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〔論文〕

ヌエバ・エスパーニャにおける唯一神信仰説の利用に関する一考察
アコルワカンの先住民系クロニカを中心に

井上 幸孝(Yukitaka Inoue)�

「…あなた方はディオスの御言葉をまだ聞い
ていなかった。あなた方は神の書も神の言
葉も持っていなかった。彼の息も彼の御言
葉もあなた方には届いていなかった…」1)

はじめに

16世紀から 17世紀前半のヌエバ・エスパー

ニャでは、様々な先住民系クロニカ2)が書かれ、

征服以前や征服に関する歴史が記された。こ

れらのクロニカは 20 世紀中葉以降、主に征服

史研究において「敗者の視点」を映し出すも

のとして評価されてきた3)。その一方、近年に

なって先住民語とりわけナワトル語の史料公

刊が相次ぐ中で、それら先住民系クロニカの

一部にはもはや「インディオ的」ではないと

して否定的評価に変わりつつあるものも存在

する4)。しかし、管見によれば、「スペイン人」

�大阪外国語大学非常勤講師
1)Coloquios y doctrina cristiana... Los di�alogos

de 1524 seg�un el texto de fray Bernardino de Sa-
hag�un y sus colaboradores ind��genas. Ed. de
Miguel Le�on-Portilla, M�exico, UNAM, 1986, p.158.
転記に不備が認められたためファクシミリ版 (fol. 36r)
を参照した。以下、ナワトル語史料の引用は拙訳。
2)ここでは、インディオおよび混血の人々がアルファ
ベットを用いて書いた歴史書・記録文書を総称して「先
住民系クロニカ」と呼ぶ。
3)Le�on-Portilla, Miguel, Visi�on de los vencidos.

Relaciones ind��genas de la Conquista, M�exico,
UNAM, 1992, 13a ed.〔『インディオの挽歌』（山崎眞次
訳） 成文堂 1994 年〕; Baudot, Georges, y Tzvetan
Todorov, Relatos aztecas de la conquista, M�exico,
Grijalbo, 1989〔『アステカ帝国滅亡記』（菊池良夫・大
谷尚文訳〕法政大学出版局 1994 年〕
4)Lockhart, James, The Nahuas After the Con-

quest. A Social and Cultural History of the Indians
of Central Mexico, Sixteenth Through Eighteenth
Centuries, Stanford, California, Stanford Univ.
Press, 1992, pp.376, 587n ; V�azquez Chamorro,
Germ�an, \Introducci�on", en Alva Ixtlilxochitl,
Fernando de, Historia de la naci�on chichimeca,

と「インディオ」という分類によってこれら

記録文書の作成者を二分してしまうことには

大きな問題があり、実際、この二項対立的な

分類の問題性を指摘する研究者もいる5)。

確かにスペイン王室は植民地社会を「イン

ディオの
レプブリカ

社 会」と「スペイン人の
レプブリカ

社 会」に二

分しようと試みたが、実態としてみれば、征服

直後から一部では混血化が急速に進行してい

た。例えば、征服以前のインディオ貴族の中

にはスペイン支配という新たな現実を生きる

ために人種的あるいは文化的混血化の道を選

び、「西洋化」を選択した者たちがいた。これ

ら貴族層の子孫が書き残したクロニカの多く

は征服以前の歴史を扱っているが、植民地社

会という現実を生きるそれらの記録者にとっ

て征服前の宗教の叙述は極めてデリケートな

問題であった。そこで先住民系クロニスタが

征服以前の人々の宗教をどのように扱い、自

分たちが直面する現実との解決を試みたのか

を見て取ることが拙稿の目的である。

ここでは、アコルワカン地域の二人の先住

民系クロニスタ ポマールとアルバ を

中心に考察を試みる。以下では、征服以前の

社会にキリスト教のそれと同一の神への信仰

もしくはその萌芽があったとする両クロニス

タの主張を「唯一神信仰説」と呼び、先スペ

イン期の、したがって非キリスト教徒であっ

Madrid, Historia 16, 1985, pp.31-36.
5)Rojas, Jos�e Luis de, \El papel de las �elites

ind��genas en el establecimiento del sistema colonial
en la Nueva Espa~na y el Per�u", en Mesoam�erica
y Los Andes, May�an Cervantes, coord., M�exico,
CIESAS, 1996, pp.507-532.
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た人々の唯一神信仰というテーマに焦点を当

てる。まずは二人のクロニスタの叙述を検討

し、その後、彼らが唯一神信仰説を表明する

に至った歴史的背景を考察したい。

1.ポマールとアルバの叙述

(i)フアン・バウティスタ・デ・ポマール

ポマール (Juan Bautista de Pomar)はネ

サワルピリの娘（おそらくは庶子）である母と

スペイン人アントニオ・ポマールとの間に生ま

れたとされるが、今のところ正確な史料の裏

付けはなされていない6)。ポマール自身はテ

スココで下級官吏として従事したが、その際、

1582年に作成した『テスココ報告書Relaci�on

de Tezcoco』が写本の形で現代に伝えられて

いる。この報告書はいわゆる「地誌報告書」の

一つで、もともとはスペイン王室側が用意し

た質問表にしたがって回答すべき文書であっ

た。だが、一部の回答項目でポマールは先ス

ペイン期のテスココについて必要以上に詳述

しており、征服以前に関わる箇所は現存する

写本全体の約 3分の 2に達する。

『テスココ報告書』の冒頭でポマールは知

り得たことだけを正確に記す旨を述べている

ものの7)、本文に目を向ければ征服以前のテス

ココの重要性を殊更に強調していることがわ

かる。そこから読み取れるのは、征服以前の

テスココが政治的のみならず宗教的にも優れ

た中心地であったという主張であり、その宗

教的優位を示そうとする際の重要な論点が唯

一神信仰の問題であった。まず、ポマールは

6)Acu~na, Ren�e, Relaciones geogr�a�cas del siglo
XVI, vol.8: M�exico, tomo tercero. M�exico,
UNAM, 1986, p.33; Garibay K., Angel Mar��a(ed.),
Poes��a N�ahuatl I: Romances de los Se~nores de la
Nueva Espa~na, Manuscrito de Juan Bautista de
Pomar, Tezcoco, 1582, UNAM, M�exico, 2a ed.,
1993, p.xl.
7)Pomar, Juan Bautista de, \Relaci�on de la ciu-

