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〈論　　文〉
「病」から誕生したアステカの太陽神
― 陰と陽を併せ持つ天使たち ―

嘉　幡　　　茂＊

1　はじめに

アステカ神話では、太陽はナナワツィン（Nanahuatzin）という神によって誕生した。この神は
「皮膚病の神」や「腫瘍の神」と訳される。非常に不可思議である。神聖な太陽と病に侵され全身
カサブタだらけの神とを同一視する古代人の考えは、現代の価値基準と大きく異なっていると思
えるからである。
太陽神は世界中の古代社会に存在する。この言葉の響きからは、泰然とした高貴さを私たちに
イメージさせるだろう。しかし、太陽神イコール「皮膚病の神」では、どうも締まらない。古代

キーワード
アステカ、太陽神、世界観、病、二元性

Resumen

En la mitología azteca, es bien sabido que el Sol nació de Nanahuatzin, cuyo nombre se 

traduce como “el dios de la enfermedad de la piel” o “el dios buboso”. Es muy extraño por 

qué el Sol siendo tan sagrado, se transformó en un dios enfermo lleno de llagas. El dios 

del Sol, existe en cualquier sociedad antigua. Por su significante (signifiant), nos lleva a 

imaginar un ser con los atributos de nobleza y grandiosidad. Sin embargo, el hecho de 

que el dios del Sol iguale al enfermo no nos convence psicológicamente. La civilización 

mesoamericana era politeísta, por lo cual se creía en la existencia de ubicuos dioses 

grandiosos tales como Quetzalcóatl, Tlaloc y Huehuetéotl. La razón por la cual el dios 

enfermo fue seleccionado para dar origen al Sol, se atribuye a que las enfermedades están 

definidas por la cultura. Es decir, una enfermedad percibida en una sociedad no siempre 

se reconoce como tal en otra cultura. Por ejemplo, en Mesoamérica, la gente que sufría de 

enanismo y raquitismo a menudo aparece en representaciones junto a los reyes y personajes 

de las élites. ¿Cuál fue su rol social? ¿Por qué siempre está presente como acompañante de 

altos dignatarios? Con base en el registro arqueológico y las crónicas, discutiremos que la 

enfermedad para nosotros no era una “enfermedad” para los antiguos, sino que expresaba 

un símbolo de la divinidad. Luego, tomando en consideración la cosmovisión de esta 

civilización, se discutirá sobre la inevitabilidad de que el dios del Sol en la sociedad azteca 

tenía que ser el “dios enfermo”.

＊　京都外国語大学国際言語平和研究所嘱託研究員・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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メソアメリカ文明圏は多神教であった。そして、ケツァルコアトル（Quetzalcóatl; 羽毛の蛇神）、
トラロク（Tláloc; 雷鳴の神）、ウエウエテオトル（Huehuetéotl; 火の老神）など、属性が優雅だと
思える神は数多く存在した。なぜ、これらの中から「皮膚病の神」が選ばれたのだろうか。
現代社会では、神聖な存在は威厳を持ち美しいものだと理解されるだろう。しかし、異文化の
神聖な存在は、私たちにとっては「貧素で醜い」が、「特異で畏れるべき」ものとして捉えられる
場合がある。なぜアステカ社会（後 1325～ 1521年）の太陽神は美しさではなく、対義である醜
さが象徴となったのか。本稿の目的は、この疑問の答えを求めることにある。
論を展開するため、筆者はまず、古代社会では病は文化によって定義されたことを説明する。
古代人は、現代医療の科学的認知によってではなく、独自の思想や視点から病気を把握していた。
つまり、ナナワツィンの属性である「皮膚病」は、アステカ人にとっては病気ではない。確かに
ナナワツィンは全身に腫瘍や炎症を患ってはいたが、彼らはこれを病気ではなく、生への前兆と
して扱っていたのだ。
この文化的に病気が定義されることを理解するために、次の節では、古代メソアメリカ文明の
考古資料から、私たちにとっては疾患と考えられるもの（小人症とくる症）を採り上げる。3節
では、2節の議論をさらに展開する目的で、この文明の崩壊後（後 1521年）に書かれた記録文書
（クロニカ）を基に情報を抽出する。そして、小人症とくる症を患う彼らが、古代社会の中でどの
ような役割があったのかについて読み解いていく。ここまでの節でこれらの病に触れるのは、資
料の豊富さだけではなく、本稿のテーマ「なぜ太陽神は『皮膚病の神』であったのか」について
の結論（4節）とも密接に関連しているからである。
結論部では、アステカ社会において、皮膚病は元より小人症とくる病を患う者は、決して病人
ではなかったが健常者でもなかったことを指摘する。また、これら三者にはそれぞれ異なった役
割があり、ステータスにも違いが認められる点を明らかにする。奇遇ではあるが、古代メソアメ
リカ社会の「皮膚病患者」は、我が国の慣用句である「腫れ物に触る」に近い。当時の世界観に
着目しながら、「皮膚病」は神聖性の象徴であったと主張し、だからこそアステカの太陽神はこの
病から誕生したと結論付ける。

2　天使の「病」

2.1　宮廷に登場する小人症とくる病を患う人物
古代メソアメリカの土器や石碑の図像では、王は小人症とくる病を患う人物と頻繁に登場する。
図 1はその好例である。絵解きをしながら、彼らの役割について考える。まず、図 1に描かれて
いる人物や物について説明する。
ここには、台座の上に座る王（①）が中心に描かれている。王と向かい合う黒曜石の鏡を持つ
黒い小人症の男性（②）、器からはちみつ酒を飲む小人症の男性（③）、そして、王を見つめる背
骨の曲がった男性（くる病；④）がいる。彼の後ろに座る男性（⑤）と王の左後方に控える男性
は（⑥）、右手に王と同様のハタキのようなものを持っている（⑬）。これは、神道で例えると神
主が神事で使う大

おおぬさ

幣（お祓い棒）のようなもので、不浄から守り邪気を清めるためのアイテムと
して利用された。これが転じて、権威を表す道具になった。さらに、首飾りを付けていることか
らも、彼らは王を補佐する高官だったと推測できる。王の背後には背もたれ（⑪）を持つ男性の
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従者（⑦）がいる。王と黒い小人症の男性（②）の下には、合計 4つの壺（⑧）があり、はちみ
つ酒を保管するための容器であったと推測される。図の左隅には、トロンボーンのベル（先端部分）
に似た木管楽器二本（⑨）と一本の法螺貝（⑩）が描かれている。

彼らは何を行っているのだろうか。宮廷における王の優雅な生活を描写しているとの解釈があ
る（Grube and Martin 2012:151）。酒（⑧）と音楽（⑨と⑩）があるとの情報から、饗宴を行って
いた可能性を指摘できるかもしれない。
しかし、この場面を饗宴だと推測することは難しい（Rosa Peña 2019:54-57）。それは、次のさ

まざまな疑問に容易に答えられないからだ。酒を飲んでいるのは、一人（③）だけである。しかも、
王を差し置いて、なぜ彼だけ酒を飲むことができるのだろうか。饗宴であるのなら王に失礼では
ないだろうか。
黒い男性（②）は何をしているのだろうか。両ひざを付き、黒曜石の鏡を王に向けている。王
といえども人前で身だしなみをチェックするだろうか。しかも、黒い黒曜石では、いくら研磨し
たものであっても姿を鮮明に映すことはできない。何を映しているのだろうか。くる病の男性（④）
は何もアイテムを持たず、ただそこに鎮座している。他の登場人物は何かしらのアイテムを持ち
役割があったと考えられるが、王を見つめるのみである。
図の左端の楽器は何を演奏しているのだろうか。二種類の吹奏楽器のみから、場を盛り上げる
演奏を行うことは難しいだろう。サクソフォーンのようにリードも音孔もないため、音域や感情
表現は限られる。
もし、王を中心に饗宴をしているのであったら、すべての参加者は盃を持ち、酒を飲んでいる

図 1　古典期後期（後 600～ 900年）に作成された多彩色土器の展開図
（宮廷でマヤの王と配下が何かを行っている場面；①王 1）、②黒曜石の鏡を持つ黒い小人症の男性、
③はちみつ酒を飲む小人症の男性、④くる病の男性、⑤王の側近、⑥王の側近、⑦王の従者、⑧
はちみつ酒の壺 4口、⑨トロンボーンに似た木管楽器 2本、⑩法螺貝 1本、⑪背もたれ、⑫羽毛
のお祓い棒、⑬ポップコーン？ 2）のお祓い棒；MayaVase Hi-Resolution for Vase K1453に加筆）
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だろう。さらに、美味な料理が給仕されていてもおかしくない。また、女性の参加も不思議では
ない。そして、軽快なリズムを奏でるために、ビッグバンドが編成されてもいいのではないだろ
うか 3）。
二つ分かることがある。それは、黒い男性（②）と彼が持つ黒曜石の鏡についてである。黒い
男性は、もう一人の小人（③）と異なり明らかに黒い。これは黒色の軟膏を意図的に塗っている
からである。これを塗る風習は、古代メソアメリカ社会の中で広く行われた。アステカ社会では「神
聖な食べ物（ナワトル語で teotlacualli）」と呼ばれ、儀礼に臨む際、ある特定の身分や役割を持つ
者は、この「神聖な食べ物」を全身に塗った。毒虫（クモやサソリやムカデ）そして毒蛇（ガラ
ガラ蛇）などを神々に捧げた香炉で焼き、そこにタバコの葉と石灰を混ぜ合わせたものである。
幻覚剤として使用された（ドゥラン 1995:68-71）。
鏡と聞くと、私たちは普通「何かを映すもの」とイメージする。しかしこの鏡は、私たちが思
い浮かべる鏡ではない。ここでは「扉」を意味する（図 2）。異世界の神々や精霊や先祖と交信す
るための「扉」を表す（Taube 1992a）。

古代メソアメリカ文明では、世界は天上界、地上界、地下界の三層から成り立つと考えた。こ
こには、神々や精霊が、人間と同じように役割を持ち暮らしていた。そして、古代人は彼らと交
信することが可能であると信じていた（e.g., 嘉幡 2019:18-19）。その方法の一つに、異世界と行き
来できる「扉」を発明した。黒曜石の「扉」の類例として、黄鉄鉱や雲母を利用することもあっ
た（Melgar et al. 2014）。
王は、自分自身の姿を見ているのではなく、「扉」に映る神々と交信をしているのだ。交信の目
的を理解するには、古代マヤ文明の宮廷の機能を考慮する必要がある。宮廷は確かに王が執政を
行う物質空間ではある。しかし、超自然の存在（神々や精霊）と王を繋ぐための神聖な霊的領域
でもあった（Jackson 2013:138）。鏡を介して、王は異世界の神々から超自然の力を得ることができ、
その結果、彼の政は正されると理解されていた。この状況に鑑みると、黒い男性（図 1の②）は「神
聖な食べ物」によってトランス状態に入っており、鏡に映る神々との交信を助ける、さらには、

図 2　テオティワカンで描かれる鏡の図像表現
（後 300年頃のものであると推測される。①黒曜石の鏡、②黒曜石の鏡から羽毛の蛇神が地上界に
登場する場面、③円形の「扉」から地上界（現世）に登場する羽毛の蛇神。古代メソアメリカ文
明の物質文化の中で、羽毛の蛇神はしばしば登場する。異世界から地上界に出現し、人々に豊穣
や安寧を与えると考えられていた；① Taube 1992a:Figure 2d、②と③ Taube 1992b:36, Figure 2a

と 2dをトレース）
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イタコのように口寄せを行っていた可能性を指摘できる。もう一人の男性（③）も、酩酊により
同様の役割が与えられていたのかもしれない。
これらに加え、各登場人物（図 1）の視線の行方に注目すると興味深いことが分かる。王は黒
曜石の鏡を、そして③と⑥と⑦以外は王を見ている。③の小人症の男性は酒を飲んでいるため、
王を注視できないことは理解できる。気になるのは王の背後にいる⑥と⑦である。⑥の側近と対
をなす⑤の側近が王を見つめる一方、⑥は王ではなく斜め下方を見ている。同様に、⑦の従者も
王ではなく別の場所を見ている。なぜ、⑥と⑦は王を見ないのだろうか。これを理解するため、
同じ時期に製作された土器のモチーフと比較する（図 3）。

背もたれの背後に控える人物（図 3左の枠内）は、王ではなく王と交渉する人物を見ている。
もう一方の人物（図 3右の枠内）は、王を見ている様ではあるが、正確には王とその相手のやり
取りを伺っていると思われる。これらの事例からは、王の背後にいる従者も王や王の対象者を見
ることが許されていたことが分かる。では先の疑問に戻り、なぜ図 1の⑥と⑦は王あるいは対象
物である黒曜石の鏡を見ないのか。おそらく見ないのではなく意図的に見なかったと推測できる。
既に王は「扉」に映る神々と交信をしていると述べた。王以外の地上界の住人は、鏡に写る神々
の尊顔を拝することが禁じられていた、あるいは、王と比べ霊力の弱い地上界の住人が神々を見
ることは死を招くと信じられていたのかもしれない。
ここまでをまとめると、図 1の場面は決して饗宴ではなく、王を執行人（主役）そして周りの

登場人物を補佐役として、異世界との交信を行うための儀礼であったと理解できる。
しかし、こう考えるとさらに別の疑問が浮かび上がる。黒曜石の「扉」はとても大切なものだ。
なぜ、そのような貴重なアイテムを小人症の男性が持つのだろうか。王の信任が厚い側近（図 1

の⑤あるいは⑥）が玉座に上り、この役目を受け持つ方が自然ではないのだろうか。この他、く
る病の男性にはどのような役割があったのだろうか。
図 1の絵解きをしてきたが、これ以上のことを推測することは難しい。他の情報を参照・考察
したのち、これらの問題に戻りたい。

図 3左　王と交渉する人物を見る従者
（図の枠内）（Miller and Brittenbam 2013:45, Figure 81を転用）； 

図 3右　王そして王と対話する人物の様子を伺う従者
（図の枠内）；Jackson 2013:136-137, Figure 45を転用・加筆）
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2.2　天使の「病」としての小人症とくる病
この節では、他の考古資料を参照し、小人症とくる病が古代社会の中でどのように理解されて
いたのかを考察する。物質文化を調べると、これらの病を患う人物はさまざまな場面で登場して
いた。その傾向を先取りすると、彼らは単体で登場することは稀であった。つまり、図 1と同様に、
彼らは主役としての役割は与えられなかった。しかし、いぶし銀の名優のように扱われていた。
図 4の①は、ラ・ベンタ遺跡（前 900～前 400年頃）から出土した石彫である。この遺跡を中
心に、オルメカ文明（前 1200～前 400年頃）は発展したと考えられており、非常に重要な場所で
ある。図 4の①の主役は、明らかに石彫の中心に彫られる人物（王？）である。彼の周囲には小
人と解釈できる人物が六名登場する。（e.g., Foncerrada de Molina 1976:47）。
しかし、いずれも鼻と口の特徴が人間のものとは異なる（図 4の①の拡大図参照）。これは、オ
ルメカ文明を代表とする芸術様式の一つであり、「ジャガー人間」と呼ばれている（図 4の②と③
参照）。古代メソアメリカ文明圏では、霊力を持つ人が動物と融合することで超自然の力を得ると
信じられていた（アステカ社会でナワル信仰として体系化される）。オルメカ文明では、特にネコ
科動物への信仰が強く、この特徴が芸術表現に認められると指摘されている。
中心の人物は、豪華な頭飾りを身に付けて、両手で のようなものを持っている。そして、そ

の周りの小人症の人物らも同様の出で立ちをしている。この のようなものは、権威の象徴とし
ての「王

おうしゃく

笏」であると推測できる。先に見たマヤ地域の大
おおぬさ

幣と同じ用途を持っており、異世界の神々
との交信を助けるアイテムである。魔法使いの のように、自身の霊力を増幅させる効果のある
道具だ。
この石彫においても小人症の人物は指導者と共に登場し、さらに貴重なアイテムを持つことが
許されている。図 1の事例と合わせて考えると、古代メソアメリカ社会における小人症とは、健
常者と比較して身長が低いという相対的な基準から派生した区分ではあるが、むしろ、身長の低
さ自体に価値があり、社会の中で特別なステータスを表していたと考えられる。そして、指導者
と同様に「王

おうしゃく

笏」を持つことができるのは、神々との交信を行う王や指導者のサポートが可能で
あり、彼らにも霊力が備わっていたことを表すからであろう。
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これは小人症においてのみならず、くる病にも言えると考えられる。メキシコ西部の墓とここ
から出土した考古遺物（土偶）は、上記を理解するための好例であるため、以下で採り上げる。
メキシコ西部地域は古代メソアメリカ文明圏に含まれるが、独自の文化が開花した。その中に、
竪穴式埋葬施設（図 5；英語で shaft tomb；スペイン語で tumba de tiro）が挙げられる。この埋
葬施設は、紀元前 1000年頃から紀元後 600年にこの地域一帯で認められる。地上から地中に竪穴
を掘り、最深部に単数または複数の墓室を造り出し、そこに死者を埋葬する。竪穴の深さは規格
化されておらず、1メートルから 22メートルまでと多様である。
墓室からは、副葬品として土器、人形土偶、イヌやトリやクモなどの動物・昆虫埴輪、家形埴
輪などが主に出土している。人形土偶には、故人の生前の職業（農夫、狩人、楽師、神官など）
を示すものの他に、小人症やくる病そして皮膚病を患う妊婦も含まれている（図 6）。さらに、神
殿などの公共建造物を中心に、複数の土偶が一緒に登場し儀礼を行っている合体型作品も数多く
報告されている。

図 4　オルメカ文明の石彫
（①ラ・ベンタ遺跡の 2号石彫（前 500～前 400年に作成）、②ラ・メルセー遺跡の 1号石碑（前

1150～前 900年に作成）、③サン・ロレンソ遺跡の 52号石彫（前 1150～前 900年に作成）；①
González Lauck 1994:96, Figura 6.3.、②と③ Tate 2012:50, 3.16と 3.17をトレース・加筆）
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これらの共伴関係は、冥福祈願と冥途（地下界）を表している（Cabrero G. 2016）。人は死ぬ
と冥途へ行くが、ここに辿り着くまでには（仏教の「中有の旅」に似る）、さまざまな試練を乗り
越えねばならなかった。先の合体型作品の多くは、故人の法要の場を表していると考えられる。
動物・昆虫埴輪の中でも、特にイヌは重要なお供であった。道中いくつかの大河が存在しており、
イヌにつかまり渡らなければ、溺れてしまうと信じられていた（e.g., 嘉幡、ロペス・J. 2012）。

図 5　竪穴式埋葬施設の一例
（Hernández Díaz 2010:43, 3bをトレース）

図 6　メキシコ西部の竪穴墓に埋納された土偶
（①と②せむし男、③小人、④背が曲がり膿疱のある妊婦；①～③ Fuente and Gutiérrez Solana 

1980, lam.21, lam.22, lam. 23、④ Hernández Díaz 2013:103, 13をトレース）
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このように、現代の価値基準からでも、副葬品に込められた当時の想いを読み解くことができ
る。異形の人型土偶（図 6）は、イヌと同様に故人を助け、故人の魂を冥途へ導く役割があった
と思われる（Cabrero G. 2016:60）。マヤ文明の図像（図 1）とオルメカ文明の石彫（図 4）の事例 4）

も踏まえると、彼らは常に超自然の力や異世界と関係する場面で登場する。霊力を持つため、異
世界との交信に必要な存在だったと言える（Hermann Lejarazu 2018; Miller 1985; Rosa Peña 

2019:75-77）。
彼らは、現世（人）と異世界（神々）とを繋ぐ仲介者（天使）ではないかとの仮説を立てるこ
とができるだろう。
これを補強する資料がヤシュチラン（Yaxchilán）遺跡の神殿 33から発見されている。紀元後

744年に、「鳥ジャガー（Pájaro Jaguar）」IV世が二人の小人症の人物を引き連れて球技を行って
いる場面が（Rosa Pena 2019:75-77）、石板（図 7）に刻まれている。図 7の左側にはマヤ文字が彫
られており、ここには地下界の神を斬首することによって世界（太陽）が創造され、これが三度
繰り返されたと記されている（Stuart 2003:27-28）。球技は、娯楽としてのスポーツではなく、生
命や大地の再生、そして豊穣と密接に関連する儀礼であった。このような場面にも小人症の人物
が登場する理由は、彼らは戦う王のサポーターでもあるが、地上界と地下界の導管を発生させる
者であり、王を誘う必要があったからである（Rosa Pena 2019:77）。さらに、小人症の人物の左脇
下に金星の文字（図 7右下）が刻まれることにも、深い意味がある。これは、金星と太陽の関係
に由来する。金星は太陽が輝く前に登場する惑星であることから、恒星を先導する役割があった。
したがって、この神聖文字を持つ彼らは、金星として王の露払いを行っている。そして、「鳥ジャ
ガー」IV世はこれから昇る太陽の隠喩であり、球技の勝利をもって日輪の寵愛を受けると読み解
くことができる 5）。

図 7　王と小人症の人物が球技を行っている場面を収めた石板
（①「鳥ジャガー」IV世、②と③小人症の人物、④球技用のボール；Stuart 2003:27, 6を転用・加筆；
図 7右下　小人症の人物の拡大図（左脇下に金星の神聖文字が彫られている；Martin and Grube 

2008:130を転用・加筆）
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この節を締めるにあたり、小人症とくる病に関する特殊な点をもう一つ指摘する。古代メソア
メリカ文明圏では、王やエリート階層の埋葬墓やその人骨は多数発見されている。一方、現在ま
でのところ、小人症やくる病を患ったと同定できる人骨の出土例は報告されていない（Rosa Peña 

2019:122; Tiesler y Cucina 2005:47）。此岸と彼岸を結ぶ天使であったがゆえに、地上界において尋
常には埋葬されなかったのかもしれない。

3　クロニスタが伝える小人症とくる病

ここまで考古資料を基に考察してきた。この節ではクロニカの情報の中から重要だと考えるも
のを抜粋し（記録 1～ 3）、その後これを基に議論を進めて行く。

記録 1（Sahagún 2005:I:291
6）から翻訳）

かのケツァルコアトルが、道をさらに進み、火山とシエラ・ネバーダ山脈の狭隘に達すると、
彼に随行していた小姓の小人とせむし男は、くだんの山脈のくだんの狭隘ですべて凍死した。

記録 2（Motolinía 2001:212
7）から翻訳。括弧内は筆者が補足）

モクテスマは小人やせむし男を自分の宮殿で養っていた。彼らは子供の頃、意図的に（背骨を）
曲げられ、壊され外された者であった。それは、現在の大トルコ（オスマン帝国）が行う宦官
のように、彼らの中からこの地の領主たちに仕えさせるためであった。

記録 3（ドゥラン 1995:77から引用）
故人が召しかかえていた神官というか礼

カ ペ リ ヤ ン

拝堂付き神官も殺された。どの領主も屋敷で神事を
とり行う神官を召しかかえていた。礼拝堂付き神官を殺したのは、あの世で領主のために神事
をとり行うためである。また、領主に仕えていた執事や酒つぎ、せむしの男女、領主に仕えて
いた小男も殺された。せむしの男を手元に置いていることが―奥方にとってはせむしの女に
なるが―権勢のしるしであった。

記録 1は、紀元後 10世紀頃に起こった「歴史事項」の一場面の記述であると考えられている（括
弧つきで「歴史事項」としているのは、実際に起こった出来事であるかどうか不明であるため）。
この「ケツァルコアトル」は、トルテカ社会（後 850～ 1150年頃）を統べたセ・アカトル・トピ
ルツィン・ケツァルコアトル王（Ce Ácatl Topiltzin Quetzalcóatl）のことを指している。内部闘争
に敗れ国を追われ、逃避行の渦中にあった。文中の火山は、ポポカテペトル火山（標高 5426m）
を指しており、狭隘の周辺には村落などなかったと推測できる。
この記録からは、小人症とくる病は小姓として常に王に付き従っていたことが分かる。そして、
トルテカ社会の小姓は、他の文明圏では一般的な子供の健常者ではなかったことも理解できる。
なぜここで彼らのすべてが凍死したのか。逃避行からくる肉体的疲労と心理的ストレス、食料不
足による体力の消耗、そして、標高の高さからくる酸素の薄さが、気温の低さに耐えることがで
きなかったのだろう。
記録 2の「モクテスマ」は、アステカ王国の第九代目の王モクテスマ II世（在位 1502～ 1520年）
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を指す。王は、テンプロ・マヨール主神殿が建造された聖域に宮殿を築き住んでいた。この記録
からは、先天的に「障害」を持った小人症とくる病の人物だけが、小姓としての身分に就けたの
ではないことを明示している。さらに、彼らを後天的に誕生させる「外科手術」が制度として確
立していたことを示している。それほど、これらの身体的特徴はアステカ社会の中で求められて
おり、必要不可欠な存在であったことが分かる。
その理由の一つを記録 3の記述からも理解できる。それは、王が重臣や新たに支配した地の領

主に、小人症とくる病の人物を下賜するためであった。そして、彼らは記録 1で見たように小姓
として働き、殉死という大役を与えられていた。しかし、死をもって役目から解放されるのでは
ない。死後においても領主に仕える運命を背負わされていた。
ここで重要になってくるのは、殉死者の仕事の内容である。礼拝堂付き神官は、冥途で領主の
神事を行うために死ぬ。それは、「執事や酒つぎ、せむしの男女、小男」も同様である。ここから
は、生前彼らは、単に領主の身の回りの世話をするといった、私たちが一般的に理解する職務の
他に、彼らのみにしか行えないスペシャリストとしての本分があったことを垣間見せる。神事に
付随する譲ることのできない役割があったと推測できる。さらに、もう一点重要なのは、殉死が
社会的に当然のこととして許容されていたことである。死後も生前と変わらない人間関係が続き、
死後の世界でも同様の神事を行う必要があった。
その一方で、「せむしの男を手元に置いていることが―奥方にとってはせむしの女になるが
―権勢のしるしであった」に留意しなければならない。領主の小姓であったくる病の人物は、
そこに控えることが重要な職分であり、主人に威光をもたらした。
小人症とくる病の人物は王や権力者と共にしばしば登場するが、同じ異形といえども、存在価
値は異なっていたことを示している。図 1のくる病の男性（④）は、王の前で跪いていた。何も
行なわずただそこにいることが、彼の本分であったのかもしれない。なぜなら、彼の存在自体が、
王の霊力を増幅させ、神々とより密接な交信を可能にさせる効果をもたらしたと考えられるから
である。
ここまでの議論を振り返り、小人症とくる病の人物には仕事内容に違いは認められるものの

（e.g., Landa 1986:84）、為政者や高位の者と神々を繋ぐ存在であったことが理解できる 8）。そして、
古代の人々は、彼らを決して病人であるとは見なしていなかった。むしろ、高貴な存在として一
般人から種別されていた。現代における彼らは骨系統疾患者や骨の石灰化障害者として、健常者
から区分される。両社会におけるこの分類基準の相違に注目する必要がある。これが、「病気は文
化によって定義される」の実例である。
しかし疑問は残る。確かに、小人症とくる病の人物には霊力が備わっているため神聖視された。
しかし、なぜ彼らの様な異形の姿である必要があったのか、という根本的な疑問である。
既に、古代メソアメリカ文明の世界は天上界、地上界、地下界の三層から成り立つと指摘した。
各層には、神々や精霊や死者が生きており、為政者はこのような超自然の存在と交信することで
この世の秩序を守った。古代人は異世界に行けると信じていたのだ。しかし、それは一方通行で
はない。人が行き来できるのであれば、超自然の存在はたやすくこの地上界に姿を現すことがで
きるだろう。
彼らは、本来、地上界の住人ではない。神々が地上界に遣わした超自然の存在である。
異形であるがゆえに、地上界にいる人々は彼らを異世界からの化身と見なし、霊力があると確
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信した 9）。記録 1の続きに、ケツァルコアトル王は彼らの死を嘆き悲しんだ後、各村落で数々の
神事（天上界と地下界の神々と交信する儀礼）を行ったと記されている（Sahagún 2005（t.I）:291）。
哀悼のみから来る涙ではなかったと考える。彼らなしには神々から超自然の力を充分に受けられ
ないため、自身の霊力が弱まることを悟った。哀れな自分の境遇にも絶望し嘆いたのだろう。
社会が発展し、やがてアステカ王国の時代になった。より強い超自然の力を求め、出生率が低
く希少価値の高い小人症とくる病の人物を、人工的に生み出すことができないかと考えた。王国
は、開発プロジェクトを立ち上げそれに成功した。
アステカ王国のトップシークレットである。
現代の私たちから見れば、DNAをデザインし、キメラを誕生させる行いに等しいであろう。私
たちの価値基準から大きく逸脱しながらもプロジェクトを敢行したのは、それほど古代人は異世
界の神々と繋がる必要があったとの証でもある。

4　なぜ太陽神は「醜い」のか

まず、アステカ神話では、どのように太陽が誕生したのかについて確認する。その後、3節ま
でに理解できた小人症とくる病、そして皮膚病の社会的役割を比較しながら、本稿の結論を導き
出す。

「太陽の創造神話（Sahagún 2005:II:258-262を基に要約）」
何も存在しない世界に、大地が誕生し、やがて、神々は彼らを崇める人間を創造した。その後、
人間に食べ物や飲み物を用意したが、人間は弱々しく暗闇の中で暮らしていた。それを不憫に思っ
た神々は、テオティワカン（Teotihuacan; ナワトル語で「神々の都」）に集い、太陽を創造するた
めに話し合った。太陽を創造するには、神々の内、誰かが犠牲となって炎に飛び込まねばならない。
すると、テクシステカトル（Tecciztécatl; ナワトル語で「巻貝の住人」）という神が名のり出た。
彼は傲慢であると他の神々から思われていたが不思議と人気があり、一同この申し出を受け入れ
た。しかし、念のためか、もう一人候補者を探した。目立たず無口ではあったが傾聴していたナ
ナワツィンが指名された。ナナワツィンは快諾した。
太陽を誕生させる炎を用意するために、巨大な丘が造られた（「太陽のピラミッド」と「月のピ
ラミッド」）。二人の神が犠牲になる前、神々は彼らをもてなした。テクシステカトルには豪華な
衣装と装飾品と供物が、第二候補のナナワツィンには質素なものしか与えられなかった。自分の
ただれた皮膚を香として炊いた。
四日間の断食と勤行の後、いよいよ太陽創造の儀式が始まった。
炎を前にし、テクシステカトルは身投げを躊躇した。四度試みたが飛び込むことはできなかっ
た。
第二候補ナナワツィンの登場である。
逡巡などせず、炎の中に消えた。
それを見たテクシステカトルは、負けじと己も炎に飛び込んだ。
しばらくすると、東から太陽となったナナワツィンが現れた。さらに、東から太陽となったテ
クシステカトル（後に月となる）が現れた 10）。
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この「太陽の創造神話」は、アンデルセン童話の『みにくいアヒルの子』に似る。アヒルの巣
に紛れてしまった不幸な卵は、孵化するとアヒルの親と雛と共に暮らし始める。姿が醜いため仲
間外れにされるが、耐えながら成長する。ある日、自分が美しい白鳥であることを知る。そして、
出会った白鳥の仲間と共に大きく飛翔していく。
主人公の「醜」から「美」への変化が、「皮膚病」から「太陽」への変身と類似する。『みにく

いアヒルの子』の中では、「醜」を「悪」そして「美」を「善」と捉え、「美」の獲得で物語が完
結する。一方、「太陽の創造神話」では、以下で詳述するように、全く異なる思想から「皮膚病」
を「醜」でも「悪」でもなく、また「太陽」を「美」でも「善」でもなく捉えている。
これに着目しながら、「太陽の創造神話」の内容を考察する。
腫瘍を患う醜いナナワツィンは、神々から相手にされない神として描かれている。さらには、
厄介払いでもするかのように、第二候補として指名される。しかし、このような境遇に負けず役
目を全うし、最後には誰もが必要とする太陽として飛翔する。小人症とくる病と同様に、異常と
言える状態の皮膚を持つ神が重要な役割を担う。これは、ある特定の皮膚病も、古代人にとって
は霊力を持つとされていたことを示す。
しかし、そうであったのなら、一つ疑問が浮かぶ。三者共に健常者とは異なる霊力を持ってい
るのなら、この中からなぜ小人症やくる病のような骨格をした神ではなく、腫瘍のナナワツィン
が選ばれたのかである。私たちは、三者を等しく病人と捉えるため、太陽となるべく投身する神は、
小人症やくる病の神が存在していたのなら、彼らのいずれでも良かったのではないかと思ってし
まう。
しかし、そもそも小人症やくる病と同定できる特定の神は、アステカ社会に存在しない。ここ
では 3節で述べた、彼らの本分を思い出す必要がある。彼らは異世界から来た霊力を持つ化身で
はある。しかし、主人に仕える身分である。太陽という最も重要な創造物が、小姓から誕生した
となると、主従関係は逆転するため世界観は崩壊するだろう。
誰もが納得できる存在に、白羽の矢を立てる必要があった。それが腫瘍である。
この必然を考察する。
「自分のただれた皮膚を香として炊いた」は、現代の価値基準から容認できないだろう。また、
いくら質素なものしか与えられなくとも、アステカ人がこの行為を「誰もが納得できる存在」の
行いであったと許容していたとは、考え難い。
しかし、ここに大きなヒントが隠されている。
それは、物事の原理は二つの異なる要素から成り立つとの古代メソアメリカ社会の根源的な思
想（二元論）と関連する。太陽と月、水と火、生と死などの対比である。この関係は時に対立は
するが補完的であり、どちらが欠けても成立しない（井上 2014）。さらに、生と死は循環すると
の考えである。人の命は、死をもって終了しない。地下界で再生の機会を得たのち、天上界の恵
みによってまた蘇る。
主食であったトウモロコシは、人によって種子が地中に播かれると大地の養分を吸収し発芽を
開始する。太陽の光と天からの雨により成長し、やがて実を付ける。人に食されはするが、その
後また、人によって種子は播かれ存続する。人とトウモロコシにおけるこの共生的な循環関係も、
神々と人との関係と同じであると古代人は考えたのだろう。人は神々に命を提供する。これが神々
の糧となる。人は死ぬが神々に召され地下界に行くことで、神々によって再生する。
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この生と死の循環関係を最も視覚的に表すのが、腫瘍である。
腫瘍の皮膚は死を想起させる。しかしそれは、生に繋がる補完的二元論の死である（Graulich 

1997:46-49）。これが「太陽の創造神話」に強く反映されている。『みにくいアヒルの子』の中では、
醜悪と美麗が対立構造を持ち、美麗で完結する。方や「太陽の創造神話」では、皮膚病は地下界
へ誘う死の自明の予兆であり、地下界で穢れを浄化することで太陽として再生する。

一方、アステカ人は重篤な皮膚病のみならず、人の皮膚自体に病的な執着を見せた。それは、
シペ・トテク神（Xipe Tótec；「皮を剥がされた主」）やこれと関連する儀式に色濃く表れる（図 8）。
サアグン（1992:43）は次のように記している。

シペ・トテクの仕事、とくに彼が創りだしたもの、彼の特性とされたのは、（中略）水膨れ、
化膿、吹出物、目の痛み、目やに、まぶたの回りの炎症、目の回りの疥癬、霞み目、目の腫れ、
目の衰え、白内障、濁り目を人にもたらすことである。私たちのだれかが病気に罹ると、彼は
この神に願をかけ、（この神の）皮を身に着けることを誓った。トラカシペワリストリ〔第二書

図 8左　シペ・トテク神に扮した人物（左）と二名の神官
（図中の➡は、シペ・トテク神に扮した人物は、人身御供となった犠牲者の全身の生皮を被ってい
るため、手足の数が多いことを示している。Sahagún 1979:I:75, folio 21vを転用・加筆）；図 8右
上段　ヨピコ（Yopico; シペ・トテク神を祀る場所）神殿で浄めの儀礼を行う神官ら（神殿の上で
心臓をくり抜く人身御供の儀式が行われ、犠牲者は階下に投げ捨てられた後、皮を剥がされる。
Sahagún 1979:I:80, folio 26rを転用）；図 8右下段　神官によって生皮（右）が布袋に収められる
場面（この後、生皮は病人に下賜される。Sahagún 1979:I:80, folio 26rを転用・加筆）
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第二章参照〕という祭りの日にその皮をかぶることになっていた。

シペ・トテク神は皮膚病を人にもたらすと同時に、その治癒の能力も併せ持つと信じられてい
た。その治療法とは、祭事において人身御供として神々に供された奴隷や戦争捕虜の全身の皮を
剥ぎ、身に着けることであった。病人が死と直結した生皮を着る行為は、シペ・トテク神との同
化を意味する。そして、この神の生命力が得られると信じた。
アステカ人は皮膚に神秘を感じた。しかしそれは、生者のではなく、死を色濃く想起させる皮
膚にである。
彼らは、皮膚の腫瘍を死の予兆と捉えた。しかし、この死は神々による召喚であり、力強い再
生が約束されたものである。「自分のただれた皮膚を香として炊いた」は、朽ち行く肉体を自身で
浄化し転生を準備するという暗喩に他ならない。腫瘍を持つ人物は、このため、他者から一目置
かれた。畏敬すべき存在であるがゆえに、「腫れ物に触る」かのように扱われた。
だからこそ、「皮膚病の神」ナナワツィンが太陽神 11）でなければならなかったのだ 12）。
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注

１） 王の親指と人差し指と小指の爪が長いのは、トナリ（tonalli）の霊力を高めるためであると指摘
されている（McKeever Furst 1995:127-128）。一方、爪の長さに関係なく伸ばされた指そして中
指と薬指を折り曲げる手の形は、「神」や「聖」を表すと考えられる（e.g., Stone and Zender 

2011:69; 類例として図 9の拡大図を参照）。



嘉幡　　茂

─ 16 ─

２） ポップコーンがいつ頃開発されたのかは不明であるが、少なくともアステカ社会においてはモモ
チトル（momóchitl）と呼ばれ食されていた記録がある（Sahagún 2005:IV:200）。さらに、儀礼
の場においてこれらを頭飾りにしていたと報告されている（e.g., Sahagún 2005:II:159-160; 図 8左
図の左の人物の頭部を参照）。古典期マヤにおいても、既にこの時代トウモロコシは重要な神で
あったため、ポップコーンは存在しており、さらにお祓い棒の飾りとして利用されていたのでは
ないかと推測する。

３） クロニカには、古代社会の中で饗宴を盛り上げた楽器の種類が報告されている（e.g., Landa 

1986:37-39; 図 11の上段左と中央の楽器を参照）。太鼓、小鼓、亀の甲羅で作成したシンバル、鹿
の骨でできた笛などが楽器として存在しており、軽快なリズムを提供していたと伝えられている。

４） この他、メキシコ合衆国オアハカ州にあるモンテ・アルバン（Monte Albán）遺跡の「ダンサン
テ（danzante）」も、類例の一つとして加えられるかもしれない（Mondragón Vázquez 1999:16; 

図 10参照）。

 「ダンサンテ」は、すべて裸であり大多数は性器をさらしている。彼らが何を表しているのかに
ついて諸説あるが、次の二つが有力視されている。一つ目は、彼らはモンテ・アルバンと敵対し
ていた勢力の有力者や戦士であったが、戦争捕虜となり恥辱を受けているという説（Marcus y 

図 9　霊力と神聖性を高めると考えられる手の形
（Miller and O’Neil 2014:206-207, 204を転用・修正）

図 10　「ダンサンテ」の石彫
（図の左実測図：Urcid and Joyce 2014, Figure 9.3を修正）
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Flannery 1996:185-189; 戦勝記念式典）が挙げられる。一方、サポテカ文字の研究の発展により、
彼らは敵勢力ではなくモンテ・アルバンの戦士であるとの解釈が提示された。裸の戦士らは、先
祖（図 10の左実測図の上段に寝そべる人物ら）から霊力を得ながら放血儀礼を行っており、王
の戴冠式を祝っていると主張する（Urcid and Joyce 2014）。

 　どちらの説が正しくとも、儀礼を表現していたことでは一致している。このような場面に、小
人症やくる病の人物が随伴していたとしても不思議ではないと考えられる。図 10では②などの
人物がこれに該当するかもしれない。さらには、寝そべる人物は先祖ではなく、小人症やくる病
を患う異形の者であった可能性も捨てきれないであろう。

５） 「鳥ジャガー」IV世は、現代の私たちにとっては神話である「三度の世界創造（一般的にはウッ
クス・アハル・ピィツァン（Ux ahal pitzan）と呼び、直訳は「三つの創造の球技」）」を歴史と
認識した。ヤシュチラン王朝の新たな興隆に燃える彼は、四度目の世界（太陽）の創造を自らが
担うという矜持と野望を石板に刻み、国内外にこれを喧伝したと考えられる。ボール（図 7の④）
の中には、ラカムトゥーン（Lakamtuun）王朝の捕縛された王がおり、「鳥ジャガー」IV世が戦
争でこの王朝に勝利したことを物語っている。

６） （原文）El dicho Quetzalcóatl, yéndose de camino más adelante, a la pasada de entre las dos sierras 

del Volcán y la Sierra Nevada, todos los pajes del dicho Quetzalcóatl, que eran enanos y corcovados, 

que le iban acompañando, se le murieron de frío dentro de la dicha pasada de las dichas dos sierras.

