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〈論　　文〉
中米イロパンゴ火山の破滅的大噴火は、タスマルを中心とした

古代都市チャルチュアパを放棄させたのか？
その大噴火の絶対年代はいつなのか？ 1）

柴　田　潮　音＊

はじめに

中米エルサルバドル共和国の首都サンサルバドルの東 10キロメートルに満々と水をたたえるイ
ロパンゴ（Ilopango）湖は、かつて噴火口であった（図 1、写真 1）。カルデラの大きさは東西方
向に 11.3キロメートル、南北方向に 8.5キロメートルで、その長い歴史の中で幾度となく噴火を
繰り返し白色の火山灰を吐き出してきた。地質学者や考古学者によれば、紀元 5世紀から 6世紀
の間に起きた噴火は非常に破滅的で広範囲にわたって人の生活に影響を与えたとされている（Dull 

キーワード
イロパンゴ火山、TBJ、白色火山灰、一次堆積、タスマル

Resumen

El Volcán Ilopango erupcionó entre el siglo V y VI d.C., siendo un evento catastrófico 

que devastó la extensa área de El Salvador y que se conoce afectó a nivel centroamericano, 

esto basado en la interpretación presentada por el vulcanólogo Robert A. Dull y otros 

científicos. Sin embargo, según las investigaciones sobre dicha erupción realizadas por el 

vulcanólogo Shigeru Kitamura, el grosor de la tefra TBJ primaria en Chalchuapa estaría 

sobrevalorado, por lo que es necesario llevar a cabo una revisión de ese dato.

Además, a consecuencia de las investigaciones arqueológicas en el área de Tazumal 

desde el año 2004 hasta el 2012, quedó claro el desarrollo arquitectónico del complejo B1-1 

de la misma área y se comprendió que, a pesar de la erupción, no se abandonó la 

construcción del templo principal, lo cual es contrario a la interpretación presentada 

anteriormente por Dull y otros investigadores.

El fechamiento absoluto de la erupción del volcán Ilopango ha variado a lo largo del 

tiempo basado en el estudio geológico y en la datación de AMS, no obstante, a través de 

otros métodos de datación tales como el fechamiento radiocarbono de wiggle-match y la 

medición de núcleo de hielo de Groenlandia, el fechamiento de la erupción de la caldera 

Ilopango podría ser 431 año ± 2 años d.C. con alta precisión.

＊　エルサルバドル文化省文化遺産局考古課・京都外国語大学ラテンアメリカ研究所客員研究員
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2004; Dull et al. 2001; Dull et al. 2010; Sheets 1983）。

イロパンゴ湖の周辺では、「ティエラ・ブランカ・ホーベン（Tierra Blanca Joven: TBJ）」と地
質学者によりスペイン語で命名されたイロパンゴ（TBJ）白色降下火山灰の一次堆積層が 20メー
トル以上の厚さで形成されている。エルサルバドル水道公社（ANDA）の技師の話では、こうし
た 20メートル以上の白色火山灰層を掘り込んで井戸を掘削する際、火山灰層の下から先スペイン
期の土偶や土器の破片が出土することがあるそうだ。
イロパンゴ湖から北西へ 75キロメートル離れたチャルチュアパ（Chalchuapa）遺跡群でも TBJ

白色降下火山灰の一次堆積層が検出され、紀元 5世紀から 6世紀に起きた同火山の大噴火を原因
として放棄された居住地や生活址のひとつとされてきた（Dull 2004; Dull et al. 2001; Dull et al. 

2010; Sheets 1983）。
しかし、イロパンゴ火山の噴火当時古代都市チャルチュアパの中心であったタスマル（Tazumal）
地区では、こうした通説に対して再考を促すデータが発掘調査から明らかになってきた。
これまで通説において、地質学の見地からイロパンゴ火山噴火の影響が TBJ白色降下火山灰の
理化学的分析やその分布範囲、各調査地点での火山灰層の厚さから検討されてきた。その結果、
イロパンゴ火山の大噴火は破滅的で広域にわたり、地域社会に甚大な被害を与えたとされた。こ
の通説が形成される過程で考古学者も調査研究に参加しているものの、TBJ白色降下火山灰一次
堆積層を遺跡内で捉えその上層あるいは下層でどうなっているのかと層位学的に論じられること
はなかった。
本稿では、火山学の知見をもとにエルサルバドル国内で TBJ白色降下火山灰の一次堆積層が検
出された遺跡の層位を再検討し、TBJ白色降下火山灰一次堆積層の直上層や直下層を観察するこ
とで人の活動がこの大噴火後に継続されたのか否かを考察してみる。
また、筆者が長年にわたり発掘調査に関わってきたチャルチュアパ遺跡群の様々な地点で観察
された TBJ白色降下火山灰一次堆積層を層位学的に検討することで、イロパンゴ火山の大噴火が
当時の古代都市、特にその中心であったタスマル地区にどれほどの影響を与えたのか、またその

図 1　エルサルバドル共和国全図とイロパンゴ湖の位置
（伊藤伸幸氏作成の図に加筆修正）



中米イロパンゴ火山の破滅的大噴火は、タスマルを中心とした古代都市チャルチュアパを放棄させたのか？その大噴火の絶対年代はいつなのか？

─ 3 ─

絶対年代について再検討する。

1　TBJ白色降下火山灰に関する研究略史

サルバドル人はイロパンゴ湖の周囲に残る白色の火山灰を 20世紀の初頭に「ティエラ・ブラン
カ（スペイン語で「白色土」を意味する）」と呼んでいたが、この火山灰が後の研究で「ティエラ・
ブランカ・ホーベン（TBJ）」と呼称され、中米の広範囲を襲った自然災害の爪痕であることを知
る由もなかった。

1917年 6月 7日、エル・ボケロン（El Boqueron）の名前で知られるサンサルバドル火山が巨
大な噴煙を大空に吹き上げ、火口から溢れ出た黒色の溶岩は火山の北側斜面を流れた。若きホル
ヘ・ラルデ（Jorge Lardé）はこの自然現象を目の当たりにして心の底から感動し、彼の知的好奇
心は火山学や地震学、考古学へと傾倒していった（Viera Altamirano 1951:21）。
イロパンゴ湖の周囲に残る白色火山灰の給源を探るべく、ラルデは様々な露頭に白い火山灰層
を探して首都サンサルバドルとその周辺を細かく踏査した。
その結果、今では湖となってしまったイロパンゴカルデラがその給源であるとラルデは結論づ
けた（Lardé 1950:78, 1953:82）。なぜならば、白い火山灰はイロパンゴ湖を取り巻くすべての方向、
少なくとも 16キロメートルの範囲内で観察され、サンサルバドル火山の西側では確認されなかっ
たからであった（Lothrop 1927:171）。

この時点では、TBJ白色降下火山灰の給源がイロパンゴ湖であると同定されたが、その分布範
囲についてはイロパンゴ湖周辺の 16キロメートル内に留まるだけで、イロパンゴ火山が大噴火を
起こしその降灰が広域にわたったと後の研究で明らかになるように正確に捉えられていなかった

写真 1　サンサルバドル火山から望むイロパンゴ湖
（筆者撮影）
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ようだ。
1950年代に入ると、ハウエル・ウイリアムズ（Howel Williams）、ヘルムット・メイエル・アビッ

チ（Helmut Meyer-Abich）、リチャ－ド・ウエイル（Richard Weyl）といったアメリカ人やドイツ
人地質学者が白色火山灰の調査を開始した。
ウイリアムズとメイエル・アビッチはイロパンゴ湖の起源について言及し、イロパンゴ湖の湖
底図、同湖の起源を説明するためのグラフィックセクション図、イロパンゴ湖周囲に関する予備
的な地質図を示して、この湖をカルデラとしてではなく火山―テクトニクスによる陥没と取り敢
えず分類した（Williams y Meyer-Abich 1953:7）。さらに、同論考において「ティエラ・ブランカ」
火山灰の給源についても述べ、エル・ボケロン火山（サンサルバドル火山）の噴火によるものと
した（ibid.:5-6）。
首都サンサルバドル付近で「ティエラ・ブランカ」を観察すると、火山灰と軽石から成る層が
少なくとも 5層に分類でき、最下層の 2層が確認できる地点は少なく、上層 3層は多くの場所で
観察される。これら 5回にわたる噴火の間に活動が小康状態にあった時間が認められる。これら
5層それぞれの表面が分解していることからその時間は長かったであろう。最下層の火山灰層の
下には表土が観察され 2000年前の遺物が含まれていた（ibid.:6）。このようにウイリアムズらに
よる白色火山灰の研究では、その給源をエル・ボケロン火山とする一方で同火山灰の最下層直下
に先古典期文化層が存在すると述べている。今日までのエルサルバドルにおける地質学に基づく
白色火山灰に関する研究で、先古典期の遺物を含む文化層直上に厚く堆積した白色火山灰層はイ
ロパンゴ火山の大噴火によるものであると認識されており、当時ウイリアムズらはその給源を誤
認していたと推測される 2）。
「ティエラ・ブランカ」の分布範囲については、西や北西からの風の影響でエル・ボケロン火山
（サンサルバドル火山）の南方や東方へ広がっている。サンタ・テクラ（Santa Tecla）と首都サン
サルバドルの間にある盆地では白色軽石層が浸食を受け堆積していた（ibid.:6）。

1956年、エルサルバドル公共事業省国立地質学研究所の活動枠において、地質学者であるヘル
ムット・メイエル・アビッチがグァテマラとエルサルバドルの両国内で活動する火山に関して詳
細な研究を行った。その中で「ティエラ・ブランカ・ホーベン」と命名された火山灰をイロパン
ゴ火山の噴火によるものとし、その分布範囲は東方ではサン・ビセンテ（San Vicente）火山の裾
野まで、西方ではサンアンドレス盆地（サポティタン盆地のこと）、南方ではラ・リベルタ－（La 

Libertad）の東に広がる海岸平地、北方ではおおよそグアサパ（Guazapa）火山の裾野までとした
（Meyer-Abich 1956:69, 76）。
メイエル・アビッチは、「ティエラ・ブランカ・ホーベン」の特徴のひとつを 1から 5センチメー
トルの径をもつ非常に細かい軽石の薄層とし、分布範囲のほぼ全域で見られる。この層の下から
古い時期の遺物が出土し、シカゴの原子力研究所のリビー（W. F. Libby）の分析によればその年
代は 2993年± 360年前ほどだろうとしている（ibid.:76）。
つまり、エルサルバドルで 20世紀初頭慣習的に「ティエラ・ブランカ」と呼ばれてきた、イロ
パンゴ湖とその周辺に厚く堆積した白色火山灰についてメイエル・アビッチが初めて「ティエラ・
ブランカ・ホーベン（TBJ）」と命名し、それがイロパンゴ火山の噴火によるものであるとしたの
である。白色火山灰の降下地域についてはそれまでの研究で言われてきたものより広範囲で確認
し、また、層位については白色火山灰層の直下の土層から先古典期の遺物が出土すると指摘して
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いる。
1967年から 1971年にかけて、ドイツ地質学調査団がエルサルバドルの地質調査を実施し、6枚
の地質図から成るエルサルバドル地質全図を作成した（Weber et al. 1974）。同調査団による地質
調査で特筆すべき点は、踏査範囲がエルサルバドル全土に及んだことと TBJ白色降下火山灰につ
いてその火砕流堆積物層が厚い地点をマッピングしその範囲を明らかにしたことである。
ただ、これらの地質全図に関する詳細な説明がなく、「ティエラ・ブランカ・ホーベン（TBJ）」
は完新世の「s4」という記号に該当すると推測される。「s4」とは、一部再堆積物を含む酸性の火
山砕屑物のことである（北村 2009）。
北村自身が行ったエルサルバドルでの踏査において、エルサルバドル地質全図に記載された「s4」
区域内で火砕流物質が確認されている。「s4」が火砕流物質の堆積とするならば、イロパンゴカル
デラは「s4」の分布範囲の中央に位置することになり、地質全図ではそのように示されている
（ibid.）。

1975年にはパイソン・シーツ（Payson Sheets）とヴィルヒニア・スティーン・マッキンタイア
（Virginia Steen-McIntyre）が「ティエラ・ブランカ・ホーベン」テフラの一般的研究をイロパン
ゴ湖から 10キロメートル以上離れたエルサルバドル北西部地域で行った（Hart y Steen-McIntyre 

1983a:15）。
「ティエラ・ブランカ・ホーベン」テフラは調査域全体に広がっており、粒子の大きさはイロパ
ンゴ湖へ向かって南東に進むほど増していった。露頭では 3層に分層された。最下層は粗い火山
灰層で、中層はベージュ色の細かい火山灰層、上層は茶褐色の細かい火山灰層であった（ibid.: 

15-16）。
1978年から 1980年まで、シーツは米国コロラド大学の研究としてサポティタン盆地での「原
古典期プロジェクト」を率いた。この学術調査において彼がとても興味をもったことは、紀元 3

世紀（当時の放射性炭素年代測定に基づく年代）に起こったイロパンゴ火山の噴火がサポティタ
ン盆地の住民にどのような影響を与えたのかというものであった（Sheets 1983:1-2）。プロジェク
トの始まった年、調査団の地質学者はエルサルバドルの様々な地域を踏査した。イロパンゴ湖の
東方、北東方、南東方では 16ヶ所の露頭で観察を行った。また同カルデラの西方、北西方、南西
方では、TBJテフラに関するデータを収集するため 34ヶ所で同火山灰の痕跡を記録した（Hart, 

Steen-McIntyre 1983a:16-19）。
野外調査の結果、TBJ白色降下火山灰層は 6つのユニットから構成されていることがわかった。
下層から上層に向かって（1）最下部の細粒火山灰（2）基底の粗粒火山灰（3）T2:降下堆積物（4）
斜交した火山砕屑物ユニット（5）T1:火山灰流堆積物 （6）T1:降下堆積物である（ibid.:19-20; 

Kitamura 2017:45）。さらに、TBJ白色降下火山灰の分布範囲に関する 4種類の地図を示した。そ
れらは、（A）異なる採取地で最も大きかった 5個の軽石（T2:降下堆積物）の破片の平均直径（ミ
リメートル）（B）T2:降下堆積物の厚さ（C）T1:火山灰流堆積物の厚さ（D）TBJテフラの残存
した厚さとなる（Hart y Steen-McIntyre 1983a:21-22）。
野外センタ－の実験室やコロラドにあるスティーン・マッキンタイアの研究室では、理化学的
方法で TBJテフラ試料を分析した（ibid.:19, 22-26）。
そして、野外や実験室での作業で得た証拠をもとに次のような結論づけた。TBJテフラを生み
出したイロパンゴ火山の噴火は巨大でかつ猛烈なものであった。その火山噴火は長くは続かな
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かったが、火山灰堆積物は中米の領域に達するほど広範囲にひろがった（ibid.:26）。こうした状
況でイロパンゴ湖から半径 25キロメートル内の住民は即死し、半径 25キロメートルから少し離
れた地域の居住者は T2火山灰の降下により引き起こされた有毒ガス、やけどにより徐々に死ん
でいった。イロパンゴ火山からさらに遠い地域に住んでいた人々は食料、水、空気の汚染に苛ま
れた。紀元 3世紀に起こったイロパンゴ火山の噴火の影響は、耕作を無為にする酸性雨やリン酸
固定した泥を含む風によって何百あるいは何千キロメートルの距離まで広がった（ibid.:30 ）。

1970年代半ばから 1980年代初頭にかけて実施された、イロパンゴ火山の噴火に関するシーツ
らの研究は、TBJテフラの分布状況、テフラ層位に関する詳細、テフラの理化学的分析から成り、
その結果、イロパンゴ火山の噴火規模は破滅的で広域にわたり地域社会に甚大な被害を与えたと
された。さらに、C14放射性年代測定法によりイロパンゴ火山の噴火時期を紀元 260年± 114年
と同定し、この大噴火がマヤ南東部地域で先古典期文化から古典期文化への画期となったと研究
者らに解釈されるようになった（Lowe 1982:28; Parsons 1986:97; Sharer 1978c:210, 211; Sheets 

1976:59, 61）。
イロパンゴ火山の噴火時期については、加速器質量分析法（AMS法）による放射性炭素年代測
定を利用し、新たに採取された資料の分析に基づいて別のデータが後に提出された。1998年 4月、
首都サンサルバドルからサンタ・アナ（Santa Ana）市へ向かう街道沿い、サンタ・テクラ市の北
西 2キロメートルの地点で採取されたいくつかの試料をこの方法で分析して、ロバ－ト・ダル
（Robert A. Dull）はTBJ火山灰の噴出された時期について再考を促した。新規の年代測定によれば、
イロパンゴ火山の噴火時期は 1σ:421（429）526年、2σ:408（429）536年となっている（Dull et 

al. 2001:25, 27-30）。
一方、遺跡や土器そして様々な遺跡の年代測定を再検討し、TBJ火山灰の噴出はサンサルバド

ル盆地、サポティタン盆地の東側、エルサルバドル西部地域、グァテマラ南東部地域といった甚
大なる被害を被った地域において多大な人口崩壊を引き起こしたとダルは結論づけた（ibid.:25）。
サンサルバドル盆地やサポティタン盆地東側の帯状地帯では、火砕流やイロパンゴ火山から噴
出された堆積物の厚い層により住民が即死せねばならなかった（ibid.:39）。エルサルバドルとグァ
テマラの国境を画すパス（Paz）川水系やエルサルバドル南西海岸部では、この噴火によって緊
急避難、農耕の崩壊、疾病、地域経済の崩壊が起こり、それらが原因となって住民は故郷を放棄
したと推測された（ibid.:39, 40）。グァテマラ南東部では、TBJ火山灰の噴出による物理的に厳し
い影響はなかっただろうが、人口の減少がミラフローレス（Miraflores）土器文化圏 3）における
経済文化網の分断を引き起こしたに違いない（ibid.:40）。住民はイロパンゴ火山の噴火が原因で
被害をうけ北西や北方へ移住し、これがグァテマラ（Guatemala）盆地の農村人口やホンジュラ
ス（Honduras）のコパン（Copan）の都市人口を増大させた（ibid.:40）。
そして、エルサルバドルやグァテマラ南東部において TBJ火山灰の噴出により被害を受けた地
域の復興は紀元 7世紀までかかったと推測している（ibid.:25）。
ダルはエルサルバドル西部地域に位置するクスカチャパ沼（Laguna Cuzcachapa）、エル・トラ

ピチェ沼（Laguna El Trapiche）（双方ともチャルチュアパ遺跡群内）、ジャノ沼（Laguna Llano）（ア
ウアチャパン（Ahuachapán）市の近くでパス川水系）ヴェルデ沼（Laguna Verde）（アパネカ山系）
の 4ヶ所で水生堆積物の層位学的調査を行った。この調査の目的は、イロパンゴ火山が TBJ火山
灰を噴出する前後においてパス川水系とアパネカ（Apaneca）山系での自然環境の様相を知るこ
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とであった。エルサルバドル西部地域での TBJテフラ堆積物の厚さは、地上では 20から 50セン
チメートルの間で、湖沼底では 15から 25センチメートルと違いがある（Dull 2004:238, 242）。

TBJテフラが噴出した後のエルサルバドル西部地域の自然環境は、ジャノ沼、エル・トラピチェ
沼、ヴェルデ沼で水位が上昇した。農耕生産へのインパクトは非常に厳しく、イロパンゴ火山の
噴火による影響を免れた地域への移住を引き起こしたであろう。水生堆積物内の TBJ白色降下火
山灰層直上の層にはトウモロコシ属の花粉が欠如していることから、噴火後チャルチュアパは明
らかに放棄された。チャルチュアパ遺跡群での放棄された期間について明らかではないが、首長
制レベルの政治機構は紀元 6世紀末以前には再建されたであろう（ibid.:243）。
アパネカ山系にあるヴェルデ沼で採取された水生堆積物のデータによれば、同沼周辺では農耕
集落は完全に放棄されたことがわかる（ibid.:243）。アウアチャパン市の近くに位置するジャノ沼
からの花粉に関する記録では、人の居住が一時的に中断したのかどうかはっきりしない（ibid.: 

243）。
2010年、他の調査者と連名でダルは新たな炭化物試料 18 点の分析をもとにイロパ ンゴ 火山
の噴火時期について発表した。彼の発表によれば、大気中のエアロゾルの量がさらに増加すると
いう出来事が紀元 536年に起こり、乾いたキリが地球の大部分を覆ってしまう。そして、世界的
な寒冷化が紀元 550年まで続いた。木々の年輪、歴史記述、考古学データといった記録によれば、
こうした影響は北半球に見られ、中国から地中海そしてメソアメリカまで冷夏と農作物の凶作が
社会に影響を及ぼした（Dull et al. 2010）。
南極（LMD）やグリーンランド（Dye-3, GRIP, NGRIP）で採取されたアイスコアの年代や火山
性硫酸塩（SO₄）の凝華の記録を再検討をすることにより、可能性のある給源として熱帯地域で
の巨大火山噴火に起因するのではと推測された。イロパンゴ火山の TBJ火山灰噴出に関するデー
タは年代、規模、地理的位置の点で前述の自然現象と整合性がみられた（ibid.）。
同発表では、エルサルバドル東部地域ではTBJテフラの層が厚いと記録されている。ステファン・
クッターロルフ（Steffen Kutterolf）とアルミン・フロイント（Armin Freundt）の行った研究に
よれば、TBJテフラの降灰は南方や南東方に広がったようである（ibid.）。

1990年代末から 2010年までに行われた TBJテフラに関する調査でダルを代表とするグループ
は、新たに採取した炭化物試料に基づいて AMS法による放射性炭素年代測定法を利用しイロパ
ンゴ火山噴火の絶対年代をより正確に捉えようと試み、最終的にその年代を紀元 536年とした。
また、イロパンゴ火山大噴火前後の自然環境の変化を知るためエルサルバドル西部地域の湖沼 4

地点で水生堆積物の層位学的調査を実施し、その大噴火が農耕生産に大打撃を与え、この大災害
を免れた地域への人々の移住をひきおこしたと結論づけた。
エルサルバドル考古学調査プロジェクトは、伊藤伸幸（名古屋大学助教）を代表として 2000年

9月よりチャルチュアパ遺跡群にあるカサブランカ（Casa Blanca）遺跡公園の 4Nトレンチで調
査を開始した（Ito 2010）。
同プロジェクト内で北村繁（当時弘前学院大学助教授）が火山学研究のセクションを任されて
おり、チンゴ火山からアパネカ山系までの範囲において火山地形学とテフラ層位学の研究を行っ
た（Kitamura 2010:249-256）。

2004年 8月になるとエルサルバドル考古学プロジェクトはチャルチュアパ遺跡群タスマル地区
にフィールドを変更し調査を継続した（Ito 2016）。タスマル地区での考古学調査期間中、エルサ
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ルバドル西部地域に分布する様々な火山、特にチャルチュアパ遺跡群近辺の火山から噴出された
テフラを北村は層位学的に研究した（Kitamura 2016:300-343）。
この日本人火山学研究者は、カサブ ランカ遺跡公園 4N トレンチで 重なって堆積した 4 層の

白色火山灰について観察を行い、再堆積して厚さが  20 から 40センチメートルある上部 3層を二
次堆積テフラ（Kitamura 2001:54; 2016:308）、16ないし 18センチメートルの厚さをもつ最下層を
TBJ白色降下火山灰の一次堆積層と同定した（Kitamura 2010:252; 2016:308）。
これらの結果にもとづき、過去の研究で提示されたチャルチュアパでのTBJテフラに関するデー

タを北村は再検討してみた。ひとつはセカ沼の湿地帯で採取された試料で平均 50センチメートル
の厚さをもつ TBJテフラ層（Hart y Steen-McIntyre 1983a:42）で、もうひとつはクスカチャパ沼
の水生堆積層から採取された試料で 25センチメートルの厚さがある（Dull 2004:239）。結論として、
チャルチュアパ遺跡群において記録された TBJ白色降下火山灰の一次堆積層が 50センチメート
ルの厚さであるという解釈はデータを過大評価しているのではないかと考え、過去の調査で提示
された TBJテフラに覆われたエリアでのデータについて再検討する必要があるとした（Kitamura 

2016:308）。

名古屋大学の伊藤伸幸を代表とするエル・トラピチェ（El Trapiche）考古学プロジェクトの調
査概報で、北村は TBJテフラに関する最新の研究成果を提出している。そこでは、TBJ火砕流堆
積物の分布を図示しており（Kitamura 2017:46）（図 2）、それはイロパンゴ湖の西側からサポティ
タン盆地の東側まで達し、TBJ降下火山灰の評価はこれまでの研究者が考えていたものより少な
いとしている（図 3）。
北村は、TBJテフラの各ユニットが最も細かく記載されているということでワルテル・エルナ
ンデス（Walter Hernández：サルバドル人地質学者でエルサルバドル環境省元技官）が作成した
TBJテフラ層位図を引用している（Kitamura 2017; Figura 25）。

図 2　TBJ火砕流堆積物の分布
（北村氏提供）



中米イロパンゴ火山の破滅的大噴火は、タスマルを中心とした古代都市チャルチュアパを放棄させたのか？その大噴火の絶対年代はいつなのか？

─ 9 ─

2000年以降、北村により行われた TBJ白色降下火山灰に関する調査では、広範囲にわたるフィー
ルドワークにより TBJの分布範囲とその一次堆積層の厚さが再検討された。
ミクロ的には、チャルチュアパ遺跡群でのエルサルバドル考古学プロジェクトによる発掘調査
で検出された TBJ白色降下火山灰堆積層を火山学の視点からさらに細分し、どれが一次堆積かあ
るいは二次堆積であるかを明確に示し、チャルチュアパ遺跡群に降った TBJ白色火山灰一次堆積
層の厚さが過大に論じられているとした。また、放射性炭素年代測定では TBJの噴火年代が暦年
較正曲線が横ばいとなる区間にあたり、TBJ火砕流堆積物に埋没した樹木の放射性炭素年代のデー
タだけでは、紀元 4世紀から 6世紀という以上に詳細に年代を決定しようとしても決め手に欠け
るため、現状としてはグリーンランドアイスコアから見出された TBJ火山灰の火山ガラスの層位
から求められた年代が最も信頼性が高いと考えた。こうしたことから、考古学者との意見交換の
なかで、同遺跡群で検出された TBJ白色火山灰一次堆積層と遺構との層位関係からイロパンゴ火
山の噴火年代として、紀元 536年は遅すぎるとみる考古学的な見解が妥当でないとは言えないと
した。

2　エルサルバドル国内で TBJ一次堆積層が検出された遺跡

エルサルバドル国内には 671ヶ所の遺跡が文化省文化遺産局考古課所有の遺跡台帳に登録され
ており、それらの中で TBJ白色降下火山灰の一次堆積層を観察できる遺跡がいくつか挙げられる。
本節では、イロパンゴ湖を中心として地理的に 2.1首都サンサルバドルとその周辺（イロパンゴ
湖の西方）、2.2サポティタン（Zapotitán）盆地（首都サンサルバドルの西方）、2.3イロパンゴ湖
の北方、2.4イロパンゴ湖の南東方という 4つの地域に大別し、それぞれで確認されている TBJ

一次堆積層を有する遺跡の層位を個々に見ていく。

図 3　TBJ降下火山灰の分布
（北村氏提供）



柴田　潮音

─ 10 ─

2．1　首都サンサルバドルとその周辺　（イロパンゴ湖の西方）（図 4）
首都サンサルバドルとその周辺で踏査を行ってきたホルヘ・ラルデは、首都のサン・ハシント

（San Jacinto）地区、エル・サポテ（El Zapote）山とアセルワテ（Acelhuate）川の間の場所でサミュ
エル・ロースロップ（Samuel K. Lothrop）とともに 1926年 1月から発掘調査を実施した。これ
はエルサルバドルにおいて始めて層位法を用いて行われた考古学調査であった（Lothrop 1927: 

168-173）。結果として、TBJ白色降下火山灰層を挟んで上層と下層でそれぞれ遺物を含む文化層
を確認することができた（ibid.:173-187）。
スタンレイ・ボッグス（Stanley H. Boggs）は、サンサルバドルのベレン（Belén）農園内にあっ

たタクアシン（Tacuacín）丘で行った緊急発掘調査に関する論考で、地元の人々から “ティエラ・
ブランカ”と呼ばれている白色火山灰層について言及している（Boggs 1966:178, 179）。因みに、ボッ
グスは当初その白色火山灰の給源地をサンサルバドル火山と誤って捉えていたようである
（ibid.:183）。

エルサルバドルでは 1980年代にはいると首都圏での都市化が急速に進み（Herodier 1997: 49）、
TBJ白色降下火山灰に直に覆われた畝状遺構が首都サンサルバドル、アンティグア・クスカトラ
ン（Antigua Cuzcatlan）地区、クンブレ・デ・クスカトラン（Cumbre de Cuzcatlan）地区、サンタ・
テクラ地区で建設されていた街道の切通しや街路、宅地開発地など様々な場所で確認された
（Amaroli y Dull A. 1999:566）。これらの場所では人の活動の痕跡が TBJ白色降下火山灰層より上
層で認められないか、あるいは古典期後期（紀元 600年から 950年）や後古典期（紀元 950年か
ら 1524年）の遺物を含んだ文化層が観察された。

21世紀に入ってから今日までサンサルバドル、アンティグア・クスカトラン、サンタ・テクラ
の 3市の境界域で畝状遺構が相次いで発見されている。例えば、ムルティプラザ（Multiplaza）ショッ
ピングモールの北側に建設中であったモンセニョール・ロメロ（Monseñor Romero）バイパス道
の切通しではその両側に長大な畝状遺構が 2007年 6月に見つかった。S字を横にした断面が 70

以上を数え、それらが 5メートル以上の厚さの TBJ白色降下火山灰一次堆積層に覆われていた（写

図 4　TBJ白色降下火山灰一次堆積層が検出された遺跡
（伊藤伸幸氏作成の図に加筆修正）
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真 2）。
高級住宅街で知られるサン・ベニート（San Benito）地区では高層マンションやオフィスの建
設現場のうち少なくとも 4ヶ所で、TBJ白色降下火山灰一次堆積層に覆われた畝状遺構が確認さ
れている。層位的にはこうした畝状遺構を覆う白色火山灰層の上に先スペイン期の人の活動の痕
跡は認められなかった。
一方、TBJ白色降下火山灰を噴出したイロパンゴ火山の火口により近いサンサルバドル市の中

心部では、15メートル以上の厚さを有する TBJ白色降下火山灰一次堆積層を覆う分厚い同二次堆
積層の上から古典期後期や後古典期に属す遺構や遺物が検出されている。例えば、サンサルバド
ル大聖堂の横では古典期後期に属す埋葬が供物を伴って検出されており（Castellón 1995）、そこ
から数ブロック隔てた場所ではシペ神を形象した土製品の破片が見つかっている。

首都サンサルバドルとその周辺において TBJ白色降下火山灰層より上層を観察すると、現在の
サンサルバドル市街を含むラス・アマカス（Las Hamacas）盆地では、紀元 5世紀から 6世紀の
間に起きたイロパンゴ火山の大噴火で壊滅状態となり、人々がこの地に再び住み始めるのは古典
期後期まで待たなければならなかったようだ。

2．2　サポティタン盆地（首都サンサルバドルの西方）（図 4）
標高 450メートルほどにあるサポティタン盆地はイロパンゴ湖の北西約 40キロメートルに位置

し、盆地内にはヌエヴォ・ルルデス・ポニエンテ（Nuevo Lourdes Poniente）、サン・アンドレス（San 

Andrés）、エル・カンビオ（El Cambio）など先古典期後期（紀元前 400年から紀元 350年）以降
に属す遺跡が登録されている。
ヌエヴォ・ルルデス・ポニエンテ遺跡はサポティタン盆地の南東隅、ロス・チョロス（Los 

Chorros）川により形成された扇状地上にある。同遺跡では、2013年から 2014年にかけて緊急発
掘調査や試掘調査が行われ、TBJ白色降下火山灰一次堆積層直下で畝状遺構が検出された。その

写真 2　モンセニョール・ロメロバイパス道で見つかった、
TBJ白色降下火山灰一次堆積層に覆われた畝状遺構

（筆者撮影）
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規模は少なくとも 48,880平方メートルにも及ぶ。TBJ白色降下火山灰層上には茶褐色土層が 20

センチメートルほどの厚さで形成されており、その上層から古典期後期の遺物が出土することか
らイロパンゴ火山の噴火後百数十年たってのち人が再定住したことがわかる（ウーゴ・ディアス
（Hugo Díaz）、フリオ・アルバラード（Julio Alvarado）、ミッチェル・トレド（Michelle Toledo）、
私信）（Moran 2013; Ramos 2018）。
サポティタン盆地の西側や南側に源流をもつスーシオ（Sucio）川は同盆地の北側を蛇行し、そ

の中流域の流れに沿ってサン・アンドレス遺跡やエル・カンビオ遺跡がある。
サン・アンドレス遺跡には先古典期後期の人の活動の痕跡は伺えるが、同時期にピラミッド神
殿基壇が存在したかどうかはっきりしていない。ただ、可能性としてラ・アクロポリス（La 

Acrópolis）複合建造物群やラ・カンパーナ（La Campana）ピラミッド神殿基壇の内部に先古典期
後期に造営された建造物が埋もれているかもしれない（Beagley et al. 1996; Beagley et al. 1997; 

Boggs 1943; Ichikawa y Camacho 2016）。
ラ・アクロポリス複合建造物群の 1号建造物の北側に設定された「N79-80 12-13W」トレンチの
発掘では、TBJ白色降下火山灰一次堆積層と推定される火山灰層がトレンチの土層断面図に記録
されており、白色火山灰層の上には厚さ約 50センチメートルの土の層とその上にアドべが積み上
げられ泥漆喰の床が張られていることがわかる（Boggs 1943: Figura “Perfil compuesto de Plaza 

Sur-Parte Sur y Montículo 1-Parte Norte”）。
ラ・カンパーナと名付けられた 5号建造物の発掘調査では、TBJ白色降下火山灰の一次堆積層
が検出された。同火山灰の二次堆積層上には茶褐色土が 15センチメートルの厚さで堆積し、その
上に切石で造られた建造物が造築されていた。さらに切石の建物を覆う形で内部をアドべと土で
充填し表面を泥漆喰でコーティングした建造物が建てられていたことが分かった。出土土器の分
析からこれらの建物は古典期後期に属す（Ichikawa 2017）。
エル・カンビオ遺跡では、主要建造物である土製丘の周囲で畝状遺構が検出された。これらの
遺構は TBJ白色降下火山灰の一次堆積層に覆われていたが、同地への人々の再定住は古典期後期
まで待たねばならないことが発掘調査から確認できた（Shibata y Moran 2009）。
ヌエヴォ・ルルデス・ポニエンテ、サン・アンドレス、エル・カンビオの 3遺跡の土層断面を
層位学的に分析すると、サポティタン盆地の東側ではラス・アマカス盆地（首都サンサルバドル
とその周辺）の場合と同様にイロパンゴ火山の大噴火により降下した TBJ白色火山灰が堆積し、
これらの居住地は放棄されてしまったことがわかる。そして、再び人がそれらの地に定住するこ
とは古典期後期あるいは少なくとも紀元 600年頃までなかったようである。
因みに、同じサポティタン盆地の北にありスーシオ川の西側段丘上に位置するホヤ・デ・セレ
ン遺跡は紀元 7世紀半ばのローマ・カルデラ（Loma Caldera）火山の噴火により降下した火山灰
で埋もれてしまったマヤ人の居住地であった（Sheets 2013:66）。同遺跡の土層断面を観察すると
TBJ白色降下火山灰の一次堆積層と二次堆積層が重なっており、ホヤ・デ・セレン（Joya de 

Cerén）の集落の生活面との間に茶褐色土の土層が認められる（ibid.: Figura 1-6）。つまり、ホヤ・
デ・セレンの集落はイロパンゴ火山の大噴火後ある程度時を経て建設されたことがわかる
（ibid.:31-32）。エルサルバドル文化省考古課による近年の発掘で、ホヤ・デ・セレン遺跡の TBJ

白色降下火山灰の一次堆積層直下に畝状遺構の存在が確認された。また、同火山灰の二次堆積層
の火山灰土をホヤ・デ・セレンの集落を造成するために利用していたことが明らかになった（ミッ
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チェル・トレド、私信）。

2．3　イロパンゴ湖の北方（図 4）
セロ・エル・カルメン（Cerro El Carmen）遺跡はイロパンゴ湖の北東 8キロメートルに位置す
る。同地では TBJ白色降下火山灰層が 2.8メートルの厚さで形成されており、その下から一次埋
葬が検出された。同火山灰層の上には後世の人の活動の痕跡は認められなかった（Erquicia et al. 