dad y provincia de Tezcoco", en Acu~na, op. cit.,
pp.46-47

次のように述べている。

「一部の要人や貴族たちは、偶像や神々を崇

めたりそれらに生贄を捧げたりしていたに

もかかわらず、次のように感じていた。つ

まり、本当にそれらは神なのだろうか、人

間が作った木や石の像が神だと信じるのは

間違っているのではないだろうかと疑問に

思っていたのである。とりわけネサワルコ

ヨツィン［ネサワルコヨトル］は［このよう

な信仰に］最も躊躇し、真の神である万物

の創造主をどのようにすれば見出せるかを

探し求めていた。だが、我らが主である神

は我々が知ることのできないご判断を下し

てご光明をお与えにならなかったため、彼

は再び先祖の信仰に戻っていってしまった

のである。」8)

このように述べた後でネサワルコヨトルが

真の神を探し求めていた証拠をポマールは次

のように説明する。

「今日では断片的にしか知られていないもの

の、数々の古い詩歌がこのことを証明して

いる。というのも、それらの詩歌の中には

神を称える数々の名称や形容が含まれてい

るからである。例えば、神は唯一であり、そ

の唯一の神が天地の創造者ですべての被造

物を生かせている者であり、［…］決して人

間やその他の姿として見えないもので、徳

の高い人物の魂は死後その神のいる所へ行

き、悪い者の魂はそれとは別の恐ろしい苦

痛と困難の場所へ行くといった内容が残さ

れている。」9)

さらに、ポマールはトロケ・ナワケ (Tloque

Nahuaque)という名称が様々な神々に対して

用いられていたことに触れ、この語の意味が

8) Ibid., p.69.
9)Loc. cit.
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「天と地の主」10)であると解釈した上で次のよ

うに主張する。トロケ・ナワケとは各々の神

を指すのではなく神々の包括的な総称として

用いられていたため「神が唯一であることを

確信していた実に明らかな兆候である」11)。

後述するように、この主張の背景には征服

以前のテスココの宗教的優位を示そうとした

ポマールの意図があった。実際、このような

テスココ人の宗教性に関してキリスト教徒が

疑問を投げかけるであろう事柄をポマールは

巧妙に回避しようとしている。例えば、人身

御供を導入したのは遅れてやってきたメシー

カ人であると述べ、スペイン人の到来があと

80年早ければ「この悪魔の創造」は行われて

いなかったとさえ言い切っている12)。

『テスココ報告書』は先スペイン期テスコ

コに関して信頼できる史料として評価される

こともあった13)。だが、実際には筆者ポマー

ルが積極的に自らの主張を織り込んだもので

あることは以上からも明らかである。そして、

その主張を支える重要な根拠の一つだった唯

一神信仰説は、その後アルバ・イシュトリル

ショチトルによって受け継がれ、彼のクロニ

カの主張に取り込まれていった。そこで次は

アルバによる唯一神信仰説を取り上げておく。

(ii)フェルナンド・デ・アルバ・イシュトリ

ルショチトル

アルバ (Fernando de Alva Ixtlilx�ochitl)は

1578年頃メキシコ市もしくはサン・フアン・

テオティワカンで生まれた。母方にテスココ

貴族の血を引くとされるが、より直接的には

サン・フアン・テオティワカンの先住民カシー

10)直訳的には「近くのもの、傍らのものの所有者」を意
味する。
11)Pomar, op. cit., p.70.
12) Ibid., p.61
13)Garibay K., op. cit., p.150.

ケの家系に生まれたカスティソである14)。メ

キシコ市近郊で下級官吏として従事し、1650

年にメキシコ市で死去した。主に 17 世紀前

半に複数のクロニカをスペイン語で執筆し、

『トルテカ人とチチメカ人に関する歴史報告書

Sumaria relaci�on de todas las cosas...』、『テ

スココ王国史Compendio hist�orico del reino

de Texcoco』、『ヌエバ・エスパーニャの歴史

Historia general de Nueva Espa~na』15)が代

表的著作である。同時に彼は先住民系の著作

や写本を数多く所有した
コレクシオニスタ

収 集 家としても知ら

れる16)。

現存するポマールの『テスココ報告書』の写

本（サン・グレゴリオ手稿と呼ばれる）のもと

になった原本は、アルバが所有していたのを

最後に失われてしまったと考えられている17)。

実際、アルバの蔵書に含まれていた『イシュト

リルショチトル文書 C�odice Ixtlilx�ochitl』に

は失われた原本の一部と思われる図版および

本文の断片が残されている18)。したがって、

14)テオティワカンは征服以前のアコルワカン（テスコ
コ）支配下の主要アルテペトル（altepetl 都市・町）の一
つで、このカシーケの家系はネサワルコヨトルによって任
命されたアコルワカン支配下のトラトアニ（tlatoani 王・
支配者）、ケツァルママリツィンに端を発する。なお、カ
スティソとはメスティソとスペイン人の子で、したがっ
てインディオの血を 4 分の 1 引く人物を指す。
15)『チチメカ人の歴史 Historia de la naci�on
chichimeca』の名称でも知られるが、本稿では、本来
のタイトルだったと考えられる『ヌエバ・エスパーニャ
の歴史』として言及する。
16)その蔵書の多くはアルバの死後、息子フアン・デ・ア
ルバを通じてシグエンサ・イ・ゴンゴラに寄贈され、後
のクリオーリョ史家たちに利用された。この蔵書の中に
はポマールの報告書のほか、『チマルポポカ文書 C�odice
Chimalpopoca』（『太陽の伝説 Leyenda de los Soles』
及び『クアゥティトラン年代記Anales de Cuauhtitl�an』）
や『ニカン・モテクパナ Nican motecpana』（『最初の奇
跡に関する報告 Relaci�on de los primeros milagros』
の名でも知られ、『ニカン・モポワNican mopohua』など
グアダルーペの聖母信仰に関する他の文書とともに 1649
年ラッソ・デ・ラ・べガによって公刊された）などアルバ
の写本ゆえに後世に伝わったものも含まれていた。
17)Acu~na, op. cit., p.36.
18)C�odice Ixtlilxochitl, Akademische Druck-und
Verlagsanstalt, FCE, M�exico, 1996, fols. 105-112.
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アルバはポマールの報告書を参照し、そこに

