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ラテンアメリカの文化遺産概観
―ユネスコ世界遺産からー

横山和加子 (WakakoY)

慶應義塾大学

はじめに

各国がユネスコの世界遺産に登録しているサイ

トのリストは、その地域の貴重な自然や文化財を

知る上で最も有効な資料のひとつといえる。さら

に、そのリストは、その地域の人々が何を誇りと

し、民族の歴史の証と考えているかを知る上でも

貴重な手がかりになる。現在このリストに登録さ

れている全サイトとその簡単な説明は、パリ、ユネ

スコ本部のホームページ (http://whc.unesco.org/)

で知ることができる。日本ユネスコ協会連盟の

ホームページ (http://www.unesco.or.jp/)にも遺産

リストが掲載されている。本稿は、その中で、ラ

テンアメリカでユネスコ世界遺産に指定されて

いる文化遺産を、時代ごと、性格ごとに大まかに

分類し紹介することを目的としている。

1．世界遺産

国連の教育科学文化機関ユネスコは、1960年、

人類共通の優れた遺産と評価される文化財およ

び記念物を保護保存する活動を開始した。第二

次世界大戦後、近代文明が、長年人類が築き上げ

てきた文化遺産と地球の自然遺産を急速に破壊

表 1 ユネスコ世界遺産登録数
（2002年 6月現在）

世界遺
産総数 730件

ラテンアメリカ・カ
リブ地域 104件

文化遺
産総数 563件 同 69件

自然遺
産総数 144件 同 32件

複合遺
産総数 23件 同 3件

していることに対する危機感が抱かれはじめ、世

界的規模でその保護の必要性が唱えられるように

なったことがその背景にあった。そして、1972

年の第 17回ユネスコ総会は「文化遺産及び自然

遺産の国内保護に関する勧告」を採択した。こ

の勧告は、各国がその文化及び自然の遺産保護

政策を考案する上で基本となるべき指針として、

「遺産」の定義、保護の一般原則、保護のための

機構のあり方や技術・行政・法律・財政的措置の

基本的考え方などについて、あわせて 66の規定

を示している。この勧告に基づき「世界遺産条約

（世界の文化遺産および自然遺産の保護に関する

条約）」が採択された。この条約の締結国は、自
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国のユネスコ分担金の 1%を上限とする遺産基金