2016:561-566）。
マリオーナ・ノルテ（Mariona Norte）遺跡はラ・エスペランサ（La Esperanza）刑務所の北側
にある。ロス・ジャニートス（Los Llanitos）地区の民家でトイレ用の竪坑を掘っていたところ地
表面から約 6メートルの深さで先古典期後期に特徴的な土偶が出土した。住民からの通報で現場
を訪れ、土偶の見つかった家の近くの切通しで土層断面を観察することができた。現在の地表か
ら約 6メートルほどの深さまで TBJ白色降下火山灰の一次堆積層があり、土偶はその下から出土
したものと推測できた。
土偶の出土した民家から東へ 100メートルほどにあるレンガ工房の切通しでは貯蔵穴が見つ
かった。貯蔵穴は土で埋め戻されており、穴の口は TBJ白色降下火山灰の一次堆積層で覆われて
いた。つまり、イロパンゴ火山の大噴火以前に貯蔵穴は役目を終え塞がれていたことがわかる。
貯蔵穴内から出土した土器はその形式から先古典期中期あるいは後期前半に属すものと見られる
（Méndez et al. 2009:18-28）。マリオーナ・ノルテ遺跡では、イロパンゴ火山の噴火後に人が再定
住した痕は観察できなかった。
エル・ミコ（El Mico）遺跡はグゥアサパ（Guazapa）市の中心から北へ 2キロメートル、グゥ

アサパ川の北側に位置する。文化省考古課の遺跡台帳によるとプラットフォ－ムやテラスといっ
た様々な建造物があり、比較的大型のプラットフォ－ム 2基がテラスで繋がっていたと報告され
ている。出土土器の形式からエル・ミコ遺跡は古典期に属す。「遺跡の土壌」の項目では表土と火
山灰土が記載されており、前述の建造物は火山灰土層の上に建てられていたと推測される。遺跡
とその周辺の踏査から、台帳に記載のあった「火山灰土」は紀元 5世紀から 6世紀に噴火したイ
ロパンゴ火山によるものと見られる。その大噴火で引き起こされた火砕流が森林を飲み込んでし
まったことが、エル・ミコ遺跡で白色火砕流のなかから現れるたくさんの倒木から理解できる（北
村、小田、山本 2007b:55）。因みに、イロパンゴ火山のカルデラから同遺跡までの直線距離は約
25キロメートルである。
リオ・グランデ（Río Grande）遺跡はセロン・グランデ（Cerrón Grande）水力発電所が 1976

年に稼働を開始したことで水没してしまった先スペイン期遺跡群のひとつである。イロパンゴ火
山のカルデラから北へ約 40キロメートルのところに位置し、TBJ白色降下火山灰の一次堆積層が
畝状遺構を覆っているのが確認された。ただ、TBJ白色火山灰の降灰後すぐに人の再定住があっ
たかどうかは調査報告書には記されていない（Earnest 1976:64-66）。
このようにエル・ミコ遺跡を除く、セロ・エル・カルメン、マリオナ・ノルテ、リオ・グラン
デの 3遺跡での土層層位を検討してみると、TBJ白色火山灰の降灰後にこれらの場所で人が再定
住したと考えるのは難しい。
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2．4　イロパンゴ湖の南東方（図 4）
イロパンゴ湖の南東約 55キロメートルに位置するヌエヴァ・エスペランサ（Nueva Esperanza）
遺跡は、同名のコミュニティーの下に埋没している。1980年から 1992年に起きたエルサルバド
ル内戦により国外に強制疎開させられていた人々が、隣国ニカラグア（Nicaragua）のレオン（León）
市から 1991年に帰国し生活を始めた場所である。地形的にはレンパ（Lempa）川の扇状地上に位
置し河口から 16キロメートルほど北にある。
ヌエヴァ・エスペランサコミュニティーの南エリアで上水道用のパイプを設置するため地面を
掘っていたところ、人骨と供物と見られる土器が出土した。この偶然の発見がもとで住民の要請
を受け、当時の文化庁考古課が 2007年 12月に 2週間にわたる試掘調査を実施した。その後 2014

年までに計 3回にわたる発掘調査が行われ、先スペイン期当時のヌエヴァ・エスペランサでは製
塩を生業とし、土器を供えて埋葬をしていたことなどが明らかになった（Ichikawa 2011, 2015）。
試掘調査トレンチの土層断面から紀元 5世紀から 6世紀に噴火したイロパンゴ火山の降下火山
灰が先スペイン期の生活面を覆い、ほとんど現在の地表まで積もっていることが観察できた。そ
して、降下火山灰の層位をさらに詳細に見ていくと、当時の生活面から約 35センチメートルの高
さまで TBJ白色降下火山灰の一次堆積が認められ、その後恐らく少なくとも 10回に及び連続し
て起きた洪水で同火山灰が運ばれ、約 1.2メートルの厚さで堆積したことがわかった（北村 2016: 

257）（写真 3）。つまり、先スペイン期のヌエヴァ・エスペランサはイロパンゴ火山の噴出した
TBJ白色火山灰に覆われた後、幾度にもわたる洪水によって運ばれた TBJ白色火山灰に埋もれて
しまったのである。その後の同地への人の再定住は 20世紀の末までなかったようだ。

写真 3　ヌエヴァ・エスペランサ遺跡南エリアで見つかった、
TBJ白色降下火山灰一次堆積層と二次堆積層

（筆者撮影）
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ヌエヴァ・エスペランサコミュニティーの東にはヒキリスコ（Jiquilisco）湾が広がり、そこに
は島々が点在する。そうした島々の中で、ペレアーダ（Peleada）島とグアジャボ（Guayabo）島
では多量の土器片を含む土層が TBJ白色降下火山灰一次堆積層の直下に見られるが、同火山灰層
より上では先スペイン期の人の生活の痕跡は認められない（ibid.:259）。
ヒキリスコ湾の北東約 27キロメートル、サン・ミゲル（San Miguel）県のチャパラスティケ

（Chaparastique）火山の南西裾野にサン・ラファエル・オリエンテ（San Rafael Oriente）市はある。
2005年 8月に人骨とそれに伴う土器が見つかったという知らせを住民から受けた。埋葬が発見さ
れた場所は宅地開発地であり人骨は座葬で 2点の土器を伴っていたそうである。
宅地開発のため上層の土が重機により削平されており埋葬の層位的位置関係の確認はできな
かったが、供物である 2点の土器の形式から人骨は先古典期中期に属すと推定される。宅地開発
地の北側に残る土層断面には TBJ白色降下火山灰の一次堆積層が確認できた。この一次堆積層の
層位的位置は先の埋葬の位置よりはるかに上方であるが、正確な空間的位置関係はよくわからな
い。ただ、イロパンゴ火山の大噴火後に人が生活していた痕跡は認められなかった。
イロパンゴ湖から南東へ約 90キロメートルに位置しチャパラスティケ火山の北東にあるケレパ

（Quelepa）遺跡は、エルサルバドル国内で見つかっている大規模な古代都市のひとつである。同
地への人の定住は先古典期中期後葉あるいは先古典期後期から始まり、間断なく古典期後期末ま
で続いたようである。
しかし、ケレパ遺跡の発掘調査では TBJ白色降下火山灰層の有無について確認されていない

（Andrews 1986:33-76）。
イロパンゴ湖の南東方にあり TBJ白色降下火山灰の一次堆積層を有する遺跡では、イロパンゴ

火山の大噴火後短期間で人が再定住したものは認められなかった。ただケレパ遺跡の場合、そも
そも TBJ白色火山灰がそこまで達したのかどうか確認できていない。
本節では、TBJ白色降下火山灰の一次堆積層を有する遺跡において、紀元 5世紀から 6世紀の
間に起こったイロパンゴ火山の大噴火後を主に各遺跡での土層断面から観察してみた。イロパン
ゴ湖の周囲やラス・アマカス盆地（首都サンサルバドルとその周辺）ではこの大噴火で自然環境
が激変してしまったようである。サポティタン盆地の東部やイロパンゴ湖の北方、ヒボア（Jiboa）
川流域、サンビセンテ火山周辺、レンパ川下流域やヒキリスコ湾などイロパンゴ湖の南東方でも
イロパンゴ火山の破滅的大噴火後に人が短時間で再定住した証拠は見つからなかった。
つまり、紀元 5世紀から 6世紀に起こったイロパンゴ火山の大噴火は、現在の首都サンサルバ
ドルとその周辺、サポティタン盆地、イロパンゴ湖の北方、イロパンゴ湖の南東方で広範囲にわ
たって甚大な影響を与えたと言えるだろう。

3　チャルチュアパ遺跡群で観察された TBJ白色降下火山灰一次堆積層（図 5）

チャルチュアパ遺跡群はイロパンゴ湖から北西へ 75 キロメートル、サポティタン盆地から北西
へ 35 キロメートルに位置する。近代の都市化の影響で遺跡群は分断されてしまった。北から南へ、
パンぺ（Pampe）地区、エル・トラピチェ地区、カサブランカ地区、ペニャテ（Peñate）地区、
ラス・ビクトリアス（Las Victorias）地区、クスカチャパ沼、タスマル地区、ヌエヴォ・タスマ
ル（Nuevo Tazumal）地区、ガビラン（Gavilán）地区、セカ沼（Laguna Seca）の 10地区から成
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る 4）。
同遺跡群での考古学調査は 1941年のジョン・ロングイヤー（John M. Longyear）による踏査に
はじまり、現在まで大小様々な規模の考古学調査が実施されてきた。特に 1995年以来、カサブラ
ンカ、タスマル、エル・トラピチェの 3地区では先スペイン期建造物とその周囲の発掘調査が行
われ、TBJ白色降下火山灰一次堆積層とこれらの建造物との層位関係の理解が深まった。因みに、
カサブランカ、タスマル、エル・トラピチェの 3地区で TBJ白色降下火山灰の一次堆積層が確認
されており（Ito y Shibata 2016:Figura I-11（a）,（b）, Foto.I-17, 18; Ohi 2000:20, 27, 28, 33, 37, 38; 

Sedat, et al. 1978:105, Figs.26, 27, 28; Sharer 1978a:71, Figs.8 Parte1, 50d; Shibata 2005:130, 139 , 

147）、また、クスカチャパ沼やセカ沼の底で TBJ白色降下火山灰一次堆積層が見つかっている（Dull 

2004:238; Hart y Steen-McIntyre 1983b:42）。
本節では、これら 3地区で TBJ白色降下火山灰層の検出された地点とそれらに関連する建物と
の層位関係をそれぞれ再検討し、紀元 5世紀から 6世紀にかけて起こったイロパンゴ火山の大噴
火の前後で古代都市チャルチュアパがどのような状況にあったのかを解釈してみる。

3．1　エル・トラピチェ地区
エル・トラピチェ地区では、TBJ白色降下火山灰の一次堆積層が E3-1、E3-2、E3-3の 3基のマ
ウンドに囲まれた広場で検出された。その火山灰層はジャガーヘッド 5）と呼ばれる 3体の石彫、
2つの石碑片そして祭壇石状の平石 1点を直接覆っていた（Ito 2014:19-25, Figura 26; Sharer 

1978a:67, 71, Fig.8）。E3-1建造物を正面広場から同マウンド頂上まで南北方向に発掘したペンシ
ルバニア大学調査団によるトレンチの断面図を精査すると、泥漆喰で張られた階段が少なくとも
6回以上にわたり改築され、最後の階段は浸食を受けマウンドの下方では喪失している。この失
われてしまった部分より下層の上面に続く土層上に前述の石彫や石碑片が置かれていた。これら
の石製遺物の直上には土層の形成は見られず、TBJ白色降下火山灰一次堆積層が載っていた
（ibid.:Fig.8 Part1, 2）。
ジャガーヘッドの石彫は 2点が完形で 1点は顔の半分から下が欠損している。石碑片 2点につ

いては先古典期後期の石碑に特徴的な様式を有しているがあくまでも破片である。そして、これ
らの石彫や石碑片は泥漆喰の階段の端から 16メートルも離れた E3-1建造物前の広場の方形エリ
ア内に置かれていた。因みに、タカリク・アバフ遺跡やカミナルフユ遺跡で記録されているように、
先古典期後期には完形の石碑と祭壇石の組み合わせが主要建造物の正面すぐの地点に置かれ、他
の完形の石彫もこれに伴って横一列に配置されている場合が多い。
つまり、これら 6点の石彫や石碑片、平石が先古典期後期文化の習慣に則って E3-1建造物の前
に配置されたのではなく、同ピラミッド神殿建造物がその機能を終えた後しばらくしてから建造
物前の広場に供物として置かれたと推測される。その時期については正確には分からないが、
TBJ白色火山灰がチャルチュアパにも降下したときこれらの石彫、石碑片、平石が土に埋もれて
おらず直接 TBJに覆われたことから、イロパンゴ火山の大噴火以前には建造物前の広場に供えら
れ維持管理されていたのではないだろうか。
一方、イロパンゴ火山大噴火後、E3-1建造物前の広場には供物が再び置かれた。石彫や石碑片
ではなく、「グァサパ・エンゴーベ・ラスパード（Guazapa engobe raspado）」6）と呼ばれる型式
の壺形土器が TBJ白色降下火山灰の一次堆積層の上から掘り込まれた土坑内に供物として置かれ
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ていた（ibid.:71, Fig.8 Part1, 1978b:181）。
さらに、E3-2と E3-3マウンドの間のスぺースと E3-1マウンド前の広場に設定された 1－3、1

－4および 1－5と命名されたトレンチで泥土あるいは泥漆喰をたたき締めて造られた床が TBJ白
色降下火山灰一次堆積層上に張られていたことが確認できた（Ito y Shibata 2014a:14）。
エル・トラピチェ地区では E3-1建造物の機能が停止した後、古代都市起点の地としてチャルチュ
アパの人々はジャガーヘッドの石彫や石碑片等をかつての主神殿のあった建造物の前に供え畏敬
の念を表したのであろう。そんな折、イロパンゴ火山が大噴火を起こしその降灰がチャルチュア
パへも達するが、その後も E3-1建造物へ詣でるという先祖の残した偉大なモニュメントへの巡礼
という活動が続いたと思われる（Ito y Shibata 2014b:28; Sharer 1978a:74, Fig.8 Part1）。

3．2　カサブランカ地区
カサブランカ地区では 7つの異なる地点で TBJ白色降下火山灰一次堆積層が検出された。それ
らは、5号建造物の東側と正面、1号建造物の正面、2号建造物の北側、4Nトレンチ内、Ⅿ1トレ

図 5　チャルチュアパ遺跡群におけるエル・トラピチェ、カサブランカ、
タスマル、クスカチャパ沼、セカ沼、各地区の位置

（伊藤伸幸氏作成の図に加筆修正）
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ンチ内、遺跡公園正面ゲート建設前に掘られた試掘坑である。
来訪者用の展示施設として覆屋を架けられた 4Nトレンチでは、その土層断面で TBJ白色降下

火山灰一次堆積層が 16から 18センチメートルの厚さで遺っており、その直上には同火山灰二次
堆積層が 3層に分かれて形成されていた。一次堆積層と二次堆積層を合わせた TBJ白色火山灰層
全体の厚さは 40から 50センチメートルほどになる（Kitamura 2016:322; 2017:308）（写真 4）。
カサブランカ遺跡公園内で 1995年以来行われてきた日本人研究者グループによる発掘調査の結

果から、エル・トラピチェ地区から始まったチャルチュアパの古代都市の拡大が先古典期後期に
カサブランカ地区へ及んだことがわかった。その後、南北 240メートル、東西 220メートルの大
基壇プラットフォームが造成され、その上に少なくとも 5c建造物と旧 2号建造物が建設されたよ
うである。
そして、2007年に行われた 5号建造物の発掘調査で、同建造物東側に設けた 2号トレンチ内か
ら 5c建造物（先古典期後期）の垂直壁の立ち上がりにつながる泥漆喰製床が 12センチメートル
ほどの厚さを持つ暗茶褐色土層に覆われ（第 XIV層）、その上に白色降下火山灰（第 XIII層厚さ
約 12センチメートル）が堆積していることが確認された（Murano 2008:79）。また、その前年に
5号建造物正面階段前で行われた発掘調査では、5c建造物（先古典期後期）の泥漆喰製床が 15か
ら 25センチメートルの厚さをもつ暗茶褐色土層に覆われていることが確認された（Ichikawa 

2007:44,45）。もし、白色火山灰の降下まで 5c建造物が機能していたとすれば建物の維持管理が為
されているはずであり、建物の周りがこうした暗茶褐色土層に覆われるということは考えにくい。
一方、5c建造物を覆って建設された 5bおよび 5a建造物の内部からは古典期後期の指標となる
遺物が検出されている。1997年から 2000年にかけて実施された京都外国語大学調査団の発掘調
査ではカサブランカ地区の 1号、2号、5号建造物では古典期前期の建造物の存在は確認されてい
ない（大井 2000:56, 57, 63）。
これらのデータから、カサブランカ地区の少なくとも同遺跡公園内ではイロパンゴ火山の大噴
火以前に建造物群が放棄され、その状態が古典期後期の始まりまで続いたと推測される。つまり、
イロパンゴ火山の大噴火以前にカサブランカ地区は放棄されてしまい、古典期前期（紀元 300年
から 600年）には古代都市の中心部としては機能していなかったと見られる（Ito 2010; Shibata et 

al. 2002:1008）。
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3．3　タスマル地区
タスマル地区はチャルチュアパ遺跡群の中で最も南側に位置する（図 5）。同地区では先古典期
の終末期あるいは古典期前期になって建造物の建設活動が開始されたと推測される（Ito y Shibata 

2009:20, Figura 44f, Foto 55; Shibata 2005:132, 133）。
B1-1複合建造物群（写真 5）のひとつであるB1-1b建造物の南西角に設定した 19号トレンチ（Pozo 

19）では、白色火山灰層が検出された（図 6）。それは 17センチメートルほどの厚さで TBJ白色
降下火山灰一次堆積層に特徴的な堆積構造を残していた（Shibata et al. 2010:832）（図 7、写真 6）。
ボッグスの調査時に撮影された写真情報を基に同建造物の北側に 25号トレンチ（Pozo 25）を
設定し発掘を行い、TBJ白色降下火山灰一次堆積層を再確認することができた（Kitamura 2016: 

323; Shibata et al. 2010: 832）（図 6）。その堆積層は約 22センチメートルの厚さを有し、さらに 3

層に分層できた。下から上へ各々 B・D層、E層、G層となり TBJ白色降下火山灰一次堆積層の
特徴をよく示していた（Kitamura 2016:323 y Figura II. 16）（図 7、写真 7）。

写真 4　カサブランカ遺跡公園 4Nトレンチで確認された、
TBJ白色降下火山灰一次および二次堆積層

（北村氏提供）
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写真 5　タスマル遺跡公園に遺る B1-1複合建造物群
（筆者撮影）

図 6　タスマル地区で TBJ白色降下火山灰一次堆積層が
確認された 6地点

（伊藤伸幸氏作成の図に加筆修正）
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興味深いことは、19号及び 25号の両トレンチで確認された TBJ白色降下火山灰一次堆積層が
先古典期や古典期の古代都市チャルチュアパで建造物の充填材としてよく利用されていた茶褐色
土層の直上に積もり、さらに同火山灰一次堆積層の上にふたたび建築充填材である茶褐色土が
載っていることであった。また、これらのトレンチで確認された TBJ白色降下火山灰一次堆積層
上には腐植土層である黒色土層の形成が認められなかった。恐らく、イロパンゴ火山の大噴火が
原因でチャルチュアパでも白色火山灰が降ったが、それによって少なくとも B1-1b建造物は多年
にわたり放棄されたのではないと思われる。むしろ、メキシコ中央高原に栄えた古代都市テオティ
ワカンの建造物に典型的である傾斜壁（タルー）の上に枠付き垂直壁（タブレロ）を頂いた建築
様式を模した、傾斜壁と装飾モールディング付き垂直壁をもつ建造物の増築が白色火山灰の降下
で一時的には中断したもののその後継続されたと考えられる。

写真 6　B1-1b建造物の南西角に掘られた 19号トレンチ（Pozo 19）内
で確認された TBJ白色降下火山灰一次堆積層

（筆者撮影）

図 7　19号トレンチ（Pozo 19）と 25号トレンチ（Pozo 25）の
土層断面図（Ito (ed.) 2016:36を加筆修正）
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ボッグスが記録した、「列柱の神殿（B1-1d-III）」の基壇裾に掘り込まれた 13号埋葬に関する土
層断面図（図 8）には、同建造物直下に白色火山灰層が観察できる。その厚さは 40センチメート
ルほどで「混ざり物なし」と記載されていた。チャルチュアパ遺跡群で検出された TBJ白色降下
火山灰に関する北村氏による研究では、同火山灰一次堆積層の厚さは通常 16から 25センチメー
トルと指摘されている（Kitamura 2007, 2017:43; Shibata et al. 2010:832）。つまり、ボッグスの遺
した土層断面図に見られる白色火山灰層の厚さが 40センチメートルほどであるというのは、TBJ

白色降下火山灰の一次堆積層の上に二次堆積層が積もったものと推測される。恐らく、カサブラ
ンカ遺跡公園 4Nトレンチで観察されたケ－スと同様であろう。因みに、ボッグスの同層断面に
記載された白色火山灰層の直上は建造物充填材の層である。

0号トレンチ（Trinchera 0）は、近年設置されたチェ・ゲバラ（Ché Guevara）の胸像モニュメ
ントの前あたりからタスマル遺跡公園の旧入口付近にかけて、2000年 12月に重機で掘られた溝
を利用したものである（図 6）。チャルチュアパ市役所の土木工事の一環としてタスマル遺跡公園
前の東 7番通りに沿って雨水用導管を埋設するためであった。平面 2x1メートルのトレンチを 3

か所に設定しすぐに緊急発掘を開始した。結果として、泥漆喰で造られた 3枚の床面を検出し、
現地表面に近いものから順に床 1、床 2、床 3と命名した（Shibata 2005）。
床 3と床 2 の保存状態はすこぶる良好であったが、床 1の浸食は酷く保存状態は悪かった。床

2は最も広い範囲で確認された。0号トレンチの中央部では床 2の下に白色火山灰層が検出された。
この白色火山灰層は複数層に細分でき、最下層部分では TBJ白色降下火山灰層の一次堆積構造を
示していた。細分された白色火山灰層は上方に向かうにつれて黄色味を帯びていくことから、
TBJ白色降下火山灰層二次堆積層と見られた（ibid.:130, Fig.4, Foto 8）（図 9; 写真 8）。

写真 7　25号トレンチ（Pozo 25）の土層断面で観察された
TBJ白色降下火山灰一次堆積層

（筆者撮影）
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タスマル遺跡公園前の東 7番通りで実施した緊急発掘調査の結果、床 3が張られた後、イロパ
ンゴ火山の大噴火が起き白色火山灰が降下したが、泥漆喰を叩き締めて造る床（床 2）の新たな
拡張が行われたことがわかった。床 3と床 2の間に腐食土層である黒色土層の形成が観察されな
かった。それはイロパンゴ火山の大噴火後にチャルチュアパ古代都市の中心であるタスマルが長
年にわたり放棄されず、すぐに都市建設活動を再開したことを意味しているのであろう（図 9；
写真 8）。

2016年、タスマル遺跡公園で屋外作業に従事する職員のためのシャワ－室とトイレを新築する
ため、B1-1複合建造物群の裏（東側）で建設前の事前発掘調査を実施した。
発掘調査中、6号試掘坑（Pozo 6）と 7号試掘坑（Pozo 7）で TBJ白色降下火山灰一次堆積層

を検出した（図 6）。この層は 20センチメートルほどの厚さであった。さらにその直上には白っ
ぽいベージュ色を呈した厚さ約 1メートルの層が堆積していた。この層の中に入る別の土層（例
えば黒色土層など）は認められなかった（写真 9、10）。

6号と 7号試掘坑の土層断面を観察したスペイン人と日本人火山学研究者によれば、TBJ白色
降下火山灰一次堆積層の上に見られた白っぽいベージュ色の層は人為により動かされ形成された
TBJ白色火山灰層であるという解釈であった（イヴァン・スーニ : Ivan Suñe、北村繁、私信）。

図 8　ボッグスの記録した 13号墓の断面図
（Shibata 2019）

図 9　0号トレンチ（Trinchera 0）で検出された TBJ白色降下火山灰一次堆積層と
床 2（Piso 2）の広がり（Shibata 2005）



柴田　潮音

─ 24 ─

写真 8　0トレンチ（Trinchera 0）内で検出された床 2（Piso 2）と
TBJ白色降下火山灰一次堆積層と二次堆積層

（筆者撮影）

写真 9　6号試掘坑（Pozo 6）の土層断面
（筆者撮影）
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本節では、チャルチュアパ遺跡群の様々な地点で確認された TBJ白色降下火山灰一次堆積層に
ついて見てきた。それらの多くはイロパンゴ火山噴火当時の建造物との層位的位置関係を明らか
にしていた。
紀元 5世紀から 6世紀に起こったイロパンゴ火山の大噴火によって壊滅的打撃を受けた地域、
例えば首都サンサルバドルとその周辺、サポティタン盆地、イロパンゴ湖の北方、イロパンゴ湖
の南東方（ヒボア川流域、サンビセンテ火山周辺、レンパ川下流域、ヒキリスコ湾等）と比較す
ると、チャルチュアパ遺跡群ではイロパンゴ火山噴火後の状況が全く対照的であった。
特にタスマル地区では古代都市に降り積もった白色火山灰が除去されたり、イロパンゴ火山噴
火前よりもさらに大きな主神殿建造物を造営したりして、B1-1複合建造物群とその周辺での建設
活動が活発に続いたようである。

結論

本稿における主要な論点は二つある。ひとつは紀元 5世紀から 6世紀の間に起きたイロパンゴ
火山の大噴火が引き起こした自然と社会に対する影響であり、もうひとつはその噴火の絶対年代
についてである。
紀元 5世紀から 6世紀にかけて大爆発したイロパンゴカルデラの噴火に関する多くの研究は今
日まで、地質学や火山学といった主に自然科学に基づくものであった。発掘調査を通して遺跡で
検出された TBJ白色降下火山灰一次堆積層の上の層と下の層を観察し分析することに注意が払わ
れてこなかった。
考古学的見地からの研究成果として、首都サンサルバドルとその周辺、サポティタン盆地、イ
ロパンゴ湖の北方、ヒボア川流域、サン・ビセンテ火山周辺、レンパ川下流域、ヒキリスコ湾といっ
たこれらの地域はイロパンゴカルデラの噴火により壊滅的打撃を受けたことがわかった。
イロパンゴ湖の周囲から首都サンサルバドルにかけては TBJ白色降下火山灰一次堆積層が厚い

写真 10　7号試掘坑（Pozo 7）の土層断面
（筆者撮影）
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ところで 20数メートルにも及び、イロパンゴ火山の大噴火後全く人を寄せ付けない荒野と化して
しまったと推測される。この地域への人の再定住は、TBJ白色降下火山灰二次堆積層の上から出
土する考古遺物の形式から考えて紀元 600年以降になるようだ。
イロパンゴ湖の南東方にあたるヒボア川流域、サン・ビセンテ火山周辺、レンパ川下流域、ヒ
キリスコ湾では、同湖の北方域と同様に TBJ火砕流堆積物の被害をひどく被っている。エルサル
バドル文化省考古課所有のエルサルバドル遺跡台帳を精査すると、これらの地域に登録されてい
る遺跡は紀元 600年以降（古典期後期や後古典期）に属すものであることから、イロパンゴ湖の
南東方や北方への人の再定住もイロパンゴ火山の大噴火後百数十年以上を経て始まったようであ
る。
サポティタン盆地では、TBJ白色降下火山灰一次堆積層の厚さが前述の地域と比べかなり薄い

が、同層の上から出土する考古遺物の形式からこの地域への人の再定住は紀元 600年以降になる
と思われる。ただ、紀元 660年頃に噴火したローマ・カルデラ火山の火山灰に埋もれた集落址ホヤ・
デ・セレン遺跡では、TBJ白色降下火山灰一次堆積層から取った火山灰土を利用して建物の周囲
や集落の道、広場を整えていることから紀元 600年前後あるいはそれ以前に少なくともホヤ・デ・
セレンの集落が形成されていたのかもしれない（ミッチェル・トレド、私信）。
一方、イロパンゴ火山の大噴火で壊滅的打撃を受けた範囲に「隣接する地域」ではどのような
影響が見られたのであろうか。シーツらによれば「イロパンゴ火山からさらに遠い地域に住んで
いた人々は食料、水、空気の汚染に苛まれた。紀元 3世紀に起こったイロパンゴ火山の噴火の影
響は、耕作を無為にする酸性雨やリン酸固定した泥を含む風によって何百あるいは何千キロメー
トルの距離まで広がった。」（Hart y Steen-McIntyre 1983a:30）とされ、ダルと彼の研究者グルー
プによれば「エルサルバドルとグァテマラの国境を画すパス川水系やエルサルバドル南西海岸部
では、この噴火によって緊急避難、農耕の崩壊、疾病、地域経済の崩壊が起こり、それらが原因
となって住民は故郷を放棄した。」（Dull et al. 2001:39, 40）としている。
しかし、イロパンゴ湖の北西約 75キロメートルに位置し、この「隣接する地域」内にあるチャ
ルチュアパ遺跡群、特にイロパンゴ火山の大噴火当時その古代都市の中心であったタスマル地区
では長期に亘って放棄されてしまった考古学的証拠が見いだせない。
イロパンゴ火山が噴火し白色火山灰が降ったその時、B1-1d-III建造物を含む B1-1複合建造物は

改築途上であったが、建設作業は長期間に亘って中断されることはなかった（柴田 2020:126, 

134）。おそらく、チャルチュアパに TBJ白色火山灰が降った後、首長の指導下その住民らは当時
の古代都市の中心部であったタスマルの主要建造物とその周辺に降り積もった白色火山灰を取り
除き（写真 10、11）、その後 B1-1複合建造物の建設を続行したものと思われる。
完成した B1-1複合建造物の正面部分（B1-1d-III建造物）7）は、長方形の平面形で 2段の傾斜壁
から成る。基壇の上に列柱が並ぶ建物であることから「列柱の神殿」と名付けられた。その後方
には長方形の平面形をもつ「大基壇プラットフォーム」が続き、その上に主神殿が造営されている。
B1-1複合建造物の中央主軸線は東西方向で「列柱の神殿」の中央を通る。基壇の真ん中に造られ
たアルファルダ付き階段で「列柱の神殿」の「中央の間」へ昇り、その東側に設けられた出入り
口から階段を昇ると主神殿へと至る。主神殿は傾斜壁とその上に装飾モールディング付き垂直壁
を組み合わせた壁面形状を有していたと推定される。主神殿の両側のスペースには同じ建築様式
の副神殿があった。これら 3つの神殿は「大基壇プラットフォーム」上に建てられていた（ibid.: 
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128-130）。
その後、B1-1複合建造物は改築されるたびに拡張されていったが、それらの建築様式に関する

コンセプトは同じであり、常に長方形の平面形で傾斜壁を重んじた正面部分の建造物を正門とし、
その後方の大基壇プラットフォーム上に主神殿を設けるというものであった（ibid.:129）8）。建築
技法については、茶褐色土やアドべを主に建物の内部を充填し建造物の表面は泥漆喰を塗りたた
き締める技法が、イロパンゴ火山の大噴火以前から一貫して用いられてきた。
また、これらの建造物の周囲では泥漆喰を使用した床張りがイロパンゴ火山の噴火以前の時期
よりも広範囲にわたって行われた（Shibata 2005:130）（図 9、写真 9）。
つまり、イロパンゴ火山の大噴火前後で、その当時古代都市チャルチュアパの中心であったタ
スマル地区の B1-1複合建造物では同一の中央主軸線に則って建造物の造営が行われており、建築
様式に関するコンセプトにも継続性が認められる。建築技法では、茶褐色土とアドべを主体とし
て建造物内部を充填し、建物の壁や床は泥漆喰を塗りその表面をたたき締める技法が踏襲されて
いる。管見ながら、泥漆喰を塗りたたき締めて壁や床を造る技法は、先古典期後期に属すカミナ
ルフユ遺跡の建造物を除いて、古典期前期ではエルサルバドルからグァテマラの高地までの地域
の中でチャルチュアパだけで確認されている技法である。
さて、ここまでイロパンゴ火山の大噴火が引き起こした自然と社会に対する影響について考察
してきたが、いったいいつイロパンゴ火山の大噴火は起きたのであろうか。一般にひとつの歴史
事象についてそれを絶対年代という時間スケールの上に位置づけることは他の歴史事象との関連
を考える上でとても重要である。
イロパンゴ火山の噴火時期に関する絶対年代について、放射性炭素 C14の分析に基づいてこれ

までに 3つの可能性が発表されてきた。
1970年代の中ごろから 1980年代の初めに放射性炭素 C14の分析により、シーツはイロパンゴ

火山の噴火時期を紀元 260年± 114年と発表した（Sheets 1983:5）。
この年代は丁度先古典期後期末あるいは原古典期初めにあたり、イロパンゴ火山の大噴火がマ
ヤ南部地域の衰退の原因となり低地マヤへの人々の移住を促し、この大自然災害が先古典期ある
いは原古典期から古典期前期への画期となったであろうと当時の様々な考古学者に解釈された
（Lowe 1982:28; Parsons 1986:97; Sharer 1978c:210-211; Sheets 1976:59, 61）。

21世紀のはじめ加速器質量分析法（AMS法）による放射性炭素年代測定を利用し、ダルと彼
の研究者仲間はイロパンゴ火山の噴火時期について異なる年代を提出した。新たに出された年代
は、紀元 408年から 536年の間で中間値が 429年であった（Dull et al. 2001:28）。
その後 2010年になると、ダルと共同研究者らは新たに採取した 18点の試料を分析し、イロパ

ンゴ火山噴火に関する別の年代を発表した（Dull et al. 2010）。同時に、この新たな年代は紀元
536年に起こった大気中のエアロゾル量の増加という自然現象と関連づけられた。この自然現象
は、乾いたキリが地球の大部分を覆ってしまい世界的な寒冷化が紀元 536年から 550年まで続く
というものであった。木々の年輪、歴史記述、考古学データといった記録をもとに、ダルと共同
研究者らは可能性のある給源として北半球の熱帯地域での火山の巨大噴火に起因するとし、イロ
パンゴ火山の大噴火がそれにあたるだろうとした（ibid.）。
興味深いことに、低地マヤの歴史において紀元 534年から 593年まで長期歴を刻んだ石碑の建

立がなされなかったという史実がある（Delgado de Cantú 2006:84, 85; 大井 1985:74; Sharer 1998: 
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211, 212; Valdés et al. 2009:43）。奇しくもダルらが提示した紀元 536年というイロパンゴ火山の巨
大噴火の絶対年代と重なってくる。
イロパンゴカルデラの大噴火が紀元 536年という年代を受け入れた場合、タスマル地区の「列
柱の神殿」と呼ばれる B1-1d-III建造物の建設から B1-1d-VII建造物の機能終了までの期間が非常
に短いものとなってしまう（Shibata y Murano 2008:1065, 1067-1069）。
「列柱の神殿」は TBJ白色降下火山灰層の直上に建設されているため（図 8）、この建造物の建
設活動の再開は紀元 536年となるであろう。
そして、B1-1d-VII建造物の機能が停止され B1-1大ピラミッド内の最も初期の建造物が建設さ
れ始める前、B1-1d-VII建造物の南東隅に供物が埋納された。それは多彩文の椀形土器を蓋にした
黒色刻文円筒形土器で、内部には方形板状に加工されたヒスイ製品が 2点、未加工ヒスイ小石が
52点、小鳥の骨、貝の破片、雲母片、赤色顔料が納められていた（Ito y Shibata 2007:718, 2016: 

33, 55-58）。この黒色刻文円筒形土器の下から採取された炭化物試料を C14年代測定で分析したと
ころ、この埋納儀礼の年代が紀元 547年から 632年の間（2 σ）という結果が出た（Ichikawa 

2016:344）。
仮に、上述の年代測定結果で与えられた紀元 547年から 632年の間の中間値である紀元 589年
にこの埋納儀礼が行われたとすれば、「列柱の神殿（B1-1d-III建造物）」の建設（紀元 536年）か
ら B1-1d-VII建造物の機能終了（紀元 589年）までの期間が 53年となり、その間に B1-1複合建造
物の改築が 5回実施されたことになる。単純に計算すれば、ひとつの B1-1複合建造物の建設から
その機能終了まで平均 10.6年となる 9）。つまり、「列柱の神殿（B1-1d-III建造物）」から B1-1d-VII