７） （原文）Tenía Moteczumazi en su palacio enanos y corcovadillos, que de industria siendo niños los 

hacían jibosos, y los quebraba y descoyuntaban, porque de estos se servían los señores en esta 

tierra como ahora hace el Gran Turco, de eunucos.

８） 一方で、小人症とくる病の人物には、道化師や曲芸師や奏者の役割もあったと指摘されている
（e.g., Díaz del Castillo 2007:262; Mazzette 2021; Sahagún 2005:II:315）。王に常に付き従っていた彼
らは、祭事においては王と神々との対話を補佐する存在である反面、日常生活においては、王の
雑用を請け負う小姓そして王を楽しませる芸人であった。ハレとケの両空間において必要不可欠
な存在であったと言える（図 11参照）。

図 11　健常者の奏者と曲芸師
（上段）と共に描かれるくる病と小人症の男性（下段）（Sahagún 1979:II:270, Folio 20を転用；健
常者が奏でるリズムに合わせ曲芸を披露する場面で、異形の者は道化を演じたと思われる）



嘉幡　　茂

─ 18 ─

 　異形の者が聖と俗の正反対の属性を併せ持つという考えは、一見、理解しがたい。しかし、道
化に関する研究の泰斗である山口昌男氏は次のように卓見を示している。「（略）、道化はそのあ
らゆる意味での外見とは逆に、『聖なるもの』の示現の最も普遍的な形態の一つなのである
（2007:323）」。「道化が、日常生活を脅かすのはその『異化』的演技によって、慣習化された世界、
固定の論理によって支配された世界から、限定された因果の論理の連鎖から、人を解き放って自
由な連想、新しい想像力の回路の形成のために世界を構築しなおすためである（2007:367）」。

９） 異形で霊力が備わっていたと考えられる者の中には、小人症とくる病の人物の他、アルビノ、つ
むじが 2つある子供、炎症のある者などが挙げられる（Echeverría García 2014:374; López Austin 

1980:413-415）。
10） 太陽は一つあれば充分であるはずなのに、なぜテクシステカトルとナナワツィンの二神が必要と

されたのか。それは、月を誕生させる必要性があったからに他ならない。しかし、いくつか疑問
が残る。なぜテクシステカトルという意味内容は、ナナワツィンとは違い、身体的特徴を表さず
「巻貝のある住人」であり、場所を指すのか。そして、彼の性格は傲慢であったにかかわらず、
なぜ他の神々から人気があったか。さらには、そのように人気のあった神は、なぜナナワツィン
の後塵を拝したのか。この太陽と月の創造神話には、表には出ないアステカ王国の歴史が隠され
ている。神話は時に現実の出来事に基づく。このテーマの考察は別稿に譲りたい。

11） アステカ人のこの「太陽の創造神話」では、五番目の世界の創造を語る。一方、注 5）で見たよ
うに、マヤ地域では世界（太陽）は四番目までであった（e.g., Graulich 1997:75）。この違いは、
アステカ王国の支配の正統性を示すことに由来する。「太陽の創造神話」には、アステカ王国の
誕生までは世界は四番目であったとの通念を覆し、さらに、王国の中核集団であったテノチカ人
が、神々から「禅譲」の神託を受け、新たな（五番目の）世界を築くとのメッセージが込められ
ている。この物語化にあたりテノチカ人は、本稿で述べてきた理由から、主人公として「皮膚病
の神」を吟選した。

12） 1492年におけるアメリカ大陸の発見以来、天然痘、ペスト、梅毒、サルモネラ菌、ペスト、麻疹、
チフスがヨーロッパやアフリカからこの大陸に持ち込まれた。特に 1520年、1545年、1576年に
パンデミックが起こり、多くの先住民が死亡した（サアグン 1992:167-168; Carballo 2020:246-

248）。「皮膚病＝再生の象徴」という思想は、皮膚に異常が認められるが大量の死者を出してい
る現実（特異性・希少性から遍在化への反転）、そして、アステカ王国の解体とヨーロッパ文明
の支配により、パラダイム・シフトが起こり消滅したと考えられる。
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〈論　　文〉
異端審問と領主権をめぐるテスココ先住民貴族層の紛争

小　林　致　広＊

はじめに

本稿の目的は、テスココの先住民貴族ドン・カルロス・オメトチツィン（Carlos Ometochtzin）1）

の異端審問を植民地期初期の先住民貴族層の統治権力をめぐる内紛と関連づけて考察することで
ある。1539年 6月、ドン・カルロスは甥のフランシスコ・マルドナード（Francisco Maldonado）
によってメキシコ司教フアン・デ・スマラガ（fray Juan de Zumárraga）主宰の異端審問当局
（inquisidor apostólico）に告発された。同年 11月 30日、ドン・カルロスは重婚、偶像崇拝、背教
などの嫌疑で俗権に付託された。司教スマラガ、副王アントニオ・デ・メンドサ（Antonio de 

Mendoza）、アウディエンシアの聴訴官など、副王領体制の代表者が列席する中、メキシコ市の中
央広場で火刑が執行され、彼の資産は没収された。しかし、翌年 1540年 11月 22日付けの本国か
らのスマラガ司教宛の書簡は、改宗モリスコ以上に厳しい措置を「改宗先住民」に課したことを

キーワード
異端審問、伝統的領主、オストティクパック土地図、土地分配、カルロス・

オメトチツィン

Resumen

Este estudio revela algunos aspectos del conflicto hegemónico entre los principales 

indígenas de Texcoco, a través de análisis de documentos relevantes de la inquisición 

contra don Carlos Ometochtzin. En Texcoco, todos los señores gobernantes, desde el 

año 1515 hasta 1545, eran los hijos del Nezahualpilli. Sin embargo, la entronización de un 

señor era un acuerdo tomado por muchos grupos de interés. Al introducirse los cargos 

administrativos coloniales, como gobernador, alcalde, y regidor, por el Virrey Antonio de 

Mendoza, se limitó la jurisdicción de los señores gobernantes indígenas. En Texcoco, ya 

en el año 1537 se nombró un gobernador, y en el año siguiente dos alcaldes, desde los 

hijos de Nezahualpilli. La muerte del señor don Pedro, en abril del 1539, fue un catalizador 

de conflictos entre los nobles texcocanos, por lo cual se produjo la acusación a don Carlos 

Ometochtzin, aspirante a la suceción. Los documentos relevantes de la devolución de los 

bienes confiscados de don Carlos Ometochtzin demuestran que los señores gobernantes 

mantenían en cierta medida la autoridad para asignar tierras a los nobles indígenas. 

También los indígenas que se mostraban negativos a la cultura cristiana no rechazaban 

necesariamente ni siquiera las actividades económicas introducidas por los españoles.

＊　神戸市外国語大学名誉教授・京都大学名誉教授
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批判し、没収した資産の返却を指示していた。その理由として、先住民が火刑は財産を奪うため
の手段と思っていることなどが指摘されていた（García Icazbalceta 1947:III:172-173）。
ドン・カルロスに対する異端審問は、メキシコ中央部における偶像摘発活動の最終段階とされ、
ドン・カルロスはキリスト教を規範にした植民地支配に対する偶像崇拝者の抵抗のシンボルと位
置づけられてきた（Ricard 1986:326-327）。一方、先スペイン期からのテスココの統治をめぐる権
力争い（Benton 2017:19-78）、新しい文化様式に適応しようとする勢力と旧来の伝統文化を堅持し
ようとする勢力との対立（Tavárez 2011: 43-48）が異端審問の背景にあったことも指摘されている。
ドン・カルロスの異端審問と密接な関係にあることが指摘されてきた「オストティクパック土
地図（Oztoticpac Lands Map/ Mapa de Oztotícpac）」が近年翻刻出版されたが（Noguez 2016）、
クライン（Howard Cline）の古典的な研究（Cline 1966, 1968）における誤りや不十分な論点はほ
とんど見直されてこなかった。本稿においては、「オストティクパック土地図」だけではなく、異
端審問の直後や後年に作成された絵文書や関連文書の分析を通じて、異端審問の過程で露見する
ことになった 1530・40年代という植民地初期のテスココ社会における有力貴族層の支配統治をめ
ぐる対立構造の一端を明らかにしたい。

地図 1　テスココ地域
出典：著者作製
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1．ドン・カルロスは伝統的領主だったのか？

ドン・カルロスの異端審問の件は、テスココに関する記録の中であまり言及されることはない 2）。
その代表格であるアルバ・イシュトリルショチトル（Fernando de Alva Ixtlilxóchitl）の著作ではまっ
たく言及されていない（Vázquez Galicia 2013:89）。1582年のポマール（Juan Bautista de Pomar）
の「テスココ地誌報告書（Relación de Texcoco）」は、頼るべき資料が少ないのは司教スマラガに
よる絵文書の焚書のせいとして、次のように間接的に言及している。「一部の有力者が所有してい
た資料は、初代メキシコ大司教ドン・フアン・デ・スマラガ師の怒りで焼却されてしまった。理
由は資料が偶像崇拝の対象だったからではない。その頃、ネサワルピツィントリ（Nezahualpitzintli）
の子、ドン・カルロス・オメトチツィンが、洗礼後も偶像崇拝を続けていたと告発されたからで
ある」（Pomar 1964:153）
一方、ドン・カルロスの異端審問について比較的詳しく記述しているのは、チャルコ出身の記
録者チマルパイン（Domingo Chimalpahin）である。彼の「第七報告書（Séptima Relación）」の
1531年には次のような記述がある。「同年、テツココ 3）の領主ドン・エルナンド・コルテス・イシュ
トリルショチトルが亡くなった。彼はメキシコの征服でスペイン人を支援した。彼は 6年間統治
した。同じ年、ドン・カルロス〔空白〕がテツココ領主に就任した。二人はネサワルピリ・アカ
マピチトリ（Nezahualpilli Acamapichtli）の子だった」（Chimalpáhin 1998:II:185-187）。
一方、1539年の記述は次のようなものである。「同年、ドン・カルロス〔空白〕が焼かれた。
彼はテツココ・アコルワカン（Tetzcuco Acolhuacan）の領主で 8年間統治した。ネサワルピリ・
アカマピチトリの子だった。当時、テツココの検事官（fiscal）だった初代メキシコ司教フアン・デ・
スマラガの命で行われ、ドン・カルロス〔空白〕は焼かれた。これで偶像崇拝は終焉を迎えた 4）。
彼が調べられたのは、過去に先祖が崇拝していた悪魔たちの偶像を崇拝するのを止めなかったか
らである。彼は偶像を集め、庭に並べていたと言われる」（Chimalpáhin 1998:II:198-199）。
ここで気になるのは、ナワトル語文にある 3カ所のドン・カルロスの後に続く人名の部分が空
白となっていることである。当然ながら、この空白部分に該当する人物としては、オメトチツィン・
チチメカテクトリしか想定できない。そのため、異端審問の研究者の一部は、カルロス・オメト
チツィンが 1531～ 39年の 8年間、テスココ領主を務めていたとしている （Toribio Medina 

1952:45; Greenleaf 1961:67） 。だがチマルパイン自身は、オメトチツィン・チチメカテクトリの名
を記入していない。彼の手元にあったナワトル語資料「三都同盟統治者録（Rulers of Tenochtitlan, 

Tlacopan, and Texcoco）」には、1531年にテスココ領主に就任、1539年に火刑にされたのはカル
ロス・アウァチピツァクツィン（Ahuachpitzactzin）という記述がある（Anonymous 1997a:40-

41）。このことを知っていたチマルパインは、オメトチツィンの名前を記入することを躊躇したも
のと思われる。
このカルロス・アウァチピツァクツィンは、ネサワルピリの庶子（hijo natural）で、アコルワ

領主たちによってテスココ領主に推挙された人物である。チマルパインの手元にあった別のナワ
トル語資料「テスココ征服譚（Texcoco Acounts of Conquest Episodes）」では、征服者エルナン・
コルテスがコァナコチツィン（Coanacochtzin）やテココルツィン（Tecocoltzin）を領主に指名し
た際、カルロス・アウァチピツァクツィンはテスココ王宮のアウェウェティトラン（Ahuehuetitlan）
で統治していたという（Anonymous 1997b:199）。しかし彼はコルテスが指名した嫡子（hijo 
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legítimo）のフェルナンド・イシュトリルショチトルに領主の座を譲り、支援に回ったとされる（Alva 

Ixtlilxóchitl 1977:I:457, 463, 467）。
ギブソン（Gibson 1964:170, 511）やタバレス（Tavárez 2011:45-46, 300）が指摘するように、

1521年時の両者の年齢を考慮すれば、領主に推挙されたカルロス・アウァチピツァクツィンがカ
ルロス・オメトチツィン（1521年当時 8～ 9歳？）と同一人物の可能性はまったくない。1531年
の領主の後継者がカルロス・アウァチピツァクツィンであったとする「三都同盟統治者録」の記
述は明確な混同だったと言えるだろう。
ドン・カルロスの妹ドニャ・マリア 5）は、7月 8日に次のように証言している。「彼の兄だった
ドン・ペドロがまだ存命で、テスクコ領主を務めていた時、くだんのドン・カルロスは彼を頻繫
に訪問していた。そしてドン・ペドロの時代が終わったら、自分に領主を譲ってくれと言っていた。
…くだんのドン・カルロスは、統治権を手に入れ、力ずくで全員に命令を下し、テスクコ領主に
なると、いつも吹聴していた」（González Obregón 1910:32）。
この証言からは、ドン・カルロスにドン・ペドロの後継者になる意欲があったことが窺える。6

月上旬、チコナウトラ (Chiconautla)村に出かけたドン・カルロスは、その場にいた先住民貴族に
次のように発言したと、フランシスコ・マルドナードが証言している 6）。「いいか、兄弟たちよ。
ここには私がいる。私こそアクルワカン（Aculhuacan）の領主だ。メキシコにはヨァニツィ
（Yoanizi）、タクーバには私の甥テサピリ（Tezapilli）、トゥーラにはトラカウェパントリ
（Tlacahuepantli）が領主として君臨している 7）。我々は領主である。我々は領主として対等であり、
考え方も同じである。我々のあいだに誰も入り込めない。誰も我々を屈服させることはできない。
この土地は我々のものである。我々の父祖が残してくれたものである」（González Obregón 

1910:53）。
4月頃と思われる領主ドン・ペドロの死後から、ドン・カルロスがこのような言動を繰り返し
ていれば、テスココ社会に相当の緊張感が生じていたとしても不思議ではない。ドン・カルロス
自身は、8月 22日に提出した弁明書で次のように述べている。「何人かの証人は、私やほかの証
人とまったく反対のことを供述している。それは私に対する悪意や敵意からにちがいない。彼ら
は、私がテスココの統治官でもなければ領主でもないと触れ回っているにちがいない。しかし、
私こそが正統な相続によってその地位に就くべきである。この町の正統な領主だった私の兄〔ド
ン・ペドロ〕は、亡くなる際の遺言で私を後継者に任命していた。私はこの町の統治官として連
中を懲らしめ、私に対する行き過ぎや悪い習慣を正さなければならない」（González Obregón 

1910:66）。
これらの証言自体は、ドン・カルロスが 1531年死去の領主フェルナンド・イシュトリルショチ
トルの後継者ではなかったことを物語っている。それゆえ、サアグン（Bernardino de Sahagún）
の「最初の覚書（Primeros Memoriales）」にあるメキシコの 1560年までの領主統治官に関する記
録（Sahagún 1933:52r-53r）、1540年代初頭作成の「トロツィン絵図（Mapa Tlotzin）」などに記さ
れているように、フェルナンド・イシュトリルショチトル以降の領主の座は、ホルヘ・ヨヨンツィ
ン（Jorge Yoyontzin）、ペドロ・テトラウェウェツキティツィン（Pedro Tetlahuehuetzquititzin）
というネサワルピリの嫡子たちが引き継いだと考えるのが妥当だろう（表 1）。
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ネサワルピリ死去（1515年）から 1540年のアントニオ・ピメンテル・トラウィトルツィン（Antonio 

Pimentel Tlauitoltzin）まで、領主の継承者はネサワルピリの子供から選ばれていた。前任者が後
継の領主を指名することは少なく、「テスココ征服譚」では、1532年病没の領主エルナンド・イシュ
トリルショチトル、1545年病没の領主アントニオ・ピメンテルの場合に、後継者指名があったと
される（Anonymous 1997b:203-205）。1545年の場合、疫病〔huey ccoliztli〕で死の淵にあった領
主アントニオ・ピメンテルは遺言を作成したとされる。しかし、立ち会っていた異母兄弟や甥た
ちは関与できず、テスココの修道院に駐在していた修道士たちが示した遺言を承認するしかな
かったという。修道士たちの指示で、異母兄弟のペドロ・コアナコチツィンの子のエルナンド・
ピメンテル 8）を後継者に指名するという遺言が作成されていた（Horcasitas 1978:152-154）。

1564年のエルナンド・ピメンテルの死後、テスココ領主の系譜から統治官が選出されることは
少なくなったという（Mengus Bornemann 1999:612）。テスココの歴代領主の選出のプロセスでは、
スペイン人支配者側の意向だけでなく、先住民有力層の様々なセクション（嫡子／庶子 9）、親ス
ペイン／非・反スペイン派）間の駆け引きがあったことは否めないだろう（Madajczak 2007）。

2．異端審問時のテスココの統治機構

1530年の初代司教スマラガの到着、1535年の副王アントニオ・デ・メンドサの到着と第 2次ア
ウディエンシアの発足など、メキシコ中央部では副王領体制が徐々に整備され、先住民社会にも新
しい統治体制が導入されていった。その過程で、統治官（gobernador）、アルカルデ（alcalde）、レ
ヒドール（regidor）、アルグアシル（alguacil）などの新しい役職者が先住民社会にも置かれるよう
になった。従来の伝統的領主（tlatoani/cacique）が、「カシケならびに統治官（cacique y 

gobernador）」として兼務することもあれば、それぞれを別の人物が役職を勤めることもあった 10）。
ドン・カルロスの異端審問が行われた 2年前の 1537年、すでにテスココでは伝統的領主と統治

官はそれぞれ別の人物が担当していた。そのことは、テスココ地域で活動していた呪術師マルティ
ン・オセロトル（Martín Ocelotl）に対する 1537年の異端審問の記録から確認できる 11）。1537年 4

表 1：ネサワルピリ以降のテスココ領主権の継承者（斜字は庶子）
定説：Benton（2017:166）
（　　）は在位期間

「最初の覚書」
（Sahagún 1993）

「テスココ征服譚」
（Anoymous 1997b）

「三都同盟統治者録」
（Anoymous 1997a）

Cacamatzin（1515-） Cacamatzin Cacamatzin Cacamatzin 1515-

Cuicuizcatzin（1520-）
Pedro Coanacochtzin（1520-） Couanacochtzin Tecocoltzin Coanacochtzin 1521-

HernandoTecocoltzin（1521-） Tecocoltzin Coanacochtzin Tecocoltzin 1524-

Carlos Ahuaxpitzactzin（1521-?）
Fernando Ixtlilxóchitl（1521-） Ixtlilxochitzin Ixtlilxochitzin Ixtlilxóchitl 1526-

Jorge Yoyontzin（1532-） Yoyontzin Yoyontzin Carlos

（Ahuachpitzactzin）
1532-

Pedro Tetlahuehuetzquititzin（1534-） Tetlahuétzquitz Tetlahuehuetzquititzin

Antonio Pimentel Tlauitoltzin（1540-） Tlahuitoltzin Antonio Pimentel Tlauitoltzin 1540-64

Hernando Pimentel Ihuan（1545-）Hernando Pimentel Hernando Velázquez

出典：著者作製
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月の証言で、「この市（テツクコ）のカシケのドン・ペドロ、統治官ドン・フランシスコ、ならび
に有力者」たちは、呪術師としてテスココ一帯で活動していたオセロトルを 6年前にテスココから
所払いにしたと証言している（González Obregón 1912:42）。カシケのドン・ペドロとされる人物は、
1534年死去のヨヨンツィンの後継者としてテスココ領主になったペドロ・テトラウェウェツキティ
ツィンである。一方、統治官ドン・フランシスコに該当する人物は、フランシスコ・デ・アンドラダ・
モチウケチョルツォマツィン（Francisco de Andrada Mochiuhquecholtzomatzin）と思われる 12）。
翌 1538年 1月 23日付の副王メンドサが出した命令書では、テツココ市とその周辺地域（la 

ciudad y la provincia de Tetzcoco）の先住民による生贄や偶像崇拝の行動を監視するように指名さ
れた統治官の名前は、ロレンソ・デ・ルナ（Lorenzo de Luna）となっている（O’Gorman 1939: 

235-236）。記録者アルバ・イシュトチルショチトルは、この 3名を 1524年に洗礼を受けたテスコ
コの有力者として言及し、伝統的領主ドン・ペドロはネサワルピリの嫡子、統治官ドン・フラン
シスコとロレンソ・デ・ルナは庶子 13）として記載されている（Alva Ixtlilxóchitl 1975:I:492）。
ドン・カルロスが異端審問当局に訴えられたのは、領主ドン・ペドロの死去から 2カ月ほど経
過した 1539年 6月初頭だった。その年の 6月から 11月まで続いた異端審問の記録から、1539年
の夏から秋にかけ、有力貴族層が担っていた役職について知ることができる（表 2参照）。ドンの
称号がないのは、警備担当アルグアシルのペドロ・サポトラカトル（Pedro Zapotlacatl）だけである。

1539年夏の時点におけるテスココの主要役職者 3名（統治官、アルカルデ 2名）のうち、エル
ナンド・デ・チャベス（Hernando de Chávez）だけ、アルバ・イシュトリルショチトルの記録で
は 1524年に洗礼を受けたとされる子供のリストには記載されていない。しかし、1526年 10月 14

日にテスココで初めてキリスト教式の結婚式を挙げたとされる「テスクコ領主の兄弟ドン・エル
ナンド」（Motolinía 1971:146）は、トルケマダが指摘していたエルナンド・ピメンテルではなく、
エルナンド・デ・チャベスということが、近年の研究で判明している 14）。彼の妻アンヘリナ
（Angelina）が 1587年に作成した遺言では、夫がネサワルピリの子どもであると述べられている
（Lesbre 1999:44-45）。こうしたことからエルナンド・チャベスはネサワルピリの庶子と見なせるが、
彼の先住民名字に関する情報はない 15）。もうひとりのアルカルデのドン・アントニオは、1540年
からテスココ領主を務めたアントニオ・ピメンテル・トラウィトルツィンだが、アルバ・イシュ
トリルショチトルの嫡子リストになく、庶子とみなしてよい。

表 2：1539年後半のテスココ有力貴族層の役職
役職 先住民の名字 続柄 A 続柄 B

D. Lorenzo de Luna 統治官 不明 甥 庶子
D. Antonio アルカルデ A. Pimentel Tlahuitoltzin  異母兄弟 庶子
D. Hernando de Chávez アルカルデ 不明  異母兄弟 庶子
Pedro Zapotlacatl アルグアシル Pedro Zapotlacatl ？ ？
D. Juan 元レヒドール 　？ ？ ？
D. Pedro 元カシケ（故人） P. Tetlahuehuetzquititzin  異母兄弟 嫡子
D. Francisco 1537年統治官 F. de Andrada Mochiuhquecholtzomatzin ？ 庶子
D. Lorenzo 1545年アルカルデ L. de Guzmán Texcocacihuatzin ？ ？
D. Carlos 有力貴族 C. Ometochtzin Chichimecatecuhtli 本人 庶子
続柄 A:ドン・カルロスとの関係、続柄 B:ネサワルピリとの関係
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興味深いことに、この二人は 1540年代初頭の作成とされる「ボバン暦環（Boban Calendar 

Wheel）」に描かれている二人のテスココの統治者と一致している（図 1）。「ボバン暦環」の内円
には、テスココの歴史に関係する 3組の人物像が描かれている。下半分の下段には、洞窟に居住
して移動生活をしていたチチメカと呼ばれていた時代の生活の様子が描かれている。その上段に
は伝統的玉座（tepotzoicpalli）に座っている三都同盟創設期の統治者の二人が描かれている。右が
テノチティトランのイツコアトル（Itzcohuatl）、左がテスココのネサワルコヨトル（Nezahualcóyotl）
と推定できる 16）。
一方、上半分の右の山と左の水の絵符 17）の上には、指揮 （barra de bastón）をもった洋装姿

の二人の人物が「発話」している様子が描かれている。この「発話」の絵符は命令していること
を示し、権力者であることを示唆している。ジョン・カーター・ブラウン（John Carter Brown）
博物館にある原版では判読しにくいが、1907年に刊行されたリトグラフ版の人物絵符の横に付さ
れているナワトル語の注記によって、右がアントニオ・ピメンテル、左がエルナンド・デ・チャ
ベスであることが確認できる。

この二人の上段には、「テツココのアルカルデ、7の兎の年、その年（yn ... alcaldes. tetzcoco 

ypa xihuitl chicó tochtli. Año xiuhutl）」というナワトル語注記がある。この「7の兎」の年は 1538

年に相当するので、アントニオ・ピメンテルとエルナンド・デ・チャベスはドン・カルロスの異

図 1　ボバン暦環
出典 :   https://jcb.lunaimaging.com/luna/servlet/detail/JCB~1~1~1035~1190002:facsimile--Boban-

Aztec-Calendar-Whe
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端審問の前年からアルカルデだったことになる 18）。その下にあるナワトル語は、「市の現状はこ
うである。2の水の日。アルカルデ、レヒドール、アルグアシル、アルカルデ・マヨール」となっ
ている。
エルナンド・デ・チャベスと同じように先住民の名字が不明な人物として、1538年 1月にテス
ココ統治官に指名されたロレンソ・デ・ルナ（Lorenzo de Luna）がいる。記録者アルバ・イシュ
トチルショチトルは、彼をネサワルピリの庶子としている。しかし、ロレンソ・デ・ルナはドン・
カルロスの甥、つまりネサワルピリの孫であるとする記録がある。その一つは 1564年の「フアン・
デ・サン・アントニオ（Juan de San Antonio）書簡」である。ネサワルピリの嫡子だったフアン・
クァアウトリツァクツィン（Juan Quauhtliztactzin）の息子フアン・デ・サン・アントニオが、父
親にかつて割当てられていた土地（pillali）を自分たち家族に割当てるよう求めて作成した書簡に
おいては、ドン・カルロスとロレンソ・デ・ルナは、それぞれ「我々の弟（toteiccauh）」と「我々
の甥（tomach）」と言及されている（San Antonio 1998:224-227, 230-231）。
ロレンソ・デ・ルナがドン・カルロスの甥であるという記述は、1539年の異端審問の記録のな

かでも確認できる。テスココの北西にあるチコナウトラの領主ドン・アロンソ（Alonso、ドン・
カルロスの妹の夫）は、ドン・カルロスが酒に酔って暴言を吐いていたことを証言している。ドン・
カルロスは、甥のフランシスコ・マルドナードのキリスト教を広める活動、修道士ペドロ・ガン
テ（Pedro de Gante）創設の学校に領主アロンソの二人の息子が通っていることなどを非難した。
さらにロレンソ・デ・ルナを軽蔑するかのように先住民の名称で名指し、彼の言うことも、する
こともいっさい理解できないと断言していたという（González Obregón 1910:45-46）。
同席したフランシスコ・マルドナードによると、ドン・カルロスは次のように発言したという。

「いいか聞け。私の甥ロレンソ・デ・ルナが言うことは理解できない。何を言っているかも知らな
い。かつては私の祖父（ネサワルコヨトル）や私の父（ネサワルピリ）、モクテスマ、タクーバの
領主を告発する人はいなかった。誰もこの人たちを悪く言わなかった」（González Obregón 

1910:42）
こうした資料から、ロレンソ・デ・ルナがドン・カルロスの甥であることはほぼ確実である。
アルバ・イシュトリルショチトルが、ロレンソ・デ・ルナをネサワルピリの子供と混同して記載
したのは、ロレンソ・デ・ルナ（1511年生まれ）とドン・カルロス（1512・13年生まれ）がほぼ
同じ世代に属していたためと思われる。実際には、ロレンソ・デ・ルナの父親は、ネサワルピリ
のかなり若い時に正妻以外の女性との間に生まれた庶子であり、ロレンソ・デ・ルナ自身はネサ
ワルピリの子供というより、孫にあたると言えるだろう。
ロレンソ・デ・ルナがいつまでテスココの統治官であったかは不明である 19）。1542年には、副

王メンドサの指示を受けて、彼がメキシコ盆地の南西にあるオクイラン（Ocuilan）とシャラトラ
ウコ（Xalatlauco）の共同体の境界紛争の調停に赴いたという記録がある（Ramírez López 

2016:179）。また「テスココ征服譚」では、1545年の領主アントニオ・ピメンテルの臨終に立ち会っ
た有力者として、もう一人のドン・ロレンソ（Lorenzo de Guzmán Texcocacihuatzin）とともに彼
の名前が記されている（Anonymous 1997b:202-203）。
領主ドン・ペドロの存命時にレヒドールだったドン・フアンに該当する人物に関しては情報が
ない。ネサワルピリの嫡子フアン・クァアウトリツァクツィンは、「フアン・デ・サン・アントニ
オ書簡」でフェルナンド・イシュトリルショチトルの領主在位中に病死したとされているので（San 
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Antonio 1998:212-213）、レヒドールの候補たりえない。
1539年 4月頃の領主ドン・ペドロの死去後、植民地体制下のテスココの統治機構を担っていく
のは、ロレンソ・デ・ルナやエルナンド・デ・チャベスなどのように、早くからキリスト教的な
生活様式に適応していた若き有力貴族層であった。一方、ドン・カルロスに代表されるように、
幼少時に洗礼を受け、修道士の学校に通った経験をもつが、押しつけられた新しい生活様式に馴
染むことのできなかった有力貴族層も存在していた。同じ家族のなかに新生活様式に馴染んでい
たものと、違和感を抱いていたものがいても不思議はない。「善きキリスト教徒」を自任する妹ド
ニャ・マリアは、兄ドン・カルロスの行状を反キリスト教的として断罪している。

3．異端審問当時の有力貴族層の土地分配・相続問題

領主ドン・ペドロとドン・カルロスの関係は異端審問の証言以外からも知ることができる。そ
の一つは、「フアン・デ・サン・アントニオ書簡」の記述である。この書簡で、フアン・デ・サン・
アントニオは、父親フアン・クァアウトリツァクツィンの割当耕地に関して、領主ドン・ペドロ
が約束を何度も翻したので、耕作地が少なく一族が困窮していると嘆いている。領主ドン・ペド
ロの最初の提案は、亡くなった（1530年前後）フアン・クァアウトリツァクツィに割当てられた
耕地を義理の兄弟で分配するというものだった。次は、その耕地を自分のものにするというもの
だった。三回目は、その耕地を「貧しい私の弟ドン・カルロス・オメトチツィン・チチメカテクツィ
ントリ（motolinia niccauh Don carlos ometottzin chichimecatecutzintli）」に割当てるというものだっ
た（San Antonio 1998:224-225）。しかし、義理の兄弟や甥の統治官ロレンソ・デ・ルナは、その耕
地を王宮の管理下に置いてしまったという（San Antonio 1998:224-227, 230-231）。
ここで言及されている耕地とは、先々代領主フェルナンド・イシュトチルショチトルがフアン・
クァアウトリツァクツィンに割当てていた耕地である。その耕地があったとされるヤウァリウカ
ン（Yahualiuhcan）はカルプラパン（Calpullapan）やマサパン（Mazaapan）などとともに、テス
ココ王室の「特別庫（recámara）」（Alva Ixtlilxóchitl 1977:II:114）とされ、現トラスカラ州北西部
に位置する集落だった。この耕地がドン・カルロスに実際に割当てられたかは不明だが、次に分
析する「オストティクパック土地図」ではまったく言及されていない。そのため、文脈から判断
すれば、テスココ王宮の所有地となった可能性が高い 20）。
領主ドン・ペドロが異母兄弟であるドン・カルロスに一定の土地を割当てていたことは、「オス
トティクパック土地図」（図 2参照）からも確認できる。この土地図は、異端審問の過程で没収さ
れたドン・カルロスの所有地を「彼の相続人たち」に返却する過程で作成されたもので、没収さ
れた土地にドン・カルロスの所有地ではないものが含まれていたことが示されていた。
「オストティクパック土地図」は大まかに 4セクションに分けられる。左上 Aセクションは、
トランシンコ（Tollancinco）とオストティクパック 21）周辺の図面とナワトル語注釈で構成される。
左下 Bセクションには、ドン・カルロスが共同運営していた 4カ所の農園の樹種などが記載され
ている。右上 Cセクションには、大きな道路に接するオクティクパック（Octicpac）と呼ばれる
区画（4隅に境界の傍示木が描かれている）に分布する耕地が記載されている。そこには、領主
から割当てられた土地を耕作する平民（macehuales）の耕地とドン・カルロスが領主から割当て
られたとされる耕地テティクパック（Teticpac）があった。右下 Dセクションには、ドン・カル
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ロスが所有していた土地区画とその耕作者が記載されている。
Aブロックのオストティクパック王宮は、1534・35年頃、ドン・カルロスがドニャ・マリアと「正