を出資し、それを基に文化・自然遺産の保護活動

が進められる機構がつくられた。この基金によ

る保護の対象となるのは、締結国の代表からなる

遺産委員会が、毎年加盟国から提出される文化及

び自然遺産の中から選んで世界遺産リストに載

せたものである。これはユネスコの通常予算内

で行われる文化財の保護活動とは異なる。1975

年までに「世界遺産条約」を批准した国はアメ

リカ、アルジェリア、オーストラリア、ブルガ

リア、エジプト、イラク、ニカラグア、ニジェー

ル、スーダン、ザイール、キプロス、エクアドル、

ガーナ、イラン、ヨルダン、モロッコ、スイス、

シリア、チュニス、ユーゴスラビアの 20ヵ国、

1987年には 100ヵ国、2002年 6月には 172カ

国にのぼっている。日本は 1992年にこの条約の

締結国となった。そして現在までに文化遺産と

して、姫路城、法隆寺地域の仏教建造物群、古都

京都と奈良の文化財、日光の社寺、白川郷と五箇

山合掌造り集落、広島平和祈念碑（原爆ドーム）、

厳島神宮、琉球王国のグスク及び関連遺産群が、

自然遺産として白神山地と屋久島が世界遺産リ

ストに登録されている。

ここで、ユネスコによって示された文化遺産

の登録基準を、日本ユネスコ協会連盟のホーム

ページから引用してみよう。世界遺産の＜文化

遺産＞として登録されるためには、以下の 6項

目のうちひとつ以上を確実に満たす必要がある。

(1) 人間の創造的才能を表す傑作であること。

(2) ある期間、あるいは世界のある文化圏におい

て建築物、技術、記念碑、都市計画、景観設

計の発展に大きな影響を与えた人間的価値

の交流を示しているもの。

(3) 現存する、あるいはすでに消滅してしまった

文化的伝統や文明に関する独特な、あるいは

稀な証拠を示していること。

(4) 人類の歴史の重要な段階を物語る建築様式、

あるいは建築的または技術的な集合体、ある

いは景観に関するすぐれた見本であること。

(5) ある文化（または複数の文化）を特徴づける

ような人類の伝統的集落や土地利用の一例

であること。特に抗しきれない歴史の流れ

によってその存続が危うくなっている場合。

(6) 顕著で普遍的な価値を持つ出来事、生きた伝

統、思想、信仰、芸術的作品、あるいは文学

的作品と直接または実質的関連があること。

（極めて例外的な場合で、かつ他の基準と関

連している場合のみ適用）

日本で最初に世界遺産への登録が実現したと

き、そのニュースは地元の人々のみならず国を挙

げての関心事となった。世界遺産に登録される

ということは、自国に世界に類稀なる自然や文化

遺産を有することの証明であり、その場所を人

類の遺産として責任をもって保護するという意

思を世界に表明することでもある。大抵の文化

遺産は、人類の偉業を示したものだと言えるが、

たとえそれが原爆ドームのように、人類のおろ

かな行為や悲劇の跡をとどめる記念碑であった

としても、世界遺産への登録を希望するという

ことは、それがその地域の民族の歴史ひいては

人類全体の歴史において極めて重要な証人であ

ると人々が考えているからである。だとすれば、

ユネスコ世界遺産に登録されたラテンアメリカ

の文化遺産を通じて、先住民の時代、植民地時

代、独立期という 3つの時代を経験したこの地

域で、人々が自国の歴史をいかに捉え、自らのア

イデンティティーをどう構築しようとしてきた

のかを垣間見ることも可能であろう。

2．ラテンアメリカにおける世界遺産保護の動き

1972年のユネスコの「世界遺産条約」は、ラテ

ンアメリカ諸国の自然ならびに文化遺産保護へ

の関心を高める引き金となった。南米の小国エ

クアドルは、1976年世界遺産を認定する遺産委
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員会のメンバーに選ばれている。その後、1985