建造物までおよそ 10年ごとに B1-1複合建造物の建て替えが行われたことになってしまう。
B1-1複合建造物の事例を同じマヤ南部地域に属すカミナルフユ遺跡で発掘された A・B両マウ
ンドの神殿ピラミッド基壇と比較してみる。Aマウンドでは 8基の建造物、Bマウンドでは 5基
の建造物が旧いものを覆って新しいものへと改築されていった（Kidder et al.1946: Figs.103-111）。
これらの建造物は古典期前期に造営され、その時期はハッチの編年によれば紀元 400年から 550

年の間、パ―ソンズのそれによれば紀元 400年から 600年の間となる（Carpio 1999:6; Parsons 

1986:118）。
これらのデータを基に計算してみると、ハッチ編年によればひとつの建造物が Aマウンドでは
平均 18.75年ごと、 Bマウンドでは平均 30年ごとに改築されたことになり、パーソンズ編年によ
ればひとつの建造物が Aマウンドでは平均 25年ごと、Bマウンドでは平均 40年ごとに建て替え
られたことになる。
因みに、A・B両マウンドの最終建造物の底面積と B1-1複合建造物（B1-1d-VII建造物）のそれ

とを比較すると、A8建造物の場合その底面積は約 10分の 1、B5建造物のケースでは 5分の 1の
広さとなる。A・B両マウンドの建造物よりはるかに巨大な B1-1複合建造物において、イロパン
ゴ火山の大噴火から B1-1d-VII建造物の機能が終了するまでの間各々の建造物がこれらカミナル
フユの建造物より短期間で改築されていったと考えるには無理がありそうだ。つまり、イロパン
ゴ火山大噴火の絶対年代を紀元 536年とする説は、タスマル地区の B1-1複合建造物で得られた考
古学データとの整合性がなく受け入れがたいのである。
では、イロパンゴ火山の大噴火の絶対年代はいつなのであろうか。サンサルバドル県グアサパ
市に位置するエル・ミコ遺跡では、イロパンゴ火山の大噴火による TBJ火砕流によって埋没した
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樹林の存在が知られている。同遺跡で得られた樹木の幹の一部から採取した試料を用いて名古屋
大学年代測定総合研究センタ－（当時）の小田寛貴助教が放射性炭素年代測定を行った。2013年
に提出された結果では、イロパンゴ火山の噴火年代が紀元 419年から 544年の間という年代値を
得た（北村、私信）。この値は、ダルと共同研究者が発表した紀元 408年から 536年の間であると
いう年代値と近似している。さらに、北村らは同一の試料を利用し、この幹に見られる同心円状
の構造の中心から表皮近くの外縁まで 1センチメートル刻みに採取した 20点の試料について放射
性炭素年代測定を行った。分析の結果、この埋没樹林から得られた放射性炭素年代はすべて誤差（2

σ）の範囲で一致した。一方で、傾向としては、ダルらの提示した年代（Dull et al. 2010）よりも
やや若い年代が得られた。（北村、小田、伊藤 2016:208）10）。
イロパンゴ火山の大噴火に関する年代観がはっきりしない中、新たな手法を用いて計測された
年代値が近年発表された。ヴィクトリア・スミス（Victoria C. Smith）を研究代表者とする共同研
究で、イロパンゴ湖から北北西へ約 25キロメートルの地点で TBJ火砕流に埋没していた樹木を
採取し、ウィグルマッチング法で年代測定を試み紀元 425年から 440年の間という年代観を得た。
さらにグリ－ンランドの氷床から取り出したアイスコア中に TBJ起源の火山ガラスを発見し、火
山ガラスが含まれていたアイスコアの層位からイロパンゴ火山の大噴火の年代が紀元 431年± 2

年であると示した（Smith et al. 2020）。
この年代値ならば「列柱の神殿（B1-1d-III建造物）」の建設（紀元 431年）から B1-1d-VII建造

物の機能終了（紀元 589年）までの期間が 158年となり、その間 5回にわたる改築とするならば
ひとつの B1-1複合建造物の建設からその機能終了まで平均 31.6年、3回の改築とすれば平均 52.6 

年となり、イロパンゴ火山の大噴火を紀元 431年とする年代観はタスマル地区での発掘で得られ
た考古学データとも合致し妥当なものと言える。
紀元 431年に起こったイロパンゴ火山の大噴火により、そのカルデラから半径 40キロメートル
の範囲で甚大な被害を与え人が百数十年以上にわたり住めなくなる一方、それに隣接する地域で
は古代都市チャルチュアパの中心であったタスマル地区のように短期間で復旧したところも存在
した。そして、とても興味深いことは、こうした紀元 431年の大自然災害に関連して起きたであ
ろう歴史事象がマヤ南部地域において見いだせないことである。敷衍して言えば、大自然災害は
必ずしも社会の歴史的変化を誘発させるものではないのではなかろうか。

謝辞　本稿を執筆するにあたり、北村繁氏（新潟大学教授）には TBJ白色降下火山灰やその理
化学的年代測定法、年代値に関する知見や提案を頂いた。心からお礼申し上げる。

注

１） 本稿は筆者がスペイン語で執筆した “¿Continuidad o abandono?El centro ceremonial de Tazumal, El 

Salvador C.A. después de la erupción del Volcán Ilopango entre el Siglo V-VI d.C.”（エルサルバドル
技術大学付属人類学博物館紀要「Koot」第 10号に掲載）をもとに最新のデータを加えて日本語
で作成したものである。

２） イロパンゴ火山はその 4万年にわたる歴史のなかで 4回の噴火を起こし白色の火山灰を噴出して
いる。それらの火山活動のうち最も新しい時期の白色火山灰を「ティエラ・ブランカ・ホーベン
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（TBJ）」と呼称している（Kutterolf et al. 2008:15-17）。
３） グァテマラ高地のカミナルフユ遺跡からチャルチュアパ遺跡群を中心としたエルサルバドル西部

地域にまたがる、共通の土器形式をもつ土器文化圏で先古典期後期に属す（Demarest 1986: 

151,152）。
４） 古代都市チャルチュアパのはじまりは先古典期中期末頃、エル・トラピチェ地区 E3-1ピラミッ

ド神殿の建設に始まり、南北方向を都市の主軸線として都市域の中心を南へと拡大しカサブラン
カ地区に達する。ところが、古典期前期にはいる頃同古代都市の中心部はエル・トラピチェ－カ
サブランカ地区からタスマル地区へと移転し、都市の主軸線は東西方向へと変化する（柴田　
2020:134）。クスカチャパ沼は現在も満々と水を湛え、今でこそ涸れているセカ沼とともに古代
の住民に水を供給していたと考えられる。因みに、チャルチュアパ遺跡群での人の活動の痕跡は
紀元前 1200年にはじまり、クスカチャパ沼の北岸の発掘で先古典期前期に相当する初期土器が
見つかっている。ラス・ビクトリアス地区はオルメカの神官を彫刻した巨大な岩石が見つかった
地点で、その石彫以外には建造物も遺物の存在も報告されていない。ペニャテ地区は古典期終末
期、ヌエヴォ・タスマル地区、ガビラン地区、パンぺ地区は古典期後期から後古典期に属し、本
稿で扱うイロパンゴ火山の大噴火より数百年も後に形成されたことがこれまでの発掘調査でわ
かっている。

５） ジャガーヘッドは、先古典期後期（紀元前 400年から紀元 350年）に造られた丸彫りの彫刻で、
抽象化されたジャガーの顔が形象されている。エルサルバドルの西部地域で現在までに 50体以
上が見つかっており、その分布範囲はアパネカ山系とその周辺である。慣習上ジャガーヘッドと
呼ばれているが、近年生物学者の指摘からコウモリを形象しているのではという意見もある。

６） グァサパ・エンゴーベ・ラスパードは、古典期前期から同後期（紀元 350年から 950年）の指標
となる土器で、エルサルバドルの中部から西部地域に分布する。土器の表面にクリーム色の化粧
土を塗り、湿っている間にその上から複数の指先あるいはそれに類似する原体で曲線を描き文様
とする。特に壺形で表面全体に曲線文の描かれた土器形式は古典期前期に属す。

７） B1-1d-III建造物（列柱の神殿）の内部には別の 2基の建造物（B1-1d-I, II）の存在がボックスの
発掘調査で明らかになっている。当時の写真によれば、「列柱の神殿」の正面階段下に別の階段
があり、さらにその下にもう一つ別の階段が観察される。これら 3つの階段は同一の中央主軸線
に則って造られていることがわかる。蛇足になるが、B1-1d-IIの基壇上部の床は「列柱の神殿」
の床の約 45センチメートル下にあること、B1-1d-I, IIの基壇後方で傾斜壁と装飾モールディング
からなる建物の一部（おそらく B1-1d-III建造物の大基壇プラットフォームに相当）が我々の調
査で確認されているが、発掘範囲が非常に限られておりこれら建造物の全体像をつかむことはで
きていない。B1-1d-Iと IIの絶対年代については、東 7番通りの床 3より下方で採取した炭化物
試料の C14測定で出された紀元 4世紀後半の値が参考値となるだろう（柴田 2020:127, 134）。

８） B1-1複合建造物の B1-1d-IV建造物は B1-1d-III建造物の正面部分を左右に拡張し、2段の傾斜壁
を踏襲しつつも前建造物より高くなり、後方の大基壇プラットフォームと一体化したものとなっ
ている。B1-1d-Vと VIの両建造物は B1-1d-IV建造物の正面階段を拡幅したのみ。B1-1d-VII建造
物に至って傾斜壁が 3段となり、正面階段の幅もさらに広くなる（柴田 2020:129）。

９） B1-1d-Vと VIの両建造物は B1-1d-IV建造物の正面階段を拡幅したのみという点を考慮すれば、
B1-1d-III建造物から B1-1d-VII建造物までに大きな改築が 3回あったことになり、B1-1複合建造
物における改築が平均 17.6年ごとになる。

10） 放射性炭素年代測定において紀元 430年から 530年までの間は較正曲線が横ばいになるため（北
村、小田、山本　2007a:134, 143）、加速器質量分析法（AMS法）による、より正確な年代測定
法を用いても較正年代には大きな誤差が生じる。例えば、AMS法で現在から計算して 10年ほど
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の年代値誤差であっても、較正年代では 100年ほどの誤差となってしまう（Shibata et al. 

2010:838, Figura 3）。北村も指摘しているように、放射性炭素年代をより高精度に決定する手法
としてウィグルマッチング法など他の年代測定方法を試みる必要がある（北村、小田、山本　
2007a: 134; 2007b:57）。
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〈論　　文〉
2021年ペルー大統領・国会議員選挙

― カスティジョ急進左派政権登場の過程と「地方の叛乱」の行末 ―

中　沢　知　史＊

キーワード
  2021年ペルー大統領選挙、カスティジョ対フジモリ、急進左派政権、人間開発指数、
地方の叛乱

Resumen

El 28 de julio de 2021 en el Perú, el día que se celebra el bicentenario de la independencia 

del país, asumió como nuevo Presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. La 

victoria de Castillo en las elecciones presidenciales y parlamentarias realizadas en el 

primer semestre del mismo año, aunque con escasa ventaja frente a su rival Keiko 

Fujimori, fue una sorpresa. El izquierdista radical Castillo, profesor rural, de la región 

norteña Cajamarca, dirigente de una pequeña fracción del sindicato magisterial y miembro 

de las Rondas Campesinas de su territorio natal, era un candidato casi desapercibido tanto 

por los grandes medios de comunicación como por las redes sociales. No existe un 

precedente similar donde una persona de perfil bajo, cuyo origen no pertenece a la élite 

limeña, alcance el sillón presidencial. ¿Cómo llegó Castillo al poder? El presente artículo 

rastrea el surgimiento de un Presidente campesino, outsider y antiestablishment en el 

Perú, a través del resumen de los acontecimientos preelectorales （como el contexto 

socioeconómico, el impacto de la COVID-19 y la crisis política permanente desde 2016）, 
así como el análisis del proceso electoral y postelectoral. Presenta también, a modo de 

conclusión, unas perspectivas de futuro, cubriendo los sucesos posteriores al comienzo del 

nuevo gobierno y hasta la fecha de redacción （mediados de septiembre de 2021）.

＊　立命館大学嘱託講師・京都外国語大学ラテンアメリカ研究所客員研究員
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はじめに

2021年 7月 28日、独立から 200周年の節目を迎え、共和国として 3世紀目に入ったペルーで
新しい大統領が就任した。新大統領ペドロ・カスティジョ（Pedro Castillo Terrones）は同日国会
で行われた就任演説で、都市と農村の格差解消（「第二の農地改革」）、地方分権の推進、公教育へ
の支出増や天然資源開発への政府の積極的関与を通じた「大きな国家」化、そして現行憲法の破
棄と新憲法制定のための制憲議会（Asamblea Constituyente）招集等、急進左派的な変革を政策と
して掲げた（Presidencia de la República del Perú, “DISCURSO DE ASUNCIÓN...”, 2021年 7月 28

日）。スーツにネクタイでなく、アンデス風の刺繍を施したマオ・カラーを身にまとい、出身地の
北部カハマルカ州のシンボルである白いつば付帽子を被ったまま就任式に臨んだカスティジョの
演説は型破りであった。

カスティジョは政治家経験が全くないアウトサイダーとして 2021年総選挙に大統領候補として
突如登場し、対立候補ケイコ・フジモリ（Keiko Sofía Fujimori Higuchi）を僅差で破って大統領
の座についた。カスティジョは政界アウトサイダーであるだけでなく、非エリート層の出身であ
る。最貧州の一つに数えられるカハマルカの農家に生まれ、長く地元で教員をしていたロープロ
ファイルな人物である。このような経歴の人物がペルーの大統領に就いた例はない。前回 2016年
選挙では新自由主義路線を継続する右派に支持が集中したこと（清水 2017）に鑑みると、劇的な
転換である。

写真 1　国会で就任演説を行うカスティジョ大統領
出典：ペルー大統領府
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本稿は、2021年ペルー大統領選挙の過程を、「地方の叛乱」（subversión de provincias）という
観点から整理することでカスティジョ急進左派政権登場の背景に迫ろうとするものである。「地方
の叛乱」とは、大部の通史『ペルー共和国史（1821～ 1933）』で知られる歴史家ホルヘ・バサド
レ（Jorge Basadre）が 1931年の著作『ペルー：問題と可能性』（Perú: problema y posibilidad）の
なかで使った言葉である（Basadre 1987:202-223）。同著は、戦間期におけるレギア（Augusto B. 

Leguía）の独裁体制（1919～ 1930年）がアレキパの軍人サンチェス・セロ（Luis Sánchez 

Cerro）によって倒されるなど、緊迫した政治情勢を背景にして書かれた。バサドレはペルーに
おいて植民地期から連綿と続く、中央（リマ）に対する地方の反感を叙述し、時としてかかる反
感が反中央集権主義、反リマ中心主義のうねりとなって爆発する事象を指して「地方の叛乱」と
名付けたのである。
むろん、バサドレが描く前世紀と今日とでは情勢は異なる。しかし、ペルーでは 20世紀以降今
日に至るまで、リマを中心にその周辺と太平洋岸（コスタ）の一部に富が集中し、地方（特に山
岳部のシエラと東部のセルバ）は経済開発から取り残されるという不均衡な発展パターンが綿々
と踏襲されてきた（村上 2021a:53）。およそ 100年前、こうした構造への不満から反中央集権主義、
反リマ中心主義のうねりが地方から沸き起こり、さらに世界恐慌の影響が加わってペルーは大き
な危機を経験した。他方で今日のペルーは、「政党なき民主主義」といわれ、政党政治が崩壊する
いっぽうで、アルベルト・フジモリ（Alberto Fujimori）政権以降は概ね自由で公正な選挙を通じ
て民主的に指導者が選出され、交替する状態が維持されてきた（Tanaka 2005）。しかし、後述す
るように、2016年以降のペルー政治は極めて不安定化しており、コロナ禍の社会経済への影響も
加わって恒常的な危機状態にある（中沢 2021）。不均衡な発展パターンが根本から変化していな
いならば、かかる構造に対する不満、反発の動きも 1世紀前と似通ったものになるのではないか。
本稿は、以上の歴史的観点を導入して今回の総選挙を分析し、現代のペルーにおいて地方のダ
イナミズムが政治全体を動かす大きな要因になりつつあり、また 2020年代以降の政治を特徴づけ
る要素になっていく可能性を示すことを目的とする。まず、選挙前の状況を、社会経済的背景、
コロナ禍の影響、そして 2016年以降続く政治危機の観点から整理し、地方から新しいアクターが
登場し変化の予兆が現れたことを指摘する。次に、2021年選挙について、第一回投票、決選投票、
そして決選投票後選挙結果確定までに分け、カスティジョ勝利の過程を記述する。最後に、政権
発足直後の情勢を踏まえて若干の考察を行う。

1　2021年ペルー総選挙の背景

1.1　資源ブームと格差、不平等 

資源国ペルーでは、2020年のコロナ禍まで、ネオリベラリズムに基づく強い財政規律と安定し
た為替レート、そして一次産品輸出志向の経済運営によって持続的な成長が達成されてきた。特
に 21世紀初頭の約 10年間は世界的な資源ブームに乗じて好景気を迎え、貧困率、失業率の改善
に成功した。他方で、国内における不平等や格差問題はそのまま残り続けた。都市と農村の格差（磯
田 2021:32）は縮まらず、富はリマを中心とする太平洋岸地域の大都市に偏在している。
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表 1は、2019年に国連開発計画が発表したペルーの人間開発指数（HDI）を地域ごとに示し、
数値が高い順に並べたものである。数値が高いほど発展度合いが高いことを示す。首都が置かれ
るリマの市域が突出して高い値を示し、隣接するカヤオ、及び太平洋岸のコスタ各地がそれに続
く。これに対し、山岳部のシエラ、そして東部セルバ地域が下位に位置していることが明瞭であ
る 3）。この間の経済成長はマクロ指標を押し上げたものの、必ずしも公正な再分配に結びつかず、
国内の発展格差縮減に寄与しなかったのである。　
輸出経済の恩恵にあずかれない人々を数多く抱えたまま、ペルーは 2014年以降、資源ブーム終

焉とともに景気後退の局面に入る。おりしも SNSや動画サイトが急速に普及しつつあり、首都リ
マ内部の格差もまたより鮮明に可視化され、多くの人々が共有するようになった。リマでは、経

表 1　地域別 1）に見たペルーの人間開発指数 2）

名称 地域区分
登録
有権者数

平均寿命
（歳）

中等教育
修了率

（18歳時点）

就学年数
（25歳以上）

平均家庭
月収

（単位：ソル）

人間
開発
指数

リマ市 43区 リマ 7,558,581 80.37 75.86 10.71 1,492.97 0.7221

モケグア コスタ南部 148,367 76.09 73.86 9.84 1,315.9 0.6589

アレキパ コスタ南部 1,145,268 77.59 75.89 10.04 1,159.5 0.6425

カヤオ憲法特別市 リマ 824,496 78.09 73.14 9.96 1,162.5 0.6402

リマ地方部 リマ 764,063 75.70 70.04 9.33 1,181.53 0.6211

マドレ・デ・ディオス セルバ 116,513 74.51 63.95 8.81 1,262.7 0.6136

イカ コスタ南部 651,364 76.81 73.50 10.03 979.4 0.6000

タクナ コスタ南部 282,974 74.86 72.77 9.73 990.8 0.5900

トゥンベス コスタ北部 167,771 72.66 68.14 8.92 943.4 0.5552

ラ・リベルター コスタ北部 1,429,469 76.89 60.84 8.32 923.8 0.5482

ランバイェケ コスタ北部 977,656 77.58 69.25 8.50 785.6 0.5343

アンカシュ コスタ北部 886,265 74.93 63.24 8.02 807.8 0.5159

ピウラ コスタ北部 1,396,448 77.05 62.43 7.92 774.4 0.5130

クスコ シエラ南部 1,025,280 72.41 71.77 8.32 764.6 0.5121

フニン シエラ中部 982,556 72.94 67.30 8.63 757.3 0.5107

ウカヤリ セルバ 389,889 70.64 49.51 8.38 799.8 0.4835

ロレト セルバ 699,964 74.14 43.95 8.55 778.7 0.4834

サン・マルティン セルバ 636,330 71.04 52.72 7.25 841.0 0.4832

パスコ シエラ中部 200,682 73.13 67.81 8.29 639.5 0.4785

プーノ シエラ南部 922,016 74.12 73.84 7.76 580.8 0.4656

ワヌコ シエラ中部 586,411 72.52 57.84 7.03 664.3 0.4537

アヤクチョ シエラ南部 473,282 73.17 62.94 6.92 557.3 0.4327

カハマルカ シエラ北部 1,103,247 73.32 51.20 6.27 620.5 0.4251

アマソナス セルバ 306,186 68.95 45.48 6.47 669.5 0.4177

アプリマック シエラ南部 316,000 69.78 65.47 6.71 516.8 0.4109

ワンカベリカ シエラ南部 299,843 74.18 58.61 6.03 442.1 0.3838

出典：  国連開発計画（PNUD, “El reto de la igualdad…”）をもとに筆者作成。登録有権者数は全国選挙過程事
務所（ONPE）による。



2021年ペルー大統領・国会議員選挙

─ 43 ─

済成長に伴い中間層と下層の上の人々が厚みを増してきたが、2018年から 19年の間にこの傾向
は止まり、かわりに下層の中及び下層の下の割合が増加した（表 2）。 

1.2　コロナ禍の社会経済への影響
ペルーでは 2020年 3月初頭に最初の感染者が出て以降、累積の新型コロナウイルス感染関連死
者数が 19万 8,000人を超え（Our World in Data, “Peru: Coronavirus Pandemic Country Profile”）、
100万人当たり死者数が 5,000人と世界最悪の水準に達している。全国への感染拡大により、公的
な保健衛生制度へのアクセスが困難な地方、特にセルバの先住民がより大きな影響を被った（中
沢 2021:234-237）。
経済面の影響も深刻である。経済活動の大半がインフォーマルセクターであり、不安定な就業
が常態化しているペルーでは、全土ロックダウン、国内交通機関の完全停止等、初動段階で採ら
れた厳しい移動制限を伴うコロナ対策は甚大な影響をもたらした。2020年の GDP成長率はマイ
ナス 10パーセント超を記録した（CEPAL 2021:49）。また、リマを中心に 2017年から増大傾向を
示してきた貧困率はコロナ禍で一挙に 10ポイント近く増加して全体の約 3割を占める至り、10

年前の水準に戻ってしまった（表 3）。

1.3　危機に陥る中央政治、地方から登場する新しいアクター
コロナ禍の以前から山積してきた問題に政治はうまく対処できなかった。2016年から 2021年
までの 5年間、ペルー政界は諸勢力が対立を繰り返し、そのたびに国の機能がまひするという悪
循環に陥ってきた 4）。

表 2　ペルーの社会階層別世帯人口の割合（2019年）
リマ 前回調査比 都市部 前回調査比 ペルー全体 前回調査比

上層（A層） 4.4 ▽ -0.7 2.1 ▽ -0.3 1.6 ▽ -0.2

中間層（B層） 22.0 ▽ -0.8 13.8 ▲ +0.2 10.8 ▲ +0.3

下層の上（C層） 42.8 ▽ -1.4 35.1 ▲ +1.0 27.7 ▲ +1.0

下層の中（D層） 24.8 ▲ +0.4 29.4 ▽ -1.7 24.8 ▽ -2.0

下層の下（E層） 6.0 ▲ 0.5 19.6 ▲ +1.4 35.1 ▲ +0.9

出典：  ペルー市場調査企業協会（APEIM2020）。リマはリマ市 43区及びカヤオ憲法特別市を含む。前回調査
は 2018年。

表 3　ペルーにおける地域別貧困率の推移（2009～ 2020年）
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 前年比

全国 33.5 30.8 27.8 25.8 23.9 22.7 21.8 20.7 21.7 20.5 20.2 30.1 ▲＋ 9.9

リマ 16.1 15.8 15.6 14.5 12.8 11.8 11.0 11.0 13.3 13.1 14.2 27.5 ▲＋ 13.3

コスタ 20.7 19.8 17.8 16.5 15.7 14.3 13.8 12.8 14.4 13.5 13.8 25.9 ▲＋ 12.1

シエラ 48.9 45.2 41.5 38.5 34.7 33.8 32.5 31.7 31.6 30.4 29.3 37.4 ▲＋ 8.1

セルバ 47.1 39.8 35.2 32.5 31.2 30.4 28.9 27.4 28.6 26.5 25.8 31.0 ▲＋ 5.2

出典：国家統計院（INEI2021）　リマはリマ市 43区及びカヤオ憲法特別市を含む。
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2016年総選挙は、決選投票でペドロ・パブロ・クチンスキー（Pedro Pablo Kuczynski）がケイ
コ・フジモリを僅差で破って勝利したが、選挙の結果、国会では少数派の政府・与党と、国会で
絶対過半数を握る野党人民勢力党（Fuerza Popular）という「ねじれ」が生じた。おりしもブラ
ジル発の国際汚職捜査（「ラバ・ジャト」作戦）がペルーでも始まり、汚職疑惑が政敵を追い落と
すためのカードとして使われるようになった。クチンスキーは汚職疑惑で野党から追及を受け、
任期半ばで辞任した。
第一副大統領から昇格して政権を引き継いだビスカラ（Martín Vizcarra）は、やはり汚職追及
を政治カードとして反撃に出、フジモリ派及びフジモリ派と同盟して政府に敵対してきたアプラ
党（APRA）を追い詰めた。人民勢力党党首のケイコ・フジモリは過去の選挙キャンペーンにお
ける資金洗浄疑惑で逮捕・勾留され、またアプラ党のアラン・ガルシア（Alan García Pérez）は
汚職疑惑で司法の追及を受け、警察に逮捕される前に拳銃自殺した。

2018年に行われた統一地方選 5）では、対立を繰り返す既成政治勢力に対する懲罰的投票の傾向
が見られた。特に汚職のイメージがついたフジモリ派とアプラ党は有権者から強いノーを突き付
けられて大敗した。既成政治勢力が汚職疑惑で有権者に拒否されるなか、地方では中央政府と組
織的繋がりがない勢力が伸長した。かかる傾向は 2002年の地方分権化以降顕著となり（Levitsky 

2018:330）、政党を通じて地方を統制することを困難にしている。また、2018年の場合、中央政府
に敵対的な候補が相次いで当選した。現与党の自由ペルー党（Perú Libre）を率いるフニン州の
ブラディミル・セロン（Vladimir Cerrón）をはじめ、プーノ、アレキパ、モケグア、タクナなど
で当選した首長たちは、当選後、地元の鉱山開発と環境問題を巡る社会紛争や、地方に流入する
ベネズエラ避難民問題などに中央政府が有効に対処できていない点を突き、人々の不満と不信を
あおりつつ中央政府への挑戦を繰り返してきた。

1.4　恒常化する政治危機と変化の予兆
2019年 9月、ビスカラは国会が度重ね政府の汚職対策を妨害し不信任の姿勢を示してきたこと
を理由に国会を解散した。国会解散に伴い、2020年 1月に臨時の国会議員選挙が実施された。こ
こでも、前述の統一地方選と同様、人民勢力党とアプラ党の勢力後退が著しかった。かわりに地
方を基盤とする宗教政党「ペルー農業人民戦線」（FREPAP）や、民族主義を掲げ南部で武装叛乱
を企図したアンタウロ・ウマラ（Antauro Humala）を支持する「ペルーのための団結」（UPP）
が議席を獲得した（図 2）。リマの中央政界とは無縁だった地方勢力が国会で一定の存在感を示す
ようになったのである。また、臨時国会議員選挙では、議席を獲得した政党が 2016年時点から 3

つ増えて 9政党となり、政治勢力が分裂し小党分立化していることが確かめられた。
国会解散の甲斐なく、新しい国会も政府との対立を選んだ。2020年 11月、国会はコロナ対策

と汚職疑惑で疲弊したビスカラを道徳的に不適格であるとして罷免、規定に則り国会議長を暫定
大統領に据える。しかし、国民はこれを国会によるクーデターと受け止めて強い拒絶を示した。
全国規模で抗議活動が発生し、デモを行っていた若者の中から死者が出るまでに至った。暫定大
統領は僅か数日で辞任し、国会議員の中から代わりの人物が暫定大統領に選出されるまでの 1週
間、権力に大きな空白が生じた。
新たに暫定大統領に選出されたフランシスコ・サガスティ（Francisco Sagasti）は、喫緊の課

題である国民への新型コロナウイルス向けワクチン接種計画に取り組みつつ、街頭での抗議活動
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を担った若者たち（自ら「200周年世代」（generación bicentenario）と名乗る若い世代）を繰り
返し称えるなどして和解を演出した。これら若者たちは、国会への抗議活動を行いつつ、現行の
1993年憲法の破棄と新憲法制定を求めていた（Áviles, Washington Post, 2020年 11月 17日）6）。
また、サガスティ暫定政権下で、農業労働者による抗議活動を契機に農業振興法（ley de 

promoción agraria）が廃止され、労働条件の改善などを含んだ新たな関連法を制定することが決
まった。同法は、アルベルト・フジモリ政権期に制定され、ネオリベラルな輸出振興策の根拠となっ
てきた法律であった。選挙戦に入る直前に起きたこうした出来事は、何らかの「変化」が避けら
れないことを示す予兆だった。

2　第 1回投票（4月 11日）の過程

2.1　有力候補者不在の選挙戦
今回の総選挙には、選挙裁判所（JNE）に政党登録をしている 24政党のうち、18政党が大統

領候補を立てた。事前の投票意向調査では、棄権、白票、無効票、そして「分からない」の回答
が多く、いずれの候補も 20パーセント超の支持を得ることすらごく稀で、有力候補者不在の状況
は最後まで変わらなかった。
極度に小党分立化した諸勢力がビリヤードの玉のようにぶつかり合い、各種世論調査における
候補者の人気順位も目まぐるしく入れ替わるなか、決選投票に残る可能性がある候補が 5、6名に
絞られてきたのは 4月初旬、投票日の 10日ほど前になってからであった。まず、現行のネオリベ
ラル体制からの「変化」を掲げる左派系の候補は人民行動党（AP）のジョニー・レスカノ（Yonhy 

Lescano）と「ペルーのために共に」党（JPP）のベロニカ・メンドーサ（Verónika Mendoza）で
あった。レスカノ（プーノ州出身）とメンドーサ（クスコ州出身）はともにシエラ南部に地盤が
あり、ライバル関係にある。2016年に次いで 2度目の大統領選挙への挑戦となるメンドーサは、
先行する穏健派のレスカノの地盤を揺さぶり、新憲法制定賛成、現状変革の立場へと一部の有権
者を導いた。メンドーサは、数少ない女性候補であり、フランスで学位を取得したインテリ系の
フェミニストとして人工中絶および同性婚の合法化を公約していた（磯田 2021:36）ため、危機感
を抱いた右派・保守派から執拗なネガティブキャンペーンを受け、前回立候補時を上回る支持を
得られなかった。
右派は、レスカノやメンドーサをキューバ、ベネズエラシンパの共産主義者として攻撃しつつ、
ネオリベラル体制の恩恵を強調して「現状維持」を訴えた。先行したのは人民刷新党（RP）のラ
ファエル・ロペス・アリアガ（Rafael López Aliaga）であった。ロペス・アリアガは「ペルーのボ
ルソナロ」を自称する企業家で（RPP, 2020年 1月 12日）、生殖医療や性教育等に対する姿勢の
面で最保守に位置し、特にリマの富裕層やカトリック・福音派の保守層の間で人気を博した。し
かし、本業のビジネスで汚職に関与した疑いが生じ（Ángel Páez, La República, 2021年 3月 29日）、
人権軽視ともとれる様々な発言と相まって終盤失速した。入れ替わりに伸びてきたのが前進する
ペルー党（Avanza País）のエルナンド・デ・ソト（Hernando De Soto）である。『もう一つの道』（El 

otro sendero）の著者でフジモリ政権初期に政府に参加した経済学者として著名なデ・ソトは、ロ
ペス・アリアガの票を奪いつつ、右派支持層だけでなく、穏健な中道層をも取り込んだ。他方で、
デ・ソトは、かつてのスペイン人コンキスタドールのデ・ソトと同姓同名であることがその尊大
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な態度と結び付けられ、リマの中上層、インテリ層以外には支持を広げられなかった。

2.2　第 1回投票結果
ペドロ・カスティジョ 1位、ケイコ・フジモリ 2位。インターネット上に流出した非公開の模
擬投票結果により、このような予想外の結果となる見通しが得られたのは投票日の前日のことで
あった。両者は投票日数日前になって伸びてきた候補であり、特にカスティジョへの支持増加が
著しかった。

4月 11日の投票結果はカスティジョが有効票の 18.9パーセント得票で 1位、フジモリが 13.4パー
セント得票で 2位、いずれの候補も有効票の過半数を超えなかったことから、上位 2名のカスティ
ジョとフジモリの間で決選投票が行われることとなった。以下、得票率順にロペス・アリアガ
11.8パーセント、デ・ソト 11.6パーセント、レスカノ 9.1パーセント、メンドーサ 7.9パーセン
トと続く。同時に行われた国会議員選挙で議席を獲得したのは計 10政党で、直近の 2020年臨時
国会議員選挙からの分極化傾向が続いた（図 1,2,3）。全体として、候補者への支持が非常に低調
であり、白票（8.7パーセント）、無効票（4.4パーセント）、そして棄権（30.0パーセント）の多
さが目立った。コロナ禍のなかの選挙ということもあり、投票率は 70.0パーセントと前回 2016

年時（81.8パーセント）から 10ポイント超下がった。
1990年選挙で「ツナミ」と評されたアルベルト・フジモリの劇的な勝利になぞらえられるカス
ティジョの躍進はいかにして起きたのか。前述のとおり、左派系は最初レスカノが牽引し、メン
ドーサがより左の方へと有権者を導いたものの、メンドーサがネガティブキャンペーンの標的と
なったことで、左派票は行き場を失った。ここに、メンドーサを日和見と批判していた泡沫候補で、
最左派に位置するカスティジョ（Hernández, Trome.pe, 2021年 4月 7日）が代替の選択肢として
選挙戦最終盤になって浮上したと推測される。

図 1　2016年総選挙時の国会議席構成
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フジモリは当初、ロペス・アリアガやデ・ソトら居並ぶ右派系の候補の陰に隠れて目立たなかっ
た。フジモリ派はこの 5年間、政争に明け暮れ、党首であるケイコ・フジモリ本人の逮捕・勾留
を経験して有権者からの支持を著しく落とした。2021年選挙におけるフジモリの戦術は、勢力を
結集し、中道右派の既成政党として国会議席を維持することだった（村上 2021a:54）。フジモリは、

図 2　2020年臨時国会議員選挙時の国会議席構成

図 3　2021年総選挙時の国会議席構成
図 1,2,3出典：ペルー全国選挙過程事務所（ONPE）のデータをもとに筆者作成。

凡例：AP（人民行動党）、APP（ペルーの進歩のための同盟）、APRA（アプラ党）、AVP（前進するペルー党）、
FA（拡大戦線）、FP（人民勢力党）、FREPAP（ペルー農業人民戦線）、JPP（ペルーのために共に）、PL（自
由ペルー党）、PM（紫の党）、PP（ポデモス・ペルー）、PPK（変革のためのペルー国民）、RP（人民刷新党）、
SP（ソモス・ペルー）、UPP（ペルーのための団結）
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当初から大統領を目指す意図はなかったものの、ロペス・アリアガとデ・ソトの失速でやはり行
き場を失った右派の支持を得、加えて旧来のフジモリ派支持者（後述）の後押しがあったことで
僅かながらこれら 2候補を上回り、2位に浮上することができたと推測される。

3　決選投票の構図：カスティジョ陣営

決選投票に進むまで、カスティジョは全くの泡沫候補と見なされており、報道からはほとんど
無視されてきた。今や政治コミュニケーションに欠かせない存在となったソーシャルメディアに
も当初カスティジョの姿は現れなかった。カスティジョが自身のツイッターアカウントを開設し
たのは 2021年 2月 16日のことである。報道が全くのノーマークであったため、選挙キャンペー
ン中、どこで何をしていたのかも判然としない。
カスティジョとは誰か。第 1回投票が終わったのち、国内外のさまざまなメディアがこぞって

