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〈論　　文〉
Cambios diacrónicos en las actividades relacionadas con la 

obsidiana y su intervención por el Estado teotihuacano

Shigeru KABATA
＊

1　Introducción

Este ar tículo analiza la producción de ar tefactos de obsidiana recuperados en las 

exploraciones del Proyecto Pirámide de la Luna (PPL) en Teotihuacan. Las ideas giran en 

torno al primordial papel que este material jugó en la esfera política, económica y religiosa 

de esta antigua urbe, a través de los estudios de la obsidiana procedente de diversos 

contextos arqueológicos, tanto al interior como al exterior de Teotihuacan. Sabemos que la 

obsidiana fue importante no sólo por su uso cotidiano, sino también porque fue utilizado 

como representación simbólica ligada a la autoridad política, y como producto suntuario 

要　　旨
本稿は、テオティワカンの社会において、政治的・経済的・宗教的に重要な役割を担っ
ていた黒曜石に関するものである。冶金技術が日常生活にまで浸透していなかった古
代メソアメリカ文明にとって石器の利用は不可欠であり、特にテオティワカンにおけ
る黒曜石の役割は、あらゆる意味において重要であった。テオティワカン人によって
使用された黒曜石製品の出土状況を都市の内外から考察すると、当時の人々にとって、
それらは日常生活用品としての利用価値のみならず、それ以上に王権のシンボルの一
部を象徴する威信財、またエリート階級の人々によって執り行われる儀礼用品として
も利用されていたことが分かる。
国家テオティワカンの汎メソアメリカ的な発展について考察する先行研究は、特に
パチューカ原産地の黒曜石を管理した結果にあると主張する。一方で、この国家がい
つから政治介入したのか、さらには、他の原産地黒曜石の獲得システムとどのような
関係にあったのかについての議論は乏しい。
本稿は、上記のテーマに解明に貢献するものである。特に「月のピラミッド発掘調
査（Proyecto Pirámide de la Luna）」から出土した黒曜石の分析データ、および発掘調
査の成果を基に、黒曜石の原産地や石器組成の通時的変化について分析する。そして、
この分析を基に、黒曜石製品の生産活動がどのように変化したのか、さらにその変化
はテオティワカンの政治的・経済的側面とどのような関係にあったのかについて考察
を行う。

キーワード
Mesoamérica, Teotihuacan, Obsidiana, Control estatal, Intercambio

＊　京都外国語大学
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para las distintas ceremonias.   

La proximidad geográfica de Teotihuacan a los yacimientos de obsidiana puede ser 

considerada como una causa de su auge. Aunado a esto, se puede decir que el control 

sistemático de su producción por el Estado teotihuacano, hizo que los productos fueran 

artículos indispensables para el comercio a larga distancia (Charlton y Spence 1982; 

Spence 1981, 1984, 1987, 1996), causando que dicha actividad contribuyera en cierto grado 

a florecimiento político y económico de esta urbe (Charlton 1978, 1984; Santley 1983, 

1984).

Por ello, es imprescindible investigar el vínculo entre la producción de obsidiana con 

los teotihuacanos; especialmente su asociación con las actividades políticas y económicas. 

El objetivo central de este estudio es analizar los cambios graduales en las actividades de 

producción de obsidiana a través del tiempo, y deducir cómo se relacionaron política y 

económicamente estos cambios.

2　Antecedentes y planteamiento del problema 

Para Teotihuacan existen numerosos estudios sobre la obsidiana y su abundancia en 

comparación con otros sitios de Mesoamérica. Estos pueden dividirse en dos vertientes: 

aquellos enfocados en los procesos de cambio evolutivo en las actividades de producción 

(Iceland 1989; Ruiz Aguilar 1981; Spence 1967, 1981, 1984, 1987; Spence et al. 1984; Storey 

1986), y los que proponen modelos interpretativos en los que reconstruyen la manera en 

que circularon los productos dentro del marco de Mesoamérica; ubicando a Teotihuacan 

como el Estado que organizó la obtención de materia prima, su manufactura y la posterior 

distribución de los productos (Charlton 1978, 1984; Charlton y Spence 1982; Santley 1983, 

1984).

Como el presente artículo se centra en la primera dirección, resumiré los estudios 

anteriores, señalando los problemas analíticos e interpretativos concebidos en ellos y 

estableciendo el enfoque actual. Los primeros estudios sobre la obsidiana en Teotihuacan 

fueron hechos por Michael Spence (e.g., 1967, 1981), quien ha analizado sistemáticamente 

la relación entre el cambio de las actividades de producción y el desenvolvimiento de la 

ciudad, estableciendo modelos e hipótesis para este sistema. Sus investigaciones se basan 

particularmente en los análisis de obsidiana de superficie recuperada por el Teotihuacan 
Mapping Project e indica que se observa un desarrollo de actividades de producción 

paralelas a las de expansión política y económica.

Para llegar a esta conclusión, Spence define el área del taller de obsidiana en 

Teotihuacan conforme a la densidad cuantitativa superficial de este material, área 

proporcionalmente más abundante comparada con el área de presencia de cerámica. Por 

otro lado, más de la mitad de las muestras recolectadas tienden a ser residuos o 

implementos no terminados (Spence 1984:88). Además, por medio del análisis espacial de 
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la obsidiana de los talleres y los edificios o las pirámides cercanas a ellos, así como por los 

componentes de lítica lasqueada que se recuperan en un taller, se dividen los talleres 

identificados en tres niveles que representan el grado de familiaridad con el Estado 

teotihuacano: Talleres Locales, Talleres Regionales y Talleres de Recintos (Spence 1981: 

771-774, 1987:434-437). Con base en estos criterios, muestra que a lo largo del crecimiento 

de la ciudad aumentó el número de talleres; los Talleres Regionales y los de Recintos 

empezaron a aparecer desde la fase Tzacualli, lo cual implicaría el inicio de un periodo de 

especialización laboral de tiempo completo y la aper tura del control directo a las 

actividades de producción de obsidiana como Estado. Por otro lado, hace hincapié en que 

el incremento súbito en el número de talleres desde Miccaotli y la expansión cuantitativa 

de la obsidiana verde correspondiente a dicha fase o Tlamimilolpa temprano, son evidencia 

de que Teotihuacan como Estado organizó un sistema monopolizador dirigido a esta 

actividad, utilizando los productos manufacturados de obsidiana verde en el comercio a 

larga distancia, a su vez, los movimientos estatales provocaron la aparición de más 

especialistas (Spence 1984:112-113, 1996).

Aunque Spence insiste en la íntima relación económica y política entre Teotihuacan y 

sus actividades de producción, hay algunos puntos que criticar. Primero, es difícil 

establecer si la densidad cuantitativa de la obsidiana recuperada en superficie ciertamente 

representa la actividad de hace más de 1500 años. Por ejemplo, un taller identificado que 

correspondió temporalmente a Teotihuacan por definición alcanza a pertenecer a la fase 

Coyotlatelco (Rattray 1987:452-453, 1989). Por otro lado, Clark (1986) señala que la 

definición en sí tiene problemas y desde su punto de vista, las actividades de producción de 

obsidiana fueron en menor escala. A pesar de que se han encontrado diversos depósitos de 

lascas y productos de obsidiana en diferentes partes de Teotihuacan, todavía no se ha 

establecido cabalmente la presencia de talleres a través de los datos recuperado de la 

superficie. Debido a la escasez de obsidiana con la que podemos hacer una relación 

estratigráfica y temporal, se nos dificulta establecer una cronología morfológica y 

tecnológica para esclarecer el cambio diacrónico de la actividad de producción (Ruiz 

Aguilar 1981). En consecuencia, los estudios dirigidos en esta dirección están aún en vía 

de desarrollo, para identificar los talleres se deben considerar los datos obtenidos desde 

las excavaciones estratigráficas (e.g., Carballo 2005:84-107, 2017).

En el contexto actual, el presente trabajo se enfoca en el análisis del cambio diacrónico 

en el uso de yacimientos que abastecieron de materia prima a la gran urbe, y en los 

componentes de materiales de obsidiana tallada, por medio del estudio de los restos 

recuperados en los diversos rellenos de la Pirámide de la Luna, y sus subestructuras
1)

, así 

como al interior del Templo de Quetzalcóatl. Sin embargo, debido a que los materiales de 

obsidiana provienen de contextos secundarios, se deben considerar los riesgos que nos 

pueden dirigir a interpretaciones erróneas. No obstante, los datos que se presentan aquí 

pueden ser una base útil en el estudio del cambio diacrónico de las actividades de 
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producción de obsidiana en Teotihuacan.

3　Metodología del análisis

3-1　Selección de la obsidiana y estrategia de análisis

Los materiales de obsidiana que se analizaron fueron categorizados conforme a su 

procedencia de los siguientes edificios
2)

 (Tabla 1; Figura 1).

▪ Edificio 1

▪ Edificio 2

▪ Edificio 4

▪ Edificio 5

▪ Edificios 6 y 7 (Pirámide de la Luna)

▪ Edificio 7-A

▪ TQ (Templo de Quetzalcóatl)

Tabla 1   Cronología de Teotihuacán (modificada de Sugiyama y Cabrera 2007, adaptando datos de 

Sugiyama y Cabrera 2000, 2001, 2002; Cabrera y Sugiyama 1999).
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Ya que todos los materiales de obsidiana proceden de contextos secundarios, no 

siempre son contemporáneos con los edificios cuando funcionaban y a los datos 

correspondientes a estos. A pesar de que se clasifican convenientemente de esta manera, 

es razonable pensar que la temporalidad de los datos tomados para el análisis puede ser 

más antigua y/o casi contemporánea que la de los edificios en sí.

Existen diez túneles que fueron realizados por el PPL hasta el año 2001, con el objetivo 

de investigar la dimensión de las subestructuras halladas dentro de la Pirámide de la Luna 

y reconstruir el proceso arquitectónico de las mismas. Los túneles se nombraron del 1 al 

10 (Sugiyama y Cabrera 1999, 2000, 2001, 2002), los nombrados del 1 al 8 serán estudiados 

en este trabajo, a excepción del túnel 5. Se llevó a cabo el análisis macroscópico y la 

clasificación de 9993 piezas de obsidiana que sumaron 19170.6 g en total. Como primer 

paso éstas se clasificaron por colores verde, gris y meca, y después por su morfología.

La obsidiana verde proviene de la Sierra de Pachuca, Hidalgo, zona ubicada a unos 

50 km al noreste de Teotihuacan. El color de su matriz presenta tonos verdes o dorados, lo 

cual es peculiar en comparación con otras obsidianas de Mesoamérica; además debido a 

que la obsidiana de este yacimiento comúnmente no lleva inclusiones, no presenta mucha 

Figura 1   Ubicación de las subestructuras halladas en la Pirámide de la Luna y los túneles llevados 

a cabo por el PPL (modificada de Sugiyama y Cabrera 2007).
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dificultad al trabajador que la talla (Cobean et al. 1991:74; Spence 1984:94). 

La mayoría de la obsidiana gris proviene de Otumba, yacimiento localizado a unos 

16km al este de Teotihuacan (Spence 1981:774-776). En general el color es gris o gris-

negro ocasionalmente con algunas texturas veteadas. Gracias a su cercanía geográfica con 

Teotihuacan, es sabido que este yacimiento fue el más utilizado desde las primeras fases, 

ya que se ha recolectado gran cantidad de esta obsidiana en superficie dentro de la ciudad, 

sobresaliendo su presencia en comparación con la obsidiana de otros yacimientos (Spence 

1981, 1984).

La obsidiana meca
3)

 que se encuentra en Teotihuacan es básicamente de color gris o 

gris-negro en la que se entremezcla óxido de hierro, algunas veces con un patrón 

determinado de alineamiento, otras no. A diferencia de los otros yacimientos, esta 

obsidiana no tiene un lugar especial de origen sino que se puede generar en varios 

yacimientos, debido a que es producto de contaminación química, cuando se introduce el 

óxido de hierro en la matriz vítrea.

La categoría de forma incluye “Navajas”, “Navajas prismáticas”, “Núcleos”, “Bifaciales”, 
“Raspadores”, “Perforadores”, “Lascas” y “Otros”, esto se refiere a las diversas tendencias 

morfológicas de los productos utilizados en Teotihuacan. Además de esta clasificación se 

realiza otra a un nivel inferior
4)

, con el objetivo de reconocer a qué proceso de talla 

pertenece cada una de las piezas.

3-2  Problemas de interpretación en la obsidiana de contextos secundarios

Para llegar a una interpretación basada en el análisis de la utilización de los artefactos 

provenientes de contextos secundarios, tenemos que poner atención en dos puntos.

El primer problema es el saber la procedencia de los materiales seleccionados de la 

excavación en los túneles de la Pirámide de la Luna y sus subestructuras. Los materiales 

de obsidiana que se estudiaron y que se asocian a cada uno de los edificios provienen de 

áreas restringidas por las excavaciones y no abarcan el volumen total de los edificios. 

Además de esto, se presume que el relleno y los materiales utilizados al construir un 

edificio gigante como la Pirámide de la Luna en los que se encontraron materiales de 

obsidiana, debieron proceder de varios lugares. Esto indica que existe una alta 

probabilidad de que los datos obtenidos reflejen una diversa secuencia de uso temporal y 

utilitario, aunque algunos de estos correspondan temporalmente con los edificios. Es difícil 

asegurar que los datos obtenidos en una sola área reflejan la actividad entera de producción 

de obsidiana correspondiente a un edificio. Éste es el caso de las muestras tomadas de los 

edificios 1 a 3, que son relativamente pequeñas y donde probablemente no vamos a tener 

este tipo de riesgo interpretativo. Sin embargo, en la dimensión del “Edificio 3”, hay 

necesidad de considerar las construcciones posteriores superpuestas, las cuales 

agrandaron más de 9 veces su planta.
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A continuación, examinamos las diferencias que se generan en los resultados del 

análisis de datos que se obtienen de un área restringida por medio de la excavación de un 

túnel y los datos de un área seleccionada limitada por la dimensión de un edificio grande. 

Éste es el caso de los datos que provienen de las distintas áreas y que componen el 

“Edificio 6”, donde selecciono los datos del “Túnel 2”, el “Túnel 6” y el “Túnel 7”.
La Figura 2 representa la proporción de tono de color dividida en piezas (la abreviatura 

p ubicada en la parte superior del lado izquierdo de la figura) y peso (la g en la inferior de 

la misma) de los túneles 2, 6 y 7. La razón por la cual se analizan tanto la proporción en 

Figura 2 Distribución porcentual de cantidad y peso por colores en el "Edificio 6".

Figura 3   Distribución porcentual de cantidad (p) y peso (g) por "Navajas y Otros" con obsidiana 

verde en el "Edificio 6".
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piezas como la en peso se debe a la tendencia que las “Navajas y núcleos” se recuperan con 

más cantidad en excavaciones y son más ligeras que los “Otros”. Al fijarnos en el 

porcentaje de piezas de la “obsidiana verde”, podemos ver un porcentaje de 32.0% (“Túnel 

2”), 30.0% (“Túnel 6”) y 27.8% (“Túnel 7”), cuya unidad integral para el “Edificio 6” es de 

30.2%. A pesar de que el porcentaje del “Túnel 7” muestra una pequeña cantidad de 

obsidiana verde, no se puede pensar que la diferencia con los otros indique algo especial, 

considerando el porcentaje del “Edificio 6”, que es la unidad analítica entre estos tres 

túneles. Por otro lado, el porcentaje de peso del mismo yacimiento presenta 25.2% (“Túnel 

2”), 26.5% (“Túnel 6”) y 17.1% (“Túnel 7”), cuya unidad integral para el “Edificio 6” es de 

21.1%. El porcentaje del “Túnel 7” es más bajo en cierto grado que el de los otros. En este 

túnel se encuentra un raspador de 96.7g (Figura 14-9) producido con la obsidiana gris. Por 

consiguiente, cabe mencionar que la diversidad de porcentaje en peso del túnel 7 no es 

producida por la diferencia de área excavada y seleccionada, sino por el gran peso de este 

artefacto. 

La Figura 3 muestra la proporción dada por las actividades de producción de las 

formas “Navaja y navaja prismática”5)
 de la “obsidiana verde”. El porcentaje en piezas de 

cada túnel muestra 32.2% (“Túnel 2”), 43.3% (“Túnel 6”) y 43.7% (“Túnel 7”), y se observa 

una diversidad porcentual entre el “Túnel 2” y los otros. Sin embargo, hay que poner 

atención en la fragilidad de las navajas, sobre todo las navajas prismáticas. Es decir, hay 

posibilidad de que los materiales de obsidiana contenidos como relleno y materiales de 

construcción se presenten fragmentados por los miles de posibles daños al transportarlos, 

y tengan que ser clasificados en otras categorías, tales como “Lasca” u “Otros”, así se 

puede generar una diversidad porcentual de las piezas en esta figura. Con todo, esto puede 

causar algunas diferencias en los porcentajes y se debe reflexionar en este asunto al 

interpretar los datos.

Por un lado, el porcentaje en peso de la misma figura dice: 31.2% (“Túnel 2”), 23.0% 

(“Túnel 6”) y 39.8% (“Túnel 7”). El porcentaje del “Túnel 6” es más bajo, y la cantidad de 

muestra es de 13 piezas, una décima parte en comparación con las muestras de los demás, 

siendo relativamente pequeña para tomar como dato comparativo. En cuanto a la diferencia 

porcentual de los túneles “2” y “7”, podemos ver que no presenta gran problema comparada 

al 34.1% del “Edificio 6”.
En la Figura 4 se presentan los porcentajes de la “obsidiana gris” de la misma manera 

que en la Figura 3. Si vemos el porcentaje de las piezas, observamos 5.5% (“Túnel 2”), 

10.0% (“Túnel 6”) y 10.6% (“Túnel 7”), mientras que el de peso es casi homogéneo. 

Probablemente la diversidad porcentual en las piezas de los túneles “2”, “6” y “7”, es 

provocada por la misma razón que la del caso de la “obsidiana verde”, mencionada antes.

A juzgar por la comparación analítica entre los datos presentados arriba, se entiende 

que no hay gran diferencia entre los resultados de los datos seleccionados en las distintas 

áreas correspondientes a un mismo edificio. No obstante, conforme al análisis de la Figura 
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3, cabe mencionar que hay problemas al enfocar en las actividades de producción de 

navajas y navajas prismáticas, si utilizamos los datos porcentuales de las piezas. Por lo 

tanto, para interpretar este asunto es más confiable utilizar los datos de peso como se vio 

en las Figuras 3 y 4. Se obvia el análisis de la obsidiana meca ya que su presencia es menor 

en comparación con las otras, 0.5% (Figura 2). 

El otro problema relacionado con la interpretación en los materiales de obsidiana 

provenientes de contextos secundarios, es si los datos analíticos provenientes de la 

Pirámide de la Luna y sus subestructuras al norte de la ciudad, representan la actividad 

real de producción presente en toda la ciudad. En otras palabras, hay que extender el 

rango de probabilidades hasta un nivel más amplio, porque visto en comparación con el 

área total de la urbe, los datos que se manejan en cuestión son de un área muy limitada. Es 

relativamente racional pensar que el relleno y los materiales para la construcción se traían 

desde lugares cercanos a la pirámide, considerando que esto podría representar una 

reducción en la mano de obra. Si es correcto, los datos analíticos obtenidos de la Pirámide 

de la Luna y sus subestructuras, reflejarían las actividades de producción de sólo algunos 

lugares cercanos a ellas y sería imposible entonces con esta información, interpretar y 

dilucidar la actividad de toda la ciudad. Para averiguar si los materiales de obsidiana 

provinieron o no de los alrededores de la ciudad, y hasta dónde los datos que se obtienen 

aquí representan la actividad de producción, se hará una comparación de los datos de 

obsidiana entre el “Edificio 5” y el “TQ (Templo de Quetzalcóatl)”, los cuales son 

considerados contemporáneos temporalmente en funcionamiento y construcción (Parry y 

Kabata 2004).

Figura 4   Distribución porcentual de cantidad y peso por "Navajas y Otros" con obsidiana gris en el 

"Edificio 6".
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La Figura 5 muestra la proporción de tono de color dividida en piezas y pesos del 

“Edificio 5” y el “TQ”. El porcentaje de las piezas del “5” es de 16.6% y el del “TQ” es de 

24.4%, se observa una diferencia de 7.8% entre ellos. Por otro lado, no se encuentra gran 

diferencia en el porcentaje de peso indicado de 14.9% (“5”) y 12.9% (“TQ”). No se encuentra 

diferencia en el porcentaje de peso general sino en el de las piezas, probablemente y como 

nos muestra la Figura 6, porque fue mayor la actividad de producción de navajas y navajas 

prismáticas con obsidiana verde en el “TQ” que la del “5”. De esta manera, al considerar el 

cambio diacrónico en la elección de los lugares de abastecimiento o yacimientos por los 

teotihuacanos, y los porcentajes de peso, nos podremos acercar a una reconstrucción más 

precisa sobre las actividades reales de producción. 

Las Figuras 6 y 7 se enfocan en las actividades de producción de navajas y navajas 

prismáticas. La Figura 6 muestra las actividades relacionadas con la producción de 

obsidiana verde, podemos ver que el porcentaje entre los edificios es grande, en el “Edificio 

5” es 14.1% y en el “TQ” es 31.6%. Sin embargo, en la Figura 7 no aparece la misma 

tendencia, como en el caso de la Figura 6, y la diferencia porcentual es más ligera que en el 

“5” que es 9.7% y en el “TQ” que es 14.1%. Por otro lado, si nos referimos al porcentaje de 

piezas de ambos edificios, en el “5” es 19.8% y en el “TQ” es 64.8%, por lo que el porcentaje 

del “TQ” es aproximadamente 3.3 veces más alto que el otro (Figura 6). Asimismo, el 

porcentaje de las piezas en la Figura 7 es diferente en ambos edificios. Por consiguiente, al 

analizar los datos obtenidos de las distintas áreas, podemos reconocer que hubo cierta 

heterogeneidad y que la actividad de producción de formas de obsidiana tuvo diversidad. 

Es decir, aunque la presencia de la obsidiana verde en ambos edificios no varió tanto, 

conforme a la Figura 6, los datos del “TQ” nos indican que la actividad encaminada a 

manufacturar navajas y navajas prismáticas fue relativamente más alta que la del área de la 

Pirámide de la Luna. Cabe mencionar por qué no se asemeja la tendencia entre la 

Figura 5 Distribución porcentual de cantidad y peso por colores en el "Edificio 5" y el "TQ".
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proporción en piezas (31.6% y 68.4%), y la en peso (64.8% y 35.2%) de la Figura 6: se atribuye 

al peso de los núcleos, los cuales se recuperaron más en el Templo de Quetzalcóatl que en 

el Edificio 5.

Además de esto, la diversidad de producción por área que se observa en la Figura 8 

representa la presencia de cantidad y peso de los bloques, pedazos y lascas con corteza, 

dentro de todos los materiales analizados. El porcentaje del “TQ” es más alto en piezas y en 

peso que el del “5”. 
Es interesante citar que los teotihuacanos utilizaran los bloques de obsidiana para 

tallar los productos, los cuales llegaban del yacimiento de Otumba por la corriente del río 

San Juan y de ahí eran extraídos (Spence 1984:91-94). Si atribuimos importancia a que el 

Templo de Quetzalcóatl se ubica más cerca del río que el Edificio 5, y la proporción en la 

Figura 8 del “TQ” es más abundante que en la del otro, se puede suponer que el relleno 

que se utilizó para la construcción del templo fue extraído desde el río o su área 

circunvecina. Por lo tanto, también se puede pensar que el relleno para la edificación 

proviene en general de las proximidades geográficas de los edificios. Los datos de ambos 

edificios muestran diferentes frecuencias influidas por la actividad de las áreas en que 

probablemente se manufacturaron las distintas formas.

Dicho desde otra perspectiva, tal diversidad porcentual no sólo se debe a la causa 

espacial a que haya una distancia de 2 km entre el Templo de Quetzalcóatl y el Edificio 5, 

sino también al hecho de con qué materias se construyeron los edificios y de qué capas se 

recuperaron los materiales de obsidiana. El Edificio 5 se cimienta con tezontles, piedras, 

adobes, lodo, tepetate molido y otros, la obsidiana incrustada aparece en varias capas 

(Sugiyama y Cabrera 2000:6-11, 2001:13-21). Por otro lado, el Templo de Quetzalcóatl 

presenta un sistema constructivo de cajones a su vez con estructuras de pilotes, entre los 

cuales se depositaron tierra y piedras para dar durabilidad al edificio (Cabrera Castro 

1991). 

De esta manera, el tipo y adquisición de materias utilizadas para la construcción del 

templo fue limitado, se induce que la procedencia de estas fue determinada por áreas 

menores, en comparación con el caso del Edificio 5. La superficie de la base de ambos 

edificios, aprox. 7812 m² (Edificio 5) y aprox. 3940 m² (TQ), es una diferencia que también 

apoya esta interpretación. La mano de obra utilizada para la construcción del Edificio 5 

aparentemente es mayor que la utilizada para el templo, y se considera con alta 

probabilidad que las materias se suministraron de varias áreas. Podemos observar que los 

datos analizados varían por área.
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Figura 6   Distribución porcentual de cantidad y peso por "Navajas" y "Otros" con obsidiana verde 

en el "Edificio 5" y el "TQ".

Figura 7   Distribución porcentual de cantidad y peso por "Navajas" y "Otros" con obsidiana gris en 

el "Edificio 5" y el "TQ".

Figura 8   Distribución porcentual de cantidad y peso por "Pedazos con corteza" y "Otros" con 

obsidiana gris en el "Edificio 5" y el "TQ".
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A través de los resultados de estos análisis, podemos llegar a dos conclusiones: 

primero, no hubo mayor diversidad en la unidad de datos seleccionados, representados y 

obtenidos en los distintos túneles del Edificio 6, en cuanto al tono de color. Aunque los 

datos pertenecen al mismo edificio (Figura 2), se puede reconocer que no existe diferencia 

en las unidades de datos correspondientes a la Pirámide de la Luna y sus subestructuras. 

Asimismo, como no aparece diversidad porcentual en los datos de peso representados por 

tono de color entre el “Edificio 5” y el “TQ” (Figura 5), es posible pensar que los datos de 

estos no varían mucho a pesar de que pertenecen a las distintas áreas de la ciudad. En 

consecuencia, cabe mencionar que la unidad de los datos obtenidos de la Pirámide de la 

Luna y sus subestructuras, aunque pertenecen a un área restringida de la ciudad, se 

pueden aplicar como evidencia para interpretar qué cantidad entraba relativamente a 

Teotihuacan desde los yacimientos, sobre todo de la Sierra de Pachuca y de Otumba y de 

cuál fue más predominante o preferible para las actividades de producción de obsidiana.

Contrario a esto, al tratarse de los otros datos analíticos, no se pueden reconocer los 

datos obtenidos del área de la Pirámide de la Luna como los universales, ni pensar que 

representan la actividad entera de producción en Teotihuacan. Por ejemplo, los datos 

obtenidos entre el “Edificio 5” y el “TQ” presentan cierta heterogeneidad porcentual, como 

vimos en las Figuras 6 a 8, y esto se debe a la diferencia de dónde fue la obsidiana 

seleccionada. Por esta razón, al considerar los datos que no se refieren al tono de color, los 

reconoceré como una evidencia que implica las limitantes en las actividades de producción 

alrededor de la Pirámide de la Luna, y describiré el cambio diacrónico de dichas 

actividades reduciendo el rango interpretativo. 

4　Resultados e interpretación del análisis

4-1  Resultados del análisis por edificios

4-1-1  Edificio 1

Se analizaron 3470 piezas y 5891.0g en este edifico. La Figura 9 (peso)
6)

 indica 12.5% 

(verde), 87.2% (gris) y 0.2% (meca), en este caso la obsidiana proveniente de la Sierra de 

Pachuca fue menor. Proporcionalmente la poca presencia de la verde, cuyo porcentaje 

corresponde a la Figura 10 (peso)
7)

, es de 5.1%. Al contrario, conforme a las Figuras 11 

(peso) y 12 (piezas)
8)

, la obsidiana verde fue utilizada preferentemente en esta fase para 

producir los bifaciales, raspadores y perforadores (también véase el Figuras 13-1 y 13-3). 

También se puede decir lo mismo observando los resultados de la Figura 13-1 (peso)
9)

. Por 

otra parte, con base en la Figura 13-2 (peso)
10)

 y la 13-4 (piezas)
11)

 en las que se presentan 

los porcentajes de la actividad relacionada con navajas y navajas prismáticas producidas 

con la gris, cuya actividad no fue tan alta como la verde, mostrando el 4.3% (Figura 13-2) y 

el 3.9% (Figura 13-4).

Por lo tanto, se puede observar que generalmente fue menor la escala dedicada a la 
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actividad de producción en navajas y navajas prismáticas. Sin embargo, considerando la 

proporción de las Figuras 10 a 12, se reconoce que la obsidiana gris fue más común para 

manufacturar cualquier forma de producto.

4-1-2  Edificio 2

La cantidad y el peso total de la obsidiana analizada en el “Edificio 2” son 1439 piezas y 

4431.6g. La Figura 9 muestra los porcentajes de 23.6% (verde), 76.0% (gris) y 0.4% (meca). 

Conforme a la Figura 13-1, la frecuencia de “Navajas y núcleos” aumenta ligeramente y la 

de “Bifaciales y núcleos”12)
 baja, igual que en la Figura 13-3 (piezas)

13)
. 

En cuanto a la obsidiana gris, el porcentaje que muestra la actividad de producción en 

“Bifaciales y núcleos” es menor en relación con el aumento porcentual de la obsidiana 

verde (Figuras 11 y 12). La tendencia de este fenómeno también concuerda con las Figuras 

13-2 y 13-4. A pesar de que el porcentaje de “Navajas y núcleos” aumenta en una pequeña 

cantidad (Figuras 13-2 y 13-4), vemos también que disminuye en la Figura 10, así que es 

difícil entender la tendencia de producción de la obsidiana gris.

Figura 9 Distribución porcentual de peso por colores.

Figura 10 Distribución porcentual de "Navajas y núcleos" de peso por verde y gris.
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4-1-3  Edificio 4

La unidad de los datos analíticos del “Edificio 4” es de 438 piezas y el peso de 1201.3g. La 

frecuencia de peso entre la obsidiana verde, gris y meca es 13.2%, 85.9% y 0.9% (Figura 9). 

Aunque el porcentaje de la obsidiana verde al parecer se reduce relativamente en 

comparación con el del “Edificio 2”, el porcentaje de “Navajas y núcleos” (Figuras 10 y 13-

1) se incrementa. Esto nos lleva a pensar que la obsidiana verde probablemente tendiera a 

ser utilizada preferiblemente para la manufactura de navajas y navajas prismáticas a través 

del tiempo.

Por otra parte, el porcentaje relacionado con “Navajas y núcleos”, y el de “Bifaciales y 

núcleos” de la obsidiana gris presenta un incremento (Figura 13-2), en cambio la frecuencia 

de “Bifaciales y núcleos” en la Figura 13-4 disminuye, y no se observa alguna preferencia 

como en el caso de la obsidiana verde.

Figura 11 Distribución porcentual de "Bifaciales y núcleos" de peso por verde y gris.

Figura 12 Distribución porcentual de "Bifaciales y núcleos" de piezas por verde y gris.
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4-1-4  Edificio 5

En este edificio fueron analizadas 489 piezas y 1336.2g de obsidiana. La Figura 9 presenta 

porcentajes de 14.9% (verde), 81.2% (gris) y 3.8% (meca). En este edificio podemos ver un 

aumento leve de la obsidiana meca.

El porcentaje de “Bifaciales y núcleos” de la obsidiana verde es bajo, y no presenta 

cambio desde las etapas anteriores (Figuras 13-1 y 13-3). Según la Figura 13-1, el 

porcentaje de “Navajas y núcleos” de la misma materia se reduce de lo presentado en la 

fase anterior, pero el porcentaje de peso (Figura 13-3) representa la misma tendencia que 

tenía en los edificios anteriores.

La presencia cuantitativa de la gris es en su mayoría igual que antes (Figura 9). Como 

se mencionó anteriormente, no se observa ninguna preferencia de producción en alguna 

forma particular, más bien. la materia prima se utiliza para manufacturar cualquier forma.

4-1-5  Edificios 6 y 7

Se analizaron 3462 piezas y 4711.3g en esta categoría. La presencia porcentual de obsidiana 

verde aumenta ligeramente a 23.4% (Figura 9). Además, la frecuencia de “Navajas y 

núcleos” de la Figura 10 llega al 61.4%, en proporción a esto, la de la Figura 13-1 llega a ser 

alta, y mantiene la misma tendencia de los edificios anteriores. A la vez, el porcentaje de 

“Bifaciales y núcleos” (Figuras 13-1 y 13-3) se mantiene bajo, y queda claro que hubo una 

preferencia por producir navajas y navajas prismáticas usando la obsidiana verde.

A nuestro parecer, este fenómeno probablemente repercute en la tendencia de 

disminución porcentual de “Bifaciales y núcleos” (Figura 13-2 y 13-4). Con todo, no 

tenemos evidencia suficiente para decir que la obsidiana gris fue usada especialmente para 

la producción de bifaciales y raspadores.

4-1-6  Edificio 7-A

El “Edificio 7-A” consiste en la unidad de datos de 170 piezas y 350.6g. Antes que nada, es 

importante advertir que hay cierto problema para interpretar estos datos debido a la 

escasez de muestras analizadas.

El porcentaje de la obsidiana verde de la Figura 9 llega al máximo (33.7%). Junto con 

este aumento, la frecuencia en la producción en “Navajas y núcleos” se incrementa 

relativamente (Figura 10) y dicha tendencia llega a la cumbre (Figura 13-1). Sin embargo, 

de ahí que el porcentaje de “Navajas y núcleos” (Figuras 11 y 12) es de 0.0%, este número 

expresa la falta de muestras.

4-1-7  Templo de Quetzalcóatl (TQ)

En este edificio fueron analizadas 525 piezas y 1248.7g de los materiales de obsidiana. 

Como se indica en el apartado 2-2, la unidad de datos del “TQ” representa la actividad de 

sus alrededores, salvo la presencia del tono de color. Es difícil por el momento compararlos 
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con los datos provenientes del área de la Pirámide de la Luna, los que se tratan como datos 

adicionales. No obstante, se utilizaran los datos del tono de color como parte de los otros 

datos para interpretar diacrónicamente las actividades de producción, ya que no se observó 

diversidad entre los datos del “Edifico 5” y el “TQ”.
La Figura 9 muestra los porcentajes de 12.9% (verde), 86.9% (gris) y 0.2% (meca). 

Mientras que la presencia de la verde es poca, el porcentaje relacionado con “Navajas y 

núcleos” es alto (Figuras 10 y 13-1). Según las Figuras 11 y 12, la gris está asociada más 

con la producción de “Bifaciales y núcleos”, así que podemos pensar que la gris fue 

aprovechada para cualquier forma sin preferencia alguna, a diferencia de la verde.

4-2  Interpretación diacrónica

En este apartado consideramos diacrónicamente los datos descritos en el 4-1 y hacemos 

una interpretación del cambio y la tendencia relacionados con las actividades de 

producción de obsidiana. Particularmente, basándonos en los datos obtenidos del “Edificio 

1” al “Edificio 7-A”, que están ubicados en el mismo contexto, se describe el movimiento de 

la proporción en tono de color y la tendencia de producción en forma por color.

Ya que el resultado de la Figura 9 representa el cambio general no sólo en las 

actividades de producción cercana al área de la Pirámide de la Luna, sino también en la 

totalidad de la urbe como se mencionó en el apartado 3-2, empezamos con este tema para 

tener y presentar una visión más amplia. Luego, profundizamos en dicha tendencia, que se 

restringe a la reconstrucción de las proximidades a la Pirámide de la Luna y no se puede 

aplicar a la actividad entera de producción en Teotihuacan.

Según la Figura 9, el porcentaje de obsidiana verde tiende a aumentar levemente a lo 

largo del tiempo con excepción en el “Edificio 2”. Pero, el porcentaje predominante dentro 

de todas las fases no llega a ser mayor que 33.7% (“Edificio 7-A”), así que se entiende que 

fue menor en comparación con la gris. Sin embargo, esta frecuencia no coincide 

extensamente con la de estudios anteriores (Ruiz Aguilar 1981; Spence 1984, 1987; Spence 

et al. 1984), en los que la presencia cuantitativa de la obsidiana verde se incrementó 

drásticamente a partir de Miccaotli o Tlamimilolpa. Además, Spence y sus colegas insisten 

en que este crecimiento notable fue provocado por el control de Teotihuacan como Estado 

al sistema de producción.

La diferencia en la frecuencia de la obsidiana verde presentada entre los estudios 

anteriores y el presente nos llevará a una distinta interpretación al considerar la relación 

entre Teotihuacan y su sistema de producción, además de esclarecer los factores del 

desarrollo económico del mismo. Por lo tanto, lo profundizamos en el apartado 5 con más 

detalle.
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La proporción de “obsidiana gris” aparece mayormente durante todas las fases, esto se 

debe a la proximidad geográfica del yacimiento de Otumba. Por otro lado, la proporción de 

“obsidiana meca” es menor y su porcentaje por debajo del 1.0%, salvo en el “Edificio 5”, 
aunque hay que señalar su impor tante función en usos religiosos y políticos, 

particularmente en contextos de entierros. En los entierros 2 y 5 hallados dentro de la 

Pirámide de la Luna, se encontraron numerosas puntas de proyectiles, bifaciales, cuchillos 

y figuras antropomorfas de gran tamaño (la máxima: 51cm de longitud y 11cm de anchura) 

(Cabrera y Sugiyama 1999:29-31). Es así como la obsidiana meca generalmente no fue 

utilizada para la producción de ar tefactos de uso común, además tomemos en 

consideración que hay poca información de la presencia de la misma en contextos de sitios 

habitacionales.

Figura 13-1 Proporción de peso con obsidiana verde.

Figura 13-2 Proporción de peso con obsidiana gris.
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El siguiente apartado trata de la actividad de producción enfocada en la tendencia de 

forma en el área de la Pirámide de la Luna. El porcentaje de la “obsidiana verde” (Figura 

10) presenta dos grandes progresos: del “Edificio 1” al “2” y del “5” a los “6 y 7”. Sin 

embargo, la proporción de “Navajas y núcleos” (Figura 13-1) muestra que el progreso del 

“5” a los “6 y 7” es grande, contrario a la del “1” al “2” es que es menor. De todos modos, 

como las Figuras 13-1 y 13-3 dicen, se entiende que el porcentaje del mismo sigue 

aumentando a través del tiempo.

En cuanto a “Bifaciales y núcleos” (Figuras 13-1 y 13-3), el porcentaje del “Edificio 1” 
diacrónicamente es más predominante, pero por lo general se asume que la producción 

relacionada con estas formas no era activa tal y como el porcentaje que ocupaba su 

producción que es relativamente bajo.

Figura 13-3 Proporción de piezas con obsidiana verde.

Figura 13-4 Proporción de piezas con obsidiana gris.
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Con referencia a la preferencia de formas con obsidiana gris, la proporción relativa de 

ésta había sido mayor que la “verde” hasta la fase del “Edificio 5”, pero después de esta fase 

se redujo (Figura 10). Este fenómeno no sólo se presenta como característica entre la 

verde y la gris, sino también se observa en la proporción de “Navajas y núcleos” de las 

Figuras 13-2 y 13-4. Es decir, dicha proporción disminuye en el “Edificio 4” de la Figura 

13-2 y el “5” de la 13-4. Por otro lado, cabe mencionar que en la producción de “Bifaciales y 

núcleos” se utilizó la gris durante todas las fases, conforme a la Figura 11 y la 12. Sin 

embargo, debido a que el porcentaje de estas mismas formas presentado en las Figuras 

13-2 y 13-4 no se presentó estable a través del tiempo, sino que cambió diferencialmente se 

espera añadir datos comparativos con éste.

A juzgar por el patrón que se mencionó arriba, se puede señalar una tendencia 

interesante en la producción de navajas y navajas prismáticas de ambas materias primas. A 

la vez del aumento porcentual del “Edificio 2” al “4” de la Figura 13-1, se incrementa el de 

las 13-2 y 13-4. Además, al mismo tiempo que va en aumento la proporción del “Edificio 5” 
a los “6 y 7” de la obsidiana verde (Figura 13-1), la obsidiana gris disminuye (Figuras 13-2 y 

13-4). En siguiente apartado nos enfocaremos en cómo se puede interpretar esta relación.

5　Actividades de producción de artefactos de obsidiana y su relación con el 
Estado teotihuacano

Ahora revisamos la metodología de los estudios publicados por Ruiz Aguilar y Spence, con 

el objetivo de discutir el porqué existe la profunda diferencia entre la proporción de 

obsidiana obtenida por ellos y la del presente estudio
14)

. Luego, se interpreta la relación 

entre Teotihuacan y su sistema de producción de obsidiana basándose en los datos 

obtenidos por medio de este análisis. Al final, consideramos qué cambios se observan en 

las actividades de producción de navajas y navajas prismáticas con la obsidiana verde y gris 

a través del tiempo.

En el estudio de Ruiz Aguilar (1981), se pretende establecer una cronología tipológica 

de la lítica tallada en Teotihuacan, se analizan materiales recuperados de las excavaciones 

de 5 pozos estratigráficos de distintos lugares. Estos pozos se dividieron provisionalmente 

en 4 fases: “Tzacualli (1-150 d.C.)”, “Tzacualli a Miccaotli (150-200 d.C.)”, “Tlamimilolpa a 

Xolalpan (200 a 650 d.C.)” y “Metepec (650 a 750 d.C.)”15)
. Se presentaron las frecuencias 

cuantitativas de la obsidiana verde conforme a las 4 fases: 11%, 39%, 84% y 95%, y señala que 

se manifiesta un cambio significativo de “Tzacualli a Miccaotli” y “Tlamimilolpa a Xolalpan” 
(Aguilar 1981:125). Sin embargo, la metodología e interpretación se pueden criticar en este 

estudio; primero, los datos provenientes de diferentes lugares fueron integrados sin 

considerar su pertenencia a cada pozo en contextos regionales: como advirtió en la 

segunda mitad del apartado 3-2 la industria de obsidiana en Teotihuacan se observa cierta 

heterogeneidad dependiendo del área. Segundo, su argumento de un cambio entre 
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“Tzacualli a Miccaotli” y “Tlamimilolpa a Xolalpan” es demasiado vasto en el intervalo de 

temporalidad
16)

, así que no se puede interpretar estrictamente que el cambio ocurrió entre 

Miccaotli y Tlamimilolpa.

No obstante, Spence (1984:112-113, 1987:441) interpreta de igual forma el cambio 

temporal, apoyando esta versión con sus propios análisis. Desde nuestra perspectiva, esto 

sería difícil de verificar ya que la presencia cuantitativa y el incremento de obsidiana verde 

desde Miccaotli hasta Tlamimilolpa dependen de la interpretación mediante los análisis de 

datos, particularmente recolectados en superficie, al menos que se corrobore de alguna 

manera que la densidad de las muestras obtenidas en superficie y el patrón de distribución 

de los materiales reflejan la actividad de fases a que las muestras corresponden. Asimismo, 

hay otro problema, el sistema de abastecimiento de obsidiana verde transportada de la 

Sierra de Pachuca desde Miccaotli o Tlamimilolpa temprano fue parte del negocio 

monopolizador de Teotihuacan como Estado (Spence 1987:441-442). En cuanto a esto, se 

puede criticar porque todavía no tenemos evidencia factible de que el yacimiento de la 

Sierra de Pachuca estaba bajo el control de Teotihuacan, a pesar de que durante los 

últimos años se empieza a informar la presencia de talleres y artefactos recuperados en 

este yacimiento relacionados con esta metrópoli (Pastrana 2005). 

Para concluir este tema, al interpretar la relación entre Teotihuacan y su sistema de 

producción de obsidiana conforme a los resultados de este análisis, podemos decir que no 

hubo un cambio notable en las actividades de producción con obsidiana verde entre 

Miccaotli a Tlamimilolpa. Tomando en consideración el incremento gradual del porcentaje 

relativo de la verde en los edificios, excepto en el “Edificio 2” (Figura 9), se puede decir 

que la relación de la actividad de abastecimiento en la Sierra de Pachuca con Teotihuacan 

aumentó a través del tiempo. No obstante, esto no significa que Teotihuacan sistematizara 

la actividad como negocio monopolizado, y que político y económicamente controlara en 

gran escala dicho yacimiento. 

Con todo, no se puede insistir que el Estado teotihuacano no interviniera en sistemas 

de producción de obsidiana en la Sierra de Pachuca. Por medio de los resultados del 

presente análisis, no tenemos suficientes datos para reconstruir hasta qué escala influía y 

controlaba dicha actividad el Estado teotihuacano. Con referencia a este tema, aunque 

solamente podemos inferir las actividades de producción en el área de la Pirámide de la 

Luna, es interesante señalar los siguientes puntos sobre dicha relación y control.

En el momento en el que se incrementa el porcentaje de “Navajas y núcleos” entre el 

“Edificio 2” y el “4” (Figura 13-1), también aumenta el de obsidiana gris (Figuras 13-2 y 13-

4). Además, cuando aumenta el porcentaje entre el “5” y los “6 y 7” (Figura 13-1), se 

obser va una disminución en obsidiana gris (Figuras 13-2 y 13-4). Este fenómeno 

probablemente indica que desde las fases tempranas de Teotihuacan, hubo preferencia por 

manufacturar navajas y navajas prismáticas con obsidiana verde. Por un lado, con la 

obsidiana gris se elaboraban sin cierta preferencia. Durante la transición entre el “Edificio 
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2” y el “4” (Figura 13-1) es más clara esta tendencia. Aunque no sabemos por el momento a 

qué se debe la disminución en el “Edificio 5”, la tendencia sigue incrementado hasta el 

“Edificio 7-A”, momento que corresponde a la última fase de Teotihuacan.

Por otra parte, disminución entre el “Edificio 5” y los “6 y 7” (Figuras 13-2 y 13-4) que 

representa la actividad de producir navajas y navajas prismáticas con obsidiana gris, 

expresaría que dicha actividad pudo haber mantenido el equilibrio entre demanda y 

suministro, con la obsidiana de ambos yacimientos hasta la fase del “Edificio 4”, mientras 

que se pudo abastecer mayoritariamente sólo con la obsidiana verde a partir de la 

transición del “Edificio 5”. En este sentido, la interpretación arriba mencionada concuerda 

con el argumento de Spence (1984:112) de que la producción de núcleos y navajas no 

parece haber convertido elementos mayores en la industria de obsidiana en Teotihuacan 

hasta Miccaotli y Tlamimilolpa, a pesar de que tenemos la discrepancia en el grado de 

dominio por los teotihuacanos. De todos modos, se piensa que fue difícil llevar a cabo dicha 

actividad con preferencia en producir navajas y navajas prismáticas con obsidiana verde sin 

intervención y control, de algún grado, de Teotihuacan como Estado.

Como se advirtió antes, esta tendencia es sólo aplicable a la actividad cercana a la 

Pirámide de la Luna, por esta razón, a través de los datos presentados en este trabajo no se 

puede interpretar la preferencia en toda la actividad de Teotihuacan, ni hasta dónde influía 

el control de ella. Por otro lado, la razón por la que las preferencias de forma son más 

visibles en el área de la Pirámide de la Luna, puede atribuirse a que esta área fue una de las 

primordiales política y religiosamente, y cualquier actividad especial fue administrada por 

el control estatal.

A través de los análisis, se indican los siguientes puntos: 1) el abastecimiento de la 

obsidiana gris (Otumba) en Teotihuacan siguió siendo el principal para manufacturar 

productos durante todas las fases, quizá por su cercanía geográfica con esta urbe (e.g., 

Gazzola et al 2010; Kabata et al 2020 en el presente volumen); 2) la presencia de obsidiana 

verde (Pachuca) en Teotihuacan fue relativamente menor comparada con la gris; 3) sin 

embargo, hubo un uso preferencial de la obsidiana verde para la manufactura de navajas y 

navajas prismáticas desde las primeras fases. Al tomar en consideración la preferencia de 

formas con esta, su producción probablemente fue repercutida por el control 

administrativo por lo menos en las áreas cercanas a la Pirámide de la Luna. Además, su 

control fue sistematizado gradualmente a través del tiempo en inclinándose a producir 

navajas.  
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Notas

１） Gracias a los hallazgos realizados por el PPL (Sugiyama y Cabrera 2000, 2001, 2002; Cabrera y 

Sugiyama 1999), se encontraron 6 subestructuras superpuestas dentro de la Pirámide de la Luna 

ubicadas sobre el eje central de la Calzada de los Muertos. La subestructura más temprana estaba 

ubicada en el Edificio 1, encima de ésta se construyó el Edificio 2 utilizando el cimiento y el relleno 

del 1. Se siguió usando esta misma manera de construcción, hasta conseguir la forma actual de la 

Pirámide de la Luna (Edificio 7).

２） Los materiales de obsidiana tomados para este análisis pertenecen a los 7 edificios. En cuanto al 

“Edificio 3”, debido a que son 6 las piezas de obsidiana disponibles para el análisis, no se tomaron en 

cuenta para el mismo, así como a los datos relacionados con este edificio. Es difícil de saber a cuál 

edificio corresponde la obsidiana analizada dentro de la estratigrafía a la que pertenece la obsidiana. 

Muestro los datos integrados de los edificios 6 y 7. Sin embargo, la obsidiana procedente de los 

túneles 2 y 5, el Túnel 7 corresponde al “Edificio 6”. El “Edificio 7-A” es una banqueta ancha que se 

añadió al talud norte de la pirámide en un tiempo posterior.

３） La obsidiana meca ha sido encontrada en los siguientes yacimientos de Mesoamérica: Zinapécuaro, 

Michoacán; Ixtlán, Nayarit; La Primavera, Jalisco; Pénjamo, Guanajuato; Cerro la Bola, Querétaro; 

Sierra de las Navajas y El Pizarrín, Hidalgo; Otumba, Estado de México; Oyameles, Puebla; y Pico 

de Orizaba (Glascock et al. 1994).

４） En este análisis “Navajas” se subdividen en siete subcategorías: 1) Navaja Prismática con 

Plataforma, 2) Navaja Prismática sin Plataforma, 3) Navaja de Percusión con Plataforma, 4) Navaja 

de Percusión sin Plataforma, 5) Navaja con Cresta con Plataforma, 6) Navaja con Cresta sin 

Plataforma y 7) Navaja con Retoque.

 　“Núcleos” se subdividen en cinco subcategorías: 1) Núcleo de Lascas, 2) Núcleo de Navajas, 

Intacto, 3) Núcleo de Navajas, Fragmentado, 4) Núcleo de Lascas de Rejuvenecimiento y 5) Núcleo 

de Navajas, Sobrepasado.

 　“Bifaciales” se subdividen en cinco subcategorías: 1) Punta de Proyectil, 2) Cuchillo, 3) Preforma, 

4) Fragmento, sin Identificar y 5) Excéntrica.

 　“Lascas” se subdividen en ocho subcategorías: 1) Lasca de Retoque Bifacial con Plataforma, 2) 
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Lasca de Retoque Bifacial sin Plataforma, 3) Lasca que Elimina Esquinas, 4) Lasca con Corteza con 

Plataforma, 5) Lasca con Corteza sin Plataforma, 6) Otra con Plataforma, 7) Otra sin Plataforma y 8) 

Pedazo, Bloque.

５） El término “Navajas y núcleos” se refiere tanto a materiales de productos completos e incompletos, 

núcleos y navajas de percusión y presión, los que se tallaron en todo proceso para manufacturar 

navajas y navajas prismáticas.

６） Como vimos en el 3-1, es adecuado tener en cuenta la proporción de peso que piezas, ya que en este 

estudio se utiliza la frecuencia calculada por peso de los materiales de obsidiana. La proporción de 

esta figura muestra el porcentaje relativo en peso de cada edificio dividido en verde, gris y meca, 

calculando todos los materiales analizados en el presente.

７） La Figura 10 muestra el porcentaje relativo de peso en la actividad de producción relacionado con 

navajas y navajas prismáticas de la obsidiana verde y gris.

８） La Figura 11 muestra el porcentaje relativo de peso en la actividad de producción relacionado con 

bifaciales, raspadores y per foradores, de ambas materias. La Figura 12 es del porcentaje 

representado en piezas.

９） La Figura 13-1 muestra el porcentaje relativo de peso en la actividad de producción relacionado con 

“Navajas y núcleos” y “Bifaciales y núcleos” de la obsidiana verde. La razón por la cual la suma entre 

los porcentajes de las categorías correspondientes a un mismo edificio no suma 100%, es porque se 

excluye el porcentaje correspondiente a los materiales que no se han podido categorizar.

10） La Figura 13-2 muestra el porcentaje relativo de peso en la actividad de producción relacionado con 

“Navajas y núcleos” y “Bifaciales y núcleos”, de la obsidiana gris, calculado de la misma manera que 

en la 13-1.

11） La Figura 13-4 muestra el porcentaje relativo de piezas en la actividad de producción relacionado 

con “Navajas y núcleos” y “Bifaciales y núcleos”, de la obsidiana gris, calculado de la misma manera 

que la 13-1.

12） El término “Bifaciales y núcleos” se refiere a los materiales de productos completos e incompletos, 

preformas, núcleos y lascas de percusión y presión, presentes en todo proceso de manufactura de 

bifaciales, raspadores y perforadores.

13） La Figura 13-3 muestra el porcentaje relativo de piezas en la actividad de producción relacionado 

con “Navajas y núcleos” y “Bifaciales y núcleos”, de la obsidiana verde, calculado de la misma 

manera que la 13-1.

14） Mientras que ellos muestran la proporción cuantitativa de la presencia de obsidiana verde, el 

presente es de la de peso, así que no son comparativas. Por tanto, aquí presento la proporción de 

piezas: “Edificio 1”, 12.1%; “2”, 22.4%; “4”, 15.3%; “5”, 16.6%; “6 y 7”, 30.0%; “7-A”, 32.9%; “TQ”, 24.4%. 

Esta proporción también indica casi misma tendencia de peso, no alcanza más de 32.9% (“7-A”), que 

se observa cierta diferencia entre la proporción de ellos y la del presente.

15） La periodización que ella utiliza es diferente a la de este estudio.

16） Sin embargo, el objeto del análisis de ella no es el mismo del presente. Hay que mencionar que la 

crítica de aquí es desde la perspectiva del análisis presente, la metodología de ella es razonable para 

su análisis.



Shigeru KABATA

─ 26 ─

Bibliografía

Cabrera Castro, Rubén 

1991   “Los sistemas de relleno en algunas construcciones teotihuacanas”, Cabrera Castro, Ignacio 

Rodríguez García y Noel Morelos García, Teotihuacan 1980-1982: Nuevas Interpretaciones, 

Colección Científica, núm. 227, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, pp. 113-

143.

Cabrera, Rubén y Saburo Sugiyama

1999   “Proyecto arqueológico de la Pirámide de la Luna”, Arqueología, vol. XXI, pp. 19-34.

Carballo, David M.

2017   “Economía y ritual en Teotihuacan y su orbita”, Americae: European Journal of Americanist 

Archaeology, vol. II, pp. 47-60

Charlton, Thomas H.

1978   “Teotihuacán, Tepeapulco, and Obsidian Exploitation”, Science, vol. CC, núm. 4347, pp. 1227-

1236.

1984   “Production and Exchange: Variables in the Evolution of a Civilization”, Kenneth. G. Hirth, 

Trade and Exchange in Early Mesoamerica, University of New Mexico Press, Albuquerque, 

pp. 17-42.

Charlton, Thomas H. y Michael Spence

1982   “Obsidian Exploitation and Civilization in the Basin of Mexico”, Phil. C. Weigand y Gretchen 

Gwynne, Mining and Mining techniques in Ancient Mesoamerica, Edición Especial vol. VI, State 

University of New York, Nueva York, pp. 7-86.

Clark, John

1986   “From Mountains to Molhills: A Critical Review of Teotihuacan’s Obsidian Industry”, Barry L. 

Issac, Greenwich, Research in Economic Anthropology, Supplement 2, JAI Press, Greenwich, 

pp. 23-74.

Cobean, Robert H., James R. Vogt, Michael D. Glascock, y Terrance L. Stocker

1991   “High-precision Trace-element Characterization of Major Mesoamerica Obsidian Sources and 

Further Analyses of Artifacts from San Lorenzo Tenochtitlan, Mexico”, Latin American 

Antiquity, vol. II, núm. 1, pp. 69-91.

Cruz, Antillón Rafael

1994   Análisis arqueológico del yacimiento de obsidiana de Sierra de Las Navajas, Hidalgo, México, 

Colección Científica, núm. 281, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México.

Gazzola, Julie, Manuel Sánchez del Río, Corina Solís y Thomas Calligaro

2010   “Par ticle-Induced X-Ray Emission (PIXE) Analysis of Obsidian from Teotihuacan”, 



Cambios diacrónicos en las actividades relacionadas con la obsidiana y su intervención por el Estado teotihuacano

─ 27 ─

Archaeometry, vol. LII, pp. 343-354.

Glascock, Michael D., Hector Neff, Joaquin García-Bárcena, y Alejandro Pastrana

1994   “La obsidiana ‘Meca’ del Centro de México, análisis químico y petrográfico”, Trace, vol. XXV, 

pp. 66-73.

Hernández, Cynthia

1993   “La Lítica”, en Linda Manzanilla (ed.), Anatomía de un conjunto residencial Teotihuacan en 

Oztoyahualco, vol. I, Universidad Nacional Autónoma de México D.F., México, pp. 388-467. 

Iceland, Harry

1989   Lithic Artifacts at the Teotihuacan Merchant’s Barrio, Tesis de maestría, Universidad de Texas, 

Austin.

Kabata, Shigeru, José Luis Ruvalcaba Sil y Julieta Margarita López Juárez

2020   “Sistemas de abastecimiento de obsidiana entre el Estado teotihuacano y las sociedades del 

valle de Toluca”, Boletín del Instituto de Estudios latinoamericanos de la Universidad de Estudios 

Extranjeros de Kyoto, vol. XX, pp.29-59.

Parry, William J. y Shigeru Kabata

2004   “Chronology of Obsidian Artifacts from the Moon Pyramid, Teotihuacan, Mexico”, Ponencia 

presentada en the 69th Annual Meeting of the Society for American Archaeology, Montreal.

Pastrana, Alejandro

2005   Informe de la Temporada de Campo del 2004. Proyecto Yacimientos de Obsidiana, Archivo del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia, México.

Rattray, Evelyn C.

1987   “La Producción y la distribución de obsidiana en el periodo Coyotlatelco en Teotihuacan”, en E. 

McClung de Tapia y Evelyn C. Rattray (eds.), Teotihuacan: nuevos datos, nuevas síntesis, nuevos 

problemas, Universidad Nacional Autónoma de México, México, pp. 451-463.

1989   “Un taller de bifaciales de obsidiana del periodo Coyotlatelco en la Hacienda Metepec, en 

Teotihuacán”, en M. Gaxiola G. y John E. Clark (eds.), La obsidiana en Mesoamérica, Colección 

Científica, núm.176, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, pp. 243-252.

Ruiz Aguilar, María Elena

1981   “Análisis tipológico y cronológico de la lítica tallada del Clásico Teotihuacano”, Tesis de 

licenciatura, Escuela Nacional de Antropología e Historia, México. 

Santley, Robert S.

1983   “Obsidian Trade and Teotihuacan Influence in Mesoamerica”, en A. G. Miller (ed.), Highland-

Lowland Interaction in Mesoamerica: Interdisciplinary Approaches, Dumbar ton Oaks, 

Washington D.C., pp. 69-124. 



Shigeru KABATA

─ 28 ─

1984   “Obsidian Exchange, Economic Stratification, and the Evolution of Complex Society in the 

Basin of Mexico”, en Kenneth G. Hirth (ed.), Trade and Exchange in Early Mesoamerica, 

University of New Mexico Press, Albuquerque, pp. 43-86.

Spence, Michael 

1967   “The Obsidian Industry of Teotihuacan”, American Antiquity, vol. XXXII, núm. 4, pp. 507-514.

1981   “Obsidian Production and the State in Teotihuacan”, American Antiquity, vol. XLVI, núm. 4, pp. 

769-788.

1984   “Craft Production and Polity in Early Teotihuacan”, en Kenneth G. Hirth (ed.), Trade and 

Exchange in Early Mesoamerica, University of New Mexico Press, Albuquerque, pp. 87-114.

1987   “The Scale and Structure of Obsidian Production in Teotihuacan”, en E. McClung de Tapia y E. 

C. Rattray (eds.), Teotihuacan: Nuevos Datos, Nuevas Síntesis, Nuevos Problemas, Universidad 

Nacional Autónoma de México, México, pp. 429-450. 

1996   “Commodity or Gift: Teotihuacan Obsidian in the Maya Region”, Latin American Antiquity, vol. 

7, núm. 1, pp. 21-39.

Spence, Michael, Jerome Kimberlin, y Garman Harbottle 

1984   “State-Controlled Procurement and the Obsidian Workshops of Teotihuacan, Mexico”, en J. E. 

Ericson y B. A. Purdy (eds.), Prehistoric Quarries and Lithic Production, Cambridge University 

Press, Cambridge, pp. 97-105.

Storey, Glenn R.

1986   “Obsidian Utilization at Tlajinga 33, Teotihuacan”, Ponencia presentada en the 51th Annual 

Meeting of the Society for American Archaeology, New Orleans.

Sugiyama, Saburo y Rubén Cabrera

1999   Informe técnico de las excavaciones en la Pirámide de la Luna, Teotihuacán: Primera 

Temporada Junio/1998-Marzo/1999, Archivo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 

México. 

2000   Informe del Proyecto de Investigación Arqueológica en la Pirámide de la Luna, Teotihuacán: 

Segunda Temporada (1999) de Excavaciones, Archivo del Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, México. 

2001   Informe de la Tercera Temporada 2000, del Proyecto Pirámide de la Luna y Proyecto de 

Investigación en la Pirámide de la Luna, Teotihuacán: Cuarta Temporada de Excavación 2001, 

Archivo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, México. 

2002   Informe de la Cuarta Temporada 2001, del Proyecto Pirámide de la Luna y Proyecto de 

Investigación en la Pirámide de la Luna, Teotihuacán: Quinta Temporada de Excavación 2002, 

Archivo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, México.

2007   “The Moon Pyramid Project and the Teotihuacan State Polity: A Brief Summary of the 1998-

2004 Excavations”, Ancient Mesoamerica, vol. XVIII, pp. 109-125.



Sistemas de abastecimiento de obsidiana entre el Estado teotihuacano y las sociedades del valle de Toluca

─ 29 ─

〈論　　文〉
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teotihuacano y las sociedades del valle de Toluca
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要　　旨
初期国家テオティワカン（前 150～後 550/600年）は、古典期の間、メソアメリカ

地域に多大な影響力を与えた。先行研究は、この国家の経済的な発展は、近郊に位置
するオトゥンバとシエラ・デ・ラス・ナバハス（パチューカ）黒曜石原産地を支配し、
獲得・加工・流通を国家事業として成功させたことにあると指摘する。しかしながら、
近年の研究の成果から、上記の 2原産地以外の黒曜石もテオティワカンで利用されて
いたことが報告されている。さらに、シエラ・デ・ラス・ナバハス原産地で獲得され
た黒曜石は、先行研究で指摘されているほど、この国家の経済的基盤を担っていなかっ
たことも明らかになってきている。
本稿では、テオティワカンの「月のピラミッド」と「太陽のピラミッド」から出土
した黒曜石の蛍光 X線分析（XRF）と、その支配圏であったトルーカ盆地出土の黒曜
石の肉眼による産地同定の結果を比較する。同時に、ArcGISによる原産地までの最適
ルートの復元解析を基に、中央（テオティワカン）と周辺（トルーカ盆地）において、
それぞれどのような戦略が採用されていたのかについて考察する。分析の結果、テオ
ティワカンにおいて、確かにオトゥンバ原産地からの黒曜石は第一供給源として利用
されていたが、トルーカ盆地においては、オトゥンバとシエラ・デ・ラス・ナバハス
原産地の黒曜石は利用されていたものの、テオティワカンの経済圏外であるウカレオ
原産地のものも多く流通していたことが判明した。これらの分析結果を基に、筆者ら
は中央であるテオティワカン国家と周辺のトルーカ社会では、後者は前者に従属する
ものの、黒曜石における獲得戦略には独自の展開があったと結論付けた。
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Teotihuacan, Toluca, Intercambio, Obsidiana, Centro-Periferia
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1　Introducción

Este trabajo se enfoca en la consolidación del poder y la autoridad de Teotihuacan desde la 

perspectiva económica. Basándonos en la estrategia de abastecimiento y producción de 

obsidiana, propondremos cómo ésta influyó para formar y establecer el poder. Pensamos 

que dicha estrategia relacionada con la obsidiana se aplicó desde la fase inicial de la urbe, a 

la vez esto fue uno de los factores que dirigió a Teotihuacan hacia la decadencia, a pesar de 

que se tienen que considerar integralmente otras causas. Para discutir este tema, 

presentamos los resultados de los análisis de los artefactos de obsidiana recuperados 

dentro de la Pirámide de la Luna y la del Sol. Además, aplicando el programa ArcGIS 

calculamos rutas óptimas para llegar los yacimientos de obsidiana y, con el objeto de 

comparar la estrategia de Teotihuacan con otra área periférica, indagamos el caso del valle 

de Toluca.

Es innegable el hecho de que la obsidiana fue imprescindible para la elaboración tanto 

de implementos en la vida cotidiana como para productos suntuarios en las sociedades 

mesoamericanas. A diferencia de las antiguas sociedades del Viejo Mundo sustentadas por 

la tecnología de cobre y hierro, en la población mesoamericana tuvo una importancia 

singular en el uso de herramientas hechas con obsidiana (Cobean 2002:26). Las actividades 

relacionadas con el abastecimiento, la producción y el intercambio, fomentaban la 

evolución social de dicha civilización. Además, no es indiferente el hecho de que la región 

de Mesoamérica abarca una gran zona volcánica en la que abundan yacimientos de este 

material.

Durante el Horizonte Clásico (200 d.C. a 600 d.C.) en el Altiplano Central, los 

productos elaborados con la obsidiana de la Sierra de las Navajas (Pachuca), Hidalgo se 

han considerado como indicadores importantes para evidenciar, directa o indirectamente, 

la relación política y económica que existía entre Teotihuacan y otras áreas o ciudades, 

sobre todo Oaxaca y la región maya (e.g., Moholy-Nagy 1999; Pendergast 1971, 2003; 

Santley 1983; Santley y Arnold 2004; Spence 1996). En dichas regiones se han localizado 

escenas políticas donde se representan élites teotihuacanas en pinturas murales y 

esculturas, además de haber evidencia de un estilo arquitectónico semejante al talud y 

tablero teotihuacano, así como materiales cerámicos al estilo teotihuacano, y objetos 

hechos con obsidiana verde. Por todo esto, lo anterior refuerza el argumento de que los 

objetos de obsidiana de la Sierra de las Navajas sugieren una estrecha relación política y 

económica con Teotihuacan. Diversos estudios han indicado que en y después de la fase 

Miccaotli, la obsidiana de la Sierra de las Navajas mayoritariamente empezó a circular en 

Teotihuacan (e.g., Ruiz 1981; Spence 1984, 1987). Tal flujo se interpretaba como 

consecuencia de una alta especialización de la producción de obsidiana en la ciudad.

Por otro lado, se señala que las actividades mineras practicadas en los yacimientos de 

Otumba y la Sierra de las Navajas, para la obtención de la obsidiana estuvieron bajo el 
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control del Estado teotihuacano durante el Clásico, así como por la Triple Alianza en el 

Posclásico (vid. Pastrana 2007). Los objetos elaborados con esta materia prima fueron 

canalizados por el sistema de regalo e intercambio con otras regiones para mantener un 

poder hegemónico en la economía de aquel entonces (e.g., Braswell 2003; Charlton 1978, 

1984; Millon 1973; Parry 2001; Pastrana 1998; Santley 1984; Smith 2003: 99-124; Spence 

1981; Spence et al. 1984). Además, se ha considerado que para la fundación de la metrópoli 

teotihuacana fueron tomados en cuenta varios factores, entre ellos la proximidad 

geográfica de la ciudad a los yacimientos de obsidiana (Manzanilla 2001:207).

Como lo expresado arriba, los estudios publicados han mostrados que las actividades 

de abastecimiento y producción de obsidiana sustentaban el desarrollo teotihuacano. Sin 

embargo, todavía hay que esclarecer algunos puntos en dicho panorama. Kabata (2020:1-

28, en el mismo volumen de la presente revista) examina los cambios diacrónicos de los 

yacimientos de obsidiana de acuerdo con los resultados de los materiales recuperados del 

relleno de la Pirámide de la Luna. Dichos materiales fueron divididos macroscópicamente 

por los colores de la obsidiana: verde, gris y meca. Ha indicado que el primer abastecedor 

de Teotihuacan desde su ocupación inicial fue probablemente Otumba (cuya obsidiana es 

mayoritariamente de color gris), y que esta tendencia no cambió hasta su caída. Además, 

ha propuesto que la obsidiana de la Sierra de las Navajas no fue distribuida repentinamente 

en y después de la fase Miccaotli. Con todo, se requiere un análisis de procedencia para 

confirmarlo, debido a que dichos resultados se basaron en análisis macroscópicos.

Por un lado, se sabe que Teotihuacan no sólo se abasteció de la obsidiana de ambos 

yacimientos, sino también que la de distintos depósitos circulaban hacia esta urbe (e.g., 

Carballo et al. 2007; Gazzola 2009). Estos datos provocan la necesidad de estudiar la 

hipótesis sobre la ubicación de Teotihuacan y su cercanía a los yacimientos de obsidiana 

de Otumba y la Sierra de las Navajas. Así también, si el desarrollo de Teotihuacan se 

atribuyó al monopolio de los dos yacimientos. Para confirmarlo cabalmente es necesario 

realizar análisis arqueométricos. Por consecuencia, para entender dichos planteamientos 

se analizaron los materiales de obsidiana (en total 277 piezas) obtenidos de los rellenos de 

la Pirámide de la Luna con la técnica de fluorescencia de rayos-X (XRF). Los resultados nos 

han ayudado a esclarecer los cambios diacrónicos de los diversos yacimientos 

abastecedores de esta materia prima.

Si el Estado teotihuacano controlaba el yacimiento de Otumba desde la primera fase, 

se puede suponer que intervenía no sólo en el abastecimiento de esta materia prima, sino 

también en su producción, circulación y utilización, que la sitúan en ricas ofrendas dentro 

de los principales monumentos de Teotihuacan. Para conocer el porcentaje de obsidiana 

del yacimiento de Otumba utilizado en las primeras fases de Teotihuacan, se han analizado 

por medio de XRF 33 artefactos de los productos de obsidiana depositados en la ofrenda 

dentro de la Pirámide del Sol, correspondiente probablemente a la fase Tzacualli. 
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Tabla 1   Cronología de Teotihuacan (modificada de Sugiyama y Cabrera 2007, adaptando datos de 

Sugiyama y Cabrera 2001, 2002).
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2　  Cambio diacrónico de obsidiana en la Pirámide de la Luna 
(resultados retomados de Kabata 2020)

Los materiales de obsidiana analizados, fueron recuperados de los seis edificios 

descubiertos en la Pirámide de la Luna (Tabla 1; Figura 1): Edificio 1, Edificio 2, Edificio 4, 

Edificio 5, Edificios 6 y 7 (el 7 es de la última etapa de construcción así que generalmente 

se le llama Pirámide de la Luna; la razón por la cual se juntaron los materiales obtenidos 

del Edificios 6 y 7 se debió a la escasa recuperación de los artefactos). Dichos materiales 

fueron catalogados conforme a su procedencia. Se realizó el análisis macroscópico y la 

clasificación de 13,139 piezas de obsidiana que sumaron 19,945.5g en total. Como primer 

paso, éstas se clasificaron por colores y después por su morfología. Los materiales se 

dividieron en tres colores: verde, gris y meca. 

La obsidiana verde proviene de la Sierra de las Navajas, Hidalgo. El color de su matriz 

presenta tonos verdes o dorados, lo cual es peculiar en comparación con otras obsidianas 

de Mesoamérica; además debido a que la obsidiana de este yacimiento comúnmente no 

lleva inclusiones, no presenta mucha dificultad al trabajador que la talla (Cobean et al. 
1991:74). La mayoría de la obsidiana gris probablemente proviene de Otumba, localizado a 

unos 16km al este de Teotihuacan (Spence 1981:774-776). En general el color de la materia 

Figura 1   Planta de la Pirámide de la Luna, superposición de los edificios 1 a 6, y ubicación de 

los entierros 2 a 5 (modificada de Sugiyama y Cabrera 2007; © Proyecto Pirámide de la 

Luna).
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prima es gris o gris-negro, ocasionalmente con algunas texturas veteadas. La obsidiana 

meca que se encuentra en Teotihuacan es básicamente de color gris o gris-negro, en la que 

se entremezcla óxido ferroso, algunas veces con un patrón determinado de alineamiento. A 

diferencia de los otros yacimientos, esta obsidiana no tiene un lugar especial de origen, 

sino que se puede generar en varios yacimientos, debido a que por una transformación 

química, en su composición se introduce el óxido de fierro en la matriz vítrea.

