の高さはアンケート調査の結
果からもうかがえる。町の歴史や文化遺産についてのマンガがあれば読みたいかをたずねた設問
では回答者全体の 80パーセント（218名中 174名）が「読みたい」と答えた。もちろん本研究で
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は学習マンガの導入を若い世代だけではなく、保護者や教員さらには年長者を含むトラランカレ
カの全住民を巻き込むものになることを見据えている。郷土の歴史や文化遺産を扱った教材に触
れることが世代間の対話を導くきっかけになれば、日常知の更新や蓄積も進むはずである。
機能的非識字者が少なくない農村部において、絵と会話調の平易な文章で構成されるマンガは
あらゆる世代に対して開かれた学びのきっかけを提供することができるだろう。考古学や文化遺
産についてより詳しく知りたい読者に対しては学術的な説明を施した脚注を補足している 18）。マ
ンガが「境界線上の教材」であるからこそ、学校知と日常知にゆるやかな節合をもたらし、両者
のあいだの乖離状況という問題にいくぶんかの改善が見込まれるのである。
地域住民との積極的な対話を図る本研究では、学習マンガの作成を進める一方、その実践とし
てマンガに触れるワークショップを開催した。役場の協力を得て町の文化行事の一環として実施
したワークショップは若年層を中心に家族連れや多くの年長者を巻き込んだ文化交流行事となっ
た。のべ 200名の見物人が見守るなか、作画を担当する坪井美和氏（神戸芸術工科大学助手）の
指導のもとで 30名以上が 4コママンガづくりを体験した（図 4、写真 5、6）。
本研究は地域社会の住民とともに手探りで進めようとする試みであり、改善すべき多くの課題
を抱えている 19）。多くの批判を受けることもあるに違いない。しかし、調査者という立場で調査
対象の社会に入り込む研究者には、被調査者となる地域住民との良き関係づくりについて今後さ
らに積極的な姿勢で臨むことが求められるだろう。現地に暮らす人びとは、研究の進捗を左右す
る重要な情報提供者であると同時に、その社会の問題を研究者とともに解決するパートナーとな
るかもしれないためである。

図 4.　ワークショップのポスター 写真 6.　ワークショップの様子（筆者撮影 2016年）

写真 5.　マンガ作画体験をする生徒
（筆者撮影 2016年）
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注

１） 本研究は JSPS科研費 JP15K12789、JP26101005の助成を受けた研究成果の一部である。
２） 「マンガと教育」を論点に 20世紀後半における学習マンガの展開を論じた伊藤は、学習マンガ

は「「大人」の社会を生きる情報・知識を得るため、当の「大人」が用意した子ども向けメディ
ア」であると定義し、学習マンガをきっかけとして、その延長線上に活字の専門書や文学という
「大人文化」が想定されていると述べる。そのうえで、「子ども文化」に続く「大人文化」が存在
しないこともあり、学習マンガはマンガ文化の中で特異な位置を占めてきたと指摘する（伊藤
2013:208）。

３） アステカ人の起源の地アストランからテノチティトランまでの巡歴を記した「巡歴絵図（Tira 
de la Peregrinación）やアステカ王への貢納物を記した「貢納表（Matrícula de Tributos）」は、
王権の正統化や納税記録を伝える媒体の代表例である。

４） メキシコ中央部における初期のキリスト教布教に従事したフランシスコ会士のひとりペドロ・デ・
ガンテ（Pedro de Gante）の写本は特筆に価する。植民地時代初期の修道士によるインディオの
貴族子弟に対する教育については井上（2012）を参照されたい。

５） トラランカレカ行政区における 15歳以上の非識字者数は 990人であり全人口の 7.4パーセント
に相当する（SEDESOL 2010）。この値は同年におけるプエブラ州全体の 9.8パーセントを下回る
値だった。トラランカレカでの過去の統計値 8.6パーセント（CDI 2005）から改善傾向にあると
いえるが、潜在的な機能的非識字者が統計値に表れにくい点を考慮するならば、住民の識字能力
について楽観視することはできない。

６） 本プロジェクトを推進するうえで鍵となったのが学術分野を超えた研究者間の共同であるが、そ
の経緯や浮かび上がった課題の詳細については小林（2018）を参照されたい。

７） 農村部における識字率の向上をねらいとして 1968年に初等教育に導入された教育モデル（modelo 
educativo de telesecundaria）であり、ここで学ぶ生徒は収録された教員（telemaestro）の講義映
像が映し出されるモニターで授業を受ける。

８） 数式 
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に基づくと、信頼度 95パーセントでは必要な標本数が 294、信

頼度 90パーセントでは必要な標本数が 89 である。したがって本調査で回収した標本数 218の信
頼度は 90パーセント以上 95パーセント未満となる。なお、n=必要なサンプル数、N=母集団の
大きさ、P=母比率、α=どの程度の割合で標本誤差が許容範囲内に収まるようにするか（許容誤差：
通常は 5パーセントなので K（α）=1.96）、ε=標本比率である。同じアンケートを同じ条件で
100回実施した場合、信頼度 95パーセントであれば、そのうち 95回は誤差の範囲内に収まるこ
とを示し、信頼度 90パーセントであれば、そのうち 90回は誤差の範囲内に収まることを示す。

９） 本調査は得られた標本に基づくデータが母集団全体の特徴をできるだけ代表するように無作為抽
出法をとるとともに、効率的な標本回収を進めるため、配布したアンケート票を後日回収すると
いう留置調査法を採用した。回収したアンケート票の整理およびデータ入力の作業はラス・アメ
リカス・プエブラ大学（UDLAP）の学部生María Fernanda de la Selva Hernándezさんに協力い
ただいた。

10） 調査を実施した 2月末から 3月にかけてトラランカレカでは町の創設と守護聖人を祝福する祝祭
期間にはいる。そのあいだ学校は休校になり、なかには 1週間の連休を組む学校もあった。その
ためアンケート票配布後の実施状況にばらつきが生じ、標本回収も大幅に遅れた。高校では 95
パーセント、中学校では 100パーセントの回収率となった一方、小学校での回収率が 40パーセ
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ントを割り込むことになった。回収率の差異によって生じたデータ適合度のずれは統計学上無視
できるものではないため、本稿での分析はその点を考慮しなければならない。

11） 設問の作成や実施については松田（2014）の調査枠組みや方法論を参考とした。
12） データ解析やカイ二乗検定に関して森常人先生（関西外国語大学、都市社会学）から貴重な助言

をいただいた。この場を借りて御礼申し上げたい。
13） 遺跡から町内までは入り組んだ未舗装路で結ばれており、徒歩では成人男性で 40分ほどかかる。

設問 B11の回答結果によると、自家用車を用いた遺跡訪問が大半を占めており、所要時間は自
宅から平均 10～ 15分かけて到着する。

14） 1970年代、セロ・グランデの頂きから古代アステカの神格である火の老神ウエウエテオトル
（Huehueteótl）と考えられる石像が住民によって発見された。盗掘を避けるため町に運ばれた石
像はコミュニティ博物館（Museo Comunitario）の入口に設置されることになった。郷土史に触
れる学びの場のひとつである地方博物館の役割については機会を改めて報告したい。

15） 国営石油会社 Pemexが管理する天然ガスや石油のパイプラインからの抜き取り被害は年々その
被害額を増しており、トラランカレカが位置するエリアは「赤い三角地帯（Triángulo Rojo）」と
呼ばれる犯罪最多発地である。同地帯では 2014年から 2017年までのあいだ、確認されているだ
けで 1万 7000件の盗難が起きており、ライン損壊など合わせて被害額は 1600億ペソにのぼる
（CESOP 2017）。

16） 保護者への聞き取り調査によると、かつて遺跡エリアを訪れる学校遠足が実施されていたという。
しかし安全性確保のため現在では校外での課外授業とくに市街地を外れるような遠足はいずれの
学校でも一切おこなわれていない。

17） 州や自治体によっては地方史に関する副教材が補足されており、トラランカレカの公立校では歴
史教科で「地方史（historia regional）」という教科書（全 168頁）が用いられる。古代の項目（全
5頁）では先古典期、古典期、後古典期ごとに州内の主要な遺跡を中心に説明されているものの、
ラ・ペドレーラ遺跡に関する記述は見られない（Martínez Ruiz 2014:26-31）。

18） 分かりやすく親しみやすい学習マンガに向け、住民の関心や地域社会の問題点をできるだけ反映
させつつ効果的な「学び」を促す工夫を盛り込んだ。本作品では物語の表現効果の向上を意図し
て、メキシコにおける異人イメージを考慮した登場人物設定のほか、マンガに特徴的なオノマト
ペや役割語（金水 2003:182-18、福嶌 2012:79-82）を試験的に採用している。

19） マンガ配布後の反応や読後の学習効果の検証に関しては機会を改めて報告したい。
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〈調査研究報告〉
ニカラグアのカリブ海沿岸地域、
ブルーフィールズにおける文化再生

― 芸術活動の空間と音楽に秘められたメッセージ性 ―

青　木　　　敬＊

1　はじめに

ニカラグアは太平洋側とカリブ海側で歴史的、地政学的に区分することができる。ニカラグア
西部は太平洋に面しており、首都マナグアが位置する。それに対し東部はカリブ海に面しており、
南北にふたつの自治区に区分されている。それぞれ北大西洋自治区（首都：プエルトカベサス 

Puerto Cabezas）と南大西洋自治区（首都：ブルーフィールズ Bluefields）である（図 1）。
本稿は、対象地域であるブルーフィールズで実施した調査の報告であるため、マナグアを中心
とするニカラグア西部にかんする情報については触れないことにする。また本報告は、前年に実
施したブルーフィールズ調査を継続したものであるため、Aoki （2017）が論じたニカラグア東部
のアイデンティティと土地問題にかんする報告をさらに展開したものである。
本論に入る前に、本稿の論点となるカリビアン・アイデンティティの形成プロセスを理解する

図 1．ニカラグアの地図
（Aoki 2017: 57からの借用）

＊　京都外国語大学嘱託研究員
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ために、以下よりブルーフィールズの歴史を簡潔に紹介する。ブルーフィールズ史を概観するに
あたって加賀美 （2009）、カリオン・クルス （1996）、Taylor （2005）を主に参考にする。

1-1　ブルーフィールズ小史―イギリス統治からサンディニスタ革命まで
ブルーフィールズ史は 16世紀後葉にヨーロッパの海賊の基地となり、その後さまざまなヨー

ロッパ人が入植することからはじまる。それはほかのカリブ海地域のように、必然的に先住民と
アフリカからカリブ海地域へ連れてこられた黒人奴隷が共生することを意味する。

17世紀半ば、ブルーフィールズはイギリス人によって入植が開始されるが、正式にニカラグ
アのカリブ海沿岸地域（Caribbean Coast）を占領した期間は 1740年から 1787年までの数十年間
である。その後 1816年に再びイギリス領となるが、1894年にはニカラグア政府の傘下に置かれ
る。17世紀から 18世紀にかけてイギリスがカリブ海沿岸地域を支配した最大の理由は、その豊
富な天然資源だけでなく、大西洋と太平洋の交易ルートを結ぶためでもあった（カリオン・クル
ス 1996: 130）。敵国であったスペインに対抗するためにイギリスは先住民とヨーロッパ人、黒人
奴隷の混血が進んだことで形成された民族、ミスキート（Miskito）を利用し、彼らと同盟を組み、
ほかの先住民スム（Sumu）やラマ（Rama）などを奴隷化した。それとは別に、黒人奴隷もいた。
このような背景のなかでイギリスは、「ミスキートを文化的侵略し、ミスキートにとっては、「敵」
＝スペイン人（中略）、英語を話さないもの」（カリオン・クルス 1996:130）という先入観を植え
つけ、これは現在もなお続いている。

19世紀末になるとイギリスはミスキート王国を保護国とするが、イギリスに代わりアメリカが
ニカラグアのカリブ海沿岸地域の経済に多大な影響を及ぼしはじめる（cf. Taylor 2005）。アメリ
カの「資本家たちは 1890年までに大西洋岸の交易の 40 - 50％を支配し」（カリオン・クルス 1996:

131）、次から次へとアメリカ企業がニカラグアへ進出した。アメリカの鉱山会社が設立され、ブ
ルーフィールズ経済は中米一を誇るブルーフィールズ港のバナナ貿易が強大となった（cf. Taylor 

2005）。
この流れのなか、20世紀初葉にはアメリカ企業への従属が強まり、カリブ海沿岸地域の天然資
源はアメリカに搾取されることとなる。もっとも強調すべきことは、アメリカが大西洋と太平洋
を結ぶためのニカラグア運河計画に着手したことである。ニカラグアのカリブ海沿岸地域から首
都マナグアが位置するニカラグア西部までの陸路の交通網がなく、1950年代までは、アメリカ南
部のニューオーリンズ、ジャマイカの首都キングストンからブルーフィールズ間のほうがマナグ
アからブルーフィールズよりも容易に往来できるほどであった。
したがってカリブ海沿岸地域ではスペイン語よりも英語のほうが重要な位置を占めていたわけ
である。実際に、英語を話すクレオールの人びとが専門職に就き、そのほかの職務は英語を話す
ことができないミスキートと先住民であるマヤングナ（Mayangna）が任されていた（cf. Taylor 

2005）。しかしイギリスの保護下にあったミスキートにかんしては、ほかの民族集団との隔離を生
むこととなった。このミスキート共同体のなかで重要な役割を担ったのがミスキート語を確立さ
せたプロテスタント系のモラビア教会（Moravian Church）である。モラビア教会がミスキート
の「社会関係や居住様式を導入」（カリオン・クルス 1996:133）したのである。
そして 1911年から 33年までは、実質的にアメリカ海兵隊が統治した（cf. 加賀美 2009）。この

ようなアメリカを中心とした経済システムは、ニカラグアの「英雄」として崇められているサン
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ディーノによって断ち切られたように思われたが、後にサンディーノの暗殺に成功したソモサが
アメリカの支援を受け続けながら独裁的な政権を握った。これに不満の声を上げていたミスキー
トはサンディーノがおこなった革命を引き継いだ（cf. Taylor 2005）。そして 1979年にサンディニ
スタ革命軍がソモサ政権に抵抗し、勝利した。その後「サンディニスタは、キューバ型社会主義
を導入し（加賀美 2009:25-26）」、これに反対する人びと（＝コントラ軍）がアメリカの援助を受
けコントラ戦争が勃発した。これにより「ニカラグア経済は疲弊しインフレは 2万％を超え」（加
賀美 2009:25-26）、最終的に中米大統領が開催した会議によってエスキプラス合意が 1989年に成
立した。しかしながら、土地問題は深刻化したままの状態であった。
このような西欧列強によってつくられた混沌とした社会、文化、政治、経済システムの結果、
内戦や土地問題が生じることになった。そこでブルーフィールズに居住する多様な民族集団のア
イデンティティ問題は、土地所有や多民族共生の観点から極めて重要なテーマであるといえる。

1-2　クレオールとカリビアンというアイデンティティ概念
ブルーフィールズは 6民族が共生する地域である（Taylor 2005）。大多数であるメスティソ

（Mestizo）、アフリカ系であるクレオール（Creole）とガリフナ（Garífuna）、そして先住民であ
るスム、ラマ、ミスキートである。これらの民族が共生するなかで、彼らは新しいアイデンティティ
を生み出そうとしている。そのアイデンティティ標識は「ニカラグア人」や「ブルーフィールズ人」
としてではなく、「カリビアン」（Caribbean）としてのアイデンティティである（Aoki 2017）。
興味深いことに、このような民族をあらわす用語 1）が、ほかのカリブ海地域（たとえばジャマ
イカ、マルティニークなど）のアイデンティティにかんする思想と類似している。たとえば、植
民地主義による凄惨な歴史を歩んできたカリブ海地域では、アフリカや黒人であることを肯定す
るさまざまな黒人運動―ジャマイカのラスタファリアニズム（rastafarianism）やマルティニー
クのネグリチュード（négritude）―が巻き起こった。そしてネグリチュードに次いでアンティ
ル性（antillianité）の概念が 1960年代以降に生まれる。これはカリブ海の島々を統一することで
多様な言語文化をもつアイデンティティを共有するという概念である。そして最後に打ち出され
た概念がクレオール性（créolité）である。すなわち、「ヨーロッパ人でもなく、アフリカ人でもなく、
アジア人でもなく、我々はクレオール人である」（ベルナベ et.al 1997:13）とクレオール・アイデ
ンティティを表明したものである。
クレオール性の思想はカリブ海地域を文化的に包含するものであり、したがってニカラグアの
カリブ海沿岸地域も歴史文化的影響がないとは言い切れない。ブルーフィールズでクレオールを
対象におこなった人類学的調査の結果を報告したように、ブルーフィールズのクレオールの人び
とはほかのカリブ海地域からの多様な文化的影響を受けており、クレオールの人びとに限らず、
ラマやスムなどブルーフィールズの多くの住民が自身を「カリビアン」としてアイデンティティ
を表明していた（Aoki 2017）。この動きは同時に、南（2014）が提唱する概念「アメリカ地中海
文化圏」と類似している点も強調しなければいけない。つまりブルーフィールズをカリブ海地域、
あるいは「アメリカ地中海文化圏」という地域的枠組みのなかでみることによって、国境を越え
たより広域的な視野をもってある地域にみられる社会システムを観察することが可能となる。カ
リブ海地域の場合、その重要なキーワードのひとつがクレオールであることは Aoki（2017:70）が
作成した「地中海文化圏におけるクレオール語分布」をみれば明らかである。
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しかし、「カリブらしさ」と「クレオールらしさ」を混同してはいけない。フィリップス（2007: 

265-266）はグリッサンのカリブおよびクレオールの概念について次のように説明している。

「カリブらしさとは、カリブ諸島にやってきたヨーロッパ人、アフリカ人、アジア人たち
が被ったアメリカ化の過程を指し、（中略）クレオール化とは、ヨーロッパ、アフリカ、
アジアの各要素が活発に作用しあい、同じ一つの歴史の坩堝のなかで、新しくユニーク
ななにかを生み出すことである」

本稿では、クレオールと先住民、さらにアフリカ系の人びと、メスティソの人びとが共生して
いるブルーフィールズの地域をニカラグアとしてではなく、上記で論じたようにカリブ海地域と
して位置づけたうえで、その多文化共生社会においてなぜクレオール性でもニカラグア性でもな
い「カリビアン」としてのアイデンティティが創造されつつあるのか、そのプロセスや要因を理
解することを意識したうえでの調査報告であることをあらかじめ記しておきたい。

1-3　問題の所在
ニカラグアが抱えている問題は国内における独裁政治と領土の奪い合いであり、ニカラグア西
部に属しているメスティソがカリブ海沿岸地域の領土の森林を伐採し、領土拡大を図っているこ
とである。しかしこれは単なる政治的問題ではなく、欧米列強による植民地主義政策やニカラグ
アを統治してきた歴史的要因でもあり、極めて複雑な問題である。ニカラグア運河構想やイギリ
スがミスキートにスペインを「敵」であると洗脳したことは、欧米による恣意的な行為によるも
のであり、冒頭で記したブルーフィールズ小史からもわかる（cf. 小林 1996）。また前回の予備調
査により、南北大西洋自治区に侵食しはじめているニカラグア西部出身のメスティソの目的は、
カリブ海沿岸地域に存在する豊穣の土地であることがわかった（Aoki 2017）。
前年調査を実施した 1年後の 2018年 3月、政府に対する抗議デモがブルーフィールズで起き、

それを生中継していた記者に銃弾があたり死亡した（BBC、2018年 4月 22日）。その後、ニカラ
グアの独裁的な政権に対するブルーフィールズ住民による強い反感がさらに高まっている。この
反感は、独裁的な政権や「メスティソ」、「スパニアーズ」（Spaniards）2）による大西洋自治地域
へ侵食していく土地問題とも大いにかかわっている。

1-4　目的
土地問題にもっとも関心を示してるのはブルーフィールズに住むクレオールの人びとである。
実際、2018年 2月 24日にブルーフィールズでは「クレオール集会」（Creole Assembly）が開催され、
土地問題にかんする発表や議論、さらに南北大西洋自治地域住民としてのアイデンティティにつ
いて歌う音楽家 Shalom（本名は Aldrin Nash）の演奏会など、クレオールの人びとを中心に実に
多くの人が参加した（写真 1と写真 2）。
このようにブルーフィールズの住民が社会的に重視していることは、ブルーフィールズ文化の
記録、推進、発信である。これらのプロジェクトが土地問題を直接的な解決まで導くことがなく
とも、これまでにニカラグアのカリブ海沿岸地域に根づいた社会を形成してきたことを表示する
意味で重要である。しかし、ブルーフィールズは南大西洋自治区の中心地であるにもかかわらず、
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その歴史や言語文化など、地域社会にかんする資料はごくわずかであり、実に多くの研究課題が
残されている。
そこで本調査では、ブルーフィールズの住民が築こうとしている集合的アイデンティティの指
標となりうるもの、すなわち芸術活動とその芸術活動が実践されるプロセスを把握することで、
土地問題と密接にかかわっている住民の文化保存、文化構築の実態を理解することを目的とする。

写真 1．「クレオール集会」でおこなわれた発表の様子。
（撮影地：ブルーフィールズ、撮影日時：2018年 2月、撮影者：青木敬）

写真 2．「クレオール集会」には多くの人が集い、
いかに住民が土地問題に関心を示しているかがよく理解できる。
（撮影地：ブルーフィールズ、撮影日時：2018年 2月、撮影者：青木敬）
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また本稿では、とりわけ多くの写真をもちいながら文化再生の場のイメージを十分に示しながら
論じたい。

1-5　調査方法
本稿は、ニカラグア東部に位置するブルーフィールズの住民が構築している集合的アイデン
ティティにかんする調査についての報告書である。調査期間は、2018年 2月 17日から 3月 7日
までの 19日間であり、カリビアン・アイデンティティにかんするブルーフィールズの住民への
聞き取り調査、芸術活動をおこなっている人びとへのインタビュー、さらに芸術活動のなかでも、
とりわけ音楽をとおして南北大西洋自治地域の集合的アイデンティティを確立しようと試みる音
楽家の活動にかかわり、参与観察を基礎とした人類学的調査を進めた。
なお、インフォーマントである Franklain氏とともにパール・ラグーン（Pearl Lagoon）を訪れ、

BICU-CIDCAの所長 Donald Byers氏の協力のもと、カラ・デ・モノ（Cara de Mono）、ムエジェ・
デ・ロス・ブエジェス（Muelle de los Bueyes）、ラ・バテア周辺（La Batea）でインタビューをお
こなうことができた。主な移動手段は船とトラックであった。しかし、一貫した論を展開するた
めにこれらの地域については本報告書では触れず、調査の中心地であったブルーフィールズに限
定する。
本調査で撮影したインタビュー対象者は 6人、インフォーマル・インタビューは 16人に実施
した。インタビューは英語とスペイン語でおこなったが、ムエジェ・デ・ロス・ブエジェスでは
BICU-CIDCAの所長 Donald Byers氏のスペイン語通訳をとおしてインタビューをおこなった。

2　文献収集と簡単な紹介

本調査では、ブルーフィールズ社会にかんする基礎的な情報について書かれた一般的な資料か
ら貴重な資料まで、さまざまな重要文献を収集することができた。これらの収集した資料は非売
品である点に加え、その多くが口頭伝承を重視している点において貴重であるといえる。大西洋
自治地域の多くの民族は口頭伝承の文化をもつためである。筆者は、基本的に大学図書館、教育省、
個人による寄贈などでこれらの資料を入手した。それらの文献は以下のとおりである。
●　  Bluefields Lantern: Learning about Afrodescendants Rights in Nicaragua, Blufields Black-Creole 

Indigenous Communal Government.