カスティジョに接触し、断片的ながらカスティジョの人となりを明らかにしてきた。これら報道 7）

を利用し、現在までに分かっている範囲でカスティジョの人物像と政治的背景、掲げる政策を描
き出してみよう。

3.1　カスティジョの人物像と政治的背景
ペドロ・カスティジョは 1969年、北部カハマルカ州タカバンバ（Tacabamba）郡プニャ（Puña）
の農村で三男として生まれた。両親はスペイン語の読み書きがほとんどできず、また 1969年の農
地改革までは土地なし農民で、地元のアシエンダで働いていた。両親は子の学費を工面できず、
カスティジョは実家の畑仕事やセルバ地域のコーヒー農家への出稼ぎをしながら苦学して中等教
育を修了した。さらに高等教育の学資を得るために首都のリマに出てきたカスティジョは、アイ
ス売り、新聞販売、ホテルのトイレ掃除人などを転々とした。教員資格を得たカスティジョは
1995年から地元プニャで小学校教師になり現在に至る。カスティジョは熱心な教員組合の活動家
であり、また地元農民自警団（Rondas Campesinas／ロンダス）8）のメンバー（rondero）として
も活動した。
政治経験が全くないカスティジョ 9）が全国的に知られるようになったのは、2017年の教員組合
によるストライキ・抗議活動の時 10）である。教員評価制度の廃止や給与の即時アップなどを要求
してクスコ州で教員組合（SUTEP）の支部が始めたスト・抗議活動は全国に広がり、学校教育は
まひした。これに対し政府は、クチンスキー大統領が大統領府で直接、組合と対話し、漸次の予
定であった給与アップを前倒しで実施するなど大幅に譲歩したが、スト・抗議活動はその後も続
いた。この時、SUTEPの分派を率いて最後までリマ市中心部で抗議活動を行ったのがカスティジョ
であった。SUTEPはペルー共産党「赤い祖国」派（Patria Roja）の影響が強く、カスティジョら
の分派は組合内主流の「赤い祖国」派を日和見として激しく攻撃していたことから、背後に「赤
い祖国」派と敵対する「恩赦と基本的権利のための運動」（MOVADEF）の存在が取りざたされた。
MOVADEFはセンデロ・ルミノソの指導者アビマエル・グスマン（2021年 9月 11日獄中で死去）
の恩赦を要求しているため、内務省によってセンデロの合法政治部門と見なされている。経歴上、
カスティジョがセンデロと近しい関係にあるとは考えづらい 11）ものの、こうした背景から、現在
に至るまで、カスティジョは常に敵対勢力から「テロリストシンパ」と名指され続けることになる。
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3.2　カスティジョの政治信条と政策
カスティジョの政治的信条は単純である。若い頃からペルー各地を渡り歩き、ペルーの豊かな
資源が国外に持ち出されるいっぽうで、路上には栄養状態が悪く健康を害した裸足の子どもが溢
れている様子を見聞きしてきた。資源ブームでペルー経済が成長しているというニュースはよく
耳にしたが、自身が教える生徒にはいっこうに何の恩恵もない。カスティジョは、目の前の不公
正への怒りから、国のあり方を根本から変えたいと望むようになった。2020年のコロナ禍で学校
が閉鎖され、国からはオンライン授業に切り替えるよう指示されたものの、生徒に配られるはず
だったタブレット型パソコンは結局届かなかった。この出来事が最後の一押しになり、大統領選
挙に立候補することを決意したという。
カスティジョには自前の政党がない。カスティジョは自由ペルー党から大統領選挙に立候補し
たが、同党は前述したブラディミル・セロンが創設した政党で、カスティジョはいわば客員
（invitado）の立場である。もともと自由ペルー党はセロンを大統領候補とする予定であった。し
かしセロンはフニン州知事時代に汚職に関与した容疑で有罪判決を受けた（El Comercio, 2019年
8月 5日）ため、公職選挙に立候補できなくなった。そこで白羽の矢が立ったのがカスティジョだっ
たのである。
カスティジョと自由ペルー党の掲げる政策はどのようなものか。自由ペルー党のマニフェスト

（Partido Político Perú Libre, “Plan de gobieno…”）には、喫緊の課題である新型コロナウイルス禍
対策とワクチン接種計画のほか、農業振興を目的とする第二の農地改革、現行の 1993年憲法の破
棄と制憲議会の招集による新憲法の制定、教育・保健衛生関連予算の大幅増、ガス・鉱山等天然
資源開発に関わる外国企業との税・ロイヤルティ契約見直しなどの急進的な改革メニューが並ぶ。

3.3　カスティジョ陣営に対する支持・不支持の様相
カスティジョと自由ペルー党は、上記のように急進的な政策を掲げ、第 1回投票において、人
間開発指数の点で恵まれない地域で支持された。特に、鉱山が集中し、農村部に多くの貧困人口
を有するシエラ南部からの期待は高く、ワンカベリカ、アプリマック、アヤクチョ、プーノでは
50パーセント前後得票した。後述するフジモリの得票動向と著しい対照を成している。また、カ
スティジョの出身母体である教員組合と、教員組合内主流の「赤い祖国」派は、組織としてカスティ
ジョを積極的に支持したわけではないものの、待遇改善への期待から、少なくない数の教員がカ
スティジョを支持したと推測される。さらにカスティジョは、ペルーにおける左派政権成立に期
待感を示す国内外の左派政治家からの支持を取り付けた 12）。
他方で、カスティジョと自由ペルー党に対しては、「人権面で保守的、家父長的であり、またゼ

ノフォビア（外国人憎悪）である」との批判が絶えない。マニフェストには、ジェンダー平等や
人工妊娠中絶、同性婚等のテーマに言及がなく、カスティジョも公の場でこうしたテーマを扱わ
ない。カスティジョが敬 なカトリック、配偶者のリリア・パレデス（Lilia Paredes）が福音派で、
ともに家族の価値を非常に重んじていることと関係していよう。また、党首セロンの地元である
フニン州都ワンカヨ（Huancayo）市では、自由ペルー党所属の市長が地方に流入するベネズエラ
避難民の排除を公言して強い非難に晒されるという事件（中沢 2020b:50）が発生している。

4月 11日前に左派全般に対して行われていたネガティブキャンペーンは、決選投票の段になっ
てカスティジョと自由ペルー党に的を絞る。前述した「カスティジョはテロリストシンパである」
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という攻撃に加え、「カスティジョが大統領になるとペルーは共産主義の国になり、私有財産制が
否定され産業国有化と外資排除が起きる」といったネガティブキャンペーンがマスメディア、
SNSを問わず大々的に行われた。こうして、6月 6日までの 2か月近くのあいだ、カスティジョ
への支持は 50パーセントをやや上回る程度で止まり、そこから徐々に下落してフジモリとの差が
縮まっていった。

4　決選投票の構図：フジモリ陣営

ケイコ・フジモリが大統領選挙で決選投票に進むのは 2011年、2016年に続いて今回が 3度目
である。フジモリの政治経歴はおよそ 15年にわたり、父親のアルベルト・フジモリ時代を含める
と、フジモリ派はおよそ 30年にわたり政治勢力として存在し続けている。この間、フジモリ派の
体質やペルー政治における立場は変化しており、今回の選挙戦ではフジモリ派の変質が鮮明と
なった。以下では、ケイコ・フジモリの政治経歴を振り返りつつ、2021年総選挙の構図の中にフ
ジモリ派を位置づけたうえで、選挙戦の展開を記述する。

4.1　アルベルトからケイコへ
元大統領アルベルト・フジモリの長女であるケイコは、父に代わってフジモリ派を引き継ぎ、

2006年選挙で国会議員に当選したことを皮切りに政界に進出、2011年大統領選挙に「フエルサ
2011」を率いて立候補し、オジャンタ・ウマラ（Ollanta Humala）との決選投票で敗北した。
2011年当時ケイコ・フジモリを支持した人々は、社会階層面で下層の人々が多く、また地域別で
は首都リマよりも地方で多かった。こうした人々は、アルベルト・フジモリ政権時代の記憶に基
づき、同政権の執政に対する感謝の念から従来フジモリ派を支持してきた人々である（Murakami 

y Barrenechea 2011:75）。
2011年選挙での敗北を転機として、ケイコは父アルベルトと距離を置き、フジモリ派につきま
とう独裁、権威主義といった負のイメージの払しょくに努める。全国を遊説して人材をリクルー
トしつつ、リマ首都圏を中心とする都市部及び北部の経済的に豊かな層からも支持を獲得しよう
とした。2016年選挙では、旧来のフジモリ派支持層を超えて広範な支持を得、最多得票で決選投
票に進むも、クチンスキーに逆転され僅差で敗北した。

2021年、フジモリ派の変質はより鮮明となる。第 1回投票でフジモリは、リマ市ではデ・ソト、
ロペス・アリアガに次いで 3位に終わったものの、トゥンベス（37.0パーセント）、ピウラ（24.8

パーセント）、ランバイェケ（21.4パーセント）、リマ地方部（20.7パーセント）など太平洋岸の
地域で最多得票となった。いずれもアルベルト・フジモリ政権が始めた輸出志向の経済政策で恩
恵を受け、相対的に人間開発指数で上位に位置する地域である。このように、20世紀末にアウト
サイダー、反エスタブリッシュメントとして登場したフジモリ派は、二代目のケイコの時代になっ
て既成政治勢力化の傾向を強め、現状維持を望む人々の利害を代表するようになったのである。

4.2　エスタブリッシュメントからの支持と選挙戦術
アウトサイダーとして突如 2021年選挙戦に登場したカスティジョは、1990年選挙当時のアル
ベルト・フジモリが体現していた反エスタブリッシュメントの立ち位置にあった。これに対しケ
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イコ・フジモリは、90年選挙当時のバルガス＝ジョサと同じ立ち位置でカスティジョと大統領の
座を争うことになった。カスティジョとの一騎打ちとなったフジモリをいち早く支持したのが他
ならぬバルガス＝ジョサであったことは象徴的である。バルガス＝ジョサは、カスティジョが大
統領になればペルーが共産化し、果てはクーデターを招来しかねないとしてペルーの有権者に対
し、フジモリに投票するよう呼びかける論陣を張った（El Comercio, 2021年 4月 18日）。反フジ
モリ派言論人の中心的存在であったバルガス＝ジョサの転向は国際的にも注目された。バルガス
＝ジョサに続き、右派・保守派を中心に既成勢力はこぞってフジモリ支持を打ち出し、また、大
企業をスポンサーとするテレビ、新聞、ラジオがはっきりとフジモリに肩入れした。
追う立場のフジモリ側は、棄権や白票でなく、意図して自分に投票してくれるよう有権者を説
得しなければならなかった。最初の決選投票候補者討論会をカスティジョの地元カハマルカで行
うという相手方の提案を受け入れ、いわばアウェイの地へと乗り込んだ。また、コスタ南部の大
票田であり、バルガス＝ジョサの地元でもあるアレキパで再度カスティジョとの討論会を行い、
カスティジョから南部の票を奪い返そうと試みた。さらに、同地でベネズエラの野党指導者レオ
ポルド・ロペス（Leopoldo López）らを招いた集会を開催し、自ら「共産主義の脅威からペルー
の民主主義を守る」旗手であると内外にアピールした。
加えてフジモリ陣営は、第 1回投票でカスティジョに入ったシエラ及び貧困層の票を獲得すべ

く、決選投票キャンペーンの段になって新たにさまざまな公約を打ち出した。すなわち、新型コ
ロナウイルス禍で親族を失った家庭への 1万ソーレス（約 2300米ドル）の支給（El Comercio, 

2021年 5月 4日）、65歳以上への年金の支給額倍増、カノン税 13）
40％の鉱業、ガス等の操業地域

住民への直接還付などの政策などである（García Arrunátegui, RPP, 2021年 5月 17日）。特に最後
のカノン税直接還付は、シエラ南部に集中する大規模鉱山やガス田が操業中の自治体住民に莫大
な金額が渡ることになるため、カスティジョが圧倒的に優位なシエラ南部の選挙区でケイコが逆
転する切り札として大きく宣伝された。
エスタブリッシュメントからの全面的な支持を得たフジモリはカスティジョを追い上げ、投票
日 1週間前には世論調査で僅かながら逆転の結果が出るようになる。

5　決選投票の結果とその後の動き

5.1　選挙結果概要　
6月 6日に行われた決選投票では、在外を含む全ての選挙区で投票率が上昇し、全体の投票率
は 74.6パーセントだった。第 1回投票（70.0パーセント）よりも 4.6ポイント上昇したものの、
棄権が全体の 4分の 1と依然として高い割合を占めた。また、選挙区ごとの投票動向では、第 1

回投票と同様、カスティジョがシエラと南部を押さえ、フジモリがリマとその周辺部及びコスタ、
そしてセルバで勝利する傾向が踏襲され、双方の得票率が逆転した州は存在しなかった（図 4）。
北部では、太平洋岸のトゥンベス、ピウラ、ランバイェケ、ラ・リベルターでフジモリが勝利
したのに対し、カハマルカと、隣接するアマソナスではカスティジョが勝利した。カハマルカは
カスティジョの地元であり、カハマルカを発祥の地とするロンダスからの組織的支持があったと
推測される。また両選挙区は人間開発指数の面で最も恵まれない、貧しい地域であることから、「変
化」を訴えるカスティジョに支持が集まったと想定できる。



中沢　知史

─ 52 ─

他方で、南部では、人間開発指数の面で上位に位置するアレキパ、モケグア、タクナでカスティ
ジョが勝利した。アレキパとモケグアは、ティア・マリア（Tía María）、ケジャベコ（Quellaveco）
等の鉱業開発で多額の資金が流入するいっぽうで、環境破壊を巡ってしばしば社会紛争が発生し
ている。政府が資源開発事業により強く関与することを掲げるカスティジョに対し、紛争解決へ
の期待が集まった結果であろう。そして、最南端のタクナでは、プーノ出身でアイマラ系の反体
制知事フアン・トンコニ（Juan Tonconi Quispe）がカスティジョを支持し、地元の票を固めたこ

図 4　  決選投票における地域別の勝敗地図
塗りつぶしがカスティジョが勝利した州、無地がフジモリが勝利した州を示す。
出典：ONPEの集計結果から筆者作成。
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と（Grompone y Peña Jimenez 2021:135-136）が勝因として挙げられる。
投票終了直後の出口調査（boca de urna）ではフジモリが僅かに優勢であったが、当日深夜の
開票速報（conteo rápido）ではカスティジョが逆転した。両者の差は 1パーセント未満であった
ことから、勝敗の宣言は行わず、全国選挙過程事務所（ONPE）による公式の集計結果を待つこ
とになった。集計結果は、ONPEの本部があるリマに近い投票所のものが先に発表され、交通不
便な地方ほど発表は遅くなる。時間が経つにつれ、シエラを中心に地方票を押さえるカスティジョ
の優位が確実になっていった。
各地の投票所から送付された開票・集計結果証書（acta・以下「証書」）を ONPEが整理し、イ
ンターネット上での公表を終えたのは投票日から 9日後の 6月 15日、全国選挙裁判所（JNE）が
最終選挙結果を発表したのは 7月 19日のことであった。登録有権者数 2528万 7954人、有効票
1762万 8497票、うちカスティジョの得票は 883万 6380票で有効票の 50.126パーセント獲得、フ
ジモリの得票は 879万 2117票で 49.874パーセント、僅か 4万 4263票差でカスティジョが勝利した。

5.2　「不正選挙」の訴えとフジモリの敗因
カスティジョ勝利が正式に決定するまで 40日超を要したのは、主としてフジモリ陣営から、選
挙で組織的に「不正」（fraude）が行われたとの訴えが JNEに対して起こされたためである。
フジモリ陣営は、シエラ地域、特にアイマラ系住民が多いプーノ州で不自然に票が偏っている
として（カスティジョが 89.256パーセント、フジモリが 10.744パーセントの得票）、投票所で投
票立会人（personero）によって集計結果が操作されたと主張し、「不正」が行われた投票所の証
書を無効とするよう、JNEに対し訴えを起こした（Gestión, 2021年 6月 9日）。JNEはかかる訴
えを退け、組織的な「不正」があったとは認められなかった 14）。しかしフジモリは最終選挙結果
が発表されても「不正」説にこだわり、公的にカスティジョを大統領であると認めたのは就任式
後のことであった（Correo, 2021年 8月 23日）。プーノに隣接するアレキパで人目を引く集会を
行い、またカノン税の一部を地域住民に直接還付する計画を発表するなどしてシエラの票を獲得
しようとしたが、逆に強く拒絶される結果に終わったことへの反省の言は聞かれなかった。
また右派・保守派は、地方の先住民系有権者による「不正」説を利用し選挙結果を否認する言
説を流布し続けた。これに対し、票を操作したと名指しで攻撃されたプーノほか地方の有権者か
ら、自分たちの票を無きものにしようとする露骨な差別であるとして強い怒りの声が上がった（La 

República, 2021年 6月 9日）。ペルーでは独立以降、1980年に至るまで非識字者（先住民が多い
農村の人々とほぼ同義）の選挙権が認められなかった歴史的経緯がある。有権者の怒りは、識字
要件撤廃後の現在においても人種主義、植民地性に基づく政治参加からの排除が行われているこ
とに向けられたのである。
フジモリ陣営及び右派・保守派は、地方で「不正」が行われたために勝利が奪われたとの立場
を一貫してとった。他方で、首都圏におけるフジモリとカスティジョの得票分布はどのようなも
のだったか。
フジモリは、最大の都市部であるリマ市 43区及びカヤオ 7区で構成される首都圏の全てでカス

ティジョに勝利している。フジモリの首都圏における平均得票率は 68.758パーセントで、最富裕
層が集中する区では 9割近く得票している。ただし、前述したとおりリマ首都圏は内部格差が大
きく、かかる格差が両候補の得票動向に反映している。すなわち 50区それぞれの両候補の得票率
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と人間開発指数の関係を見ると、居住区の人間開発指数が高い数値になればなるほどフジモリが
選好され、逆に人間開発指数が低くなるとカスティジョを選好する割合が多くなる傾向が見られ
た（図 5及び図 6）。全体として、首都圏でカスティジョと自由ペルー党が歓迎されていない傾向
は変わらないものの、フジモリへの支持が中上層に偏りがちであることが分かる。リマの有権者
のおよそ 3割はフジモリに投票しなかったのである。

図 5　リマ首都圏各区におけるフジモリの得票率（パーセント）と人間開発指数（HDI）の関係
出典　ONPEの集計結果及び国連開発計画（PNUD, “El reto de la igualdad…”）をもとに筆者作成。
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おわりに

本稿では、「地方の叛乱」という視点から、カスティジョ急進左派政権成立の背景を明らかにし
てきた。すなわちカスティジョ政権とは、選出過程にさまざまな偶然の要素を含みつつ、20世紀
以降の不均衡な発展パターンを構造的要因として、コロナ禍で表面化し深刻化した貧困や格差、
中央政府における恒常的な政治対立、人種主義や植民地性といった複合的な要素がもたらした危
機に対する反発の結果であった。危機は大きな変革の契機でもあるとするならば、ペルーは目下
変化の途上にあると推測される。
これまで述べてきたように、2021年ペルー総選挙の過程は、数多くの波乱を含み、その余波は
カスティジョ就任からおよそ 1か月半が経過した本稿執筆時点（2021年 9月中旬）でも続いている。
大胆な変革を掲げて大統領に就任し、数多くの地方出身者を閣僚など重要ポストに登用したカス
ティジョは、野党勢力、大手メディア、財界など、リマを中心とするエスタブリッシュメントか
ら早くも強い反発を受けている。新政権発足の祝賀ムードはほとんどなく、いわゆる「ハネムー
ン期間」もカスティジョにはない。
国のあり方を変えたいと望んで大統領になったカスティジョは、5年の任期のうちにいかなる

「変化」をペルーにもたらすのか。実現すれば最も重要な改革となる新憲法制定はまだアイデアの
域を出ていない。大きな改革の実行には国会の支持が必要だが、与党である自由ペルー党は国会
で計 130議席中の 37議席を占めるに過ぎない。野党勢力の中には、 あらばカスティジョを弾劾
し罷免しようと目論む強硬派も存在する。さらに、カスティジョには教員層とロンダス以外に組

図 6　  リマ首都圏各区におけるカスティジョの得票率（パーセント）と人間開発指数（HDI）の
関係

出典　ONPEの集計結果及び国連開発計画（PNUD, “El reto de la igualdad…”）をもとに筆者作成。
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織的基盤がない。決選投票で過半数得票したとはいえ、第 1回投票時の 2割弱という得票率が国
民からの支持の実態なのである。「地方の叛乱」はカスティジョを大統領に押し上げたが、実際は
さまざまな利害関係を有する雑多なアクターの集合体であり、こうしたアクターたちが政権を支
持し続ける保証はない。「変化」が利益をもたらすと大多数の国民を説得しなければならないのは
言うまでもない。
前世紀、レギアの政府がクーデターで倒れ、アヤ・デ・ラ・トーレやマリアテギが寡頭支配打
倒の狼煙を上げ、武装叛乱や暗殺が横行するなど騒然とした政情のなか、1931年の男子普通選挙
へ向けた選挙制度改革に携わったバサドレは、反中央集権主義、反リマ中心主義の運動は、経済
社会問題の解決と社会正義を伴わなければ無利益であると断じた（Basadre 1987:217-220）。21世
紀に「地方の叛乱」を担って政権に就いたカスティジョ新政権には、コロナ禍のなかでまさに経
済社会問題の解決（経済回復と貧困・失業対策）と社会正義（格差と不平等、人種主義や植民地
性による差別の是正）を同時に達成することが求められる。独立 300年に向かって歩み始めたペ
ルーの課題は重い。

（2021年 9月 15日脱稿）

謝辞：本稿執筆にあたり、村上勇介（京都大学）、カルロス・メレンデス（Carlos Meléndez/チリ・
ディエゴ・ポルタレス大学）から資料提供など協力を得た。また、2名の匿名査読者から重要な
示唆を賜った。記して感謝申し上げます。

注

１） 首都であるリマ（リマ市 43区及び隣接するカヤオ憲法特別市）、太平洋岸のコスタ（北部、中部、
南部に分割）、山岳地帯のシエラ（北部、中部、南部に分割）、そして熱帯雨林が広がる東部セル
バの 4区分。

２） 人間開発指数（Human Development Index）は、国の発展度合いを測る指標として用いられ、保
健衛生、教育程度及び所得の 3側面から測定される。

３） 例外はマドレ・デ・ディオス州であるが、同州では平均家庭月収が高い値を示すのに対し、平均
寿命及び教育程度の値が低い。これは、同地域において大々的に行われている違法な森林伐採、
金採掘及び麻薬取引による資金が流通していることと関連があると推定される。

４） 以下、本項及び次項の記述にあたっては、中沢（2020a、2020b、2021）及び村上（2018）を参照。
５） ペルーでは、5年に一度の大統領・国会議員選挙とは別途、4年に一度の統一地方選によって州

知事以下地方自治体の長が選出される。
６） 「200周年世代」の活動は SNSを通じて広く知られ、特に有権者の 3割近くを占める 30歳未満

の世代（JNE 2021:12）に対し、新憲法賛成への世論を喚起したであろうことは容易に推定できる。
ただし、2021年の選挙キャンペーン中、これら若者が大規模なデモを組織し活動したわけでは
なく、若年者が層として新憲法制定を目指すカスティジョを支持したかは定かではない。

７） 以下、カスティジョのプロフィールについては、Briceño, Associated Press, 2021年 4月 19日 ; 

EFE, 2021年 6月 5日 ; El Búho.pe, 2020年 10月 29日 ; Jacobinmag.com, 2021年 6月 24日を参照。
８） 農民自警団（Rondas Campesinas／ロンダス）は 1970年代の半ばにカハマルカ州の農民が結成
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した組織である。当時カハマルカでは、警察、司法が機能せず、家畜泥棒など窃盗が深刻な問題
になっていたため、農民たちが自発的に夜警を組織したこと（Starn 1999:55-56）が始まりである。
ロンダスは特に国家の支援が行き届かない遠隔地の治安維持に有効であったことから、ペルー各
地に広がった。

９） 公職に立候補したのは 2002年の統一地方選挙のみで、この時には地元カハマルカのアンギア
（Anguía）町長選挙に立候補して落選している。

10） この段の記述は、筆者が 2017年 7月 13日から 9月 16日にかけ、当時教育省で大臣顧問を務め
ていた人物に対しリマ市内で断続的に行ったインタビュー、及びカハマルカ市内で 2018年 12月
6日に SUTEP幹部に対して行ったインタビューデータに基づく。

11） 前掲注 8で言及したロンダスは、1980年代に全国のシエラ地域で武装闘争を開始したセンデロ
と対峙し、コミュニティ自衛に役割を果たしたことで知られる。カハマルカにセンデロの影響が
及ばなかったのはロンダスの自衛活動に依るところが大きい（前掲注 10の SUTEP幹部。）。

12） 国内では「ペルーのために共に」のベロニカ・メンドーサ、国外ではボリビアの元大統領エボ・
モラレスやウルグアイの元大統領ホセ・ムヒカがカスティジョを支持した。

13） 鉱業、ガスなど、採掘業に関わる企業が、操業する地域の自治体に対し、学校、道路建設などの
インフラ整備向けに支払う税金。

14） ペルーに選挙監視団を派遣した米州機構（OEA）は、今回の選挙過程全体を肯定的に評価し、深
刻な問題は見当たらなかったと結論づけている（OEA, 2021年 6月 11日）。ペルーの選挙制度に
おける投票立会人制度とその歴史的意義については、村上（2021b）及び八木（2015）を参照。
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〈論　　文〉
Reflexiones en torno a la significación de frases de “gusto” en 

maya yucateco actual: una perspectiva lingüística y antropológica

Elí CASANOVA MORALES  ＊
Yuko OKURA

＊＊

1　Introducción 

En este artículo se reflexiona en torno a la semántica de “gusto” en frases idiomáticas en 

lengua maya yucateca en las que, sintácticamente, se emplean un adjetivo y un sustantivo 

correspondiente a alguna parte del cuerpo para modelar el significado de la oración. Estas, 

pragmáticamente, denotan experiencias placenteras o implacenteras experimentadas por 

el cuerpo humano y, por extensión, por la persona.
1）

 Este estudio se basa en datos 

lingüísticos recopilados en comunidades mayas yucatecas contemporáneas, por lo que, la 

reflexión habría de clasificarse como sincrónica.
2）

 

Las aproximaciones teóricas parten de dos perspectivas distintas. Por un lado, desde 

la perspectiva de las emociones y los sentidos, en lo que toca a la antropología, y, por el 

要　　旨
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ヤ系先住民が、ユカタン・マヤ語で「好き」という感情を表現する際、身体語彙を使用
していることに着目したものである。ユカタン・マヤ語では「好き」という感情が三つ
の感覚器 : ich-目、xikin-耳、chi’-口、及び t’aan-言葉 (ユカタン・マヤ文化独自の「表
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otro, de la semántica y la pragmática, en lo que toca a la lingüística. Para abordar la forma 

de pensamiento entre este grupo cultural maya en la que el cuerpo es visto como un 

contenedor, ponemos en práctica los preceptos de la lingüística cognitiva, específicamente, 

el de la metáfora.

Este texto se divide en 5 secciones. En la introducción se plantean las primeras ideas 

sobre la semántica del “gusto” en algunas lenguas no mayas, así como un acercamiento a la 

estructura sintáctica de las frases idiomáticas con dicho significado en maya yucateco. La 

segunda sección examina algunos postulados teóricos relacionados con el cuerpo humano 

desde la noción de metáfora, así como desde la perspectiva de los sentidos y las emociones, 

tanto para sopesar los diferentes significados de las oraciones que le sirven de sustento a 

este artículo como para guiar las reflexiones. En la tercera sección se discuten frases 

idiomáticas cuyos significados se asocian con el sustantivo de parte del cuerpo que 

experimenta el gusto. La cuarta sección defiende que las frases idiomáticas pueden abarcar 

acepciones más allá de la parte corporal que experimenta el gusto. Finalmente, en la quinta 

sección, se perfilan algunos comentarios finales en lo que se refiere a los potenciales 

aportes de este escrito.

1.1　  Sobre el gusto y la estructura sintáctica de las frases idiomáticas en maya 

yucateco

Cuando proferimos una oración con significado de “gusto” en algunas lenguas 

indoeuropeas, usamos verbos como “gustar” en español, to like en inglés o aimer en 

francés, o adjetivos como 好き (suki), en el caso del japonés. Al emplear estos verbos y 

adjetivos podemos expresar gustos concretos. Cuando algo nos produce placer, es 

agradable o gratificante, por ejemplo, al escuchar música, diremos “Me gusta esta música”, 
I like this music, J’aime cette musique o 私はこの音楽が好きです 3）

. Estas expresiones ofrecen 

una idea basada en que el gusto, en estas lenguas, se entiende de forma genérica. Es decir, 

no se especifica si alguno (o cuál) de los sentidos es el que experimenta el gusto. Así y 

todo, contextualmente entendemos que, en las frases citadas, el gusto se percibe por medio 

del oído y del tacto, ya que la música nos hace reconocer la armonía, la melodía y el ritmo.

En maya yucateco actual no existe una palabra genérica para indicar que a un 

individuo le gusta algo, como, por ejemplo, el sustantivo gusto
4）

 o el verbo gustar
5）

, en 

español, o el adjetivo suki
6）

, en japonés. Para que una oración con semántica de “gusto” se 

pueda articular en esta lengua maya se necesitan, por lo menos, 5 elementos léxicos: a) un 

adjetivo base, que puede ser uts ‘bueno’ o ki’ ‘rico’; b) la preposición ti’ ‘para’; c) las marcas 

de persona del Juego A, también conocidas como Juego ergativo; d) el sustantivo 

correspondiente a la parte del cuerpo a tratar y e) lo que gusta. Para indicar la noción de 

“gusto”, notamos que ciertas lenguas indoeuropeas (español, inglés y francés) emplean 

verbos. Esto quiere decir que la expresan por medio de una acción, un estado o un proceso 

a través del cual se experimenta el gusto. En japonés se usa un adjetivo, que viene a 
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especificar la cualidad de lo que gusta. En yucateco también se usa algún adjetivo para 

indicar la cualidad de lo que gusta, con la diferencia de que, en esta lengua, el adjetivo se 

relaciona directamente con la parte del cuerpo que experimenta esta cualidad. 

En la tabla 1 presentamos la estructura básica que caracteriza a este tipo de frases. En 

ella, se observan, primero, el orden sintáctico y los elementos léxicos que componen la 

frase y, luego, los significados literales correspondientes.

Tabla 1　Expresiones sensoriales de gusto en declarativo

Adjetivo Preposición Índices personales del juego A Parte del cuerpo Lo que gusta

uts ‘bueno’
ki’ ‘rico’

ti’ ‘para’

in ‘mi’
a ‘tu’
u ‘su’
in…-o’on ‘nuestro/a’
a…-e’ex ‘su (de ustedes.)’
u…-o’ob ‘su (de ellos/as)’

ich ‘ojo’
xikin ‘oreja’
chi’ ‘boca’
t’aan ‘palabra’

Sustantivo o verbo

Bueno para mis ojos el azul

Para conjugar la frase de gusto en negativo se añade la partícula negativa ma’ 
antepuesta al adjetivo base y se sufija el cierre negativo -i’ al sustantivo respectivo. La 

estructura sintáctica de la frase de gusto en negativo se resume en la tabla 2.

Tabla 2　Expresiones sensoriales de gusto en negativo

Negación Adjetivo Preposición Índices personales del juego A Parte del cuerpo-i’ Lo que gusta

Ma’ ‘no’
uts ‘bueno’
ki’ ‘rico’

ti’ ‘para’

in ‘mi’
a ‘tu’
u ‘su’
in…-o’on ‘nuestro/a’
a…-e’ex ‘su (de ustedes.)’
u…-o’ob ‘su (de ellos/as)’

ich-i’ ‘ojo’
xikin-i’ ‘oreja’
chi’-i’ ‘boca’
t’aan-i’ ‘palabra’

Sustantivo o verbo

No bueno para mis ojos el azul

1.2　Sobre los significados de la frase de gusto

Para contextualizar la información vertida en las tablas del apartado anterior, ofrecemos 

algunas frases gramaticales en declarativo y negativo –es decir, frases que se ajustan a la 

gramática de la lengua maya yucateca– y algunas otras agramaticales –esto es, frases que 

no se ajustan a la gramática–, precedidas por un asterisco (*). Todas ellas se presentan a 

tres líneas: 1) oración en maya yucateco, 2) traducción literal y, 3) traducción libre.

a)  uts tin wich in kaajal

bueno para mis ojos mi pueblo

me gusta mi pueblo
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b)  ma’ uts tin xikini’ u k’aayil ch’íich’
no bueno para mis orejas su canto de las aves

no me gusta el canto de las aves

c)  ki’ tin chi’ le taakoso’
rico para mi boca los tacos

me gustan los tacos

d)  ma’ uts tin t’aani’ u book le loolo’
no bueno para mi palabra su olor de la flor

no me gusta el olor de las flores

e)  *uts tin chi’ le taakoso’
bueno para mi boca los tacos

me gustan los tacos

f) *ki’ tin wich in kaajal

rico para mis ojos mi pueblo

me gusta mi pueblo

g) *ma’alob tin t’aan u book le loolo’
bueno para mi palabra su olor de la flor

me gusta el olor de las flores

En las frases a) a d) se pueden apreciar frases gramaticales con semántica de “gusto”, 
tanto en declarativo como en negativo. En la frase e) el adjetivo uts ‘bueno’, en combinación 

con el sustantivo chi’ boca’, resulta agramatical, pues este sustantivo solo es gramatical 

ante el adjetivo ki’ ‘rico’. Por su parte, la frase f) es agramatical porque el adjetivo ki’ ‘rico’ 
no se puede combinar con el sustantivo ich ‘ojo’, tampoco con xikin ‘oreja’ ni con t’aan 

‘palabra’, puesto que estos tres sustantivos solo resultan gramaticales ante el adjetivo uts 

‘bueno’. Como puede verse en la frase g), el adjetivo ma’alob ‘bueno’ es sinónimo de uts 

‘bueno’. Sin embargo, su uso en frases idiomáticas con significado de “gusto” es 

agramatical. En este orden de ideas, observamos que el uso de adjetivos en frases 

idiomáticas con significado de “gusto” es restringido, pues el adjetivo uts ‘bueno’ solo se 

combina con ich ‘ojo’, xikin ‘oreja’ y t’aan ‘palabra’; el adjetivo ki’ ‘rico’ solo puede 

combinarse con el sustantivo chi’ ‘boca’.

1.3　Sobre los datos lingüísticos y su procedencia

Los datos lingüísticos que se analizan en este texto proceden, principalmente, de extractos 
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de entrevistas y narraciones en lengua maya yucateca. Estos, en todos los casos, se 

reproducen íntegramente. Para citar estos datos en el cuerpo del texto empleamos dos 

alternativas: a) cuando el dato es un extracto de una entrevista realizada por los autores, se 

refiere el apellido del entrevistado y el año de realización de la entrevista; b) cuando el dato 

se recupera de una narración ya publicada, se ofrece el nombre del narrador, así como su 

localidad de procedencia y, a pie de página, la referencia bibliográfica correspondiente. Las 

entrevistas se realizaron en las localidades de Espita, municipio de Espita, y Xcohuo y 

Kanxoc, municipio de Valladolid, en el estado de Yucatán, México. En el mapa 1 se sitúan 

geográficamente las localidades de las que provienen los datos a discutir. Nótese que, 

principalmente, corresponden al oriente y sur de Yucatán, así como a la zona Chenes de 

Campeche.
7）

2　  El cuerpo y la cultura: los sentidos y las emociones, noción metafórica e 
interpretación de orificio corporal

Como veremos más adelante, el cuerpo es visualizado como un contenedor, por cuanto (re)

produce la relación entre el individuo y el mundo social. Es decir, interioriza y exterioriza 

experiencias vividas. En este proceso, dentro del contenedor, simultáneamente se 

producen los gustos y, muchas veces, también se estimulan las emociones. Estas 

emociones se desencadenan por medio de los afectos
8）

 (Brinkema 2014; Massumi 2002; 

Mapa 1　Comunidades donde se recopilaron los datos
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Van Alphen and Jirsa 2019). Victoria Camps hace alusión a la relación entre emociones, 

sentidos corporales y afectos de la siguiente manera: algunas de las experiencias previas 

(como lo visto, lo oído o lo adivinado) se crean a través de los sentidos corporales, los 

cuales nos afectan continuamente y nos producen las conmociones (i.e. las emociones) que 

se representan en la figura 1 (2011:28). Asimismo, como se observa en la misma figura, las 

emociones se pueden concebir como “juicios” (e.g. Camps 2011; Le Breton 1999; Van 

Alphen and Jirsa 2019), ya que “[la emoción] se simboliza a través del vínculo social e 

implica la modulación introducida por los otros” (Le Breton 1999:192). Desde este punto 

de vista, se sigue que en lengua maya yucateca las partes del cuerpo (ich ‘ojo’, xikin ‘oreja’, 
chi’ ‘boca’ y t’aan ‘palabra’) son los cimientos para experimentar el gusto. Así pues, dichos 

componentes representan “medios comunicativos” que vinculan el cuerpo con el mundo 

social, (re)construyen el sentido entre el yo y lo otro y sirven de implementaciones para 

juzgar el gusto. Por ello, consideramos que el gusto es la cristalización del juicio, por medio 

de la percepción sensorial particular a cada individuo.