含まれていた情報を自らのクロニカ執筆に利

用したものと考えられる。ここでは『ヌエバ・

エスパーニャの歴史』を中心にアルバが唯一

神信仰説を取り上げた目的を考察しておく。

「テオトロケナワケ・トラチワレ・イパルネモ

アニ・イルイカワ・トラルティクパケ そ

の真の意味は万物の普遍的な神、万物の創

造主、あらゆる被造物を生かしている者、天

と地の主、等々である は、目に見える

ものも見えないものも、全てのものをお造

りなった後、人類の祖を創造された。」19)

明言こそされていないものの、アルバは「テ

オトロケナワケ・トラチワレ・イパルネモア

ニ・イルイカワ・トラルティクパケ」をキリス

ト教の
ディオス

神 と同一視している20)。初期の著作

である『トルテカ人とチチメカ人に関する歴

史報告書』ではこの同一視がさらに顕著で、ト

ロケ・ナワケによって創造された人々の一部

が方舟によって洪水を生き延び、塔を建設し、

やがて言語の変化とともに世界各地へ散って

いくというくだりは旧約聖書の創世紀そのも

のである21)。

このトロケ・ナワケは人類の祖を創っただ

けでなく、ポマールの叙述と同様、テスココ

王による崇拝の対象ともなっている。すなわ

ち、アルバはポマールのネサワルコヨトル像

を踏襲する形で、この王によるトロケ・ナワ

ケ崇拝を次のように描写している。

「［ネサワルコヨツィンは］テツクコ市を出発

19)Alva Ixtlilx�ochitl, Fernando de, Obras
hist�oricas. Ed. de Edmundo O'Gorman, M�exico,
UNAM, 2 vols, 1985, II, p.7. ナワトル語の転記に誤
りが見られるため、メキシコ国立文書館の写本 (AGN,
Ramo de Historia, tomo 3 , fol. 16r) と照合して訂
正した。
20)後に見るように、これらの引用文中の語句はフラン
シスコ会士がナワトル語での布教活動に用いたものと同
一である。
21)Alva Ixtlilx�ochitl, op. cit., I, pp.263-265.

し、テツコツィンコの森へ向かった。彼は

そこで 40日間の断食を行ない、知られざる

神すなわち万物の創造者でありその源であ

る者に祈りを捧げた。彼はその神を称える

ための詩歌を 60数編もつくった。それらは

今日まで残されているが、崇敬の念や気持

ちが込められたもので、その神についての

実に崇高な名称や形容が含まれている。」22)

ボドが指摘するように、アルバはグレコ＝

ラテンの、換言すればヨーロッパ人にとって

理解し易い理想的君主像を持ち出すことで、ネ

サワルコヨトルやその息子ネサワルピリを高

く評価しようとした23)。その際、トロケ・ナ

ワケ＝キリスト教の
ディオス

神 の存在がネサワルコヨ

トルをヨーロッパ的文脈で優れた王に仕立て

上げるのに大きな役割を果たしている。モー

ロ人やインディオと戦うスペイン人キリスト

教徒の背後に
ディオス

神 や聖ヤコブ（サンティヤゴ）

がついていたのと同じように、アルバの叙述

では、ネサワルコヨトルが独裁者で簒奪者の

アスカポツァルコ君主と戦う際もその背後で

トロケ・ナワケが見守っているのである24)。

『ヌエバ・エスパーニャの歴史』におけるト

ロケ・ナワケとキリスト教の
ディオス

神 の同一視およ

びネサワルコヨトルによるその信仰は、単に

ポマールの叙述を写し取っただけのものでは

なかった。アルバはポマールから受け継いだ

唯一神信仰説をその他の様々な情報と複雑に

組み合わせることで独自の歴史解釈を生み出

している。すなわち、キリスト教と矛盾しな

い形での征服以前の歴史の再評価である。唯

一神信仰説以外の情報の一例としては、キリス

トの使徒ケツァルコアトルによる布教を挙げ

22) Ibid., II, p.125.
23)Baudot, Georges, \Nezahualc�oyotl, pr��ncipe
providencial en los escritos de Fernando de Alva
Ixtlilx�ochitl", Estudios de Cultura N�ahuatl, vol.
25, 1995, pp.17-28.
24)Alva Ixtlilx�ochitl, op. cit., I, p.360.
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ることができる。『ヌエバ・エスパーニャの歴