年までに、ボリビア（1976）、ブラジル、コスタ・

リカ、ガイアナ（1977）、アルゼンチン、パナマ

（1978）、グアテマラ、ホンジュラス（1979）、チ

リ、ハイチ（1980）、キューバ（1981）、ペルー

（1982？）、コロンビア、ジャマイカ（1983）、メ

キシコ（1984）、ドミニカ共和国（1985）が「遺

産条約」を批准し締結国になった。早い時期から

ラテンアメリカの多くの国がこの条約を批准し

たことからも、苦しい経済状況の中、それまで自

国の自然ならびに文化遺産保護のための有効な

政策を打ち出せなかったラテンアメリカの国々

にとって、ユネスコにより示された保護のための

指針と、遺産基金による援助は、その努力をおお

いに力づけるものであったことがわかる。

さて、ラテンアメリカ・カリブ地域にはユネス

コの世界遺産に指定された場所が、2002年 6月

の時点で 104箇所あった。これは全世界で 730

箇所にのぼる世界遺産の約 14%にあたる。その

内訳は、文化遺産が 69箇所、自然遺産が 32箇

所である。これに加えて、ひとつのサイトが文

化遺産と自然遺産の両方に指定されている複合

遺産が 3箇所（グアテマラのティカル国立公園、

ペルーのリオ・アビセオ国立公園とマチュ・ピ

チュ）ある。この文化遺産について、先スペイン

期の考古遺産、植民地期の遺産、独立後の遺産と

いうおおきな 3つの分類をした上で、その内容

を概観してみたい。その際、説明文中の初出のサ

イト名に下線を付した。

3．先スペイン期の遺産

考古遺産の中身をみると、征服以前の先住民

文化の遺跡が単独で指定されているサイトが約

24箇所、植民地期に建設された都市や集落内に

含まれていたり、その近辺にあってそれらと共に

ひとつの遺産として指定されているものが 4箇

所ほどある（テノチティトラン・ソチミルコ＆メ

キシコシティー歴史地区、モンテアルバン＆オ

アハカ歴史地区、チョルーラ＆プエブラ歴史地

区、クスコ＆クスコ市街）。これらは、先にあげ

たラテンアメリカの文化遺産全体の数 72箇所の

40%弱にあたる。

先スペイン期のアメリカ大陸の先住民文化を

大きく時代区分すると、先史時代、先古典期、古

典期、後古典期の 4つに分けることがでる。こ

れは通常メソアメリカ文明で用いられる区分で

あるが、ここではアンデス文明もこの区分の年代

にそって見て行きたい。

(i) 先史時代と先古典期

先史時代は狩猟を生業の主体とした旧石器時

代にあたり、世界遺産に登録された遺跡として

は、ブラジル北東部の台地にあるセラ・ダ・カピ

バラ国立公園、アルゼンチンのクエバ・デ・ロス

・マノス、リオ・ピントゥラスとペルーのアンデ

ス山脈東側の山岳密林地帯にあるリオ・アビセオ

国立公園がこの時代のものにある。カピバラ山

中の洞窟に残る壁画は、紀元前 1万 2000年ころ

のもの、リオ・ピントゥラス周辺の壁画は 9500

年以上前のもとと考えられている。また自然と

文化の複合遺産であるリオ・アビセオ国立公園の

中には 8000年前のものと考えられる小規模な考

古遺跡が残されている。

先古典期の遺跡としては、メキシコのサン・フ

ランシスコ山地の洞窟壁画とペルーのチャビン

の考古遺跡の2箇所がある。先古典期は、ごくお

おざっぱに紀元前 1500年から紀元 300年頃まで

を指す。先古典期は定住農耕を主体とした新石

器時代で、特に紀元前 3世紀以降は文明の揺籃

期とされ、組織的社会構造が生まれ、都市が発生

したと考えられている。この時代、メソアメリカ

文明圏では、メキシコ湾岸で紀元前 1000年頃オ

ルメカ文化が生まれ、そこから強い影響を受け

て諸文化が芽生えたとされている。メキシコ北
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表 2 ユネスコ世界遺産中のラテンアメリカの文化遺産

国 遺産名称と登録基準

アルゼンチン クエバ・デ・ラス・マノス、リオ・ピントゥラス (3)、コルドバのイエズ
ス教会群と私有地跡 (2,4)

アルゼンチン・ブラジル グアラニー族のイエズス会伝道所 (4)、
ボリビア ポトシ市街 (2,4,6)、チキトスのイエズス会伝道所 (4,5)、スクレ歴史都市

(4)、サマイパタ砦 (2,3)、ティワナク (3,4)
ブラジル オーロ・プレイト歴史地区 (1,3)、オリンダ歴史地区 (2,4)、サルバドル・

デ・バイア歴史地区 (4,6)、コンゴーニャスのボン・ジェズス聖域 (1,4)、
ブラジリア (1,4)、セラ・ダ・カピバラ国立公園 (3)、サン・ルイス歴史地
区 (3,4,5)、ディアマンティーナ歴史地区 (2,4)、ゴイアス歴史地区 (2,4)

チリ ラパ・ヌイ国立公園（イースター島）(1,3,5)、チロエ教会群
コロンビア カルタヘナ港、要塞、歴史的建造物群 (4,6)、サンタ・クルス・デ・モン

ポス歴史地区 (4,5)、ティエラ・デントロ考古公園 (3)、サン・アグスティ
ン考古公園 (3)

キューバ ハバナ旧市街と要塞 (4,5)、トリニダードとロス・インヘニオス盆地 (4,5)、
サンティアゴ・デ・クーバ、サン・ペドロ・デ・ラ・ロカ城 (4,5)、ビニャー
レス渓谷 (4)、キューバ南東部コーヒー農園発祥の景観 (3,4)

ドミニカ共和国 サント・ドミンゴ植民都市 (2,4,6)
エクアドル キト市街 (2,4)、サンタ・アナ・デ・ロス・リオス・クエンカ歴史地区 (2,4,5)
エルサルバドル ホヤ・デ・セレン考古学遺跡 (3,4)
グアテマラ ティカル国立公園 (1,3,4)*、アンティグア・グアテマラ (2,3,4)、キリグ

ア遺跡公園 (1,2,4)
ハイチ シタデル、サン・スーシ城、ラミエール国立歴史公園 (4,6)
ホンジュラス コパンのマヤ遺跡 (4,6)
メキシコ オアハカ歴史地区とモンテアルバン考古遺跡 (1,2,3,4)、パレンケ古代都市

と国立公園 (1,2,3,4)、メキシコシティ歴史地区とソチミルコ (2,3,4,5)、テ
オティワカン古代都市 (1,2,3,4,6)、ポポカテペトル山麓 16世紀修道院群
(2,4,)、プエブラとチョルラの歴史地区 (2,4)、モレリア歴史地区（2,4,6）、
エル・タヒン (3,4)、グアナフアト歴史地区と鉱山 (1,2,4,6)、チチェン・
イツァ古代都市 (1,2,3)、サン・フランシスコ山地洞窟壁画 (1,3)、サカテ
カス歴史地区 (2,4)、ケレタロ歴史的建造物地区 (1,2)、ウシュマル古代
都市 (1,2,3)、グアダラハラ救貧施設 (1,2,3,4)、パキメ遺跡、カサス・グ
ランデス (3,4)、トゥラコタルパン歴史的建造物地帯 (2,4)、ソチカルコ
古代遺跡地帯 (3,4)、カンペチェ歴史的要塞都市 (2,4)、カラクムル、マヤ
古代都市 (1,2,3,4)

オランダ領アンティール ヴィレムシュタット (2,4,5)
ニカラグア レオン旧市街 (3,4)
パナマ カリブ海側要塞群 (1,4)、ボリバルのサロンを含むパナマ市歴史地区 (2,4,6)
パラグアイ パラナ川北岸イエズス会伝道所 (4)
ペルー マチュ・ピチュ (1,3)*、クスコ市街 (3,4)、チャビン考古遺跡 (3)、チャ