Mientras que las teorías ya mencionadas se enfocan en las implementaciones que nos 

aproximan al surgimiento de los gustos, en el caso del maya yucateco, se observan dos 

aspectos en el proceso de formar y expresar “los gustos”: 1) la expresión de los gustos está 

bien estructurada con cuatro partes del cuerpo; 2) se delimitan/contextualizan en estos 

cuatro componentes. En lo que toca al aspecto 1), las emociones son en gran parte 

determinadas por factores culturales: participan de un sistema de valores propios de un 

grupo social (Camps 2011; Hochschild 2008; Le Breton 1999; Lutz 1982, 1986; Lutz and 

White 1986). Por ende, tanto la forma de percibir el mundo, como el modo de expresarlo 

están social y culturalmente modeladas (Le Breton 2010:21). Basándonos en esta idea, 

podemos entender que los gustos entre los mayas yucatecos no se puedan homologar a la 

Figura 1　Relación entre los sentidos y las emociones
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perspectiva no maya yucateca. 

En cuanto al aspecto 2), desde el punto de vista de los sentidos en antropología 

cultural, los sentidos son, por una parte, “sensación” (órganos sensoriales específicos) y, 

por la otra, producen “sentido” (Le Breton 2007:11; Rodaway 1994:5 y 7), ya que “los 

sentidos son […] una fuente de información del mundo” (Rodaway 1994:5) y nos permiten 

comprender ese mundo que se selecciona de entre todos los significados (Le Breton 

2007:11 y 13; Rodaway 1994:5). En este orden de ideas, percibimos el mundo por medio de 

los sentidos y lo otro deja de ser lo incomunicable, lo ignorado o lo insignificante, para 

convertirse en lo comunicable o lo significativo y viceversa. Por lo tanto, podemos decir 

que los sentidos corporales son los medios de comunicación que se entretejen con los 

factores externos, que son los que rodean al cuerpo, y dan pie a la construcción del 

significado de “gusto”. 

2.1　Sobre la noción de metáfora: el cuerpo como contenedor

Para allegarnos a la semántica de las construcciones que conforman el corpus de este 

estudio, la noción de metáfora contribuye para comprender una forma de pensamiento 

entre los mayas yucatecos actuales: la metáfora del cuerpo como “contenedor”. Esto nos 

ayudará a explicar el uso léxico de sustantivos corporales como orificios corporales que 

indican gustos específicos o genéricos.

En el marco de la lingüística cognitiva, la metáfora no se concibe como una expresión 

o expresiones lingüísticas en sí mismas, sino, más bien, como una estructura cognitiva que 

encuentra su representación en formas lingüísticas muchas veces tomadas de otros 

dominios concretos. O, lo que es lo mismo, una forma de pensar, basada en la experiencia 

humana, en la cual, significados literales se emplean en la construcción de significados 

metafóricos, los cuales solo se podrán interpretar al amparo de una cultura dada.

Se ha propuesto que en la metáfora “cualquier concepto procedente de un dominio 

fuente (el dominio en el que descansa el significado literal de la expresión) puede 

emplearse para describir un concepto del dominio diana (el dominio acerca del que versa 

realmente la oración)” (Croft & Cruse 2008:256). Así, en términos generales el dominio 

fuente vendrá a ser el dominio de significado literal, en tanto que el dominio diana será al 

que se trasladará parte del primero, para modelar el significado metafórico. De este modo, 

la metáfora “implica una interacción entre dos dominios conceptualizados a partir de dos 

regiones de la significación, y el contenido del dominio vehicular es un componente de la 

diana conceptualizada a través de procesos de correspondencia y mezcla” (Croft & Cruse 

2008:253). Para que esta interacción pueda resultar en un significado metafórico, los dos 

dominios habrán de pasar por un proceso de correspondencia y mezcla, el cual posibilitará 

la creación del significado metafórico. Para terminar de aquilatar estos planteamientos, 

examinemos el siguiente caso.

En la figura 2 se ejemplifica la interacción entre el dominio fuente y el dominio diana 
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correspondientes a la metáfora “el cuerpo es un contenedor”. Nótese que en el dominio 

fuente solo se esboza aproximativamente la noción ‘contenedor’, el cual cuenta con una 

superficie definida y una orientación dentro-fuera. En el dominio diana, basado en el 

conocimiento sobre los contenedores, se ejemplifica el significado metafórico del cuerpo, 

bajo el entendido de que el cuerpo humano también se ajusta a dicha noción, en tanto que 

cuenta con una superficie determinada, así como una orientación dentro-fuera. 

2.2　  Interpretación de “orificio corporal”: interiorizar y exteriorizar en el cuerpo-

contenedor

En el proceso de percibir lo otro, ich ‘ojo’, xikin ‘oreja’ y chi’ ‘boca’, primordialmente, 

desempeñan la función de tamizar la información recibida del exterior. Esto quiere decir 

que se encargan de interiorizarla y de crear el mundo de lo placentero (agradable o 

gratificante) lo implacentero (desagradable o no gratificante) y de exteriorizar dicha 

emoción por medio de la t’aan ‘palabra’. En la medida en que estas cuatro partes del 

cuerpo operan como hemos mencionado, nos surge una pregunta en particular: ¿Por qué 

ni’ ‘nariz’ no sirve para denotar gustos? Sobre esta pregunta, basándonos en la propuesta 

de que las emociones son culturales, queremos aclarar que, en la cultura maya yucateca, al 

menos ni’ ‘nariz’ no es productivo (ni procedente) en frases idiomáticas con significado de 

“gusto”, aunque como orificio sea similar a ich ‘ojo’, xikin ‘oreja’ y chi’ ‘boca’. 
Para justificar la relevancia cultural de las partes del cuerpo usadas para denotar 

gustos, seguiremos la idea de “la sede de las emociones” puesta en práctica por Olivier Le 

Guen (2009). Según este autor, “En numerosas culturas, las emociones o los sentimientos 

internos tienden a asociarse con partes del cuerpo u órganos particulares que se conciben 

como la ‘sede de las emociones’” (2009:37),
9）

 lo cual, contrasta con nociones occidentales 

donde las emociones suelen localizarse en la mente o en el corazón. Así pues, en 

Figura 2　Dominio fuente y dominio diana de la metáfora “el cuerpo es un contenedor”
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consonancia con su propuesta, en este artículo llamaremos ‘sede experiencial’ a cada una 

de las cuatro partes del cuerpo, ya que son los espacios físicos y no físicos por medio de los 

cuales el humano interioriza experiencias relacionadas con gustos visuales (ich), auditivos 

(xikin) y gustativos (chi’); con t’aan el proceso es un tanto diferente, pues se enfoca más 

en exteriorizarlas. Casi por último, sépase que si no las llamamos sedes emocionales, es 

porque, en los datos que tenemos hasta el momento, la función principal de cada parte no 

es la de crear o procesar las emociones, aunque sí guarden relación con ellas. 

En resumen, son tres partes del cuerpo que se visualizan como orificios corporales 

para delimitar la orientación dentro-fuera del cuerpo-contenedor y que, además, permiten 

interiorizar las experiencias del gusto en el organismo. Mediante la interiorización, un 

individuo convier te la experiencia de gusto en una situación valorada positiva o 

negativamente. Basándonos en lo que menciona Hilario Chi Canul “...ma’ach u yoksa’al te 

chi’o’, jo’osbil u beeta’al te chi’o’ tumen le t’aano’ jóok’ol ku beetik ma’ óokoli’” 
(2012:197)

10）
, t’aan ‘palabra’ será el recurso de exteriorización de este tipo de experiencias.

3　El “gusto” contextualmente específico en maya yucateco

En esta sección buscamos acercarnos, técnica y teóricamente, a la semántica de las partes 

del cuerpo en el contexto de “gusto”. Dado que, lamentablemente, aún no se cuenta con 

una teoría local sobre los sentidos entre los mayas yucatecos en el campo de la 

antropología cultural, en un primer momento, nos basaremos en propuestas articuladas 

para ciertas lenguas indoeuropeas, de modo que, en un segundo momento, podamos 

enfocarnos en lo que sería el equivalente (o no) de los sentidos entre los mayas yucatecos.

Según la perspectiva de David Le Breton, son cinco los sentidos que se reconocen 

como proveedores de la memoria (2017:144). Basándonos en esta interpretación, por lo 

menos ich ‘ojo’, xikin ‘oreja’ y chi’ ‘boca’ son aprehensibles como los proveedores de los 

recuerdos, ya que sirven para interiorizar experiencias relacionadas con gustos y es cierto 

que el ser humano va construyendo conocimientos y experiencias en torno a tales gustos. 

Estos tres sentidos nos permiten “viajar” al pasado y al presente y nos relacionan 

continuamente con las experiencias individuales y socioculturales. Desde este punto de 

vista, las expresiones del gusto por medio de estos tres sentidos son aprehendidas, al 

tiempo que se basan en las experiencias visuales, auditivas y gustativas que se han 

realizado-experimentado en la vida. 

En la medida en que la memoria puede entenderse como la información conocida/

experimentada que se crea por medio de los ojos (vista), proponemos que los mayas 

yucatecos no solo ven el mundo que se refleja en sus ojos, sino también ven un “paisaje 

interpretado”. Es decir, ven el paisaje que viene a la mente como imagen, por lo que, 

además de observar, también se embarcan en un ejercicio mental. En otras palabras, ich 

‘ojo’ no se relaciona solo con los ojos como órgano, sino también con el acto de visualizar/
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imaginar/(re)pensar la escena/objeto particular. Lo que vemos no solo es el mundo 

proyectado en nuestros ojos, sino el mundo reflejado en la vista corporal y, todavía más, el 

mundo reflejado en la vista subjetiva-imaginaria: la visión proyectada no siempre es 

exactamente igual a lo que nos rodea (e.g. Merleau-Ponty 1993, 2004). 

En cuanto a xikin ‘oreja’, el aprendizaje de reconocimiento de los sonidos por medio 

del oído empieza desde la lactancia. Le Breton dice que “El proceso de aprender a 

reconocer los sonidos, de familiarizarse con ellos integrándolos en un universo de 

significado, está informado por la cultura ambiental, por el ambiente auditivo en el que el 

niño está inmerso” (2017:70).
11）

 Durante este largo aprendizaje, discriminamos los sonidos 

relevantes de los no relevantes; siguiendo las propuestas de Raymondo Murray Schafer, 

tocamos desde lejos (2012:102). Es decir, el oído es interpretable metafóricamente como el 

tacto, ya que mediante el “aprendizaje del sonido”, tocamos el sonido al mismo tiempo el 

sonido nos toca (Le Breton 2017:98). 

El caso de chi’ ‘boca’ es algo distinto, pues comparte ciertas características con el 

sentido del “gusto”, según la codificación de las lenguas indoeuropeas. En español, el 

sentido del gusto abarca hasta la vista, el olfato, el oído y el tacto, no solo la boca. En este 

sentido, la noción genérica del “gusto” deriva del sentido del gusto (con sede experiencial 

en la boca). En este orden de ideas, además de que el gusto (por medio de la boca) 

funciona para comunicarse con los alimentos, también implica otras experiencias, por 

ejemplo, cómo se ve y cómo huele el platillo o el ambiente; cómo suena la preparación de 

la comida o al momento de masticarla; cómo se percibe la textura, la temperatura, la forma 

y el sabor (Le Breton 2017:179-187). En palabras de Le Breton, la comida es un objeto 

sensorial aliado (2017:179). Sin embargo, como se expresa claramente en la lengua maya 

yucateca, el sentido que se relaciona con el gusto se restringe solo a la boca chi’. Aquí 

también nos surge la duda de si la boca chi’, desde la concepción maya yucateca, solo se 

limita a la boca o puede abarcar más, ¿Cómo se percibe algo que entra por la boca? La 

manera de percibir algo que entra por la boca difiere de lo no maya. Con relación a esta 

interrogante, la cuarta parte del cuerpo, t’aan ‘palabra’, no figura en la división tradicional 

no maya de los sentidos, ya que no se puede indicar exactamente a qué parte del cuerpo se 

refiere: podría ser la boca, ya que, como parte del aparato fonador, es sede del habla, pero, 

al mismo tiempo, es una sede experiencial, si hacemos caso de la hipótesis de que la boca 

percibe (interioriza) algo y posteriormente se transforma (se procesa mentalmente) en lo 

que merece ser enunciado (exteriorizar). 

Como veremos más adelante en los ejemplos 1 a 4, ich ‘ojo’ se enmarca en contextos 

de percepción visual. Es decir, en lo que un individuo puede ver/observar y, por ende, 

interpretar y valorar. Chi’ ‘boca’ refiere a situaciones donde se percibe por medio de la 

boca el sabor y la textura de alimentos y bebidas: sólidos o líquidos que se introducen al 

cuerpo y provocan algún tipo de efecto que permite interpretar y valorar el gusto. Xikin 

‘oreja’ se enfoca en los fenómenos sonoros. Es decir, en aquello que puede percibirse por 
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medio del oído, bajo el entendido de que cualquier sonido que el oído humano pueda 

captar e interpretar es susceptible de estimular un valor positivo o no positivo en quien lo 

experimenta. 

Pensando en las equivalencias de significado con lenguas indoeuropeas, las cuales 

serían válidas en un nivel “experiencial” más que en términos lingüísticos, el vocablo t’aan 

‘palabra’ no tiene equivalencia directa con un órgano corporal, sino que es un medio de 

comunicación. Esto quiere decir que t’aan no equivale directamente a los sentidos del 

olfato y el tacto, aunque pueda abarcarlos. Dicho esto, en esta sección tomamos a t’aan 

‘palabra’ como indicador de un tipo de gusto que puede ser socializado por medio del 

habla-palabra y que exterioriza la experiencia del gusto. Por ahora, nos enfocamos en 

mostrar al lector la especificidad contextual de los gustos expresados con partes del cuerpo 

en la lengua y cultura maya yucateca actual. 

La presentación de los datos lingüísticos a lo largo del texto se apega a las reglas de 

glosado de Leipzig, las cuales, brevemente, refieren: “Las glosas interlineares con 

correspondencia morfema por morfema dan información sobre el significado y las 

propiedades gramaticales de palabras completas o de partes de palabras” (Comrie et al., 

2008). Por ello, las oraciones se presentan a 6 líneas, las cuales se describen a 

continuación. Línea 1) oración en lengua maya yucateca, respetando la forma de habla de 

cada hablante, sin importar si es proclive o no a la reducción fonética.
12）

 Línea 2) la misma 

oración antes descrita, pero ‘completada’ y segmentada morfológicamente. Esto es, con las 

reducciones fonéticas restablecidas, tomando como base la gramática de esta lengua maya. 

Línea 3) glosas morfológicas y correspondencia palabra por palabra. La correspondencia 

palabra por palabra (y morfema por morfema) se ve reflejada en las líneas 2 y 3,
13）

 por lo 

que, en ocasiones, aparecerá el significado literal de una palabra, por ejemplo, en la 

segunda línea de la oración 1, se encuentra la palabra uts y, justo debajo de esta, en la 

tercera línea, su significado ‘bueno’. En otros ejemplos aparecerán los morfemas, como se 

atestigua en ten-e’ (en la segunda línea) y su(s) glosa(s) correspondiente(s) (en la tercera 

línea). Línea 4) traducción literal (para resaltar la estructura propia en maya yucateco); 

Línea 5) traducción libre (equivalencia en español); Línea 6) la referencia de donde se 

tomó la oración. Posteriormente, se ofrecen algunos comentarios sobre cada frase, en pos 

de contextualizar al lector.
14）

1.  Teene’ uts tin wich le te’ kaajo’
Ten-e’ uts ti’ in w-ich le te’ kaaj-o’
1SG-DT4 bueno PREP 1A EP-ojo DET PREP pueblo-DT2

yo bueno para mis ojos en el pueblo

me gusta el pueblo

(Venustiano Puc Chi, Chunchitok, Hopelchén, Campeche, México)
15）
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En la oración 1 el narrador refiere que le gusta el pueblo, y aunque, por extensión, se 

entiende que le gusta pasear, tomando como base la estructura gramatical marcada con ich 

‘ojo’, el gusto del pueblo es motivado o valorado como positivo por las cosas, eventos y 

contextos que el hablante puede observar y ha observado. Es decir, la información 

percibida por medio de la vista se puede internalizar a través de los ojos (orificio corporal), 

para así interpretar que lo que se observa es algo placentero. En este sentido, por medio 

de ich ‘ojo’, se crea el recuerdo de los caminos, espacios y se relaciona continuamente con 

el sujeto de la oración 1 y el ambiente.

2.  Uts tin xikin u k’aayo’ob José José

uts ti’ in xikin u k’aay-o’ob José José

bueno PREP 1A oreja 3A canción-PL José José

bueno para mis orejas sus canciones de José José

me gustan las canciones de José José

(Petul, 2021)

El entrevistado indica en 2 que le gustan las canciones de José José. O, lo que es lo 

mismo, la sonoridad de las combinaciones musicales (ritmo, melodía y armonía), así como 

la voz del cantante. Este conjunto sonoro es percibido por medio del oído (orificio corporal) 

e interiorizado, al mismo tiempo que “toca/afecta” el sentimiento del sujeto de la oración 2. 

Además, esta información se puede valorar como positiva, con base en la experiencia de 

escuchar o haber escuchado antes dichas canciones.

3.  ki’ tin chi’ in jantikø iik

ki’ ti’ in chi’ in jan-t-ik-ø iik

rico PREP 1A boca 1A comer-TRNS-ICP.TR-3B chile

bueno para mi  boca yo comer chile

me gusta comer chile

(Ay, 2021)

En la oración 3 el hablante menciona que le gusta comer chile y la idea general es que 

lo consume por medio de la boca y puede percibir el sabor, la consistencia, el picor, etc. En 

este sentido, la experiencia gustativa refiere al consumo de algún alimento, lo cual es 

posible mediante los procesos de masticado y deglución. En resumen, la ingestión en el 

organismo por medio de la boca. Las experiencias de ingestión por la boca (orificio 

corporal) tendrán repercusión en la valoración e interpretación positiva o negativa del 

hablante.
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4.  ma’ uts tu t’aan bey ka t’a’anakø u noobyao’16）

ma’ uts ti’ u t’aan bey ka    t’a’an-Vk-ø u noobya-o’
NEG bueno PREP 3A palabra así SBJ PAS.hablar-SBJ.ITR-3B 3A novia-DT2

no es bueno para su palabra así que sea hablada su novia

no le gusta que le hablen así a su novia

(Armando Chablé Yah, Peto, Yucatán, México)
17）

La oración 4 está conjugada en negativo y denota que a una persona no le gusta que le 

coqueteen a su novia. Dicho ejemplo se entiende mejor en el sentido de la interacción 

verbal con el término t’aan ‘palabra’, el gusto o no gusto no se interioriza mediante un 

orificio corporal, sino que se expresa, es decir, se exterioriza. 

Retomando la noción maya yucateca del cuerpo como contenedor, como pudo 

observarse en las oraciones 1 a 3, los gustos señalan experiencias tomadas del exterior del 

cuerpo humano, que se introducen por algún orificio corporal. En este sentido, el hablante 

valora e interpreta si lo externo, que se observa, se escucha o se mastica, es positivo o no. 

T’aan ‘palabra’ rompe el esquema prototípico de orificio corporal, pues si bien t’aan se 

puede concebir como parte de chi’ ‘boca’, t’aan ‘palabra’ no representa un orificio corporal 

como los otros, mediante los cuales se interiorizan experiencias de gusto en el cuerpo. Más 

bien, t’aan se emplea en la socialización de las experiencias con otros individuos: escuchar, 

aprender, expresar; así que el sujeto maya aprende por sí mismo las experiencias de 

“gusto” mediante las otras tres partes del cuerpo (orificios corporales) y, por medio de 

ellas va creando sus experiencias individuales de gusto. T’aan ‘palabra’ también funciona 

como una experiencia cognitiva: como el juicio (positivo o negativo) en torno a las 

experiencias de gusto en general.

Con la presentación de las oraciones 1 a 4, se ha ejemplificado el contexto específico 

de cada parte del cuerpo y, asimismo, se han sentado las bases para analizar las similitudes 

y diferencias presentes entre ellas, como sedes experienciales del gusto en maya yucateco. 

En la siguiente sección discutiremos cómo los hablantes pueden extender el significado 

vinculado con cada parte del cuerpo tratada, para emplearlo en construcciones que no solo 

denotan gustos específicos, sino también, hasta cierto punto, gustos genéricos.

4　El “gusto” en maya yucateco: entre específico y genérico

En esta sección se aborda el alcance semántico de las frases idiomáticas de “gusto” en 

lengua maya yucateca que, como ya se ha visto, se construyen en combinación con alguna 

de las cuatro partes del cuerpo examinadas en la sección anterior. De estas cuatro partes 

corporales, en los últimos tiempos, ich ha ido ganando terreno para funcionar como un 

cuasi genérico, a diferencia de las tres restantes. Por su parte, t’aan, además de indicar 

significados que se pueden verbalizar, también puede indicar cualquiera de los gustos que 
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denotan las otras partes del cuerpo específicas. 

En los siguientes apartados se analizan frases que ilustran el alcance semántico de 

cada una de ellas, más allá de la especificidad de su sede corporal/experiencial particular. 

Así, veremos en 4-1 que ich ‘ojo’ puede emplearse en expresiones de gustos más allá de lo 

visual; en 4-2, que xikin ‘oreja’ no extiende su significado fuera de lo meramente sonoro; en 

4-3, que chi’ ‘boca’ puede implicar gustos relacionados con el ámbito sexual y, en 4-4, que 

t’aan ‘palabra’ es el sustantivo genérico por excelencia dentro de las frases con significado 

de “gusto”.

4.1　Oraciones que indican gusto con ich ‘ojo’
En la oración 5, se específica que al narrador le gusta la milpa para trabajar. En este 

contexto, el gusto no se refiere a algo específicamente visual, como ya se ha visto en la 

oración 1, sino que señala la realización de acciones. Esto quiere decir que, además de lo 

que el hablante pudiera ver/observar en la milpa, le gusta realizar las diferentes labores 

del trabajo agrícola. En 6, el mismo narrador menciona que a terceras personas no les 

gustan los problemas, no se específica si dicho no-gusto gira en torno a observar o 

experimentar alguna situación problemática. Lo que sí queda claro, tomando en cuenta el 

contexto de la narración, es que las personas a las que se refiere el hablante no les gusta 

meterse en problemas. La oración 7 refiere que a algunos jóvenes les gusta usar pantalones 

cholos (largos y muy anchos). Así, si bien se refiere al uso, también se podría interpretar 

que quienes los usan se sienten bien cuando otras personas los ven vistiéndolos.

5.  teene’ uts tin wich meyaj ti’ kool xan

ten-e’ uts  ti’ in  w-ich meyaj ti’ kool xan

1SG-DT4 bueno PREP 1A EP-ojo trabajar PREP milpa también

yo bueno para mis ojos trabajar en la milpa también

a mí también me gusta trabajar en la milpa

(Armando Chablé Yah, Peto, Yucatán, México)
18）

6.  Ma’ uts tu yicho’ob problemai’
  ma’ uts ti’ u y-ich-o’ob problema-i’ 
NEG bueno PREP 3A EP-ojo-PL problema-DT3 

no es bueno para sus ojos problema

no les gustan los problemas

(Armando Chablé Yah, Peto, Yucatán, México)
19）

7.  tak tu lu’um tu máano’ob, lete’, bey uts tu yicho’obo’ [pantalono’ de chooloso’]20）

tak ti’ u lu’um táan u máan-o’ob le te’ bey uts ti’ 
hasta PREP 3A tierra PROG 3A pasar-PL DET PREP así bueno PREP
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u     y-ich-o’ob-o’     [pantalon-o’     de choolos-o’]
3A  EP-ojo-PL-DT2  [pantalón-DT2  de cholos-DT2]

  hasta en el suelo están pasando, eso es, así bueno para sus ojos [pantalón de 

cholo]

hasta los arrastran en el suelo al pasar, eso es lo que les gusta [pantalones cholos]

(Guadalupe Santiago Cetina, Timul, Peto, Yucatán, México)
21）

En resumen, en este breve apartado se puso de relieve que los significados con gustos 

que se construyen con ich pueden abarcar contextos más allá de lo visual. Todavía más, 

partiendo de los ejemplos 5 a 7, pareciera que ich funge como un cuasi genérico que, si 

bien ha tenido su base en lo visual y se interioriza en el cuerpo, también puede indicar 

otros contextos de gusto más allá de lo visual en el ámbito experiencial (memoria), pues, 

como sostiene Le Breton, ver no es un acto pasivo, sino una perspectiva visual-pensamiento 

(2017:40). De este modo, ich comparte con t’aan el análisis o juicio cognitivo de la 

experiencia positiva o negativa del gusto.

4.2　Oraciones que indican gusto con xikin ‘oreja’
En la oración 8 se menciona que a un individuo no le gusta escuchar consejos, por lo que el 

no-gusto se vincula con un fenómeno sonoro: las palabras de otra persona. En 9 se indica 

que a alguien le gusta escuchar rezar a un joven y, de esta forma, al igual que en el ejemplo 

anterior, el gusto radica en un fenómeno sonoro. Nótese que tanto en la oración 2 de la 

sección anterior, como en 8 y 9, xikin implica significados de gustos que se refieren a 

fenómenos sonoros. A diferencia de lo que dijimos en 4.1 para ich ‘ojo’, xikin se limita a 

fenómenos sonoros, pues no extiende su significado más allá de dicho contexto.

8.    tumen wa a tso’olk a xikin ten yáana máake’, pos wa ma’ uts ta xikin yaan a p’ujsk abaj

  tumen  wa  a     tso’ol-Vk                    a    xikin tumen yáanal  máak-e’         pwes  wa

  porque si     2A   PAS.ordenar-SBJ.ITR 2A  oreja  por      otro        persona-DT4  pues   si 

ma’   uts      ti’      a    xikin  yaan     a       p’uj-s-ik              a-baj

NEG bueno PREP 2A  oreja  COMP  2A     molestarse-CAUS-ICP.TR       2A-REFL

  porque si te ordenan tus oídos por otra persona, pues si no es bueno para tus orejas 

te vas a molestar a ti mismo

porque si otra persona te aconseja, no te va a gustar y te vas a molestar

(May, 2016)

9.  jach jats’uts u resar le xi’ipalo’, uts tin xikin
jach jats’uts u resar le xi’ipal-o’ uts ti’ in xikin
muy bonito 3A rezar DET muchacho-DT2 bueno PREP 1A oreja
muy bonito su rezar el muchacho, bueno para mis orejas
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reza muy bonito el muchacho, me gusta

(Petul, 2021)

De igual manera, como se indica en 8 y 9, “no es bueno para mis orejas” no hace 

referencia específicamente al tono de voz (efecto sonoro), sino, más bien, a “las palabras” 
(verbalizaciones de personas). En este caso, la oreja/oído no está funcionando como el 

órgano para percibir los efectos sonoros, sino también, como la entrada para seleccionar 

los significados de las palabras que se expresan en lengua maya yucateca. Esto es, como 

una suerte de “conexión lingüística” con otras personas pertenecientes a su mismo grupo 

cultural.

4.3　Oraciones que indican gusto con chi’ ‘boca’
En la oración 10 se alude al gusto por una bebida, pues el gusto que indica chi’ ‘boca’ no 

solo refiere a alimentos, sino a líquidos, por igual. En 11, se indica que el gusto radica en 

fumar cigarros y, aunque el gusto no involucra algún alimento o bebida, también el 

significado de chi’ puede extenderse al humo que se introduce al cuerpo por medio de la 

boca. De esta suerte, volviendo sobre la noción metafórica del cuerpo como contendor, se 

puede apreciar que chi’ es el orificio corporal por excelencia, por donde se introducen al 

cuerpo alimentos, bebidas e incluso algunos gases que estimulan al organismo. Al amparo 

de este contexto metafórico, podría decirse que ich ‘ojo’ y xikin ‘oreja’ son más metafóricos 

que chi’ ‘boca’, en tanto que no siempre se tratará de algo físico que sea introducido por 

allí. 

10.  ki’ tin chi’ in uk’ikø kooka

ki’ ti’ in chi’ in uk’-ik-ø kooka

rico PREP 1A boca 1A beber-ICP.TR-3B coca_cola

bueno para mi boca yo beber coca cola

me gusta la coca cola

(Ay, 2021)

11.  ki’ ta chi’ a ts’u’uts’ikø chamal

ki’ ti’ a chi’ a ts’u’uts’-ik-ø chamal

rico PREP 2A boca 2A besar-ICP.TR-3B cigarro

bueno para tu boca tú besar cigarro

te gusta fumar cigarro

(Petul, 2021)

La oración 12 rompe parcialmente con el esquema de chi’ como sede experiencial de 

los gustos que implican interiorizar cosas físicas (alimentos, bebidas, gases), puesto que se 
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refiere a sostener relaciones sexuales, aunque no quede claro que se trate de sexo oral. 

12.  ki’ tin chi’ in ts’iis
ki’ ti’ in chi’ in ts’iis
rico PREP 1A boca 1A copular

bueno para mi boca yo copular

me gusta hacer sexo

(Petul, 2021)

Echando mano de los ejemplos de este apar tado, concluimos que chi’ ‘boca’, 
básicamente, implica introducir (literalmente) algo por la boca, a diferencia de ich ‘ojo’ y 

xikin ‘oreja’ en los que lo que se interioriza en el cuerpo es inmaterial (figurativo). Con chi’ 
‘boca’ el hecho de interiorizar algo físico en el organismo implica una interacción entre 

elementos físicos, a la vez que permite evaluar y reevaluar físicamente la experiencia del 

gusto. Es por ello que este contexto reevaluativo se extiende al acto sexual y es capaz de 

hacer referencia a un encuentro cuerpo a cuerpo (como la relación boca-alimentos). Por si 

fuera poco, el adjetivo ki’ ‘rico’ no solo indica un evento positivo como uts ‘bueno’, sino que 

implica una situación sabrosa y agradable. En este sentido chi’ ‘boca’ es similar a t’aan e 

ich, ya que también implica un juicio cognitivo en torno a las experiencias del gusto, si bien 

se interpreta así solo en el ámbito experiencial físico.

4.4　Oraciones que indican gusto con t’aan ‘palabra’
En este apartado se verá que t’aan ‘palabra’ señala una noción genérica, ya que puede 

sustituir a las otras partes del cuerpo: ich ‘ojo’, xikin ‘oreja’ y chi’ ‘boca’ (en 15 a 22), e 

incluso construir los significados equivalentes a los sentidos de tacto y olfato (en 13 y 14). 

Para este apartado usamos los mismos contextos de las oraciones 5 a 12, cambiando las 

partes del cuerpo ich, xikin y chi’ por t’aan para indicar los mismos significados de gusto, 

con lo que demostramos que son totalmente intercambiables. Primero veamos las 

oraciones 13 y14.

En la oración 13 se expresa un contexto de gusto olfativo. Como ya se dijo, ni’ ‘nariz’ 
en maya yucateco no tiene relevancia como sustantivo corporal en la frase idiomática de 

gusto relacionado al olfato. Así y todo, esto no quiere decir que no se puedan construir 

expresiones de “gusto” en lo que se refiere al olfato, pues como se aprecia en la siguiente 

oración, la sede experiencial t’aan ‘palabra’ también incluye el contexto de gusto olfativo.

13. Jach táaj uts tin t’aan in wúuts’bentikø u book a wíinkilil

jach táaj uts ti’ in t’aan in w-úuts’ben-t-ik-ø u book

muy muy bueno PREP 1A palabra 1A EP-oler-TRNS-ICP.TR-3B 3A olor    

a       wíinkil-il
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2A    cuerpo-REL

muy muy bueno para mi palabra yo oler su olor de tu cuerpo

me gusta oler tu cuerpo

(Kuyoc, 2021)

En el ejemplo 14 se recoge una oración que puede relacionarse con el sentido del 

tacto. Si bien en maya yucateco también existen palabras equivalentes a ‘mano’ k’ab y ‘piel’ 
óot’, su uso en estas estructuras devuelve una oración agramatical. Como se ve abajo, los 

contextos de gustos del sentido “tacto” se construirán con la parte del cuerpo t’aan 

‘palabra’.

14. Uts tin t’aan in machikø u tso’otsel a pool

uts ti’ in t’aan in mach-ik-ø u tso’ots-el a pool

bueno PREP 1A palabra 1A agarrar-ICP.TR-3B 3A pelo-REL 2A cabeza

bueno para mi palabra yo agarrar su pelo de tu cabeza

me gusta tocar tu cabello

(Kuyoc, 2021)

La oración 15 es equivalente en significado a la de 5, bajo el entendido de que a 

alguien le gusta trabajar en la milpa. Es decir, se puede construir tanto con ich ‘ojo’, como 

con t’aan ‘palabra’, en tanto que ambos son elegibles para fungir como tal.

15. Tene’ uts tin t’aan in meyaj ti’ kool

ten-e’ uts ti’ in t’aan in meyaj ti’ kool

1SG-DT4  bueno PREP 1A palabra 1A trabajar PREP milpa

yo bueno para mi palabra yo trabajar en la milpa

me gusta trabajar en la milpa

(Kuyoc, 2021)

La oración 16 es equivalente a 6 en significado, puesto que indica que a alguna persona 

no le agradan los problemas. Como vimos entonces, el gusto iba más allá de lo visual, para 

formar un cuasi genérico con ich. Este significado también se puede expresar con t’aan 

‘palabra’, que funge como sustantivo genérico en frases de gusto.

16. Tene’ ma’ uts tin t’aan problema 

ten-e’ ma’ uts ti’ in t’aan problema

1SG-DT4 NEG bueno PREP 1A palabra problema

yo no bueno para mi palabra problema

no me gustan los problemas
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(Kuyoc, 2021)

El ejemplo 17 es similar a 7, pues en ambas oraciones se menciona que a unas terceras 

personas les gusta usar pantalones cholos (largos y anchos). Como también ya quedó 

dicho, ich ‘ojo’ puede indicar gustos más allá de lo visual y los gustos cuasi genéricos 

construidos con ich son igualmente viables con t’aan ‘palabra’.

17. Tak tu lu’um tu máano’ob, lete’ bey uts tu t’aano’obo’                            
tak ti’ u lu’um táan u máan-o’ob le te’ bey uts ti’
hasta PREP 3A tierra PROG 3A pasar-PL DET PREP así bueno PREP

u       t’aan-o’ob-o’
3A    palabra-PL-DT2

hasta en el suelo están pasando, eso es así bueno para sus palabras
hasta los arrastran en el suelo al pasar, eso es lo que les gusta [pantalones cholos]

(Kuyoc, 2021)

Las oraciones 18 y 19 se parecen en significado a 8 y 9, pues implican contextos de 

gusto meramente auditivo. Sin embargo, a diferencia de xikin ‘oreja’, que no extiende su 

significado hacia otros contextos más allá de lo sonoro, t’aan ‘palabra’ sí puede ser 

empleada para perfilar el mismo sentido.

18.   Tumen wa tso’ol a xikin ten yáana máake’, pwes ma’ uts ta t’aani’, yaan p’usk abaj

tumen wa tso’ol a xikin tumen yáanal máak-e’ pwes ma’ uts   

porque si PAS.ordenar 2A oreja por otro gente -DT4 pues NEG bueno

ti’ a t’aan-i’, yaan a p’uj-s-ik a-baj

PREP 2A palabra-DT3 COMP 2A molestarse-CAUS-ICP.TR 2A-REFL

  porque si te ordenan tus oídos por otra persona, pues si no es bueno para tu 

palabra te vas a molestar a ti mismo

porque si otra persona te aconseja, no te va a gustar y te vas a molestar

(Kuyoc, 2021)

19. Uts tin t’aan u resar le xi’ipalo’, jach jats’uts

uts ti’ in t’aan u resar le xi’ipal-o’ jach jats’uts

bueno PREP 1A palabra 3A rezar DET muchacho-DT2 muy bonito

bueno para mi palabra su rezar el muchacho, muy bonito 

me gusta escuchar rezar al mucho, es muy bonito

(Kuyoc, 2021)

Los ejemplos 20 y 21 son similares en significado a 10 y 11, respectivamente, en el 
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sentido de que chi’ ‘boca’ indica gustos que tiene relación con líquidos y gases que se 

introducen por la boca para interiorizarlos en el organismo y así evaluar la experiencia del 

gusto o del no-gusto. Sin embargo, t’aan ‘palabra’ también puede emplearse en su lugar, 

conservando el mismo significado.