史』によれば、ケツァルコアトルはオルメカ＝

シカランカ人の時代（第 3の太陽の時代25)）に

チョルーラ地方を訪れ、教えを広めようとし

た人物である。しかし、その成果が芳しくな

かったため、再来の予言を残してコアツァコ

アルコスの海岸から姿を消したとされている。

このような情報を組み合わせることにより、ア

ルバは「神の摂理による」「必然的な」福音の

到来、すなわちスペイン人の到来を想定した。

だが、ここで忘れてはならないのは、アルバが

先スペイン期や征服後の膨大な先住民系の情

報源を駆使してクロニカを書き上げたことで

ある。アルバが持ち出す根拠はあくまで先住

民側の情報の解釈にあり、その目的は著者の

生きた時代と矛盾しない形で征服前の歴史を

再評価することであった。それゆえアルバは、

ケツァルコアトルの風貌がヨーロッパ人的で

あったとするだけでなく、「キヤウツテオトル

チカワリステオトルやトナカクアウィトルと

呼ばれた十字架を最初に建立した人物」であ

るという征服以前の根拠を持ち出す26)。その

ような十字架の存在の真偽はともかく、キヤ

ウィステオトル（Quiyahuizteotl 雨の神）、チ

カワリステオトル（Chicahualizteotl 力の神）、

トナカクアウィトル（Tonacacuahuitl 我々の

糧の木）はいずれもがケツァルコアトル神の

属性に関連した名称である27)。

このような情報の綜合の結果、『ヌエバ・エ

スパーニャの歴史』では以下のような枠組が設

定されている。キリスト教の
ディオス

神 は使徒ケツァ

ルコアトルを新世界に送り込んだものの、そ

25)アルバは一般に「太陽の伝説」として知られる創世
神話を歴史的叙述に取り込んでいる。したがって、アル
バのクロニカでは 4 つの太陽の連続は述べられず、あく
まで各時代の名称が「トナティウ（太陽）」とされている
に過ぎない。
26)Alva Ixtlilx�ochitl, op. cit., II, p. 8.
27)L�opez Austin, Alfredo, Tamoanchan y Tlalo-
can. M�exico, FCE, 1994, pp.205-206.

の布教の対象となったのはオルメカ＝シカラ

ンカ人であり、トルテカ人ではなかった。だ

が、後のヌエバ・エスパーニャに相当する地域

の正当な支配者はトルテカ人、およびトルテ

カ帝国崩壊後それを引き継いだチチメカ人で

あった。したがって、スペイン人到来時にチ

チメカ系住民が異教を信奉していたのはキリ

スト教を知りつつもそれに背いていたからで

はなく、スペイン人が到来するまで福音を受

けることができなかったために過ぎないとい

う主張が成り立つ。そのような環境において

さえ、ネサワルコヨトルのような一部の人々

が唯一の神を探し求めていたという説を持ち

出したのは、著者アルバが自分の生きた時代

と整合性を持った歴史観を示そうとしたこと

の証明に他ならない。

この歴史書の読者対象は明らかにスペイン

人だった。このことは土着の文脈でしか理解

され得ない情報をアルバが意図的に省いてい

ることからも明らかである。例えば、世界の

四方に向かって矢を射るというショロトルに

よる領有の儀式は省略され、ネサワルコヨト

ルのナワリズムは単にテソソモクが見た夢と

して処理される28)。このような作業を経て書

かれた『ヌエバ・エスパーニャの歴史』は征服

以前の歴史が持つ重要性を読者に認識させる

目的で書かれた文書であった。すなわち、ス

ペイン人に対して、征服以前の人々の宗教性

ひいては歴史的重要性 の再評価を促

すと同時に、征服後のキリスト教化を余儀な

くされた世界 アルバが生きた規範 と

の連続性を理解可能にさせるものだった。

28)Alva Ixtlilx�ochitl, op. cit., I, pp.295-296; II,
pp.14-15, p.54. 先スペイン期において、世界の四方に
矢を射る行為は世界創造の再現を意味していたため、世
界の再秩序化、すなわち支配の確立を象徴するものと解
釈できる。また、ナワリズムとは動物など他の存在に姿
を変えることを指し、人間の体内に存在する 3 つの魂の
うちの一つが乗り移る現象と考えられていた。
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2.唯一神信仰説の歴史的文脈

(i)先スペイン期の宗教

ポマールの報告書が執筆されたのは 1580年

頃、アルバが一連のクロニカ執筆を開始した

のは 1600年頃である。したがって、『テスコ

コ報告書』はコルテスによるメシコ征服から

約 60年、アルバのクロニカに至ってはおよそ

80年以上が経過してから書かれたものである。

征服後に生まれたこれら 2人のクロニスタは、

征服以前の世界を知る先住民の情報を解釈せ

ずあるがままにクロニカに記したわけではな

かった。彼らはいわば情報の再解釈による歴

史の再生産と呼び得る作業を行っており、そ

れがなされるに至った様々な歴史的経緯を考

慮する必要がある。しかし、その前にそもそ

も彼らが見なしたように先スペイン期の神が

キリスト教の
ディオス

神 と同一視し得るものだったの

かどうかという点を考えておく必要があろう。

そこで、まずは征服以前の至高神の概念をナ

ワ人の信仰を中心に概観しておきたい。

先スペイン期の宗教研究における通説に従

えば、オメテオトル（Ometeotl 二の神）と呼

ばれている存在がこれに相当する。オメテオ

トルはメソアメリカにおける二元性概念を象

徴する存在で、オメテクトリ（Ometecuhtli 二

の主）とオメシワトル（Omecihuatl 二の女）

という二神がオメテオトルという一体として

捉えられていた29)。すなわち、男性的・熱さ・

乾燥などといった要素は女性的・冷たさ・湿潤

などの要素と対立する関係にあり、前者はオ

メテクトリ、後者はオメシワトルに結びつい

ていた。オメテオトルにはヨワリ・エエカト

ル（Yohualli-ehecatl 夜・風）、イパルネモアニ

（Ipalnemoaniすべてを生かしている者）、トテ

クヨ・イルイカワ・トラルティクパケ・ミクト

29)Le�on-Portilla, Miguel, La �losof��a n�ahuatl es-
tudiada en sus fuentes. M�exico, UNAM, 7a edici�on
aumentada, 1993, p.154.