Al interpretar la relación entre Teotihuacan y su sistema de producción de obsidiana 

conforme a los resultados de este análisis, podemos decir que no hubo un cambio notable 

en las actividades de producción con obsidiana verde entre Miccaotli a Tlamimilolpa 

(Figuras 2 y 3). Tomando en consideración el incremento gradual del porcentaje relativo 

de la verde en los edificios, excepto en el “Edificio 2”, se puede decir que la relación de la 

actividad de abastecimiento en la Sierra de las Navajas con Teotihuacan aumentó a través 

del tiempo. Con base en las conclusiones llegadas por el estudio (Kabata 2020), se indican 

los siguientes puntos: 1) el abastecimiento de la obsidiana gris en Teotihuacan siguió 

siendo el principal para elaborar productos durante todas las fases y hasta la final, quizá 

por su cercanía geográfica con esta urbe; 2) a diferencia de la interpretación que 

Teotihuacan  monopolizó el abastecimiento de la obsidiana verde a partir de la fase 

Miccaotli (e.g., Ruiz Aguilar 1981; Spence 1984, 1987), no encontramos evidencia que la 

sustente. Más bien, el primer abastecedor de la obsidiana gris durante toda la ocupación de 

la urbe podría indicar que el Estado teotihuacano invirtiera más en el control de Otumba.

Figura 2 Distribución porcentual de la cantidad de la obsidiana por colores.
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3　Resultados del análisis fluorescencia rayos-X

3-1　Metodología del análisis

En general, al hablar de caracterización de artefactos, nos referimos a los resultados que 

arrojan las técnicas de análisis que, aplicadas sobre los ar tefactos, identifican sus 

propiedades y características. Estos resultados permiten determinar la procedencia y/o 

proceso de manufactura de las piezas.

En esta investigación, se ha utilizado la técnica de fluorescencia de Rayos X (XRF) 

para la caracterización de las obsidianas de Teotihuacan. Se decidió ocupar la técnica de 

XRF por ser no destructiva, multielemental y rápida, la cual es una técnica analítica 

comparativa elemental que utiliza los principios físicos de la interacción de los rayos-X con 

la materia. Al producirse dicha interacción es posible arrancar alguno de los electrones 

internos del átomo, entonces, se produce una emisión de energía cuya frecuencia es 

característica de los elementos que forman parte de la muestra y su intensidad es 

proporcional a su concentración, lo cual permite el análisis cualitativo y cuantitativo de las 

muestras (Ficha de equipamiento, Fundación ITMA, Parque Tecnológico de Asturias, 

España).

El análisis de los artefactos fue realizado en el Instituto de Física de la Universidad 

Nacional Autónoma de México; donde se han caracterizado 310 objetos, 13 muestras 

geológicas y dos referencias de calibración. Las muestras geológicas corresponden a los 

yacimientos de obsidiana ubicados en: Otumba, Sierra de las Navajas, Pico de Orizaba, 

Guadalupe Victoria, Altotonga, Zaragoza, Oyameles Barranca, Oyameles Carretera, 

Paredón Tres Cabezas, Fuentezuelas, El Paraíso, Las Palomas y Ucareo.

El análisis de los artefactos y muestras geológicas fue realizado al aire libre. Las 

muestras fueron montadas sobre un soporte e irradiadas en cuatro secciones por 30 

segundos. La irradiación en cuatro diferentes secciones de las muestras nos permitió 

Figura 3 Distribución porcentual del peso (g) de la obsidiana por colores.
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obtener la composición porcentual de cada pieza. Los resultados mostraron diez minerales 

característicos componentes de las obsidianas (Aluminio, Silicio, Potasio, Titanio, 

Manganeso, Hierro, Rubidio, Estroncio, Ytrio y Zirconio). La proporción de estos 

minerales es lo que ha permitido diferenciar las fuentes, ya que la obsidiana procedente de 

Otumba, se diferencia de las otras fuentes por su alto contenido de Estroncio, bajo 

contenido de Potasio, Manganeso, Rubidio y Hierro. Mientras que la fuente de Ucareo 

presenta una alta concentración de Manganeso, Titanio, Hierro, Rubidio, Ytrio, Zirconio y 

nulo contenido de Estroncio. En contraste, la fuente de El Paraíso, presenta Silicio en 

concentraciones altas, poco Hierro, Manganeso y Zirconio; al igual que el yacimiento de 

Fuentezuelas, que carece de Estroncio y presenta además, bajos contenidos de Aluminio e 

Ytrio.

3-2　Pirámide de la Luna

Se seleccionaron 277 materiales analizados aleatoriamente por las subestructuras 

descubiertas en la Pirámide de la Luna: Edificio 1: 39 piezas; Edificio 2: 38; Edificio 4: 40; 

Edificio 5: 40; Edificio 6: 40; Edificio 7: 40, y el Complejo 6: 38, que se ubica al lado oeste de 

la pirámide (Figura 4). Sin embargo, dentro de los 277 materiales analizados no están 

incluidos artefactos elaborados con la obsidiana verde, debido a que ya se ha confirmado 

macroscópicamente que la mayoría de esta materia prima provenía de la Sierra de las 

Navajas, y se ha mostrado su tendencia de la distribución diacrónica en el apartado 

anterior.

Se dice que la mayoría de la obsidiana de color gris y negro recuperada en 

Teotihuacan proviene de Otumba. Como primer paso, lo confirmaremos mediante el 

análisis de fluorescencia de rayos-X. Luego, analizaremos el porcentaje de obsidiana 

procedente de otros yacimientos, materiales que circulaban en la ciudad. Como ejemplo, 

tenemos el yacimiento de Paredón ubicado en un lugar ventajoso geográficamente para 

abastecer a la metrópoli, entonces quizás distribuía en la misma. Empero, no hay 

información desde cuándo y cuánto porcentaje comparado con otros yacimientos 

impor taba diacrónicamente. Según Gazzola (2009), conforme a los resultados 

arqueométricos aplicados a los artefactos recuperados en la Preciudadela, se encontró la 

obsidiana de Paredón, Zaragoza, Zacualtipán, y Ucareo con menor cantidad, aparte de 

Otumba y la Sierra de las Navajas entre las fases Tzacualli y Miccaotli. Tomando en 

consideración lo antes mencionado, en el proceso de expansión de la hegemonía 

teotihuacana en el Altiplano Central, se identificaría la obsidiana de otros yacimientos más 

lejanos para asegurar la demanda de los teotihuacanos.

Si entendemos cuáles fueron los yacimientos asociados temporalmente a Teotihuacan, 

se podrá comprender la estrategia de cómo se expandió hacia distintas regiones. Por otra 

parte, los resultados obtenidos del Complejo 6 servirán para esclarecer el siguiente tema: 

¿Hasta qué grado el Estado teotihuacano intervenía a las actividades de abastecimiento y 
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producción de obsidiana? Debido a que el Complejo 6 está al lado oeste de una de las 

pirámides más importantes en la metrópoli, se interpreta que estuvo administrado por el 

Estado. En esta área existían talleres de obsidiana y se presume que sus actividades fueron 

organizadas por el mismo. Si los resultados señalan que la mayoría de obsidiana procede 

de Otumba, como han indicado los estudios antecedentes, entonces suponemos que el 

Estado teotihuacano controlaba este yacimiento para monopolizar esta materia prima. Pero 

si los resultados muestran que la obsidiana procede fuera del alcance del sistema 

teotihuacano, como de los yacimientos de Ucareo y Zacualtipán, tendríamos que reevaluar 

los argumentos de los estudios antecedentes. Si bien Teotihuacan controlaba el 

procuramiento de obsidiana desde Otumba para satisfacer la demanda constantemente, es 

posible que se suministrara la materia prima de distintos yacimientos desde otro sistema 

de intercambio, en el cual el Estado teotihuacano no participaba.

Los resultados del análisis de fluorescencia de rayos-X (Tabla 2) indican que la 

procedencia de los materiales analizados es en su mayoría de Otumba y su tendencia se 

remonta hasta la primera fase de la ocupación en Teotihuacan, aunque se encuentran los 

materiales de Ucareo, Fuentezuelas y Paraíso en menor cantidad. Por otro lado, los 

resultados obtenidos del Complejo 6 muestran lo mismo (Figura 4). Interpretando 

integralmente los datos obtenidos del análisis de fluorescencia de rayos-X y del relleno de 

la Pirámide de la Luna, el yacimiento de Otumba fue el primer abastecedor para 

Teotihuacan desde su primera fase y a través del tiempo, la presencia aumentó. La 

abundancia de los materiales procedente de Otumba en el Complejo 6 muestra que el 

Estado teotihuacano inter venía en el abastecimiento de dicha materia prima. La 

temporalidad de este complejo corresponde a la misma de la Pirámide de la Luna 

probablemente fundada en 400 d.C., por lo que no se alcanza a vislumbrar la fase más 

Figura 4   Porcentaje de obsidiana de edificios superpuestos encontrados en la Pirámide de la 

Luna.
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temprana en la cual el Estado organizaba las actividades en el yacimiento de Otumba. Por 

ello, analizaremos los materiales de obsidiana recuperados dentro de la Pirámide del Sol.

3-3　Pirámide del Sol

En el marco del Proyecto Pirámide del Sol dirigido por el Mtro. Alejandro Sarabia y el Dr. 

Saburo Sugiyama, se encontró un conjunto de ricas ofrendas, correspondientes 

probablemente a la fase Tzacualli (Pérez et al. 2011). Hasta la fecha, se recuperaron 332 

ar tefactos de obsidiana. De los cuales 33 elementos fueron objeto del análisis de 

fluorescencia de rayos-X. Se seleccionaron abarcando muestras de todos los tipos 

encontrados en este conjunto: antropomorfos y cuchillos de gran tamaño, puntas de 

proyectil, navajas prismáticas, y miniaturas de punta de proyectil, manufacturados con 

obsidiana color gris y negro (Foto 1). Por consecuencia, los resultados no siempre 

representan el porcentaje directo de todas las procedencias de los materiales encontrados 

en este conjunto.

El objetivo de este análisis fue saber si se utilizaba la obsidiana procedente de un 

yacimiento determinado al elaborar productos que plasmaron la ideología de Teotihuacan 

desde la fase inicial. Si se presenta exclusivamente la obsidiana de Otumba, apoyaría la 

hipótesis de que desde la primera fase de Teotihuacan el Estado monopolizaba las 

Foto 1   Muestras de ofrenda encontradas dentro de la Pirámide del Sol (1: Antropomorfa; 2: 

Cuchillo; 3-15: Miniaturas de puntas de proyectil; 16-22: Navajas prismáticas; 23-27: Puntas 

de proyectil).
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actividades de abastecimiento y producción. Por otra parte, si se utilizaba la obsidiana de 

yacimientos lejanos como los de Ucareo y Zacualtipán, puede indicar que para 

manufacturar ofrendas, el Estado prefería no sólo la materia prima monopolizada por el 

mismo, además de que indicaría la existencia de un sistema de intercambio que no 

organizaba el Estado.

Los resultados de este análisis (Tabla 2) nos muestran que todos los materiales son de 

Otumba, lo que nos permite enseñar que desde el inicio de Teotihuacan el Estado 

controlaba el yacimiento. Tomando en consideración que únicamente cinco materiales 

fueron de la Sierra de las Navajas (1.5 %) y fue menor la presencia de los mismos 

materiales en el relleno de la Pirámide de la Luna de la misma temporalidad, podemos 

proponer que el yacimiento de la Sierra de las Navajas no fue uno de los factores para 

fundar Teotihuacan en ese lugar; por lo menos en la fase Tzacualli.

4　Análisis del costo de esfuerzo por distancia de los yacimientos

Ahora, se ha propuesto que para Teotihuacan también se distribuyeron materias primas de 

obsidiana procedentes de los yacimientos de Paredón, Zaragoza, Zacualtipán y El Paraíso 

aunque fue en menor cantidad, aparte de la de Otumba y la Sierra de las Navajas. La razón 

por la cual el yacimiento de Otumba fue el primer abastecedor se atribuye a la cercanía de 

Teotihuacan, junto con el desarrollo de Teotihuacan su influencia se iba expandiendo. No 

es de extrañar que hubiera contribuido en cierta medida la obsidiana de otros yacimientos 

que abarcaba el dominio teotihuacano en la urbe (Figura 5). ¿Por qué circulaba casi 

exclusiva y preferiblemente la obsidiana de Otumba y la Sierra de las Navajas? 

Discutiremos este tema presentando la distancia entre la metrópoli y diferentes 

yacimientos, proponiendo rutas óptimas.

En la parte del análisis aquí mostrada, se utilizó el software ArcMap ver. 9.3 ESRI Inc. 

para calcular la distancia entre el sitio de Teotihuacan y los yacimientos, utilizando mapas 

vectoriales con escala 1:50,000 del INEGI. Se agregó la condición de donde se requirió 

menos costo para atravesar los lagos y lagunas al cálculo de distancia y la visualización de 

los mapas. Por ejemplo, Hassig (1985:133-137) menciona que una canoa tenía 40 veces más 

eficiencia para transportar carga que un tameme (cargador). Aparte de esto, se consideró 

sólo la condición geográfica afectada por diferencias del contorno como variable. Cabe 

mencionar que es muy difícil reconstruir las rutas, en efecto, utilizadas en las épocas 

prehispánicas, por lo que las señaladas en este estudio son mera posibilidad (Tabla 3; 

Figura 6).

Los yacimientos de Otumba y Sierra de las Navajas son los más cercanos 

geográficamente a Teotihuacan, entonces es razonable pensar porque circulaban en mayor 

cantidad los materiales dentro de la ciudad. Sin embargo, la distancia a los yacimientos de 

Paredón (71.8 km) y Las Palomas (73.9 km) no cambia mucho en comparación con la 

distancia del yacimiento de la Sierra de las Navajas (64.0 km). Tomando en consideración 
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que estos dos yacimientos pertenecían a la esfera teotihuacana, no es de extrañar que la 

obsidiana de dichos yacimientos se encontrara en la metrópoli.

Figura 5   Mapa topográfico del Altiplano Central de México (1: Teotihuacan; 2: Oxtotipac; 3: 

Xometla; 4: Tepetitlán; 5: Xolalpan; 6: Portezuelo; 7: Xico; 8: Xochimilco; 9: Cuicuilco; 

10; Cerro de la Estrella; 11; Azcapotzalco; 12: Tepeapulco; 13; Cerro de la Ahumada 

(Cerro de la Mesa Grande); 14: Chingú; 15: Tula; 16: Huapalcalco; 17: Tlalancaleca; 18: 

Xochitécatl; 19: Cacaxtla; 20: Cholula; 21: Tetimpa; 22: Cantona; 23: Tepexi de Rodríguez; 

24: Chalcatzingo; 25: Las Pilas; 26: Hacienda Calderón; 27: Xochicalco; 28: Tonatico; 

29: Zumpahuacan; 30: Malinalco; 31: Teotenango; 32: Santa Cruz Azcapotzaltongo; 33: 

Dorantes; 34: Santa Cruz Atizapán; A: Otumba; B: Paredón; C: Sierra de las Navajas; 

D: Tulancingo (Pizarrín); E: Zacualtipán; F: Zaragoza; G: Oyameles; H: Fuentezuelas; I: 

Ucareo; J: Las Palomas).
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Este fenómeno implica que Teotihuacan no siempre controlaba los yacimientos dentro 

de la esfera dominada por el mismo. De allí se entiende que durante todas las fases, 

Teotihuacan aplicó una sola estrategia de abastecimiento con la obsidiana, primero 

monopolizó el yacimiento de Otumba y posteriormente controló también el yacimiento de 

la Sierra de las Navajas hasta su decadencia. Sin embargo, paralelo a la decadencia de 

Teotihuacan en el Altiplano Central, mientras disminuye la presencia de la obsidiana de 

Otumba y la Sierra de las Navajas por la desintegración del sistema teotihuacano, se 

registra una mayor distribución de la obsidiana de Ucareo (e.g., Braswell 2003:139; 

Teotihuacan

Ya
ci

m
ie

nt
os

Otumba 19.4 km

Sierra de las Navajas 64.0 km

Ucareo 208.7 km

Paredón 71.8 km

Fuentezuelas 168.1 km

Zacualtipán 155.2 km

Las Palomas 73.9 km

Tabla 3   Distancia en kilómetros a los yacimientos de obsidiana desde los sitios arqueológicos 

principales.

Figura 6 Posibles rutas a los yacimientos de obsidiana desde el sitio de Teotihuacan.
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Charlton y Spence 1982:60-67; Cobean 2002:202-204; García et al. 1990; Healan 1997, 1998, 

2004; Hirth 2008; Hirth y Cyphers 1988:150; Hirth et al. 2006; Mastache et al. 2002: 71-72; 

Sorensen et al. 1989). Dicha tendencia muestra que hasta la caída de la ciudad de 

Teotihuacan, el Estado recurrió a los yacimientos de Otumba y la Sierra de las Navajas 

para suministrar la materia prima.

Ahora, en cuanto a la amplia distribución de la obsidiana de Ucareo en el Epiclásico se 

tiene que pensar en el valle de Toluca hacia la Cuenca de México como una ruta, ¿desde 

qué fase empezó a circular esta obsidiana en el valle? Lo analizaremos con el fin de 

comparar la estrategia de un área periférica visto de Teotihuacan durante el Clásico.

5　Estrategia de las sociedades del valle de Toluca

Es sabido que los vínculos culturales y sociales entre Teotihuacan y el valle de Toluca 

fueron estrechos durante el Clásico (González 1999; Manzanilla 2001:203; Sugiura 1998, 

2001:356, 2005); de hecho, se ha propuesto que el valle fungía como granero para 

suministrar algunos productos necesarios a la población metropolitana (Sugiura 1998:108), 

esto gracias a la proximidad geográfica entre ellos y a la alta productividad agrícola del 

valle de Toluca. Aunado a la importancia geopolítica de este valle, la influencia teotihuacana 

también se observa en la cerámica, los motivos de figurillas, así como en el estilo 

arquitectónico (e.g., Covarrubias 2003; Figueroa 2006; Giles 2002; Silis 2005; Zepeda 2009).

El valle de Toluca se encuentra en una región de gran fertilidad agrícola. Sin embargo, 

no cuenta con fuentes de abastecimiento de obsidiana, la sal, y otros productos necesarios 

para la vida diaria. De esta reflexión surge la pregunta: ¿la caída de Teotihuacan como la 

capital política y económica significó la complejización de los sistemas de distribución 

dentro del Altiplano Central? Si hubiese sido así, el desarrollo social del valle de Toluca 

habría sido difícil durante el Epiclásico. Este valle se ubica en un punto estratégico donde 

circulaban diversas materias primas, entonces, sería posible plantear que el valle de Toluca 

mantenía redes de intercambio con varias regiones.

Los materiales analizados en este apartado fueron recolectados en superficie, en el 

marco del Proyecto Arqueológico del Valle de Toluca, dirigido por la Dra. Yoko Sugiura 

durante 1977, 1979, 1980 y 1981 (Sugiura 2000). La superficie cubierta por dicho proyecto 

comprende un área aproximada de 1444 km².
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En este análisis, la temporalidad de la obsidiana está basada en la cronología 

establecida para los sitios donde se recolectaron los materiales y sus alrededores, fechas 

que ya han sido señaladas en los estudios de Sugiura (2005) y González (1999). De acuerdo 

con los datos presentados por estos autores, durante el Clásico y el Epiclásico se 

identificaron 271 sitios en el valle de Toluca. El fechamiento de los sitios se basa, a su vez, 

en los análisis macroscópicos de formas y tipos diagnósticos de la cerámica. En el presente 

análisis, no se aplica una cronología como la manejada por González (1999), sino que los 

271 sitios correspondientes al Clásico y el Epiclásico, se dividieron en tres etapas 

cronológicas: Clásico tardío (450 d.C. a 600 d.C.), Clásico tardío a Epiclásico y Epiclásico 

(600 d.C. a 900 d.C.). De esta división se obtuvieron 41 sitios que pertenecen al Clásico 

tardío, 90 sitios con ocupación continua o discontinua entre ambas fases y categorizados 

entre el Clásico tardío al Epiclásico, y 140 sitios con temporalidad únicamente del 

Epiclásico. De los 271 sitios se seleccionaron para ese estudio sólo 29 sitios, porque la 

mayoría de los sitios tuvo poca presencia de materiales de obsidiana con menos de diez 

piezas (Figura 7). Naturalmente esta cantidad no representa la totalidad de la obsidiana en 

cada sitio, y esto, a su vez, genera cierta inferencia sesgada en la frecuencia porcentual 

entre los sitios estudiados en este apartado.

Figura 7   Ubicación de los sitios donde se recolectó la obsidiana analizada en el valle de Toluca 

(modificada de Sugiura 2005, p. 232, mapa 34).
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Visto desde una perspectiva regional, los análisis de la obsidiana provenientes de los 

sitios localizados en el valle de Toluca apuntan tres aspectos importantes: 1) si bien la 

obsidiana de Ucareo no se distribuía en gran cantidad en el valle de Toluca durante el 

Clásico tardío, las evidencias nos indican que desde este periodo ya circulaba en cierta 

cantidad; 2) la Sierra de las Navajas que fue el primer proveedor de obsidiana para este 

valle en el Clásico tardío, disminuyó drásticamente su presencia durante el Epiclásico; y 3) 

la tendencia de la obsidiana de Otumba no concuerda con la de la Sierra de las Navajas, ya 

que siguió llegando constantemente al valle de Toluca después del ocaso de Teotihuacan 

(Figuras 8 y 9).

El cambio drástico de la circulación de la obsidiana de la Sierra de las Navajas entre el 

Clásico tardío y el Epiclásico refuerza la hipótesis de que el Estado teotihuacano 

monopolizara este yacimiento de obsidiana. En cuanto a la tendencia de la obsidiana de 

Otumba, es prematuro entender que este yacimiento no era importante para Teotihuacan, 

a pesar de que la presencia de esta materia prima no disminuyó, como fue el caso de la 

proveniente de la Sierra de las Navajas. Después de la pérdida de la supremacía 

teotihuacana, hay la posibilidad de que esta metrópoli todavía mantuviera el control del 

yacimiento de Otumba, considerando la menor distancia entre Teotihuacan y este 

yacimiento (19.4 km) y entre ésta y el yacimiento de la Sierra de las Navajas (64.0 km).

Con todo, los análisis realizados indican la existencia de un sistema de intercambio 

propio con la obsidiana de Ucareo establecido en el valle de Toluca y otras regiones 

circunvecinas el cual ya funcionaba desde el tiempo del apogeo teotihuacano.

Stross y sus colegas (1983:335) hacen referencia a que, “la explotación de múltiples 
fuentes de un producto clave es menos vulnerable a la interrupción o sobreprecio que con la 
dependencia en una sola fuente.” También, Fowler et al. (1987:159) apuntan: “la 
diversificación de yacimientos de obsidiana pudo haber constituido una estrategia efectiva 
contra la fragilidad de las alianzas y las redes de intercambio.”　No es de extrañar que 

manejaran una estrategia propia para su abasto. El establecimiento de sistemas regionales 

de intercambio organizado por la periferia contribuyó a la continua estabilidad política y 

económica del valle de Toluca después del decline de Teotihuacan, y permitió que este 

valle pudiera tener la capacidad de recibir a inmigrantes provenientes de la cuenca de 

México (Kabata 2009, 2010).
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6　Conclusiones

Durante el Clásico, en el valle de Toluca circulaba la obsidiana de Otumba y la Sierra de las 

Navajas. La dependencia de las sociedades de este valle hacia Teotihuacan permitió 

establecer el suministro constante de la materia prima y la metrópoli podía mantener un 

lugar distribuidor. Esto significa que se formara una relación recíproca entre ellos. No 

obstante, la estrategia monopolizadora de Teotihuacan con esta materia prima 

intrínsecamente contenía un problema de que las áreas periféricas no tenían alternativas 

para suministrar la obsidiana. Por consecuencia el proceso de desarrollo de esta región 

Figura 8   Frecuencia porcentual de cantidad de obsidiana recuperada de sitios del valle de Toluca.

Figura 9   Frecuencia porcentual de peso (g) de obsidiana recuperada de sitios del valle de Toluca.
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provocó el establecimiento de una estrategia propia para asegurar su suministro. Esto 

fomentó una asociación económica con otras regiones fuera del sistema teotihuacano. Este 

nuevo lazo por la materia prima mengua la relación político-económica entre el valle de 

Toluca y Teotihuacan, la cual sustentaba en parte, la hegemonía de la metrópoli.

Dicho panorama podría observarse no sólo en el valle de Toluca sino también en otras 

regiones circundantes de Teotihuacan. En las primeras fases y el desarrollo de la 

metrópoli, funcionaba con éxito la estrategia relacionada con obsidiana. Sin embargo, en el 

proceso del crecimiento de las áreas periféricas, este monopolio fue un sinónimo de 

reducir el poder del centro y llevarle hacia la caída, porque el suministro de única dirección 

dio la oportunidad de conformar un nuevo sistema de intercambio entre las periferias sin 

dejarle a Teotihuacan participar.
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Anexo

Estructura Muestra Al Si K Ti Mn Fe Rb Sr Y Zr Procedencia

Edificio1 1 10.86 34.4 3.31 0.104 368 0.676 102 105 38 188 Otumba

Edificio1 2 8.29 36.6 3.27 0.105 323 0.695 95 114 38 210 Otumba

Edificio1 3 10.00 35.2 3.23 0.106 300 0.663 103 103 33 183 Otumba

Edificio1 4 9.66 35.4 3.20 0.119 341 0.736 109 110 39 237 Otumba

Edificio1 5 9.88 35.3 3.11 0.112 341 0.691 111 110 26 209 Otumba

Edificio1 6 10.63 34.6 3.19 0.104 306 0.682 92 111 31 192 Otumba

Edificio1 7 9.96 35.3 3.05 0.096 330 0.658 99 116 35 251 Otumba

Edificio1 8 10.25 35.0 3.16 0.094 327 0.634 107 89 41 170 Otumba

Edificio1 9 6.60 38.7 2.37 0.081 267 0.614 93 102 35 190 Otumba

Edificio1 10 9.93 35.3 3.15 0.109 330 0.677 98 121 27 207 Otumba

Edificio1 11 9.94 35.2 3.25 0.107 324 0.682 117 118 34 169 Otumba

Edificio1 12 9.50 35.5 3.41 0.107 361 0.695 108 107 36 189 Otumba

Edificio1 13 8.47 36.4 3.31 0.119 323 0.725 100 107 35 244 Otumba

Edificio1 14 9.53 35.5 3.20 0.111 364 0.706 101 113 34 236 Otumba

Edificio1 15 10.41 34.9 3.06 0.099 314 0.665 79 108 21 180 Otumba

Edificio1 16 8.47 36.4 3.26 0.115 366 0.720 107 109 17 216 Otumba

Edificio1 17 8.80 36.1 3.35 0.110 345 0.705 98 115 50 215 Otumba

Edificio1 18 9.06 36.0 3.17 0.123 345 0.704 105 119 39 231 Otumba

Edificio1 19 10.15 35.1 3.15 0.108 363 0.686 100 113 31 209 Otumba

Edificio1 20 9.45 35.7 3.14 0.110 329 0.706 106 133 47 229 Otumba

Edificio1 21 9.88 35.3 3.16 0.108 320 0.674 97 111 36 211 Otumba

Edificio1 22 9.72 35.4 3.18 0.107 338 0.681 87 122 30 227 Otumba

Edificio1 23 9.54 35.5 3.27 0.115 350 0.707 102 116 34 217 Otumba

Edificio1 24 9.35 35.7 3.17 0.106 330 0.706 96 125 33 224 Otumba

Edificio1 25 10.81 34.7 2.92 0.095 324 0.611 114 121 39 222 Otumba

Edificio1 26 10.30 34.9 3.19 0.096 327 0.670 104 140 37 224 Otumba

Edificio1 27 9.67 35.5 3.11 0.109 348 0.693 128 121 41 215 Otumba

Edificio1 28 11.19 34.2 3.08 0.112 336 0.682 87 124 48 229 Otumba

Edificio1 29 9.12 35.9 3.20 0.104 315 0.716 88 106 34 193 Otumba

Edificio1 30 9.70 35.5 3.14 0.105 314 0.667 114 117 41 228 Otumba

Edificio1 31 8.93 35.4 4.40 0.110 334 0.725 90 116 25 228 Otumba

Edificio1 32 9.27 35.7 3.29 0.115 348 0.741 106 120 34 198 Otumba

Edificio1 33 9.84 35.4 3.09 0.107 324 0.685 89 128 34 212 Otumba

Edificio1 35 9.14 35.9 3.19 0.107 339 0.708 104 118 39 227 Otumba

Edificio1 36 10.83 34.5 3.03 0.118 289 0.678 94 123 27 228 Otumba

Edificio1 37 8.85 36.0 3.38 0.111 365 0.713 99 125 28 196 Otumba

Edificio1 38 9.85 35.1 3.59 0.104 308 0.690 98 116 24 225 Otumba

Edificio1 39 9.93 35.2 3.29 0.119 350 0.695 103 114 30 224 Otumba

Edificio1 40 7.85 36.9 3.39 0.127 369 0.750 98 125 0 227 Otumba

Edificio2 41 8.86 36.2 3.22 0.108 341 0.691 109 109 0 238 Otumba
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Edificio2 42 8.42 36.4 3.31 0.121 375 0.746 110 100 0 239 Otumba

Edificio2 43 10.24 35.0 3.08 0.106 333 0.702 99 107 0 204 Otumba

Edificio2 44 9.72 35.4 3.25 0.107 340 0.666 111 103 0 226 Otumba

Edificio2 45 10.15 35.1 3.18 0.101 323 0.676 105 116 0 205 Otumba

Edificio2 46 10.13 35.0 3.27 0.115 330 0.701 100 115 0 213 Otumba

Edificio2 47 11.07 34.3 3.05 0.102 312 0.671 110 104 0 200 Otumba

Edificio2 48 10.58 34.7 3.12 0.096 319 0.663 104 118 0 232 Otumba

Edificio2 49 9.77 35.3 3.37 0.111 316 0.690 114 126 0 203 Otumba

Edificio2 50 11.31 34.0 3.16 0.107 313 0.701 102 109 0 221 Otumba

Edificio2 51 8.89 36.19 3.21 0.098 341 0.646 108 97 33 202 Otumba

Edificio2 52 9.40 35.66 3.15 0.111 318 0.722 99 116 44 245 Otumba

Edificio2 53 9.94 35.26 3.08 0.116 332 0.698 105 124 30 258 Otumba

Edificio2 54 9.26 35.80 3.17 0.105 344 0.713 108 105 20 221 Otumba

Edificio2 55 9.66 35.39 3.23 0.116 316 0.728 103 103 20 208 Otumba

Edificio2 57 9.90 35.34 3.13 0.093 340 0.656 102 120 38 207 Otumba

Edificio2 58 8.22 36.70 3.27 0.101 329 0.676 107 115 34 203 Otumba

Edificio2 59 7.76 37.05 3.26 0.117 356 0.714 122 148 51 252 Otumba

Edificio2 60 8.92 36.06 3.31 0.104 343 0.683 98 106 45 208 Otumba

Edificio2 61 7.72 37.10 3.23 0.121 340 0.719 106 123 32 240 Otumba

Edificio2 62 8.21 36.72 3.25 0.108 330 0.676 98 112 36 229 Otumba

Edificio2 63 8.59 36.42 3.23 0.102 328 0.661 107 124 47 239 Otumba

Edificio2 64 9.29 35.81 3.21 0.102 304 0.674 101 94 0 206 Otumba

Edificio2 65 8.69 36.38 3.10 0.104 332 0.681 105 119 0 235 Otumba

Edificio2 66 9.41 35.67 3.15 0.111 338 0.716 91 98 0 213 Otumba

Edificio2 68 8.62 36.29 3.29 0.101 331 0.712 106 126 23 235 Otumba

Edificio2 69 9.54 35.49 3.31 0.109 339 0.694 104 116 28 209 Otumba

Edificio2 70 11.36 34.09 3.09 0.088 320 0.651 110 114 43 188 Otumba

Edificio2 71 10.58 34.59 3.22 0.117 367 0.717 103 106 33 218 Otumba

Edificio2 72 8.75 35.96 3.78 0.092 316 0.672 140 0 52 264 Fuentezuelas

Edificio2 73 9.94 35.11 3.23 0.119 329 0.749 105 105 42 181 Otumba

Edificio2 74 10.42 34.84 3.12 0.111 340 0.685 107 111 31 170 Otumba

Edificio2 75 10.35 34.74 3.31 0.118 354 0.723 99 117 41 230 Otumba

Edificio2 76 8.66 35.87 4.02 0.085 333 0.706 137 0 55 268 Fuentezuelas

Edificio2 77 10.59 34.78 3.01 0.092 331 0.669 111 126 31 221 Otumba

Edificio2 78 10.08 35.06 3.25 0.101 336 0.691 88 108 35 205 Otumba

Edificio2 79 9.25 35.76 3.24 0.108 336 0.717 97 111 20 249 Otumba

Edificio2 80 9.79 35.32 3.15 0.109 331 0.730 81 120 23 178 Otumba

Edificio4 81 9.41 35.72 3.11 0.111 318 0.701 96 105 13 218 Otumba

Edificio4 82 8.81 36.13 3.25 0.107 331 0.717 102 117 0 253 Otumba

Edificio4 83 9.12 35.84 3.30 0.113 338 0.715 95 118 0 209 Otumba

Edificio4 84 9.54 35.52 3.24 0.109 301 0.709 98 117 0 217 Otumba

Edificio4 85 9.20 35.82 3.25 0.109 343 0.701 93 120 40 205 Otumba
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Edificio4 86 9.51 35.63 3.15 0.106 317 0.679 98 104 33 203 Otumba

Edificio4 87 11.19 34.53 2.71 0.087 297 0.595 94 105 28 216 Otumba

Edificio4 88 7.97 36.97 3.13 0.105 331 0.694 103 109 42 220 Otumba

Edificio4 89 8.89 36.15 3.13 0.119 327 0.699 96 131 40 254 Otumba

Edificio4 90 9.60 35.65 3.03 0.111 319 0.656 90 111 36 208 Otumba

Edificio4 91 9.58 35.71 2.96 0.106 321 0.656 103 122 36 232 Otumba

Edificio4 92 8.82 36.15 3.29 0.112 362 0.675 102 112 42 219 Otumba

Edificio4 93 8.58 36.35 3.24 0.108 338 0.719 109 123 28 223 Otumba

Edificio4 94 9.77 35.33 3.21 0.114 324 0.708 112 114 0 222 Otumba

Edificio4 95 9.50 35.62 3.15 0.104 334 0.694 101 114 0 205 Otumba

Edificio4 96 8.79 36.19 3.25 0.110 332 0.691 106 128 23 217 Otumba

Edificio4 97 8.36 36.56 3.23 0.113 327 0.710 106 106 0 213 Otumba

Edificio4 98 8.54 36.47 3.13 0.109 334 0.697 103 133 0 207 Otumba

Edificio4 99 8.00 36.54 3.89 0.093 335 0.682 146 0 38 294 Fuentezuelas

Edificio4 100 8.41 36.54 3.20 0.110 316 0.705 89 128 0 213 Otumba

Edificio4 101 9.27 35.77 3.23 0.105 349 0.700 105 120 49 241 Otumba

Edificio4 102 10.08 35.08 3.17 0.111 350 0.704 118 138 41 211 Otumba

Edificio4 103 9.89 35.28 3.23 0.098 322 0.670 98 108 47 195 Otumba

Edificio4 104 10.39 34.87 3.14 0.106 311 0.676 98 142 38 211 Otumba

Edificio4 105 10.18 35.03 3.13 0.106 355 0.696 107 121 37 227 Otumba

Edificio4 106 9.14 35.85 3.27 0.110 326 0.713 96 114 0 222 Otumba

Edificio4 107 10.45 34.72 3.26 0.105 319 0.701 100 123 0 212 Otumba

Edificio4 108 8.41 36.18 3.54 0.153 410 0.807 128 152 0 273 Otumba

Edificio4 109 8.91 35.98 3.34 0.110 381 0.735 120 122 0 239 Otumba

Edificio4 110 9.25 35.75 3.28 0.114 317 0.701 108 115 0 194 Otumba

Edificio4 111 8.96 36.13 3.03 0.106 329 0.719 110 110 0 241 Otumba

Edificio4 112 7.70 37.21 3.14 0.104 333 0.691 90 124 38 250 Otumba

Edificio4 113 8.42 36.50 3.24 0.110 360 0.707 88 118 36 209 Otumba

Edificio4 114 7.62 37.10 3.33 0.120 343 0.742 106 125 35 235 Otumba

Edificio4 115 8.18 36.74 3.17 0.110 328 0.716 110 91 41 225 Otumba

Edificio4 116 9.31 35.76 3.17 0.106 311 0.704 103 125 41 214 Otumba

Edificio4 117 6.92 37.74 3.34 0.115 333 0.716 110 124 36 229 Otumba

Edificio4 118 8.67 36.23 3.30 0.122 358 0.716 110 133 26 222 Otumba

Edificio4 119 7.46 37.33 3.31 0.101 352 0.691 104 121 37 213 Otumba

Edificio4 120 8.47 36.45 3.25 0.116 309 0.708 109 108 23 224 Otumba

Edificio5 121 7.14 36.89 4.03 0.135 398 0.914 125 139 50 279 Otumba

Edificio5 122 8.21 36.77 3.18 0.106 338 0.669 104 123 51 218 Otumba

Edificio5 123 8.30 36.57 3.21 0.108 353 0.746 111 115 46 251 Otumba

Edificio5 124 7.68 36.62 3.87 0.122 424 0.831 125 135 66 274 Otumba

Edificio5 125 5.58 37.25 5.48 0.150 515 1.045 168 198 65 358 Otumba

Edificio5 126 8.01 36.86 3.22 0.111 348 0.712 107 126 42 231 Otumba

Edificio5 127 9.84 35.28 3.23 0.114 302 0.686 97 110 36 205 Otumba
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Edificio5 128 8.70 36.39 3.09 0.093 337 0.675 96 114 37 197 Otumba

Edificio5 129 8.45 36.47 3.18 0.120 369 0.724 92 129 22 206 Otumba

Edificio5 130 8.20 36.75 3.19 0.104 368 0.681 110 106 24 215 Otumba

Edificio5 131 7.68 37.14 3.28 0.105 347 0.701 106 105 0 231 Otumba

Edificio5 132 7.85 36.67 3.75 0.117 326 0.740 102 131 0 252 Otumba

Edificio5 133 8.54 36.40 3.21 0.109 346 0.715 105 116 11 249 Otumba

Edificio5 134 7.21 37.62 3.21 0.104 329 0.677 113 120 45 177 Otumba

Edificio5 135 8.35 36.49 3.37 0.111 327 0.706 102 109 42 178 Otumba

Edificio5 136 9.20 35.84 3.21 0.106 335 0.710 108 119 0 222 Otumba

Edificio5 137 9.01 35.82 3.42 0.105 371 0.749 116 126 0 229 Otumba

Edificio5 138 10.02 35.00 3.29 0.121 408 0.748 110 127 53 267 Otumba

Edificio5 139 9.47 35.69 3.14 0.105 330 0.668 99 118 35 224 Otumba

Edificio5 140 9.53 35.51 3.44 0.103 320 0.639 97 103 24 194 Otumba

Edificio5 141 9.37 35.85 2.99 0.117 311 0.671 97 127 32 216 Otumba

Edificio5 142 9.16 35.88 3.18 0.107 304 0.713 104 109 35 238 Otumba

Edificio5 143 8.00 36.82 3.39 0.112 325 0.680 104 125 16 235 Otumba

Edificio5 144 8.53 36.53 3.09 0.106 325 0.676 93 83 0 231 Otumba

Edificio5 145 8.47 36.45 3.24 0.117 350 0.710 101 136 22 216 Otumba

Edificio5 146 9.29 35.43 3.53 0.133 368 0.807 121 126 39 275 Otumba

Edificio5 147 9.52 35.55 2.96 0.150 342 0.791 111 133 50 225 Otumba

Edificio5 148 9.64 35.73 2.87 0.100 307 0.643 108 126 24 214 Otumba

Edificio5 149 9.82 35.25 3.32 0.106 334 0.688 109 106 13 226 Otumba

Edificio5 150 8.28 36.70 3.23 0.098 307 0.662 109 95 30 191 Otumba

Edificio5 151 8.34 36.34 3.26 0.123 390 0.776 102 137 42 240 Otumba

Edificio5 152 8.73 36.13 3.14 0.127 368 0.740 110 118 0 142 Otumba

Edificio5 153 8.69 36.31 3.10 0.107 316 0.656 99 115 27 213 Otumba

Edificio5 154 8.84 36.13 3.25 0.091 310 0.645 87 87 13 149 Otumba

Edificio5 155 6.94 38.00 3.09 0.073 351 0.567 101 70 0 170 Otumba

Edificio5 156 8.88 36.03 3.16 0.109 315 0.714 99 117 41 222 Otumba

Edificio5 157 9.76 35.40 3.03 0.112 333 0.659 98 108 25 200 Otumba

Edificio5 158 7.85 36.82 3.27 0.125 365 0.742 100 119 27 238 Otumba

Edificio5 159 8.83 36.01 3.38 0.110 328 0.665 100 125 43 239 Otumba

Edificio5 160 8.26 36.54 3.18 0.120 354 0.728 100 139 27 199 Otumba

Edificio6 161 9.19 35.77 3.20 0.109 320 0.689 104 139 29 227 Otumba

Edificio6 162 8.68 36.32 3.06 0.106 311 0.676 100 106 0 202 Otumba

Edificio6 163 6.87 36.63 4.41 0.164 448 1.009 150 172 70 327 Otumba

Edificio6 164 7.94 36.97 3.03 0.106 333 0.684 97 105 29 249 Otumba

Edificio6 165 7.83 36.68 3.70 0.113 320 0.686 112 114 37 259 Otumba

Edificio6 166 9.20 36.00 2.90 0.095 323 0.650 101 101 31 206 Otumba

Edificio6 167 8.67 36.09 3.35 0.114 331 0.724 101 114 20 224 Otumba

Edificio6 168 7.72 36.43 3.80 0.142 367 0.876 119 131 38 246 Otumba

Edificio6 169 6.59 37.71 3.53 0.118 377 0.795 122 135 51 237 Otumba
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Edificio6 170 9.09 35.94 3.09 0.105 337 0.680 98 105 15 217 Otumba

Edificio6 171 7.95 37.04 2.99 0.097 310 0.654 98 117 25 233 Otumba

Edificio6 172 8.99 35.90 3.38 0.113 312 0.644 102 100 23 214 Otumba

Edificio6 173 8.96 35.14 4.01 0.148 490 0.931 115 157 55 289 Otumba

Edificio6 174 7.78 36.79 3.09 0.151 390 0.869 90 141 17 238 Otumba

Edificio6 175 8.18 36.68 3.12 0.111 348 0.701 95 124 34 251 Otumba

Edificio6 176 9.26 35.87 3.00 0.102 296 0.657 93 116 13 225 Otumba

Edificio6 177 9.49 35.52 3.15 0.108 324 0.705 89 100 19 163 Otumba

Edificio6 178 7.86 36.58 3.51 0.139 398 0.808 120 133 49 209 Otumba

Edificio6 179 8.99 36.01 3.13 0.101 321 0.670 100 125 43 226 Otumba

Edificio6 180 9.94 35.25 3.06 0.105 311 0.656 97 108 33 187 Otumba

Edificio6 181 8.98 36.07 3.04 0.106 314 0.673 97 111 33 231 Otumba

Edificio6 182 9.92 35.05 3.25 0.120 333 0.723 104 111 47 186 Otumba

Edificio6 183 7.94 36.82 3.25 0.112 337 0.702 93 111 47 233 Otumba

Edificio6 184 9.14 35.95 3.10 0.103 330 0.639 102 106 40 168 Otumba

Edificio6 185 7.60 36.94 3.42 0.126 362 0.746 112 123 44 239 Otumba

Edificio6 186 7.57 36.01 4.32 0.164 496 1.039 138 168 46 333 Otumba

Edificio6 187 9.33 35.84 2.95 0.097 316 0.658 89 109 39 197 Otumba

Edificio6 188 8.73 36.33 2.97 0.107 321 0.672 98 109 41 196 Otumba

Edificio6 189 8.68 36.24 3.16 0.105 324 0.693 94 110 36 197 Otumba

Edificio6 190 9.46 35.55 3.13 0.106 334 0.704 88 111 33 237 Otumba

Edificio6 191 9.13 35.90 3.12 0.105 322 0.663 100 97 33 180 Otumba

Edificio6 192 8.58 36.39 3.12 0.104 319 0.662 100 112 44 245 Otumba

Edificio6 193 7.69 35.83 5.47 0.112 329 0.664 104 106 38 204 Otumba

Edificio6 194 9.41 35.68 3.05 0.103 304 0.672 106 113 44 243 Otumba

Edificio6 195 9.36 35.67 3.11 0.112 351 0.689 103 106 28 199 Otumba

Edificio6 196 8.05 36.82 3.13 0.109 306 0.679 95 120 32 175 Otumba

Edificio6 197 9.01 35.92 3.24 0.108 331 0.678 81 121 35 211 Otumba

Edificio6 198 7.89 35.81 5.09 0.099 347 0.712 94 131 38 235 Otumba

Edificio6 199 7.53 36.6 4.11 0.115 308 1.479 115 113 40 240 Otumba

Edificio6 200 8.55 35.43 3.33 0.122 919 1.210 160 0 105 1201 Ucareo

Edificio7 201 7.62 37.23 3.19 0.107 326 0.713 106 120 44 231 Otumba

Edificio7 202 9.85 35.30 3.18 0.108 316 0.693 98 106 40 221 Otumba

Edificio7 203 7.87 37.02 3.22 0.106 347 0.683 103 125 24 223 Otumba

Edificio7 204 8.16 36.67 3.59 0.078 296 0.618 125 0 56 247 Fuentezuelas

Edificio7 205 8.33 36.68 3.13 0.111 347 0.680 102 117 0 115 Otumba

Edificio7 206 8.28 36.68 3.17 0.097 337 0.709 103 112 0 208 Otumba

Edificio7 207 8.91 35.89 3.23 0.144 344 0.837 106 113 48 242 Otumba

Edificio7 208 8.27 36.64 3.23 0.115 302 0.705 98 98 18 198 Otumba

Edificio7 209 7.70 37.12 3.28 0.107 310 0.706 101 110 15 194 Otumba

Edificio7 210 9.07 35.47 3.61 0.251 374 0.832 117 148 45 279 Otumba

Edificio7 211 8.58 35.64 4.55 0.105 325 0.698 96 124 37 208 Otumba
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Edificio7 212 9.19 35.75 3.35 0.117 302 0.718 114 115 22 220 Otumba

Edificio7 213 8.48 36.52 3.20 0.097 338 0.670 121 125 40 217 Otumba

Edificio7 214 9.20 35.91 3.17 0.110 335 0.665 102 110 35 205 Otumba

Edificio7 215 7.43 37.39 3.23 0.112 307 0.690 108 124 30 248 Otumba

Edificio7 216 8.41 36.60 3.11 0.106 342 0.690 106 134 61 220 Otumba

Edificio7 217 7.98 36.65 3.49 0.124 361 0.773 120 138 46 241 Otumba

Edificio7 218 8.01 35.03 4.73 0.591 615 1.229 181 186 51 370 Otumba

Edificio7 219 9.71 35.41 3.19 0.109 308 0.691 107 116 43 265 Otumba

Edificio7 220 8.98 35.66 4.00 0.098 326 0.651 97 108 39 229 Otumba

Edificio7 221 7.83 37.00 3.21 0.116 332 0.726 113 115 15 227 Otumba

Edificio7 222 8.54 36.52 3.06 0.100 330 0.689 105 112 0 218 Otumba

Edificio7 223 8.56 36.92 3.16 0.051 314 0.351 87 115 0 226 Otumba

Edificio7 224 9.91 35.54 3.43 0.114 181 0.359 86 121 73 141 Otumba

Edificio7 225 8.44 36.64 3.10 0.097 316 0.653 103 106 34 195 Otumba

Edificio7 226 10.16 35.20 2.94 0.093 313 0.672 92 105 19 220 Otumba

Edificio7 227 8.84 36.29 3.07 0.098 325 0.663 102 104 0 203 Otumba

Edificio7 228 10.18 35.15 2.97 0.097 313 0.672 98 119 28 226 Otumba

Edificio7 229 9.85 34.25 5.29 0.083 285 0.596 87 110 17 175 Otumba

Edificio7 230 7.71 37.13 3.22 0.102 324 0.710 111 124 39 253 Otumba

Edificio7 231 9.70 35.31 3.26 0.114 358 0.742 114 118 48 258 Otumba

Edificio7 232 8.46 36.43 3.30 0.106 340 0.711 98 124 14 223 Otumba

Edificio7 233 9.61 35.20 3.59 0.110 374 0.755 116 143 47 238 Otumba

Edificio7 234 9.64 35.01 4.01 0.109 332 0.696 99 114 20 221 Otumba

Edificio7 235 10.10 35.01 2.99 0.161 302 0.802 102 129 20 203 Otumba

Edificio7 236 9.21 35.77 3.19 0.115 312 0.750 102 115 20 211 Otumba

Edificio7 237 10.51 34.92 2.91 0.099 336 0.655 102 110 23 224 Otumba

Edificio7 238 8.20 36.54 3.41 0.104 355 0.756 113 97 28 232 Otumba

Edificio7 239 8.65 36.47 3.11 0.094 292 0.634 113 113 42 243 Otumba

Edificio7 240 9.59 35.69 2.98 0.098 322 0.658 110 108 16 207 Otumba

Complejo6 241 9.11 35.89 3.26 0.102 328 0.711 95 108 0 228 Otumba

Complejo6 242 10.47 34.94 2.94 0.101 285 0.656 109 91 49 214 Otumba

Complejo6 243 9.33 35.83 3.03 0.112 348 0.698 111 119 23 203 Otumba

Complejo6 244 10.23 35.14 3.02 0.094 288 0.634 96 103 21 187 Otumba

Complejo6 245 10.20 35.01 3.21 0.106 315 0.666 104 120 18 214 Otumba

Complejo6 246 9.70 35.47 3.14 0.098 353 0.684 101 118 0 206 Otumba

Complejo6 247 8.08 36.90 3.13 0.104 297 0.688 99 100 14 194 Otumba

Complejo6 248 8.33 36.62 3.22 0.106 343 0.691 93 108 34 249 Otumba

Complejo6 249 8.50 36.52 3.12 0.107 310 0.695 105 99 34 249 Otumba

Complejo6 250 9.22 35.98 3.09 0.099 324 0.631 109 91 27 211 Otumba

Complejo6 251 8.89 36.22 3.08 0.098 320 0.673 94 111 32 216 Otumba

Complejo6 252 9.65 35.57 3.08 0.094 337 0.672 83 102 11 169 Otumba

Complejo6 253 8.51 36.55 3.05 0.104 308 0.694 96 120 48 233 Otumba
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Complejo6 254 8.89 36.21 3.09 0.099 328 0.681 108 112 42 219 Otumba

Complejo6 255 8.53 36.44 3.27 0.098 312 0.670 96 114 30 221 Otumba

Complejo6 256 9.16 35.97 3.15 0.095 299 0.667 100 110 33 208 Otumba

Complejo6 257 9.24 35.95 3.10 0.098 328 0.648 98 99 0 177 Otumba

Complejo6 258 7.86 36.94 3.28 0.119 346 0.724 105 103 40 192 Otumba

Complejo6 259 9.56 35.61 3.13 0.093 349 0.674 97 104 37 204 Otumba

Complejo6 260 9.95 35.32 3.02 0.107 330 0.678 102 120 42 225 Otumba

Complejo6 261 8.35 36.41 3.64 0.083 328 0.661 156 0 65 248 Fuentezuelas

Complejo6 262 6.67 37.88 3.33 0.120 349 0.784 116 132 26 245 Otumba

Complejo6 263 9.74 35.48 3.07 0.102 322 0.680 97 106 34 194 Otumba

Complejo6 264 8.71 36.43 3.03 0.100 323 0.662 96 106 0 202 Otumba

Complejo6 265 7.78 37.16 3.19 0.089 342 0.659 103 107 16 215 Otumba

Complejo6 266 7.36 37.54 3.09 0.107 320 0.688 101 103 40 210 Otumba

Complejo6 267 10.74 34.59 3.07 0.098 305 0.686 108 100 38 215 Otumba

Complejo6 268 7.75 37.08 3.17 0.116 336 0.734 125 123 35 245 Otumba

Complejo6 269 9.61 35.48 3.17 0.108 351 0.710 113 110 34 223 Otumba

Complejo6 270 9.00 36.08 3.08 0.112 301 0.709 102 127 38 238 Otumba

Complejo6 271 8.38 36.55 3.20 0.100 329 0.716 98 110 0 239 Otumba

Complejo6 272 8.97 35.93 3.20 0.115 335 0.788 105 113 43 201 Otumba

Complejo6 273 9.02 36.09 3.08 0.105 328 0.693 106 123 0 218 Otumba

Complejo6 274 8.14 36.53 3.63 0.092 220 0.717 110 23 52 274 Paraíso

Complejo6 275 8.76 36.32 3.14 0.104 315 0.658 117 109 42 220 Otumba

Complejo6 276 9.92 35.39 2.97 0.096 321 0.668 107 123 22 230 Otumba

Complejo6 277 9.76 35.46 3.01 0.106 321 0.705 111 107 0 226 Otumba

Complejo6 278 8.03 36.82 3.26 0.110 365 0.714 105 117 28 226 Otumba

Complejo6 279 9.78 35.49 3.12 0.085 306 0.633 103 100 34 175 Otumba

Complejo6 280 9.11 35.93 3.20 0.100 279 0.707 103 110 34 224 Otumba

Sol E147K 8.44 36.43 3.31 0.111 338 0.714 92 109 41 233 Otumba

Sol E165B 9.08 35.89 3.26 0.112 345 0.717 113 123 0 243 Otumba

Sol E184 8.63 36.61 3.07 0.072 351 0.565 104 72 27 165 Otumba

Sol E191A 9.30 35.83 3.11 0.102 322 0.681 101 110 41 229 Otumba

Sol E191C 7.69 37.15 3.21 0.109 342 0.713 96 118 0 221 Otumba

Sol E222A 7.23 37.73 3.24 0.080 358 0.581 114 86 24 158 Otumba

Sol E222E 7.40 37.39 3.22 0.103 351 0.724 101 136 30 208 Otumba

Sol E228E 9.18 35.96 3.06 0.101 302 0.691 103 115 0 227 Otumba

Sol E228K 6.58 38.11 3.23 0.117 304 0.715 101 118 0 208 Otumba

Sol E228O 7.58 37.27 3.22 0.102 308 0.701 110 105 0 203 Otumba

Sol E229A 8.72 36.32 3.21 0.098 331 0.662 103 103 25 216 Otumba

Sol E248A 8.48 36.71 3.14 0.074 314 0.570 107 73 0 147 Otumba

Sol E248C 9.22 35.76 3.26 0.115 325 0.723 104 115 39 248 Otumba

Sol E248G 8.41 36.73 3.18 0.079 335 0.584 102 75 0 169 Otumba

Sol E250A 7.82 37.21 3.23 0.074 304 0.595 105 74 23 167 Otumba
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Sol E250C 9.21 35.86 3.17 0.112 312 0.700 109 103 0 214 Otumba

Sol E251C 8.29 36.63 3.21 0.104 305 0.711 109 128 43 230 Otumba

Sol E251D 9.12 36.00 3.08 0.114 330 0.681 98 117 49 241 Otumba

Sol E255C 8.46 36.73 3.14 0.066 339 0.564 118 64 42 176 Otumba

Sol E261 8.77 36.31 3.08 0.109 354 0.692 100 107 28 217 Otumba

Sol E265C 8.07 36.76 3.29 0.111 366 0.717 106 130 46 252 Otumba

Sol E267B 9.91 35.25 3.16 0.110 343 0.694 105 124 34 230 Otumba

Sol E267D 10.68 34.70 3.03 0.102 316 0.662 97 105 29 239 Otumba

Sol E267K 9.06 35.92 3.23 0.109 320 0.721 99 138 44 234 Otumba

Sol E267L 9.74 35.43 3.12 0.111 340 0.687 117 122 39 229 Otumba

Sol E267M 9.27 35.80 3.17 0.114 347 0.695 115 130 38 227 Otumba

Sol E273A 9.27 35.88 3.10 0.100 326 0.672 99 149 47 211 Otumba

Sol E276F 9.42 35.72 3.12 0.109 315 0.683 105 115 42 214 Otumba

Sol E280A 4.88 38.31 4.44 0.186 532 1.138 164 169 62 325 Otumba

Sol E291B 9.63 35.51 3.14 0.102 330 0.697 88 122 31 232 Otumba

Sol E291C 9.39 35.71 3.18 0.110 360 0.692 100 115 24 223 Otumba

Sol E291D 9.68 35.49 3.13 0.108 341 0.677 106 118 32 218 Otumba

Sol E297B 9.64 35.46 3.18 0.107 316 0.705 104 114 50 246 Otumba

Tabla 2 Resultados obtenidos por el análisis de fluorescencia de rayos-X.
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〈論　　文〉
ミチョアカン州プレペチャ高原地区の「共同体的先住民自治」

小　林　致　広＊

キーワード
  プレペチャ新年祭、ナシオン・プレペチャ、先住民行政区、共同体統治議会、
財政的自治

Resumen

La reivindicación de los pueblos indígenas es en lo cultural, en lo político, en lo social 

y en lo económico. Desde los años 1970s, los purépechas de la meseta del estado de 

Michoacán han iniciado procesos de autonomía a través de diversas formas en los 

ámbitos comunal, municipal y regional como pueblos indígenas. Desde la mitad de los 

1980s, la noción de p’uhréecherio, es decir, territorio/tierra de los purépechas, se había 

estado desarrollando entre los purépechas a través de celebraciones político-culturales 

como el Año Nuevo Purépecha. A fines del siglo XX, las organizaciones indígenas bajo la 

bandera de la ‘Nación Purépecha’ han demandado la creación de nuevos municipios en 

las comunidades subordinadas a cabeceras municipales mestizas y la conformación de 

municipios indígenas. Ante la negación de las demandas por la parte del Gobierno del 

Estado de Michoacán, las comunidades indígenas han exigido de facto y de jure que se 

respeten sus derechos como sujetos colectivos. Durante los últimos 10 años, la mayoría 

de las comunidades purépechas han conquistado sus derechos políticos electorales, 

exigiendo la entrega directa del presupuesto, la conformación de concejos de gobierno 

comunal, y la elaboración de planes de desarrollo comunitario, y la expulsión de partidos 

políticos. La autonomía financiera, con la que los concejos（o consejos）comunales 

manejan directamente el presupuesto, ha sido lograda por algunas comunidades de los 

municipios de la meseta purépecha. Mientras que Nurio, del municipio de Paracho, y 

Cherán han venido trabajando con todo orden donde las autoridades son electas por usos 

y costumbres, las otras comunidades, como Nahuatzen, Comachuén, Arantepacua y Sevina 

del municipio de Nahuatzen han sufrido conflictos internos por el manejo de los recursos 

asignados.

＊　神戸市外国語大学名誉教授・京都大学名誉教授
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はじめに

2001年改正のメキシコ憲法第 2条では、先住民族や先住民共同体の自決権、自治を認知・保障
することが明記されている。A3項では、男女対等参加の上で伝統的な規範・手続き・実践に基づ
いて固有の内的統治を担う当局者、代表を選ぶことが認められている。また A7項では、先住民
行政区議会（ayuntamiento）の代表者を伝統や内的規範に基づいて選出することが認められている。
メキシコの「法的に認知された自治（autonomía de derecho）」は、先住民行政区における内的規
範に基づいた慣習選挙を通じて具体化することができる。だが、慣習選挙の実施が先住民族や先
住民共同体の「事実としての自治（autonomía de hecho）」を意味するわけではない（小林 2019）。

1980年代以降、メキシコ西部のミチョアカン州の先住民族プレペチャの復権運動は、祝祭など
の文化的側面、共同体の土地防衛という社会・経済的側面、行政区再編という法制的側面など様々
な側面で展開してきた（Zárate 1999:257-261）。1980年代から 1990年代にかけて、先住民族プレ
ペチャの共同体では、個別の共同体を超えた地域的な先住民族意識に基づくナシオン・プレペチャ
（nación purépecha）という政治的アイデンティティの創出が試みられてきた。歴史的実態を欠い
た「想像された先住民族領域」で先住民自治を確立する構想は、21世紀初頭になって霧散解消し
たが、パラチョ行政区ヌリオ（Nurio）などいくつかの共同体では、サパティスタ運動が掲げた「事
実としての自治」を模索する運動が展開された。さらに 2011年のチェラン行政区の共同体統治議
会（Concejo Mayor de Gobierno Comunal, CMGC）の発足を契機に、高原高地部では共同体的な
統治原理に基づいた先住民自治を構築する試みが活性化していくことになる。
本稿でおもに考察する対象は、共同体的な統治原理に基づく先住民自治運動を展開してきたプ
レペチャ高原高地部の先住民共同体である。具体的には、共同体の人口比に応じて連邦・州政府
の行政区交付金を直接交付・執行する財政的自治（autonomía financiera/presupuestal）を追求し
てきた共同体に関して考察する。しかし、行政区を構成する共同体の数や人口規模の差異などに
よって、個別の共同体と行政区主邑との関係性は一様ではなく、各共同体が展開してきた先住民
自治運動の展開も異なる。これらの事例の分析・検証を通じて、先住民行政区設定、慣習選挙に
よる統治者選出、先住民共同体の財政的自治の認知など法制度面での自治という枠組のなかで、
先住民共同体レベルでの「事実としての自治」の実践には数多くの課題が存在することを確認し
たい。

1　プレペチャ民族領域の創出

ミチョアカン州の先住民族プレペチャは、1970年代になるまで先スペイン期のタラスコ王国に
因んでタラスコ（tarasco）とよばれていた。1975年にミチョアカン州パツクアロで開催された第
1回全国先住民会議には、ミチョアカン州からはタラスコ最高審議会とオトミ・マサワ最高審議
会の代表が参加していた。しかしその後、タラスコ最高審議会という名称は使われなくなり、プ
レペチャ最高審議会（Consejo Supremo Purépecha）という名称が用いられだした。参加型インディ
ヘニスモが提唱された 1970年代半ば以降、タラスコという文化的アイデンティティに代わる政治
的なアイデンティティとしてのプレペチャという民族名称が定着していった。
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1-1　プレペチャ地域とプレペチャ民族旗
1940年代末、米国地理学者ロバート・ウエスト（Robert West）は、「タラスカ地域」を山岳、
湖沼域、渓谷、北部高原という 4地区 1）区分案を提示し（West 1948）、この 4つの下位区分は現
在も踏襲されている。しかし、プレペチャ語話者、社会経済指標のどれを採用するかによって、
プレペチャ地域の範囲は異なり時代的にも変化する。1940年代から2000年代にかけて、プレペチャ
語話者が卓越する先住民行政区は 18から 16に減少した。2000年や 2010年センサスに基づく全
国先住民族開発委員会（Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI）の基
準（CDI 2006:38-41; Amézcua y Sánchez 2015:21-24）、現州政府の基準、研究者の基準とのあいだ
では、プレペチャ地域とその下位区分は微妙に異なっている。本稿では、Jasso Martínez（2008:400）
と Ventura Patiño（2010:40）が提示したプレペチャ地域とその下位区分を修正したものを採用す
る（表 1）。
プレペチャ地域は、高原、峡谷（Cañada de Once Pueblos）、湖沼、低地（Ciénega de Zacapu）
の 4地区で構成される。この区分はプレペチャ民族旗（bandera purépecha）において象徴的に提
示される。プレペチャ民族旗は、1980年 11月 17日に湖沼地区のサンタフェ・デラ・ラグナ（Santa 

Fe de la Laguna, 以下サンタフェと略）の土地防衛闘争 1周年集会で公開された「サンタフェの旗」

表 1　プレペチャ 4地区を構成する行政区
高原 チャラパン（60）、チェラン（48）、タンガマンダピオ（48）

ナワツェン（44）、パラチョ（43）、ロス・レジェス（22）
ティンガンバト（17）、タンガンシクアロ（10）、ウルアパン（7）
ティングィディン（7）、ヌエボ・パランガリクィティロ（6）

湖沼 エロンガリクアロ（40）、
キロガ（35）
ツィンツゥンツァン（31）、
パツクアロ（11）
サルバドル・エスカランテ（0.1）

峡谷 チルチョタ（62）
ハコナ（3）、シラクアレティロ（2）、タンシタロ（2）、
ペリバン（1）

低地 コエネオ（21）、 サカプ （3）

出典：  Amézcua y Sánchez（2015:21-24）
（　　）内は 2010年センサスによる行政区の先住民比率、太字は狭義の住民行政区

 サンタフェの旗 プレペチャ民族旗

写真 1　プレペチャ民族旗（出典：https://www.purepecha.mx/）
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が原型である。この旗を作成した画家ソト・ゴンサレス（José Luis Soto González）は中心の紋章
と 4区画について次のように説明している（Soto González 2012）。中心部の紋章は、火打石ナイ
フとそれを囲む黒曜石、燃え上がる炎、4方向に突き出た矢、上部の握られた左手拳で構成される。
黒曜石はタラスコの主神クリカベリ（太陽と偉大なる火）、火打石ナイフはクリカベリからプレペ
チャ末裔へのメッセージを意味する。紋章の下には、サンタフェ土地防衛闘争の標語「Juchari 

Uinapekua（我々の力）」2）が刺繍されている。一方、矢の先の 4区画はプレペチャ地域 4地区に
対応する。上方が東で、右上青色区画が湖沼地区、右下緑色区画が高原地区、左上紫色区画がサ
カプ低地地区、左下黄色区画が峡谷地区に対応する（写真 1）。

1-2　プレペチャ領域とプレペチャ新年祭
サンタフェの土地闘争を推進したエミリアーノ・サパタ共同体連合（Unión de Comuneros 

Emiliano Zapata, UCEZ）が掲げた「サンタフェの旗」は、プレペチャ民族旗として徐々に認知さ
れていった。特に 1983年に始まったプレペチャ新年祭（Año Nuevo Purépecha, ANP）の運営を
通じて、プレペチャ民族旗やプレペチャ領域（p’uhréecherio＝プレペチャの故郷）という概念は
確実に定着していった（Roth-Seneff 2014:169）。

ANP創設の中心的推進者は、民族言語学研修を受けていた先住民教師、サンタフェの教師たち、
民族言語学者養成計画の推進者アグスティン・ガルシア（Agustín García Alcaraz、サカプ出身）、
ミチョアカン州立大学教授イレネオ・ロハス（Ireneo Rojas、チェラン出身）などの知識人だった
（Roth-Seneff 1993）。先スペイン期のタラスコ王国の二大都市ツィンツンツァン（Tzintzuntzan）
とイワツィオ（Ihuatzio）の遺跡で執行された 1983・1984年の ANPでは、『ミチョアカン年代記』
に記載されている「新しい火の儀式（Ch’upiri Jimbani）」の復元が主目的とされていた。1983年
2月 1日深夜、イワツィオからツィンツンツァンまで徒歩で移動しピラミッド脇で「新しい火の
儀式」を執行した。初回参加者はサンタフェ闘争に積極的に関与していた民族言語学者や研究者
など 50名だった。
プレペチャ暦の新年にあたる 2月 2日前夜の「新しい火の儀式」には、火を熾す火炉、ピラミッ
ド型暦石（主催地絵符の刻印）、先祖霊を納めた漆塗容器などの祭具が不可欠である（写真 2）3）。

漆塗容器、ピラミッド型石、火炉（2017年ワンシート） ピラミッド型石の開催地絵符（2016年ウリチョ）

写真 2　ANPの主要シンボル（出典：https://www.purepecha.mx/）
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新しい火の儀式やプレペチャ式ペロータ球技など古代タラスカ文化の要素以外にも、動物の形の
パンや果物やサトウキビ酒奉納などカンデラリア祭にともなうカトリック的要素も付加され、
2005年以降、前年開催地から旧年の火炉をもって移動する巡礼も始まった。プレペチャ民族旗の
正式登場は第 3回（1985年）ヌリオで、それ以降は不可欠のシンボルとなった。
当初、運営の主導権はプレペチャ文化復古を強調する ANP創設関係者が握っていた。最初の

10回のうち 7回は ANP創設関係者が主催責任者を務め、創設関係者や先住民共同体で活動する
司祭の教区から開催地が選ばれていた。しかし、徐々に二言語教師や専門職のグループが中心的
推進者となり、伝統的文化の復活だけでなく共同体の問題を議論する場も設定されるようになっ
た。「抵抗の 500周年」に相当する 1992年には、開催地や責任者の選定を ANP創設関係者だけ
なく民主的に行うことが要請された。1993年にはヌリオとコクチョ（Cocucho）の土地紛争で死
亡した未亡人の和解会合、サパティスタ民族解放軍（Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 

EZLN）武装蜂起の 1994年には数多くの政治的発言が見られた。1995年のタレクアト（Tarecuato）
では運営をめぐり宗教・政治的対立が発生し、翌年は対立回避のため、共同体当局者が主催責任
者を務めることになった 4）。
現在まで ANPは 38回実施され、開催地は ANPの伝統的行事（踊り、楽団、ペロータ球技、
詩朗読、演劇）への参加実績などを評価しながら立候補共同体から選ばれる（地図 1、表 2）。約
6割の 23回は先住民率 60％超の共同体で開催され、先住民率 40％未満の共同体での開催は 12回
で、先住民率 10％未満の共同体が開催地となったのは 6回で、4回は非先住民が卓越する行政区
主邑である。プレペチャ地域外の開催はタラスコ王国最後の領主タンガンショアン（Tanganxoan）
が死去した土地コングリポ（Conguripo）だけである。コングリポは、北の州境に位置するアン
ガマクィティロ行政区にありプレペチャ語話者はいないが、5回も開催地に立候補していた。

ANP開催地は 4地区から交互に選ぶことが理想とされたが、実際には高原地区 16回、湖沼地
区 13回と高原と湖沼地区での開催が圧倒的に多い。低地地区の開催が少ない理由として、プレペ
チャ語で発言できる権威者を確保できる共同体が少ないことが考えられる。高原地区ロス・レジェ
ス行政区での開催がないのは、プレペチャのアイデンティティを確認する文化・政治イベントの
プレペチャ民族芸術祭（Concurso Artístico de Raza Purépecha）が、行政区内のサカン（Zacán）
で 1970年代から開催されていたこと（Ojeda Dávila 2017）が関係するかもしれない。
伝統的儀礼を真正な方法で執行するという神秘性を保有しつつ、ANPはプレペチャ性復権の公

式儀式として確立していった。プレペチャ性の基盤としては、共同体の土地や共同体財産の防衛
とともに、儀式や祝祭の場での共同体的活動も掲げられていた（Ojeda Dávila 2017:110）。元 ANP

主催責任者審議会メンバーの多くは、ANPがプレペチャ先住民の共同体の連合体（comunidad de  

comunidades）、プレペチャ先住民族国（Nación Indígena Purépecha）の再構築を目的とする運動
を牽引してきたと自負しているという（Ojeda Dávila 2017:271）。

1-3　プレペチャ民族領域における共同体間連携の模索
政府が標榜した参加型インディヘニスモの先住民側協力者として 1975年に組織されたプレペ
チャ最高審議会は、共同体開発に関係するプロモーターや二言語教師・専門職などの文化変容エー
ジェントで構成されていた。当初のプレペチャ最高審議会は地域や共同体の代表制を著しく欠く
ものだったが、1980年代には官製インディへニスモから自立し、相互連携で共同体が抱える問題
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に対応する運動が展開されていった。1979～ 80年に湖沼地区サンタフェの共同体の土地回復闘
争では、先住民対メスティソという民族的対立が強調されていたが、1980年代には個別先住民共
同体を超え、プレペチャ地域、あるいは 4地区の共同体相互の連帯が模索されるようになった。

1982年 8月、汚染のため漁獲高が減少していたパツクアロ湖岸の漁業関係者が居住する 23共
同体によってパツクアロ湖汚染防止湖岸組織（Organización Ribereña contra la Contaminación del 

Lago de Pátzcuaro, ORCA）が結成され、森林減少や土壌浸食を防衛するための階段耕作の推進事
業が取り組まれた。1981年創設のプレペチャ農業者委員会（Comité de Agricultores Purépechas）

地図 1　プレペチャ 4地区と新年祭開催共同体（出典：筆者作製）

表 2　プレペチャ新年祭の開催共同体
回（年） 開催地 区 回（年） 開催地 区 回（年） 開催地 区 回（年） 開催地 区

1（1983）
2（1984）
3（1985）
4（1986）
5（1987）
6（1988）
7（1989）
8（1990）
9（1991）
10（1992）

Tzintzuntzan
＊

Ihuatzio
＊

Nurio

Tziróndaro
＊

Angahuan
＊

Pichátaro
＊

Tacuro

St.Fe de la Laguna
＊

Cheranástico
＊

Ichupio

L
L
M
L
M
M
C
L
M
C

11（1993）
12（1994）
13（1995）
14（1996）
15（1997）
16（1998）
17（1999）
18（2000）
19（2001）
20（2002）

Cocucho

Ucasánastacua

Tarecuato

Puácuaroⓒ
＜ Sevina＞
Janitzio

S.Lorenzo

Tiríndaro

Cherán
＊

Carapan

M
L
M
L
M
L
M
Z
M
C

21（2003）
22（2004）
23（2005）
24（2006）
25（2007）
26（2008）
27（2009）
28（2010）
29（2011）
30（2012）

N.Parangaricutiro

〈Pátzucuaro〉
Caltzontzinⓒ
Patamban

Sto. Tomás ⓒ
Purhénchecuaro

〈Chilchota〉ⓐ
〈Uruapan〉ⓑ
Jaracuaro

〈Conguripo〉

M
L
M
M
C
L
C
M
L
Z

31（2013）
32（2014）
33（2015）
34（2016）
35（2017）
36（2018）
37（2019）
38（2020）

〈Nahuatzen〉ⓓ
Tarejero

Urícho

Arantepacua

Huáncito

Naranja de Tapia

Cuanajo

Capácuaro

M
Z
L
M
C
Z
L
M

出典：Ojeda Dávila 2017:431-438.