式結婚」をした時期に割当てられたものである。領主ドン・ペドロから王宮への居住を認められ
たことは、異端審問の場で明確に述べられている（González Obregón 1910:56）。一方、Cブロッ
クのマゲイで囲まれたテティクパックの方形の耕地と平民が小作を請け負っていた 10筆の細長い
長方形の耕地は、領主ドン・ペドロがドン・カルロスに割当てたピラーリ（pillalli）と呼ばれる
有力貴族への割当地に相当する。そのほかにも、ドン・カルロスはドン・ペドロ以前の領主から
も土地を割当てられている。Aと Dブロックで、ドン・カルロスに土地を割当てたとされている
エルナンド（・コルテス）は、征服者コルテスに因んだ洗礼名をもつ先々代の領主フェルナンド・
イシュトリルショチトルである。
ドン・カルロスが保有していた土地区画には、王宮名義の土地と領主から割当てられた土地の
ほかに、別の形で入手したものがある。Dブロックの左から 2列の 5区画は、ドン・カルロスが
購入した耕地である。うちの二つには耕地購入時に支払った織物の数が記されている。右下のウェ
ウェショショル（Huehuexoxol）の区画はウェウェショショルが娘に割当てたもので、彼女とドン・
カルロスの母方の祖父テニツィン（Tenitzin）の二人の子供が相続していた。ドン・カルロスの叔
母に当たる女性に割当てられていた土地は、異端審問の 2年前にドン・カルロスが奪ったとされる。
つまり、この区画は母方から受け継いだ土地ということになる。
ドン・カルロスの保有していた土地の面積は、ハーベイの試算によると、セミトル換算で約 27

ヘクタール、クァウィトル換算で 43ヘクタール 22）とされている（Harvey 1991:174-179）。領主か
ら 45名の平民に割当てられていたオクティクパックの耕作地の平均面積は 0.9ヘクタールとされ
ているので、ドン・カルロスは平民 30、あるいは 48人分の土地を保有していたことになる。こ

図 2：オストティクパック土地図とその部分
出典 : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Oztoticpac_Lands_Map_WDL106.jpg
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の土地面積の規模は、当時のメキシコ中央部の先住民貴族などと比較してそれほど劣るものとは
いえない。たとえば、前述の妖術師マルティン・オセロトルは、テスココ一帯の 15カ所に約 30

ヘクタールの土地を所有していたと推定されている（小林 1995:36-38）。1556年とやや時期は下る
が、コヨアカンの領主ドン・ルイス・コルテスが相続人に残した耕地は約 20カ所、45ヘクター
ルとされる（Carrasco y Monjarás-Ruiz 1978:66-69）。
ドン・カルロスが保有した土地区画は、テスココ領主の土地、歴代領主からの割当て土地、母
方からの相続区画、購入した区画という 4タイプに分けることができる。各タイプの推定面積を
示した表 4から、ドン・カルロスの保有地の 9割は、歴代のテスココ領主に近しい関係があった
ことで確保されたことがわかる。一方で、ドン・カルロスの異母兄ドン・フアン・クァアウトリツァ
クツィンの子供フアン・デ・サンアントニオは、父親の死去に際して、領主フェルナンド・イシュ
トリルショチトルから「ドン」という称号や土地の相続権を確約してもらえなかった。

表 3　オストティクパック土地図の土地区画の所有関係
区画 地筆 所有者

A Tollancinco 1 王宮？ 10年前頃、エルナンドがドン・カルロスに割当てか？
（Ocotepec） Cacamatzin⇒ Benito⇒ Yoyontzin

Oztoticpac 1 王宮 5年前頃、ドン・カルロスはドン・ペドロに打診、認可。
1 ドン・アントニオ アントニオ・ピメンテルの耕作地
1 ？ ？

B ドン・カルロスが親族やペドロ・デ・ベルガラなどと共同経営の果樹園（果樹の本数）
Oztoticpac（124本） Tezcocinco（119本） Cuauhyacac（73本） Tlaxomulco/Papalotlan（6本）

C ドン・ペドロがドン・カルロスに割当てた土地と平民耕作区画のあるオクティクパック
区画 地筆 耕作者
Teticpac 1 マゲイで区画 ドン・ペドロがドン・カルロスに割当て、4列の絵符
平民耕作地 A 10 借地耕作者 10名
平民耕作地 B 7 耕作者   5名
平民耕作地 C 7 養蚕施設 耕作者   3名
平民耕作地 D 50 耕作者 45名

D ドン・カルロスの所有地
区画 地筆 入手形態  形態 耕作者
Atlxocopan 2 エルナンド・コルテス〔イシュトリルショチトル〕割当
Acucupa 1 ？
Totocinco 1 購入（Calros Coatlecohuhtzin⇒ Xicomotécatl）、2枚織布

1 ドン・カルロスの所有ではない
？ 1 購入  借地 Cozcacoauh

？ 1 購入  借地 Necoametl

Hueyatl 1 購入　8枚の織布
Huehuexoxol 2 Xoxolの娘から 2年前略取、Diego Tonal管理  

1  借地  LucasAmiztlato

出典：筆者作製
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4．オストティクパック土地図から見える土地・資産をめぐる紛争

スペイン人ペドロ・バスケス・デ・ベルガラ（Pedro Vázquez de Vergara）23）は、1540年 12月末、
アウディエンシアに仮処分の申し立てをした。彼によると、ドン・カルロスから接収されたスペ
イン原産の果樹の所有権の半分は自分のもので、大半はオストティクパックに隣接する果樹園に
あったという。一方、異端審問当局は 1540年前半に土地の一部を別のスペイン人アロンソ・デ・
コントレラス（Alonso de Contreras）24）に売却していた。ベルガラは、コントレラスが売却され
た土地の自分の持ち分に相当する果樹を引き抜くことを禁止する仮処分をアウディエンシアに申
し立てた。
ベルガラの仮処分の申し立てをめぐる審議と関係しているのが、「オストティクパック土地図」

の Bセクションである。1537年頃、スペイン原産の果樹を提供し、接ぎ木された果樹の収穫を折
半する契約をドン・カルロスと結んだと主張するベルガラは、処刑前のドン・カルロスとサアグ
ン師立会で面会し、果樹はベルガラのものという証言を得ていた。1542年 1月 12日、聴訴官フ
ランシスコ・デ・ロアイサ（Francisco de Loayza）は、コントレラスに果樹に触れることを禁止
する命令を出した。コントレラスは正式に購入した土地の果樹の処分は有効で、契約書がないベ
ルガラの主張は無効と反論したが、アウディエンシアは仮処分有効とした（Cline 1968:128）。

Bブロック最上部のスペイン語の注記は「これらは各地に植えられた果樹である。果樹が植え
られた場所は彼〔ドン・カルロス〕の土地ではない」と記されている。このことから、4カ所の
果樹栽培は、ドン・カルロスが借りた土地で行われていたことがわかる。オストティクパックに
関しては、1539年 7月のドン・カルロスの家宅捜査で住居近くに小麦畑と果樹園があったと報告
されている（González Obregón 1910:7）。オストティクパックの農園には、最も多く 3列の果樹（12

単位）の絵符が描かれ、一列目の一番左に描かれた洋ナシには左右に人の腕の絵符が描かれてい
る。腕の絵符は、接ぎ木作業ではなく、収穫権の共有を示していると思われる 25）。
オストティクパックの農園に関する訴訟当事者であるベルガラとコントレラスという二人のス
ペイン人は、「フンボルト絵文書断片 VI（Fragmento Humboldt 6）」にも登場している（図 3）。
テツココ市（ciudad de Tetzcoco）という注釈のある区画は、「オストティクパック土地図」のオ
ストティクパック王宮の土地区画（横 18㎝ x縦 21㎝）に比べて、王宮の下側の 2カ所の土地区
画の部分の縦軸が縮小され、縦横とも約 12㎝の正方形で描かれている。しかし、住居の配置や距

表 4　ドン・カルロスが保有していた土地区画の面積推定
区画 名称 クァウィトル換算 セミトル換算

面積 比率 面積 比率
領主地 1 Oztoticpac Tecpan 19.55ha 46％ 9.82 ha 36％
領主割当て耕地 4 Tollancinco, Teticpac, Atlxocopan（2） 17.64ha 41％ 14.40 ha 53％
母方相続 3 Huehuexoxol（3） 1.02ha 2％ 0.51 ha 2％
購入 4 Totocingo, Hueyatl+2 1.20ha 3％ 0.60 ha 3％
不明 1 Apucupa 2.95ha 7％ 1.48 ha 6％

42.59ha 26.94 ha

出典：著者作製（Harvey 1991: 174に基づく）
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離を示す絵符の配置や数に関しては、「オストティクパック土地図」の王宮の土地区画とほぼ一致
している 26）。異なるのは、上辺と左右の両辺に複数の絵符が描かれていることである。
図 3の上辺の人物の下には複数の絵符が描かれている（図 4参照）。中央の人物の下にある洞窟

（oztoc）と旗（pantli）の絵符はオストティクパックを示している。またその左にある二つの環状
の絵符は年を示している。この 2年に関して、クラインは 1966年の論文で、テツコツィンコ
（Tetzcotzinco）とサンタ・マリア・ナティビダー（Santa María Natividad）の土地配分を副王メン
ドサが承認したとされる「テツコツィンコ土地権原書（Título primordial de Tetzcotzinco）」が作
成された 1537年 1月からの経過年数 27）と解釈していた。つまり「フンボルト絵文書断片 VI」の
作成を 1539年と推定していた（Cline 1966:90-91）が、1968年の論文では、人名絵符の「誤読」

図 3　オストティクパック王宮図（左）とフンボルト絵文書断片 VI（右）
出典 :   https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Oztoticpac_Lands_Map_WDL106.jpg, Seler 

1904: plate XI

図 4　フンボルト絵文書断片 VIの絵符
出典：著者作製（https://tlachia.iib.unam.mx/Tlachiaの画像に基づく）

オストティク
パックの
地名絵符

CHF6 OztoticpacLand 

Map

Códice Xolotl Mapa Tlotzin Códice Mendocino

CHF6

土地（tlalli） 書類（amatl）

Códice 

Valeriano 

Códice Aubin 1576 Códice 20

Mazorcas

Matrícula de 

Huexotzingo Códice Xolotl
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をもとに、「フンボルト絵文書断片 VI」作成を 1546年に変更した（Cline 1968:127-129）。しかし、
この 2年は、オストティクパック農園の果樹をめぐる紛争の経過年数を示しているというのが自
然な解釈で、「フンボルト絵文書断片 VI」は 1542年までに作成されたと言っていいだろう。
クラインは、左右の人物の下にある二つの矩形に関しては何も述べていない。矩形の枠は植民
地期の絵文書で土地（tlalli）を示す絵符として使われている。一方、ノゲス（Xavier Noguez）は、
聴訴官が作成する文書の可能性を示唆している（Noguez 2016:46）。この矩形の図像は、ショロト
ル絵文書（Códice Xolotl）の書記（tlacuilo）の先住民が絵文字を書く紙（amatl）と似ており、枠
の中にはローマ字とも解せる線が描かれている。聴訴官の下にこの図像が二つ描かれている理由
などと整合的に説明できる材料はなく、どちらが適切であるかは現時点では判断できない。
「フンボルト絵文書断片 VI」の 7名のうち、左辺中央の先住民の伝統的な玉座に座った人物が
領主アントニオ・トラウィトルツィンであることは、弓（tlauitolli）の絵符から容易に推定できる。
椅子に座った上辺 3名は植民地当局の権威者で、中央が副王アントニオ・デ・メンドサであるこ
とは確実である。左右の二人は植民地期の絵文書で聴訴官（oidor）のシンボルとされる権威 を
もっている。クラインは 1968年の論文で、ガラルサの解釈に基づき、右の人名絵符のある聴訴官
をロドリゲス・ケサーダ（Antonio Rodríguez Quezada）と比定してしまった。しかし、ケサーダ
が聴訴官に就任したのは 1546年で、1545年 7月に死去した領主アントニオと同じ裁定の場に臨
むことはあり得ない。この人名絵符は、トウモロコシの穂軸（olotl）、くぼみ（aitic）、涙（ixayotl）
で構成され、ロアイサ（loaixa）という音価が導き出される。この人物は 1541年のオストティクパッ
クの農園の果樹をめぐる係争を担当した聴訴官フランシスコ・デ・ロアイサと一致する。人名絵
符がない聴訴官として、フランシスコ・セイノス（Francisco Ceynos）、アロンソ・デ・テハダ（Alonso 

de Tejada）、ゴメス・デ・サンティジャン（Gómez de Santillán）が候補として挙がるが、前二者
はドン・カルロスの異端審問にも参加していた。
左辺のいちばん上と右辺の人名絵符が付された人物は、人名絵符の解読から、左がペドロ・デ・
ベルガラ、右がアロンソ・デ・コントレラスという 1541年の果樹園をめぐる紛争の当事者の二人
であることが判明する 28）。また、左辺の一番下に描かれているスペイン人は、ベルガラの訴訟代
理人であり、ドン・カルロスの異端審問でも彼の代理人を務めていたビセンシオ・デ・リベロル
（Vicencio de Riverol）と考えてほぼ間違いないだろう 29）。
いずれにせよ、「フンボルト絵文書断片 VI」の作成年は、クラインが想定した 1539年でも 1546

年でもなく、オスティクパックの農園の果樹をめぐってスペイン人同士の係争が起きた 1540年
12月から 1542年の間であると考えられる。しかし、スペイン人同士の係争の資料なら、オストティ
クパック王宮を含めた図面を提出する必要はないと思われる。「フンボルト絵文書断片 VI」に 4

つのナワトル語の人名絵符が付されていることは、この文書の利用・作成者が先住民であったこ
とを示唆している。ドン・カルロスの火刑後、1540年にテスココの領主に就任したドン・アント
ニオがナワトル語の人名絵符で示され、当事者として描かれている背景とは何だったのだろうか。
「フンボルト絵文書断片 VI」に先行するとされる「オストティクパック土地図」のオストティ
クパック王宮図の左下の土地区画には、ymil don antonio（ドン・アントニオの耕地）というナワ
トル語注記がある。つまり、前領主ドン・ペドロがドン・カルロスに割当てていたはずの王宮前
の二区画は、すでに新しい領主ドン・アントニオの名義に変更されていたのである。同じように
新領主ドン・アントニオへの名義変更の可能性が窺われるものとして、Cブロックの右上隅の二
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つの土地区画がある。この二区画には、飼料用の草、あるいは虫のような図像が描かれている。
ポマールの「テスココ地誌報告書」には、「昔、カシケで統治官のアントニオ・トラウィトルツィ
ンが集めていた蚕のための桑の木」があったという記述がある（Pomar 1964:214）。この区画で蚕
が養育されていたなら、領主の座についたドン・アントニオは、接収されたドン・カルロスの土
地を一部取り戻すことで、新たに展開する経済活動の場を確保できたのかもしれない。ドン・カ
ルロスにも見られた植民者側の持ち込んだ新しい経済活動に取り組む姿勢は、キリスト教的文化
受容の姿勢とはあまり相関性がないのかもしれない。
「フンボルト絵文書断片 VI」は、オストティクパック王宮一帯の土地の所有権をめぐって 1540

～ 1542年に発生した係争に関連して作成されたものといえよう。クラインは当初の研究で、「フ
ンボルト絵文書断片 VI」は、異端審問当局によって接収されたドン・カルロスの土地をテスココ
領主の土地として取り戻そうとする過程で作成されたと示唆していたが（Cline 1966:94）、作成年
代に関しては完全に間違っていたといえよう。

むすびにかえて

1530年代半ば、副王領体制に基づき、数年おきに交替する統治官、アルカルデ、レヒドールと
いう新しい役職がテスココにも導入された。しかし、伝統的領主の継承に関しては、従来の原則
に基づいて行われていた。テスココの場合、ネサワルピリ死後、おおよそ 30代前後という若年で
領主の座に就き、1520年代には戦争や病気で死ぬことも多かった。1532年に領主となったホルヘ・
ヨヨンツィンは 2年、その後継者ペドロ・テトラウェウェツキティツィンは 5年で病没している。

図 5　フンボルト絵文書断片 VIの人物絵符の比定
出典：著者作製

Cline 1996/1968の見解 絵符 私案
上辺 右 アントニオ・ロドリゴ・ケサーダ（1546~53） A フランシスコ・デ・ロアイサ（1531~46）

中 アントニオ・デ・メンドサ（1535~50） アントニオ・デ・メンドサ
左 Oidor フランシスコ・セイノス（1531~46）

左 上 ペドロ・デ・ベルガラ B ペドロ・デ・ベルガラ
中 アントニオ・ピメンテル・トラウィトル
ツィン（1540-45）

C アントニオ・ピメンテル・トラウィトルツィン

下 ビセンシオ・デ・リベロル ビセンシオ・デ・リベロル
右 アロンソ・デ・コントレラス D アロンソ・デ・コントレラス
A tlachitli+ulli

quetzalcoatl
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ケサーダ

B petlatl +otlatl+

atl=petl-otl-a

  Pedro

ペドロ

C
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+xayacatl
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ロアイサ



小林　致広

─ 38 ─

そのため伝統的領主権の継承は、親から子ではなく、ネサワルピリの子供である異母兄弟の間で
行われるようになっていた（Madajczak 2007:172）。
副王体制下でテスココに導入された役職の選出は、植民地当局の意向が明確に反映していた。
一方、伝統的領主の選出も、1545年病没した領主アントニオ・ピメンテルの遺言のように、修道
士など植民地当局側の意向が大きく反映していた。伝統的領主権の後継者を選出するメカニズム
が未確立だった状況で、1539年春の領主ドン・ペドロの死を契機に、伝統的領主の有力候補だっ
たドン・カルロスに対する告発が一部の有力貴族層によって異端審問当局へ提出されることに
なった。
本稿で分析したドン・カルロスの異端審問に関連して作成された一連の絵文書や史料類の作成
主体は新領主の座に就いたアントニオ・ピメンテルであったとする見解が近年では目立つように
なっているが、推測の域をでない 30）。アルカルデだったアントニオ・ピメンテルは、家宅捜査で
発見された偶像の破片はすでに壁にあったと証言するだけで、統治官ロレンソ・デ・ルナやチコ
ナウトラの有力貴族フランシスコ・マルドナードのように、ドン・カルロスの「悪行」を積極的
に異端審問当局に告発する意図はほとんど見られない。また、前領主ドン・ペドロが遺言でドン・
カルロスを後継者に指名していたとするドン・カルロスの証言に関しても、アルカルデの二人は
何も言及していなかった。
ドン・カルロスのキリスト教的価値観に反する行為を裁定する場となった異端審問は、植民地
初期の多様な利権をめぐるテスココの有力貴族の内紛の構図が浮き彫りにされる場でもあった。
異端審問での様々なセクターの発言、その後のドン・カルロスの接収資産の返還をめぐる裁判の
過程で作成された絵文書などから、その一端を探り出すことができる。「オストティクパック土地
図」や「フンボルト絵文書断片 VI」からは、先スペイン期に成立していたテスココ領主と有力貴
族との土地保有に関する関係性が一定程度は継続していたものの、ネサワルピリの子や孫でも割
当て地を認められない事例が頻出するという変化を読み取ることができた。先スペイン期にテス
ココ領主が有力貴族層に割当てていた土地が、植民地初期にどのように扱われていたかに関して
は、今回は十分に展開できなかった「フアン・デ・サン・アントニオ書簡」の詳細な分析によっ
てある程度は解明できると思われる。

注釈

１） 同時代の記録では、カルロス・ブラボ（Bravo）、カルロス・チチメカテクツィントリ /チチメ
カテコトル /チチメカテクトリ（Chihimecatecutzintli/Chichimecatecotl/Chichimecatecuhtli）と
記されることもある。1589年刊のスアレス・デ・ペラルタの報告ではカルロス・デ・メンドサ（Carlos 

de Mendoça）とあるが根拠は示されていない（Suárez de Peralta 1878:277）。
２） テスココ系の記録「十字型絵文書（Codex en Cruz）」の 1540年の欄には、ドン・カルロスの先

住民名「二の兎（Ome tochitl）」の絵符が記されている（Dibble 1981:52）。プエブラ州の「テカ
マチャルコ年代記（Anales de Tecamachalco）」の 1539年の項に「ドン・カルロスが焼かれた」
と記されている（Celestino Solís y Reyes García 1992:27）

３） 資料の表記に基づきテスココをテツココ /テツクコ（Tetzcoco/Tetzcuco）と記すことがある。
４） Rafael Tenaは ‘Yn ihcuac yn ytechtlan tlateotoquiliztli’ を「彼は偶像崇拝で告発された」と訳して
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いるが（Chimalpahin 2003:253)、Rémi Simeón（Chimalpahin 1968:239）や García Quintana

（Chimalpahin 1998:II:199）の「こうして偶像崇拝は終わった」の訳が妥当である。
５） 彼女の夫はスペイン人アントニオ・デ・ポマール（Antonio de Pomar）で、年代記作家 ポマール

の父親アントニオ・デ・ポマールと同一人物なら（井上 2000:14）、 彼女はネサワルピリの娘マリア・
イシュトリルショチトルということになる。

６） 類似の証言は多いが、ドン・カルロスはそれらを否定した（González Obregón 1910:59-60。
７） ヨァニツィは、第 6代領主アシャヤカトル（Axayacatl）の孫でメキシコ市統治官に就任したディ

エゴ・デ・アルバラード・ウァニツィン（Diego de Alvarado Huanitzin）である。テサピリは、
アントニオ・トトキウァツィン（AntonioTotoquihuatzin）の可能性が高い（Don 2010:229）。ト
ラカウパントリは、ペドロ・トラカウェパン・ヨウァリカウァカツィン（Pedro Tlacahuepan 

Yohualicahuacatzin）である。
８） 領主アントニオ・ピメンテルはエルナンド・ピメンテルは若くて統治に向いていないと発言して

いたが、叔父たちと協議しながら統治すればよいという修道士たちの意見に従ったとされる
（Anonymous 1997b:204-207）。実際の合議書ではエルナンド・ベラスケス（Hernando Velázquez）
と記され、領主就任後にエルナンド・ピメンテルと名乗るようになったとされる。

９） イシュトリルショチトルがこだわる嫡子と庶子というスペイン人植民者側の基準は、住民貴族層
ではさほど大きな意味がなかったとされる（Madajczak 2007:164）。

10） クアウテモックの死後、テノチティトランの歴代領主の系統に属さない貴族が代行領主
（cuauhtlato）に任命されていたが、1538年、副王はモクテスマ 2世の甥でエカテペック領主のディ
エゴ・ウァニツィンを初代統治官に任命した（Chimalpahin 1998:II:171, 187, 193, 197）。

11） マルティン・オセロトルの異端審問に関しては小林（1995:14-54）を参照。
12） ネサワルピリの庶子フランシスコ・モチウケチョルツォマツィンは、テスココの有力貴族の娘マ

リア・デ・アンドラダ（María de Andrada）と結婚し、1545年のテスココ領主の後継者選定に立
ち会った有力者である（Ramírez López 2016:135, 159）。

13） 異端審問の記述から、ロレンソ・デ・ルナはネサワルピリの子でなく、孫と判断できる。この点
に関して はこの後に分析する。

14） トルケマダは、「テスクコ領主の兄弟ドン・エルナンド」の候補として領主カカマの弟エルナンド・
ピメンテルを挙げているが（Torquemada 1969:III:190）、 1526年当時、彼は 10歳前後なので無理
がある（Lesbre 1999:44）。

15） 1545年の後継者決定の場に臨席したエルナンド・デ・チャベスには子供がなく、相続問題と無
縁だったので年代記作家の関心を引かなかったとされる（Lesbre 1999:45）。

16） 二人の前にある盾と棍棒、弓矢の絵符は人名絵符ではなく、戦争宣言を意味する。ピラミッドの
上に描かれた二つの塔から右側がテノチティトランと推定できる。

17） 水（atl）と山（tepetl）と絵符の組み合わせは、集落、町（altepetl）を示す。
18） レスブレは二人が必ずしも 1538年にアルカルデではなかった可能性を指摘している（Lesbre 

2016:69-70）。
19） 1538年 1月、すでにロレンソ・デ・ルナは統治官で、1539年 4月から 1540年のアントニオ・ピ

メンテルの領主就任までの空白期の領主代行として統治官に任命されたという説（Don 2010:198-

199; Ramírez Lopéz 2016:100）は成立しない。
20） フアン・デ・サンアントニオが、ドン・ペドロの未亡人ドニャ・マリアに耕地が王宮財産になっ

たと話したところ、彼女は「おまえの叔父たちや統治官ルナは不実にも亡夫を悪しざまに言って
いる」と憤ったという（San Antonio 1998:230-231）。

21） オストティクパックはテオティワカンの南の山地の麓のオストティクパ ック（Oxtoticpac）では
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なく、テスココ南東のサン・ディエゴ・トライロトランカン（San Diego Tlailotlancan）にあっ
た居住区である（Coronel Sánchez 2005:203）。

22） ハーベイによれば、計測単位の絵符をクァウィトル（quauhuitl=2.5m）とするか、セミトル（cemmitl

＝ 1.77m）とするかで、面積はほぼ倍も異なるという（Harvey 1991:169-172）。
23） ベルガラは、1542年に副王の命令でテスココの北隣のテペトラオストックの調査に赴き、ベ ル

ガラ絵文書（Códice Vergara）と呼ばれるセンサス記録を作成している。
24） 征服者コントレラスは、1537年度にメキシコ市のアルカルデとレヒドールに任命され、亡くな

る 2年前の 1557年に再びアルカルデに就任している。
25） Noguezは円形の絵符がサンタ・カタリーナ（Santa Catarina）の可能性を示唆するが、その意味

を説明していない（Noguez 2016:43）。人の腕の絵符は収穫を分け合う契約を結んでいた人を指
示していると解釈したほうが適切と思われる。

26） 唯一の例外が、王宮から下の道路が縮小され、足跡が 4から 3つに減少していることである。
27） 3部からなる「テツクツィンコ権原証書」の「ドン・ピメンテルの土地譲渡」（仮題）の文書は、

1537年 1月 4日（月曜日）に土地の計測と譲渡が行われたと述べ、当局関係者の署名が付され
ている。ドン・ピメンテル就任は 1540年で、1537年という日付は虚偽で、署名者として先行す
る領主が複数言及されている。実際は 17世紀以降に作成された文書である。

28） クラインが 1968年論文で依拠したガラルサ（Joaquín Galarza）の見解は、左の人名絵符はゴザ
（petlatl） +萱（otlatl）+水（atl）で、ペトロトラ（petl-otl-a）、すなわちペドロを示すというもの
である。他の 3つ絵符がすべて家族名なのに、これだけ個人名というのは不自然である。むしろ
ゴザ（petlatl） +葦（acatl）+水（atl）=ペトラカトラ（petl-acatl-a）、ベルガラという家族名を示
すと考えるほうが合理的である。ナワトル語に音価がないスペイン語の g、r、 vは、それぞれ c、
tl、 pで表記され、petl-acatl-aは vergaraと見なすことができる。

29） リベロルの子フアンは 1565年の証言で、「父はアウディエンシアで貧しいスペイン人の代理人を
務め、数多くのインディオ奴隷を解放し、自宅に貧しいインディオの診療所や病院を設けていた。
…トラテロルコのアルグアシルも務めた」と述べている（Cunill 2020:162）。

30） ダグラスは、アントニオ・ピメンテルが「オストティクパック土地図」や「フンボルト絵文書断
片 VI」の作成を依頼した主体と断定し（Douglas 2010:41, 61, 93, 153）、ジョンソンは、「トルツィ
ン地図」「キナツィン地図」「ショロトル絵文書」はテスココ領主の歴史的権利を再確認する目的
で在任中に作成されたとする（Johnson 2015:102-105）。ベンソンに至っては、アントニオ・ピメ
ンテルがアルカルデだった 1538年に自らの地位を称揚するため「ボバン暦環」を作成したと推
測している（Benton 2017: 53）。
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〈論　　文〉
A obra “Inocência” e a introdução da 

literatura brasileira na Era Meiji do Japão

Ryo KUBOHIRA
＊

Introdução

No Japão, de modo geral, as percepções da literatura brasileira são mais raras quando 

comparadas com a literatura hispano-americana, e ainda muito mais sutil que a literatura 

europeia. Nesta direção, o brasilianista japonês Tadokoro Kiyokatsu apontou que isso 

poderia ser um reflexo direto da “inclinação europeia dos intelectuais e homens de letras 

japoneses” e da “falta de tradutores qualificados” em português. Além disso, existem 

outros fatores pertinentes, tais como a “falta de publicidade entre o público em geral” e um 

“mercado editorial em retração”. Infelizmente, essa situação parece quase inalterada, ao 

menos, até esta última década (Tadokoro 2008:49-50).

Todavia, isso não significa que a literatura brasileira não tenha sido introduzida de 

forma alguma no Japão. Embora haja um sentimento de preferência por parte dos 

tradutores, centenas de obras brasileiras, incluindo poemas e contos, já foram traduzidas 

para o japonês. Apesar disso, a maior par te das traduções dizem respeito a obras 

要　　旨
1908年に第一回ブラジル日本移民が移民船「笠戸丸」でブラジルに渡った当時、日
本人はまだブラジルについてほとんど何も知らなかったと言っても過言ではない。しか
しながら、19世紀末にはすでに、‘Kawana Kwandzo’ や ‘T. Uchida’ なる日本人文学者た
ちが、アルフレッド・デスクラノレ・トゥネイ、通称トゥネイ子爵 (1843-1899) が 1872

年に著したロマン主義時代における地方主義文学『イノセンシア』(Inocência) を翻訳し、
日本で紹介していたのであった。本稿の目的は、主に当時の一次史料―とりわけ雑誌『太
陽』―を援用し、19世紀末の明治期日本においてブラジル文学を紹介したとされる彼
ら日本人文学者、とりわけ前者の実像を解明しようとするとともに、『イノセンシア』
を中心としたブラジル文学が明治時代にどのように認識されていたかについて提示す
ることにある。本論を通じて、第一回移民が渡伯する以前における日伯関係の文化的側
面に関して新たな知見を提供することができるものと期待される。

キーワード
Inocência; Visconde de Taunay; Kawana Kwandzo; Uchida Roan; literatura brasileira 

no Japão.
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produzidas após 1970, deixando lacunas literárias e historiográficas até a década de 1960.

Segundo as informações da Embaixada do Brasil em Tóquio, na década de 1960, por 

exemplo, havia apenas três obras traduzidas: “Quarto de Despejo: Diário de uma favelada”, 
de Carolina Maria de Jesus (1962); “A Causa Secreta”, de Machado de Assis (1963, conto); 

e “O Cavaleiro da Esperança: Vida de Luís Carlos Prestes”, de Jorge Amado (1967). No 

entanto, nos anos 50, nenhuma obra foi traduzida.

Durante os anos 40, a obra “Seleção de Obras Representativas da Literatura Brasileira 

Contemporânea” (『現代ブラジル文學代表作選』, tradução nossa) foi publicada em 1941 

por Horiguchi Daigaku, poeta e especialista em literatura francesa. Embora esta seja uma 

retradução do francês, é considerada a primeira seleção em tradução da literatura brasileira 

no Japão. Entretanto, não é exagero dizer que as obras antes deste livro, das quais 

trataremos nesta pesquisa, não foram sequer reconhecidas até o presente.

Tendo isso em mente, a presente pesquisa irá problematizar a introdução da literatura 

brasileira no Japão no fim do século dezenove. Mais especificamente, Inocência, de 

Visconde de Taunay (1843-1899), possivelmente a primeira introdução da literatura 

brasileira no Japão ainda durante a Era Meiji (1868-1912). E, por seguinte, procurará 

esclarecer a identidade do suposto “introdutor” desta obra-prima, então conhecido por 

‘Kawana Kwandzo’, destacando suas percepções tanto sobre a figura pessoal de Taunay 

quanto da obra Inocência.

Este artigo será organizado da seguinte forma. Primeiro, daremos uma explicação 

sucinta sobre o contexto histórico de ambos os países, seguido da biografia de Visconde de 

Taunay e a reputação da sua obra principal, Inocência, dentro e fora do Brasil da época. E, 

por fim, buscaremos esclarecer a identidade de ‘Kawana Kwandzo’, reconhecido como 

suposto literato e tradutor do final do século dezenove. A razão principal pela qual 

buscaremos desvendar a sua identidade gira em torno do fato de que, até o momento, não 

foi possível encontrar o seu nome em quaisquer dicionários japoneses. Isto posto, fica a 

incógnita de que se ele realmente foi ou não uma figura legítima dentro da literatura 

japonesa, já que seria esperado encontrar menções à sua pessoa.

Buscando solucionar esse enigma, ou, ao menos, problematizá-lo, examinaremos os 

materiais relacionados direta e indiretamente à pessoa de ‘Kawana Kwandzo’, em especial, 

a obra original de Inocência e dos dois outros estudos atribuídos ao literato japonês ‘T. 

Uchida’. Desse modo, é de esperar que－através de tais documentos em português e 

japonês－, consigamos nos aproximar da identidade de ‘Kawana Kwandzo’ e também 

proporcionar uma nova visão oxigenada sobre os aspectos culturais das relações Brasil-

Japão, antes da chegada da primeira leva de imigrantes japoneses em 1908.

1　Um breve contexto histórico do Brasil e do Japão no fim do século XIX

Para o Japão, o ano de 1853 é considerado historicamente como um ano divisor de águas. 
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Neste ano, o Comodoro Matthew C. Perry chegou em Uraga, atual província de Kanagawa, 

liderando uma intimidante frota de navios chamada, pelos japoneses, de “Navios Negros” 
da Marinha dos Estados Unidos. Sua ofensiva desempenhou um papel decisivo para forçar 

o Japão a se reabrir após quase dois séculos de reclusão. E, no ano seguinte, em 1854, foi 

assinado o Tratado de Paz e Amizade entre o Japão e os Estados Unidos da América, 

conhecido como Tratado de Kanagawa.

Eventualmente, o último xogum do Japão, Tokugawa Yoshinobu, decidiu transferir o 

poder de volta ao Imperador em 14 de outubro de 1867. Isto ocasionou o início da Era 

Meiji, em 1868, o que levou a uma série de revoluções políticas, econômicas e sociais, 

promovendo a “modernização” e a “ocidentalização” sob a bandeira de Fukoku Kyōhei 

(enriquecendo o país, fortalecendo o exército), Shokusan Kōgyō (promovendo a nova 

indústria) e Bunmei Kaika (civilização e esclarecimento).

Já o Brasil, ainda se achava no meio da escravidão. Desde o final da década de 1870, o 

movimento abolicionista estava ganhando cada vez mais impulso, e a escravidão foi 

finalmente abolida com a sanção da Lei Áurea em 13 de maio de 1888. Alguns grandes 

fazendeiros de café no estado de São Paulo－antecipando a abolição da escravidão assim 

como a chegada da sociedade capitalista－buscaram introduzir imigrantes italianos como 

mão de obra, mesmo antes da abolição definitiva pela Princesa Isabel. Desta forma, o Brasil 

tornou-se um dos últimos países a extinguir a escravidão, um grande passo para se tornar 

a nação moderna que é hoje.

Vale notar que o Acordo de Cavalheiros entre o Japão e os Estados Unidos (1907-

1908), cujo objetivo principal era impor restrições à entrada de imigrantes japoneses nos 

Estados Unidos, causou um for te impacto na política de imigração japonesa. Em 

consequência do acordo, o governo japonês foi forçado a transferir seu destino de 

imigrantes para outras localidades na América do Sul, incluindo o Brasil, fazendo uma 

mudança drástica em sua política externa de emigração.