ラネ（Totecuyo in ilhuicahua in tlalticpaque

in mictlane我々の主・天の所有者・地上の所有

者・地下の所有者）、モヨコヤニ（Moyocoyani

自分自身を創る者）などの別名もしくは別称

が存在し、トロケ・ナワケもその一つであっ

た30)。メソアメリカの宇宙観によれば、宇宙

は天（イルイカトル ilhuicatl）、地上（トラル

ティクパクトリ tlalticpactli）、地下（ミクト

ラントリ mictlantli）の 3つの部分から成っ

ていた。地上は人間の住む「この世」であり、

天と地下は、前者が 13ないし 9つの階層、後

者が 9つの階層に分かれていた。これらのう

ち、オメテオトルは天の最上層に住んでいた

とされる。

だが、征服以前のメソアメリカ宗教では、オ

メテオトルに相当する最高神を頂点として数

知れない神々がただ個別に存在したわけでは

なかった。オメテクトリとオメシワトルの男

女二神がオメテオトルという一体として捉え

られることからもわかるように、一つの神が

二つの神々になることや、逆に二神が合わさっ

て一神になることが可能だった。ロペス・ア

ウスティンはこれを神々の「分裂と融合」の概

念として説明している。例えばケツァルコア

トルは風の神エエカトルと明星の神トラウィ

スカルパンテクトリという対立する要素を持

ち得る二神に「分裂」することができた。そ

れとは逆に、複数の神々が一つの実体として

捉えられる「融合」も可能であった。そのよ

うな融合の究極の形がマヤ人のフナブ・クや

ナワ人のモヨコヤニ、サポテコ人のピヘ・タ

オだった31)。

このような融合によって複数の神々がまと

30) Ibid., pp.164-165. これらの名称はテスカトリポカ
の別名とされることもある。
31)L�opez Austin, Alfredo, \La cosmovisi�on
mesoamericana", en Temas mesoamericanos, So-
nia Lombardo y Enrique Nalda, coords., M�exico,
INAH, 1996, pp.485-486.
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まった一つの神という概念が本質的にキリス

ト教の
ディオス

神 の概念と同一視し得るものか否かは

即断し難い。しかし、少なくとも表面上の違

いは明らかであるにもかかわらず、ポマール

やアルバはなぜこれらを同一のものとして捉

え、それぞれのクロニカに取り込んだのだろ

うか。以下ではナワトル語によるキリスト教

の布教と先住民貴族のアイデンティティとい

う二つの歴史的文脈に焦点を絞り、彼らが唯

一神信仰説を唱えるに至った経緯を考えてみ

たい。

(ii)ナワトル語による布教

ヌエバ・エスパーニャに渡ったスペイン人修

道士とりわけフランシスコ会士たちが積極的

に先住民語を用いて布教を試みたことは周知

の通りである32)。それらの言語の中でもとり

わけ重要な役割を担ったのはナワトル語であっ

た33)。ここでは初期のフランシスコ会士が残

した覚書をもとに編纂された『対話集 Colo-

quios y doctrina cristiana...』のナワトル語

テキスト34)を利用しつつ、修道士たちがキリ

スト教の概念をどのように説明しようとして

いたかを取り上げてみたい。

まず修道士たちはナワトル語の既存の語彙

の中から適当な語を探そうとした。その結果、

「ディオス (dios)」というスペイン語からの借

用をするものの、この借用語にはしばしば「イ

セル・テオトル（icel teotl 唯一の神）」や「ネ

32)Ricard, Robert, La conquista espiritual de
M�exico. M�exico, FCE, 1986, pp.122-123.
33)実際、フェリペ 2世は 1570年の王令でナワトル語をイ
ンディオの共通語とすることを認めている。Brice Heath,
Shirley, La pol��tica del lenguaje en M�exico: De la
Colonia a la Naci�on. M�exico, INI, reimpresi�on,
1986, pp.52-53.
34)Coloquios...; なおスペイン語テキストは Duverger,
Christian, La conversi�on de los indios de Nueva
Espa~na, con el texto de los Coloquios de los doce
de Bernardino de Sahag�un(1564). M�exico, FCE,
1993, pp.53-87にも収録されている。

リ・テオトル（nelli teotl 真の神）」、「トテオ

（toteo我らの神）」といった語句が併置されて

いる。ナワトル語で神を意味する「テオトル」

がこのように利用されているとすれば、征服

以前のテオトル（複数形テテオ teteo）の存在

はどう説明されたのだろうか。『対話集』は次

のように説いている。

「あなたたちはそれらの
テ テ ウ

神々をそれぞれテス

カトリプカ、ウィツィロプチトリ、ケツァ

ルコアトル、ミシュコアトル、トラロク、シ

ウテクトリ、ミクトラン・テクトリ［…］な

どその他数え切れない名で呼んでいる。も

しそれらが真の
テ テ ウ

神々で、真のイパルネモア

ニであったとすれば、なぜ人々を欺き、な

ぜ人々を嘲笑するのか。」35)

この引用文中に登場する「イパルネモアニ

（すべてを生かしている者）」以外には、「イルイ

カワ・トラルティクパケ（天と地の所有者）」、

「トロケ・ナワケ（近くのもの、傍らのものの所

有者）」、「トラトアニ（Tlatoani 話す者・支配

者）」、「テヨコアニ（Teyocoyani 人の創造者）」

も「ディオス」の形容やその言い換えとしてし

ばしば用いられている。先述のように、これ

らの語句は本来、土着の神に関して用いられ

ていたものであったが、キリスト教の
ディオス

神 にの

み用いられるという選択が修道士たちによっ

てなされた36)。

また『対話集』では、キリスト教の悪魔を意

味するナワトル語としてしばしば「ディアブ

ロメ」（diablome「-メ」は複数形を示すナワト

ル語の語尾の一つ）という借用語が用いられ

ている。だが、悪魔を表すのにこれ以外の表

現が用いられることもあった。『対話集』には

35)Coloquios..., p.123.
36)ド ュヴェルジェはこれら以外にモヨコヤツィ
ン（Moyocoyatzin 自分自身を創るお方）、モネネキ
（Monenequi 望むことをする者）、ティトラカワン
（Titlacahuan あなたは人間の所有者である）を挙げて
いる。Duverger, op. cit., p.151.
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登場しない「トラカテコロトル（tlacatecolotl