C：峡谷、L：湖沼、M：高原、Z：低地。
〈　〉は 2010年先住民率が 5％以下。下線は、所属する行政区から独立を申請した共同体、
＊：創設関係者が責任者、ⓐ：行政区首長が責任者、ⓑ：街区代表が責任者、ⓒ：共同体当局が責任者、
ⓓ：司祭が責任者
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や後継組織プレペチャ生産者委員会（Comité de Productores Purépechas）などの農民経済組織は、
共同体の土地紛争や開発資金の問題に対応するため、各地の農地共同体の連携を模索していた。
1983年には州政府の呼び掛けで違法伐採・森林火災・違法製材所を監視する森林市民グループ
（Grupo Cívico Forestal）が各地に組織された。共同体が抱える課題に地域や地区単位で対応する
ために上部機関の意向で組織された地域組織には、共同体内部の利害関係分化を促す側面があっ
たことは否定できない。
係争地の土地配分ではなく、複数の共同体が共同事業を展開することで、懸案の農地問題の解
決を試みる取り組みも見られた。その代表例が、高原地区のパラチョ、チャラパン、チェラン、
ロス・レジェス行政区の 12共同体の行政・農地関係者が 1985年 6月に締結した「5項目合意文書」
合意である。合意では、上水道の整備の問題、外部仲買人に依存している民芸品の生産・流通、
持続可能な資源利用に向けた育林事業、地域の実情に対応した若手農業技術者養成、主邑への政
治的依存体質の克服という 5項目が挙げられていた。
共同体の相互連携が模索されたのと並行して、全国先住民庁（Instituto Nacional Indigenista, 

INI）やチェラン（高原・峡谷地区）とパツクアロ（湖沼・低地地区）の先住民対策統合センター
（Centro Coordinadora Indigenista, CCI）の意向で運営されたプレペチャ最高審議会の代表選出に
も変化が生じた。1982年の代表選出では、当局側は先住民教育総局職員を擁立したが、高原地区
の多くの共同体の支持でパラチョ寄宿舎学校廃止運動を領導したヌリオ出身のフアン・チャベス
（Juan Chávez）が代表に選出された（Dietz 1999:293-294）。1984年の代表選出でも、高原・峡谷
地区 47共同体は、峡谷地区の二言語教師オルファ・アパリシオ（Olfa Aparicio）を推挙した（Vázquez 

1992:147）。1982～ 1986年の期間は、最高審議会は INIや CCIから独立して運営されたが、最高
審議会の構成者の大半は高原・峡谷地区出身という偏りは解消しなかった。1986年の INI諮問委
員会に先住民代表を登用する制度が導入されたことを契機に、パツクアロ CCI管轄の共同体は高
原・峡谷地区とは異なる独自の INI諮問委員会を組織しようとした。その結果 1987年、湖沼・低
地地区の 16共同体によって、湖沼・低地独立最高審議会（Consejo Supremo Independiente del 

Lago y la Ciénega）が発足した（Dietz 1999:336; Vázquez1992:139-143）。

2　ナシオン・プレペチャのもとでの先住民自治の試行

1980年代のプレペチャ地域で展開された様々な運動の中で、新しい伝統の再創出や共同体的原
理の再評価が見られた。サンタフェの土地闘争の過程では街区審議会の役割が見直され、長老審
議会に代わって住民総会が共同体の最高意思決定機関と位置づけられた。また、家父長にだけ認
められてきた共同体成員資格が女性に与えられ、廃れかけていた協働労働作業や祝祭の再組織化
も試みられた。こうした新しい共同体主義を基盤に、1990年代からナシオン・プレペチャという
構想の下で先住民自治の模索が試みられるようになる。

2-1　ナシオン・プレペチャの構想
元州知事クアウテモック・カルデナスが大統領選挙に出馬した 1988年選挙の前後から、プレペ
チャ地域の先住民運動は大きく様変わりした。1989年 7月の行政区選挙では、高原・峡谷地区の
15行政区のうち 10行政区で、首長が制度的革命党（Partido Revolucionario Institucional, PRI）派
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からカルデナス支持の民主革命党（Partido de la Revolución Democrática, PRD）派 5）に移行するか、
両者が行政区政府役職を分け合う形になった。サリナス大統領は土地の社会的所有を否定する憲
法 27条改正の方針を打ち出したが、PRDが多数派となったミチョアカン州内の農民組織や先住
民運動の大半は憲法 27条改正に反対だった。
憲法 27条改正案の国会上程が明らかになった 1991年 2月、共同体の個別要求に対する州政府

の対応やサリナス政権が推進する憲法 27条改正の情報を共有する目的で、第 1回ミチョアカン州
先住民共同体集会が呼びかけられた。高原地区のチェラン（Cherán）で開催された集会には高原
地区だけでなく、湖岸地区の UCEZや ORCA傘下の共同体、教員組織非主流派やモレリアを本拠
とする壁画運動グループも参加した。集会では、土地、資源、政党と政治運動、教育と文化、保
健衛生とサービス、司法と人権などが議論され、ミチョアカン先住民共同体独立戦線（Frente 

Independiente de Comunidades Indígenas de Michoacán, FICIM）が結成されることになった。
FICIMの母胎となったのは、二言語教師、農林産技術指導員、文化プロモーターなどの外部との
コンタクトを持っていた地元の新知識層や各共同体の指導層によって組織されてきた会合であ
る。

11月 14日、FICIMは州議会に憲法 27条改正反対を正式に通告し（Pérez Escutia 2019）、12月
5日のチェランの会合で、ナシオン・プレペチャ布告（Decreto de la Nación Purhépecha）を公表
することになった。この布告の作成主体は、「この大地の所有者、我々、ナシオン・プレペチャの
メンバーと共同体」と自己規定している。ナシオン・プレペチャ布告では、①憲法 27条改正拒否、
②共同体やエヒードの社会的土地所有制確認、③個人割当て地を売却した人物の共同体からの追
放、④憲法 27条改正賛成の指導者の非承認が掲げられていた。1992年第 1四半期、布告は地域
の先住民共同体に回され、共同体当局者の支持署名を獲得し、1992年 5月末にタレクアトでの第
2回州先住民共同体集会で、布告は正式に批准された（Máximo Cortés 2003:584）。

1992年の「先住民・黒人の抵抗の 500年」キャンペーンが展開する過程で、FICIMはしだいに
階級闘争至上主義に傾斜していったため、二言語教師や各共同体の指導者層は、FICIMとは別の
形で闘争する必要性を感じていた。ナシオン・プレペチャは指導部を持たず、共同体の会合で組
織された各種委員会が問題に対応していた。ナシオン・プレペチャの運営は、非中央集権的な輪
番制で週末に開催される地区単位の集会と、個別問題に対応する各種委員会の会合で行われてい
た。共同体をまたぐ地域全体の問題を扱う委員会の運営は、4地区から 1名ずつ選ばれた担当者に
よって担われた。共同体の自治権行使の原則から法人登録を行わず、基盤組織が直接的に州政府
と交渉する方法を採択した。同年 10月には 8項目からなる「ミチョアカンのプレペチャ民族の原
則書簡（Carta de Principios de la Nacionalidad P’urhépecha de Michoacán, México; Ireta P’orhécheri-

Juchari Unapekua）」が公表された 6）。
1994年 1月の EZLN武装蜂起は、ミチョカン州の先住民運動にも大きなインパクトを与えた。
同年 2月 19・20日にピチャタロ（Pichátaro）で開催された第 3回州先住民共同体集会では、州
内の 4先住民族集団の共同体の農地問題や資源保全・利用の状況の分析が行われた。「インディオ
人民の自治と自決を目指して！ Juchari Unapikua」という決議に基づき、共同体のモラル的権威
者で構成される農地問題最高組織（Órgano Supremo Agrario）を組織化し、連邦・州・行政区政
府の関連機関に働きかける必要性が提起された。（Pérez Escutia 2019:162-163）。これを体現した
ものが、ナシオン・プレペチャ組織（Organización Nación Purhépecha, ONP）である。1994年 9月、
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パラチョで発行された ONPの機関紙 Juchari Unapikua（我々の団結）創刊号では、プレペチャ尊
厳の行進、自主管理プレペチャ大学やプレペチャ農牧技術専門学校の創設などが論じられていた
（Pérez Escutia 2019:164）。

2-2　共同体の先住民行政区への昇格
1994年 11月、ONPは 5つの全般的要求と 10の緊急要求を州政府に提出した（Máximo Cortés 

2003:587-88）。全般的要求には先住民指定選挙区設定（プレペチャ 5、ナワ 2、マサワとニャニュ
各 1）、21の先住民行政区創設などが掲げられていた。ナワ系行政区としては南西部海岸アキレ行
政区に 4行政区、マサワ系行政区としては北東部シタクアロ（Zitacuaro）行政区に 1行政区が提
案された。残る 16がプレペチャ系の先住行政区だった（地図 2、表 3）。プレペチャ系先住民行政
区の大半は人口 2千人以上だったが、ロス・レジェス行政区シクィチョ（Zicuicho）とヘスス・ディ
ア ス（Jesús Díaz）、 キ ロ ガ 行 政 区 サ ン ヘ ロ ニ モ・ プ レ ン チ ェ ク ア ロ（San Jérónimo 

Purhénchecuaro）、モレリア行政区テレメンド（Teremendo）などは 2千人未満だった。キロガ
行政区の場合、サンタフェ、サンヘロニモ、サンアンドレス・ツィロンダロ（San Andrés 

Tzirondaro）のどれを主邑にするかという議論が生じた 7）。ONPの先住民行政区創設の提案は
PRIが多数派の州議会では検討されることはなかった。

1995年 10月からチアパス州で始まったサンアンドレス対話には、ONP代表なども EZLN側顧
問として参加していた 8）。それと並行してミチョアカン州でも先住民自治地域の創設に関する議
論が起きていた。1995年 6月 10日、タレクアトで開催された第 1回先住民共同体州集会では、
ミチョアカン州自治先住民審議会の組織化が提案され、1996年 5月には全国先住民議会（Congreso 

Nacional Indígena, CNI）第 3回中部太平洋地域フォーラムが ONP主催によってナワツェン行政
区アランテパクア（Arantepacua）で開催された。一方、州政府側はミチョアカン州先住民戦線、
州先住民審議会などを立ち上げ、ONPによる先住民自治を求める運動を抑止しようとしてきた。

1994年 2月に法人格組織として ONPが発足したのは、各種非政府組織からの開発計画資金を
受け入れるためだった。外部資金受け入れと先住民自治の理念の矛盾、選挙運動や州政府との対
応をめぐり、運動体としての ONPには徐々に亀裂が生じていく。資金導入に肯定的な主流グルー
プは、渓谷地区のタクロ（Tacuro）、高原地区北部のオクミチョ（Ocumicho）などで各種の開発
事業を立ち上げた。一方、州政府との交渉に否定的なグループは、1998年にナシオン・プレペチャ・
サパティスタ（Nación Purépecha Zapatista, NPZ）を立ち上げた（Barón León 2010:148-157）。先
住民共同体の代表者が参加するナシオン・プレペチャの集会は、1998年 12月に州都モレリアで
開催された会議が最後となった。それ以降、ナシオン・プレペチャに関わってきた先住民指導者は、
独自の影響力を持つ個別の共同体を基盤にした運動を展開することになる。
カルデナス・バテル（Cárdenas Batel、任期 2002～ 2008年）の州知事就任まで、先住行政区

創設をめぐる議論は再開しなかった。上院議員だったカルデナスは政府の先住民改正案に賛成票
を投じたが、州知事選挙キャンペーン期間は自己批判し、サンアンドレス合意に基づく先住民法
改正、先住民問題局創設、先住民大学創設、農地紛争問題解決などの公約を掲げていた（Jasso 

Martínez 2009:416-417）。2001年 4月の先住民法改正案国会採択後から 2002年にかけ、ONPは州
内で様々な集会を組織し、新しいカルデナス州政権に働きかけてきた。2002年 4月 23日、ONP

は独自のミチョアカン州先住民族法改正案を新知事に提示し、州内の先住民族の最高意思決定機
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関としてミチョアカン先住民族審議会（Consejo de Pueblos Originarios de Michoacán, CPOM）を
創設するよう要求していた 9）。ONPは、2001年 5月のパラチョ集会（Ramírez Sevilla 2002:168）
と 2002年 4月の 2回にわたり先住民行政区の新設案を提示した。NPZは独自に 14行政区新設案
を提示し、UCEZもシラウエン（Zirahuén）行政区の新設案を提出し、州議会もピチャタロ、ク
アナホ（Cuanajo）、プレンチェクアロの行政区新設案を提出していた。
州行政区法では、行政区新設には千人以上の署名入り要請書、人口規模 1万人以上、経済行政
機能の整備、州議会 3分の 2以上の賛成が要件とされていた（Ventura Patiño 2008:164）。高原地
区のタレクアト 10）や低地地区のティリンダロは、新行政区の可能性が高かったと言われる（Jasso 

地図 2　先住民行政区独立申請の共同体（出典：筆者作製）

表 3　既存行政区から独立申請のプレペチャ先住民共同体
行政区 共同体 人口 94

年
2001/02年 類

型
行政区 共同体 人口 94

年
2001/02年 類

型P1 P2 Z U P1 P2 Z U

高
原
チェラン Tanaco 2,979 ◯ A 湖

沼
パツクアロ Cuanajo 4,978 ◯ ◯ ◯ ◯ B

ナワツェン Arantepacua 2,321 ◯ ◯ ◯ C キロガ Sta.Fe de la Laguna

S.J.Purhénchecuaro

4,247

1,962 ◯ ◯
◯
◯
◯
◯

C

Cパラチョ Nurio 3,482 ◯ ◯ ◯ ◯ C

ティンガンバト Pichátaro 4,096 ◯ ◯ ◯ ◯ A Sエスカランテ Zirahuén 2,368 ◯ C

チャラパン Ocumicho 3,372 ◯ ◯ ◯ ◯ C 峡
谷
チルチョタ Carapan

Ichan

Sto. Tomas

Tacuro

5,237

3,368

1,180

1,507

◯ ◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯

C

C

C

C

ウルアパン Capácuaro

S.Lorenzo

Caltzontzin

Angahuan

7,095

3,516

4,003

4,739 ◯

◯
◯
◯

◯
◯
◯

C

C

C

C 低
地
コエンコ Zipiajo 

Santiago Azajo

2,482

1,963

◯
◯
◯
◯

D

Dタンガマンダピオ Tarecuato 7,939 ◯ ◯ ◯ ◯ B

ロス・レジェス Pamatácuaro

Zicuicho

Jesús Diaz

2,765

1,505

1,574

◯
◯
◯

◯
◯
◯
◯
◯
◯

B

B

B

サカプ Tiríndaro

Naranja de Tapia

3,029

2,845

◯ ◯ ◯
◯

D

D

外 モレリア Teremendo 1,295 ◯ D

タンガンシクアロ Patamban 3,526 ◯ ◯ ◯ B 合計 16 17 20 14 1

出典：Máximo Cortés（2003:587-588）；Ramírez Sevilla（2005:139,141）
P1：2001年 5月 ONP第一次提案、P2：2002年 4月 ONP第 2次提案、Z：NPZ提案、U：UCEZ提案
行政区の類型　A：2共同体一方の独立、B：共同体と付属集落独立、C：複数共同体独立、　D：複数再編独立
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Martínez 2010:72）。しかし、州議会は PRDと PRIが同数の議席で拮抗し、先住民法改正案は採
択されなかった。ONPは先住民行政区創設の提案を 2003年 9月に再度提出したが、州議会の場
で議論されることはなかった。2005年 1月、先住民行政区設立の法案は正式に先送りされてしまっ
た。結局、カルデナス州政権のもとでは、主邑による支配関係を見直して先住民行政区を創設す
る形で先住民自治の法的認知を獲得しようとする運動は頓挫することになった。

2-3　パラチョ行政区における「事実としての先住民自治」の模索
2001年 3月上旬、高地地区パラチョ行政区のヌリオで第 3回 CNIが開催され、先住民指導者
や全国の先住民族組織の代表約 3千名が参加し、国会上程の先住民法改正案などが議論された。
しかし、2001年 4月の先住民法改正案国会通過を受け、CNI傘下の先住民運動やナシオン・プレ
ペチャに関わっていた先住民共同体は、様々な形で「事実としての先住民自治」の実践を試みだ
した。代表的なのは、2003年 10月にサルバドル・エスカランテ行政区シラウエンの共同体成員
によってチアパス州外で最初のカラコル「ラゴ・アスル叛乱の噴火（Erupción de Rebeldía en el 

Lago Azul）」が創設されたことである 11）。その目的はラゴ・アスル湖一帯の共同体の土地を民間
企業の観光開発から防衛し、持続可能な内発的な開発を模索するためだった（Dosil 2014:133-

135）。
1990年以降 PRD派候補が当選していたパラチョ行政区の先住民共同体では、2004年 11月の行
政区選挙を契機に、従来の主邑パラチョとの支配従属関係を見直す動きが顕著になった。PRD候
補獲得票の比率は主邑 3割、先住民共同体 7割だったが、主邑 30コロニアと 7先住民共同体から
各 1名選出される首長候補選出委員会が指名する候補はつねに主邑のメスティソとなっていた。5

期目の PRD派首長の統治期間（2002～ 2004年）には PRI派時代と大差ない縁故主義による行政
区運営が行われていた。2004年の行政区選挙では、共同体側は行政区 PRD執行部が指名した候
補を拒否した。ヌリオ、チェラナスティコ（Cheranástico）、ウラピチョ（Urapicho）、キンセオ
（Quinceo）には投票所が設置されず、他の共同体でも選挙妨害が見られた。34％という低投票率
の選挙だったため、約 5千票の PRI派候補が約 2千票の PRD候補を破って当選することになった。
先住民共同体の旧 PRD支持勢力は、2005年 1月就任予定の行政区首長を「正統性を欠く首長」
として対応することになった。

2005年元日、メキシコ国旗と EZLN旗を掲げた騎馬隊が複数の地点から主邑パラチョまで行進
した。首長就任式妨害はなかったが、ヌリオを本拠とする自治共同体審議会（Consejo Comunal 

Autónomo）の発足が宣言された。1月 10日、32名で構成される統治自治委員会（Comité 

Autónomo de Gobierno）が発足し、共同体の共同体として独自の社会政策を自己決定する権利の
認定を州政府に要請した（Hernández Navaro:2005a）。1月 17日のパラチョでの集会には ONPや
NPZも参加し、共同体的統治に基づく先住民自治の構築を目指すことが確認された（Ventura 

Patiño 2010:275-276）。しかし、このパラチョ先住民自治行政区の構想は具体化せず、文書だけの
宣言に終わることになった 12）。
しかし、共同体への直接交付予算を以前から要求していたヌリオでは、行政区予算の自主管理
権の確立に向けた運動が展開された（Ventura Patiño 2010:281）。それを担ったのは 2002年初頭の
住民総会で設置された権威者共同体審議会（Consejo Comunal de Autoridades）である。青壮老の
各世代から選ばれた 18名で構成される権威者共同体審議会は、テネンシア代表（Jefe de 
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Tenencia、正副 2名、任期 1年）と共同体財産管理委員会（Comité de Bienes Comunales、任期 3

年）という共同体権威者の業務を補佐する役割を担うものであった（Solís 2008:105-109）。2005

年 3月 5日、ヌリオの権威者共同体審議会は行政区からの離脱を宣言し、自治確立と開発予算を
自主管理する権利を州総務局に要求した（La Jornada 2005）。その後、州総務局の立ち合いで行わ
れた会合で、共同体割当ての州予算をヌリオに回すという合意が成立した。2005年度分は 130万
ペソに役職者と共同体警察の給料分 40万ペソを上乗せした 170万ペソとなった。予算に基づく実
施事業は住民集会で決定され、予算で運営される各種サービス担当委員会が組織され、年度末の
会計報告も提出することになっていた。
前年と同額の直接予算確保という方針の 2006年度のヌリオの共同体権威者やテネンシア代表

は、パラチョ行政区首長の意向を受け、権威者共同体審議会の解散を宣言していた。しかし、前
年度の権威者共同体審議会メンバーの一部は活動を継続し、2006年 4月末の住民総会では、前年
と同額予算の拒否と権威者共同体審議会の再活性化が決議された。行政区側は前年と同額を提示
していたが、権威者共同体審議会や元行政区会計担当者が参加し、倍額の 275万ペソを獲得し、
2007年度は 380万ペソを獲得した（Ventura Patiño 2010:286-289）。3年間の基盤整備事業の実績
により権威者共同体審議会の役割が評価され、農地審議会を組織化する必要性も認識されだした。

2005年以降、パラチョ行政区政府は PRI派が 2期（2005～ 2011年）、その後は PRD派連合が
2期（2012～ 2018年）担当することになったが、ヌリオ共同体・行政区政府・州政府との間で締
結された予算配分手続きに関する合意は維持され続けた（Ventura Patiño 2018:168-170）。ヌリオ
共同体は、連邦・州・行政区政府という 3レベルの政府に次ぐ共同体のレベル「第 4番目の政府」
として、先住民自治を実践してきたといえよう。

3　共同体単位の自治模索

本章では、2011年の「チェランの春」を契機に、高原地区高地部で展開した共同体的統治を求
める運動について考察する。2-3で紹介したパラチョ行政区ヌリオは、サパティスタ運動が掲げた
「事実としての自治」の理念を追求してきた代表例だが、他の共同体も独自に共同体的な自治を模
索してきた。高地部の 5行政区の共同体の人口規模は表 4に示したようにばらつきがある（地図 3、
表 4）。チェラン行政区とティンガンバト行政区は、主邑とテネンシアの 2共同体で構成されるが、
前者では主邑の人口比が 79％と高いのに対して、後者ではテネンシアの人口比が 36％と高くなっ
ている。一方、ナワツェンやチャラパン行政区では、主邑人口比は 3割台で、残りのテネンシア
の人口規模に大きな差はない。一方、パラチョ行政区では、主邑人口が過半数を超え、7つのテ
ネンシアの人口比は 4~11％とばらつきがある。先住民共同体が先住民行政区として独立、あるい
は先住民共同体として自己統治を追求する場合、人口比の差が先住民共同体の自己統治のあり方
に大きな影響を及ぼすことは容易に想定できる。

3-1　共同体的統治議会と直接交付予算に基づく財政的自治
2011年 4月のチェランにおける違法伐採者拘束、監視所フォガタの組織化を契機として、チェ
ラン行政区では、憲法 115条で規定されている自由行政区（municipio libre）とは異なる共同体的
統治の構築が推進されていった。2011年 12月、チェランの 4街区とテネンシアのタナコで慣習
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選挙導入に関する住民協議が実施された。チェランでは慣習選挙支持が多数、タナコでは政党選
挙支持が多数という結果となった。慣習選挙支持が多数となったチェランでは、2012年 1月に共
同体統治議会選出のための慣習選挙が実施された。2014年、チェラン共同体統治議会は最高裁に
よって正当な行政区政府として認定され、2015年、2018年の 3期にわたり組織された（小林 

2019）。
一方、政党選挙支持の立場だったタナコでは行政区からの分離・独立を志向する動きもあった。
しかし 2012年 1月 7日、主邑チェラン側が行政区に割当て予算の 16.5％をタナコに直接交付予算
（presupuesto directo）として配布することを表明したため、タナコ側は予算執行任務を担うテネ
ンシア行政管理審議会（Consejo de Administración de la Tenencia, CAT）を選出することになっ
た（TEPJF 2012）。CAT選出の手順は、チェランの CMGC選出とほぼ同じ日程と方式が採用され

地図 3　高地部 5行政区の主邑とテネンシア（出典 :筆者作製）

表 4　高地部 5行政区の主邑とテネンシア（共同体）
行政区 共同体 人口 構成 先住

民比
A B 行政区 共同体 人口 構成 先住

民比
A B

チェラン Cherán

Tanaco

14,245

2,947

79

16

43

93 ◯ ◯
ティンガンバト Tingambato

Pichátaro

7,771

4,952

56

36

2

45 ◯ ◯
ナワツェン Nahuatzen

Comachuén

Turícuaro

Sevina

Arantepacua

10,283

4,762

3,388

3,344

2,707

38

18

13

12

10

2

99

98

22

99 ◯

◯
◯
◯

パラチョ Paracho

〈Nurio〉〈Nurio〉
Quinceo 

Cheranático

Ahuiran

Aranza

〈Pomacuaran〉〈Pomacuaran〉
〈Urapicho〉〈Urapicho〉

18,868

3,749

2,692

2,386

1,906

1,881

1,608

1,472

54

11

8

7

6

5

5

4

17

87

100

99

99

6

7

85

◯

◯

チャラパン Charapan

Ocumicho

Cocucho 

S.F.de los Herreros

3,968

3,438

2,838

1,898

30

28

23

16

 9

99

100

35

◯
◯
◯

出典：CDI 2015、構成は各行政区に占める人口比率（2015年）、先住民比は 2010年度センサス
A：2002年の行政区独立申請共同体、B：2015年 CISM創設参加の共同体、
下線は TEEMの直接交付予算認定、〈太字〉は行政区政府交渉で直接交付予算
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た。1月 22日の住民総会で、タナコ 4街区から 4名ずつ選出された候補から第 1次 CAT執行部
の選出が行われた。支持票の順に、代表、事務局、会計の役職が決まり、任期はチェラン行政区
と同じ期間となった（Gobierno del Estado de Michoacán 2012: 9）。
発足したタナコの CATは、2013年 6月に政策実行班を発足させ、州政府財務省から直接予算
交付を確保、高校設立、市民登録事務所開設、新規学区設定、パトカーとゴミ回収車の確保など
の課題に対応していた。2015年 4月選出の第 2次 CAT体制では街区候補者は 3名となり、代表、
調停司法委員（シンディコ相当）、正審議員 4名と副審議員 6名が住民総会で選ばれた。2018年
5月からの第 3次 CAT体制では、街区候補者は 4名に復活し、各街区から女性候補が 1名ずつ選
出された 13）。住民総会での支持票に基づき、代表、調停司法、事務局、会計担当の審議員が選出
され、残り 8名が正審議員、4名が副審議員に就任することになった（IEM 2018）。
主邑チェランの CMGCという共同体的統治議会、テネンシアのタナコの CATによる財政的自

治という体制は、プレペチャ地域の先住民共同体の自治を模索する運動の参照モデルとなって
いった。2015年の行政区選挙を控え、主邑主導の行政区運営から排除されてきた先住民共同体は
共同体的統治組織を通じて、人口比に応じた直接交付予算を求める運動を展開していく。この運
動を中心的に担ったのが、2015年 8月にウルアパン行政区カルツォンツィン（Caltzontzin）で開
催された第 9回州先住民族地域フォーラム 14）で結成されたミチョアカン先住民最高審議会
（Consejo Supremo Indígena de Michoacán, CSIM）傘下の先住民共同体である。

3-2　ピチャタロの共同体議会
この運動の先駆事例とされるのがティンガンバト行政区のピチャタロである。行政区の大半は
高原低地部に属するが、北東部ピチャタロの標高は 2,380mで高地部に属する。主邑からピチャ
タロに向かうには別の行政区を経由する必要があり、両者の関係は緊密でなかった。ピチャタロ
の人口は行政区総人口の 35.5％だが、ピチャタロ割当て予算は行政区全体の 6％程度だった
（Zertuche Cobos 2018:82）。行政区選挙の 1週間前の 2015年 5月末、ピチャタロ住民は、公共事
業執行を渋ってきた行政区当局は信頼できないとして投票所設置拒否をミチョアカン州選挙庁
（Instituto Electoral de Michoacán, IEM）に通告した。ピチャタロに投票所を設置しないという合
意が成立し、選挙当日、幹線道路はバリケードで完全に封鎖された。ピチャタロ住民は 2015年初
頭にも同じ幹線道路を封鎖し、見回り隊の装備の援助や従来の行政区予算で未実施のインフラ整
備事業の実行の要請していた。
選挙後の 6月 11日から、ピチャタロと州選挙庁との協議が始まり、チェラン行政区のタナコと
似た形で CATを選出することが決まった。第 1段階として慣習選挙への移行に関する住民協議を
実施し、次いで 7つの街区から 2名の候補を選出し、住民総会の隊列による投票で代表、事務局、
代行（suplente）と審議会の正副委員 11名を選出するというもので、一連の手続きには 2、3ヶ
月が必要ということだった（Revolución 3.0 2015）。6月末、ピチャタロ住民は当時の行政区政府
と会合を持ち、直接交付予算、森林保護、未執行事業の完成などを申し入れたが、行政区当局は
自己決定・統治の権利や直接交付予算の件は州議会の権限と表明するにとどまった。

9月発足の行政区政府との交渉に首長が臨席しなかったため、住民は幹線道路を封鎖し、2013

～ 15年度未執行の 260万ペソの配布を要求した。直接予算を回せないとしていた行政区当局は未
執行事業の実施を約束した（Infomania 2015）。ピチャタロ住民は州総務局や先住民族局と交渉し
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たが、州政府は連邦政府の予算配分に関する権限はないと繰り返すだけだった。行政区・州政府
の無反応にしびれを切らしたピチャタロ側は、テネンシア代表と共同体財産管理委員（Comisariado 

de Bienes Comunales, CBC）代表の連名で、2015年 9月 29日に連邦選挙裁判所（Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación,TEPJF）に異議申立てを提出した。提訴を支援したの
はチェランを支援してきた弁護士グループ「コレクティボ・エマンシパシオネス」15）だった
（Zertuche Cobo 2018:84）。
住民側の異議申し立て（SUP-JDC-1865/2015）を受理した選挙最高裁判所トルーカ支所は、翌

2016年 5月 18日、共同体の自己決定権、自治と自己統治に関する集団的権利を認定するという
判決を下した（TEPFJ 2016）。連邦選挙裁判所判決の出る 1カ月前の 4月の住民集会で、7街区選
出の委員で構成される共同体議会（Concejo Comunal）、CBC4名、7街区代表（Encabezados de 

Barrio）の 3者で構成される伝統的統治機関（計 18名）が発足し（Zertuche Cobos 2018:82, 87）、
7月の住民協議では共同体議会が直接交付予算の執行機関となることが確認された。行政区政府
側は改めて住民協議を実施すると主張したが 16）、4月の住民集会が州選挙庁によって有効と認定
された。公共事業費の 35.5％をピチャタロへ交付することになったが、行政区政府は 11月初めに
年度第 4四半期分を交付しただけで、翌 2017年度の直接予算は約 700万ペソだった。

2016年 6月発足の第一次体制（～ 2018年 6月）のメンバー全員が男性だったため、8月に女性
委員 2名が追加されたが、一人は辞退した。2018年 6月からの第二次体制（～ 2020年 12月）では、
男性 3名、女性 4名という構成となった 17）。共同体議会委員は 1日 8時間労働、月額 4千ペソの
給付が認められていた。共同体議会委員の資格基準は、18歳以上の共同体出身者で 10年以上の
共同体居住歴があり、共同体選挙人名簿に登録済み、現共同体議会委員や共同体の行政・会計・
監査担当者と 2親等以内の血縁関係でない、民衆選挙管理者でない、街区共同作業への参加歴 5

年以上で役職体験者であることなどが掲げられている。また義務を果たさない場合、解任・罷免
が行われることになっている（Gobierno del Estado de Michoacán 2018a:8-9）。

3-3　財政的自治の追求
行政区首長就任日の 2015年 9月 1日、州内の約 40の先住民共同体は、行政区予算の 50％以上
を共同体に配布することを要求し、各地で道路を封鎖した（La Jornada de Michoacán 2015）。規
定では共同体に直接交付できないものの先住民共同体の参加型予算を検討する方針を州知事は
CSIMとの会合で表明していた（Gobierno del Estado de Michoacán 2015）。2015年 9月末のピチャ
タロの提訴に続き、キロガ行政区サンタフェとチャラパン行政区サンフェリペ・デ・ロス・エレ
ロス（San Felipe de los Herreros, 以下、サンフェリペ）は、チェランの事案を担当したコレクティ
ボ・エマンシパシオネスの協力で連邦選挙裁判所への提訴を準備していた。

2015年 7月のサンフェリペの住民集会で直接交付予算を申請することが決まり、2016年 2月か
ら行政区政府との間で連邦・州予算に関する協議が行われた。2016年 7月と 2017年 1月、共同
体側は直接交付予算と先住民共同体の自決権の確認を行政区政府に重ねて要請したが、行政区当
局は無視し続けた。2017年3月の住民側提訴を受け、4月27日、ミチョアカン州選挙裁判所（Tribunal 

Electoral del Estado de Michoacán,TEEM）は行政区当局に直接交付予算の実施を指示した（TEEM 

2017a）。行政区政府による連邦選挙裁判所への控訴も却下された。2017年 5月 24日、行政区当
局は行政区予算の 15.6％を共同体に配布することを表明し、6月から予算配布が実行に移された。
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サンフェリペでは、テネンシア代表、共同体財産管理委員会、先住民共同体審議会（Consejo 

Comunal Indígena、26名）が共同体の代表機関だったが、直接交付予算を管理執行する行政管理
議会（Concejo de Administración）、共同体の協議機関としての先住民共同体議会（Concejo 

Comunal Indígena）が組織されることになった。従来の先住民共同議会は 4街区選出の審議員全
員が男性だったが、7名で構成される新規の先住民共同議会には会計と家族開発部門に女性が就
任した（Gobierno del Estado de Michoacán 2018b）。
少し遅れて 2017年 4月に州選挙裁判所に提訴したサンタフェも、州選挙裁判所から直接交付予
算の裁定を 2017年 6月に獲得した（TEEM 2017b）。しかしサンタフェの場合、キロガ行政区政
府による TEPJFへの異議申し立てや最高裁（Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN）への
違憲審査要求が繰り返され、州選挙裁判所裁定から 3年が経過した 2020年現在も、月当たり 130

万ペソとされる直接交付予算の執行は実現していない。2017年 9月末には情報説明会まで実施さ
れたが、行政区政府が最高裁に提出した違憲審査申し立てにより住民協議は直前に中止となった。
選挙で PRI派から国民行動党（Partido Acción Nacional, PAN）派に交代したキロガ行政区政府は、
違憲審査要求を 2019年 3月に最高裁に再提出した。2019年 3月の住民協議は有効という州選挙
庁の裁定は実施されず、2020年 5月に予定された最高裁の違憲審査の裁定も中断したたままであ
る 18）。
サンフェリペ、サンタフェに関する州選挙裁判所の裁定が出た直後の 2017年 7月 8日、CISM

の呼び掛けで「ミチョアカン先住民会議：500年の抵抗をこえて」がシラウエンで開催された。
30超の共同体が参加した会議では、政党排除、直接交付予算の問題が議論され、コレクティボ・
エマンシパシオネスは CSIM傘下の 16共同体が同じ趣旨の提訴を準備し 19）、非加盟のナワツェ
ン行政区アランテパクアも同様の動きがあると報告した。8月 19日、チェラン共同体統治議会、
ピチャタロ共同体議会、コレクティボ・エマンシパシオネスの呼び掛けで、「直接交付予算と自決
権に関する情報第 1回フォーラム」がチェランで開催され、ナワツェンでは CSIM主催の「人民
の自治集会（Encuentro por autonomía de pueblos）」が開催された 20）。9月 23日には、チェラン、
ピチャタロ、サンフェリペの呼び掛けで「自決権・自治・直接交付予算に関する分析第 2回フォー
ラム」が開催された。
直接交付予算と自決権の獲得を目指す運動の路線をめぐって分岐が生じた 2017年夏から 2020

年初頭までの 2年半、州選挙裁判所裁定を取得したのは、次章で紹介するナワツェン行政区の 4

共同体を除けば、ロス・レジェス行政区のテネンシアであるパマタクアロ（Pamatácuaro）の付
属共同体サンベニト（San Benito de Palermo,人口 889人）だけである。サンベニトは 2019年 5

月 20日に申請した州選挙裁判所裁定を 6月 21日に取得したが、行政区政府が最高裁に提出した
違憲審査が未決のため、直接交付予算は実現していない。2019年末には、湖沼地区パツクアロ行
政区のクアナホ（Cuanajo）と高原地区タンガマンダピオ行政区のタレクアトも州選挙裁判所裁定
を申請した。しかし、先住民共同体の直接交付予算の問題は選挙案件ではないという 2018年の最
高裁判決（AD-46/2018）を論拠に、2020年 2月、州選挙裁判所は申請を門前払いした（TEEM 

2020a,b）。CSIM傘下の共同体は徐々に増えてはいるが、州選挙裁判所の裁定に基づき先住民共
同体の財政的自治を達成する方法には限界がある。
その代替策として、行政区政府との直接交渉で、人口比に応じた州政府予算の共同体への配分
協定を結び、財政的自治を勝ち取った共同体も存在している。この方法は、第 2章 3節で紹介し
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たパラチョ行政区ヌリオが 2000年代半ばに財政的自治を獲得したのと同じ手法で、複数の先住民
共同体はメキシコ緑の党（Partido Verde Ecologista de México, PVEM）系行政区政府との交渉を
通じて、財政的自治を手にしつつある。2019年 1月 13日、行政区政府とウラピチョとの間で交
渉が成立したが、仲介役は CSIM系の弁護士グループだった。パラチョ行政区のポマクアラン
（Pomacuarán）でも、行政区政府のレヒドール拘束という圧力のもと、2019年 4月 25日に同じ
趣旨の協定が締結された。チェラナスティコでも同様の協定が締結されたが、2020年初頭の共同
体当局者交代にともない行政区政府側に新たな予算配分を要求したため対立が続いている。

4　ナワツェン行政区の共同体的統治機構の編成

ピチャタロの共同体議会の組織化は、2015年 6月の行政区選挙拒否を契機に展開したもので、
共同体議会組織化と直接交付予算の獲得の運動の先駆例として位置づけられる。本章では、2015

年 6月選挙で誕生した行政区政府に対する不満から組織された主邑における市民審議会を契機に、
他の先住民共同体でも共同体議会が組織化されていったナワツェン行政区の事例を紹介する。21

世紀、ナワツェン行政区首長には PRI派候補が連続して就任していたが、PRD候補との差は 3~4％
とわずかだった。2011年選挙で当選した首長は 2012年 9月に病気で死亡、首長代行に指名され
た事務長も 2013年 2月に殺害され、7月以降は州議会指名の人物が首長代行を務めていた。

4-1　不安定なナワツェン行政区政府の統治
2015年 6月のナワツェン行政区選挙では、アランテパクア出身の PRD派連合候補が PRI派連

合候補に約 1,800票差で勝利した。しかし、主邑ナワツェンの得票率は、国家刷新運動（Movimiento 

Regeneración Nacional, MORENA）30％、市民運動（Partido Movimiento Ciudadano, PMC）28％、
PRI派連合 21％、PRD派連合 16％の順で、既存政党のPRIやPRD支持票は新興政党の半分以下だっ
た。9月に就任したプラド・モラレスは、治安担当責任者にナルコと癒着が噂されるトゥリクア
ロ（Turicuaro）出身の人物を登用、治安要員にパラチョ行政区ウラピチョの武装集団を採用した
（Somosmass99 2015）。しかし、9月 7日の主邑の住民集会で、PRD連合派の行政区政府の否認と
自主統治の模索という方針が確認され、ナワツェン先住民市民議会（Concejo Ciudadano Indígena 

de Nahuatzen, CCIN）が組織された 21）。2015年 10月中旬、CCIN支持者は役場を占拠し、行政
区政府関係者はトゥリクアロに逃亡、任期末まで行政区役場に戻ることはなかった。
行政区政府が主邑に不在という状態で、CCINは行政区向けの州予算のうち主邑に対応する直
接交付予算を要求し、2016年末、州政府は行政区予算 7,324万ペソの半額相当の 3,500万ペソ執
行を CCINに約束した（Gobierno del Estado de Michoacán 2016）。2017年 4月 5日、武装州警察
300名がアランテパクアに侵入、10名逮捕、4名殺害という事件が発生し 22）、アランテパクアで
も自治統治と直接交付予算獲得を目指す運動が組織され（González Hidalgo 2018:206-207）、12月
25日に先住民共同体審議会（Consejo Comunal Indígena）が発足した。

2018年 7月の選挙前に予定された選挙方式をめぐる住民協議が選挙後に実施となり、主邑の
CCIN支持派やアランテパクアの住民など慣習選挙支持派は投票所設置を拒否し、首長選挙をボ
イコットした。選挙では 12カ所の投票所は開設されず、投票率は 26％にとどまった。州選挙庁
は選挙成立と認定したが、選挙最高裁判所トルーカ支部は選挙無効という裁定を 8月 24日に出し
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た。首長選挙は完全に正当性を欠いていたが、8月末に連邦選挙裁判所本部は連邦選挙裁判所支
部の選挙無効裁定を撤回した。CCIN側は、有権者の支持率 10％未満で就任したダビド・オタリ
カ（David Otalica）を首長として承認しなかったが、2018年 11月には PRD派州政府の協力で
CCIN支持派の役場占拠は解除され 23）、その後 CCIN関係者 3名はサボタージュの嫌疑で逮捕さ
れた。
行政区内の 4共同体では、直接交付予算を管理する共同体的統治機関が 2018年 10月末までに

発足し、2018年度の予算配分比も確定していた。収支報告未提出を理由に行政区政府は 2019年 2・
3月の予算配布を停止していたが、4月 24日に行政区首長が武装集団に拉致・殺害される事態が
発生した 24）。主邑とセビナ、コマチュエン、アランテパクアは州議会による首長代行指名を拒否
したが、州議会は 5月 22日、行政区政府の会計だった女性マイラ・ルシア・モラレス（Mayra 

Lucía Morales）を首長代行、PRD派 2名と各政党 1名、計 6名のレヒドールを指名した。首長代
行のもとでの行政区運営は、2019年度会計報告の未提出は州内でナワツェン行政区だけと指摘さ
れているように、極めて不安定である（Pie de Página 2020a）。

4-2　主邑ナワツェンの新旧の先住民市民審議会
主邑ナワツェン 4街区から 4名ずつ選出された議員 16名で構成される CCINは、2015年 10月

19日に正式に発足した。発足時点の CCIN支持率は 8割とされるが（Pie de Página 2019）、CCIN

への集会所提供者がMORENA首長候補の親族だったことから、MORENAと PCMの支持率を合
わせた 6割程度と推定できる。2016年になっても道路封鎖などの運動を展開し、首長辞任を求め
るとともに、CCINは州政府の行政区予算のうち主邑に対応する額を直接交付するよう要求して
いた。2017年 4月から 7月にかけ、州議会、州総務局、州予算委員会に直接交付予算を要請して
いたCCINは、9月末に州選挙裁判所に直接交付予算と慣習選挙に関する協議実施を申し出ていた。
11月上旬、主邑ナワツェンの直接交付予算の権利が州選挙裁判所によって承認され（TEEM 

2017c）、州選挙庁は直接交付予算に関する住民協議の実施を 11月中と指示していたが、行政区政
府提出の違憲審査が最高裁で審議中という理由で、11月末に州選挙裁判所は住民協議の一時中止
を宣告した（IEM 2018b:3-4）。

2018年 2月 18日、反 CCINグループが役場から CCINメンバーを強制排除する事態が発生し、
ナワツェンでの慣習選挙に関する住民協議の実施はしだいに難しくなった。3月に最高裁が違憲
審査を却下したため、州選挙庁は住民協議を 2018年 5月に実施する方針を示した。4月 27日、
市民参加先住民審議会（Consejo Indígena de Participación Ciudadana, CIPC）は 25）、CCINは直接
交付予算執行機関として欠格で、CCINが要請している住民協議を実施しないようにという申し
立てを州選挙裁判所に提出した（TEEM 2019）。CCINと CIPCの対立は続き、5月予定の住民協
議は CIPC派の道路封鎖で実現しなかった。行政区選挙の終了後、7月 20日から 8月 20日まで
各地で住民協議が行われ、8月 28日に結果が発表された。共同体審議会が既に発足しているため
不参加を表明していたアランテパクアとコマチュエンを除き、主邑とセビナとトゥリクアロや 5

集落では政党選挙支持という結果となった。8月 20日の主邑ナワツェンの協議では CCIN支持派
が参加せず、2,285名中 6名だけが慣習選挙支持という結果となった（IEM 2018b:76-77）。

2018年 11月以降、行政区首長支持派や CIPC派による CCIN派攻撃は激化し、CIPC派は欠格
状態の CCINに代わって CIPCを直接交付予算の執行機関として認定することを州選挙庁に要求
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し続けた。1,600名余りが参加した CIPC派の 12月の集会では、CCIN議員更迭と 4街区から 4

名ずつの新議員選出（男性 10名＋女性 6名）が行われ（Digital 3, 2018）、2019年 2月の集会では
CCINの憲章制定と刷新が決議された。州選挙庁は CIPCの異議申し立てを却下したが、5月の首
長代行指名の後、風向きが変わった。6月下旬に CCINに指示していた憲章策定が実行されなかっ
たため、州選挙裁判所は CIPC派の共同体対話運営委員会（Comisión de Diálogo y Gestión, CD）
に住民集会の開催を指示した（TEPJF 2019）。2019年 9月下旬に開催された一連の住民集会で、
旧 CCIN解散、新憲章制定、新しい CCINの発足が正式に決まった。

2018年 12月段階で選出された審議員 16名（Ecos de la Meseta 2018）のうち、新 CCIN（男性
9名 +女性 6名）に残留したのは、代表（正副）、事務局（正副）、広報（副）など 9名で、広報（正）
の男性 1名と会計の女性 2名、女性・文化・スポーツ担当委員は新たに指名された（Revolución 3.0 

2019）。新 CCIN執行部発足直後に行政区・州政府との間で予算割当に関する合意が成立した。し
かし、2018年には 30％以上だったナワツェン CCIN割当ての直接交付予算の比率は、現在は
12％まで減少し 26）、新 CCINは直接交付予算の執行・管理主体としての共同体的統治組織の実体
を完全に喪失してしまった。一方、旧 CCIN支持者は、逮捕者釈放の法廷闘争、植林事業、違法
伐採見回り活動（120人から 20人に減少）を継続している（Pie de Página 2020g）。

4-3　行政区テネンシアにおける財政的自治と共同体的統治
行政区政府が主邑の役場に戻った 2018年 11月段階で、ナワツェン行政区の 4つのテネンシア

のうち、アランテパクア、コマチュエン、セビナでは直接交付予算を管理する主体としての共同
体的統治体制が発足していた。2018年 8月の選挙方式に関する住民協議に不参加だったアランテ
クアとコマチュエンは直接交付予算に関する州選挙裁判所の認定を獲得していたが、住民協議で
政党選挙支持を表明していたセビナは州選挙裁判所への申請を準備中だった。トゥリクアロでは
直接交付予算を要求する動きは確認されていない。
財政的自治を運用するための共同体的統治体制を最初に発足させたのは、2017年 4月に州警察

の襲撃で死者がでたアランテパクアである（Pie de Página 2020c）。テネンシア代表と CBC代表は、
12月 17日に行政区予算の 10.8％を直接交付するよう行政区政府に要請し、12月 25日の集会で先
住民共同体審議会（Consejo Comunal Indígena）が発足していた。行政区側が回答拒否を繰り返
したため、先住民共同体審議会は 2018年 1月に州選挙裁判所に提訴していた。3月の先住民共同
体審議会の提訴を認めた州選挙裁判所の裁定を受け、4月にアランテパクアで住民協議が実施さ
れ、5月 4日に行政区政府はアランテパクアへの予算執行を承認した。発足時の先住民共同体審
議会は 4街区（manzanas）から 2名ずつ選出の審議員 8名が共同体・住民・社会・治安問題の部
門を 2名ずつで担当していた。審議員は全員男性だったが、直接交付予算の執行組織にするため、
女性の財務担当 1名と女性審議員 2名が追加されている。

CSIMに当初から参加していたコマチュエンの場合、テネンシア代表は直接交付予算を請求す
ると政府関係の開発資金を失うという危惧を抱いていた（Ventura Patiño 2018:188）。2017年の住
民総会で、7街区（calles）から選出された 2名ずつの議員で構成される共同体統治議会（Concejo 

Gobierno Comunal）が発足したが、議員は全員男性だった。2018年 4月 20日の住民総会で直接
交付予算を行政区政府に請求することが決まり、5月の住民総会で直接交付予算を運営する共同
体統治議会が新たに発足し、共同体統治議会代表、財務会計と福祉関係の 3役職に女性が就任し
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た 27）。5月末に行政区政府との協定は締結されたが、共同体統治議会側は協定を確実に履行する
ため州選挙裁判所の裁定を申請し、8月 21日に州選挙裁判所の裁定が下された（TEEM 2018）。
セビナの場合、2017年 1月の共同体成員総会（86名）で共同体議会（Concejo Comunal）組織

化が決議されたが、直接交付予算執行・運営体制としては不適格だった。2018年 3月、セビナの
伝統的当局者（議会、財産審議会、監視審議会）は、行政区政府に直接交付予算の申請を提出し、
6月には行政区政府との協定が成立した。8月 2日、伝統的当局者は住民 568名の署名を添え、直
接交付予算執行可能な共同体としての認知を州選挙裁判所に申請した（TEEM 2018b）。10月に州
選挙裁判所は申請を受理・承認し、州選挙庁の立ち合いで実施された 12月 8日の住民集会で賛成
701、反対 564となり、直接交付予算を獲得することになった。直接交付予算の執行運営機関とし
ての共同体議会は、4街区から 4名ずつ選出された議員（全員男性）で構成された。

2018年末に各テネンシアの財政的自治は確立したが、2019年 5月のナワツェン行政区首長代行
体制の発足を契機に、既存の共同体執行部の更迭を画策する動きが顕在化した。コマチュエンの
場合は、PRI系農民組織や共同体財産管理員会代表の呼び掛けで 10月に住民集会が開催され、旧
執行部更迭と新執行部発足が決議された。新執行部は 7街区の代表（全員男性）と上・下区から
男女各 1名の代表、総計 11名で構成されていた（Quadratín 2019）。州選挙裁判所は新執行部を
認知しなかったが（IEM 2020c）、旧執行部退陣の可否を協議する住民集会を認めていた。2020年
2月、州警察警護のもとで開催された住民集会で、847対 457で旧執行部退陣が決まり、2019年
10月選出議員に 7街区の女性議員を追加した新執行部（16名）が組織された（Pie de Página 

2020f）。
セビナでも、2019年 7～ 9月の住民集会で共同体議会の執行部更迭と新執行部が決定された

（TEPJF 2019a）。州選挙裁判所は従来通りの旧執行部に対する直接交付予算を指示していたが、
住民は選挙最高裁判所裁定（ST-JDC-145/2019）に基づき、2020年 1月 12日に住民集会を開催し、

表 5　ナワツェン行政区の主邑とテネンシアにおける共同体的統治体制
主邑ナワツェン コマチュエン セビナ アランテパクア トゥリクアロ 全体

2015年人口比率 40.5 ％ 19.7 ％ 13.6 ％ 12.2 ％ 13.5 ％ 28,074人
先住民率（2010年） 2％ 99 ％ 29 ％ 99 ％ 98 ％ 44 ％
選挙主要
支持政党

2015年 MORENA>PMC PRD>PRI PRI>PRD PRD>PMC PRD PRD

2018年 拒否 PRI>MORENA PRD 拒否 PRD PRD

選挙方式協議 2018年 政党選挙 慣習選挙 政党選挙 慣習選挙 政党選挙 政党選挙
共同体
的統治
体制

発足期 2015年 6月 2017年 5月 2018年 12月 2017年 12月
名称 Concejo Ciudadano 

Indígena

Concejo de Gobierno 

Comunal

Concejo Comunal➔Concejo

Comunal de Administración 

Consejo Comunal 

Indígena

期間 2（3）期 3（4）期 2期 2期
街区 4 barrios 7 calles 4 barrios 4 manzanas

構成員数 16➔（16）➔15 14➔8➔（11）➔16 16➔13 8（11）➔15

女性委員 5 ➔（5）➔ 6 0➔3➔（2）➔7 0➔ 3 0（3）➔ 7

TEEM

提訴
事案 JDC-035-2017 JDC-152-2018 JDC-187-2018 JDC-006-2018

裁定日 2017/11/7 2018/8/24 2018/10/31 2018/3/9

2018年予算配分 37.8 ％ 17.5 ％ 12.3 ％ 9.9 ％
2020年予算配分 540万ペソ（12 ％） 1,900万ペソ（44 ％）

出典：諸資料より筆者作製
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任期 3年の統治共同体議会（Concejo Comunal de Administración）の発足が 750余りの賛成で承
認された。統治共同体議会 13名のうち、旧共同体統治議会からの再任は 4名、女性は 3名となっ
た。代表選出のサンミゲル区のみ 4名、残り 3区に 3名が割当てられていた。
アランテパクアでは、州選挙庁の指示に基づき、2019年末から先住民共同体審議会の新執行の
選出が行われた。12月 24日の住民集会で審議員を男女対等の原則で 4居住区から選出すること
になり、2020年 1月 8日の住民集会で各居住区から男性 2名、女性 1名の審議員が投票で選出さ
れた。街区単位の選出の過程で定数の倍以上の候補者があり、女性も複数立候補していたが、女
性審議員が辞退した居住区の補充と女性審議員 3名の指名は 1月 17日に行われ、審議員 15名で
構成される先住民共同体審議会新執行部体制が発足した。
コマチュエンにおける新規の共同体統治議会の選出過程においては、行政区政府・州関係機関
の介入は極めて露骨だったとされる 28）。またセビナの場合も、テネンシア代表、共同体財産審議会、
テネンシア行政管理審議会の三者が、行政区政府当局が直接交付予算執行を怠ったとして、2020

年 1月に州選挙裁判所に提訴したものの、訴えは門前払いされてしまった（TEEM 2020a）。2020

年前半段階では、ナワツェン行政区政府側からの共同体（テネンシア）の財政的自治の切り崩し
は顕著となっている（Pie de Página 2020e）。

むすびにかえて

1980年代以降、ミチョアカン州高原部の先住民族プレペチャは先住民自治を追求する運動を
様々なレベルで展開してきた。1980年代初頭に組織化されたプレペチャ新年祭という文化・政治
イベントを通じて「プレペチャ民族領域」の概念が形成され、共同体を超えた地域的な先住民族
意識に基づくナシオン・プレペチャという政治的アイデンティティが構築されていった。1990年
代半ばからは、サパティスタ運動による先住民自治実践の提起に連動し、プレペチャ地域でも先
住民行政区の編成・創出が試みられたが、それが具体化することはなかった。21世紀に入って、
パラチョ行政区ヌリオなど一部の共同体ではサパティスタや CNIが提起した「事実としての自治」
を模索する運動が展開された。2011年の「チェランの春」を契機に、高原地区の共同体では、連邦・
州政府の行政区予算を人口比に応じて直接交付執行する財政的自治を担う共同体的統治機構が構
築されるようになった。
本稿では、高原地区の行政区で財政的自治を追求してきた共同体で組織された共同体的統治機
構の諸事例を取り上げ、慣習選挙によって成立した統治機構のもとでの財政的自治のモデル例と
されるチェラン行政区の事例と比較した。チェラン行政区では、主邑チェランでは共同体統治議
会、タナコではテネンシア行政管理審議会が共同体的な統治機構として制度化されている。また
パラチョ地区の共同体では、先駆的なヌリオの事例を踏まえ、行政区政府との合意による財政的
自治を確立する方式が採用されている。チェラン行政区と同じように二つの共同体で構成される
ティンガンバト行政区のピチャタロの場合は、共同体議会の運営内規も確立し、行政区政府側か
らの妨害も報告されていない。
一方、ナワツェン行政区の場合、行政区を構成する 5共同体のうち 4つの共同体において財政

的自治を担う共同体的統治機構が曲がりなりにも成立していた。最初に共同体的統治機構が発足
した主邑ナワツェンでは、行政区政府の直接交付予算の未執行によって実質的な財政的自治を実
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践できない状態が続き、先住民市民議会は行政区政府支持派勢力によって更迭されてしまった。
アランテパクアは相対的に自律性を堅持しているが、行政区政府支持派に取り込まれたコマチュ
エンとセビナにおいては、財政的自治は内実のない状態になっている。ミチョアカン州選挙裁判
所の裁定に従って、予算執行組織としての共同体的統治機構を組織し、財政的自治を確立すると
いう方式の場合、行政区政府側の異議申し立て、最高裁への違憲審査要求などの様々な妨害で、
共同体における財政的自治の運営が実現しないことがある。
ミチョアカン州議会には先住民共同体の財政的自治を制度化しようとする意見もあるが、現ミ
チョアカン州政府の方針はプレペチャ地域の先住民共同体の財政的自治の拡大を抑止することで
ある（Pie de Página 2020d）。また財政的自治の認定要求は選挙に関する先住民の政治的権利の問
題ではないとする最高裁の方針を踏まえ、2019年頃から、州選挙裁判所は提出された財政的自治
の申請を門前払いする傾向が顕著となっている。2010年代に展開した先住民共同体の財政的自治
の獲得運動は、実体のある自律的な共同体的統治組織の構築には必ずしも結びついていない。取
り上げた諸事例において、先駆例のチェランのように植林や工芸品生産などの開発計画の実践、
先住民言語・文化・教育事業などの共同体の自治的運営の実態を検証するデータはほとんど蓄積
されていない。現時点では、財政的自治を軸とした共同体的レベルの「事実としての先住民自治」
の実体を検証・確認する作業は時期尚早というしかない。

注

１） Westは冒頭で 4地区を提示しているが、後半では高原南縁のウルアパン行政区などの「温暖地（La 

tierra templada）」を追加している（West 1948:1, 18-20）。
２） 標語は州立大学前のデモ行進でアグスティン・アルカラス司祭が提起したとされる（Cruz Lucas 

2013:64）。
３） その後、ミチョアカン州の語義（魚の多い土地）に相当する魚の石像（1986年）、主神クリカベ

リを体現する白色黒曜石（1990年）、コヨーテの石像（1994年）など様々な要素が付け加えられ
た。

４） 2015年頃から、政党、教会、行政区政府などの関係者、特定の民間機関などを排除したかたちで、
ANPを運営することが暗黙の前提となりつつある。

５） 1988年総選挙の際、クアウテモック・カルデナスの支持勢力の連合体として発足した全国民主
戦線（Frente Democrático Nacional, FDN）は、1989年 5月に PRDに改組された。

６） 第一項ではインディオ人民の自決権と自治権の認知、尊重、全面行使を求めて闘うこと、地域的
民族自治憲章制定、インディオ人民の慣習法的権利の国家による認知などが求められていた
（Máximo Cortés 2003:585-556）。

７） キロガ司教が建設した歴史、人口比率などから、サンタフェ主邑が妥当だったが、実際には、教
職従事者が多くテネンシア事務所に係員が常駐するサンヘロニモ（約 8 ％）が主邑候補となった。
キロガ行政区や隣接行政区コエネオの先住民は出生届を主邑ではなくサンヘロニモに出していた
（Zárate 1999:258-259）。

８） 先住民族プレペチャからは、フアン・チャベスのほか、ONP共同創始者アバラルド・トレス
（Aberaldo Torres）、ANP共同創始者イリネオ・ロハスが EZLN側の顧問に指名されていた。

９） ONP代表アブンディオ・マルコス（Abundio Marcos）、NPZ代表アルベラド・トレスとも州
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PRD支部の先住民問題担当委員（1999～ 2002年）だったが、後者は州先住民法改正の議論から
は外されていた。

10） 2000年当時、州の行政区基準の 1万人未満の行政区は 13あった。隣接する共同体ラ・カンテラ
（La Cantera, 2000年人口 3,449）と先住民行政区を創設する方針だったタレクアトの人口は 1万
人を超えていた。

11） シラウエン以外にも、ウルアパン行政区サンロレンソ（San Lorenzo）の共同体ラジオ・シラン
ワ（Xiranhua）、ナワツェン行政区コマチュエンの独自の農業生産・流通システムの確立、ヌリ
オの二言語高等・専門職教育の模索などを挙げることができる（Mejía Andrade 2018）。

12） 先住民自治行政区宣言は、各共同体の総意ではなく、2004年の行政区選挙の PRD派首長候補選
出で敗北したグループ（元首長アロンソ・ロメロ）が作成したと言われる（Hernández Navarro 

2005b）。
13） 直接交付予算（2017年度 900万ペソ）だけでは諸問題に対応できないとして、2017年 10月に

CAT代表は行政区昇格を州議会に申請したが（Indimedia 2017c）、申請は却下された。
14） フォーラムは州議会先住民族委員会代表の PRD議員の呼び掛けで始まり、自衛組織、州先住民

法改革などを議論してきたが、中心的テーマは先住民共同体への直接交付予算だった（Ventura 

Patiño 2018:185-187）。
15） コレクティボ・エマンシパシオネス（Colectivo Emancipaciones）は、ミチョアカン州立大学法

学部などに籍をおく若手研究者の「権利と人道に関する批判的研究コレクティボ」で、2011年
のチェラン事案への付き添い活動を契機に州内だけでなくゲレロ、チアパス州などでも顧問活動
を展開している。

16） 行政区政府による住民協議無効申請などの引き延ばしには、同地出身の ONP共同創設者で州政
府先住民問題対策顧問アベラルド・トレスが関与したとされている（La Revolución 3.0 2016）。

17） 2020年 6月 22日、州内のサンフェリペ、ピチャタロ、アランテパクア、チェラナスティコの 4

共同体とメキシコ市の先住民自治共同体、人権組織の連名で早期判決を要請する抗議文が提出さ
れている。

18） 高地部ではパラチョ行政区ポマクアランとウラピチョ、ナワツェン行政区セビナ、チャラパン行
政区コクチョが言及されているが、直接交付予算獲得できたのはセビナだけである。

19） これを機にピチャタロ、サンフェリペは CSIMから離脱し、CSIM側はコレクティボ・エマンシ
パシオネスに代わる弁護士集団（Colectivo de Abogados Juchari Uinapekua）を立ち上げた。

20） CCINは、州選挙裁判所などの文書では Consejo（審議会）と記されているが、自らの Facebook

などでは Concejo（議会）を使用している。先住民市民（ciudadano indígena）という表現が採
用された背景には、2010年センサスでプレペチャ語話者が行政区全体の 44％に対して主邑は 2％
だったことが関係しているだろう。

21） 土地紛争に関する陳情で州都に赴いた住民代表 38名が未登記バスでの移動という嫌疑で逮捕さ
れたことに抗議し、住民は主邑に通じる道路を封鎖、車両を接収した（Indimedia 2017a; González 

Hidalgo 2018）。
22） その時点まで首長出身地のサン・イシドロに行政区政府の事務所は構えられていた。占拠解除後

は、行政区役場は州総務局の管理下に入った。
23） 当初、拉致・殺害犯はトゥリクアロ、あるいは CCIN関係者と目され、首長支持派は主邑の

CCIN事務所が襲撃したとしていたが、実際には妻の母親の愛人による犯行だった。
24） 反 CCI派の住民 960名が参加した 2018年 4月 22日の集会で CIPCは結成された（TEPJF 

2018b）。当初は PRD派が主体だったが、8月の住民協議の時点では PRI派なども合流したと思
われる。
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25） CIPC派主体で発足した新規 CCINは、本来なら抵抗感のある CCINの名称をそのまま使用して
いるのは、州選挙裁判所裁定（JDC-035/2017）に基づく正統性の強調と行政手続き上の便宜と
している。

26） 2020年 8月の行政区年次報告（https://www.facebook.com/1012231572293683/videos/77292484

0108003/）では、予算 4,300万ペソ中、主邑ナワツェンと残りの集落向けが 2,400万ペソ（56％）
とされるが、新 CCINの 8月報告（https://www.facebook.com/elInformanteN/videos/3078736239

79238/）では 540万ペソ（12％）に減っている。
27） 2017年以前の住民総会では女性参加はなく、2017年発足の共同体統治議会も全員男性で構成さ

れていたが、2018年 5月発足の共同体統治議会には当初 2名、後に交替で 1名の女性議員が参
加した（Pie de Página 2020b）。

28） コマチュエンの場合、全国先住民族庁（Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, INPI）ミチョア
カン州支部代表セレリノ・フェリペ（Celerino Felipe Cruz、コマチュエン出身）の弟が率いるグ
ループによって旧執行部への露骨な攻撃が展開されてきた。
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〈研究ノート〉
メキシコ湾岸地方における

ユーゴ、アチャ、パルマと呼ばれる石製品の研究
― ベラクルス州中部地方における発掘出土資料の分析から ―

黒　崎　　　充＊

はじめに

メソアメリカ（Mesoamérica）の古代文化を定義するものの一つに球技（El juego de pelota）
がある。それは、二つのチームに分かれてゴムのボールを打ち合うものであったようである。こ
の研究ノートで取り上げるユーゴ（Yugo）、アチャ（Hacha votiva）、パルマ（Palma）と呼ばれる
石製品は、球技者の防具を模したものとして考えられてきた（Covarrubias 1961; Proskouriakoff 

1954, 1971; Taladoire 1981）。その根拠は、球技者を表現する土偶や球技場の一部に施された浅浮
彫りの球技の様子によって、球技と人身犠牲の儀礼行為が描かれており、そこに描かれる球技者
の身に着けているものを模したものと考えられてきたからである（図 1）。
本稿の目的は、ユーゴに関する先行研究で明らかになった出土地ならびに石製品そのものの出
土状態に注目しつつ、これら 3つの資料の出土状況と石製品を比較する。そして、その出土状態
の傾向や一定の共伴関係について検討し、建造物との関係を中心としてどのような特徴があるの
かを明らかにする。最後に、その背景にあるこれら石製品を用いる儀礼の可能性について考察を
加える。

キーワード
ユーゴ、アチャ、パルマ、球技、埋納

Resumen

Este estudio presenta un análisis comparativo de los contextos asociados a los yugos, las 

hachas votivas y las palmas en la costa del Golfo de México. En el análisis de contextos 

asociados a los yugos, clasificamos cuatro tipos de procedencia de ellos, a través de lo cual 

observamos que el estado de conservación de los materiales（yugos）manifiesta una relación 

significativa con el contexto arqueológico. Por ejemplo, el yugo completo se deposita en el 

montículo principal, mientras que otros, “matados” en dos partes y depositados juntos, se 

asocian con el montículo menor o residencial. Al aplicar esta observación a los casos de las 

hachas votivas y las palmas, nos percatamos del mismo patrón de “matado” en las palmas 

y el hacha votiva. Por el contexto asociado a la construcción de los edificios, llegamos a 

considerar que se depositaron estos tres artefactos como un objeto de ofrenda por algún 

tipo de rito ceremonial antes de la construcción.