Assim, o intercâmbio bilateral autêntico teve início em 1908, 40 anos após a 

Restauração Meiji no Japão e apenas 20 anos após a Abolição da escravatura no Brasil. 

Durante esse ano, o primeiro grupo de 781 imigrantes japoneses, além de 12 passageiros 

independentes, zarpou no navio a vapor Kasato-Maru do porto de Kobe, Japão, em 28 de 

abril e aportou no porto de Santos em 18 de junho do mesmo ano, depois de passar por 

Singapura e pelo Cabo da Boa Esperança.

2　Visconde de Taunay e Inocência

2.1　A trajetória de vida de Visconde de Taunay1)

Alfredo Maria Adriano d'Escragnolle Taunay, ou Visconde de Taunay, nasceu em São 

Cristóvão, no Rio de Janeiro, em 22 de fevereiro de 1843. De família aristocrática, seu avô 

paterno foi o pintor francês Nicolas-Antoine Taunay, membro da famosa Missão Artística 
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Francesa de 1816. Seu pai, Félix Émile Taunay, 2º Barão de Taunay, foi um dos preceptores 

de D. Pedro II, e, entre 1834 e 1851, dirigiu a Academia Imperial de Belas Artes (AIBA). 

Sua mãe, Gabrielle Herminie de Robert d'Escragnolle, era filha de Alexandre-Louis-Marie 

de Robert, conde d'Escragnolle, o qual emigrara da França para o Brasil por conta da 

Revolução Francesa.

Taunay estudou Humanidades no Imperial Colégio Pedro II, onde se bacharelou em 

Letras em 1858, aos quinze anos de idade. No ano seguinte, matriculou-se na Escola Militar 

de Aplicação e recebeu o grau de bacharel em Ciências Físicas e Matemáticas em 1863. 

Enquanto isso, ingressou também no Exército Imperial, no. 4º Batalhão de Artilharia em 

1861. A despeito disso, não concluiu este curso por receber ordem de convocação do 

Exército na ocasião da eclosão da Guerra do Paraguai. Taunay foi então incorporado como 

engenheiro militar à Comissão de Engenheiros, para trazer ao Império noticiários das 

tropas expedicionárias de Mato Grosso. A experiência da Guerra da Tríplice Aliança se 

tornou uma fonte inspiradora para a sua atividade dali em diante.

Finda a Guerra, Taunay retornou ao Rio de Janeiro, no posto de capitão. Concluiu 

finalmente o curso de Engenharia e foi nomeado professor da Escola Militar, ocupando a 

cadeira de Mineralogia e Geologia durante alguns anos. Paralelamente, engajou na carreira 

política, sendo nomeado sob o patrocínio do Visconde do Rio Branco e eleito deputado pela 

província de Goiás em 1872, mandato para o qual seria renovado em 1875. De junho de 

1876 a 2 de janeiro de 1877, Taunay foi nomeado governador de Santa Catarina. Assim, 

embora tenha sido promovido a major em 1875, ele distanciou-se do Exército para se 

dedicar à política e às letras.

A família de Taunay tinha uma relação muito próxima com o Imperador, de modo que, 

Alfredo Taunay foi também destacado monarquista ao longo da sua vida. Em 1878, quando 

o Partido Conservador foi substituído pelo Partido Liberal, Taunay desiludiu-se e partiu 

para a Europa em viagem de estudos por dois anos. De volta ao Brasil em 1880, vencida 

trabalhosa campanha eleitoral, regressou à Câmara, como deputado pela província de 

Santa Catarina com o mandato de 1881 a 1884, e em 1885, pediu demissão do serviço do 

Exército e foi nomeado presidente da província do Paraná e eleito senador por Santa 

Catarina em 1886.

Em 6 de setembro de 1889, Taunay recebeu do Imperador D. Pedro II o título 

nobiliárquico de “Visconde, com grandeza”. Todavia, com a Proclamação da República 

neste mesmo ano, retirou-se definitivamente da vida política por fidelidade à monarquia.

Faleceu diabético em 25 de janeiro de 1899 no Rio de Janeiro. Foi inumado no 

cemitério de São João Batista, e sobre o seu túmulo inscreve-se o epitáfio como o seguinte:

Aqui jaz o autor de duas obras

Que alcançaram renome valioso.

De Innocencia a história sertaneja
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E da Laguna o feito glorioso.

2.2　Inocência e sua reputação dentro e fora do Brasil da época

Visconde de Taunay publicou o romance romântico regionalista Inocência em 1872 aos 29 

anos de idade. Porém, ele já tinha começado sua carreira como romancista no ano anterior, 

em 1871, com as obras A Mocidade de Trajano e La Retraite de Laguna
2)

, dentre das quais a 

primeira foi escrita sob o pseudônimo de ‘Sylvio Dinarte’, o qual ele usaria na maioria das 

suas obras de ficção.

Inocência, publicado sob o mesmo pseudônimo no Rio de Janeiro em 1872, da editora 

Typographia Nacional, é considerado como o melhor romance sertanejo do Romantismo 

no Brasil. O romance ganhou extraordinária popularidade dentro e fora do Brasil, tanto 

que, não foi apenas o primeiro romance brasileiro aproveitado para o cinematógrafo, como 

também traduzido para diversos idiomas.

De acordo com as informações apresentadas em Autores e Livros: suplemento literário 

de “A Manhã”, a obra Inocência foi traduzida de seguinte forma:

1) Em livros
3)

: em inglês (1889, por James W. Wells, Londres), em italiano (1893, 

por G. P. Malan, Turim), em francês (1896, por Olivier du Taiguy, Paris), em alemão (1901, 

por Arno Philipp, Porto Alegre), em espanhol (1902, por Arturo da Costa Alvares, Buenos 

Aires) e em croata (1925, por Zoran Nini , Zagreb).

2) Na imprensa, tais como jornais e folhetins: em francês (1883, no Courrier 

International; 1896, no Le Temps, de Paris), em dinamarquês (1893, num diário de 

Copenhague, por Björving-Pettersen, de Copenhague), em alemão (1894, no Deutsche 

Zeitung, de Porto Alegre), em italiano (1896, no Corriere della Sera, de Milão; 1889, na 

Tribuna, de São Paulo), em espanhol (s.d., em La Nación, de Buenos Aires), em sueco 

(1896, Aftonbladet, por Karl August Hagberg, de Estocolmo), em polaco (s.d., num diário 

de Varsóvia, pelo engenheiro Kowalski, de Varsóvia) e em flamengo (1912, num jornal 

belga, pelo cônego Salvers, provavelmente de Bruxelas).
4)

Ao que tudo indica, podemos notar que as traduções de Inocência vieram a ser 

traduzidas principalmente desde o final do século dezenove. O que torna tudo isso ainda 

mais surpreendente é que, quando a obra foi introduzida na França em forma de folhetim, 

Inocência ainda estava na sua primeira edição. Ainda assim, apesar da aceitação da obra no 

estrangeiro, foi somente em 1884 que veio à luz a segunda edição. Em seguida, demorou 

quase uma década para que a terceira edição viesse à tona em 1896. Todavia, como a 

terceira edição se esgotou em menos de um ano, a quarta edição foi lançada logo em 

seguida em 1898. E o ritmo não parou, a quinta edição saiu apenas dois anos depois em 

1900, momento em que Inocência atingiu o auge de popularidade. 

Em consequência disso, conforme os Editores afirmaram, Inocência se tornou uma 

das obras escritas em português, com maior número de traduções, perdendo apenas para 

o clássico Os Lusíadas de Luís de Camões. E, isso tudo, a despeito da restrita divulgação da 
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língua portuguesa na Europa.
5)

Isto posto, a reputação literária do Visconde de Taunay entre os seus contemporâneos 

era tão alta que ele participou como um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, 

ocupando a Cadeira nº 13. 

Sobre a obra Inocência, Francisco Otaviano, poeta e político, afirmou que: “Este livro 

terá longa vida, do mesmo modo que se pode, ainda hoje, viajar a Escócia com as novelas 

de Walter Scott por guias.”6)
 Já o crítico literário João Ribeiro não poupou palavras ao 

elogiar a obra dizendo que “Inocência é um dos livros mais belos da nossa língua. (...) Eu 

não creio que tenha alguém entre nós conseguido com tanta emoção e verdade a pintura 

das perspectivas brasileiras.”7)

Quando Taunay faleceu em 1899, Joaquim Nabuco, abolicionista, escritor e político 

que havia sido amigo de família dos Taunays, lamentou sua morte, dizendo que “Não é no 

dia seguinte que eu pelo menos posso sentir toda a tristeza da data de 25 de janeiro, que 

para mim escurece o ano... É um amargo que tem que ser sorvido aos poucos (...)”.8)
 E 

também fez uma referência à contribuição pessoal do Visconde de Taunay.

Mas não é somente como literato que ele avulta: é como individualidade, é pelo 

conjunto das qualidades e da ação, é pelo fluido que ele desprendeu, pela 

eletrização do ambiente em redor de si, pelas correntes que transmitiu, pelo 

volume de opinião que deslocou em seu tempo... Nesse sentido, Taunay foi um 

modelador do novo Brasil, porque este será o campo das grandes migrações 

europeias como o outro o fora das antigas importações, ou dos últimos resíduos 

africanos...
9)

A simplicidade do enredo de Inocência merece os elogios. Ele narra a história de um 

amor platônico entre Inocência, filha de Pereira (um mineiro chão e hospitaleiro, mas 

cheio de vaidade que vive no sertão da região leste do Mato Grosso do Sul) e o jovem 

Cirino, descrito como aprendiz de boticário que se autodenomina doutor. O relacionamento 

entre os dois é impossível, já que Inocência já estava prometida em casamento a Manecão 

Doca, um homem rústico das proximidades o qual tange gados. E, mais que isso, porque o 

pai sempre vigiava a filha, para assegurar-lhe a integridade até o casamento apalavrado.

Inocência foi a obra que imortalizou o nome de Visconde de Taunay na literatura 

brasileira. Com este trabalho, Taunay procurou afastar a literatura brasileira da influência 

da França e criar uma literatura nacional legítima, descrevendo de forma acurada o Brasil 

de então e seu povo. Como exemplo, as duas principais obras de Taunay, La Retraite de 

Laguna e Inocência, têm em comum um linguajar que busca pormenorizar os cenários e 

personagens envolvidos, fazendo pleno uso de expressões realistas e apontando os 

problemas que o sertão leva consigo. 

Em suma, uma das maiores contribuições do Visconde de Taunay foi que, embora 
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mantendo a forma clássica, ele procurava disseminar o dialeto caipira (caipirismo) através 

de real observação. Assim sendo, o vocábulo encontrado no romance representa a 

naturalidade dos diálogos típica da região de Sant’Ana do Paranaíba. Ou seja, os 

personagens descritos em Inocência expressam “os brasileiros autênticos nascidos todos 

da terra do Brasil” (Tadokoro 2000:103, 119).

2.3　Estudos sobre Inocência no Japão

Até o momento, são poucos os estudos a respeito de Inocência no Japão atual, visto que a 

aceitação da literatura brasileira ainda é essencialmente limitada. Contudo, as duas 

traduções mais expressivas são: uma tradução parcial feita por Furuno Kikuo em 1973
10)

 e 

uma versão completa, com 363 páginas, realizada por Kobayashi Kazuteru em 1980. Sobre 

a primeira tradução parcial, considerando que o número total de páginas é de somente 4 

páginas, é provável que seja realmente parte da abertura, o que nos limita a análise mais 

profunda da obra ou sua relação com Kawana.

Já sobre a segunda obra, esta sim uma tradução completa em japonês com prefácio, 

corpo do texto, comentários e posfácio, dentre outros, será objeto de estudo neste artigo. A 

obra ainda conta com uma parte de comentários intitulados ‘Escragnolle Taunay: a figura e 

a obra’ e ‘Sobre Inocência’, de 14 páginas, nos quais os leitores japoneses podem encontrar 

informações necessárias para compreenderem a complexidade e importância de Visconde 

de Taunay.

Independentemente do detalhamento das informações no livro, não podemos deixar 

de notar a seção ‘Apresentasão da Tradução Japonêsa de Inocência’, colaborada por L. C. 

Figura 1 Capa da versão japonesa de Inocência, por Kobayashi Kazuteru
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Vinholes, então adido cultural da Embaixada do Brasil em Tóquio, por ocasião da 

publicação do livro em tradução. Isso porque, nessa parte, Vinholes escreve do seguinte 

modo:

Em fins do século passado uma versão japonêsa da tradução inglêsa de James W. 

Wells, teve enorme aceitação entre o reduzido número de leitores da revista 

anglo-japonêsa, “The Sun” editada em Tóquio. (Kobayashi 1980:n.p.)
11)

O tradutor Kobayashi traduziu também o texto todo de Vinholes, de modo que ele 

deveria saber da existência da tradução precedente em japonês de Inocência. Todavia, 

Kobayashi nada se referiu a uma versão japonesa, mesmo escrevendo que o romance já 

havia sido traduzido para as oito línguas estrangeiras no posfácio (Kobayashi 1980:358).
12)

 

Por que Kobayashi não se referiu à obra, apesar do conhecimento de sua existência? Ele 

fez isso inconscientemente, ou simplesmente preferiu omitir tal referência? Para responder 

a tais dúvidas, nós abordaremos especificamente na primeira tradução japonesa de 

Inocência já publicada no final do século dezenove.

3　  Em busca da identidade de um possível literato japonês ‘Kawana 

Kwandzo’

3.1　Aparição do nome “desconhecido” nos estudos de Inocência no Japão

Como vimos anteriormente, a primeira tradução japonesa de Inocência foi feita nos fins do 

século dezenove. E uma segunda tradução por Kobayashi em 1980. No entanto, isso não 

diminui de forma alguma o valor da tradução de Kobayashi. Isso porque, como já haviam 

duas versões tanto para francês quanto para o italiano, o fato de coexistirem duas traduções 

também para o japonês reafirma que “a obra tem valores e tem nuances que não se 

esgotaram numa só tentativa de tradução” (Kobayashi 1980:n.p.). E também, Vinholes 

enfatiza que o grande mérito da segunda tradução por Kobayashi está no fato dela ter sido 

“baseada no original” e traduzida “diretamente do por tuguês para o japonês”, 
diferentemente da primeira tradução parcial que foi feita a partir do inglês (Kobayashi 

1980:n.p.).
13)

Em última análise, a ação de Kobayashi não ter escrito sobre a tradução pioneira foi 

proposital ou não? A possível resposta seria que Kobayashi não tenha conseguido 

encontrar o nome do tradutor da primeira tradução mencionada por Vinholes, por 

conseguinte omitira qualquer referência intencionalmente. Isso exigirá novas análises. Não 

obstante, a priori, podemos apontar três lacunas nas informações de Vinholes:

1.  Ele não se referiu a uma versão da tradução japonesa mais conhecida;

2.    Não mencionou o nome do autor publicado pela revista “The Sun”, sendo que 
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está esclarecido em quaisquer documentos envolvidos;

3.    Vinholes, bem como outros, considerou a revista “The Sun” como uma revista 

‘anglo-japonêsa’, mas a revista se chamava de “Taiyō (『太陽』)”14)
 e estava 

sendo publicada genuinamente em japonês. A esse respeito, a falta de 

confirmação de Kobayashi não pode ser negada, dado que ele também 

traduziu o texto de Vinholes para o japonês.

Aqui, nos debruçaremos nas fontes primárias que Vinholes utilizou referentes à 

primeira tradução japonesa de Inocência. Primeiramente, trata-se de seção ‘Brasil-Japão’, da 

“Revista da Semana” em 1923, que é o seguinte:

A heroina do ser tão foi ter, em viagem do pensamento, com as mulheres 

japonezas, graças a traductor oriental, Kavvana Kvvandzo [sic], em 1897, 

servindo-se do texto inglez do romance, da lavra de James Wells. A traducção 

Kawana appareceu em volume, editada pela revista japoneza ≪Fastos≫ , cerca de 

1899 ou 1900, provocando o apparecimento de estudo de T. Uchida, ≪ Sylvio 

Dinarte (pseudonymo de Taunay), The man of letters of Brazil ≫ , nas columnas 

da revista anglo-japoneza ≪The Sun≫ .
15)

Encontra-se a descrição similar também na seção ‘Bibliografia de Inocência’, do jornal 

“A Manhã” publicado em 1942.

Em ambos os trechos, é importante salientar que são mencionadas duas figuras: 

‘Kawana Kwandzo’ e ‘T. Uchida’. Nos trechos acima, escreve-se que a tradução do texto 

inglês de James W. Wells por Kawana apareceu na revista japonesa “Fastos” por volta de 

1899 ou 1900. Enquanto que os dados sobre T. Uchida são mais específicos e claros, 

explicitando que o estudo está incluído como ‘Sylvio Dinarte, The man of letters of Brazil’, 

Figura 2 Excerto do trecho do jornal A Manhã 16)
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nas colunas da revista japonesa “The Sun”, publicada em março de 1899. Vejamos mais um 

documento:

E – fato bem curioso e altamente lisonjeiro – por carta datada de Tóquio aos 26 de 

maio de 1893 – o literato japonês Kawana Kwandzo pediu ao Sr. Visconde de 

Taunay licença para trasladar Inocência à sua língua materna, servindo-se da 

tradução inglesa de James J. Wells [sic].
17)

Esta informação, citada do ‘Prefácio da terceira edição’ de Inocência em julho de 1896, 

fornece-nos os fatos surpreendentes. Antes de mais nada, há de notar que Kawana pedia 

pessoalmente ao Visconde de Taunay permissão para traduzir Inocência para o japonês, 

baseando-se na tradução inglesa por James W. Wells. Desse fato é possível supor que o 

literato japonês estava ciente da obra em inglês, e mais que isso, ele era capaz de retraduzir 

uma versão inglesa para a sua língua materna.

Além disso, a data da carta－aos 26 de maio de 1893－enviada por Kawana a Visconde 

de Taunay foi, como mencionado, anterior à maioria das outras traduções. Embora ainda 

tenha levado alguns anos para que a publicação viesse ao mundo, a percepção aguçada de 

Kawana merece bastante atenção, já que foi somente quatro anos antes da sua carta que a 

tradução inglesa começou a circular.

3.2　  ‘Kawana Kwandzo’, um literato repleto de mistérios: através da comparação 

com T. Uchida

Ao que parece, as informações sobre ‘T. Uchida’ são explícitas, mas as de ‘Kawana 

Kwandzo’ não estão esclarecidas. Não podemos deixar de dizer que ‘Kawana Kwandzo’ é 

uma pessoa misteriosa. Tanto quanto nos foi possível verificar, seu nome não está escrito 

em nenhum dicionário. Levando-nos a questionar que se ele fosse deveras um literato e 

tradutor do final do século dezenove versado no inglês, o seu nome ou mesmo alguma de 

suas obras deveriam estar supostamente incluídas, pelo menos, no dicionário Complete list 

of literary books published in Meiji&Taisho Era (『明治大正期文芸書総目録』), que 

compreende os anos de 1869 a 1926.

Apesar disso, não conseguimos encontrá-lo, bem como em quaisquer outros 

dicionários sobre a Era Meiji e a literatura da época.
18)

 Mesmo confirmando a parte sobre 

traduções de Inocência nos recentes estudos, acreditamos que o nome ‘Kawana Kwandzo’ 
está inequivocamente escrito.

19)
 Os mistérios em torno dela apenas se aprofundam. 

‘Kawana Kwandzo’ foi uma figura real? Para desmascarar este mistério, iremos nos 

debruçar nas duas revistas japonesas “Fastos” e “The Sun”, constantemente utilizadas 

como testemunhos da identidade de Kawana.

O fato é que a “Fastos”, que é mencionada em várias fontes como tendo uma tradução 

dele, mas ao mesmo tempo, não descrevendo nada além da informação que era publicada 
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“cerca de 1899 ou 1900”. Infelizmente, não foi possível identificá-la até o momento. 

Destarte, examinemos abaixo uma outra revista, “The Sun”, a qual obtivemos os materiais 

da época.

Figura 3 Capa [esquerda] e a primeira página do número 4 [direita]

Figura 4 Capa [esquerda] e a primeira página do número 5 [direita]
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Destes dois estudos quanto a Inocência, antes de tudo, é possível perceber que o autor 

era Uchida Fuchian (内田不知庵 ). Este nome era usado como o pseudônimo de Uchida 

Roan (内田魯庵 ). Logo, o nome ‘T. Uchida’ escrito nos documentos em português já 

mencionados está equivocado.

Crítico literário, tradutor e romancista da Era Meiji, Uchida Roan nasceu em Edo 

(atual Tóquio) no dia 26 de maio de 1868 e faleceu no dia 29 de junho de 1929, aos 61 anos 

de idade. O seu verdadeiro nome era Uchida Mitsugu, contudo ele ficou melhor conhecido 

pelos seus pseudônimos tais como Uchida Roan, Fuchian Shujin, Sanmonjiya Kinpira, 

dentre outros.

Sua mãe, Oyagi, faleceu quando ele ainda tinha quatro anos, e depois disso seu pai, 

Shōtarō, veio a cair em uma vida decadente enquanto trocou esposas sete vezes, de modo 

que Roan teve uma infância, no mínimo, conturbada. Estudou inglês na Rikkyo Gakkō 
(Escola Rikkyo), na Daigaku Yobimon (Escola Preparatória Universitária, posteriormente 

mudou de nome para Ichikō em 1886) e na Tokyo Senmon Gakkō (atual Universidade de 

Waseda), mas abandonou todas elas. Seu tio, Inoue Tsutomu, um tradutor notório que 

servia como tradutor na Secretaria Editorial do Ministério da Educação influenciou Roan, 

que passou a se interessar pela literatura.

No início do verão de 1889, ele ouviu, através de Ozaki Kōyō (1868-1903), sobre a obra 

“Crime e Castigo (1866)” de Fiódor Dostoiévski. Conseguiu imediatamente um exemplar 

em inglês do livro numa livraria MARUZEN, através do qual ficou tão impressionado que 

mudou drasticamente seu ponto de vista literário.

Em 1892, Roan publicou a teoria sistemática da literatura “Bungaku Ippan (Introdução 

Geral à Literatura)” com os conselhos de Futabatei Shimei (1864-1909). Neste mesmo ano, 

estreou sua carreira de tradutor com a publicação de uma tradução de “Crime e Castigo”, 
que chamou atenção. Uchida Roan era o primeiro japonês a traduzir um trabalho de 

Dostoiévski, mas que ele retraduziu da versão inglesa entre 1886 e 1888 de Fred Whishaw, 

romancista britânico nascido na Rússia.
20)

Em 1901, ele se juntou a MARUZEN como consultor no departamento de livros, e no 

ano seguinte, vendeu a enciclopédia “Britannica” em colaboração com o London Times. Ao 

longo dos próximos 30 anos, Roan esteve envolvido na edição da revista “Gakutō (『学燈』)”, 
e continuou a escrever muitas resenhas sob anonimato. Em seus últimos anos, distanciou-

se gradualmente do mundo literário e viveu como leitor e hobbista, escrevendo 

principalmente estudos de literatura e costumes de Edo, recordações do mundo literário, 

biografias de figuras literárias e ensaios. Entretanto, Roan “nunca perdeu seu interesse 

vivo para a sociedade, e contribuiria periodicamente em revistas como “Taiyō” com críticas 

sociais baseadas em uma perspectiva imparcial”.21)

De acordo com o Shinchō Nihon Bungaku Shōjiten (literalmente, Pequeno Dicionário 

Shinchō de Literatura Japonesa), uma das maiores contribuições de Roan foi, no que diz 

respeito à tradução: “Como tradutor, apresentou a literatura russa centralizada em 
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Dostoiévski (Crime e Castigo) e Liev Tolstói (Ressurreição e Ivan, o Tolo), também 

influenciou a literatura naturalista no Japão através de suas traduções da literatura 

ocidental, como Émile Zola e Charles Dickens”.22)
 Além deles, ele publicou traduções de 

vários escritores como Emil Reich, Guy de Maupassant, Henryk Sienkiewicz e Voltaire, 

dentre outros.

Foi somente por volta da década de 1990 que Uchida Roan chegou a ser redescoberto 

pelo renomado antropólogo Yamaguchi Masao, que o considerou “uma figura central na 

civilização dos livros, especialmente dos livros ocidentais, desde a Era Meiji até o início da 

Era Shōwa” (Yamaguchi 2018:135). A isso acresce também que Roan “estava familiarizado 

não só com livros ocidentais, como também com clássicos japoneses e chineses. Entre os 

críticos literários, ninguém existia senão Roan no Japão moderno” (Yamaguchi 2018:135).

É possível perceber, nas fontes acima, que os estudos de Roan também foram 

publicados separadamente na revista “Taiyō” de números 4 e 5 do quinto volume de 1899. 

Contudo, pesquisas sobre estes trabalhos ou mesmo da figura literária em torno de 

Inocência são deveras esquecidas até o momento, com exceção de apenas um estudo de 

Kimura Yumiko datado de 1987. Pesquisadora especializada em Uchida Roan, Kimura 

apenas menciona uma semelhança do estilo de escrita em comparação com as outras 

escritas do literato (Kimura 1987:94).
23)

Esses estudos na revista “Taiyō” podem ser claramente divididos em duas partes. A 

primeira parte apresenta sobretudo a persona de Visconde de Taunay, uma versão da 

tradução inglesa de Inocência e a história detrás deste romance. A segunda parte descreve 

a ideia geral e o comenta, comparando com os escritores mundiais. Poder-se-ia dizer que é 

pertinente classificá-los antes de compreensivo estudo literário do que de mera tradução 

em relação a Inocência.

3.3　  Percepções do literato japonês da Era Meiji sobre o Visconde de Taunay e 

Inocência24)

Os estudos de Uchida Roan realizados em 1899 começam dizendo que “Não se sabe muito 

sobre as circunstâncias da América do Sul” (Uchida 1899a:231). Neste viés, é importante 

salientar que se tratava de um momento anterior à primeira imigração japonesa para o 

Brasil que só veio a ocorrer em 1908. Mais que isso, tinha acabado de ocorrer o incidente 

no qual os 1.500 emigrantes japoneses para o Brasil foram cancelados em 1897 

unilateralmente pouco antes da partida devido a problemas financeiros por parte do Brasil. 

Isto veio a ser chamado o ‘incidente com Tosa-maru’. Consequentemente, a desconfiança 

do Ministério das Relações Exteriores do Japão em relação ao Brasil estava no seu ápice.
25)

Sobre o incidente, Roan também se refere ao fracasso do envio de imigrantes ao Brasil 

e escreveu que quase ninguém no Japão estudou a fundo sobre a América do Sul até então. 

Ao mesmo tempo, porém, ele afirma que existem intelectuais brasileiros que poderiam 

comparar-se aos da Europa e da América, bem como José de Alencar, considerado o Walter 



Ryo KUBOHIRA

─ 58 ─

Scott do Brasil, Gonçalves Dias, Gonçalves Magalhães e Álvares de Azevedo, os chamados 

três grandes poetas, Joaquim Manuel de Macedo, Aluísio Azevedo, Coelho Neto, Machado 

de Assis, Sílvio Romero e Rui Barbosa, dentre outros.
26)

E juntos a eles, Roan cita o nome do Visconde de Taunay como “o melhor escritor de 

nosso tempo, igual em capacidade e reputação a esses grandes escritores”27)
, fazendo um 

breve relato sobre a vida e a obra de Taunay. O crítico japonês enfatiza a singularidade de 

Taunay que, embora outros militares ou políticos também tenham ganhado prestígio no 

mundo das artes, como Mikhail Lermontov (1814-1841), Theodor Körner (1791-1813), 

Frederick Marryat (1792-1848) e Pierre Loti (1850-1923), é raro encontrar um escritor 

brasileiro que pudesse rivalizar com os clássicos europeus.
28)

Entre os escritos de Taunay, Roan elogia Inocência como uma obra-prima, dizendo: “Há 

muito a ser visto em seu romance do mais recente naturalismo em sua bela e nobre lógica, 

e ele está quase à altura de Émile Zola (1840-1902) e de Henrik Ibsen (1828-1906)”.29)
 

Mesmo que não tão bom quanto estes, ele afirma que “se discutirmos o verdadeiro valor”, 
Inocência de Taunay será incomparavelmente superior aos escritores como William Black 

(1841-1898), Robert Louis Stevenson (1850-1894) e George du Maurier (1834-1896) 

(Uchida 1899a:235).

Por outro lado, Roan lamentava a situação do mundo literário do Japão. Porque, 

embora tivessem bastantes obras elogiadas domesticamente, quase nenhuma obra foi 

traduzida no exterior, com exceção de uma ou duas histórias de Märchen por Sazanami 

Sanjin
30)

, e alguns contos de umas páginas de outros autores (Uchida 1899:235-236). Como 

crítico literário japonês, Roan se queixou, dizendo que:

Poder-se-ia realmente ser considerada verdadeira civilização se se vangloria de 

Fukoku Kyōhei, aumentando o número de couraçados de primeira classe e 

ampliando as linhas telefônicas, mas não há sequer uma peça de literatura de que 

possa se orgulhar no mundo, além de um haiku de 17 palavras, algumas páginas 

de poesia de novo estilo e algumas páginas de romances? (Uchida 1899a:235-

236)
31)

Roan estava vendo o lugar da literatura japonesa pelas lentes da literatura sul-

americana, mais precisamente, da obra-prima de Taunay, Inocência. Isto posto, ele criticou 

a ausência de literatura verdadeiramente mundial no Japão, assim como Uchimura Kanzō 
(1861-1930)

32)
 em 1895, em dois ensaios.

33)
 “Quando se vê este grande escritor e esta obra-

prima na América do Sul, para a qual os japoneses consideram uma nação semicivilizada”, 
diz Roan, “não se pode deixar de uma pessoa sensata ficar corado de vergonha?”34)

 

Deixando a literatura japonesa de lado, daqui podemos perceber que ele realmente 

apreciava Inocência.

Assim, Roan entra no assunto, apresentando o resumo e um ou dois capítulos notáveis 
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de Inocência, a fim de mostrar as características desse autor brasileiro no mundo literário 

do Japão. O que é surpreendente é a precisão da sua descrição. Mesmo comparando-a com 

o original em português e a tradução japonesa, não encontramos erros particulares nas 

quase 15 páginas da introdução do conteúdo.
35)

 Deixando à parte as diferenças de 

nomenclatura de pessoas e lugares, poderíamos captar o enredo do romance apenas ao ler 

a descrição de Roan. Prova incontestável sobre a qualidade da tradução inglesa de James 

W. Wells.

Terminada a descrição do enredo, Roan escreve do seguinte modo: “Se der apenas um 

resumo, não há tanto interesse de que nos chama a atenção, mas não são poucos os 

encantos a sermos apreciados ao longo da obra”.36)
 E mais uma vez, ele compara Inocência 

de Taunay com os grandes escritores do mundo. Segundo Roan (1899a:256), “em 

comparação com os grandes escritores de hoje, ainda não se pode incluir no grupo de 

Tolstói ou Zola, mas mesmo assim, está situado bem acima de escritores como Rudyard 

Kipling (1865-1936) e Stevenson”.37)
 É interessante notar que Roan considerava Taunay 

bem acima de Kipling, que ganharia o Prêmio Nobel de Literatura em 1907, quer isso 

estivesse certo ou errado.

No final do argumento, Roan suscitou fortes dúvidas quanto ao que os japoneses 

demonstravam uma atitude arrogante contra o Brasil, apesar do país contar com tal ‘grande 

escritor’ internacional que, de acordo com ele, não o tenha tido no Japão da época.

Considerações finais

Neste artigo, foi examinada a obra-prima do Visconde de Taunay, Inocência, a qual foi 

introduzida no Japão no final do século dezenove com o objetivo de esclarecer a identidade 

do suposto primeiro tradutor ‘Kawana Kwandzo’, com base nos materiais históricos tanto 

do Brasil quanto do Japão.

Afinal de contas, quem foi ‘Kawana Kwandzo’?
A fim de solucionar esta simples questão, o presente trabalho pesquisou os dois 

estudos incluídos na revista japonesa “Taiyō”, escritos por T. Uchida (qual seja, Uchida 

Roan), cujo nome também estava se justapondo a Kawana.

Com base no que discutimos ao longo do artigo, é muito provável que foi Uchida Roan 

que tenha sido o primeiro japonês a introduzir a literatura brasileira no Japão de forma 

autêntica. Mesmo que ainda não possamos assegurar que Roan foi a mesma pessoa que 

Kawana, ou pseudônimo, foi possível verificar que ele não é mencionado em quaisquer 

dicionários. Contudo, não se pode ignorar que existem grandes semelhanças entre eles.

A semelhança mais marcante é que os dois foram literatos e tradutores que 

dominavam o inglês. Conforme mencionado acima, Roan publicou “Crime e Castigo” de 

Dostoiévski em 1892, quando ele tinha apenas 24 anos de idade. Este foi o ano antes de 

Kawana ter enviado a carta ao Visconde de Taunay, e Roan tinha acabado de começar a 
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distinguir-se como tradutor. Além disso, o fato de Roan ter baseado seu trabalho na 

tradução inglesa de James W. Wells também coincide com o desejo de Kawana de ter 

retraduzido Inocência através da versão inglesa.

O curioso é que não há nenhuma referência à versão japonesa por Kawana entre as 

referências às versões traduzidas nos estudos de Roan. Roan descreve Inocência como 

“uma obra-prima que foi traduzida para o inglês, francês, alemão, italiano, espanhol e 

sueco”38)
, mesmo assim, não faz menção a informações sobre a tradução de Kawana, que 

se diz ter sido publicada na revista japonesa “Fastos” entre 1899 e 1900, pouco antes dos 

estudos de Roan. Se Kawana fosse uma ‘figura real’, Roan, como crítico literário, 

supostamente teria incluído sua tradução como informação essencial.

O ponto de partida do presente estudo deve-se à falta de compatibilidade entre os 

dados da seção ‘Brasil-Japão ’, da “Revista da Semana” em 1923 por Luís Gastão 

d'Escragnolle Dória. Há vários pontos a serem abordados aqui. Em primeiro lugar, “Fastos” 
é uma revista cuja existência não se pode ser confirmada; em segundo lugar, os nomes ‘T. 

Uchida’ e ‘revista anglo-japoneza’ estão errados; em terceiro lugar, é uma questão da ordem 

cronológica. Porque Dória escreve nela que “A traducção Kawana appareceu em volume 

(...), provocando o apparecimento de estudo de T. Uchida, (...)”.39)
 Esta última questão 

merece ser examinada, visto que isso nos deixará mais claro qual dos dois foi o real 

introdutor e pioneiro da literatura brasileira no Japão.

Foi em 4 de fevereiro de 1899, menos de duas semanas após a morte de Taunay, que 

Roan terminou de escrever os manuscritos sobre Inocência. E estes iriam ser inseridos em 

breve na revista “Taiyō”, de número 4 (20 de fevereiro) e 5 (5 de março) do quinto volume, 

e depois no livro “Bungei Shōhin”, publicado em setembro do mesmo ano.

Desse modo, Roan já deveria ter terminado de escrever os manuscritos para a revista 

até o início de fevereiro de 1899. De fato, Roan estava obtendo informações em relação aos 

destacados escritores brasileiros e à notícia do falecimento de Taunay através de Henrique 

Lisboa, então Ministro Plenipotenciário do Japão em que tomou posse em 1897. Isto 

significa que eles possivelmente estiveram em contato por diversas ocasiões, e pensando 

assim, não é tão surpreendente que Roan tenha começado a estudar Inocência antes de 

1898, visto que suas análises foram tão detalhadas que não era algo que pudesse ser feito 

da noite para o dia.

Assim, conclui-se que, se ‘Kawana Kwandzo’ fosse uma figura real e publicasse uma 

tradução de Inocência, é muito provável que os estudos de Uchida Roan escritos pelo 

menos até 4 de fevereiro de 1899 fossem anteriores a uma tradução de Kawana, que se 

acredita ter sido publicada entre 1899 ou 1900. E ao mesmo tempo, a suposição de que 

Roan seja o mesmo que ‘Kawana Kwandzo’ também não pode ser negada, porque é difícil 

acreditar que não conste em nenhum dicionário o nome de um literato e tradutor capaz de 

traduzir o inglês para o japonês durante a Era Meiji.