ン・チャン考古地区 (1,3)、リオ・アビセオ国立公園 (3)*、リマ歴史地区
(4)、ナスカとマフーナ平原の地上絵 (1,3,4)、アレキパ歴史的中心部 (1,4)

セントクリストファーネイビス プリムストーン・ヒル要塞国立公園 (3,4)
スリナム共和国 パラマリボ歴史的内陸都市 (2,4)
プエルト・リコ サン・フアン歴史地区 (6)
ウルグアイ コロニア・デル・サクラメント歴史地区 (4)
ベネズエラ コロとその港 (4,5)、カラカス大学都市 (1,4)

（各国サイトは登録年順に配列）*複合遺産
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部バハ・カリフォルニア半島中部の乾燥地帯にあ

るサン・フランシスコ山地では、現在までに 400

余りの地点で、岩肌に人物や動物を描いた洞窟

壁画が発見されている。それらが描かれたのは、

紀元前 1100年から紀元 1300年の間だと推定さ

れている。

先古典期はアンデス文明圏では形成期から地

方発展期にあたる。アンデス文明圏のこの時代の

世界遺産として、ペルー中部の、標高 3000メー

トルを越えるアンデス山脈東側斜面の谷あいの

盆地に位置する、チャビン・デ・ワンタルの遺跡

がある。これは、紀元前 1000年から紀元前 100

年までのあいだ、中央アンデスのほぼ全域に広が

り、その後の文化の源となったチャビン文化を代

表する、最大かつ最古の遺跡である。ここの大神

殿は、ペルー最古の石造建築といわれ、かつては

一辺が 72×75メートルの基壇の上に三段のピラ

ミッド型建造物がそびえ、地下祭室も備えてい

た。チャビン文化は、ジャガーやヘビ、鳥などの

動物神を信仰しており、それらの浮き彫りが遺跡

の至るところにみられる。なかでもジャガーの

重要性は抜きん出ていた。

(ii) 古典期

ラテンアメリカの古代文明が最も華やかに開

花したのが古典期で、およそ紀元 300年～900年

頃までを指す。ラテンアメリカの考古遺跡の中

で最も多く世界遺産に登録されているのもこの

時代のもので、あわせて 15箇所ある。古典期の

メソアメリカでは、巨大な祭祀センターをもつ、

神権政治を基盤とした強力な都市国家が形成さ

れる。世界遺産に登録されている遺跡のほとん

どはそうした都市国家の跡である。まず、メキシ

コ中央高原では、アメリカ大陸の古代文明の中で

最大の規模を誇る都市に発展し、太陽と月の大ピ

ラミッドで有名なメキシコ中央部のテオティワ

カン（最盛期紀元 350年頃～650年頃）、同じく

メキシコ中部のショチカルコ（紀元 650年～900

年）がある。さらにメキシコ南部には、広大な広

場や神殿からなるモンテアルバン（最盛期紀元

100年頃～800年頃）と、メキシコ南西部からグ

アテマラ、ホンジュラスまで広がり、特有の形を

した優美なピラミッド神殿や文字を刻んだ石碑

を多数残したマヤ文化の 5都市がつづく。現メ

キシコ領内のパレンケ（建設開始紀元前 300年

頃、最盛期紀元 6世紀～8世紀）、ウシュマル（最

盛期紀元 600年～900年）、現グアテマラ領内の

ティカル（紀元 300年～900年）、キリグア（紀

元 200年～900年最盛期 800年頃）、現ホンジュ

ラスのコパン（定住開始紀元前 1000年、最盛期

紀元 600年～800年）、時代が少し下り、次の後

古典期にまでまたがって繁栄したメキシコのチ

チェン・イツァ（都市建設紀元 450年頃、最盛

期 11世紀～13世紀）である。エル・サルバドー

ルでは、マヤ文化に属した小さな農村が火山灰

に埋もれて残ったホヤ・デ・セレン遺跡（紀元 4

世紀～6世紀）がある。この遺跡は、強大な都市

国家に従属していた小集落のようすを知るため

の貴重な手がかりとなっている。さらにメキシ

コ湾岸には、チチェン・イツァ同様、後古典期に

までわたって繁栄した都市国家の遺跡として、美

しいピラミッド神殿を持つエル・タヒン（最盛期

紀元 800年頃～1200年頃）がある。

他方、アンデス文明圏では、この時代は地方発

展期からワリ期（もしくは中期ホライズン）とい

う区分に相当する。ペルー南部の乾燥した海岸

地帯に残る、日本でも有名なナスカとマフーナ平

原の地上絵（紀元 300年から 600年の間に描か

れた）、ボリビアとペルーの国境付近の標高 4000

メートルを越えるアンデス高原にあって、精巧

な石造りの太陽の門で名高いティワナコの都市

跡（紀元 5世紀～中期ホライズン）、素朴な石の

像やレリーフを特長とするコロンビアのティエ

ラ・デントロ国立考古公園（紀元 6世紀～10世
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紀）とサン・アグスティン考古公園（紀元前 5世