＊　ベラクルス州立大学講師
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研究資料の特徴と地理的分布

ユーゴとは、くびきの形もしくはローマ字の Uの字の形をした石製品である 1）。アチャと呼ば
れる石製品は、板状のものあるいはやや丸みを帯びたもので、人の顔や動物などのモチーフをか
たどったものが多い。パルマと呼ばれるものは、一般に棕櫚型の石製品である。これまでの研究
（Jiménez Moreno 1966:66 Mapa 6; Taladoire 1981: carte no.3）によって、これら 3種類の石製品の
地理的分布に関する研究が行われた。その結果、ユーゴはメソアメリカの広範囲に分布するが、
特にメキシコ湾岸部地域とメソアメリカ南部太平洋岸地域に集中して分布することや、アチャも
この 2地域に分布することが明らかになった。一方、パルマは、メキシコ湾岸部でもより限定し
たベラクルス州中部北地域に分布が集中する（Sánchez Olvera 1978）。その後、このユーゴとアチャ
の分布が集中する 2地域のうち、メソアメリカ南部太平洋岸地域に集中する石製品についての資
料化と総合的な分析がシュークとマルキスによって行われた（Shook and Marquis 1996）。この研
究によって、188のユーゴと 450のアチャと 23のパルマが記録された 2）。こうして、メソアメリ
カ南部太平洋岸とりわけ、グアテマラ・エルサルバドルそしてホンジュラス地域のユーゴ、アチャ、
パルマの資料化が進み、石製品の出土状況の情報、計測値、分布図、資料の写真、図など後の比
較研究のための基礎となっている。そして、もう一つの資料の集中するメキシコ湾岸部地域にお

図 1　エル・タヒンの南の球技場の浅浮彫りに描かれた防具を付けた球技者と人身犠牲の様子、
写真（2018年撮影）
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いては、パルマに関する意匠の研究（Sánchez Olvera 1978）やユーゴに関する資料調査（Kurosaki 

Maekawa 2006）が行われている（図 2）。
しかし、メキシコ湾岸地域のユーゴ、アチャ、パルマを網羅する資料化については、まだ調査
継続中であり、本稿では、ベラクルス州中部地方の確認できた出土資料を扱う（図 3）。

1　先行研究と問題の所在

1-1　コンテクスト（出土状況）の分析の重要性
これまでの資料化の中では、それぞれの資料の地域的な分布の様子、その意匠に関する研究が
中心となっていた（Covarrubias 1961; Jiménez Moreno 1966; Proskouriakoff 1954, 1971; Sánchez 

Olvera 1978）。これは一つには、これらユーゴ、アチャ、パルマが個人蔵や博物館所蔵のコレクショ
ンなど多く存在し、発掘出土資料が極端に少ないからであった。そして、ここまで個別の発掘出
土事例による紹介などはあるものの、その出土状況の比較研究に関するもの、コンテクストを含
む比較研究があまりなされてこなかった。そして、ユーゴと呼ばれるくびき形石製品に関しては
埋葬と関係があると指摘されてきた（Medellín Zenil 1960）。
そうした中、タラドア（Taladoire 1981）は、これら 3種類の石製品を比べ、メソアメリカの球

技に関する資料として取り扱った。また、メソアメリカ南東部とりわけ太平洋岸地域の資料の集
大成がなされた（Shook and Marquis 1996）。したがって、この 3種の石製品の分布が集中する二
地域のうち、もう一方のメキシコ湾岸地域での資料分析が必要であり、その分析の後両地域での
資料の比較が改めて必要になる。
そして、コウ（Coe）によると、建設前の埋納はその建造物との関わりや儀礼行為を示唆して

図 2　メソアメリカにおけるユーゴの分布（Kurosaki Maekawa 2006: Fig. 25よりトレース）
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いる。それらはピラミッド建設後の出土資料とは区別されるべきもので、その建設時に何等かの
意図が反映されるものであるとしている（Coe 1959:77, 1965）。たとえ、発掘出土事例が少なくとも、
出土状態の比較検討を行うことで、コウの示すように建造物との関係を検討することができる。
そのコンテクストの分析によって、ピラミッド建設に関する儀礼の様相について類推することが

図 3　ベラクルス州中部地方遺跡分布図（本稿で紹介する遺跡）
（Atlas geográfico del Estado de Veracruz 1992より作図）
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出来るであろう。したがって、ユーゴ、アチャ、パルマの出土状況の比較研究が重要になる。

1-2　ユーゴの出土状況に関する研究
先行研究に沿って、筆者はこれまでユーゴに関する出土状況の比較分析を行ってきた。従来、
この三種の石製品は球技者の防具を模したものとして考えられた。そして、ユーゴに関しては埋
葬と関係があるとされてきた（Medellín Zenil 1960）。
しかし、ユーゴに関するその出土状況の分析と比較研究から、埋葬との関係だけではなく、出
土する場にも関係することが観察できる。出土する場は大別すると次の 4つとなる。1）遺跡の中
心的な位置や主要なマウンドから出土するもの、2）遺跡の周辺部や居住区のような小マウンドか
ら出土するもの、3）球技場遺構から出土するもの、4）泉のコンテクストから見つけられたもの
である。加えて、ユーゴ自体の状態がこれらの埋葬の状態と関係することも分かった（図 4）。こ
こでいうユーゴ自体の状態とは、A）石製品が完形の状態のもの、B）完形になるものの二つに破
壊された状態で検出されるもの、C）トルソの状態でユーゴの一部であるもの、D）トルソをさら
に破砕している状態のものとなっている。
この石製品の状態はピラミッド建設に際し、埋納される形で出土し、完形のものは主要な建造
物から一次埋葬を伴い出土している。一方で、完形ではあるが破壊され、一括で検出されたものは、
小規模な居住区とされる建造物から二次埋葬に伴い出土することが確認された（黒崎 2003；
Kurosaki Maekawa 2006）。
これらに加えて、ユーゴとアチャが共伴する事例も数例確認が出来た。初めに記したように、
ユーゴ、アチャ、パルマという三つの石製品が、もし仮にレリーフに見られるような球技と人身
犠牲の様子に描かれた球技者の防具をかたどったものだとするならば、これら三つの埋納には共
通の球技の儀礼が関わっている。共通の儀礼に用いられたものであるならば、恐らく、この石製
品の扱い、埋納のされ方にも共通するものが出てくるのではないだろうか。コウの言うように、
建造物建設の際に捧げられ、お供えとして埋められる出土事例になるかもしれない。したがって、
この研究ノートでは、これら三つの石製品の出土状況の比較分析から、それぞれの特徴について
検討を加える。
これから、ユーゴ以外のアチャと呼ばれる石製品や、パルマと呼ばれる棕櫚型の石製品に関し

図 4　ユーゴの 4状態（完形、完形になるものの破壊されているもの、トルソ破片、破砕片の
状態出土（右）とその接合したもの（左）Kurosaki Maekawa 2006:53-54より）
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ても、ユーゴで明らかにした出土状況の比較研究を残りの 2種類の石製品について検討し、出土
した状況と石製品の状態についてこれら三つの資料の特徴を考察していく。

1-3　ユーゴ、アチャ、パルマと呼ばれる石製品の出土状況の比較から
2006年までにベラクルス州におけるユーゴの出土事例の確認が出来た 3）。これに加えて、ベラ

クスル州とりわけ中部地方におけるアチャ、パルマに関する出土事例のわかるものを一つずつ確
認し、12遺跡から破片を含むユーゴ 14点、アチャ 7点、パルマ 6点についてその出土状況の特
徴を見ることにする（表 1）。

[

2　ユーゴのコンテクスト（4つの出土地の異なる事例から）

2-1　主要なマウンドからの出土事例
ユーゴの出土する地点は、先述のように 4つのタイプの出土地がみられる。そして、時期的に
見ると、ベラクルス州中部地方のセロ・デ・ラスメサス（Cerro de las Mesas）遺跡で原古典期（紀
元前 100年から紀元後 100年）のコンテクストから発見されている。ベラクルス中部地方南地域、
ミシュテキーヤと呼ばれる地域にあるセロ・デ・ラス・メサスから研磨された完形のユーゴが発
掘で検出された（図 5）。ここでは、焼けた床面の下より、一次埋葬とヒスイ製の複製品とともに、
ユーゴが発掘された。一次埋葬であるが、頭部の出土状態より、首を切る形の人身犠牲の可能性
を指摘している（Drucker 1943）。そうして、焼けた床面下のコンテクストの共伴する土器資料に
より原古典期（紀元前 100年から紀元後 100年）に位置付けられている（Drucker 1943:8, Fig. 2, 

Plate 6b; Plate 58d）。
一方、セロ・デ・ラス・メサス遺跡とおなじミシュテキーヤ（Mixtequilla）地域にあるエル・
サポタル（El Zapotal）遺跡でも、主要マウンドや遺跡の主たる場所から出土する事例があるが、
時期は古典期後期（紀元後 600年から 900年）に相当する。

2-2　居住区からの出土事例
同じ原古典期のカリサル（Carrizal）遺跡では、もう一つのタイプの出土地においてユーゴが検
出された。ここでは、遺跡周縁部の北東に位置する小マウンドから二つのユーゴがマウンドの床

表 1　ユーゴ、アチャ、パルマの出土状況比較
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下から 棺と共に見つかった。しかし、これらの石製品は 2点とも完形ではあるが意図的に壊さ
れ（matados）破壊をうけた状態で埋納されるかたちで、ひとつは 棺の外から、もう一つは内
部から出土した。さらに、 棺内から二次埋葬と共に検出された（Cuevas 1970）（図 6）。
こうして、主要マウンドから一次埋葬と共に完形で出土したものと、主要でないマウンドの建
造物の床下から完形であるものの破壊を受けた状態で二次埋葬と共に検出されるという二つの
ユーゴの事例が原古典期のベラクルス中部地方南地域で確認されている。
続く古典期後期（紀元後 600～ 900年）に、同じベラクルス州中部南地域のラ・ホヤ（La 

Joya）遺跡においても、東の建造物床面下より、大型の 棺の上に置かれた形で完形のユーゴが
検出された。この 棺内部には、ヒスイ製の耳飾りを副葬品に持つ一次埋葬が検出された（図 7）
（Daneels 2017; Daneels y Ruvalcaba 2012）。

2-3　球技場から検出されたユーゴの事例
ベラクルス中部地方北地域に位置するエル・タヒン遺跡で、南の球技場の一部 6号建造物の中
からユーゴのトルソ破片が出土した。これは、建造物の床面と関連するのではなく、建築材の一
部として使われたもののようであり、古典期後期（紀元後 600年から紀元後 900年）に相当する
遺物であった（Castillo 1991）。このエル・タヒンの南球技場では、図 1に示したように 6つの浅
浮彫りに球技と球技者と人身犠牲の様子が描かれている。

2-4　特殊なコンテクスト（泉）からの出土
これとは別に、もう一つ特殊なコンテクストからユーゴが見つかった。それは、泉からのもので、
水中考古学によって検出された。水の湧き出るところという特殊なコンテクストなため、埋葬と
の関係は不明である。ユーゴに関しては完形であるが、破壊を受け 2つのトルソ破片になったも
のとトルソ破片の一方のみの 2つが確認され、同時に検出の土器資料により古典期後期に位置付

図 5　  セロ・デ・ラス・メサスCerro de las Mesas 遺跡中心部とユーゴ出土発掘区類推地とユーゴの
図左 (Stark 1999: 202, Figure 4より抜粋、筆者トレース )右（Drucker 1943:Plate 58bより
筆者作図）
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けられている（Arellanos Melgarejo 1999）（図 8）。
ここまでベラクルス州中部地方におけるユーゴの資料と出土事例についてまとめるならば、次
のようになる。出土地については、遺跡内の主要マウンド、小マウンドあるいは、一般に居住区
マウンド（el montículo residencial）と球技場遺構からそれぞれ検出されている。そして、水の湧
き出る泉からも見つけられた。さらに、この出土地と石製品の状態についても完形のもの、完形
であるが破壊を受けているもの、破壊された石彫の一部のトルソ破片などがある。そのうち主要

図 6　カリサル遺跡図と完形（破壊）のユーゴ
（Cuevas 1970: Planoより遺跡図一部抜粋トレース、2019年Mosaico Golfo特別展示写真より作図）
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マウンドで発掘された資料は完形であり、一次埋葬を伴っている。一方、小マウンドからの資料
では、完形ではあるが、意図的に破壊され埋められた状態（matado）であった。なお、この状態は、
泉から出土したユーゴの事例にも見られ、意図的に機能しない形にし、埋納するという儀礼に用
いられた可能性が高い。
こうした出土状況の特徴を元に、続いてアチャに関するコンテクストを比較していくことにす
る。事例はさらに少ないものの、4遺跡から 7点の資料の報告が確認できた。

3　アチャとパルマのコンテクスト

3-1　アチャのコンテクスト　（3遺跡の事例から）
このアチャに関しては、ユーゴと共伴する事例がエル・ビエホン（El Viejón）遺跡とエル・サ
ポタル遺跡で見つかった。エル・ビエホン遺跡は、ベラクルス中部北域に位置し、メデジン・セ
ニルの発掘によって一つのユーゴ（完形ではあるものの二つに破壊された状態で埋められた状態
のもの）と共伴して一つのアチャが確認され、関連する土器資料から、古典期後期と位置付けら
れている。ここでは、二次埋葬を伴っていたとしている（Medellín Zenil 1960:187）（図 9）。
一方、ベラクルス州中部南域に位置するナパテクウトラン（Napatecuhtlan）遺跡で同じくメデ
ジン・セニル（Medellín Zenil 1975）によって、小マウンドからアチャが見つけられた 4）。この出
土状況は、一つの意図的に破壊を受けた土器とそれに封をするような形での壺型の土器が検出さ
れ、これらは、建造物の床の下に埋納されていたもので、壺の中に、二次埋葬と二つのヒスイ製
の玉を含むものであった。そして、その下からアチャが出土した（図 10）。これは、赤色顔料で
覆われており、土器とおなじく破壊され一括で埋められていた。これらの土器資料の比較により、
古典期後期のコンテクストに相当するとしている（Medellín Zenil 1975:17）。そして、発掘はなさ
れていないものの、この出土地に隣接し、南北に軸を持つ球技場が確認されている。

図 7　ラ・ホヤ遺跡東の建造物出土の 棺とユーゴ（Daneels 2005より）
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建造物との関係において、建造物床下から壺型土器（おそらく 棺の用途）と二次埋葬を伴う
事例や、ひすい製の副葬品を伴う一次埋葬の事例は、ピラミッドを建造する際に、お供えとして
その建築にさいしての捧げられたものと考えられる。ナパテクウトラン遺跡のアチャの破壊とそ
の埋納事例は、意図的に破壊され一括して埋納されているという点においてカリサル遺跡のユー
ゴの出土状況と共通している。さらに、これらは両者ともに二次埋葬に伴うものである。ちなみに、

図 8　オホ・デ・アグアの泉と水中考古学によって検出されたユーゴ
（2021年筆者トレース：上、オホ・デ・アグアの泉、下ユーゴとトルソ）
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図 9　エル ･ビエホン遺跡埋葬 12に伴って検出されたユーゴ（matado）と
アチャ（Medellín Zenil 1960:186, Lám. 110より作図）

図 10　ナパテクウトラン遺跡出土の完形ではあるものの破壊されたアチャ（matado）
（ハラパ人類学博物館蔵、スケッチ 2021年）
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この破壊された状態で一括して埋めるないしは葬るというのは、パルマにおいても共通する。こ
れらについては、これから述べるが注目に値する。
形質人類学のハイメ・オルテガ（注 5参照）によると、エル・サポタル遺跡のユーゴとアチャ

については、主要マウンドからユーゴ 4点とそのそれそれに 4つのアチャが共に検出された（図
11）。そして、その一つ一つが一次埋葬と共に発掘された。これらは、2号建造物から出土し、一
つ目の埋葬 15からは、幾何学模様をほどこした完形のユーゴと人の顔をかたどったアチャ、二つ
の円形の胸飾りが一次埋葬の頭骨の下より見つかった。また、二つ目の埋葬 20では、埋葬に伴っ
て完形のユーゴが脚部あたりから出土した。また、同じく完形のアチャを伴って、先のアチャと
同じく人の顔を模っており、目にあたる部分に貝が施されていた。埋葬には赤色顔料が施され黒
色系土器も見つかった。三つ目の事例は、埋葬 44での人骨の腰の部分に相当するあたりに完形の
ユーゴがおかれていたとしている（注 5参照）。そして、アチャがその脛骨の間に置かれていた。
四つ目の埋葬 46の事例は、ユーゴとアチャが赤色顔料を付着した状態で検出された。4つの完形
の土器と黒曜石の矢じりとナイフが一点ずつ見つかった。頭蓋骨の下部よりひすい製の胸飾りが
出土した 5）（Ortega, comunicación personal 2000; Kurosaki Maekawa 2006:64-68）。
ここまで、エル・サポタル遺跡の 4つの事例とエル・ビエホン遺跡の 1つの事例から、ユーゴ

と共伴するアチャが確認できる。また、ナパテクウトラン遺跡の事例は、ユーゴで見られたよう
な意図的に破壊を受け、一括で二次埋葬とともに葬られるという極めて類似したパターンをもつ
出土状況を呈していることが観察できる。
アチャの最後の事例として、メキシコ湾岸部北部に位置するサン・ルイス・ポトシ州のタムトッ
ク（Tamtok）遺跡出土のアチャの事例について報告を見る。タムトック遺跡はワステカ文化の指
標遺跡となっている。この遺跡の中心に位置する建造物 AW6の基壇部の発掘により、まず 3つ
の儀礼用ミニュチュア土器皿とワステカ・ブランコと呼ばれる円筒型の香炉台が見つかった。こ
れらの合計 4点は、漆喰で固められた層の下から出土した。この漆喰の部分から端の下のところで、
完形のアチャと一つの石彫を発掘した。報告では、漆喰の前に埋納したものか、あるいは、漆喰
の上に配置したものが崩れ落ちたかという。ここから出土した土器により、後古典期より前の時

図 11　エル・サポタル遺跡とユーゴ、アチャ
（2018年 4月 3日ハラパ人類学博物館ラ・ミシュテキーヤの考古学調査写真展よりトレース）
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期のものだとしている（Stresser-Péan 2001:184）。これは、ベラクルス州中部地方から大きく離れ
るものの、メキシコ湾岸の北部地域における事例であるため、ここで取り上げた。興味深いことに、
おそらく、基壇部を建造する際に意図的に埋め、他のミニチュア土器資料などからも儀礼との関
わりを示しているように見える。次に、パルマの事例について検討する。

3-2　パルマのコンテクスト（3遺跡の事例から）
パルマについては、資料数が少ないものの、その出土状況はユーゴ、アチャと共通するものの
ようである。これまで、3遺跡から 3つの完形品と 2つの破片が確認された。
ベラクルス州中部地方北域に位置するラス・イゲラス遺跡では、遺跡の中心となる 1号建造物
の建築材としてユーゴのトルソ破片 2点とともに、パルマのトルソ破片 2点が発掘された（図
12）。面白いことに、これらの建築材としてユーゴもパルマもトルソ破片が見つかっている。この
1号建造物は、球技と球技者と首を切る形での人身犠牲の様子を描いた壁画が見つかったところ
であり、その壁画は、現在ハラパ人類学博物館にて保存修復の後展示されている。
もう一つの事例は、ベラクルス州中部北域に位置するパシル（Paxil）遺跡からである。この事
例は球技場に隣接する南の建造物から、パルマが完形で発掘された。建造物の時期により後古典
期前期（紀元後 1200年）としている（Ruiz Gordillo 1999:59）（図 13）。

図 12　ラス・イゲラス遺跡出土のユーゴとパルマのトルソ片
（Arellanos Melgarejo1985:Figs 1, 20, 21よりトレース）
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もう一つのパルマの事例は、ベラクルス州中部地方南域のバンデリージャ遺跡の緊急発掘事例
である。一つのパルマは 12もの破片になっていたものである（図 14 写真左と中央）そして、も
う一つは、一部が欠けているものであった（図 14写真右）。発掘調査したアレジャーノスは、何
らかの儀礼に際し破壊して埋納したのではないかとしていて、この埋納品は古典期後期に相当す
るコンテクストから見つかったとする（Arellanos Melgarejo 1999; Arellanos y Beauregard 

1981:158）。

4　まとめ　三つの石製品の出土状況の比較から

ユーゴ、アチャ、パルマの石製品についてとりわけそのコンテクストに注目して観察を行った。
その先行研究から、ユーゴの資料分析に試みた方法でその出土状態と石製品自体の状態、さらに
埋葬資料に何か相互に関係するのではないかと考えていた。ここでは、ユーゴとアチャとの共伴
関係について初めに比較し、その後パルマの事例を比べ、最後にまとめと考察を加え結論とする。
これまで観察したように完形のユーゴとアチャとが共伴する事例については、二つのパターン
がある。エル・ビエホン遺跡の事例では、ユーゴは完形であるものの破壊を受けた状態で出土した。
そこでは、アチャは完形のものを伴い、二次埋葬と共に建造物の床下より検出された。一方、エル・
サポタルの事例では、遺跡の主要たるマウンドから 4つの完形のユーゴとそのそれぞれにアチャ
を伴っている。加えて、これらは、4つとも一次埋葬を伴う。
アチャ単独の出土事例は、二つの遺跡から確認できた。ベラクルス州中部地方南地域にあるナ

図 13　パシル遺跡図（パルマ出土の建造物とその上に球技場）とパシル遺跡出土のパルマ
(Casa de la Cultura Misantla 2003より作図 ; Ruiz Gordillo 1999より一部抜粋し作図）
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パテクウトラン遺跡では、建造物の床面より下で完形ながら破壊を受けたアチャが見つけられた。
この出土地に隣接して南北を中心軸とする球技場が確認されている。この事例の示すところは、
ユーゴの状態と同じような意図的に破壊し、それを埋納するというパターンがここでも見つけら
れたということである。
そして、ベラクルス州ではないものの、メキシコ湾岸部北部ワステカ地域のタムトック遺跡で
も完形のアチャが遺跡の中心部の建物から発掘された。そして、この資料も建造物の床面レベル
下から出土したと調査者は報告している（Stresser-Péan 2001:184）。このようにして、アチャの事
例にもユーゴとおなじような建造物との関わり、床面より下に埋められたという状態が確認され
る。
パルマに関する出土状況について、他の二つの石製品の状態とのパターンや類似したコンテク
ストが確認できる。パシル遺跡で確認されたパルマは完形で遺跡の主要な位置から発掘で検出さ
れた。そして、特筆すべき点は、球技場遺構に隣接するものであった。一方、バンデリージャ遺
跡は、オホ・デ・アグア遺跡のユーゴの状態と類似していて、石製品に対する扱いも同様のパター
ンを示している。完形のものを意図的に破壊して、オホ・デ・アグアの場合、水の湧き出る特別
な場所から見つけられた。バンデリージャ遺跡の場合もくぼ地のようなところからの発掘事例に
よって、水に関する儀礼行為の一環として捧げるようにして奉納したのではないかと推測してい
る（Arellanos y Beauregard 1981:158）。
球技場に関する資料は、エル・タヒン遺跡におけるユーゴの破片とナパテクウトランの破壊さ
れた完形のアチャとパシル遺跡のパルマの事例が球技場と関係しているようにみえる。限られた
資料ではあるものの、逆にこれらの完形、完形で破壊をうけているもの、破片とそれぞれの状態
での検出事例があることから、この石製品の状態がそれぞれに一定の儀礼における役割りを持ち

図 14　バンデリージャ遺跡出土のパルマ（ハラパ人類学博物館にて撮影）
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続けていると言えるかもしれない。
このようにして、ユーゴ、アチャ、パルマの出土状況についてとその石製品の状態、並びに建
造物との関連をみると、事例は少ないながら一定の類似する様子が観察できる。なかでも、完形品、
完形品であるが意図的に破壊されているもの、そして破片となっているものなど、三つの石製品
それぞれが同じようにその状態のパターンをもって見つかっているということは、何らかの同一
の儀礼を示唆しているのではないだろうか。加えて、これらの背景にあるものの一つが球技の儀
礼もしくは水に関するようなものが垣間見える儀礼行為であったのではないだろうか。

おわりに

ユーゴ、アチャ、パルマを用いる儀礼についての考察
ユーゴに関するコンテクストの分析に基づいて、次の仮説を立てた。すなわち、1）ユーゴ、ア
チャ、パルマが球技に関わる儀礼に関係する資料であるならば、これらの石製品の出土状態にそ
れが反映される、2）これら三つの石製品のその出土状態は、それぞれ別々に起こるのではなく一
定のパターンを示すはずだ、というものである。コンテクストを比較検討した結果、これまでに
まとめたように出土状態、建造物との関係、出土地との関係について共通する傾向が観察できる。
これらのコンテクストが球技に関する儀礼の一つであったかどうかは今後さらに検討しなければ
ならない。

出土状況の分析～出土地や建造物との関係から
しかし、建造物との関係においてはコウの示唆した様にピラミッドや基壇の建築の際に、その
床下に捧げ埋められたものと推定される特徴を見て取ることができる。具体的には、セロ・デ・
ラス・メサス遺跡のユーゴとラ・ホヤ遺跡のユーゴでは、遺跡中心部の主要な位置からの出土で
ある。一方、エル・ビエホン遺跡のユーゴとアチャ、カリサル遺跡のユーゴ、ナパテクウトラン
遺跡のアチャなどは、遺跡内周縁部の小マウンドから資料が出土している。これらの資料の特徴
は、建造物床下に埋納され、小マウンドの場合、ユーゴやアチャは壊されてから、一括で埋めら
れている。完形であるものと壊されたもの（matado）の状態の差は、その石製品の機能が永続し、
もう一方は用途が終了したということを示しているようにおもわれる。いずれの場合においても
恐らくは、建築儀礼に伴う埋納もしくは建設時における地鎮を祈願して意図的に埋められたので
はないかと考えられる。そして、球技の人身犠牲の様子が描かれた浅浮彫のあるエル・タヒンの
南の球技場から出土したユーゴのトルソ破片、同じく球技と人身犠牲の様子を描いた壁画のあっ
たラス・イゲラス遺跡 1号建造物出土のユーゴのトルソ片、パルマの破片についても、建築材と
して破片の状態で用いられた可能性があるが、主要な建造物に破片としてでも意図的に遺跡内の
主要な建造物を造るため、護符のようにして埋めて使用した可能性も考えられる。
このように、3つの石製品は、その出土状況・遺跡内の出土位置・主要マウンドや小マウンド
といった規模の異なる建造物においてそれぞれに特定のパターンをもって埋められている。

3つの石製品の共伴関係について
ユーゴとアチャの共伴については、この事例は、エル・サポタル遺跡やエル・ビエホン遺跡で
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確認することが出来る。エル・タヒン遺跡出土のユーゴやラス・イゲラス遺跡ではユーゴ、パル
マを建築材として利用している。しかしながら、ユーゴ、アチャ、パルマと三つ揃っての事例は
現時点において本研究ノートで取り上げたベラクルス州中部地方の事例にはない。ただ一つの事
例は、メソアメリカ南部太平洋岸部エル・サルバドルに位置するケレパ（Quelepa）遺跡で 3つ揃っ
た状態で発掘により確認されている（Kurosaki 2019:176）。なお、本稿の主題は、石製品の出土状
況（コンテクスト）についての分析であって、それぞれの石製品の意匠に関して詳しく取りあげ
ることが出来なかったが、この共伴関係に関連するため最後に少し触れておく。まず、ユーゴの
意匠については、本稿で取り上げたエル・タヒン遺跡、ラス・イゲラス遺跡、オホ・デ・アグア
遺跡、カリサル遺跡、エル・サポタル遺跡出土のものはカエルをモチーフとしたものである（表 1、
図 4はカエルのモチーフのユーゴ）。カエルは、雨季の到来に際し土中から出てくるとされ、豊穣
祈願や雨乞いの儀礼と関係があるのではないかとされている（Kurosaki Maekawa 2006）。一方、
エル・ビエホン遺跡やエル・サポタル遺跡、ナパテクウトラン遺跡さらにはワステカ地方のタム
トック遺跡出土のアチャは人の顔をモチーフとした石彫になっている。タムトック遺跡のアチャ
のようにしわを刻んだ老人やあるいはテーマとして死を描いている可能性があり、ここでは死と
再生を主題としているかのようである。そして、パシル遺跡のパルマでは、鳥をモチーフにして
いる。パルマにはこのような鳥のモチーフが多く確認されている（Sánchez Olvera 1978）。カエル
の意匠が地上もしくは地下界であるとすると、鳥のモチーフは天上界を主題とするものかもしれ
ない。また、これらの石製品のコンテクストの比較によって、埋納される時期は、原古典期から
後古典期前期にかけて広がっているが、その多くは古典期後期に集中している（表 1）。

埋納のコンテクスト（とりわけユーゴ、アチャなどの石製品と人身供犠の様子）
ピラミッド建設前の埋納の事例に伴って出土するユーゴやアチャの資料からは、一定の社会階
層の差が見うけられる。ユーゴに関する研究からピラミッド建設に際し、埋納される形で出土し、
完形のものは主要な建造物から一次埋葬に伴い、完形ではあるが破壊されたものは二次的な建造
物から二次埋葬に伴い出土する。ここでは、人身供犠を伴う形での埋納があり、石製品の質や状態、
副葬品の差異からは、葬られた人物に対する階層の差異を反映していると考えられる（Kurosaki 

Maekawa 2006）。仮に、これらの埋納資料とコンテクストが一定の地域に集中して繰り返すとい
うのであれば、それは一定の共通した儀礼がこの地方に行われていたからではないかと考えられ
る。
これまで、資料数は限られているものの、ユーゴ、アチャ、パルマと呼ばれる石製品に関する
出土事例の比較研究を試みた。そして、それぞれの石製品の状態や出土状況には、そのもとにあ
る何等かの儀礼の様子が反映されているのではないかと考える。今後は、その儀礼が反映されて
いる様子について石製品に施される意匠を含めてさらに考察をすすめたい。そして、増え続ける
資料を基にさらに比較研究を進めていければと考えている。
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注

１） メキシコ湾岸部とりわけベラクルス州出土のユーゴのサイズは、おおよそ縦 40㎝・横 35㎝・厚
さ 12㎝で約 18㎏の重さである（Kurosaki Maekawa 2006: Anexo 1）。

２） メソアメリカ南部太平洋岸地域のアチャは、総じて板状の石製品で縦 28㎝・横 22㎝・厚さは約 3.5

㎝であるという（Shook and Marquis 1996:65）。この地域のアチャとメキシコ湾岸部地域やその
他の地域のアチャとの比較については、これからの課題としたい。また、メキシコ湾岸地域とメ
ソアメリカ南部太平洋岸地域との関係については大変重要なテーマであり、球技との関係、ユー
ゴ、アチャの分布など、機会を改めて紹介したいと考えている。これまでの研究では、ユーゴの
形態や意匠については、メキシコ湾岸地域のユーゴのモチーフはカエルであるのに対し、メソア
メリカ南部太平洋岸地域のユーゴのモチーフは蛇である（Kurosaki Maekawa 2006）。したがって、
同じような石製品の集中分布が見られたとしても、そのモチーフにかんしては、対照的なパター
ンとなることがわかる。

３） 2006年以降、現在まで、これらの調査は継続中である（Kurosaki 2019）。ここ数年はベラクルス
州以外でも、緊急発掘事例などにより、ユーゴの資料が確認されている（inah.gob.mx）。また、
この研究ノートでは、ワステカ地域のタムトック遺跡によるアチャの発掘出土資料を含む。

４） ナパテクウトラン遺跡出土のアチャは、プロスコウリアコフ（Proskouriakoff）の指摘していた
アチャとパルマの中間タイプに近いものである（Proskouriakoff 1954:Fig. 10）。本研究ノートでは、
それぞれの石製品の出土状況の比較研究に主眼を置いているため、ここでは、一般に使われてい
るアチャとして説明する。石製品に関するこれらの細かい型式分類については今後さらに研究を
積み重ね紹介していきたい。

５） エル・サポタル遺跡についての発掘報告書は残念ながら出ていない。しかしながら、2006年のユー
ゴに関する修士論文を作成の際に、発掘団長であったマヌエル・トレース先生（Mtro. Manuel 

Torrez Guzmán）や形質人類学者のハイメ・オルテガ（Jaime Ortega）先生より教示をうけた。
そして、後者からは、論文に必要となる基本的な記録情報を見せていただいた。本研究ノートの
本文はその時のものを 2006年にまとめたものから引用している。また、2018年 4月 3日にベラ
クルス州立大学付属ハラパ人類学博物館においてベラクルス州立大学人類学研究所による発掘写
真特別展示があった。ここでの資料はその際のもので、ここでもハイメ先生に当時の発掘の様子
を確認することが出来た。
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〈研究ノート〉
マヤ南東部地域、チャルチュアパ遺跡タスマル地区に遺る

B1-1複合建造物群の時期による変遷について 1）

柴　田　潮　音＊

はじめに

中米エルサルバドルはメソアメリカ古代高文化領域に属し、四国をひとまわりほど大きくした
現在の国土の中で様々な古代文化が盛衰してきた。同国において最大の先スペイン時代遺跡のひ
とつであるチャルチュアパ遺跡は首都の北西 80キロメートル、隣国グァテマラとの国境から直線
距離で 10キロメートルほどに位置し、マヤ南部地域の南東部にある。地形的には遺跡の北側には
標高 1775メートルのチンゴ火山とそれに連なる 1000メートル前後の低山、南側には 2000メート

キーワード
土製建造物、列柱の神殿、大ピラミッド、平石の建造物、火山性礫の建造物

Resumen

Tazumal es una de las 10 áreas que forman la zona arqueológica de Chalchuapa en El 

Salvador, donde se presenta un complejo arquitectónico excavado y restaurado por Stanley 

H. Boggs entre los años 1942 y 1953. Algunos resultados preliminares se publicaron 

como artículos en apéndices y revistas, no obstante, el informe final de la investigación 

arqueológica, a pesar de ser tan larga, no se presentó al público.

Actualmente Tazumal es un icono del Patrimonio Cultural de El Salvador, sin 

embargo, al momento de iniciar la investigación éste presentaba dificultad al tratar de 

comprender el desarrollo del complejo arquitectónico, ya que en la estructura restaurada 

se encuentran expuestas diversas fases constructivas correspondientes a diferentes 

períodos.

Los métodos de interpretación sobre el desarrollo del complejo arquitectónico en 

Tazumal consisten en la revisión de las fotos antiguas tomadas por Boggs durante el 

tiempo de las investigaciones arqueológicas realizadas entre los años 1942 y 1953. Al 

mismo tiempo se reconfirmaron in situ las huellas arquitectónicas originales o restauradas 

de las estructuras de diferentes etapas constructivas. Agregando a los estudios 

mencionados, se llevaron a cabo las excavaciones dentro del marco del Proyecto Tazumal 

Etapa: 2004-2008 y Etapa: 2010-2012 con el fin de obtener una mejor comprensión acerca 

del desarrollo arquitectónico de dicho sitio arqueológico.

＊　エルサルバドル文化省文化自然遺産局考古課
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ル級のアパネカ山系が東西方向に延びる。それらの山塊に挟まれた標高約 700メートルの高原地
帯中央部には東から西へパンぺ川が流れ、他の河川と合流しながらパス川水系を形成し太平洋へ
と注いでいる。チャルチュアパ遺跡はアパネカ山系からの伏流水が流れ込むパンぺ川から同山系
の裾野に向かって広がっている。ピラミッド神殿基壇を中核とした古代都市の範囲はその最盛期
で 3平方キロメートル以上はあったであろう。チャルチュアパでのヒトの活動は少なくとも紀元
前 1200年まで遡り、現在まで間断なく続いている。遺跡の西側部分は植民地時代以降の市街化に
より破壊されてしまったが、東側の 10地区において先スペイン時代の痕跡が遺されている。タス
マル地区はそれらのひとつであり、19世紀末にはその存在について当時の研究者が記述している
が（Barberena 1910）、科学的方法に基づく調査は 20世紀半ば近くまで待たねばならなかった。

1942年に米国人考古学者スタンレイ・ボッグスがタスマル地区においてはじめて本格的な考古
学調査を始め 10年以上をかけて先スペイン時代建造物を調査・修復・保存し、遺跡資料館を建設
して出土遺物を展示しエルサルバドル国で初となる遺跡公園を開園させた。2001年に通貨コロン
が米ドル化されるまでは 100コロン紙幣の図柄にタスマルの B1-1 複合建造物群が使用されていた
ことからも分かるように、ボッグスの尽力でタスマル地区はサルバドル人の歴史・文化アイデン
ティティの象徴となり、現在もそれに変わりはない。しかし、こうしたボッグスの多大な功績に
もかかわらず、彼の行ったタスマル地区での考古学調査についてはいくつかの概報を出版物とし
て閲覧することができるのみである。そのため、複雑な様相を呈する修復されたタスマルの B1-1

複合建造物群がどのような建築変遷を辿ったのかよくわかっていなかった。本稿では 1942年から
1953年の調査時にボッグスにより撮影された写真の分析とフィールドでの遺構確認調査、2004年
から 2012に年にかけて名古屋大学調査隊とエルサルバドル文化庁文化遺産局考古課で行われた合
同調査をもとに B1-1複合建造物群の時期による変遷を復元してみる。

1　タスマル地区におけるこれまでの考古学調査

メソアメリカの様々な遺跡で見受けられるように、タスマルの大ピラミッド（B1-1複合建造物
群のひとつ）も小山のように巨大な土の塊で雑草に覆われていたことが 1940年代初頭に撮影され
た写真から知ることができる。小山の中腹には小さな建物が見られ、上水を汲み上げて市街地へ
送るポンプ小屋あるいは日干しレンガ（アドベ）の工房と思われる。当時は、周囲の土地との高
低差からピラミッド神殿基壇址であるマウンドの高さを利用して配水したり、精製された土でつ
くられた祖先の土製建造物から建築材を失敬してアドべを作ったりしていた。
アメリカ合衆国アンデス研究所のジョン・ロングイヤーは、1941年 9月から翌年 4月までエル
サルバドル全土にわたり遺跡の分布調査を実施した。期間中チャルチュアパ遺跡においても踏査
を行い、タスマル地区では 13基の先スペイン期建造物について言及している（Longyear 1944）。
ロングイヤーの率いる分布調査に参加したボッグスは、踏査終了後チャルチュアパへ入り、1942

年 4月タスマル地区での考古学調査を開始した（Boggs 1944）。調査は 1953年まで数次にわたっ
て実施された（Boggs 1943a, 1943b, 1944, 1945）。
様々な建造物が発掘調査され、当時使用が認められていたセメントを使って古代建築の修復・
保存が行われたが、調査概報こそ出版されたものの最終報告書は提出されておらず、先スペイン
期建造物群の変遷をはじめとして調査で得られた知見、ボッグスの調査結果の解釈について詳細
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を知ることはできない。
1953年には米国カーネギー研究所のアルフレッド・キダーがチャルチュアパ遺跡を訪れ先古典
期文化の存在を指摘し、それにしたがって翌年ペンシルバニア大学博物館のウイリアム・コウが
エル・トラピチェ地区などで発掘調査を実施しているが、タスマル地区での考古学調査は行われ
なかった（Sharer 1978:5）。1968年から 1970年までペンシルバニア大学のロバート・シャーラー
がチャルチュアパ考古学プロジェクトを実施した。この学術調査プロジェクトは、現在までにチャ
ルチュアパ遺跡で行われた考古学調査の中で最大規模のものであるが、シャーラーはタスマル地
区での発掘調査は行わず、同地区での踏査とボッグスが 10年以上にわたり行ったタスマルでの発
掘調査で出土した遺物の整理・分析を行ったのみであった（ibid.:15-16）。

2　仮説の形成

エルサルバドル国立文化芸術審議会（当時）文化遺産局考古課の通常業務のひとつである先ス
ペイン期建造物の修復・保存活動という枠組みの中で、タスマル遺跡公園に遺る先スペイン期建
造物群の保存状態について記録するため、建造物群の測量調査をするよう同課長のファブリシオ・
バルディビエソに命じられた。考古課研究員の筆者と国際協力事業団（当時）青年海外協力隊か
らチャルチュアパ・カサブランカ遺跡公園へ派遣されていた加藤慎也隊員は、トータルステーショ
ンとサイトシステム IV（京都コンピュータシステム社から貸与）を利用して、修復・保存されて
いる建物の測量調査を 2003年 11月から実施した。当初、50年以上前に発掘され、修復・保存の
ため建造物の表面をセメントでコーティングされた建築遺構を記録することにはあまり気が進ま
なかったの覚えている。しかし、測量調査を進めていくうちに、建築遺構の新旧を理解できるよ
うボッグスが建造物を各々修復していたことが B1-1複合建造物群の様々な箇所で確認された。作
業は「大ピラミッド B1-1（B1-1複合建造物群のひとつ）」の東側にある、大基壇プラットフォー
ムの改築過程を見せるためのトレンチ（通称 “ボッグスのトレンチ ”）に遺るふたつの壁の測量か
ら始まった。最も旧いものは 1段の傾斜壁にアルファルダ（階段の両側につけられる上面が平坦
な部位）のない階段が付いた遺構であった。この傾斜壁を覆って大基壇プラットフォームが東方
へ拡張され 3段から成る傾斜壁が造られた。この傾斜壁には幅が狭くアルファルダ無しの階段が
付けられていたが、後の改築で別の傾斜壁に覆われてしまっていた。

2004年 1月には、「大ピラミッド B1-1」の西側（正面）に遺る「列柱の神殿」と名付けた
B1-1d建造物群のひとつの測量調査を 1週間にわたって行った。「列柱の神殿」は 2段の傾斜壁か
らなる中央にアルファルダの付いた階段をもつ建物で、基壇部の平面形は長さ 27メートル・幅 6

メートルの長方形である。基壇部上には、建物の上部構造の一部を成す壁と列柱が遺っており、
正面階段を上ると建物の入口になる「中央の間」、その北側には「北の間」がある。「列柱の神殿」
を測量調査することで興味深いことがわかってきた。「中央の間」の入口には 2本の角柱が据え付
けられ、その奥には別の出入口がある。「北の間」には「列柱の神殿」の後ろ側への出入口がつく
られ、正面には壁とそれを装飾する 4本の角柱が等間隔で造り付けられているだけで「中央の間」
のような入口はない。また、建築の左右対称性から考えれば南側にも「南の間」が存在するであ
ろう。さらに測量調査を進めていくと、「大ピラミッド B1-1」の北側に「列柱の神殿」とほぼ同
じ長さ・幅で、おそらく 2段の傾斜壁とアルファルダの付いた階段をもつ別の基壇（その後「北
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基壇」と命名）が修復され遺されていることが観察された。そして、「列柱の神殿」の階段中央を
通る東西方向の軸線と「北基壇」の階段中央を通る南北方向の軸線を B1-1複合建造物群の平面図
上で描いてみるとほぼ直角（正確には 87度の角度）で交差することが判明した。先スペイン時代
の建築複合を考えた場合、その左右対称性の建物配置が想定されることから、B1-1複合建造物群
の東側と南側に「列柱の神殿」や「北基壇」と同様の大きさをもつ基壇が埋もれている可能性が
推定された（Ito, et al. 2007）。さらに、これら東西南北 4方向に配置された基壇群の中央スペース
には主神殿あるいは祭壇が存在し、「大ピラミッド B1-1」の下に埋もれているのではないか。そ
して、「列柱の神殿」は主神殿の正門としての役割を担っていたのではないかという仮説に辿りつ
いた（Kato, et al. 2006; Ito, et al. 2007）。

3　研究の方法

メソアメリカ古代高文化領域では、都市の中核に公共建造物としてピラミッド神殿が配置され、
政治・宗教の場として使用されてきた。そこでは、旧いピラミッド神殿を覆って新たなピラミッ
ド神殿が建設されるという特徴が散見される（Shibata 2007）。新旧建物の交代における改築の際、
旧い建造物は新たな建造物に覆われてしまう。興味深いことに旧建造物の床上や床を掘り込んだ
土坑内に供物や供物を伴う埋葬を納める習慣が観察される（Kidder, et al.1946; Shook, et al.1952; 

Berlin 1952; Milles 1963; Ohi, et al.1994a; Shibata 1994）。こうした視点からタスマル地区に遺る
B1-1複合建造物群の建築様式や建築技法を分析し時期による建造物の変遷を追究してみる。
具体的には、（1）1942年から 1953年にかけてボッグスにより同地区で実施された発掘調査時
の写真から建築遺構の重なり合いや前後関係を分析し、タスマル遺跡公園内に修復・保存されて
いるB1-1複合建造物群の測量調査から異なる時期の建造物の建築様式や建築技法を理解する。（2）
2004年から 2008年および 2010年から 2012年にかけて名古屋大学とエルサルバドル文化庁考古
課（当時）の合同調査隊（代表：伊藤伸幸名古屋大学助教）により同地区で実施された考古学調
査から建築遺構を確認し、前述の仮説を検証する。最終的にこれらすべてのデ -タを総合して主
要な建造物の建築様式を想定復元する。

4　B1-1 複合建造物群の時期による変遷に関する研究 2）

4-1　1942年から 1953年までの発掘調査で撮影された写真の分析とフィールドでの測量調査に
よる成果

2004年 1月に「列柱の神殿」での測量調査を終了し、1942年から 1953年までボッグスが実施
したタスマル地区での発掘調査時に撮影された写真の分析を開始した。これらの写真資料はエル
サルバドル国内の様々な遺跡でボッグスが行ってきた考古学調査に関する写真資料の一部であ
り、エルサルバドル文化庁考古課（当時）に所蔵されている。さらに、タスマル遺跡公園内に遺
る B1-1複合建造物群の測量調査により、オリジナルあるいは修復された建築遺構を詳細に観察す
ることで異なる時期の建造物の建築様式や建築技法を理解することに努めた。
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写真 1（ADAS3） 51-2-46）（図 1）
「列柱の神殿」の正面階段の下方に異なる 2時期の階段が見られる。これに基づいて、旧い建物
から順に B1-1d-I、B1-1d-IIとし、「列柱の神殿」を B1-1d-IIIと命名した。

図 1　ボッグスの調査時に撮影された各写真の撮影位置

写真 1　ADAS 51-2-46
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写真 2（ADAS 49-2-8）（図 1）
新しい時期の建物の傾斜壁が、「列柱の神殿（B1-1d-III）」の列柱や同神殿傾斜壁 2段目上端部
を覆っていることがわかる。

写真 3（ADAS 50-2-79）（図 1）
「列柱の神殿（B1-1d-III）」の正面階段の上方にアルファルダ無しの階段の一部が残っており、
これに繋がる 2段の傾斜壁（B1-1d-IVの一部）が「列柱の神殿（B1-1d-III）」の正面階段側壁を覆っ
ている。さらに「建造物 B1-1d-IV」の傾斜壁の外側（南側）には、3つの異なる時期の建造物
（B1-1d-V・VI・VII）の一部である 3 段の傾斜壁が、新しいものが旧いものを覆い建てられている。4）

それら 4時期の建造物が「列柱の神殿（B1-1d-III）」を覆って改築されていることがわかる。

写真 4（ADAS 52-2-32）（図 1）
「列柱の神殿（B1-1d-III）」より後の時期に属す建造物の列柱が 2か所で見られる。列柱間の距
離は、「列柱の神殿（B1-1d-IV）」のそれよりも長い。

写真 2　ADAS 49-2-8

写真 3　ADAS 50-2-79



マヤ南東部地域、チャルチュアパ遺跡タスマル地区に遺る B1-1複合建造物群の時期による変遷について

─ 117 ─

写真 5（ADAS 51-2-91）（図 1）
建物の左右対称性から「列柱の神殿（B1-1d-III）」の「北の間」の対として存在すると推測され
る「南の間」は、後の時期の「建造物（B1-1d-IV）」の床に覆われていることがわかる。この床に
続く北側へ降りる階段が「列柱の神殿（B1-1d-III）」を覆う形で残されている。さらに、「南の間」
を覆う床の上方には別の床が存在し、これに続く階段が前述の階段を覆って造られたことがわか
る。「建造物 B1-1d-VII」に属す階段と推測される。「建造物 B1-2」の南東角の後方には、「列柱の
神殿（B1-1d-III）」より後の時期の建物の南西角が観察される。

写真 6（筆者撮影）
「大ピラミッド B1-1」を支える大基壇プラットフォ -ムの北側には、「北基壇」の北東角がセメ
ントで修復されて遺されていることがわかる。

写真 4　ADAS 52-2-32 写真 5　ADAS 51-2-91

写真 6　（筆者撮影）
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写真 7（ADAS 51-2-35）（図 1）
「大ピラミッド B1-1」の正面階段に掘り込まれたトレンチでは、6つの異なる時期の階段の痕跡
が重なって検出されている。最も新しい時期の階段はセメントで修復され、「大ピラミッド B1-1」
頂上直下に造られた「小神殿」に続いている。この「小神殿」は垂直壁に装飾モールディングが
施されている。

写真 8（ADAS 51-2-42）（図 1）
「大ピラミッド B1-1」を支える大基壇プラットフォームでは、その立ち上がりのレベルから階
段が始まることがわかる。写真では階段が 5段見られるが、2006年 11月から 12月に実施した「列
柱の神殿（B1-1d-III）」の修復に伴う同位置での発掘で、幅広のアルファルダをもつ 6段の階段を
確認することができた（図 2）（Ito 2016:Figura I.68）。階段の残りの部分は、近代の土取り等で破
壊されたと思われる。発掘で検出された階段の角度に合わせて水糸を張ると、「大ピラミッド
B1-1」正面階段前のテラスの端に繋がることがわかった。

写真 7　ADAS 51-2-35 写真 8　ADAS 51-2-42
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写真 9（ADAS 49-2-40）（図 1）
「大ピラミッド B1-1」頂上直下に造られた「小神殿（写真左）」の後方には、装飾モールディン
グが施された垂直壁が見られた。この建築様式は大基壇プラットフォームの北側に造られた幅広
の階段の上から立ち上がる垂直壁にも認められる。

図 2　「大ピラミッド B1-1」正面階段の想定復元平面図

写真 9　ADAS 49-2-40
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写真 10（ADAS 52-2-5）（図 1）
「大ピラミッド B1-1」南側で検出された傾斜壁は、当初「南基壇」のものと解釈していた。し
かし、タスマルプロジェクト：2010-2012の第 2次（2011年 1月から 4月に実施）および第 3次（2011

年 7月から 9月に実施）発掘調査から、平石を泥土で固めて積み上げ表面を泥漆喰で簡素にコー
ティングしたさらに新しい時期の建造物であることが判明した（Ito 2012）（図 3a; 3b）。

写真 10　ADAS 52-2-5

図 3a　調査坑トンネル 1の東側断面層位図
（Ito ed. 2012: Figura 9を加筆修正）

図 3b　調査坑トンネル 2の西側断面層位図
（Ito ed. 2012: Figura 12を加筆修正）
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写真 11、12（ADAS 51-2-47、51-2-53）（図 1）
「大ピラミッド B1-1」南東角と東側で検出された、平石を泥土で固めて積み上げ表面を泥漆喰
で簡素にコーティングした建造物の一部。

写真 13、14（ADAS 49-2-33、49-2-38）（図 1）
「大ピラミッド B1-1」頂上直下に造られた「小神殿」は検出当初、建物後方の屋根の高さから
斜めに破壊され、平石を泥土で固めて積み上げ覆われていたことがわかる。写真に見える「小神殿」
の正面部分は復元されたものである。

写真 11　ADAS 51-2-57 写真 12　ADAS 51-2-53

写真 13　ADAS 49-2-33 写真 14　ADAS 49-2-38
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写真 15（ADAS 50-2-10）（図 1）
「大ピラミッド B1-1」頂上直下に造られた「小神殿」に続く正面階段は、火山性礫で覆われて
いたことがわかる。また、「建造物 B1-2」南東角後方には、「大ピラミッド B1-1」を支える大基壇
プラットフォームの南西角を覆って火山性礫で拡張している。
当初、建築材として使用された平石と火山性礫は同一建造物の建築材であると解釈していたが、
タスマルプロジェクト：2010-2012の第 2次（2011年 1月から 4月に実施）および第 3次（2011

年 7月から 9月に実施）発掘調査から、異なる時期の別の建造物であることが判明した（Ito 

2012）。

4-2　2005年から 2008年、2010年から 2012年に実施した発掘調査による成果
名古屋大学とエルサルバドル文化庁の合同調査によるタスマルプロジェクトの発掘調査が 2005

年 2月から開始され 2012年 4月まで数次にわたり実施された。ここではそれらの発掘調査から得
られた知見を調査の時間軸に沿って述べるのではなく、B1-1複合建造物群の時期変遷が理解でき
るような順序で記す。
また、B1-1複合建造物群の時期変遷の理解の助けとして 2000年 12月から翌年 1月までタスマ

ル遺跡公園前東 7番通りで行われた緊急調査の成果も加える。

「列柱の神殿（B1-1d-III）」とその周辺：
「列柱の神殿（B1-1d-III）」の中心を東西に通る軸線上にトレンチ 5）

26 を設定した。ちょうど、「大
ピラミッド B1-1」の西側垂直壁と「列柱の神殿（B1-1d-III）中央の間」奥にある出入口との間に
位置する。このトレンチを掘り下げると土製階段が現れた。発掘された階段の真ん中には泥漆喰
のコーティングが楕円形状に欠如している部分があり、そこから掘り下げると 4メートルほど下
方から生贄の埋葬（埋葬 0）が出土した。埋葬 0には副葬品として、ヒスイやトルコ石製の玉や
ペンダント、ナトロジャロサイト製の円盤状装身具、彫刻し赤採された骨製品が供えられていた

写真 15　ADAS 50-2-10
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（Ito 2009:Figura 23-31; Murano, et al. 2016:246）。
その後、トレンチ 26は拡張発掘され、土製階段は検出できた範囲で 7段からなり西から東へと

昇り（「列柱の神殿（B1-1d-III）中央の間」の床レベルから奥へと昇るということ）、階段の幅は 3.68

メートルで両脇にアルファルダをもつこと（Ito 2009:Figura 15, 20）、階段の南北両側には高さ 60

センチメートル・幅 160センチメートルの犬走があり、それらの奥から傾斜壁が 1メートルの高
さまで立ち上がるが、そこから上の部分は壊れており壁の形状を知ることはできなかったことが
判明した（ibid.:Figura 16, 18）。
これらのことから、「大ピラミッド B1-1」の下に、「列柱の神殿（B1-1d-III）」と土製階段で繋が

り犬走と傾斜壁をもつ主神殿が存在することが明らかになり、タスマルプロジェクトではこの主
神殿を「1号主神殿」と命名した。「1号主神殿」へのアクセスとなる土製階段北側にある犬走の
上には、泥漆喰による床表面のコーティングが円形状に欠損している部分が観察された。そこか
ら 3メートルほど掘り下げると別の生贄の埋葬（埋葬 1）が検出され、埋葬には土器が 7点、多
量のヒスイ片、ナトロジャロサイト製円盤状装身具等が供えられていた（Ito 2009:Figura 38-41; 

Murano, et al. 2016:246）。
同様の出土状況が、「列柱の神殿（B1-1d-III）」の北側 1段目傾斜壁の立ち上がりでボッグスが

発掘した 14号墓や 18号墓でも記録されている（図 4）。これらの墓坑は、「列柱の神殿（B1-1d-III）」

図 4　発掘したトレンチおよび 14号墓と 18号墓の位置図
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の中心軸から北側のエリアで垂直に掘り込まれており、底部で水平方向に土坑が拡張されていた
（写真 16　ADAS 50-2-56; アルマンド・ゲバラ氏との個人コミュニケーション 6））。

ボッグスが作成した 13号墓の断面図では、「列柱の神殿（B1-1d-III）」の下に白色火山灰層が約
40センチメートルの厚さで記録されている。イロパンゴ火山の噴火によるもの（TBJ）であろう
（Shibata, et al. 2019:Figura 8）。つまり、「列柱の神殿（B1-1d-III）」が建設される前にイロパンゴ
火山が巨大噴火を起こし白色火山灰がタスマル地区にも降下したことを意味する。
埋葬 1の人骨や供物を取り上げた後、墓坑をさらに掘り下げたところ、埋葬 1のレベルから約

20センチメートル下方で泥漆喰で造られた床が検出された。北側方向に拡張して発掘すると、壁
のモールディング装飾が現れた。土製であるが非常によく磨かれている。検出されたモールディ
ングの長さは 28センチメートルで東西の両方向に続いている。モールディングの下端からさらに
掘り下げると傾斜壁が 52センチメートルの深さまで続き、そこからさらに泥漆喰製の床が現れた
（図 5）。
傾斜壁、モールディング装飾と床からなる建造物については発掘範囲が狭くその詳細について
はよくわからないが、この建造物がタスマル地区において最も旧い時期の建物のひとつであるこ
とは明らかであろう。建物の絶対高を比較すると「列柱の神殿（B1-1d-III）」正面階段下で見つかっ
た 2時期の階段とこの建造物との関連性が考えられる（図 5）。トレンチ 26を拡張発掘した際、「1

号主神殿」の床面は同じ高さのままで周囲が埋められたと推測された。この改築された主神殿は
「列柱の神殿（B1-1d-III）」を覆って建設された後の時期の「建造物 B1-1d-IV・V・VI」と階段では
なく通路で接続され、その両側にはそれぞれ北側と南側へ降りる階段が設けられたことがわかっ
ている（Ito 2009:Figura 15, 19）。さらに、先に述べた北側に降りる階段では改築が行われその東
側に垂直壁が設けられ幅が狭くなった。また、同階段の西側には「建造物 B1-1d-VII」に昇る階段
が新設され、もともとの階段とともに平面 L字形に変更された（Ito 2016:Figura I.14）。

写真 16　ADAS 50-2-56
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「大ピラミッド B1-1」の南側：
「大ピラミッド B1-1」の南東角に設けたトレンチ 15では地表面から約 4.5メートルの深さで供
物が見つかった。1枚の平石の下に黒色円筒形土器が動物の顔と尻尾を描いた多彩文浅鉢形土器
で蓋をされて置かれており、外壁面には旧首長から新首長への権力移譲の様子が浅浮彫で表現さ
れていた（Ito 2009:Figura 10）。黒色円筒形土器の内部には加工されていない自然のままの小粒の
ヒスイが 52個、四角に加工されたヒスイ製品が 2個、貝殻が 1個、複数の小鳥の翼骨、さらに赤
色顔料が納められていた（ibid.: Foto 9; Namigata, et al. 2008）。同円筒形土器の下から採取した炭
化物試料を C14年代測定にかけたところ紀元 545年から 635年（2σ）という結果が出た。「大ピ
ラミッド B1-1」の南西角に近い南側に設けたトレンチ 17では、泥漆喰でコーティングされた建
造物の 1段目立ち上がり部分のみ検出された（Ito 2009:Figura 8）。

「大ピラミッド B1-1」の東側：
「大ピラミッド B1-1」の東側に設定したトレンチ 6とトレンチ 23では、旧大基壇プラットフォー
ムの縁が壊れアドべと土で充填した痕跡が確認された（図 6）。興味深いことに、双方のトレンチ
の土層断面で観察されたアドべと土による充填作業の跡は大基壇プラットフォームの改築過程を
見せるための “ ボッグスのトレンチ ” 内に残る傾斜壁のうち旧い時期の壁の南北方向軸の延長線
上にあたり、2番目の大基壇プラットフォームの東側縁と推測される。

図 5　装飾モ－ルディング付き傾斜壁の建造物 (B1-1d-I, II)の層位的位置
（Ito ed. 2009: Figura 17を加筆修正）
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「建造物 B1-1b」とその周辺：
「北基壇」と「大ピラミッド B1-1」の間に位置する「建造物 B1-1b」の南西角と北東角のスペー
スはボッグスにより発掘されたが、それぞれにトレンチ 19とトレンチ 25を設定し建築遺構と大
規模自然災害に関わるデータの再確認を行った。
「建造物 B1-1b」は、傾斜壁とその上にモールディング装飾の付いた垂直壁から成る建築様式を
もち、紀元 5世紀から 6世紀の間に噴火したとされるイロパンゴ火山の降下火山灰（TBJ）の 1

次堆積層直上に建設されている（Shibata, et al. 2019:118-121）。同層の直下には、先スペイン期の
建築材のひとつである茶褐色土が、「建造物 B1-1b」より旧い時期の建物を覆って充填されている
（図 7）。こうした状況は、「列柱の神殿（B1-1d-III）」や「建造物 B1-1b」等タスマル地区での公共
建造物の建設作業中にイロパンゴ火山が大噴火を起こし白色火山灰を降らせたが、多くの研究者
が指摘するような長期間にわたる都市の放棄 （Lowe 1977; Sharer 1978; Lowe, et al. 1982; Sheets 

1983; Dull 2001; Dull, et al. 2004; Dull, et al. 2010）、少なくともタスマル地区の放棄を示していない 

図 6　トレンチ 6（上）とトレンチ 23（下）の北側断面層位図
（Ito ed. 2009:Figura 5a y 9aを加筆修正）

図 7　トレンチ 25南拡張部の東側断面層位図 (b)とトレンチ 19の南側断面層位図 (c)
（Ito ed. 2009:Figura 13を加筆修正）
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（Shibata, et al. 2010; Shibata, et al. 2019）。
その後、「建造物 B1-1b」の周辺では装飾モールディングを施した垂直壁の下端部まで埋められ、

その表面は床として泥漆喰によるコーティングが施された。最後に、同建造物垂直壁の大部分が
破壊を受け火山性礫で葺いた床に閉じられてしまったようである。「建造物 B1-1b」の南西角のス
ペースではボッグスによる発掘調査時に 2号墓、4号墓、6号墓が検出され多量の供物が出土して
いる。「建造物 B1-1b」の垂直壁の下端部につながる泥漆喰でコーティングされた床面からこれら
の墓が掘り込まれていたことが当時の写真からわかる。なかでも、2号墓は「建造物 B1-1b」の階
段前に造られたもので、人骨が埋葬された 棺墓が持ち送り式に置かれた平石で覆われており 7）

供物の中には儀式用アチャも認められた。8）こうした遺構の形態や供伴遺物の形式からこれらの
埋葬が古典期終末期に行われた可能性が推測される。つまり、「建造物 B1-1b」が垂直壁の下端部
まで埋められ周囲に床を張られた時期が古典期終末期頃に相当するのではないだろうか。

タスマル遺跡公園前の東 7番通りとその周辺：
タスマル遺跡公園前の東 7番通りでは泥漆喰でコーティングされた床が 3枚確認されている。
最上層のものから下方へ向かって、床 1、床 2、床 3とした（Shibata 2005）。床 1は 3枚の床の中
でもっと激しく浸食を受けており、床 2は最も厚く広い範囲で確認された。タスマル遺跡公園の
旧出入口前に重機で掘られた溝をトレンチ 0とし、その土層断面で確認された床 2の下方にはイ
ロパンゴ火山の大噴火により降下した白色火山灰（TBJ）の層が観察できた。上部は 2次堆積、
下部は 1次堆積と見られた。トレンチ 0の土層断面観察の記録によれば下部の 1次堆積層と見ら
れるものは複数に分層され、薄く堆積した上層は黄色味を帯びた色調をもちその下の層は上層よ
り白色でところどころ茶褐色の斑点が見られた。さらに下層には砂のように見える薄い層が観察
できた（ibid.）。こうした白色火山灰層の出土状態は先に述べたトレンチ 19やトレンチ 25のケー
スや 2016年にタスマル遺跡公園内の「大ピラミッド B1-1」東方に掘られた 2本の試掘坑でも同
様であった （Shibata, et al. 2019:122-125）。床 3については床 2と比較して薄いが、床 1より広く
床 2より狭い範囲で確認された。床 3よりさらに下層では別の床は検出されなかった （Shibata 

2005）。東 7番通りの緊急発掘調査において、現在のタスマル遺跡公園入口北側に設けたトレンチ
IIで見つかった床 3ではその下約 30センチメートルで炭化物試料を採取し C14年代測定にかけ
たところ紀元 390年から 600年という値が出た（Shibata 2005）。
一方、タスマル遺跡公園資料館拡張工事の可能性を探るための試掘が行われた際、同資料館の
トイレ前にトレンチM5 が設けられた。発掘調査の結果、黒色軽石粒を含む泥漆喰の床を 2枚検
出し、さらに下方から埋葬と先古典期後期の指標となる黒褐色浅鉢形土器が供物として出土した 

（Ito 2009: 20）。これら 2枚の床の特徴は先述のトレンチ IIで検出された 2枚の床と酷似しており
絶対高の値についても近似していたので、東 7番通りの緊急発掘調査で確認された床 2および床
3に連続するものと推測された （ibid.:Figura 44f）。

「大ピラミッド B1-1」の調査坑：
「大ピラミッド B1-1」の北側と南側に設定された調査坑であるトンネル 1とトンネル 2では、
平石を泥土で固めて積み上げ表面を泥漆喰で簡素にコーティングされた建造物の一部が検出され
た。床面の高さから 70センチメートルの高さまで垂直壁が立ち上がりそこから幅の狭い犬走と見
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られる段差があり、さらに 160センチメートル以上の高さで傾斜壁が立ち上がる （図 3a; 3b）。こ
れらの建築データは、1942年から 1953年にかけて実施された発掘調査時の写真で、「大ピラミッ
ド B1-1」の南東角や東側で観察された平石を泥土で固めて積み上げ表面を泥漆喰で簡素にコー
ティングされた建造物と特徴と一致する。また、「大ピラミッド B1-1」頂上直下の平石を泥土で
固めて積み上げ覆われていた「小神殿」の出土状況と酷似しており、「平石の建造物」の存在を示
唆するものと考えられる。先述のトンネル 1とトンネル 2では、「平石の建造物」を覆って建てら
れた「火山性礫の建造物」の存在が確認できた。同様の建築遺構の重なりがトレンチ 26の北側拡
張部分 12でも確認された（図 3a; 3b）。

タスマル遺跡公園入口横：
タスマル遺跡公園入口横にあるマウンド B1-3・4で行われた発掘調査からこれらのマウンドが
平面 H閉鎖型の球戯場であることが明らかになった。この建造物は火山性礫で造られ、表面の泥
漆喰による簡素なコーティングが部分的に確認された （Ito 2009:19, 20）。「建造物 B1-3・4」で見
つかった床面には火山性の赤色軽石粒が敷かれ、壁等が赤色で彩色されていたことがわかった。
ヌエボ・タスマル地区の「建造物 2b」でも同じ特徴が確認されており後古典期前期に属す （Shibata 

2005）。「建造物 B1-3・4」の下層では B1-1複合建造物群で確認された土製建造物や東 7番通りで
見つかった床と同じく泥漆喰でコーティングされた床と壁の立ち上がりが検出されている（Ito 

2009:19）。

4-3　B1-1複合建造物群の時期変遷
タスマル地区において 1942年から 1953年までボッグスにより実施された発掘調査に関する写
真からの建築遺構の分析、B1-1複合建造物群での測量調査に基づく建築遺構の重なり合いや前後
関係の確認、2005年から 2008年および 2010年から 2012年に名古屋大学とエルサルバドル文化
庁で実施したタスマル地区での発掘調査の結果、これらのデータを総合して主要な建造物の建築
様式を想定復元し、B1-1複合建造物群の変遷を見てみる。

「装飾モールディング付き傾斜壁の建造物（B1-1d-I, II）」：
先古典期後期（紀元前 400年～紀元 300年）の終末、タスマル地区では供物を伴って死者を弔

う埋葬が行われていた。当時、「装飾モールディング付き傾斜壁の建造物（B1-1d-I, II）」を含めて
いくつかの建造物の建設が同地区で始まっていたであろう。「列柱の神殿（B1-1d-III）」の正面階
段下で検出されたふたつの階段は「建造物 B1-1d-I, II」に関連すると推測される。これらの建造物
の絶対高と東 7番通りの床 3のそれと比較すると、タスマル遺跡公園の出入口から眺めれば「建
造物 B1-1d-I, II」は比高が 5メートルほどの小山のような大きさの建物に見えたことであろう。

「列柱の神殿（B1-1d-III）」（図 8下）：
「建造物 B1-1d-II」を覆って建設された「列柱の神殿（B1-1d-III）」はイロパンゴ火山の大噴火で
降下したと見られる白色火山灰層の上に建てられていることが、ボッグスの作成した 13号墓の断
面図から知ることができる（Shibata, et al. 2019:Figura 8）。同火山灰層の厚さは 40センチメート
ルあり、タスマル地区の B1-1複合建造物群とその周辺で検出されたイロパンゴ火山起源の白色火
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山灰層に関する他の事例では 1次堆積層は約 20センチメートルの厚さを持つことから、13号墓
で観察された白色火山灰層は 1次および 2次堆積のそれから構成されていると思われる。「列柱の
神殿（B1-1d-III）」は犬走の上に 2段から成る傾斜壁が造られ、その正面中央には幅 6.88メートル
のアルファルダ付き階段が設けられている。基壇上に残る上部構造は正面階段から入る「中央の
間」とその両袖に造られた「北の間」と「南の間」から構成されている。基壇部の立ち上がりか
ら上部構造の壁の上端までの高さは 6.4メートルである。「中央の間」の奥には出口があり、そこ
から幅 3.68メートルのアルファルダ付き階段で 7段以上昇ると「1号主神殿」に達する。「1号主
神殿」は大部分が大ピラミッド B1-1の内部に埋もれているためその正面の一部のみを発掘するこ
とができた。
タスマル地区の事例のように、正門あるいは複合建築の正面として建造物を建て後方の主神殿
に階段で接続するという建築様式は、グアテマラ市のカミナルフユ遺跡で発掘された F-VI-2マウ
ンド（マウンド B）の建造物 B-4のそれにも見て取れる（Kidder, et al. 1946:Fig.113）。建造物 B-4

に伴う B-1号墓からはウスルタン式多彩文浅鉢形取手・四脚付土器が出土しており、この形式の
土器は同時期のタスマル地区やエルサルバドル東部のケレパ遺跡で確認されている（ibid.: 

182,183）。我々の行ったタスマル遺跡の調査でも同じ形状の土器 2点が、「1号主神殿」と「列柱
の神殿（B1-1d-III）」を埋めて新たな複合建造物を建設する際の生贄とされた埋葬 1の供物として
出土している。（Ito 2009: Figura 39-1, 7）。つまり、「1号主神殿」と「列柱の神殿（B1-1d-III）」の
複合建造物はカミナルフユの建造物 B-4とほぼ同時期であり、後者の建物はタルータブレロ（傾
斜壁と枠付き垂直壁の組み合わせ）というテオティワカン文化に特徴的な建築様式で造られてい
た（Kidder, et al. 1946: Fig.113）。

図 8　「列柱の神殿 (B1-1d-III)」（下）、「建造物 B1-1d-IV」（中）
および「建造物 B1-1d-VII」（上）の想定復元図
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「1号主神殿」基壇部は犬走（高さ 60センチメートル、幅 160センチメートル）の奥から傾斜
壁が 1メートルの高さまで立ち上がるが、そこから上の部分は主神殿への階段の両側で残ってお
らず、おそらく、次の建造物 B1-1d-IVを建設する際に取り壊されたされたと推測される。この傾
斜壁とその上の “ 取り壊された ” 部分については、「建造物 B1-1b」の建築様式である傾斜壁と装
飾モールディング付き垂直壁との組み合わせ（疑似タルータブレロ）9）と同じであった可能性が
高い。層位学の視点から「列柱の神殿（B1-1d-III）」も「建造物 B1-1b」もイロパンゴ火山の降下
白色火山灰（TBJ）直上に建設されており、「列柱の神殿（B1-1d-III）」と「1号主神殿」は複合建
造物を構成するため、これら 3つの建造物が同時期のものと考えられる。興味深いことに、イロ
パンゴ火山の大噴火以前にテオティワカン文化がチャルチュアパの地に伝わっていたことは、同
遺跡カサブランカ地区でイロパンゴ白色火山灰層（TBJ）の下層からテオティワカン土器文化に
特徴的な三脚付円筒形土器が出土していることで推測される（Ohi 2000: 26, 27; Ichikawa 

2007a:134, 135）。
「1号主神殿」は方形の大基壇プラットフォーム上に建設されており、その北側には「北基壇」
と命名された幅 7.25メートルのアルファルダ付き階段をもつ建造物がある。「北基壇」と「1号主
神殿」の間には、イロパンゴ降下白色火山灰（TBJ）直上に建設された「建造物 B1-1b」が配置さ
れている。
独立した建造物と考えていた「北基壇」ではその北東角がボッグスの修復によりセメントでコー
ティングされ遺されており、この角から南方の直線上に設定した複数のトレンチ（トレンチ 21、
22、23、24）における発掘で、オリジナルの土製傾斜壁の上端部がまっすぐ南へ向かって続き大
ピラミッド B1-1の下に入って行ってしまうことが確認できた。つまり、「北基壇」と命名したも
のは先述の方形の大基壇プラットフォームの一部分であったと考えられる。これにより「列柱の
神殿（B1-1d-III）」を含め、東西南北に 4つの基壇が存在するのではないかという仮説は否定された。
ただし、「1号主神殿」と「列柱の神殿（B1-1d-III）」の複合建造物より前の時期に、東西南北の

4方向に建造物を配置した複合建造物が存在したかどうかについては、これまでの調査による発
掘面積が狭くわからない。方形の大基壇プラットフォームとその上に築かれた「1号主神殿」、そ
して「列柱の神殿（B1-1d-III）」から構成される複合建造物は、その機能が終わり 13号墓、14号墓、
18号墓および埋葬 1に犠牲者を納めて埋められ、次の「建造物 B1-1d-IV」に覆われた。

「建造物 B1-1d-IV」（図 8中）：
新たな建造物を建てるため「列柱の神殿（B1-1d-III）」は茶褐色土で埋められ、列柱の上端部か
ら 16センチメートル上に泥漆喰でコーティングされた新たな床が敷かれた。新規に建設された「建
造物 B1-1d-IV」の基壇は犬走とそこから立ち上がる 2段の傾斜壁から成るが、その長さははるか
に大きく南北双方へ両翼を広げたように拡張された。アルファルダ無しではあるが、同じ幅をも
つ正面階段が基壇西側の中央に造られている。基壇部上部構造の壁や柱の高さが「列柱の神殿
（B1-1d-III）」のそれと同じであると仮定して、「建造物 B1-1d-IV」の高さは基壇の立ち上がりから
柱の上端部までで約 8.5メートルとなる。新たな主神殿の床面の高さは「1号主神殿」のそれとほ
とんど変わりなく、その基壇部は傾斜壁のみから成る。「建造物 B1-1d-IV」の床面の高さは新たな
主神殿の床面レベルと同じになり、主神殿につながる通路から南北双方向へ階段が降りている。
新しい主神殿を載せた方形の大基壇プラットフォームは、「1号主神殿」を頂いた旧大基壇プラッ
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トフォームを東方へ拡張したものである。新大基壇プラットフォームの東壁は “ ボッグスのトレ
ンチ ” 内に残る最も旧い、アルファルダ無しの階段が付いた傾斜壁にあたる。「建造物 B1-1d-

V,VI」については「建造物 B1-1d-IV」とほとんど同じ建築様式で、西側の正面階段の幅のみがそ
れぞれ広くなったものと推測される。

「建造物 B1-1d- VII）」（図 8上）：
「建造物 B1-1d-VI」を埋めて新規に建てられた「建造物 B1-1d- VII）」は、犬走とそこから立ち
上がる 3段の傾斜壁から成る基壇をもつ。アルファルダ無しの正面階段がこれまでの建造物と同
様に基壇西側中央部に取り付けれているが、その幅は「列柱の神殿（B1-1d-III）」の正面階段の 2

倍ほどに拡幅された。「建造物 B1-1d- VII」上部構造の床面は「建造物 B1-1d-IV」のそれよりも 20

センチメートルかさ上げされ、泥漆喰により表面がコーティングされている。新規建造物の立ち
上がりから上部構造の柱上端部までの高さは「建造物 B1-1d-IV」の場合に課した同じ条件下で約 8.7

メートルとなる。
「建造物 B1-1b」基壇部はその北側と東側にのみ拡張される。同建造物の南側に主神殿の建造物
が存在するからと考えられる。主神殿を頂いた方形の大基壇プラットフォームはさらに東方へ拡
張され、その東縁は “ ボッグスのトレンチ ” 内に残る最も旧い傾斜壁を覆う 3段から成る傾斜壁
にあたる。

「大ピラミッド B1-1」（図 9）：
「大ピラミッド B1-1」南側に設定されたトレンチ 15の底から見つかった供物のひとつ黒色円筒
形土器には、その外面に旧首長から新首長への権力移譲の様子が浅浮彫で施されていたこと、そ
の土器の下から採取した炭化物試料の C14年代測定で紀元 545年から 635年（2σ）という年代
が示されたことから、主神殿と「建造物 B1-1d- VII」で構成される複合建造物から初期の「大ピ
ラミッド B1-1」の建造物に至る時期に根本的な建築様式の改変が行われたと推測できる。おそら
くその時期は古典期前期（紀元 300～ 600年）の終末か古典期後期（紀元 600～ 900年）のはじ
めであったであろう。
こうした建築様式の改変後、公共建造物の建設活動は続き少なくとも 6回にわたる改築を経て

図 9　「大ピラミッド B1-1」の想定復元図
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「大ピラミッド B1-1」に達したと考えられる。同ピラミッドの正面階段はこれまでと同様に西側
に造られ、「建造物 B1-1d- VII」上部構造の床面のレベルからその頂上へと昇る。少なくとも「大
ピラミッド B1-1」に付属する主階段にはアルファルダが付いていた。「大ピラミッド B1-1」の建
築様式は装飾モールディング付き垂直壁で、同ピラミッドの頂上直下に建てられた「小神殿」も
同様の建築様式で造られた。正面階段は「小神殿」の手前で踊り場となるが、その小建造物の両
側から再び階段がはじまり「小神殿」の後ろでひとつとなって「大ピラミッド B1-1」の大神殿へ
と至る。つまり、正門あるいは複合建築の正面として建造物を建て後方の主神殿に階段で接続す
るという建築様式は、「大ピラミッド B1-1」の時期になっても継承されたようである。「建造物
B1-1b」は装飾モールディング付き垂直壁の下端部まで埋められ、単純な方形の建造物となった。
この建造物の北側と東側に新たに建造物が造られるがデータ不足でそれらの詳細については分か
らない。「大ピラミッド B1-1」を頂いた方形の大基壇プラットフォームはさらに東方へ拡張される。
その東縁は “ ボッグスのトレンチ ” の外側にあたる。方形の大基壇プラットフォームの上部、つ
まり、「大ピラミッド B1-1」の階段前に至るために大基壇プラットフォームの西側に階段が設け
れれていた。その階段のアルファルダは「大ピラミッド B1-1」のものよりさらに幅が広い（図 2）。
この主階段を昇り「大ピラミッド B1-1」の正面階段の前に至ると、その両側（南側と北側）に細
長い建造物があったことがボッグスによる修復跡から推測できる。大基壇プラットフォームの北
側には非常に幅の広い階段が造られ、その上端から装飾モールディングを施した垂直壁が立ち上
がっている。「大ピラミッド B1-1」は周囲を何らかの建造物で囲まれていたと考えられるが、建
築データが少なくよくわからない。ただ、大基壇プラットフォームの北東に内側から外側に向かっ
て昇る幅広の階段が修復されている。主神殿と正面建造物で構成される複合建造物（古典期前期）
からピラミッド神殿複合建造物（古典期後期）に至る時期に根本的な建築様式の改変が行われた
と推測できると先に述べたが、B1-1複合建造物の軸線についても変化が見られる。軸線の方向は
常に東西方向であるが、ピラミッド神殿複合建造物の軸線は主神殿と正面建造物で構成される複
合建造物の軸線より南へ移動している（図 10）。