Mais do que tudo, qual seria a possibilidade de acontecer que dois literatos do 
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Extremo Oriente com características tão similares publicassem suas traduções e pesquisas 

sobre uma obra de um autor brasileiro sul-americano exatamente na mesma época no final 

do século dezenove? Quem foi ‘Kawana Kwandzo’? Para respondermos com certeza a esta 

pergunta, será ainda preciso obter a prova de que Kawana teria colaborado para a “Fastos”, 
o que até o momento a documentação ainda não permite afirmar. Deixando espaço para 

futuras pesquisas no Brasil e Exterior. A esta altura, podemos apenas especular que 

‘Kawana Kwandzo’ possa ser a mesma pessoa que T. Uchida, ou melhor, Uchida Roan, 

baseando-se nos exemplos dados acima. No entanto, sejam eles a mesma pessoa ou 

pessoas diferentes, pseudônimos ou não, temos certeza de que Uchida Roan foi o 

verdadeiro pioneiro que introduziu a literatura brasileira no Japão com seus estudos de 

Inocência, de Visconde de Taunay, publicados na revista “Taiyō” em 1899 do ponto de vista 

da consistência do período de publicação dos materiais.

Notas

１） Vide: ‘Notícia sobre o Visconde de Taunay’. Autores e livros: suplemento literário de “A Manhã”. 
(1942:II:183); A bibliografia de Visconde de Taunay da Academia Brasileira de Letras e da Academia 

Brasileira de Música. Taunay também era o patrono da Cadeira n ° 17 da Academia Brasileira de 

Música.

２） A obra relata suas impressões e alguns episódios na Guerra do Paraguai. Ela foi originalmente 

escrita em francês e traduzida depois para o português como A Retirada da Laguna, em 1874, por 

Salvador de Mendonça.

３） Em ordem cronológica.

４） ‘A bibliografia do Visconde de Taunay’. Autores e livros: suplemento literário de “A Manhã”. 
(1942:II:177, 192); ‘O Visconde de Taunay e a sua obra (X)’. Comércio de São Paulo. (1898:VI:n.1513:2). 

Quanto à data de publicação, mencionamos apenas a suposta primeira edição de cada tradução e 

empregamos nesta parte os dados do material precedente. Referimo-nos aqui a ‘suposta’, pois há 

uma divergência quanto ao prefácio de Inocência. Cf. Inocência [5ª ed., 1900], ‘Prefácio da 3ª edição’ 
de 1896, reproduzido em 2011, pp. 16-17.

５） Inocência [5ª ed., 1900], ‘Prefácio da 3ª edição’ de 1896, reproduzido em 2011, p. 16.

６） Inocência [5ª ed., 1900], reproduzido em 2011, p. 11.

７） Inocência [5ª ed., 1900], ‘Prefácio da 4ª edição’ de 1898, reproduzido em 2011, p. 14.

８） Em Diários de Joaquim Nabuco, Nabuco menciona algumas vezes as reuniões com os Taunays: 

“Visita aos Taunays com Evelina” (29 de janeiro de 1893, p. 314. Evelina é a esposa de Nabuco); 

“Taunay vem almoçar conosco” (17 de abril de 1894, p. 357); “Vem jantar conosco o Taunay” (28 de 

abril de 1897, p. 373); “Vem Taunay jantar” (26 de junho de 1897, p. 374). Muitos motivos existiam 

para a amizade entre Nabuco e Taunay. Um dos maiores motivos foi a “afeição comum por André 

Rebouças”. Segundo a explicação em Cartas a Amigos (Vol.I), Taunay e Rebouças haviam 

participado juntos da campanha do Paraguai, para a qual Rebouças seguira como engenheiro e 

Taunay, (...) como ajudante da Comissão de Engenheiros (Nabuco 1949:38). Nas cartas de Joaquim 

Nabuco, pode-se encontrar referências a Rebouças, por exemplo: “Quanto me comove a recordação 

do nosso Rebouças!” [carta ao Visconde de Taunay, de 27 de junho de 1892] (Nabuco 1949:212); “O 
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Taunay vem aqui às manhãs conversar e és tu em grande parte o assunto, (...)” [carta a André 

Rebouças, de 28 de janeiro de 1893] (Nabuco 1949:221).

９） “A homenagem do Instituto Histórico, ao Visconde de Taunay na palavra de Joaquim Nabuco”. 
Autores e livros: suplemento literário de “A Manhã”. (1942:II:189). Como políticos, o partido a que 

per tenceram os dois era diferente (Nabuco foi de Par tido Liberal e Taunay, de Par tido 

Conservador). Entretanto, eles tinham em comum a ser correligionários, pois Taunay, mesmo que 

fosse de Partido Conservador, foi um dos mais ardorosos partidários da Abolição. Além disso, os 

dois foram incentivadores da imigração europeia. De fato, Visconde de Taunay presidiu a Sociedade 

Central de Imigração que promoveu a chegada dos primeiros imigrantes alemães e italianos para o 

sul do Brasil enquanto presidente do estado de Paraná entre 1885 e 1886. “Notícia sobre o Visconde 

de Taunay”. Autores e Livros: suplemento literário de “A Manhã”. (1942:II:183).

10） ‘ ≪ Inocência≫ nihongo yaku (≪イノセンシア≫日本語訳 )’. In: Gaidai biburioteka (『外大ビブリ
オテカ』), número 17, 1973, pp. 4-5; número 18, 1973, pp. 4-5. Informação via Tadokoro, 1990, p. 

192. Infelizmente, o autor ainda não teve acesso ao texto original.

11） In: ‘Apresentasão da Tradução Japonêsa de Inocência’, por L. C. Vinholes.

12） O correto é 11 línguas (alemão, croata, dinamarquês, espanhol, flamengo, francês, inglês, italiano, 

japonês, polaco e sueco), como enumeramos no capítulo 2-2.

13） In: ‘Apresentasão da Tradução Japonêsa de Inocência’, por L. C. Vinholes.

14） A revista “Taiyō (『太陽』)” foi a primeira revista japonesa de interesse geral, publicada pela editora 

Hakubunkan e editada em Tóquio desde janeiro de 1895 até fevereiro de 1928.

15） ‘Brasil-Japão’ da Revista da Semana, Anno XXIV, n. 39, 22 de setembro de 1923.

16） Transcrição: [Em japonês. Tradução do texto inglês de James W. Wells, feita pelo literato Kawana 

Kwandzo (1897), editada pela revista japonesa “Fastos” (1899 ou 1900). A este respeito vd. “The 

Sun”, revista anglo-inglesa, de Tóquio, de março de 1899: “Silvio Dinarte, the man of letters of 

Brazil”, por T. Uchida.] Vide: “Bibliografia de Inocência”. In: Autores e livros: suplemento literário de 

“A Manhã”. (1942:II:192).

17） Inocência [5ª ed., 1900], ‘Prefácio da 3ª edição’ de 1896, reproduzido em 2011, p. 17.

18） Os dicionários que consultamos numa biblioteca no Japão são: (em ordem alfabética japonesa)『現
代物故者事典』,『作家・小説家人名辞典』,『日本人名大事典』,『日本著者名・人名典拠録』,『明治
人名辞典』,『明治大正期文芸書総目録』,『明治大正人物事典』. Consultamos também os dicionários 

de『架空人名辞典』 e 『近代人物号筆名辞典』para comprovar se o nome de ‘Kawana Kwandzo’ é o 

pseudônimo. Contudo, o resultado foi o mesmo.

19） Vide: Castrillon_Mendes (2007:181; Prado 2013:46).

20） Roan traduziu quase a metade do original em termos de páginas, mas abandonou a tradução porque 

não se vendeu muito bem. Esta primeira metade foi ainda dividida em dois volumes, “ 巻之一 (Vol. 

I)” em novembro de 1892 e “ 巻之二 (Vol. II)” em fevereiro de 1893, ambos publicados por Uchida 

Rōkakuho (内田老鶴圃 ).

21） Kawabata (1977:125). Cf. ‘Uchida Roan&Sagano-ya Omuro shū’. Meiji Hon’yaku Bungaku Zenshū ≪
Hon’yakuka Hen≫ , Vol. 13, Ōzora-sha, 2002.

22） Itō&Kawabata (1977:125).

23） A autora cita o título de Uchida Roan sobre Inocência como “ シルギオ、ディナルデ ”, mas o 

correto é “ シルヸオ、ディナルテ ”. (grifo nosso)

24） Usaremos como fonte uma versão incluída no livro chamado “Bungei Shōhin”, que está disponível 
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online pela National Diet Library (NDL) Digital Collections. Muitas alterações podem ser 

encontradas nesta versão se comparamos com a versão da revista. Por exemplo, reescrita e 

eliminação de palavras, correção de erros tipográficos, mudanças em furigana (as letras de origem 

japonesa, katakana ou hiragana, escritas acima do ideograma chinês para escrever sua fonética, 

especialmente para distinguir a leitura tradicional do chinês e a leitura japonesa), kanji (ideograma) 

e partículas. No entanto, não há qualquer alteração no conteúdo em si.

25） Köyama (1949:25-26).

26） 「ブラジルのスコットと云はるゝアレンカーの如き其傑作「グワ ニイ」(…)。其他所謂三大詩
人と呼ばるゝゴンサルブス、デーアァス。マガレヱス。アルヷレ、ド、アグエドオの如き又マセ
ドオ、アルイジオ。アゼエドオ。コエロオ、子ットオ。マシヤドオ、ド、アツシス等の小説家或
は又シルヸオ、ボメロオ。ブイ、バルボサ等の學術又政治論文家等の如き獨りブラジル國内に嘖々
の名あるのみならず其著述は (…) 他の歐米の諸文豪等と馳騁するに足るものありといふ。」
(tradução nossa) Uchida (1899a:232).

27） 「是等の諸文豪と力量聲望を等ふする當今随一の作家」(tradução nossa) In: Uchida, 1899a, p. 232.

28） 「由来武人若くは政治家より出でゝ藝苑に名を揚げし士少からず。レルモンドフの如きキヨル子
ルの如き近くはマルリアツトの如きロチーの如き皆此例なり。」(tradução nossa) Uchida 

(1899a:234).

29） 「今の最新なる自然派を學びて而も優尙高潔なる筆路頗る見るべきもの多く殆んどゾラ、イプセ
ン等の塁を摩せんとす。」(tradução nossa) In: Uchida (1899a:235).

30） Sazanami Sanjin ( 漣山人 ) é o pseudônimo de Iwaya Sazanami (1870-1933). É autor da literatura 

infantil, literato na literatura alemã e haijin (poeta de haiku). A primeira obra de literatura infantil 

‘Koganemaru’, publicada em 1891, como o primeiro volume da série Shōnen Bungaku Sōsho da 

editora Hakubunkan, abriu o caminho da história da literatura infantil no Japão moderno. 

Itō&Kawabata (org.) (1977:106-107).

31） 「人は一等甲鐵艦の增加と電話線路の延長とをもて富國强兵を誇れども唯だ十七字の俳句、數頁
の新体詩、數頁の小說以外に於て世界に誇るべき一文學だになきは果して眞箇の文明なる乎。」
(tadução nossa)

32） Ele tem o mesmo nome que ‘Kawana Kwandzo’, mas não há relação direta.

33） O primeiro é intitulado de ‘Por que não se pode aparecer a grande literatura?’, publicado em 13 de 

julho de 1895 e o segundo, ‘Como podemos obter a grande literatura?’, publicado em 12 e 19 de 

outubro do mesmo ano, ambos na revista “Kokumin no Tomo (『國民之友』)” (Uchimura 1988:181-

182; In:7-18, 19-43). Em 9 de junho de 1865, o jornal “Kokumin Shimbun (『國民新聞』)” pulicou 

um apelo à ação: ‘Sob a grande expansão do Japão, por que não aparece nem sequer um grande 

escritor?’. Naquela época, com o triunfo da Primeira Guerra sino-japonesa, esse tipo de teoria da 

literatura ‘grande expansão’, ou ‘literatura nacional’ brandindo seu vigoroso espírito japonês 

começava a se espalhar (Uchimura 1988:182).

34） 「平生半開國視する南米に此文豪と此傑作とあるを見ば心あるもの誰か忸怩たらざるを得んや。」
(tradução nossa) In: Uchida (1899a:236).

35） Uchida (1899a:239-254).

36） 「唯だ荒筋を云へば餘り索然たれども其間の妙味掬すべき處少からず。」(tradução nossa) Uchida 

(1899a:254).

37） 「當今の名家に比ぶるに未だトルストイ或はゾラの班たるを望み能はずといへども遙にキツプリ
ング、ステヹンソン一輩の上に擢んず。」(tradução nossa)
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38） 「其傑作にして英佛獨伊西瑞等各國語に翻譯せられ (…)」(tradução nossa) Uchida (1899a:235).

39） ‘Brasil-Japão’ da Revista da Semana, Anno XXIV, n. 39, 22 de setembro de 1923.
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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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〈研究ノート〉
Rethinking Colonial Frontiers: 

Survivance and Residence on The Itza Maya

Yuko SHIRATORI
＊

1　Introduction

At the turn of the sixteenth century, the indigenous people of the Yucatan peninsula 

encountered European explorers and conquistadores. These indigenous people spoke 

Maya and engaged in long-distance trade from throughout Mesoamerica. Soon after the 

first contact, the Maya began to interact with Europeans in various ways. Between 1521 

and 1542, the Spaniards conquered the Aztec empire in central Mexico, the K’iche’ Maya 

in southern Guatemala, and the Maya in northern Yucatan. The Itza Maya in northern 

Guatemala, however, remained unconquered until 1697. This region was distant from 

要　　旨
本稿は、植民地辺境地帯（コロニアル・フロンティア）の定義について
再考し、16～ 17世紀ユカタン半島において、スペイン人による支配が及
ばない辺境地域、ペテン・イツァ湖周辺地域を事例に定義を検討する。ス
ペイン人による侵攻においてしばしば「受身的、悲劇の犠牲者」として解
釈される先住民族に焦点をあて、植民地辺境地帯において彼らがどのよう
に生活を維持していたのか、考古資料から再解釈するものである。これま
でのフロンティア研究、特に植民地期に関するフロンティア研究では、文
化変容の解釈において、しばしば中央・周辺という二分法を用いて、中央
から周辺へという一方向の観点から中心主義的に議論されてきた。しかし、
ペテン・イツァ湖周辺地域は辺境地帯でありながら、多様なグループが存
在し、外部と積極的に関わっていた。そのような植民地辺境地域を解釈す
る分析的枠組みとして、「サバイバンス（生存）」と「レジデンス（居住）」
という二つの概念を紹介する。サバイバンスとレジデンスの概念に基づい
て、マヤ・イツァ族がスペイン人に征服されるまで、200年近く政治的独
立を保っていた植民地辺境地帯における考古学的事例を検討し、マヤ・イ
ツァ族生存の再解釈を試みる。

キーワード
Colonial frontier, survivance, residence, Itza Maya, Guatemala

＊　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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Spanish outposts and became a zone of refuge for those fleeing Spanish control. The center 

of this region was located on an island in Lake Petén Itzá, and the buffer zone around the 

Itza capital became a “colonial frontier.”
In this paper I aim to reconsider the meaning of the colonial frontier. First, I 

summarize the attempts of frontier studies to define the colonial frontier. Then, I introduce 

two concepts: survivance and residence as analytical frameworks or interpretive models to 

explain the situation of the colonial frontier. Building on these concepts of survivance and 

residence, I then present an archaeological case study from the colonial Maya frontier of 

the Peten lakes region, where the Itza Maya maintained their political independence until 

the conquest. The Itza still actively participated in interregional trade after the Spanish 

invasion.  This paper analyzes archaeological materials from this period to re-interpret the 

ways which the Itza Maya interacted with both Europeans and other groups at this colonial 

frontier.

2　Frontier Studies

In the late nineteenth century, American historian Frederick Jackson Turner presented his 

seminal essay, The Significance of the Frontier in American History, at the World Columbian 

Exposition in Chicago. Later he published the essay in his book “The Frontier in American 

History” (Turner 1920). Turner defined frontiers as “the outer edge of the wave̶the 

meeting point between savagery and civilization” (Turner 1920:3). In this, he distinguished 

the American frontier from the European frontier. While the European frontier is “a 

fortified boundary line running through dense populations,” the American frontier “lies at 

the hither edge of free land” (Turner 1920:3). Turner explained the processes of colonial 

expansion in American history. The population growth and expansion of America resulted 

in the creation of a frontier situation, which he argued, shaped the national character. 

According to Turner, the frontier slowly moved along with in-migration of the population 

from the East towards the free and open lands of the West like tidal waves.

Turner’s thesis on the frontier as “free land” has been criticized by several scholars. 

American historian Paul Wallace Gates argued that there had never been any “free land” in 

America (Gates 1954). In fact, Turner overlooked Native American lives and lands and 

considered them the savagery of the untamed wilderness (Wendl and Rösler 1999:4). 

Following the limitations of Turner’s use of “frontier,” historians have proposed the concept 

of “borderlands” to describe zones of contact between different groups, instead of using 

the term “frontier” (Dee Das and Tendler 2017).

Sometimes frontier studies make use of comparative terms such as borders, 

boundaries, and borderlands (for example, Feuer 2016; Halperin et al. 2020; Parker 2006). 

Their meanings are often interchangeable and confusing (Feuer 2016; Halperin et al. 2020). 

According to Parker (2006:79-80), borders are linear dividing lines such as international 
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borders between political nations; boundaries, which are more simplistic, indicate the 

limits of anything, including border and frontier; borderlands are “regions around or 

between political or cultural entities where geographic, political, demographic, cultural, 

and economic circumstances or processes may interact to create borders or frontiers.” 
Among these terminologies (and the approaches they represent), the frontier and 

borderland share a common character as a geopolitical zone.

Various distinctions in the discussion of frontiers include “dynamic (open) or static 

(closed)” frontiers (Feuer 2016:19; Rice 1998; Thompson and Lamar 1981:7) and “internal 

or external” frontiers (Feuer 2016:20; Kopytoff 1987; Parker 2006:79; Wendl and Rösler 

1999:5). The first distinction, between dynamic (open) and static (closed) frontiers, focuses 

on processes of frontiers. The dynamic frontier is open land and characterized by the 

process of growth and expansion spatially and socially, while the static frontier is closed 

and characterized by the process of internal development. The static frontier describes a 

process that transforms a frontier zone to a border (Feuer 2016:19). The second 

distinction, internal or external frontiers was introduced by Igor Kopytoff (1987) to 

challenge the colonial context of “frontier” terminology. Internal frontiers are in the 

periphery or marginal zone between two or more groups. Internal frontiers result from the 

process of one group’s intrusion into the marginal zone to create a new society there. 

External frontiers, on the other hand, arise through the growth and expansion of 

metropolitan societies. External frontiers result from the process of colonial expansion of 

one polity into buffer zones. This external frontier bears some similarity to what Turner 

attempted to describe and explain as the North American frontier experience.

While the frontier has been studied by diverse disciplines including histor y, 

anthropology, archaeology, geography, political science, as Bradley Parker (2006:78) has 

pointed out, frontier studies itself is rarely understood interdisciplinarily or geographically 

due to diverse research settings and theoretical frameworks, and the consequent diverse 

approaches, contexts, and terminologies, which lead to multiple (and at times 

incompatible) definitions and types of frontiers. In general, a frontier is considered as “a 

zone of interpenetration between two previously distinct peoples” (Thompson and Lamar 

1981:7; also see Parker 2006:79). In the following section, this notion of frontiers is used to 

understand the colonial situation.

3　Colonial Frontier

Since Turner’s thesis, frontier studies have tended to argue from a “metrocentric” 
viewpoint, rather than a “pericentric” position, especially in the colonial situation. The 

metrocentric colonialist perspective considers frontiers as unoccupied lands of the 

marginal fringe or outer boundaries in the process of colonial expansion (that is an 

“external frontier”) (Lightfoot and Martinez 1995:472-473). When the land is occupied by 
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the “other,” which is often indigenous groups in the colonial expansion, the boundary and 

the other’s land becomes colonizer’s frontier. In this situation, boundaries between “the 

inside” and “the outside” define a distinction between “us” and “other.” Geographical 

boundaries influence the construction of a social identity as a set of experiences and 

practices within a shared geographical space. Practices of boundary maintenance at 

frontiers reify a conscious sense of commonality within a territorial space, segregating 

others outside the boundary. In other words, a collective identity of “us” and “others” is 

often shaped by differences of the border experience.

Since the 1970s, archaeologists have employed core-peripher y frameworks to 

illustrate frontiers in a colonial situation with perspectives that have considered issues such 

as inequality, ecological assessment, territoriality, boundary maintenance, and frontiers 

(Lightfoot and Martinez 1995). The core-periphery model is a characteristic of the world-

systems approach, which was proposed by Immanuel Wallerstein (1974), and which 

conceived of frontiers as “territorial markers that delineate[s] colonial territories from the 

outlying hinterlands of indigenous peoples” (Lightfoot and Martinez 1995:472). The world-

system approach was originally developed to explain modern capitalism, and was based on 

the notion of an intersocietal division of labor in the production of basic goods, the 

concepts of core-periphery hierarchy, and dependency theories (Wallerstein 1974). The 

structure of core-periphery is a power hierarchy, treating core polities as dominant and 

peripheral ones as passive.  As Turner’s definition of fronter dismissed the Native 

American presence, the colonialist perspective including the core-periphery framework of 

the world-systems approach considers passive peripheral societies as inferior and less 

developed.

Some archaeologists have employed a core-periphery framework to illustrate the 

process of culture change at conquest (for example, Abu-Lughod 1989; Blanton and 

Feinman 1984; Chase-Dunn and Hall 1991). Social, cultural, and economic transmission 

moves from the dominant core to the passive periphery. Dominant societies search for 

more space and resources from the periphery to extract surplus resources for their own 

societies as they grow and expand their populations. The peripheral, usually indigenous, 

societies in the frontier eventually “assimilate” into the dominant culture. This colonialist 

and metrocentric viewpoint are concerned with explaining one-way movement from core to 

periphery.  It is a very simplistic and top-down model of culture change and economic 

inequality.

The core-periphery dichotomy considers that populations of both dominant (colonists) 

and peripheral (indigenous) groups are homogenous. In response to this colonialist 

perspective, Edward Schortman and Patricia Urban (1992, 1994) argued that the core-

periphery model ignored the possibility of peripheral society’s multiplicity and active 

participation in the interaction across the core and periphery. Their study of the peripheral 

region in southeastern Mesoamerica showed that peripheral societies had a strong link 
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with dominant societies, and that this link functioned to legitimize their own power. 

Schortman and Urban (1994) found little evidence that what was assumed to have been a 

periphery was exploited by dominant polities in Naco Valley, Honduras. In contrast, 

dominant polities had no control over the production of items. Schortman and Urban 

suggested a multidimensionality of core-periphery distinctions such as economic and 

political dimensions.

Peripheral societies are not all homogenous and subordinate; rather, they are very 

diverse and active. The emphasis on the dichotomy of core (dominant) and periphery 

(subordinate) failed to notice the peripheral society’s cross-cut interactions and factional 

competitions and alliances with dominants in colonial frontier situations. This problem was 

also pointed out by Kent Lightfoot and Antoinette Martinez (1995). They argued that in 

archaeological research into frontiers and boundaries, a traditional colonialist perspective 

should expect to find sharp boundaries between a homogenous core (dominant) and a 

periphery (indigenous) in archaeological materials. What they suggested was a definition 

of a colonial frontier as a multi-ethnic zone of interaction for social, political, and economic 

reasons. Different factions or communities among these peoples interact with each other 

in this frontier zone. Frontiers are colonially and militarily insecure regions, and that both 

official and unofficial traders prefer to pass through those regions. Consequently, frontiers 

become economically important regions that may involve marketplaces. Competition 

among factions may prompt the search for alliances with other groups.

Taking account to Lightfoot and Martinez’s model of colonial frontiers, I find their 

model a good fit to explain the frontier situation in the Peten lakes region, Guatemala, 

where multiple factional groups socially, politically, and economically interacted inside and 

outside the region. To be clear, this paper regards frontiers as zones of cultural and 

economic interface in which multiple ethnic and factional groups interacted and maintained 

relationships and lifestyles. The Peten lakes region as well as the surrounding Itza 

territory probably served as a colonial frontier for both colonial towns in Yucatan and other 

neighboring groups during the sixteenth to eighteenth centuries.

4　Survivance and Residence

Given this definition of frontiers, this section discusses how to interpret the colonial 

frontier experience of indigenous people. This paper adapts the concepts of survivance and 

residence, which have been developed by Stephen Silliman (2014). These models interpret 

the complex indigenous-lived colonialism with the theoretical perspectives of survivance 

and residence.
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4.1　Survivance

“Survivance” was introduced by Gerald Vizenor (1994, 1998, 2008b) in his Native 

American studies. According to Vizenor, “survivance is more than survival, more than 

endurance or mere response” (Vizenor 1994:15). Likewise, “survivance is an active sense 

of presence, the continuance of native stories, not a mere reaction, or a survival name. 

Native survivance stories are renunciations of dominance, tragedy, and victimry” (Vizenor 

1998:vii). Vizenor’s definition of survivance was influenced by the French philosopher 

Jacque Derrida’s use of survivance that is not life or death, die or dying, nor lifedeath 

(Derrida 2009). Vizenor refers to Derrida’s theory of presence and absence, linking Native 

American’s presence and absence in the colonial situation (Breinig 2008). In general, the 

colonial discourse tends to place indigenous people as victims, passive and oppressed 

people in tragic colonialism. Additionally, indigenous survivalism is often considered as the 

attitude of struggle or endurance. In contrast, survivance emphasizes indigenous creative 

and aggressive activity towards survival, rather than activity defined by resistance against 

the colonists (Silliman 2014).

Vizenor’s survivance have been applied to studies in historical and contemporary 

Native American studies (Montgomery and Colwell 2019; Vizenor 2008a). In the discipline 

of anthropology and archaeology, Silliman further developed the analytical concept of 

survivance to apply to materiality in order to interpret the indigenous people in the past 

(Silliman 2014). Many archaeological studies of the colonial period in the Americas usually 

deal with the dichotomy of culture change-continuity of indigenous people. According to 

Silliman (2014:60), the concept of survivance involves “the ability…to change in order to 

stay the same.” The border between change and continuity in material culture is not clear-

cut. In fact, there is a possibility that the indigenous did not have the intention either to 

change or to stay the same but sought a way to persist (Silliman 2014:60). Likewise, Alan 

Velie (2008:147) notes that “[s]urvivance connotes survival and with an attitude, implying 

activity rather than passivity, using aggressive means not only to stay alive but to flourish” 
(emphasis in original). These connotations of survivance illustrate that survivance is more 

than an analytical perspective of persistence. Thus, the concept of survivance leaves room 

for the indigenous people to consider the consequences of colonialism within the 

framework of their own narrative stories. However, archaeologists tend to interpret the 

processes of colonization by examining material remains in patterns of change-continuity 

dichotomy. If a material record shows a mix of both colonial and indigenous cultures, then 

archaeologists interpret it as a sign of hybridity during the process of culture change or 

colonization. However, indigenous people may have intended to move for ward by 

producing hybrid material culture to survive. Archaeologists must be aware of the 

indigenous peoples’ voice in material remains and not to overlook their “intentions.” The 

concept of survivance offers alternative scenario of indigenous experience during the 

colonization, rather than the dichotomy of culture change-continuity.
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4.2　Residence

The concept of residence was also introduced by Silliman in 2001 to develop the 

dominance-resistance dichotomy for the archaeological interpretations of indigenous-lived 

colonialism. Like the concept of survivance, residence focuses on the daily practices of 

surviving, rather than changing behaviors out of a sense of domination. As we have seen in 

the concept of survivance, traditional colonial studies generally consider the colonized 

indigenous people as oppressed, resisting, and passive recipients. These images involve 

the various acts of resistance against the colonial dominance. The concept of resistance 

emphasizes agency, authority, and power. Resistance is an active and intentional 

performance of power-related acts and practices. In archaeology, resistance can be 

observed in the form of hybridity in material culture as a sign of resistance (or survivance) 

to the domination. However, there is a possible interpretation in between or outside the 

dichotomy of dominance-resistance; that is residence.

Many indigenous people experienced conquests and colonialism, which affected their 

everyday lives. In the peripheral colonial frontier, people may not have had the same 

experience as people in the colonial towns. In fact, they likely maintained their daily lives 

with their traditional materials. Is this resistance? Probably not. They practiced their 

traditional lives to live through in the colonial situation. Silliman (2014:62) describes these 

practices as “residing,” explaining that “they were also about surviving, and not simply 

about changing or staying the same.” For instance, when archaeological excavations 

conducting in domestic contexts of commoners’ residential groups found pre-colonial 

ceramics and stone tools, there should be two possible interpretations for the situation: 1) 

the commoners of the residential structure were resisting to the colonialism, intentionally 

using the pre-colonial materials; 2) the commoners were residing, rather than resisting, 

unintentionally using the pre-colonial materials. Archaeologists cannot distinguish these 

two possibilities by looking at material remains due to the slippery slope of identifying 

intentions in the past in archaeology. Nevertheless, we should recognize these possibilities 

of indigenous responses and outcomes to colonialism. To Silliman, the concept of residence 

is not in opposition to resistance: “[r]ather, residence interferes in the pre-existing 

dichotomy of domination and resistance by offering a different node in the conceptual 

network (Silliman 2014:64). Archaeologists need to consider what material records 

represent. Interpretations of residence, or resistance or dominance should include 

indigenous voices. This returns us to the concept of survivance. Both survivance and 

residence provide alternative interpretations of archaeological materials from the colonial 

frontiers.

5　Case Study: The Colonial Frontier of the Itza Maya

My intention is to reconsider the colonial frontier with the aid of the concepts of survivance 
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and residence and derives from my ongoing research of the Itza Maya of the Peten lakes 

region, Guatemala (Figure 1). To demonstrate these concepts in archaeology, a case study 

of the Itza Maya in the Peten lakes region will be discussed.

When Hernán Cortés arrived at Yucatan in 1519, many of the Maya-speaking peoples 

of the Yucatan peninsula were living in dispersed villages and hamlets. Unlike preceding 

periods with monumental structures found in centralized cities, the sixteenth century 

Maya resided in low-cost buildings for short periods of time, and they frequently moved 

and changed residences. The Spanish invasion of the Yucatan Peninsula, followed by the 

founding of the city of Merida in 1542, pushed Maya further into the deep forest to avoid 

Spanish control and destroyed most, if not all, trade networks across the peninsula. 

Refugees sought a stable life in an unconquered region, which brought them to the 

territory of the Itza Maya around Lake Petén Itzá. Eventually this region became a frontier 

where multiple Maya groups interacted with non-Maya people including the Spaniards. 

Various lineage groups and families migrated into the Itza territory for a prolonged period. 

Prudence Rice and Don Rice (2005:167) noted that the Peten lakes region become a “tidal 

Figure 1   Map of the Peten lakes region, showing the possible locations of Itza’s factional 

groups during the late seventeenth century.
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frontier,” which is characterized by several episodes of in-migration waves.

The Peten was far inland from Spanish outposts, while at the time, there were several 

lineage/ethnic groups living in the region, comprising a polity similar to a kingdom. The 

most powerful group in this kingdom were the Itza, whose ancestry were related to Chich’
en Itza in the northern Yucatan. In their historical documents, the Spaniards considered 

the Itza to be a unitary group centered in the Peten lakes region. However, the Itza were 

far more complex than they appeared. There were at least four lineage groups around Lake 

Petén Itzá at the conquest. A second group were the Kowoj, who claimed ancestry from 

Mayapan in northern Yucatan and emigrated to Peten at the arrival of the Spaniards. The 

Itza and Kowoj were enemies at the conquest in 1697. There were more groups living in 

the surrounding region: the Kejach to the north and northwest, the Mopan to the south 

and southeast, and the Lakandon to the west and southwest (Figure 2). The capital of both 

the Itza and the kingdom was Tayza, located at the present-day Flores Island in Lake Petén 

Itzá. This location was so important that most interregional trade routes were connected to 

the capital at the time of the Spanish invasion.

The official traders were mainly the Chontal Maya of Akalan, who resided west of the 

Kejach territory in Campeche, Mexico. The Akalan traded various items including elite 

agricultural goods such as cacao, cotton cloth, salt, dyestuff, pine resins for incense, and so 

on (Cortés 1886:422). In 1525 when Cortés and his army marched from Akalan to 

Honduras through the Peten lakes region, he met Akalan merchants heading to Tayza, and 

then on to the trading port of Nito in the Gulf of Honduras. Both the cacao and salt 

producing regions were outside of Itza territory: cacao in the south of Mopan, and salt in 

the Akalan and the Lakandon. The Itza had their own exchange system to acquire those 

agricultural products traded by the Akalan, since both cacao and salt were not available in 

their territory. They had several trading routes over land, river, as well as routes over both 

land and water. The Spanish conquest of the Akalan region in the 1530s put an end to these 

Akalan trade networks. The Itza were devastated and started more ferocious raiding of 

neighboring groups to control exchange systems. For example, the Itza pushed the 

Lakandon out of the salt production region to the west.

Spanish intrusion into the indigenous trade network required reorganizing the 

exchange systems among the Itza and their neighbors. In fact, Peten became a colonial 

frontier where various groups participated in smuggling and illicit trade. This illicit trade 

included lower-class Spaniards who sought to gain more money for a better living, the 

Spanish authorities, and indigenous caciques. Thus, the Itza were never isolated from the 

colonial regime, while they were left unconquered for nearly 200 years. Rather, they could 

maintain their pre-Spanish lifestyles while having access to traditional products as well as 

European items. Yet political and economic competitions among the indigenous groups 

increased conflict and warfare, pushing the search for alliances with other groups 

including the semi-conquered Tipu in Belize. Historical documents indicate that the 
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political and diplomatic situation in the Peten lakes region was fluid during the sixteenth to 

eighteenth centuries (Jones 1998). Being a political frontier against Spanish colonization, 

Figure 2   The approximate area of Itza’s territory during the sixteenth and seventeenth 

centuries, showing the approximate locations of other groups outside the territory.
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this region acted as a dominant core against neighboring groups. Since the Itza were 

known for their ferocious and violent character according to various historical documents, 

the Itza may have thrived in this region by armed intervention against their neighbors. 

This frontier situation likely prompted the Itza’s relatives and others to immigrate into the 

region.

6　  Material Remains of the Itza Maya: Survivance and Residence in the 

Colonial Frontier

In this section we look at the archaeological materials of the Itza in the Peten lakes 

region to illustrate the concepts of survivance and residence. Archaeologists have been 

investigating the Peten lakes region since the 1970s, revealing the political geography of 

the Postclassic (1100-1525 CE) and Contact periods (1525-1697 CE) (Rice and Rice 2009, 

2018; Pugh et al. 2012, 2016). This research has successfully correlated archaeological 

materials with various Spanish documents written in the sixteenth to eighteenth centuries 

at the conquest. Research conducted in the regions of the Itza, Kowoj, and Chak’an Itza, 

the third faction of the Itza, around Lake Petén Itzá demonstrated patterns of material 

culture for each faction of the Itza (Shiratori 2019).

Since organic materials such as cacao and salt did not remain, we must rely on 

archaeologically identified inorganic materials such as obsidian and ceramics. Obsidian is 

found in long-distance trade goods coming from the Guatemalan highlands. The three 

major sources of obsidian were El Chayal, Ixtepeque, and San Martin Jirotepeque. The 

collected obsidian assemblages show that each group had a different obsidian source 

prevalence in the sixteenth century. The Itza had more Ixtepeque obsidian, the Kowoj had 

more El Chayal and San Martin Jirotepeque, and the Chak’an Itza had more San Martin 

Jirotepeque. Within the Itza region, we see some differences by the site and area. On the 

other hand, the Chak’an Itza display the same results throughout the site. The differences 

in obsidian source predominance suggest different trade routes for procurement and 

competition, even within the Itza region by district or community. Obsidian was used for 

the arrowhead of bow-and-arrow weapon. People were striving to acquire obsidian for the 

survivance after the disruption of trade network by the Spanish invasion. 

When we look at the ceramics in this region, there were generally not many imported 

items during this time. It appears that at the time there was an increase in the local 

production of ceramics. There is also a dif ference among the three factions in the 

composition of their ceramic pastes. The characteristic of Kowoj ceramics is the use of a 

fine, marly cream-colored paste, called Clemencia Cream Paste ware. The clay is locally 

available and abundant only in the Kowoj region, which is in the eastern side of Lake Petén 

Itzá. In both the Itza and Chak’an Itza regions, located at the southern and western sides of 

the lake, Clemencia Cream Paste ware is rarely found. The coarse reddish-brown 
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carbonate paste, called Vitzil Orange-Red Paste ware is frequently seen and the clay is 

locally available in the Chak’an Itza. Similarly, Vitzil Orange-Red Paste ware is seldom 

found in the Kowoj region. This suggests that both local paste ceramics were rarely 

exchanged between the east and west of the lake. Losing access to imported ceramics 

such as fine-orange paste wares may have resulted in a lower importance and value for 

those imported ceramics. Within the Peten lakes region, the conflict between the Itza and 

Kowoj escalated towards the Spanish conquest. This may have affected to the interregional 

exchange of ceramics and other materials. Ceramics likely became a hallmark of social 

identity in this region. The inhabitants of this region shifted their products to local 

manufacturing.