20. Uts tin t’aan in wuk’ikø kooka

uts ti’ in t’aan in w-uk’-ik-ø kooka

bueno PREP 1A palabra 1A EP-beber-ICP.TR-3B coca_cola

bueno para mi palabra yo beber coca cola

me gusta beber coca cola

(Kuyoc, 2021)

21. Uts tin t’aan in ts’u’uts’ikø chamal

uts ti’ in t’aan in ts’u’uts’-ik-ø chamal

bueno PREP 1A palabra 1A besar-ICP.TR-3B cigarro

bueno para mi palabra yo besar cigarro

me gusta fumar cigarro

(Kuyoc, 2021)

Al igual que 20 y 21, la oración 22 se refiere al contexto de gusto sexual, el cual, como 

vimos en 12, se puede expresar con chi’ ‘boca’ con la lectura de la experiencia agradable o 

placentera. Con esta relación la experiencia de gusto se crea, se interpreta y se valora. 

Como t’aan ‘palabra’ se refiere a gustos basados en la experiencia, también puede indicar 

el gusto sexual.

22. Uts tin t’aan in ts’iis
uts ti’ in t’aan in ts’iis
bueno PREP 1A palabra 1A copular

bueno para mi palabra yo copular

me gusta hacer sexo

(Kuyoc, 2021)

5　Conclusiones

Este trabajo se abocó a examinar la semántica de las frases idiomáticas de “gusto” entre los 

mayas yucatecos actuales. La primera aportación de este trabajo es el análisis conjunto 

tanto desde la lingüística como desde la antropología, en tanto que ambos enfoques 

facilitaron la comprensión de la conformación del gusto en maya yucateco. Gracias a esta 

perspectiva interdisciplinaria, nos acercamos a cómo los mayas yucatecos perciben el 
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mundo y cómo cada parte del cuerpo contribuye a la creación del significado del “gusto”. 
Las expresiones que indican gustos por medio del uso de sustantivos de partes del 

cuerpo no son totalmente equivalentes a los gustos relacionados con los 5 sentidos que 

codifican las lenguas indoeuropeas, pues estas últimas suelen dar solo ideas genéricas. En 

lo que respecta a la lengua y la cultura maya yucateca, las expresiones que indican gusto 

son específicas, puesto que se enmarcan en un contexto concreto basado en una parte del 

cuerpo: ich visual, xikin auditivo, chi’ gustativo y t’aan experiencial. Asimismo, estas sedes 

experienciales ubicadas en distintas partes del cuerpo también pueden extender su 

significado y expresar otros gustos: t’aan es el sustantivo genérico por excelencia; ich es 

cuasi genérico; chi’ implica gustos sexuales y xikin se limita al ámbito sonoro.

Partiendo de la propuesta según la cual las percepciones sensoriales son culturales, 

podemos decir que, para los mayas yucatecos, el uso de partes del cuerpo es una forma 

propia de crear sus contextos y de experimentar y declarar los gustos tanto lingüística 

como culturalmente. Sin duda, desde la visión de otra cultura, esta es una forma llamativa 

de expresar los gustos (como gustar, like, suki), ya que los mayas yucatecos usan una 

estructura gramatical compleja, tomando como base partes del cuerpo y adjetivos 

específicos. 

Como hemos mencionado antes, la noción maya yucateca de la metáfora del cuerpo 

como contenedor ayuda a conceptualizar la interacción entre las construcciones de 

significado de gustos y su relación conceptual con las partes del cuerpo involucradas. 

Aunque ya hemos discutido extensamente la interiorización y la exteriorización de 

experiencias que derivan en expresiones de gusto en el sentido específico que caracteriza 

a cada cual, en la tabla 3 condensamos todo lo dicho, en aras de facilitar su comprensión. 

Tabla 3　Función de las partes del cuerpo en la metáfora del cuerpo-contenedor

Parte del cuerpo Contexto Función en la metáfora

Ich Visual Interiorización 

Xikin Auditivo Interiorización 

Chi’ Gustativo Interiorización 

T’aan Experiencial Exteriorización

Consideramos que las primeras tres partes del cuerpo se conceptualizan como 

orificios corporales para delimitar la orientación dentro-fuera del cuerpo-contenedor, las 

cuales, por medio de la forma del orificio, permiten interiorizar las experiencias del gusto 

en el organismo: ich ‘ojo’, xikin ‘oreja’ y chi’ ‘boca’. Mediante la interiorización, un individuo 

convierte la experiencia de gusto en una situación valorada positiva o negativamente. En 

otras palabras, estas tres partes permiten mantener el contacto entre el hablante y lo otro, 

de modo que t’aan ‘palabra’ (véase la Tabla 4) será el medio de exteriorización de las 

experiencias de las otras tres partes del cuerpo. Por eso, t’aan equivale a “palabra”, ya que, 
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de esta manera, los humanos “expresan” y aprenden sobre lo que sienten sus pares. 

Como hemos visto en la Sección 4, las partes del cuerpo implicadas en las expresiones 

de gusto no solo son específicas en su sede experiencial, sino que también pueden abarcar, 

otorgar y crear una relación más amplia con las experiencias de gusto (p. ej. el caso de 

t’aan). Es decir, más contextos de gusto que solo los que literalmente designan los tres 

orificios corporales,  tal como se resume en la tabla 4.

Tabla 4　Alcances de significado de gusto de las 4 partes corporales

Parte del cuerpo Contexto Alcances de significado

Ich Visual-experiencial Visual-cuasi genérico

Xikin Auditivo-experiencial Solo auditivo

Chi’ Gustativo-sexual Gustativo y sensorial de placer físico

T’aan Experiencial Genérico y cognitivo

En el caso de ich, además de lo visual (específico en su sede experiencial), lo 

denominamos como “cuasi genérico” ya que, como vimos en el apartado 4.1, ich se usa en 

el contexto de evocar los recuerdos: reflexionar mentalmente sobre las experiencias 

previas. En este momento, la persona que usa ich no solo está “viendo” un momento de sus 

recuerdos, sino que, al mismo tiempo, está (re)percibiendo ese momento: la sensación de 

la tierra cuando caminaba, el olor de los bosques, el clima de ese momento, etc. De esta 

suerte, ich da pie a la relación perenne con aquella experiencia de gusto. También, en el 

caso de chi’, se puede usar este para aludir a una experiencia sexual, sabrosa y agradable. 

Esto demuestra que, por medio de chi’, no solo interiorizan en el cuerpo cosas físicas, sino 

también la relación agradable/placentera con lo otro físico. 

Además de las dos partes del cuerpo anteriores, tal como lo vimos en el apartado 4.4, 

t’aan ‘palabra’ puede reemplazar a las otras 3 partes corporales y construir expresiones en 

el contexto del tacto y el olfato. En este sentido, se sigue que t’aan sir ve para 

complementar y variar las expresiones del gusto específicas, así como para realizar un 

ejercicio cognitivo en torno al gusto. A esto se debe que pueda funcionar como sustantivo 

genérico en la frase idiomática de gusto.

Finalmente, las frases idiomáticas de gusto en la lengua maya yucateca son variables y 

se ligan firmemente al contexto experiencial vinculado con el cuerpo humano. Al mismo 

tiempo, el proceso de relacionarse con el mundo perceptivo, en el caso del gusto, está bien 

estructurado en frases que involucran partes del cuerpo, por lo que podría decirse que los 

mayas yucatecos compar ten la evocación de su emoción del gusto con lo otro, 

especificando la parte del cuerpo involucrada o solo evocando la experiencia ya construida 

sobre los gustos: sienten mutuamente ese momento, realizando juicios cognitivos apoyados 

en la parte de cuerpo respectiva. Consideramos que este trabajo, en calidad de punto de 

partida, nos permite acercarnos al mecanismo de sentir el mundo y expresar lo que sienten 
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(y expresan) los mayas yucatecos por medio de construcciones lingüísticas estrechamente 

vinculadas con diferentes partes del cuerpo para expresar gustos.

注

１） Aclaramos que nuestro estudio no busca analizar el cambio diacrónico de las frases idiomáticas de 

gusto en maya yucateco, puesto que se basa en la lengua actual (sincronía). Si bien podemos 

encontrar frases que implican significados de gusto con los sustantivos cal [kaal] ‘garganta’ y ol [óol] 

‘ánimo’ en el diccionario “Calepino de Motul”, atribuido a fray Antonio de Ciudad Real a fines del 

siglo XVI (1995:II), en la actualidad estos sustantivos ya no son gramaticales para conjugar frases 

idiomáticas con significado de gusto.

２） En el maya yucateco actual, también se pueden usar dos raíces verbales para conjugar oraciones en 

el contexto de gusto: 1) il ‘ver’ y 2) u’uy ‘escuchar, (y por extensión) sentir’, si bien estas raíces 

verbales no significan directamente partes del cuerpo, sí están relacionadas con ellas: il ‘ver’ con los 

ojos y, u’uy ‘escuchar’ con los oídos, en las construcciones verbales, u’uy servirá como genérico. En 

este sentido, se puede ver lo que menciona el Diccionario Maya Popular “U’UY 0: Sentido del oído, y 

por extensión, del gusto, del tacto, del olfato y de la vista…” (Bastarrachea y Canto 2003:239, col.B). 

En las construcciones verbales se pueden usar más adjetivos que uts ‘bueno’ y ki’ ‘rico’, ya que 

también es posible el uso de ma’alob ‘bueno’ y jats’uts ‘bonito’, los cuales son gramaticales, empero, 

su significado es más adjetival que de gusto: como en a) jach ma’alob in jantik abal ‘está bien (me 

hace bien) comer ciruelas o, b) jach jats’uts in wúuts’bentik le loola’ ‘es muy bonito (para mí) oler 

esta flor’. Las construcciones verbales con significado contextual de gusto las analizamos en otro 

trabajo.

３） El equivalente fonético de esta frase en japonés es Watashi wa kono ongaku ga sukidesu.

４） m. Sentido corporal con el que se perciben sustancias químicas disueltas, como las de los alimentos. 

m. Placer o deleite que se experimenta con algún motivo, o se recibe de cualquier cosa (Real 

Academia Española, 2014).

５） tr. Sentir y percibir el sabor de las cosas. intr. Agradar, parecer bien (Real Academia Española, 2014).

６） En japonés existen dos adjetivos para indicar el gusto: suki indica el gusto positivo “el sí gusto” y 

kirai denota “el no gusto”.
７） Expresamos nuestros más sinceros agradecimientos a Luis Petul por apoyar en el trabajo de campo 

en Espita, a Felipe Kuyoc por coordinar el trabajo de campo en Xcohuo, a José Ángel Koyoc por su 

apoyo en la revisión de cuadros y mapa y, a Olivier Le Guen por sus comentarios al contenido del 

texto. De igual manera, a los dos dictaminadores anónimos que han contribuido su conocimiento 

para enriquecer este artículo.

８） El término “afecto” en este artículo se basa en el concepto de af fect en inglés. Por lo tanto, al 

mencionar “afecto” no solo se indica un sentimiento con valor positivo, sino un contexto que afecta 

al sujeto positiva o negativamente.

９） Traducción nuestra. 

10） “…no se mete por la boca, sale de la boca, porque t’aan ‘la palabra’ se exterioriza, no se introduce” 
(Traducción nuestra).

11） Traducción nuestra. 
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12） La pérdida de fonemas y morfemas se debe a procesos de reducción fonética. Los más comunes en 

maya yucateco actual son contracción y elisión (Sobrino 2007:197). La contracción es el proceso o el 

resultado de reducir fonológicamente una forma lingüística para que pueda unirse a otra forma 

lingüística adyacente, o de fusionar una secuencia de formas para que aparezcan como una forma 

simple (Sobrino 2007:197). La elisión se refiere a la omisión de sonidos en la cadena hablada. En 

palabras polisilábicas las vocales y consonantes se eliden en sílabas no acentuadas en el habla 

normal o conversacional (Sobrino 2007:197).

13） Esta correspondencia palabra por palabra y morfema por morfema entre las líneas 2 y 3 implica que 

en las oraciones numeradas que usamos como datos se empleen sangría y espaciado especial.

14） Las abreviaturas que se usan en las glosas de la tercera línea en las frases en maya son: 1: primera 

persona, 2: segunda persona, 3: tercera persona, A: índices personales del set A, B: índices 

personales del set B, CAUS: causativo, COMP: compulsivo, DET: determinante, DT2: deíctico 

terminal 2, DT3: deíctico terminal 3, DT4: deíctico terminal 4, EP: epéntesis, ICP.TR: incompletivo 

transitivo, NEG: negación, PAS: pasiva, PL: plural, PREP: preposición, PROG: progresivo, REFL: 

reflexivo, REL: relacional, SBJ: subjuntivo, SBJ.ITR: subjuntivo intransitivo, SG: singular, TRNS: 

transitivizador.

15） Can and Gutiérrez 2016:128.

16） En la oración 4 el vocablo t’aan aparece en dos ocasiones, primero como el sustantivo t’aan ‘palabra’ 
y, como el verbo t’aan ‘hablar’. La raíz verbal t’aan está conjugada en voz pasiva, por lo que se 

rearticula la raíz y aparece como t’a’an. Como puede notarse, el vocablo t’aan puede ser tanto verbo 

como sustantivo dependiendo del contexto de conjugación, sin embargo, para el análisis que nos 

proponemos realizar, es más relevante el uso de t’aan como sustantivo: ‘palabra’.
17） Monforte et al. 2010:180.

18） Monforte et al. 2010:177.

19） Monforte et al. 2010:180.

20） Los corchetes [  ] se usan para indicar que la información que se pone dentro de ellos, no se 

mencionan textualmente en las frases tomadas de las narraciones y que se reproducen en el cuerpo 

del texto, sin embargo, se mencionan en la narración, es decir, se usa para contextualizar la 

narración que citamos textualmente.

21） Monforte et al. 2010:212.
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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の見取図

― 野田良治、田中耕太郎、天野芳太郎の業績、およびその他の研究の担い手 ―

辻　　　豊　治＊

はじめに

本研究は戦前日本においてラテンアメリカがどのように認識され、調査・研究されてきたかを
明らかにするために、どのような文献が出版されてきたかを調査し、その内容を紹介するもので
ある。前々稿 1）では江戸期に遡って日本での最初のラテンアメリカ文献を紹介し、さらに昭和期
に先行する明治期と大正期を先行研究期と位置づけ、この時期のラテンアメリカ文献を紹介した。
前稿 2）では戦前のラテンアメリカ研究の中心となるのが移民研究であるとの認識のもとに大正末

キーワード
戦前日本、ラテンアメリカ研究、野田良治、田中耕太郎、天野芳太郎

Resumen

Este trabajo de investigación, con el fin de desvelar cómo se percibía, estudiaba e 

investigaba Latinoamérica en el Japón de la preguerra, indaga qué tipo de documentos se 

publicaron y presenta su contenido. En este artículo, se desvela en primer lugar, a qué 

disciplinas pertenecían quienes investigaron sobre Latinoamérica desde el período Meiji 

hasta el período Showa de la preguerra. Además, se presentan obras de tres de ellos, Ryoji 

Noda, Kotaro Tanaka y Yoshitaro Amano, autores de publicaciones de alto nivel, tanto en 

calidad como en cantidad. En referencia a la cantidad, ningún otro investigador tiene en su 

haber tres o más libros. En cuanto a la calidad, Noda, con un legado inigualable, no tiene 

rival; publicó 8 libros, que comprenden investigaciones de campo principalmente en Brasil 

y una enorme cantidad de literatura dentro y fuera de Japón, además de los resultados de 

la interacción con investigadores locales y occidentales. La “Historia general de 

Latinoamérica” de Kotaro Tanaka, además de tratar la historia de las instituciones sociales 

y legales más allá de la generalidad, repasa con precisión las tendencias de la historia de 

Latinoamérica desde un punto de vista histórico, teniendo en consideración los cambios 

sociales. Yoshitaro Amano presenta de modo ingenioso la situación de Latinoamérica, con 

el foco en Panamá. Su obra “Como los araucanos” es un libro histórico único hasta la fecha 

sobre la historia del pueblo mapuche. Sin ninguna duda todos ellos contribuyeron 

enormemente en los estudios de Latinoamérica realizados en el Japón de la preguerra.

＊　京都外国語大学名誉教授
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期から戦前昭和期までの代表的な移民文献を紹介した。
本稿では明治期から戦前昭和期までのラテンアメリカ研究をどのような分野の人々が担ってき
たかを明らかにし、さらにそのなかで質量とも高いレベルの文献を執筆した野田良治、田中耕太
郎、天野芳太郎の 3人を取り上げ、それぞれの著作を紹介していきたい。

1　研究の担い手

まず明治期から戦前昭和期におけるラテンアメリカ文献の執筆者を職種別にそれぞれの経歴を
紹介しておきたい（但し、生没年、生誕地について明記していないものは調査中である）。

1.1　研究者、思想家
福澤諭吉（1835-1901 大坂）は 1859年に遣米使節の一員として渡米し、さらに 1861年幕府使節
団の通訳として渡欧した。こうした欧米での見聞から日本人の目を世界に向けさせる啓蒙書や思
想書を執筆した。『世界國盡』（1869）において独立後のラテンアメリカを日本で最初に紹介した。
歴史学者野々村戒三（1877-1973 大分県杵築町）は東京帝國大學史學科を卒業、南北アメリカの歴
史を早稲田大學で講じ、その講義録が 1903年に『南北アメリカ史』（早稲田大學出版部）として
出版された。関西學院、戦後は立教大学でも歴史学を教え、また能学研究でも知られている。井
原儀は歴史家、地理学者で『墨西哥事情全』（1914、博育堂）はメキシコ史と日墨関係を詳述して
いる。また『世界近世史』（1904、誠之堂書店）でもラテンアメリカの歴史に触れている。本格的
なラテンアメリ移民研究書『ブラジル移民研究』（1925、東京寶文館）を著した農学者の高岡熊雄
（1871-1961 島根県津和野市）は、札幌農學校卒業後、同校で農政学、植民学を担当した。北海道
帝國大學敎授、社会政策学会および農業経済学会会長を歴任した。田中耕太郎 3）（1890-1974 鹿児
島市）は日本の代表的な法学、法哲学者、東京帝國大學教授であった。戦後は文部大臣、参議院
議員、最高裁長官を務めた。『ラテン・アメリカ紀行』（1940）は 1939年に外務省の後援で中南米
を歴訪したときの紀行記である。戦中から敗戦直後に執筆、出版された『ラテン・アメリカ史概
説 上下巻』（1949）は戦前のラテンアメリカ史ひいてはラテンアメリカ研究の金字塔である。大
川周明（1886-1957 山形県酒田市）はアジア主義を標榜する国家主義思想家であり、拓殖大學、法
政大學教授を務めた。法学博士。五・五一事件連座して 5年の禁固刑を受けた時に執筆したのが『近
世欧羅巴植民史一』（1942、慶應書房）である。福中又次は人類学、日本人論などの研究者で『イ
ンカ帝國と日本人』（1940、富山房）を出版している。岡田峻は東京外國語學校西語科卒、善隣外
事專門學校教授。スペイン語と歴史学を専門とし、『マヤの文化』（1942、育生社弘道閣）、戦後す
ぐ『インカ文化史』（1948、美和書房）を出版した。翻訳書が出版されている『ペルー征服（上）（下）』
（1941、43、改造社）を著したプレスコット（William H. Prescott, 1796-1859  Salem, Mass.）は 19

世紀における米国のスペイン帝国史家。ハーバード大学卒。本書の他、『メキシコ征服史』（1843）
を著した。『ラテンアメリカ社會發達史』（1942、ラテンアメリカ中央會）のポブレテ・トゥロン
コソ（Moisés Poblete Troncoso, 1893-1972  Chillán, Chile）はチリ大学の農業社会学者である。『中
南米發達全史』（1944、國際日本協會）を著したリッピィ（James Fred Rippy, 1892-1977  Sumner 

County,Tenn.）はシカゴ大学、デューク大学で歴史学を講じ、米州関係史を専門とする。
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1.2　外交官・官吏
藤田敏郎は 1891年にラテンアメリカ最初の領事館がメキシコに開設されたときの領事代理であ

り、ブラジル總領事を歴任した。1924年に『南米の殖民地』（アルパ社）を著している。戦前に
おけるラテンアメリカ研究の第一人者が野田良治 4）（1875-1968 京都府綾部）であることは衆目の
一致するところであろう。東京專門學校（早稲田大学の前身）英文學科中退、1898年から 3年間
のメキシコ公使館、10年間のペルー、3ヵ月のチリ在勤を経て 1909年以降ブラジル大使館での一
等書記官に至るまで 36年間、外交官としてラテンアメリカで勤務した。移民事業を現場で指導す
るとともに日本からの訪問者の応対は言うまでもなく、ブラジルを中心に赴任先を精力的に視察、
調査し、その見聞にもとづいて研究・執筆活動を続けた。最初の著作は 1912年の『世界之大寶庫
南米』であり、1927年に『世界之大寶庫新南米』として改訂版を出している。1926年にブラジル
百科事典と言うべき『ブラジル人國記̶實査十八年̶』、1929年にアマゾン調査をまとめその全
体像を明らかにした『大アマゾニヤ』、アマゾニヤ研究の集大成であり、また実践の裏付けである
『南米の核心に大奮闘せる同胞を訪ねて』（1931）、外交官を辞した後は博覧強記のエッセー『らて
ん・あめりか叢談』（1942）、最後の著作としてラテンアメリカ研究の集大成となる『ラテン・ア
メリカの全貌』を 1943年に出版した。その後、ラテンアメリカ中央會の理事として同会の月刊誌
『ラテンアメリカ研究』に時局評論やエッセーを寄稿した。戦後『日葡辞典』（1966、有斐閣）を
出版した。成川房幸は林業の専門家で農商務省技師として南米各地を視察して『南米事情』（1928、
松山高等商業學校）を著す。柳澤健（1889-1953 会津若松市）は逓信省から大阪朝日新聞を経て、
外務省に入省した。メキシコ勤務にもとづいて『中米及び墨西哥』（1933、平凡社）を著している
が、『ラテンアメリカ總攬』（1944、日本外交協會）にもメキシコについての鋭い歴史評論を書い
ている。東京帝國大學在学中に島崎藤村や三木露風に師事し、外務省退官後に評論集や詩集を出
版している。堀口九萬一（1865-1945 長岡市）はメキシコ、ブラジル、スペインなどの公使を歴任
した。『南米及び西班牙』（1933、平凡社）を著している。詩人の堀口大學は長男である。鹽谷狩
野吉は農商務省、商工省の官僚。ラテンアメリカを視察して 1937年に『中南米の歪像』（日本雑
貨中南米輸出組合聯合會）を著す。海本徹雄はサンパウロ領事館副領事を務めた国際法学者で外
務省顧問。米州関係、米州法研究の第一人者である。ラテンアメリカ中央會常務理事。『米國のカ
リビアン政策』（1943、日本外政協會）、『新汎米主義と米州國際法』（1943、日本外政協會）が代
表作である。大野勝巳（1905-2006 北海道浜中町）は外務省亜米利加局で対米政策に携わってきた
が、1942年に『アメリカの對南米政策』（朝日新聞社）を著し、上記『ラテンアメリカ研究』誌
の中心的論客の 1人である。入江寅次は移民研究の第一人者で、外務省亜米利加局、移民局、神
戸移住斡旋所などに在籍した。『邦人海外發展史 上下巻』（1942、井田書店）の他、『明治南進史稿』
（1943、井田書店）、『ブラジル移民五十年』（1958、松沢書店）等を著した。

1.3　移民事業関係者
明治・大正期の移民事業の関係者の著作として、皇國殖民を設立して第１回ブラジル移民を送
出した立役者である水野龍（1859-1951 高知県高岡郡）の『南米渡航案内』（1906、京華社）、プロ
テスタント系青年教育団体で移民事業に取組む日本力行會の会長永田稠（1881-1971 東京）の『南
米一巡』（1921、日本力行會）、『両米再巡』（1925、日本力行會）が挙げられる。いずれも啓蒙的
な移民案内書である。大島喜一は自ら創設した札幌の植民學校講師、北海道海外移住組合専務理
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事などを務め、移民教育に尽力した。『邦人の發展地ブラジル』[5版 ]（1928、東文堂）と『南米
アルゼンチン』（1931、植民社）、戦後『ホセ・サンマルチン』（1960、政経出版社）を出版した。『ブ
ラジルとアルゼンチン』（1929、移植民研究會）を著した稲垣頴策は、臺灣總督府や拓務省などで
移植民事業に従事してきた農務官僚である。山田辰實は廣島縣海外協會員として廣島縣からの海
外移民業務に関わったが、ペルーでの見聞を『南米秘露と廣島縣人』（1931、廣島縣海外協會）と
してまとめた。青柳郁太郎（1867-1943 東京）は海外興業代表としてブラジル移民の推進に努め、
サンパウロ州政府との折衝の先頭に立った。後にラテンアメリカ中央會常務理事を務めた。1941

年と 1942年に上下巻で出版された『ブラジルに於ける日本人發展史』（ブラジルに於ける日本人
發展史刊行會）の編集委員長を務めた。

1.4　現地在住実業家
田中誠之助はアルゼンチンのミシオネスに植民地を開いて、日本人移民の導入に努めた。1919

年に『日本人の新發展地南米ブラジル』（海外發展社）、1926年には『南米の理想鄕』（日本植民
通信社）を著している。ラテンアメリカにおいて実業家として成功し、現地事情に明るい人物の
代表は、天野芳太郎 5）（1898-1982 秋田県男鹿市）である。秋田工業學校卒業。1928年パナマに渡
航し、パナマの天野商會を拠点にコスタリカの漁業、チリでは牧場経営、エクアドルでも縫製工
場やキニーネ精製事業を経営した。しかし太平洋戦争の勃発により米国に強制連行されたが、こ
の経緯は『我が囚はれの記』（1943）で明らかにしている。『あちら・こちら物語̶中南米随筆̶』
（1936）、『中南米の横顔』（1941）、『パナマ及びパナマ運河』（1943）、『アラウカノ族の如く』（1944）
を著し、戦後はペルーやボリビアで事業を再開するとともに、チャンカイ文化を中心とした織物
や土器を収集した「天野博物館」を 1958年に開設し、ペルー文化の研究、普及に貢献した。ペルー
政府はその功績に対して、2018年に「天野博物館創立者」として生誕 120年の肖像切手を発行した。
千田平一は父平助が 1910年にチリに渡り、雑貨店を開いたが、それを受け継ぎさらに農園を営ん
だ。在チリ 28年の後、帰朝した。『中南米をゆく』（1942、第一書房）でチリの社会事情を紹介し
ている。

1.5　ジャーナリスト、編集者
横山源之助 6）（1871-1915 富山県魚津市）は横濱每日新聞記者であり、日本の貧困問題に取り組

み『日本之下層社會』（1899、敎文館）を著しているが、1908年に『南米渡航案内』（成功雑誌社）
を、1913年には『南米ブラジル案内』（南半球社）を著した。伊達源一郎（1874-1961 島根県）は
讀賣新聞主筆でいずれも民友社の現代叢書として『巴奈馬』（1914、民友社）、『南米』（1915、民
友社）を編集した。両書とも時流にあった優れた評論書である。戦後、緑風会参議院議員を務めた。
深尾幸太郎は『植民地大鑑』（1916、東洋タイムス社）の著者となっているが、東洋タイムス社社
長であり、実際は監修者であろう。朝日胤一は雑誌『海外』主幹で『總南米』（1921、大日本圖書）
と『ラテン・アメリカ史論』（1922、大日本圖書）を著した。前著は日本人移民の在り方を提言し、
後著はラテンアメリカ各国別の通史である。『墨西哥・中米・南米篇（世界現状大観 11）』（1932、
新潮社）は歴史を中心としたよくまとまったラテンアメリカ文献であり、編者の佐藤義亮（1878-

1951 秋田県角館町）は新潮社の創立者である。桑原忠夫は東京日日新聞学芸部記者で、社から中
南米に派遣されて現地を調査した。『南米の知識』（1934、非凡閣）はその成果である。後に日本
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通信社代表取締役。寺西呉郎は同盟通信社のニューヨーク支局員であり、1939年に『中南米を探る』
（同盟通信社）を著している。ガンサー（John Gunther, 1901-70 Lake View, Chicago）は世界各国
の政治、経済事情に鋭く迫る米国のルポライターとして有名である。『中南米の内幕』（1942、大
日本出版）ではラテンアメリカ全域 12ヵ国を取り上げている。
次に戦前のラテンアメリカ研究において顕著な業績を残した次の３人のすべての著作を紹介し
ていきたい。参考までに各著作の頁数を業績リストに示している。野田良治はブラジルを中心と
して現地調査と内外の膨大な文献および現地と欧米の研究者との交流を通じて他の追随を許さな
い業績を残した。田中耕太郎の『ラテン・アメリカ史概説』は概説の域を超えた社会制度史、法
制史でもあり、社会変革を視野に据えた歴史観によりラテンアメリカ史の動向を的確に捉えてい
る。天野芳太郎はパナマを中心としたラテンアメリカの実情を軽妙洒脱な筆致で紹介している。
また『アラウカノ族の如く』はアラウカノ民族史として現在に至るまで稀有な歴史書となってい
る。

2　野田良治の業績

2.1　『世界之大寶庫新南米』（1927）[『世界之大寶庫南米』（1912）]

『世界之大寶庫新南米』は『世界之大寶庫南米』の改訂版である。本稿では改訂版の『新南米』
を中心に紹介したい。本書の構成は、歴史、地理・気候、産物、11ヵ国の各国事情、北米と中南米、
モンロー主義と全米主義、言語、文学、交通、日本からの経路、著者の経歴と多岐にわたる。
南米はパナマを含めて 11ヵ国である。地理の項でアマゾン大河とその枝流の浸潤区域、すなわ
ちアマゾニヤについて「すでに数百名の同胞が・・農業、商業、手工業等に従事して（いるが）、・・
吾等日本人は、せめてアマゾニヤの開発に先 を着けねばならぬ」（p.87-88）と後年の著者によ
るアマゾン論の先駆けとなる認識が見られる。第 1回ペルー移民は悲惨な結果になったが、当時
在リマ領事館の書記生であった著者はペルー移民を継続すべきとの報告書を外務省に提出した。
パナマは運河のために生まれた国であるとして、運河史と運河の構造を説明し、米国の関与につ
いて「今より凡二十二年にして、米國は此の運河に費した資金を全額回収したる上、尚年々多額
の収益を獲ることゝなる」（pp.252-253）と記している。
モンロー主義は米国人による中米カリブ海での侵略の口実となり、米国への反感が増した。米
国はその緩和策として米大陸の利益擁護を米州諸国で負担するという全米主義を打ち出した。
改訂版にはなく旧版の『南米』で言及されていたのは、次の移民関連の 5項目である。「南米に
於ける本邦移民」「南米に於ける支那人及びその潜勢力」「南米に於ける日本移住反對説と辯護説」
「邦人移植上より見たる南米列國」「南米に於ける邦人發展策」。
一般にブラジルには人種的偏見がないと流布されているが、「南米人が濃淡の別こそあれ、多少
人種的偏見を抱けることは爭い難き事實なり」（p.378）と楽観論を戒めている。今後も有望な移
植地としてブラジルを推奨し、そこで日本人の資本と実業能力を結集して、一大会社を設立し、
貿易、土地売買、農場経営、移植民誘入、銀行業務を統一的に行っていく必要があると提言して
いる。
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2.2　『ブラジル事情』（1927）
1926年内務省社會局における敎化團體聯合會 7）定例会での講演速記を冊子にしたものである。
大西洋側諸国（著者は表南米と呼ぶ）のうち、現在はアルゼンチンが最も発展しているが、やが
てブラジルが取って代わる可能性があり、移民先として有望である。今後は資本家や専門技術を
もつ人も移住を考えてほしいと呼びかけている。

2.3　『ブラジル人國記̶實査十八年̶』（1928）[初版 1926]

内容は概説、地理、アマゾンの自然、気候、風土病、動植物、産業、人口・人種、国民性、歴史・
ブラジル史年表、日伯関係、政治制度、法制度、軍組織、教育、宗教、マスコミ、学界、文学、
芸術、スポーツ、ブラジル関係邦語文献リストと文献解題、渡航案内までブラジルに関する情報
をあらゆる分野にわたって網羅しており、その幅広さは類例を見ず、いわばブラジル百科事典と
なっている。

2.4　『大アマゾニヤ』（1929）
著者は 1906年のペルー・アマゾンへのゴム林踏査を手始めに合わせて 4回、アマゾニヤを視察
した。さらにアマゾニヤに関する西葡英仏語の文献や公文書を駆使し、また現地のアマゾニヤ学
者との交流を通じて本書を執筆した。アマゾニヤについて厳密な定義をさまざまな文献から展開
しているが、要約すると極北はブラジルと英領ギアナとの境界にあたるコテインゴ河の水源地、
極南はボリビアのグワパイ河およびチャポレ河の水源、極東はパラー州の最東部、極西はペルー・
カハマルカ県ハエン市周辺で、緯度として 24度以上、経度では 33度以上に跨る広大な地域であ
る（p.29）。本書の内容について 21章の冒頭で次のように紹介している。
以上二十章に亘り、吾人はアマゾニヤの廣 如何に大なるかを知ると共に、槪略ながら之を
地質學的、地理學的および水理學的に考察し、また歴史的に其の發見、傳説、冒險的乃至學
術的探檢、その占領と植民、宣敎師の献身的努力の事蹟をたづね、續いて其の住民と氣候風
土とを檢討し、またアマゾニヤの動植物、就中文明諸國にとりて不可缺なる種々の原料を供
する所の植物性天産物が、・・（如何に）豊富に存在するかといふこと、換言すればアマゾニ
ヤは全世界人類の爲に殘されたる最後の大寶庫である事實の一斑を瞥見した（pp.431-32）。・・
アマゾニヤに將來の新文明を建設する土臺 =基礎工事は旣に落成して居る（p.441）・・今や
人類のために残された最後の「大寶庫」を開かねばならない時機が来ている（p.447）。

2.5　『南米の核心に大奮闘せる同胞を訪ねて』（1931）
著者によると南米には先進諸国の文明が浸漸する地域と文明の恵沢に浴さない内奥地がある。

「南米の核心」とは、この未開発の「第二の南米」の中枢である。著者は「南米の核心」を次のよ
うに設定している。「その大部分はボリヸア國に屬し、同國領アマゾニヤの全部を包容し、それに
ペルー領アマゾニヤの一部たるマドレ・デ・ディヨス縣の全部と、クスコ縣の一部を合わせ、更
にブラジル領アマゾニヤの内マトグロッソ州の西北部をも加へたものである」（p.7）。ボリビア領
70万平方キロ、ペルー領 15万平方キロ、ブラジル領 7万 5千平方キロ、合わせて 92万 5千平方
キロとなる。従って「南米の核心」はボリビア領アマゾニヤが主、ペルーが副、ブラジルが従で
ある。著者は「南米の核心」地域を奥アマゾニヤとも表現している。
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本書の前編はこの「南米の核心」地域への各方面からの河川、鉄道、道路を利用した交通路に
ついて、さらにこの地域の中心となるボリビア領アマゾニヤの開発の歴史、その拠点都市の紹介
からなる。後編はこの「南米の核心」で活躍する「同胞を訪ねて」、著者による 64日間に亘るブ
ラジルからボリビアへの旅の記録となっている。

2.6　『らてん・あめりか叢談』（1942）
本書はボリビア、コロンビア、ベネズエラおよびペルーアンデス東部、アマゾニヤなどへの視
察から得た知見と欧米の著書から「特に面白いと自ら感じた奇習、異俗・珍談を、随筆的に書き綴」
（p.4）ったものである。ブラジルを訪れた最初の日本人やパナマ地峡を最初に横断した新見豊前
守一行のこと、キューバ独立のきっかけとなったメイン号に乗り組んだ 7名の日本人がハバナ湾
の底に沈んだことなど日本人の中南米との関わりを紹介している。最終章で米国の対中南米政策
に言及し、「米大陸の幼弱國を保護すべき筈の後見役たる北米合衆國が・・みづから侵略的行爲に
出」（p.259）る状況に対し、中南米諸国は米大陸の共通利益を図ることが真の意味の汎米主義
（p.260）であると説いている。