「平石の建造物」：
「大ピラミッド B1-1」はその後、平石を泥土で固めて積み上げ表面を泥漆喰で簡素にコーティ
ングした建造物に覆われる。この「平石の建造物」が建設される際、「大ピラミッド B1-1」頂上
直下にあった「小神殿」が建物後方の屋根の高さから斜めに取り壊され、泥土で固めて積み上げ
た平石に覆われてしまった。「平石の建造物」に関するデータは非常に乏しく、その建築様式の詳
細について知ることは難しい。2010年から 2012年に実施されたトンネル発掘で、床面の高さか
ら垂直壁が 70センチメートルの高さまで立ち上がりそこから幅の狭い犬走と見られる段差が続
き、さらに傾斜壁が 160センチメートル以上の高さまで立ち上がるというデータのみである（図
3a; 3b）。
因みに、ペンシルバニア大によるペニャテ地区の調査で、4、5基ほどの細長いプラットフォー
ム状建造物が楕円形の広場のまわりに建設されていることがわかっている。中でも、「建造物
C1-8」と「建造物 C1-9」は平石を積み上げて造られていた。特に後者の建物では泥漆喰による表
面のコーティングが確認されている（Sharer 1978:114, 115）。
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「火山性礫の建造物」：
「平石の建造物」は後に火山性礫を建築材とする建造物に覆われる。この「火山性礫の建造物」
の建築材は自然石のままで加工されたものは少ない。方形の大基壇プラットフォームもこのタイ
プの礫に覆われていたようであるが、その建築様式についてはよくわかっていない。「大ピラミッ
ド B1-1」の南西に位置する「建造物 B1-2」は、その建築遺構の位置関係から「火山性礫の建造物」
の後に建設されたことがわかる。2005年に実施された「建造物 B1-2」の調査時に採取した炭化物
試料から、この建造物の年代は紀元 770年から 1000年、つまり古典期後期から後古典期前期と出
ている（Kato 2006:16）。また、「建造物 B1-2」の建築様式については、メキシコのイダルゴ州トゥー
ラ遺跡の建造物 B、Cによく似ている（Valdivieso 2005: 196, 197）。

「建造物 B1-3・4」：
「建造物 B1-3・4」は平面 H字閉鎖型の球戯場であり、「火山性礫の建造物」と同じ建築材を使っ
て造られている。後古典期前期に属す。

5　結論

タスマル地区において 1942年から 1953年にかけて実施されたボッグスによる発掘調査の写真
に基づく建築遺構の重なり合いや前後関係の分析、B1-1複合建造物群の測量調査による建築様式

図 10　タスマル地区 B1-1複合建造物群の第 1期（Fase 1）
および第 2期（Fase 2）の中心軸線
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や建築技法の理解、タスマル地区において 2004年から 2012年にかけて名古屋大学とエルサルバ
ドル文化庁の合同考古学調査で得た新たな建築遺構の記録を基に、これらすべてのデータを総合
し主要な建造物の建築様式を想定復元し、B1-1複合建造物群の変遷を見てきた。さらに B1-1複
合建造物群の時期区分を試み、それらの建築特徴を示しつつその背後にある歴史的事象を考察し
てみる。

第 1期：
第 1期は「建造物 B1-1d-I」やタスマル遺跡公園前の東 7番通りで見つかった床 3の建設で始ま

る。この建造物と「建造物 B1-1d-II」に関しての詳細は、発掘が不十分でよくわかっていない。
同街路のトレンチ IIで見つかった最も旧い床（床 3）より下層で検出された炭化物試料による
C14年代測定で、第 1期の始まりは紀元 4世紀の終わり頃と考えられる（Shibata 2005）。また、
タスマル遺跡公園資料館トイレ前に設けたトレンチM5で、床 3のレベルより下層で出土した埋
葬に伴う土器が先古典期後期末の指標となる形式のものであることからも、チャルチュアパにお
ける先古典期文化は当時終末を迎え古典期文化へと移行していたと推測される（Ito ed. 2009:20）。
一方、先スペイン時代のチャルチュアパにおいて最初に都市活動の始まったエル・トラピチェ
地区では都市の主要建造物の中心軸が南北方向であり、その後都市域を南方へ拡大していったが、
「建造物 B1-1d-II」を覆って建設された「列柱の神殿（B1-1d-III）」はそれ以前に建てられた 2つの
建造物と同様、東西方向に建物の中心軸をもつ（図 10）。これら時期的に前後する 2つの地区で
の状況を比較すると、先古典期から古典期にかけて古代チャルチュアパの都市計画に抜本的な変
更が為され、都市の中核がエル・トラピチェ・カサブランカ地区からタスマル地区へと移ったと
考えられる。都市の中心軸に関する抜本的な変更は、先古典期後期から古典期前期末の時期にお
いて最も重要な古代都市の中で代表的なテオティワカンやカミナルフユでも観察される　
（Sugiyama, N., et al. 2013; Sugiyama, S., et al. 2007; Sugiyama, S., et al. 2003; Kidder et al. 1946; 

Shook et al. 1952）。これらふたつの古代都市はメソアメリカ古代高文化領域におけるそうした移
行期において重要な役割を担っていた。テオティワカンでは当初都市の中心軸が南北方向で、「死
者の大通り」に沿って「月のピラミッド」を通りゴルド山へと至るものであったが、その後「ケッ
アルコアトルの神殿」や「太陽のピラミッド」を建設するにあたって東西方向の軸線も重視した
ものと見られる。カミナルフユでは、先古典期後期において最大規模のピラミッド神殿のひとつ
である「建造物 E-III-13」は南北方向を建物の軸線として建設されているが、古典期前期に属する
主要な「建造物 A・B（マウンド F-VI-1・2）」は東西方向を方向軸として建てられていた。チャル
チュアパの古代都市の新たな中核となったタスマル地区では、「列柱の神殿（B1-1d-III）」や「建
造物 B1-1b」の建設に着手したところで大自然災害に見舞われる。それはイロパンゴ火山の大噴
火で、その時期は紀元 5世紀はじめから 6世紀はじめの間とされている。TBJと呼称されるイロ
パンゴ火山起源の降下白色火山灰はチャルチュアパの古代都市も覆ったことであろうが、この大
噴火によって都市の建設活動は長期にわたって中断されることはなかった（Shibata, et al. 2019）。
というよりも、イロパンゴ火山の大噴火に見舞われながらタスマル地区では都市の建設活動がさ
らに活発化した。「列柱の神殿（B1-1d-III）」を覆って「建造物 B1-1d-IV」が建設され、それを頂
く方形の大基壇プラットフォームも東方へさらに拡張された。主神殿の両側には、傾斜壁と装飾
モールディングの付いた垂直壁から成る疑似テオティワカン様式（疑似タルータブレロ）の建物
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が「列柱の神殿（B1-1d-III）」の時期と同様に配置されていた。その後も、建造物の拡張改築が「列
柱の神殿（B1-1d-III）」と同じ建築様式に基づいて「建造物 B1-1d-IVII」まで継続された。
第 1期におけるチャルチュアパでは、建築、土器、石彫等様々な面でテオティワカン文化の影
響が明らかに見られる。具体的には、傾斜壁と装飾モールディングを付けた垂直壁の組み合わせ
（疑似タルータブレロ）、三脚付円筒土器、蛇の舌を装飾したカンデレーロ、蛇の舌を彫刻した石彫、
「新しい火」を表現する装飾と「火の老神（ウエウエテオトル）」が彫られた石製香炉などを挙げ
ることができる。テオティワカン文化の拡大の要因については、軍事侵略、長距離貿易のコント
ロール、宗教の強要など様々な説があるが（Braswell 2004; Carpio 1999; Manzanilla 2017）、汎メ
ソアメリカという概念が古典期前期にマヤ南東部地域にも及んだことは確かであろう。テオティ
ワカン文化を受け入れたタスマルの古代都市は例外ではないが、テオティワカン文化を自分たち
の手法で解釈し咀嚼したものと言えるであろう。つまり、テオティワカン文化を全体的にそのま
ま受け入れたのではなく、地域的な特徴あるいは土地固有の文化と融合させたと考えられるので
ある。

第 2期：
タスマル地区では「建造物 B1-1d-VII」が機能を終えた後、その公共建築に大きな変化が訪れる。
主要建造物の中心軸は第 1期と同じく東西方向であるが、南へ移動する（図 10）。さらに、建物
は高いピラミッド状建造物となり、この時期の始まりには権力の移譲を表現した浅浮彫装飾の黒
色円筒土器が他の供物とともに建造物の南東隅に埋納された。この円筒土器下から採取した炭化
物試料による C14年代測定で、紀元 545年から 635年（2σ）という値が出た。おそらく、第 2

期のはじまりは古典期前期終末か、あるいは古典期後期のはじめとなると考えられる。
第 2期では、主要建造物が少なくとも 6度にわたって改築され、最終的に「大ピラミッド

B1-1」に至る。この建造物の建築様式はピラミッド状で装飾モールディングを施した垂直壁をもち、
建造物の高さが低く傾斜壁と装飾モールディング付き垂直壁から成る第 1期の主要建造物と異な
る。同時期の建築様式はチャルチュアパ地域から東へと伝播し、サポティタン盆地のサン・アン
ドレス遺跡に遺る、表面を泥漆喰でコーティングした土製建造物群にも見られる。この時期には、
メキシコ中央高原のみならずメソアメリカの各地においてテオティワカン文化の衰退が続いた。
そうした状況下、タスマルの古代都市においても新しい時代が始まったようである。

第 3期：
「大ピラミッド B1-1」の最後の時期、頂上直下にあった「小神殿」はその上半分が斜めに取り
壊され、平石を泥土で固めて積み上げ表面を泥漆喰で簡素にコーティングした建造物に覆われて
しまう。この「平石の建造物」については建築様式がよくわかっていない。垂直壁と傾斜壁を組
み合わせたピラミッド状建造物であったと推測されるが、細部については明らかではない。タス
マル地区から北へ 1キロメートルほどのところにあるペニャテ地区では、「平石の建造物」と同じ
建築技法で造られた細長いプラットホーム状建造物が確認されているが、近代の都市化により破
壊されてしまい、今ではもう見ることができない。シャーラーの調査では平石で造られたこれら
の建造物の数は多くなかったようだ。チャルチュアパ遺跡で発掘された「平石の建造物」と酷似
した建築技法で造られた建造物は、隣国グァテマラの高地マヤ北部、バハ・ベラパス県にあるロス・
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エンクエントロス遺跡とチトマックス遺跡（Ichon 1996:125-130）やキチェー県のロス・セリートス・
チホフ遺跡（Ichon 1992）、グアテマラの南東部でエルサルバドルと国境を接するフティアパ県に
あるパパルアパ遺跡やアスンシオン・ミタ（ミクトラン）遺跡（Barrientos, et al. 1999:336-337; 

Mata 2010）で確認されている。グアテマラ高地マヤ北部のチクソイ川中流域で見つかった前者の
遺跡では、後古典期に「長い家」と呼称される建造物に繋がる細長い建造物や、古典期後期の社
会的に重要な地位にない墓を暴くという習慣など、それ以前とは異なる文化的特徴が見られる。
特に、ロス・エンクエントロス遺跡では暴かれた墓が再利用されたようだが、ロス・セリートス・
チホフ遺跡のケースでは墓が暴かれたのち埋め戻されてしまった（Ichon 1996:126）。こうした状
況を、人々がメキシコ湾岸から低地マヤを通過し高地マヤへと移動した結果と捉え、古典期終末
期（紀元 900～ 1100年）に相当すると考える研究者もいる（Ichon 1996:125-130; Ichon 1992:137-

144）。
一方、フティアパ県にあるパパルアパ遺跡は黒曜石を産するイシュテペケ山の近くに位置し、
平石で造られた複数の建造物が報告されている（Barrientos, et al. 1999:336）。アスンシオン・ミ
タ（ミクトラン）遺跡は、イシュテペケ山の約 10キロメートル南、同名の町の南側にある。この
遺跡は、低地マヤの要素をもつ遺跡で最南東部に位置し、平石で造られた建造物や球戯場、持ち
送り式アーチ（マヤ式疑似アーチ）、持ち送り式アーチ工法により石で蓋をされた墓、多彩文土器、
コパドール式土器、球技に関連するユーゴやアチャなどが特徴としてあげられる。最後に挙げた
4種の遺物については古典期後期の指標と見なされるものである。因みに、遺構の層位的位置関
係からタスマル地区の「平石の建造物」と同時期とみられる 2号墓は「建造物 B1-1b」の階段正
面に掘られており、人骨を埋葬した 棺墓を持ち送り式アーチ工法で平石を利用し蓋をしている。
副葬品のひとつとしてアチャが供伴していた。
以上から、タスマル地区の「平石の建造物」も古典期終末期（紀元 900～ 1100年）に属すこと

が推測される。「平石の建造物」という視点からその分布を見るとウスマシンタ川の上流にあたる
チクソイ川中流域やエルサルバドルとの国境に近いイシュテペケ山の南に同種の建築技法で造ら
れた建造物の存在が認められ、こうした平石と泥土を利用して建造物を建てるという習慣はメキ
シコ湾岸から低地マヤを通過して高地マヤへ、さらにグアテマラ南東部を通りエルサル西部地域
へと展開していったのかもしれない。ただ、ヒトの移動が建築技法の伝播を促すのかその知識だ
けがヒトづてに動くのか解釈が難しいところである。

第 4期：
「平石の建造物」はその後「火山性礫の建造物」に覆われてしまう。この建造物の時期には、火
山性礫を建築材として様々な建物が「火山性礫の建造物」の周辺にも造られた。例えば、円形の
基壇プラットホーム、方形基壇プラットホーム、楕円形基壇プラットホーム、平面形 L字形基壇
プラットホーム、球戯場（「建造物 B1-3・4」）などを挙げることができる。また、住居址と見ら
れる遺構では石を葺いて基礎としている（Amador 2006; Shibata 2005）。
第 4期になるとチャルチュアパの中で最も旧い時期に相当する地区、例えばエル・トラピチェ
地区やカサブランカ地区などで、マウンドとなって遺るかつての建造物の上や周囲に供物を捧げ
たり供物を伴う埋葬をしたようである（Ichikawa 2007b:21-23, 46-50, 55-56; Ohi 2000:68-70; Sharer 

1978:74-78）。
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こうした火山性礫を建築材とした建物に供伴する遺物は、土器、石器、石彫、土製品、金属製
品であり、具体的には、土製パイプ、黒曜石製石鏃、銅製あるいは銅と亜鉛の合金製の鈴、磨か
れた黒曜石製品など後古典期に特徴的な遺物である。その担い手はナワ系言語を話す人々であろ
う（Ohi 2000:358）。タスマル地区において最後に建てられた建造物は「建造物 B1-2」であるが、
その建造物が建っている位置を考えると、「火山性礫の建造物」と「建造物 B1-2」が同時に機能
していたのかどうか時期的前後関係が明白ではない。

チャルチュアパ遺跡タスマル地区で盛衰した B1-1複合建造物群の中で主要な建造物の建築様式
を想定復元しその変遷を見てきた。さらに、それら建造物の時期区分を試み背後にある歴史的事
象を考察してみた。その中で、古代都市タスマルの歴史はその近隣やマヤ南東部地域において閉
じてしまうのではなく、そのダイナミックな動きは常にメソアメリカ古代高文化領域全体とシン
クロしていることが理解できた。本稿で扱った、タスマル地区の B1-1複合建造物群の想定復元と
その変遷、そして建造物群の時期区分とその歴史的背景についてはまったく的外れなものでもな
いと思う。ただ、研究・分析の過程でさらなる問題や疑問が出てきているのも事実であり、今後
さらなる調査・研究を通してタスマル地区をはじめとしたチャルチュアパ遺跡全体をよりよく理
解し、メソアメリカ古代史研究の中に位置づけることに貢献できればと心を新たにしている。
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注

１） 本論考は、筆者がスペイン語で執筆した “¿Cómo fue el desarrollo constructivo del complejo 

arquitectónico B1-1 del sitio arqueológico Tazumal?”（エルサルバドル国立人類学博物館紀要『ア
ナレス』61-62号に掲載予定）をもとに日本語で作成したものである。



柴田　潮音

─ 138 ─

２） 4章は、スペイン語で書かれたタスマルプロジェクト最終報告書（Ito ed. 2016）に載せた筆者の
文章をもとに日本語で作成したものである。

３） ADASは、Archivo de la Dirección de Arqueología de la entonces Secretaría de Culturaの略称。
４） Número Peabody: 58-34-20/39775の写真を参照のこと。
５） タスマルプロジェクトの最終報告書ではスペイン語で「ポソ（pozo）」と「トレンチ（trench）」

という用語が使われているが、発掘した調査坑はすべて通し番号となっているので、本稿では用
語を統一し「トレンチ」とする。

６） アルマンド・ゲバラ氏はタスマル遺跡公園のメンテナンスを行うエルサルバドル文化省の職員で、
彼の祖父がスタンレー・ボッグスの率いるタスマス発掘調査に参加した際に見分したことをアル
マンド氏に語ったもの。

７） Número Peabody: 58-34-20/42360, 42361, 42362, 42363, 42364, 42369, 42374の写真を参照のこと。
８） Número Peabody: 58-34-20/42378, 42379, 42380の写真を参照のこと。
９） テオティワカンとカミナルフユの双方の遺跡で発掘されたタルータブレロ様式の建造物では、タ

ルー（傾斜壁）の上端部に平石を置いて上部のタブレロ（枠付き垂直壁）を物理的に支えている。
タスマル地区の「建造物 B1-1b」や「1号主神殿」基壇部の発掘調査では、この手の平石の存在
が確認されなかった。おそらく、タルータブレロの形態だけを真似て建設されたものと思われる。
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〈研究ノート〉
戦前日本におけるラテンアメリカ研究（Ⅱ）
― 大正末期～戦前昭和期における移民研究の進展 ―

 辻　　　豊　治＊

前稿について（要約と追補）

本研究は戦前の日本においてラテンアメリカがいかに認識されていたかという問題意識の下
に、戦前どのようなラテンアメリカ文献が出版されたかを調査し、その内容を紹介することを目
的とする。対象文献を江戸・明治・大正の各時期と昭和期とに二分し、前者をとりあえず先行研
究期として位置づけた。前稿 1）ではこの先行研究期における代表的なラテンアメリカ文献を紹介
した。日本におけるラテンアメリカ文献は西川如見の『増補華夷通商考』（1708年）を嚆矢とす
るが以後、新井白石、前野良沢、司馬江漢から福澤諭吉に至るまでいずれも蘭学者によって著さ

キーワード
戦前日本、ラテンアメリカ研究、移民研究、移民と植民、ブラジル

Resumen

Los estudios latinoamericanos en Japón se desarrollaron dramáticamente desde el final 

del período Taisho hasta el período Showa. Esto se refleja en la circulación de la literatura 

latinoamericana. En particular, los estudios brasileños hicieron progresos notables con 

el rápido aumento de la inmigración japonesa a Brasil. El interés en los asentamientos 

de la Amazonia brasileña también aumentó, y en 1926 se envió un equipo japonés 

de investigación de la Amazonia. Muchos documentos apuntan a los prometedores 

asentamientos del Amazonas. Además, se publicaron libros que presentaban la situación 

económica y política de América Latina donde los inmigrantes japoneses vivián o vivirían 

en el futuro, y se extendió el interés en los campos de la cultura, la antropología, la 

arqueología y las ciencias naturales. Este artículo cubre la literatura sobre inmigración 

a Brasil, México, Perú, etc. desde el final del período Taisho hasta el período Showa 

anterior a la guerra. En particular, “Los estudios de inmigración brasileña”, por Kumao 

Takaoka, “La historia del desarrollo japonés en Brasil”, editado por Ikutaro Aoyagi, y “La 

historia de la expansión japonesa al ultramar”, por Toraji Irie, se encuentran en el más alto 

nivel de investigación de la inmigración antes de la guerra, y presentamos principalmente 

los contenidos de estas obras. En este artículo, pretendemos aclarar la historia de la 

inmigración previa a la guerra a través de la revisión de la literatura.

＊　京都外国語大学名誉教授
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れた。明治期に入ると日本が国際舞台に登場する一方、国内においては人口増加に伴う食糧問題
や失業問題が深刻化し、富国強兵政策と結びついて海外進出の一環として海外移民が推進された。
ハワイ・北米、南方 2）・南洋群島 3）、満蒙とともにラテンアメリカが移民受け入れの「発展地」
として注目された。その結果、メキシコへの榎本殖民（1897年）、ペルー移民（1899年）、ブラジ
ル移民（1908年）が実行された 4）。日本のラテンアメリカ研究は移民開始の前後から本格化する。
明治・大正期には主要国の独立以降の通史はほぼ出揃っていたが、通史を超えるラテンアメリ
カ史のより深い理解には、社会変革をめざす社会思想や社会運動の担い手を歴史的に位置づけて
いく必要がある。このような観点から、最終章ではラス・カサス、トゥパク・アマル、マルティ、
サパタ、ビリャ 5）、アヤ・デ・ラ・トレ、マリアテギ、サンディノについて戦前文献でどのよう
に取り上げられたかを紹介した。なお、ラテンアメリカ史のなかの最重要人物であるボリバルを
日本で最初に紹介した文献は大槻西磐『遠西紀略』（1855年）である 6）。
前稿では大正期の重要なラテンアメリカ文献である野田良治『世界之大寶庫南米』（大正 9年）
および高岡熊雄『ブラジル移民研究』（大正 14年）を紹介できなかった。前著については『世界
之大寶庫新南米』として改訂版が 1927年に出版されており、昭和期の文献として改めて紹介する
こととする。また後著については貴重な学術的移民研究であり、大正期末期の移民文献として本
稿で紹介したい。

はじめに

日本におけるラテンアメリカ研究は江戸期に地理・歴史・社会の断片的情報が紹介され、明治
後期に移民関連文献が現れた。その一方、世界史や西洋史の文献のなかにラテンアメリカの歴史
が部分的ではあれ言及された。大正期にはブラジルを中心として移民研究が本格化するとともに
移民受け入れ国についての情報収集のための調査や視察記などが出版され、またパナマ運河への
関心が高まり、ラテンアメリカの全体像を模索する気運が起こっていた。昭和期に入ると文献も
飛躍的に増加し、ブラジル研究がさらに進展する一方、1926年にアマゾン調査團が派遣されるな
どアマゾンへの入植についての議論が起こり、その後のアマゾン開発が言及されている。さらに
移民たちが居住しているか、あるいは将来居住することになるラテンアメリカの経済事情、政治
事情が紹介され、また文化、人類学、考古学、自然科学の分野にも関心が広がった。
本稿では大正末期から戦前昭和期におけるブラジル、メキシコ、ペルーなどへの移民関連文献
を取り上げる。とくに高岡熊雄『ブラジル移民研究』、青柳郁太郎編著『ブラジルに於ける日本人
發展史 上下巻』、入江寅次『邦人海外發展史 上下巻』は質量とも戦前の移民研究の最高水準に位
置しており、これらの著作を中心に内容紹介していきたい。
なお本稿が全体として戦前ラテンアメリカ移民史の再構成の一助になれば幸いである。

1　ラテンアメリカ移民関連年表 7）

最初に戦前における日本からラテンアメリカへの移民についての概観を年表として示しておき
たい。
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明治期
1868　  グアム移民 40名、ハワイ移民 143名渡航
1869　  カリフォルニア移民 40余名渡航
1872　  マリア・ルス号事件（1873日秘和親貿易航海仮条約のきっかけとなる）
1888　  日墨修好通商航海条約締結
1889　  高橋是清、日秘鉱業会社を起こす
1891　  吉川泰次郎と佐久間貞一、日本吉佐移民設立
   メキシコに帝國領事館を開設　外務省に移民課を置く
1893　  榎本武揚、殖民協會設立　殖民協會會員根本正、メキシコ視察
   ハワイ移民 130余名、グアテマラに転航
1894　  移民保護規則（移民周旋人への規制）交付　ブラジルから日本吉佐移民にサンパウロへの

移民誘致　根本正、ブラジル他への現地調査
1895　  日伯修好通商航海条約締結
1897　  榎本武揚、メキシコ政府とチャパス州エスクイントゥラ官有地払下げ契約を締結し、36名

が入殖　日本力行會 8）（創立者嶋貫兵太夫牧師）設立
   東洋移民（日本吉佐移民を母体）、ブラジル移民計画失敗（コーヒー価格の暴落による）　

ブラジルに帝國公使館開設
1899　  森岡商會（森岡眞設立）による第 1回ペルー契約移民 790名、佐倉丸にて渡航
1905　  ペルー・アマゾン（タンボパタ）に最初の入植者 12名
1906　  水野龍、サンパウロにおいて移民交渉開始
1908　  皇國殖民（水野龍設立）による第 1回ブラジル移民 781名、笠戸丸にて渡航
   外務省、『移民調査報告』刊行
1910　  竹村殖民（竹村與右衛門設立）による第 2回ブラジル移民、906名渡航
1912　  東京シンジケートとサンパウロ州、イグアペ植民契約締結
大正期
1913　  森岡商會、森岡移民と社名を改称　伯剌西爾拓殖（會社）設立
   イグアペ植民地を構成するジプヴラ（桂）植民地事業開始
1914　  サンパウロ州、渡航費補助打切り　永田稠、日本力行會會長に就任
   サンパウロ總領事事務所開設
1915　  サンパウロ州にて平野植民地開設　サンパウロ市に大正小學校開校
1916　  欧州大戦による欧州からブラジルへの移民激減により、日本人移民復活
   南米殖民、東洋移民、森岡移民 3社によりブラジル移民組合結成
1917　  移民会社 4社（南米殖民、東洋移民、日本殖民、日東殖民）を併合して国策会社海外興業

設立　ブラジルで最初の日本人移民攻撃演説（ラセルダ議員）
1919　  星製薬、ペルー・ワヌコ県ウァヤガ河畔に 30万町歩の土地購入
1920　  海外興業、森岡移民を吸収して唯一の移民会社となる　ペルー帝國公使館設置
1922　  信濃海外協會設立（1924サンパウロ州アリアンサ移住地建設開始）
   ブラジル独立百年記念祭に南米實業視察團派遣
1923　  サンパウロ州、日本人移民への渡航費補助廃止（1926　最終打切り）
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   最初の排日移民法案がブラジル連邦議会に提出
   野口英世、バイアで黄熱病研究に従事
1926　  鐘紡の福原八郎を団長とするアマゾン調査團出発
戦前昭和期
1927　  海外移住組合聯合會設立
1928　  内務省所管神戸移民収容所開所（1932年 拓務省に移管され、移住教養所と名称変更）　ア

マゾニア開拓のため南米拓殖とアマゾン興業の設立
1929　  拓務省（移民事務と海外拓殖事業を担当）設置
   ブラジル拓殖組合（ブラ拓）設立され、バストス移住地、チエテ移住地購入
1931　  満州事変勃発
1932　  上海事変（第一次）勃発
1933　  バストス産業組合結成　アマゾニア産業研究所設立
1934　  ブラジル政府による移民制限
1935　  アマゾニア産業設立　拓務省内に東亜課、南米課、南洋課設置
1936　  ペルー政府、移民および営業制限令公布
   パラグアイのラ・コルメナ移住地に最初の日本人移民 100家族入植
1937　  ヴァルガス「新国家体制」樹立し、移民同化政策
1939　  アリアンサ産業組合、5組合を併合
   サンパウロ市に日本病院（聖十字病院）創設

2　大正末期における移民文献

2-1　藤田敏郎『南米の殖民地』（1924年）
著者はメキシコでの榎本殖民計画を支えた人物で、1923年までの 6年間在伯臨時代理公使を務
めた。本書は、1923年の帰国以来行った 30回余りの講演原稿を基に出版されたものである。11

～ 12年前のサンパウロ州における日本人移民はコーヒー耕地に雇われ、賃金と間作（コーヒー樹
間に作物を植え、その収益は供与される）の利益を貯蓄した。その後、サンパウロ市を起点とす
る鉄道建設が進み、沿線の大小地主は土地を分割、売却することとなった。日本人やイタリア人
が「年賦にて低廉なる土地を購入し、或いは借地して、開拓をなし、先ず米、玉蜀黍、豆、棉花
等収穫の早きものを耕作し、漸次珈琲を植付けたるなり」（p.132）。1922年末には在伯邦人は 3万
7000余りに達し、土地は 7万 7000町歩 9）、コーヒー樹 700余万本を有していた。しかし「我が
移民は餘りに各自に放任」（p.138）されている。ドイツでは「官民合同し、相當の金を募集して、
移殖民に多大の具體的便宜を與へたり」（p.139）。一方、「共同一致の念に乏しきは、日本人の性
癖」（p.140）で、地主や店主、高利貸、仲買人等に付け込まれている。「最初より申合せて、統一
せる組合を設け、一緒に土地を購入して殖民せば」（p.141）として集団的な殖民地建設を提唱し
ている。

2-2　富田謙一、景山知二『秘露と日本―南米ペルー大統領レギーア―』（1924年）
本書はペルーの近代化を進め、日本人移民導入に多大な貢献をしたレギア大統領に捧げたもの
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で、その経歴と業績に多くの頁を割くとともに、日本人移民の動向について言及している。日本
人導入ついては後述の（入江 1942:上巻第 14章）にその経緯が紹介されている。日本は毎年 70

万人の人口増加を続け、この問題に対しては結局、「海外移植を奨勵」（p.190）していくしかない。
その候補地として国内の安定性や輸送の利便性から南米が最適だとする。1910年には東洋汽船が
最初の南米航路を開き、やがて毎月就航することになった。ペルーの日本人移民は契約移民とし
て耕地に入り、次第に都市とくに首都に集中し、小商いから食料雑貨店へ、さらに日本商品の輸
入販売業へと上昇する経路が開かれたが、これには定期航路の開設が背景にある。日本人として
ペルーにおける最初の投資は星製薬社長星一 10）による（1919年のワヌコ県ウァヤガ河畔におけ
る）コカなどの薬草栽培用地の購入である。

1921年のペルー独立百年祭に際し、アルゼンチン政府はサン・マルティン騎馬像（サン・マル
ティン広場）を寄贈した。同様に在留英人は運動競技場、独人は大時計台、伊人は美術館、そし
て在留邦人はインカ帝国の始祖マンコ・カパック像（ラ・ビクトリア区マンコ・カパック公園）
をそれぞれ寄贈した。

2-3　高岡熊雄『ブラジル移民研究』11）（1925年）
著者は北海道帝國大學において農政学、植民学を講じる。本書は専門の立場から海外移民の必
要性を説いた全 402頁の本格的な移民研究である。以下はその概要であるが、数字は実数ではな
く比率あるいは概算で表している場合がある。
日本の農業は 2町歩未満が 92％を占め、労力の過剰が貧困化を進める。問題解決のためには海
外への移民しかない。1920年における在外邦人 56万 272人のうち農業従事者は 29.51％を占める。
ラテンアメリカでは 75％に達する。しかし海外移住が低調なのは、移民政策の欠如、渡航費用の
不足、メキシコ、ペルーでの移民事業の失敗が影響している。北米や豪州は排日が厳しく、残る
はアジア東北部の満蒙および沿岸州と南米である。南米ではブラジルが有力であるが、未だに調
査研究は進んでいない。1820～ 1923年に同国への移民総数 386万 2913人、内訳は伊 37％、葡
29％、西 14％、独 4％、日本は 0.8％で 9位である。
著者は、今後日本人の移住地としてブラジルが有望であるかどうかを気候、衛生状態、有色人
種への差別、国法上の日本人の位置づけ、開墾地の余剰、規模の大きい農業的企業の可能性につ
いて検討していく。全国の平均気温は「暑からず寒からず」である。1922年の死亡率を比較する
と日本が 29.09％に対し、ブラジルは 17.92％であり、マラリヤ、黄熱病など風土病はあるが、死
亡率が低いのは当地が健康地である証明である。黄熱病は野口英世による血清療法により恐れる
ことはない。ブラジルは歴史的に雑婚を重ねて混血が多数を占め、人種差別観念はきわめて薄い。
「法律の前には何人も平等なり」と憲法で規定され、内外人を問わず種々の自由権、所有権が認め
られている。農業的企業をなすには土地を獲得することが重要である。所有権が設定された土地
（所有地）は全面積の 5分の 1にすぎず、残りは未処分の土地である。さらに所有地といっても大
部分は天然林や放牧地として放置されているのが現状である。土地には官有地と私有地があり、
前者の処分は州政府に任されており、多くは無償で提供されるが、交通不便で地味も劣ることが
多い。私有地は交通の便も良く、経営には有利である。以上の点を留意して土地を獲得すれば、
トウモロコシ、コーヒー、豆、甘藷、米、棉花などが有望な作物となる。
以下、日本人移民のさまざまなデータを示し、提言を行っている。サンパウロ州の補助対象が
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家族移民であるところから、ブラジル移民は当初から家族移民を主とし、1908～ 1923年一家族
の平均人員は 4.07人である。また男女比は男性 100に対し女性 72.3である。移民の出身地では九
州 39％、沖縄 18％、中国 14％とこの 3地方で全体の 71％を占めている。1923年までにブラジル
に渡航した 3万 1250人の移民の内訳はサンパウロ州補助移民 86％、イグアペ家族移民 7％、サン
パウロ州自費家族移民 0.5％、無補助夫婦移民 0.9％、ミナスジェライス州家族移民 0.5％、ミナス
ジェライス金鉱移民 0.3％、熟練職工移民 0.2％、呼寄移民 5％となっている。サンパウロ州補助
移民は主にコーヒー園での労働、イグアペ家族移民は海外興業所有地を購入して農業経営に従事
するものである。

1923年末での邦人移民総数は 3万 9000人と推定しうる。州別の分布でみるとサンパウロ在住
が 88％、パラナおよびリオグランデドスール 5％、マットグロッソ 3％、ミナスジェライス 3％、
連邦区およびリオデジャネイロ 0.7％となっている。職業分布についての 1920年の国勢調査がブ
ラジルでも実施されたが、それによると 96％が農業関係、商工業関係が各 1％である。農業従事
者はコーヒー園労働者、半独立農業者、独立農業者に分類される。渡航後ただちに海外興業など
の集団地の土地を購入して独立農業者となる者もいるが、一般的には出来高払いの農園労働者と
して数年働き、蓄財を果たすと借地あるいは農園からコーヒーの植え付けを請け負って半独立農
となり、さらに自立して独立農となる。独立農は通常 25町歩を単独で経営する者と海外興業の集
団移住地に 25町歩の分譲を受けて独立農となる者に二分される。
ブラジル移民を促進するためには半民半官の移民会社を設立し、この会社による土地の獲得、
共同放牧地や共同樹林地、公共用地を予め設置して集団地の組織、知識階級の勧誘、事情研究に
もとづく宣伝と勧誘、サンパウロ州政府の補助に頼らない渡航費援助、出発前研修、航海日数の
短縮、労働者から農業経営に移るに際しての資金貸与、農業経営の指導、鉄道敷設、日本人医師
の養成、ブラジルへの同化教育、日本人移民のあいだでの基督教の普及、新聞の発行などの施策
をつうじて 3万 9000人の日本人社会がブラジル社会との共存共栄を実現しうる。
移民事業の成否は日本の人口問題と農村問題の解決に密接に結びついている。しかし日本政府
からの援助はほとんどなく、民間の士とブラジル側の補助によって運営されてきた。今後は政府
と企業が協力して労働と資本を移入させていくのが望ましい。

2-4　田中誠之助『南米の理想鄕』（1926年）
日本人の移住発展先として北米と南米の優劣を比較している。新郷土の建設が海外発展の目的
とすれば、北米と違って南米では土地所有権が認められているのは、大きな利点である。北米で
は賃金は高いが物価も高く、貯蓄は難しい。また北米では人種的偏見があり、日本人排斥は絶え
ない。南米は未開地が多く、「日本の社會を建設」（p.65）しうる余地がある。こうして著者は南
米の理想郷としてパラグアイを推奨する。著者は 1912年にパラグアイを初めて訪問したが、当時
日本人は 1人もいない状況であった。入植地としてはパラナ河上流域の森林地が有効である。平
原地の農業は常に雑草との戦いであるが、森林地はほとんど雑草が生えず、樹木の腐蝕が自然の
肥料となる。また放牧地の牛馬が耕地を踏み荒らすこともない。当地方での作物はマテ茶、バナ
ナ、蜜柑、甘藷、米、棉花、煙草、落花生などである。パラグアイではブラジルやチリと同様、
ドイツ人の植民地が各所で建設されている。彼らは自国にいる如く、自らの言語、風俗をそのま
ま再現している。本国の指揮を仰がず、移住者相互の力を結束して新鄕土を異鄕に建設しており、
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「私は之れを眞正の殖民運動と呼びたい」（p.110）。一般に殖民といえば国家主権を伴うものと考
えられているが、それは殖民政策としてのことである。著者は国家の殖民行為と個人の殖民行為
を区別するために前者を殖民政策、後者を殖民運動と呼び、「國家的關係より超越する殖民運動の
眞意義を」（p.121）強調している。

3　戦前昭和期における移民文献

3-1　成川房幸『南米事情』（1928年）
本書は農商務省技師として南米各地を視察した著者による各国の一般事情と移民問題について
の松山高等商業學校での講義録である。1820～ 1924年までのブラジル移民の総計では 397万、
うち伊 144万、葡 116万、西 55万、独 17万、露 10万、墺 8万、（日 5万）である。ドイツ人は
永住目的で土地を購入し、教会や学校を設けてドイツ村をつくる。一方、イタリア人はコーヒー
の採集期に来て、済めば去る季節移民である。日本の特徴は出稼ぎ的な移民から次第に植民地の
建設に比重が移っていることである。ペルーでは海岸地方の砂糖と鳥糞採取のために移民を必要
とした。当初は中国人を導入したが、これが日本人に切り替わった。しかし政府と下層労働者は
人種的理由や雇用の圧迫により日本人移民を歓迎していない。日本政府もペルーへの移民をそれ
ほど期待していない。

3-2　大島喜一『邦人の發展地ブラジル』[ 5版 ]（1928年）『南米アルゼンチン』（1931年）
『邦人の發展地ブラジル』は 1920年の現地視察報告の改訂版である。前半はサンパウロ州の
コーヒー栽培に焦点を当てて、栽培の歴史、園内の労働制度、日本人移民の状況を紹介してい
る。8000家族、2万 6000人がコーヒー園で就労し、彼らは次第に半独立農から独立農へと進む。
日本人最初の独立植民地は 1915年の平野植民地である。続いて上塚周平がプロミッソン植民地を
開いた。こうして現在、サンパウロ州で 2250家族の独立農が 6万 3600町歩を所有している。こ
の他に海外興業による企業所有のイグアペ植民地とアニューマス農場の 2万 2000町歩が加わる。
後半は視察中のエピソードと渡航案内となっている。
『南米アルゼンチン』はブラジルだけが南米のすべてではなく、アルゼンチンも邦人にとって有
望な発展地であるという観点から産業を中心に一般事情を紹介している。後半は国内旅行での見
聞を集めたものである。とくにアルゼンチンで成功を収めた伊藤淸藏博士の農牧場への 1921年の
訪問記が興味深い。その規模は 8千万町歩に及び、牛 4500頭、羊 1万頭、馬 5、600頭を有す。
「日本の人に・・海外に行けとか、南米に来いとか言うのは無責任な者の言う事です。・・日本の
人口問題は産兒制限が一番よろしい」という博士の言葉を引用している。

3-3　結城朝八『南米と移民』（1928年）
人口・食糧政策として海外移民を奨励する必要がある。また日用品の輸入貿易の振興のために
は商工業者の海外移住を図らねばならない。しかし実態は「今日の日本の總人口、卽ち内地朝鮮
臺灣を合した約八千二百三十萬人に比較すると、一割程にもあたって居らない」（p.27）。その原
因を「鎖国（島国）根性」、渡航費の問題、政策の欠如に求めた。それではどこに移住すべきかに
ついては種々の条件から移民の好適地として南米諸国以外にはない。移民の最終目的は独立農に
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なることであり、自己資金に加えて資金供給の体制をつくる必要がある。さらに当該国に一大事
業を起こし、移民を受け入れることも一案である。このように移民に資本を付随させることが重
要である。ペルーでは耕主は無償で 2町歩ほどの畑を提供し、野菜などの間作が可能である。こ
の土地は共同で耕作きれ、平等に分配される。こうして連帯意識が育まれる。しかしペルーでは
土地はブラジルほど安価ではなく、また賃金も低いため、独立自営農となるには、10年位を要す
る。一方、ブラジルでは 2、3年コーヒー園で働き、その蓄積によって土地を入手することは可能
であり、自営農家への道は比較的開けている。こうした点からブラジルが移住先としては最適地
である。
アルゼンチンにおいて最大の産業である農牧業における労働は乗馬技術や耕作用の大農具を駆
使するのに体力と熟練を必要とし、日本人にとってはかなり困難である。したがって蔬菜や花卉
などの園芸農業に活路を見出すべきである。コロンビアでは土地は肥沃で常春の気候で移民先と
しては申し分ない。しかし元々欧米資本家の進出が遅れ、大きな企業が育たず、外国人労働者の
需要がなく、またこの国についての知識がないため、日本人のコロンビアへの発展はほとんどな
い。今後、多少の資本を携帯すれば有望な移住地となる。チリでの日本人はペルーからの転航で、
理髪業や雑貨商などに従事している。労働力は足りており、日本人には望みは少ないが、資本を
携帯すれば、小工業、小農業は有望である。ボリビアでの日本人はゴム採集、野菜栽培、雑貨商
などに従事している。すべてペルーから森林地帯 12）に入り込んできた転航者である。

3-4　稲垣頴策『ブラジルとアルゼンチン』（1929年）
ブラジル編では、人口、地勢・気候、州都市の概要、産業、移民事情、ブラジルでの農業経営
の収支決算の設例、移民法制と渡航手続き、渡航者の心得、帰化法および国籍法などこれからブ
ラジルに移住するに当たってのガイドブックとなっている。
ブラジルに着いた日本人移民は、サントス港から汽車により 6時間でサンパウロ市の国立移民
収容所に入所する。千人規模の収容力があり、宿泊、食事とも無料で、7日間まで宿泊が許され
ている。日本人移民の 8、9割はコーヒー耕地の労働者であり、通常 3、4年の契約である。コー
ヒー園主が収容所にいる移住者と契約するが、その折衝には海外興業の社員が立ち会う。耕地で
はまず家族数に応じた住居とコーヒー樹の請負数が決められる。契約にもよるが、当初は日用品
や食物の一定量が給付されるか、または一定額の生活費が前借される。園内の雑貨店は割高であ
る。労働日数は 1年 250日近く、作業は除草、畦作り、果実採集、畦崩しとなる。この間に米、
豆、棉、玉蜀黍などを栽培して副収入とする。借地農になると地主が土地の他、材木や藁、煉瓦
などを無償で提供してくれる。住居、生活準備ができると森林を伐採し、乾燥させて焼き払い、
陸稲、棉、豆、玉蜀黍、甘藷、煙草などを植え付ける。1908～ 1928年における渡航移民数は、
外務省通商局の資料では、ブラジル 6万 9010人、ペルー 2万 2020人、アルゼンチン 2778人、メ
キシコ 1577人、キューバ 464人、チリ 237人、パナマ 198人である。
アルゼンチン編でも構成はブラジル編と共通であるが、移民事情以降はごく簡単である。産業
においては牧牛、牧羊、畜産製造業（冷凍肉、不洗羊毛など）、皮革など畜産業が、同国最大の産
業である。エスタンシアと呼ばれる大牧草地の所有者はエスタンシエロと呼ばれるが、この領地
は「民主主義的侯領」であり、使用人に対し絶対的な権力をもっている。1925年での欧州移民は
21万人、イタリア、スペイン、中央（中欧）諸国の順である。1926年の在留邦人は 2731人で
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コーヒー店・飲食店、花卉園芸、洗濯業、運転手などに従事している。農牧業従事者は少ない。
このようにアルゼンチンについては労働移民ではなく、資金と技術をもって移住することを勧め
ている。

3-5　吉山基徳『我等の發展地メキシコ』（1930年）
本書はメキシコで生活していくための実践的な移民案内である。著者は米国とメキシコに 7年
間、滞在したとのことである。内容はメキシコの概要はもとより、国民性、風習、対日感情、自
らの職業体験、日本人成功者など経験者ならではの見聞に基づいている。当時のメキシコはマデ
ロの革命によりさしものディアスの栄華も終わりを告げ、以来混乱を繰り返しながらもようやく
挙国一致して新しいメキシコの創設に向かっている。メキシコではブラジルと違って労働者とし
て入植し、やがて耕主になる経路はない。多少とも資本をもって小作農なり、自営農なりとして
発展していく以外にはない。
メキシコではスペイン植民地時代から農業が軽視され、縄張りさえすれば広大な土地を入手で
きたので、大地主が多数の「土民（ペオン）」を使役する関係が続いている。こうした大農園はア
シエンダと呼ばれ、一州の面積に勝るアシエンダも存在した。小資本の日本人にとって都会は競
争が厳しいが、アバロテと呼ばれる食料雑貨商など地方で日本人が成功している例が見受けられ
る。現在、在墨邦人の実数は 5000人を超え、初期移民、単独渡航者、他国からの転航者である。
最後にバハカリフォルニア州の棉花栽培業者、グアダラハラ市の石鹸製造業者（著者はこの石鹸
を仕入れ、スペイン語の練習を兼ねてグアダラハラ市で行商をした）、チャパス州のコーヒー農園
主など 12人の日本人成功者を紹介している。

3-6　十藏寺宗雄編『南米案内 下（アルゼンチン外十二箇國編）』（1932年）
ブラジル以外のラテンアメリカ 12ヵ国およびギアナ地方の地理、産業、政治体制、日本人移民
の状況などを紹介したラテンアメリカへの移民入門書である。アルゼンチンはラテンアメリカ
「随一の文化国」であり、ブラジル以外にもこのような国に進出すべきである。1930年の時点で
在留邦人は 4029人で、農業関係が 4分の 1、喫茶店・旅館・料理店経営が 4分の 1を占めている。
そして今後有望な職業として理髪業、自動車運転、大工などを推奨している。
ペルーは日本人移民が 2万 535人と 11万 6000人のブラジルに次ぐ受入れ国となっている。当
初契約移民として耕地で労働しても契約期間が過ぎると次第に都市に進出する傾向がある。従事
する職種では従業員・店員、農業者、雑貨販売者、料理・飲料店関係、農場労働者、理髪業者の
順である。移民の地理的分布では、1927年の調査によるとリマ市・カヤオ市およびリマ県で 84％
を占め、圧倒的にリマ市およびその周辺に集中している。
パラグアイは 1862年の戦争（パラグアイ戦争）がこの国を疲弊させ、開発が進まず、これがパ
ラグアイで資本と移民を熱望している背景である。現在の在留邦人は十数名である。しかし今後
移住地として有望な理由について、「健康地」、農耕に適した風土、低廉な生活費、多くの未開墾
地、人種差別がない、入国が容易などの点を挙げている。
エクアドルは外国移民と資本を受入れなかったため未開発であるが最近、受入れ始めた。日本
人はほとんどいないが、グアヤキルでの野口英世による黄熱病根絶により日本人には好意的であ
る。
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1930年の調査で在墨邦人は 5906人である。従事する職種は農耕、園芸、牧畜、一般労働、食料・
雑貨など多岐にわたる。メキシコでは賃金が安く、現地人との競争は難しい。農業でも商業でも
一定の資金を持参して渡航する必要がある。
キューバへの最初の移民は石川県出身の英国船船員若狭幸太郎で、1897年のことであった。そ
の後、欧州大戦後の砂糖景気から 1924～ 26年まで海外興業により 300余名が製糖工場労働者と
して送られた。1930年の調査で在キューバ邦人は 903人である。職種は製糖工場や砂糖耕地労働
の他、園丁、家事労働、アイスクリーム製造、理髪業、洋服裁縫などである。

3-7　佐藤次郎『ブラジル生活二十年―コロノより獨立農まで―』（1932年）
1932年、拓務省は在伯 22年の著者に日本各地でブラジル移民事情の講演を依頼したが、この

小冊子はその講演録である。ブラジル国内に 13万人、サンパウロ州に 12万有余の日本人が生活
しており、講演ではこの州を中心に話を進める。著者は 1910年渡航したのちのブラジルでのコー
ヒー農園生活の苦難と喜びを率直に語っている。
ブラジルの最大の利点は人種的偏見のなさである。ブラジルにおける移民には 2つの道がある。

1つは企業移民で、海外移住組合から土地を分譲されて自分の土地を開拓する方法、他方は契約
移民で海外興業の手で契約耕地に配属（配耕）され、農園労働者として働く方法である。この契
約労働者はコロノと呼ばれている。賃金は仕事量に応じた請負作業である。3人家族で大体、
5000株を扱う。農年は 10月に始まり、翌年 4月まで除草、5月から 8月頃まで果実の採取、9月
から 10月までが山崩し（最後の除草を兼ねて耕地を均す）である。コーヒー樹間に米、玉蜀黍、
豆などを植えることができ（間作）、他にも様々な作物を栽培できる余作地が無料で貸与され、間
作・余作がすべて副収入となる。しかしこのような副収入は第 2農年以降となる。大体 3年間ほ
ど辛抱すれば、仕事の要領、言語、社会事情が理解できるようになり、収入も増えて生活は楽に
なる。コロノ時代から資本を蓄積すると借地農となる。彼らは入手した原始林を伐採してコーヒー
を播種し、4～ 6年間育て、成樹として地主に引き渡すコーヒー栽培請負業である。この間の生
活はやはりコーヒー樹間での間作による米や豆の収穫から捻出する。この半独立農の時期を経て、
独立農となる。米国と違いブラジルでは日本人に土地所有権が認められているところから、土地
を購入して自営する途が開かれており、現在サンパウロ州には約 5000人の日本人地主が存在して
いる。このようにブラジルは「我々民族の發展地」（p.47）である。現政府は外国移民を禁じてし
まった。日本人は今のところ唯一、入国を許されているが、けっして楽観は許されない。最後に
とくに農家の二男あるいは二女以下の人々のブラジルを始めとする海外進出を呼び掛けて講演を
結んでいる。

3-8-1　青柳郁太郎編著『ブラジルに於ける日本人發展史 上巻』（1941年）
本書は「皇紀二千六百年」記念事業の一環として企画され、刊行委員會が組織された。委員長
は青柳郁太郎が務め、発行人・著者として登録されている。委員には野田良治（編輯主任）、輪湖
俊午郎、入江寅次、大野勝巳、永田稠、金田近二など 23名が名を連ね、ブラジル移民研究の集大
成となっている。前二者が大部分を執筆している。上巻は 424頁、下巻は 636頁に上る大部の書
である。
（第 1章）地理、歴史、文化・産業および移民を送り出す日本の状況から成る。歴史では 1500
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年のブラジル発見から 1937年のヴァルガス「新國家」体制の成立までの略史が紹介されている。
続いてブラジルへの移民送出の背景となる日本側の事情が示されている。ブラジル移民開始から
現在（1940年）までの 35年間を 5つの時期に区分している。
第 1期　「日露戦後の農村窮乏と海外發展」（1906～ 1913）ブラジル移民の開始
第 2期　「歐州大戦と日本經濟の膨張」（1914～ 1918）「海外發展史上稀有の黄金時代」
第 3期　「經濟恐慌と移植民の奨勵」（1919～ 1929）ブラジル移民全盛時代
第 4期　  「伯國政府の移民制限と大陸發展」（1930～ 1936）満州国建国とブラジル移民熱の冷却
第 5期　  「日支事變後のブラジル移民」（1937～ 1940）大東亜共栄圏の確立とラテンアメリカ諸国

との経済提携と移住の奨励
（第 2章）では、ブラジル国内の日本人移民に対する誘致派と反対派の動きを記している。最
初の日本人移民攻撃演説は 1917年の連邦議会における下院議員ラセルダによるものであった。次
いで 1923年、排日を目的とする移民法案がレイス下院議員によって提出され、攻撃演説を行っ
た。この人物が排日の急先鋒であった。この法律案では黒人種のブラジル入国禁止と黄色人種に
ついて在留数の 100分の 5に相当する人数だけ毎年許可するという内容であった。この法案に対
しサンパウロ州上院では反対決議が行われた。これを受けて連邦議会でも人種差別的だとしてレ
イス案に反対し、法案は農工委員会に付託された。さらにブラジル医学士院は院長のコウトが主
導して「アジアの人民は・・西洋に於いては絶對に同化せざるもの」（p.99）とし、優生学上、ア
フリカ系とともにアジア系の流入はブラジルの人種構成を歪めるとし、レイス案を擁護した。一
方、アスコリはリオデジャネイロ州議員であったが、日本人擁護の 230頁の冊子を各方面に配布
し、日本人移民への誤解を正そうとした。また親日派下院議員オリヴェイラ・ボテリョはサンパ
ウロ州の日本人移住地を巡回し、その優秀性を意見書として下院財政委員会に提出した。こうし
てレイス案は 5年を経て、廃案となった。

1930年にヴァルガス政権が誕生すると、国内労働者保護のため外国人非農業移民の排除政策に
転じたが、日本人移民は農業者がほとんどであったため、1932、33年にはむしろ日本人移民が激
増した。この事態にコウト一派ばかりでなく、親日的であった『ジョルナル・ド・コメルシオ』
紙さえも満州事変や上海事変を引き合いに出して、排日論を展開した。1934年の新憲法第 121条
では「移民の入国は・・最近五十年間にブラジルに定着したる當該國人の總數に對し毎年其の百
分の二の限度を超ゆることを得ず」「移民の集中は・・之を禁ず」と規定している。さらに 1937

年の新憲法では同化政策がさらに推進され、外国語教育の禁止や外国語出版物の取締りなどが規
定されるに至った。
（第 7章）で第 1回移民の行末を記録している。渡航者 781人のうち男 600名、女 181名、県
別では沖縄 325名、鹿兒島 172名、福島 77名、以下廣島、山口、愛媛、高知、新潟、東京の順で
あった。また家族移民 733名（家族数 165）、単身者 48名で、他に 12名の自由渡航者がいた。
1908年 4月 28日神戸を出発し、50日間航行して 6月 18日サントス港着、19日サンパウロ到着、
25日まで移民宿泊所、26日から 7月 6日までに 6耕地に配属された。なお鍛冶、大工など 8名が
サンパウロ市に残った。
就労後の状況について、デュモン耕地では住居は長屋で土間に枯草が敷いてあるだけの粗末な
もので 1週間かけて家屋の振り分け、寝台作り等に費やし、ようやくコーヒー実の採取を始めた
が、当初予定 1人 1日 4、5俵（1俵は 50リットル）のところ 3人で 1俵にも満たなかった。他
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の耕地も似たり寄ったりで耕主の奴隷的な扱いや耕主経営の売店による法外な販売などついに移
民たちの不満が爆発した。1909年 1月 7日までの調査でデュモン耕地では全員が退耕し、他の 5

耕地でも 581名中 219名が退耕、他の耕地やサンパウロ市、サントス市、鉄道建設などに転身し
た。
（第 8章）では第 2回以降の移民状況が語られている。第 2回は皇國殖民を継いだ竹村殖民の
手で実施された。人員は 906名、1910年 5月 4日、神戸を出港し 6月 28日にサントス港に入港
した。サンパウロ到着後 17耕地に配耕されたが、1911年 3月までで 215名が退耕した。第 3回
1912年では竹村殖民 367家族、1432名、東洋移民 357家族、1412名をブラジルに送り出した。
移民はようやく軌道に乗り始めたが、耕主や他の外国人との葛藤や対立は続いていた。このよう
に日本人移民の定着率の低さが問題となり、サンパウロ州は 1920年以降暫時、渡航費補助打切り
に転じ、1923年、全面廃止となった。
（第 9章、第 10章）ではブラジル各地での日本人の入植状況を概観している。移民当初はサン
パウロ州旧コーヒー地帯のパウリスタ、モジアナ、ソロカバナ（本線）の 3鉄道沿線に限られて
いたが、しだいにノロエステ、ソロカバナ（延長線）の新コーヒー地帯に広がった。

3-8-2　青柳郁太郎編著『ブラジルに於ける日本人發展史 下巻』（1942年）
労働者（コロノ）としてブラジルに渡航した移民は資金を蓄積して奥地に土地を購入し、植民
地と称する大小の集団を形成することになるが、これは移民から植民に進化することである。し
たがって上巻が移民事業についての記録であるのに対して、下巻では、第 1章から第 3章までブ
ラジルにおける植民事業について紹介している。
（第 1章）ブラジルにおける日本の植民事業は 1907年、のちに農商務相となった大浦兼武、内
務省地方局長床次竹二郎、青柳郁太郎など数名の有志が検討を進めたのが最初である。翌年青柳
郁太郎の名で桂首相宛てに意見書を提出し、人口問題を解決し、通商を活発にして市場を拡張す
るためにも同胞が植民する必要があり、今日、日本人が植民すべき土地はブラジルであると説い
た。そしてこの植民事業を推進するため、企業組合「東京シンジケート」が結成された。1911年
に組合からブラジルに派遣された青柳は、サンパウロ州リベイラ河畔のイグアペを入植地として
州知事宛てに無償提供の嘆願書を提出した。結局 5万ヘクタール、免税期間 5年、25ヘクタール
を 1区画とし、4年間に 2000家族が入植する条件で翌年契約が締結された。1913年に伯剌西爾拓
植が設立され、組合の契約を引き継いだ。さらに同じリベイラ河畔ジプヴラに 1400ヘクタール、
30家族を受け入れる小植民地が創設され、桂植民地と命名された。またイグアペ川を遡ったレジ
ストロに土地を確保し、1917年に 99家族、1918年に 150家族が入植した。
（第 2章）では地方海外協會の海外進出運動であるアリアンサ移住地を取り上げている。イグ
アペ植民地が会社形態の事業であるのに対し、アリアンサ移住地は各府県の海外協會による事業
である 13）。終始主導的な役割を果たしたのは 1922年に結成された信濃海外協會である。1923年、
本間利雄長野縣知事は、輪湖俊午郎をつうじて 200家族で 1家族 25町歩規模の入植計画を作成し、
ノロエステ鉄道沿線に 5500町歩の土地（第 1アリサンサ移住地 14））をサンパウロ州から購入し、
翌年建設に着手した。その後、1926年と 1927年にさまざまな移住地が形成された。熊本縣海外
協會がアリアンサ付近に 3000町歩の土地を購入し、ヴィラ・ノーヴァ移住地を開設した。また信
濃海外協會がアリアンサの隣接地を追加購入し、鳥取縣海外協會の購入分を合わせて第 2アリア
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ンサ移住地とした。他に富山縣海外協會が信濃海外協會と合同で、第 3アリアンサ移住地を開設
した。信濃海外協會は入植者を全国から募集し、また直営農場も兼営していた。出資だけの不在
地主制により、小作農として 2、300家族を送り出すことができた。
（第 3章）は 1929年に設立されたブラジル拓殖組合（ブラ拓）とその活動についての紹介である。

1927年には海外への移住を資金貸付や事務手続きなどで支援する海外移住組合法が公布され、道
府縣を単位に 44の海外移住組合が設置された。さらに同年、海外移住組合聯合會が設立された。
聯合會は各移住組合からの資金によって集団入植地を購入し、移民を送り出す事業を開始した。
聯合會は新たにソロカバナ線バストス、ノロエステ線チエテ、ノロエステ線アリアンサ隣接地、
パラナ州北部トレス・バラスを移住地として選定した。聯合會の役割を日本国内に限定し、ブラ
ジルでの業務を代行する機関としてブラ拓が設立された。

1928年に第 1～第 3アリアンサ移住地とヴィラ・ノーヴァ移住地が統一し、さらにブラ拓の経
営管理下に入った 15）。ブラ拓の 4移住地での生産内訳は 1939年の時点で、バストスでは棉花
77.7％、米 5.5％、コーヒー 3.7％、チエテでは棉花 73.4％、米 9.5％、畜産物 6.4％、アリアンサ
隣接地では棉花 33.3％、米 25.4％、コーヒー 14.9％、トレス・バラスでは棉花 57.1％、菜豆
12.4％、米 10.4％となっている。
（第 4章）ではアマゾニアへの開拓事業が取り上げられている。アマゾニアは広義には、アマ
ゾン川流域全体の総称で隣接 5ヵ国の流域も含むが、本書ではブラジル領パラー州とアマゾナス
州を対象としている。アマゾニアへの日本人移住地の開発はサンパウロ州などからの延長ではな
く、日本から直接働き掛けた開発であった。アマゾニアへの移住は 1899年に東洋移民がパラー州
への移民を計画したのが最初である。この計画に対しアマゾンは日本人には不適だとの在ブラジ
ル珍田捨巳公使の外務省への具申により立ち消えとなった。一方、ペルー・アマゾンに関しては
1905年に海岸地域から 12名がタンボパタ川流域に天然ゴムの採取を目的に進出し、その後 5、
600名が続いた。
ブラジル・アマゾンへの日本人入植のきっかけは 1925年の外務省嘱託の農学士蘆澤安平による
北部諸州への調査旅行である。この時パラー州知事が日本人移住地として 2万家族に相当する 50

万町歩の土地を選定する権利供与を申し入れた。当時、サンパウロ州以外の移住地としてアマゾ
ニアが注目されたが、コーヒーのような輸出作物がなく、コロノから自作農への経路が見いだせ
ないこと、サンパウロ州への気兼ねなどから移民会社を中心に反対論も根強かった。しかしこの
北伯地方（アマゾニアのこと）は欧州移民の来訪は稀で、住民も混血種に属して日本人に酷似し
ており、日本人移民に好感をもっていることなどアマゾン進出に期待が高まっていた。当時の駐
伯大使の田付七太はパラー州知事の提案を政府に伝えた。政府は調査団の派遣を決め、その予算
を鐘淵紡績に諮った。団長は鐘紡取締役福原八郎が務めた。1926年のことであった。調査の結
果、最初の提案地は適地ではないため代替地としてアカラー河とその支流のアカラー・ピケノ河
間の 50万町歩を申し出、快諾された。アマゾニア開拓の資金調達を目的とする南米拓殖 16）が福
原を社長として 1927年に創設され、第 1回植民 43家族 189名が 1929年にアカラー植民地に入植
した。以来 10年余りに 362家族が入植した。
アマゾナス州については 1927年に州政府と東京の実業家山西源三郎とサンパウロ州で法律事務
所を開いていた粟津金六とのあいだで州有地百万町歩のコンセッション契約が結ばれた。契約で
は 50年間に 1万家族を誘致することになっていた。この契約を上塚司が委託され、1930年、上
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塚を団長とするアマゾナス州調査團が組織された。その目的は地域画定、アマゾニア産業研究所
および実業練習所の建設にあった。同年上塚はアマゾニア開拓の指導的人材を養成するため國士
館高等拓殖學校を創設した。1937年まで毎年、卒業生をアマゾナス州に送った。また東京におい
て資本調達など日本側での業務を行うアマゾニア産業が 1935年に設立され、現地での事業遂行に
はアマゾニア産業研究所が分担した。アマゾニア産業の設立により譲与地の所有権を確定するに
際し、1934年のブラジル憲法では 1万町歩を超える譲与には連邦上院の認許が必要との条項があ
り、その手続きに入るとアマゾナス州内の政治抗争に巻き込まれ、有力新聞のなかには「日本人
はアマゾニアを以ってパナマー運河攻撃の根據地たらしめんとす」（p.363）として、反対運動が
起こった。最終的にこの「百萬町歩譲與問題」（p.367）は契約無効となった。アマゾニア産業は
アマゾニア州ではヴィラ・バティスタ、ボカ・ド・アンディラなどに移住地を設定した。
アマゾンにおける日本人の貢献としてアマゾン・ジュートとグァラナの開発が紹介されている。
章の最後にアマゾニアを訪問した日本人のリストを掲げている。桑原忠夫（大阪毎日新聞）、金田
近二（神戸商業大學）、矢崎千代二（画家）、田崎愼治（神戸商業大學學長）などである。
（第 5章）では移民船内の衛生環境、ブラジルにおける感染症、移住地での衛生環境および同
仁會について扱われている。同仁會は 1926年に設立された。理事長は青柳郁太郎である。設立の
主旨は在留邦人の衛生環境の改善、医療人材の育成、風土病研究、日本病院の創設、地方医局、
サンパウロ市の夜間診療所の開設などである。日本病院は聖十字病院として 1939年にサンパウロ
市に設立された。なお野口英世が 1924年にロックフェラー研究所から派遣されてブラジルを視察
している（p.337）。
（第 6章）は日本人移民の子弟教育について紹介している。ブラジルにおける最初の学校はサ
ンパウロ市に 1915年に開設された大正小學校である。日本人小学校は 1939年ではブラジル全土
で 486校、収容生徒は 3万名に達すると見積られている。また 3つの中学校が創設された。しか
し 1930年のヴァルガス革命以降、外国人学校への介入が進んだ。ポルトガル語教育、ブラジル
人・ポルトガル人教師、ブラジル同化教育、ブラジル史・ブラジル地理の必修化が目論まれた。
（第 7章）はブラジルにおける日本人の宗教状況を論じている。日本人移民のあいだでは仏教、
神道の教徒は多岐にわたるが、僧侶や神官を派遣したり、寺社を建立したりするなどの経済的余
裕はなく、また宗教の違いが排斥の理由にされることから積極的には行われなかった。むしろ日
本人社会へのカトリック教会からの布教が積極的に行われ、日本語の分かる神父が日本から派遣
されて 1940年頃には信者は 8000人に上った。カトリックの布教には 1923年訪伯して日本人への
布教に努めた司祭中村長八の存在が大きい。司祭の渡航以前のブラジルでは在留邦人は邪教徒と
して蔑視されていたが、「我が同胞司祭の渡伯は、一般ブラジル人に一大驚異を與へたものの如
く、爾来この風は跡を絶ったと云う」（p.411）。新教の布教については、1923年に米国から渡伯
した牧師伊藤八十二の宣教に始まる。1939年には信徒 1308人を数える。
（第 8章）は日本人移民の産業面での現況を紹介している。ブラジルにおける日本人の所有面
積は北伯を除くと 80万町歩に上るが、これは日本本土の耕地面積の 7分の 1～ 8分の 1に相当す
る。例えばサンパウロ州における地主比では 6.0％、面積比では 2.9％を占めている。外国籍別で
地主数ではイタリアに次いで 2位、面積では伊葡西に次いで 4位を占めている。1937年の調査で
農産額は全州の 17％を占めている。またコーヒー栽培でみると、邦人所有コーヒー園は栽培地面
積の 5％を占めている。1929年の世界不況はコーヒー価格の大暴落を招き、その打開策として棉
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花栽培が奨励された。サンパウロ州で棉花栽培に従事する邦人家族は 3万 2000人で州内の棉花栽
培家族の約 40％、面積では 38.11％を占める。さらに生産量では 50％を占有する。ブラジル全体
での比率は 28％である。米作については 1938年でサンパウロ州の米生産高は 935万俵、邦人農
家の売却量は 80万俵と推定されている。これは自家消費を除いた分量である。サンパウロ州の邦
人農家の 15％が蔬菜栽培に従事し、州生産の 70％を占め、とくにトマトは 90％に達している。
サンパウロ市民への新鮮な蔬菜の供給は日本人の大きな貢献である。外国人農家が栽培の容易な
葉菜類を選ぶのに対し、日本人農家は果菜類や根菜類を選んでいる。その他、日本人農家の農産
品として果樹、茶、養蚕、養鶏が紹介されている。
サンパウロ州で邦人の農村産業組合が 1927年に初めて組織的に設立された。これがコチア（馬
鈴薯生産者）産業組合である。設立の目的は危険を分担する経済的なものであるが、思想的な要
因も含まれていた。1934年には日伯産業組合中央會が発足した。1939年における参加組合は 20、
組合員は 7135名である。なかでもコチア産業組合が組合員数（1620名）、出資金額で他を圧倒し
ている。
邦人が従事する他の産業として水産、商業、工業が紹介されている。漁業は国防上の理由から
ブラジル人だけが従事できることになっている。邦人漁業は 1915年頃からサントスで数家族が
細々と行っていたが、やがて国籍を取得するとともに漁撈方法が改善され、市場が開拓されると
1932年にはサントス漁業組合が組織された。現在 50家族がサントス港を拠点にブラジル人漁夫
を雇用して漁業に従事し、サントス市場の 7割を供給している。現在、商業に従事する邦人は
1500家族と推定される。サンパウロ市コンデ街が日本人街として形成されたが、ここを拠点とし
て市内の邦人、移住地の同胞、さらに一般ブラジル人に対し、商圏を広げている。現在、工業に
従事する邦人は 1000家族と見積もられる。家内工業として在留邦人を対象とした飲料・酒造、醤
油・味噌・酢、被服、家具、什器などの家内工業であり、また各移住地で農産物加工、製瓦・製
煉瓦などの工場を運営している。
（第 9章）では邦人の文化活動として新聞・雑誌、科学研究、俳句・短歌、美術、音楽、体育（野
球、陸上、柔剣道）を扱っている。（第 10章）は邦人の人口動態、邦人の社会活動（日本人會、
青年會、農村の生活改善と経営合理化をめざすガット運動）となっている。

3-9-1　入江寅次『邦人海外發展史 上巻』（1942年）
本書は上下巻を合本したもので、上巻 538頁、下巻 546頁、下巻末に「邦人海外發展史年表」8

頁、合わせて 1092頁に上る労作である。上巻の内容（太字はラテンアメリカ関係）はハワイ・グ
アム・南洋諸島への移民、ハワイ官約移民、ニュー・カレドニアへの移民、ハワイからグアテマ
ラへの転航、ハワイ移民のその後、南方への移民、榎本殖民、渡米者の増加、米国・カナダにお
ける排日運動、ペルー移民史・ボリビアへの転航、オーストラリアへの移民、フィリピンへの移
民、ハワイ自由移民、日露戦争と在米邦人、米国における排日の高揚、カナダ・メキシコからの
米国転航である。
（第1章）明治元年（1868年）グアム移民40名、ハワイ移民153名の渡航が米国人ヴァン・リー
ドの手で実行された。グアム移民は 3年契約終了しても帰国運賃も出ず、日本政府が帰国船を派
遣したとのことだが、資料はない。ハワイ移民の出身地は東京、横浜が中心で年期 3年、食住医
療は雇主負担、甘藷耕地での労働であった。翌年カリフォルニア移民 40余名が渡航した。蘭人ス
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ネールは奥羽戊辰の役で幕軍に与し、会津周辺の住民を連れてカリフォルニアに渡航し、ワカマ
ツ・コロニーを開設した。茶と桑を栽培していたが、時を経ずして解散した。
（第 11章）ラテンアメリカへの最初の移民は榎本武揚によるメキシコ殖民である。しかしこの
メキシコ入植以前にも 41名がハワイからグアテマラに転航していた。彼らは 1893年に官約移民
としてハワイに渡ったが、雇主の虐待に耐えかねて転航したもので、サンフランシスコの珍田捨
已領事による調査の結果、グアテマラの在留邦人は 130余名に達していた。3年契約でコーヒー
または砂糖耕地の労働に従事したが、劣悪な状況には変わりなく、珍田領事の仲介で自由移民と
なった。
榎本武揚が外相在職中、当時サンフランシスコ領事館書記生であった藤田敏郎が、1891年、メ
キシコの移住地としての有望性を榎本に建議した。榎本はこの建議を容れて、同年メキシコに領
事館を開設し、藤田を領事代理とした。榎本は海外に雄飛するには契約移民ではなく「發展地（開
拓地）」が必要だと考え、1893年に殖民協會を設立し、協會幹事の根本正をメキシコに派遣した。
最終的にはメキシコ農商務相が推奨するチャパス州の 8つの候補地のうちソコヌスコ郡エスクイ
ントゥラが選定された。官有地 6万 5000町歩を 15年年賦で購入する契約が成立した。この事業
のために日墨拓殖が設立された。移住者は 28名の入植者と 6名の独立自営農、合計 34名が 1897