紀～紀元 8世紀）がこの時代の遺跡として世界

遺産に登録されている。

(iii) 後古典期

後古典期（紀元 900年～1500年）には、神格を

付与された支配階層によって統率された部族が、

効率のよい組織を作り上げて他の部族を支配す

る大規模な国家が成立した。アンデス文明圏で

は、この時期を地方王国期からインカ期（もしく

は後期ホライズン）としている。この時代、メソ

アメリカではアステカ帝国（1300年～1521）が、

アンデス地域ではインカ帝国（1400年～1532）

が興り、スペイン人到来直前まで繁栄した。双方

の首都、テノチティトランとクスコは、スペイン

人に攻略された後、それぞれメキシコシティーと

クスコとして植民地時代も重要な役割を果たし

続ける。メキシコシティーの歴史地区と一体で

登録されているソチミルコは、生態系に合致した

独特の土地利用法（チナンパス）が作り出した景

観の例である。古代文明を飾る最後の遺跡とし

て、このほかに、同じメキシコ中部にあって、大

きなピラミッド神殿をもつチョルーラの都市跡、

メキシコ北部アメリカ合衆国との国境にほど近

い乾燥地帯に出現した土の街パキメ遺跡、ペルー

北東部の海岸地方に栄えたチムー王国の首都で、

碁盤の目のように区画整備された 9つの大区域

からなるチャンチャン考古地区、インカ帝国の傘

下にあって、険しい山中に造られた石造りの都市

マチュピチュ、インカ帝国の東の護りであったボ

リビアのサマイパタ砦そして、南太平洋のポリネ

シアに位置し、チリに属するイースター島（ラパ

・ヌイ国立公園）（紀元 4もしくは 5世紀移住開

始、有名なモアイ像が盛んに作られたのは紀元

1100年～1680年）がある。

4．植民地期の遺産

ラテンアメリカで世界遺産に指定されている文

化遺産 72箇所のうち、植民地期に建設された文

化財を中心とするものは 43箇所ある。それらは

植民都市とキリスト教布教施設とに大別される。

(i) 植民都市

植民地期の世界遺産の大半を占めるのが、植

民地時代に建設され、今も美しい町並みや豪華

絢爛たる教会堂を数多く残す植民都市で、およ

そ 30箇所ある。その中には、現在各国の首都に

なっている重要な都市も少なからず含まれてい

る。ドミニカ共和国のサント・ドミンゴ、キュー

バのハバナ、プエルトリコのサン・フアン、メキ

シコのメキシコシティー、エクアドルのキト、ペ

ルーのリマなどがそれで、植民地時代の面影を

いまだ色濃く残す旧市街や歴史地区が世界遺産

に登録されている。同じく植民地時代に政治的・

宗教的・経済的に重要な働きをしていた都市の歴

史地区が世界遺産に指定されているものとして、

メキシコのケレタロ、モレリア、プエブラ、オア

ハカ、グアテマラのアンティグア、ニカラグアの

レオン、コロンビアのモンポス、エクアドルのク

エンカ、ペルーのクスコとアレキパ、ボリビアの

スクレなどがある。

都市の重層性：メキシコシティーとクスコ

なかでも、先スペイン期の都市と植民都市が

重層性をみせて興味深いのがメキシコシティー

とクスコである。格子状街路に特長づけられる

ラテンアメリカの植民都市の外観と支配の拠点

としての性格は、基本的には西欧の都市理念に依

拠しつつも、植民地の新しい状況に適応して生ま

れたものであった。その新しい状況のひとつに、

征服以前の古代都市の存在があった。

1521年、アステカ帝国を攻略したコルテスは、

その首都で湖上の島につくられていたテノチティ
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トランの上に新しい都市建設を命じた。テノチ

