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〈論　　文〉
感覚実践がマヤ系先住民の織物文化の連続性に与える影響

大　倉　由布子＊

はじめに

本論文は、感覚実践（Somatic work）がどのようにマヤ系先住民の織物文化の連続性 1）に寄与
しているかを、感覚及び感情人類学（例 : Classen 1997; Howes 2009; Lutz 1998; Pink 2015）、社会
学（例 : Ahmed 2014; Bourdiue 2007; Collins 2004, 2008; Simmel 2019）、そして現象学の視点から

キーワード
感覚実践、マヤ系先住民織物文化、連続性、グアテマラ、メキシコ

Resumen

El presente artículo analiza cómo el “trabajo somático” contribuye a la continuidad de 

la cultura textil indígena maya, desde los planos de la antropología y la sociología de los 

sentires del cuerpo, así como a partir del campo de la fenomenología. Como metodología se 

siguen los planteamientos de la etnografía empírica. El “trabajo somático” es un concepto 

que implica prácticas socioculturales diarias de experiencias sensoriales. Retomando 

este concepto como eje principal, discutimos las experiencias sensoriales de la cultura 

textil en dos comunidades indígenas mayas. La primera es San Antonio Aguas Calientes, 

departamento de Sacatepéquez, Guatemala, cuya economía se basa principalmente en 

el turismo gracias a su cultura textil desde los últimos dos siglos o quizás desde antes. 

La segunda comunidad es Los Laureles, estado de Campeche, México, que fue fundada 

para los refugiados guatemaltecos en los años noventa. La primera comunidad es donde 

se ha continuado la cultura textil, por ende, los pobladores pueden sentirla de cualquier 

manera en la vida cotidiana. La segunda es donde sus habitantes fueron obligados a 

suspender la producción textil por la guerra civil y su huida de la misma. El reinicio de la 

cultura textil se dio después de haber logrado asentarse en la actual comunidad. A través 

de la comparación entre las dos comunidades, que se encuentran en contextos diferentes

（continuar/reanudar）, se aclaró que las prácticas somáticas interiorizan dicha cultura 

en el cuerpo de los pobladores por medio del aprendizaje somático con los tejidos, de la 

comunicación sensorial incesante así como la evocación de memorias relacionadas con la 

cultura textil. En síntesis, mientras se lleven a cabo prácticas sensoriales, la cultura textil 

puede seguir viva entre los indígenas mayas.

＊　メキシコ国立人類学歴史学学校非常勤講師
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論じることを目的としている。感覚実践とは、バニーニ他（Vannini et al. 2012）が提唱する概念で、
感覚経験を通じた社会文化的な意味形成のプロセスを指す。つまり、感覚を通じて対象の価値や
規範を内面化し、同時にそれを体現することで社会文化を構築するのだ。本論では、この概念を
主軸に、グアテマラとメキシコの、織物文化に関して全く異なる背景にある二つのマヤ系先住民
共同体における織物文化の感覚実践を分析することで、この文化が先スペイン期から今日まで存
続してきたメカニズムを明らかにする。
織物文化を創造する織り手たちの伝授法に着目すると、彼らは常に無形伝承法に依拠している。
その実、六千年ほど前に最初に書かれたものが出現して以来（オング 2013:2）、多くの社会が文字
を使いこなせる能力を育んできた。そして情報技術も発達し、文字に止まることのない記録方法
も用いられてきた。私たちは、この記録方法を駆使しながら、後世へ情報を残してきた。こうし
た流れの中で、織り手たちの後世への伝承方法は、常に「無形」なのである。このことから、織
るという行為の上で、記録された情報に頼るのではなく、前言語の感覚に重きを置いてきたから
こそ、今日まで織物文化が続くことができたと考えられないだろうか。また、自己の身体に刻ま
れた無形の記録、つまり織物文化にまつわる「記憶」が誘発され（=想起）、それによって感情的
な刺激を受けるからこそ、織物文化を再現する自己が創造されてきたと考えられないだろうか。
さて、本稿では以下の二つの村に着目する（図 1）。一つは、グアテマラはサカテペケス県に位
置するサン・アントニオ・アグアス・カリエンテス村（San Antonio Aguas Calientes。以下、サン・
アントニオ）である。当村は、少なくとも 19世紀末から織物の村としてグアテマラ国内で、その
名を知られてきた 2）。したがって、二世紀以上に渡って織物観光業に力を入れており、共時的に
も通時的にも村人の生活の一部に織物が深く浸透している。換言すれば、村人たちは、生まれた
時から織物が存在する風景は日常の一部なのだ。もう一方は、メキシコはカンペチェ州に位置す
るロス・ラウレレス村（Los Laureles）である。この村は、グアテマラ内戦から逃れてきた複数
のマヤ系言語集団によって形成されている。そして、内戦の影響下、及び避難生活の中で織りを
放棄せざるを得なかった人々が、ようやく手に入れた安住の地でそれを再復興させたという経緯
がある。つまり、前者は時間的に継続性があり、一方、後者は断続を余技されながらも再生を試
みた村である。この織物文化との関わりが全く異なる両村における感覚実践を比較することによ
り、織物文化の「連続性」の仕組みを体系化できると考える。
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本稿は、以下 5節構成になっている。第 1節では、理論及び方法論について述べる。第 2節では、
それぞれの村の大まかな文化社会的背景及び地理的状況に触れる。第 3節では、サン・アントニ
オを事例に、感覚実践を通した織物文化の身体化プロセスを、とりわけ織物文化学習及びそれに
見受けられる後

こうたいばた

帯機（図 2）との感覚的コミュニケーション、つまり対象を知覚する過程
（Merleau-Ponty 1993:73）に着目しながら分析する。第 4節では、ロス・ラウレレスを事例に、織
物文化が再生産されるようになったプロセスを「想起」に着目しながら精査する。最後に、二村
の事例を踏まえて、織物文化の「連続性」に関する考察をまとめたい。

図 1　サン・アントニオ・アグアス・カリエンテス村とロス・ラウレレス村の位置
（グーグルマップに加筆修正、出典 : Google map, data©2022 INEGI）
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1　感覚実践 : 理論と方法論

私たちは、常に身体を通じて何かを感じる。この経験によって、自己を取り巻く世界の意味を
見出し、同時にその世界の規範に沿った自己が生み出される。医療人類学者エリザベス・ハウス
（Elisabeth Hsu）によれば身体は、世界と自己を繋ぐ橋として機能しているのだ。そして、この
身体を通じた経験は、「感情、意味、記憶と絡み合いながら、他者と結びついて生み出され、実行
され、認識される」（Hsu 2008:440）のである。したがって、本稿で使用する「感覚」という言葉は、
生体学的な影響を示すのではなく、他者と共に作り上げられる感情や記憶と密接に関係している。
さて、本稿の主軸となる感覚実践には、様々な形態があるが、その中で、「感覚学習」、「感覚コ
ミュニケーション」、そして「想起」の三つの形態に注目したい。最初の二つの形態は、自己と後
帯機の一体化（自己が後帯機の一部となり、後帯機が自己の一部となる）に関わる。最後の形態は、
織物文化と自己の繋がりの再認識を促し、そしてその体現化に寄与する。
まず、「感覚学習」（Le Breton 2005; Vannini et al. 2012）とは何かを見てみよう。私たちは、経
験者に直接教わりながら感じ方を学び（Le Breton 2005:24-25）、それを通して対象とのコミュニ

図 2　後帯機で織るサン・アントニオ・アグアス・カリエンテス村の少女
（Suzi Tahón氏提供、2021年 3月）
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ケーションが感得され（Merleau-Ponty 2004, 2006）、また社会文化規範が求める振る舞い方を体
得する（Le Breton 2005:25, 2018:80）。同時に、周囲の人間が対象をどのように感じているかを意
識的であれ無意識的であれ感得することで、感覚の同化プロセスが起こる（Becker 2016; Le 

Breton 2018:81）。つまり、同じ社会文化的文脈を共有する人々の間で途切れることのない感覚の
模倣学習を繰り返すことは、共有性を持った感覚的経験を生み出すことを意味するのだ。また、
この感覚学習には、感覚を身体に記録する（身体の記憶化）役割もある。西洋文化においては、
五感（= 視覚、味覚、嗅覚、聴覚、触覚）が記憶の担い手として考えられている（Le Breton 

2017:144）3）。例を挙げると、人々が自分たちの属する環境を正しく解釈するための手がかりとし
て、視覚から得るという意味で、視覚は学習プロセスの基本的な部分である（Le Breton 

2017:39）。同様に、音は記憶を形成するアイデンティティ的記号として認識される（Corbin 

1995:54）。つまり、後述する「想起」と大きく関わるが、記録化された感覚は、例え一時的に忘
れ去られていたとしても、突如として蘇り、自己を「感じた」その過去へと誘う役割を果たして
いるのだ 4）。
次に、「感覚コミュニケーション」である。この概念は、モーリス・メルロ＝ポンティ（Maurice 