　　  本資料は、ニカラグアにおけるクレオールの人びとの歴史、先住民とクレオールの人びとに
ついての法律を端的に紹介している。これは土地問題に立ち向かうために住民が目をとおす
べきものとして作成されたパワーポイントの資料である。

●　  Alcaldía del Poder Ciudadano de Bluefields: Región Autonoma Costa Caribe Sur: Caracterización 

del Municipio de Bluefields Periodo 2013-2017, Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.

　  本資料は、2013年から 2017年までのブルーフィールズにおける地域概要について下記の章
立てに沿ってまとめられている。
　第 1章　地域概要
　第 2章　歴史概論
　第 3章　環境
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　第 4章　人口動態
　第 5章　領土について
　第 6章　経済
　第 7章　公共サービス
　第 8章　政治と行政
●　  The Rhythm of Our Culture, Bluefields Sound System Production, 2014.

　　  この短編ドキュメンタリー作品は、ブルーフィールズを中心に、南北大西洋自治地域におけ
る音楽をつうじて構築されてきた文化的アイデンティティに焦点をあてた重要な映像資料で
ある。

●　The Black-Creoles

　　  このドキュメンタリー作品はニカラグアにおけるクレオールの人びとの歴史について概説
し、彼らのアイデンティティについて記録した土地問題の理解にかかわる重要な作品である。

●　  Oral History of the Community of Pearl Lagoon, BICU-CIDCA.

　　  本資料は、BICU-CIDCAの所長を務める Donald Byers氏によって実施されたパール・ラグー
ンにおける口頭伝承をつうじて歴史を記録することを目的とした調査結果である。

●　  Estadísticas Educativas Departamental 2015, MINED-RACCS.

　　  これは教育省で入手したものであり、南北大西洋自治地域における教育を統計的にまとめた
2015年の資料である。

●　  DOWNS, Nubia. Memorias de Miss Lizzie: Danzas, Música y Tradiciones de Bluefields, Instituto 

Nicaraguense de Cultura, 2011.

　　  本著は非売品ではないが絶版に近く、入手することが非常に困難であるためここで紹介して
いる。1922年生まれの Lizzie氏の記憶をつうじて当時のブルーフィールズにおける伝統文化
について語られた著作である。

3　芸術センターWaikuにおける芸術活動の空間と実践

調査初日、ブルーフィールズの街を徘徊しているとき、前年のインフォーマントのひとり、
Franklain氏と再会を果たし、彼は街を案内してくれた。彼はサンディニスタ革命時のサンディニ
スタの兵士であり、現在は無職である。真っ先に向かった場所が、昨年（2017年）の時点では存
在しなかった芸術センター（Centro de Arte y Diseño）、Waikuであった。Waikuには土産品のコー
ナーが設けられている。そこにはブルーフィールズで採ることができる貝、ココナッツ、木材な
どで作られたイヤリング、ネックレスなどの装飾品、ブルーフィールズの海をモチーフにした T

シャツや絵画、船や動物などの木彫り、伝統楽器などが地元住人や観光客に向けて売られている
（写真 3）。

Waikuには数少ない観光客が訪れるだけでなく、ブルーフィールズ住民が喫茶店として利用し
ているため、地域住民と観光客との会話が飛び交う場でもある（写真 4）。しかし、Waikuの重要
な役割は別にある。Waikuは芸術が創造される空間であり、芸術家に活動する場所を提供している。
たとえば、写真 5にみられるのは、土産品の Tシャツをプリントするための部屋である。Waiku

のふたりの責任者はデザイナーであることから、土産品を販売するためのモノづくりに励んでいる。
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写真 3．Waikuの責任者のひとり。背景には土産品が置かれている。
（撮影地：ブルーフィールズ、撮影日時：2018年 2月、撮影者：青木敬）

写真 4．Waikuの喫茶店では住民と観光客の交流の場にもなっている。
（撮影地：ブルーフィールズ、撮影日時：2018年 2月、撮影者：青木敬）



ニカラグアのカリブ海沿岸地域、ブルーフィールズにおける文化再生

─ 55 ─

Waikuでは、2ヵ月に 1度アマチュア音楽家による演奏がおこなわれ、ほかにもさまざまなワー
クショップ―たとえば子供のための伝統的なダンス（May Pole, 4-1「文化再生」が意味するこ
とを参照）―が月に 1度実施され、幅広くブルーフィールズ文化を発信すると同時に、アマチュ
ア芸術家の活動場としての役割を担っている。ふたりの責任者は、Waikuの目的は地元文化を推
進していくことだと語っている（写真 6）。

写真 5．プリント Tシャツをつくるための作業場。
（撮影地：ブルーフィールズ，撮影日時：2018年 2月，撮影者：青木敬）

写真 6．Waikuの責任者は運営と Tシャツのデザインを手がけている。
（撮影地：ブルーフィールズ、撮影日時：2018年 2月、撮影者：青木敬）
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つまり、Waikuはブルーフィールズの住民がみずからの文化を構築していくための重要な場
であることが理解でき、クレオールやメスティソなど民族集団によって区分されることのない、
混在したメルティングポットのような空間である。また、このような活動は、SNS（Facebook: 

Waiku – Centro de Arte y Deseño）をつうじて確認することが可能であり、文化構築の実践という
意味では重要な発信方法である。

4　音楽活動の場―‘Bluefields Sound System’ の役割

ブルーフィールズの中心部からタクシーに乗り、15分ほど北東の方角へ向かうと道路から外
れた泥沼のような道がある。その道を下ると一軒のコンクリートで作られた家屋がみえる。そこ
で Bluefields Sound Systemの活動がおこなわれている。外観からでは民家にしかみえないその建
物の中へ入ると広い演奏スペースがあり、レコーディングのスタジオが一室ある。ディレクター
を務めると同時にドキュメンタリー作家でもあるMichael Allen氏と歌手の Shalom氏の仕事場が
Bluefields Sound Systemである（写真 7）。質素な外見をしている Bluefields Sound Systemの小さ
な空間で、ブルーフィールズ文化の「再生」が実践されようとしている。次節では、本稿でもち
いる「再生」がなにを意味するかを概説する。

4-1　「文化再生」が意味すること
今回実施した、住民を対象としたアイデンティティにかんする聞き取り調査では、次のような
表現をする人びとが非常に多かった。「われわれは文化をもたない」（87歳男性、無職）、「漁業以
外の文化は存在しない」（30歳男性、漁師／ 55歳男性、店主）、「ギャングスタ、暴力、セックス、

写真 7．Bluefields Sound Systemの一部。
ここでドキュメンタリー編集や音楽の練習をおこなう。

（撮影地：ブルーフィールズ、撮影日時：2018年 2月、撮影者：青木敬）



ニカラグアのカリブ海沿岸地域、ブルーフィールズにおける文化再生

─ 57 ─

ドラッグをテーマとした「下品な」ヒップホップやトラップ音楽の影響がブルーフィールズの治
安を悪くし、文化が失われている原因になっている」（52歳男性、無職）。インタビュー対象者は
老若男女を問わずに実施したが、現時点で示すことができる人のデータの多くは高齢の男性であ
る。このような『下品な』ヒップホップについての語りは、クレオールの人びとが住むオールド・
バンク区（Old Bank）、ビホルドゥン区（Beholden）、ポインティーン区（Pointeen）で度々耳に
した。「下品」という単語が表現される理由としては、①伝統的なダンスであるMay Poleの踊り
方が変化したうえに伝統的なダンスをする人びとが減少したこと、②若者が年長者に対して尊敬
の念がない＝ヒップホップの「下品な」歌詞が実生活に悪影響を及ぼしている、ということが主
な理由であった。
昨年の調査の段階では、食文化がアイデンティティの指標として考えられる可能性が高かった
ものの、その指標自体が非常に限定的であることは確かである（Aoki 2017）。このような限定的
な文化に誇りを感じない人や、レゲェやヒップホップなどの音楽がジャマイカやアメリカの真似
事だとして批判する人、すなわちブルーフィールズに根づいている（あるいは根づこうとしてい
る）文化に対して侮蔑的な考えをもつ人がいる。さらに文化が存在しないと考える人もいるほど
であり、アイデンティティにかんする指標を見出すことは容易ではない。
しかし、かつてブルーフィールズではジャズが流行し、Navy Jazz Bandというジャズバンドが

1932年に結成されている（写真 8）。アメリカの海兵隊によって伝わったジャズがブルーフィール
ズの文化として取り入れられようとしていた時代である。Waikuでインタビューしたアマチュア
ジャズ奏者はブルーフィールズにおけるジャズについて次のようにインタビューで語った。

インタビュー日時（2018年 2月 21日）
名前：Carlos L. F.、職業：ガソリンスタンドの店員／音楽家、性別：男性、年齢：28歳）
（本文中の［ ］は筆者によって加えられたものである）
Carlos L. F.氏）
ジャズがどれくらいブルーフィールズで需要があるのかはわからないが、それでもかつてアメ
リカとの貿易によってジャズの影響を受けたことは間違いなく、当時は流行していた。今後ジャ
ズがブルーフィールズの文化として根づくかは不明だが、昔［20世紀前半］のブルーフィールズ
の文化を取り戻そうとすることは大事である。

ブルーフィールズの伝統音楽といえばMay Poleである。May Poleはヨーロッパの伝統的祭事
であり、柱のように直立させた丸太（pole）のまわりを踊る。これは元来、豊作を祈ることが目
的であり、したがって 5月にしかおこなわれない祭事である。現在では、アフリカ文化とヨーロッ
パ文化が混淆したことにより、パレードを行進したのち、一晩中踊るというアフリカ的な様式へ
と変化を遂げている。しかし、年に一度しか開催されない祭事とは反対に、Carlos L. F.氏のよう
なアマチュア奏者 3）による演奏は、日々おこなわれている日常的な行為である。それはWaikuと
いう空間で音楽の練習に励むこと、地域住民のためのコンサート（Carlos L. F.氏の事例）だけで
なく、あらゆる芸術関係の実践―絵を描くための教室、ウミガメや植物などブルーフィールズ
の産物を基調としたモノづくりなどの日常的実践である。このように考えれば、伝統とは異なり、
日々創られるジャズには新たな文化産物へと発展する可能性が秘められている。また、Carlos L. 
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F.氏による「昔のブルーフィールズ文化を取り戻そうとする」という表現は、まるでジャズが元
来ブルーフィールズの文化の一部であったかのような言い方である。
ブルーフィールズで音楽を演奏する人は少ない。住人は音楽にかんして受動的な人が多く、演
奏者よりも音楽を聴く人のほうが多い。その一方で、インタビューを実施したアマチュア奏者の
ように音楽に対して能動的に向き合いながら、昔のブルーフィールズに存在したジャズを「取り
戻そう」と試みる少数の人びとがいる。彼らはいま・ここで、新たな音を取り入れたジャズを自
文化として発信することで文化を再生または生成することを目指している。これをブルーフィー
ルズに居住する「能動的」な人びとは実践しており、今回の調査でさまざまな事例を得ることが
できた。
そのなかで Bluefields Sound Systemを拠点に音楽活動をおこなう音楽家とドキュメンタリー作
家などのアーティストたちは、自文化に対しての誇りを取り戻すためにかつてブルーフィールズ
に存在した多くの文化を住民に理解してもらい、南北大西洋自治地域におけるさまざまな音楽や
ダンスを対象としたドキュメンタリーをつうじて記録、発信している。
これが本稿でもちいている「文化再生」の意味である。文化を再生させることで、あるいは再
生に留まることなく新たな文化を創造することで、ブルーフィールズ文化を構築していく動向に
ある。ブルーフィールズの人びとがみずからの文化を構築することはすなわち、南北大西洋自治
地域における多様な文化を認め、それらの文化を南北大西洋自治地域に属する人びとの集合的ア
イデンティティのもつ特徴として組み込もうとしている。

写真 8．Navy Jazz Bandの歴史が新聞に記載されている。
この資料は BICU-CIDCAに展示されている。

（撮影地：ブルーフィールズ、撮影日時：2018年 2月、撮影者：青木敬）
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4-2　反政府運動としての音楽
上記したことは、Bluefields Sound Systemが作成したドキュメンタリー映画 The Rhythm of Our 

Culture（2014）からもわかる。本作品は、ブルーフィールズの歴史文化を論じるうえで欠かせな
い伝統音楽May Poleを扱っている。しかし、現在のMay Poleの形式にかんして不満をもつ年長
者が大勢いる。このことは世界の至るところでみられる「伝統対現代」の二項対立的な議論であ
るため、決して珍しいことではない。本作品の重要な点は、May Poleがブルーフィールズにとっ
て重要な文化的アイデンティティであることを表明している点にある。このように、住民による
インタビューを取り、それをドキュメンタリーに組み込むことでより身近に自文化を感じさせ、
それを国内外へ発信することを可能としている。これは、ブルーフィールズの住民にとって価値
あることである。なぜならば、みずからの文化をニカラグア全国に向けて発信するという行為は、
みずからの領土の保守につながるからである。これが Bluefields Sound Systemの関係者が意図し
ていることである。
もうひとつの事例がある。Shalom氏はタスバ文化（Tasba Culture）（写真 9）に強い想いを抱
いている。タスバ＝ Tasbaはオリノコ（Orinoco）付近に位置する。彼の考えにもとづけば、タ
スバとはオリノコのほかに、プエブロ・ヌエボ（Pueblo Nuevo）、ブラウン・バンク（Brown 

Bank）、コーン・アイランド（Corn Islands）、ブルーフィールズの文化が包含される。Shalom氏
はこのように領土に根づく文化を総合することによって自分の居住地を一体化させ、領土に対す
るアイデンティティを強めようと試みている。また、次節で示すように、Shalom氏の政府に対す
る辛辣な歌詞がそれを物語っている。一方で、Shalom氏はクレオールを以下のように位置づけて
おり、その考えがカリブ海地域の黒人運動、ネグリチュードに近似している点は興味深い。
なお、下記の語りは Shalom氏と筆者のあいだでカリビアンの概念について交わした会話であ
り、会話の内容を後に筆者がノートをとったものである。そのため録音はしておらず、筆者の質
問を記していない。

写真 9．Shalom氏の自宅に立たれている看板。
「われわれの土地を一刻も早く守りましょう」と看板下部に記されている。

‘Shalom’ とはヘブライ語 4）で「平和」を意味する。
（撮影地：ブルーフィールズ、撮影日時：2018年 3月、撮影者：青木敬）



青木　　敬

─ 60 ─

聞き取り日時（2018年 2月 28日）
名前：Shalom（本名 Aldrin Nash）、職業：歌手、性別：男性、年齢：45歳
Shalom氏）
カリビアンというアイデンティティには、すべての民族のコミュニティが含まれており、『ア
フロ』がその中心にある。すなわち『アフロセントリック』である。われわれのルーツはケイ
マンやジャマイカ、ベリーズなどにあるため、カリビアンなのだ。同時にそれぞれのコミュニ
ティは独自の文化をもっている。そしてコミュニティ同士に共通する文化も存在する。

クレオールの人びとは土地問題に強い関心を抱いており、ブルーフィールズの文化を発信しよ
うとしていることがわかる。そのため、クレオールがブルーフィールズのコミュニティの中心に
なりつつあることが、カリビアン・アイデンティティを論じるうえで留意すべきことである。つ
まり、アフロ中心主義やクレオール中心主義的な思想が強くなることが懸念される。

5　上映会の公開と参加者の語り

Bluefields Sound Systemでは、すでに上で説明したような短編ドキュメンタリー映像が記録さ
れているだけではない。本調査期間中、ドキュメンタリー映像が数十年前のバンド、Zinika Band

のメンバーに向けて野外上映されるという予定であったため、筆者も主催側として会場設営、伝
統料理とラム酒などの準備をおこなった。この日は街で料理の買い出しをおこない、Bluefields 

Sound Systemの隣りにある音楽家 Shalom氏の自宅で上映会兼 Zinika Bandによる演奏が実施され
た。
まずは、伝統料理である魚の Rondónをココナッツで十分に煮込む（写真 10）。その間に次々
と Zinikaのバンドメンバーとその友人や関係者が集い、ギターを掻き鳴らしながら日が暮れるの
を待った（写真 11）。そして夜が更けると野外で上映会が始まった。このドキュメンタリーに映
されている人は皆 Zinikaのバンドメンバーであり、上映後には今後のブルーフィールズ文化の促
進、それぞれの音楽にかんする考えや感じ方など、意見を出し合った（写真 12）。これにより、個々
の考えが明確に伝わり、今後、ブルーフィールズ文化をどのように促進すべきかについて考える
機会となった。その後は、Shalom氏の自宅で夜中まで Zinika Bandの演奏がおこなわれた（写真
13）。写真 14は、その際に使われていた楽器であり、日常用品でつくられたものである。
彼らは皆、音楽が文化的アイデンティティとして重要な指標になりうると信じ、音楽の発信力
を重視している。いずれは彼らの声がラジオで流れ、ブルーフィールズ住民が Zinika Bandの音
楽に誇りをもてるようにと切望している。しかし、もっとも注目すべきことは、Shalom氏を筆頭に、
多くの歌い手が政府に向けた辛辣なメッセージを歌い、南北大西洋自治地域の文化を称賛するよ
うな内容を作詞していることである。これらのメッセージとは、冒頭で記したニカラグアにおけ
る土地問題と大いに関係している。つまり、歌詞にはみずからの領土に対する誇りとアイデンティ
ティを強くあらわしており、隠語をもちいながら政府に対する批判を交えている。
本報告書では、政治的問題を回避するために、これらの「メッセージ」を含んだ歌詞を紹介す
ることはしない。上映会の最後に、歌い手のひとりが次のように語った。「われわれは『カリビア
ン』として大西洋自治地域を独立させることを心から願っている。それ以外になにもいうことは
ない」。
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写真 10．ココナッツで煮込んだ伝統料理Rondónはジャマイカから伝わったカリビアン料理である。
（撮影地：ブルーフィールズ、撮影日時：2018年 3月、撮影者：青木敬）