人間梟）」である37)。この語が用いられた背景

としては、征服直後に悪魔をキノコと結び付

けて説明しようとしたものの、それではかつ

てのテオトルであるミクトランテクトリを連

想させてしまい、真のテオトルである
ディオス

神 との

混乱を招きかねないと修道士たちが考えたこ

とがある。その結果、夜・地下・呪術などを

連想させるものの「テオトル」ではない表現

として「トラカテコロトル」が採用された38)。

だが、この訳語も悪魔の重要性を過小評価し

てしまうと考える修道士たちによって捨て去

られることになる39)。いずれにせよ、「トラカ

テコロトル」という訳語が用いられたことは、

布教の初期の段階でかつての神々が「テオト

ル」ではなく
ディオス

神 のみが「テオトル」であると

いう説明がしばしば先住民の間で修道士が意

図した通りに理解されてはいなかったことを

示すものといえよう。

当然、修道士の側でもそのような誤解が生

まれる可能性を危惧する者がいた。先述の『対

話集』の編者でもあるフランシスコ会士ベル

ナルディーノ・デ・サアグンがその代表例で

ある。

サアグンはヌエバ・エスパーニャでの宣教

活動に従事する中で、改宗したはずのインディ

オが伝統的宗教を根強く保持し偶像崇拝を続

けているという現実を知り、危機意識を高め

ていった40)。その一方で、教義を説明しよう

37)『対話集』にトラカテコロトルという表現が登場しな
い理由は、編者サアグンが意図的にこの用語を避けたか、
編纂以前の覚書の段階ではトラカテコロトルという表現
が採択されていなかったかのいずれかによると考えられ
る。
38)Burkhart, Louise M, The Slippery Earth.
Nahua-Christian Moral Dialogue in Sixteenth Cen-
tury Mexico. Univ. of Arizona Press, Tucson,
1989, p.41 ; Cervantes, Fernando, The Devil in
the New World. The Impact of Diabolism in New
Spain. New Haven, Yale Univ. Press, 1994, p. 47.
39)Cervantes, loc. cit.
40)サアグン『神々とのたたかい I』（篠原愛人・染田秀

とした際のナワトル語訳によって生まれる誤

解がキリスト教信仰の普及を妨げている一因

であったことにもサアグンは気付き、危機感

を覚えていった。1570年に書かれた『フィレ

ンツェ文書C�odice Florentino』のナワトル語

テキストにおいて彼は「悪魔」という表現が

必要な際には、「トラカテコロトル」とは言わ

ず、スペイン語の「ディアブロ」を借用語とし

て利用している41)。これを裏付けるかのよう

に第 4書のスペイン語テキストには「トラカ

テコロトル」が「誤って悪魔の意味で用いら

れている」というサアグンの介入が認められ

る42)。また、その後 1576年に書かれた第 11

書のスペイン語テキストではいくつかの場所

における特定の信仰を批判しているが、そこ

からはナワトル語の語彙に過剰なまでに敏感

なサアグンの姿が明らかになる。まず、彼は

テペヤカク（テペヤク）におけるグアダルー

ペの聖母信仰に触れ、次のように述べている。

「今ではそこに聖母グアダルーペ教会が建て

られているが、説教師たちが神の母、聖母を

トナンツィンと呼ぶのをいいことに、彼ら

はその教会もトナンツィン［我々の母、先

スペイン期の信仰で用いられた名称と同一］

と呼んでいる。［…］これは改めねばならな

いであろう。神の母、聖母マリアは正しく

はトナンツィンではなく、ディオス・イナン

ツィン［
ディオス

神 の母］となるからである。これ

は悪魔が発明したもので、トナンツィンと

いう誤った名の下に偶像崇拝を隠そうとし

ているかのように思われる。昔と変わらず

藤訳） 岩波書店 1992 年 299～313 頁。
41)『フィレンツェ文書』の第 1 書補論では「ディアブ
ロ（ディアブロメ）」が繰り返し用いられている。
42)Sahag�un, Bernardino de, Historia general de
las cosas de Nueva Espa~na, ed. de Alfredo
L�opez Austin y Jose�na Garc��a Quintana, Madrid,
Alianza, 2 vols, 1988, I, p.247. これ以前に書かれた
ナワトル語テキストの相当箇所は「トラカテコロトルと
はディアブロの意味である」となっている。
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今でも、遠く離れたところからこのトナン

ツィンのもとへ巡礼に来るのであるが、こ

の信仰もまた疑わしい。というのは、聖母

〔を号とする〕教会はいたるところにあるに

もかかわらず、そこには参拝せず、以前同

様、遠方からもこのトナンツィン教会へやっ

て来るからである。」43)

同様にサアグンは「聖アンナがイエズス・

キリストの祖母であり、全キリスト教徒の祖

母であるという説教に乗じた」人々が征服以

前のトシ信仰を続けていると指摘する44)。ま

た、聖ヨハネ（サン・フアン）が童貞であった

と聞いたインディオたちが、「彼らの言葉で童

貞をテルポチトリというので、それに便乗し

てテルポチトリの祭を昔と同じように行ない、

サン・フアン・テルポチトリという名でごま

かし」ていると厳しく批判している45)。

このように、初期のナワトル語による布教

活動は征服以前の宗教を知る先住民の誤解を

招きかねない状況を生み出していた46)。そし

て、サアグンのように一部の修道士は、ポマー

ルが『テスココ報告書』を作成する以前に既

にそのような誤解から生じるシンクレティッ

クな状況に気付き、危険性を察知していたの

だった。

43)サアグン前掲訳書、163 頁。〔 〕内は訳者注、［ ］内
は筆者注。
44)サアグン 前掲訳書、163～164 頁。トシ（我々の祖
母）は医者や助産婦などの守護神で、別名テテオ・イン
ナン（神々の母）、トラリヨロ（地の心）とも呼ばれた。
シワコアトル（女蛇）と同一視されることもあった。
45)サアグン 前掲訳書、164～165頁。テルポチトリ（青
年、童貞）はテスカトリポカの属性の一つで、テオトル・
エコ（神の到来）という祭式で最初にやってくる神はテ
ルポチトリと呼ばれた。ここで言及されている祭がテオ
トル・エコと同一かどうかは不明。
46)同じフランシスコ会士のフアン・バウティスタも 1600
年の著作で三位一体をナワトル語で説明する際に生じた
誤解を指摘している。Ricard, op. cit., p.405.