Merleau-Ponty）が提唱した現象学の理論に基づく。彼の理論によれば、モノ 5）と人は感覚を通じ
て互いにコミュニケーションを取る（2006:31）。モノは無言の物質ではなく、それが持つ文脈を
私たちの身体に語り、それを内面化する手助けをするのだ。言い換えれば、感覚コミュニケーショ
ンとは、モノと自己が感覚的に一体化するプロセスである（Merleau-Ponty 1993:334, 2004:63）。
さらに言えば、そのモノが文化の一要素として捉えられている場合、このプロセスは身体の文化
への同化と捉えることができる。したがって、モノとのコミュニケーションを取得した身体が、
その社会文化圏に存在する限り、同世代及び次世代にも感覚学習を通じてコミュニケーションの
取り方を伝授することが可能となる。そしてそのモノに付与された文脈を再生産し続けることが
できる。さらに、このような集合的な経験は、感覚の秩序や身体的な規則などを構成している
（Vannini et al. 2012:79）。ゆえに、モノとのコミュニケーションを取る上で、同じような方法（例
えば、身体の使い方）がその社会文化圏で見受けられるのだ。
最後に、「想起」である。この行為もまた、感覚実践の一形態として捉えられる。なぜなら、「想
起」とは、時を超えて自己の連続性を維持するために積極的に展開される感覚の実践だからであ
る（Vannini et al. 2012:97）。過去の人やモノ、場所に対する以前の自己の感覚を、現在の感覚で
再度感じ、それを身体化する作業なのだ。言い換えれば、想起は過去の自己に回帰し、それを反
芻し、現在の感覚に蘇らせる作業だと捉えられる。したがって、「想起」という実践が繰り返され
ることで、現在と過去が断続されることはない。また、この実践は、単に自己を過去へと引き戻
すだけではない。改めて感じることで、何かしらの感情が沸き起こる。そしてこの感情が、過去
を再生産するかしないかを決定する動力として機能するのだ（Collins 2004, 2008）。
以上、三つの感覚実践形態に着目しながら、以下、論を進めていく。しかし、二つの村の人々
の感覚実践を理解するためには、接触者（筆者）も実践者と共に、彼らのそれを経験しなければ
ならない。このことから、本稿で取り上げる研究成果は、主に筆者が行った現地調査で得られた
データに基づいている 6）。
現地調査は感覚実践に基づき、二つの村で参与観察を行なった。これらの方法から、自己（筆者）
の身体感覚を通じて、彼らの感覚を学び、同時に彼らが感じられて自己が感じられないという差
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異がなぜ生じるのかを実証することに努めた。また、彼らの織物文化に関する感覚経験に近づく
ために、「感覚経験の語り」（Somatic accounts）（Vannini et al. 2012:56-57）に焦点を当てた。バニー
ニ他によれば、「身体を通じて感じたこと」が言語化される過程には、当事者が何を感じたのか、
そしてその意味が何かを再認識し、それを具現化しようとする作業が潜む。つまり、語りの中に
表れる感覚や感情は、単なる感想ではなく、自己とモノ /他者の前言語的な非物質的関係を示す
重要な要素なのである。例えば、「織物が好き」「織物は楽しい」といった言葉は、単なる感想で
はなく、その話者がモノとのこれまで築いてきた関係を総括して表現した、いわば感覚の要旨で
ある。この要旨にこそ、当事者とモノとの非物質的な関係を探る があると捉えるのが、「感覚経
験の語り」が重視する点である。さて、この方法を適用するに当たって使用した言語は、スペイ
ン語である。次節で詳しく述べるが、サン・アントニオでは、一部の高齢者を除いて、先住民言
語とスペイン語のバイリンガルもしくはスペイン語のみを使用する村人で構成されている。一方、
ロス・ラウレレスの場合は、難民世代はそれぞれの先住民言語とスペイン語を使用するバイリン
ガルであり、それ以降の世代はスペイン語のみを操る。したがって、先住民言語のみを使用する
村人を対象とした場合は、村人に通訳を頼み、それ以外はスペイン語でコミュニケーションをとっ
ている。さらに、言語外の「彼らが感じていること」にもアプローチするために、写真やビデオ
撮影などのデータの記録法も用いた。なぜなら、対話者たちは何かを説明しようとする時、必ず
しもそれを明確に言語化できるわけではなく、身体を使って何かを伝えようとするからだ（Pink 

2015; Sabido Ramos 2019:30）。
こうして二つの村で参与観察を実践してきたわけだが、具体的に話を進めるべく、次節ではサ
ン・アントニオとロス・ラウレレスの地理的社会的状況及び、彼らの織物文化の特徴について触
れたい。

2　織物文化継続の村と再復興の村 : 地理的・社会的・文化的背景

前述したように、サン・アントニオは、従来の織物文化を継続維持する村、そしてロス・ラウ
レレスは内戦という外因により祖国を離れ断絶を余儀なくされながらも新天地で織物文化を再生
させた村として位置づけることができる。「維持」という形であれ、「再復興」という形であれ、
両者に共通するのは、現在もなお織物文化と共に生きているという点である。本節では、「維持」
や「再復興」のメカニズムを具体的に検討するため、両村の地理的・社会的・文化的背景を概略
していくものとしたい。　

2.1　サン・アントニオ・アグアス・カリエンテスの事例
サン・アントニオは、同県内の観光都市アンティグア市（La Antigua）からバスで約二十分に

位置し、山々に囲まれた村である。グアテマラ国立統計庁（Instituto Nacional de Estadística 

Guatemala）の最終更新データ（2018年）によれば、この年の人口は、11,347人であった 7）。75%

がこの村の出身であり、そのうち88%の人々がマヤ系先住民として自己認識している。使用言語は、
スペイン語とマヤ系先住民言語の一つであるカクチケル語であるが、後者の言語に関しては小学
校で第二言語として教育の一環に取り組まれているものの、今日では高齢者の間でのみコミュニ
ケーション手段として使用されているに過ぎない。
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さてこの村は、少なくとも 19世紀末から織物の村としてグアテマラ国内で栄えてきた。従来、
この村は「片面織り」という片面のみに紋様が現れる技法のみを用いてきた。また色彩も鮮やか
とは言えないものだった。例えばウィピル（Huipil、貫頭衣）は、茶色の下地に数色で彩られた
だけの幾何学紋様や星や花といった小さな紋様という簡素なものであった（大倉 2013:42-43）。こ
の技法は現在でもサン・アントニオの織りの基本として残っている。しかし、徐々にウィピルや
ファハ（Faja、帯）、そして観光客向けの織物には一層鮮やかなものも取り入れられるようになっ
た。人類学者マーゴット・シェビル（Margot Schevill）によれば、少なくとも 1880年代には、こ
うした変容が起きたと推測される。その要因として、この時代、サン・アントニオには商人が頻
繁に出入りし、また国内外からアンティグア市に近いという立地条件により、観光客がやってき
たことが挙げられる。シェビルは、この頻繁な他文化との接触こそ色鮮やかな織物の誕生を後押
ししたのではないかと推測している（Schevill 1980:24）。さらには、鮮やかさを加速させるかのよ
うに、「両面織り」という布地の両面に同じ紋様を現すことを可能にした技法が 1930年代頃から
用いられるようになった（大倉 2013:43）。この技法がなぜこの時代に広まったかについては諸説
ある。一つは、外国人観光客がもちこんだ雑誌に掲載されていたスウェーデン紋様をヒントに、
ヨーロッパ風の花鳥紋様を織り始めたことを起源とする説である（大倉 2013:43）8）。また、千鳥
がけによる紋様が掲載された本が村に流布したことによるという説もある（Schevill 1980:24）。起
源は「テキスト」であれ、新しい美的価値を持った紋様や色彩は、サン・アントニオの人々の美
意識を刺激し、美しさの自己欲求に応えるために、身体を通じてその美的価値をカタチとしたの
だ。こうした刺激によって、幾何学紋様のみに留まることなく、両面織りの技術を通してサン・
アントニオの織物には植物や動物など現実的なモノが紋様として取り入れられるようになり、表
現の世界はさらに広がった（大倉 2013:43）。こうした様々な変容を経て豪華さを手に入れた織物
をまとったサン・アントニオの女性は、「歩く虹」（Atwater 1965:7）と形容されるほどである 9）。
日々美しさを求めて変容していくサン・アントニオの織物は、今日でもなお人々を魅了し続け
ている。村の中心地にある民芸品市場には観光客や他村の人々が織物を求めて頻繁に訪れる。ま
た、グアテマラツアーの一環としてこの村が必ず組み込まれている 10）。さらには、観光客の中に
は自らの手で豪華な織物を作ってみたいと、織りを体験しにホームステイをする人々もいる。そ
の実、こうした外部からの憧れの眼差しもまた、サン・アントニオの織物の美しさを支え、そし
てさらなる美的価値を作り続ける原動となっているのだ。他者からも評価され、また村人自身も
認める美的価値を寄与された織物を創造する能力を得たサン・アントニオは、現在に至るまで織
物と共にそして織物によって生きる村となった。したがって、21世紀を生きる村人たちに目を向
けた時、彼らは生まれながらにして直接的にも間接的にも織物文化と接する日常を過ごす環境が
整えられていると言える 11）。しかし、2019年から徐々に世界を脅かした新型コロナウイルスは、
この村に大打撃をもたらした。他の観光地同様、サン・アントニオにも観光客が訪れなくなって
しまったのだ。織物文化が生活の糧であるこの村において、観光客の激減は、織りに従事する者
たちにとっては致命的であった。さらに、この村では若者を中心に多くの村民がアンティグア市や
グアテマラ市でホテル業、観光ツアー業、飲食業に従事しているため、観光客の激減は織物従事者
のみならず、村人大半の生活を脅かしたのだ。したがって、若い男性を中心に、アメリカ合衆国へ
不法出稼ぎ労働をしに入国せざるを得なくなった（Okura 2022:146）。村では、いかに収入を得る
かが喫緊の課題となり、収入源とならなくなった織物は、一時的に村人たちの関心外に置かれた。
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しかし、こうした中、人々の織物への関心を再度引き寄せる現象が起きたのである。新型コロナウ
イルスの世界的な拡大期とほぼ同時に開校した織物学校、カクチケル語で「丘と山に囲まれた織物」
を意味するチョコホル・フユ（Chokojol Juyú）12）