Colonial documents indicate that the presence of the Spaniards was scarce in this 

region after the conquest. Nevertheless, it is surprising to see less of a presence of 

European goods during the sixteenth to eighteenth centuries in this region, even in the 

context of colonial occupation at Tayza. Outside of post-conquest mission sites, we see 

(relatively) more European artifacts in the special deposit at Zacpeten a Kowoj site, than at 

both the Itza and the Chak’an Itza sites. Although the Kowoj had an anti-Spanish stance, 

they may have obtained them as prestige objects through illicit trade or from their allies 

Figure 3   Archaeological site of Tayasal, showing the locations of Missions San Bernabé and 

San Miguél. The plan map is modified from Chase (1983).
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the Tipu. At the Itza’s suburban site of Tayasal, the excavation revealed an elite residence 

group from the sixteenth to eighteenth century. This group contained almost no European 

objects, despite the proximity of distance to two mission settlement (the San Bernabé and 

San Miguél missions) (Figure 3). The relatively few European items in the contact and 

colonial contexts at Tayasal suggest an act of residence, with the inhabitants maintaining 

their traditional lifestyle after the Spanish contact. One could assume that both the Itza at 

Tayasal and the Chak’an Itza at Nixtun-Ch’ich’ had less interest in European items 

compared to the Kowoj at Zacpeten.

The isotopic analysis of the mission church population gives us another example of 

Itza’s survivance and residence. The burials underneath the mission San Bernabé had 47 

individuals, which were buried in the extended position (except two) with the head to the 

west (Figure 4) (Freiwald et al. 2020). Local Itza burials of the Postclassic period were in 

the seated position with the head to the east (Shiratori 2019:467-468), this is in contrast to 

the individuals at the mission San Bernabé who were buried in the position of the 

medieval-period Christian style in Europe (Pugh et al. 2016). The isotopic analysis of 25 

individuals from the mission burial, however, demonstrated that most of the buried 

individuals were local. There were three non-local people; one of them is originally from 

the vicinity of Maya mountains in Belize, and other two were from somewhere around 

Lake Petén Itzá (Freiwald et al. 2020). Possible interpretations of why local people were 

buried in the European style in the early eighteenth century include 1) they were forced to 

be buried in the Christian style (survivance); or 2) they voluntarily adopted the Christian 

burial style (residence). I suggest the second, because there were contemporaneous 

neighboring communities that maintained pre-conquest burial patterns. They could have 

moved to other area in the vicinity unless they were circumscribed or had serious reasons 

to stay in the mission. The Itza maya remained unconquered until the late seventeenth 

century. The Peten lakes region was a “tidal frontier” located far from Spanish outposts. At 

Figure 4   Burials of Mission San Bernabé, Tayasal, Guatemala. Modified from Pugh et al. 

(2016:54, Figure 5).
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the frontier, various groups interacted and practiced economic exchange and competition. 

One could interpret the patterns in Itza’s material records as evidence for cultural 

continuity and change, indicating struggle and agency. Alternatively, however, I would 

offer the interpretation of survivance and residence. Different obsidian sources and trading 

routes among the factions of the Itza Maya may indicate the act of survivance, seeking out 

the way to maintain their daily lives. Increasing local production of ceramic vessels would 

be the practice of residence, shifting ceramic resources to local due to the increased 

conflict and competition within the region. Limited presence of European goods may 

indicate restricted access to them, and thus local people had to use traditional items. Local 

people living around the mission San Bernabé may have adopted and followed the 

Christian burial style to reside in the mission.

The Spanish conquest of Central America was not a singular event that occurred in 

the early sixteenth century but instead a process that played out across nearly 200 years, 

culminating in the 1697 defeat of the Itza Maya of the Peten Lakes Region in what is today 

northern Guatemala. The outer edges of this region served as a frontier for nearly 200 

years, marking the boundary between colonized and uncolonized towns and serving as a 

place of interaction. The Itza Maya were active participants in this frontier, persisting in 

their lives and thriving in unconquered communities. They did not envision themselves as 

living in a frontier zone, but rather in their own homeland amid a shifting set of 

circumstances. The Spanish invasion rapidly destroyed the preexisting sixteenth century 

Akalan trade network. The Itza’s reaction was to establish new political alliances and 

interregional exchange networks in the colonial frontier. The establishment and 

management of these political and economic reactions were the Maya’s survivance and 

residence. We have seen that there was an overall decline in economic access and inter-

community interaction during the sixteenth to eighteenth centuries. On the other hand, 

there is an increase in conflict and violence between these communities. As a result, the 

last frontier of Spanish colonization lost their power to survive as a stronghold and finally 

conquered. Some rulers and elites were removed from the capital, the others relocated and 

founded new towns. But most inhabitants continued to live their lives with their lifestyles. 

They were residing to move forward under the circumstances, rather than resisting the 

colonialism.

7　Conclusion

When one considers frontiers in colonial situations, the colonial perspective of core-

peripher y which involves the dichotomy of dominance and resistance is usually 

underplayed. This perspective tended to see interactions between the Spaniards and Maya 

groups as limited along the frontier. These simple dichotomies considered the colonial 

frontier in the Yucatan Peninsula as a border region separating the unconquered/infidel 
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Maya groups from the conquered/congregated pueblos. Yet this conception of border 

regions was unclear and concealed the complex interactions and relationships among the 

various Maya groups. In this paper, I reconsidered the colonial frontier of Peten lakes 

region as the last stronghold to the Spanish colonialism. The traditional core-periphery 

model cannot explain the frontier situation of the Itza Maya during the sixteenth to 

eighteenth century, because the Peten lakes region was not periphery and homogenous. 

In contrast, this region was filled with various factional groups that interacted inside and 

outside the region and maintained relationships and lifestyles throughout the contact and 

conquest period.

Political and economic alliances in the frontier were so fragile that archaeological 

materials may not demonstrate their relationships clearly. Depending on the material 

evidence including contexts and various decision factors, archaeologists need to shift their 

interpretation about material remains. The concepts of survivance and residence have 

contributed to the understanding of the Itza Maya who were not simply contesting against 

the Spanish, nor struggling to survive through the sixteenth to eighteenth century. 

Archaeologists should be in mind that we simplistically and fundamentally interpret 

indigenous response to colonial situation using the terminology of change, continuity, or 

change, and adoption and resistance. Although it still has the interpretive difficulty of using 

material culture, we must revisit to reconsider previous interpretations of archaeological 

material culture. We need to look closer at archaeological materials to understand the 

complicated interregional relationships and cross-cutting social networks such as lineages, 

factions, trade ties, and so on. The material evidence shows that the Itza and their 

neighbors did not change their lifestyles after the Spanish invasion, except for the mission 

community after the conquest. The concepts of survivance and residence help interpret 

the Itza Maya’s practice and materiality in the contact situation. They give us an alternative 

interpretation of frontier dynamics, other than traditional dichotomies of change-continuity, 

dominance-resistance, and colonizer-colonized.
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〈研究ノート〉
明治・大正期における草創期のラテンアメリカ文献
― 横山源之助、永田稠、藤田敏郎のラテンアメリカ移民論 ―

辻　　　豊　治＊

はじめに

本研究は戦前日本におけるラテンアメリカ研究について、文献の所在を調査し、その内容を紹
介することにより、戦前のラテンアメリカ像がどのようなものであったかを明らかにすることを
めざしている。前稿では戦前におけるラテンアメリカ研究の中心となった野田良治、田中耕太郎、
天野芳太郎の 3人のラテンアメリカ全文献を紹介した 1）。それぞれ外交官、法学者、実業家である。

キーワード
戦前日本、ラテンアメリカ研究、横山源之助、永田稠、藤田敏郎

Resumen

Este estudio investiga la localización y presenta los contenidos de publicaciones en Japón 

de estudios latinoamericanos de antes de la guerra mundial. En el presente artículo se 

presentan las obras de tres autores: Gennosuke Yokoyama, Shigeshi Nagata y Toshiro 

Fujita, realizadas en los inicios de los estudios sobre Latinoamérica, en los períodos Meiji 

y Taisho, y que contribuyeron al posterior desarrollo de los estudios latinoamericanos. 

Gennosuke Yokoyama, fue un periodista conocido como pensador social. Abordó la 

problemática de la pobreza y el desempleo en Japón con la investigación de las realidades 

de las clases pobres en la ciudad y el campo, y participó en la constitución del primer 

sindicato de Japón. No obstante, se distanció del movimiento sindical debido a la represión 

del gobierno y a los conflictos internos, y buscó la solución a las dificultades en los 

emigrantes a Sudamérica. Shigeshi Nagata, como presidente de Nippon Rikkokai, una 

entidad protestante para jóvenes, promovió y contribuyó al desarrollo de proyectos para la 

emigración japonesa a Sudamérica, por ejemplo, con la fundación de la colonia “Aliança” 
en Brasil. Toshiro Fujita, como diplomático participó en la fundación de la Colonia 

Enomoto en México, y también se dedicó a mejorar las circunstancias adversas en las 

que se encontraban los emigrantes japoneses en las tierras de labranza de Brasil. Los 

tres eran defensores de la “creación de pueblos” en las colonias japonesas, basados en la 

cooperación organizada, como son cooperativas y asociaciones industriales, la austeridad y 

la cooperación espiritual a través del apoyo mutuo.

＊　京都外国語大学名誉教授
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本稿では明治・大正期のラテンアメリカ研究の草創期において野田良治とともにその後のラテン
アメリカ研究と移民研究を基礎づける 3人の先駆者、ジャーナリストで社会運動家の横山源之助、
移民事業家の永田稠、外交官の藤田敏郎の著作を取り上げる 2）。このように戦前におけるラテン
アメリカ研究の発展の中核はさまざまの職種の人々に担われていた。横山源之助は日本の貧困・
失業問題の解決を南米移民に求め、永田稠は自ら主宰する日本力行會と信濃海外協會に依拠して
移植民事業を推進し、藤田敏郎は榎本殖民政策を受け継ぎ、外交官の立場から海外移植民政策を
現地で実践した。3人の文献を紹介することにより、それぞれの移民論の背景となる思想とラテ
ンアメリカにおける実践を明らかにしたい。

1　横山源之助の著作

1.1　横山源之助における「日本の貧困」
横山源之助［1871（富山県魚津町）- 1915］は富山中學中退、英吉利法律學校（現中央大学）在
籍後、「横濱毎日新聞」の記者となる。社会思想家、社会運動家として知られている。横山は貧民
層についてのフィールドワークに従事し、問題の処方箋としての社会改革の途を社会主義思想に
求め、1897年には日本最初の労働組合である労働組合期成會の設立に高野房太郎 3）、片山潜 4）

 な
どとともに参加した 5）。その後も都市における貧民層や職工、労働者、農村における小作人を「下
層社会」と呼んでその実態調査を進め、数多くの調査報告を公にし、代表作として 1899年に『日
本之下層社會』6）

 を出版した。しかし労働運動は弾圧と内紛によって停滞し、横山はエリート知
識人への反発から片山潜などの主流派と袂を分かった。1918年地元富山で起こった米騒動で表面
化した農村の貧困と都市への波及に対して運動が機能しないことへの失望感から、貧困からの解
放を海外への移植民に活路を求めるに至った。横山の著作のなかで、社会運動の思想や実践が移
民論においてどのように生かされているかに留意しながら、3冊のラテンアメリカ関連文献を紹
介していく。

1.2　横山源之助『海外活動之日本人』（1906年 明治 39年）
本書は日露戦争以降、海外で活動し、実績を挙げている人物を取材したものである。本稿では
南米とメキシコに限定する。冒頭、1902年に日本を出発して「世界徒歩旅行」の途に就いた中村
直吉 7） を紹介している。南米は今や世界の焦点であり、これでパナマ運河が開通すれば、欧米諸
国はこの地域を殖民地［入殖地］として狙うだろう。この南米にはペルーを除き日本人移民は 1

人も入っていない。1896年頃豪州移民事業に従事していた佐久間貞一 8） は、当時南米を視察して
ブラジル殖民を提唱していた田中貞吉 9） に賛同してブラジル移民に着手したが、ブラジルの経済
恐慌により挫折した。田中は南米に再航し、ペルーにおいて移民契約を結び、1899年の森岡商會
による第 1回ペルー移民を実現させた。田中は秘露開發會社を設立し、移民事業、金融業、貿易
業に乗り出すが急逝した。河村八十武 10） は在米期間が長く、1898年帰途にあった田中に桑港で
出会った。その後 1903年、第 2回ペルー移民のとき田中の右腕としてペルーに渡り、移民たちが
同盟罷業を起こしたときは鎮撫に当った。またリマで日本商品の雑貨店を開いた。河村は「南米
太郎」田中の衣鉢を継ぐ「南米次郎」として最近ではインカ護謨會社との間で労務契約を結んだ。
メキシコへの発展を考えるとき、榎本武揚 11） を忘れるわけにはいかない。榎本は外相として殖



明治・大正期における草創期のラテンアメリカ文献

─ 115 ─

民政策を進め、メキシコ政府と契約して殖民事業を実行した 12）。この事業は結局、失敗した。
1891年に吉川泰次郎 13） と佐久間が移民業の草分けとなる日本吉佐移民を設立し、小林直太郎 14） 

もこれに参加した。吉川の死後、佐久間はブラジル移民を計画して東洋移民を興した。小林はそ
の社員となりブラジル行きが予定されたが、その出航直前、急遽移民中止が決まった。失意にあっ
た小林に榎本がメキシコ殖民の後始末を要請した。小林はメキシコ政界に働きかけ殖民地の維持
を図り、エスクイントゥラ地方に 15家族の小林殖民地を築いた。また榎本殖民の生き残りである
照井亮次郎 15） は 1902年にエスクイントゥラに戻り、殖民事業を再開した。その第一歩が日墨殖
民信用組合の設立である。組合員は財産を持たず、土地・財産は組合の共同所有とされた。「此の
組合は當時我國一部の書生間に持て囃されてゐる社會主義的組合に依つて成立され・・或意味に
於ける共產主義を行つたのである」（138-139頁）。今日では組合員 11名、240町歩余りの規模こ
そ小さいが現地に新日本を建設しょうとする率先者である。エスクイントゥラでは、以上の小林
殖民地、日墨殖民信用組合の他に藤野農場と小橋岸本商會が活動している。

1.3　横山源之助『南米渡航案内』（1908年 明治 41年）
米国が日本人労働者の自由渡航を禁止したことにより、渡航希望者の目は南米に向けられるこ
とになったが、この地域に関する著書は少なく、そこで本書の刊行を思い立った 16）。日本人移民
に適する国としてペルー、チリ、アルゼンチン、ブラジルを挙げている。ブラジルは広大な面積、
ペルーは最初の通商条約の締結、チリは新進の気象に富み、アルゼンチンは商工国として有利な
事業が可能との理由による。これらの国々について地勢、気候、産業などの一般情報、生活費や
労賃など生活する上での情報、在留日本人の状況、各国の移民政策、日本商品の普及状況、貿易
上の注意などが記述されている。契約移民に限らず、商工業に従事することも考えての渡航案内
となっている。
在秘邦人は約 3500名であり、ほとんど海岸の甘蔗および綿花耕地で働いているが、明治植民が
森林地方の護謨林に［100名規模の］契約移民を送った。ペルーにおける有望な事業として野菜
耕作、牛豚牧養、食料品販売、理髪業などの分野を挙げている。今のところチリへの移民の途は
開かれていないし、自由渡航も認められていない。在亜邦人は 18名ほどが首都に集まっている。
アルゼンチン農業は機械が主であるため、農業移民の余地はない。また東洋人移民への扱いはあ
まり期待できない。
本書の出版時点で第 1回ブラジル移民が実行されており、「神戸埠頭を發せし我移民八百名は、

カマラダ［日雇い］にあらずしてコロノ［普通耕夫］なりしとは余が我移民の爲に深く喜ぶ者なり」
（139頁）と記している。皇國殖民の水野龍 17） はサンパウロ州だけでなく、リオデジャネイロ州
との間に植民地設定計画を進めている。ブラジルにおける今後の發展地としては両州以外には先
ずパラナ州が挙げられ、ミナスジェライス州、次いでバイーア州、エスピリトサント州であろう。
リオグランデドスル州とサンタカタリナ州は最好適地であるが、すでにドイツの勢力範囲となっ
ている（169頁）。

1.4　横山源之助『南米ブラジル案内』18）（1913年 大正 2年）
1912年著者は第 3回ブラジル移民に同航 19）

 して渡伯し、ブラジルの植民事情を調査した 20）。3

月 3日に神戸港を出航し、12月 5日神戸港に帰着した。ブラジルには 145日間滞在した。本書は
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その成果であり、前作の『南米渡航案内』の「ブラジル篇」をさらに詳述したもので、「序言」は
大隈重信が書いている 21）。
明治末期には食料価格の高騰、賃金の低迷、税負担増により、民衆の困窮化は深刻さを増して
いた。この「生活難を海外に補わんとするのは盖し自然の趨勢である」（10頁）。当時、もっとも
有望なのがブラジルであった。産業が発展し賃金が高いこと、移民を積極的に受け入れているこ
と、気候条件が良好で、日本より健康地であること、人種的偏見がないこと、さらに土地所有の
容易さ、移植民への配慮が挙げられる（1, 12頁）。本書はブラジルの一般事情とともに、農業と
くに珈琲耕地での労働条件や生活実態など日本人移民が今後生活していく上で不可欠の情報を与
えている。
移民はサンパウロ州の各珈琲耕地に入っていくが、耕地には村落はなく、私人の領地が広がっ
ている。最近では毎年数千名の日本人が渡航し、在伯邦人は 1万人を超えている。今後、数万数
十万人と増やしていく必要がある。こうして南欧移民と日本人移民が同居することになるが、前
者は貯金に、後者は送金に熱心である。「送金に熱心なのは、故郷の父母弟妹を忘れない爲めで、
貯金に熱心なるのは、異日獨立の地を作らんが爲めであろう」（99頁）。
ブラジルでは移民誘致とともに植民地の造営にも力を入れている。植民地には政府・州政府設
定のものの他、会社経営、個人経営のものがある。日本人植民地についてはサンパウロ州政府か
ら払い下げを受けた五万町歩のイグアペ植民地［桂、セッチ・バラス、ジュキア、レジストロか
ら成る］が伯剌西爾拓殖によって経営され、来年には 300家族を受け入れる予定である。米作を
主とし、黒豆、玉蜀黍を副作物とする。また直営農場をもつ。この会社の創立者には澁澤榮一、
後援者には桂太郎、取締役には靑柳郁太郎 22）

 が名を連ねている。こうして「我が日本人がブラジ
ルの南部に、日本の新天地を形成する」（178頁）ことになった。政府経営のものではサンパウロ
州ソロカバナ沿線のモンソン植民地が設定されており、30数家族の日本人が入植している。日本
人の間では頼母子講が機能しているが、横山はこの風習に代えて近代的な生産組合、消費組合あ
るいは購買組合を興すことを提案している。これこそドイツ移民発展の基となっているとも指摘
し、社会改良主義者としての片鱗を窺わせる。
本書は綿密な取材に基づいたブラジル移民研究の先駆である。「社会・労働問題の解決という畢

生の願いを一途にブラジル殖民にかけ、そこに最後の労働運動の幻影をおいもとめたのだ」（立花 

1979:246）。

2　永田稠の著作

永田稠［ながた しげし、1881（長野県諏訪郡豊平村）－ 1973］、東京専門學校（現早稲田大学）
中退。1914年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となる。戦前
『南米一巡』、『兩米再巡』、『兩米三巡』を著している。いずれも紀行記であるとともに、移住案内
であり、移民関係人物論でもあるが、永田の移民事業への思いが込められている。戦後『両米四巡』
（1952年）が出版されている。

2.1　永田稠『南米一巡』（1921年 大正 10年）
永田稠は 1920年最初の南北アメリカ視察のため、3月 5日横浜港を出帆した。北米滞在の後、
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6月 1日にリオ港に着いた。
ブラジルではリオ市に 4日間、サンパウロ市に 5日間滞在し、両市において山縣勇三郎 23）、堀
口大學 24）、隈部三郎 25）、黒石淸作 26）、三浦鑿 27）、野田良治 28） など日本人社会の代表的な人物と次々
に会見している。その後、リベイラン・プレートを訪れ、日本人が監督をする珈琲園を視察し、
さらにサンパウロ州北境のミナスジェライス州グランデ河畔に入植している 600家族の日本人米
作者を訪ねた。彼らは日伯産業組合を組織し、共同購買、共同精米などを実践している。こうし
た統一組織の気運はサンパウロ州にも及んできている。さらにノロエステ線ビリグイの日本人植
民地に向かった。このビリグイ植民地はサンパウロ土地木材植民會社が所有する 14万町歩の珈琲
農園で甘蔗・米作も兼作している。今年［1920年］には日本人 400家族、イタリア人 600家族、
スペイン人 350家族、その他 200家族、合計 1550家族が入植している。日本人移住地では 1918

年には小學校や青年會を設けている。ビリグイ市街地から 16キロの所に 21家族の山根植民地が
あり、その奥に福岡県出身のカトリック教徒 27家族が入植している。その後マットグロッソドス
ル州に入り、アキダウアナから南行して、鈴木貞次郎 29） や上塚周平 30） などが共同経営するエトロ・
レグル植民地に着いた。さらにサンパウロ州プロミッソンの上塚植民地にも足を伸ばした。

7月 3日サントスからジュキアまで鉄道に乗り、そこで蒸気船に乗り換え、5日レジストロに到
着した。ここはサンパウロ州政府から無償で払い下げを受けて日本人植民地が設定された所であ
る。入植者は長野出身の 132戸、沖縄の 6, 70戸、珈琲耕地からの再移住 70戸、その他日本から
の直接入植者から成っている。レジストロでは旧知の輪湖俊午郎 31） に会っている。「同鄕の同志、
海外發展の理想家［永田］と其實行者［輪湖］とが一室に會して話すのは如何にも愉快なことで
ある」（158頁）。ブラジルには 300家族 1千余人の長野県人がおり、信濃村を形成している。

60日間のブラジル滞在のまとめとして、ブラジル移民の在り方について次のような提言を行っ
ている。
①　對伯基本政策の策定 32）　②　科學的伯國研究團の組織　③　移住者救導會の組織
④　海外開拓銀行の設立　⑤　自由渡航者の奨励　⑥　独身女性の渡航　⑦　移民保護法の改
正 33）　⑧　教育、宗教を普及させる文化運動機関の整備　⑨　移住者顧問官制の制定　➉　在
留民権利の保護　⑪　ジュキア、バウル、マナウスにおける領事館の新設
  　7月 24日サントス港を出航して、7月 28日モンテビデオに到着した。さらに船でラプラタ河
を遡航してブエノスアイレスに到る。小規模のニューヨークといったところだ。永田はサンパ
ウロでアルゼンチンの査証を得るのに 1週間を要し、現地の繁文縟礼の官僚主義の苦渋を味わっ
た（161-165頁）。在亜邦人は 2～ 3千である。ブエノスでは 1週間余り滞在し、公使館、移民
収容所、日本力行會員初め移民関係者を訪問している。8月 11日ブエノスを発ち、翌日サンティ
アゴに入った。在チリ邦人は約 300名で首都には 50名がいる。ここでは田付公使 34） から「ア
マゾン上流地帯 =南米の中心部」への入植の重要性について説明を受けた（265頁）。8月 27日
カヤオ港からペルーに入った。リマでは領事館、中央日本人會、アンデス時報社などを訪ねた。
リマ在住の日本人は 2500-3000名、中央日本人會とは別に日本人協會があり『アンデス時報』
を発行している。また 500名を有する沖縄を初め各県で縣人會があり、業種別に同業組合が生
まれている。ペルーでは農業移民が定着せず、契約期間を全うする者は十分の一に満たず、都
市に転出するか、他国に転航する。
  　9月 10日パナマからキューバに向かい国内を周遊して、ベラクルスに上陸した。そこから鉄
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道でメキシコ市に向かう。メキシコ市で公使館、グアダルーペ寺院、大聖堂などを訪れ、10月
22日米国側の国境の町エルパソに入った。こうして 6月 1日から 10月 22日までの 144日間の
中南米旅行を終えた。本書は旅程の確定できない個所が散見されたが、紀行記の形をとったラ
テンアメリカ概説書である。また現地事情、歴史・地理案内、人物論でもある。

2.2　『兩米再巡』（1925年 大正 14年）
著者は信濃海外協會の移住地を購入する任務を帯びて再び渡伯することになった。本書はその
紀行記であり、報告書である。1924年 5月下旬に横浜を出港し、翌年 2月 1日に帰国している。
ブラジルまでの経路はハワイ、サンフランシスコ、ロサンジェルス、ソルトレークシティ、デン
バー、シカゴ、ワシントン、ニューヨークと周り、8月 9日にリオに到着した。米国では 52日間
に日本人社会と連絡を取り、日本力行會員との交流、排日運動の背景を探り、ソルトレークシティ
ではモルモン教徒の植民地を訪問した。排日に抵抗できなかった原因として市民権を得ようとし
なかった点を挙げている。
ブラジルでは 8月 13日にサンパウロ入りし、駅頭で伊藤牧師 35） に迎えられ、その足で輪湖俊

午郎宅を訪ねた。8月 25日移住予定地視察に出発した。まずサンパウロ市から鉄道で領事館や邦
字新聞社があるバウルに着いた。しかしそこでノロエステ線に乗り換える予定であったが当時、
内乱の影響により車で 10時間かけてルッサンビラ駅に着いた。購入予定地は駅の東南方向 33キ
ロにある。8月 31日から交渉に入り、7千 500町歩、日本円で約 20万円、支払いは 3年賦とする
ことで契約は成立した。
当初、50家族の植民者・小作人を募集して入植させることとした。その資金は製材、精米、製糖、
珈琲精選、輸送機関、倉庫などの経済的事業と学校、病院、教会などの文化的事業に使用され、
その利益は移住者に還元される。移住地には青年會、婦人會、研究會を組織し、移住者間の繋が
りと生活向上を図り、「新しい村」（「『ありあんさ』移住地入植規定」29頁）を創出する。キリス
ト教の協同精神を生かす村づくりである。20万円計画の出資者には千円当たり10町歩を提供する。
協會で小作人を手当てすることができる。

9月 19日、1913年創設されたレジストロ植民地を再訪し、28日サンパウロに帰還した。その
後の行程は、12月 10日リオ港発、1月 15日サンフランシスコから日本に向けて出航、2月 1日
横浜港に帰着である。帰国後は移住者募集、資金募集運動、報告会と旅行の事後処理に追われる
ことになった。「いでや余生を此基礎建設に捧げん哉」（298頁）と結んでいる。

2.3　『兩米三巡』（1932年 昭和 7年）
1932年著者にとり 3回目の南北アメリカの旅に出た。今回の目的は外務省の委託による在伯邦
人の子弟教育の調査および拓務省から委託された在留邦人に関する調査、そして著者自ら創設に
関わったアリアンサ移住地への訪問である。
旅程は 6月 5日神戸港発、7月 5日サンパウロ着、同市では總領事館、海興事務所、ブラジル
拓殖組合を訪問し、7月 8日ノロエステ線アラサトゥーバに到着した。ここはサンパウロ州の奥
の都であり、さらにその「奥は日本人の集團移住地で、・・西北に行けば日本人の獨り舞臺の土地」
（92頁）である。ここでは反対派の画策によりブラジルを追放されていた日伯新聞社主の三浦鑿
に再会している。永田は三浦に同情的であった。さらに 4時間半でルッサンビラ駅に着いた。こ
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の駅からアリアンサ移住地一巡の 10日間の旅が始まった。力行會農場、熊本移住地、第二アリア
ンサ移住地を経て、40キロ地点にある第一アリアンサの中心部に到った。信濃海外協會直営農場、
力行會館、ホテル、珈琲精選所、精米所、精糖所、医務局、小學校、運動場、住宅地域を備え、
生みの親である長野県知事本間利雄にちなんだ「トシヲポリス」と呼ばれた。所有する珈琲園は
8区域からなり、合計 7千 500町歩である。移住地内は各種の組合や組織が錯綜し混乱が生じて
いることに対し、その調整に奔走することになり、10月中はサンパウロ州内を行き来した。
海外移住組合聯合會統制下に 5つの移住地があり、そのうちの一つソロカバナ線バストス移住
地を 10月 26日に訪れている。3万町歩 400戸の規模である。聯合會が直接統制し、移住地内に
は組合組織は未成立である。その後、近接のレトニア（ラトビア）36）

 人移住地を訪問した。彼ら
は欧州大戦による荒廃からブラジルに逃れ、10年間で土地代を全額償還し、生活の安定を得た。
私有地とは別に公有地（共存村）での共同生産を行い、禁酒禁煙の禁欲的なキリスト教精神に基
づいて村づくりを行っている。さらに 11月 2日にカンピーナスの東山（とうざん）農場 37）

 を訪
ねた。この農場は「十分なる資金と優秀なる頭と、世界的に聯絡ある三菱の諸機關との聯絡」
（218-219頁）により先駆的な経営で知られている。11月 8日サンパウロ市を発ち、リオ港から 11

月 18日ベレンに寄港し、当地の南米拓殖社長の福原八郎 38） にベレンを案内され、アマゾン開発
の現状について説明を受けた。12月 24日ロサンジェルスから日本への帰途に就いた。

2.4　『両米四巡』（1952年 昭和 27年）
戦後、著者は 4回目の北米・中南米旅行を試みた 39）。1951年 6月末に日本を発ち、米国、ブラ
ジル、アルゼンチン、キューバ、メキシコを周って翌年 5月 31日に帰国した。7月 30日リオに
入り、翌年 5月 15日にテキサスに着いたので、中南米には 289日滞在したことになる。
今次の戦争について「祖国日本の国民たちは、朝鮮や満洲、台湾や樺太をとりそこなったり、
ひりつぴんやいんどねしやにちょつかいを出したり、真理の上から・・非難のできるようなこと
をしでかした」（18頁）、一方、「あめりかを正義人道の国として、・・許すことのできなかった一
事は、その人種的扁見で、それは日本人に対してもつとも明らかに表われた」18頁）。「あめりか
が世界に対し、正義人道を叫ぶ前に、先ずあめりかをして排日運動をやめさせねばならぬ・・か
くて私は日米主戦論者の一人であった」（19頁）。在米日本人が基本的人権回復のために50年間戦っ
たことが「どれ程、米国を尊くし、その価値を増加するかしれない」（21頁）としている。
リオでは 20年ぶりに輪湖俊午郎に迎えられた。サンパウロ州では 3つの日本人移住地を訪ねて
いる。レジストロ、バストス、アリアンサである。ブラジルのように資本家が育たず、政府に頼
れず、交通や市場が不備の国では産業組合が必要である。アリアンサ移住地では産業組合の形態
を当初から維持してきたが、サンパウロ近郊のコチア産業組合が 25年の歴史をもっている。他に
もジュケリイ産業組合があり、組合相互の連絡機関もあって活発に活動しており、産業組合は「ぶ
らじる在留日本人のもつとも輝かしい業績の一つ」（129頁）である。
現在のところブラジルへの呼寄せはうまくいっていない。その要因の一つに勝ち組、負け組の
抗争がある。この抗争について著者はさまざまな講演会で、祖国は新しい愛国心で再出発した。
諸君も新しい愛国心をもってもらいたい、と訴えた（175頁）。

3月 27日サンパウロからブエノスアイレスに向かった。当地では 3つの日系新聞社、日本人会
を訪問し、日本力行会会員、信濃海外協会会員と旧交を温めた。ペロンの保護主義に言及し、エバ・
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ペロンの訃報を伝えている。4月 11日サンパウロに戻った。そして 16日サンパウロからリマ、
グアヤキル、パナマ、ハバナを経て、メキシコ市に到った。メキシコでも国家主義が台頭しており、
石油初め地下資源を国有化してしまった。改革が定着するかどうかは、メキシコだけの問題では
なく、いかに中産階級を育てるかにかかっている（267頁）。5月 14日メキシコを発ち、ワシント
ンに向かう。半月の米国滞在の後、5月 31日羽田空港に到着した。今回の旅行は戦後の移住はど
うあるべきかを検証するためのもので、それを担う人物像を次のように想定している（296-298

頁）。
① 大学相当の教養 ② 肉体労働に耐える心身 ③ 一技能 ④ 子供への教育付与 

⑤ キリスト教の信仰 ⑥ 4Hクラブ 40）
 の知識 ⑦ 移民史の知識 ⑧ 海外事情の知識

⑨ 外国語の修得 ➉ 海外マナーの修得 ⑪ 旅費の所持 ⑫ 親族や隣人が居住する移住先の存在

3　藤田敏郎の著作

藤田敏郎［1862（岡山県津山町）- 1937］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。外交官の立場から最初はメキ
シコ、後にはブラジルへの移民の推進、擁護に当った。

3.1　『南米の殖民地』41）（1924年 大正 13年）
本書のタイトルは『南米の・・』とあるが、実際はブラジル、とくに聖州に多くの紙数を費や
している。本書は、1923年の帰国以来行った 30回余りの講演原稿を基にまとめられたものである。
第 1章では南米諸国と欧米諸国との関係を概観し、第 2章でブラジルに焦点を当て、産業（農業、
鉱工業）、外国貿易、対日貿易について詳細に分析している。第 3章聖州概況、第 4章聖州移殖民
事情として珈琲耕地での農業者の種類別の考察、日本人の発展状況、ドイツ人殖民地の発展状況、
聖州の移民政策、耕地労働から殖民地設置への経路、日本の移殖民政策、最後に付録として「ブ
ラジル渡航案内」が掲載されている。

11～ 12年前の聖州における日本人移民は珈琲耕地に雇われ、賃金と間作［珈琲樹間に作物を
植え、その収益は供与される］の利益を貯蓄するに過ぎず、珈琲耕地主が未開地を分割・売却し
ないかぎり、いつまでも独立農となれなかった。当初、著者は耕地移民が 2、3年の契約を完了後、
殖民地に移行する経路を考えていたが、耕主が作業に慣れた移民を手放さないため、著者は伯政
府や聖州政府に改善を求めたが、うまくいかなかった。その後、聖市を起点とする鉄道建設が進み、
沿線の大小地主は土地を分割、売却することとなった。日本人やイタリア人が「年賦にて低廉な
る土地を購入し、或いは借地して、開拓をなし」（132頁）、著者の念願はある程度、実現した。

1922年末には在伯邦人は 3万 7千余りに達し、土地は 7万 7千町歩、珈琲樹 700余万本を有し
ていた。ドイツ移民に関しては「官民合同し、相當の金を募集して、移殖民に多大の具體的便宜
を與へたり」（139頁）。こうしてサンタカタリナ州、リオグランデドスル州でドイツ殖民地が隆
盛した。ドイツ人はサンタカタリナ州人口の 8割を占め、その他諸州に 150万人が散在している。
一方、「共同一致の念に乏しき」（140頁）日本人移民は「學校、宗敎、衞生、娯樂、金融、購賣
買組合、共濟組合等の機關もなく」（140頁）、地主や高利貸、仲買人等の乗ずるところとなって
いる。そこで著者は耕地移民から独立農への過程で「最初より申合せて、統一せる組合を設け、
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一緒に土地を購入して殖民せば」（141頁）として集団的な殖民地建設を提唱している 42）。さらに
殖民地設置に当って倉庫の設置、医学留学生の派遣、病院の設立、小学校への補助金、相談所の
設置、共済組合の設立、キリスト教伝道師の派遣、葡語新聞の発行、船賃・商品運賃の軽減の必
要性を説いた。とくに倉庫会社を中心にして生産品の加工販売機関を設置することは、地方に散
在している日本人移民にとり高利貸や仲買人の搾取を逃れ、少量加工や少量輸送の不利益に対す
る解決策となる。そして日本人がブラジルに定着する として、市民権の獲得を挙げている。聖
州以外にリオグランデドスル州（米作と牧畜）、パラナ州（米・甘蔗・珈琲）が日本人にとっては
有望な地域である。