ティトランの都市計画は、巨大な正方形の敷地

に建つ大神殿を中心にできていた。大神殿の外

側には王宮と市のたつ広場があり、主要な街路

は、大神殿を中心に東西南北に引かれていた。そ

の延長は堤道となって島と陸地をつないでいた。

2本の中心軸の交差地点に宗教的・経済的・政治

的中心となる建物群が建設されるというテノチ

ティトランの都市計画は、空間を規則正しく 4分

割し、自らをその中心に据えるという、明確な理

念の上に作られていた。この大神殿の上にキリ

スト教の大聖堂が建設され、大神殿に隣接して

いた広場は、大聖堂の前の中央広場に変わった。

かつて皇帝や貴族の宮殿があったあたりは、スペ

イン人の主だった市民の館となり、中央広場に面

して、副王の宮殿が建てられた。大神殿を起点と

していた 4本の主要街路も、そのまま、新しい都

市の中央広場から四方に伸びる主要街路となる。

コルテスは、アステカ帝国の首都を破壊した上に

新たな都市を建設することで、スペイン人の支配

と新しい秩序を先住民に強く印象づけようとし

た。それゆえ、新都市には以前にもまして壮麗で

秩序ある都市計画が求められ、直行する主要街

路に平行して、格子状の街路が引かれ、市街は規

則正しい四角形の区画に区切られていった。こ

うして、テノチティトランは、メキシコシティー

と名を変えても、中心部の基本的構造はほぼそ

のまま新しい都市に受け継がれた。メキシコシ

ティーは、中央広場を起点とする直行街路を持つ

という、ラテンアメリカの植民都市に共通の特徴

が、初めて明確な形をとった場所であった。

インカ帝国の首都で、帝国最大の都市であっ

たクスコでも、征服後スペイン人のための植民都

市に生まれ変わった際に、インカ時代の都市計画

が残された。クスコでは、インカ帝国の力が確立

し、拡大を始める 1440年頃から急速に人口が増

え、都市の体裁が出来上がった。その特徴は、4

本の街路が街を 4つに区分し、その街路の延長が

帝国全体に伸びて、帝国をも 4つの部分（suyo）

に分けていたことである。4本の街路が合流する

地点がクスコの中心で、ここにウアカイパタ（中

央広場）があった。つまり、クスコの街もまた、

先に見たテノチティトラン同様、ひとつの明確

な空間理念によって形作られていた。街の南東

に太陽の神殿コリカンチャが（クスコの最も古

い部分にあたる）、街の北東の山の中腹にサクサ

ワマンの砦があった。これらは、いずれも巨大な

石を精巧に加工して積み上げた優れた建造物で

あった。クスコの中心部でも、街路の両側に一分

の隙もなく積み上げられた石の壁がめぐらされ、

その上に建物が建てられていた。植民都市クス

コになってからも、このすばらしい石積みが、そ

のままスペイン人の屋敷や教会堂、修道院の基

礎に用いられた。また、かつての中央広場ウア

カイパタが新生都市の中央広場に流用され、そ

こに面して大聖堂や主だった建物が建造された。

こうして、クスコでも、インカ時代の都市計画が

踏襲された。しかし、テノチティトランとクスコ

はその後の運命を異にする。ペルーの征服者フ

ランシスコ・ピサロは、山間部のクスコにではな

く、海岸地帯に新たに建設したリマを首都と定め

たからである。

鉱山都市

植民都市の中でもひときわ強い個性を放って

いるのが、鉱山都市と港湾都市であろう。鉱山

都市で世界遺産に登録されているものに、金銀

を産出して繁栄を誇ったメキシコのサカテカス

やグアナフアト、ボリビアのポトシ、ブラジル、

ミナス・ジェライス州のオーロプレトやコンゴー

ニャス、ダイヤモンドを産出したディアマンティ

ーナがある。

鉱山都市は、鉱山の発見と同時に、その周囲の

険しい地形の場所に自然発生的に形成され始め
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るため、植民都市に共通の都市計画に厳密に従う