 が、大きな役割を果たしたのである。多くの村
の子どもたちが入学し、織りを学び始めたことで、一度停滞した織物文化が活性化したのである。
新型コロナウイルス蔓延に伴い、人々は隔離生活を余儀なくされ、女性たちは、織り手であろ
うとなかろうと、持て余す時間を埋めるために、後帯機で織物をするようになったのだ。子ども
たちは否が応でも母親や祖母の織る姿を日々見ることとなり、その影響で織物に興味を持つよう
になったのである。また、母親たちの間でも観光サービス業に従事してきた家族が職を失う姿を
見て、子どもたちにわずかでも収入源となる織物を学んでほしいという意識が芽生えてきた。全
ては偶然の一致に過ぎないのだろうが、パンデミックと、チョコホル・フユの創設、そして子ど
もと親の関心が一致し、子どもたちが織りを学ぶようになったのだ。開校以来、男女問わず多く
の子どもたちが入学し、卒業した後も家で兄弟姉妹に教えるなど、「教師」として活躍している。
新型コロナウイルスの世界的流行による一産物でしかないが、たとえ織物文化の停滞期があっ
たとしても、サン・アントニオは織物文化と共に再び立ち上がった。織物文化は今日までその美
的価値と教える行為の継続によって村人の生活に根付いているのである。

2.2　ロス・ラウレレスの事例
ロス・ラウレレスは、メキシコはカンペチェ州に位置する、グアテマラ難民のために用意され
た六つの村 13）のうちの一つである。州都のカンペチェから南東へ、バスで一時間半の所に位置す
る。この村は、1990年代前半にメキシコ政府によって設置された（Kauffer Michel 2002:364）。村
としての歴史は浅いが、経済 14）、インフラ整備 15）、そして肥沃な大地の恩恵を受けて、農業が目
覚ましく発展している。
この村には 2,669人（男性 1,369人、女性 1,300人）16）が暮らしており、三世代に分かれている。
第一世代が難民に相当し、第二、第三世代はその子孫で、メキシコで生まれた人たちである。さ
らに、マム（mam）、カンホバル（kanjobal）、イシル（ixil）、チュフ（chuj）、キチェ（quiché）、
ハカルテコ（jacalteco）、ケクチ（kekchi）、カクチケル（kaqchikel）の六つのマヤ系先住民グルー
プで構成されている（Cruz Burguete 2000:568）17）。言語文化グループ間、そして世代の垣根を超
えて意思疎通を図るために、この村ではスペイン語が共通言語として用いられているが 18）、第一
世代間では、井戸端会議でそれぞれの母語を通じて会話をする。言語以外にも、この村には故地
グアテマラを彷彿とさせる食や習慣を維持している。例えば、ユカのアトレや、厚みのあるトル
ティーヤ、ピロンシージョ（Piloncillo、赤砂糖）入りのコーヒー、マレール（Malher）というグ
アテマラ企業のコンソメを日々消費しているのだ。また、男性陣はマリンバを奏でる。そして、人々
は気温の高い地域にもかかわらずハンモックよりもベッドで寝ることを好む。
このように、ロス・ラウレレスは、カンペチェ州という全く文化の異なる地域にありながら、
グアテマラのマヤ系先住民文化が生き続けている村なのである。様々な文化的要素の中でも、織
物文化は最も視覚的にグアテマラとの繋がりを表象しているものと言えよう。女性たちは、後帯
機を使って自らの「服」19）を織り続けている。また、少しでも多くの収入を得るために、ユカタ
ン州・カンペチェ州・キンタナ・ロー州で織物販売事業を展開するムンド・マヤ・アシエンダ財
団（La Fundación Haciendas del Mundo Maya, A.C.）20）や、ロス・ラウレレスで同じ事業を展開
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する難民家族によって創設されたメキシカバ（Mexicaba）21）の下請けとして働いている。ただ、
織る上で、織り手の間には一つのこだわりがある。糸は、なんでもいいわけではなく、チアパス
州やグアテマラ産の良質なものしか使えないそうだ。とりわけ、彼女たちにとってグアテマラの
糸は最上級品であり、ウエウエテナンゴ県（Huehuetenango）のクイルコ村（Cuilco）から商人
がやって来る日を待ち侘びている。
ムンド・マヤ・アシエンダ財団やメキシカバに卸す織物は、マヤ系先住民文化を共有しない外
部の人々に向けたものであるため、その色使いやデザインは、故郷のそれとは全く異なる。しかし、
自分のためのウィピルには、母親から教わった色の組み合わせや紋様を織り込む。さらに、この
村には高機を使えるものがいないため、後帯機でコルテ（Corte、巻きスカート）を織っている。
この村のコルテには二つの特徴がある。一つは、多くのグアテマラの村ではくるぶしまでの長さ
があるが、カンペチェ州の暑さが影響して、膝丈ほどの短いものであり、固い糸ではコルテを分
厚くしてしまうため、より薄いコルテを作るために使用される糸も柔らかいという特徴だ。もう
一つは、コルテを織ることをグアテマラ時代に教わったことがなかったため、女性の間で試行錯
誤して作られたというものだ。したがって、ウィピルとは異なり、コルテは、様々な人々のアイディ
アが寄せ集まって誕生したものと言えよう。それゆえに、結果的にグアテマラでは見かけられな
い、ロス・ラウレレス独特のものと呼ぶことができる。ウィピルやコルテ以外にも、グアテマラ
との繋がりを彷彿させる織物の特徴がある。イシル族の女性は、身の回りにある布などを使って
帯状にし、頭に巻き付けている。これをシンタ（Cinta、 頭飾り）と呼ばれ、イシル族の女性が必
ずつけているものだ（図 3、図 4）。また、二世代以降は伝統的な「服」を着る習慣はないものの、
赤子を織物に包んでおぶうというグアテマラならではの習慣を維持している。

図 3（左）　  イシル族の女性。故郷の習慣のシンタを頭に巻き、故郷のウィピルを身につけ、そし
て短いコルテを巻いている。（筆者撮影、2021年 1月）

図 4（右）　  マム族の女性。親戚が持ってきてくれた故郷のウィピルとファハを身につけている。
（筆者撮影、2021年 1月）
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ここまで述べてきたように、ロス・ラウレレスが設置されて以降、難民は彼らの流儀でそれぞ
れの文化を再生産し、故地グアテマラを彷彿とさせる村を形成してきた。ロス・ラウレレスとい
う安住の地に辿り着いたことで、ようやく彼らが欲していたこと、すなわち故郷を感じることが
実現されたのである。というのも、グアテマラから避難して以降、彼らはグアテマラとの身体感
覚的関係を断絶させられてきたからだ。身体を通じて故郷を感じたくとも、それが叶わないまま
長い時を過ごさなければならなかったのだ。