3.2　『海外在勤四半世紀の回顧』43）（1931年 昭和 6年）
本書は 1885年外務書記生としてハワイに赴任して以来、1923年にブラジルを最後に 26年余り
の海外勤務（本省勤務 13年余り）を終えた著者の回想録である。安藤太郎 44） が序文を寄せている。
著者はハワイ、サンフランシスコ（桑港）、メキシコ、シンガポール、スラバヤ、シカゴ、ムンバ
イ、ブラジルと在勤した。本稿ではラテンアメリカに関する記述に限定して紹介したい。
ハワイ在勤中、桑港から伝道に来ていた美山貫一 45） の影響を受けて、「禁酒禁煙基督敎に入りし」

（8頁）と述懐している。1928年 1月付『日伯新聞』に「在伯同胞に禁酒を勸む」（232-242頁）と
いう記事を寄稿している。1888年から桑港在勤となったが、折から日墨通商条約が結ばれ、さら
にメキシコ市に領事館が開設されると著者は領事代理として赴任した。そして著者を含む 6名で
北部エルモシージョを起点として太平洋岸をサリナクルス港まで南下し、テワンテペク地峡を経
てオアハカを通り、メキシコ市に戻るという 175日をかけての視察を行った。首都帰着後、各地
での歓迎に対しディアス大統領を表敬訪問した。［こうして 1897年の榎本殖民が実現した］。1894

年メキシコを離れ、シンガポール領事を経て 99年シカゴ在勤となった。米国での経験から「米國
人は黒人とか、支那人、以太利人に對しては殆んど人類を以て待遇せざるや」（114頁）との印象
を語っている。

1911年から 13年まで一等書記官として移民問題特別調査の命を受けて、リオ公使館に赴任し、
早速サンパウロ各地を巡回した。賃金のピンハネ、粗末な家屋、耕地売店による専売などの耕主
の横暴を、著者は『第一伯國サンパウロ州巡回報告書』として 1911年 4月 16日付で小村壽太郎
外相に訴えた。その後、住宅の改良、町村の店舗近くに耕地を選ぶなど契約時には公使館が立ち
会うこととなった。13年、後事を野田良治に託し、帰朝した。20年再びサンパウロ總領事として
赴任した。7年間の不在の間に、聖州や鉄道会社は英国資本を導入して鉄道延長工事が進められ、
欧州大戦による穀物価格の高騰が加わって平野殖民地を嚆矢としてプロミッソン、ビリグイなど
邦人による殖民地建設が進展した。前回離任したときの無所有地、無資產の「被雇移民時代」（230

頁）と比べると隔世の感がある。著者によると、ブラジルにおける日本人移民の適地は、ミナスジェ
ライス州、聖州高地、両州以西及び以南諸州、熱帯地方でも高地に限る。アマゾン流域などの純
熱帯低湿地方はいかに無償であっても、在任中アマゾン移住地の話には乗らなかった。「古きアマ
ゾン問題が近頃芽を吹き出すは・・怪 に不堪所となす」（232頁）と断じた 46）。
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むすびに代えて

本稿では、いずれも明治・大正期において中南米、とくにメキシコ、ブラジルへの移植民に海
外発展の新しい可能性を求めて現地事情を丹念に調査、分析した 3人の文献を紹介した。文献は
いずれも移民研究に分類されるが、中南米概論、中南米産業論としても先駆的な研究となってい
る。横山源之助が実証を重んじるジャーナリスト、社会主義者として、永田稠は日本力行會会長
の立場から殖民事業に従事するプロテスタントとして、藤田敏郎は榎本人脈のプロテスタント外
交官としてそれぞれの職業・専門をつうじて「地上の 樂園」（藤田）47）

 に「新社会を形作る一種
の殖民事業」（横山）48）

 により「新しい村を建設していく」（永田）49）
 という理想を中南米メキシコ、

ブラジルにおいて実現しょうとした。社会主義やプロテスタンティズムの立場から組織面では個
人の私有財産を排して、協同性（協同組合、産業組合、消費組合）に基づく共同体［日本村］建
設をめざし、生活面ではプロテスタンティズムの原理にしたがって飲酒の弊害を説き、禁欲や蓄
積こそ移民にとって必要な要素であると説いた（藤田）。永田にもその原理は共有されていた。そ
の先駆的実践的モデルとしてドイツ移民による南部 3州における村づくりが注目された。
今後の日本人移植民の発展について、横山と藤田はサンパウロ州とリオデジャネイロ州を核と
して北はバイーア州から南はパラナ州まで大西洋岸に沿った発展を示唆したのに対し、永田にお
いては「ブラジル國一國集中主義を排す」（『兩米三巡』: 249）として、太平洋岸からはアンデスを
越えて、大西洋岸においてはアマゾン河流域とラプラタ河中流域から南米大陸の中心に向かう発
展を構想した。排日運動に関して、横山文献では執筆時、問題はまだ顕在化していない。永田、
藤田文献においては苦慮しながらも帰化、市民権の獲得、言語・教育・キリスト教の受容など同
化による対応を主張した。
今後の研究課題として横山源之助についてはその社会主義思想における協同組合の位置づけ、
永田稠において戦前の中南米殖民事業と満蒙開拓を戦後どのように総括したのか、藤田敏郎にお
いては榎本殖民の挫折がブラジル殖民にどのように生かされたのかなど、研究の種は尽きない。

注

１） 「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 ─」、『京都外国語大学ラテンアメリカ研究所紀要』、21号、2021

年 12月 1日、89-103頁。
 https://www.kufs.ac.jp/ielak/pdf/kiyou21_04.pdf

２） 生年では藤田敏郎、横山源之助、永田稠の順であるが、本稿の構成は文献の発行年順としている。
野田良治は 1912～ 43年までにラテンアメリカに関連して 8点、総頁数 3169頁を出版しており、
いずれも最多である。

３） 高野房太郎［1869（長崎市）- 1904］、労働組合運動の先駆者。
４） 片山潜［1859（岡山県羽出木村）- 1933］、労働組合運動、共産主義運動の指導者。
５） 「高野房太郎を労働運動生みの親、片山潜を育ての親というなら、横山源之助は運動以前からの

種子蒔く人、耕作者であった」（立花 1979:151）。
６） 『日本の下層社会』、岩波書店、2010年、（初版は『日本之下層社會』、敎文館、1899年）。
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７） 中村直吉［1865（愛知県豊橋市）-1932］、明治期の冒険家、60ヵ国を周遊。『アマゾン探檢記』（啓
成社、1915年）の著作がある。

８） 佐久間貞一［1846（江戸）- 1898］、明治期の実業家、1897年労働組合期成會評議員となる。「日
本のロバート・オーエン」と呼ばれた。横山源之助は横濱毎日新聞記者として 1896年に初めて
佐久間に会っている。横山の貧民・労働問題としての移民思想は、佐久間の影響である（立花雄
一「解説」『横山源之助全集（第 7巻）』: 505）。

９） 田中貞吉［1857（山口県周防）- 1905］、移民事業者、東洋滊船による南米航路の開設に尽力した。
田中は、横山源之助が富山中學 1期生として入学し失踪事件を起こしたときの中学校長であった
（405頁 立花 1979:242）。本書では 76～ 93頁に亘って田中に言及している。

10） 河村八十武［1865・66（山口県萩）–］、没年は調査中。
11） 榎本武揚［1836（武蔵国江戸下谷御徒町）- 1908］、外相のときメキシコ殖民を唱え、中南米初の

領事館をメキシコに開設した。外相辞任後も殖民協會を立ち上げ、1897年メキシコに殖民團を
派遣した。

12） 当時、東海悦郎なる人物がいた。南米およびメキシコを視察したとして南米殖民を唱え榎本に影
響を与えたが、一度も海外経験はなく、まったくの詐欺師であった（400頁）。

13） 吉川泰次郎［1852（奈良県）- 1895］、明治期の実業家、日本郵船社長。
14） 生没年、生誕地は調査中。
15） 照井亮次郎［1874（岩手県花巻）- 1930］、メキシコの日本人殖民地指導者。川路賢一郎『シエラ

マドレの熱風─日・墨の虹を架けた照井亮次郎の生涯─』（パスコジャパン、2003年）参照。
16） 本書の執筆に関して、ペルーについては河村八十武、進藤道太郎、ブラジルについては水野龍、

鈴木貞次郎、アルゼンチンについては伊藤幸次郎、秦正雄からの文献や聞き取り  から情報の多
くを負っている、と冒頭の例言で述べている。

17） 水野龍［みずのりょう、1859（高知県高岡郡）- 1951］、自由民権運動に関わる。1903年皇國殖
民を設立し、1908年第 1回移民 781名をブラジルに送った。1917年海外興業を設立して移民事
業を一本化した。

18） 本書出版の前年に野田良治が最初の著書『世界之大寶庫南米』（博文館、1912年）を出している。
「公使館一等通譯官野田良治氏は、篤學の士である。昨年『南米』の著あり」と紹介している。
同書でのブラジルへの言及は 28頁、南米における日本人移民については 22頁である。

19） 根川論文「一九一〇年代前半ブラジル行き移民船の航海」において移民船研究の対象として横山
の乗船記を取り上げている。

20） 「海外渡航の経験なしに『海外渡航案内』を著したことに対して我慢ならず、条件が整えば自身
が海外へ渡航することを期していた」（根川 2017:63）。

21） 大隈重信は横山源之助の後援者であり、ブラジル行きも大隈が援助している。横山は二葉亭四迷
との交友から影響を受けて、文学と社会問題への関心を持った。また樋口一葉の晩年に書簡のや
り取りをしている。

22） 靑柳郁太郎［1867（千葉県大多喜）- 1943］、ブラジルへの移植民の必要性を政府に働きかけ、東
京シンジケート代表としてサンパウロ州政府からリベイラ河畔イグアペを入植地として払い下げ
を受け、日本人植民地を創設した。医療法人「同仁会」初代理事長。

23） 山縣勇三郎［1860（長崎県平戸）- 1924］、北海道有数の事業家、1908年ブラジルに渡り、農場、
商店、塩田など幅広く事業を営む。

24） 堀口大學［1892（東京市）- 1981］、詩人、フランス文学者。堀口九萬一駐ブラジル公使の長男。
25） 隈部三郎［1865（熊本市）- 1926］、第 1回移民以前の 1906年に家族移民としてブラジルに渡っ

た移民の先駆者。
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26） 黒石淸作［1870（新潟県）- 1961］、邦字新聞『伯剌西爾時報』社主。
27） 三浦鑿［みうらさく、1882（高知県土佐郡）- 1945］、『日伯新聞』社主。日本の軍国化を批判した。

前山隆『風狂の記者─ブラジルの新聞人三浦鑿の生涯─』（御茶の水書房、2002年）参照。
28） 野田良治［1875（京都府何鹿郡佐賀村）- 1968］、メキシコ、ペルー、チリ、ブラジルにて外交官

として邦人の擁護に当り、またラテンアメリカ研究の第一人者でもある。この当時は總領事代理
の立場にあった。永田は野田について「南米に在留すること廿 餘年、日本第一の南米通で、・・
極めて研究家」（33頁）と評している。

29） 鈴木貞次郎［1879（山形県北村山郡）- 1970］、ブラジル移民の先駆者。俳句は正岡子規に師事。
社会主義者として『平民新聞』に関与。日本人移民の試験移民となる。案内役・通訳として第 1

回移民をサントス港に迎える。『聖州新報』の編集に携わる。
30） 上塚周平［うえつかしゅうへい、1876（熊本県下益城郡）- 1935］、第 1回移民に同航して渡伯。

鈴木貞次郎と協力して、サンパウロ州にプロミッソン植民地を開く。プロミッソンに「上塚公園」
が、サンパウロ市内に「上塚橋」がある。

31） 輪湖俊午郎［わこしゅんごろう、1890（長野県南安曇郡）- 1965］、ジャーナリスト、『日伯新聞』
創刊、『伯剌西爾時報』編集長、一時帰国し永田稠とともに信濃海外協會設立。アリアンサ移住
地建設に尽力した。

32） 「對歐洲の外交が追随で、對米外交が退嬰で、對亜細亜大陸の外交が武斷で、對南洋對南米外交
は無策である」（176頁）。

33） 政府は移民保護を移民会社任せにしているが、移民会社は保護どころか虐待している（183-184

頁）。
34） 田付七太［たつけしちた、1867（山口県萩）- 1931］、1917-20年にチリ公使、1923年初代ブラジ

ル大使。アマゾン殖民を推進した。
35） 伊藤ジョン八十二［1888（長野県上伊那郡）- 1969］、聖公會牧師。日本力行會会員。1919年渡米、

1923年渡伯。1926年ブラジル聖公會牧師となる。
36） 「力行会員の青年の間では、［ラトビア人の］パルマはあこがれの農場であり、『パルマ参り』と

いう言葉まであった」木村快『アリアンサ移住地とパルマ農場』。http://www.gendaiza.org/

aliansa/lib/palma.html　2022.8.15 閲覧
37） 1927年に土地 3千 700ヘクタールを岩崎弥太郎の長男久弥が購入し、東山農場が創設された。「東

山（とうざん）」は三菱創始者岩崎彌太郎の雅名である。岩崎家固有の事業として、日本国内、
アジア各地、ブラジルで農林畜産事業が展開されたが現在、岩手県の小岩井農場とこの東山農場
だけが残っている。

38） 福原八郎［1874（福岡県三池郡）- 1943］、鐘紡取締役、アマゾン調査團団長として渡伯。パラー
州アカラー河畔に日本人移住地を設定した。その管理会社として南米拓殖が創立され、社長に就
任した。

39） 本書の冒頭部分（57-63頁）で内村鑑三の『地人論』（警醒社書店、1901年、第 4版）から、中
南米は共和国とは名ばかりで、圧制政治が甚だしく強固な政治が欠乏しているが、日本にとりこ
の地域は今後とも重要である、という言葉を引用している。一方、内村による米国を盟主として
両米共和国を創設するのが、米国国民のピューリタンとしての天職である、という意見には批判
的である。

40） 米国発祥の農村青少年を対象とした生活改善運動。日本でも 1951年に導入され、1973年に現名
称「全国農業青年クラブ連絡協議会」となり、2020年時点で全国に約 850クラブ、約 1万 3千
人が所属している。

41） （辻 2020:146）参照。
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42） 本書執筆とほぼ同時期、信濃海外協會によるアリアンサ移住地が創設され、他県の海外協會によ
る移住地建設が始まっている。

43） 本書は昭和 6年の出版であるが、中南米については明治 24年から大正 12年までの回顧であるの
で、本稿の対象時期に含めた。

44） 安藤太郎［1846（江戸四谷）- 1924］、旧幕臣で箱館戦争に参加する。1871年外務省通訳官とし
て岩倉使節團に同行、ハワイ總領事、外務省通商局長、日本吉佐移民顧問、日本國民禁酒同盟初
代会長。ハワイ總事のときに受洗している。安藤太郎（永田基編）『安藤太郎文集』（日本國民禁
酒同盟、1929年）［https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1881391］には美山貫一と藤田敏郎が序文
を寄せている。榎本殖民事業には、安藤太郎が支援した藤田敏郎、殖民地調査のためチャパス州
を含めてメキシコに派遣された根本正代議士など日本の禁酒運動と深い関係がある（井沢 

1972:87-89）。
45） 美山貫一［1847（山口県萩）- 1936］、メソジスト派牧師。1875年渡米し、サンフランシスコで

洗礼を受ける。排日の原因の一つが日本人の酒癖の悪さにあるとして禁酒を説く。ホノルルにメ
ソジスト教会を創設。帰国後、1896年安藤太郎や根本正らとともに日本國民禁酒同盟を設立し、
「禁酒・禁煙」を訴えた。

46） 昭和期に入りアマゾン入植計画が本格化していく。アマゾン入植を巡る議論については「アマゾ
ン論」として改めて取り上げたい。

47） 『南米の殖民地』、138頁。
48） 『海外活動之日本人』、434頁。
49） 『兩米再巡』「南米 ブラジルありあんさ移住地の建設」、29頁。

横山源之助の著作

1906年 『海外活動之日本人』、松華堂（245頁）。
 https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/800865　2020.6.25 閲覧
 （『横山源之助全集（第 7巻）』、立花雄一編、法政大学出版局、2005年、所収）。
1908年 『南米渡航案内』、成功雑誌社（211頁）。
 https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/767393　2019.728 閲覧 

 （『横山源之助全集（第 8巻）』、立花雄一編、法政大学出版局、2005年、所収）。
 （『日系移民資料集 南米編（第 2巻）』、日本図書センター、1998年、復刻）。
1913年 『南米ブラジル案内』、南半球社（228頁）。
 https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/950675　2019.7.30 閲覧

永田稠の著作

1921年 『南米一巡』、日本力行會（423頁）。
 https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/965666　2019.6.18 閲覧　　　　
 （『日系移民資料集 南米編（第 4巻）』、日本図書センター、1998年、復刻）。
1925年 『兩米再巡』、日本力行會（420頁）。
 https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1021162　2019.6.18 閲覧
1932年 『兩米三巡』、日本力行會（400頁）。
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1952年 『両米四巡』、日本力行会（317頁）。

藤田敏郎の著作

1924年 『南米の殖民地』、アルパ社（198頁）。
1931年 『海外在勤四半世紀の回顧』、敎文館（304頁）。
 https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1268579　2022.4.20 閲覧
 （『日系移民資料集 南米編（第 17巻）』、日本図書センター、1999年、復刻）。
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〈研究ノート〉
メキシコ近代建築の位相

― ルイス・バラガンの感情的建築思想と、機能主義および地域主義との比較を通じて ―

東　　　俊一郎＊

1．はじめに

メキシコ人建築家ルイス・ラミロ・バラガン・モルフィン（1902-1988、以下「バラガン」）は、
1980年にメキシコ人として初めて「建築界のノーベル賞」とも呼ばれるプリツカー賞 1）を受賞す
るなど、土着文化とモダニズムを融合した叙情的な建築作品が国際的に認知されている。バラガ
ンおよびメキシコで活躍したドイツ人美術家マティアス・ゲーリッツ（1915-1990、以下「ゲーリッ
ツ」）は、建築が人間感情に作用する必要性を「Arquitectura Emocional（以下、感情的建築）」と
して提唱し実践した。感情的建築は、モダニズム建築における人間性の回復を目指したものであ
り、さらには建築と芸術の統合を目指す試みであった。1954年に提唱された感情的建築は、メキ
シコ近代建築史において、機能を重視し装飾的な要素は排除する機能主義から、建築に地理的文
脈を取り込む地域主義への転換期に生まれた。メキシコ革命（1910-1917）を経て、革命の理想と

キーワード
感情的建築、ルイス・バラガン、マティアス・ゲーリッツ、近代建築、メキシコ

Resumen

The “Emotional Architecture” advocated by Barragán  and Goeritz was meant to be a 

reaction against functionalism in the context of the times, but it also stated that architecture, 

like art in general, should reflect the spirit of the times, and to this end, architecture should 

have the function of working on the human emotions. The Philosophy of “Emotional 

Architecture,” which Barragán explored early in his architectural career and which Goeritz 

named in 1954, was extremely different from the “functionalism” that prevailed at the time. 

In contrast to Mexican “functionalism,” which was strongly tied to post-revolutionary political 

ideology and excluded decorative and aesthetic elements from architecture, the former’s 

conception of architecture’s role was to restore humanity, and it was extremely aesthetically 

concerned and attempted architecture as an art form. Although some consider “emotional 

architecture” to be the precursor of the “regionalism” that followed, the architectural 

expression of “emotional architecture” was more abstract and universal than that of 

“regionalist” architecture, which expressed regional characteristics in a figurative manner.

＊　メキシコ・モンテレイ大学
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近代化の実現を目指す 1920年代以降のメキシコでは、建築に合理性や経済性を重んじ、美や人間
性を排除する傾向にある機能主義が主流であったため、バラガンらの試みは極めて異質であった。
そのため、同時期の国内の建築界からのバラガンの評価は低く、後に続く建築家も限定的であっ
た。

1940年頃から、国際的な建築様式の潮流において、モダニズム建築や機能主義への批判が高まっ
ていく中で、海外の建築家、美術家や批評家がバラガンの価値を「発見」した。バラガンは、
1976年にニューヨーク近代美術館で個展を開催し、続いて、1980年にプリツカー賞を受賞したこ
とで国際的評価を高め、メキシコ国内における彼の再評価が進んだ。
バラガン研究において、感情的建築を切り口としたバラガンの建築思想の研究事例は、現時点
では極めて少ない。しかし、バラガンは、そのキャリアの早期から建築によって感情を揺さぶる
ことを重視しており、感情的建築思想について理解を深めることは、彼の作品を理解する上で重
要な意味合いを持つと考えられる。

1.1　先行研究
バラガン研究においては、彼の交友や社会背景など周囲の事象を調査・分析するアプローチと、
彼の建築作品における空間構成や建築表現を調査・分析するアプローチが一般的である。国内研
究には後者が多い。
バラガンの建築作品および思想について初めて体系的に紹介されたのは、1976年にニューヨー

ク近代美術館で開催された個展のエミリオ・アンバスによる図録だった（Ambasz 1976）。建築史
分野でバラガン研究の先駆けとなったのは、イギリス人建築史家ケネス・フランプトンで、近代
建築史の文脈における建築家バラガンの位置づけを行い、バラガン建築を、欧米から世界に伝播
したモダニズムの潮流の中で、風土や地形、土着文化とモダニズムが融合した「地域的建築」と
位置付けた（Frampton 1985）。バラガン財団およびヴィトラ・デザイン美術館による国際巡回展「ル
イス・バラガン -静かなる革命展」において出版された図録では、フェデリカ・ザンコらがバラ
ガンの全貌を、歴史的文脈、建築作品、交友関係などを紐解きながら多様な視点で整理した（Zanco 

2002）。これらの文献では、バラガンの感情的建築思想について、ゲーリッツとの関係性に触れる
際に簡単に取り上げているものの、思想内容そのものについての考察や、歴史的文脈を考慮した
比較、分析は行われていない。
バラガンの感情的建築の研究としては、ニコラス・ギルソウルは、バラガンの建築作品から特
徴的な空間を選び、訪問者の印象調査に基づいて得られた印象が、バラガンの意図していた知覚
的効果であったかについて考察を行った（Gilsoul 2009）。また、チュロー・ヨンらは、バラガン
の感情的建築について、建築空間における空間のボリューム、光、調度品が訪問者の共感覚を刺
激する装置として機能しているとした（Chuloh et al., 2021）。これらの論文は、感情的建築につい
て、建築空間における思想の実践についての検証やその効果についての分析に留まっている。
日本国内では、バラガンの建築空間の分析に関する論文が大半を締めている。大河内と廣澤は、
回遊性、スケールと素材、内向性、庭、重層性、色彩と光という 7つの要素に着目し、綿密な実
測調査に基づいてその解明を試みた（大河内・廣澤 2015）。また、バラガンの建築空間の分析を
行う上での視覚記録として、二川や斎藤によるエッセイを添えた質の高い建築写真が海外でも出
版され、広く知られている（二川 1979, 2009; 齋藤 2002）。バラガンの思想や建築史における位置
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付けについて、日本国内の研究は極めて限られるが、大津は、メキシコ近代建築における機能主
義から地域主義への変容について、バラガンと急進的機能主義者として知られるメキシコ人建築
家フアン・オゴルマン（1902-1982、以下「オゴルマン」）を対比して論じている（大津 2016）。こ
の中で、社会背景と建築の潮流について豊富な資料に基づき整理を行っているが、感情的建築に
ついては簡潔な紹介に留まっている。
以上の通り、バラガン研究において、その作品の歴史的文脈や建築空間に対する分析や評価は
進んでいる一方、バラガンの建築思想としての感情的建築を切り口にした分析は不足している。

1.2　研究の目的と手法
本論では、メキシコ近代建築史におけるバラガンの感情的建築の概要を明らかにし、その理解
を深めることを目的とする。まず、感情的建築について、その歴史的文脈と内容を整理し、続いて、
感情的建築におけるバラガンとゲーリッツの考えの違いを明らかにする。また、同時代のメキシ
コ近代建築の潮流である機能主義と地域主義について、その歴史的文脈と内容を整理し、感情的
建築と比較、考察する。
研究にあたっては、フェデリカ・ザンコ、大津などの先行研究や、バラガン、ゲーリッツ自身
の言説である『プリツカー賞受賞講演』（Barragán  1980）、『感情的建築のマニフェスト（Manifesto 

de la arquitectura emocional）』（Goeritz 1954）などの文献調査をもとに分析を進める。

2．感情的建築

2.1　感情的建築が生まれた時代背景と位置付け
1920年代以降に欧米からもたらされた機能主義建築は、1910年からのメキシコ革命から受け継
がれた理想主義と、都市に流入してきた中産階級に対して住まいを提供するという現実的な急務
に誘発され、メキシコ国内で急速かつ広範に普及した。拡大する都市の近代化を進めるため、機
能主義の経済性や合理性、新たな時代の構築を想起させる革新性が評価され、機能主義建築の建
設が官民において積極的に進められた。自らも建築家として機能主義建築を実践し、アカデミー
で西欧のモダニズムや機能主義の教えを広げたホセ・ビジャグラン・ガルシア（1901-1982）に師
事したオゴルマンらは、より急進的に機能主義を実践し、多くの公共建築の建設を推進した。彼
らは、建築の実用性や機能性を特に重視し、人間の感性や感情に関わる美的、芸術的要素を排除
する「技術建築」を推進した。メキシコでは、1930年以降、革命後の政治的イデオロギーや社会
情勢と相まって、「形態は機能に従う」とする機能主義が官民において主流であった。

1946年に発足したミゲル・アレマン政権（1946-1952）以後、第二次世界大戦の終結も契機とな
り、1960年代まで続く経済発展が始まった。機能主義建築は、当初の革命の理想や理念から外れ、
単なる流行あるいは資本主義の象徴に変容したとして、反発や批判の声が上がるようになった
（Aptilon 2008:44）。バラガンが 1930年代から実践し、1954年にゲーリッツが名付けた感情的建築
は、反機能主義の潮流に先 をつけるものであった。バラガンとゲーリッツは、感情的建築を通
じて、当時の建築が軽視あるいは否定していた人間性の回復を訴えた。
現在では国内外で認められているバラガンだが、同時代のメキシコ人建築家たちによる評価は
低かった。ビジャグランを始めとする同時代の建築家たちは、バラガンの作品に対して、演出的
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であり建築家として完全に失敗、などと厳しい評価を与えた。バラガンは、1976年にニューヨー
ク近代美術館で回顧展が開催され、1980年にプリツカー賞を受賞するまで、メキシコ国内ではほ
ぼ無名の建築家であった（大津 2016:175）。背景には、バラガンの手掛ける建築が、政治的イデオ
ロギーを反映する大規模な公共施設を対象にしていなかったこと、また、機能主義偏重の時代に、
色彩を活用した彼の建築が舞台演出的あるいは表現主義的であるとみなされたことが理由に挙げ
られる。

2.2　ゲーリッツの感情的建築
感情的建築は、1954年にゲーリッツの『感情的建築のマニフェスト』により初めて提唱された。

ゲーリッツは、モダニズム建築が人間の感情に作用することの重要性を説き、「実験美術館エル・
エコ（Museo Experimental El Eco、1953、以下『エル・エコ』）」において実験的にその思想を実
現した。「エル・エコ」で、ゲーリッツは傾斜する壁やそびえ立つ塔で形成されるダイナミックな
空間を作り、人間の感情に高揚をもたらす建築の実践を試みた（図 1）。ゲーリッツは、その試み
を「モダニズム建築の中に、人間の心理的な感情を再び生み出すことを目的とした実験」と述べ、
その建築を「感情を主な機能とする建築の一例」と形容した（Goeritz 1954）。このプロジェクト
には、芸術顧問として参画したバラガンを始め、建築家やエンジニア、美術家、音楽家、建築学
科の学生など様々な人々が関わった。
翌年にゲーリッツが発表した『感情的建築のマニフェスト』では、当時メキシコで主流だった
機能主義建築に対して、「建築の合理的な側面を強調しすぎている」、「（人々が）建築の論理と実
用性に押しつぶされそうになっている」と述べ、「（モダニズム）建築とその近代的な手段と材料
を用いて、人々を精神的に高揚させる」ことの必要性を説いた。モダニズム建築が、古代の神殿
や中世の大聖堂のように人々に精神的な高揚、真の感動を与えることができれば、「人々は建築を
再び芸術と考えることができる」とした（Goeritz 1954）。ゲーリッツが「エル・エコ」で制作し
た「塔」という題材は、その記念碑的彫刻の社会的機能や、「視覚的祈り」としての彼の考えを表
現するもので、その後の創作活動における主要な題材の一つになった（Goeritz 1970）。ゲーリッ
ツは、人々が、本来の機能主義にもとづく「美しく、快適で、適切な家」以上のものを求めており、
建築に感情という機能を付加することで、その要求に答えることができると考えた。以下、ゲー
リッツの考える感情的建築について、（a）着想、（b）作用する対象、そして（c）引き起こされる
感情の状態について『感情的建築のマニフェスト』の言説を整理する（Goeritz 1954）。

（a）着想
ゲーリッツは、建築は「人々の精神を高揚させ、人々を感動させる」ものであるべきとし、そ
の着想を広場、ピラミッドやギリシャ神殿、大聖堂、あるいは宮殿といった、巨大なモニュメン
トや公共建築から得た。彼は、「エル・エコ」の中庭に、自立した 11メートルの作品「黄色い塔（Torre 

Amarilla）」を制作した（図 2）。外壁の外からも目を引き、際立った存在感を放つこの作品は、彫
刻と建築の中間に位置し、古代エジプトの記念碑オベリスクのようなものであった（Quesada 

2016）。
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（b）作用する対象
ゲーリッツは、公共空間における大衆（集合体としての人間）の感情に作用することを意図し
ていた。そのため、建築家は地域との関係性に気を配るよう述べた。

（c）感情の状態
ゲーリッツは、彼の感情的建築によって引き起こされる感情の状態を、「落ち着きのない動き」、

「非対称性」といった動的状態で表現した。「エル・エコ」は、大胆な空間構成で人々の精神を高
揚させることを企図し、直角に交わる壁はほとんどなく、遠近法で過度に誇張されたアプローチ
や極端に高い天井で、空間の広さや高さに抑揚をつけた（図 3）。
また、ゲーリッツは「思考より信仰を」とのスローガンを掲げ、信仰によってもたらされる感
動や陶酔を重視した（Ingersoll 2002:222）。ゲーリッツは、「人に超越的な体験を誘発する」こと
を意図し、人間の尺度を超えたスケールを持った巨大で象徴的な対象を建築に取り入れ、神の崇
高さを表現した。「エル・エコ」の中庭には、黄色に塗られた巨大な長方形の立像と蛇の抽象彫刻
という、いずれも巨大で抽象化された作品を設置した。これらの抽象的な彫刻作品は、訪れた人
の心の投影を追求するために用いられた（Goetriz 1970）。

2.3　バラガンと感情的建築
ゲーリッツと公私において交流のあったバラガンは、感情的建築を思想として提唱することは
なかったが、その言葉を自分のものとし、自身の建築作品において実践した。バラガンは、ゲーリッ
ツと出会う以前から、建築が人間感情に与える作用について強く意識していた。1934年、バラガ
ンが設計した「ニュートン邸（Casa Newton、1934）」の設計図書に保存された『現代建築の美学
についてのいくつかの原理（Algunos principios de estética de la arquitectura cntemporánea）』と
表された手書き文書の中で、「建築は、彫塑的なものであり、実用的な側面を超え、その量感によっ
て感情を引き起こすために存在する」と記した。バラガンはモダニズムを代表するフランス人建
築家ル・コルビジェ（1887-1965）の建築思想に影響を受けていたものの、コルビジェの思想に見

図 1（左）　ゲーリッツによる「エル・エコ」のドローイング（出典：eleco.unam.mx）
図 2（中央）　「エル・エコ」中庭の黄色の塔（出典：eleco.unam.mx）

図 3（右）　「エル・エコ」平面図（出典：Archivo Goeritz CENIDIAP México DF.）
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られる機能性への傾倒よりも、量塊と壁面の簡素さ、静かに交互に現れる光と影、深い感情を沸
き起こして美の概念に形を与えるモダニズム建築の可能性に傾倒した（De Michelis 2002:55）。
バラガンは、1950年代から 1960年代にかけて、かねてからの知己であったメキシコ人画家・
骨董家ヘスス・（チューチョ）・レイエス・フェレイラ（1880-1977、以下「チューチョ・レジェス」）、
ベルリンからやってきた彫刻家ゲーリッツと活発に協働した。彼らの持つ色彩や素材感覚、感性
から大いに影響を受けながら感情的建築を実践する中で、現代における建築の本質的な役割を抽
出し普遍的な形で表現するという、建築を通じた芸術活動に積極的に取り組んだ。バラガンの円
熟期には、「ペドレガル庭園分譲地（Jardines del Pedregal、1945-1952）」、「ルイス・バラガン邸（Casa 

Barragán、1947-1948）」、「カプチン修道院（Capuchin Convent Chapel、1954-1963）」、「サテライト・
タワー（Torres de Satélite、1957-1958）」、「サン・クリストバル 舎（Cuadra San Cristóbal、
1966-68）」、「ヒラルディ邸（Casa Gilardi、1975-1977）」など、「メキシコの伝統から近代への生き
生きとした再解釈を成し遂げた」と評される数々の作品を手掛けた（Frampton 2002:23）。1976年、
バラガンはニューヨーク近代美術館で行われた自身の回顧展において、「私は感情的建築を信じ
る。建築がその美しさによって感動を与えることは、人類にとって非常に重要なことである」と
述べた（Ambasz 1976:8）。以下、バラガンの考える感情的建築について、（a）着想と（b）作用す
る対象、そして（c）引き起こされる感情の状態について『プリツカー賞受賞講演』をもとに整理
する（Barragán 1980）。

（a）着想
バラガンは、自身の建築作品は自伝的なものであるとし、「私が達成したすべてのことの根底に
は、幼少期と思春期を過ごした父の牧場の記憶がある。私は作品の中で、あの懐かしい時代の魔
法を、現代の生活のニーズに合わせようと常に努力してきた」と述べた。また、「個人的な過去を
詩的に認識することを郷愁とする。芸術家自身の過去は創造的な可能性の源泉であり、郷愁に基
づく内なる啓示に耳を傾けるべき」とした。
バラガンは自身の過去の記憶や郷愁に着想を得ながらも、その中から普遍的な価値を抽出し、
自らの時代にふさわしい建築を解釈して発展させなければならないと考えた。バラガンのこのよ
うな思想の背景には、彼が尊敬の念を抱いていた二人、ドイツ人作家・造園家フェルディナン・バッ
ク（1859-1952）と同郷人の壁画家ホセ・クレメンテ・オロスコ（1883-1949）の影響があると考え
られる。
バックは、自身の庭園作品の意味は「郷愁をかきたてる要素だけからなる建築を作るための大
胆不敵な努力にある」と述べた。彼は、近代性や限定された様式や時代の特徴に従うことを避け、
「地中海から生まれた形態の中から、時代や宗教、領域の限定されすぎた特徴を示すものをすべて
引き剥がし、それらの素朴な総合を作り出す」と述べた（De Michelis 2002:45）。
また、バラガンは、オロスコの中に、郷里の伝統に根ざしながらも時代の考え方に賛同をする
という、伝統と近代の理想的な結合を見た。オロスコは、「新しい世界の芸術は、古い世界の古い
伝統に基礎を置くことはできない。あらゆる民族、あらゆる時代の芸術には、人間的で普遍的な、
共通する道徳的価値があるが、それぞれの新しい一団は、その力で行動し、創造し、その作品、
公益の個別の貢献を残さなくてはならない」と断言した。オロスコとの出会いを経て、バラガン
は「各々の建築家は、自分が生きている時代にふさわしい建築を解釈して発展させなければなら
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ない」と主張するようになった（De Michelis 2002:50-51）。バラガンにとって、今日の建築の本質
的な役割は、近代生活の非人間的な側面を取り除くために、平静、親密さ、驚きといった感情を
生み出すことだった（Aldrete-Haas 2002:279）。

（b）作用する対象
バラガンは、「自伝」、「郷愁」、「記憶」という表現を用いて、過去の個人的記憶が建築の表現を

方向づけるとした。また、バラガンは、「人間のサイズに縮小された自然は、現代生活の攻撃性に
対する最も効率的な避難所に変わる」と述べ、ヒューマンスケールに合わせた空間に言及した。

（c）感情の状態
バラガンが求める感情の状態は、「静寂」、「孤独」、「静けさ」といった静的状態で表現された。「静
寂」という言葉は『プリツカー賞受賞講演』の中で特に多く登場した。例えば、噴水を「静かで
穏やかなせせらぎ」と表現し、喜びを「静かな喜び」と表現するなど、バラガンが「静寂」を重
視した傾向が見てとれる。
また、バラガンは、神との個人的な対話を行う内省的な空間を建築に取り入れた。彼は、「私は
カトリック教徒なので（中略）宗教的遺跡や、廃墟となった修道院を敬 な気持ちで訪れたこと
が何度もある。そして、人気のない回廊やひっそりとした中庭を訪れたときに感じられる静穏さ
や安堵感に、いつも深く感動する。自分の作品にもこのような印象を与えることができないもの
かと考えた」と述べた。