写真 11．Shalom氏の自宅に集まってきた音楽家たち。
（撮影地：ブルーフィールズ，撮影日時：2018年 3月，撮影者：青木敬）
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写真 12．Zinika Bandのメンバーに向けた野外上映会の様子。
（撮影地：ブルーフィールズ、撮影日時：2018年 3月、撮影者：青木敬）

写真 13．上映会が終わると，演奏とダンスが夜中まで続いた。
（撮影地：ブルーフィールズ、撮影日時：2018年 3月、撮影者：青木敬）

写真 14．‘Wash Pan’（洗濯鍋）と呼ばれる楽器。
（撮影地：ブルーフィールズ、撮影日時：2018年 3月、撮影者：青木敬）
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6　おわりに

南大西洋自治地域における一部の人びと（主に芸術に携わっている人びと）は文化再生の実践
をとおして新しいアイデンティティを創造しようと試みていることがわかった。多くの住民は、
みずからを「カリビアン」と位置づけることで新たなアイデンティティを創出しようとしている。
冒頭で論じたブルーフィールズ史や報告書（Aoki 2017）、聞き取り調査をもとにした筆者の推測
にすぎないが、カリビアン・アイデンティティの動きの背景には土地問題やこれまでの西欧列強
による植民地や統治という負の遺産を克服する意図があるようにみえる。具体的には、①ニカラ
グアのカリブ海沿岸地域における歴史文化的側面の共通性を見出すことで集合的アイデンティ
ティを共有すること、②先住民とアフリカ系の黒人たちが共生することで他国のカリブ海地域と
の文化的結束、または紐帯を認識していくこと、③そのために自文化の形成、あるいは再生を試
みて地域住民に根づかせることである 5）。
問題とするところは、カリビアン・アイデンティティがなにを指標としているかである。そ
れは食文化のほかにも、Waikuや Bluefields Sound Systemの活動からもわかるように絵画、モ
ノづくり、音楽などの芸術全般である。また、Bluefields Sound Systemに、Caribbean Cultural 

Centers for Arts and Musicというプロジェクトがあるが、ここでもちいられている ‘Caribbean’ は、
アフロセントリック、つまりアフリカ系の人びとを中心とした共有されたアイデンティティの意
味合いをもっている。彼らの文化再生としての活動は、コミュニティの人びとの文化と言語を記
録し、発信することである。
これらの文化産物はポリティカルな意味で利用されようとしている。それが本稿で問題にした
土地問題と深く関係する。すなわち、南大西洋自治地域の領土から採れる資源（木材、魚、果物など）
はみずからの文化継承に必要なことであって、アイデンティティを守り続けるうえで必要なこと
である。ブルーフィールズ住民の場合、その多くがみずからの文化を漁業に依拠する傾向にある。
しかし、少数のアーティストたちは南北大西洋自治地域の領土をメスティソ（＝ニカラグア政
府、あるいは太平洋側のメスティソの人びと）から守るためにブルーフィールズの文化再生を図
り、カリビアン・アイデンティティという新しい概念をとおしてコミュニティ内における多民族
間の共有性を目指している。カリビアン・アイデンティティとは、多民族を結束させるための概
念として重要な役割を果たすといえる。また、文化再生はやがてブルーフィールズの文化として
根づき、それは彼らの伝統となり得るだろう。
今後、ブルーフィールズの人びとは本稿で論じたような多層的な性格が組み込まれたカリビア
ンとしてのアイデンティティを誇りに思えるのか、あるいはカリビアンという集合的なアイデ
ンティティではなく、個々の民族集団がそれぞれのアイデンティティを受け継ぐ形をとるのか、
どのようなアイデンティティに属するのかという選択肢に迫られるだろう。これからのブルー
フィールズにかんする人類学的調査では、聞き取り調査の継続に加え、より本格的に、アンケー
ト調査やほかのプロとアマチュアの音楽家のメッセージ性を分析することが必要となる。そのと
きにはじめてカリビアン・アイデンティティの動向を真に理解できよう。
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注

１） ほかにもコステーニョ （Costeño）、アフロカリビアン（Afro-Caribbean）、カリビアン（Caribbean）
などの呼称が存在する。

２） ブルーフィールズの住民がニカラグア西部の人びとを差別的にもちいる言い方であり、ニカラグ
アにおけるすべてのメスティソに対する呼称ではないことに留意したい。

３） ここでいう「アマチュア」とは、現段階において演奏で生計を立てていないものの、定期的に演
奏の練習をおこなっている人を指している。Carlos L. F.氏は自身がアマチュアである旨を話し
ていたため、本稿では「アマチュア」という語をもちいている。アマチュアかどうかは、ブルー
フィールズ社会において重要なことである。仮にプロの音楽家であれば住民とニカラグア政府へ
影響を及ぼすことが可能であり、その場合、ブルーフィールズの文化構築にも大きなインパクト
を与えることが推測される。現に、Shalom氏は歌手活動をおこなうためのニカラグア政府によ
る補助金を受け取ることができないでいるが、その理由は Shalom氏が土地問題やこれまでのカ
リブ海沿岸地域における歴史について歌うことが政府にとっては政治上、都合が悪いためである
（Shalom氏の証言より）。

４） Shalom氏によればヘブライ語である理由に深い意味はない。平和構築を目指したいということ
が重要であると話していた。

５） 「カリビアン・アイデンティティ」にかんするデータは、本調査だけでなく、前年の調査 Aoki（2017）
を吟味したうえでの結論であることに留意したい。
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〈調査研究報告〉
イグレシア・ビエハ（Iglesia Vieja）遺跡の調査

金　子　　　明＊

はじめに

これまでのメソアメリカ文明史は、先古典期に大西洋湾岸でオルメカ文化が成立し、古典期に
はメキシコ中央高原にテオティワカン、オアハカにサポテカ、南部密林地帯にマヤが栄えたと言
うのが基本的な構図になっていて、地理的に東西メソアメリカの中間に位置するテワンテペック
地峡の古典期文化はほとんど知られていなかった。筆者は地峡の南に位置するチャパス州の太平
洋岸のトナラ（Tonalá）地域の巨石都市イグレシア・ビエハ遺跡で、メキシコ国立人類学歴史学
研究所（Instituto Nacional de Antropología e Historia　略称 INAH）の任務である国家の文化遺産
（Patrimonio Cultural）を研究・保護・保存して公共目的に資することを基本方針として 21世紀初
頭から発掘調査を続けている。
本調査の主目的はメソアメリカの他のどの文化圏にも類を見ないイグレシア・ビエハの巨石遺
構の全面発掘・修復による建築技術とその起源との解明を通じて、トナラ地域の古典期文化がテ
オティワカンやマヤ文化からの伝播と影響により成立した周辺文化ではなく、自律的な進化に
よって発展した地域文化であると実証する点にある。なお現在のトナラ地域には原住民諸語を話
す者は皆無だが、テワンテペック地峡にはソケ（Zoque）語族が今でも住んでいるので、先スペ
イン期には西のオアハカのサポテカ・ミシュテカと東のマヤに挟まれた東西の交易ルートを扼す
る地峡全域に広大なソケ文化圏が形成されていたという想定に基づいて地峡を含んで中米まで連
なる太平洋南海岸（Costa Sur）でも最大の遺跡の 1つであるイグレシア・ビエハが海岸のソケ族
の都であると実証したうえで、メソアメリカの文明史のなかで、どんな役割を担ったのかが長期
的な研究課題である。
発掘調査の方法に関しては、メソアメリカの古代都市遺構の大規模発掘が 20世紀からメキシコ
内外の研究機関 1）によって開始されたが、1970年代以降は理論を先行させる研究傾向が強まった
米国考古学界ではほとんど実施されなくなった。一方、メキシコでは遺跡は国家の文化遺産であ
る観点から、遺構の修復・保存を重視する流れが今日まで主流をなしている。なおメキシコ考古
学の「発掘と修復は不可分」と言う建築遺構の発掘調査の基本原則は、日本でのメソアメリカ考
古学のパイオニアである京都外国語大学の故大井邦明先生がテオテナンゴとテインガンバット遺
跡の調査（大井 1985）を通じて日本にも紹介されたが、昨今ではほとんど顧みらなくなりつつある。
そこで、あらためて古代都市の遺構を発掘・修復して保護・保存することで一般公開して社会に
還元するメキシコ考古学の在り方をイグレシア・ビエハを例にとって具体的に提示してみたい。
本稿では、自然環境、調査史、遺跡の概要、発掘方法、建築、彫刻、土器、石器、今後の調査の課題、
及びメキシコでの考古学の社会的意義に関して記すことにする。

＊　メキシコ国立人類学歴史学研究所



金子　　明

─ 68 ─

1　自然環境

メキシコ南部のチャパス州の太平洋海岸のトナラ地域は、環太平洋火山帯を形成するシェラ・
マドレ山脈が北東に連なり、イグレシア・ビエハ遺跡がある一帯は花崗岩 2）から形成されている。
山脈の麓から海岸まで約 12キロメートルから 30キロメートルの幅で平坦な海岸平野が南東へ続
くなかで、噴出したままの偉容を誇る巨大な岩塊ベルナル峰（Cerro Bernal）が屹立し（写真 1）、
シェラ・マドレ山脈から太平洋にそそぐ多くの短い河川には花崗岩の河原石が豊富である。トナ
ラ地域とその南に続くソコヌスコ（Soconusco）地域は地理上は同じ太平洋海岸平野に属するが、
古代アステカ時代に貨幣代わりに使われたカカオの栽培で有名な湿度の高いソコヌスコ地域と比
べて、トナラ地域の気候はより乾燥していて年間平均気温は 27.6度で降雨量は 1796.1ミリメート
ルである。乾季で猛暑となる 3月から 5月には、しばしば自然発生ないし人為的ミスによる山火
事が発生するので、延焼を防ぐために遺跡の周囲には防火帯を設けている。6月から 9月の雨季
の豪雨による突発的な激流は、遺跡への山道を流し崩して調査団の人員・物資の輸送を困難にす
る（写真 2）。

10月から 2月へかけては、シェラ・マドレの山頂部から吹き降ろす『北風（Norte）』により、目
を開けて立っているのも困難となり発掘作業を中断したことも一度ならずあった。メソアメリカ
で伝承される創造・破壊のサイクルを象徴する「第五の太陽」の神話において、過去の世界を滅
亡させたとされる 4つの自然の脅威 3）のうち火、水、風は、現在のイグレシア・ビエハ調査団に
とり単なる先スペイン期の「神話」ではなく「現実」の脅威となっている。トナラ地域の植生は、
ソノラ州からチャパス州まで続く太平洋海岸平野の亜熱帯落葉樹林帯で樹林の高さは 20メートル
以下であり、乾期が始まる 10月から 12月にかけて葉が落ち始めて、1月にはほとんど落葉して寒々
しい風景となるが、雨季が始まる 6月には新芽が萌え出でる（González 1974:173）。砂洲により
外洋の荒浪から守られた穏やかな内海と干潟にはマングローブが茂り、海岸平野には太平洋岸の
乾燥気候に特徴的な樹木がみられる。この地域の動物相はトナラ川から狭い海岸平野に沿って中
米コスタ・リカのニコヤ半島まで続くチャパス・ニカラグア動物分布区域と呼ばれ（Álvarez y de 

Lachida 1974:249）、ジャガー、鹿、イノシシ等の大型哺乳類が生息するとともに、キツネ、ウサギ、

写真 1.　ベルナル峰 写真 2.　豪雨で崩れた遺跡への道
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ヤマアラシ、アルマジロ等の動物が発掘現場や遺跡への道によく現れる。爬虫類ではガラガラヘ
ビ（Cascabel）、ナウヤッカ（Nauyaca）（写真 3）、サンゴヘビ（Coral）等の毒蛇とともに無毒の蛇、
そしてサソリ、スコルピオンと呼ばれる小さな恐竜を思わせる毒トカゲ（写真 4）も生息している 4）。

2　調査史

トナラ地域は東西メソアメリカの交易路の要衡に位置しているので長い文化発展の歴史と
多様な文化要素が見られ、現在まで先古典期から後古典期にわたる 20余りの遺跡が確認され
ている（図 1）。この地域は 20世紀初頭から先駆的な研究者（Seler-Sachs 1900; Palacios 1928; 

Satterthwaite 1943; Drucker 1948; Ferdon 1953; Lowe and Mason 1965; Lowe 1977, 1983; McDonald 

1983; Navarrete 1959, 1960, 1976）がレポート・記録を残している。その中で最大の遺跡がトナラ
市から北へ直線距離にして 4キロメートルのシェラマドレ山系の海抜 700メートルに位置するイ
グレシア・ビエハである。1930年代までトナラ遺跡と呼ばれていたが、地元の住民が使う『旧い
教会』 を意味する名称が正式の遺跡名としてメキシコ国立人類学歴史学研究所（Instituto Nacional 

de Antropología e Historia　略称 INAH）の遺跡台帳に登録されている。特に、建築家エドウィン・
フェルドン（Edwin N. Ferdon, Jr）は 1937年と 1949年の二度に渡り遺跡を訪れて 5）、遺跡の地
図と主要建築の平面・断面図の精細な記録を残し、各建築グループ内の個々の建築につけられて
た築番号を本調査団も踏襲している（Ferdon 1953、図 2）。

写真 3.　ナウヤッカ（Nauyaca） 写真 4.　毒トカゲ
（“Escorpiones” Heloderma horridum）

図 1.　トナラ地域の遺跡地図

図 2.　イグレシア・ビエハ遺跡地図
（Ferdon 1953.）

（線で囲まれた部分が国有化された 31haの遺跡公園）
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その後、1958年にカルロス・ナバレテ（Carlos Navarrete）が訪れた（写真 42参照）のを最後に
40年もイグレシア・ビエハ遺跡が忘れられていたのは、遺跡までの道がなかったのが主な理由だ
が、メソアメリカ学界で脚光を浴びがちなマヤ文化の遺跡ではないのも一因かと思われる。1960

年代からチャパス州の考古学調査を活発に行った新世界考古学財団（New World Archaeological 

Foundation　NWAF）6）の初代団長ガリー・ロ―（Gareth W. Lowe）自身は当遺跡の発掘調査を
しなかったが、建築と彫刻から先古典期後期から人が住み始め、古典期前期に最盛期を迎えて古
典期後期まで続いたと推測している（Lowe and Mason 1965）。1998年に INAHのチャパス州研究
センター（Centro INAH Chiapas）が主管するチャパス州遺跡台帳の調査のために筆者が遺跡を訪
れた当時は、トナラ市から遺跡まで片道 3時間の山道を歩いて行くしかなかった（写真 5）（Kaneko 

y Flores 1999）。

この調査レポートにより遺跡の重要性が再認識され、2000年に州政府が遺跡まで車が通れる道
路を切り開き、2003年から 2004年に第一次発掘調査を行ったが、土地を所有する家族の全員の
承諾が得られずに調査は中断を余儀なくされた。その後、地権者との合意が成立して 2009年に
調査が再開され、現在まで発掘調査が続けられて、2012年には INAHが遺跡の中心部 31ヘク
タールを買い取って国有化して一般公開され、現在では遺跡公園として多くの旅行者が訪れるよ
うになっている 7）。2017年に第十次調査が終了した時点で Bと Cグループの大小 15余りの建築
の発掘修復が完了している 8）。調査年次と各年に発掘修復を行った建築番号は以下の通りである
（Kaneko 2005、2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016、2017、図 3）。

第一次発掘調査（2003-2004年）B-1建築の大基壇前面、B-2建築
第二次発掘調査（2009年）B-3 建築、Bグループ広場のピット探査
第三次発掘調査（2010年）C-3、C-4、C-6  建築、B-3建築のピット探査
第四次発掘調査（2011年）B-1神殿

写真 5.　 B-1建築の大基壇　1998年の調査時
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第五次発掘調査（2012年）C-5、C-10建築、B-3建築のピット探査
第六次発掘調査（2013年）C-13、C-1建築
第七次発掘調査（2014年）C-12、C-14a建築の南部、Anexo B-1ピット探査
第八次発掘調査（2015年）C-11、C-14b、C-7、C-8、C-9a建築
第九次発掘調査（2016年）C-14建築本体の基壇と上部構造物の南西部
第十次発掘調査（2017年）C-14a建築と C-14建築の上部構造物の北東部

3　遺跡の概要　（図 2、3）

2012年に INAHが買い取って国有化した遺跡の中心部には、自然の地形を利用して大小 80の
建築が小川を挟んだ 3つの丘上に西から東へ向かって Aから Eまでの 5つの建築グループとして
配置されており、その範囲は 31ヘクタールであるが、その周辺を含む約 60ヘクタールの範囲に
住居マウンドが確認されている（図 2）。現在、遺跡公園として一般公開されてるのは遺跡の西半
分の B・Cの 2つの建築グループであり、幾つかの広場を囲むモニュメンタルな公共建築複合と
ともに石碑・祭壇などの記念碑が存在している。以下に各グループの主要建築の概略を記す。

3-1　Bグループ
Bグループは、遺跡で最も高い標高 740メートルの北西の丘上に造られ、80メートル四方の大

図 3.　B・Cグループの平面図　（Oscar Reyes作図）



金子　　明

─ 72 ─

広場を 3つの建築が囲んでいる。イグレシア・ビエハ最大の B-1建築の大基壇は幅が 95メート
ルあり、中央には幅 15メートルの斜面（ランパ Rampa）がアクセスとして作られている（写真
6）。基壇上部には幅 65メートル、奥行き 50メートルの三方を壁で囲まれた内陣の中央部に神殿
がある。その横には巨大な球状の花崗岩の自然石が幾つもあるので、大基壇は自然の地形を利用
して作られていることがわかる。現在の大基壇の内側にもやはり巨石で作られた一時代前の基壇
（B-1sub）が確認されている。B-1建築のランパの前には、低い壁で囲まれたほぼ正方形の内陣に
石碑が残る B-1付属建築（Anexo B-1）がある（写真 7）。B-1建築の南東に位置する B-2建築の基
壇（写真 8）は 24メートルと 18メートルの長方形で中央に階段があり、基壇上部の内陣は平石
を積み重ねた二重の壁で囲まれ、奥の部屋に球形の脚のある祭壇がある。グループの南の B-3建
築は一見すると双子のピラミッドだが、建造物の基壇を増築した結果として L状の形となってい
て、上部には独立した 2つの建物と階段がある（写真 9）

写真 6.　B-1建築の大基壇　2004年　発掘修復後　（写真 5を参照）

写真 7.　B-1付属建築（Anexo B-1）

写真 9.　B-3建築写真 8.　B-2建築
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3-2　Cグループ
Bグループの南の Cグループの建築複合は、磁北から 35度東へ傾いた軸線上に大小の傾斜路

で連結された段差のある 3つの広場の周囲に配置されている。B-3建築の南東に小型のピラミッ
ド基壇の C-1建築があり、2つの短いランパで Bグループと結ばれている。その先のランパを降
りると C-3建築の前に亀の形をした祭壇 1がある広場があり（写真 10）、その東側には小さな C-4

基壇がある。広場の南の両端に哨所の役目を果たしたと考えられるC-5とC-6の低いプラットホー
ムが残り、傾斜路と階段が複合した傾斜路により C-10建築（写真 11、図 4）の前の広場につながっ
ている。その北東には C-7、C-8、C-9、C-9aの小さな建築複合がある（写真 50参照）。C-10建築
の広場の南に広がる幅 50メートルの遺跡最大の坂（Gran Rampa）（写真 12）を下ると、遺跡の
最南端に位置する長さ 100メートル、幅 50メートルの大広場があり、南東部は C-11（写真 13）
と C-12建築（写真 14）が連なっている。最南端に太平洋とトナラ市が一望できる C-13建築（写
真 15）が築かれ、その前には、この広場の名称の由来となった通称「生贄の石」と呼ばれる、屹
立していた自然石が折れ落ちたモニュメントが残っている（写真 16、図 5）。広場の北東には遺跡
で最長の 100メートルを越える C-14建築に八本の円柱が残っている（写真 17、図 6、7）。

写真 10.　C-3建築の前に亀の形をした祭壇 1

写真 11.　C-10建築 図 4.　C-10建築　平面・断面図
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4　発掘修復方法

古代都市の全体像を解明するには遺跡測量と試掘坑のみでは不十分であり、都市遺構の主要な
建築複合の全面発掘と修復が必要である 9）。建造物の全面発掘を遂行する際に修復作業を並行し
て行う理由は、地表から数メートルの高さの遺構を発掘して出土する基壇・壁・階段等の建築部

写真 12.　大ランパ　（Gran Rampa） 写真 13.　C-11建築

写真 16.　「生贄の石」 図 5.　C12、C-13、「生贄の石」の平面図

写真 14.　C-12建築 写真 15.　C-13建築

写真 17.　C-14建築 図 6.　C-14建築　平面図

図 7.　C-14建築　正面図
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位のオリジナルの石組みを適宜に固定して保存しなければ遺構が崩壊してしまうからであり、『メ
キシコでの考古学調査に関する法規・規則（Disposiciones reglamentarias para la Investigación 