1960年代から始まったグアテマラ内戦は、マヤ系先住民の大虐殺を引き起こした。この体験は、
今でもロス・ラウレレスの人々を苦しめている。インタビュー中、グアテマラの思い出を語りな
がら、泣き叫ぶ者が何人もいた。中でも印象的だったのは、ガブリエル（マム族、46歳）が、イ
ンタビューの冒頭、突如と「（内戦は）夢 22）だったんだ、あれは夢だったんだ !」と泣き叫び始め
たことだ 23）。自分に、自分の家族に、そして同胞に起きたことを今でも受け入れることができず、
このように自らに言い聞かせることで、精神的安定性を保とうとしていた。無理もないことだ。
たった 3歳で、人々が殺されていくのを目の当たりにしなければならなかったのだ。こうして人々
を肉体的にも精神的にも打ちのめした内戦から逃れるため、1980年代初頭から 1990年代初頭に
かけて、無数のグアテマラ難民が、メキシコ側国境、チアパス州に到着した。男女を問わず、日々
を生き抜くために、雇われる形で農作業に従事し、収穫物を持って村々を訪れて売り歩くという
肉体労働をしなければならなかった。年々増え続ける難民及びその家族によって国境の可耕地が
なくなってくると、1984年から 1986年にかけて、人口の少ないカンペチェ州及びキンタナ・ロー
州への居住地の移転がメキシコ政府によって提案された（Kauffer Michel 1999:36）。ちょうどそ
の時期、難民の間ではグアテマラ国軍が彼らを殺戮しに国境を超えてやって来るという噂が飛び
交ったため、前述の州がどこにあるのか、どんな土地なのかを知ることなしに多くの人々が再定
住を希望した。
しかし、現在ロス・ラウレレスに定住する難民の軌跡に焦点を当てるならば、安住の地を見つ
けるまでの道のりは悲惨なものであった。彼らは、チアパス州を離れてから直接ロス・ラウレレ
スに辿り着いたわけではない。カンペチェ州に着いてから、まずは同州にあるチナ（Chiná）と
いう村のトウモロコシ貯蔵倉庫に収容されたのだ。そこは、劣悪な環境だった。収容人数に対す
る手洗いの数が極端に少ないだけでなく、見ず知らずの難民と共に全員床で寝るしか術がなかっ
た。また、カトリック教会から支給される食べ物も、それまで口にしたことのないメキシコ風の
サルサや薄いトルティージャなどばかりで、身体が悲鳴をあげていた。さらに、貯蔵倉庫の外で
は移民局の職員が 24時間彼らを監視し、脱走を防いでいた。このように精神的にも肉体的にも自
由を奪われながら数ヶ月を貯蔵倉庫で過ごした後、ようやく国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）
とメキシコ難民支援委員会（COMAR）が再定住に向けて立ち上がった。そこでまず、貯蔵倉庫
から離れたい者を募り、希望者はマヤ・テクン・ウノへの居住を薦められた。しかし、ようやく
安住の地を手に入れたかと思われたこの村も、当時は劣悪な環境だった。ガブリエルの証言によ
ると、この村には、トタン屋根と段ボールの壁でできた家しかなかった。また、水がないため、
屋根から落ちてくる汚い水を飲まなければならなかった。農業を通して生活を立て直したくとも、
石だらけの土地のため、耕作には適さなかった。そのため、マヤ・テクン・ウノでの生活を始め
た難民の半数は、チナの貯蔵倉庫に帰っていったという 24）。その後、倉庫へ戻った人々、そして
そこに残っていた人々は、ケツァル・エスナ村へと移り生活を立て直した。その後、人口増加に伴っ
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て、最終的にロス・ラウレレスを居住地として選択する人々が現れた。
既述したように、ロス・ラウレレスに現在暮らす難民は、グアテマラから避難して以来、幾度
となく転移を余儀なくされた。その間、故郷のそれとは全く異なる習慣を受け入れざる得ない生
活を強いられた。また、その日暮らしをする他術のなかった彼らは、自身の「服」を取り戻すほ
どの経済的余裕はなかった。織るための道具も材料も手に入れることができず、日々洋服で過ご
すことしかできなかった。マリア（マム族、64歳）はこの時代を思い出しながら、次のように述
べた。「私たちの服まで支援してくれないでしょ。だから洋服で毎日過ごしたのよ。ここ（ロス・
ラウレレス）に来て、やっと経済的に余裕が出来て、自分で織って、洋服を脱いだ時、やっと私
の服が着れたって、うれしかったわ」25）。マヤ系先住民女性にとっての服と身体は、日々消費す
る洋服のそれとは全く異なるものなのだ。もう一度「服」を纏いたいという長年の願いが、織物
文化をロス・ラウレレスに根付かせるエネルギーとなったと言っても過言ではないだろう。ロス・
ラウレレスは、人々の「もう一度我が身体に服を」という願いが集結して、それが体現された村
なのである。

3　織物文化の身体化プロセス : サン・アントニオを事例に

前節では、織物文化との関わりを織り交ぜながら、サン・アントニオとロス・ラウレレスの両
村の社会背景を略述した。一方は、世代から次世代へと織物文化が継承されている背景を持ち、
他方は、一時的に外的要因によりそれが断続させられ、のちにこれを再興した背景を持つ。
本節では、前者に着目しながら、織物文化の継承がなぜ今日でもなお続いているのかについて
触れていく。サン・アントニオの女性たちは、成長する過程で、例えばアメリカ合衆国やメキシ
コのテレビ番組やインターネットの情報、アンティグア市や村にやって来る観光客などを通して、
様々な文化的要素に触れ合う。その結果、これらの村の文化的要素ではないものに魅せられ、織
物文化から遠ざかるという時期を誰しもが経験する。しかし、それは一時的であり、再度織る・「服」
を着用するといった行為に戻る傾向にある。織物文化からの訣別は起こらないのだ。村の人々は、
こうした自己から完全に切り離されない織物文化との関係を、「村の習慣だから」「好きだから」
と説明する。同時に、習慣化に至るプロセスや、好きという感情を抱くプロセスについては、彼
ら自身も説明できない。しかしこれらのプロセスは、織物文化の身体化のメカニズム及びその継
承を解明するという本稿の目的には極めて重要な意味を持っている。そこで、これらのプロセス
の成立過程の分析を通して、織物文化の身体化が次世代への継承にどのような影響を及ぼしてい
るのかについて論じることにしよう。

3.1　美的規範の創造と共有
2.1で詳述したように、サン・アントニオの織物は「片面織り」と「両面織り」の二つの技法に
よって成り立っている。すなわち、「両面織り」技法によって、様々な紋様を表現することが可能
になり、より鮮やかな織物を手に入れたのだ。しかし、それにもかかわらず、人々は簡素な紋様
のみ表現する「片面織り」技法を「時代遅れの古いもの」として廃れさせるのではなく、実際に
は「我々の村の財産」という認識のもと、世代から世代へと技法と紋様を継承し続けている。こ
のような認識以外にも、両技法が必要な理由は、村人の言葉を借りれば以下の二点がある。
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まず、幾何学紋様や小さな装飾紋様は「片面織り」技法のみでしか表現してはならず、同時に
その他の紋様、例えば動植物や身の回りに存在する物は「両面織り」技法のみでしか表現しては
ならないという美的規範が村に存在する。この二つの技法を用いながら両面織りのみのウィピル、
両技法が併用されるもの、そして片面織りのみのものが作られる。何を表現したいか、何が好みか、
そしてどこに着ていくものかを想定しながら、様々なタイプのウィピルを織っていく。
次に、日常着用のウィピルは簡素で汚れてもいいものでなければならない、また葬式に参列す
る際にはウィピルは質素であるべきという認識があり、華やかではない「片面織り」のウィピル
が好まれる傾向にある。さらに、簡素であるからこそ、手間暇をかけずに織ることが可能であり、
織り手の間では重宝されている。逆に、結婚式、ミサへの参列などのハレの日には、ウィピルは
豪華でなくてはならず、「両面織り」を用いること、または「片面織り」のみのものであっても真
新しいものを使うことが、村の作法として認識されている。つまり、美的規範及び効率欲求から、
両技法が現在でも使用されている。
さて、この美的規範はどのように創造され、村人の間で共有されているのだろうか。デイビッド・
ル・ブレトン（David Le Breton）によれば、身体感覚を通じて他者の模倣を繰り返すことで、共
同体の規範に基づいた行動様式が自己に形成される（Le Breton 2005:25）。この考えに基づけば、
村人たちは幼少期から身体を通じて、他者の観察とその模倣を繰り返すことで、自身を社会文化
規範へと組み込んでいくと言える。子どもたちは、美的規範と共に生まれてくるのではない。未
知の村社会の儀礼に参加させられ、その中で身体的実践を繰り返すことで、美的規範を体現して
いくのだ。例えば、筆者がプロテスタントの礼拝に参加した時のことである。私は持ち合いの洋
服で小綺麗にしたつもりだったが、滞在していた家族の娘（2017年当時、8歳）に、礼拝に参加
するには自分のような「服」を着るべきだと言われた。彼女は、日常的に洋服を着ていたが、そ
の日は母親に織ってもらった真新しい片面織りのウィピルにコルテを巻き、着飾っていた。女児
たちは、自由に動き回れない、お腹が締め付けられるという理由から日常生活で「服」を着用す
ることを拒むが、ハレの日は「服」を着なければならないことを知っている。初めてのハレの参
加では、親がそれを着るように促す /教育するのだが、それが徐々に自分の意思によるものへと
変化していく。繰り返し参加することで、自分の親の趣向で着させられているのではなく、それ
が村人であるための要件であることを学ぶ。そしてまた、その美的規範を、身体を通じて体現す
ることで、その文化社会の一員となっているという安心感を覚えるのだ。
こうした自らを取り巻く社会的慣習の学習は、成長してからも続いていく。例えば、結婚式で
ある。この村の花嫁の中には、ウェディングドレスを着用することを望む人々もいるが、同時に
人生で最も豪華なウィピルを着用して自身の儀式に参加する人々も多くいる。彼女たちは、子ど
もの頃から結婚式に参加する中で、「美しい花嫁」のイメージを造り続け、それが実現できる日を
心待ちにしているのだ。この装いの決定は、花嫁個人の願望のみで実現するのではない。夫とな
る人や家族の花嫁のイメージやとりわけ母親や姉妹の体験が装いに反映されている。つまり、装
いの規範は、他者からの学び、そして他者の体験の再実践によって次世代へと続いていくのだ。