ことは難しく、却って意外性のある、魅力的な街

へと発展した。大きな山をあてて大富豪となっ

た者や、鉱山からあがる富の恩恵に浴した者達が

多大な寄進をしたため、鉱山都市にはひときわ

華麗な教会堂が残っている。鉱山都市の魅力は、

険しい山の谷あいに、突如宝石のように立ち現れ

る街の美しい外観と、その内部に秘められた豪華

なバロックの教会堂の数々だといえる。

港湾都市と要塞

一方、港湾都市の建築物を特徴づけるのは堅

固な要塞である。特にカリブ海沿岸では、新大陸

の財宝や産品を積んでスペインへ向かう船団の

基地となる港街を海賊の攻撃から護るため、当

時の西欧築城技術の粋を集めた数多くの要塞が

建設された。メキシコのカンペチェ、コロンビア

のカルタヘナはその代表的例である。すでに名

をあげたハバナやサン・フアンの港湾にも堅固な

要塞の跡が残されている。ほかに、メキシコのト

ラコタルパン、ベネズエラのコロ、ウルグアイの

コロニア・デル・サクラメント、ブラジルのオリ

ンダ、サルバドール・デ・バイア、サン・ルイス

などが港湾都市としての歴史を背景に世界遺産

に登録されている。カリブ海の航路を護るため

に建設された要塞群として、このほかに、キュー

バのロカ城、パナマのカリブ海要塞群、セント・

クリストファー・ネイヴィスのプリムストーン・

ヒル要塞がある。

(ii) 布教施設

植民地時代、先住民にキリスト教を布教するた

めに建設された集落や建造物で世界遺産に登録

されているものに、メキシコ中央部のポポカテペ

トル山麓 16世紀の修道院群と南米のイエズス会

関連施設 5箇所（ボリビアのチキトスのイエズ

ス会伝道所、パラグアイのパラナ川北岸イエズス

会伝道所、アルゼンチン・ブラジルにまたがるグ

アラニー族のイエズス会伝道所、アルゼンチン、

コルドバのイエズス会教会群と私有地跡、同じく

イエズス会が伝道を行ったチリのチロエ教会群）

がある。

メキシコ 16世紀の修道院

メキシコシティーの南にそびえる、ポポカテ

ペトル火山は、高さ 5400メートルを越すメキシ

コ第二の高峰である。その山麓を囲むように点

在する村々に、16世紀に建設された修道院が残

されている。1994年それらのうちの 14箇所が

ひとつの世界遺産として登録された。モレロス

州のアトラトラウァカン、クエルナバカ、テポ

ストラン、トラヤカパン、トトラパン、イェカ

ピシュトラ、サクァルパン・デ・アミルパス、ア

クィトゥコ、オアステペック、テテラ・デル・ボ

ルカン、ウエヤパンの各修道院と、プエブラ州の

カルパン、ウェホツィンゴ、トチミルコの修道院

である。これら 14の修道院は、メキシコでの布

教を担当したフランシスコ会、ドミニコ会、アグ

スティン会が建設したもので、16世紀のメキシ

コに建造された数百に上る修道院のいわば代表

として世界遺産に登録された。

修道院と付属教会堂は、先住民へのキリスト

教布教のために作られた新しい村の中心に据え

られ、キリスト教の神の家として先住民が畏敬の

念を抱くに足るモニュメンタルな性格が与えら

れた。また、先住民の心に訴える方法でカトリッ

クの教義を表現してみせる教育的配慮も備えて

いた。さらに、建設に携わった職人や労働者が先

住民自身であったことが、これらの修道院建築に

独特の構造や装飾的特徴を与えることになった。

世界遺産に指定された上記 14の修道院は、それ

らの特徴をよく残している。何万人もの住人を

擁し、宣教師に協力して大規模で壮麗な修道院と

教会堂を建設した先住民の村々の多くは、その後
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いく度も先住民を襲う疫病の大流行で人口の大