2.4　感情的建築の作品事例
ルイス・バラガン自邸（メキシコシティ、1947-1948）

1948年にメキシコシティに建てられたバラガン自邸は、バラガンが 1988年に死去するまで暮
らし、仕事もした住宅兼仕事場で、彼の代表作の一つである。設計図上の建物自体は 1948年に完
成したが、時間をかけて少しずつ手を加えたり、実験をしたりしながら、自身の思想の建築空間
への反映を試みた（Zanco 2002:93）。例えば、庭に面したリビングルームの十字型の格子窓は、
内部と外部の視覚的な境界をほぼ無くしながら、外光によって十字架がモニュメントのように浮
き上がり、内部にいる者に静謐な宗教的感動を呼び起こす効果を持つ（図 4）。バラガンは感情的
建築を目指したが、直感で設計することはなかった。論理と周囲の知識人との知的会話がベース
となって、魅力的な空間が生まれている（O'Leary 1995:115）。
また、チューチョ・レジェスやゲーリッツの審美眼や美的感性によって選ばれた調度品や装飾
品、絵画、彫刻などの美術作品が、建築と一体的かつ物語的に配置され、訪れる人の感覚的反応
や連想の連鎖を誘うようになっている。この建築作品には、『プリツカー賞受賞講演』で言及した
「静寂」、「魅惑」といった叙情的な雰囲気が実現され、「現代生活の攻撃性に対する最も効率的な
避難所」としての普遍的な価値が備わっている（Barragán 1980; Barragan Foundation-a 2022）。

カプチン修道院（メキシコシティ、1953-1960）
カプチン修道院は、バラガンの代表的な建築作品の一つであり、彼の宗教的信念に加え、教会
建築や宗教美術への深い関心が存分に発揮された。この建築は、既存のコロニアル建築とその付
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属施設の改修、新しい礼拝堂の建設、敷地後方への増築など、数々の工程を経て完成した。バラ
ガンは、屋外空間に美しい中庭を作るため、既存の平面計画を改良した。外部空間である中庭は、
外の世界を遮断する高い外壁で仕切られている。外壁によって切り取られた青空と植えられた
ブーゲンビリアの緑葉とピンクの花が強いコントラストを生み、水盤が安らぎを添える。
内部空間は、礼拝堂の長方形の身廊に 2つの壁を鋭角に接合したプリズム状の三角柱を配置し、
側廊と主廊が祭壇に向かって収束するダイナミックな視覚的効果を作り出した（図 5）。バラガン
は、細部のこだわりを求め、建設中も設計変更を繰り返し、完成には 6年以上を要した。
チューチョ・レジェスは黄色の十字架、祭壇、修道服や食器のデザインや選定に加わり、ゲーリッ
ツは祭壇背後の金色のパネルや琥珀色のステンドグラスをデザインした。琥珀色のステンドグラ
スを通して入射する光は、訪問者に深い宗教的感動を呼び起こす。カプチン修道院の完成により、
バラガンは視覚芸術の調和を追求することになったとされる（Barragan Foundation-b 2022）。

サテライト・タワー（メキシコシティ、1957-1958）
サテライト・タワーの建設は、1950年代、当時のミゲル・アレマン大統領の働きかけのもと、

拡大するメキシコシティの衛星都市建設という公共事業の一環で行われた。1957年、都市計画を
担当した建築家・都市計画家マリオ・パニは、近代化を象徴する幹線道路を計画し、その中心に
都市の新たな芸術的要素を作り出すため、バラガンにモニュメントのデザインを依頼し、翌年落
成した。バラガンはゲーリッツとチューチョをこのプロジェクトに引き入れ、近代的な幹線道路
の一部を構成する一群の塔を共同で構想した（Lampugnani 2002:157）。鉄筋コンクリート造で作
られた高さ 30メートルから 50メートルの 5本の二等辺三角柱の塔は、バラガンとゲーリッツが
ともに訪れたイタリア、サン・ジミニャーノ（San Gimignano）の塔に着想を得ていると言われ
ている。この塔は、幹線道路からの見る場所によって、記念碑のようにも巨大な建物のようにも
その印象を変える（図 6）。「視覚的祈り」が表現されたサテライト・タワーは、近代の建築と都

図 4（左）　ルイス・バラガン自邸
図 5（中央）　カプチン修道院
図 6（右）　サテライト・タワー

（図 4-6 出典：Barragan Foundation）
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市開発、芸術と建築の融合、モダニティとモダニズムを象徴する重要な作品となった 2）（Barragan 

Foundation-c 2022）。

2.5　感情的建築におけるバラガンとゲーリッツの比較
ゲーリッツとバラガンの提唱する感情的建築思想は、その時代背景から機能主義への反発とい
う意味を持ちながら、建築においても一般の芸術と同様にその時代の精神を反映させるべきであ
り、そのためには、建築が人間の心理や精神へ働きかける機能を持つべきとする考えにおいて共
鳴していた。また、両者ともに建築表現における宗教的精神性を重要な要素とした。両者の感情
的建築思想には相違点もあり、ゲーリッツの場合、建築の着想は古代神殿などの巨大建築やモニュ
メントから得られ、建築が作用する対象は大衆であり、引き起こされる感情の状態は高揚感など
の動的状態であった。バラガンの場合、建築の着想は過去の思い出や修道院から得られ、建築が
作用する対象は個人であり、引き起こされる感情の状態は、静寂や安堵感などの静的状態であっ
た。
感情的建築思想はゲーリッツが 1954年に『感情的建築のマニフェスト』において提唱したが、

バラガンは、その以前からも建築が感情に作用することを意図した創作活動を行っていた。多数
の建築家や美術家との国際的かつ横断的な交流を持っていたバラガンの制作活動における視座
は、単に機能を提供するだけの建築や、一部の政治的イデオロギーに沿った一時代的な建築を手
掛けるのではなく、時代の精神を反映した普遍的な価値を持つ建築の創造を目指していたと推察
される。その建築は、絵画、彫刻、そして詩などの様々な芸術要素が一体的に統合されている。
バラガンは、ゲーリッツの名付けた感情的建築が、近代建築史あるいは近代美術史の文脈に残り
うる概念であると考え、ゲーリッツとの協働を積極的に行ったのではないかと考えられる。

3．機能主義

3.1　国際的な機能主義建築の潮流
建築における機能主義とは、建物はその目的や機能のみに基づいて設計されるべきという原則
に基づいている。機能主義、合理主義にもとづくモダニズム建築の潮流は、第一次世界大戦
（1910-1917）において特に大きな被害を受けたヨーロッパを中心に、人々のためにより良い社会
を新たに構築する必要性に触発され、都市の復興及び近代化を目指す中で広く受け入れられた。
この潮流は、西欧を模範とする国々に広がった。モダニズムは、建築が持つべき機能と効率、形
態の合理性を重視し、国や地域など特定の場所に関わらず均一で合理的な建築空間を生み出した。
モダニズムでは、鉄筋コンクリートや鉄といった新しい建築素材と、それらを用いた新しい工
法の出現によって、空間を効率的に生み出す柱・梁や壁などの構造的要素が、装飾などの美的要
素よりも重視された。構造に関わらない要素は、建築を形作る本質として扱われず、美術、伝統
工芸や地域的な美的感覚など、人間的感性に関わる要素は二次的なものとして扱われた。建築家
ル・コルビジェによる、機能美の追求を端的に表す「住宅とは住むための機械である」との一節や、
ドイツ人建築家ミース・ファン・デル・ローエ（1886-1969）による、華美な装飾の排除を意味す
る「少ないほうが豊かである」との一節は広く知られている。
国際的な運動あるいは潮流としてのモダニズム建築の誕生と普及には、コルビジェなど主に西
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欧 の 建 築 家 が 1928 年 に 設 立 し た「 近 代 建 築 国 際 会 議（CIAM、Congrès International 

d'Architecture Moderne）」の果たした役割が大きい。CIAMは、モダニズム建築共通の原則を世
界に広めることを目的とし、1959年までに各国で 11回の会議を開催し討論を重ねた。1932年には、
ニューヨーク近代美術館（MOMA）で CIAMの建築家らの作品を紹介した「近代建築展」が開催
された。同展の図録「インターナショナル・スタイル」も大きな反響を呼び、インターナショナル・
スタイル（国際様式）建築という呼び方も一般的になった。

3.2　メキシコ国内の機能主義
1920年代に入ると、メキシコの建築家とエンジニアは、建築における現代性の概念を、コルビ
ジェが著した『建築をめざして（Vers une architecture）』（1923）などを始めとする国内外の出版
物や、広がりつつあったコンクリートの使用を通じて受け入れていった（Aptilon 2008:39）。西欧
のモダニズムが機能主義（Funcionalismo）としてメキシコへ伝わり始めると、メキシコでも革命
後の理想社会にふさわしい近代建築思想の体系化や理論化が試みられるようになった。ホセ・ビ
ジャグラン・ガルシアは当時建築を教える国内唯一の教育機関であったサン・カルロス建築学校
で、1924年から 1935年にかけて機能主義の基本原理を実践と結びつけ、新しい設計方法論を教
えた。メキシコにおける機能主義は、ビジャグランの教えを起源とし、第一世代の教え子でオゴ
ルマン、フアン・レガレッタ（1902-1934）らが、単なる機能主義建築の設計にとどまらず、政治
思想と結びついた社会的プロジェクトとして実践していった。オゴルマンらは、機能主義の推進
において、コルビジェら西欧の機能主義よりも急進的であり、建築は何よりも実用的な仕事で、
純粋に機能的であるべきであり、いかなる美的要素も回避しなければいけないと考えた 3）。

1930年代には、ラサロ・カルデナス政権（1934-1940）が、農地改革や労働者向けの政策を推し
進めるなど社会主義的な傾向を強めた。その中で、急速に拡大する都市のインフラ施設を緊急か
つ大量に整備するために、経済性および合理性に加え新しい時代を象徴する革新性を持つ機能主
義建築の公共施設建設を進めた。オゴルマンは公教育省建築局の局長に就任し、1932年から 1935

年にかけて 53校の学校の新設、改修をした（図 7）。また、フアン・レガレッタは、費用、機能、
効率を重視した「最小限の費用で最大限の有効性」を持つ「労働者用集合住宅」（Conjuntos 

Habitacionales para Trabajadores、1932－1934）の計画を行った（図 8）（Noelle 2002:32）。
民間部門においても、主に商業的理由を背景に機能主義的なモダニズム建築が広く中産階級に
まで広がった。1930年代前半から 1940年代前半にかけて、人口の流入が急激に進んだ首都メキ
シコシティでは、低価格で近代的な集合住宅の建設が奨励された。富裕層はカリフォルニア・コ
ロニアルやアール・デコといった装飾性の高い建築様式を引き続き好んだものの、進歩的な芸術
家、知識人、政治家は、社会主義に近い政治的・社会的理想と結びついた機能主義的なモダニズ
ム建築を好んだ。そして、都市に流入した大部分の中産階級は、富裕層や進歩的な人々の嗜好や
流行に憧れを抱きつつも、手に入る現実的な範囲で住まいを選択することになった。そのような
層の多くは、装飾を控え、質素で合理的なイメージを取り入れてはいるものの、その外観も内装
も機能主義建築の定石には従っていない商業的な「機能主義」住宅を受け入れた。モダニズム建
築は、より広い社会層に受け入れられた一方で、商業建築として収益性の高いビジネスへと変貌
していった。
建築家の多くは、自らも起業家として集合住宅開発、販売を手掛けた。メキシコシティでは、
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人口密度の高い都市条件や、中産階級を惹きつけて賃貸収入を得るための経済性を重視する中で、
商業的な色合いが強い機能主義建築が多く建設された。機能主義的な集合住宅を手掛けた最も重
要な建築家として、バラガンやエンリケ・デル・モラル（1905-1987）が挙げられる。彼らが提案
した建築は、機能主義の背景の理論や思想には従っているものの、商業的側面も大いに指摘され
る。
バラガンは、1936年以降、約 25棟の集合住宅を設計、建設し、有能な事業家としての手腕を
発揮した。1940年に建築家から不動産投機に転向し、投機の一環としての建設に関わることになっ
た（Ugarte 1985:93）。この時期の商業的側面が優先された集合住宅作品は、バラガン研究や企画
展などにおいて、省略あるいはごく簡単に触れられる程度であることが多い（図 9）（Aptilon 

2008:42）。
以上の通り、メキシコにおける機能主義の急速かつ広範な普及は、1910年の革命から受け継が
れた深い理想主義と、都市に流入してきた中産階級に対して住まいを提供するという現実的な急
務に誘発されたものであった。『メキシコの新しい建築（The New Architecture en Mexico）』
1937）の著者でありジャーナリストのエスター・ボーン（出没年不明）は、1937年にメキシコシ
ティを訪れた際、都市が近代建築で埋まる様子に驚かされ、その数は北アメリカのどの都市に比
べても突出していると綴った。数十年の間、足早に機能主義やモダニズムを消費し尽くしてしまっ
た建築家たちの多くは、革命時とは異なる種類の緊急性、今度は彼らのルーツを再発見する衝動
に直面することとなり、機能主義からは背を向けていくことになった（Aptilon 2008; Leal 

Menegus 2017）。

3.3　機能主義建築と感情的建築
第一次世界大戦後に西欧で生まれた機能主義、合理主義にもとづくモダニズム建築の潮流は、

1920年代以降にメキシコにも伝播し、革命後の政治的イデオロギーに強く紐付きながらより急進
的なメキシコの機能主義として実践された。その中で、建築の装飾性や美的要素は排除されるだ
けでなく、反革命的とすらみなされた。また、人口の流入が劇的に進んだメキシコシティなどの
都市部では、それらの中産階級に対して住宅を提供するという必要性から、より経済的側面を重
視する「機能主義」住宅の建設が進んだ。
感情的建築は、当時主流であったメキシコ近代建築史における機能主義の中で異質な存在で
あった。感情的建築の役割は、人間性の回復であり、審美的な関心が極めて高く、芸術としての
建築を試みていた一方、メキシコの機能主義建築の役割は、革命の達成や経済合理性の追求であ
り、装飾性や美的要素は排除された。
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4．地域主義

4.1　国際的な地域主義建築の潮流
1940年代以降、国際的に画一的なスタイルを提唱するモダニズム建築に対し、モダニズム建築
に地理的文脈を取り入れた地域主義建築が、ラテンアメリカやアジア諸国で広がった。モダニズ
ム建築による近代化は、建築から美術や装飾を排除し、場所や個人に関係なく画一的に作ること
で、地域社会や個人のアイデンティティの欠如という問題を生んだ。地域主義建築では、地域の
歴史や文化が反映された美術や装飾がモダニズム建築に取り入れられた。
これらの潮流は、建築史家ケネス・フランプトン（1930-）の論文『現代建築史（Modern 

Architecture）』（1985）4）により調査、分析され、批判的地域主義という語が広まった。フランプ
トンの考える批判的地域主義建築は、ヴァナキュラー建築（土着的建築）とは異なり、モダニズ
ム建築が持つ普遍的・進歩的特質を取り入れると同時に、地理、気候、光の価値など地域の場所
性や風土性を引き出し融合する建築である。

4.2　メキシコ国内の地域主義建築の潮流
メキシコにおける地域主義の主な潮流は、造形的統合とメキシコ地域主義に大別される。造形
的統合建築は、1930年代の機能主義建築を通して政治的イデオロギーを社会に伝達することを目
的とした。一方、メキシコ地域主義建築は、民間資本による個人の自由なアイデンティティの表
現を許し、1960年代以降の多様な建築表現へとつながった。

造形的統合
造形的統合建築は、機能主義建築の表面に、メキシコを題材とした絵画や彫刻などの造形美術
を表現し、それらを一体的、統合的に表現するものだった（大津 2008:12）。1930年代の機能主義
は美的、芸術的要素を排除したが、1940年代になると美術と建築の融合を訴える声が美術家と建
築家の双方から上がった。壁画運動を牽引した美術家ディエゴ・リベラ（1886-1957）は、真の壁
画とは、建築とそれを利用する人間社会を結びつけるものであると述べた。（Torres 2016:8）。
メキシコシティ南部のメキシコ国立自治大学キャンパス（1950-1954）は、造形的統合建築の代
表的な事例である。建築家マリオ・パニらが手掛けたマスタープランでは、モンテ・アルバンや

図 7（左）　メルチョール・オカンポ小学校（出典：Archivo DACPAI-INBA）
図 8（中央）　労働者用集合住宅（出典：Museo Archivo de la Fotografía）
図 9（右）　メキシコ公園通りの住宅（出典：Barragan Foundation）



メキシコ近代建築の位相

─ 139 ─

テオティワカンといったメキシコ古代都市の都市計画を反映し、キャンパスをグリッド上の広大
な広場と建物群によって構成した。主要な建築物では、建築家と美術家が協働し、メキシコの機
能主義建築と古代美術の壁画の融合が試みられた。オゴルマンは、機能主義建築の中央図書館
（1950-1956）を、色石を敷き詰めた壁画の外壁で覆うことで「建築に見られる合理主義を打ち消し、
人々に受け入れられる外観」を実現した（De la Rosa 2019）。
この中央図書館は、後年に伝統と前衛の融合、造形的な概念と建築の融合の事例として高い評
価を受けたものの、壁画運動を牽引した美術家の一人シケイロス（1896- 1974）は、「伝統文化の
皮をかぶっただけの表層的建築だ」と強く批判した（Torres 2016:12）。ディエゴ・リベラは、「造
形的統合は、平等で階級差別のない社会において実現するものである」と述べ、現実社会におけ
る造形的統合の達成は不可能とし、断念を表明した（図 10）（Torres 2016:19）。

メキシコ地域主義
メキシコ地域主義建築の特徴として、メキシコ人建築史家・建築家エンリケ・デ・アンダ（1950-）
は、「地域主義は、大地に根を下ろす空間の特性を捉え、地域に対応した伝統の造形をつくり出し、
建築の理論とその作品に、審美的な価値と独創性を与えるものである」としている（De Anda 

2014:221）。メキシコ地域主義建築を、初期、中期、後期に分けて整理する。
a．初期（1940年代）：　民間プロジェクトや富裕層向け住宅での導入
ドイツ出身の建築家マックス・チェット（1903-1980）は、メキシコの伝統的建築工法や素材を
活用した地域的建築の可能性を模索した。バラガンと「ペドレガル庭園分譲地」の住宅と庭園の
設計で協働し、敷地の火山岩や植生の自然風景に調和した住宅建設を行った。ペドレガル庭園の
彼の自邸はその代表作品となった（図 11）。建築家マヌエル・パラ（1911-1997）は、コロニアル
建築の廃材を活用し、独創的な地域的建築を建設した。1940年代以降、都心において次々と取り
壊される植民地様式の建築の古材（窓、木の柱や梁、煙突など）を用いて、サン・アンヘルやコ
ヨアカンなどの高級住宅地に数多くの邸宅を建設した。パラは、古材を使用して場所の記憶を回
復する手法により住宅建築に歴史・文化的アイデンティティを表現した。
b．中期（1960年代）：オリンピックにおけるアイデンティティの海外への発信

1968年のメキシコシティオリンピックは、経済的な成長に裏打ちされた自信を背景に、自国の
アイデンティティを海外へ発信する好機となった。その中で、先史時代を思わせる大規模な建築
や、土着的色彩を用いた建築といった地域主義建築がつくられた。建築家リカルド・レゴレッタ
は「ホテル・カミノ・レアル（Hotel Camino Real、1968）」にて、メキシコの伝統的な民芸品や
植民地時代の記憶を、視覚的にインパクトのある色彩やシュールレアリスム的形状に読み替え、
メキシコの文化的アイデンティティを建築で表現した（図 12）。建築は、機能主義の抑圧から徐々
に自由になり、地域性、場所性、歴史性、装飾性などの要素が再び見直されていった（五十嵐・
菅野 2022:247）。
c．後期（1970年代）：機能主義からの開放と多様性の開花

1970年代は、地域主義建築の様々な実験や探求が、多様な建築を生み出した。アグスティン・
エルナンデス（1924-2022）、テオドロ・ゴンザレス・デ・レオン（1926-2016）、アブラハム・サブ
ルドフスキー（1924-2003）などの建築家が、先スペイン期もしくは植民地期の伝統に着想を得て、
広場、中庭、重厚なボリュームを持つ雄大なロマン主義的な地域主義建築を建設した。
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4.3　地域主義建築と感情的建築
1940年代以降、国際的に画一的なスタイルを提唱するモダニズム建築に対し、モダニズム建築
に地理的文脈を取り入れた地域主義建築が、ラテンアメリカやアジア諸国で広がった。メキシコ
国内においても、機能主義建築を通して政治的イデオロギーを社会に伝達することを目的とした
造形的統合と、民間資本による個人の自由なアイデンティティの表現を許し、1970年代以降の多
様な建築表現へとつながったメキシコ地域主義が展開された。
造形的統合は、機能主義建築の表面に、メキシコという地域に根ざした絵画や彫刻などの造形
美術による表現を用いて、それらを一体的、統合的に表現するものであり、その役割は、政治的
イデオロギーの伝達であった。メキシコ地域主義は、機能主義の持つイデオロギーからは距離を
置きながら、モダニズム建築にメキシコ特有の地理的文脈や先スペイン期、植民地期の文化的要
素を取り入れた。
メキシコにおける地域主義について、メキシコ人建築史家ルイス・ノエジェ（1944-）は「現在、
地域主義として知られる潮流の先駆者として、バラガンが認められる。この潮流は、地域的なも
ののうちに、経済面と文化面における固有の問題を見出している。また、国際様式のように非人
間的で標準化された建築に異議を申し立てている」と述べている。しかし、バラガンによる感情
的建築は、メキシコ人であるバラガン自身の記憶や郷愁に着想を得ているものの、その上で表現
されるものはメキシコ人に限らず現代人の感情に作用するよう抽象化されていた。バラガンは、
自身の建築作品を「一地方のみ通用するのではなく、世界的でなければいけない」と述べている（直
原 1980:133）。

5．結論

バラガンが建築家としてのキャリアの初期から模索し、1954年にゲーリッツが名付けた感情的
建築は、当時メキシコで主流だった機能主義の中で極めて異質であった。革命後の政治的イデオ
ロギーに強く紐付き、建築の装飾性や美的要素が排除されたメキシコの機能主義に対して、感情
的建築の考える建築の役割は人間性の回復であり、審美的な関心が極めて高く、芸術としての建
築を試みていた。また、感情的建築を後に続く地域主義建築の先 と捉える論があるものの、感
情的建築における建築表現は、その地域性を具象的に表現した地域主義建築に比べ、より抽象化

図 10（左）　メキシコ国立自治大学中央図書館
図 11（中央）　チェット自邸

図 12（右）　ホテル・カミノ・レアル
（図 10-12　出典：Houses in Mexico）
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され普遍的な色合いを濃くしていた。
これらの比較から、感情的建築が、単に機能だけを提供する建築や、一部の政治的イデオロギー
や地域性に沿った一時代的な建築からは一線を画し、感情的建築において、時代の精神を反映し
た普遍的な価値を持つ建築の創造を目指していたことが浮き彫りになった。バラガンの感情的建
築が遺憾なく実践された「ルイス・バラガン自邸」は、近代生活の非人間的な攻撃性から避難し
た現代の人々に対して、静寂、安らぎなどの感情を呼び起こさせることを企図している。伝統と
モダニズムの融合を超え、建築を通じた芸術表現として普遍的な価値を評価されたからこそ、人
類共通の財産として近代建築史、近代美術史の文脈において輝ける功績を残したのだと考えられ
る。

註釈

１） プリツカー賞 （The Pritzker Architecture Prize）は 1979年、ハイアット財団が創設した国際賞。
毎年、建築家の中から優れた業績をあげた者に授与され、「建築界のノーベル賞」とも称される。

２） サテライト・タワーは、1968年開催のメキシコシティオリンピックの宣伝に使用され、国際的
に広く知られた。しかし、バラガンとゲーリッツの間でこのプロジェクトの作家性をめぐり激し
く長い対立が生じ、1970年以降、二人の友情と仕事上での連携が途絶えた。

３） ホセ・ビジャグラン・ガルシアは、文部大臣ホセ・バスコンセロスに起用され、メキシコ革命後
に文部省に設立された建設局の一員となった。建設局での 10年間に建てられた彼の建物は、機
能性を最大限に実現するため装飾を排除し簡素に作られ、革命後の建築の模範となった（Aptilon 

2008:38, 41）。
４） 1980年代初頭は、モダニズムへの反動によりポストモダニズムが全盛の頃であった。
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〈書　　評〉
アルトゥーロ・エスコバル著、北野収訳・解題
『開発との遭遇―第三世界の発明と解体』

（新評論　2022年　538頁  原著 Arturo Escobar, Encountering 

Development: The Making and Unmaking of the Third World. 

Princeton University Press, Princeton, 2012[1995], 538pp.）

中　沢　知　史＊

「持続可能な開発目標」（Sustainable Development Goals・SDGs）という言葉を日本でも毎日の
ように見聞きするようになった。そこでは、地球上の全ての人々が取り組み、2030年までに達成
すべきとされるさまざまな開発課題が述べられている。例えば、SDGs第一の目標は「貧困をな
くそう」であるが、問題にされるのは他国・他地域の貧困であり、コロナ禍における日本社会の
女性の貧困といった身近な貧困ではない。人類共通の課題とされるものが、なぜ特定の地域・状
況に偏って語られ、別のところでは不可視化されるのか。このたび、訳者が 10年という長い年月
をかけて翻訳に取り組み、400頁を超える本文に 50頁にわたる訳者解題を付して上梓した『開発
との遭遇』（原著 1995年刊、増補版 2012年）は、こうした違和感を言語化し相対化するうえで格
好の手引きとなる書である。
本書の章立て 1）は以下のとおりである。

第 1章　序論―開発とモダニティの人類学
第 2章　貧困の問題化―三つの世界と開発をめぐる物語
第 3章　経済学と開発の空間―成長と資本をめぐる物語
第 4章　権力の拡散―食料と飢えをめぐる物語
第 5章　権力と可視性―小農民と女性と環境をめぐる物語
第 6章　結論―ポスト開発の時代を構想する
第 7章　二〇一二年版への追補

原著者アルトゥーロ・エスコバル（Arturo Escobar 1952～）はコロンビア出身の人類学者で、
ポスト開発論の第一人者である。エスコバルの経歴は、＜北＞の巨人米国と＜南＞のコロンビア
のあいだを往還する、移動するラテンアメリカの知的エリートのそれである。自国の大学卒業後、
「国民食料栄養計画（Plan Nacional de Alimentación y Nutrición・PAN）」（1975～ 1990年頃）に
関与し、留学先の米国で「開発」への疑念を知的に昇華させ、本書のもとになる博士論文にまと
めている。内在的な「開発」批判をつうじて、米国の大学で教 をとる白人男性という特権的地
位を有する「近代西洋人」（1頁）たる自身を省察した書としても読める。
エスコバルが体系的に「開発」批判を成し遂げたことと、彼がコロンビア出身であることは偶

＊　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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然ではない。コロンビアこそは、第二次世界大戦後の覇権国米国にとって、軍事的な側面を含め
南米で最重要の同盟国であり、「開発」の実験場となってきた国である。「開発」はグローバルな
統治権力と深く関わっており、中立的、無色透明ではありえない。むろん、こうした認識は 2022

年現在では特に新しいものではない。しかし、本書が知的に興味深いのは―それゆえに、訳者
も指摘するとおり、難解さを免れ得ないのであるが―、M.フーコーおよびフーコーに学んだポ
ストコロニアル論者たちの議論を参照しつつ、「開発」を言説分析の手法で批判し、さらに「開発」
言説全体を解体すること（52頁）まで射程に入れている点である。結論部（第 6章）に掲げられ
るとおり、エスコバルが「開発」批判を通じて志向するのは「開発のためのオルタナティブ」で
はなく「開発に対するオルタナティブ」なのである（370頁）。
第 2章では、第二次世界大戦前後の状況が分析の俎上に載る。植民地帝国が解体するなか、米
国を中心とするグローバルな統治権力は、独立したアジア・アフリカの国々から成る＜第三世界
＞との関係を再定義する必要に迫られた。そこで発明されたのが「貧困」であり、克服すべきも
のとしての「低開発」の概念である。かかる「表象のレジーム」のもとに登場したのが、第 3章
で取り上げられる開発経済学であり、近代化理論である。戦後に誕生した開発経済学が「進歩」
のための物質的繁栄を得る方途として、経済介入から通貨安定・構造調整政策、そして市場志向
へと、様々な処方箋を「低開発」の＜第三世界＞に提示してきたことはよく知られている。エス
コバルは、開発経済学がベースとする経済学を、ヨーロッパ史というごく特殊な文脈のなかで偶
発的に培われてきた文化的構築物と捉える。そのうえで、普遍科学を装う開発経済学が、その実
いかに特殊な経済の概念と実践を世界中に押し付けてきたか、膨大な文献を博捜しつつ描き出す。
第 4章は、具体的な開発実践に関する「制度の民族誌」である。いまや巨大な官僚機構となっ
た開発装置による実践が、人々の思考や日々の生活の条件にいかに作用するか（202頁）に焦点
が当てられる。エスコバル自身が関わったコロンビアの「国民食料栄養計画（PAN）」を対象に、「プ
ランニング」という官僚的文書実務―「良識」（コモンセンス）にもとづくレッテル貼りや、脱
政治化を特徴とする―によって現実がいかに構築され、そして計画の対象となった人々の規律
＝訓練化がもたらされたかが縦横に語られる。エスコバルが語る「開発実践の評価」は、読み手
が開発実務経験を有する場合、少々耳に痛く響くとともに、「開発」の名のもと自分が実際には何
をしているのか、目を開かされるような思いがするであろう。
第 5章に入ると、エスコバルの「開発」言説批判はさらに鋭くなる。主たる批判の対象は世界
銀行である。世界銀行は、「グローバル・エリートをもてなす経済的・文化的帝国主義の代理人」（295

頁）として、「小規模農家」「ジェンダーと開発」「持続可能な開発」と、こんにち広く人口に膾炙
している概念を次々に発明し、農民、女性、はては自然まで、地球上のありとあらゆるものを「資
源」化し、一元的に資本の管理下に置こうとしてきた。世界銀行に代表されるこうした「普遍」
を押し付けてくるヘゲモニー権力に対し、いちはやく抵抗を始めたのが小規模生産者組織や第三
世界フェミニズム、そして先住民族であったことも頷けよう。
必要なことは、「開発」という「表象のレジーム」によって押しつぶされる文化を肯定するため
の政治闘争であり、ローカル、リージョナル、ナショナル、グローバル、あらゆる次元で行われ
ている搾取・支配に抵抗する闘いと連帯することである。この観点からエスコバルが第 6章で強
調するのがラテンアメリカの異種混淆性（ハイブリディティ）である。1980～ 90年代のラテン
アメリカは、支配的な「開発」のナラティブでは、累積債務問題などを抱える「開発の失敗例」
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そのものであった。他方で、同じ時期にラテンアメリカから注目すべき様々な草の根運動や知的
刷新が起こったことも事実である（373頁）。ポスト開発の時代におけるオルタナティブを構想す
るには、異種混淆性を苗床とするこうした草の根運動の実践に寄り添いつつ、文化の差異を資本
の要求（権力関係を捨象した単なる多様性肯定）に従属させることなく、いかに守り抜くかが
となろう。
原著初版刊行からおよそ 30年が経つが、本書の価値は損なわれてはいない。実際、初版発行後
の 1990年代後半以降にますます可視化されるようになった先住民やマイノリティ運動、アグロエ
コロジー運動などの意義は、まさに本書で展開されるポスト開発論の枠組みで捉えたとき、より
明瞭になるであろう。2012年増補版に寄せた第 7章では、「ブエン・ビビール」（善き生）や「自
然の権利」思想などに刺激を受け、文化の擁護からプルリバース（多元世界）論へとさらなる理
論的展開が披露されている。アマゾニアの森林伐採やアンデスの鉱業にみられる採掘主義
（extractivism）、マヤ鉄道などの「開発」をめぐって揺れる今日のラテンアメリカを考えるうえで、
本書は極めて大きな示唆を与えてくれる。

注

１） 本文とは別に原著者エスコバルと、エスコバルの同僚である東アジア研究者マーク・ドリスコル
による二つの日本語版序文（それぞれ 2022年 2月付、2018年 12月付）が付されている。ドリ
スコルの序文は、『開発との遭遇』以降のエスコバルの理論的展開―ポスト・コロニアルからデ
コロニアル（脱植民地）へ、ポリティカル・エコロジーからポリティカル・オントロジー（政治
的存在論）へ―について簡潔に解説してくれている。また、エスコバルも参加した「近代性／植
民地性」研究グループ（Grupo Modernidad/Colonialidad）にも言及があり、短いながらラテン
アメリカ発の脱植民地論についての見取り図を提示している点で有用である。
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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．掲載誌
　  執筆者に掲載誌 3冊を贈呈する。海外在住の著者に関しては研究所ウェブサイト上の 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執筆者の指定する国内送
付先に発送する。

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（以下 k/wとする）5語及び要旨を付すこと。和文
原稿の場合は日本語と外国語の k/wを併記し、欧文要旨（200語程度）を付し、事前にネー
ティブチェックをいれること。欧文原稿の場合は外国語と日本語の k/wを併記し、和文要
旨（400字程度）を付すこと。要旨と k/w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 or 



─ 159 ─

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. The author(s) who 

live(s) abroad may download the PDF version of the issue of bulletin from the Institute’s website, 

and the paper copies (3) will be forwarded to his/her domestic address (Japan) with upon prior 

request to the Editorial Committee.

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 ar tículos 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 
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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. 

El autor o autores  que vive(n) en el extranjero podrá(n) descargar la versión en PDF del Boletín 

del sitio web del Instituto y, con previa notificación al Comité editorial, recibir los tres ejemplares 

del mismo en la dirección nacional indicada.

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.
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編　集　後　記

世界の変動はまだまだ終わらない。おそらくは今後も続くであろう。
外国語大学に身を置くものとして感じるのは、海外の情報がほぼリアルタイムでかなり大量に
日本で流通するようになった現状である。これはインターネット上の機械翻訳サービスの発展・
進化がかなり影響しているように思われる。実際、研究者レベルでも原文での資料を読み込む際、
機械翻訳は、ときにあらぬ方向へと進んでいくことがあるものの、かなり「使える」との実感が
ある。授業で大学生や大学院生と文法訳読や講読を行っているけれども、昔の風景とは一変した。
学生の誤読を楽しみながら、それを奇貨として内容を発展させたり、横道にそれながらも学生に
新たな興味を喚起させたりという教員生活で身につけたスキルもほぼ無用になった。学生が発言
するそっけなくもそつのない訳文が続いていくと奇妙な静逸が教室内を支配する。
思わせぶりな資料を見つけると、目を通さざるを得ない。何時間もかけて内容を確認するけれ
ど、結局、役に立たない資料であったなどという経験はこれまで日常茶飯事だった。機械翻訳を
使えばおそらくはその愚は避けられるであろう。うまく活用すれば時間のロスもなくなる。研究
の進展に資することが期待できる。

AIがもっとも本業に大きく影響している分野は囲碁・将棋などであろう。一手が今後に及ぼす
影響を瞬時に判断する。それを利用しながら研究したり、過去の対局の検討を行ったりする。ゲー
ムのプランに役立て、すでに検討を行った局面が現れれば、その過去の研究が生かされる。
勝者・弱者がはっきりと分かれるゲームの分野とは異なり、アカデミズムの研究者には勝敗が
ない。効率的な研究をすれば、査読者には勝利できるかもしれないが、それと自身の納得がいく
研究や目指す研究とは重なる部分もあるが重ならない部分もある。一見無駄だが、どこか引っか
かる研究を続けることで新たな道筋が見えることがある。無駄な時間にこそ研究のヒントがある
などというのは旧世代の研究者の引かれ者の小唄に過ぎないのだろうか。
本紀要の編集者一同は、あらたな時代に向けて対応に四苦八苦している。今回の紀要 22号に掲
載する論文・研究ノートは、執筆者の研究への熱意が感じられる作品がそろった。何とか発行で
きることを心から喜んでいる。今回、残念ながら掲載に至らなかった投稿者の方々を含め、投稿
されたすべての方々に感謝を申し上げる。

 （伊藤）
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