Arqueológica en México）』の 12条にも修復の義務が明記されている。そして同法規の第 1条に
メキシコでの考古学調査は社会的意義を有すると定義されるように、国の文化財として遺跡を一
般公開する際にも建造物の修復保存は不可欠である。この石造都市遺跡の発掘での修復の重要性
は日本でも故大井邦明先生により 1980年代に以下のように明文化されている（大井邦明 1985:56-

59）。

「・・テオテナンゴ遺跡で調査を進めていくうちに、メソアメリカ考古学の研究者にとっ
て、修復は不可欠な技術であることが理解できるようになった。（中略）ともあれ、石壁
ひとつ、階段ひとつがそれぞれ修復上の問題を投げかけてくる。そして、正確で見た目
も自然な修復を行うには、正しい発掘技術が要求される。また、修復に際しては、簡単
に崩れないだけの堅固さが求められ、土木技術者の助言を必要とすることもある。石造
都市遺跡の発掘には、このように、建築物の修復技術が要求され、それがこの種の調査
の基礎作業になるのである」

イグレシア・ビエハの建築材料は土と花崗岩であり、盛り土の表面に平石や切り石を積みかさね
て築かれている。建築各部を構成するブロックは重さ 1トンを越える石も多いので、第一次発掘
調査の当初は大きな重い石を元の位置へ戻す作業が人力のみで可能かどうか危ぶまれたが、作業
員の創意と熱意で B-1大基壇の修復作業を完遂できた（写真 18、19）。

写真 18.　B-1建築の大基壇の修復作業 写真 19.　B-1大基壇の巨石の修復作業
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その後、毎年のように調査が繰り返されるに従い、大きな石を動かすコツを習得した熟練した作
業員がロープ、丸太、バール、滑車などの簡単な道具を使って、どんな巨石でも持ち上げて元の
位置に戻す修復作業を実行するに至っている。なお、この発掘修復の過程で建造物を覆う表土と
瓦礫（Escombro）を除去する段階で出土する遺物は、建築の内部と基壇の四方をセクションとし
てまとめて収集している。
この遺構の発掘・修復の過程を、2015年度に行った C-11建築の基壇の北角と左上面を例にとっ

て連続写真（写真 20-26）で紹介してみたい。最初に樹木が生い茂りマウンド状になって残る遺構
を覆う樹木と下草（写真 20）を刈る清掃作業を行い建築の全体像を把握することに努めるが、発
掘を妨げない木は残すように努める（写真 21）。建物の外側からトレンチ発掘を開始して基壇の
立ち上がりを把握したら（写真 22）、基壇にそって建造物を覆う表土と瓦礫を除去して建築の石
組を露出させるが、崩れた石は原位置にとどめて動かさずにおく（写真 23）。基壇を構成する石
壁がずれたり崩壊してる状態を観察して、崩れた石を元の位置に戻す復旧（restitución）を行うが、
これは元々なかった石を新たにつけ加える復元（reconstrucción）とは異なり、あくまでも崩れ
落ちた石を持ちあげて元の位置に戻す作業である（写真 24）。最終段階として、石の隙間に石灰
を基とするモルタルをいれて固定して修復（restauración）は完成する（写真 23）。

写真 22.　広場からのトレンチで発掘開始 写真 23.　建築基部の検出

写真 20.　調査開始前 写真 21.　清掃終了後、発掘開始前

写真 24.　崩落した石を元の位置に戻す 写真 25.　修復した部位をモルタルで固定
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5　トレンチとピット発掘による探査

建築複合を構成する各建築の発掘と修復が完了してから、開放空間である広場の層位や建築の
内部構造を調べるためにトレンチと探査坑による調査を行っている。イグレシア・ビエハで最初
に完掘された Bグループでは、40近い大小の探査坑とトレンチ発掘が実施され、多様な資料とデー
タが得られた（図 8）。まず、広場での最深 4.5メートルの 11号トレンチ発掘により、現在の広場
は大量の盛り土で造成されたと判明して（写真 27、図 9）、目に見えない部分に膨大なエネルギー
が注がれて大量の土を運んで整地する土木工事が行われていたことに驚かされる。

B-3建築は現時点で最も内部探査が進んでいる建築である。建築内部の構造を探るトレンチの
層序は、建築中心部であれば垂直方向に各時期のほぼ水平の層位が検証されるが、増築は下から
上に重なるのみならず、基壇の部分では水平方向にも拡張されるので外側から内側への層序が連
なることになる。基壇の 12号トレンチで見つかった新旧の壁の間の土の色が異なる原因として、
最初に白い土を盛って増築しようとした段階で何らかの計画変更がされたか、盛り土のボリュー
ムが足りないと気づいた建設者が新たに黒い土を重ねて最後の時期の壁が造られた可能性が考え
られる（写真 28、図 10）。

写真 26.　修復完了

図 8.　 B-3建築の探査坑と広場
の 11号トレンチ

写真 27.　11号トレンチ 図 9.　 11号トレンチの層序断面図
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6　建築

イグレシア・ビエハ遺跡の最大の特徴は巨石建築である（Kaneko 2011a, 2012b, Kaneko y 

Flores 2014）。建築材は花崗岩であり、それぞれの石の大きさが巨大で重さ 1トン以上あるものが
少なくない。ここでは、巨石建築、石切り技術、建築技術、自然石との共存、建築様式、都市デ
ザイン等について述べてみたい。

6-1　巨石建築
巨石の使用は基壇に限られるているが、すべての建築に巨石が使われているわけではない。B

グループでは B-1の基壇にとりわけ大きな石材が大量に使われているが、B-1建築は遺跡でも最
大の建築物で祭儀の重要な場所だったからだと推測される。また、都市への入り口だったと考え
られる遺跡の最南端の C-13建築や C-12建築に非常に大きな石材が使われているのは、他地域か
らの訪問者に威容を誇示する目的があったのではないかとも推測できる。いずれにしろ、メソア
メリカで他に例を見ないイグレシア・ビエハの巨石構造物を構想した統治者および建設に携わっ
た都市住民は、見る者を圧倒する巨石建築で自分達の都市の勢力を内外に誇示しようとしたので
あろう。古代メキシコでの巨石の使用については、ユカタン北部のアケェ（Aké）、イサマル（Izamal）
遺跡がよく知られており、モレーロス州のチマラカトラン（Chimalacatlán）にも見られる。チャ
パス州内にもチンクルティック（Chinkultik）の球技場、 パレンケ（Palenque）の宮殿や 10号神殿、
ボナンパック（Bonampak）やヤシュチラン（Yaxchilán）の階段にも巨石はあるが、いずれも建
造物の一部や階段に使われているだけであり、イグレシア・ビエハのように基壇がすべて巨石か
ら構築された例は他では見られない（Kaneko 2009:519-520）。現在のところ古代メキシコの巨石
建築の間に相互関係や影響を与え合った形跡は見あたらず、それぞれ独自に巨石の使用を始めた
ものと思われる。
トナラ地域でも先古典期中期から古典期前期にかけて後述する各遺跡の石材の完成度の進展か
ら石切り技術が進化した過程が、明瞭に見て取れる（Kaneko 2011a:679-680, Figura.9）。この石切
り技術が進化した過程において他地域からの影響を受けた形跡は見当たらないので、少なくとも
建築史の面からはトナラ地域の文化が自律的な進化が実証されたと言えよう。先祖代々にわたる
建設作業の労働の経験が積み重ねられ、試行錯誤を繰り返しながら石切り技術の改良を重ねて父
祖の代から子孫へ伝わる過程で、巨石を運搬して積み上げるテクニックのノウ・ハウが蓄積され
てイグレシア・ビエハで最高度にまで結晶した結果として、メソアメリカ建築の常識を打ち破る

写真 28.　B-3基壇 12号トレンチの新旧の壁 図 10.　B-3基壇の新旧の壁の断面図
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巨石建築が建ち並ぶ都市が出現したと言える。

6-2　石切り場と運搬
イグレシア・ビエハでは自然石の節理を利用して割った未完成の石材が残る石切り場（写真

29）や、運搬途中で放棄された石材（写真 30）も見つかっている。石切場は建築物のある都市空
間よりも高い場所にあるのが通例で、巨石の運搬に費やす人的エネルギーを最小にする工夫がな
されたのは明らかである。

もう 1つの興味深い石材取得の手段は、天然に存在する直径 5メートル以上もある巨大な石塊
を、火を使って熱して割った可能性が推測されることである。このように割られた石の表面は凸
面状となり、建造物に使われている多くの石材の裏側に凸面が残っていることから、主要な石材
を作る手段だったと考えられる。
なお、建造物に使われている石は 4つのタイプに分類できる。石ブロック（5面が切られ残る 1

面は丸く凸面上になっていて、基壇の壁を築くために使われる）。大きな平石（6面がきれいに切
られ、おおむね長方形で壁の上の押さえ石に使われている）。小さな平石（2面以外は不規則な形
で、上述した大きな石材を製作する際の破片と考えられ、建造物の上部の部屋の壁に使われたり、
基壇の巨石の隙間にはさむ楔石としても用いられている（Kaneko 同上）。

6-3　建築技術
第一次調査では、イグレシア・ビエハの建造物の建築方法、すなわち、巨大な石をどのように
支えているのかと言う点が、修復作業を進める上で緊急の検討課題となった。B-1基壇の発掘の
過程で、建築方法は自然丘の余分な部分は削って足りない部分に盛り土したマウンドの表面に花
崗岩の切石を積み重ねて基壇を築いていると判明したが、基壇の立ち上がり部分や広場の床面も
含めて、石灰を原料にした漆喰やモルタルは検出されなかった。その後の発掘調査で泥漆喰が基
壇上部の神殿の床や壁の立ち上がり部分で確認され、神殿の部屋の壁は平石を積んだ隙間に土が
詰められていたと判明したが、石灰を原料にした漆喰やモルタルの類は床面も含めて検出されて
いない。巨石を積み上げて構築される基壇部では、モルタルの接着力ないし粘着力で石の重量を
支えることは不可能であり、石のバランスを巧妙に勘案しながら積み上げて巨大な構造物を築い

写真 29.　石切り場 写真 30.　運搬途中で放棄された石材
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たと考える他はない。
巨石建築を誇るイグレシア・ビエハでも、建築後に上の石の重みを支えきれずに建築物が崩壊
の危険に瀕した壁面を補強する支えの石をはめ込んだケースが見られる。B-1大基壇の北東の基
壇の壁には後から急遽はめこまれた一連の支え石があり（写真 31）、上部の石が落ちた反対側と
は対照的に北東壁は完全な形を保っていた。一方、C-10建築の基壇の左正面（東北側）では、崩
れかけた壁を支えて補強するために嵌め込まれた石に、これ以上崩れないで欲しいという望みを
託すかのように縄の結び目の文様がリアルに浮き彫りされていた（写真 32）。

6-4　自然石との共存
広場が造成される以前は、B-1建築がある場所には自然の丘があった証拠として、大きな自然
石が B-1神殿の横に今も残っている。そして自然石を建築に組み込むのもイグレシア・ビエハの
建築の特徴で、例えば B-3建築の側面には自然の巨石が建築の壁に生かされている（写真 33）。
C-3建築の北西の壁には、自然石に合わせて切られた石が壁の端にはめ込まれていた（写真 34）。
いずれも自然の石を尊重する建設者の気持ちが今に伝わってくる例である。

6-5　建築様式
壁は広義のタルーと呼ばれる斜壁と上下の平石（モルドーラMoldura）に横長のブロックを立

写真 31.　B-1基壇の支え石の列 写真 32.　C-10基壇の縄の結び目の文様

写真 33.　B-3建築の壁に組み込まれた自然石 写真 34.　C-3建築の壁石と自然石
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てて挟んだコーニス（Cornisa）と呼ばれる垂直壁の組み合わせである（図 11）。基壇上部へのア
クセスとして階段とともに、B-1建築には斜面の坂道（Rampa）が使われている（写真 6参照）。
大基壇の角は直交する壁の断面を平石等で閉じて角が内側へ入り込んだ形式（Esquina remetida）
を採用している 10）（写真 11参照）。

6-6　都市デザイン
一般にメソアメリカの大遺跡は、かつては宗教儀礼を重視する『祭儀史観』により神権政治の
中心と考えられて祭祀センター（Centro Ceremonial）と呼ばれていたが、現在では古代都市（Ciudad 

Antigua）という概念が通説となって、都市デザイン、都市計画、都心と周辺という概念と用語が
普及している。イグレシア・ビエハは、前述したように 3つの丘の間に流れる二本の小川を挟ん
で、それぞれの広場を巨石建築で囲む建築複合が公共空間として築かれ、丘の中腹から小川まで
居住単位であるの方形の小基壇が道の両側に配置された密度の高い住居地域が、公共空間を挟ん
で 60ヘクタールの遺跡全域に広がっている。これらの居住単位が傾斜した自然の地形に段差をな
して造られ、巨石基壇と広場を中心とする公共空間から徐々に下がるように住居地区が交錯して
おり、遠方から見れば何階建てもの建築が重なるように見えるイグレシア・ビエハ独特の都市景
観を生み出していたと推測される。この高低差を利して公共空間と住居地区が交錯するイグレシ
ア・ビエハの都市デザインは、平坦な盆地に「死者の道」に面する太陽と月のピラミッドや城塞（シ
ウダデラ）の大建築複合を軸に碁盤の目のように住居地区が並ぶテオティワカンとも、ピラミッ
ド・宮殿・神殿の建築複合を中心として周辺に居城単位が広がるマヤ都市のパターンとも異なっ
ている。メソアメリカの住居の基本的な単位は中庭の四方を囲む低い基壇であり、この点はテオ
ティワカン、マヤ、イグレシア・ビエハも共通しており、この居住単位をどんなパターンで配置
するかにより各文化の都市デザインの独自性が生まれると言っても過言ではあるまい。イグレシ
ア・ビエハには外敵に備える壁や堀のような防御施設は見られないが、海岸平野からのアクセス
が困難な立地そのものが建設者の防御への配慮を暗示している。海抜 700メートルの山系に建設
されたイグレシア・ビエハは、モンテ・アルバン（Monte Albán）、ソチカルコ（Xochicalco）、テ
オテナンゴ（Teotenango）のように丘上や高台に位置する古代メキシコの都市と同じ立地条件を
備えている。上述した丘上の都市には球戯場があるが、イグレシア・ビエハには球技場は存在せず、
この点は同時期の古典期前期の中央高原の大都市テオティワカンと同じである。

図 11.　建築の断面の模式図
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7　彫刻

イグレシア・ビエハ遺跡には多くの石彫が残っている。主な石材は花崗岩だが、砂岩の浮き彫
りも数点見つかっている。石彫の種類は石碑、祭壇、建築の一部、自然石への線刻と多彩である。
破損して出土する断片も多いが、ここでは代表的なモニュメントを取り上げてみたい。

7-1　祭壇 1（Altar1）
C-3建築の前にある祭壇 1（長径 1.98メートル、短径 1.73メートル、高さ 0.45メートル）は、

正面が動物の顔で胴体の三面に人面が彫られていて、地元の人々は『3つの顔』と呼んでいる（写
真 35）。遺跡で最も目をひく彫刻であり、背中には結び目のある文様があり、正面の想像上の動
物の文様に関しては蛇、ワニ、ジャガー等の諸説が唱えられたが、彫刻全体の形状が海亀の甲羅
の形をしてる上に、顔にある大きな目から亀が原型だと思われる。ちなみに現在でもトナラ海岸
には多くの亀が上陸して産卵するので、卵を保護して孵化させ放流する保護センターが設けられ
ているが、過去においても亀は海岸の住民には馴染み深い動物だったはずであり、神格化されて
祭壇として広場の中心に安置されたものと思われる。

7-2　「帽子（La Cachucha）」Monumento 3

地元で「帽子（La Cachucha）」と愛称される D-2建築の前のモニュメント 3は、ヒトデ等の水
に関する幻想的な動物の文様を含んだ長円形の彫刻（長径 2.74メートル、短径 2.28メートル、高
さ 1.09メートル）である。立体的な彫刻と言う点でグアテマラのマヤ遺跡キリグア（Quiriguá）
の三次元の獣形神の彫刻群との類似性を感じさせるが、年代的にはイグレシア・ビエハの方が古
い（写真 36）。

7-3　鷲
このリアルな鳥の顔は石材の片面にのみ彫刻されていて、建築にはめ込む為の柄があるので、
本来は階段の両側を対で装飾していた建築の部位（Elemento arquitectónico）だったと考えられる。
浮き彫りには先の曲がった長い嘴と大きな丸い目の前に鼻孔が表現されているので、獲物の肉を
啄む鋭く曲がった嘴を持つ猛禽類（Falconiformes）の鷲だと思われる。彫刻の寸法は長さ 89セン
チメートル、高さ 28センチメートル、厚さ 14センチメートルで、C-3建築の前の低い基壇で見
つかった（写真 37）。

7-4　長い鼻の蛇（Serpiente Nariguda）
この蛇のレリーフは人為的に割られていて、C-13建築の北の角の近くの基部にあった長さ 3.8 

メートルの巨石の下に奉納品として埋められていた。花崗尖緑岩の長さ 90センチメートル、幅
64センチメートル、厚さ 12センチメートルの平石に、円形の渦巻き文様で表現された鼻の長い
蛇の意匠が浮き彫りされており、同じチャパス太平洋岸のイサパ文化の「様式化された蛇」との
類似性が見られる（写真 38）。
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7-5　卵（Huevo）
2009年の第二次調査で実施した Bグループの広場のほぼ中心の探査抗で、巨大な卵型の石（長

径 2.04メートル、短径 1.6メートル、高さ 1メートル）が発見された（写真 39）。石の表面が加
工されていたので、人造物であるのは明らかだったが、当初は「卵」の意味が分からず、重すぎ
て地表に引き上げるのも困難だったので再び埋め戻した。その後、ソケ族と同族関係にあるミヘ
（Mixe）族に「人も動物もすべて卵から生まれた」という創世神話があると知って卵の持つ意味
に思い至り、2013年に地中から掘り出し、現在は地表に安置してある（写真 40）。

7-6　人の腕（写真 41）
羽毛の装飾を背景に人の上腕部に 3つの玉の数珠、手にも大きな玉を持つ中空の砂岩製の浮き
彫りは、高さ 59センチメートル、幅 39センチメートル、厚さ 7センチメートルで、B-1建築と
B-3建築で別々に発見された。他にも数点、厚さ、図柄、材質から同じ彫刻の部分と思われる破
片が Bグループの広場で見つかっている。意図的に壊されて放棄されたと推定され、イグレシア・
ビエハにある種の暴力的な状況が生じた可能性を示唆している。

7-7　石碑
フェルドンが報告した 10本の石碑（Ferdon 1953:81-85）の多くは、平石や角柱を整形して建築
の横や前に設置したものであり浮彫りは施されていない。唯一の例外は、Cグループの南東の端
にある石碑 9で、両面にナイフをもった人物の浮き彫りがあり「兵士（Soldado）」と呼ばれてい
る（写真 42　1958年に遺跡を調査したカルロス・ナバレテ Carlos Navarrete）。なおフェルドン
は C-12建築の北東に祭壇 2と石碑 4を確認していたが（同上 : 39、82、86、Figura.10）、発掘す
るとそれ以外にも 4本の石碑が基壇内に倒れているのが見つかった（写真 43）。

7-8　建築にはめ込まれた浮彫り
これまで見てきたような独立した彫刻ではなく、建築の一部として基壇の石に浮き彫りが施さ
れた例も多い。B-1大基壇の各所には十字の模様が刻まれた石が見られる（写真 44、45）。十字の
文様の意味は不明だが、メソアメリカで最も古くから現れる図柄の 1つであり、先古典期のオル
メカ文化から使われている。「魚」ないし「鍵口」と名付けられた、壺を横にしたような文様は C

グループの C-3建築の南の角　（写真 43）、C-10建築の西の角（写真 44）といずれも基壇の右隅
の角にはめ込まれた格好で見つかった。類似の印は隣州のオアハカのニュニェ（Ñuñe）文化にも
見られ、置かれる位置が決まったパターンの浮き彫りは、建設したグループの紋章なのかもしれ
ない。

イグレシア・ビエハの石彫モニュメントの特徴を一口に言えば、動物の文様を基調として、人
間を表現した彫刻が少ない点である。テオティワカンやマヤ文化と比べても人間を題材にした彫
刻は少なく、自然界への信仰を基調とするアニミズムを思わせる亀を原型とする「祭壇 1」や、「鷲」
や「蛇」というメソアメリカ美術のスタンダードな動物の彫刻が多くみられる。早急な結論は差
し控えたいが、統治者を聖なる王とする神王思想から王墓を建設したマヤ文化と、集団統治で王
墓の痕跡すらないテオティワカン文化と比較すると、彫刻美術から推測するかぎり、イグレシア・
ビエハの政治組織は神王統治ではなく集団統治のパターンに近いと考えられる。
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写真 41.　人の腕のレリーフ