3.2　伝授と独習
織物文化を支えるのは、「装い」の実践だけではない。「織り」の実践なしには、装うための「服」

を世に残すことはできない。機械化により手織りと同じような彩り・紋様をあしらった織物の大
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量生産が可能になってもなお、そこに効率化を求めるのではなく、手織りの「服」に価値を見出し、
自分の身体を使って織り続けることを決してやめない。この村で調査を始めたばかりの 2011年は、
「なぜ手織りを続けるのか」その理由を明らかにするために、あらゆる織り手たちに聞いて回った。
しかし、その当時は「習慣だから」または「好きだから」という理由しか返ってこず、空回りし
た気分だった。しかし、対話者たちは何かを説明しようとする時、必ずしもそれを明確に言語化
できるわけではないこと（Pink 2015; Sabido Ramos 2019:30）を前提に考えれば、前述の織り手た
ちの説明は、感覚実践を統合した要旨だと捉えることが可能である。そこで、本節では、「織るこ
と」はどのような身体感覚の実践プロセスを経て習慣化していったのか、そして「織物が好き」
という感情がどのように生まれ、それがどのように織ることの継続に繋がっているのかを見てい
く。
村の人々が後帯機を使って織るのに、欠かせない実践がある。感覚学習である。この学習には、
大きく分けて二種類ある。一つは、「伝授」（Le Breton 2005, 2017）であり、もう一つは、「独習」（Baker 

2016; Le Breton 2005）だ。「伝授」とは、経験者の指導のもと、感覚経験を実践するものである。
例えば、家族や学校などで、社会規範に適した身体の動かし方、身体を通じた世界の感じ方、ま
た文脈に応じた感情の表現の仕方などを学ぶ。この学習の中で、指導者は自身の身体が覚えてい
るありとあらゆることを、言葉や表情、動作などを通じて教える。子どもたちは、指導者の真似
をしながら、指導者が知覚するものを内面化していくのである。それとは逆に、「独習」には、直
接的な指導者が不在である。他人の体験から得た感覚と自分が想像した感覚を織り交ぜながら、
他者が提供する知覚のモデルに適応し、自己のものとして再構築する（Le Breton 2018:82）。例え
ば、コカ・コーラを飲んだことのない子どもが、大人たちが美味しそうに飲む姿を見て、たとえ
炭酸でのどの痛みを感じようと、コカ・コーラはおいしいものなのだから、おいしく感じるよう
にならねばならないと努力する。この儀礼を繰り返すことで、コカ・コーラは「美味しいもの」
へと変化していくのだ。これが、いわゆる直接的な指導者なしの「独習」である。また、この二
つの学習には、モノとの身体感覚コミュニケーションが深く関わっている。子どもたちは、対象
のモノがなんであるかわからないまま、それと感覚を通じてコミュニケーションを取り始める。
そしてその触感やにおいなどを学習していき、そのモノに「意味」を与えていく。成長していく
につれ、経験者からコミュニケーション方法を教わりながら、自身とそのモノとの幼少期のそれ
とは異なるコミュニケーションを取るようになる。そして新たな「意味」を見出すのだ。話を織
物文化の学習に戻そう。
一般的に後帯機を使った織りを「伝授」方式で学習する年齢は、小学校の低学年くらいである。

「伝授」方式とは、ここでは母親や祖母の指導の下、または後述する織物学校、チョコホル・フユ
において教師たちの下で、感じたり、知覚したりする能力を育むという意味である。しかし、子
どもたちはそれ以前から、もっと言えば生まれた時から織物との感覚的コミュニケーションを始
めており、無意識的に、言い換えれば「独習」が始まっているのだ。例えば、乳児期は母親が織っ
たもしくは村の織り手による帽子をかぶって過ごしたり、後帯機の上であやされながら糸と遊ん
だりする。少し大きくなると、女児を中心として織物や後帯機を使いながら、ままごと遊びをする。
また、家の中や民芸品市場で織り手たちが、自分の使ったことのない道具（=後帯機）を使用し
ている姿を見て、やってみたいと興味が湧く。生活の一部に織物文化があり、そうした環境の中で、
あらゆる感覚体験を実践し、それを通して織物文化に関する感覚的記憶が無意識的に形成されて
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いく。同時に、日常的に実践される織物との感覚的コミュニケーションは、その文化に対して慣
れ親しんだ感覚を形成していくのである（Vannini et al. 2012:44）。さらに、これらの感覚体験の
中でも、赤子が、家族が織ったもしくは使用した織物との密接な感覚体験を得ることは、感覚人
類学の視点から見ると、身体の文化化に大きな影響を及ぼす。文化人類学者ナディア・セレメタ
キス（Nadia Seremetakis）によれば、身体を通じてモノを成形することは、自己を物質に移し入
れることであり、成形されたモノを他者に与えることは、自己を他者に移し与えることである。
つまり、人の物質化であり、同時に物質の擬人化でもある（Seremetakis 1993:4）。この考え方に
基づけば、赤子の頃から手織りのものを身につけて過ごすということは、織物文化を形成する村
人が赤子の身体に移し入れられていることと同義であり、したがって織物は単なる物質ではなく、
赤子の身体が文化へ同化する一端を担っているのだ。
「独習」を通じて、織物文化は身体の一部となる。しかし、内面化されてもそれが表現されるた
めには、他の学習要素が必要となる。それが「伝授」方式の学習だ。内面化されたものを活用す
るためには、正しい方法でそれを引き出してくれる指導者が必要なのだ。それは、祖母や母親、
姉など織物の経験者が担う役割である。しかし、21世紀以降、村の女性たちも率先して村の外へ
と働きに出るようになり、織りを教えるために時間を割く余裕はなくなってきた。織り文化の継
承を具現化するのが難しいのが現実だが、とりわけ母親は、「織物が生活を救ってくれる」という
村全体の考えに基づき、子どもたちが将来食べるのに困らないようにと、織りを習得してほしい
と願い 26）、また子どもも、学ぶきっかけを得られないながらも、好奇心から後帯機で実際に織っ
てみたいと望んでいる（Okura 2019, 2022）。この両者の願いを叶えたのが、新型コロナウイルス
の世界的な拡大期とほぼ同時に開校した織物学校チョコホル・フユである。この学校には、開校
時から、毎学期 30名近くの生徒（小学校低学年から中学生まで）が男女問わず入学している。前
述したように、入学してくる子どもたちは、生まれた時から様々な関わり方で織物を感じている。
ただ、内面化されたものを「織る」という形で表現してきたことがないのだ。そこで、あらゆる
感覚的記憶を呼び覚ましながら、実践という異なる方法で再度感覚コミュニケーションをとるこ
とで、自身と織物文化の人間と物質という分離状態から一体化へのプロセスを踏んでいく。
例えば、子どもたちは先生がどのように後帯機で織るのかを見ながら、先生の指導のもと実際
に織っていく。教科書を使用するわけでも、織物の理論を学ぶわけでもなく、ひたすら実践して
いくだけなのだ。それでも子どもたちは、織り始めの頃、縦糸何本に対して横糸を入れなければ
いけないのかなど、必ず頭で考える。数え方を間違ったり、力加減を間違ったりすると、表現す
べき紋様が現れないため、慎重に横糸を入れ、どこに力を入れるべきか考えながら織るのだ。そ
れがうまくいかないと、結果としてイライラし、後帯機に八つ当たりをしたり、織ることを中断
したりすることもある。このようにして、頭を使って織ろうとする子どもたちを前にしても、教
師たちは頭で理解するための教科書を作ったりすることはない。ひたすら身体を使って学ばせよ
うと努力するのだ。頭のみで考えて織ろうとすれば、織りたいものを自由に織ることができない
ことを、身を持って知っているからだ。頭と身体と後帯機が三位一体にならずバラバラであり続
けるのではなく、後帯機が織り手の延長線上、言い換えれば一部となること（Merleau-Ponty 

2006:31）を教師たちは目指しているのだ。なぜなら、言葉で表せないニュアンス、つまり言語以
前の感覚は、感覚実践を抜きにしては伝わらないことを、これまで自身が経験してきた中で学ん
できたからだ。したがって、教師たちは縦糸何本に対してどのように横糸を入れるべきかだけで
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はなく、身体のどこにどのように力を入れればいいのか、身体をどのように動かしたらいいのか
をひたすら口頭で、また学習者の身体に触れながら、そして自身が織って見せながら教える。学
習者もまた、教師を模倣しながら、後帯機の扱いを我がものとし、自らの意図通りに後帯機が動
いてくれること、別の言葉で言い換えれば、織り手と後帯機の間に阿吽の呼吸での意思疎通が自
在にできるようになっていくのである。こうした感覚経験の実践を続けることで、「織る」という
行為は純粋な反復に留まることなく、次第に個人的な経験へと変わっていく（Le Breton 