年 5月 18日現地に到着した。
とりあえず玉蜀黍、陸稲、蕎麦などを植えつけたが、柵を設けなかったため近隣の牛、豚に食
い荒らされた。コーヒー栽培が目的であったため、柵を設置する費用を節約したのである。コー
ヒーの適地 600町歩を漸く見つけたが、コーヒー種子が入手できず、風土病にも見舞われ、責任
者も日本に帰国してしまったため、この事業は失敗した。「実地調査の不完全と資金の貧弱、渡航
者の士氣沮喪である」（p.275）。最終的に藤野辰次郎 17）が 1万 2000町歩を譲り受け事業は続けら
れた。
（第 14章）移民取扱人森岡眞の代理人田中貞吉がブラジルに滞在している 1898年に、米国留
学時代の友人で後にペルー大統領となるレギアからペルーに来るよう連絡があった。レギアは当
時、製糖会社の総支配人であった。日本人移民を甘藷耕地に移入したいという申し入れであった。
その後の折衝により同年、日本からの契約移民の渡航を許す大統領令が発せられた。この事業を
扱う森岡商會は 20歳以上 45歳以下を対象として移民募集し、4年契約、労働時間は野外 10時間、
製糖工場内外 12時間、耕地主は船賃、就業地までの旅費、家屋・寝台・医薬を提供するという条
件であった。移民 790名は 1899年 4月 3日にカヤオ港に到着し、786名が 11耕地に配耕され、
残る 4名はペルー人家庭に雇用された。
（第 15章）226名ともっとも多くの移民を受け入れたカサ・ブランカ耕地は英国製糖の経営で
レギアが総支配人を務めていた。しかし各耕地では賃金の延滞、抗議した主導者の送還、タンボ
（耕地直営店）での強制的な物品販売など言語不通も相まって同盟罷業や騒乱が多発した。最初の
紛擾は 150名が配耕されたサン・ニコラス耕地で起こり、124名がカヤオに引き揚げた。結局、
耕地全体で残留したのは 11月 2日の時点で 517名であった。外務省は実情調査のためメキシコ公
使館の書記生野田良治をペルーに派遣した。野田の尽力もあり、騒ぎはようやく終息し、森岡商
會はカヤオの引揚移民を別の耕地やアンデスのコーヒー園に、また 91人を隣国のボリビアに送っ
た。ボリビアに転航した移民たちはゴム採取などに従事したが、やはり雇主の酷使に耐えられず、
72名が逃亡した。うち 16名はペルーの銀山に雇用され、ボリビアに残留した 19名と銀山労働者
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以外の移民はペルーの他の農園に引き取られた。本書は「以上の如くしてペルー第一回移民の紛
擾は終った。ペルー同胞の發展は、この爭ひに疲れたる移民の上に發芽する」（p.385）と結んで
いる。
（第 21章）1901年以来、熊本移民（會社）は 1907年までメキシコの炭坑に 1242名の移民を送っ
た。一方、東洋移民も 1904～ 1907年に 3418名を最初は銅山、次に炭坑に契約労働者を送った。
また大陸移民は 1904～ 1907年に 4416名をコーヒー耕地や麻耕地、鉄道建設や金鉱に送り込んだ。
しかしメキシコでも扱いは苛酷であり、逃亡した者は 5千人以上に上った。その大半は米国に転
航した。メキシコでの成功例は榎本殖民地を引き継いだエスクイントゥラ村の邦人たちであった。
1908年の報告によれば、50名の邦人のうち 23名が日墨協働を組織し、商店部、農場、野菜園に
三分化して経営した。農場では畜産品、甘藷、火酒を生産した。さらに小学校を建設し、その経
費を野菜の売却で補填した。その他商店と牧場を兼営する小橋岸本合名や藤野牧場などが活動し
ている。榎本殖民の独立渡航者で日墨協働の主宰者の照井亮次郎は、榎本を追憶して「皆な堅困
なる經濟状態の下に發展しつゝあり・・榎本子爵の精神は・・今尚ほ炳乎として吾人の胸中不斷
の生命となって宿り居る」（p.530）と記している。

3-9-2　入江寅次『邦人海外發展史下巻』（1942年）
下巻では、ブラジル移民交渉史、ブラジル移民前夜、ブラジル移民の開始、ブラジル第 1回移
民の運命、ペルー移民のその後・アマゾンへの進出、ハワイでの抗争事件、南方移民とゴム採取、
カリフォルニア州の排日土地所有禁止、サンパウロ州の邦人移民動向、欧州大戦と南方の邦人、
南洋群島の開拓、在米邦人の受難、ペルー契約移民廃止、ブラジルの邦人植民地創設、米国への
渡航終焉、アルゼンチン他の邦人、ペルー邦人の現況、ブラジルの邦人植民地と移民制限、南方
の邦人企業、初期の在満邦人、日露戦争後の在満邦人、満州事変後の邦人移民、南進論と北進論、
日本の移民体制、移民年表という内容である。
（第 1章）1888年ブラジルは奴隷を解放し、その労働力の不足を欧州移民の導入によって解決
しようとした。翌年「外國移民配置規則」を公布し、移民の帰国に関して政府による帰還費の負
担や移民の受入れに対する奨励金等を規定した。1894年連邦政府の財政逼迫により移民事務は以
後、各州に移管されることになった。1896年以降多数の欧州移民が流入した。日本に対して 1894

年サンパウロ州の移民商会の代理人カーライルが日本吉佐移民に移民誘致を働きかけた。しかし
両国には修好条約がなく、この話は見送りとなった。この年、外務省は殖民協會の根本正を移植
民事情調査のためブラジル、ニカラグア、グアテマラに派遣した。その報告はブラジル、とくに
サンパウロ州が移民先としてもっとも有望であるとした。またブラジルとの修好条約のお膳立て
を行った。日伯修好通商航海条約は 1895年にパリで調印された。
その後、日本吉佐移民は東洋移民と改称し、ブラジルの移民商会とのあいだで 1500～ 2000名
の移民を送る契約を結び、移民募集を行った。しかし土壇場でブラジル側からコーヒー価格の暴
落により移民受入れ中止を連絡してきた。この計画の挫折は「關心者がみなブラジルを警戒して
しまった」（p.19）。
（第 2章）1905年に前通商局長杉村濬が辯理公使としてブラジルに赴任すると大統領以下、蔵
相、サンパウロ州農務長官から移民誘致の働きかけがあった。このような背景から皇國殖民社長
の水野龍が 1907年ブラジル入りし、サンパウロ州農務長官とのあいだで向こう 3年間に 3000人
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の日本人移民の送出、12歳から 45歳までの農業労働に適する 3～ 10名からなる家族構成、日本
からサントス港までの船賃に対する補助、中央鉄道沿いに日本人移民のための数ヵ所の植民地の
設定などが取り決められた。
（第 3章）第 1回ブラジル移民とその結末は（青柳 1942:上巻第 7章）と重複している。
（第 5章）ペルーでは 1903年第 2回 1060名（うち自由渡航者 194名）、1906年第 3回 762名が
森岡商會取扱い移民として渡航した。1907年以降はそれに明治殖民が参入した。1909年までに両
社合わせて 6295名がペルーに渡航した。このうちペルー内の残留者 5158名、帰国 414名、他国
への転航 242名、死亡 481名となっている。1907年に明治殖民がペルーに送った 250名のうち
100名はアマゾニア領域タンボパタ河流域のゴム林に入植した。移民の 1人はリマ領事館宛てに、
9時間程の労働時間で気温は 32度から 35度になるが、日本の酷暑ほどではない。賃金は 1日 2

円 50銭である、と報告している。耕地での賃金は 1円 20銭であり、「海岸地帯の同胞移民には、
得て望むべからざる金額である」（p.113）。
明治殖民はインカ護謨とのあいだで 1908年に 500名を供給する契約を結んだ。明治殖民はイン
カ護謨から出発見合わせの連絡があったにもかかわらず、1908年 12月にゴム林移民と耕地移民
の 754名をカヤオに送った。インカ護謨との契約移民 463名は行き場を失った。さらに契約して
いた 6耕地でも期限内に到着しなかったとの理由で受入れを拒否された。チキトイ耕地では本来
1日 1円 20銭のところ 70銭と 20銭相当の米・肉・塩という条件で 450名を受入れた。さらに 61

名は契約の 3分の 1程度の賃金でインカ護謨で受入れられることとなった。この不手際から 1909

年に明治殖民は移民保護法違反で営業停止となった。
（第 9章）第 2回～第 4回のブラジル移民の渡航については、（青柳 1942:上巻第 8章）と重複、
植民事業の開始とイグアペ植民地の開設については、（青柳 1942:下巻第 1章）と重複している。

1916年にブラジル移民が再開されると、水野龍は竹村殖民の事業を引継ぎ、新たに南米殖民を
創立した。同年この南米殖民と東洋移民、森岡商會が提携する形でブラジル移民組合を作った。
ブラジルでは 1914年に日本からの移民を停止したその 4ヵ月後欧州大戦が起こり、欧州移民が途
絶してしまった。この機に乗じて水野はサンパウロ州の移民会社とのあいだで 1917年以降、毎年
4000～ 5000人の移民を供給する契約を結んだ。こうして 1917年からブラジル移民が再開された。
1920年には移民事業は 1917年に創設された海外興業がブラジル移民ばかりでなく、日本の移民
事業を一手に握ることになった。
（第 13章）明治殖民の営業停止後、ペルー移民は従来の森岡商會と新たに参入した東洋移民が
扱ったが、1920年に至って海外興業がペルーの移民を一手に扱った。同年ペルー公使館が設置さ
れた。それまではメキシコ公使やチリ公使がペルー公使を兼任していた。1923年にはペルー行き
契約移民が廃止され、その後は呼寄移民と自由移民が中心となった。ペルーの在留邦人は 1924年
の時点で 1万 1500人内外と推定される。耕地を出て都会に商売を始める者が増えて、1915年に
はリマに日本人商業組合が生まれ、1919年に日本雑貨店 43戸、日用雑貨食料店 200戸近くに達
した。理髪業の発展は海外各地に共通する現象であるが、とくにペルーにおいて顕著である。
1907年リマに日本人理髪業組合が生まれ、ペルー人業者を圧倒していった。1924年ではペルー人
店舗 46軒に対し日本人店舗 176軒となっていた。
（第 14章）ブラジルで 1916年に始まった 5000人移民契約は 1920年に完了した。日本人移民
は定着率が低く、渡航費も嵩むことから欧州情勢が改善されると日本人移民の受入れを停止する
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方向にあった。1924年 170家族、1925年 150家族、1926年 10家族が最後の渡航費補助移民となっ
た。1924年での農業従事者の内訳はコーヒー耕地契約労働 1731家族、借地農 3000家族、準借地
農（コーヒー樹請負耕作）2000家族、土地所有独立農 1万 501家族となっている。「在留總數の
八割三分が獨立及び半獨立農の地位に進んでゐるのである」（p.293）。このような日本人の躍進が
1924年以降、排日の原因をつくり出した。
ブラジルにおける植民地建設は、1913年熊本出身の秋村長壽が同志 10家族とともにサンパウ

ロ市近郊サンパウロ線ジュケリー駅付近に 50町歩の土地を購入したことに始まる。他に平野運平
は 1915年にノロエステ線ペンナ駅から 12キロの地に（3850町歩の）原始林を購入して（82家族
が入植して）開発を進めた。マラリヤ、蝗害、大旱魃を経験しながらも平野植民地として経営を
軌道に乗せた。他に小笠原直衞と星名謙一郎のブレジョン植民地や上塚周平のプロミッソン植民
地などがある。
（第 16章）第 1回移民でブラジルに渡った者のなかで翌年 10月までにアルゼンチンに転航し
たのは 160名に上る。日本から直接、渡航したのは 1913年の 103名が目を惹く程度で 1934年の
時点で在留邦人 5492名であった。農業に従事しているのは 1033名で成功者も多い。伊藤淸藏は
札幌農學校卒業後、ドイツに留学しドイツ人妻を伴ってアルゼンチンに移住した。畜産業に乗り
出し、牧場 5ヵ所、8千町歩を有するに至った。今では経営規模を縮小して悠々自適の生活を送っ
ている。また 1929年に日亜拓殖が設立された。会社はチャコ県レシステンシア市のラス・パルマ
スに 1万町歩の原始林を購入した。現場の中心になったのは安東義喬である。安東は札幌農學校
出身で伊藤淸藏博士の親友でもあり、共に新渡戸稲造の教え子であった。十数名の入植者と棉花
栽培を開始したが、内紛でこの事業は挫折した。
石橋禹三郎 18）は、1891年のチリにおける革命に米国義勇兵の一員として従軍した。この人物

がチリに入った最初の日本人であろう。1934年の時点でチリには 638名の日本人がおり、ほとん
ど商業に従事している。同年ボリビアでは 761名の日本人が在留していた。商業に 192名、農業
に 124名が従事していた。ペルーやブラジルからの転航者がほとんどである。1903年パナマが独
立したとき、米国の圧力に脅威を感じたコロンビア政府はパナマとの国境地域に 10万人の日本人
移民誘致を計画した。しかし両国に修好条約はなく、また奔走した人物も本国の政変の渦中、暗
殺されこの話は沙汰止みとなった。
（第 17章）1934年におけるペルーの在留邦人は外務省調査によれば 2万 1127名である。その
うち農業従事者は 24.9％、商業では 62.5％、工業では 5.9％となっている。農業者の大半は自営農
である。自営農のなかで 1136人が棉花栽培に従事している。砂糖価格の下落と小規模経営に有利
なためである。在留邦人の 1万人ほどがリマ市とカヤオ市に集中し、商工業に従事している。一
方、森林地帯への植民地建設も進んだ。この地域への植民は 1910年頃森岡商會がチャンチャマヨ
谷サン・ラモン付近のナランハル耕地に 300名の邦人を入植させたことに始まる。また 1918年に
星製薬がワヌコ北方のウァヤガ河上流右岸に 30万ヘクタールの耕地を購入した。一部をユカの栽
培に充て大部分は未開墾である。さらに 1931年に設立された秘露拓殖組合がチャンチャマヨ谷の
プニサス河畔に購入した 1000町歩をプニサス植民地として開墾し、コーヒー、ユカ、玉蜀黍を栽
培している。

1936年ペルー政府は突如、移民および営業制限令を公布した。外国からの移民は在ペルー人口
の 1000分の 2以下とし、また 1万 6000人を上限とする。商店、工場での雇用はペルー人 8割、
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外国人 2割の割合とする。また外国人経営の商店、工場、小作地は郡を単位として 2割以下とする。
「かくして・・多くの後續部隊を日本から求むることが出来なくなった」（p.375）。
（第 18章）ブラジルにおいて 1920年代後半から 1930年後半にかけてもっとも注目すべきこと
は各県単位の海外移住組合による植民地建設とアマゾン進出である。信濃海外協會が海外移住組
合運動の主導的役割を果たしたが、当時の縣知事本間利雄はその意図について「目的地に渡航し
たる後も、鄕里にあると同様なる恩惠に浴すべき施設 19）をする事である」（p.382）と説明した。
海外移住組合の土地は合計 2万 1065町歩となった。永田稠はその広大さを「駒とめて新墾の村見
渡せば村の限りは雲に連なる」（p.385）と詠んだ。レイス下院議員が 1923年に黄色人種移民制限
法案を連邦議会に提出して以来、排日論が根強く続くことになる。排斥理由は、ブラジルの人種
的統一性を損なう、同化性に乏しい、集団地を形成する、軍国主義であることを挙げている。

結びに代えて

移民文献の内容は、移民の意義を説き、当初の移民案内（移民の勧め、移民先の一般事情、入
植先の待遇・生活、渡航手続き、諸注意）から移民送出の国内条件、契約移民史、植民地（移住地）
形成史、移民制度（移民政策、移民条約、移民法制、移民会社等）、排日論の背景と展開、国民性
の比較や宗教、教育などの人類学的文化的視点による議論が広がっていった。
本稿ではとくにブラジル移植民が定着した大正末期から昭和期における移民関連文献の内容紹
介を行った。ペルーとブラジルへは当初、農場労働者として砂糖農園やコーヒー農園に入植する
形で事業が開始された。一方、メキシコへは予め設定された未開地を開墾する植民者としての移
住である。ブラジルでは農場労働者が借地農から自営農へと上昇する経路が示されている。一方、
企業や各府県の移住組合が設定する移住地に入植する植民者が存在する。また自営農が集団化し、
組合や植民地を形成する場合もあり、日本の南米移住は移民事業から次第に植民事業として発展
していった。この変化はとくにブラジルにおいては国家内国家を創出しようとする日本の戦略だ
との誤解を生んだ。ペルーとブラジルでは日本を標的とした移民規制、禁止論（排日論）が 1930

年代に広まった。日本にとり移民は人口・食糧問題を解決する最良の政策として立案されたが、
東アジアから東北アジア、さらに南方アジアにおいては、主権を伴う発展の途を選び、現地住民
に「共存」を強制する立場で植民事業がなされた。一方、ラテンアメリカについては現地住民と
の共存（高岡 1925:303）を求めるもう一つの途が模索された。

注

1） 「戦前日本におけるラテンアメリカ研究（Ⅰ）―江戸期・明治期・大正期における先行研究を中
心に―」『京都外国語大学ラテンアメリカ研究所紀要』第 19号、2019年 12月 1日。

 https://www.kufs.ac.jp/ielak/pdf/kiyou19_03.pdf

2） フィリピン、タイ、マレー半島、シンガポール、インドネシアなどの東南アジアを指す。
3） マリアナ群島、カロリン諸島、マーシャル群島などの太平洋西部の赤道以北、ミクロネシアを指

す。さらに南洋群島を豪州、ニューギニアを含めて南洋としている用例がみられる（丹野 

2018:5）。また日本の海外進出を表わす「南進論」の拡大に伴い、「南洋」として東南アジアを指
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す言葉としても使われた。
 豊田由貴夫「南洋とは何か」
 https://www.rikkyo.ac.jp/research/institute/caas/qo9edr000000ml88-att/n_32.　pdf#search=%27%

E5%8D%97%E6%B4%8B%27　2020年 7月 26日 閲覧
4） 移民と植民（殖民）の違いについて前稿では一般的に、移民は主権の及ばない国・地域への移住

労働であり、後者は主権の及ぶ勢力圏への移動であるという定義を紹介した。『日本大百科全書』
でも「自国の主権の及ぶ植民地への植民と、そうでない地域への移民」と分類している（日本移
民学会編 2019:15）。本稿では、移民は移動労働あるいは契約労働として「出稼ぎ型」の移住を意
味し、榎本殖民などの「殖民・植民」という語は、割当てられた土地に入植し、自ら開墾してい
く「定着型」の移住の意味で使用している。

5） 前稿で欠落していた田中耕太郎著の追補。1916年反米ゲリラ指導者ビリャが国境を越えて多数
の米国人を殺傷したとき、ウィルソンは強硬論を抑えた（田中 1949:31）。

6） 同書はワシントンやナポレオンなど 8将の 1人としてボリバルの伝記を紹介している。勃里巴爾
（ボリバル）は戈攬彌亜（コロンビア）を建国に導いたが、是班牙（スペイン）の攻勢により敗
北した。そこで精鋭を率い、暗得（アンデス）越えを強行して勝利し、スペインからの独立を果
たした（野田 1942:83-85）。大槻西磐は仙台藩の儒者で「ボリーバルが死んで二十五年しか経た
ない安政二年に・・ボリーバルの事を書いてゐる」（天野 1941:137）。

7） 「邦人海外發展史年表」（入江 1942b）および「日本ブラジル交流史年表」（パウリスタ新聞社編
1996）他を参照して作成。

8） 1897年、嶋貫兵太夫牧師によって創立されたプロテスタント系青年教育団体。苦学生支援組織
として発足し、移民事業にも取組み北米、中南米、東南アジア、旧満州（現中国東北部）などへ
約 3万人の移住者を送り出してきた。新渡戸稲造を顧問に迎えた。1914年永田稠が第 2代会長
に就任した。

 日本力行会 HP

 http://rikkokai.or.jp/?page_id=114　2020年 8月 12日 閲覧
9） 1町歩 ≑1ヘクタール ≑1万平方メートル。

10） 1911年に星製薬を設立、1950年に星薬科大学を創設した。長男は SF作家の星新一である。
11） なお本書は、石川友紀（監修）『日系移民資料集 南米編（全 30巻・別巻 1）』（日本図書センター、

1998、1999年）のうち、第 9巻に収録されている。
 　また本稿で取り上げた「戦前昭和期の移民文献」で上記の資料集に収録されているのは、番号

で示すと（3）（5）（6）（7）（9）（10）である。
12） 「アンデス山系の東麓、海抜二千米の地域より發して、遠く南米大陸の中央に延びてゐるアマゾ

ン流域地帯」（結城 1928:366）。
13） 「戦前の移住者の間ではアリアンサ移住地は日本力行会の永田稠が開設した移住地として知られ

ていたが、公式には信濃海外協会の移住地ということになっているため、資料に名を残すことも
なく、現在では長野県の関係者でもアリアンサ移住地は長野県がつくった移住地だと思っている
人が多い」。

 『ありあんさ通信』（第 13号）、2003年 8月 1日発行。
 http://www.gendaiza.org/aliansa/lib/1302.html　2020年 8月 12日 閲覧
14） 「移住地」という呼称は 1924年にアリアンサ移住地がはじめて使った。
 『ありあんさ通信』（第 8号）、2000年 11月 30日発行。
 http://www.gendaiza.org/aliansa/lib/0802.html　2020年 8月 12日 閲覧
15） 「日本の国際的孤立が深まる一九三四年、共生・協同を掲げたアリアンサもついに国策会社に併
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合され、自治・協同の村は歴史を閉じた。夢を失った住民は村を去り、協同の精神は失われ、農
地も荒廃していった」。

 『ありあんさ通信』（第 24号）、2008年 11月 30日発行。
 http://www.gendaiza.org/aliansa/lib/24-02.html　2020年 8月 12日 閲覧
16） 調査団の派遣費用 8万円を鐘紡が肩代わりしたことから、この植民地建設計画は鐘紡主導で進め

られた。この事業は鐘紡の株主総会で以下のように議論された。当初 100万町歩が提示された
が、調査の結果、50万町歩が開墾可能となり、その半分は分譲し、半分は直営とする。社長の
武藤山治はこの事業をいわば企業の社会的貢献と捉え、事業会社として南米拓殖（株）を創立
し、「同社株式総数の四分の一即五万株此額面金額二百五十万円也を当会社に於いて引受くる事」
と提案した [1928年 5月 9日の臨時株主総会 ]（伊藤編 2018:207-210）。その後トメアスー移住地
として胡椒、カカオ、トロピカル・フルーツの生産により今日に至っている。

17） 蝦夷地の交易で財をなした近江商人の藤野家の分家出身、自ら缶詰工場と牧場を経営した。衆議
院議員でもある。渡墨はせず、布施常松という人物を現地に送り、農牧業経営に当たらせた（坂
野 2019）。

18） 備前平戸の出身。桑港（サンフランシスコ）に遊学しているとき、義勇兵に応募してチリに渡る。
桑港に戻り、従軍記を著している。内容はチリ史や文化、革命の顛末に及んでいる。1893年シャ
ム（タイ）に渡り、日暹植民協會を起して移民事業に携わった（入江 1942b:348）。

19） 設備や構造物を含めて制度・システム、法制度など広い意味で使用されている。

大正末期の移民文献

（1）藤田敏郎『南米の殖民地』アルパ社、1924年。
（2）富田謙一、景山知二『秘露と日本―南米ペルー大統領レギーア―』日秘協會、1924年。
（3）高岡熊雄『ブラジル移民研究』東京寶文館、1925年。
（4）田中誠之助『南米の理想鄕』日本植民通信社、1926年。

戦前昭和期の移民文献

（1）成川房幸『南米事情』松山高等商業學校、1928年。
（2）大島喜一『邦人の發展地ブラジル』（5版）東文堂、1928年。
（3）結城朝八『南米と移民』古今書院、1928年。
（4）稲垣頴策『ブラジルとアルゼンチン』移植民研究會、1929年。
（5）吉山基徳『我等の發展地メキシコ』日本植民通信社、1930年。
（6）大島喜一『南米アルゼンチン』植民社、1931年。
（7）十藏  寺宗雄編『南米案内 下（アルゼンチン外十二箇國編）』（移民講座第 3巻）、日本植民協会、

1932年。
（8）佐藤次郎『ブラジル生活二十年―コロノより獨立農まで―』海外興業、1932年。
（9）青柳郁太郎編著『ブラジルに於ける日本人發展史 上巻』
 ブラジルに於ける日本人發展史刊行委員會、1941年。
（10）青柳郁太郎編著『ブラジルに於ける日本人發展史 下巻』
 ブラジルに於ける日本人發展史刊行委員會、1942年。
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（11）入江寅次『邦人海外發展史 上巻』井田書店、1942年。
（12）入江寅次『邦人海外發展史 下巻』井田書店、1942年。

本稿で言及した戦前文献

（1）野田良治『世界之大寶庫南米』博文館、1920年。
（2）野田良治『世界之大寶庫新南米』博文館、1927年。
（3）天野芳太郎『中南米の横顔』朝日新聞社、1941年。
（4）野田良治『らてん・あめりか叢談』十一組出版社、1942年。
（5）田中耕太郎『ラテン・アメリカ史概説 下巻』岩波書店、1949年。
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〈調査研究報告〉
Excavation at Nixtun-Ch’ich’, Guatemala: 

Exploring the Material Culture of the Chak’an Itza

Yuko SHIRATORI
＊

1　Introduction

Recent excavations conducted by the Proyecto Arqueológico Itza investigated lakeshore 

structures at Nixtun-Ch’ich’, Guatemala. This project is part of the continuous effort to 

reconstruct the political geography of the Petén lakes region at the time of Spanish Contact 

(1525-1697 CE) (Pugh et al. 2012, 2016; Rice and Rice 1980, 1990; Rice and Rice 2009, 2018). 

While archival research by Grant Jones (1998) has already ethnohistorically reconstructed 

the seventeenth-century political geography, our archaeological research is an attempt at 

“ground-truthing” those ethnohistory claims. Specifically, it is expected to correlate material 

culture to ethnohistory. 

Could archaeologically recovered materials be in line with ethnohistor y? 

Archaeologists who have worked in the Petén lakes region face difficulties in defining the 

soil layers of Contact and Colonial periods (1525-1700+ CE). The reasons largely stem from 

the scarcity of European objects, such as Spanish fine wares (Rice and Cecil 2018:219). The 

ceramic assemblage cannot distinguish between Contact and Colonial periods, on the one 

hand, and the Postclassic period, on the other, unless European objects are encountered in 

the same layer. In addition, since the soil layers of Contact and Colonial periods lie close to 

the surface, they are easily contaminated and disturbed, and the utility of radiocarbon 

dating is limited. In that light, a key concern for recent archaeological research on the 

Postclassic to Contact periods in the Petén lakes region, has been to understand the 

relationship between variations of material culture and the identities of spatially and 

politically distinct groups (Pugh et al. 2016; Rice and Rice 2018).

This paper reports the field research at the southwestern shore (Sector PP) of the 

archaeological site of Nixtun-Ch’ich’ and the preliminary analysis of ceramics that took 

place from July 2019 through March 2020. Our excavation examined whether structures 

on the shore served as a port or dock during the Postclassic to Contact period. Also, we 

attempted to identify patterns of ceramics in search of the Chak’an Itza’s identity 

expression in the material culture. 

＊　京都外国語大学ラテンアメリカ研究所　日本学術振興会特別研究員（PD）
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2　Chak’an Itza and the Port of Nich

Historical documents suggest that the western edge of Lake Petén Itzá was controlled by 

the Chak’an Itza, a “faction” of the Itza of Petén in the seventeenth century (Avendaño y 

Loyola 1987; Jones 1998). Spanish Fray Andrés de Avendaño y Loyola visited the Petén 

lakes region and met the lord of the Itza, Ajaw Kan Ek’ (Avendaño y Loyola 1987). Ajaw 

Kan Ek’ was the central lord of four provinces around Lake Petén Itzá, which were 

centered on the island capital of Tayza/Nojpeten (Figure 1). Each province was governed 

by a pair of senior-junior lords (b’atab’oob). The Chak’an Itza in the western province were 

under the control of K’in Kante and AjTut (Avendaño y Loyola 1987). Although the senior 

b’atab’ of Chak’an Itza, K’in Kante was an uncle of Ajaw Kan Ek’ of the Itza, and both rulers 

were in conflict with each other (Jones 1998). At the eve of the conquest, the Chak’an Itza 

established an alliance with the Kowoj in the eastern province against Ajaw Kan Ek’ 
(Avendaño y Loyola 1987:50-52; Jones 1998:95). Thus, the “confederacy” of the Itza of 

Petén was extremely complex in the seventeenth century.

For the Itza confederacy, the location of Chak’an Itza was very important for its 

proximity to the western (Gulf coast and Yucatán) trading routes. Avendaño y Loyola 

visited the province of Chak’an Itza in 1696 and described the port of Nich or Ch’ich’ on the 

peninsula (Avendaño y Loyola 1987:29-30; Vayhinger-Scheer 1997:32-33). Nich was a small 

lakeshore town of about ten houses (Avendaño y Loyola 1987:29; Vayhinger-Scheer 

1997:32). Avendaño y Loyola described Nich as the principal town of the Chak’an Itza, 

governed by AjTut (Avendaño y Loyola 1987:30; Vayhinger-Scheer 1997:33). Avendaño y 

Loyola took a canoe to Tayza across Lake Petén Itzá from the port of Nich. The following 

year, when the Spanish conquistador Martín de Ursúa y Arizmendi visited, Nich was 

already abandoned and Ursúa founded a new town on the same site in order to attack the 

capital Tayza (Jones 1998). Grant Jones (1998:266) suggests that the inhabitants of Nich 

had evacuated prior to the arrival of Ursúa’s troops. 

After the Conquest, the Chak’an Itza established a new capital at Chun Ajaw near Lake 

Sacpuy (northwest of Nixtun-Ch’ich’). At the site of the former port of Nich, the mission 

San Jerónimo was established in 1702 and 16 families (36 houses) settled into the mission 

town (Jones 1998:392-394). However, in 1734 the mission San Jerónimo moved north near 

present-day San Andrés (Jones 1998:392).

According to Avendaño y Loyola (1987:30), Chak’an Itza was comprised of several 

settlements with about 600 inhabitants. From his first village in Chak’an Itza to Nich, he 

traveled about five leagues east (21 km). Since the principal town only contained about 10 

houses, other settlements could be the same size or smaller. In his report “Relación de las 
dos entradas que hice a la converción de los gentiles ytzáex, y cehaches,” Avendaño y Loyola 

drew a map of Lake Petén Itzá, probably presenting settlements and/or houses as dots and 

circles in the territory of Chak’an Itza (Avendaño y Loyola 1987; Vayhinger-Scheer 1997).
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3　Nixtun-Ch’ich’

The archaeological site of Nixtun-Ch’ich’ extends southeast over 3 km on the Candelaria 

Peninsula. Previous research at Nixtun-Ch’ich’ revealed that it was occupied from as early 

as the eleventh century BCE to the eighteenth century CE (Pugh et al. 2016; Rice 2009b). 

The Postclassic occupation at Nixtun-Ch’ich’ has been identified in upper layers across the 

peninsula, indicating that the site was inhabited widely during the Postclassic period, and 

possibly to the Contact and Colonial periods. The extensive site area has been divided and 

labeled by sectors for the purpose of spatial control by the Proyecto Arqueológico Itza 

(PAI) (Figure 2). 

During previous excavations from 1995-2015, several sectors (Sectors CC, PP, QQ, XX, 

WW, and ZZ) were investigated focusing on the Postclassic to Colonial period along the 

lakeshore (Pugh et al. 2016; Rice 2009; Rice et al. 2007). Contact and Colonial period 

materials have been identified in Sectors XX and ZZ, the area east of a “wall and ditch 

complex,” which rests on the narrow neck of the peninsula (Figure 2). At Sector XX, a 60 x 

60 m platform that supports at least five structures was partially excavated and yielded iron 

Figure 1　Map of Petén lakes region during the 17th century with suggested regions.
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nails (Rice et al. 2007). Although the structures were constructed during the pre-Contact 

period, they were occupied through the Contact period. At Sector ZZ, a salvage excavation 

at the tip of the peninsula yielded large numbers of pre-Contact ceramics and Spanish 

colonial materials such as iron knives, glass beads, and green-glazed “olive jars” at 

Structure ZZ1 (Rice 2009; Rice and Cecil 2018). With that in mind, Structure ZZ1 was likely 

a part of the mission San Jerónimo which dates from 1702 as well as a part of the 

seventeenth-century port of Nich (Pugh et al. 2016; Rice 2009).

Excavation at Structure CC1/1 in Sector CC revealed a 35 x 7 m structure, which 

appeared to be the Postclassic open hall (Meissner 2007; Pugh and Shiratori 2018). Open 

halls are common Postclassic constructions and probably functioned as both administrative 

and civic-ceremonial spaces. The excavator noted the presence of low, rectangular 

structures in front of the open hall (Structure CC1/1) (Meissner 2007:7-11). Sector WW 

contained a Postclassic plaza group that included a C-shaped shrine (Carlo 2007). 

Excavations at Sector QQ on the southern shore of the peninsula revealed a dual open hall 

construction (Structure QQ1/1) (Pugh et al. 2016). Artifact remains from Structure QQ1/1 

contained fragmented Late Postclassic effigy censers, animal sculptures, and a piece of 

coral (Pugh et al. 2016). 

These isolated groups of structures in the vicinity might have been the settlements 

that Avendaño y Loyola described and noted in his report. Although no European objects 

have been encountered in Sectors CC, QQ, and WW, the occupation likely continued into 

the seventeenth century. In search of European objects in the area west of the “wall and 

ditch complex,” the PAI has explored the south shore to the west of the peninsula (Pugh et 

al. 2016).

Figure 2　  Map of Nixtun-Ch'ich' partitioned by the sectors. Map by Timothy Pugh and Gabriela 

Zygadło.
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4　Sector PP

Three hundred meters due east from Structure QQ1/1, which held the Postclassic dual 

open hall, Sector PP is located at the southern shore of the peninsula southwest from the 

central axis of Nixtun-Ch’ich’. The northern edge of this sector rests on the same terrain 

on which Structure QQ1/1 sits. The terrain then slopes down to the lake edge in the south 

of the sector. A congregation of buildings (Structure PP3) is located between the northern 

edge of the sector and the lake. The distance to the lake changes depending on the water 

level and was approximately 100 m from the southern edge of Sector PP in 2019.

Sector PP contains at least three structure groups: Structures PP1, PP2, and PP3. 

Structures PP1 and PP2 are located on the northern edge of the sector on higher terrain, 

while Structure PP3 lies on the gradual slope to the lake. Mapping by the Total Station 

shows that Structure PP3 consists of three raised platforms (Structures PP3/1, PP3/2, and 

PP3/3) constructed on a terrace, extending to the lake edge. This terrace is demarcated 

by a stone alignment approximately 30 x 50 m in area. The height changes about 1.3 m 

from the top of the terrace to the bottom. There is drainage along the eastern edge of 

Structure PP3 from the northern terrain between Structures PP1 and PP2 (Figure 3). If 

this drainage is ar tificial, Structure PP3 could have been associated with water 

management. The western side of Structure PP3 seems to be a ramp, going down to the 

lake. This ramp-like feature and the adjacent terraced structures gave hints that Structure 

PP3 was a building complex serving as a port or dock and allowing inhabitants to dock a 

boat from the lake. If so, then trading objects might have passed through this port, just as 

they had at the port of Nich at the eastern tip of the peninsula.

Figure 3　Map of Sector PP, showing Structures PP1, 2, and 3. Map by Timothy Pugh.
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In search of a Postclassic occupation, the excavation at Structure PP3 began in 2015, 

revealing a staircase of a possibly domestic structure with a Postclassic burial (Pugh and 

Chan Nieto 2016). This discovery prompted further investigation of Postclassic and 

possibly Contact period-occupation at Structure PP3. The 2019 excavation at Structure PP3 

aimed to examine the functions and roles of these lakeshore structures and to acquire 

materials of the Chak’an Itza at Nixtun-Ch’ich’. Our excavation focused on the northern 

platform, Structure PP3/1 because this platform was the largest among the three. 

Additionally, there were large-stone alignments that could have served as the basal stones 

for buildings. We conducted a trench excavation running through the structures to identify 

the relationship among the three terrace platforms (Figure 4). 

4-1　Structure PP3/1

Structure PP3/1 is the largest platform on Structure PP3 and is located at the northern 

end of the group. At least three buildings rest upon the platform: Structures PP3/1-1, 

PP3/1-2, and PP3/1-3. These structures were newly designated in 2019 and numbered 

from west to east clockwise (Figure 4). Structure PP3/1-1 is located on the western side of 

the platform. It appeared to be a 3 x 7m rectangular structure running northwest-southeast 

(150˚ east of true north). Exposed eastern wall stones were basal stones for a residential 

building. They are relatively large (30 x 50 cm in size) and their sizes are inconsistent. 

After excavation cleared the southeast corner, a very thin plaster floor was exposed on top 

of the construction fill. Beneath the construction fill, another thick layer of plaster floor 

was exposed. 

The northern section of the east wall was removed and exposed a wall alignment 

running east-west, not associated with Structure PP3/1-1. Since this structure is 

perpendicular to Structure PP3/1-1, it is likely an earlier construction of Structure PP3/1-2 

to the north. The wall alignment of this earlier construction is composed of similarly sized-

stones, unlike the upper Structure PP3/1-1. Associated with this earlier construction, a 10 

cm-thick plaster floor was recovered in fragments on top of the wall construction. This 

floor should be contemporaneous to the thick floor exposed on the southeast corner.

There is a scattered distribution of artifacts in Structure PP3/1-1. Ceramics diagnostic 

of the Postclassic period were recovered mostly near the surface of the northern section. 

In the meantime, ceramics of the Late Preclassic period were more frequent than those of 

the Postclassic period. Several small beads of red and green color were recovered in the 

area to the south of the earlier construction. The excavation further east of Structure 

PP3/1’s east wall revealed a burial dated to the Late Preclassic period (300 BCE-200 CE).

4-2　Burial PP3/1-1

An intrusive burial recovered in the platform of Structure PP3/1 was a seated or flexed 

burial which was covered by an upside-down vessel. The bones were not well preserved, 
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Figure 4　Plan of Structure PP3, showing Structures PP3/1, PP3/2, and PP3/3 with excavated areas.
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probably due to the burial’s proximity to the surface. The burial was encountered 28 cm 

below the surface, which is very shallow for a Later Preclassic burial in general. The 

individual likely faced south in a seated or flexed position and their arms were crossed in 

front of their torso. The body appeared to have hunched forward toward the head. The 

cranium was fragmented, and we recovered a fragment of the left mandible with molars. 

According to the bioarchaeologist, the individual was old (and probably female) based on 

antemortem tooth loss (Miller-Wolf 2019, personal communication).

The covered vessel was a large, flat-bottom dish with a double incision on the interior 

lip of its outflared rim (Figure 5). The rim diameter is approximately 42-46 cm. A white to 

orangish cream slip covers both sides of the surface, and fire-clouds are visible on the 

base. Based on the paste composition and surface treatment, the vessel is diagnostic of the 

Late Preclassic period (probably Accordion Incised type). The vessel is missing 20% of its 

rim and some small fragments. It is unclear if the rim was intentionally missing.

Besides the topped vessel, the burial contained one red-stone and five greenstone 

beads around the torso. The greenstone beads are flat with a diameter of 1 cm. The red-

stone bead is in the shape of a tube 1.2 cm in length. The same kind of flat greenstone 

beads were recovered outside the burial; they were probably from the same accessory.

We concluded that the Postclassic inhabitants did not reoccupy the Preclassic 

construction of Structure PP3/1-1, since the Late Preclassic burial was encountered within 

30 cm from the surface, and because of the scattered distribution of the Postclassic 

ceramics in the topsoil.

Figure 5　Reconstructed dish from Burial 1 at Structure PP3/1-1.
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4-3　Structures PP3/1-2 and PP3/1-3

Structures PP3/1-2 and PP3/1-3 were excavated by a 2 x 6 m trench. Located to the 

northeast of PP3/1-1 is Structure PP3/1-2, sitting in the middle of the platform and 

running east-west. Structure PP3/1-2 appears to be a 3 x 5 m-rectangular structure with a 

front stepped terrace (south). The top of the structure is 2 m-wide, and the front terrace is 

1 m-wide. The front terrace was 10-15 cm-high and the edge of the step was constructed of 

soft, cut stone-blocks.

A 2 x 6 m trench excavation was placed along the axis of Structure PP3 at Structure 

PP3/1-2. At the southern edge of the trench is the front step of the building, a part of the 

wall alignment which was encountered near the burial in Structure PP3/1-1. The area 

between the basal wall alignment and the first step of Structure PP3/1-2 was tightly filled 

with cobblestones. While it is likely that the Postclassic inhabitants reoccupied Structure 

PP3/1-2, it is uncertain whether the Postclassic inhabitants were aware of the burial in 

front of the structure. The back side (north) of Structure PP3/1-2 used cobblestones as a 

platform fill. This fill contained ceramics diagnostic of both the Preclassic and Postclassic 

periods, suggesting that the platform behind Structure PP3/1-2 was refilled during the 

Postclassic period. 

Structure PP3/1-3 is located on the east side of Structure PP3/1. A 10 m-alignment of 

large stones (50-60 x 30-40 cm) was visible on the surface running east to west in the 

center of Structure PP3/1. One meter to the north and parallel to this alignment are 

aligned smaller stones (30 x 40 cm). The trench excavation across this alignment of 

smaller stones revealed a residential structure of the Preclassic period, with a Postclassic 

occupation above. The form of Structure PP3/1-3 is unknown; it may have been modified 

and/or had construction materials removed during the Postclassic period. Removal of the 

large wall stones revealed another parallel alignment below. The southern side of this 

parallel alignment appears to have a bench construction facing east. This construction had 

flat limestone on top, indicating a plaster floor above. It is noteworthy that two fragments of 

metal objects were recovered near the large wall stones. 

4-4　Postclassic Midden

While placing stakes for a barb wire, the 2015 excavation encountered abundant apple snail 

(pomacea) shells behind Structure PP3/1-2. This led us to excavate a 2 x 2 m unit in the 

hope of finding a Postclassic midden. A possible platform edge, running east-west, was 

exposed in the northern section of the unit. This platform edge had a double row with two 

courses of medium-sized stones. Although the wall was compactly built on the eastern 

side, the double row collapsed near the western edge of the unit, probably due to the 

midden encountered south of the wall. 

Many artifacts were concentrated south of the platform edge, extending towards 

Structure PP3/1-2. These artifacts were mainly complete pomacea shells and large 
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fragments of ceramics and animal bones. This concentration of artifacts was discovered 10-

20 cm below the surface. Despite such a proximity to the surface, artifacts were very well 

preserved in the midden. Most ceramics recovered from the midden were diagnostic of 

the Postclassic period. Approximately 50% of the ceramics were jar fragments of Pozo 

Unslipped type of the Postclassic period. Fragments of Postclassic tripod dish were very 

common and included polychrome and incised vessels (Figure 6). Animal bones and teeth 

were in good condition. Some of the animal teeth were exported to run isotope analysis. 

Preliminary analysis of the animal bones shows that recovered animal bones were of dog, 

peccary, brocket deer, and rabbit (Freiwald 2020, personal communication). Abundant 

pomacea shells are prominent, compared to the fewer jute shells recovered in the midden. 

These artifacts indicate a domestic use and are probably refuse from Structure PP3/1-2.

4-5　Trench Excavation

A 2 x 10 m trench was excavated along the central axis of Structure PP3, exposing the 

edges of Structures PP3/1 and PP3/2. One of the intentions of this trench was to identify 

the relationship between Structures PP3/1 and PP3/2. The northern section of the trench 

cleared the southern portion of Structure PP3/1, revealing sparsely scattered artifact 

remains. This suggests that the southern portion of the platform was maintained clean, 

and no Postclassic modification was identified on Structure PP3/1’s platform. 

The southern edge of Structure PP3/1 was constructed out of two courses of stones. 

A front terrace and step rests 30 cm below the edge of Structure PP3/1. The terrace is 2 

Figure 6　  Vessel fragments from the Postclassic midden. A) Ixpop Polychrome, B) Picu Incised; 

Thub variety “molcajete” (grater bowl), C) Picu Incised; Picu variety.
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m-wide, and there is a protrusion attached. This terrace appears to be a Preclassic 

construction, even though Postclassic diagnostic ceramics were recovered upon the 

terrace. This protruded terrace extends to the west. The front is 30 cm-high from the 

bottom of the terrace stones. Therefore, Structure PP3/1 is raised 60 cm. The area 

between the protruded terrace and Structure PP3/2 is 2 m apart. Artifact remains in this 

area contained a mix of ceramics diagnostic of both the Late Postclassic and Late 

Preclassic periods. The higher frequency of Late Postclassic ceramics is likely due to the 

accumulation of refuse from Structure PP3/2, indicating that access to ascend the terrace 

and Structure PP3/1 was not in use during the Late Postclassic period.

4-6　Structure PP3/2-1

Structure PP3/2 is the second (middle) platform terrace in the group of Structure PP3. 

Structure PP3/2-1 is a C-shaped structure resting on top of Structure PP3/2 (Figure 4). 

Since the platforms of Structure PP3 are constructed as a terrace down to the lake, 

Structure PP3/2 sits approximately 60 cm lower than Structure PP3/1. The platform of 

Structure PP3/2 is approximately 10 x 21 m, and Structure PP3/2-1 extends approximately 

7 x 17 m upon the platform, facing south. Previous excavation revealed that the platform 

has a staircase that accesses the lower platform Structure PP3/3. The staircase has two 

steps that are 50 cm-wide, likely extending along the southern side of the platform. The 

wall of Structure PP3/2-1 encloses the front room, opening south as the front entrance. 

The excavation exposed the back wall of Structure PP3/2-1. This wall is composed of two 

rows of small stones (20 x 20 cm) 2 m-wide, filled with pebble stones. The wall is 10 cm-

high with a single course of construction. A medial shrine or altar in the center of the 

bench running along the wall, demarcated by a stone alignment. The C-shaped building 

holds a 1 m-wide bench along the back wall, covered by a plaster floor. A clayish limestone 

material, which is burned and has a grayish light green color, was recovered in the area to 

the east of the medial altar. Unlike the plaster floor, this material was laid unevenly on the 

surface, and large fragments of tripod dish and incensario were mixed with the clayish 

material. This indicates that the clayish material was the remnant of ceremonial activity 

which was conducted upon the bench.

Fragments of Late Postclassic effigy censers were recovered from the back (north) 

side of Structure PP3/2-1. They were all fragments and possibly the ceremonial refuse of 

civic-ceremonial activities inside Structure PP3/2-1. Compared to the domestic character 

of the ceramic assemblage from the midden near Structure PP3/1-2, that of Structure 

PP3/2-1 is civic-ceremonial and includes effigy censers and tripod dish with basal flange. 

The ceramic assemblage of Structure PP3/2-1 matches that of Structure PP3/3, the 

southern platform, which was excavated in 2015.
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5　Discussion: Material Culture of Sector PP

The analyses of material remains recovered from Structure PP3 are still in process. 

Therefore, the following discussion is mainly based on the preliminary result of ceramic 

analysis. The 2019 excavations at Structure PP3 encountered ceramics diagnostic of the 

Postclassic period and ceramics were consistent with subsistence activities. Of total 22,931 

ceramic sherds recovered from Structure PP3, 12,421 (54%) were Postclassic diagnostic 

sherds. The minimum number of vessels (MNV) has not been calculated; the sherds 

counts here are not relative to estimate numbers of individual vessels. Table 1 shows the 

sherd counts, weight, and the frequency per excavated area (m²).

Table 1　  Total sherd counts, weight (g), and the frequency per excavated area (m²) for each 
excavation and structure. Picu Incised and Ixpop/Saca Polychrome types are in the same 
SIP ware group of Paxcaman Red, while Hobonmo Incised type is in the VOR ware 
group of Augustine Red. “Ixpop/Saca Polychrome” includes Ixpop Polychrome, Saca 
Polychrome, and unidentifiable Ixpop/Saca Polychrome types.

PP3/1-1 PP3/1-2 PP3/1-3 Trench1 PP3/2-1

Postclassic Types

Total 1234 4794 1240 3855 1298

 Weight (g) 7356.1 43568.5 7213.7 25320.4 21364.5

Frequency 
(sherd/ m²)

15.2 106.5 49.6 77.1 24

Patojo Modeled 
Type

Total 4 0 0 81 259

 Weight (g) 212 0 0 1990.9 8670.4

Frequency 
(sherd/ m²)

0.05 0 0 1.6 4.8

Paxcaman Red 
Type

Total 367 1167 445 1240 397

 Weight (g) 2866.5 14472.2 2926.1 8479.3 5391.6

Frequency 
(sherd/ m²)

4.5 25.9 17.8 24.8 7.4

Picu Incised Type 
(molcajete) 

Total 3 35 7 10 1

 Weight (g) 28.3 2029.0 60.6 66.4 1.8

Frequency 
(sherd/ m²)

0.04 0.8 0.3 0.2 0.02

Ixpop/Saca 
Polychrome Type

Total 4 50 0 5 8

 Weight (g) 46.8 1241.1 0 54.9 84.3

Frequency 
(sherd/ m²)

0.05 1.1 0 0.1 0.1

Augustine Red 
Type

Total 120 120 41 212 76

 Weight (g) 704.6 1277.4 388.9 1472.2 720.0

Frequency 
(sherd/ m²)

8.7 28.4 15.6 29.4 13.3

Hobonmo Incised 
Type (molcajete)

Total 0 4 0 1 1

 Weight (g) 0 447.6 0 11.1 45.8

Frequency 
(sherd/ m²)

0 0.09 0 0.02 0.02
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5-1　Postclassic Incense Burners

While the upper platform (Structure PP3/1) contained ceramics and artifacts characteristic 

of domestic activities, the middle platform (Structure PP3/2) recovered ceramics 

characteristic of civic-ceremonial activities. Relative frequencies of the ceramic types 

provide us with evidence of the distinction between ceremonial and domestic areas. 

Ceremonial activities generally incorporated incense burners in both public and private 

rituals. Incense burners or censers were used until the Spanish conquest. 

One of the markers of the Late Postclassic period is the presence of Chen Mul 

Mayapán-style effigy censers. Effigy censers are most numerous and common at Mayapán, 

the largest Postclassic center in northern Yucatán during the Hocaba/Tases ceramic 

complex (1250-1450 CE) (Smith 1971). Effigy censers are hollow standing figures attached 

in the back to a large pedestal vase. Effigy figures vary from deities to human figures, and 

represent Chaak, Itzamna, the Maize God (God E), the Merchant God (God M), and so on. 

The recovering context of effigy censers are burials, special deposits for altars, and open 

halls of the temple assemblage at Mayapán (Peraza Lope et al. 2006; Smith 1971).

Similar effigy censers have been found widely throughout the northern lowlands 

(Milbrath and Walker 2016; Milbrath et al. 2008; Rice 2009a; Russell 2000). Studies show 

that Mayapán-style effigy censers were manufactured locally with local clay (Milbrath and 

Walker 2016). Stylistic differences between Chen Mul Modeled censers at Mayapán and 

Mayapán-style ef figy censers include dif ferences in the representation of eye pupils 

(Milbrath et al. 2008). While in Mayapán, Chen Mul Modeled censers have painted pupils, 

Mayapán-style censers from outside Mayapán (except Chich’en Itza) are perforated. In 

addition, Chen Mul censers are often taller than Mayapán-style censers, measuring about 

50 cm. The widespread of Mayapán-style effigy censers across the lowlands illustrate the 

extent to which the complex religious iconography was widely shared.

Mayapán-style effigy censers have been identified in the Petén lakes region. The most 

common ceramic type of effigy censers in the region is Patojo Modeled type (Rice 2009a). 

Fragments of effigy censers are very common in each Postclassic site, but Topoxté and 

Zacpetén in the eastern side of Lake Petén Itzá yielded greater quantities of reconstructible 

effigy censers than found at other sites in the region (Rice 2009a). Both Topoxté and 

Zacpetén are known to be sites that were controlled by the Kowoj, who were rivals of the 

Itza. In contrast, excavations at Itza-controlled sites such as Flores and Tayasal rarely have 

large fragments or partially reconstructible effigy censers (Shiratori 2019). At Nixtun-Ch’
ich’, previous excavations yielded fragments of ef figy censers in Structure QQ1/1, a 

Postclassic open hall (Pugh et al. 2016). This reconstructed effigy censer depicted the 

deity Itzamna (or God D) (Pugh et al. 2016). Compared to fragments of effigy censers at 

Tayasal, the partially reconstructed head of the effigy censer was very rare and significant.

Excavations at Structure PP3/2 yielded non-reconstructable fragments of ef figy 

censers (Table 1). Among them, two fragments of effigy censers depict human faces 
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(proper right) (Figure 7). They were recovered behind the C-shaped Structure PP3/2-1 on 

Level 2, and are probably refuse from civic-ceremonial activity inside the building. The 

complete size is unknown, but both fragments are approximately 10 cm-long. The face 

fragments are shown wearing a headdress which is displayed by a straight line on the 

forehead to the upper earlobe. Fragment A has a perforated eye pupil with a protruded eye 

lid. The mouth is open and has a partial upper tooth. The ear hole is perforated and pierced 

on the earlobe. There may be an ear ornament hanging on the earlobe. The paste is of an 

orange-red color and very coarse having inclusion of snails, granular sized calcite and 

oxidized mineral. The interior of the face is fire-clouded, indicating use as a censer. White 

stucco is attached to the face around the eye and along the edge of the ear. Fragment B 

has a protruded eye lid and a missing mouth. The ear hole is perforated, and the broken 

ear ornament indicates that it had a large, protruding ornament. The paste is similar to that 

of fragment A, both orange-red color and coarse. There is no sign of fire-clouding on the 

interior surface. 

Previous excavation at Structure PP3/2 also encountered similar face fragments from 

effigy censers (Figure 8). Interestingly, these fragments were proper right of the face. Both 

fragments were recovered in the refuse deposit on the upper staircase of Structure PP3/2. 

Figure 8A displays a perforated eye pupil with an incised lower eyeline and an open mouth 

with fang-like teeth. The fang-like teeth are characteristic of Chaak/Tlaloc (Rain God), 

which is a commonly represented deity on effigy censers at Mayapán (Milbrath et al. 

2008). There is no chin below the teeth, making it a very short face. Although the nose is 

Figure 7　Fragments of effigy censers from Structure PP3/2-1.
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missing, there is a very short space between the eyes and the upper lip. The lower lip is 

protruded from the open mouth. The figure wears a headdress and probably an ear 

ornament. The ear hole is perforated as are the other faces in Structure PP3/2. The paste 

is similar to the ones from the C-shaped structure; orange-red in color and coarse with 

inclusion of calcite and snails. The interior surface has no fire-clouding.

Figure 8B is another fragment from the right side of the effigy censer face found in 

the staircase of Structure PP3/2. The fragment displays a partial headdress, a perforated 

eye pupil with a dented eyeball, a broken nose, and an open mouth with incised upper 

teeth. The nose holes are punched but not penetrated. It appears to have had something on 

the top of the nose. Some traces of stucco are visible around the eyeball and nose. The 

paste is similar to the other face fragments but appears slightly lighter in color and with 

more calcite speckles. The exterior surface is smoother than the others, indicating that it 

was better made. The interior surface shows no sign of fire-clouding.

These four faces from effigy censers are classified as Patojo Modeled type, Patojo 

variety. While none of them were painted, some had traces of stucco on the surface, 

indicating a stucco coating. All of them wear headdresses with a straight edge in front. The 

pupils of all four faces are perforated. Three faces that have an ear also have a perforated 

ear hole. Three faces that still retain their mouths display an open mouth and teeth. These 

traits appear to be characteristics of effigy censers at Sector PP, as of the Postclassic effigy 

censers throughout the lowland. They were in refuse scattered in front of and behind the 

C-shaped Structure PP3/2-1. Ceremonial activities using effigy censers were the focus of 

Figure 8　Fragments of effigy censer from the staircase of Structure PP3/2.
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the Structure PP3/2-1. In general, large fragments of effigy censers are relatively scarce at 

Nixtun-Ch’ich’. This shows that the Itzamna effigy censer head from Structure QQ1/1-1 

was very rare and significant for an understanding of the material culture of Chak’an Itza at 

Nixtun-Ch’ich’.  Not only the morphological variability but also technological and paste 

variability should be considered to understand the Chak’an Itza’s effigy censers. Chemical 

compositional analysis such as Instrumental Neutron Activation Analysis (INAA) could 

reveal the paste variations in Nixtun-Ch’ich’ and the wider Petén lakes region. 

Effigy censers that have the form of a human head are reported from other sites in 

the Petén lakes region (Rice 1987, 2009a). As at Nixtun-Ch’ich’, the lack of complete 

censers and the fragmentary nature of the censer remains are notorious at many other 

sites in the region (Rice 2009a). At Tayasal, large fragments of effigy censers were rare; 

instead, partially reconstuctible composite censers were abundant (Shiratori 2019). The 

paste of the Patojo Modeled type from Tayasal is more yellowish brown than the same type 

from other sites in the region. Compared to those from Tayasal, effigy censers from Sector 

PP at Nixtun-Ch’ich’ have a very orange-red paste. That the Spaniards destroyed effigy 

censers as pagan “idols” at the Conquest has been postulated as an explanation for their 

scarcity of effigy censers at Tayasal (Rice 2009a). Alternatively, the Postclassic inhabitants 

may have not focused on the use of effigy censers in their ceremonial activities. 

5-2　Decorated Ceramics

As stated, differences in subsistence activities can be distinguished in the ceramics from 

Structures PP3/1 and PP3/2. The midden behind Structure PP3/1-2 contained large 

numbers of decorated ceramics and unslipped jar fragments from the Postclassic period. 

Decorated Postclassic ceramics in the Petén lakes region are classified into three main 

paste wares: Snail-Inclusion Paste (SIP), Vitzil Orange-Red (VOR), and Clemencia Cream 

Paste (CCP) (Rice and Cecil 2009, 2018). Among them, the most common and widespread 

is Snail-Inclusion Paste ware, which is characterized by its distinctive freshwater snail shell 

inclusions. The paste color varies from gray to orange-brown, and the monochrome red-

slipped type of the Snail-Inclusion Paste ware is Paxcaman Red. Vitzil Orange-Red Paste 

ware is characterized by reddish-brown calcite paste, and the monochrome red-slipped 

type is Augustine Red. Clemencia Cream Paste ware is characterized by a fine, marly 

cream-colored paste, and the monochrome red-slipped type is Topoxte Red. Augustine Red 

might have been introduced in the Early Postclassic period (900-1250 CE) (Chase and 

Chase 1983), while Topoxte Red was probably produced from the Early Postclassic to the 

Contact period (1525-1697 CE) (Cecil 2009). 

While Paxcaman Red and Augustine Red are widely found in Nixtun-Ch’ich’, Topoxte 

Red is rarely found. This is the case in the western region of Lake Petén Itzá (Chase and 

Chase 1983; Rice and Cecil 2018). Likewise, Paxcaman Red and Augustine Red are sparsely 

found in the eastern region of the lake, such as Topoxté and Zacpetén and the most 
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common monochrome red-slipped ceramic is Topoxte Red (see Rice and Rice 1985). We 

now know that Clemencia Cream Paste ware was manufactured in the Kowoj-controlled 

eastern region (Cecil 2001, 2009, 2013). Thus, manufacture and distribution of Topoxte 

Red was controlled by the Kowoj in the east. Topoxte Red has been rarely found in Nixtun-

Ch’ich’. In Sector PP, previous excavation at the staircase of Structure PP3/2 yielded some 

Topoxte Red sherds. The exact percentage of Topoxte Red out of the total sherds is 

currently unknown but our 2019 excavation at Structures PP3/1 and 3/2 did not find any 

fragment of Topoxte Red. This indicates that Topoxte Red was limited in the refuse at the 

staircase and the front of Structure PP3/2, but not inside or behind the structure. In 

addition, it may suggest that Structure PP3/1 was occupied in the Early Postclassic period 

before the introduction of Topoxte Red. A more complete analysis of the chronology of 

Structures and Structure PP3/2 requires radiocarbon dating.

The Postclassic midden behind Structure PP3/1-2 yielded well-preserved sherds. 

There was no complete vessel, but reconstructible vessels included tripod dishes of 

Paxcaman Red, Picu Incised (incised Paxcaman Red), Ixpop Polychrome (polychrome 

Paxcaman Red), and Augustine Red (Figure 6). Large jar fragments of Pozo Unslipped type 

are also prominent. The incised tripod vessels were mainly molcajete, grater bowls (Figure 

6B). Molcajetes occur frequently during the Postclassic period, indicating that grinding on 

tripod bowls was an important role for domestic and probably civic-ceremonial activities. 

Fragments of molcajetes were mostly recovered in the upper platform, Structure PP3/1 

(Table 1). This contradicts the recovery of censer sherds: while they were rarely found in 

Structure PP3/1, they were abundant in Structure PP3/2. These cases demonstrate that 

Structure PP3/1 was domestic, and Structure PP3/2 was ceremonial, in function. 

Other differences we noticed in the decorated ceramics include that painted tripod 

dishes, such as Ixpop and Saca polychrome of Paxcaman Red are frequently found in 

Structure PP3/1, while they were rare in Structure PP3/2 (Table 1). The basal flange with 

a form of step-fret occurs with both Paxcaman Red and Augustine Red tripod dishes from 

Structure PP3/2 (Figure 9). The stepped flange was frequently attached to the tripod 

dishes of Augustine Red in Tayasal and Flores (Shiratori 2019). In Structure PP3/2 at 

Nixtun-Ch’ich’, the stepped flange is seen more often with Paxcaman Red (n=13) than with 

Augustine Red (n=2). Stepped flange with Paxcaman Red could be a trait of Chak’an Itza. 

In addition, various forms and sizes of stepped flange exist in Structure PP3/2. Tripod 

plates with stepped flange might be associated with civic-ceremonial activities in Structure 

PP3/2.
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5-3　Artifacts

An analysis of the non-ceramic artifacts from Structures PP3/1 and PP3/2 also aligns with 

our interpretation of Structure PP3/1 as domestic and Structure PP3/2 as civic-ceremonial 

structures. Fragments of mano and metate groundstones were only recovered in the refuse 

at Structure PP3/1, indicating the presence of food preparation in a domestic structure. 

Net weights made of Postclassic sherds were mainly (n=34, 94%) recovered from Structure 

PP3/1. Fishing may have been a part of the domestic activities of Structure PP3/1. 

However, there were 132 Postclassic net weights recovered in Structure QQ1/1, the open 

hall ceremonial structure (Rice et al. 2017). Unlike Structure QQ1/1, the data from 

Structure PP3/1 shows a prevalence of net weights in domestic structure. Further 

analyses on net weights such as styles, weights, and detailed contexts would provide a 

deeper understanding of these fishing activities. 

Obsidian projectile points were common tools during the Postclassic period. Only two 

obsidian points were recovered in Structure PP3/1, none in Structure PP3/2. These 

numbers are too small to use as an indicator of the function of these structures. There was 

no green obsidian recovered in Structure PP3. Central Mexican green obsidian was rarely 

recovered in the context of Terminal Classic and Postclassic periods throughout the Petén 

lakes region, except in San Jeronimo II to the north of Nixtun-Ch’ich’ and in Sector QQ in 

Nixtun-Ch’ich’ (Meissner 2014). In order to identify the obsidian source, chemical 

compositional analysis of obsidian by portable X-fluorescence is still underway.

Figure 9　  Fragments of step-fret basal flange from Structure PP3/2. A) Paxcaman Red, B) 

Augustine Red, C) Paxcaman Red
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5-4　Summary of Material Culture at Sector PP

Results of preliminary artifact analyses provide insights into the function of two buildings 

placed on Structure PP3. The presence of ef figy censers suggests its use as a civic-

ceremonial space for Structure PP3/2, while the scarcity of censer sherds at Structure 

PP3/1 suggests a domestic role. The discovery of four similar fragments of effigy censer 

head from Structure PP3/2 further suggest a characteristic of human effigy censer-style at 

Structure PP3/2. Since this kind of effigy censer was not found in Structure QQ1/1, the 

Postclassic open hall, this characteristic might be associated with a civic-ceremonial 

practice. 

Relative frequencies of decorated ceramic types differ between the domestic and 

ceremonial areas. Topoxte Red type and effigy censers were associated with excavations in 

Structure PP3/2, especially at the staircase of the platform for Topoxte Red sherds. Since 

Clemencia Cream Paste ware, the paste ware of Topoxte Red, are Kowoj-specific ceramics 

from the eastern side of the Petén lakes region, the occurrence of Topoxte Red sherds at 

the staircase of the civic-ceremonial platform suggests a connection between the Chak’an 

Itza and the Kowoj at Structure PP3/2. This may support Colonial documents that reported 

the alliance of K’in Kante, the ruler of Chak’an Itza, and the Kowoj against Ajaw Kan Ek’, 
the lord of the Itza (Avendaño y Loyola 1987:50-52; Jones 1998:95). 

On the other hand, Topoxte Red was absent in Structure PP3/1. Instead, polychrome 

vessels and molcajete (grater bowls) were more frequent in Structure PP3/1. The frequent 

occurrence of polychrome vessels in domestic areas is surprising; they may have been 

serving wares for special occasions. The lack of Topoxte Red in Structure PP3/1 may 

indicate that Structure PP3/1 was occupied during the Early Postclassic, rather than the 

Late Postclassic period. The basal flange that has a various form of step-frets is common on 

the Paxcaman Red and Augustine Red vessels in Structure PP3/2. In general, stepped 

basal flange tends to be associated with more Augustine Red than Paxcaman Red in 

Tayasal and Flores, the other Itza sites. However, Paxcaman Red has a higher frequency of 

stepped basal flange in Structure PP3/2, as well as in Structure PP3/1. The stepped basal 

flange with Paxcaman Red could be a characteristic of the Chak’an Itza. 

Besides ceramic assemblage, discernible artifacts such as the presence of mano/

metate for grinding maize and net weights for fishing helped determine platform function. 

Fragmented mano and metate were found throughout Structure PP3/1, especially in front 

of Structure PP3/1. Net weights were made of recycled sherds diagnostic of the 

Postclassic period. They were associated with Structure PP3/1, indicating that fishing tools 

were maintained in the domestic structure. 

In sum, although our artifact analyses are ongoing, preliminary analysis suggests that 

there appears to be a diversity in the material culture of the Postclassic period throughout 

Nixtun-Ch’ich’. For example, the author notes that the occurrence and frequencies of 

effigy censers and green obsidian at Nixtun-Ch’ich’ vary from sector to sector on the 
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peninsula. Those of Structure PP3 in Sector PP differ from those of Structure QQ1/1 in 

Sector QQ. The distance between Structure PP3 and Structure QQ1 is approximately 250 

m along the southern lakeshore. Both Sectors PP and QQ could be distinct settlements 

that were drawn on Avendaño y Loyola’s map. 

6　Conclusion

Excavations at Structure PP3 of Nixtun-Ch’ich’ provided an opportunity to investigate the 

Postclassic occupation associated with the Chak’an Itza, historically known as a “faction” of 

the Itza of Petén in the seventeenth century. Structure PP3 was a terraced platform that 

supported three distinct buildings (Structures PP3/1, PP3/2, and PP3/3), extending to the 

south lakeshore. Excavations revealed that Structure PP3/1 was constructed during the 

Late Preclassic period (300 BCE-200 CE) and reoccupied in the Early Postclassic period 

(950-1250 CE). Three domestic structures were identified upon the platform (Structures 

PP3/1-1, PP3/1-2, and PP3/1-3). A burial dated to the Preclassic period was encountered at 

28 cm below the surface near Structure PP3/1-1. This suggests that no disturbance was 

made after the internment of the burial in the Preclassic period. While Structure PP3/1-1 

was only occupied in the Preclassic period, Structures PP3/1-2 and PP3/1-3 were 

reoccupied with the modification of the buildings in the Early Postclassic period. Structure 

PP3/1-2 appears to be the principal building on the upper platform during the Postclassic 

period, as a refuse deposit was encountered behind the building. This midden behind 

Structure PP3/1-2 contained large fragments of decorated ceramics of the Postclassic 

period, abundant pomacea shells, and numerous animal bones. This seems to be domestic 

refuse, indicating that Structure PP3/1-2 was a residential structure. 

The middle platform, Structure PP3/2, in the terraced group of Structure PP3 held 

the C-shaped structure of Structure PP3/2-1. This Postclassic C-shaped structure has 

interior benches along the walls, opening to the front in the south. A staircase was 

constructed to the lower platform, Structure PP3/3, on the south side of Structure PP3/2. 

Fragments of effigy censers were recovered in the areas behind and in front of Structure 

PP3/2. Moreover, the interior bench had remnants of burning. Thus, Structure PP3/2-1 

was used as a ceremonial space burning censers inside the room. A Postclassic burial was 

encountered at the base of the staircase of Structure PP3/2. The Kowoj-related Topoxte 

Red sherds were scattered on the staircases. The occurrence of effigy censers and Topoxte 

Red sherds at Structure PP3/2 suggests that Structure PP3/2 was occupied in the Late 

Postclassic period. Since the Topoxte Red type of Clemencia Cream Paste ware is an ethno-

specific marker of the Kowoj, who were the main rival of the Itza and controlled the eastern 

region of Lake Petén Itzá, the presence of Topoxte Red at Structure PP3/2 further suggest 

the Chak’an Itza’s connection with the Kowoj. 

The excavation and ceramic analysis suggest that Structure PP3 was not a building 
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complex associated with a Postclassic port or a dock, but a terraced platform that 

supported both domestic and ceremonial buildings. It was constructed in the Preclassic 

period, as were most structures at Nixtun-Ch’ich’, and later reoccupied in the Postclassic 

period with some modifications. The material culture of Structure PP3 differs from that of 

Structure QQ1/1, a civic-ceremonial structure of the Late Postclassic period, located at 

some 250 m east along the lakeshore. This suggests that several settlements were present 

on the south shore of the Candelaria peninsula during the Postclassic period. Avendaño y 

Loyola traveled through Chak’an Itza and estimated the population to be 600 (Avendaño y 

Loyola 1987:30). His map shows several settlements in Chak’an Itza, besides Nich. Since 

the principal town of Nich consisted of only 10 houses, other smaller settlements should be 

expected to have fewer. In that case, Sector QQ and Sector PP, as well as Sectors CC, WW, 

and XX should have been discrete settlements in the fifteenth century. The occupation of 

these settlements likely extended into the Contact period of the seventeenth century. 

The inhabitants of Sector PP during the Postclassic period were likely the ancestors of 

the Chak’an Itza whom Avendaño y Loyola encountered in 1696. The basis of this 

assumption comes from the continuous ceramic assemblage from the Postclassic to the 

Contact period at Nixtun-Ch’ich’ (Pugh et al. 2016; Rice 2009; Rice et al. 2009). Since the 

prolonged use of Postclassic ceramics into the Contact period has been noted (Rice and 

Cecil 2018:219), it makes it difficult to distinguish between the Contact period and the 

Postclassic period. The author has noted the inclusion of a new ceramic type of the 

Colonial period, Ixkamik Unslipped, from the 2019 excavated ceramics. In addition, two 

small fragments of metal (probably iron) were encountered in Structure PP3/1-3. 