写真 37.　出土した鷲の石彫 写真 38.　様式化された蛇のレリーフ

写真 39.　「卵」2009年の発見当時 写真 40.　Bグループの広場の「卵」

写真 35.　祭壇 1 写真 36.　Dグループのモニュメント 3『帽子』
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8　石器と土器

8-1　石器
古代メキシコの食生活に欠かせないメターテ（Metate）とマノ（Mano）,　髪や爪を整えるの
に必須の黒曜石刃、そして装飾品かつ威信財であるヒスイの玉は、メソアメリカの遺跡の例にも
れずイグレシア・ビエハでも出土している。破損した黒曜石製の尖頭器が何点か見つかっている

写真 43.　C-12建築側面の祭壇 2（丸い石）と石碑 4写真 42.　石碑 9

写真 44.　B-1基壇の十字の浮彫り 写真 45.　B-1基壇側面の十字の浮彫

写真 46.　C-3の南角の「鍵口」 写真 47.　C-10の西角の「魚」
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ので、狩猟用具ないし戦争の武器の存在は裏付けられたが、出土状況から戦闘の痕跡とは考えら
れない（写真 48）。前述したように、石切りの工具は見つかっておらず、斧状の道具が見つかっ
ているが、花崗岩を切る道具とは考えられない（写真 49）。

8-2　土器
土器の大半を占めるのは日常の貯蔵、調理、食事に使用した無装飾の食器類だが、古典期ソケ
文化の指標土器とされる黒色線刻土器（写真 50、51、図 12、13）が建築の奉納品として B-3a神
殿の探査ピットから見つかっている。基本的にソケ文化の系統であるのは確かだが、テオティワ
カン、オアハカ、マヤ地域との交流を示唆する資料も僅かながら見つかっている。
調査が開始されてから数年間は、各建築の発掘から出土する土器の量は極めて少なかったが、

2011年の B-1神殿の階段と基壇前部で大量の完形の土器が積み重なって発見された（写真 52）。
同年の調査では掘りきれなかった大量の土器は、将来の調査のために手をつけないまま残してあ
る。土器は基壇が崩れた石の上に置かれていたので、都市が放棄され機能しなくなった後の時代
の奉納品と推測されるものの、誰が、どうして大量の土器を残したかについては不明な部分が多
い。
土器編年は、トナラ全域の遺跡を含む地域調査を視野にいれて構成しているが、今のところ、
イグレシア・ビエハで出土した土器で先古典期中期（紀元前 1000－ 400年）と後期（紀元前 400

年－紀元後 100年）に相当するものは僅かであり、ほとんどは原古典期から古典期に相当してい
る。但し、マヤの古典期前期は 300－ 600年だが、イグレシア・ビエハの全盛期は紀元後 250－
400年なので、400－ 600年を暫定的に古典期中期としている。

8-3　テオティワカンとの関係
従来、古典期前期のテオティワカンとマヤ文化を語る際には、グアテマラ市近郊のカミナルフ
ユー（Kaminaljuyú）遺跡とペテン地域の大都市ティカル（Tikal）のタルー・タブレロ様式の建
築と土器が常に例としてあげられ、紀元 400年頃からテオティワカンの影響がマヤ地域に及んだ
とされる 11）。従って、地理的にテオティワカンとカミナルフユーへの交易ルートの中間に位置す
るトナラ地域のイグレシア・ビエハが、メキシコ中央高原とマヤ地域とどのような関係にあった

写真 48.　黒曜石の石刃，尖頭器等 写真 49.　斧型石器
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かが問題となる。調査開始から 10年間ほどはテオティワカンの存在や影響を示す資料は皆無だっ
たので、トナラ地域はテオティワカン文化圏から独立した領域を形成していたと考えていたが、
最近の調査でテオティワカンとの関係を示唆する出土品が見つかり、メソアメリカ文明の古典期
前期にイグレシア・ビエハが果たした役割への手がかりが得られた。

C-10建築の北東に位置する C-7、8、9a建築複合は、メソアメリカで典型的な中庭を囲む住居

写真 52.　B-1神殿の基壇前部で発見された大量の土器

写真 50.　黒色線刻土器　壺 写真 51.　黒色線刻土器　杯

図 12.　黒色線刻土器　　壺 図 13.　黒色線刻土器　杯
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パターンで、マノとメターテも出土したので住居遺構であるのは確かだが、公共空間に隣接して
作られている点が他の住居跡と異なり、建築材には表面を研磨した良質の石材が使われている（写
真 53）。この建築複合からの出土品の分析は現在も続いているが、円筒形三脚土器（写真 54）が
含まれ、メキシコ中央高原からの緑色の黒曜石も発見され、残りの遺物の組成も他の建築からの
出土品とは明らかに異なっている。この建築複合に近い C-11建築からも、オアハカのモンテ・
アルバン IIIbと似た大きな円形の耳飾りをしたテオティワカン様式の土偶が出土している（写真
55）。公共空間に造られた良質な建築とテオティワカンの影響が見られる出土品から、この C-7、8、
9a建築複合はテオティワカンと関係の深いエリートの住居跡ではないかと思われる。

9　まとめ

9-1　年代
土器編年でも述べたように、イグレシア・ビエハには先古典期中期から海岸平野のセンターか
ら人が登ってきてはいたようだが、建設活動をともなって人が住み始めたのは先古典期後期ない
し原古典期からである。そして巨石建築に象徴される都市の建設は古典期前期に全盛を迎える。
一般にメソアメリカの古典期前期は紀元後 300年から 600年とされるが、イグレシア・ビエハ遺
跡の炭素 14の測定値は紀元 120年から 400年に収斂しており 12）、土器編年の項でも記したように、

写真 53.　C-7、8、9a建築複合

写真 54.　C-7、8、9a建築複合から出土した三脚土器 写真 55.　土偶
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暫定的にイグレシア・ビエハの全盛期である 250年から 400年までを古典期前期とし、400年か
ら 600年を古典期中期としている。イグレシア・ビエハの衰退と放棄の原因、時期については、
B-1神殿の基壇で発見された大量の土器や、後述するベルナル峰の遺跡群と深く関係していると
思われるものの、未だ不明な点が多く残っている。

9-2　言語
現在のトナラ地域には先住民の言語を話すグループはいないが、スペイン人が到着した時代に
ソケ語の方言の 1つであるフエフエテカ（Huehueteca）語が話されていた記録があり（Thomas 

1974:28）、テワンテペック地峡を中心とする現在のソケ語族の分布からも先スペイン期のトナラ
地域の住民は広義のソケ語族だったと推定される。考古学的にもイグレシア・ビエハ遺跡からソ
ケ文化の指標である黒色線刻土器が奉納品として出土しているので、メソアメリカでも特筆され
る巨石都市の建設の主体を担ったのは古代ソケ語族だと考えられる。

9-3　ソケ文化の考古学
今から 40年前に「オルメカ考古学がよちよち歩きの幼児なら、ソケ文化の考古学は実体のない
幽霊も同然だ」という名言（迷言？）を吐いたガリー・ロウ（Gareth W. Lowe）が唱えた、大西
洋湾岸の古代オルメカ人はソケ語を話していたという仮説は、賛否両論をともないながらも徐々
に認められるつつある（Lowe 1977）。メソアメリカ南東部は従来は南部マヤと呼ばれていたが、
現在ではオルメカとマヤをつなぐとされるイサパ（Izapa）文化や、紀元前 36年の最古の長期暦
が出土したチャパ・デ・コルソ（Chiapa de Corzo）遺跡をも含む南部海岸（Costa Sur）13）とし
て、マヤとは異なる独自の文化圏を形成しつつ、メソアメリカの文化発展に重要な役割を果たし
たと考えられている。近年、テワンテペック地峡やチャパス南部海岸の考古学調査が進むにつれ、
ソケ文化の指標である黒色線刻土器が広範囲で出土するものの、各地域の建築や彫刻は大きく異
なっているのが明らかになり、ソケ文化は地方色が豊かな文化だったというのが、ソケ文化圏で
遺跡を調査する考古学者の共通認識となりつつある 14）。東西メソアメリカの主要な交易ルートを
扼すテワンテペック地峡の地峡全域に広大なソケ文化圏が形成されるなかで、巨石建築を擁する
イグレシア・ビエハが古典期前期のソケ族の首都として機能したのか、或は南部海岸トナラ地域
を版図とする地方センターだったのかは今後の研究課題である。

9-4　トナラ地域の文化伝統
トナラ地域の海に迫る山系の麓に広がる海岸平野では、早期から山での採集・狩猟と海辺で漁
労を営む人々の間に小規模な交換ネット・ワークが存在したと推測されるが、トウモロコシ農耕
の導入により定住化が進行する過程で、より広い交換システムに組み込まれたと考えられる。先
古典期前期に大西洋湾岸を核として成立したオルメカ文化はメソアメリカにおける広域な交通
ルートのネットワークをコントロールしており、トナラ地域の住民はテワンテペック地峡を越え
て大西洋湾岸の先進文化オルメカに追随しうる物質的・精神的基盤を背景にしていたので、トナ
ラ地域にオルメカ様式の彫刻が見られるのは不思議ではない（金子 2007）。冒頭にも記したよう
にトナラ地域にはイグレシア・ビエハの他に 20余りの遺跡があり、豊かな文化伝統の長い歴史が
ある（金子 2004; Kaneko 2006, 2009, 2011a）。
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現時点でトナラ地域で確認されている最古の遺跡は先古典期中期　（紀元前 1000－ 400年）の
ツツクリ（Tzutzuculi）であり（写真 56）、先古典期中・後期に栄えたセンタであるティルテペッ
ク（Tiltepec）、原古典期ないし先古典期後期（紀元前 400 年－紀元 100年）に建設されたラ・ペ
ルセベランシア（La Perseverancia）と同様に、それぞれ海岸平野の河川に沿ってセンターと住居
址が形成されている。イグレシア・ビエハが山上に建設された理由は猛暑の海岸平野より平均気
温が 5度は低くて過ごしやすい気候と都市建設に不可欠な豊富な石材の存在とともに、平野部か
ら山上のエリート層と都市住民へ物資の供給を安定して行える政治・社会組織の発展による面が
多いと考えられる。古典期前期（紀元 250年－ 400年）には、巨石都市イグレシア・ビエハを首
都とするトナラ地域のソケ族は古代メキシコでも指折りの文化地域として繁栄して最盛期を迎え
る。イグレシア・ビエハから直線距離で南東 46キロメートルのベルナル峰の山系の頂上にのこる
「失われた都市（Ciudad Perdida）」遺跡には、中米へ向かう狭い道を眼下に望む監視所が巨石を
用いて設けられ、東西メソアメリカの交易ルートをコントロールしていた。ベルナル峰の麓のロ
ス・オルコネス（Los Horcones）遺跡の石碑 3号は現在はトナラ市の中央広場に設置されてるが
（写真 57）、トラロック（Tlaloc）15）が武装した姿で表現されていて、テオティワカンやソチカル
コとの類似性が論じられている（Navarrete 1976）。古典期中期（紀元 400－ 600年）から勃興し
たロス・オルコネスは、イグレシア・ビエハが衰退した原因の鍵を握る遺跡だが、建築遺構が未
発掘のため詳しいことは分かっていない（García-Des 2005, 2012）。

このようにトナラ地域では先古典期中期から古典期中期にかけて中心となるセンターや都市こ
そ変遷したが、メソアメリカの主要な交易ルートを扼す位置を占める地域の重要性は持続した。
しかしながら、古典期後期（600－ 900年）から後古典期前期（900－ 1200年）にはトナラ地域
には大きな遺跡・遺構が認められず、地域的にも衰退したと考えられる。但し、トナラ市の外港
の漁村にあるエル・パレドン（El Paredón）遺跡からは後古典期後期のアステカ土器が出土して
おり、低いマウンドから金属器も報告（Navarrete 1959）されている。アステカ帝国 8代目の皇

写真 56.　ツツクリ出土のオルメカ人頭像 写真　57.　トラロックの石碑
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帝アウィツォトル（Ahuítzotl）が部将を派遣してカカオの栽培地であるソコヌスコ（Soconusco）
を征服した際に、アステカ族がトナラ地域を通過したのは明らかであり、今後の調査が待たれる。

9-5　今後の課題と展望
イグレシア・ビエハ遺跡の調査では主要建築の発掘修復を地道に進めるとともに、広大な住居
地域にサンプル地区を設定して測量、発掘による居住単位の解明につとめたい。住居地域では現
時点でも地表観察で視認できる居住単位を発掘で確認してから、居住区画を構成する道が主要建
築のある公共地域へ続くアクセスを検証して、都市の構造および社会構造の研究へつなげていき
たい。なお、これまでの調査ではイグレシア・ビエハ遺跡では埋葬はおろか一片の人骨も見つかっ
ておらず、葬制の実態は全く不明なので、今後の住居地域での発掘調査での埋葬の発見が期待さ
れる。
トナラ地域では各時代ごとに政治・経済の中心センターが移動したので、放棄された各時代の
建築群がそのまま遺跡として残っている。そのため、同じ都市に長く住み続けたマヤ地域のよう
に古い時代の遺構を探査する目的で後代の遺構を破壊する必要がないので、センターから都市へ
の発展を通時的に研究するには理想的な地域である 16）。従って、各遺跡の中心部の建築複合の全
面発掘と住居地区の発掘により、各センター都市の建築様式と技法、公共空間と居住空間の関係、
建築遺構の密度と配置を把握して、各遺跡の公共空間と居住空間の関係すなわち都市の構造の変
化を通時的に比較検証することで、先古典期中期のオルメカ・センター（Tzutzuculi）の誕生から
都市（Iglesia Vieja）の成立までのプロセスの解明が期待できる。現在のところ、これまで何度も
各遺跡を調査した表面観察からだけではあるが、この時間軸の中間には形態的にセンターの発展
型（Tiltepec）と準都市（La Perseverancia）があると想定している。これらの遺跡は各時代のエリー
ト層が農民や漁民を支配する階層社会のなかで農漁村の集落とは異なる都市空間を形成した痕跡
であり、イグレシア・ビエハを軸とする考古学調査により、メソアメリカの東西交易ルートを扼
するトナラ地域でのセンターから古代都市へ進化する文化発展のモデルを提唱してみたい。

10　メキシコ社会と考古学調査

トナラ近郊の鉄道の貨車の屋根に中米からの不法移民が乗って米国へ向かう姿は日本でも報道
されており、最近も中米からの難民キャラバンが米国国境へ向かうニュースが流れ、メキシコで
も職がないため心ならずも故郷を離れて北の大国へ向かう人々は後を絶たない。考古学調査の現
場のフィールドで出会う農民や作業員として働く地元の人々は「観光客が訪れるような遺跡公園
にして、少しでも地元が潤うようにして欲しい」という気持ちを抱いている。この社会的な要請
にどのような形で貢献をするかは、メソアメリカで調査をする考古学者が国籍に関係なく自らに
問わなければならない 21世紀の課題であろう。
メキシコでは考古学調査は社会に寄与すべき活動として定義されており、遺跡の発掘・修復そ
して遺跡公園としての整備は、国家機関であるメキシコ国立人類学歴史学研究所（INAH）が実
施している。20世紀初頭のメキシコ革命以降、国家・民族のアイデンティティを可視的に顕現で
きる遺跡は内外からのツーリストが訪ねる重要な観光資源となっており、現在では 192の遺跡が
一般公開され、テオティワカン、パレンケ、チチェン・イッツァ等の 9つの古代都市と遺跡が世
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界遺産として登録されている。
イグレシア・ビエハを例に取り、考古学調査により発掘された遺跡が一般公開される経過を記
してみる。2012年の政権交代を前に大統領が政治的公約とした 12の新しい遺跡公園を開設する
ために発掘修復が優先される遺跡リストには当初はイグレシア・ビエハは含まれていなかった。
しかしチャパス州の他の遺跡の土地収用が不可能となったために、代換候補として急遽イグレシ
ア・ビエハに白羽の矢が立った。発掘調査と並行して、チャパス州研究センター、研究所本部の
法制局、建設局、遺跡オペレーション部が参画して、土地所有者そして地元のチャパス州政府や
トナラ市役所との交渉が行われ、土地の買収、道路の整備、トイレ等のサービス棟の建設、展示
標識の設置が突貫工事で行われ 17）、辛うじて政権交代の前日に一般公開にこぎつけた 18）。
メキシコの考古学調査は伝統的に遺構の全面発掘と修復が主流だが、内外の学術誌では未発掘
の遺跡の測量と試掘坑による予備調査の資料から古代都市の成立を論じる考古学レポートを散見
する。仮に建築物の発掘修復をしない調査方法をイグレシア・ビエハに適用したとするならば、
フェルドンの作成した地図と試掘坑の資料から巨石都市を論じる空論に陥るのみならず、文化遺
産を地元に残さないが故に地域社会にも貢献しえないであろう。考古学の社会的意義を顧みずに、
研究者の興味本位で遺跡を掘り返して「重要な資料とデータ」や「新発見のモニュメント」を漁っ
たあげく、文字通り後は野となれ山となれと去っていく学術調査では、21世紀のメソアメリカ考
古学において地元のコミュニティと摩擦を起こすことが懸念される。
メキシコの遺跡は INAHの代々の考古学者が発掘調査を続けた結果として今日の姿になってい
るが、1つとして遺跡全域が完掘されたものはなく、現在も各遺跡の調査が進められている。メ
キシコ・中米の政府機関は自国の文化遺産の保存の観点から発掘・修復を実施してるが、日本を
含めた欧米の研究者はともすれば異国の遺跡を研究対象としてのみ捉えて修復・保存を軽視しが
ちである。悠久の文明史を古代遺跡の発掘調査を通じて研究する考古学者は、多くの人々が守り
続けてきた文化遺産を受け継いで、先学の学問的成果を深化させて後代に伝える歴史の流れの中
に身を置いている。ユネスコの登録の有無にかかわらず各国の文化遺産はすべては「人類の遺産」
であると言う観点から「人類の一員」としてメソアメリカの遺跡の調査・修復・保存に挑む若い
世代が現れるのを期待したい。
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注

１） メキシコの INAH、米国のカーネギー研究所、ピーボディ博物館、ペンシルベニア大学博物館な
どが代表的な研究機関である。

２） 正確には花崗岩と尖緑岩との中間の深成岩である花崗尖緑岩（Granodiorita）で、主成分は石英、
長石、黒雲母、角閃岩である（益富 1955:35）。

３） 第四の太陽の世界には巨人が住んでいたがジャガーに食べられてしまったと言う。イグレシア・
ビエハの第一次調査の初日にジャガーの幼獣 2匹が遺跡への道に現れて車と並走したことがあ
り、現在でも生息してると思われる。ジャガーを始めとする密林の動物は脅威ではないが、大地
の神ともされるジャガーが地震と関係するとすれば、トナラ地域はイグレシア・ビエハは火山帯
に位置する太平洋岸はココス・プレートが北米プレートの下に沈みこむ動きにより地震にもしば
しば見舞われる。

４） イグレシア・ビエハ調査団では、発掘調査中に下草や土中から現れる動物は逐次に安全に棲息で
きる密林へ移動させている。森林の生き物が先住者で、調査団は「彼らの家」への闖入者でしか
ないという自然・生態観にもとづいている。作業員が発掘中に珍しい生き物を見つけると筆者が
捕獲された動物の写真を撮るので、動物と昆虫の写真が増えて自然環境の動物相を知る参考に
なっている。動物や昆虫を発掘現場から離れた安全な棲み家へ戻すのは、毎日の調査にアクセン
トを与えてくれるが、危険な毒蛇やサソリ等は棒で追い払って密林へお引き取り願う次第である。

５） 二度目の調査に際しては、後にメキシコ考古学界で先史学の重鎮となるホセ・ルイス・ロレンソ
（José Luis Lorenzo）が、メキシコ国立人類学歴史学大学（ENAH）の考古学課程を修了したば
かりながら助手として同行したのが特筆される（Ferdon  1953:vii）。

６） 米国のユタ州を本拠とするモルモン教団の後援を受けた新世界考古学財団（NWAF）は古代アメ
リカ大陸に実在したとされる預言者モロナイの聖典モルモン書の探索を目的に発足したが、チャ
パス州のイサパ（Izapa）とチャパ・デ・コルソ（Chiapa de Corzo）遺跡では資料の分類・編年
を基礎として、過剰な理論化に走るニュー・アーケオロジーの流れとは一線を画して実証的研
究を行い、同財団とユタ大が刊行する論文集 Papers of the New World Archaeological Foundation
は現時点まで 82巻が出版されチャパス州の考古学の基礎文献となっており、現在もジョン・ク