2005:34）。つまり、単なる模倣ではなく、自分の感覚へと変わるのだ。このプロセスを通じて、
後帯機は身体の一部となり、織物文化に包摂された自己が形成される。そして、後帯機と「わか
りあえる」関係が築かれる。だからこそ、織ることに対して、「好き」という感情が生まれるのだ。
身体が朽ち果てるまで、織物文化はその身体に生き続ける。そして、その身体を通じて感覚コ
ミュニケーションが同じ村の同じ文化を共有する人々と行われる限り、織物文化が過去の物とし
て置き去りにされることはない。常に織物文化は他者の身体で再生産され続けるのだ。だからこ
そ、織ることは自己の、村社会の「習慣」として根づくことができるのだ。

4　織物文化の再生産プロセス : ロス・ラウレレスを事例に

前節で触れたサン・アントニオとは異なり、ロス・ラウレレスは、途切れることなく世代から
世代へと、身体を通じて織物文化が受け継がれてきた村ではない。織物との関係が外的要因によっ
て物理的に遮断された人々の身体を通じて、織物文化が再度根付いた村である。この再生産プロ
セスの中でも興味深いのが、グアテマラから遠く離れたメキシコはカンペチェ州で起きたという
ことである。カンペチェ州は、暑い土地であり、生地の分厚いウィピルは適さない。また、カン
ペチェ州ではイピル（Hipil、 ユカタン・マヤ系先住民の「服」で、白地の薄い布に刺繍が施され
ている）や洋服が使用される。こうした社会の中で、彼らは自らの「服」を装い、自らを「グア
テマラの先住民」として表象し続けている。受け入れ先の土地で、難民女性たちは、自分たちの「服」
を織り、それを着用することを選んだ。気候条件に適さないだけでなく、「服」の違いによって好
奇の目にさらされる土地で、どのようにして織物の再生産は、起こったのだろうか。何が彼女た
ちを再生産へと導いたのであろうか。本節では、この再生産の動機に焦点を当てながら、ロス・
ラウレレスの人々と織物文化の関係を見ていく。

4.1　郷愁と織物文化の再生産
ロス・ラウレレスに暮らす難民がグアテマラの思い出を語る時、特に女性の場合は、「服」を話
題に出すことが多い。「服」を媒介として、村がどのようであったか、母と何をしたか、幼少期や
青春時代がどうであったかを語る傾向にある。「服」は、自己と故郷、自己と家族を繋ぐ仲介者と
して機能している。
しかし、グアテマラの思い出を語ることは、彼らにとって辛い時である。2.2でも述べたように、
グアテマラのことを語る時、内戦の経験を避けることはできず、その時を思い出しながら、泣く人、
叫ぶ人、感情をコントロールできなくなる人など様々いる。しかし、そんな中であっても、「服」
にまつわる思い出を話す時だけは表情や声のトーンが穏やかになる。この瞬間、難民は思い出さ
れる時代に戻るのだ。いくつかの例を見ていこう。
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ファティマ（マム族、56歳）は、内戦時代のことを思い出したくないがゆえに、言葉少なく自
身の経験を語ってくれた。しかし、母親との内戦前の思い出を語り始めた時、表情や声のトーン
が一変した。柔らかくなったのである。彼女は、母親との記憶を次のように語った。「そうそう。
私の母がね。（織物を）学びなさいって。あなたは学校に行って勉強したいんでしょ。ならば自分
の服を作らなきゃ。作らなきゃだめよ。そう言われたんだけど、そんな簡単なことじゃないのよ。
でもね、最後には自分でできたのよ ! 紋様を見た時にね、あぁ神様 ! 私にはできないっていうわけ、
私には織れないっていうわけ ! そう、私は織れたのよ、習得したのよ !」27）。学校に通うためには日々
着る「服」が必要なため、彼女の母親は織物技術の習得をファティマに強制した。習得中は、う
まく織れないことから、それが辛い体験もあったにもかかわらず、そうした困難を乗り越えたか
らこそ、今、彼女は母親との思い出が美しいものへと変わり、それを大切にすることができるのだ。
初めて織物ができたその瞬間に戻ったかのように、彼女は喜びを表現していた。ファティマの両
親と兄弟はチアパス州に定住した後、再度グアテマラに戻ったが 28）、彼女は夫と子どもたちとと
もにメキシコに残った。その間母親を頻繁に訪ねることができないまま、母親は亡くなってしまっ
た。母親との時間があまりなかったファティマにとって、母親との織物の記憶は、より貴重なも
のになったと思われる。いずれにせよ、母親の貴重な教えのおかげで、彼女はムンド・マヤ・ア
シエンダ財団で織物の下請けとして働いている。財団の指定するデザインをもとに、後帯機で織
り、それを納品しているのだ。母親の助言がなければ、今こうして織物によって生活はできなかっ
ただろうとファティマは語っていた。  

ケツァルテナンゴ県ケツァルテナンゴ市生まれのクリスティーナ（マム族、46歳）は、ファティ
マと同じ財団で働いている。彼女はわずか 1歳半でグアテマラを離れたため、グアテマラの直接
的な記憶はない。しかし、だからと言って、グアテマラとのつながりが全くないわけではない。
彼女は、他の難民の思い出や習慣を通して、自分なりにグアテマラとの関係を築いてきたのだ。
インタビュー時、彼女は塵一つない 29）自室で後帯機を使いながら財団に納品するテーブルクロス
を織っていた。彼女の場合は、チアパス州に定住してからの自身の記憶と、親から聞いた話を織
り交ぜながら、半生を語ってくれた。同時に、戦争で家族を失った悲しみのため 30）、インタビュー
中常に泣いていた。少し雰囲気を変えようと、筆者は織物の話をしてみた。今彼女が着ているウィ
ピルの紋様は、故郷のものなのか、彼女の創造の産物なのか、それともロス・ラウレレスで学ん
だものなのかを聞いてみた。すると、彼女は泣くのをやめ、母との思い出にひたり、懐かしそう
に筆者に語ってくれた。彼女は「これは、母が着ていたもの」と答えた。「私が織物に関して知っ
ていることは、全て母が知っていたこと、母が持っていたものから学んだものよ。今でもね、母
親が持っていたウィピルは、全部、全部、覚えているわ。そう、す・べ・て !」31）

 さらに彼女は
続けて、「グアテマラの思い出だからって、母親に強制的に織らされたのよ。」32）と言った。母か
ら娘へと、グアテマラとの繋がりが、織物を通してできたのだ。母親の記憶が織物を通して蘇り、
同時に織物が母親との記憶へとなり、グアテマラとの直接的な経験がなくとも、クリスティーナ
はグアテマラに原点を感じている。そして、母親が自分の中に生きていることに喜びと懐かしさ
を感じながら、異国の地で生き続けているのだ。
ファティマやクリスティーナと同じように、イシル族で 66歳の、内戦で未亡人となったシルビ
アは、グアテマラの記憶の大部分を母親と結びつけている。シルビアは、今でもイシル族らしく
「服」と「シンタ」を身につけ、メキシカバで働いている。通常、シンタは太く長く、何重にも頭
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に巻くものだが、シルビアの年齢には、それを支えるほどの体力が残っていない。だからと言って、
巻くことを止めるのではなく、現在でもなお、自分で工夫しながら、細く短いものを巻いている。
彼女は、内戦中、目の前で夫を殺害された経験を持ち、インタビュー中、始終「グアテマラは大
嫌い」と口にしていた。しかし、「嫌い」でもグアテマラとの繋がりを身体で表現する「服」と「シ
ンタ」を纏い続けることに、筆者は違和感を覚えた。ところが、インタビューを続ける中で、彼
女は現在まで自身の母親の姿を模倣していることに気付かされた。彼女は、生まれてからこのか
た、学校へ行って学んだことがないそうだ。そんな中、8歳の時に母親の指導のもと織りを学び
始めたという。特に学校に行かなかった彼女にとって、織ることこそ、「学び」だった。そして、
常に母親が「先生」としてそばで教えてくれていたそうだ。したがって、故郷の村を遠く離れても、
母親との「学び」の時間を繰り返すことで、そして母親から教えられた作法（服の着方）を守る
ことで、常に記憶の中の学舎で学び続けているのだ。織ることや着ることをやめたら、彼女にとっ
てそれは、母親との断絶を意味するのだ。
グアテマラ難民の記憶は、彼らをその出自（=故郷）に回帰する機能を果たしている。とりわけ、
母親との記憶は、難民と織物文化を強固に結びつけている。その意味で、シンジ・ヒライ（Shinji 

Hirai）が指摘するように、「移住は単なる物理的な移動ではなく、『感情や意味の移動』でもあり、
そこから新しい空間的・文化的実践が生まれ、社会の現実を変容させる」（2014:79）のである。
このように、難民は、新しい空間に定住するために他国に移住し、外国の文化に適応するだけで
ない。故郷に対する感情的・感傷的な愛着があるからこそ、異文化に染まるのではなく、故郷と
の繋がりを感じさせる織物文化を再生産させるのだ。物質的な織物文化との断続が一時的にあっ
たにせよ、身体が覚えているかぎり、そして思い出を噛み締める瞬間がある限り、その文化は再
度立ち上がることができるのだ。