Nevertheless, these artifacts need to be further examined. Radiocarbon dating, which is 

currently underway, could support our assumptions about these artifacts. This paper only 

reports the results of the preliminary analysis of artifacts. Further analyses of artifacts 

from Sector PP would provide a better understanding of the settlement’s size with a clearer 

representation of function through material culture. 
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〈調査研究報告〉
ニカラグアのカリブ海側における岩刻画の考古学調査および

コミュニティ・ミュージアム活動に向けた研究

深　谷　　　岬 1

南　　　博　史 2

嘉　幡　　　茂 3

川　嶋　まどか 4

1　はじめに

本稿の目的は、「アメリカ地中海における学際的研究」の一環として、ニカラグアのカリブ海側
地域で実施した考古学及び博物館学調査の成果と展望を報告することである。第 1節では研究に
至る経緯や目的・方法などの概要、第 2節では岩刻画の考古学調査に関する先行研究と課題、第
3節では北カリブ自治地域シウナ市近郊で実施した岩刻画の考古学調査の成果と課題、第 4節で
はニカラグアのカリブ海側地域におけるコミュニティ・ミュージアム展開の目的と方法、第 5節
でコミュニティ・ミュージアムに関する活動の展望について述べる。

1-1　研究に至る経緯
京都外国語大学ラテンアメリカ研究所（以降、IELAK）と同国際文化資料館（以降、MIC）は、

「アメリカ地中海」文化が新大陸の人類史においてどのような役割を果たしていたのかを究明する
総合学術調査である「アメリカ地中海における学際的研究」（Estudio Interdisciplinario en el Mar 

Mediterraneo Americano、略称 EIMA）を 2013年より実施している 1）。本研究の対象領域である「ア
メリカ地中海」とは、中米地峡部とバハマ諸島やアンティル諸島などの島嶼部に囲まれたメキシ
コ湾、カリブ海およびその周辺部を指している（図 1）。なお、アメリカ地中海を地理学的視点か
ら 5つに分け、メキシコ湾を中心とした「西部」、カリブ海西側を「中部」、同東側を「東部」、そ
して中米地峡部太平洋側の「南部」とカリブ海島嶼の「北部」としている。
具体的には、2013年にニカラグア北部マタガルパ県マティグアス郡において、考古学と博物館
学を仲介者とした実践的地域研究（プロジェクト・マティグアス）をスタートさせた。その後は、
太平洋側にあるエルサルバドルのリベルタ県タマニケ、ならびに、コスタリカのオサ半島ティグ
レ川周辺における遺跡の考古学調査と、地域住民を主体とした文化財の保存活用と地域活性化に
向けたコミュニティ・ミュージアム・プロジェクトを実施している。また、本論で報告するニカ
ラグアのカリブ海側における岩刻画の考古学調査、およびコミュニティ・ミュージアム活動に向

1   京都外国語大学大学院博士後期課程
2   京都外国語大学
3   京都外国語大学
4   京都外国語大学大学院博士後期課程
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けた調査もその一環として 2015年から開始したプロジェクトである。
アメリカ地中海中部にあたるニカラグアのカリブ海側地域での考古学と博物館調査は、カリブ
海の沿岸部そして河川を通した内陸部における古代社会の交流を考古学資料から明らかにすると
ともに、調査の成果や文化財を地域の課題解決につなげることが目的である 2）。ニカラグア国立
自治大学考古学情報機関（Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Centro arqueológico de 

documentación e investigación、以降、UNAN-CADI）の協力を得ながら、2015年から南カリブ自
治地域、そして北カリブ自治地域において調査を開始した。南カリブ自治地域では、首府ブルー
フィールズのブルーフィールズ・インディアン・カリビアン大学（Blufields Indian & Caribbean 

University、以降、BICU）と交流協定を結び、大学の付属研究所（Centro de investigación y 

documentación de la costa atlántica、以降、CIDCA）と共同研究を実施している。また、北カリブ
自治地域では、ニカラグア・カリブ自治大学（Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa 

Caribe Nicaragüense、以降、URACCAN）ビルウィ校とシウナ校の協力を得て、地域の考古学情
報の収集を行っている。

1-2　カリブ海側地域での考古学・博物館調査の経緯
2017年、南カリブ自治地域やその首府ブルーフィールズに関する歴史資料や民族資料を収集・
展示している CIDCAにて、ソンブレロ・ネグロ（Sombrero Negro）遺跡出土とされる土器・石
器群を確認した。ソンブレロ・ネグロ遺跡は、ブルーフィールズ近辺でカリブ海に注ぐエスコン
ディード川（Río Escondido）中流域の支流ミコ川（Río Mico）流域ムエジェ・デ・ロス・ブエジェ
ス（Muelle de los Bueyes）市近辺に位置する。遺跡の時期は不詳だが、現地踏査ではマウンドや
集石遺構が確認され、CIDCAに収集されていた遺物も一括性の高い資料であることがわかった。
さらに、遺跡内や河川沿いでは多数の岩刻画を確認し、岩刻画の模様とその種類そして立地の
分析が、河川交流の広がりを復元していく上で重要なデータを提供すると考えた。とくにソンブ
レロ・ネグロ遺跡は、岩刻画の多さとその種類の多様性、マウンドや集石遺構の総数そして地表
面で確認できる遺物の広がりから判断して、カリブ海沿岸と内陸部をつなぐ河川交流の重要な中
継点であったと推定している。あわせて岩刻画を対象とした研究が重要であると判断した。

2018年には、北カリブ自治地域首府プエルト・カベサス（Puerto Cabezas）の URACCANビル
ウィ校にて、収蔵されている考古資料を実見したが、出土情報が全くなく、また遺跡の情報につ
いても確認できなかった。さらに、プエルト・カベサス市役所の協力を得て、近隣の先住民ミスキー
トの集落 2か所を訪問し、遺跡・遺物に関する聞き取り調査を行ったがやはり確認できなかった。
しかし、考古学、遺跡・遺物に対しての村人の知識がそもそも欠けている可能性もあり、文化財
に関するワークショップの開催や、住民への対面聞き取り調査などの文化人類学からのアプロー
チを継続していくことで、遺跡など考古学資料の発見につながるのではないかと考えている。

2017年と 2018年の調査を通して、カリブ海沿岸部では遺跡を確認することは難しく、カリブ
海へ注ぐ河川の上～中流域に多くが位置していると推定した 3）。また、岩刻画の文様だけでなく、
立地・分布の研究が必要であると考えた。あわせて、URACCANシウナ校よりプリンサポルカ川（Río 

Prinzapolka）支流マティス川（Río Matis）流域にあたるシウナ周辺で岩刻画が発見されていると
の情報を受け、今回の調査となった。
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1-3　本研究における博物館活動の目的と方法
上記したように、現在行っているカリブ海側地域での考古学調査は、「アメリカ地中海における
学際的研究」の目的の一つである「海の道」の研究に視点をおいている。つまり、考古学資料を
用いて「ヒトとモノの交流」の復元を試みることを目的としている。
その具体的な研究目標は、①文化的交流関係の検討に有効な土器系統の研究、ヒスイや塩など
のカリブ海沿岸交流に関する遺物の研究に基づき、内陸部との交流を実証的に検証する。②建造
物の様式・立地・方位を確認し、メソアメリカ文明圏の建造物との類似点・相違点を明らかにす
るとした。
さらに③考古学成果を博物館学的方法で地域共同体へ還元し、文化財に対する住民意識の向上
を図るとともに、住民主体による文化遺産を活用した内発的開発を促す 4）ことにある。中米地域
におけるこの活動は、プロジェクト・マティグアスに始まる。考古学の成果を博物館学的方法に
よって地域共同体に還元し、地域の課題解決に結びつけていく方法である。
このためにフィールドミュージアム活動とコミュニティ・ミュージアムを二つの柱として、地
域共同体に貢献することを目指す。フィールドミュージアム活動は、地域共同体の全域を博物館
と見立て、地域のさまざまな資源を発見・活用して地域課題の解決を試みる活動である。フィー
ルドミュージアムとは、「フィールドミュージアム活動が継続的に行われ、そこを訪れる人々の満
足を創出し、そこに暮らす人々が心豊かに暮らせる地域づくりを目指して住民自らが関り続ける
プロセスそのものが成立し、共有されている地域」を指す。また、コミュニティ・ミュージアムは、
「地域住民、地域社会の課題解決のために地域住民が主体となって運営にあたる博物館」と定義す
る。

図 1　研究対象領域図（©EIMA）
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つまり、この研究における博物館学的活動は、博物館と地域社会の新しい協働の枠組み、モデ
ルづくりを目指したものである。また、国連の SDGs（持続可能な開発目標）の理念と目的に合
致し、住民主体による内発的開発を促すコミュニティ・エンゲージメント活動である。（南）

2　ニカラグアのカリブ海側地域における岩刻画研究史 5）

ニカラグアのカリブ海側地域における考古学研究は、遺跡の詳細な分布図が作成されていない
ことから、精緻化に向けた踏査が主流となっている。組織立った発掘調査の件数も乏しいため、
古代社会の諸様相を解明するデータの蓄積も進んでいない。このような状況の中、植民地時代以
前に製作されたと考えられている岩刻画は、この地域一帯で散見されており、当時の精神世界や
異集団間の交流関係などを解明する上で、貴重な物質文化として位置づけられる。さらに、岩刻
画は、ニカラグア太平洋岸地域やホンジュラスのカリブ海側地域などの隣接地域でも確認されて
おり、これらの地域も考察対象とすることで、地域間の社会的な繋がりがより深く理解できるよ
うになると考えられる。
岩刻画（petroglifo）は、岩面に刻線で文様を彫刻した原始絵画の一種である。岩面に顔料を用
いて図像を描く岩絵（pintura rupestre）と岩刻画は、岩画（arte rupestre）と総称されている。
本節では岩刻画を分析の対象としているが、岩絵の研究史も併せて考察し、ニカラグアのカリブ
海側地域における岩刻画研究の課題の抽出を試みる。

2-1　岩画の研究史
地表面に露出している岩画は比較的発見されやすく、19世紀末頃には旅行記や踏査の報告書な

どに岩画の記述が散見される。1860年にエフライム・スクワイヤ（Ephraim Squier）が記したニ
カラグアの事物記には、ニハパ（Nijapa）湖（図 2：①）の岩絵やマサヤ（Masaya）の岩刻画に
ついての記述がある（Squier 1860:392-395, 436-437）。スクワイヤは、サパテラ（Zapatera）島（図
2：②）の岩刻画に関して、意匠が施された岩の形状が台状であることから生贄の祭壇であると推
測している（Squier 1860:488）。ウィリアム・ファリントン（William Farrington）は、1896年に
モスキティア地方 6）プラタノ川（Río Plátano）の河岸にある岩刻画について報告しており、一部
の文様はチリキ地域でみられるものに類似していると述べている（Farrington 1896:327）。20世紀
前半にニカラグア太平洋岸地域で考古学調査を行ったサミュエル・ロスロップ（Samuel Lothrop）
は、発見した岩刻画をピクトグラムとして報告し、ベネズエラや西インド諸島の岩刻画との類似
性を指摘した（Lothrop 1979:90）。
ニカラグアでは、岩画の調査研究は太平洋岸地域で中心的に行われており、ニカラグア湖畔で
は複数の岩刻画が確認されている。オメテペ（Ometepe）島（図 2：③）では、1995年よりスザ
ンヌ・ベイカー（Suzanne Baker）らによってオメテペ考古学プロジェクトが開始され、岩刻画の
分布調査と写真撮影を中心に調査が進められた（Baker 2003）。このプロジェクトでは資金不足を
補う手段として、世界各国から参加するボランティアが参加費を支払い、その対価として考古学
調査の経験を得られるという形を取っている。現在では島内にある約 1,700の岩刻画の登録が完
了している（Baker 2008:14）。登録された岩刻画の図像分類と統計的手法による分析が行われ、
その年代や隣接地域との関係性について解釈を加えている（Baker 2008）。解釈の内容については
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次節で述べるが、ベイカーは、他の研究成果も踏まえて共通の分類基準を確立することが今後の
研究の基盤になり得ると述べている（Baker 2008:263）。データの収集が中心であった当該地域の
岩画研究において、分類基準や分析結果が提示されたことは画期的である。オメテペ島以外の調
査地でも体系的なデータの集成と基本的な分類や分析が進めば、地域間の比較研究へと発展し、
各地域の特徴を詳しく把握することが可能になるだろう。
ニカラグアのカリブ海側地域では、岩刻画に関する計画的な調査は実施されてこなかったが、
現地考古学者が遺跡や遺物採集地の登録をする際に、併せて岩刻画の記録も行っている（BICU-

CIDCA 2017; Byers et al. 2014）。BICU-CIDCAのドナルド・バイエス（Donald Byers）らが南カリ
ブ自治地域のグランデ・デ・マタガルパ川（Río Grande de Matagalpa）（図 2：④）とミコ川（Río 

Mico）（図 2：⑤）付近で実施した分布調査では、岩刻画が河川付近に集中することが確認されて
おり、写真撮影と簡易的なトレース方法で岩刻画の集成が進められている（BICU-CIDCA 2017）。

ホンジュラスでは、岩画の登録と保存を目的とする岩画プロジェクト（Proyecto de Arte 

Rupestre）がホンジュラス人類学歴史学研究所（IHAH）によって 1992年より開始され、アリソン・
マッキトリック（Alison McKittrick）らを中心にテグシガルパ近郊にある岩画の登録が実施された。
2004年には、在ホンジュラスアメリカ合衆国大使館文化保存大使基金と IHAH内部予算を基に、
岩画群の世界遺産登録を目指す岩画プロジェクトが始動した（Rodríguez y Figueroa 2007）。この
プロジェクトでは、リオ・プラタノ自然保護区にあるピエドラ・フロレアーダ（Piedra Floreada）
（図 2：⑥）、ワルパ・ウルパン・シルペ（Walpa Ulpan Sirpe）（図 2：⑦）、ネグロ川（Río Negro）
河口付近（図 2：⑧）など、カリブ海岸地域の遺跡も調査対象となった（McKittrick 1995, 2004; 

Rodríguez y Cruz 2007）。ホンジュラスの岩画プロジェクトでは、遺跡の管理・活用に加え、基本
的インフラの整備などもプログラムの一環に組み込まれている。これらの活動の中で、地域コミュ

図 2　岩画調査地図（©EIMA）
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ニティとの継続的かつ永続的な協働のもとに岩画の調査と保存を目指している点は、博物館学的
観点から評価に値すると言える。

2-2　岩画の解釈
ニカラグアのカリブ海側地域とその周辺地域で発見された岩画の機能や年代などに言及する研
究は数少ないが、これまでに提示されてきた解釈を整理しておきたい。
岩画の文様については、メソアメリカやアンデスの文化要素と関連づけて考察されることが多
い。ベイカーは、オメテペ島マデラス地区の岩刻画に彫られている曲線抽象文（図 3）は、チブチャ 7）

文化のシャーマニズムに影響を強く受けたものとする一方で、同心十字文（図 4）や様式化され
た動物の表現などは、メソアメリカ文化の影響によると考えている（Baker 2008:261, 264-265）。
またベイカーは、ニカラグアのヒノテガ（Jinotega）県で発見されたラ・コンガ（La Conga）洞
窟（図 2：⑨）の岩絵は、メソアメリカの洞窟祭祀と関係が強いと推測している（Baker and 

Armitage 2013:325）。ホンジュラスのリオ・プラタノ自然保護区の緩衝地帯に位置するサワシー
ト（Sawacito）（図 2：⑩）と、ホンジュラス北岸から北約 70キロメートルに位置するグアナハ
（Guanaja）島（図 2：⑪）のプラン・グランデ（Plan Grande）では、メソアメリカで広く行われ
ていたパトリ（patolli）の意匠に似た岩刻画が発見されている（Fecher 2019）。パトリは、一般的
にボードゲームと翻訳されるが、古代メソアメリカ文明では宗教儀礼の一環で利用された。フェッ
シャーは、当該地域におけるこの意匠がメソアメリカ地域からの影響によるかどうかは不明であ
るとしながらも、宗教的な目的で使われた可能性を指摘している（Fecher 2019:628）。

ラ・コンガ洞窟の岩絵やパトリに似た文様を持つ岩刻画のように、宗教的な機能に着目される
一方で、水に関する遺構との関係から岩刻画を分析した例もある。コスタリカのカリブ海側地域
にあるロサ・マリア（Rosa María）遺跡（図 2：⑫）とグアジャボ（Guayabo）国立公園（図 2：⑬）
の岩刻画に描かれている渦巻文と曲線文は、水の流れと関係があると考えられている（Arce y 

Peytrequín Gómez 2019）。渦巻文が貯水遺構の水の排出と流入の向きを示し、曲線文は遺跡から

図 3　曲線抽象文
（Baker 2008, p.171, Fig.8-24, iをトレース）

図 4　同心十字文
（Baker 2008, p.188, Fig.8-35, gをトレース）
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川へ雨水を排出する遺構と関係すると推測されている（Arce y Peytrequín Gómez 2019:99）。ここ
から、岩刻画の意匠は宗教的な意味のみでなく、標識としての機能を備えていた可能性を指摘で
きる。つまり、異なる地域で存在する類似した岩刻画は、これら地域間の密接な交流関係を示す
かもしれないが、その用途や機能には在地性が付与されていたかもしれない。
岩画の年代推定には、おもに二つの方法が導入されている。まず、岩画の周辺で出土する土器
型式から間接的に年代を推定する方法である。ベイカーは、オメテペ島マデラス地区にある岩刻
画の年代を、表面採集で得た土器の特徴から推定している（Baker 2008）。マデラス地区での岩刻
画の年代は、少なくともテンピスケ（Tempisque）期のシナカパ（Sinacapa）相（紀元前 200年 -

紀元前 1年まで）までさかのぼり、オメテペ期（紀元後 1350～1550年）まで継続する可能性があ
ると述べている（Baker 2008:240-241）（表 1）。ただし同著の中で、岩刻画の帰属時期を直接理解
できる発掘調査や、そこから採取できる炭化物を用いた年代測定の実施が必要不可欠であると述
べている（Baker 2008:240）。パトリ意匠の岩刻画が発見されたグアナハ島のプラン・グランデでは、
過去の発掘で出土した土器が、セリン（Selin）期（紀元後 300～1000年）からコカル（Cocal）
期（紀元後 1000～1525年）に属することから、岩刻画も同時期のモニュメントと推定されている
（Fecher 2019:626）。しかし、土器やその他の遺物から年代を推定する場合には、調査地域の土器
編年が確立されているか、発掘調査によって遺物の年代がある程度推定できることが条件となる。
次に、岩画に残留した顔料の放射性炭素年代測定を実施し、直接年代を測定する方法がある。ラ・
コンガ洞窟では、岩絵に用いられている顔料の放射性炭素年代測定が実施されており、紀元後
680/905年から紀元後 1440/1520年という年代が得られている（Baker and Armitage 2013:326）。
ただし、顔料が使用されていない岩刻画にはこの方法を使用することはできない。
今後の放射性炭素年代測による分析結果の蓄積は必要不可欠であるが、年代推定に関する先行
研究から、現状では岩刻画の上限は遅くとも紀元前後にまで遡り、下限は植民地時代の開始前後
であったと推定できる。ここから、少なくともニカラグアのカリブ海側地域とその周辺地域にお
ける岩刻画の作製は、長期間にわたり継承され続けた非常に重要な伝統であったことが理解でき
る。

表 1　ニカラグア太平洋岸地域編年表（Vázquez et al. 1994を基に作成）
年代 時期名
－紀元前 8000年 旧石器時代（Período Paleoindio）
紀元前 8000－2000年 古期（Período Arcaico）
紀元前 2000－500年 オロシ期（Período Orosí）
紀元前 500年－紀元後 300年 テンピスケ期（Período Tempisque）
紀元後 300－800年 バガセス期（Período Bagaces）
紀元後 800－1350年 サポア期（Período Sapoá）
紀元後 1350－1550年 オメテペ期（Período Ometepe）
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2-3　ニカラグアのカリブ海側地域における岩刻画研究の現状と課題
筆者らの事前調査で、現地研究者や住民が発見した岩刻画が多数存在することがわかった。し
かし、研究者による分布調査や踏査の記録が公表されているのは南カリブ自治地域の一部のみで
ある。岩刻画のデータ集成すら十分に実施されていない状況の中、分析や解釈にまで手が回って
いない。この現状を生んでいる要因に、カリブ海側地域の自然環境、政府機関による学術支援の
乏しさ、人材不足などがあると考える。地理的に起伏が少なく道路開発が比較的進んでいる太平
洋岸地域に比べ、山岳地帯と湿地に覆われるカリブ海側地域では遺跡までのアクセスは容易では
なく、自然環境は考古学調査を阻む要因の一つと考えられる。次に、政府機関による学術支援の
体制が整っておらず、外国の調査チームを受け入れなければ大規模な調査や研究資金の調達をす
ることが実質不可能となっている。それに起因してか、現在ニカラグア国立自治大学では考古学
専攻が一時廃止されており、ニカラグア人考古学者の数は十分とは言えない。これらは、岩刻画
研究の課題にとどまらず、当該地域における考古学の根本的な課題とも言える。
岩刻画の記録方法にも改善すべき点はある。例えば、岩刻画が位置する場所を記録する際には

GPSを用いて正確な立地を登録し、3Dスキャンや拓本を利用して文様を正確に記録するなどして、
客観的なデータを蓄積・公開することが重要だと考える。実際に、位置情報や岩刻画の写真が欠
落している報告書が刊行されている。とくに、岩刻画に表現される意匠を主観的判断のみに頼っ
て解釈すれば、誤った解釈を定着させることにつながり、大きな誤解を生じさせることになる。
したがって、一次資料として写真などを残すことは必須となるだろう（Vlaskamp 2012:6-7）。
次に、岩刻画の意匠の解釈は、当時の生業や周りの動植物相、さらには観念体系の復元から得
られる成果を基に行われるべきだが、これらの研究が進んでいないため、上記のように、解釈は
主観的判断に依存している。岩絵の場合は、顔料の放射性炭素年代測定により直接年代を求める
ことが可能だが、岩刻画の場合は基本的には付随する遺構や遺物の分析から間接的に年代を推定
することになる。オメテペ島では、岩刻画の数の多さから、その製作は専業工人によるものでは
なく、一般的に広く普及した行為であるという推測もある（Baker 2003:204）。しかし、仮に岩刻
画の製作が数百年以上の長期間にわたり継続した活動であったのなら、製作頻度は必ずしも高い
とは言えない。より適切な解釈を導きだすには、まず岩刻画が製作された期間の推定が重要とな
る。また、岩刻画を製作した人々や岩刻画の機能について理解するには、適切な遺跡を選定して
発掘調査を行い、当時の集落との関係の中で岩刻画の機能や意味を考察する必要があるだろう。
（深谷）

3　2019年度春期調査の概要

3-1　調査地と方法
2020年 3月 8日から 3月 12日、ニカラグア北カリブ自治地域シウナ市近郊において、岩刻画
に関する現地調査を実施した。今回の現地調査は、本格的な分布調査と発掘調査の予備調査とし
て実施し、おもに以下の三つを調査の目的とした。一つ目は、シウナ市近郊に位置する岩刻画の
分布や図像の概要を把握すること、二つ目は、シウナ市近郊の遺跡や遺物などの基礎的な考古学
的情報を収集すること、三つ目は、発掘調査の対象となり得る遺跡の視察であった。しかし、遺
跡や遺物についての情報を十分得ることはできなかったため、本稿ではおもにシウナ市近郊の調
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査で確認した岩刻画の特徴について述べることとする。
岩刻画の調査は、ラ・ピミエンタ 1（La Pimienta 1）、ロサ・グランデ（Rosa Grande）、キウル

ナ（Kiulna）、ラス・ウエジャス・デル・ティグレ（Las Huellas del Tigre）の四ヵ所で実施した（図
1）。おもに、岩刻画の位置情報の取得と写真撮影を行った。また、登録用のカードを作成し、そ
れに基づいて岩刻画に関する情報を記録した（図 5）。通常の写真撮影に加え、フォトスキャン用
ソフトMetashapeを使用して岩刻画の 3D画像を作成し、詳細な図像データを採取した。

3-2　シウナ近郊の岩刻画調査について
シウナ市街地の南西約 30キロメートルにあるラ・ピミエンタ 1は、国立自然保護区内の丘陵上
に位置する。ラ・ピミエンタ 1では複数の岩刻画が認知されている。今回の調査では 6ヵ所で地
点登録と写真撮影を行い、岩刻画には便宜上 P-1～ P-6の番号を振った。P-1から P-5は半径 50メー
トル以内に集中して分布し、P-6はそこから約 700メートル西に位置する。P-1、P-3、P-4、P-5、
P-6では渦巻文が確認され、そのほとんどが岩の上面に彫られている（図 6、7）。また渦巻文の中
でも、右巻きと左巻き、曲線の片側または両側が渦巻状を成す文様がある。P-3、P-4、P-5では、
岩が部分的に剥離している面と直径 5センチメートル程度の穿孔も見られた。剥離面は、渦巻文
と同じくらいの大きさであることから、文様を意図的に剥がしたか、文様を彫る際に誤って表面

図 5　岩刻画登録用カード（©EIMA）
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が剥がれた痕跡である可能性がある。穿孔も人為的なものと推定するが、現時点で断定はできな
い。P-2と P-6では、人物と思われる図像と、爬虫類と思われる動物形象文が岩の側面に彫られて
いた（図 8、9）。P-1～ P-5ではいずれも地表高 2メートル以下の岩に文様が刻まれているが、P-6

は地表高 3メートルを超す巨岩に複数の岩刻画が彫られていた。P-1～ P-3付近では、地表面で把
手などを含む土器片が少数ではあるが確認された。
ラ・ピミエンタ 1の東約 6.5キロメートルに位置するロサ・グランデでも一ヵ所で岩刻画が確

認されており、R-1として登録した。巨大な岩の上面に、直径約 15～ 30センチメートルの渦巻
文が 10ヵ所ほど彫られていた。渦巻文以外の文様は確認できなかったが、岩表面の摩耗や草に覆
われている部分もあり、他にも文様が彫られていた可能性がある。
シウナの北西約15キロメートルに位置する先住民マヤングナ（Mayangna）の村シキルタ（Sikilta）
の領域内にキウルナと呼ばれる村の聖域があり、岩刻画が一ヵ所で確認されている（K-1）。ウリ

図 6　P-1渦巻文（©EIMA）
（白線は筆者が追加、以下同様）

図 7　P-1渦巻文（©EIMA）

図 8　P-2人物・動物形象文（©EIMA） 図 9　P-6動物形象文（©EIMA）
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川（Río Ulí）の流域内にある巨岩の北側上面部で約 10個の渦巻文が確認された（図 10）。渦巻文
の直径は約 15～ 30センチメートルで、そのほとんどが左巻きである。岩面の摩耗により判別が
困難な文様も確認された。
シウナの南西約 65キロメートルにあるムルクク（Mulukukú）市街地の東南東約 3.7キロメー
トルに、ラス・ウエジャス・デル・ティグレは位置し、岩刻画はトゥマ川（Río Tuma）の流域内
にある。ここでは、川の両岸から川を分断して橋のような形状を成す岩の上面で岩刻画が確認さ
れている。この岩は、雨季になり川の水位が上昇すると、水面下に沈むため、乾季のみ岩刻画の
存在を確認することができる。岩刻画が彫られているのは、岩の南西側上面（下流側）で、H-1

から H-7の番号を付して写真撮影等を行った。文様の種類は他の調査地と比較すると多様で、渦
巻文、人物・動物形象文、幾何学文、穿孔などが見られる。渦巻文のバリエーションは、単純な
左巻き渦巻文（H-5：図 13）、渦巻と曲線を組み合わせた幾何学文（H-3：図 11）、曲線の両端が渦
巻を成す雷文風の渦巻文（H-6：図 12）の 3つである。その他に、四足動物と思われる動物形象
文（H-4、H-5：図 13）や、両手を上に挙げた人物と思われる文様（H-5：図 13）、幾何学文（H-1、
H-2、H-4、H-7）なども見られる。H-1、H-4、H-7の文様の周囲には、平均 5センチメートル程度
の穿孔が複数穿たれている（図 13）。
今回の調査では、岩刻画の記録だけでなく、今後行う発掘調査地の選定も目的としていたため、
遺物の表面採集を試み、マウンド等の遺構が岩刻画の近くに存在するかを肉眼で観察した。しか
し、ラ・ピミエンタ 1の P-1～ P-3付近の地表でわずかに確認された土器片を除いて、遺物を確
認することができなかった。また、岩刻画が位置する場所から目視で確認できる範囲では、人工
的な地形の改変や建造物、住居址らしきマウンドは確認できなかった。

図 10　K-1オルソ画像（©EIMA）
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3-3　岩刻画の特徴
岩刻画の分布は、河川の近く、丘陵上の 2つに大きく分類できる。キウルナとラス・ウエジャス・
デル・ティグレでは河川付近、ラ・ピミエンタ 1とロサ・グランデでは丘陵上で岩刻画が確認さ
れている。ラ・ピミエンタ 1では複数の岩刻画が半径 50メートル以内で確認され、岩刻画群とも
言える分布の様相を示しているが、その他の調査地では、巨大な一枚岩に複数の岩刻画が刻まれ
ている様子が確認された。また岩刻画は、岩の上面または側面に彫られている。全長 5メートル
以上の岩でも、上面に文様が描かれている場合があり、この場合は岩に登らなければ文様を確認
することができない。

次に、図像の種類としては、渦巻文、人物形象文、動物形象文、幾何学文、穿孔が挙げられる。
その中でも圧倒的に渦巻文が多く確認されており、単純な円形の渦巻文様に加え、曲線の片側が
渦巻いているもの、両端が渦巻いているもの、渦巻と他の図形を組み合わせた幾何学文など、様々
なバリエーションがある。また、トカゲのような四足動物らしき意匠が 3ヵ所で 6個体確認され
ている。渦巻文に次いで多く確認された文様であるが、渦巻文同様にその描き方にはバリエーショ
ンが見受けられる。ラ・ピミエンタ 1の P-2（図 8）は単線のみで表現されているが、P-6（図 9）
では単線を縁取るような表現が見られ、ラス・ウエジャス・デル・ティグレの H-4と H-5（図 13）
では、棒状の胴体に複数の曲線で脚部を表現するような描き方がなされている。シウナ近郊では、
オメテペ島で多数確認されている曲線抽象文（図 3）のような複雑な意匠は確認されず、渦巻を
中心とする比較的単純な文様が多くを占めている。また、パトリや十字文などメソアメリカに関
係が深い文様も確認されなかった。
岩刻画の付近では、建造物跡と思われるマウンドなどの遺構は確認されず、遺物もほとんど出
土していない。岩刻画と集落の関係についてはより詳細な分布調査や発掘調査に基づいて判断を
すべきだが、今回の調査成果によれば、岩刻画は集落からある程度離れた場所に製作される傾向
にあったと指摘できる。

3-4　今後の課題
今回の調査では、シウナ近郊に位置する岩刻画の分布状況と、図像の種類について概要を把握
することができた。また、ラ・ピミエンタ 1には他にも岩刻画が存在することが明らかになって
おり、ラ・ピミエンタ 2と呼ばれる地区にも岩刻画群があるとの情報も得た。今後は、より詳細

図 11　H-3幾何学文（©EIMA） 図 12　H-6渦巻文（©EIMA）
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な分布調査を実施することで、岩刻画の分布パターンについて明らかにすることが可能であると
思われる。岩刻画とマウンド群の位置関係や、山や川などの自然環境が岩刻画の立地にどのよう
な影響を与えているのかも併せて分析することで、岩刻画が製作・利用された社会背景を明らか
にしていく。

図 13　H-4、5、7オルソ画像（©EIMA）
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一方、岩の劣化により刻線が見えにくくなっているものや、苔に覆われて図像が判別しにくい
ものの多く見られた。刻線が判別できるものに関しては、今回と同様に 3D画像を作成してデー
タを収集するが、苔や汚れがあるものに関しては清掃を行い、劣化の激しいものは拓本を取り、
さらに近赤外線画像撮影とそのデジタル処理を行う必要がある。
ニカラグアの南カリブ自治地域では、岩刻画と住居址と思われるマウンド群が河川付近に集中
して分布していることが確認されている（BICU-CIDCA 2017; Byers et al. 2014）。また、プエルト
リコ東部から中部では、複数の河川沿いで岩刻画が 90~100メートル置きに位置することが確認さ
れている（Pérez 2008:107）。このような報告に基づき、岩刻画は河川を通じた交通の目印として
の機能を有していると推定して調査を進めていた。しかし、シウナ近郊における踏査の結果、岩
刻画が丘陵上の比較的狭い空間に集中している例があること、文様が岩の上面に彫られており、
登らなければ文様を見ることができない例があることが明らかとなった。交通の目印には一見適
さない岩刻画は、天体の記録や活動拠点の目印など、他の様々な機能が与えられていた可能性も
あると想定する必要があるだろう。さらに、岩刻画がいつ製作され、またいつまで利用されたの
かを解明するために、適切な遺跡を選定し発掘調査を実施していく。（深谷）

表 1　岩刻画一覧表
地域 地点

番号
図像 寸法 向き 自然

景観
地点 補足

1 La Pimienta 1 P-1 渦巻文 ― 上面 丘陵上 N13 3゚8.618'

W85°04.151'

2 La Pimienta 1 P-1 渦巻文
（曲線両端）

― 上面 丘陵上 N13 3゚8.618'

W85°04.151'

3 La Pimienta 1 P-1 渦巻文
（曲線片端）

― 上面 丘陵上 N13 3゚8.618'

W85°04.151'

4 La Pimienta 1 P-2 動物形象文 39㎝× 39㎝ 側面 丘陵上 N13°38.638'

W85°04.156'

トカゲらしき
意匠

5 La Pimienta 1 P-2 人物形象文 35㎝× 16㎝ 側面 丘陵上 N13°38.638'

W85°04.156'

6 La Pimienta 1 P-3 渦巻文 25㎝× 25㎝ 上面 丘陵上 N13°38.632'

W85°04.151'

7 La Pimienta 1 P-3 渦巻文 22㎝× 23㎝ 側面 丘陵上 N13°38.632'

W85°04.151'

8 La Pimienta 1 P-3 渦巻文
（曲線片端）

52.4㎝× 18㎝ 側面 丘陵上 N13°38.632'

W85°04.151'

9 La Pimienta 1 P-4 渦巻文 19㎝× 20㎝ 上面 丘陵上 N13°38.641'

W85°04.171'

10 La Pimienta 1 P-4 渦巻文 ― 上面 丘陵上 N13°38.641'

W85°04.171'

11 La Pimienta 1 P-4 渦巻文
（曲線両端）

― 上面 丘陵上 N13°38.641'

W85°04.171'

12 La Pimienta 1 P-4 穿孔 5㎝× 5㎝ 上面 丘陵上 N13°38.641'

W85°04.171'
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13 La Pimienta 1 P-5 渦巻文 ― 上面 丘陵上 N13°38.660'

W85°04.197

14 La Pimienta 1 P-5 穿孔 ― 上面 丘陵上 N13°38.660'

W85°04.197

15 La Pimienta 1 P-6 渦巻文 ― 上面 丘陵上 N13°38.597'

W85°04.529'

複数の渦巻文

16 La Pimienta 1 P-6 幾何学文 ― 上面 丘陵上 N13°38.597'

W85°04.529'

17 La Pimienta 1 P-6 動物形象文 70㎝× 30㎝ 側面 丘陵上 N13°38.597'

W85°04.529'

トカゲらしき
意匠

18 La Pimienta 1 P-6 動物形象文 ― 側面 丘陵上 N13°38.597'

W85°04.529'

トカゲらしき
意匠

19 La Pimienta 1 P-6 動物形象文 ― 側面 丘陵上 N13°38.597'

W85°04.529'

トカゲらしき
意匠

20 La Pimienta 1 P-6 人物形象文 ― 側面 丘陵上 N13°38.597'

W85°04.529'

21 Rosa Grande R-1 渦巻文 ― 上面 丘陵上 N13°38.638' 

W85°00.662'

一つの岩に 10

以上の渦巻文
22 Kiulna K-1 渦巻文 25㎝× 25㎝

（平均）
上面 川 N13°51.058'

W84°52.504'

一つの岩に 11

以上の渦巻文
23 Las Huellas 

del Tigre

H-1 幾何学文 35㎝× 35cm 上面 川 N13°09.931'

W84°55.416'

24 Las Huellas 

del Tigre

H-2 幾何学文 28㎝× 19㎝ 上面 川 ―

25 Las Huellas 

del Tigre

H-3 渦巻文
（幾何学文）

35㎝× 85㎝ 上面 川 N13°09.939'

W84°55.406'

渦巻と曲線の
組み合わせ

26 Las Huellas 

del Tigre

H-4 動物形象文 55㎝× 35㎝ 上面 川 ― 四足動物（爬
虫類か？）

27 Las Huellas 

del Tigre

H-4 幾何学文 20㎝× 29cm 上面 川 ―

28 Las Huellas 

del Tigre

H-4 穿孔 5㎝× 5㎝ 上面 川 ― 複数の穿孔

29 Las Huellas 

del Tigre

H-5 渦巻文 32㎝× 32㎝ 上面 川 N13°09.936'

W84°55.407'

30 Las Huellas 

del Tigre

H-5 動物形象文 48㎝× 30㎝ 上面 川 N13°09.936'

W84°55.407'

四足動物（爬
虫類か？）

31 Las Huellas 

del Tigre

H-5 人物形象文 60㎝× 45㎝ 上面 川 N13°09.936'

W84°55.407'

32 Las Huellas 

del Tigre

H-6 渦巻文
（曲線両端）

10㎝× 35㎝ 上面 川 N13°09.941'

W84°55.405'

33 Las Huellas 

del Tigre

H-7 幾何学文？ 62㎝× 30㎝ 上面 川 ―
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4　カリブ海側地域におけるコミュニティ・ミュージアム展開の目的と方法

本節では、第 3節でとりあげたシウナ近郊の先住民マヤングナの村シキルタを対象として、1-3

で示したフィールドミュージアム活動とコミュニティ・ミュージアムの 2つから地域課題の解決
を目指す目的と方法について述べる。

4-1　地域社会とコミュニティ・ミュージアム
シキルタは、シウナ市街地から北西約 15キロ―メートルに位置し、近くにはウリ川が流れる。
コミュニティの領域は、ボサワス自然保護区（Reserva Biósfera de Bosawás）とヒノテガ県にも
含まれている。2011年時点で 155世帯 780人が暮らしており、面積は 432平方キロメートルであ
る（García y Argüello 2011:77）。
このコミュニティを研究の対象とする理由の一つは、先述したようにキウルナと呼ばれる村の
聖域に岩刻画があり、「かつて、周辺に暮らした各集落のリーダーらはここに集まり話し合いをし
ていた」との口頭伝承にある。つまり、彼らの伝統文化と先住民が残した岩刻画との関連が伺える。
もちろん、現在ここで暮らすマヤングナの人々と岩刻画を描いた先住民の出自が同じであると単
純に結びつけることはできないが、考古学だけでなく文化人類学からみても大変興味深い。
また、岩刻画を描いた人々の集落の痕跡（遺跡）が見つかる可能性が高く、今後の考古学調査
によって得られる成果をもとに、シキルタ村を中心としたフィールドミュージアム活動を展開で
きる。もちろん、考古学的観点からも、南カリブ自治地域にあるソンブレロ・ネグロ遺跡との比
較研究が可能になる意義は大きい。
ニカラグアの地域社会において、コミュニティ・ミュージアムが伝統文化の保護や教育、保健
衛生などに一定の役割を果たしているところもある 8）。昨年 2019年には第 4回目となる国立博物
館コミュニティ・ミュージアム・フェアが開催された 9）。一方、UNAN-CADIはニカラグア国内
のコミュニティ・ミュージアム設立に関わっているが（Balladares 2019）、政府の指示でコミュニ
ティ・ミュージアムづくりに関する講座が UNANで開かれた際、肝心の UNAN-CADIは関与し
ていないなど、中央政府のコミュニティ・ミュージアム施策にも課題があると感じた。とくに
2018年の治安悪化にともなう経済活動の停滞は、国家財政の逼迫を招き、中央政府の政策停滞、
地方政府の施策・施行にも大きな影響を与えている 10）。（南）

4-2　博物館政策と制度からのアプローチ
ニカラグアのコミュニティ・ミュージアムについては、同国における博物館政策の政策的含意
からとらえる必要がある。たとえばニカラグア文化庁の HPに掲載されている組織図（図 14）を
見ると、マナグア市内にある国立博物館課とは別の組織として博物館課が置かれている。ただ、
そこにはルベン・ダリオ、サンディーノと言った歴史的人物、芸術や音楽、地方博物館など多様
なテーマの博物館 13施設が含まれている。コミュニティ・ミュージアムを想起させる施設プエブ
ロ・ムセオ・グレイタウン（Pueblo-Museo Greytown）もある。これらの博物館の調査・分析を
とおして、ニカラグアの博物館政策を明らかにすることが必要になる。
一方、ニカラグアをはじめ中米諸国においては日本の博物館法に相当する法制度は見られない。
ニカラグア文化庁（Instituto Nicaraguense de Cultura、略称 INC）組織図の中の国立博物館課には、
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博物館学のセクションの名前が見える。しかし、UNANにも博物館学の講座はない。国際博物館
会議ラテンアメリカ地域連盟（ICOM Regional Alliance of Latin America & Caribbean Countries、
略称 ICOM LAC）やアメリカ大陸コミュニティ・ミュージアム連合（Red de Museos Comunitarios 

de América）など、ラテンアメリカを包含する NGO博物館共同組織が活動しており、一部の博
物館や研究者は、経済的支援や実践的な活動の知見を得ながら博物館活動・運営にも対応してい
ると思われる。
こうした博物館および研究者の実態を明らかにしながら、博物館政策を立案するに重要な法律、
学芸員など博物館専門職員の教育、これを支える博物館学の整備に向けた研究が重要である。ま
た、これはニカラグアだけでなく、ラテンアメリカとくに中米諸国の博物館、博物館研究者と連
携した調査・研究を進める必要がある 11）。（川嶋）

4-3　シキルタ・コミュニティ・ミュージアムの課題
最後に、これらを踏まえた上で、あらためて先住民マヤングナの村シキルタのフィールドミュー
ジアム活動に裏づけされたコミュニティ・ミュージアムづくりに向けた課題をまとめる。
このコミュニティ住民が語る問題点の一つに、カリブ自治地域先住民に共通して森林破壊に対
する危機感がある。入植者などによる森林の伐採が、豊かな森に支えられた先住民の生活に大き
な影響を与えているという。また、伝統的な生活文化が変容していくことへの危機感もある。彼
らの歴史や伝統は口頭伝承によるものであり、世代間の継続性が保たれてきてこそ担保される。
近年の急速な文明の発展は、この地域において伝統的な生活文化に変容をもたらし、これを引
き継ぐ子供たちとの分断を招き、さらにはジェンダーへの意識変化も大きい。多くのコミュニティ
住民は生活スタイルの変化や住民間の分断に対して危機感を持っており、自分たちの歴史や生活
文化を記録し、活用したいという目標を持っている。女性たちは自らのアイデンティティに基づ
く工芸品を製作し販売したいと言う。村人の生活改善のためには経済的裏づけも重要になる。こ
のためには、内発的開発を促し、JICAをはじめとする海外からの支援と結びつけていく必要もあ
る 12）。
今回の調査では、直前まで現地の状況が知らされておらず、質問を用意しての聞き取り調査や
アンケート調査などは行うことができなかった。したがって、コミュニティのリーダーと長老、
工芸品製作を行う女性から、コミュニティの歴史や現状、問題点などについて話をしてもらうと
いう形を取った。今後は、現地調査の経過や成果を報告するプレゼンや対面聞き取り調査、プロ
ジェクト・マティグアスで実践し成果をあげているフラットに住民が意見を交換するワーク
ショップなどを取り入れるなどして、住民に寄り添いながら、より詳しく住民の意識調査を行う
方法も模索したい。
あらためてコミュニティの文化財や豊かな森など、周辺に広がる多様な価値に目を向け、コミュ
ニティ・ミュージアムをベースにフィールドミュージアム活動を継続し、課題解決に向けた実践
的な方法を提示し実行していく。これにかかる博物館政策、博物館学研究、人材育成、コミュニ
ティ・ミュージアム事例の研究を進めながら、住民主体のコミュニティ・ミュージアムづくりに
向けた研究を進めていきたい。（南）
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5　おわりに

上記の活動をシキルタ村とその周辺で行うにあたり、筆者らは、指導者ではなく仲介者として
の立場から実践していく。それは以下の状況による。コミュニティ・ミュージアムづくりの根幹
となるのは、住民間の意識の共有であると考える。先に述べたように、伝統文化を残したいとの
考えは彼らの間で共有されてはいるが、生活スタイルの変化や住民間の分断により、統合方針と
して具体的な活動にまで至っていない。これは、意識共有の問題だけでなく、伝統文化の何を用
い実践していくのか、文化の資源化が明確ではない点にある。
この状況において、住民が語る口頭伝承の聞き取りから、岩刻画は先祖から受け継ぐ重要な遺
産であることを筆者らは理解し、これをシンボル化することがコミュニティ・ミュージアムづく
りの有効な資源であると判断した。本稿で述べたように、岩刻画が作成された当時の社会的役割
は不明である。しかしシキルタ村では、カトリック教義の影響が認められ、ある特定の聖人と結
びつけ役割を推測する住民もいる。岩刻画はヨーロッパ人到来（16世紀以降）以前に作成された
可能性が高いため、その解釈の根拠は危ういと主張することはできない。
文化遺産の価値は、時代と共に変化する。同時に、その資源の意味づけも考古学的解釈や知見
のみによって行うべきではないだろう。考古学調査によって岩刻画本来の社会的役割を、そして、
文化人類学的手法によってそれが時と共にどのように変化したのかを解明していく。これらの成
果をもとに、文化遺産というものは現在という限られた時間軸の中で存在するのではなく、過去
においてもまた未来においてもその価値は変化するという情報を提供していく。住民による歴史
性を伴った文化遺産の価値の共有が、より主体的なコミュニティ・ミュージアムづくりに欠かせ
ないと考える。（嘉幡）

図 14　ニカラグア文化庁（INC）組織図（INC HPより引用、加筆）
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注

１） 京都外国語大学創立 65周年記念事業として、IELAK（所長：大垣貴志郎）が主催した国際シン
ポジウム「ラテンアメリカ地域統合への挑戦」（2012年）の成果と IELAKが果たすべきラテン
アメリカ研究の役割をもとに開始した（辻・南 2014:161-162）。

２） 日本私立学校振興・共済事業団学術研究振興基金などの助成を受け、内陸とカリブ海側との交流
を明らかにするあらたな研究「考古学博物館学によるニカラグア・カリブ海地域古代社会の再検
討」を 3年計画で開始した。

３） UNAN-CADIでも北カリブ自治地域プリンサポルカ川支流バンバナ川中流域のロシータ近郊で岩
刻画やマウンドを確認している。

４） 近年、パブリック考古学への関心が中米諸国でも広がっている。従来、各国で個別の考古学研究
がすすみがちであった中米諸国が、共通する地域・社会問題の解決に向けて新たなネットワーク
を結んでいく可能性を指摘できる（Méndez et al. 2019）。

５） 岩画研究に関する文献の収集・解題にあたり、宮田怜奈さん（京都外国語大学英米語学科卒）の
お力添えをいただいた。

６） 現在のホンジュラスからニカラグアのカリブ海岸地域を含む地域。
７） チブチャは現在のコロンビアのボゴタ付近を中心に居住していた先スペイン期の先住民である
（Steward 1963:842）。

８） たとえば、ロスブラシレス・コミュニティ・ミュージアム（Museo Comunitario Los Brasiles）
などのコミュニティ・ミュージアムが SNSを通して活発に活動を発信している。チョンタレス
県サントトマス市のロビグィスカ・コミュニティ・ミュージアム（Museo Comunitario 

Lovigüisca）の 18項目にわたる活動主旨には、住民主体であること、教育・福祉・健康、地域
の経済発展のための観光産業の育成など、本論で定義したコミュニティ・ミュージアムに合致す
る活動が展開されている（Museo Comunitario Lovigüisca HPより）。

９） 約 30のブースが出店し、各地のコミュニティ・ミュージアムが収蔵品の一部やその地域の名所
を描いたポストカードなどを展示していた。

10） プロジェクト・マティグアスを展開しているマティグアス市においても、プロジェクトの活動地
であるティエラブランカ村に、フィールドミュージアム構想に基づくコミュニティ・ミュージア
ム建設を計画されたが、この危機によって予算が削減され、計画は棚上げ状態になっている。

11） MICでは、2018年と 2019年の 2回にわたって ICOM京都大会 2019開催記念国際シンポジウム「中
米地域社会とミュージアム」を開催した。シンポジウムでは、グアテマラ、ホンジュラス、エル
サルバドル、ニカラグア、コスタリカから博物館研究者を招聘し、中米の地域社会の課題解決に
向けて博物館がどのような役割を果たせるかについて、各国の事例紹介をもとに意見交換を行っ
た。

12） 日本の NPOニカラグアの会（名古屋市）や中南米協働隊（熱海市）が断続的に活動を行っている。
この中で NPOおおた市民協働機構では、ラテンアメリカ交流事業として、北カリブ自治地域ワ
スパン森林保全活動を継続的に実施している（おおた市民活動推進機構 HPより）。シキルタ村
のフィールドミュージアム活動に関しても、在ニカラグア日本大使館や JICAニカラグアへ支援
の働きかけを行っている。
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〈調査研究報告〉
南米ボリビアのラパス県渓谷部のアイマラ語口承テクストと

その考察
― 近隣の村に実在した蛇娘の伝承 ―

アスンタ・タピア・デ・アルバレス（Asunta Tapia de Álvarez）（語り）
藤　田　　護（聞き起こし、翻訳、考察）＊

1　はじめに

本稿は、藤田（2016）に続き、ラ・パス市の郊外の渓谷部農村であるリオ・アバホ地方（行政
区分はラ・パス県ムリーリョ郡（Provincia Murillo, Departamento de La Paz））で、筆者が 2009

年から記録を始めたアイマラ語の口承文学のテクストを、原文対訳で公刊するものである。
前稿においては、若い娘が蛇と恋仲になり、蛇の子どもを産むが、父親に子蛇たちを殺され、
その結果村全体が蛇の呪いにかけられるという、アイマラ語圏で広域に知られているチョケル・
カミル・ウィルニータ（Chuqil Qamir Wirnita）の物語の 3つの異なる録音をとりあげた。本稿で
は、女性が蛇と一夜を共にして、この蛇の子どもを産むが、そこで死んでしまうという物語をと
りあげる。この物語の場合には、この女性が死んでからも話が続き、実在の人物をもとに現実に
あった出来事を語る、という展開を見せる点が独特である。これらの口承の物語がもつ現実との
対応関係については、藤田（2014）で考察を加えたことがある。
チョケル・カミル・ウィルニータの物語は、他にも複数のテクストが公刊されている。今回と
りあげる物語は、リオ・アバホ地方ではよく知られているようだが、これまで地元の範囲を越え
て知られてはいない。
以下は、この物語の 概、考察、原文対訳テクストの順に進めることとする。

2　 概、考察、原文対訳

2-1　 概
コリャーナ（Qullana）の村に、ある夫婦が暮らしていた。夫は標高が低い方角にあるタカチヤ

（Taqachiya）の村に農作業の手伝いに行くが、その夜、夫に瓜二つの不思議な男が現れる。女は
不審に思いつつも、その男を夫だと思い、迎え入れて食事をし、一緒に寝る。翌朝起きてみると、
その男はいなくなっており、しばらくして本物の夫が帰ってきて、愛人を引き入れていただろう
と妻をなじる。その後、妻は妊娠して子どもを産むが、子どもを見てすぐに死んでしまう。
その生まれた娘は、おばによって育てられていたが、よくこの［語り手であるアスンタの］家
にも遊びに来ていた。肌が真っ白で、蛇のような丸い目をしていて、眺めていると腹を立てた。
ある日、おばがコカを入れる布を忘れて出かけ、取りに帰ると、留守番をしていたはずの娘がお
らず、蛇がとぐろを巻いて寝ていた。不審に思いつつもう一度出かけ、戻ってくると、また娘が

＊　アンデス・オーラルヒストリー工房（Taller de Historia Oral Andina）、慶應義塾大学
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普通に出迎えてくれた。

2-2　考察
本稿で提示するテクストの元になる録音は、アスンタ・タピア・デ・アルバレス（Asunta 

Tapia de Álvarez, 1937年 8月 15日ラ・パス県キリワヤ（Quilihuaya）村の生まれ）が、それぞれ
2009年 7月 26日と 10月 11日に、聞き手である藤田に対して語ったものである（それぞれ、物
語整理番号 AT-01-1および AT-01-2、録音整理番号 AT20090726、AT20091011-2）。録音は藤田が聞
き起こし、スペイン語への翻訳を行ったうえで、ボリビア・ラパス市の、アイマラ言語文化研究
所（Instituto de Lengua y Cultura Aymara, ILCA）のフアン・デ・ディオス・ヤピータ（Juan de 

Dios Yapita）と、アンデス・オーラルヒストリー工房（Taller de Historia Oral Andina, THOA）のフィ
ロメナ・ニナ・ワルカッチョ（Filomena Nina Huarcacho）とともに、音声と聞き起こしと翻訳を
点検し、不明箇所を確認する機会を得た 1）。

概からもみてとれるように、この物語は伝承と実話を組み合わせたような、興味深い二部構
成をしている。前半では、夫婦の妻の方が、夫の留守中に見知らぬ男（これが実際には蛇であっ
たことが示唆されている）と関係をもってしまい、その男との間に子を出産するが、産んですぐ
に死んでしまう、ということが伝承として語られる。後半では、その子どもがおばに連れられて
アスンタの家も訪れたことがあり、おばの話から、娘が時おり蛇に姿を変えるのではないかとい
う疑惑があることが、実話として語られる。この伝承と実話の区別は文法的に明確な形で示され、
一般的にいわれる「口承文学」と「オーラルヒストリー」の区別と対応させることができる。
この村に実在した蛇娘の伝承は、藤田（2016）で示したチョケル・カミル・ウィルニータの物
語とほぼ同時期に、アスンタが語ったものである。本稿で示す実在した蛇娘の語りの二つのバー
ジョンのうちの二つめは、チョケル・カミル・ウィルニータの物語をアイマラ語で語ってもらっ
た後に、雑談をする中で、［それ以前に一回目の録音をしていた］この実際にあった蛇の物語の話
題になり、もう一度アスンタが同じ話を簡単に語りなおしてくれたものである。一回目の録音が
アイマラ語とスペイン語を行ったり来たりしているのに対し（この点に関しては以下で再度議論
する）、二回目の録音は全体がアイマラ語で語られているが、物語の前半に相当する部分をカバー
し、後半の冒頭部分に相当する、母親の死後に娘を誰が育てているのかを述べたところで、語り
が終わっている。
上述の構成を反映して、この語りには興味深い言語としての特徴が現れている。アイマラ語に
は、直接自分で体験し、確証をもって語られる事柄を示す直接証拠性（evidencialidad directa）と、
人から伝え聞いたり、自分では当初気づいていなかったが後から気づいた事柄を示す間接証拠性
（evidencialidad indirecta）を区別する文法形式が備わっている。動詞の活用（屈折）の種類では、
単純形（forma simple）（または現在・過去形（pasado presente））と近接過去（remoto cercano）
が直接証拠性を担い、遠隔過去（remoto lejano）が間接証拠性を担う。語りの中で最も頻繁に現
れる 3人称単数の形を示すならば、単純形（または現在・過去形）が -iまたは -u、近接過去が
-än、遠隔過去が -taynaまたは -tänaという語尾をもつ。なお、このテクストでは、会話文の中で
珍しく近接過去の 2人称単数の形が使われており、これは -yätaという語尾をもつ。詳しくは原文
対訳に注を付ける形で示すが、物語が前半から後半に移行する際には、動詞の活用（屈折）の種
類が、間接証拠性を担う形式から直接証拠性を担う形式へと変化している。二回目の録音も、後
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半の具体的なエピソードは語られないが、遺された娘を誰が育てているかを語る際に、実際にあっ
た話だと分かるように、動詞の活用（屈折）の種類が同様に変わっていることがみてとれる。
アスンタの住む、チョケヤプ川の形成するリオ・アバホの渓谷沿いに位置するユーパンパ

（Yupampa）村と、ここでの物語の舞台になっている山の上にあるコリャーナ（Qullana）村は、
従来は標高差を利用した物々交換（trueque）の関係にあった 2）。渓谷部は標高が低く温暖で、果
物の生産地であるが、コリャーナ村では冬に霜が降りるので、それを利用してイモの乾燥保存食
が作られているそうだ。果物は足が早いので、一部は乾燥させ、アイマラ語ではキサ（k’isa）と
呼ばれるドライフルーツにしつつも、その多くは物々交換を通じてイモやイモの乾燥保存食を手
に入れるために用いられる 3）。藤田がアスンタの語りを録音するようになった当初は、まだコ
リャーナ（Qullana）村から物々交換におりてくる人がいて、その物々交換の際に情報交換と併せ
て互いに知っている物語を語り合ったこともあるということであった。したがって、それほど物
理的に近くはないが、人づてに情報を様々に聞くことがある距離にある村だ、ということになる
だろう 4）。
この物語に出てくる色が白く、目の丸い女の子は、地域では有名な存在であるらしいことが後
から分かってきた。ユーパンパ村に隣接するメカパカ（Mecapaca）市での、2012年の死者の日
（トードス・サントス：毎年 11月初頭に祝われる）の準備の際に、女性たちと、その家で使用人
として働くペドロ・サラビア・パロミーノ（Pedro Saravia Palomino）が、台所に集まって料理を
進めているあいだ 5）、私がいろいろと地域の伝承を聞いていることが話題になり、そこでこのコ
リャーナの女性の話になった。物語では少女として出てくるこの女性は、既に成人しており、学
校の先生と結婚したのだそうで、その時点ではアルゼンチンへと出稼ぎに行っているとのことで
あった。また、アンデス高地では先住民社会でアルビーノの、すなわちメラニンをもたず皮膚が
白くなる者を、日常生活では一定の頻度で見かけるため、この場合もアルビーノの女の子が生ま
れたことが注目を集めたのだと考えることができそうだ。
いずれにしても、現代においても、少し離れた土地の出来事で、立ち入った事情を聴くことが
難しく、または医学的・科学的な理解が困難な現実を理解しようとしたときには、口承文学が躍
動し、新たな物語が作られていくことになるようだ。これは、一方では、共同体にとっての異質
な存在を畏怖し、場合によっては排除しようとする傾向につながる可能性がある。しかし、他方
では、動物たちが人間に姿を変えつつ行き交う世界を、アイマラの人々は現代でも身近なものと
して生きており、偶発的な出来事に対し、それをそのもう一つの世界との接触として理解すると
いう語りの実践が行われているのだ。その実践は、伝承されてきて、よく知られている物語だけ
でなく、比較的最近の出来事であったらしい事柄についても発揮されていることが、本稿で示す
物語から分かってくる。
この物語には、もう一つの地理的な特徴がある。人々のあいだでは、蛇は今いる村よりも少し
標高が低い土地に生息すると考えられている。藤田（2016）において示されたチョケル・カミル・
ウィルニータの物語については、具体的な村の名前は語られないが、その村はチョケヤプ川の下
流に向かった先にある村だと考えられている。本稿でとりあげる物語においても、夫が向かうタ
カチヤ村は、山の上ではあっても、コリャーナ村からみると標高が低い方向へと向かった隣の村
である。ここでも標高が低い方角から蛇がやってくると思われている。標高の高い土地に住む人々
にとって、低地の存在は他者であり、不気味な力をもった計り知れない存在であることが、ここ
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から読みとれる。
この物語の 1回目の録音は、藤田（2016）でとり上げたチョケル・カミル・ウィルニータの物
語よりも早い段階で語ってもらっており、藤田がアスンタに語ってもらった最初の物語である。
そのため、最初のバージョンには、それ以降の録音には見られない特徴が幾つかある。まず、ア
スンタがアイマラ語で藤田に向かって語り慣れていないために、アイマラ語で語り始めてもすぐ
に（アンデス・）スペイン語に移行し、語りが両言語の間を行ったり来たりし続けている。これは、
藤田のアイマラ語を使う能力がそれほど高くなかったことが影響しているが、同時に、村の外の
世界からやってくるアイマラではない男性に対して基本的にアイマラ語では話さない、という社
会言語学的状況も影響しているであろう。しかし、この結果として、同じ文をアイマラ語と（ア
ンデス・）スペイン語で語っている箇所が随所に存在し、アスンタ自身の意識において両言語が
どのように対応しているかを伺い知ることができるという意味で、珍しい記録となっている。筆
者はその他の録音過程においても、なるべくアイマラ語と（アンデス・）スペイン語の両方で同
じ内容を語ってもらうようにしているが、同じ語りの中で言語間を語り手が揺れ動くものは、こ
れ以外にはごく僅かしかない 6）。
以下では、地の文の語りにおける動詞の活用（屈折）について、アスンタ自身の言葉のなかで
のアイマラ語とスペイン語の対応を、このテクストからどこまで確認できるかを示しておくこと
としたい（Fujita 2019）。この点は、先行するアイマラ語（Coler 2014; Hardman, Vásquez y Yapita 

2001[1974]）やアンデス・スペイン語の文法記述（Mendoza 1992; Stratford 1989）でも、アイマ
ラ語の遠隔過去がスペイン語の過去完了に相当するという、よく知られた点以外は、体系的な記
述あるいは見解の一致が見られない。該当するアイマラ語の活用（屈折）の接尾辞（上述）には
下線を引いて示し、対応するスペイン語の動詞の形をイタリック（斜体）にして示す。
単純形または現在・過去形
（1）Ä...., janiw, carajo awila mierdas. No he llegado, janiw purinktti.

（ああ、ちがうぞこん畜生くそばばあ。おれは帰ってきてない、おれは帰ってきてない。）
アイマラ語の単純形は、現在のことだけでなく近い過去のことを示すことができ、そこからもう
一つの現在・過去形という名称があるが、この近い過去を示す場合にスペイン語の現在完了と対
応していることがみてとれる。アンデス・スペイン語では、定型化したごく少数の場合を除いて
は点過去の形が用いられないようで、アスンタはほぼすべての語りにおいて、現在完了か、下で
近接過去形に対応するものとして示す線過去を用いている 7）。
近接過去形
（2）Dice que tenía su tía pues, hablaba, venía aquí, jutänay akarux ukat qunt’asiskir akar, pera 

waxt’asipkir, pera recogiendo, sabe estar comiendo.

（彼女にはおばがいたんだとさ、［私たちと］話して、ここに来て、ここに来たんだ、そしてここ
によく座ってたんだ。いつもわたしらがナシをあげたり、ナシをとったりして、いつも食べてい
たんだ。）
この例からは、アイマラ語の近接過去形がアンデス・スペイン語の線過去形と対応させられてい
ることが確認できる。アイマラ語の近接過去は、自分が直接体験した、しかし現在からはある程
度離れた、過去を語る。この点について、Gallego（2008[1994]）は、アイマラ語の近接過去はス
ペイン語の線過去に対応させられることが多いが、場合によっては現在完了（や点過去）と対応
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させられることもあると述べている（Gallego 2008[1994]:169）。Hardman, Vásquez y Yapita

（2001[1974]）は、この形がスペイン語の現在完了と対応するとしか述べていない（Hardman, 

Vásquez y Yapita）8）。
遠隔過去形
（3）La mujer se había quedao, warmi kirasxatayn, kirasxatayn warmix, sapak kirasitayn.

（女はそこに残ったんだと、女はそこに残ったんだと、女はそこに残ったんだと、たった一人で残っ
たんだと。）
アイマラ語の遠隔過去形は、伝聞を通じて知っているか、気づいていなかったことに気づいたこ
とを示す際に用いられる。これは以前より、スペイン語の過去完了と対応することが指摘されて
いるが、ここの例からもそれが確認できる。この点は、スペイン語の文法で一般的に想定される
過去完了の用法とは異なる。しかし、スペイン語の過去完了に気づきを示す用法があることは広
域的な特徴としてあり、この点がスペイン語の側で言語接触を通じこのように用いられるように
なる素地を提供したのではないかという議論が、同様の直接証拠性と間接証拠性の区別と動詞の
活用（屈折）をもつケチュア語の場合で試みられている（García Tesoro 2018）。
あらためて録音を聞きつつ聞き起こしたテクストを確認すると、一回目の録音では、アスンタ
の語りに繰り返しが非常に多いことに気づく。同じ内容を語っている二回目の録音の方が、同じ
内容がはるかに短く語られている。元々、アスンタの語りは、物語の聴きどころに相当する部分
で繰り返しが多くなる傾向があり、本稿の二つめのテクストをみると、この物語でアスンタがど
こを強調しようとしているかが分かり易い。しかし、この一回目の語りの場合は、聞き手である
藤田が理解しているかどうかを、念入りに確認しているのであろう。後のアスンタの語りの記録
からは、ここまでに述べてきたような二つの言語の行き来や、ひたすら繰り返しをするという特
徴は見られなくなるが、一番最初の録音の記録は、それ自体の特徴と価値をもっているというこ
とになりそうだ。
しかし同時に、二回目の録音では、アスンタは動詞の活用（屈折）として、推量の形式（「非関
与 no-involucrador」と呼ばれる）を多用しているのに対し、一回目の録音ではこれが一回も見ら
れないことを指摘できる。この推量形は、動詞の活用に -chiという形をもつので、すぐに聞き分
ける・見分けることができる。本来アスンタの語りは、口承の物語の場合には、（二回目の録音の
ように）伝聞にもとづく間接証拠の形式と、推量の形式を織り交ぜて進んでいくのが特徴である。
筆者はこれを、物語の骨格部分は伝承された型で構成しつつ、推量の形式を組み合わせることで、
その間を埋め、豊かに話を彩っているのではないかと考えている（Fujita 2016）。この推量の形式
には、対応するアンデス・スペイン語の形が存在するかどうかは明らかではない 9）。この部分は、
話者の中でもアイマラ語とアンデス・スペイン語の間で対応が明確になっていない形式かもしれ
ず、とすれば、アンデス・スペイン語とアイマラ語のあいだを行ったり来たりする語りになった
ことで、一回目の語りでは、この推量の形式が使われなくなったのかもしれない。
以上をまとめると、本稿で示すテクストには、語られる内容が現実に近いという特徴からくる
珍しさと、アイマラ語とアンデス・スペイン語を行き来する語り手の語り方からくる珍しさがあ
り、アイマラ語の口承の語りの文体について多くの示唆を与えてくれる。本論考でも掲げたアイ
マラ語の文法記述の既存研究に比べると、アイマラ語の口承の語りについての研究は、まだほと
んど進んでおらず、一つ一つのテクストに臨床的に向き合う他ないが、間接証拠性を示す形式を
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多用する語りにおいては、その語りにおける動詞の活用（屈折）の種類の組み合わせが比較的安
定していることが分かってきており、この定式化された形式をどのように語りの理論として理解
するか、という課題をさらに推し進める準備が整いつつあると言ってよいであろう。また、本稿
でも語りの後半部に現われる直接証拠性を多用する語りについては、依然としてその語りの特徴
の定式化が十分に達成されておらず、他のオーラルヒストリーの録音などと比較・検討しながら
文体の特徴の明確化に取り組むことが必要である。この後者の課題については、本稿のテクスト
の中に占める分量も少なく、まだ十分に明らかになったとは言いづらい。今後の課題としたい。

2-3　原文対訳
以下のテクストでは、アイマラ語、直訳調のアンデス・スペイン語訳、日本語訳の順番で配置
する。一行全体がアンデス・スペイン語で語られている際には、原文と日本語訳のみを載せるこ
ととするが、一行の中にアイマラ語とアンデス・スペイン語が混在しているときは、アンデス・
スペイン語訳の部分で原文もアンデス・スペイン語である箇所を［　］で括り、アイマラ語から
の訳と区別することにする。
スペイン語訳は、アイマラ語からのなるべく忠実な直訳となるようにし、アイマラ語の接尾辞
をなるべく全て反映するような訳を試みており、聞き起こしを手伝ってもらった上記二人ととも
に確認をした。これは、Espejo Ayca（1994）などを契機として、アンデスの口承文学の原文対訳
では広く行われるようになった慣行である。語順や文法などが、一般的に教科書で学ばれるスペ
イン語とは異なるが、アンデス地域で話されるスペイン語が分かり、アイマラ語を学ぼうとする
場合においては、このような翻訳の方が有益であり 10）、かつ先住民語との言語接触から生まれた
アンデス・スペイン語の社会的地位の向上にも資するため、このような方法を選択している。日
本語訳においても、アイマラ語の接尾辞や動詞の活用のニュアンスが、できるだけ反映されるよ
うにし、例えば伝聞を示す接尾辞が使われている際は「～だと」などをそれぞれ付すようにし、
推量表現が原文に存在する場合にも必ず訳に反映されるようにしたが、同時に、あまり不自然に
なり、読みにくくならないようにも心がけた。
アンデス地域の先住民言語と接触するスペイン語においては、語順がアンデス先住民言語の影
響を受け、目的語を示す人称代名詞がしばしば省略され、またアスンタの場合には、幾つかの前
置詞を使わないで話すことが多い。これらの特徴は、決してスペイン語の「誤り」ではないこと
は強調しておきたい。ただし同時に、依然として聞き取りに間違いがある可能性も否定できず、
これについてはひとえに藤田の責任である。

村にきていた蛇娘（その 1―アスンタ・タピア・デ・アルバレス）

録音年月日―2009年 7月 26日
録音場所―リオ・アバホ地方ユーパンパ村のアスンタの自宅の中庭で

Tuna jat’iripï
11）

 sarapxataynax uka... uka... isti... marido y mujer habían ido,
12）

 

A aporcar tuna habían ido ese... ese... [este..., marido y mujer habían ido,]

トゥナ［果物として「実」を食べるサボテン］の土寄せをしに行ったんだと。その……夫と妻が行っ
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たんだと。

jat’ir tuna, aporgar se dice, jat’ir tuna, de Aymara, jat’ir tuna, 

a aporcar tuna, [aporcar se dice,] a aporcar tuna [de Aymara], a aporcar tuna,

トゥナの土寄せをしに、aporgarって言うんだ、アイマラ語では jat’ir tuna、トゥナの土寄せをしに、

y ahí al hombre a ver... satänax,
13）

 

[y ahí al hombre a ver...] había dicho,

そしてそこで男に、ええと、言ったんだと。

“voy a ir Taqachiya” diciendo, Taqachiya, “saräw Taqachiyaruw” satänaw,
14）

[“voy a ir a Taqachiya” diciendo, Taqachiya,] “iré a Taqachiya” había dicho,

［夫の方が］「おれはタカチヤに行くよ」と、タカチヤ、「タカチヤに行くよ」と言ったんだと、

“sarä Taqachiyaruw, visitir mä irmanur” satänaw.
15）

“iré a Taqachiya a visitar a un hermano” había dicho.

「おれはタカチヤに行くよ、神父さんを訪ねにね」と言ったんだと。

Ukat “ya”,
Después “ya”,
そして［妻は］「分かったよ」

“ratitu ukham mistsunxä, nayax tardix purinxäw, las cinco purinxäw” satänax. 

“rápido así voy a salir, yo ya voy a llegar en la tarde, a las cinco ya voy a llegar” había dicho.

「すぐに帰ってくるよ、おれは午後にはもう着くよ、5時にはもう着くよ」と言ったんだと。

“Ya” siw. 

“Ya” ha dicho. 

［妻は］「分かったよ」と言ったんだ。

La mujer se había quedaw, warmi kirasxatayn, kirasxatayn warmix, sapak kirasitayn,

[La mujer se había quedado,] la mujer ya se había quedado, ya se había quedado la mujer, solita 

nomás se había quedado, 

女はそこに残ったんだと、女はそこに残ったんだと、女はそこに残ったんだと、一人だけで残っ
たんだと。

ukat animalanakamp ukham.

después con los animales así.

そして動物たちとこういうふうに。
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Ukürux jani purxatänatix, jani purxatänat, 

Ese día ya no había llegado, ya no había llegado,

その日のうちには、［夫は］帰ってこなかったんだと、帰ってこなかったんだと

utap ukarux “purinxäw las sinkuw” satänax. Jani purxatänati. 

a su casa ahí “voy a llegar a las cinco” había dicho. Ya no había llegado.

その家に「もう 5時にはおれは着くよ」と言ったんだと。帰ってこなかったんだと。

Jan purisaxa, “ （ji） chha kamacharakpachäst” sas niyaä las tiys la noche por ahí, 

Cuando no llega, “y ahora, qué voy a hacer pues” diciendo ya [las diez de la noche por ahí

帰ってこないので、「さて、どうしようかな」と、もう夜の 10時くらいになって、

había parecido
16）

 un hombre, igualito que..., 

había aparecido un hombre, igualito que...,]

一人の男が現れたんだと。ほんとにそっくりの……

chachapamp
17）

 kipkak, chachapamp kipkakipiniw parisitayn mä chachax, 

igual nomás como su marido, igual nomás siempre con su marido había aparecido un hombre,

夫にもうそっくりの、彼女の夫にもう本当にそっくりで現れたんだと、一人の男が。

chachapamp kipkakipin parisitayn. 

con su marido igual nomás siempre había aparecido.

彼女の夫にもう本当にそっくりで現れたんだと。

Y... le había dicho. “Jutxtati” había dicho. “Sí” había dicho. 

[Y... le había dicho.] “¿Has llegado ya?” [había dicho. “Sí” había dicho.

そして［妻は］彼に言ったんだと、「もう着いたのかい」と言ったんだと、「そうだよ」と［その
男は］言ったんだと。

Es que no mira así
18）

, así nomás alintata
19）

, es que... no... no mira.

Es que no mira así, así nomás] agachado, [es que... no... no mira.]

というのもこう［面と向かって］見ないんだと、こうずっとうつむいて、見ないんだよ。

“¿Sí?, ¿qué cosa has hecho pues? Las cinco voy a llegar has dicho.
20）

 

「どういうこと？何してたのよ？ 5時には着くって言ったじゃない。

¿No has llegado las cincö?
21）” diciendo. 

5時に着かなかったじゃない」と。
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“Nnn...No, wali istinakaw... ayuraskarakt irmanuru. 

“Nnn... No.] Muchos estos...  he estado ayudando también al hermano,

「うーん、いや、すごくその……神父さまを手伝っていたんだよ。

‘Ayurt’it’ saw situ, ukat ayuraskt
22）

. Ukat jan jutktt.” 
‘ayudame’ diciendo me ha dicho, por eso estaba ayudando, por eso no he venido.” 
『手伝ってくれ』とおれに言ったから、手伝っていたんだよ、それで帰れなかったんだ」

“A...” siw. Ukham.

“Ah...” dice.  Así.

「ああそう」と［妻は］言った。そういうことだ。

Entonces, habían comi..., manq’asipxatayn, 

[Entonces habían comi...] se habían comido,

そして一緒に食事をしたんだそうだ、

“manq’asiñan” s(a)s manq’asipxatän.

“nos comeremos” diciendo se habían comido.
23）

「食事にしましょう」と言いながら、食事をしたのだそうだ。

Ya manq’asisina mä ikintxatapxatayn “ikxañan” sas ikintxapxatän. 

Ya comiendo ya se habían dormido, “nos dormiremos” diciendo ya se habían dormido.

もう食事をして、そしてもう寝たんだそうだ。「寝ましょう」と言いながら寝たのだそうだ。

Ikintasinxa, cuando..., ikintasax, ikxapxatayn. 

Durmiendo, cuando..., durmiendo, ya habían dormido.

寝て、寝て……、一緒にもう寝たのだそうだ。

Qhipärumirj
24）

 alwa sartatayn warmix, las seis de la mañana, 

En la mañana siguiente al amaecer se había levantado la mujer, [las seis de la mañana,]

翌朝は明け方に女は起きたのだそうだ、朝の 6時に、

ch’amakthap
25）

 las cinco dice, las seis..., ¿las cinco dice?, sartatän. 

a la oscuridad todavía [las cinco dice, las seis... ¿las cinco dice?] se había levatado.

まだ暗くて、5時だという、6時…5時だって？［女は］起きたのだそうだ。

“Kunas utjkit, chhaqhät...” 
“No hay nada, perdido...”
「からっぽだ、いなくなっちゃった」
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Las...
26）

 se ha parecido, el hombre.
27）

その男が現れたんだ。

“Ratukit mistsuwayxpachä, kaw(k)rak sarpachä” sas 

“¿Rápido habrá salido? ¿Dónde habrá ido?” diciendo,

「すぐに出ていったのかな？どこに行ったんだろう」と

“kaw(k)ra(k)sarpachästi, akan ikisipkarakiyätsä” satänaw, 

“dónde habrá ido pues, en aquí estábamos durmiendo también” había dicho.

「どこに行ったんだろう。ここで寝ていたのにな」と言ったのだと。

“ay... chhaqhatarakisä” sas. 

“Ay... está perdido también” diciendo.