写真 58.　2017年度　第十次イグレシア・ビエハ調査団
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ラーク（John Clark）の主導で 20世紀に行った幾多の調査資料の刊行が進められている。
７） 2015年度は約 6千人が訪れ、記帳した訪問者の内訳は地元のトナラ、チヤパス州に次いでメキ
シコ国内および中南米と欧米からの訪問者が含まれる。なお現在のところ入場無料である。

８） なお、2017年 9月 7日深夜にトナラ沖を震源とするマグニチュード 8.2の地震が起こり、イグレ
シア・ビエハ遺跡公園の多くの建築遺構の壁が崩落してしまったが、INAHが全遺跡公園にかけ
られていた保険金の交付を待って 2019年から復旧作業が予定されている。

９） 基本的なコンセプトは日本の集落遺跡と都市遺構の発掘と同じであり（文化庁 2010）、メソアメ
リカでは石造遺構が地表上にあるので建築複合を全面発掘するには建築の修復が必要となるのが
異なる。日本の読者そして専門家には城郭遺構をイメージしてもらえれば、古代メキシコの遺跡
が身近なものとして感じてもらえると思う。ただ、日本の都市・城郭遺構の研究には歴史文献が
援用できるが、メソアメリカでは僅かな文献資料と銘辞資料（マヤの石碑等）しか残っておらず、
考古学的に歴史を復元・解釈する必要がある。言い換えると歴史文献が皆無に等しい都市・城郭
遺構の発掘調査がメソアメリカ考古学の基本的なイメージかもしれない。

10） この角が入り込んだ Esquina Remetidaは、マヤ文化のペテン地区の建築様式の特徴である。古
典期前期の全マヤ地域のピラミッド建築に見られるので、トナラ地域にも伝播した可能性は否定
できないが、イグレシア・ビエハでは直交する基壇にあう大きな角石を探す代わりに、断面を平
石で閉じるプラグマティックな処理方法をとった印象を受ける。

11） グアテマラのペテン地域のティカル（Tikal）へはテオティワカンの戦士が西暦 378年に到着し
たとされる。

12） 資料はすべて炭化物であり、マツ科、広葉樹、散孔材が含まれる。

番号 建築 部位 層位 年度 ラボラトリー 測定年代 較正した暦年代範囲1 σ Sigma（68％）
Registro Estructura Unidad Capa Años Laboratorio （yrBP±1σ） Rango de 1 Sigma （68％）
14 B-1 Templo Fachada SE Escombro 2004 NUTA2-

10652
1708± 23 261 d.C.:280 d.C. （23.2％）, 

326 d.C.:385 d.C. （76.7％）
35 B-2 Pozo 4 Capa 4 2004 NUTA2-

10653
1756± 23 242 d.C.:261 d.C. （30.2％）, 

280 d.C.:326 d.C. （69.8％）
34 B-2 Pozo 4 Capa 3 2004 NUTA2-

10654
1733± 22 255 d.C.:304 d.C. （66.3％）, 

314 d.C.:339 d.C. （33.7％）
33 B-2 Pozo 2 Capa 3 2004 NUTA2-

10655
1752± 22 244 d.C.:262 d.C. （26.3％）, 

279 d.C.:327 d.C. （73.7％）
22 B-1 Pozo 1 Capa 2 2004 NUTA2-

10656
1716± 23 259 d.C.:293 d.C. （39.7％）, 

322 d.C.:356 d.C. （41.7％）
136 Estr. C-3b Interior Escombro 2010 PLD-27684 1749± 19 275-330 cal d.C. （55.4％）, 

250-263 cal d.C. （12.8％）
153 B-1 Templo Basamento Escombro 2011 PLD-27685 1773± 20 236-258 cal d.C. （27.9％）, 

284-322 cal d.C. （40.3％）
158 B-1 Templo Basamento Escombro 2011 PLD-27686 1783± 19 222-258 cal d.C. （42.9％）, 

296-322 cal d.C. （25.3％）
192 Estr. B-3a Pozo 21 Capa 3 2012 PLD-27687 1741± 20 254-302 cal d.C. （49.7％）, 

315-333 cal d.C. （18.5％）
195 Estr. B-3a Pozo 21 Capa 4 2012 PLD-27688 1836± 20 135-179 cal d.C. （42.6％）, 

187-213 cal d.C. （25.6％）
222 Estr.  C-10 Templo Capa 1 2012 PLD-30070 1775± 21 235-258 cal d.C. （29.3％）, 

285-322 cal d.C. （38.9％）
235 Estr. C-13 Templo Escombro 2013 PLD-30071 1706± 21 264-274 cal d.C. （8.5％）, 

331-385 cal d.C. （59.7％）
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280 Estr. C-12 Templo Escombro 2014 PLD-30072 1736± 21 255-302 cal d.C. （47.3％）, 
316-338 cal d.C. （20.9％）

285 Anexo B-1 Pozo 29 Capa 3 2014 PLD-30073 1713± 20 262-277 cal d.C. （15.3％）, 
328-381 cal d.C. （52.9％）

297 Anexo B-1 Pozo 29 Capa 4 2014 PLD-30074 1752± 21 249-262 cal d.C. （13.7％）, 
278-328 cal d.C. （54.5％）

13） 南部海岸（Costa Sur）は Atlas del México Prehispánico（2000:58-59）で提示された文化領域で、
主要な遺跡としてグアテマラのタカリク・アバフ（Takalik Abaj）、サンタ・ルシア・コツマルワ
パ（Santa Lucia Cotzumalhuapa）エル・バウル（El Baul）、カミナルフユ及びエル・サルバドル
西部のチャルチュアパ（Chaluchuapa）が含まれる。

14） 2016年 にチャパス州人類学博物館で開催された第 1回 チャパス考古学シンポジウムで討論した
チャパ・デ・コルソ調査団長エリセオ・リナーレス（Eliseo Linares）と チコアセン（Chicoasen）
第 2ダム建設のサルベージ調査団長レベッカ・ヨマ（Rebeca Yoma）も同意見だった。

15） 本来メキシコ中央高原の雨神だったトラロック神は、マヤ地域では投げ槍器と矢をもつ軍事的な
性格を帯びた姿で表現される。

16） 多くのマヤ遺跡は遺構が後代の建築により覆われているので、例えばティカルの北アクロポリス
では、古典期後期のピラミッド神殿を除去すなわち破壊して古典期前期の建築を調査した（Coe 
1975:41-50）。現在では建築内部の探査はトンネル発掘が主流だが、復元不能の破壊行為なので、
その是非については賛否両論がある。

17） 政府の政治日程に合わせて考古学調査を行うことには異論もあろうが、日頃は「明日また（Hasta 
mañana）」気質が横溢して発掘予算も数か月遅れが当たり前のメキシコ社会で、財務省とチャパ
ス州政府が瞬く間に遺跡の土地収用の予算措置をとり、研究所の司法局が国有化の書類を 1ヶ月
で作成し、建設局がサービス棟の建設を数か月の突貫工事で遂行し、トナラ市役所がブルドーザー
で遺跡への道路を 1週間で整備したように、大統領命令でメキシコ政府、INAH、チャパス州政府、
市役所の関係者全員が一丸となって遺跡公開に向けて仕事に邁進して事態が猛スピードで進行す
る様子は瞠目に値する光景であった。

18） カルデロン政権の最後の 2012年 11月 30日に、INAHの考古学局長一行はチャパス州東端のラ
ガルテロ（Lagartero）遺跡の一般公開式典を終えてから、シエラマドレ山脈を軽飛行機で飛び
越える危険を冒してトナラ市に到着し、夕闇迫るイグレシア・ビエハ遺跡で公開セレモニーが催
行された。
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INTRODUCCIÓN

En el territorio de la República de El Salvador se encuentran varios volcanes, algunos de 
los cuales han registrado actividad afectando el ambiente natural y cultural a lo largo del 
tiempo. Los registros se pueden observar en los cortes expuestos en carreteras, lugares 
de construcción, barrancos, etc.

En El Salvador se conocen hasta la fecha 4 erupciones principales que acontecieron 
durante la época prehispánica, que dañaron el ambiente natural y el cultural de aquel 
entonces: Plan de la Laguna (Amaroli 1987; Bello Suazo 1991; Amaroli et.al. 1999), Ilopango 
(Sharer 1978; Hart y Steen-McIntyer 1983; Dull et.al. 2001; Dull 2004; Kitamura 2010), 
Loma Caldera (Hart 1983) y El Boquerón (ibid.).

En mayo del 2015, se realizó una inspección por parte del personal técnico del 
entonces Departamento de Arqueología de la Secretaría de Cultura de la Presidencia, a 
raíz del aviso ciudadano sobre un hallazgo de surcos de cultivo prehispánicos en un lugar 
de construcción en la frontera entre los municipios de Antiguo Cuscatlán y Santa Tecla 
(Fig. 1). En el terreno, con área aproximada de 4,500 m², se observaron surcos de cultivo 
prehispánicos debajo de una ceniza volcánica de color gris, estratigráficamente inferior a la 
ceniza volcánica conocida como Tierra Blanca Joven (TBJ) del Volcán Ilopango.

Se realizó de forma inmediata un rescate arqueológico y se registraron los surcos de 
cultivo, sus límites de distribución y un área topográficamente plana contigua al sector de 
los surcos. También se lograron recolectar muestras de improntas de flora, entre las que 
se observaron huellas de plantas de maíz.

En este artículo se considerará la distribución espacial de los surcos de cultivo, 

1   Dirección de Arqueología de la Dirección General de Patrimoni Cultural y Natural del Ministerio 
de Cultura, El Salvador

2   Dirección de Arqueología de la Dirección General de Patrimoni Cultural y Natural del Ministerio 
de Cultura, El Salvador

3  Museo de Historia Natural de El Salvador
4  Museo de Historia Natural de El Salvador
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así como la composición entre el campo de cultivo y sus alrededores y el estudio de las 
muestras de impronta de plantas prehispánicas.

1　ANTECEDENTES

La zona de El Plan de la Laguna, en la actualidad es un complejo industrial, que en el 
pasado fue una laguna de origen volcánico y los indígenas vivían en sus orillas (García de 
Palacio 1982:275; Lardé y Larín 2000:128-129) ; sin embargo, hace mucho tiempo ocurrió 
una erupción que sepultó las huellas de la actividad humana en los alrededores.

A finales de febrero y principios de marzo de 1987, Gregorio Bello Suazo y Paul 
Amaroli de la Sección de Arqueología de la entonces Dirección de Patrimonio Cultural, 
realizaron un rescate arqueológico en el sitio ubicado a 180 m al Este del borde de cráter 
del Volcán Plan de la Laguna, municipio de Antiguo Cuscatlán a raíz de una denuncia 
realizada por un ingeniero de la Dirección de Urbanismo y Arquitectura (DUA) (Amaroli 
1987:1; Bello Suazo 1991:115). Los hallazgos se trataron de dos entierros prehispánicos, 
en buen estado de conservación y se observaron huellas dispersas de cráneos, húmeros y 
otros huesos humanos.

La capa superficial se determinó como la Tierra Blanca Joven (TBJ) originaria de la 
erupción del Volcán Ilopango. La capa 9, en donde se registraron los restos óseos, fue de 
sedimentos arcillosos y arenas (gruesas y finas) muy sueltas con rocas intrusivas bastante 
grandes.

Los materiales arqueológicos encontrados durante las excavaciones fueron 
fragmentos de cerámica, una figurilla, obsidianas y otros elementos líticos, sin ofrendas 
que acompañaran los entierros. Según los análisis cerámicos, se registraron fragmentos de 
los Grupos Jerónimo, Coquiama y Cutumay del Complejo Colos y los del Grupo Pinos de 

Fig.1　Ubicación del terreno en donde se realizó el rescate arqueológico.
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los Complejos Chul y Caynac (Amaroli 1987:1-7; Bello Suazo 1991:115-118).
Posterior al rescate arqueológico, Amaroli consideró necesario centrar su atención en 

la capa de la ceniza volcánica denominada “Tefra Cuzcatán” (Amaroli 1999:563-565).
Desde finales de los 80ʹs, hasta 1998 se han localizado diversos sitios con la presencia 

de surcos de cultivos prehispánicos, en la mayoría de los cuales se confirmaron las capas 
primarias de la Tefra Cuzcatán, mediante los cortes de construcción de carreteras y 
urbanizaciones. Según los estudios de Amaroli, el alcance de la ceniza volcánica del Plan 
de la Laguna se extendió hacia el Oeste del mismo Volcán (ibid.:565), identificando 4 sitios 
de milpa cubiertos por la Tefra Cuzcatán. La distancia entre los surcos mide entre 56 cm a 
84 cm, con un promedio de 67.6 cm. La altura de los surcos es de aproximadamente 11 cm. 
La pendiente de las milpas oscila entre el 4 % y 15 % (ibid.:565).

Entre las 4 milpas mencionadas, una milpa denominada 2-97 posee una sección 
completa en sentido Norte-Sur. El ancho total de los surcos mide 52 m. En ambos lados 
de los extremos de los surcos, se registraron zanjas artificiales, una de las cuales del lado 
Norte tiene 56 cm de profundidad y 204 cm de diámetro y la otra en el lado Sur, 46 cm de 
profundidad y 93 cm de diámetro.

Los surcos y las zanjas de la milpa 2-97 se encontraron aproximadamente paralelos a 
la pendiente natural con un 4 % de inclinación. Es importante mencionar que se registraron 
macrofósiles de hoja de maíz, conservados sobre los surcos de la milpa 2-97 (ibid.:565-566).

En base a los resultados del análisis de C14 AMS se fecharon los macrofósiles en 2,690 
± 50 años antes del presente. El fechamiento calibrado es de 893 (825, 815) 799 años a.C. (1
σ ) (ibid.:566).

2　RESCATE ARQUEOLÓGICO

2.1　Proceso hacia el estudio arqueológico
Después de la inspección realizada en los días 10 y 11 de mayo del año 2015 por los 
técnicos del Departamento de Arqueología de la entonces Secretaria de Cultura de la 
Presidencia, el 13 del mismo mes se sostuvo una reunión con el propietario del terreno 
en el que se pretendía construir una ferretería, acordándose la ejecución de un rescate 
arqueológico que consistiría en el registro del corte estratigráfico y las excavaciones de 
sondeo.

2.2　Desarrollo del rescate arqueológico
El rescate arqueológico comenzó el día 14 de mayo del 2015 y finalizó el día 29 del mismo 
mes llevándose un total de 11 días la ejecución del mismo.

El primer día se dibujaron a escala, los estratos del corte estratigráfico 1, ubicado al 
Este del terreno (Fig. 2). Posteriormente, se registraron los surcos de cultivo observados 
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en el corte estratigráfico 1 (Foto. 1) y 2 (Foto. 2) con el aparato topográfico “Estación 
Total” (Fig. 3 y 4).

Fig.2　Corte estratigráfico 1.

Foto.1　Corte estratigráfico 1 (Vista hacia el Sur).

Foto.2　Corte estratigráfico 2 (Vista hacia el Sur).
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Fig.3　Plano del área del rescate arqueológico.

Fig.4　Surcos de cultivo en dibujo tridimensional.
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Durante el rescate arqueológico se realizaron las excavaciones de 3 trincheras de 
Este a Oeste denominadas como Tr.1, 2 y 3 (Fig. 3). La Tr.1 midió 6 x 5 m en planta. La 
dimensión de la Tr.2 fue de 6 x 2.5 m en planta y la Tr.3 fue de 5 x 2.5 m.

Se recolectaron 3 muestras de tierra (aproximadamente 2 kg/muestra) debajo del 
surco 14 y otras 3 de la parte inferior entre el surco 14 y 15, con el fin de identificar las 
especies de plantas cultivadas por medio de análisis. Además, se recolectaron 3 muestras 
comparativas de tierra debajo del paleosuelo encontrado respectivamente en la Tr.2 y 3, ya 
que no se registraron surcos de cultivo en ambas trincheras.

2.3　Estratigrafía
Aunque la parte superior del corte (es decir la superficie del terreno al momento de la 
inspección) había sido removida por la maquinaria, el resto del corte estratigráfico 1 en el 
lado Este del terreno se pudo comprender de la siguiente manera (Fig. 2 y 3):

Capa I: Ceniza volcánica del color blanco (TBJ).
Capa II: Pómez del color blanco (TBJ).
Capa III:   Tierra del color café-negro con menos piedrín que la de Capa IV sin materiales 

culturales.
Capa IV:   Tierra del color amarillento sin materiales culturales y con mucho piedrín del 

color gris (El diámetro de piedrín mide de 5 a 10 mm).
Capa V:   Ceniza volcánica del color blanco amarillento muy compactada. Se observó en el 

medio de la capa una franja horizontal de color café claro con 5 mm de ancho.
Capa VI:   Ceniza volcánica del color gris muy compactada (en la parte superior de la         

capa) y pómez del color gris o blanco (en la parte inferior).
Capa VII: Piedrín del color gris sin materiales culturales.
Capa VIII:   Tierra del color café claro que forma surcos de cultivo sin materiales culturales. 

Se registraron 19 surcos de cultivo en el corte estratigráfico 1.

Según la explicación dada por el Ing. Walter Hernández, que en aquel entonces 
trabajó como geólogo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Capa I y 
II son las cenizas primarias de la erupción del Volcán Ilopango; la Capa VI y VII son de la 
erupción del Volcán Plan de la Laguna (Tefra Cuzcatán: Amaroli 1999:563-565) y la Capa III 
y V son originarios de la erupción del mismo Volcán, sin embargo, están erosionadas (Foto. 
1 y 3).

2.4　Resultados
Se registraron 7 surcos de cultivo en la Tr.1 (Fig. 3 y 5; Foto. 4), los cuales estaban 
distribuidos en dirección a la pendiente del terreno. También, se registraron huellas o 
improntas de plantas (impronta: H9–15, 34, 35) debajo de la Capa VI sobre los surcos de 
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cultivo de la Tr.1.
Al Sur de la orilla de los surcos de cultivo registrados en la Tr.1 se extendía el suelo 

Foto.3　Corte estratigráfico 1 con la indicación de estratos (Cortesía del Ing. Walter Hernández).

Foto.4　Sucos de cultivo encontrados en la Tr.1 (Vista hacia el Noreste).
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plano. Cuando se excavó al retirar la capa de la ceniza volcánica de color gris (Tefra 
Cuzcatán) que cubría el suelo mencionado, aparecieron las huellas o improntas de plantas 
(impronta: H1–8, H18–22) bajo los fragmentos de la capa volcánica de color gris.

En la Tr.2 (Fig. 3 y 6) se recolectaron 5 muestras de huellas de plantas (H23–27) y en 
la Tr.3 (Fig. 3 y 7) se recogieron 6 muestras de ellas (H28–33).

En ambas Trincheras el paleosuelo fue plano y no aparecieron surcos de cultivo (Foto. 

Fig.5　Corte estratigráfico del lado Norte de la Tr.1.

Fig.6　Corte estratigráfico del lado Oeste de la Tr.2.

Fig.7　Corte estratigráfico en el lado Este de la Tr.3.
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5 y 6).
En los cortes del área en donde se ubicaron las Tr.2 y Tr.3, el paleosuelo cubierto por 

la Tefra Cuzcatán no estaba ondulado sino muy horizontal (Foto. 7), es decir, que contiguo 
al área de los surcos de cultivo se habría preparado un sector plano considerablemente 
extenso. Tomando en cuenta la dimensión desde la orilla de los surcos de cultivo 

Foto.5　Paleosuelo plano registrado en la Tr.2 (Vista hacia el Noroeste).

Foto.6　Paleosuelo plano registrado en la Tr.3 (Vista hacia el Este).
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encontrados en la Tr.1, la dimensión del área de cultivo excedería los 2,090 m². Los surcos 
de cultivo corren paralelamente a la pendiente natural, con una inclinación aproximada de 
4.7%.

En las excavaciones, el material arqueológico fue muy escaso, encontrándose 
solamente 3 fragmentos de cerámica, ninguno de ellos diagnóstico o comparable con otros 
registros arqueológicos, siendo su contexto debajo de la capa de ceniza del color gris (Tefra 
Cuzcatán) en la Tr.3.

3　ANÁLISIS DE LAS IMPRONTAS VEGETALES

3.1　Metodología
En las excavaciones realizadas se extrajeron bloques del sustrato portador ante la 
observación de improntas vegetales, colocándolas en bolsas plásticas, rotuladas cada 
una con número de muestra y la localidad exacta. Posteriormente, se trasladaron hacia el 
Parque Arqueológico Casa Blanca donde se practicó la conservación y limpieza; además 
de realizar una pre identificación (Foto. 8), confrontándose con el Atlas fotográfico y Guía 
de identificación de plantas (Castner 2004). Luego, las muestras fueron trasladadas hacia 
el Herbario del Museo de Historia Natural de El Salvador (MUNHES), donde fueron 
observadas a través de un estereoscopio, prestando atención a la estructura foliar de las 
improntas, y tomando fotografías para la observación de estructuras.