(iii)先住民貴族の変容とアイデンティティ

アステカ期の歴史叙述に関してしばしば言

及されるものとしてイツコアトル治世の歴史

の改竄がある47)。裏を返せば、このことは先

スペイン期には各アルテペトル（都市、町）も

しくは各部族集団独自のアイデンティティに

基づいた歴史が描かれ（あるいは語られ）てい

たことを示している。実際、先スペイン期のも

のをもとにして作成された植民地時代の絵文

書からもこのことは明白である。『ボトゥリー

ニ絵文書（巡礼絵巻）C�odice Boturini (Tira

de peregrinaci�on)』や『アスカティトラン絵文

書C�odice Azcatitlan』はメシーカ人の、『ショ

ロトル絵文書C�odice X�olotl』は後のテスココ

人の、いわば「部族史」を記したものである。

征服後アルファベットで書かれた記録の一部

にもその傾向が残されており、『フィレンツェ

文書』の第 12書（「メシコの征服」）や、『ト

ラテロルコ年代記』はトラテロルコ人という

部族から見た歴史であるといえる。

地誌報告書という性質を持つポマールの報

告書も基本的にはテスココというアルテペト

ルの情報に基づいていたが、征服後のテスココ

貴族層が置かれた状況も考慮しておくべきで

ある。政治的には、1530年代以降、地方行政

機構の再編が進む中で征服前のアルテペトル

の単位は基本的に維持され、かつてのトラトア

ニの地位はそのままゴベルナドールとして認

められていた。だが、テスココでは 1545～64

年にゴベルナドールを務めたエルナンド・ピ

メンテルを最後にトラトアニとゴベルナドー

ルは切り離されてしまい、スペイン側が任命

した外部者が 1～数年の任期でゴベルナドー

ルを務めるようになった48)。このことによっ

47)Sahag�un, op. cit., II, p.672.
48)Gibson, Charles, The Aztecs Under Spanish
Rule. A History of the Indians of the Valley of
Mexico, 1519-1810. Stanford, California, Stanford
Univ. Press, 1964, p.171. エルナンド・ピメンテルは
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てかつての王家に属する者が従来の政治的地

位を奪われるという危機感を抱いたであろう

ことは想像に難くない。

さらには異端審問によって宗教面での重要

な変化も起こった。ポマールの幼少期49)にあ

たる 1530年代末、インディオが異端審問の対

象とされ、テスココでもドン・カルロス・オメ

トチツィンというカシーケが異端審問に問わ

れて処刑された。火刑を宣告された彼はメキ

シコ市の中央広場で絞首刑による処刑後、火

にかけられた。この公開処刑は先スペイン期

の宗教を捨て切れないインディオに対する見

せしめとして効果的なものであった。実はこ

のドン・カルロスの異端審問記録には証言者

として「アントニオ・ポマールの妻ドニャ・マ

リーア」というドン・カルロスの姉妹が登場す

る50)。時期的に見て、このアントニオ・ポマー

ルとその妻ドニャ・マリーアが『テスココ報告

書』を書いたポマールの両親であるという可

能性も否定できない。仮にそうでなかったと

してもテスココのトラトアニ＝ゴベルナドー

ルを務めた貴族層と近い関係にあったポマー

ルが幼少期に起きたこの事件を知らなかった

はずはない。そしてドン・カルロスの処刑に

よってテスココ貴族には「キリスト教徒」と

して生きる以外に選択の余地を与えられない

状況が生まれていた。

ポマールはトラトアニにはなり得ない庶子

の家系であったとされるものの、かつての王

家の子孫であるピメンテル家の人物ら数名と

ともにテスココ貴族の優遇措置を求める文書

コアナコチツィンの息子で、ネサワルピリの孫に当たる
人物。
49)ポマールの生年は不祥だが、アクーニャは 1527年頃、
ガリバイ・K は 1535 年以前と推定している。Acu~na,
op. cit., p.35 ; Garibay K., op. cit., p. xl.
50)Proceso inquisitorial del cacique de Tetzcoco
Don Carlos Ometochtzin (Chichimecatecotl), ed.
facsimilar de la de 1910, M�exico, Biblioteca En-
ciclop�edica del Estado de M�exico, 1980, pp.32-33.

を国王に提出している。だが、この訴えが功

を奏し勅令が出されたのはようやく 1602年に

なってからのことであった51)。それ以前にポ

マールが作成した『テスココ報告書』の中で

先スペイン期テスココの政治的優位のみなら

ず、ネサワルコヨトルによる唯一神信仰を持

ち出して宗教的優位をも盛り込んだのは、ス

ペイン人到来以前からキリスト教徒になる素

地を十分に持っていた、宗教的にすぐれた存

在としてのテスココ貴族を主張しようとした

からに他ならない。なぜなら、スペイン人の

一般的認識はメシコ＝テノチティトランがか

つての大帝国の首都だったというもので、征

服以前のテスココの政治的優位を訴えたとし

ても説得力に欠けていたからである。そこで

政治的重要性に加えて宗教的重要性、換言す

れば、よきキリスト教徒としての資質を訴え

ることでテスココ貴族そのものの重要性をス

ペイン人側に認識させようとしたものと考え

られる。以上から、ポマールが唯一神信仰説

を『テスココ報告書』に残した背景には、テ

スココ貴族という集団の存続が危機に晒され

ていたことがあったと言えよう。

一方、ポマールが『テスココ報告書』を

書いた少し後、先住民系クロニカには新た

な傾向が生まれた。アルバ、チマルパイン

（Chimalpahin Cuauhtlehuanitzin）、カステ

ィージョ（Crist�obal del Castillo）といった

新しい世代のクロニスタの登場である。これ

ら「第二世代」のクロニスタたちは、一つの

アルテペトルや部族独自のいわば部族史やそ

のような集団のアイデンティティを強く主張

する叙述からの脱却を試み、過去の歴史を包

括的に理解しようという、いわば「歴史書編

纂」の姿勢を持っていた。例えば、カスティー

ジョは次のように書き残している。

51)Alva Ixtlilx�ochitl, op. cit., II, pp.292-293.
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「読者よ、私はさらに次のようにあなたにお