「ああ、いなくなっちゃったなあ」と。

Cuando después, después de la mañana, las ocho y media, nueve por allí, 

そして朝が終わり、8時半か 9時くらいに、

uk nuivïpachaw siw, ukat purinx sipï purinx chachax, purinxatayna. 

ese ha debido ser como a las nueve, dice, después ya ha llegado, dice pues, ya ha llegado el marido, 

ya había llegado.

それは 9時くらいだったんだとさ、そして帰ってきたんだとさ、夫が帰ってきたんだ、夫が帰っ
てきたんだと。

“Chhaqät..., ä...” ukat warmix satänax ukat 

“Perdido está... ah...” después la mujer había dicho, y

「いなくなっちゃった……あ、［戻ってきた］」そして女は言ったんだと、そして

“kawkrak sarktasti, jichharumanthi purinxarakiyätast, 

“¿y dónde pues has salido?, y esta mañana llegabas ya,

「で、どこに行ってたのよ。今朝にはもう帰ってきてたのに。

janirakis purinkt, chhaqatäxarakitätasä, 

no has llegado también, perdido ya también habías estado pues, 

戻ってこなかったじゃない、どこに行ったかもう分からなくなっちゃってさ。

kawks mistsuwayta” siw.

¿dónde has salido (de paso)?” ha dicho.

どこにちょっとのあいだ出ていってたのよ？」と言った。
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“Ä...., janiw karaju awila mierdas. 

“Ah... no, carajo abuela de mierda. 

「ああ、ちがうぞこん畜生、くそばばあ。

No he llegado, janiw purinktti.

[No he llegado,] no he llegado.

おれは帰ってきてない、おれは帰ってきてない。

Jichhaw nayax... Taqachiyat jutaskt nayax, 

Ahora yo... de Taqachiya estoy viniendo yo,

今おれは……タカチヤから戻ってきているんだおれは、

kuna waynamampi ikiskst akanx, kuna waynamampi ikiskst. 

¿con qué tu joven te estás durmiendo aquí?, ¿con qué tu joven te estás durmiendo?

お前はどの若い愛人とここで寝てるんだ？お前はどの若い愛人と寝てるんだ？

Jichhaw näw Taqachiyat jutaskt” satänay. 

Ahora yo de Taqachiya estoy viniendo” había dicho pues.

今おれはタカチヤから戻ってきてるんだ」と言ったのだとさ。

No había llegao. 

帰ってきてなかったんだと。

Entonces... chhä uka si “purinxarakïnsti ikisipkarakiyätasä, khitirakïpach ukäx” así.

[Entonces...] ahora ese ha dicho, “y ya ha llegado también, nos hemos dormido también pues, quién 

ha debido ser pues ese” [así].

そうして、そいつは［女は］言った、「でももう帰ってきていたのに、一緒に寝たのに、あれはいっ
たい誰だったのだろう」と。

Entonces ya ha pasado eso.
28）

そして、もうそういうことが起きた。

De poco rato ya con barriguita ha parecido la mujer, dice. 

すぐにもう女はお腹が大きくなったんだと

Y después ya se ha enfermao, dice. Con su wawita se ha enfermao, dice. 

そしてもう妊娠したんだと。子供を妊娠したんだと。

Depués había mirado su wawa, había mirado su wawa,
29）
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そして、自分の赤ん坊をじっと見たんだと、自分の赤ん坊をじっと見たんだと、

“aquí está tu wawa” diciendo, había nacido la wawa, había mirado su wawa... 

「ほらお前の赤ん坊だよ」と赤ん坊が生まれたんだと、自分の赤ん坊をじっと見たんだと……

De ahí nomás se había muerto... la mujer. Se había muerto. 

それからすぐに死んでしまったんだと、その女が。死んでしまったんだと。

Ha dejado la wawa así... rinka qhusila siempre rinka, rinka siempre
30）

,

子どもをこう残して……［子ども（娘）は］もう真っ白な肌で青い目で、もう真っ白で真っ白で、

no era así negro... negro dice, blanco qhusila rinko siempre rinko, rinko, 

肌の色がこう黒くないんだとさ、白くて目が青くて、もう真っ白で、真っ白で真っ白で、

¿conoces gringos? Así igualito dice. 

お前は白人を見たことがあるか？あれと全くおんなじなんだと。

Ha nacido la wawa. Y... wawa nomás ha dejao. 

子どもが生まれて……、子どもだけ後に残したんだ。

Tenía su tía, dice. Una tía tenía... una viejita nomás ya era.
31）

彼女にはおばがいたんだと。おばが一人いて……もう年をとっていたんだ。

Ha venido aquí, sabe venir, sabemos dar peras así. 

ここに来たんだ、よく来ていたんだ、わたしらがこうナシをよくあげてね。

Ese estaba criándose dice. Ese estaba criándoselo... 

そいつが［そのおばが］育てていたんだと、そいつがその子を育てていたんだ。

Ya estaba ya...ya... como ya grandecito ya, como Daniela ha estado ya...,
32）

 

もうね、もう、もう……大きくなって、もうダニエラみたいになっていた……

se ha muerto su tía. Se ha muerto. 

おばが死んでしまったんだ。死んでしまったんだ。

Después la wawa... [Fujita: jiw...] Jiwxiw mama, jiwxiwa... y...
33）

[Después la wawa... [Fujita: ha muert...] Ha muerto la mamá, ha muerto ya, y...

そして子どもが……［藤田：死んだ……］母親がもう死んだんだよ、もう死んだんだ、で……、
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mamitapax waw uñxatatayn jiwxix, 

su mamita había visto la wawa, ya ha muerto.

その母親は子どもを見たんだそうだ、そして死んでしまった。

Había nacido la wawa, nasxatayn wawax, ukat jiwawayxatayn, 

[Había nacido la wawa], ya había nacido la wawa, después rápido ya había muerto

子どもが生まれたんだそうだ、子どもがもう生まれたんだそうだ、そしてすぐに死んでしまった
んだそうだ。

mirando eso jiwawayxatayn. 

[mirando eso] rápido ya había muerto. 

その子を見てすぐにもう死んでしまったんだと。

Jichha uka jiwatapatpï chikax ukhama...,

Ahora después de haber muerto ese pues, la chica así...

さて、そいつが死んでからというと、その女の子がこう……、

ya es... jach’äx, jichha jach’ax, ukat su tía también se había muerto. 

[ya es...] ya era grande, ahora ya era grande, después [su tía también se había muerto].

もう……、もう大きくなって、今では大きくなって、彼女のおばも死んでしまったんだと。

Ha dejado la wawa. Y su tía, jiwxarakitayn. 

[Ha dejado la wawa. Y su tía,] ya había muerto también.

子どもを後に残したんだ。そしてもう彼女のおばも死んでしまったんだと。

Tatapa aptasxatayn wawap, tatapa rikujis tatapaki uywasxix waw.
34）

Su papá ya se ha alzado su wawa, su papá recogiéndola su papá nomás ya se ha criado la wawa.

彼女の父親がもう彼女を引き取って、父親が彼女を引き取って、父親がその子をもう育てたんだ。

Yast yast, ya debe tener quince veintici... veinte años así, ya más o menos.
35）

さてそうして、もう 15歳か 25……20歳くらいになっているかな、だいたいね。

Se ha parecido, ¿dice ahora? Por sí nomás ha parecido, dice.
36）

現れたんだとさ、今。いきなり現れたんだとさ。

Dice que tenía su tía pues, hablaba, venía aquí, jutänay akharux ukat qunt’asiskir akhar, 

[Dice que tenía su tía pues, hablaba, venía aquí,] venía acá, después sabe estar sentada acá,

おばがいたんだとさ、話して、ここに来て、ここに来たんだ、そしてここによく座ってたんだ
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pera waxt’asipkir, pera recogiendo, sabe estar comiendo. [Fujita: aka utaru?] Ü.

sabemos alcanzar pera, [pera recogiendo, sabe estar comiendo]. [Fujita: ¿A esta casa?] Sí.

いつもナシをあげると、ナシを受けとっていつも食べていたんだ。［藤田：この家に？］そうだよ。

Ukat jichhax sipï sapxi. “Sartw” siripï, “sartw jawas piliri, sart...
37）

Después ahora dice pues, dicen. “He ido”, sabe decir pues, “he ido a pelar habas, he ido...

そしてさて、こう言うんだとさ。「わたしは出かけたんだ」とよく言うんだよ、「ソラマメをむき
に行ったんだ、行って……

piliriw sart, jawas q’ipt’iriw sarta”, dicepï, jawas q’ipt’iri. 

a pelar he ido, a cargar habas he ido”, dice pues, a cargar habas.

むきに行ったんだ、（収穫した）ソラマメをかつぎに行ったんだ」と言うんだ、ソラマメをかつぎに。

“Jawas q’ipt’awayt jutaskt... 

“de paso habas he cargado, estoy viniendo...

「ソラマメをかついで、戻ってきて……

kuka tar armasiwätät” si, kuka tari, para mascar, armasiwätät” siw. 

la tari para la coca me había olvidado”, dice, la tari para la coca, para mascar, “me había olvidado”, 
dice.

コカを包む布（タリ）を忘れたことに気づいたんだ」と言うんだ、コカを包む布、噛むためのね、
「忘れたことに気づいたんだ」と言うんだ。

Uk aptasiriw kutt’anitayn, kutt’anisin, kutt’anisin, ukat

A alzar eso había vuelto un rato, volviendo, volviendo, y

それを取りにちょっと戻ってきたんだと、戻ってきて、戻ってきて、そして、

chikaru sawaypachaw, “phayätaw” sas.

ha debido decir de paso a la chica, “vas a cocinar” diciendo.

娘には［用事を］言い残しておいたのだろう、「料理をしておくんだよ」と。

Ukat kuka tarip
38）

 armasiway ukat kutt’anitayn. 

Después su tari de coca se ha olvidado y había vuelto un rato.

そして、自分のコカを包む布（タリ）を忘れて、ちょっと戻ったんだと。

Ukat cuando mä jach’a vivorakiw ukhan... 

Después una vívora grande nomás ahí...

すると、一匹の大きな蛇ばかりがそこに……
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Pichikan jach’a pichikanïn uka chika, jach’a pich’ikani ukat thuru pichikapa, thuru.
39）

Ha tenido trenza, tenía una trenza grande esa chica, ha tenido trenza grande, y gruesa su trenza, 

gruesa.

三つ編みがあって、大きな三つ編みをしていたんだ、その娘は、大きな三つ編みをして、彼女の
三つ編みが太いんだ、太いんだよ。

Ukat uka mä qala utjkipï utan, mä qala utjpachaw ukat apnuqat siy. 

Después esa una piedra había nomás pues en la casa, una piedra ha debido haber, después estaba 

colocado en el suelo, dice pues.

そしてその、石が一つ家にはあったんだとさ、一つ石があったはずで、それが地面に置いてあっ
たんだとさ。

Uka qalar muytatakïskatänaw vivorax, una vívora, 

A esa piedra había estado rodeando nomás una vívora, [una vívora],

その石にもう巻きついていたんだとさ、蛇が、一匹の蛇が。

grande así... así... así wali thuru, pichikanpach pichikan... 

[grande así... así... así] bien grueso, ha debido tener trenza, ha tenido trenza...

大きくて、こう……こう……、とても太くて、三つ編みをしていたに違いない、三つ編みをして
いて、

Igualito la chica que tenía, así pichika más estaba dice, así la chica.

娘の三つ編みとまったく同じように、こう三つ編みになっていたというんだ、その娘がこうね。

No sé qué nombre había tenido, no parecía dice. 

［その娘が］名前を何と言うのかは知らないんだ、姿を現さないんだとさ。

“Ay, ¿qué habrá pasado, no?” diciendo, así nomás se había ido la su abuelita..., 

「ああいったい何が起きたんだろう」と、もう出ていったんだと、娘のおばあちゃん……

su este... [Fujita: su tía] su tía. Así me ha contao. “Estaba vívora”, dice. 

娘のその……［藤田：おばさん］おばさんが。私にそう話してくれたんだ。「蛇になっていたんだ」
と。

Ese vívora que ha parecido, uñstkixa arumaxa uka siñuraruxa,
40）

[Ese vívora que ha aparecido,] ha aparecido en la noche a esa señora,

その現れた蛇、夜になってその女性の前に現われた蛇が、

chachapa sari viajir, ukat jichhax aruma uñstki ukat “ikxañän” sas ikxapxixa, 
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su marido ha ido a viajar, y ahora en la noche ha aparecido, y “ya dormiremos” diciendo ya han 

dormido,

夫が遠出をして、そして夜に現われて、そして「もう寝ようか」と言って二人でもう寝て、

ukay ukätänaxa. Eso había hecho tener wawa. ¿Sí? 

ese pues había hecho eso. [Eso había hecho tener wawa. ¿Sí?]

そいつがそうしたんだと。そいつが子どもを産ませたんだと。いいかい？

Eso... eso ha nacido, esa... chica. 

それが……それが生まれたんだ、その……娘が。

Por eso mirando la wawa... uñxatasch waw, jiwt’awayxarakitayn tayka. 

[Por eso mirando la wawa...] habrá mirado la wawa, ya había muerto también la madre.

そして子どもをじっと見て……子どもをじっと見たのだろう、［そして］もう母親が死んでしまっ
たんだと。

Así es el cuento, otro grande cuento también es eso
41）

. Algunos no me acuerdo. 

そういう物語なんだ、これも別の大きな物語なんだ。幾つかはもう私も覚えていない。

Su tía sabe contarme, así así diciendo. [Fujita: Su tía de la chica.] Sí. 

彼女のおばがいつも話してくれたんだ、こうでこうで、と言ってね。［藤田：その娘のおばさんが］
そう。

“Cuando dormimos”, dice, en la cama los dositos con la chica, 

「一緒に寝るとき」と言ってね、ベッドでその娘と二人で、

dice que ya sabe pues la tía.

もうそのおばは分かるんだと。

Entonces dormiendo pues, ratuk “imilla, imilla sartam,” diciendo, dice que ya toca, 

[Entonces durmiendo pues,] rapído nomás “chica, chica, levantate” [diciendo, dice que ya toca]

そして眠っている時に、いきなり「娘、娘、起きなさい」ともう触ると、

cuando ch’uñu no... ch’uñu nomás, vívora nomás está dormiendo dice.
42）

ヒヤッと冷たい……もうヒヤッと冷たくて、もう蛇になって眠っているんだと。

Ya sabe dice, ya sabe. 

［おばは］もう分かるんだと、もう分かるんだ。
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“K’achitat saraqawayxt” siy, “anq mistsuwayxirït” siy, 

“Despacito ya bajo” dice pues, “afuera ya sé salir” dice pues,

「私はそーっと下にもう降りるんだ」とさ、「いつも外にもう出ていくんだ」とさ、

“thayäskst kuna, mistsuwayxt yaqhar ikir sarxt” siw. 

“me hace frío y todo, ya he salido de paso, a otro lugar para dormir ya he ido” dice pues.

「寒かったりするんだけど、さっと外にもう出て、別の場所にもう寝に行ったんだ」と言うのだ。

Sabe parecer, dice. 

いつも姿を現すんだと。

Después a poco rato la chica nomás parece también. 

それから少しすると、その女の子ばかりが姿を現すんだと。

Así. ¿Cómo será, no? Así dice, así cuento es. 

そういうことだ。どういうことなんだろうね？そう言うんだ。こういう話なんだ。

No es en el pueblo, aquí arriba, pueblo lejito es, más adentro había...

これはこの集落ではなくて、ここから上の方角の、ちょっと離れた集落で、もっと中の方に入っ
た……43）

Qullana es, ahí, pueblo. Después más abajo había entrado pues a aporgar tuna. 

コリャーナは、そこにある集落だ。そして、もっと下の方へと、トゥナの土寄せで入っていった
んだ。

Ahí ha pasado pues eso. Sí. Del monte ha pasado eso. Sí.

そこでこれが起きたんだよ。低い方に下った地域で、これが起きたんだ。うん。

Como te digo, así ha pasado. Ese también ese es cuento también. 

繰り返すが、こういうふうに起きたんだよ。これも一つの話なんだ。

Esos cuentos no me... no me he olvidado. 

わたしはこれらの話は忘れていない。

Así su tía contaba pues. “Así parecía” diciendo.

このように彼女のおばが話してくれたんだ。「こういう姿で現れる」と。

El ojito, no es como nuestro, nuestro ojo no es. 

その目はわたしらの目のようじゃない、わたしらの目じゃないんだ。
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Otro... así rurundo [redondo] nomás es. 

それとは違う……こうひたすら丸いんだ。

No es nuestro ojo, es una... este es, no es... de la chica no es así, rirundo es. 

わたしらの目じゃなくて、その娘のはそうじゃなくて、丸いんだ。

Como rirundo así, rirundito es. Así es. 

こう丸いかんじで、丸いんだ。そうなんだよ。

Cuando miramos, “¡qué me miras!” así sabe decir, 

わたしたちが見つめると、［娘が］「なに見てんだよ！」といつも言うんだ、

chiquita pero sabe reñirse. Sí.

［娘は］小さいんだけど、いつも怒るんだ。そう。

Así [riéndose]. ¿Qué será no? ¿Qué será no?

（笑いながら）そういうことだ。どういうことなんだろうね？どういうことなんだろうね？

村にきていた蛇娘（その 2―アスンタ・タピア・デ・アルバレス）

録音年月日―2009年 10月 11日
録音場所―リオ・アバホ地方ユーパンパ村のアスンタの自宅の中庭で

（Fujita: ¿Eso también has aprendido de la gente que baja de arriba?）44）

（藤田：それも上から降りてくる人から教えてもらったの？）

Jä...eso... jan amtaskt. Kunjamas ukaxä...

No... eso... no me acuerdo. Cómo era eso...

いや……それは……覚えてない。どうだったっけ……

Aaa... ukax... ukax janiw jach’äkiti, jisk’itakiw. Estew. Esteruw ukar...

Aaa... eso... eso [el cuento] no es grande, pequeñito nomás es. Este es. A ese...

ああ……それは……それ［その話］は長くないんだ、ちょっとした話なんだ。これだよ。あそこ
へ……

Tunas chaqurixay
45）

 sarapchitänax, tunas chaquri. 

A aporgar tuna habrían ido, a aporgar tuna.

トゥナの草とりに行ったのだということだろう、トゥナの草とりに。
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Ukat tunas chaquri sarasin munt, ukhamaw, ukham parkiruw makhatapxtänax.
46）

 

Después yendo al monte para aporgar tuna, así es, así cuesta arriba habían entrado.

そして、トゥナの草とりに標高の低い方に行って、そうなんだ、そう標高の低い地域に入っていっ
たんだと。

Ukat jichhax ukä mun... ukä parkinx ukat Taqachiya ukhitankix, 

Después ahora, ese monte..., en ese monte, está en ese lugarcito Taqachiya,

そしてさて、その……その標高の低い土地に、その場所にタカチヤの村があるんだ。

Taqachiy sataw mä pueblo, pueblituw Taqachiya. 

Taqachiya se llama un pubelo, es un pueblito Taqachiya.

タカチヤと呼ばれるんだ、ある集落が、小さい集落なんだタカチヤは。

Ukan taqikunaw utji alasiña, pirasa utji, uwa utji, higu utji, ukhamaw.

Allí todo hay para comprar, peras hay, uva hay, higo hay, así.

そこではあらゆるものが買える、ナシがあって、ブドウがあって、イチジクがあって、そうなんだ。

“Uk alanï ukat alt’aniwayä, sarä naya Taqachiy” sas warmir jaytawatänax, 

“Eso compraré, después de paso compraré, iré yo a Taqachiya,” diciendo a la mujer había dejado

「それをおれは買おう、買ってこよう、おれは行こう、タカチヤへ」と、［夫は］妻を後に残して
出かけた。

uka asnitump ukhamä warmiy. 

con el burro así la mujer.

ロバと一緒にそのように妻のことを。

Ukat “qharüruw, este... jayp’üruw mistsunxakïw, 

Después, “mañana, este..., en la tarde voy a salir nomás,

そして「明日その……夕方にもう［タカチヤを］出発してくるよ、

jan puyrxä arumanthix mistsunxchï” sas. 

si no puedo mañana ya saldría” diciendo.

もしもうだめだったら［遅かったら］、朝にもう出発するだろう」と。

Jichha ukat ya sarawaychi, chhaqä... chhaqät 

Ahora después ya iría, perdido.., perdido...,

さてそして、もう出かけただろう、いなくなって、

jayp’u puri, janiw, chhaqat chhaqat sapak warmiw suyaskchi. 
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llega la tarde, no, perdido perdido, solita nomás la mujer estaría esperando.

夕方になって、いやいない、女はたった一人で待っていたのだろう。

Ni kunas utjkchit. Jan kun utjkipanay, ya niyä las diez de la noche, 

No habría ni nada,（después）que no haya nada, ya a las diez de la noche,

なにもない、なにもなくて、もう夜の 10時になって

“Ay ikxakï jichh, qharüru jichh jutaskan” sas warmix ikxchi. 

“Ay me dormiré nomás, mañana seguramente estará viniendo,” diciendo la mujer dormiría.

「ああもう寝てしまおう、明日に帰ってくるんだろう」と、女はもう眠っただろう。

Ukarukiw purxanx siw siy, igualaki chachapamp, iwalituki, iwalituki. 

A eso nomás ya ha llegado dice, dice pues, igual nomás con su marido, igualito nomás, igualito 

nomás.

すると、もう帰ってきたのだそうだ。彼女の夫とただそっくりで、ただそっくりで、ただそっく
りなんだ。

Ukat “ä purinxtati,” sas, “purinxt,” sas, “ukhama (x) manq’asiñän,” sas manq’asipxchi.

Después, “ä, ¿ya has llegado?,” diciendo, “ya he llegado,” diciendo, “así nos comeremos,” diciendo 

comerían.

そして［妻が］「ああもう帰ったの？」と、［男が］「もう帰ったよ」と、「それなら食事しましょ
うか」と二人で食事をしたのだろう。

Yast manq’asin, “ikxañän,” sas ikxapxchi.

Comiendo, “dormiremos,” diciendo dormirían.

もう食事をして、「寝ましょうか」と言って、一緒にもう寝たのだろう。

Qhipärmirxa sartatän siw warmix, 

El día siguiente se había levantado, dice, la mujer,

翌朝に女は起床したんだと、

ni khitis kunas utjkchiti ikiñan, purinxarakïns chhaqatarakis. 

ni quién ni nada habría en la cama, ha llegado también, perdido también.

誰も何もベッドにはいなかったのだろう、もう帰ってきて、またもういなくなって。

“Alwat mistuwayxpachänä” sas, sas, yast..., 

“De madrugada ha debido salir de paso” diciendo, diciendo...,

「朝早くに出ていったんだろうか」と言いながら、言いながら……
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ukhamaruw niyä nuiwi ni ocho ukhanakaw purinxatayn siy chachax, 

a así ya nueve ya ocho a esas horas había llegado ya dice pues el marido,

そうして、もう 9時とか 8時とかそういう時刻に、もう帰ってきたんだとさ、夫が。

estit..., “Taqachiyat purxt, Taqachiy markat purxt,” sasin. 

de este..., “De Taqachiya ya he llegado, del pueblo de Taqachiya ya he llegado,” diciendo.

ここから……「タカチヤから、もう帰ってきたぞ、タカチヤの集落からもう帰ってきたぞ」と言
いながら。

“Purinxarakiyätas pirü, akankxarakiyätasä, 

“Ya has llegado también pero..., ya estabas aquí también pues,

「でもあなたもう帰ってきたじゃない、ここにもういたじゃない、

kawkrak jichhärmanthit alwat mistsuwaytast,” sas. 

y ¿a dónde pues esta mañana de madrugada has salido?” diciendo,

で、今朝早くにどこに出ていったのよ？」と［妻が］言って、

“Karaju janiw näx purinkt, kuna waynama jutaskchi, janiw nayax purinkt. 

“carajo, no he llegado, qué tu amante estaría llegando, yo no he llegado,

「このやろう、おれは帰ってきてないぞ、どの若い愛人が来ていたんだ、おれは帰ってきてないぞ、

Jichhaw nayax jutaskt” satänaw siw. 

ahora yo estoy viniendo” había dicho dice.

今おれはやってきたんだ」と言ったんだそうだ。

“Jichhaw jutaskt nayax, jichhaw purisinkt” sas, 

“Ahora estoy viniendo, ahora estoy llegando” diciendo,

「今おれは帰ってきたところなんだ、今着いたところなんだ」と、

“kuna waynamampix, kuna waynamax jutaskchi” sas, así,

“con qué tu amante, qué tu amante estaría viniendo” diciendo, así,

「どのお前の若い愛人と……、どのお前の若い愛人が来ているんだ」と、そういうことで、

tuqitän yast ukat, ukat yäst ukhamä.

le había reñido, ya después, ya después así.

彼女を𠮟りつけたんだそうだ、そうしてもう、そういうことだ。

Ukat warmix usuri uñstawayx siw, usuri. 

Después la mujer se apareció embarazada dice, embarazada.
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そして女は妊娠していることが分かったのだと、妊娠して。

Ukat yast, ukat wawachasxchi, wawachasisin, yast usu wawachasxchi. 

Después, después daría luz. Dando luz, la mujer embarazada daría luz.

そしてもう、そして主産したのだろう、出産をして、もう妊娠して出産したのだろう。

Ukat jichhax wawax, walï ringa qhusiw, qhusilapiniw
47）

 sipiy, ringa, ringapini. 

Despues ahora la wawa, bien gringa, gringa, gringa siempre dice pues, gringa, gringa siempre.

そしてさて、子どもは、色が真っ白で、白くて、真っ白なんだそうだよ、白くて、真っ白で。

Ñik’utapas wilapini, wila, wawax. 

Hasta su cabello rojo siempre, rojo, la wawa.

彼女の髪の毛は真っ赤で、赤いんだ、その子は。

Ukat uñxatchi waw, wawa nasxchi ukat uñxataschi waw yast, 

Después miraría a la wawa, la wawa ya nacería y después miraría a la wawa,

そして子どもをじっと見たんだろう、子どもが生まれただろう、そして子どもをじっと見たのだ
ろう

uk uñxatsay mamapax jiwt’awayx siy tayka. 

mirándola a ella pues su mamá ha muerto dice, la mamá. 

その子をじっと見てさ、彼女の母親はもうすぐに死んでしまったんだとさ、母親が。

Jiwawayxiw siy.

Ya ha muerto dice.

もう死んでしまったんだとさ。

Wawakiy kirasiwayx siy. Mä tiapa utjatayn, tiapa. 

La wawa nomás se ha quedado dice. Una tía suya había habido, su tía. 

子どもだけが後に残ったんだと。とある彼女のおばという者がいたんだと、彼女のおばが。

Uka tiapaw uka waw uywaskäna.

Esa su tía estaba criando a esa wawa.

その彼女のおばが、子どもを育てていたんだ。

Ukat tawaqüxänway niy, jiwawayxarakiw ukax, ü uka tiapax. 

Después ya fue jóven ya, ella también ha muerto, esa su tía.

そして、もう若い娘になって、その人ももう死んでしまった、そうそのおばが。



南米ボリビアのラパス県渓谷部のアイマラ語口承テクストとその考察

─ 237 ─

Ukat tatapaw uywasiskäna uk, Qullanan.

Después su papá la estaba criando a ella, en Qullana.

そして彼女の父親が面倒を見ていたんだ、コリャーナ村で。

Ukhamaw. Uka kunjamäxchix. Chhaqataw sasaw sasipkän, no sé. 

Así es. Eso ¿cómo sería ya? Perdida diciendo decían, no sé.

そういうことだ。これは、今ではどうなっているんだろう？［この娘は］もういないと人々は言っ
ているけど、わたしにはわからない。

Ukhamakiy, así nomás es eso, así. 

Así nomás es pues, [así nomás es eso, así.].

もうそういうことさ、もうそれはそういうことだよ、そういうこと。

注

１） フアン・デ・ディオス・ヤピータは、1931年にチチカカ湖畔の村コンピ（Compi）で生まれ、
若い頃はビジネスに関わる機会もありながら、アイマラ先住民出身のアイマラ語の専門家として、
1969年より、マーサ・J・ハードマン（Martha J. Hardman）が主導する米フロリダ大学でのア
イマラ語教材作成プロジェクト（Aymara Language Materials Program）に協力した。ボリビア
では上記 ILCAを立ち上げ、国立サン・アンドレス大学（Universidad Mayor San Andrés）の先
住民言語学の教授として、数多くの後続するアイマラ先住民知識人の世代にアイマラ語の仕組み
と文字による書き方を教え続けた。実物の現存が確認できていないが、かつてアイマラ語による
新聞 Yatiñasawaを刊行していたことでも知られ、アイマラ語の詩人としても知られている。妻
のイギリス人人類学者デニーズ・アーノルド（Denise Arnold）とフィールドワーク先の村の出
身のエルビーラ・エスペホ・アイカ（Elvira Espejo Ayca）とともに、数々の重要な著作を刊行し
てきた。藤田は、イギリス人の人類学者オリビア・ハリス（Olivia Harris）にヤピータ氏につい
て教わり、2006年に彼を訪ねてアイマラ語を教わるようになり、最初は週 1回の授業を受けつつ、
その後は近年まで時折訪問することを続けていた。2020年 6月 5日に亡くなった。

 　ヤピータ氏は、強い自立心をもちつつ、たいへん言葉の感覚の細やかな方で、自身の言語につ
いて幾度となく問い直し、常に何らかの興味深いアイマラ語の表現について考え続け、藤田が訪
問するとその話を共有してくれた。生前に十分な成果をお見せできなかったが、本稿も含めた取
り組みがアイマラ語を豊かなものにしていこうとする氏の志に応えるようなものであることを願
う。

２） 以下の 3段落では、藤田（2014）の pp.41-42にかけての議論を、より詳細に展開する。
３） イモというのは、この場合、ジャガイモ（ch’uqi）とオカ芋（apilla）のことを指し、ジャガイモ

からは乾燥させた黒いチューニョ（ch’uñu）と流水にさらして白くしたトゥンタ（tunta）の二
種類の乾燥保存食が作られる。オカ芋の乾燥保存食はカヤ（kaya）と呼ばれる。

４） アスンタの家は、果物の収穫期には、チチカカ湖畔の高原地帯の村の市まで、複数回物々交換に
出かけている。録音を始めてしばらくして、コリャーナ村からの物々交換は来なくなったそうだ
が、チチカカ湖畔の村への物々交換は今でも毎年出かけている。
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５） このトードス・サントスは、アスンタの死んだ夫も含め、アスンタの家ではなく隣接するメカパ
カ市の中央広場に面してある、その夫の弟の家で行われ、アスンタの家族もその家に出かけて準
備を手伝う。

 　この年に何を料理したかは、残念ながら記録していないが、死者が好んでいた食べ物を準備し
て迎え入れることになっており、豚肉のトウガラシペーストを用いたスープであるフリカセ
（fricasé）が準備されることが多かった。

６） これらは未公刊資料であるが、そこで（アンデス・）スペイン語が用いられる場合は、むしろ登
場人物（たち）がスペイン語で話していたのではないかと考えられる場面が多く、アスンタが私
に語るにあたって言語の選択で迷っている録音は、これが唯一かもしれない。

７） これもまた、あまり知られていないことであるが、ボリビアのアイマラ語圏の先住民言語とスペ
イン語の二言語話者のスペイン語では、過去の事柄について言及する際に、点過去が極めてシン
プルな定型的表現を除いてはほとんど使われず、現在完了と線過去と（ここで扱ったような間接
証拠を示すための）過去完了が頻用される。（Mendoza 1992:125）では、ボリビアのアンデス地
域のスペイン語においては点過去が現在完了で替わられつつあるという記述がみられるが、かつ
ては点過去が広範に使われていたという証拠は示されていない）。このようなアイマラ語とスペ
イン語の接触の研究は、ケチュア語圏を中心に行われてきたスペイン語との言語接触（contacto 

lingüístico）の研究に新たな光を投げつつ、アイマラ語圏のスペイン語についても、より多くの
ことを明らかにできる可能性があるだろう。

８） ただしこれは、フアン・デ・ディオス・ヤピータから藤田が聞いていた話とは違うようだ。記録
が確認できないが、藤田の記憶では、フアン・デ・ディオスは藤田に対し、近接過去はスペイン
語の線過去が対応すると思うと、何度か過去に話してくれた。

９） 藤田はフアン・デ・ディオス・ヤピータ氏の示唆に合わせ、スペイン語の過去未来形でこれを訳
しているが、これはアンデス・スペイン語において一般に確立している形式ではない。

10） これは古典日本語において藤井貞和が提唱する「研究語訳」の考え方に近い（藤井 2004）。そこ
では全ての助動詞と助詞を現代語に訳出することが目指されている。

11） “Jat’ir es remover la tierra, o sea ponerle, a la planta de papa o a la planta de tuna, ponerle un poquito 

más de tierra... también sacar hierbas.”（Yamile）“Aporgar, dice.”（Carlos）（19 de octubre de 

2009）
 「それは土を起こして、つまり、ジャガイモやトゥナの株に、もう少し土を寄せてあげて、雑草

も抜くんだ」（ヤミレ：アスンタの長女の娘）、「スペイン語では aporgarって言うんだ」（カルロ
ス：アスンタの末娘の息子）（2009年 10月 19日聞き取り）

 jat’iña「肌を爪で引っかく動作」（Layme Pairumani 2004[1991-92]:80）
 aporgarは、スペイン語の辞書では aporcarという語形で載っている。
12） ここは複数で話が始まっているが、実際には出かけたのは夫ひとりである。
13） ここでは「男に」と言っているが、実際には「男が」話している。
14） 話を聞いているアスンタが住むユーパンパの村は、チョケヤプ川の渓谷に位置しているが、川の

同じ側の、より標高の高い山の上にも村が連なっており、タカチヤの村はユーパンパと同じ側の
山の上の、しかし少し川沿いに下ったところに位置する。

15） スペイン語の動詞 visitarが元になった動詞 visitañaである。音がアイマラ語化されると wisitaña

となるが、ここでは vで発音されている。スペイン語とアイマラ語どちらの音で発音するかは、
その時々で揺れがある。

 irmanu < hermano（スペイン語）は「兄弟」という意味で使われることが多い単語だが、アイマ
ラの人々の間では「神父」の意味で頻繁に用いられる。アスンタの次男は、この地域のプロテス
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タント教会の敬 な信者であり、その教会の神父の農作業を手伝いに行ったりしている。
16） ここは había aparecidoと言いそうなところであるが、Asuntaは había parecidoと言っており、

この言い方は以下に数度出てくる。これはアイマラ語話者においては比較的広く見られる使い方
であり、後ろに見えるように、Asuntaがアイマラ語で話す際には、この動詞は parisiñaとして
使われている。

17） この聞き起こしを助けてもらったフアン・デ・ディオス・ヤピータ（Juan de Dios Yapita）は、
自分ならば chachapと言うと述べたが、Asuntaは chachapampと言っている（com.pers. 19 de 

octubre de 2009）。
18） 聞き手（藤田）の方を見ながら、このように言っている。
19） 下を向きながら、このように言っている。
20） 時刻を言う際には、ここでのように前置詞の aが省略されることが多い。
21） ここは声のトーンに相手を問い質すニュアンスが込められている（com.pers. Filomena Nina 

Huarcacho, 28 de febrero de 2013）。スペイン語の文に、アイマラ語で使われる最後の母音が延び
ることを示す記号を付け、さらに疑問符をつけてある。

22） この後に s(a)sと言っている可能性があり、その場合は ayurasktで引用は終了し、直後の ukat 

jan jutkttがもう一つ別の引用句（発話者は夫）となるが、極めて微弱で sの音が紛れ込んだだけ
かもしない。また、言おうとしてまだ夫の言葉が終わっていなかったことに気付いて飲み込んだ
のかもしれない。

23） ここではアイマラ語の動詞に再帰の接尾辞 -siがついており、これは自分たちにその行為の恩恵
が及ぶときに使われるとされている。そのため、アイマラ語圏ではスペイン語でも nos 

comeremosと言うが、これは［他の地域のスペイン語で連想されるように］お互いに相手を食
うことではない。

24） arumirjaは後ろで使われる armanthiと同じで「朝」を意味し、qhipaと結びついて qhipärmiruja

で「翌朝（en la mañana siguiente）」という意味になる。（com.pers., Juan de Dios Yapita, 19 de 

octubre de 2009）
25） ch’amakthapiは「まだ暗いうちに（a la oscuridad todavía）」という意味で、この箇所では最後の

母音が脱落している。（com.pers., Juan de Dios Yapita, 19 de octubre de 2009）
26） ここは時刻を言おうとしたのかもしれない。
27） 本来は夜訪れてきた男がいなくなったと言いそうな箇所ではあるが、desaparecerとは言ってい

ない。だとすると、本当の夫が朝になって帰ってくるところを、先取りして言っているのかもし
れない。

28） この行は、それまでの物語の内容をまとめるはたらきをしている。
 　また、この行から先の数行は、スペイン語の過去完了ではなく、現在完了に動詞 diceを組み

合わせる形が用いられている。両方とも伝聞を示す間接証拠の形式であるが、ここではちょうど、
現実にあった話に向かっての物語の継ぎ目の部分に差しかかっており、何かこの形の違いに、現
実との近さの意識が関係している可能性があるかもしれないが、この箇所だけで決定的なことを
言うのは尚早であろう。

29） wawaはアンデス地域のスペイン語で「赤ん坊（bebé）」の意味で広範に使われる単語である。
 　また、ここで「じっと見る」という表現が繰り返し用いられている（二度目の録音のテクスト

でも同じ箇所が強調されている）ことに着目すると、母親は子どもが蛇で（も）あることを生ま
れた瞬間に気づき、そのために死んでしまったのかもしれない。

30） qhusila「目が青く透明な色をしている様」（Layme Pairumani 2004[1991-92]:156）。rinko/rinka

は gringo/gringaのアイマラ語の音韻体系に影響された発音である。



藤田　護

─ 240 ─

 　また、この行から、アイマラ語の間接証拠性を示す遠隔過去（remoto lejano）に対応する、ス
ペイン語の過去完了に代わり、アイマラ語の直接証拠性を示す単純形（forma simple）または別
名現在過去形（presente-pasado）に相当する、スペイン語の現在完了が使われるようになる。こ
の後で何度か話が行ったり来たりして、動詞の形が変わるのだが、この箇所が最も重要な転換点
である。

31） この年齢の説明からするに、この「おば」というのは、娘のおばではなく、母親のおばであるよ
うだ。

32） ダニエラは、アスンタの長女の一番下の娘であり、この録音の時点では 12歳であった。
33） 藤田はここでアイマラ語に戻るよう促したのだが、アスンタは母親が死んだところから自分の語

りがスペイン語になっていたことを思い出したようで、そこまで戻って語りなおしている。
34） rikujiñaはスペイン語の recoger「引き取る」からきている。
35） この yastという表現は、アイマラ語の語りで頻繁に使用されるのだが、その意味とはたらきが

十分に分かっているわけではない。スペイン語の ya estáからきているようであり、そこまでの
物語に対し、何かしら区切りをつけ、確認するというはたらきをもつのではないかと考えている。

36） ここまでの 2行は、今現在の話なのだが、この次の行から娘のおばがまだ生きていた時代に戻る。
娘が蛇なのではないかというエピソードを語り忘れたことに気づいて戻ったのではないかと思わ
れる。

37） この行からは、おばに話を聞いた内容を語るので、直接話法と、遠隔過去の形が組み合わさった
表現が用いられている。直接話法の後ろに動詞「言う」が直接証拠を示す単純形（現在・過去形）
で用いられているので、娘のおばから直接聞いた話であることがみてとれる。

38） 音としては tarapと聞こえるのだが、単語は tariなので、そのように表記しておく。
39） 前の行で一回、家におばが戻ってみたら、大きな蛇がいたという話に進んでいるのだが、この行

ではいったん戻って、元々の娘の髪の様子を描写するところから始めている。
40） ここでアスンタは、物語の全体の筋をもう一度振り返っている。すなわち、ここの蛇は、娘が姿

を変えた蛇ではなく、物語冒頭の夫の留守に妻を訪れてきた方の蛇である。
41） この物語を録音する前に、アスンタは藤田にチョケル・カミル・ウィルニータの物語をスペイン

語で語って聞かせてくれており、その物語との関係からこの発言が出てきている。このスペイン
語で語られたバージョンは録音されていない。

42） この行で ch’uñuとあるのは、ジャガイモの乾燥保存食のチューニョのことではなく、「ヒヤッと
冷たい」という意味である。

43） この adentro「中」というのは、標高の低い方角を指している。
44） これは、チョケル・カミル・ウィルニータの物語を語ってもらった直後であり、ここで私はチョ

ケル・カミル・ウィルニータの物語もコリャーナ村からリオ・アバホ地方に物々交換に下ってき
た人から教えてもらったのかと質問したのだが、どうもアスンタはこの蛇娘の話の方を、そこの
村の人から聞かされていて、そちらに連想がいったようで、話をもう一度簡単に語りなおしてく
れる運びとなった。

45） chaquña「草刈りをする」（Layme Pairumani 2004[1991-92]:46）
46） アイマラ語のmunti、スペイン語のmonteが指し示す場所は、高い山の上ではなく、アンデスの

渓谷部からさらに標高が低いところに下がっていって、しかしまだ山がちな地帯を指している。
この箇所からは、アイマラ語の parki、スペイン語の parqueが、同じ意味で使われているらしい
ことがみてとれる。

47） qhusi: “bonita, blanca, ojo azul, pestañas grandes; se refiere al antiguo mundo de los hacendados”
（Rodolfo Quisbert, 8 de julio de 2011）
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〈研究展望・動向〉
メキシコの地方選挙における野党台頭の始まり
― バハ・カリフォルニア州の地方選挙の事例 ―

吉　野　達　也＊

1　本研究を着想に至った経緯

メキシコの制度的革命党（以下 PRI）の一党優位体制が 2000年に終焉してから 20年以上が経
過した。選挙競争という面でみると現在では二大政党制あるいは、多党制に移行しており、政党
システムの変移から見れば、メキシコにおける民主化は着実に進みつつあるという見解を持つこ
とができる。2000年の国政選挙、大統領選挙の結果によって PRIが下野し、国民行動党（以下
PAN）が与党となり、国家レベルの選挙結果を対象とした先行研究については相当な数が今日ま
で取り組まれてきた。
一方で 1980年代の終わりから地方選挙においてはすでに野党候補の台頭が徐々に起こるように

なった。特に州知事選挙においては PAN候補者が勝利し、国政レベルよりも早い段階で選挙競争
が活発に見られるようになった。現在、1989年にバハ・カリフォルニア州（Baja California）の
選挙で見られた野党台頭の事例について著者は研究を継続しており、本稿ではその研究動向につ
いて言及したい。

1980年代当時、PRIの一党優位体制は未だ強く、地方選挙でも野党候補が勝利するのは容易で
はなかった。バハ・カリフォルニア州のエンセナダ市（Ensenada）における 1986年の自治体首
長選挙では、野党の PAN候補であったエルネスト・ルフォ候補（Ernesto Ruffo）が勝利し、そ
して 1989年の州知事選挙でも同じくルフォが勝利を収めている。特に州知事選挙の結果は 1980

年代においては異例の結果で、地方選挙における野党台頭の始まりとして、大きな意義を持って
取り上げられた。そして 1990年以降、他州でも次々と州知事選挙おいて PANや民主革命党（以
下 PRD）といった野党候補者の勝利が見られるようになった。このようにバハ・カリフォルニア
州の事例は、メキシコの選挙競争の黎明期に大きな影響を与えたという仮説をもって分析したい。
本稿では、これまで著者が先行研究や現地調査によって得られた情報を列挙し、今後の研究の
進展について述べていきたい。

2　地方選挙における競争の活発化

メキシコでは 71年間（1929～2000年）におよんで制度的革命党（以下 PRI）が与党として君
臨し、20世紀の国家の政治体制を構築してきた。すでに先行研究で指摘されている通り、メキシ
コ革命（1910～1920年）による社会や政治の動乱が沈静化する 1930年代から、メキシコでは軍
事クーデターによる政治体制の転換は見られなかった（González 1990:29-31）。この事実は、軍事
クーデターを経験したラテンアメリカ諸国と比べると異なる状況であった。メキシコで早い段階
から政治体制が安定した要因として挙げられるのは、PRIが労働者をメキシコ労働者連合（以下

＊　大阪経済大学等非常勤講師
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CTM）、農民を全国農民組合連合（以下 CNC）にまとめ上げ、国民の大多数を自らのコーポラティ
ズム（組合協調主義）の傘に取り込みながら国家を安定させた事にある。その結果、PRIは選挙
において CTMや CNCなどの組織から票を取り込めるようになり、野党候補の勝利が極めて起こ
りにくい状況を作り上げたことが挙げられる（Cornelius 1999:3-5）。1964年から1985年の上院議員、
下院議員の議席数における PRIの比率は 98パーセントから 100パーセントであり、野党の議席
獲得は極めて限られていた（CIDACデータ）。その後、1980年代前半の経済危機や民衆の権威主
義へのけん制などをきっかけに、与党の覇権は徐々に衰退を見せた。PRIは選挙で安定した得票
を見込むことが困難となり、選挙にからんだ不正の疑惑が報告されるようになった。1988年の大
統領選挙において PRIは 2つに分裂した。当時 PRIが掲げた急進的な新自由主義体制に反発する
党内の勢力が他の中小政党を結合し、PRIに対抗する大統領候補、カルデナス（Cárdenas）を擁
立する。PRIの大統領候補サリナス（Salinas）は選挙に勝利したが、その選挙では様々な不正が
疑われた（豊田 2013; Méndez 2007; Rodríguez 1999; Rodríguez and Ward 1999）。
また、ダイヤモンドとモリーノは民主主義の質に関して 5つの定義を提示した。その内の 1つ

が競争である。前述で選挙競争について扱ったが、もう少し具体的に言及すると、競争とは定期
的な選挙実施や選挙競争の維持といった表面的な選挙システムの普及だけではない。さらには透
明性の高い選挙が実施されているか、また自由を保障した政策が政治アクターによってどれだけ
実行されて、どのような成果を挙げているのかという応答性も重視される（Diamond and Molino 

2005:6-12）。
先述の通り、選挙競争は 1980年代後半から国政選挙によりも活発に地方選挙において見られ始
めた。メキシコの政党システムの変化について言及する場合、各地域においてパッチワークの様
に政治的性格が異なり、連邦政府はどのような形で各州政府と交渉し、地方選挙の戦略を立てて
いるかを考察する必要があり（Grindle 2007:63-65; Cornelius 1999:3-4）、地方選挙の事例研究を行
う事は、メキシコの民主化の一端を理解するうえでも重要な点であると言える。

表 1　バハ・カリフォルニア州知事選挙の結果（1983～1995年）

PRI PAN PRD※ 有効投票率
1983 65％ 30％ 2％ 100％
1989 42％ 52％ 2％ 100％
1995 42％ 51％ 3％ 97％

出典：INE（ http://www.ine.mx）、CIDAC（http://www.cidac.org.）
注）  メキシコでの州知事の任期は 6年である。バハ・カリフォルニア州では、1989年から 2013年の選挙、計

5回にわたって PAN候補が継続して勝利し、この州は PANの牙城となった。

3　先行研究

PANの先行研究を多く残しているロアエサは、メキシコにおける PANの躍進を「古い野党か
ら新しい与党へ、”De vieja oposición a nuevo oficialismo”」と称し、支持基盤が従来の資本家や聖
職者、カトリック系の右派支持者に加え、1980年代からはネオパニスモ（Neopanismo）と呼ば
れる PRIの権威主義をけん制する新しい党員の加入が北部の州における州知事選挙の PAN候補
の勝利に繋がったと定義している（Loaeza 2010:125-134）。
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ロペス・ウジョアはバハ・カリフォルニア州における 1980年代以前の PANエリート層形成に
ついて考察している。1950年代から 3つの州選挙にかかわった人々にインタビューを重ねた。そ
してこの州には反中央集権主義（anticentralismo）が存在しており、従来のエリート層に加えて
PAN党員でない投票者にも PRIの権威主義に牽制する目的で PANへの投票行動が明確に見られ
た点を提示している。60年代には米国の学生運動の影響も地理的な要因から受けている点も指摘
している（López Ulloa 2018:105）。
タニアはこれまでの党員に加えて、PANがより民主的な政党として、国民にとっての新しい政

党選択肢となりつつあった点について言及している。1980年代から PANはこれまでの資本家や
敬 なカトリック教徒の支持基盤だけではなく、中小企業の経営者、大学生、都会を中心とした
労働者にも広く、とりわけ若い知識層（大学生）が PANに入党し、PRIと二大政党制を構築して
より健全な政治システムを構築することを目指そうとした。彼らは現在、PANの中枢で重要な役
割を果たす政治アクターとなっている（Tania 2000）。
ロペス・ウジョアも 1989年の州知事選挙に勝利したエルネスト・ルフォを「ルフォが強調した
のは PANが民衆利益の代表であるという点であり、蔓延していた政治システムへの不満を州レベ
ルから改善することを試みた」と評価し、それが得票数の躍進に大きく寄与したと言及している
（López Ulloa 2018:111）。
エスピノサとミスラヒは、1989年の州知事選挙の結果はメキシコ民主化の道が中央政府主導に

よるものだけではなく、地方から中央へ向けて影響を与える新しい道も生まれた瞬間であったと
定義している（Espinoza 2000:68; Mizrahi 1995:180）。エスピノサはさらに 1980年以降、PRIは脱
中央集権化（descentralización）を推進し、州政府や自治体の自治もある程度認めつつあり、地方
への権限譲渡は PRIの支持基盤が比較的弱い地域において、野党の躍進を生む 1つの要因になっ
たと言及している（Espinoza 1999:77）。ロペス・ウジョアは 1989年の州知事選挙勝利はメキシコ
選挙の歴史において投票者が PRI以外の政党も勝利の可能性が生まれ、本当の意味で政治の選択
肢（alternancia política）が示された象徴的な選挙であったと提唱している（López Ulloa 2017:

15）。また 1990年代におけるメキシコ北部における PANの躍進と同様に、バハ・カリフォルニア
州でも与党 PRIとのつながりを持たない企業家達が PANの政治活動を支援しだした点が重要視
されている。彼らはこれまで自分たちが受けてきた経済政策に対する不満、また 1980年代におい
て明るみに出た PRIの汚職問題に終止符を打たせるという強い決意を持っていた（ibid. 24-25）。

4　今後の研究の展開

①国家レベルとバハ・カリフォルニア州レベルの政治的動向について
バハ・カリフォルニア州から起こった選挙競争がどのような形で国家レベルの政治や選挙に影
響を与えたのかを選挙結果や他の一次資料を使いながら明らかにしていきたい。1989年当時、
PRIは前年の大統領選挙での不正疑惑などで混乱しており、ハバ・カリフォルニア州の結果も少
なからず国政に影響を与えたと考えられる。

② PANが勝利した北部の州事例を比較
バハ・カリフォルニア州の事例は野党の台頭が初めて明確に表れたという点では特筆すべき事



吉野　達也

─ 246 ─

例ではあるが、様々な事例と比較しどのような位置づけか可能かを考えていかなければならない。
メキシコ北部の州知事選挙に限れば 1992年にチワワ州（Chihuahua）で、1997にはヌエボ・レオ
ン州（Nuevo León）で PAN候補が勝利している。北部は PANの支持基盤である企業家が多く、
経済的、社会的にもメキシコ中央部よりもアメリカ合衆国とのつながりが深く、これらの地域の
事例を比較することで、PANの選挙での躍進に関して共通項を見出すことができるのではないか
と著者は仮定している。

③バハ・カリフォルニア州における PAN州政権への評価
2019年の選挙で国民再生運動（Morena）のハイメ・ボニジャ（Jaime Bonilla）候補が勝利し、

30年続いた PANによるバハ・カリフォルニア州の統治は終焉した。この国内で最も長く続いた
PAN州政権への具体的な評価はまだ十分に実施されておらず、地方選挙における野党台頭からそ
の終わりに至るまで PANの支持基盤の変化、各選挙の投票行動を実施することは選挙競争をつう
じた民主化の縮図を理解するうえでも重要である。

むすびにかえて

現在のメキシコでは国政選挙、地方選挙においても二大政党制を超えて多党制となり、国政、
地方選挙いずれにおいても勝利する政党は毎度めまぐるしく変化しつつある。本稿で触れたバハ・
カリフォルニア州の選挙事例は地方の事例ではあるものの、メキシコの政党システムが一党優位
体制から二大政党制、多党制へ変化する過程において極めて重要な事例として比較、検討する余
地が残されていると言える。地方から起こった選挙競争の活発化を今後も著者は主たるテーマと
して考察を継続していきたい。
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〈書　　評〉
林義勝著
『スペイン・アメリカ・キューバ・フィリピン戦争

―マッキンリーと帝国への道』
（彩流社　2020年　355頁）

牛　島　　　万＊

米国史における 3つのリメンバーとは、アラモ砦事件（1836年）、メイン号爆破事件（1898年）、
そして真珠湾事件（1941年）である。このうち 2つまでがアメリカとラテンアメリカがかかわる
戦争である。しかも、わが国におけるこの 2つの戦争の先行研究の蓄積はさほど多くはない。本
書は先のメイン号爆破事件、つまり米西戦争に関する論究である。これまでの著者の研究の総体
性としてまとめられたものであるということだが、同時にわが国では米西戦争に関する研究書は
ほぼ皆無であることから、その意味でも本書がわが国における米西戦争論の記念すべきパイオニ
ア的な研究として位置付けられると考える。この点において、本書の出版は学術的に極めて意義
がある。目次と構成については以下の通りである。

はじめに
第 1章　スペインとの開戦
第 1節　19世紀後半のアメリカ社会
第 2節　スペインとの開戦
第 2章　キューバの保護国化
第 1節　スペイン軍の降伏
第 2節　プエルト・リコの占領
第 3節　キューバ解放軍の解散
第 3章　アメリカの対フィリピン政策
第 1節　ハワイ併合とその統治
第 2節　フィリピンの独立革命とアメリカの関与
第 3節　休戦協定からフィリピン・アメリカ戦争の勃発へ
第 4章　フィリピン・アメリカ戦争の勃発と展開
第 1節　アメリカ政府とフィリピン革命政府の基本方針
第 2節　フィリピン・アメリカ戦争の勃発と展開
第 3節　フィリピン・アメリカ戦争の残虐性と人種主義
第 4節　フィリピン・アメリカ戦争と黒人兵
第 5章　反帝国主義運動と 1900年の大統領選挙
第 1節　反帝国主義者連盟の結成

＊　京都外国語大学
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第 2節　パリ講和条約の批准
第 3節　アトキンソンと『反帝国主義者』
第 4節　サミュエル・ゴンパーズの関与
第 5節　シクスト・ロペスの言論活動と反帝国主義者
第 6節　1900年の大統領選挙と反帝国主義勢力
結論
あとがき
参考文献
註
索引

まず、本書の題名が注目される。本書は、『スペイン・アメリカ・キューバ・フィリピン戦争』
となっている。重要なことは、米西戦争というわが国で最も浸透している名称を用いていないこ
とである。米西戦争という名称では本戦争の性格を明確に表わすことができないと筆者は考えて
いることがその理由である。第 1に、本戦争のアクターとそれが行われた場所が複雑であり、そ
れを正確に表現している戦争名称が適切であると考えるからである。米西戦争では、アクターと
して米国とスペインしか出てこない。加えて、戦争が行われた場所として、米国かスペインのい
ずれかを想起するが、本戦争はそのいずれの場所でも行われなかったことが重要である。本戦争
はスペインの植民地であったキューバの独立戦争に端を発する、スペインとキューバの戦いに、
米国が干渉し、最終的に米国はスペインと戦争し、これに勝利することによって米国はスペイン
からキューバを放棄させ、キューバ独立派を裏切って保護国にしたのである。この一連の戦争の
経緯を踏まえたより適切な呼称ということであれば、これも一定の層に浸透しているが、「スペイ
ン・キューバ・アメリカ戦争」でよいはずである。しかし、キューバでスペインとの独立戦争（第
二次キューバ独立戦争）を繰り広げている最中、フィリピンでもスペインからの独立戦争がすで
に展開されていた。そして米国はこの 2つのスペインの植民地の独立戦争に干渉し、最終的に独
立派の希望を踏みにじり、キューバは米国の保護国、フィリピンは植民地にするのである。以上
のことから本題目を「スペイン・アメリカ・キューバ・フィリピン戦争」とすることが最も適切
であると筆者は主張している。
もう一つの理由として従来言われているのは、米西戦争は 1890年代の米国の膨張主義のもとで
行われ、それは 1840年代以来の膨張主義を発展させた領土拡張主義であったと考える見解もある
が、その性格やアクターなどの違いから「帝国主義」（Imperialism）という別の名称を用いて区
分する歴史的見解は既知のとおりである。いわゆる米西戦争は、この帝国主義の幕開けに位置付
けられる戦争であったことがいえる。つまり「帝国」の名のごとく、海外植民地の展開という視
点が明確にタイトル上で示されるべきであるという点では、本書のタイトルに異論をはさむ者は
少ないはずである。
ところが、筆者のように、本呼称を本のタイトルにあげているものも実際にはそれほど多くな
い。「スペイン・アメリカ・キューバ・フィリピン戦争」を用いる筆者の意図を一般読者がどこま
で汲み取ることができるかという問題が懸念される。それでも出版元が少々長い本タイトルを書
名として採択したことに敬意を払いたい。
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米西戦争自体は日本人の関心には早くからあったはずである。アルフレッド・マハンの海洋帝
国論、シー・パワーは有名で、当時彼に従事していた日本海軍留学生の秋山真之は観戦武官とし
て米西戦争を視察、サンティアゴ・デ・クーバ港港湾の入り口に大型船舶を沈没させて港内の船
舶を内部に閉じ込める閉塞封鎖を実際に視察して学んだ。そして秋山は、これをモデルとしての
ちに日露戦争の旅順港において閉塞作戦の指揮をとったのである。
他方、米国の帝国主義に関心をもつ学界の動向はわが国でも早くから見られた。そして、米西
戦争はその帝国主義の一環をなす一大事件とみなされ、しかも地政学的に、明治時代以来わが国
ではキューバよりも南方のフィリピンに対する関心が高かった。スペイン帝国、さらには米国帝
国主義から独立しようとするフィリピン知識人や人民に対する当時の日本人の関心は決して低く
はなかったし、実際にホセ・リサールなども日本に滞在するほどの親日家であった。ただし、フィ
リピンを舞台にした本戦争は、米西戦争というよりも、フィリピン独立戦争（米比戦争）という
名称で取り上げられることが多かった。また世界システム論のように歴史学に理論的アプローチ
を導入することが流行っていた時代、米国帝国主義の枠組みで米西戦争が取り上げることも多
かった。日本におけるその先駆的研究は、高橋章氏の『アメリカ帝国主義の成立史の研究』（1999

年）であった。ただし高橋氏は米西戦争を取り上げていたものの、帝国主義や米国帝国論の一環
として米西戦争をとらえていたために、米西戦争そのものだけを扱った研究ではなかったし、理
論研究が中心であった。この出版の数年前に松田武氏が『このままでよいのか日米関係―近未来
のアメリカ＝東アジア関係史』（1997年）のなかで、一連の米国領土拡張主義の歴史の一環とし
て米西戦争や門戸開放論について、氏の専門領域であるからにして詳細に書かれている。これら
はいずれにせよ、本書が誕生するまでは、わが国における米西戦争に関する貴重な研究書であっ
た。このようにわが国の米西戦争史は単独で扱われるというよりは、帝国主義や世界システムな
どの何か大きな枠組みの中か、あるいは、米西戦争に付随する人種差別論（米西戦争期の黒人兵
や兵士の男性性などの関連等）の論文がいくつか目につく程度で、米西戦争そのものにスポット
をあてた探究があまり登場することはなかった。無論、スペインあるいはキューバからの検討は
ほぼ皆無であると認識している。この意味において、本書の著者である林氏がまさに米西戦争の
詳細な通史を執筆したという点だけをもってもわが国の学界に大きな功績を残したことは確かだ
と思う。戦史知らずして戦争論は語れないからである。英語文献でしか知ることのできなかった
詳細な通史を日本語で書かれたことに意義がある。しかも一般読者にも比較的わかりやすい平易
な文体で詳細な内容が綴られており、これはまさに筆者の文才の賜物であり、そこにも著者の力
量を感じるところである。
以上、記念すべき米西戦争研究の先駆的著作であるだけに、本テーマに大いに関心のある読者
からはやはり厳しい眼で見られるのは世の常であろうかと思う。45頁から 48頁にかけてこれま
での研究史の概略が書かれている。著者は「多くの先行研究の成果を採り入れる形で」と述べて
いることからわかるように、理論的枠組みや視座については米国の帝国主義の成立と展開という
枠組みのなかで通史を論じていることがわかる。だからこそ、そのあとで、これらに反対する反
帝国主義運動についての論究がなされるのである。その際にシュルツ、アトキンソン、ゴンバーズ、
さらにはロペスのそれぞれの反帝国主義に対する考えをまとめたうえで、反帝国主義運動が最終
的に抵抗勢力としては脆弱で失敗に終わったと述べる。この理由は、筆者によると、反帝国主義
派が統一した団体ではなく、派閥があり、一致団結できなかったことをあげている。そこで考え
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られることは、当時の帝国主義や反帝国主義の規定があまり明確でなかったこともこの要因に関
係にしていると考えられる。林氏が本書でとられている反帝国主義はおおむね次のことを指して
いる。
海外に植民地をもつことは、有色人種に米国市民権を与えていくことであり、これにより、多
くの有色人種が米国本土に来ることも考えられる。こうなると、人種差別の問題により今以上に
社会は混乱することが予測できる。他方、市民には平等の権利を付与されるのが当然であり、肌
の色は関係ない、という民主主義の理念との葛藤が反帝国主義者のなかにはあったという。とこ
ろで、反戦や人道的配慮といった側面から見る反帝国主義者も当然いたと考えられるが、本書で
は若干それが触れられているにすぎない。当時の反帝国主義の思想のなかにおそらく反戦思想は
あったと思われるが、それがほとんど本書で記述されていないのはなぜか。当時の反帝国主義の
実態を真に反映した結果だったのかどうかが疑問に残るところである。フィリピンの民間人だけ
でも、米国軍の犠牲になったが歴史家ポール・クレイマーによると 25万人もいたという。反帝国
主義者連盟は、米国軍によるフィリピンの民衆に対する虐殺の横行の実態について、それを間接
的に訴える、現地に派遣された兵士たちが家族に送ったとされる手紙を集めた『兵士の手紙』の
発行、『ニューヨーク・イヴニング・ジャーナル』紙による 10歳以上のフィリピン少年に対する
処刑の挿絵（156頁）、水責めの拷問（166頁）など、著者は第 4章第 3節に詳細に述べている。
このような反戦や人道的配慮という観点でマッキンリー大統領の政策を批判する反帝国主義運動
があってしかるべきだと思う。ましてや 1900年の大統領でマッキンリーの再選が決まってからは
より米国軍による残忍な行為は増えていったのである。その理由として、林氏によると、1900年
の大統領選挙でマッキンリーの再選が決まってから、反帝国主義者は衰退していったからであっ
た。そして、「その原因としては、そもそも反帝国主義運動の指導者たちは高齢者が多く、20世
紀になってしばらくの間に世を去っていくことがある。また、アメリカ政府が、これ以後は新し
い海外領土を獲得しようとする動きを見せなかったこともあろう。これは、逆に言えば、反帝国
主義者たちの精力的な、アメリカ全体を巻き込んだ活動の成果だったと言えるのかもしれない。」
（281-282頁）という結論では残念ながら一読者として不満が残る。米国の帝国主義は、領土の問
題ではなく拠点の問題であることは、その後現在にいたるまでの世界中で米国軍が起こした諸事
件をもってみても明らかである。本評者はラテンアメリカを専門とする者であるが、ラテンアメ
リカの歴史のなかで米国政府や米国軍がどれだけ内政に干渉し、多くの犠牲を生んできたことで
あろうか。ラテンアメリカには米国の植民地はなくても、である（プエルトリコがその例外であ
る）。ベトナムはどうか。イラクはどうか、ということである。本書を読んで、反戦運動は反帝国
主義運動の中でどのように位置付けられ、もし反帝国主義思想のなかに反戦の側面が重視されな
かったとすれば、その理由や背景について読者を納得させる言及がない限り、あの少年たちの銃
殺の挿絵をわざわざ本書に載せた筆者の意図が理解できないのである。とはいえ、総じて、記念
すべき労作であることは定かで、膨大な資料を使って通史を完成された著者に対して敬服する。
本書から示唆されることは極めて多かった。
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『京都外国語大学ラテンアメリカ研究所紀要』投稿規程

１．投稿原稿はラテンアメリカを対象にした学術的な内容で、未発表のものに限る。

２．使用言語
　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。

３．投稿区分
　  投稿の区分は、論文、研究ノート、調査研究報告、研究展望・動向、書評、その他（資・史
料紹介など）とする。書評、その他を除き、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。
　  申し込みの際、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
範囲内に収めること。

　　　　　　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～ 8,000字程度
　　　　　　　E．書評 3,200字程度
　　　　　　　F．その他（資・史料紹介など） 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 4,000語程度
　　　　　　　E．書評 1,200語程度
　　　　　　　F．その他（資・史料紹介など） 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を 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・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 30部と掲載誌 3冊を贈呈する。それ以
上の部数を必要とする場合には、執筆者の自己負担とする。なお、海外在住の執筆者に関し
ては、HP上の PDF版をダウンロードいただくことを原則とし、事前の申し出により掲載誌
および抜刷の海外発送を行う。ただし、その場合の送料は自己負担とする。

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
　（1）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。
　（2）  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または 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．  論文および研究ノートにはキーワードを 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。

５．表記
　（1）  外国の固有名詞の表記方法について、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こと。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。

　（2）  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。

　（3）  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。

　（4  ）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
　（1）注は文末脚注とする。
　（2）  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
　（1）  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）

　（2）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）

　（3）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
　（1）  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、図や写真については Figura/ Figura/ Figureとする。

　（2）白黒で作成する

　（3）表の作成は EXCEL形式、図・写真の作成は TIFF形式および JPEG形式とする。

　（4）  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。

　（5）  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。

　（6）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。

　（7）表ファイルは 300 dpi以上、図・写真ファイルは 600 dpi程度が望ましい。

　（8）  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
13.5cm以内に収まるものとする。
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　（9）  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。

　（1）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』、出版社、ペー
ジ数

　　　  例）モイゼス・カルヴァーリョ
　　　　　  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』、行路社、69-93頁
　　　　　  （欧文の場合）
　　　　　　    章の著者名　出版年、「章タイトル」本の編著者名『所収書名』出版社、出版地、

ページ数

　　　　　  　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、91-115頁。

　　　　　  Lozoya, Xavier

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

pp. 14-21.
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　　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。

　　　　  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、55-79頁。

　　　　　  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、1-40頁。

　　　　　  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.

　（2）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
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　　　　　　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。

　（3）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）

　（4）  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 4,000 

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

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

y material gráfico vía correo electrónico, a más tardar el 15 de septiembre 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, en 

portugués 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 o Times New 

Roman de 12 puntos en el texto y de 10 puntos en las notas a pie de la página, preferiblemente 
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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 30 separatas. El autor o autores quien(es) vive(n) en el extranjero podrá(n) recibirlos con 

previa notificación al Comité editorial. En este caso, el autor o autores deberá(n) cubrir los gastos 

correspondientes del envío.

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.



─ 265 ─

編　集　後　記

今年は京都外国語大学ラテンアメリカ研究所が、前身の京都ラテンアメリカ研究所が設立され
た 2001年から数えて、20年目に当たる記念すべき年である。それにふさわしい形で掲載論文は
例年以上の数に上った。以下、その要旨を述べておきたい。
嘉幡論文（スペイン語）では、都市国家自身の発掘調査をもとに、先行研究と対比しながら、
テオティワカンで使用されていた黒曜石の通時的産出変化に着目している。テオティワカンにお
ける Sierra de Pachuca原産地の黒曜石の出土量は劇的に増加したとする先行研究に対し、本論考
では、その出土量に大きな変化は認められず、近郊の Otumba原産地が第一供給源であったと主
張する。
また嘉幡、RUVALCABA SIL、LÓPEZ JUÁREZ共著論文（スペイン語）では、テオティワカン

とこの西方に位置し周辺の従属下にあったトルーカ社会の黒曜石獲得戦略について議論してい
る。トルーカ社会は、テオティワカンに支配されていたが、独自の戦略を採用していたと指摘する。
先の嘉幡論文を補完する重要な論文として位置付けられる。
小林論文では、1980 年代以降、メキシコ・ミチョアカン州の先住民族プレペチャの復権運動が

展開されてきたが、2011 年のチェラン行政区の共同体統治議会の発足を契機に、より具体的な財
政的自治に対する期待が高まっている。しかし、それを抑止する行政区政府の動きもあり、多く
の課題が存在することを明らかにしている。
黒崎論文（研究ノート）によれば、メキシコ湾岸地方のベラクルス中央部地域で発見されたユー
ゴ、アチャ、ペルマの保存状態と出土状況には、例えばユーゴの定形品は遺跡の主要マウンドから、
完形品であるが意図的に 2つに割られたものは小マウンドや居住区から、などのように一定の意
味のある関係性が観察できる。詳細な分析の結果、これらの石製品の埋納は建造物の建設前に行
われた何らかの儀式に用いられた供物であった可能性を指摘する。
柴田論文（研究ノート）は、1942年以来、米国人考古学者スタンレイ・ボッグスの貢献で、修
復されたタスマル地区の B1-1 複合建造物群の歴史的変遷について検討した。ボッグスによって撮
影された写真の分析とフィールドでの遺構確認調査、および名古屋大学調査隊とエルサルバドル
文化庁文化遺産局考古課で行われた合同調査をもとに、そのダイナミズムについて論じている。
辻論文（研究ノート）によると、明治期の日本の近代化は、国内においては人口増加に伴う食
糧問題や失業問題を誘発し、富国強兵政策と同時に海外移民が推進された。そのなかで、南洋群島、
満蒙とともにラテンアメリカが移民受け入れ先になった。メキシコへの榎本殖民（1897 年）、ペルー
移民（1899 年）、ブラジル移民（1908 年）がその代表であり、同時期の日本におけるラテンアメ
リカ研究はこの移民の動向を無視して語れないと述べる。
吉野報告（研究展望・動向）では、メキシコ PRIによる一党独裁を崩壊させた先駆けの事案と

して、バハ・カリフォルニア州のエンセナダ市における 1986 年の自治体首長選挙での PAN の勝
利を取り上げて分析している。当時、地方選挙における野党躍進として注目を集めたが、氏によ
ると、現在メキシコの多党制選挙を分析するうえでも本研究は有効であると主張している。
深谷、南、嘉幡、川嶋共著による調査研究報告では、長年実施されてきた「アメリカ地中海に
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おける学際的研究」の目的の一つである「海の道」に関する考古学資料を用いて、「ヒトとモノの
交流」の復元を試みている。本稿では、植民地時代以前に製作されたと考えられている岩刻画に
着目し、その精神世界や異集団間の交流関係などを解明する。氏らによる研究成果の地域社会へ
の還元と、住民主体による文化遺産を活用した内発的開発と地域社会の解決を研究目的に掲げて
いることに共鳴する。
白鳥調査報告では、グアテマラのペテン湖西側にあるニシュトゥン・チチ遺跡で発掘された建
造物は、先古典期に居住および祭祀目的で作られたが、後古典期に多少の改変を加えて再利用さ
れ、17世紀に至るまでチャカン・イツァ族がここに居住していたこと、使用されている土器は同
型式のものであったが、植民地期に新しい型式の土器が加わった可能性を示唆している。
藤田調査報告は、ボリビアのアイマラ語の伝承物語を現地人による語りで聞き取り調査を行い、
それにアイマラ語の特徴を残す形で、スペイン語で訳出したものである。わが国においてアイマ
ラ語の言語学的調査に関する研究自体がほぼ皆無であり、この意味において、当該論文は貴重で
ある。
最後に、本筆者（牛島）による書評を載せた。わが国における米西戦争を専門的に扱った先駆
的な著作として、著者の林義勝氏の学術的貢献は高い。書評では、改めて米西戦争のみならず、
一般に戦史研究の意義をどう捉えるかという問題提起を行った。

昨年からのコロナ禍を通じて、私たちは未曾有の経験をすることになった。話を研究に限ると、
とかく海外でのリサーチを重視する私たちの研究は一時中断を余儀なくされ、文献リサーチ等の
実地調査を伴わないやり方で、研究を少しでも先に進めるという努力を続けるしかなかったでは
なかろうか。このような極めて悪条件のなか、京都外国語大学ラテンアメリカ研究所の記念すべ
き発足 20周年目にあたる本号（第 20号）に例年以上多くの投稿があったことは、わたしども研
究所所員としても大いに喜ばしいことであると同時に、個々の投稿者の研究に対する真 な態度
を肌で感じることができた。実は、最初の時点で書評を除き 12件の投稿があったが、研究所内外
の匿名査読者による審査過程をへて、掲載されている形に収まった。投稿いただいたすべての皆
様、査読にご協力いただいた学内外の皆様に御礼を申し上げる。
本研究所は、今後もラテンアメリカ研究の学術機関としての使命に応えるべく、地道な努力を
重ねていかなければならないであろう。また同時に、研究所内外のラテンアメリカ研究者ならび
にラテンアメリカに関心のある方々とのネットワークを構築する役目も担っていると考えてい
る。今後とも皆様のご支援を賜りたくご協力の程お願いしたい。

 （牛島）
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