半を失い、独立以降の政治や経済の変転に翻弄さ

れて、現在はわずかな住人が細々と暮らす零細な

村になっている。

南米のイエズス会伝道所

先住民へのキリスト教布教の跡をとどめる世

界遺産のもうひとつの例が、南米各地にイエズ

ス会が設立した伝道所、いわゆるミッションで

ある。

イエズス会が新大陸のスペイン領での先住民

布教に本格的に着手したのは 1568年からであっ

た。16世紀末、パラグアイ、アルゼンチン、ブ

ラジルの国境地帯のジャングルには、狩猟採集民

のグアラニー族が、スペイン人入植者の圧力や

ポルトガル人の奴隷狩りを逃れて生活していた。

1609年、パラグアイとリオ・デ・ラ・プラタの

総督代理は、その一帯の先住民の平定をイエズス

会の手に委ねる。イエズス会士たちは、すでにキ

リスト教に改宗していた先住民リーダーの助け

を借りて、その地域のグアラニー族への説得を重

ね、1609年 12月、最初の教化集落（レドゥクシ

オン）サン・イグナシオ・グアスを設立した。教

化集落の多くは、幾度かの移転を経験するが、18

世紀初頭の最も多いときで、その数は 30を数え、

そこに住む先住民の総人口も 13万から 15万人

にのぼったといわれる。各教化集落は、イエズス

会士の監督の下で、自治的組織を運営し、共同で

農産物を生産し、手工芸品を作り、それらを販売

して、経済的にも自立した共同体を営んでいた。

このグアラニーの伝道所はイエズス会の手で百

数十年維持されたが、ポルトガル領で 1759年、

スペイン領で 1767年、イエズス会が追放される

と、衰退していった。グアラニー伝道所の 30の

教化集落のうち、パラグアイ側にある 3箇所が

パラナ川北岸のイエズス会伝道所として、アル

ゼンチンとブラジルにまたがる 4箇所がグアラ

ニー族のイエズス会伝道所として、それぞれ独立

した世界遺産に指定された。

グアラニー伝道所を皮切りに、イエズス会は

同じような伝道所をチリ、コロンビア、エクアド

ル、ボリビアなど、南米各地に設立した。このう

ち、1613年チリのチロエに設立された伝道所の

教会堂群と、1692年ボリビアのチキトスに設立

された伝道所の集落のいくつかも、世界遺産に登

録された。

(iii) その他

このほかに、生態や独特の農法を含めた景観

で登録された世界遺産で植民地時代に起原をも

つものとして、キューバのサトウキビ農園の元風

景トリニダードとロス・インヘニオス盆地や南

東部コーヒー農園発祥の地がある。

5．独立期の遺産

1810年代から 20年代の前半の間に、ラテン

アメリカの国々は相次いでスペインからの独立

を果たす。ブラジルも 1822年にはポルトガルか

ら独立する。独立以降の文化遺産で世界遺産に

登録されているものの数は 5箇所余りで、決し

て多くない。年代順にあげれば、まず、ラテンア

メリカ諸国の独立に際して掲げられた、新しい国

家建設の理想を記念する遺産として、シモン・ボ

リバルのサロンを含むパナマの歴史地区がある。

ボリバルが提唱し、ラテンアメリカ諸国統合の試

みの先駆けとなったパナマ会議には、ボリバル自

身は出席しなかったものの、彼の名をとって「ボ

リバルのサロン」と呼ばれる会議の記念碑が、パ

ナマシティーの歴史地区とともに世界遺産に登

録されている。

独立後の内乱と政治的混乱の時代を象徴する

遺産としては、ハイチのサン・スーシ城と城砦

シタデルを挙げることができる。これは、1804

年、フランスから独立を果たしたハイチで、独立
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直後の戦乱の中、奴隷から身を起こして、ハイチ

北部に黒人王国を打ち立て、その王座についたア

ンリ・クリストフが、ベルサイユ宮殿を模して建

造させた豪勢な居城とそれを守る城砦である。

欧米とは異なる独自の文化を模索する、文化的

ナショナリズムの時代を代表する遺産としては、

メキシコのカバーニャス救貧施設付属礼拝堂天

井の壁画がある。この壁画に代表される、メキ

シコ壁画運動の作品は、メキシコ革命後の 1920

年代から、革命の意義や成果を表現するために、

政府の支援を受けた芸術家たちによって、公共施

設の壁面に数多く描かれた。世界遺産に登録さ

れた壁画は、この運動をリードした 3人の巨匠

のひとりホセ・クレメンテ・オロスコがメキシコ

第二の都市グアダラハラの、カバーニャス救貧

施設付属礼拝堂の壮大な天井に、1938年から 39

年にかけて描いたもので、彼の作品中最高傑作と

されている。カバーニャス救貧施設は、19世紀

の末、メキシコに新古典主義様式をもたらした

高名なスペイン人建築家マヌエル・トルサによっ

て設計された。オロスコは、その壮麗な付属礼拝

堂の天井に、「スペインによる新世界の軍事的・

精神的征服」を主題とした壁画を描いたが、そこ

に、現代機械文明の到来によって蹂躙された人間

性という、もうひとつの意味を重ね合わせた。

最も新しい時代の世界遺産としては、ブラジル

の新首都ブラジリアとベネズエラのカラカス大

学都市がある。これらは、1960年代に飛躍的に

進展した、工業化と都市化の時代を象徴している

といえる。ブラジリアは、ブラジル内陸部の開発

を目的として、広大な国土のほぼ中心に、1957

年から建設された計画的な人工都市で、1960年

には、首都がリオ・デ・ジャネイロからここに移

された。左右対称の飛行機の形をした市街地に

は、さまざまな機能を与えられた近代建築が計画

的に配置され、道路が効率よくそれらを結んでい

る。近未来的なその景観には、当時のラテンアメ

リカの人々が将来に抱いていた明るい展望が投

影されているといえる。そのほかに、植民都市と

して取り上げた都市の中にも、独立以降の貴重な

文化遺産を含むものがある。メキシコシティー

はその代表的な例といえる。

結びに代えて

ラテンアメリカでユネスコ世界遺産の文化遺

産に指定されているサイトが、古代文明の遺跡と

植民地期の遺産に大別されるのは当然といえよ

う。いずれの場合も「都市」がその中心になって

いる点が興味深い。なかでも、植民都市が占める

割合が高いのは、植民地時代が持つ負の側面を含

めて、植民都市こそ、ラテンアメリカの過去と現

在を結ぶ空間であるという認識が各国に共通し

ていることの表れか。
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