2.7　『ラテン・アメリカの全貌』（1943）
本書の執筆時にはすでに太平洋戦争が始まっていたが、戦況はまだどちらとも言えない時期
だったと思われる。冒頭で敵米国の急所がラテンアメリカにあり、この戦争と密接な関係がある、
とこの地域を知ることの重要性を強調している。本書はラテンアメリカ入門書であるが、時局の
逼迫性が伝わってくる。地理、政治、経済、文化、軍備、対米関係、「大東亜戦争とラテン・アメ
リカ」、パナマ運河、「戦後に於けるラテン・アメリカの地位」という章立てになっている。
地理の項で、メキシコ地図についてグアテマラを頭とし、ベリーズ（当時の英領ホンジュラス）
を目とする一匹の犬に例えている。著者はメキシコが本来「猛鷲の襲来に對して、ラテン・アメ
リカ全體のために、監視を怠らざる北境の忠實なる番犬たるべき」（p.35）だが、猛鷲の前に平伏
している、としている。
政治については、当時のラテンアメリカの 20の独立国は、独立当初のハイチ、メキシコ、マク
シミリアン皇帝のメキシコ（1864-67年）、1889年までのブラジルの帝政を除き、すべて民主共和
国を看板にしているが「看板に僞りあり」（p.84）、実際は「謂はゆる革命」（p.72）が頻発し、独
裁政治が蔓延している。現時点（1940年当時）で 20ヵ国のうち 11ヵ国が軍人大統領である。
経済からみたラテンアメリカの重要性（特徴）は、① 現在から将来にわたって「一大資源圏」

であること、② 原料生産国として工業先進国との分業関係、③ 外国の投資先、移民先であること。
この三局面について、夫々資源（鉱物、林産物、農牧産品）の賦存状況、その輸出構造、英米を
中心とする鉄道・外債・鉱業などへの投資額の分布状況、そして欧米諸国からの人的資本として
の移植民について説明している。
ラテンアメリカの文化は、スペインとポルトガルの文化に先住民文化の要素が加わって形成さ
れ、独立後も受け継がれた。今やラテンアメリカ文学は百花繚乱の状況にあり、幾多の文学者、
詩人を輩出している。ただ日本ではスペイン語、ポルトガル語があまり普及していないため、ラ
テンアメリカ文学が邦訳されることはほとんどなかった。著者はリマの名譽領事館在勤中に『舶
來すみれ』と題するペルーを中心とする 9ヵ国の詩人 22名の詩 34篇を邦訳して自費出版したと
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のことである。さらに 1941年に堀口大學によるフランス語からの重訳で『現代ブラジル文學代表
作選』（第一書房）が出版された。
パナマ運河に関して、両洋の連絡には運河の建設が不可欠であり、レセップスのフランス会社
の破綻、イギリスとの利権争い、コロンビア政府との交渉と挫折、パナマ独立と運河利権の獲得
という一連の過程を経て、米国主導の運河実現となった。本書では運河の規模、予算、船舶・貨
物量など詳細に数字を紹介しているが、さらにパナマ運河がもつ米国にとっての戦略的意味につ
いて言及している。パナマ運河自体、人類全体の平和と福祉のためのものであり、一国が専有し
て「帝國主義的野望を遂行するための具」（p.290）とすることは、容認できない。「パナマー運河
を米國から取り上げること」（p.291）がこの戦争の目的の 1つである。
　「大東亞戦争とラテン・アメリカ」について、1941年に日米開戦すると米国の膝元であるラテ
ンアメリカの動向は重要な となる。結局アルゼンチンとチリ以外の諸国は対枢軸断交に踏み
切った。その後チリは 1943年 1月に断交し、アルゼンチンだけが残った。アルゼンチンが中立を
維持しえた背景は、ラテンアメリカの盟主を自負し、米国に依存せずに自給自足しうる経済力を
もっているからである（結局、アルゼンチンも 1944年 1月対日断交を決めた）。ほぼ全域で米国
に加担することになったが、戦況如何によっては「枢軸側に寝返りを打つ可能性」（p.258）がある。
今大戦が終局したとき、日本は大東亜共栄圏の盟主となり、また世界の他地域においても同様
の広域経済圏が創出されるであろう。米州は 2つの共栄圏となり、中南米における 22万 9千人に
上る在留邦人の存在は重要な役割を果たすだろう。この意味でラテンアメリカの同胞を大東亜共
栄圏に再移住させる案より、現在地に留まることが将来の布石となろう。

3　田中耕太郎の業績

3.1　『ラテン・アメリカ紀行』（1940）
本書は著者が東大教授のとき外務省亜米利加局の委嘱を受け、1939年 5月から 10月までブラ

ジル、アルゼンチン、チリ、ペルー、パナマ、メキシコを歴訪したときの紀行記である。著者は 5ヵ
月余りの中南米滞在中に大学・研究機関、行政府、日本人移住地等を精力的に視察・訪問して各
国の高官、文化人・学者と交流を図るとともに、講演を合計 26回開いている。そのうち在留邦人
を聴衆とするものは 8回に上り、在留邦人の教育の在り方、民族主義と国際主義、「永住か帰国か」
など現地での同化を進める内容のものであった。その現地体験からさまざまな知見を得ている。
ラテンアメリカの知的文化的水準の高さ、英米の経済的政治的勢力への反発、高等教育の普及、
一部の国の社会立法・社会事業の発展ぶりを看取した。その一方で人種的混交社会としての社会
統合の困難さや初中等教育の欠如による民衆とエリートとの格差などを社会問題として指摘して
いる。本書は当時の一般の日本人がもつラテンアメリカは文化や教養が低水準であるという偏見
を払拭する役割をもった。

3.2　『ラテン・アメリカ史概説上巻』（1949）
上巻は序説・先住民文明・征服・植民地期・独立までが扱われている。1939年に中南米を視察
した際、各国の歴史に関する知識の欠如を痛感し、ラテンアメリカの歴史研究を思い立った。そ
してラテンアメリカの歴史過程から日本の在り方についての教訓を引き出すことに心掛けた。300



戦前日本におけるラテンアメリカ研究の見取図

─ 97 ─

年の西領植民地統治は、「長年軍部の壓制の下に惱んだ過去の日本を想起せしめる」（p.4）として
いる。本書は終戦前に執筆を始めた。
先住民文明について、マヤ、アステカ、インカ各文明の興亡を取り上げている。アステカはマ
ヤから芸術的学問的要素、トルテカから行政的要素を引き継ぎ、強固な軍事組織にもとづく専制
君主制を樹立した。インカ帝国の政治は温情的な専制主義であり、経済的には稠密な人口を養う
農業的共産主義的構造であったが、権力者に対する絶対的服従により個人の文化への貢献の余地
はなく、スペインの侵略に抗せなかった。スペイン人は征服後、堅牢な宮殿や外壁を取り除くこ
とが出来ず、それを基礎にしてスペイン的都市を築いた。しかし純然たるインカ都市の面影はマ
チュピチュ遺跡に残っている。
「コンキスタドーレス」の項では、バルボア、コルテス、ピサロおよび小コンキスタドーレス、
そして「マジェランの世界周航」が取り上げられている。続いて植民地統治機構を説明し、ラス・
カサスの活動（pp.150-159）とインディアス新法による先住民保護、イエズス会による布教村の
建設、植民地社会の特徴としての階層間対立と地方間対立、大土地所有制、ミタなどの強制労働制、
大学・学院、文学・芸術について言及している。「カルロス三世の改革」は植民地の行財政改革を
図ったが、「其の本質に於いては本國本位のもので・・植民地を自分に堅く結合しようとする意圖
を裏切って、植民地の分離獨立と云う正反對の方向に驅った」（p.212）。
「植民地の獨立」では、その要因としてクリオリョ層の台頭など植民地社会の発展、イベリア半
島の政治情勢、欧州思想の普及と欧州諸国の支持を挙げている。そしてボリバルとサン・マルティ
ンによるグアヤキル会談は決裂に終わったが、「南下し他は北上する西班牙植民地解放運動の最初
の接觸を意味する」（p.304）とその意義を説いている。

3.3　『ラテン・アメリカ史概説下巻』（1949）
下巻は「獨立以後」として対米関係を中心とした国際関係と各国事情に二分され、最後に「ラ
テン・アメリカに對する佛蘭西文化の影響」が付記されている。
独立時における対米関係の焦点は、米国による 1823年のモンロー宣言である。植民地化の排除
や独立国への干渉の排除を規定していたが、19世紀中頃から米国の帝国主義的計画が明らかとな
り、モンロー主義がその隠れ蓑になるとの疑惑が生じた。20世紀には米国によるとくに中米・カ
リブ海諸国への積極的な干渉主義が台頭した。「痛棒政策」「弗外交」などである。一方、汎米主
義の流れはボリバルのパナマ会議に端を発する。ボリバルの汎米主義は西系諸共和国のみの結合
を求める「アメリカ主義」であり、米国とブラジルを除外するものであった。しかし 1933年米国
の善隣政策以降は米国とブラジルを含む汎米主義として定着した。
「各国事情」では、2ヵ国以上に跨る重大事件、人物中心の政治過程の素描を行うとした。構成
はラプラタ地方、太平洋諸国（チリ、ペルー、ボリビア）・太平洋戦争、アンデス諸国（エクアド
ル、コロンビア、ベネズエラ）、メキシコ、中米諸国及びパナマ、カリブ海諸国、ブラジルからな
る。

3.4　『ブラジルからメキシコへ』（1958）
本書は戦後の著作であるが、著者のラテンアメリカとの関わりを知るうえで紹介したい。1957

年にブラジル裁判官協会の招待でブラジルは固より米国、ベネズエラ、パナマ、グアテマラ、メ
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キシコを訪れたときの旅行記である。1957年では未だ「勝ち組」「負け組」の抗争が収まってい
ない時期であり、日本文化協会での講演では国粋主義を戒め、第二の故郷であるブラジルへの愛
国心をもち、一致協力してブラジルのために尽くすよう呼びかけた。グアテマラの政情について
1954年に成立したアルベンス政権下で国際共産主義の間接侵略を許容したことが政権崩壊に繋
がったとし、従来の反共自由主義の立場からの歴史観を示している。

4　天野芳太郎の業績

4.1　『あちら・こちら物語̶中南米随筆̶』（1936）
表題の「あちら・こちら」には著者との関わりが深いパナマ、チリ、エクアドル、ペルーを始
めとして各国事情が 135篇の短文にまとめられている。また「あちらとこちら」という項には 15

の文章が日本との習慣の違いをテーマとしている。
「住みよいパナマ」では、日本は天変地異が頻発し、気候も悪く、自分の国を世界一の健康地と
勘違いし、「いろいろの藥品を携帯してくる」（p.26）。「パナマに住んで、あの蒸し暑く寝苦しい
日本の夏に、ひそかに同情を寄せてゐる」（p.28）。「大西洋は太平洋よりも日本に近い」では、日
本からの船は太平洋岸のバルボア港から 7～ 8時間かかって運河を通過して大西洋岸のクリスト
バル港に着くが、経度ではクリストバルの方が 20分日本に近い。これは運河が日本に引き返す方
向に切られているからである。チリについては四季と温泉に恵まれ、「南米の日本」として賞賛し、
日清戦争時にチリから軍艦エスメラルダを譲り受けたのが、軍艦和泉であると記している。「南チ
レの獨逸植民地」であるバルディビア州はチリ国内に建設された小ドイツ共和国である。ドイツ
移民はチリ人との協調を図っており、著者にとっては理想的な植民地経営と映っている。「肩身の
廣い野口町」では、エクアドルのグアヤキルに野口英世を記念する野口通りがあることを紹介し
ている。「マチュピチュ物語」では、著者も 1935年にこの地を訪れ、「世界的な名所として、各國
から多數の觀光客を引付けるのも遠くない」（p.279）と予見している。
「あちらとこちら」では、日本人移民が「幾らかの貯蓄が出來たら故鄕へ歸ろうと、一日一日を
犠牲にして働いてゐる」（p.301）のに対し、欧米移民は「適度の勞働、適度の休養、適度の娯樂、
これが彼等の理想である・・どちらが合理的であるか、・・優勝者は殆ど彼等だ」（p.301-302）と
意識の違いを論じている。「日本人排斥の原因」では例えば、以前パナマの漁師は僅かの魚を取っ
て生活していけたが、日本人の漁師が大量に捕獲すると魚の値段は安くなるばかりで、彼らの生
活が成り立たなくなる、事ほど移民問題は簡単なものではない。

4.2　『中南米の横顔』（1941）
本書は 1928年以来、13年間のラテンアメリカ生活から得た見聞を 88項目に亘ってエッセーに
まとめている。中南米原産の食品、煙草、キニーネ、ゴムなど日本人が恩恵を蒙っている「我々
の生活と中南米」から始まり、メキシコの遺跡、コスタリカの風物、気候、人種、死生観、動植
物についてのエピソードを綴っている。著者は古代文明と征服史に並々ならぬ関心を持っており、
「傳説の山」「日と月のピラミッド」「黄金の等身像」「マチュピチュ物語」（『あちら・こちら物語』
から再録）「芋とインカ族」「石油とインカ族」「印度人とコロンブス」などで言及している。パナ
マ運河開通に先立つ 126年前に大西洋側のアトラト河と太平洋側のサンフアン河を結ぶ通路とし
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てラスパドウラ運河が 1788年に建設されていた。しかし次第に地盤が緩み、雨期のたびに溝が埋
まり、その存在は忘れ去られた、と「死んでしまった運河」で紹介している。本書はいわば『あ
ちら・こちら物語』の続編のような内容で、ラテンアメリカへの日本人の関心と理解を高めるこ
とにめざしたエッセー集である。

4.3　『パナマ及びパナマ運河』（1943）
永年パナマにて実業に従事した著者の現地体験にもとづく啓蒙書である。本書は敵国民として
収容され、日本に帰国後の執筆である。
大東亜戦争においてパナマは日本に宣戦布告した。当時のパナマについての日本での認識は、
パナマ帽とパナマ運河である。いずれもパナマのものではない。パナマ帽はコロンビアやエクア
ドルで生産され、またパナマ運河は米国領土内にある。まずはパナマ国とパナマ運河を明確に識
別することが重要である。国の形状は尺取虫が南米から中米に渡っている恰好である。本書では
パナマの経済、社会、生活状況について現地在住者ならではの具体性をもって描かれている。パ
ナマ運河は交通の要衝であるが、その重要性は軍事的なものとなっている。米国の対中南米政策
はパナマ運河の防衛を軸に展開している。

4.4　『我が囚はれの記』（1943）
本書は著者がパナマ在留中、太平洋戦争勃発時に逮捕、抑留された後、米国の収容所に移送、
交換船で帰国するまでを綴った体験記である。
著者は日米戦争が始まる 1941年 12月 7日（日本時間 8日）に日本人が拘束される報に接し、
自ら警察に出頭して他の日本人とともにチョリリョス監房に拘束された。そして米軍の統制下バ
ルボアの移民収容所に移送され、116日間の天幕生活を送ることになる。パナマ各所から送られ
た日本人 150人とともに空腹と疲労に苛まれ、不当な労働を強いられた。著者はパナマ日本人社
会の指導者として当局にスパイ容疑を掛けられ、とくに虐待に晒された。翌年一行はクリストバ
ル港から米国オクラホマ州フォート・シル収容所に移送された。この収容所にはパナマ・コスタ
リカ組 184名の他、ハワイからの 169名、カリフォルニアからの 346名が収容された。50日間の
フォート・シル生活の後、さらにルイジアナ州リビングストン収容所に移送された。米国での 67

日間に及ぶ不自由な抑留生活は、総勢 1065名を乗せた第一次交換船が 1942年 8月 19日横浜港に
帰還して、終止符が打たれた。
本書はラテンアメリカでの日本人に対する強制収容の実態を克明に記録した貴重な証言である
とともに、天野芳太郎という人物の人生観、国家観、処世観を知るうえで重要な資料でもある。

4.5　『パナマを中心とせる中南米事情』（1943）
帰国後、東京、大阪、札幌、朝鮮などの 28の經濟倶樂部での講演記録である。まず米国による
ラテンアメリカ支配の急所であるとしてパナマ運河の重要性を強調し、米国との関係を中心にラ
テンアメリカ各国の政情に言及した。また抑留体験に触れ、最後に、対米戦争に関連して日本の
旗が米国の旗に「俺が今、東の空から登るところだ。星よお前引っ込め・・と言ってゐる」
（pp.23-24）という例え話をメキシコの新聞記事から紹介している。
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4.6　『アラウカノ族の如く』（1944）
アラウカノ族はチリ南部に居住する先住民でスペインの侵略に最後まで抵抗した勇猛な民族と
して知られている。著者がこの民族のことを知ったのはチリ第 3の都市コンセプシオンの郊外に
農場を買い求めたとき、その地がアンダリエンという名のスペインとの古戦場であったという関
わりに因る。以来、事業の傍ら資料の収集に努め、アラウカノ民族史として本書を公けにした。
チリ南方コピアポからビオビオ河の間に居住する部族をピクンチェス（北の人）と呼び、ビオ
ビオ河からバルディビアにかけてはペウエンチェスが、バルディビアからチエロ島に及ぶ地域に
はウインチェス（南の人）が居住していた。彼らは共通する言語、習慣をもちマプーチェ（その
土地の人）と自称した。本書では 3地域の民族をアラウカノとし、その生活や制度を紹介している。
スペインによる進出は、1535年のアルマグロのチリ遠征に始まる。その後、1540年にバルディビ
アが 150名の兵士を率いてピクンチェスを鎮圧し、翌年サンティアゴ市を建設した。この頃バル
ディビアは南方アラウカノの存在を知り、スペインによる最初の侵略が 1550年に行われた。アン
ダリエン河谷での会戦でアラウカノは 2千の死者と 4百の捕虜を残して敗走した。スペイン人は
この地にコンセプシオンという名で植民都市を築いた。しかし 1553年、総大将カウポリカンの下
で戦略家のラウタロの一軍がバルディビア軍を打ち破り、彼を処刑した。スペイン軍は翌年弔い
合戦を仕掛け、マリグエ坂に野営したが、ラウタロの戦略により敗走した。「マリグエの戰いは南
米征略史上最大の敗戰であった」（p.137）。一進一退の戦闘を繰り返しながらアラウカノの地から
スペイン人は一掃された。1641年にはキジン河の渓谷で和平条約が結ばれた。歴史家はスペイン
がペルーで得た富をアラウカノとの戦いですべて失ったと言う。「中南米諸國の獨立を容易ならし
めたのは實にアラウカノ族だと云う事になる」（p.178）。1818年のチリの独立とともに彼らはそ
の一部となった。

4.7　『遥かなる國々̶中南米随筆̶』（1947）
『中南米の横顔』（1941）88篇から 68篇を選んだエッセー集である。

結びに代えて（3人のラテンアメリカでの出会い）

本稿では戦前日本のラテンアメリカ研究において傑出した 3人の著作を紹介した。彼らは外交
官、法学者、実業家と立場は異なるが、共通してラテンアメリカへの共感を以って、日本におけ
るこの地域への関心を高めるのに尽力した。野田良治の著作の底流にある考え方は移民推進論で
あり、とくにアマゾニヤ植民の有効性、反米意識にもとづくラテンアメリカ（現地）主義という
ことになろう。田中耕太郎においてはカトリックの役割、民衆の動向、自由民主主義と独裁の変
遷を軸にラテンアメリカ史を再構成しようとした。天野芳太郎においては文化・国民性への関心、
先住民文明の再発見、パナマ運河を巡る動向が著述の源泉である。
最後に田中耕太郎がこの地域に密着して活動し、研究した天野芳太郎および野田良治とどのよ
うに出会い、どう評価したかについて紹介しておきたい。
田中は 1939年ラテンアメリカ歴訪の帰路、パナマに立ち寄った。9月 19日運河鉄道パナマ駅
に出迎えたのが天野芳太郎であった。翌日、田中は現代日本の精神生活について講演したその夜、
天野から晩餐に招待された。翌日パナマ空港で天野の見送りを受けた。『ラテン・アメリカ紀行』
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では天野について 3頁（pp.423-425）に亘って経歴やその人物像を紹介し、「氏はよく集めるのみ
ならず、よく散ずるを以って知られる」（p.425）と、社会事業や文化事業への貢献を高く評価した。
さらに天野の中南米随筆集『あちら・こちら物語』について軽妙な諧謔に満ち、真 な読書に裏
打ちされた観察がなされている、と評した。
また、田中は 2度目のラテンアメリカ歴訪の際、1957年 12月 18日にサンパウロ総領事官邸に
おける夕食会で野田良治に会っている。『ブラジルからメキシコへ』では次のように野田を紹介し
ている。「外務省に勤務し、その間ブラジルで在留邦人の世話をやき、日伯親善のための大いなる
功労者である。終戦後、八十をこゆる老齢で再び来伯し、日伯辞典の編纂その他で活躍していら
れることは、日伯人の驚歎の的となっている」（p.194）。

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』、（京都外国語大学ラテンアメリカ研究所）、
19号、2019年 12月 1日。

 https://www.kufs.ac.jp/ielak/pdf/kiyou19_03.pdf

２） 「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
展̶」『京都外国語大学ラテンアメリカ研究所紀要』、（京都外国語大学ラテンアメリカ研究所）、
20号、2020年 12月 1日。

 https://www.kufs.ac.jp/ielak/pdf/kiyou20_06.pdf

３） 中川清「田中耕太郎博士とラテン・アメリカ̶ 戦前期の日本とラテン・アメリカ̶」が田中耕
太郎とラテンアメリカの関係に触れている。

４） 神戸大学経済経営研究所の中南米文庫に野田良治の欧語文献を中心とする寄贈図書が収められて
いる。野田良治については、自著でのメキシコ在勤以降の経歴紹介（『世界之大寶庫南米』
pp.405-412）の他、『東京外語スペイン語部八十年史別巻』において永田寛定による小伝と業績へ
の言及がある（pp.35-42）。野田が翻訳した詩集『舶來すみれ』（1903年 自費出版）について、こ
の時代にスペイン語詩の邦訳があることは「日本の近代文学史上の驚異であろう」（p.41）と高
く評価している。同詩集の内容については本稿（p. 95）を参照。

５） 尾塩尚『天界航路̶天野芳太郎とその時代̶』は天野芳太郎伝の決定版である。また『南風光砂̶
天野芳太郎生誕 100周年記念誌̶』は家族始め関係者の追想録で、年譜と著作一覧が付記されて
いる。

６） 横山源之助は片山潛とともに日本における労働運動の創始者の 1人であり、下層社会のルポを通
じて貧困問題に取り組んだ。後半生はブラジル渡航を機に南米研究に従事した。本来、思想家に
分類すべきかもしれないが、ジャーナリスティックな手法での著作が数多く、（1.5）に分類した。
横山源之助における日本の貧困問題とラテンアメリカ研究の関連については稿を改めて論じた
い。

７） 国民の道徳向上、思想の善導、社会の改善を目的として 1923年に内務省の肝煎りで創設された
団体、1928年に中央敎化團體聯合會となり財団法人化された。
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野田良治の業績

1912年『世界之大寶庫南米』、博文館（494頁）。
1927年『世界之大寶庫新南米』、博文館（524頁）。
1927年『ブラジル事情』、敎化團體聯合會（51頁）。
1928年『ブラジル人國記̶實査十八年̶』、博文館、 [初版 1926年 ]（652頁）。
1929年『大アマゾニヤ』、萬里閣書房（447頁）。
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〈研究展望・動向〉
16～ 18世紀のマヤ研究における考古資料と

文献史料の重要性と問題点

白　鳥　祐　子＊

1　はじめに

「マヤ文明研究」と聞くと一般的に「ピラミッドの発掘」や「失われた文明の研究」のようなイ
メージが先行する。しかし、これらのイメージは多くの場合、古典期マヤ（後 250-900年）の崩
壊とその後のスペイン人による征服（後 1520-1697年）によるところが大きく、「消滅した先住民
文化」（Restall 2003）と捉えられることが多い。中米を訪れたことがある人ならば皆知っている
だろうが、マヤの人々は現在も生活しており、彼らの文化は消滅してはいない。しかし、16～ 18

世紀に起こったスペイン人による侵攻、征服、植民地支配の間に、マヤの人口は減少し、移住によっ
て方々へ散り散りになった。社会全てが大きく変動したこの時期のマヤを研究する方法は、それ
以前の古典期や先古典期（前 1000-後 250年）研究の方法論と比べると決定的に異なる。それは、
文献史料の存在である。文献史料は 16～ 19世紀スペイン人によって書かれたものと、マヤの人々
によって書かれた文献があり、公的文書、絵図、手紙、随筆、歴史書と、多岐に渡っている。筆
者は 2007年より 16～ 18世紀のマヤ社会の変容を明らかにするため、グァテマラ北部のペテン・
イツァ湖周辺地域で考古学調査を行ってきた。また、これと並行して、2019年より、この時期の
文献史料の研究にも本格的に着手した。本稿では、16～ 18世紀のマヤ社会を研究するにあたり、
考古資料と文献史料研究を融合して研究に取り組んでいる筆者が考える重要性と問題点を、これ
までの先行研究や現地調査結果から議論し、今後の研究の方向性について述べていきたい。

2　重要性と問題点

16～ 18世紀のマヤの人々とヨーロッパ人との接触は、植民地主義（colonialism）、文化変容
（culture change）または文化接触（culture contact）の研究として位置づけられている（Chamberlain 

1948; Chase and Chase 1986; Cusick 1998; Farriss 1984; Oland 2009; Palka 2009）。植民地主義はヨー
ロッパ人を征服者、先住民を被征服者（または被害者）としてとらえる傾向がある。しかし、筆
者は、先住民側の歴史を非植民地化することで、16～ 18世紀の文化変容を相互作用的に考える
ことが重要であると考える。非植民地化とはつまり、ヨーロッパ人と先住民の力関係を再構築す
ることであり、これまでのヨーロッパ側から先住民側への一方的な文化変容だけを見るのではな
く、両者の文化変容を相互的に捉えることを目的とする（Gosden 2004）。その方法論として、考
古学だけではなく、エスノヒストリー（ethnohistory）の視点（後述）を加えることで、マヤの人々
がどのようにヨーロッパ人と関わっていたのか（文化接触）、また、マヤ社会がどのように変容し
ていったのか（文化変容）を、お互いに与えた影響から相互的に再構築することが重要となって
くる。先住民の歴史的事象を再構築するエスノヒストリーの分野は、発掘調査を行い、科学的根

＊　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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拠を用いて考古資料からアプローチする考古学とは異なり、文献史料を史料批判をもとに人類学
的視点から読み解き、16～ 18世紀の変容を長期的な事象としてとらえることができる。ただし、
考古資料と文献史料を用いて 16～ 18世紀を研究する上で、筆者が考える問題点として二つあげ
ることができる。一つは時期区分、もう一つは考古学とエスノヒストリーの融合の問題である。

2. 1　時期区分
筆者の研究する時代は 16～ 18世紀のマヤ社会であり、地域はグァテマラ北部ペテン・イツァ

湖周辺である（図 1）。16～ 18世紀にかけて行われた、マヤ地域でのスペイン人による征服は一
様ではない。スペイン人によるアメリカ大陸侵攻により、この時期マヤ地域は大変革の時期であ
るが、マヤの時期区分で言うと後古典期なのか、または植民地期なのかが第一に問題となる。さ
らに、征服された時期が地域によって異なるため、マヤ地域全体で後古典期の終わりが同一では
ない。例えば、グァテマラ高地の都市国家キチェ（K’iche’）がスペイン人征服者ペドロ・デ・ア
ルバラード（Pedro de Alvarado）によって征服されるのが 1524年であり、ユカタン半島北部では
フランシスコ・デ・モンテホ・イ・レオン（Francisco de Montejo y León）によって制圧される
のが 1546年である。それに比べ、ペテン・イツァ湖周辺では、マヤ地域最後の都市国家イツァ（Itza）
がマルティン・デ・ウルスア・イ・アリスメンディ（Martín de Ursúa y Arizmendi）によって征
服されるのは 1697年と、他地域よりも 150年以上後のことである。16～ 18世紀、征服以前のイ
ツァについて述べる時、果たしてこの時期を「後古典期」と呼べるのであろうか。この問題点の
一つの解決策として、アメリカ大陸におけるコロンブス以降の時期区分として使用されている「接
触期（Contact Period）」がある（Silliman 2020:43）。スペイン人によって征服される 1697年まで、
イツァの人々がスペイン人などのヨーロッパ人と接触していなかったわけではなく、彼らは渡来
したヨーロッパの物質を自分たちの文化に取り入れながら、自治国家として生活していた。イツァ
の人々が文献史料に登場するのは、エルナン・コルテス（Hernán Cortés）がスペイン国王カルロ
ス 5世（Carlos V）に宛てた 1526年の書簡が最初である（Cortés 1866:426; コルテス 2015:407）。
コルテス一行は 1525年イツァ領に到達し、当時のイツァ王カン・エク（Kan Ek’）に謁見する。
ペテン・イツァ湖周辺地域において、この 1525年を後古典期の終わりとし、コルテスらスペイン
人と接触してから 1697年に征服されるまでの 172年間を接触期と呼んでいる（Rice and Rice 

2018）。
「接触期」という時期区分は、征服以前の先住民とヨーロッパ人との関わり合いの時期を大変都
合よく説明しうる用語であるように思われるが、「接触期」の呼称に関して問題提起もされている
（Silliman 2005）。例えば、特に北アメリカ先住民についての研究で、「接触期」の用語に、植民地
支配へのプロセスの一過とする、コロニアリズムや政治的権力の関係性を示唆する意味合いを含
む場合がある（Carlson 2000; Deagan 1998; Lightfoot 1995）。考古学において一般的に「文化接触
（culture contact）」は、ある集団が外部の集団と交流する場合に用いるが、文化接触はいつの時代
にどこでも起こりうる基本的な事実である（Gosden 2004）。そのため、「接触期」を用いる場合
に考古学者は、コロニアリズムと同意に用いて誤解を招かないよう、十分な注意を払って用語を
用いらなければならない（Silliman 2005）。
しかし、マヤ地域において 16～ 18世紀を時期区分することは、果たして正しいのであろうか。
ペテン・イツァ湖周辺地域におけるこの時期の発掘調査において、ヨーロッパ製品が出土した場
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合、その遺構は上限年代（terminus post quem）により、1525年以降に使用された遺構であると
考えられる。ペテン・イツァ湖周辺地域において後古典期の土器や石器は、ヨーロッパ人との接
触後も、マヤの人々によって継続して使用されたため、時期区分が難しい（Rice and Cecil 

2018:219）。このような状況において、通例で後古典期／接触期／植民地期と区切ることにどのよ
うな意味があるのだろうか。少なくともペテン・イツァ湖周辺地域においては、ヨーロッパ製品
の有無にかかわらず後古典期から植民地期を連続して捉え、マヤの人々の暮らしを再構築するこ
とが望ましい。
ケント・ライトフット（Kent Lightfoot）は、北アメリカ大陸を研究する考古学者が、先史考古

学（prehistoric archaeology ）と歴史考古学（historical archaeology）に分かれて文化接触の時期
を研究していることについて懸念している（Lightfoot 1995）。アメリカ大陸におけるヨーロッパ
人と先住民との文化接触は、いくつもの地域において長期にわたって行われたことであり、別々
の分野で分けて研究すると、相互に見落としてしまう点が生じ、解釈を誤る危険性を含んでいる
のである（Lightfoot 1995）。そのため、先史考古学と歴史考古学を融合して文化接触を通時的に
研究することが必要で、その際、先史考古学者による詳細なエスノヒストリー研究が重要だとラ
イトフットは考える。

2. 2　考古学とエスノヒストリー
エスノヒストリーは、文献史料や口頭伝承などの歴史史料を、史料批判をもって調査する分野
であり、主にアメリカ大陸におけるヨーロッパ人侵攻に対する先住民の変化や植民地化の過程を
明らかにする研究に用いられている（Charlton 1981; Trigger 1978）。 近年では考古学、歴史学、
人類学、美術史などの他分野と融合して、北米・メソアメリカの文化接触研究が行われている（例
えば Berdan et al. 2008参照）。メソアメリカでは、エスノヒストリーで使用された文献史料は当初、
スペイン語によって書かれた史料のみが扱われ、先住民がどのようにヨーロッパ文化に適応して
いったのかを、ヨーロッパ人の視点から分析されていた（Berdan 2009:272）。しかし、先住民側
の研究も進み、地域の歴史文書や土地の権利書などの公的文書を先住民の視点から読み解き、文
化接触の研究をヨーロッパ人側と先住民側の両方向から研究するようになった（Berdan 2009; 

Trigger 1982）。
考古学者のマイケル・スミス（Michael Smith）は、メキシコ中央高原の後古典期を研究する上
で、考古学とエスノヒストリーを融合するには方法論的に難しく、この問題は十分な分析もない
まま、両者のデータを並列して議論している点にあると批判している（Smith 1992:52）。スミス
によれば、メキシコ中央高原の後古典期研究では、エスノヒストリー学者は考古学のデータを軽
視し、引用した場合も誤った解釈をしており、反対に、考古学者は歴史史料のデータに引っ張られ、
考古学的データの判断を難しくしていると指摘する（Smith 1992:52）。筆者の研究する 16～ 18

世紀マヤ地域では、（英語を母語とする）考古学者が植民地期の文献史料を引用する際、英語に翻
訳された史料や、エスノヒストリー学者によってまとめられた二次資料を使用することが多く、
推論に推論を重ねることがある（Smith 2008:101）。考古学者は歴史文献を使用する際、考古学デー
タと同様に、一次史料の原典に当たることを忘れてはいけない。筆者の研究するグァテマラ、ペ
テン・イツァ湖周辺地域では、考古学者の他にエスノヒストリー学者グラント・ジョーンズ（Grant 

Jones）が参画しており、彼の文献史料研究による The Conquest of the Last Maya Kingdom（1998）は、
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16～ 18世紀のイツァを研究する筆者にとってバイブルである。しかし、このジョーンズの著書は、
文献史料から導き出した彼の「解釈」であり、彼の「解釈」をあたかも「歴史的事実」として引
用することはできない。我々考古学者はエスノヒストリーの解釈を引用する場合、もう少し慎重
になる必要がある。考古資料の裏付けとしてエスノヒストリーによる解釈を引用するのではなく、
一次文献史料に当たり、自分なりに解釈した上で引用するのが望ましい。さらに、文献史料に一
致する考古資料を充実させ、エスノヒストリーと照合させる方法論の確立が必要である。例とし
て、スミスは歴史学者フェルナン・ブローデル（Fernand Braudel）の歴史的時間の重層性におけ
る長期持続（la longue durée）の方法論を用いて、メキシコ中央高原における後古典期の社会変
容を通時的に捉え、文献史料と考古資料のデータを相関的に検証できるとする（Smith 1992）。

3　考古資料と文献史料からみた 16～ 18世紀のイツァ王国

これまで考古学者からみた、16～ 18世紀のマヤ地域を研究する上での問題点を述べてきたが、
ここで考古資料と文献史料の整合性を検証する例として、筆者が研究するイツァ王国について考
古学とエスノヒストリー両方の研究成果から考えてみる。
グァテマラ北部、ペテン・イツァ湖周辺は北部に丘陵地、南部にサバンナが広がっており、東
西には 8つの湖が 80キロメートルに渡って連なっている（図 1）。8つの湖の中で一番大きなペテ
ン・イツァ湖南部に浮かぶ島を中心に、後古典期（950-1525年）の間、都市国家が栄えていた。
古典期の終わりの混乱の時代は、大都市が放棄され、多くの人々が移動し、社会が大きく変容した。
その中で、ペテン・イツァ湖周辺では、古典期の混乱を生き抜いた土着の集団に、ユカタン北部
から南下してきたいくつもの集団が合流し、後古典期のイツァ王国が繁栄した。ペテン・イツァ
湖南部に浮かぶ島はタイツァ（Tayzaまたは Taiça）と呼ばれ、首都が置かれた。これまでの文献