Foto.7　  Cortes estratigráficos del lado Norte y el Este ubicados en el área Suroeste del terreno 

(Vista hacia el suroeste).
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3.2　Resultados
Se observaron 35 muestras procedentes de este sitio. En el 25.72% del total de las muestras 
(9 muestras) se encuentran improntas aisladas de hojas tanto Monocotiledóneas (H5, 
H6, H7, H17, H30, H31, H34, H35) y Dicotiledóneas (H27) y el 74.28% (26 muestras) 
representan bloques de  sustrato con material mezclado, dando la apariencia de ser 
depósitos marginales de rastrojos, es decir, materiales vegetales procedentes de “limpieza 
de las zonas de cultivo”, probablemente a eso se deba que se encuentren hojas de 
Dicotiledóneas y hojas de zacates (Poaceae), de las cuales sobresalen las muestras con 
fragmentos de hoja y tallo de Zea spp.  (H1, H4, H19, H25,). En las muestras: H3, H8, H9, 
H10, H11, H12, H13, H14, H15, H16, H18, H20, H21, H22, H23, H24, H26, H28, H29, H32, 
H33 se observan tallos y fragmentos de hojas de Poaceae mezcladas con otras hojas de 
Dicotiledóneas.

Se reportan 12 morfo especies, de las cuales 3 corresponden a Monocotiledóneas y 9 a 
Dicotiledóneas no encontrándose ninguna muestra completa, lo cual ha generado dificultad 
en la identificación de familias a las que podrían pertenecer estas muestras, por lo tanto, es 
necesario continuar con estudios orientados a caracteres morfológicos para acercarse a la 
familia botánica a la que corresponden.

En la Foto. 9, se puede observar una comparación entre una especie nativa de maíz, 

Foto.8:  Pre identificación en Sitio Arqueológico Casa Blanca: A, Botánico observando muestras. B, 

estado de conservación de las muestras de la excavación Ferretería Lemus, Santa Tecla.
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Zea luxurians (Durieu & Asch.) R.M. Bird, y las improntas encontradas; en donde rasgos 
anatómicos como la disposición de los nervios secundarios y el tamaño de la hoja nos dan 
la seguridad que se trata de una especie de maíz la que se ha preservado de este sitio, 
dicho hallazgo al relacionarlo con los surcos, nos dan una mayor probabilidad de que se 
trate de un cultivo de maíz.

En conclusión, podemos afirmar que sobre los surcos de cultivo encontrados en el 
inmueble que actualmente alberga un establecimiento comercial se ha encontrado una 
especie de maíz (Zea spp.) junto con material mezclado correspondiente a los grupos de 
Mono y Dicotiledóneas. En algunas muestras se observan en disposición dispersa lo que 
lleva a pensar que en estos sitios probablemente, se realizaba una “limpieza” o preparación 
para su futura siembra o recién acababa de pasar la cosecha y estaban preparándose 
para un segundo cultivo. El tipo de preservación, sugiere que el material vegetal se 
encontraba verde o recién cortado al momento del evento que los sepultó, ya que las altas 
temperaturas conservaron las hojas.

Foto.9:  Comparación de: A y B, una muestra actual de Zea luxurians. Con C, improntas de hojas y D, 

orificio de tallo de un maíz (Zea spp.) de los surcos de cultivo (Imagen de herbario LAGU, 

gracias a Dagoberto Rodríguez).
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4　COMENTARIOS FINALES

A raíz de la denuncia recibida en el Departamento de Arqueología, por la construcción 
de un establecimiento comercial, se realizó un rescate arqueológico entre los municipios 
de Antiguo Cuscatlán y Santa Tecla que permitió realizar el registro de hallazgos 
arqueológicos bastante importantes para la arqueología salvadoreña (Fig. 1).

El terreno no fue un sitio arqueológico ordinario como el caso de algunos centros 
ceremoniales con pirámides y aldeas con viviendas, típico de la arqueología de El Salvador; 
sino más bien un campo de cultivo prehispánico cubierto con la Tefra Cuzcatán que 
erupcionó aproximadamente entre el Siglo IX y VIII a.C. (Amaroli 1999:566).

Durante las excavaciones, no se encontraron materiales arqueológicos en la frecuencia 
usual, en comparación con otros sitios arqueológicos (con excepción de 3 fragmentos de 
vasijas no diagnósticos).

Entre los conocimientos obtenidos por el rescate arqueológico se tienen los siguientes: 
(1) la formación de surcos para cultivar plantas, (2) el aprovechamiento de la pendiente 
natural a fin de considerar posiblemente el desagüe de las aguas lluvias, (3) la distribución 
espacial entre el área de los cultivos y sus alrededores y (4) las huellas de plantas debajo 
de la capa dura de ceniza volcánica de color gris.

En base a los datos obtenidos del corte estratigráfico 1, los surcos de cultivo tienen 
una altura aproximada entre 8 a 14 cm, con un promedio de 10.89 cm. La distancia entre 
los surcos mide entre 68 a 90 cm, con un promedio de 77.06 cm.

El método utilizado para cultivar de esta forma, es decir, con la técnica de surcos, se 
habría mantenido en los períodos posteriores, siendo observable en los surcos de cultivo 
sepultados por la TBJ (Entre el Siglo V y VI d.C.) y por la Loma Caldera (Entre el Siglo VI 
y VII d.C.).

Los surcos de cultivo encontrados en este rescate arqueológico están distribuidos en 
dirección a la pendiente del terreno, lo cual nos manifiesta que existía, probablemente, una 
técnica de control de escorrentía.

Contiguo a los surcos de cultivo en la parte alta (Tr.2 y 3), se registró un área plana, 
en donde se encontró la mayor cantidad de improntas vegetales. Por el contrario, en la Tr.1 
se registraron nueve restos de impronta de plantas debajo de la ceniza volcánica de la Tefra 
Cuzcatán en relación directa con los surcos encontrados.

Hay 4 improntas provenientes del área plana contigua a los surcos de cultivo, las 
cuales podrían ser una especie de maíz.

Entre las 35 muestras de impronta, alrededor de 26 presentan bloques de sustrato con 
material mezclado dando la apariencia de ser depósitos marginales de rastrojos; es decir, 
material vegetal procedente de la “limpieza” de las zonas de cultivo. Lo anterior explicaría 
la presencia de improntas de hojas tanto de Dicotiledóneas y Monocotiledóneas (Poaceae) 
de manera mezclada y sugiere pensar que el sitio estaba probablemente preparándose para 
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un segundo cultivo, pudiéndose observar la limpieza de los surcos posterior a la cosecha. 
El tipo de preservación observada en las muestras, sugiere que el material vegetal se 
encontraba verde o recién cortado al momento del evento volcánico que los sepultó.

En el contorno del Plan de la Laguna la expansión urbanística es alta; sin embargo, 
debajo de las casas y edificios, podrían estar sepultadas las huellas y evidencias de la vida 
cotidiana desde el Período Preclásico Medio en El Salvador. Esperamos poder estudiar 
estos contextos y conocer otros aspectos que todavía se encuentran enterrados en el actual 
territorio de El Salvador.
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〈書　　評〉
桜井三枝子編『グアテマラを知るための 67章』【第 2版】

（明石書店　2018年　392頁）

牛　島　　　万＊

本書は桜井三枝子編『グアテマラを知るための 67章』【第 2版】（明石書店、2018年 7月）で
ある。筆者は実際に初版を手に取り比較しているが、前作から 12年が経過し、大幅な記述の追加、
修正を行なったことがわかる。結果、初版より 2章ほど増え、かつ、執筆者についても初版の 24

名からこのたび 35名になっている。まさに質量ともに立派な「改訂版」である。
目次を見ると、はじめに、のあと、Ⅰ グアテマラへの誘い（第 1章～ 9章）、Ⅱ マヤ文明の時代（第

10章～ 14章）、Ⅲ スペインの征服と植民（第 15章～ 21章）、Ⅳ スペインからの独立と近現代（第
22章～ 27章）、Ⅴ 現代の政治と経済（第 28章～ 39章）、Ⅵ 紛争を乗り越え多文化主義へ（第 40

章～ 46章）、Ⅶ 宗教と伝統（第 47章～ 54章）、Ⅷ 言語と人 （々第 55章～ 60章）、Ⅳ 文化と芸術（第
61章～ 67章）、最後に参考文献リストが付されている（初版では、巻末に索引があったが、本改
訂版には付いていない）。
おそらく本書は邦語で執筆されたグアテマラの歴史、文化、言語、政治、経済等のテーマを不
足なく盛り込んだ単行本としては類書を見ないものであり、極めて貴重な文献であろうと考える。
グアテマラの専門家や学者が結集し、編纂された書物であるだけに、読者には極めて刺激的で有
益な情報が提示されていることは想像に難くない。この点、編者が、執筆者の選定という第一の
難題を見事に克服したこと、また、その後の構成や編集作業において、極めて優れた能力を発揮
されたことを高く評価したい。筆者もラテンアメリカを専門とする者ではあるが、今回新たに得
た情報は少なくなく、大いに啓発された。その意味で、明石書店の「エリア・スタディーズ」は、
通常、一般書の位置付けがなされているが、本書はその域をわずかに超え、専門的な記述にも及
んでいたと思う。それだけに、編者が「はじめに」のなかで、「読者はどの章から読み始めてもよい」
と述べているが、筆者も同感である。それは、グアテマラや中米に単純に興味を示している一般
読者が、この 1冊を読破するには、その専門性や情報量の多さにより、それ相当の労をともなう
ことが予想されるからである。それだけに、本書が良書であることは間違いなく、専門家にも十
分読み応えのある書物であることの証左となっている。
ところで、各論で学んだ膨大な知識や情報をいかに組み立てていくか、は最終的には読者に委
ねられることになるのだが、とかく共著の場合は単著と違い、その特質からそうならざるをえな
い。
第 4章 34ページにあるように、1985年憲法で、グアテマラの異文化に対する敬意や尊重が法
的に認められた。また、ここで、その対象となったのがマヤを祖先とする先住民族であった。二
言語制度やマヤ言語アカデミーの設立も規定されている。さらに、第 41章 221ページにあるよう
に、その後の発展において、1995年に「先住民族のアイデンティティと権利に関する合意」に調

＊　京都外国語大学
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印、つまり、この段階でグアテマラの多文化、多言語が承認された。また、先住民族として、マ
ヤ以外に、ガリフナとシンカが新たに認められた。しかし、このときに、いわゆる文化面におけ
る合意だけでなく、土地に関する権利を含めた政治的、経済的権利の承認事項まで含むものであっ
たので、憲法改正には至っていないのが現状である（220-221、224頁）。この一例だけをとっても、
いわゆる多文化主義政策の限界について読者は知り得るのである。先住民族の自律権を、政治や
経済面まで拡大して要求することは多文化主義を逸脱することでもあり容易ではない。また先住
民族の権利は集団の権利であり、個人のそれではないことも、法の落とし穴であろう。
他方、民族性やアイデンティティが、文化の相違による「線引き」（恣意的境界）で成り立って
いるという現実もいくつかの章内容を関連付けることで、より鮮明になる。第 12章 82ページに
よると、ティカルやセイバルというアイデンティティは先スペイン期にあったが、当時、マヤと
いう民族性はなかった、という一般読者には驚きの見解が出てくる。これは、恣意的な政治的理
由からマヤ民族は創られたということを包含しているに等しい。マヤという呼称は、後から入っ
てきた外国人による呼称であり、1996年 12月の 36年に及ぶ内戦終結の和平合意で「マヤ系先住
民とマヤ文明の遺跡の歴史的な連続性が初めて公式に認定され」、さらに「国境を越えた『マヤ』
の連帯意識が広がる汎マヤ運動を活発化」し、「多くのマヤ系先住民が、歴史上初めて『マヤ人』
と自称するようになった」のである（82頁）。
非マヤ系先住民による文化の境界線が、いわゆるマヤ低地の遺跡を現代マヤの聖地と化し、そ
こを高地マヤ系などの他の先住民にも崇めさせ（82頁）、さらには現代観光業の発展にその地理
的空間とそれを支える歴史観や伝承がうまく順応しているというわけである。その意味において、
19章で述べられている大変興味深いマヤ人の歴史観は、現代人の歴史観にも見られるものである
と思う（119-120頁）。
また、第 41章 222頁に、統計の数値が少し古いが（2002年データ）、マヤ系民族およびガリフ
ナ、シンカの各民族の人口統計表がある。グアテマラ総人口が 605万 4,227人（1981年）から、
1,123万 7,206人（2002年）へと約 20年間で 600万ほどの急激な人口増である。その理由につい
ては格別記されていない。さらに、マヤ系が 253万 3,606人（1981年）から、441万 1,961人（2002

年）へ約 200万増、同じくガリフナ民族の場合、2,790人（1981年）から 5,040人（2002年）、シ
ンカ民族の場合は、127人（1981年）から 1万 6,214人（2002年）へ、さらに本文中の記述では、
2007年のシンカ民族議会は 16万に達しているという。このあたりの詳細な背景については、合
意による「シンカの先住民族認知があった」とだけ述べられているが（222-223頁）、これを先住
民側の「戦略」的行動と考えるのはどうだろうか。ガリフナ民族に関しては、60章の記述内容に
基づく限り、「人種」としてのアフロ性を表面上出さず、カリブ海先住民性、あるいはキリスト教
文化の受容など、つまり「文化」を前面に出すことで生き延びることに成功した（317、321-323頁）。
これに従うなら、ガリフナの場合、半ば彼らの戦略性が確認できる。しかも、後世、ガリフナは
先住民族に認定されるに至ったのである。
加えて、先の人口統計を見ると、先住民人口が 253万 6,523人（1981年）から、443万 3,218人（2002

年）へ増えている反面、非先住民族も 351万 627人（1981年）から 680万 3,978人（2002年）に
増加している。その背景として、自己申告制の落とし穴が指摘されている。「都市部や若年層にお
いて先住民帰属意識が相対的に低くなってきている」と書かれているが、それがなぜなのか、こ
れも現代先住民の社会的向上や諸権利獲得のための「戦略」的な行為なのかどうかは明らかにさ
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れていない。国家や政府による恣意的な文化的境界とそれに伴う民族集団区分、あるいは、先住
民族の自治への制約に対する「静かな抵抗」なのか、それとも、非先住民と同じ土俵に立って自
治の獲得と参加を求める新たな決意表明なのかどうか、個人的には興味のあるところではある。

20世紀はとかくイデオロギーの時代だったと言われるが、冷戦期の時代を実際に経験していな
い若年層の読者ではあれば、今ひとつラテンアメリカが置かれていた基本的な状況が把握しにく
いかもしれない。政軍関係や民主化に着目してグアテマラ史をみた場合、冷戦期の親米と反米の
狭間において振り子のように揺れ動いたグアテマラの現実があったはずであるが、米国の干渉が
その梃子入れとなった。ところが、アルベンス政権に対する米国 CIAのクーデター干渉という史
実が明確に示されていない（第 25章）。農地改革による土地なし農民に対する土地の再分配という、
きわめて左翼的な大改革を実施しようとした軍人の先駆けがこのアルベンスではなかっただろう
か。中南米の民主化や人権侵害という歴史を扱うときに、とかく軍部が左翼運動家や市民を弾圧
していったという史実が先行し、軍部は民主主義の敵というイメージで見られがちである。現に、
第 24章および 25章では、アルベンスの改革期が「春」であったと繰り返し述べられている。そ
の理由は、農地改革を実施して貧農の権利を推進しようとした、換言すれば、アルベンスが民主
化の推進者であったことに起因している。ところが、この記述に呼応してか、第 40章では、アル
ベンスによるグアテマラ革命は、先住民にとっては「グアテマラの春」ではなかった、と記され
ており、まるで両者が対立する意見を述べているかのようにみえる。だが、前者は為政者として
の軍人アルベンスに対する評価であり、後者は反革命勢力と米国の干渉などの圧力による革命の
中断に加え、先住民の社会的疎外化が民主主義の進展を阻止したことを意味する表現である。従っ
て、24章と 25章の次に、40章へ誘導される形で合わせて読めれば、そのあたりの微妙な歴史解
釈に対する読者の理解は一層深まったのではないかと思った。ちなみに、アルベンスは 1954年の
クーデターで失脚して国外亡命を余儀なくされ、二度と祖国に帰還することは認められなかった。
「共産主義者」のレッテルを貼られたまま、1971年、亡命先のメキシコで死去した。また、「グア
テマラの春」の挫折は、その後の長期化する内戦を惹起する要因となった。その意味では、今一
度改めて、グアテマラの「春」とは、いったい何であったのかが問われなければならない。
以上述べてきたが、このように各論をつなげて全体を見る過程で、さまざまな理解や発見がで
きたのも、やはりそれぞれの各論の質の高さに尽きる。筆者にとって、大変有意義で、本書の内
容や主張に共鳴する点が多かった。
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とする。いずれも「序論」「本文」「結論」「参考文献」によって構成されるものとする。

4．投稿申込・原稿提出期限
　投稿申込期限は 7月 15日、原稿提出期限は 9月 15 日とする。
　  申込みの際、氏名・所属、投稿の区分、タイトル（仮も可）をメールまたは郵便で編集委員
会まで連絡すること。

5．原稿の分量
　  以下の文字数／語数を目安として執筆すること。なお、図、表、写真が含まれる場合はその
基準内に収めること。

　　　　　　和文原稿
　　　　　　　Ａ．論文 20,000～ 24,000字程度
　　　　　　　Ｂ．研究ノート 10,000～ 16,000字程度
　　　　　　　Ｃ．調査研究報告 8,000～ 20,000字程度
　　　　　　　Ｄ．研究展望・動向 4,000字程度
　　　　　　　Ｅ．書評 3,200字程度
　　　　　　　Ｆ．その他（資料紹介など） 3,200字程度

　　　　　　欧文原稿
　　　　　　　Ａ．論文 10,000語程度
　　　　　　　Ｂ．研究ノート 8,000語程度
　　　　　　　Ｃ．調査研究報告 8,000語程度
　　　　　　　Ｄ．研究展望・動向 2,000語程度
　　　　　　　Ｅ．書評 1,200語程度
　　　　　　　Ｆ．その他（資料紹介など） 1,200語程度
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6．キーワードと要旨
　  論文および研究ノートにはキーワード 5語程度付すこと。和文原稿の場合は欧文要旨（200

語程度）欧文原稿の場合は和文要旨（400字程度）を付すこと。要旨とキーワードは本文と
ともに掲載する。

7．形式
　  原稿はMicrosoft Wordで作成し、Eメールで送付するか打ち出し原稿を編集委員会に提出す
ること。原稿は別に定める執筆要項に従って作成すること。

8．投稿申込み・原稿送付先
　〒 615－8558　京都市右京区西院笠目町 6

　京都外国語大学ラテンアメリカ研究所
　E－mail：ielak@kufs.ac.jp

9．審査
　  採否は、匿名の査読者による審査を経て編集委員会によって決定される。編集委員会より原
稿の修正を願うことがある。提出された原稿は、その採否にかかわらず原則として返却しない。

10．公開方法
　  掲載が決定した原稿は、『京都外国語大学ラテンアメリカ研究所紀要』として出版されるほか、
電子ファイル化し、当研究所ウェブサイトに公開する。

11．抜刷
　  掲載原稿のうち、論文・研究ノートについては抜刷 50部と掲載誌 3冊を贈呈する。50部を
超える場合はその分だけ執筆者の自費負担とする。

12．個人情報の管理
　  投稿の際に提出された個人情報については、編集委員会が責任を持って管理し、その使用は
『京都外国語大学ラテンアメリカ研究所紀要』の出版に関する事柄に限られる。

13．著作権
　ⅰ．本誌に掲載された論文等の著作権は京都外国語大学ラテンアメリカ研究所に帰属する。
　ⅱ．  万一、本誌に掲載された執筆内容が他者の著作権を侵害したと認められる場合、執筆者

がその一切の責任を負う。
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『京都外国語大学ラテンアメリカ研究所紀要』執筆要項

（1）原稿執筆に際して使用する言語は、日本語・スペイン語・ポルトガル語・英語とする。

（2）  原稿は原則Microsoft Wordで作成すること。A4またはレターサイズ、フォントは和文はMS

明朝、ローマ字・数字は Arial（Times New Roman）を使用すること。文字サイズは和文は
11ポイント、欧文は 12ポイントとする。

（3）  和文原稿には欧文タイトルを付け、執筆者名をローマ字で記すこと。欧文原稿には和文タイ
トルをつけ、執筆者名を片仮名で表記すること。

（4）  論文、研究ノートにはキーワード 5語程度付すこと。和文原稿の場合は欧文要旨（200語程度）、
欧文原稿の場合は和文要旨（400字程度）をつけること。要旨とキーワードは本文とともに
掲載する。