4.2　記憶の再生産と実践
難民女性は、母親の指導のもと、また近所の女性たちの観察を通して、後帯機の使い方や技術、
そして着衣の作法を学んできた。したがって、故郷を離れても身体が覚えている。さらには、織
ること、「服」を着ることは、内戦という辛い経験の中でも暖かい思い出として火を灯し、彼女達
を精神的にも支えてきた。しかし、メキシコで生まれた二世・三世にはそうした辛い記憶がなく、
織物文化は心の支えの機能を果たしてはいない。難民世代とそれに続く世代の間には、こうした
溝が垣間見られる。
しかし、とりわけ二世の間では、難民世代の記憶の再生産が見受けられる。彼らの口を通して、
内戦時代の親の体験を聞く機会が多々あった。こうした語りの中に、母親がグアテマラで何を着
ていたのか、どこで誰に織りの技術を学んだのかの描写は常に存在していた。グアテマラの故郷
と難民を繋ぐ架け橋は、織物だと考えていいだろう。つまり、セレメタキスの言葉（1993:4）を
借りれば、織物というモノが難民の記憶に保存されているように、彼らの記憶もまた、ロス・ラ
ウレレスの中で共有される織物というモノに保管されているのである。二世・三世の間で、織物
文化との直接的な関係（=実践）を見かけることはあまりないが、このように記憶が再生産され
ながら、新しい世代の中で織物文化はその記憶の中で共有され続けているのである。
また、村の二世や三世の中には、コルテを巻いている女性がごくたまに見受けられる。彼女た
ちは、母親や祖母がコルテを巻いて涼しそうに日々を過ごしているのを見て模倣しているそうだ。
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しかし、この実践に、難民のような「郷愁」の意味はない。「カンペチェ州の気候に適した便利な
服」という新しい意味のもと、コルテが使用されているのだ。つまり、難民が付与する意味とは
全く異なっても、新しい意味で織物は再生産され、その社会で存在し続けることができるのだ。
記憶としての織物が異文化社会で再度モノとして蘇るプロセスには、このように次世代の人々に
も共有できる意味を持たせる必要があると言える。
さて、織物文化が存続するためには、それを創造する身体が不可欠である。現在、後帯機を使
用する織り手は、難民世代にしか存在しない。しかし、第三節で触れたチョコホル・フユ同様に、
メキシカバも後進の育成に力を入れている。二世代の女性を中心に、糸の巻き方や整経 33）の仕方
を教えている。そしてまた、サン・アントニオのように、「織物が生活を救ってくれる」ことを、
身体を通じて伝えることができた時、今後より多くの村人が織物に興味を持ち、その文化活動に
参加する日が来るに違いない。

おわりに

マヤ系先住民の織物文化が、なぜ今日まで続いてきたのか。これに対する答えは、複数存在する。
その中でも本稿では、織物というモノがそれを生産する人抜きには存在できない点に着目し、身
体感覚がどのように織物文化を支えてきたのかについて考察した。もちろん、本稿では無数にあ
るマヤ系先住民共同体のうちの二つの村に着目しただけであり、マヤ系先住民の織物文化の連続
性の全体像にはデータが不十分であると思われるかもしれない。しかし、異なる文脈の村に共通
して言えることは、織物文化には感覚実践が必ず参与しているということである。身体感覚は、
生物学的に機能するだけではない。感覚経験の実践を繰り返すことで、対象とのコミュニケーショ
ンを図ることでその内面化を促し、対象に意味を与えながら社会の一部と変容させ、また対象と
の途切れることのない非物質的な関係（=記憶）を作り出すのだ。だからこそ、一時的に織物文
化が遮断された /衰退したように見えても、再び記憶や感情が織物を通して具現化され、物体と
して社会に蘇るのだ。また、織物文化を身体で覚えている人々が生きている限り、彼らの身体を
通して次世代に実践的に教えていくことが可能である。自らが身体を通じて感じていたことを、
次の世代の人々が別の方法で共有できた時に、織物文化は受け継がれるのである。感覚実践が遂
行される限り、織物文化は生き続けることができるのだ。
これまで述べてきたように、本稿では、感覚及び感情人類学・社会学、そして現象学の視点か
ら論じることで、マヤ系先住民の織物文化の連続性のメカニズムを分析することを試みた。本稿
で取り上げたどの理論でも共通して主張していることは、身体感覚にせよ感情にせよ、これらを
通じて、人間は文化社会を構築し、同時に文化社会を身体化しているということだ。社会文化化
された身体に着目したことで、マヤ系先住民の織物文化の連続性そしてその営みのメカニズムに、
先行研究とは異なる角度から接近できたのではないかと考える。なぜ織物文化が「無形」という
方法で伝承されてきたのか。それは、決して識字問題などではなく、「無形」ではならなかったか
らだと言える。前言語的ニュアンスを伝える必要があるからこそ、自己の身体に刻まれた無形の
記録を文字化してはいけないのである。換言すれば、感覚を伝授することに重きを置くからこそ、
織物文化は継承され、また再復興することが可能なのである。こうしたことからも、感覚及び感
情人類学・社会学、そして現象学の視点に立つことは、衰退していく文化がある一方で、連続し
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ていく文化があることの糸口を探る上で役に立つのではないだろうか。
本稿を締め括るにあたって、感覚及び感情人類学・社会学、そして現象学の理論を民族誌学に
適用することの難点を明記したい。それは、調査にかなりの時間を必要とするということだ。な
ぜなら、現地の人々が感じることに共感できるようになること、また現地の人々の感覚実践に近
いものを自身も習得することが必須だからである。同時に、彼らの感覚を知覚するために、現地
の人々が感じることと調査者自身が感じることの差異がどのように生まれているのかを分析しな
ければならない。さらには、彼らに偽りない感情を表現する場を提供できるようにならなければ
ならないからだ。この最後の点に関して言えば、言語外の「彼らが感じていること」にアプロー
チする上で、ビデオ撮影というデータの記録法を用いることから、最も時間を有すると言えるだ
ろう。なぜなら、ビデオを前にすると、対話者は緊張し、またはカメラの前で演出することがあ
るからだ。だからこそ、信頼を得、彼らが自然体で話せるようになるためにも調査には長い時間
がかかるのだ。これらの点を踏まえ、サン・アントニオと比較して調査期間の短いロス・ラウレ
レスに関しては、本稿では「想起」に言及するに留めた。短い調査期間の中で、彼らの信頼を得
ること、そして自由に語り合える関係になることを優先し、調査者自身が彼らの織物文化の身体
的感覚を身体化することは、次回への課題とした。「感覚実践」の重要性を今後のロス・ラウレレ
スでの研究に取りこむことにより、マヤ系先住民の織物文化研究を深めていきたいと考える。

注

１） 先スペイン期から今日まで通時的に見た時、マヤ系先住民の織物文化は「継続性」を持っている
と言えるかもしれない。しかし、この「継続性」は様々な文脈の集合体による結果であり、個々
の共同体の事例を踏まえた時、共同体によっては一時的に織物文化が停滞もしくは断続した後再
復興する事例もある。こうした場合を踏まえ、本稿では「継続性」ではなく「連続性」とする。

２） 現代のサン・アントニオの織物文化については、詳しくは『紡ぎ織りなす村落共同体アンデンティ
ティ :グアテマラ、マヤ系先住民女性の織物と伝統衣装より』（大倉 2013）及び、”Comunidad 

sensorial: los tejidos entre los pobladores en San Antonio Aguas Calientes y Sololá, Guatemala”（Okura 

2019）を参照のこと。また、「少なくとも」19世紀終わりとするのは次の理由による。1880年代
以降、サン・アントニオには国内外の旅行客が出入りしていたことが判明している（Schevill 

1980:24）。さらには、1912年にはすでに、織物と風景が魅力的であるがゆえに、国内でも有名な
観光地としてディアリオ・デ・セントロ・アメリカ（Diario de Centro América）というグアテマ
ラの国営新聞に取り上げられている（Little 2004:203）。このことから、いつから織物文化によっ
て有名な村となったか、はっきりした起源は定かではないものの、19世紀末頃には「既に」有
名であったということだけは言える。

３） 文化によっては認識する感覚の数が異なるため、5つだけに絞ることはできない。文化によって
は 30まで認める場合もある（Howes 2009:22-25）。しかし、本稿は二つの村においていくつの感
覚が認識されているかを解明することを意図していない。したがって、現段階では西洋社会の理
論に基づいて、「五感」のみに限定するに留める。

４） 例えば、香水の香りである。街中で過去に嗅いだことのある香水を感じた時、その香水をつけて
いた人やそれを嗅いだ場面などを思い出すことはないだろうか。また、人はなぜ救急車のサイレ
ンの音を聞いた時、それが救急車の音だと認識できるのだろうか。何度も繰り返される「聞く」
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という実践によって、サイレンの音が記憶化され「救急車の音」と認識されると言える。
５） 本稿では、物ではなく、「モノ」と表記する。マヤ系先住民にとって、織物は無機質な物質では