図 1　  ペテン・イツァ湖（グァテマラ）周辺地図　◉は現在の遺跡および現在の都市名。実線で
囲まれた名称は 17世紀イツァ王国を構成していた集団名とその推定領域。
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史料研究から、17世紀終わり頃のイツァ王国は、アハウ・カン・エク王（Ajaw Kan Ek’）が首都
タイツァで王国を統治していたことがわかっている（Jones 1998）。イツァ王国は、ペテン・イツァ
湖の周りに東西南北に領土を持っており、東側にはコウォ（Kowoj）、西側にはチャカン・イツァ
（Chak’an Itza）、南側にはイツァ、北側にはチャタまたはチャン（Chata/Chan）と呼ばれる集団
がいた。4つの集団は血族集団であり、イツァ王国は血族集団による連合国であったと考えられ
ている（Rice and Rice 2018）。1697年の征服時、アハウ・カン・エクは自分の祖先はチチェン・
イツァ（Chich’en Itza）から来たと述べている（Archivo General de Indias, Sevilla, 以下 AGIと略す , 

Guatemala 151B, No. 2; López de Cogolludo 1971:II:256-257 ; Jones 1998:11, 430 n22; Roys 1962:67; 

Villagutierre Soto-Mayor 1933:351）。コウォもまたユカタン半島のタンカブ（”Tancab” は後古典期
の都市マヤパンであると推定されいてる）から来たと話している（AGI, Escribanía de Cámara 

339B, No. 18; Jones 1998:11, 430 n24）1）。コウォの領主（Aj Kowoj）は親族でありながら、アハウ・
カン・エクやイツァの集団に敵対していた。1525年にコルテス一行がイツァ領を通過して以来、
何度かスペイン人修道士が改宗を目的に訪れているが、イツァ王国は、スペイン人によって支配
されていた地域からは地理的に離れていたため、スペイン人による侵入を阻んで自治を続け、
1697年 3月 13日にマルティン・デ・ウルスア・イ・アリスメンディによって征服される（AGI, 

Guatemala 151B, No. 2）。
ペテン・イツァ湖周辺地域の発掘調査は 1960年代より断続的に行われており、イツァ王国の様

相が考古学の視点から明らかになりつつある（Chase 1983; Pugh et al. 2012; Rice and Rice 2009, 

2018; Shiratori 2019）。これまでに建造物形式の配置パターンに、湖東側と西側で相違があること
が確認されている（Pugh 2009; Rice and Rice 2009; Shiratori 2019）。例えば、ユカタン半島北部の
マヤパン遺跡で多く見られる、テンプル・アセンブリッジ（temple assemblage）と呼ばれる祭祀
建造物の配置パターンの派生形が、湖東側の遺跡で見られるが、西側では見られない（まだ確認
されていない）（Pugh 2009; Shiratori 2019）（図 2）。湖東側は文献史料からコウォの領地であるこ
とがわかっており、この配置パターンはコウォに共通する建造物形式であると考えられている
（Pugh 2009）。征服後の遺構としてサン・ベルナベ伝道村（Misión San Bernabé）とサン・ヘロニ
モ伝道村（Misión San Jerónimo）が発見・調査されている（Pugh et al. 2012, 2016; Rice 2009a）。
首都タイツァが置かれた現フローレス島でのこれまでの調査では、ヨーロッパ製品の出土はそれ
ほど多くなく、征服後スペイン人の居住が希薄だった様子がうかがえる。
文献史料と考古資料のデータを突き合わせると、ペテン・イツァ湖の東側コウォ領と西側チャ
カン・イツァ領では、建造物配置が異なる。文献史料ではコウォはイツァに対して敵対していた
ことが分かっており、異なる建造物配置がこの対抗心を反映したものなのかは不明であるが、コ
ウォは明らかに他の集団との差異を明確にしていたと言える（Rice 2009b）。コウォの建造物配置
は、彼らの祖先が住んでいたと主張するマヤパン遺跡と類似しているが、イツァやチャカン・イ
ツァが彼らの祖先の出自の地であるというチチェン・イツァとの物質的な類似性は少ない
（Shiratori 2019）。このことから、コウォはイツァとの差異を強調するために自分たちの出自を利
用したと推測する（Rice 2009b; Shiratori 2019）。さらに、文献史料と考古資料の両方のデータの
結果、サン・ベルナベ伝道村とサン・ヘロニモ伝道村の位置を特定することに成功している（Pugh 

et al. 2012, 2016; Rice 2009a）。
これまでペテン・イツァ湖周辺地域の文献史料調査は、前述のとおりエスノヒストリー学者の
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ジョーンズが行ってきており、我々考古学者は彼の研究成果をもとに、考古資料を突き合わせて
来た。しかし、筆者が取り組んでいる研究（後述）にあたり、ジョーンズによってまとめられた
研究書だけでなく、実際の文献史料を読まなければ確認できないイツァの人々の関係性について、
融合的研究を行うに至った。

4　今後の研究の展開

筆者はこれまで、ジョーンズの研究に語られている、イツァとコウォの対立関係を考古学的に
証明しようと研究しており、考古資料から対立関係を明らかにするデータの収集を進め、16～ 18

世紀のイツァ王国の再構築を試みている 2）。対立関係について文献史料に直接あたることにより、
さらに詳細なイツァの人々の関係性を読み解く必要がある。またその対立関係を考古資料から立
証するためには、これまでの建造物配置パターンの差異や土器・黒曜石の流通経路の相違以外に
も埋葬や祭祀儀礼に関する考古資料のデータが必要であると考える。

16～ 18世紀マヤを研究するにあたり、時期区分をヨーロッパ製品の出土有無によって後古典
期／植民地期と区切るのではなく、この時期を連続する過渡期と捉える「接触期」という時期区
分は、ペテン・イツァ湖周辺において妥当であると筆者は考える。また、ヨーロッパ製品の出土
がない層位の年代測定が問題となるが、それには炭素年代測定が有効である。より確実な木炭を
炭素年代測定し、これらの炭素年代に土器編年を加えて、16～ 18世紀の土器をより精緻に測定

図 2　  後古典期後期の祭祀建造物の配置パターン（テンプル・アセンブリッジ）　A）ペテン・イツァ
湖東サクペテン遺跡のグループ A（Pugh 2001:301Figure7-1より改変）、B）ユカタン北部
マヤパン遺跡のグループ Q-145（Pollock et al. 1962:Mapより改変）。神殿と礼拝堂は東側
に位置して同一であるが、それ以外の配置が異なっている。
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することにより、これまで後古典期（後 1525年以前）と考えらえてきた遺構が接触期以降のもの
として捉えることが可能となる。
文献史料研究では、スペイン人による首都陥落後のイツァの人々の動向に関する記述から、彼
らの敵人への対処方法を探り、イツァとコウォの対立関係を考古資料からの立証を試みる。文献
史料と考古資料の整合性の検証には、スミスが用いたブローデルの「長期持続」の観点から融合
的研究の方法論の確立を目指す。

5　おわりに

一般的に「消滅した」と思われてしまうマヤ文化の一大過渡期、スペイン人到来による 16～
18世紀の大変動の時期を研究するにあたって、文献史料の存在は大きい。しかし使い方を誤ると、
間違った解釈になってしまう。さらなる考古資料データの充実と、文献史料研究との整合性を検
証する方法論の確立が必要であると筆者は考える。その例として、16～ 18世紀を通時的に捉え
る「長期持続」の理論を用いて、伝統的な時期区分にとらわれずにイツァの社会変容を議論でき
ると考える。史料に登場するペテン・イツァ湖周辺の「イツァ」とは一体何だったのか、どのよ
うに歴史的な社会変動を生き抜いたのか、様々なデータから今後明らかにしていきたい。

注

１） タンカブ（Tancab）は Tancahとして文献に登場する、後古典期の遺跡マヤパン（Mayapán）で
あると推定されている（Jones 1998:430-431 n24; Roys 1967:84）。

２） 本研究は、JSPS特別研究員奨励費（研究課題番号：19J02048）の助成を受けたものである。
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〈書　　評〉
渡邉利夫著
『国際政治のなかの中南米史―実体験を通してリアリズムで読む―』

（彩流社　2021年　824頁）

牛　島　　　万＊

本書の著者である渡邉利夫氏も序章で述べているように、近年、ラテンアメリカ史の概説書が
新たに出版されていない観がある。評者が思うに、広域で多数の国が存在するラテンアメリカ地
域の、何世紀にもわたる歴史の全体像を、一国史観だけでなく、巨視的（域内およびグローバル）
に捉えて、それを的確に描き出し、膨大な厚みのある本にまとめる作業は、中南米史に対する造
詣の深さに加えて、そのために必要な文才を含めた、あらゆる能力を要する一大作業である。こ
の意味で、氏のこのたびの功績は、学界においても深く歴史に刻み込まれることであろうと考え
る。以下は、本書の目次である。

序章　この本の切り口
第 1章　植民地時代の中南米―中南米社会の基盤ができた時代
第 2章　中南米諸国の独立―多様な展開を見せた独立運動
第 3章　国際政治から眺めた独立―ブラジルの独立・帝政と「モンロー宣言」
第 4章　19世紀、波乱の中南米政治―西半球で勃発した主な戦争と「メキシコ革命」
第 5章　米帝国主義と民衆の政治参加―「善隣外交」、南米のポピュリズム政治
第 6章　冷戦構造に組み込まれる米州―「キューバ革命」とケネディの左翼対策
第 7章　権威主義体制と人権の問題―米国の対中南米政策、「解放の神学」
第 8章　民政化と中米紛争の 80年代―「新経済自由主義」とメキシコの民主化
第 9章　冷戦後の混沌とする中南米―今米州の基底潮流は、そして日本のフジモリ外交
終章　　歴史と地理から見る中南米の姿―それと、日本の中南米外交
読者のみなさまへ
索引
引用参考文献

ここでは、紙数の関係もあり、本書の特徴をいくつか取り上げつつ、評してみたいと思う。本
書の第 1の特徴は、中南米諸国の独立に関して 2章分（全 824頁中 140ページ相当）を当ててい
ることである。その背景のひとつに、個々の国の独立史はさることながら、独立史を当時の国際
社会の中で位置づけることに、筆者が意義を見出しているからに他ならない。しかも元宗主国の
スペイン（ブラジルのみがポルトガル）以外のイギリス、フランス、米国の動向にまで配慮した
詳細な記述は、これまで邦語で書かれたラテンアメリカ史のいずれの概説書も十分には果たせな

＊　京都外国語大学
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かったことであり、本書の大きな特徴となっている。著者自身も述べているように、本書の重要
な視座として、従来のすぐれた諸研究から導き出された先哲の考えを紐解きつつ、さらにそこに
外交官としての氏自身の職業経験から体得した知見が活かされている。具体的には、中南米各国
の独立史を域内およびスペインとの関係で捉えることに留まらず、フランス、イギリス、米国が
この中南米の独立をどのように見ており、また実際にどう関わったのかについても分析の対象と
し、さらにはそれを「大西洋システム」のなかで位置付けるという、丁寧な作業が見事に披露さ
れている（262-263頁）。

1825年になってはじめてイギリスは中南米の独立を認めたが、このイギリス外交の転換には、
米国の動向が深く関わっている。1819年にアダムズ・オニス条約でフロリダをスペインから購入し、
モンロー大統領が 1822年に中南米諸国の独立を認めた。著者は、「中南米の独立を擁護するため
に出されたはずの『モンロー主義』がいつの間にか干渉の口実に使われるようになった。そこに
は中南米の独立を擁護しようとして出された宣言の趣旨と矛盾がある」と述べている（273頁）が、
果たして純粋に、米国にとって、中南米の独立を擁護することが主たる目的であったかどうかは
検討が必要であろう。イギリスと米国の覇権をめぐって勃発した英米戦争（1812-1814年）の苦い
経験により、勢力均衡を保つことを両国とも慎重に行なってきた。従って、今一度確認しておき
たいことは、1823年のモンロー・ドクトリンは、対ヨーロッパに出された相互不干渉の提言であっ
たことである。中南米諸国に直接向けたものではない。本書では、米国のフィリバスター（不法
戦士）の海外進出の記述がほぼ皆無であるが、米国人フィリバスターによる外国での政治介入事
件が増えた。米国政府は自国のフィリバスターを処罰するための中立法（1818）を発令したが、
その一方で、民間人であるフィリバスターの行動を厳しく制止して管理することを、意図的に行
わなかった節がある。やがて領土拡張主義が国是とされると、その傾向は高まり、フィリバスター
の遠征活動を看過する米国の政権も誕生してきた。この証左は、本書がある先行研究から直接引
用している、1850年代（272頁）ではなく、それ以前の少なくとも 1840年代前半にすでに見られた。
1842年のタイラー大統領の年次教書ではモンロー・ドクトリンが援用されている、というのが通
説となっている（タイラーの年次教書の一節を参照。We may be permitted to hope an equal 

exemption from the interference of European Governments in what relates to the States of the 

American continent.）。
その精神は、1845年のポーク大統領の年次教書に受け継がれる。ただし、1830年代から 40年
代にかけての中米沿岸のモスキート地方を占有したイギリスや、1837年のフランスによるベラク
ルス港封鎖、1845年から 49年まで続く、英仏のブエノスアイレス港封鎖など、米国政府は近隣
地域以外へは自らの領土拡張政策の対象にしなかったことも事実である。このように考えると、
モンロー主義の援用の「対象」に差別化が図られただけであって、モンロー主義そのものの精神
に変化はなかったとも考えられる。
第 2の特徴として、本書は従来の学説を祖述したうえで、著者の見解を述べていることである。
先行研究の成果について、懇切丁寧にふれており、その点で一般読者に本書の記述方法が少し煩
雑な印象を与えることが懸念されるが、評者のように授業等でラテンアメリカ史を講じる立場に
ある者にとっては、本書はむしろ百科事典か良質の参考書の観がある。筆者は、若い人が中南米
に行く前に、というキャッチフレーズを用いて、読者への関心を喚起しようとしているように感
じ取れたが、序章の第 1行目に早速あるように、「一般向けの概説書とは言えない」（7頁）とも
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述べている。
この点では、ラテンアメリカの歴史の素養が一定以上ある、しかも冷戦期の時代をかつて歩ん
できた現在は年配の読者が、一番本書に興味を持つのではないかと思った。評者が若い時に学ん
だ解放の神学などは最近ではめっきり聞かれなくなったが、本書で書かれている先行研究の記述
を読み返すと、個人的にはその当時のことが鮮明に思い出され、あの頃の時代背景に立脚した、
今とは多少異なる歴史観にふれることができ、大いに勉強になる。
その延長線上で、ひとつ気になることがある。先学の教えに従うために、本書では先行研究が
丁寧に挙げられている。例えば、権威主義やポピュリズムが学問的にかつてブームだったが、評
者も学生のときに読まされたウィーアルダの書物やその関連の日本人研究者の先行研究が本書で
も挙げられている。そのなかで、ウィーアルダ自身も指摘しているが、軍政や権威主義体制が出
現する政治文化の問題点に着目している。つまり、「負」のイベリア的政治文化は所与のものとし
て扱われ、ラテンアメリカに根本的に民主主義が根付かない大きな理由の一つに考えられた（531-

532頁）。スペインまたはイベリア的な負の政治文化が、先の阻害要因であるという指摘は、何度
か本書で繰り返し出てくるが（708、750頁など）、この指摘自体は、評者も歴史学を専攻する者
として、さほど違和感はないが、政治学や経済学の分野からすれば、文化を所与の規定要因とし
て捉える考え方に対して、否定的な意見が出てくることが予想される。外交の現場で長年活躍さ
れてきた筆者の結論として行き着く先がもしここにあるとすれば、それがもう少し本書の記述の
なかでアピールされていれば、氏の見解の独自性がさらに出ておもしろかったかもしれない。
最後に、日本とラテンアメリカの関係にふれていることは格別類書にも見られる話で特別なこ
とではないが、中国とラテンアメリカの関係に 1節を設けられていることは（697-705頁）、まさ
に本書が時代の流れや世の中のニーズに沿ったタイムリーな本の証左であり、外交筋の著者なら
ではと思われる。一般に、わが国の学界ではラテンアメリカ研究に欧米諸国が出てくることはあっ
ても、中国、台湾との関係を学問的に取り上げる研究者はまだ少ないように思う。その意味で、
本書は一石を投じた形になっている。
本書を通じて、改めてラテンアメリカの概説書を書くことの意義とそのための労力を再確認で
きた。「木を見て森を見ず」を得意とするのが一般的な研究者であるとすれば、その逆については
一生涯をかけても成し遂げることができるとは限らないと思う。このことは、そう言っている評
者自身へのまさに戒めに他ならないが、私と同様、本書から感銘を受けた読者は決して少なくな
いのではないかと思う。極めて良書である。
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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（史・資
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。
　  申込みの際、氏名・所属、投稿の区分、タイトル（仮も可）をメールで編集委員会まで連絡
すること。

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

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

　　　　　　欧文原稿
　　　　　　　A．論文 10,000語程度
　　　　　　　B．研究ノート 8,000語程度
　　　　　　　C．調査研究報告 8,000語程度
　　　　　　　D．研究展望・動向 4,000語程度
　　　　　　　E．書評 1,200語程度
　　　　　　　F．その他（史・資料紹介など） 1,200語程度
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６．キーワードと要旨
　  論文および研究ノートにはキーワード 5語及び要旨を付すこと。和文原稿の場合は日本語の
キーワードに外国語のキーワードを併記し、欧文要旨（200語程度）を付すこと。欧文原稿
の場合は外国語のキーワードに日本語のキーワードを併記し、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メールに添付して編集委員会に送付すること。欧文原稿
については、事前にネイティブチェックを入れること。原稿は別に定める執筆要項に従って
作成すること。

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

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

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

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

11．抜刷
　  掲載原稿のうち、論文・研究ノートについては抜刷 30部と掲載誌 3冊を贈呈する。30部を
超える場合はその分だけ執筆者の自費負担とする。なお、海外在住の著者に関しては研究所
ウェッブサイト上の PDF版をダウンロードして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き刷りの海外発送を行う。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
　ⅰ）本誌に掲載された論文等の著作権は京都外国語大学ラテンアメリカ研究所に帰属する。
　ⅱ）  万一、本誌に掲載された執筆内容が他者の著作権を侵害したと認められる場合、執筆者

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

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

（２）  原稿は原則Microsoft Wordで作成すること。A4またはレターサイズ、フォントは和文原
稿の場合MS明朝（11ポイント）、ローマ字・数字および欧文原稿の場合は Arial または
Times New Roman（12ポイント）を使用する。

（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 5語及び要旨を付すこと。和文原稿の場合は日本語の
キーワードに外国語のキーワードを併記し、欧文要旨（200語程度）を付すこと。欧文原稿
の場合は外国語のキーワードに日本語のキーワードを併記し、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）表記について（和文原稿の場合）
　　 ⅰ）  外国の固有名詞の表記方法。文中において外国の固有名詞を欧字のまま記さない。初出

の外国の固有名詞は、片仮名で書き、括弧して欧字を記すこと。但し、一般的な語の場
合はその限りではない。固有名詞の片仮名表記は、原則として原音に即すること。

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

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

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

（６）章立て
　　 章は 1、2.....、節は 1.1、1.2.....、とする。末尾の数字の後ろに点（.）はつけない。

（７）注のつけ方
　　 ⅰ）注は文末脚注とする。
　　 ⅱ）Microsoft Wordの脚注機能を使用し、通し番号とする。
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（８）参考文献の文中表記について
　 ⅰ）  参考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）、（Wood 2014:23-25）

　 ⅱ）  同一著者による複数の引用文献がある場合 

例）（Okoshi Harada 2001a, 2001b）
　　　　 （牛島 1994、2005）

　 ⅲ）Ibidem, ibid., id.; loc. cit; op. cit.は使わない。

　 ⅳ）  一か所に複数の著者による引用文献がある場合は著者の姓を、和書の場合は 50音順に、
洋書の場合にはアルファベット順に並べる。 

例）（川本 2004; 住田 2006; Valls 1996; Webster 2001）

　 ⅴ）  史料の文中引用について。初出のみ所蔵機関のフルネームを付し、次に略号を記す
（Archivo General de Indias, 以下AGIと略す , México, 140, R. 2:13-15v）。次の引用からは、
例えば（AGI, México, 140, R. 2:21-22v）とする。

（９）図表について
　 ⅰ）  表と図（写真、地図を含む）は通し番号とする（例：表 1、表 2、…／図 1、図 2、…）、

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、地図については Figura/ Figura/ Figureとする。各数字の後に点（.）等は付
さない。

　 ⅱ）  表は EXCEL形式、図・写真・地図は TIFF形式および JPEG形式とし、全て白黒で作
成のこと。

　 ⅲ）  図表等のキャプション（タイトル）は、図像には組み込まず、その下の本文中に別途
付すこと。図表キャプションの文字サイズは 9ポイントとする。

　 ⅳ）  図表の出典を必ずキャプションに明記すること。筆者自身が撮影した、あるいは作成
した写真や原図の場合、その必要はない。転載する場合はその出典を明らかにし、必
要に応じて使用・出版許可証を添付すること。

　 ⅴ）  表ファイルは 300 dpi以上、図・写真・地図ファイルは 600 dpi程度がのぞましい。

　 ⅵ）  図表や写真・地図は本文中の当該箇所に挿入する。また、図表は作成したソフト形式
（EXCEL、TIFF、JPEG）のファイルとともに、PDFに変換したファイルもあわせて別
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途提出すること。
 

（10）  参考文献（Bibliografía/ Bibliografia/ References） 
参考文献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、欧文文献は姓、名
の順に記載し、姓のアルファベット順にまとめること。同一著者で複数の文献がある場合
は発行年の古い順に並べること。同一著者で同年発行のものが複数ある場合には 2006a、
2006b、のように発行年に abcをつける。

　 ⅰ）参考文献の表記は以下の通りである。

　　 ａ）単著本（公刊史料を含む）：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。

　　　　 Ciudad Real, Antonio de

　　　　 2001   Calepino maya de Motul. René Acuña （ed.）. Plaza y Valdés Editores, México D.F.

　　　　 Brainerd, George W.

　　　　 1958   The Archaeological Ceramics of Yucatan. University of California Press, Berkeley.

　　　　   de la Garza, Mercedes, Ana Luisa Izquierdo, Ma. del Carmen León y Toliga Figueroa （eds.）
　　　　 1983   Relaciones histórico-geográficas de la Gobernación de Yucatán. 2 vols., Universidad 

Nacional Autónoma de México, México D.F.

　　　　 Sarabia Viejo, María Justina

　　　　 1978   Don Luis de Velasco, virrey de Nueva España （1550-1564）. Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, 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、（欧
文の場合、出版地）、該当ページ。

　　
　　　　 例）
　　　　 モイゼス・カルヴァ―リョ
　　　　 2008   「ブラジルの教育：多様性の国における希望」、富野幹夫編『グローバル時代

のブラジルの実像と未来』、行路社、69-93頁。
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　　　　 Boone, Elizabeth H.

　　　　 2003   “A Web of Understanding: Pictorial Codices and the Shared Intellectual Culture 

of Late Postclassic Mexoamerica”. In Michael E. Smith and Frances S. Berdan 

（eds.）, The Postclassic Mesoamerican World. University of Utah Press, Salt Lake 

City, pp. 207-221.

　　　　 Garciadiego, Javier

　　　　 1996   “La Revolución”. En Pablo Escalante Gonzalbo, Bernardo García Martínez, 

Luis Jáuregui, et al., Nueva historia mínima de México. El Colegio de México, 

México D.F., pp. 225-261.

　　　　   Iannone, Gyles, Arlen F. Chase, Diane Z. Chase, Jaime Awe, Holley Moyes, George 

Brook, Jason Polk, James Webster, and James Conolly

　　　　 2014   “An Archaeological Consideration of Long-Term Socio-Ecological Dynamics on 

the Vaca Plateau, Belize”. In Gyles Iannone （ed.）, The Great Maya Droughts in 

Cultural Context: Case Studies in Resilience and Vulnerability. University Press 

of Colorado, Boulder, pp. 271-300. 

　　 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 7 （39）:14-21.

　　　　 Mullins, Paul

　　　　 2011   “The Archaeology of Consumption”. Annual Review of Anthropology 40:133-144.

　　　　 Quintana, Oscar, and Wolfgang Wurster

　　　　 2002   “Un nuevo plano del sitio maya de Nakum, Petén, Guatemala”. Beiträge Zur 

Allegemainen und Vergleichenden Archäologie 22:145-246.

　　 ｄ）  翻訳書：著者姓名　出版年、『書名』、訳者名、出版社、（欧文の場合、出版地）。
　　　　 例）
　　　　 マリアテギ、ホセ・カルロス
　　　　 1999   『インディアスと西洋の狭間で―マリアテギ政治・文化論集（インディアス

群書）』、辻豊治・小林致広訳、現代企画室。
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　　　　 Knorozov, Yuri

　　　　 1967   Selected Chapters from “The Writing of the Maya Indians” .  Tatiana 

Proskouriakoff （ed.）, Sophie D. Coe （tras.）. Peabody Museum of Archaeology 

and Ethnology, Harvard University, Cambridge.

　　 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. Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, México D.F.

　　　　 Diel, Richard A., and Janet Catherine Berlo （eds.）
　　　　 1989   Mesoamerica after the Decline of Teothihuacan A.D. 700-900. Dumbarton Oaks 

Research Library and Collection, Washington D.C.

　　　　 Iannone, Gyles, Brett A. Houk, and Sonja A. Schwake

　　　　 2016    Ritual Violence, and the Fall of the Classic Maya Kings. University Press of 

Florida, Gainesville.

　　 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は複数ある場合
　　　　 例）
　　　　 大井邦明
　　　　 1985a   『消された歴史を掘る－メキシコ古代史の再構成』、平凡社。
　　　　 1985b   『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。
　　　　 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』、第 3号、1-40頁。

　　　　 Okoshi Harada, Tsubasa

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

México julio-agosto （534-535）:22-27.

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

Yucatán”. En Ruth Gubler （org. y comp.） y Patricia Martel （ed.）, Yucatán a 

través de los siglos（Memoria del Simposio del 49 Congreso Internacional de 

Americanistas, Quito, Ecuador, 1997）. Universidad Autónoma de Yucatán, 

Mérida, Yucatán, pp. 213-228.
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　　　　 2001b   “Gaspar Antonio Chi Xiu: el que perpetuó la imagen de los Xiu”. En  Ueli 

Hostettler y Matthew Restall （eds.）, Maya Survivalism. Acta Mesoamericana, 

vol. 12. Verlag Anton Saurwein, Markt Schwaben, Germany, pp. 59-72.

　　 ｇ）新聞記事
　　　　 新聞資料は、まとめて参考文献の後に入れる。
　　　　 著者姓名、出版年、「記事名」、『新聞名』、発行月日。
　　　　 例）
　　　　 安部美香子
　　　　  2017 「時代を映すバベルの塔」、『朝日新聞』、3月 26日。

　　　　 （匿名記事の場合）
　　　　 日本経済新聞
　　　　 2017  「メキシコへの投資意欲、今年度初の低下」、3月 27日。

　　 ｈ）インターネット資料
　　　　 インターネット資料は、まとめて参考文献の後に入れる。
　　　　 日本語の場合
　　　　 「webページのタイトル」、URL、（最終閲覧日）

　　　　 （例）
　　　　 「ブラジルの政治情勢（5月の出来事）」
　　　　 https://www.br.emb-japan.go.jp/files/100202678.pdf（2021年 7月 10日閲覧）
         

　　　　外国語の場合
　　　　　“webページのタイトル ”、URL、（最終閲覧日）
　　　　　
　　　　 （例）
　　　　   “Peru election: Why has no winner been declared? （17 June 2021）”
　　　　   https://www.bbc.com/news/world-latin-america-57511485 （accedido el 24 de junio de 

2021/ acessado em 24 de junho de 2021/ accessed June 24, 2021）
　　　　　
　　 ｉ）一次史・資料
　　　　   未公刊一次史・資料は参考文献から独立させ、参考文献の後に入れる。出版されて

いる史・資料は、参考文献に含める。
　　　　 （例）
　　　　 史料
　　　　 インディアス総合古文書館（Archivo General de Indias, Sevilla）
　　　　　　   “Probanza de méritos y servicios del capitán don Juan Chan, cacique y señor de los 
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pueblos de Chancenote y sus sujetos, 1622”. Audiencia de México, Leg. 140, R. 2, 

fs. 11-37v, 1-19.

（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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 Editorial policy, information for authors, and style guide 

for 
The Bulletin of the Institute of Latin-American Studies, 

Kyoto University of Foreign Studies

The Bulletin of the Institute of Latin-American Studies, Kyoto University of Foreign Studies, the 

official academic publication of the Institute of Latin-American Studies, Kyoto University of Foreign 

Studies (hereinafter IELAK), is an annual paper-based publication distributed throughout Japan 

and overseas, and also available in a digital format. It presents unpublished research articles on 

Latin American topics, as well as recent article and book reviews, and is published in the Japanese, 

Spanish, Portuguese, and English languages.

Proposed works for publication will need to comply with the guidelines specified here, and will be 

offered to two peer reviewers with a specialization in the subject area for evaluation. In the case of 

one negative evaluation, or comments, a third evaluation will be required. Two negative evaluations 

will represent a rejection. At all times, the final decision will be made by the Editorial Committee and 

their decision will be considered non-negotiable. This result will be communicated to the author(s) 

and the submitted work in both digital and printed formats will not be returned to the author.

I. Submission of articles

1)     Lengths of articles should be within approximately 10,000 words; preliminary studies and 

research notes 8,000 words; research reports 4,000 words; and book reviews 1,200 words. 

2)     The author(s) should submit the article title and intention to publish by July 15th, and then 

submit the full and completed article, including any graphics or other materials, via e-mail no 

later than September 15th of the same year to the following e-mail address: ielak@kufs.ac.jp.

3)    In the case of an article or preliminary study, an abstract in Spanish, Portuguese or English not 

exceeding 200 words should be included as well as one in Japanese not exceeding 400 characters. 

Five key words in the selected languages should also be provided.

4)     Articles should be submitted in the Microsoft Word format, using Arial or Times New Roman 

12-point font for the text and 10-point font for footnotes, plus a copy in the PDF format. 

5)     For editorial purposes, a summary of the academic background of the author or authors 

(nationality, academic degree, institution and department of assignment, specialty, previous 
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or ongoing research projects and the titles of the last three publications, or any other data 

considered relevant) should be attached. E-mail and postal addresses are also required for the 

receiving of copies of the publication. 

6)     Once the final version of the article has been accepted for publication, no further changes or 

amendments will be accepted. The editors reserve the right to make formal modifications in 

order to achieve greater uniformity and clarity in the presentation of the articles for publication. 

The work will be published both in the printed Bulletin and on the IELAK's official web-site. 

7)     The author(s) will be requested to sign a declaration agreeing to authorize publication of the 

article in the different media formats of the bulletin and also cede economic rights over the 

work totally and exclusively to Kyoto University of Foreign Studies with the understanding that 

their copyright over the work will be respected. They will be given all corresponding credit and 

will receive three copies of the issue of the bulletin in which the article appears, along with 30 

offprints. The author(s) who live(s) abroad may receive these following a prior request to the 

Editorial Committee. In this case, the author(s) will be required to cover all shipping costs.

8)     IELAK undertakes the responsibility of protecting the personal data of the author(s). However, 

the authors, and not IELAK, are responsible for the content of their articles, the quality of their 

writing, the accuracy and correct attribution of their citations, the legal right to publish any 

material submitted, the fair distribution of authorship among co-authors, and the preparation of 

manuscripts in the appropriate format for publication.

II. Style guide 

Numbering within the text should be consistent, with items duly marked with sequential numbers: 

1, 2, ... Each item may be subdivided by numbers such as: 1.1, 1.2..... No period or colon should be 

placed after the last number.

The Bulletin accepts in-text and footnote reference citations which are placed in parentheses with the 

surname, year of edition, and pages shown after the colon. Example: (Hanks 2010: 25-28). However, 

ibid. (id. ibidem) op.,or cit. should not be used.

References should be restricted only to those cited and be listed at the end of the text in alphabetical 

order, indicating the full name and year of publication, especially in cases where there is more than 

one work by the same author. If two works from the same year are listed, a letter should be added to 

the numerical notation (1979a, 1979b). Any further enquiries concerning the style guide, should be 

addressed to the IELAK Editorial Committee via email: ielak@kufs.ac.jp.
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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.

I. Presentación de trabajos

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)    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 caracteres. Se 

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

4)     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, además una copia 

en el formato PDF. 

5)     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 



─ 133 ─

relevante), incluyendo correo electrónico y dirección postal para el eventual envío de los 

ejemplares correspondientes..

6)     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. 

7)     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.

8)     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.

II. Los modales de la presentación bibliográfica 

El texto consiste en incisos señalados debidamente con números secuenciales: 1, 2, ...... Se puede 

subdividir cada inciso indicado con números como: 1.1, 1.2.... No se pone punto ni dos puntos 

después del último número del inciso/subinciso.

 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). No se usarán ibid. (id. 

ibidem), ni op. cit.

 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, favor de comunicarse con el Comité 

editorial del IELAK: ielak@kufs.ac.jp.





─ 135 ─

編　集　後　記

本年度の『紀要』は、論文 3本、研究ノート 1本、研究展望・動向 1本、書評 1本を掲載する
ことができた。昨年度同様、新型コロナウイルスのパンデミックの中、厳しい研究環境に抗して
投稿いただいたすべての皆様に感謝を申し上げたい。
以下、本『紀要』掲載の論文と研究ノートなどの要旨を紹介したい。
まず柴田論文は、中米イロパンゴ火山の破滅的大噴火は古代都市タスマルを放棄させたのか、
と問い、その大噴火の絶対年代はいつなのかを、自然科学の見解に考古学の方法を加えて分析す
る。複数の放射性炭素年代測定の数字と考古学的考察の合致点を検討し、土に埋もれた真実を解
明する手順を丁寧に示す。結論の最後で、大自然災害は必ずしも社会の歴史的変化を誘発させる
ものではないのではなかろうか、とくくっている。
中沢論文は、2021年ペルー大統領・国会議員選挙を扱い、勝利したカスティジョ急進左派政権
登場の過程と「地方の叛乱」の行末を論じている。20世紀以降の不均衡な発展パターンやコロナ
禍で表面化した貧困や格差、中央政府における政治対立、人種主義や植民地性といった複合的な
要素がもたらした危機への反発がカスティジョ政権の誕生を招いたと述べる。同時に、解決に向
けての今後の課題は重いと結んでいる。
カサノバ・モラーレス（Casanova Morales）、大倉共著論文は、ユカタン・マヤ系先住民間にお
ける「好き」という感情形成に関する人類学及び言語学的観点からの考察についてスペイン語で
書かれている。現代のマヤ系先住民が、ユカタン・マヤ語で「好き」という感情を表現する際、
身体語彙を使用していることに共著者は着目した。具体的に「好き」という感情が 3つの感覚器
の目、耳、口、そして言葉の計 4語によって表現される。語りのデータ分析に基づく、言語学そ
して感情及び感覚人類学の視点からの考察である。
辻論文（研究ノート）は、江戸期に遡って日本での最初のラテンアメリカ文献を紹介した前々稿、

そして大正末昭和期に先行する明治期と大正期を先行研究期から戦前昭和期までの代表的な移民
文献を紹介した前稿に続く第 3稿である。今回は、戦前日本におけるラテンアメリカ研究の見取
図について、明治期から戦前昭和期までどのような分野の人々が担ってきたかを明示する。特に
質量とも高いレベルの文献を執筆した野田良治、田中耕太郎、天野芳太郎の 3 人を取り上げ、そ
れぞれの著作を紹介している。
白鳥報告（研究展望・動向）は、16～ 18 世紀のマヤ研究における考古資料と文献史料の重要
性と問題点について示し、これまでの先行研究や現地調査結果に基づいて今後の研究の方向性に
ついて述べている。最後に、考古資料データの充実と文献史料研究との整合性を検証する方法論
の確立が必要であると提案する。
牛島書評は、渡邉利夫著『国際政治のなかの中南米史―実体験を通してリアリズムで読む―』（彩

流社　2021 年　824 頁）についてである。評者は著書が中国とラテンアメリカの関係に 1 節を設
けていることに触れ、今後の日本におけるラテンアメリカ研究に一石を投じた形になっている、
と評している。
最後に改めて、編集にあたってご協力いただいた学内外の皆様、特に原稿の執筆やその査読を
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お引き受けいただいた方々に厚くお礼を申し上げる。
京都外国語大学ラテンアメリカ研究所設立 20年目を終えて 21年目に入ったこれからもラテン
アメリカ全域をみつめつつ、本研究所がさらに地球を俯瞰するグローバルな調査研究を進めるこ
とに期待したい。

 （住田）
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