（5）  表記 

ⅰ．  外国の固有名詞の表記方法。和文原稿の場合、文中において外国の固有名詞を欧字のま
ま記さない。初出の外国の固有名詞は、片仮名で書き、括弧して欧字を記すことが望ま
しい。但し、一般的な語の場合はその限りではない。固有名詞の片仮名表記は、原則と
して原音に即すること。

　ⅱ．  複数の語からなる外国の固有名詞（地名や人名など）における表記の方法、および国名
の表記は執筆者に一任する。

　ⅲ．  外国語の単位（度量衡や貨幣など）は文中ではキログラム、ヘクタールのように片仮名
で書き、図表では kg、haなどの記号を使用する。

　ⅳ．  文中の数字は半角のアラビア数字を使用し、万以上は漢数字を用いる。図表において単
位を表す場合は「千 km」「千 ha」のように漢数字を用いる。

（6）  章立て 

章は 1、2.....、節は 1-1、1-2.....、とする。数字のあとに点はつけない。

（7）  注のつけ方 

ⅰ．注は文末脚注とする。 

ⅱ．  論文全体を通して番号を付す。その際、文章の右上方に ）をつけた番号を記し、文末に
注をまとめること（Microsoft wordの脚注機能を使用する）。
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　　例）  …、レオン＝ポルティーリャ 3）によれば、デ・ボバディーリャが総督を喜ばそうとニ
カラオ族の風習を歪めて伝えた痕跡が否めないことを指摘している 4）。

＊本例は IELAK紀要 14号、p.134より転載。

（8）  参照文献、引用文献の文中での表記 

ⅰ．  引用文献の出典については引用箇所の終わりに（著者名　出版年：ページ数）を記し、
文末に文献リストを記すこと。

　　例）（伊藤 1997:29）

　ⅱ．同一著者で複数の参照文献がある場合
　　例）  （Okoshi Harada 1995, 2001a） 

（牛島 1994、2005）

　ⅲ．一か所に複数の著者の参照文献がある場合は著者の名字のアルファベット順に並べる。
　　例）（川本 2004; 住田 2006; Lluis Valls 1996）

（9）図表
　ⅰ．  通し番号（例：表 1－1、表 1－2、…／図 2－1、図 2－2、…／写真 3－1、写真 3－2な

ど）とタイトルをつける。欧文（スペイン語 / ポルトガル語 / 英語）の場合、表につい
ては Tabla/ Tabla/ Table、図については Figura/ Figura/ Figure、写真については Foto/ 

Foto/ Photoとする。

　ⅱ．白黒で作成する

　iii．表の作成は EXCEL形式、図・写真の作成は TIFF形式および JPEG形式がとする。

　ⅳ．  単位、出典を必ず図表の下に明記すること。筆者自身が作成した原図の場合、その必要
はない。 地図、実測図などにはスケールを記す。転載する場合はその出典を明らかにし、
出版許可証を添付すること。

　ⅴ．  図表のタイトルは、図の場合は図の下に、表の場合は表の上につけること。図表タイト
ルの文字サイズは 9ポイントとする。

　ⅵ．表題、出典は画像には組み込まず、その上下に文字としていれる。

　ⅶ．表ファイルは 300 dpi以上、図・写真ファイルは 600 dpi程度がのぞましい。

　ⅷ．  原則として原図は B4を限度とし、縮小した場合にはその説明文も含め、縦 20.5 cm、横
13.5 cm以内に収まるものとする。
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　ⅸ．  図表や写真は可能な限り本文中に挿入する。図表は作成したソフト（EXCEL形式、
TIFF形式、JPEG形式）のファイルとともに、PDFに変換したファイルもあわせて提出
すること。

　　例）　  表 6-1.　カラコルⅣ管区「取り戻した土地」をめぐる紛争（2007／ 2008年度、面積
ha）

出典：CAPISE（2007）, CCIODH（2008: 61-64）
＊本例は IELAK紀要 16号、p.16より転載。

図 1.　アルバ・イシュトリルショチトルの家系
出典：  Alva Ixtlilxóchitl 1985; Fernández de Recas 1961; AGN, “Relación de los primeros señores...”; AGN, “Tratado 

del principado...” をもとに筆者作成
＊本例は IELAK紀要 10号 p.32より転載。
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（10）参照／引用文献
　  文献リストは和文と欧文に分けて作成し、和文文献は著者姓の 50音順に、欧文文献も姓、
名の順に記載し、姓のアルファベット順にまとめること。同一著者で複数の文献がある場
合は発行年の古い順に並べること。同一著者で同年発行のものが複数ある場合には 2006a、
2006b...のように、発行年に abcをつける。

　ⅰ．参考文献の表記は以下の通りである。

　　ａ．単著本：著者名　出版年、『書名』、出版社。
　　　　例）  大垣貴志郎 

2008　『物語メキシコの歴史－太陽の国の英傑たち』、中公新書。

　　　　　　  Sarabia Viejo, María Justina 

1978　Don Luis de Velasco, Virrey de Nueva España (1550-1564), CSIC, Sevilla.

　　ｂ．  本の章：章の著者名　出版年、「章タイトル」、本の編著者名、『所収書名』、ページ数、
出版地（欧文の場合）

　　　　例）  モイゼス・カルヴァ―リョ 

2008　  「ブラジルの教育：多様性の国における希望」富野幹夫編『グローバル時
代のブラジルの実像と未来』、pp. 69-93。

　　　　　　  Garcíadiego, Javier 

1996　  “La Revolución”, Pablo Escalante Gonzalbo, et. al., Nueva Historia Mínima de 

México, El Colegio de México, México, pp.225-261.

　　ｃ．雑誌論文：著者名　出版年、「論文名」、『雑誌名』、巻・号、ページ数
　　　　例）  住田育法 

2006　  「旧都リオデジャネイロにおける低所得者層共同体誕生の歴史研究」、『京
都ラテンアメリカ研究所紀要』、第 6号、pp.91-115.

　　　　　　  Lozoya, Xavier 

1999　  “Un paraíso de plantas medicinales”, Arqueología Mexicana, vol.VII, núm.39, 

pp.14-21.

　　ｄ．  翻訳書：著者姓名　出版年、「書名」、『訳者名』、出版社、出版地（和訳文献の場合は不要）
　　　　例）  マリアテギ、ホセ・カルロス 

1999　  『インディアスと西洋の狭間で―マリアテギ政治・文化論集（インディア
ス群書）』、辻豊治・小林致広訳、現代企画室。
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　　　　　　  Gell, Alfred 

2016　  Arte y agencia : una teoría antropológica, Ramsés Cabrera, Sb editorial, 

Buenos Aires.

　　ｅ．著者が複数の場合
　　　　例）  伊藤伸幸、柴田潮音、南博史 

2009　  「チャルチュアパ遺跡（エル・サルバドル共和国）の先古典期後期に関す
る一考察」、『名古屋大学文学部研究論集』、55号、pp.55-79。

　　　　　　  Cabrera, Rubén, Ignacio Rodríguez y Noel Morelos 

1982　Teotihuacan 80－82: Primeros resultados, INAH, México.

　　ｆ．同一著者で複数の文献がある場合、同一著者で同年発行のものが複数ある場合
　　　　例）  大井邦明 

1985a　『ピラミッド神殿発掘記－メキシコ古代文明への誘い』、朝日新聞出版。
　　　　　　1985b　『消された歴史を掘る－メキシコ古代史の再構成』、平凡社。
　　　　　　2007　  「ティンガニオ・メキシコ西部の古典記文化」、『MUC 京都外大国際文化資

料室紀要』、3号、pp.1－40。

　　　　　　  Okoshi Harada, Tsubasa 

1995　  “Gobierno y pueblo entre los mayas yucatecos postclásicos”, Universidad de 

México, Julio－Agosto, no. 534－535, pp.22－27.

　　　　　　2001a　  “Mito, historia y legitimición del poder entre los mayas postclásicos de 

Yucatán”, en Yucatán a través de los siglos（Memoria del Simposio del 49 

Congreso Internacional de Americanistas, Quito, Ecuador, 1997）, Ruth 

Gubler (org. y comp.) y Patricia Martel (ed.), Universidad Autónoma de 

Yucatán, Mérida, Yucatán, pp.213－228.

　　　　　　2001b　  “Gaspar Antonio Chi Xiu: el que perpetuó la imagen de los Xiu", Maya Sur-

vivalism. Acta Mesoamericana. Ueli Hostettler y Matthew Restall (eds.), 

Verlag Anton Saurwein, Mockmuhl, pp.59－72.

　ⅱ．新聞記事

　　　著者姓名、出版年、「記事名」、『新聞名』、発行月日
　　　　例）安部美香子
　　　　　　2017　「時代を映すバベルの塔」、『朝日新聞』、3月 26日

　　　　　　（匿名記事の場合）
　　　　　　日本経済新聞
　　　　　　2017　「メキシコへの投資意欲、今年度初の低下」、3月 27日
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　ⅲ．インターネット資料

　　　　　日本語の場合
　　　　　　「webページのタイトル」、URL、（最終閲覧日）
　　　　　外国語の場合
　　　　　　“webページのタイトル ”、URL、（最終閲覧日）

　ⅳ．  一次資料、刊行資料、文書資料は文献リストから独立させ、参照文献前に入れる。記載
の方法は上記と同様の方法とする。新聞資料、インターネット資料も参照文献に含めず、
文献リストのあとに入れる。

（11）  採択が決定した原稿の執筆者校正は初校のみとし、その際の大幅な加筆や内容変更は原則と
して認めない。その他、必要な事項については編集委員会で決定する。
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Normas Editoriales
del Boletín del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de 

Estudios Extranjeros de Kyoto

El Boletín del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Estudios Extranjeros de 

Kyoto, órgano de comunicación oficial del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad 

de Estudios Extranjeros de Kyoto (IELAK), es una publicación anual, que se distribuye en Japón 

y en el extranjero, además de editarse también en formato digital. Acoge artículos inéditos de 

investigación sobre temas latinoamericanos, reseñas sobre libros y artículos recientes. Publica 

artículos en japonés, español, portugués e inglés.

Los textos propuestos para publicación que cumplan con las normas aquí establecidas serán 

evaluados por dos revisores especialistas en la temática. En caso de que una de las evaluaciones 

resulte negativa, se someterá a una tercera evaluación. Dos dictámenes negativos implican el 

rechazo. En todo momento, la resolución final será tomada por el Comité Editorial y es inapelable. El 

resultado será comunicado al autor(a) o autores y el trabajo entregado tanto en soporte digital como 

impreso no será devuelto al autor.

1 )　  Los artículos tendrán una extensión aproximada de 10,000 palabras; los estudios preliminares y 

las notas de investigación, de unas 8,000 palabras; los informes de investigación, de unas 2,000 

palabras; y las reseñas, de 1,200 palabras aproximadamente. 

2 )　  El autor deberá notificar la propuesta de su artículo antes del 15 de septiembre, y remitir su 

artículo y material gráfico vía correo electrónico, a más tardar el 15 de octubre del mismo año, 

a la siguiente dirección electrónica: ielak@kufs.ac.jp.

3 )　Los trabajos deben entregarse a:

　  Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Estudios Extranjeros de Kyoto: 

Direccion: 6, Kasame-cho, Saiin, Ukyo-ku, Kyoto 615-8558, Japón E-mail: ielak@kufs.ac.jp 

4 )　  En el caso de un artículo o un estudio preliminar, se incluirá un resumen en español o en inglés 

que no exceda de 200 palabras, así como en japonés no mayor de 400 carácteres. Se anotarán 

además cinco palabras clave en los idiomas empleados para lo anterior.

5 )　  Los escritos deben entregarse en formato Microsoft Word, con letra tipo Arial de 12 puntos en 
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el texto y de 10 puntos en las notas a pie de la página, preferiblemente con su copia impresa. 

6 )　  Para fines editoriales, se anexará una hoja con los datos académicos del autor o autores 

(nacionalidad, grado académico, institución y sección de adscripción, especialidad, proyecto 

de investigación y el título de las tres últimas publicaciones, o algún otro dato que se considere 

relevante), incluyendo correo electrónico y dirección postal para, en su caso, enviarle un 

ejemplar del volumen donde sea publicado su trabajo.

7 )　  El Boletín acepta dentro del texto y en las notas a pie de página únicamente referencias 

bibliográficas abreviadas, que se hacen entre paréntesis, donde se consignan el apellido, el año 

de edición y las páginas, después de dos puntos. Ejemplo: (Hanks, 2010: 25-28). En el caso de 

documentos, se señalará a pie de página el archivo de procedencia y su clasificación, dejando 

el nombre o descripción del texto para la bibliografía final, con objeto de no recargar en exceso 

las notas.

8 )　  La bibliografía se restringirá a la citada y se incluirá al final del texto en orden alfabético 

registrando el nombre completo y, dentro de este orden, por año de publicación en caso 

de haber más de una obra del mismo autor. Si se listan dos obras de un mismo año, deberá 

agregarse una letra en minúscula (1979a, 1979b). Para mayor detalle de las normas de  

presentación bibliográfica, favor de comunicarse con el Comité editorial del IELAK: ielak@kufs.

ac.jp

9 )　  Una vez aceptada la versión definitiva del artículo para su publicación no se admitirán cambios. 

Los editores se reservan el derecho a hacer modificaciones formales para lograr una mayor 

uniformidad y claridad en la presentación de los trabajos de la revista. El trabajo será publicado 

tanto en el Boletín impreso como en línea en la página web del Instituto. 

10)　  El autor o autores se compromete(n) a firmar una declaración autorizando la publicación en 

los distintos soportes y espacios de difusión del Boletín y cediendo los derechos patrimoniales 

sobre la obra en forma total y exclusiva a la Universidad de Estudios Extranjeros de Kyoto, 

con el entendido de que será respetado su derecho de autor sobre la obra, se les otorgará el 

crédito correspondiente y recibirá(n) tres ejemplares del número del Boletín donde aparezca el 

artículo y 50 separatas.

11)　  El Instituto se compromete proteger los datos personales del (los) autor(es). No obstante, los 

autores, y no el IELAK, son los responsables del contenido de sus artículos, la calidad de su 

escritura, la veracidad y atribución correcta de sus citas, el derecho legal a publicar cualquier 

material presentado, la justa distribución de la autoría entre los coautores y la preparación de 

los manuscritos en el formato apropiado para su publicación.
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編　集　後　記

今号には論文、研究ノートが各 1本、調査研究報告が 3本、そして書評が 1本収められている。
メソアメリカ地域、そしてその南に広がる中間領域の、先スペイン期から現代までの様々なトピッ
クを扱うものだ。
巻頭の郷澤論文は、後古典期後期のユカタン・マヤ族の戦闘に関する概念を論じる。このテー
マに関しては、すでに様々な研究の蓄積があるが、論者はユカタン・マヤ族自身がこれをどのよ
うな語を用いて分節し、認識していたのかを出発点として、植民地時代にスペイン人修道士らに
よって作成されたマヤ語の語彙集をもとに各単語の意味範囲を復元し、議論していることに最大
の特徴がある。「他者」としてのマヤ族の、考え方の襞の奥に入っていくための方法論と、その結
果得られた像の豊かさを見せてくれる。
考古学的研究や調査は、対象としている地域の社会と密接に関係を持つがゆえに、その研究成
果を彼らに還元する必要・責務があるという前提に立つ小林氏は、メキシコプエブラ州トララン
カレカ行政区に住む人々が、公教育には織り込まれていない、地域の文化遺産や歴史を、日常生
活の中で具体的な知として学ぶための方策を探った。地元の小中学校や高校の生徒へのアンケー
ト、大人たちへの聞き取りをもとに、その媒介となるのは「教育マンガ」でありうると推定して
いる。実際にこれがどのような効果をもたらすのか、次の研究が待たれる。
青木報告は、ニカラグアは南大西洋自治区の首都ブルーフィールズに住むアーティストを中心
とする人々が創造しつつある「カリビアン」というアイデンティティーに注目し、これが地域に
居住する多様な民族ばかりか、他のカリブ海諸国をも含む文化的結束をも図るものであるとした。
しかし、地域社会の住民たちが、他の国々を包括した集合的文化的紐帯を受け入れるのか、ある
いは民族集団ごとのアイデンティティーを受け継ぐのかの選択肢を、彼らは近い将来迫られるだ
ろうと予測して報告を終えている。植民地支配の負の遺産をどのように克服しようとしているの
か、ブルーフィールズは、その一例を示してくれる興味深いものだ。
金子報告は、メキシコチアパス州イグレシア・ビエハ遺跡の発掘報告である。太平洋に面して
いるトナラ地域の古典期文化が、自律的進化によって発展したものであることを実証している。
その中でとりわけ筆者が強調しているのは、メキシコで主として行われている「大規模発掘」、す
なわち発掘・修復・保存を通じて、一般公開にこぎつけ、社会にその成果を還元するというあり
方の重要性である。ともすれば、研究者の学問的関心を明らかにするための部分的・限定的な発
掘を行い、調査後はそれを埋めもどすというやり方が主流となる中で、遺跡がある地元の人々の
日常生活に向き合い、その社会的要請に応えていく責務が考古学者にはあるというメキシコ考古
学のあり方の意義は大きい。

Shione Shibata, Oscar Camacho, José Gabriel Cerén, Jenny Elizabeth Menjívar報告は、エルサル
バドルのアンティグオ・クスカトラン、サンタ・テクラ両地区にまたがって発見された、紀元前
9世紀から 8世紀にかけての、トウモロコシを耕作していただろうと思われる畑の畝の緊急発掘
の結果を詳述している。商業施設建設に伴って発見されたこの先スペイン期の畑は、イロパンゴ
火山からの灰に覆われており、従ってそこで耕作されていた植物遺体が一部保存されていたので
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ある。先住民の日常生活をうかがわせる、貴重な報告だ。
そして最後を、牛島氏による、今年第 2版が出版された『グアテマラを知るための 67章』（明

石書店）の書評で本号を締めくくる。
それぞれに興味が尽きない論文や報告を読み、ふとかの

4 4

E. H. カーの言葉を思い出した。歴史
とは「歴史家と事実との間の相互作用の不断の過程であり、現在と過去との間の尽きることを知
らぬ対話」だと彼は言うのである。歴史家は常に「現在の目」を通して、自身が生きている時代
を理解するための鍵として過去にその回答を求めるということだ。「現在」は常に流動性に富んだ
時間なのだから、過去への問いかけも変わっていくのは当たり前なのである。かつては学問的関
心が最優先され、「象牙の塔」という言葉に象徴されるように、日常生活とはかけ離れたところ
で「孤高の研究」をしているのが理想とされた時代があった。だが、1990年代以降、小林氏が指
摘するように、人類学の対象として調査される側にまわっていた人々から、それまでの「知的収
奪」構造に対する、すなわち調査で得られた知の地元への還元が全くなかったことへの疑問が投
げかけられ始め、研究者の「現在」のみならず対象としている地域の人々の「現在」をも考慮に
入れた研究姿勢が要求されるようになった。もちろん、金子氏がいうように、メキシコ考古学は
常にこの問題に対峙し、遺跡のある地域との連携を考慮に入れた発掘調査がなされてきているか
ら、そこから学ぶことは多いはずだ。これはおそらく、エルサルバドルでも同じであろうと思う。
「他者」という言葉で、研究対象地域に住む人々、あるいはかつての住民たちを指す場合がある。
しかし同時に私たち自身も、彼らにとっては「他者」なのであり、両者の間にどのような架け橋
を構築していくのか、「対等な」知的関係の構築は可能なのかなどに関して、これからも議論は
続けられるだろう。青木氏が、極めて複雑多様な民族社会を前にして、この問題を常に意識させ
られていることは、行間に読み取れる。一方郷澤氏の用いている方法論は、「過去」に属する人々
の知を復元することを通じてマヤ人が自らの歴史や社会をどう理解していたのかにアプローチす
る、1つの有効な手段であるに違いない。
京都外国語大学ラテンアメリカ研究所の発行するニューズレター「いえらっく」36号にも書い
たが、現在のラテンアメリカ研究の傾向を垣間見させてくれる本号所収の論文や研究ノート、調
査研究報告は、「知の多元性」を再考させるに十分な問題提起をしている。「知の収奪構造」から
「知の対等な関係」、「双方向的な知」へと転換することの重要性を、保苅実『ラディカル・オーラ
ル・ヒストリー。オーストラリア先住民の歴史的実践』（岩波現代文庫、2018年）を読み返しつつ、
考え続けたく思った。
この編集後記を終えるにあたって、長年本研究所の客員研究員であった古畑正富氏が、本年 9

月にご逝去されたことをお伝えしなければならない。今年から研究所内研究会を催しますからと
お伝えした時の、あの嬉しそうな顔を私は忘れることができない。第一回目の研究会に、彼の姿
が見えないので気になったのだが、その後ご家族より訃報をいただいて幽明境を異にされたこと
を知った。氏がおられれば、さらに活発な議論が展開できたものをと思う。研究所の活動に様々
な形でご尽力いただいたことを感謝するとともに、心より哀悼の意を表する。

 （大越）
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