ない。それは、肉体の一部であり、また生命を宿した「何か」なのである。例えば、身体の一部
が欠けてはならないという信仰から、死者には「服」を着せて棺に入れる。また、サン・アント
ニオの人々は、「織物が何かをもたらしてくれる」「織物は私たちを助けてくれる」という言い方
をする。つまり、彼らは織物という物質の支配者という見方をしていないのだ。そうではなく、
織物を主体として捉えているのである。しかし、こうした考えを的確に示す言葉が見つからない
ため、本稿では無機質な物質という意味を避けるために、「モノ」という表記にする。

６） サン・アントニオでは、2011年から 2017年にかけて断続的に、そしてロス・ラウレレスでは
2021年 12月から 2022年 1月にかけて調査を行なった。また、サン・アントニオに関しては、
2020年以降のパンデミックの影響により、遠隔調査を行なっている。具体的には、メールやチャッ
トなど電子通信を用いる方法、また代替インタビュー音声（筆者が作成した質問表に基づいた、
織り手による半構造的インタビュー）やビデオで記録した画像を送付してもらう方法を通じて調
査を続けた。

７） Instituto Nacional de Estadística Guatemala（https://www.censopoblacion.gt/graficas）. 
８） マヤ文明研究者、児嶋英雄氏談（インタビュー日時 : 2012年 2月 12日）。
９） ここまでマヤ系先住民女性の「服」の一部であるコルテ（Corte:巻きスカート）について触れて

こなかったが、これはサン・アントニオでは生産されていない。なぜなら、この村の織物文化は
後帯機によって支えられ、より面積の大きい織物を織るための高機は使用されていないからだ。
したがって、大きい面積を必要とするコルテはキチェ県などの他の村で生産されたものを輸入し
て使用している。

10） 例えば、観光客を乗せたクルーズ船はグアテマラ県のケツァル港（Puerto Quetzal）に到着すると、
観光客を連れて織物観光へとサン・アントニオに立ち寄る（Okura 2019:104）。

11） サン・アントニオにおけるコロナウィルス蔓延に伴う観光客減少と織物文化については、詳しく
は『ラテンアメリカ学会年報』、第 42号（Okura 2022）を参照のこと。

12） チョコホル・フユの活動に関する詳細は、Okura（2022:139-173）を参照のこと。
13） カンペチェ市（el municipio de Campeche）管轄のロス・ラウレレス村（Los Laureles）、ケツァル・

エズナ村（Quetzal Edzná）、ラ・リベルタ村（La Libertad）及び、チャンポトン市（el municipio 

de Champotón）管轄のマヤ・テクン・ウノ村（Maya Tecúm I）、マヤ・テクン・ドス村（Maya 

Tecúm II）、そしてサント・ドミンゴ・ケステ村（Santo Domingo Kesté）から構成されている。
14） 男性たちは、農業や養蜂、そしてそれらの商品の流通などに携わっている。一方、女性たちは、

織物販売団体の下請けとして機織りに従事している。また、カンペチェ市で観光業や接客業に従
事している人も多くいる。これらの仕事が村を経済的に支えているのは事実だが、米国で働く非
正規移民が送る送金が村の主な収入源になっていることを明記しておく。

15） 診療所や、幼稚園や中学校までの教育設備が整っている。また、給水塔が二つあり、全世帯に電
気が通っている。さらに、携帯電話の電波が最大 4G届き、村の半数以上の世帯がマヤ・コネクショ
ン（Mayaconection）というインターネット会社と契約しており、テレコミュニケーションの面
でも発達している。こうしたインフラ整備は、難民の他の村々や、周囲のユカタン言語文化に属
する周囲の村々と比較しても、格段に発達している。

16） “Censo de Població n y Vivenda 2020” por INEGI（Instituto Nacional de Estadística y Geografía）
（https://www.inegi.org.mx/app/cpv/2020/resultadosrapidos/default.html?texto=champot%C3%B3n% 

20campeche）. 
17） 公式には、この六つの言語文化グループによって構成されていると捉えられているが、今日では、
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言語を話すか話さないかという基準に従えば、この村でカクチケル族と認識されているのは一家
族のみである（情報提供者 : ガブリエラ、イシル族、56歳）。

18） スペイン語が使用されるのは、村が機能するためだけではない。内戦の混乱の中、生き延びるた
めに結婚をした人々は多くいる。共に生き延びる誰かがそばにいることが重視されたため、異な
るマヤ系言語集団に属する相手と結婚をした事例は多々ある。したがって、「家族」という形態
が機能するために、スペイン語を共通言語として強制的に使用するようになった。

19） アンドレス（マム族、67歳）の言葉に従って、本稿では「民族衣装」や「伝統衣装」という言
葉を使用する代わりに、「服」という言葉を用いる。彼は、筆者との会話の中で、横にいた妻を
見ながら以下のように述べていた。「えっと、… 私の妻は生まれた時から、こうやって着てきた
んだよ。彼女にとってごく自然なことなんだ。服さ。（私たちの）服を恥じる必要なんかないんだ。
なんで（私たちの）服を恥じなければならないのさ」（インタビュー日時 : 2022年 1月 10日）。
彼の言葉の中で、ここで「服」と訳してある部分は、”ropa” が使用されていた。つまり、学術的
に「衣装」と呼んでいるモノは、洋服と同じステータスを持った彼らの「服」なのである。

20） ロス・ラウレレスの難民女性がこの組織で働き始めたのは、今から 10年ほど前からである。現
在は、この村の 12名ほどの女性たちが参加している。またこの財団は、ムンド・マヤ計画（観
光開発計画）（千代 2001）とは繋がりを持たない。スターウッドホテル＆リゾートによる旧エネ
ケン・アシエンダ再開発（リゾート開発）を通して誕生した、ブティックホテルのビジネスプロ
ジェクトに端を発している。したがって、本稿では “La Fundación Haciendas del Mundo Maya, 

A.C.” の邦訳にあたって、初谷（1989）の論文を参照しながら、エネケン・アシエンダの意味を
反映させるべく、ムンド・マヤ・アシエンダ財団と、カタカナ表記に留めた。現在では、ユカタ
ン州、キンタナ・ロー州、そしてカンペチェ州のマヤ系先住民共同体の社会経済の活性化を実現
することを目標に、先住民に様々な持続可能な開発プロジェクトを提供している。詳しくは、同
組織のホームページ（https://www.haciendasmundomaya.org/index.html）を参照のこと。

21） 難民カバ家によって創設されたこの団体は、2019年に誕生した。現在では 30名近くの村の女性
たちが参加し、彼女たちによって織られた製品をメキシコ国内外に販売している。詳しくは、同
団体のホームページ（https://www.facebook.com/SomosMexicaba/）を参照のこと。

22） インタビューの中で、”¡Era sueño! ¡Era sueño!” と言っていた。日本語で訳した「夢」は、スペイ
ン語で ”Sueño” と表現され、”Pesadilla” ではなかった。ガブリエルに限らず、第一世代のスペイ
ン語は、完全なる第二言語である。したがって、彼らのスペイン語はそれぞれの先住民言語を直
訳したもの、またはそれぞれの文法構造に倣ったものが多い。このことから、彼は ”Sueño” とい
う言葉を使いながらも「悪夢（Pesadilla）」を指したかったのではないかと推測ができる。もし
くは、「現実」の対比として「非現実」（=「夢」）を表現したかったために、「夢「という言葉を使っ
た可能性もある。どちらにせよ、彼の ”Sueño” は、痛みや辛さ、悲しさ、苦しみを伴ったもので
あり、「悪夢」という意味合いで使用していたと考えられる。

23） インタビュー日時 : 2022年 1月 8日。
24） インタビュー日時 : 2022年 1月 10日。
25） インタビュー日時 : 2022年 1月 7日。
26） サン・アントニオでは、経済的に何かあった場合は、織りが救ってくれると信じられている。例

えば、クレジットカード破産をしそうになった娘は、借金を返すためにまずしようとしたことは、
織って作品を販売することであった。娘には、織りの習慣がなかったため、うまく織ることがで
きず、最終的には母親が作品を織り、それらを売ることで完済することができた。こうした例か
ら見受けられるように、経済的な問題は、織物が解決してくれると信じられている（Okura 

2019, 2022）。
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27） インタビュー日時 : 2022年 1月 8日。
28） カウファー・ミシェル（Kauffer Michel）によれば、「グアテマラへの送還は、1984年に始まり

1999年に停止した個人または家族の試み」であり、グアテマラへの「帰還」の意味とは異なる
（2002:360; 筆者訳）。

29） 商品にごみがついていると納品できないため、織る前には必ず部屋を隅々まで掃除する。
30） 赤子だったため、もちろんその場面の記憶はない。しかし、親の体験に共鳴することで、苦しみ

として彼女の中に再体験として残っている。
31） インタビュー日時 : 2022年 1月 12日。
32） インタビュー日時 : 2022年 1月 12日。
33） 織機に掛ける経

たていと

糸の長さや、織り幅にあった経糸の数を数える作業（大倉 2013:104）。
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