願いする。私がよく知らないゆえに書き記

せなかった事柄で、あなたの方がよく知っ

ているものがあったとしても、気分を害さ

ないで欲しい。笑わないで欲しい。嘲笑し

ないで欲しい。私を裁きにかけないで欲し

い。切に私はあなたに懇願する。どうかそ

の事を書き残していただきたい。私が知り

得なかったもの、私が書けなかった事柄は

すべてあなたに記していただきたい。［…］

私が述べるのは自分が知ることのできた事

柄である。私は無知で、完全に知り得たこ

となど何もない。だが、私は道を切り開き、

知らしめることはできた。あとは熟練した

者、完全な知識を得た者がそれを記し、明

らかにしてくれるであろう［…］。」52)

このように 16世紀末以降に歴史を書き記し

た彼らにとって、征服やそれ以前の歴史はも

はや調査によって知り得てこそ叙述できるも

のであった。ロメロ・ガルバンは、これら「第

二世代」のクロニスタの特徴として先スペイ

ン期や征服の時代を直接体験していないこと

と歴史研究と呼び得る作業を行っていること

の二点を指摘している53)。すなわち、自分自

身や家族が体験した出来事をいわば歴史の証

人として語るのではなく、既に過去のものと

なった出来事をどう位置づけ理解するかが彼

らにとっての重要課題であった。

アルバも彼の著作の序文で次のように書き

記している。

「若い頃から、常々、私はこの新世界で起こっ

52)Castillo, Crist�obal del, Historia de la venida
de los mexicanos y otros pueblos e Historia de la
conquista. Trad. y estudio de Federico Navarrete
Linares, M�exico, INAH, 1991, p.166.
53)Chimalpahin Cuauhtlehuanitzin, Domingo
Francisco de San Ant�on Mu~n�on, Octava relaci�on,
ed. de Jos�e Rub�en Romero Galv�an, M�exico,
UNAM, 1983, p.9.

た幾多の出来事について知りたいと望んで

おりました。それらの出来事は、ローマ、ギ

リシア、メディア、あるいはその他世界に名

高い異教徒の国々で起こった出来事に匹敵

するものです。しかしながら、時が流れ、私

の先祖たちの支配や国々が潰えた結果、そ

の歴史は忘れ去られたままになっています。

そこで、私はこの［新世界で起こった事柄

を知るという］望みを叶えるべく東奔西走

し、苦心の末、歴史や年代記の記された絵

文書、あるいは詩歌を集めて、それらを参

照いたしました。」54)

しかしながら、アルバはただ単に異教徒の

時代の歴史をそのまま記したわけでも、征服以

前の神話・伝承を書き綴ったわけでもなかっ

た。既に述べたように、収集した情報に解釈

を加え、キリスト教的歴史観を巧みに利用し

て征服以前の歴史を再評価しようとしたので

ある。したがって、アルバは失われつつある

「伝統」を単に書き留めたのではない。彼が知

り得た情報に基づいて書いた征服前の歴史は

植民地時代を生きるその子孫たちとの連続性

を持ったものでしかあり得なかった。そのよ

うな作業において、20年以上前にポマールが

提示した唯一神信仰説はアルバにとって格好

の材料であった。アルバが「論理的な」すな

わちヨーロッパ人にとって「理解可能な」歴

史叙述を作り上げ、それをヨーロッパ人に提

示しようとした時、唯一神信仰説は再び効果

的な役割を果たしたのだった。

おわりに

以上の考察からポマールとアルバの各クロ

ニカに見られる唯一神信仰説は、植民地ヌエ

54)Alva Ixtlilx�ochitl, op. cit., I, 525. この序文は
『ヌエバ・エスパーニャの歴史』の縮約版である『ヌエバ・
エスパーニャ史要約 Sumaria relaci�on de la historia
general...』に添えられたものである。
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バ・エスパーニャの宗教的・政治的支配の確

立に対応して生み出されてきたことが明らか

になった。ポマールは自分自身を含むテスコ

コ貴族集団の社会的地位獲得のために唯一神

信仰説を利用してその宗教性＝キリスト教性

を主張した。他方、アルバは征服以前とそれ

以後が連続性をもった歴史像を求め、自らの

先祖であるヌエバ・エスパーニャ先住民の歴

史を解釈・叙述しヨーロッパ人に提示しよう

とした。

両者は表面的にはヨーロッパの言語である

スペイン語で、ヨーロッパ的概念を多用して

記録を残したものの、ヨーロッパ文化に対し

て盲目的に同化の一途を辿ったわけではない。

ポマールとアルバが書き残した唯一神信仰説

は征服以前の歴史を高く評価するものであっ

たと同時に、それはヌエバ・エスパーニャ植

民地社会における彼らの存在を理解する上で

重要な要素であった。両クロニスタがいくら

先スペイン期の宗教に精通しようとも、キリ

スト教という規範の外で生きる事は不可能で

あった。にもかかわらず、あえて先スペイン

期の歴史を記しキリスト教の神を征服以前の

叙述に取り込んだのは、征服以前の人々の子

孫である自分たち混血やインディオが植民地

社会を生きていく中で拠り所を見出そうとし

ていたことの証左である。征服=植民地支配

の落し子ともいえるこれらの記録者を「イン

ディオ的」でない、あるいは征服以前の先住

民の姿と異なるとして切り捨ててしまうなら

ば、メソアメリカ先住民が征服後に生きた多

様な現実を消し去ってしまうことになる。逆

にこれらのクロニカに高い史料的価値を認め

て丹念に読み進めるならば、そこから浮かび

上がってくるのはただ受動的に西洋化の波に

打ちひしがれる先住民の子孫ではない。そこ

に見ることができるのは、ポマールやアルバ

のようにヨーロッパ人には入手不可能な土着

の情報を解釈し、布教におけるナワトル語の

不十分な点を巧妙に突き、ヨーロッパ的概念

を巧みに流用する強かな「インディオ」の姿

なのである。 □■


