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である。興味深いのは、トウモロコシの摂取量

が、立派な副葬品に飾られた被葬者、すなわち

権力を握ろうとした側の人物よりも、単純なつ

くりの墓の被葬者、すなわち権力を行使されよ

うとした人物で、高い値を示している点である。

ここからは、トウモロコシの導入が、権力者の

知恵から出た権力資源操作ではなかった可能性

が指摘できよう。

筆者が権力資源のカテゴリーを援用した社会

科学者マイケル・マンによれば、権力のネット

ワークは、ほんの小さなものから始まり、やがて

それが拡大し、既存のネットワークを脅かす存

在にまでなるという。まさにトウモロコシは、

それにあたるのかもしれない。権力者が利用し

たこともない資源が立ち現れ、権力にひれ伏す

べき人々がそれを自由に利用し始めたとき、既

存の権力操作では、自らの地位を確保できなく

なった権力者の姿をみてとることもできよう。

もっとも、この点は、本書では記述していない

ので、今後の課題として残しておきたい。

文明形成の問題は、今まさに転換期に来てい

ると思われる。生態学や食糧基盤に軸をおいて

いた従来の論議に再解釈が迫られ、新たな方法

が模索されつつある。食糧は重要な要素ではあ

るが、その経済的側面に、あまりに偏りすぎた

議論が展開されてきた。これも、日本で言えば、

戦後の社会復興とともにマルクス主義的な歴史

観が受容されてきた点と関係しよう。本書で示

したかったのは、従来のパラダイムの転換の必

要性なのである。

登山家になぜ山を登るのかと問い、そこに山

があるからと答えることは禅問答的であり、哲

学的かもしれない。しかし、なぜそこに文明が

生じたのかと問うたとき、そこに有力な食糧基

盤があったためと答えることは、部分的な解決

にしかつながらない。むしろ、それをどのよう

に権力の資源に仕立て上げていったのかに注目

しなければ、文明形成の全体像は解明できない

のである。 □■

『古代マヤ　石器の都市文明』（京都大学学術

出版会、����年）✍ 茨城大学人文学部・青山

和夫

�．ラテンアメリカ考古学の勝利！：出版まで

の経緯・背景

本書は、現在のところ、日本語による最新か

つもっとも詳細なマヤ文明の概説書を目指して

執筆したものである。さらに、筆者の ��年間

におよぶ調査研究の成果を随所にちりばめてあ

る。日本において、世界の古代文明といえば、

旧大陸の四大文明を指し、あたかもアメリカ大

陸を除外するような、大変残念な傾向がある。

世界的にみても、きわめてまれな古代文明観と

いえよう。しかし、京都大学学術出版会の学術

選書の新シリーズ「諸文明の起源」では、最初

の巻（��巻）としてマヤ文明の本書が ����年

��月に、次にアンデス文明の関雄二著『古代ア

ンデス　権力の考古学』（��巻）が ����年 �月

に出版された。まさに日本のラテンアメリカ考

古学の勝利である！

国立民族学博物館の関雄二先生から、「京都

大学学術出版会からマヤ文明の本を出しません

か」というお電話をいただいたのが ����年 ��

月であった。原稿の提出日は、����年 �月末

ということであった。筆者が京都市出身である

ということ、それにちょうど ����年 �月から

����年 �月までの �年間、日本学術振興会特

定国派遣研究者として、メキシコのカンペチェ

州の州都カンペチェ市にあるカンペチェ州立自

治大学に派遣されることが決まっていたために

快諾した。同大学を選択したのは、マヤ文明最
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大の都市遺跡の一つであるカラクムル遺跡を��

年以上にわたって調査研究した、アメリカ人考

古学者ウィリアム・フォーラン先生を擁するか

らであり、フォーラン先生から多くの有益なご

教示をいただいた。そうした経緯から、本書は、

筆者がカンペチェ州立自治大学客員教授として

「古典期マヤ人の日常生活と手工業生産」の研究

に従事した機会に執筆した。����年にホンジュ

ラスにおいて開始したマヤ文明の現地調査の成

果、とりわけ筆者が共同調査団長として ����

年以来調査に参加している多国籍チーム、アグ

アテカ遺跡調査団（団長は、親友であるアリゾ

ナ大学人類学部の猪俣健氏）の学際的な研究の

成果をまとめるべく、英文の研究書と本書の �

冊の著書を含め、英語、スペイン語、日本語の

計 �本の学術論文を書くことができた。

本書の初稿は、����年 ��・��月の �ヶ月間

に熱中・集中して書いた。��年間におよぶ筆者

の研究生活における最大の宝は、多くの人との

かけがいのない出会いである。本書の執筆にあ

たって、欧米・現地の研究者・友人たちから、ま

だ出版されていない最新の調査成果や多くの有

益なご教示を受けた。また国立民族学博物館の

八杉佳穂先生と猪俣氏に原稿に目を通していた

だき、帰国直後に修正加筆した原稿を京都大学

学術出版会に提出した。その結果、「諸文明の

起源」シリーズの原稿を最初に脱稿したのは、

なんと筆者だったのである！シリーズ監修者の

京都大学名誉教授の前川和也先生には脱帽であ

る。「諸文明の起源」シリーズで最初に出版され

る巻ということもあってか、読者によりわかり

やすいようにと、提出原稿には懇切丁寧なご教

示、示唆、助言、質問がぎっしりと書き込まれ

ていた。監修者というよりもむしろ、査読者と

いったほうがいいかもしれない。とくに「概説

書では漢字を濫用せず、�字以上の漢字の熟語

は使わない」という指示が徹底され、印象に残っ

ている。初校のゲラにも、さらなる示唆や助言

が書き込まれていた。おかげさまでレフリー付

き論文を書く時のような充実感と緊張感を持続

しつつ、推敲することができた。

カンペチェ市は、スペイン人侵略者たちがマ

ヤの都市カン・ペッチを破壊して、����年に建

設したユカタン半島で最初のスペイン植民都市

であり、����年にユネスコ世界遺産に指定され

ている。最高気温が ��度を上回る常夏の都市

であり、扇風機の「温風」にあたりながら執筆

に汗を流した。国立大学法人化で揺れる職場を

離れ、ホンジュラス人の妻ビルマ、ホンジュラ

ス生まれの長女さくら、アメリカ生まれの二女

美智子とともにカンペチェ市の生活を満喫する

と同時に、研究に専念することができた。ちな

みに、筆者の家族が写った写真図版は、巻頭カ

ラーにある口絵 �のエツナ遺跡の「�層のピラ

ミッド」、��ページにある図 ��のチチェン・イ
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ツァの遺跡の「カラコル」と呼ばれる天文観測

所、���ページにある図 ��のチカンナ遺跡の

チェネス様式の「建造物 �」である。本書は、筆

者の研究生活をいつも暖かく支えてくれる、こ

の �人の女性に捧げるものである。

�．石器の都市文明：内容の要点

本書の構成は、はじめに―異文化理解として

のマヤ文明、第 �章「都市なき文明」から「石

器の都市文明」へ、第 �章マヤ文明の起源―先

古典期マヤ文明、第 �章 古典期マヤ文明の王

権と初期国家群の発達、第 �章「石器の都市文

明」を支えた「技術」、第 �章古典期マヤ都市

の盛衰、第 �章コパン、アグアテカの事例にみ

る「石器の都市文明」、第 �章マヤ低地南部の

「古典期マヤ文明の盛衰」とマヤ低地北部の全

盛、第 �章後古典期マヤ文明とスペイン人の侵

略、第 �章マヤ文明と現代世界、あとがき、マ

ヤ文明略年表、マヤ文明への理解をさらに深め

るための文献目録となっている。

工夫した点としては、各章の冒頭に、もっと

も重要な内容を要約したリーダーを掲載した。

編集部の当初の方針では、図版の総量は ��枚

くらいの予定であったが、���枚を超える豊富

な図版を駆使して、読者のより良い理解を図っ

た。とくに写真図版は、猪俣氏撮影の図 ��を

除いて、全て筆者自身が撮影したものである。

第 �章 �節の「政治的に統一されなかったマヤ

文明」は、「遺跡名が多く、読者が混乱するか

もしれない。このままだとこの本は失敗します

よ」という、監修者・編集部からの半ば脅迫じ

みた、強い要望によって書き下ろした。とりわ

け、��ページにある「マヤ地域の主要遺跡の盛

衰」という通し番号のない特別図は、マヤ低地

北部、マヤ低地南部、マヤ高地の主要遺跡の盛

衰を年代順に一目瞭然に示すために作成した。

この特別図を参照しながら、本文を読んでいた

だければ理解が深まると思う。また、マヤ文明

は、時間的・空間的に多様で動態的な文明であ

り、複数の広域国家が形成された時期と、小都

市国家が林立した時期とが繰り返された。この

ことをわかりやすく図化したのが、��ページに

ある図 �����である。

マヤ文明は、��世紀以来、アメリカ人の研究

者を中心にして、先コロンブス期の南北アメリ

カ大陸の諸文明のなかでもっとも集中的に調査

されてきた。その結果、現在に至るまで、より一

層現実的でより客観的な新しいマヤ文明観が構

築されつづけている。いっぽう日本において、

マヤ文明の学術研究と一般社会のもつ知識の乖

離は大きい。一部の非良心的なマス・メディア

は、「マヤ＝宇宙人起源説」やそれに類似した

興味本位の言説まで流布している始末なのであ

る。非常に残念ながら、マヤ文明は、現代社会

とはつながりのない「神秘的で謎の文明」とい

うイメージをもつ方が大多数であろう。じつは

そうしたイメージは、��世紀半ばまでのマヤ文

明を「世界史上まれにみる神秘的でユニークな

謎の文明」と見なす見方に由来している。それ

は、��世紀から ��世紀前半までの調査成果や

多くの憶測にもとづいて編み出された、ロマン

チックで神秘的なマヤ文明観であった。��ペー

ジにある「表 �マヤ文明観の変遷」は、��世紀

半ばまでのマヤ文明観と新しいマヤ文明観を対

比して、�世紀にわたる調査研究の成果を簡潔

にまとめた、筆者の自信作である。

マヤ文明研究の魅力は、この尽きることのな

い調査研究の成果にある。もう一つの魅力は、

何国人であろうと、現地調査を行って、より新

しいマヤ文明観の構築に多少なりとも貢献でき

ることである。日本のラテンアメリカ人類学の

一大特徴は、なんといってもアンデスとメソア
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メリカの考古学研究であろう。しかし、日本に

おけるマヤ文明研究の伝統は浅く、日本人が組

織的に行った最初のマヤ考古学・中米考古学の

調査は、����年代にホンジュラスのラ・エント

ラーダ地域で開始された。それは、大学調査団

としてではなく、日本の青年海外協力隊とホン

ジュラス国立人類学歴史学研究所の国際協力プ

ロジェクトとして企画・実施された。重要なの

は、同プロジェクトに参加した<!のなかから、

猪俣氏や筆者をはじめとする数名のマヤ考古学

者が生まれたことである。

総体的に、以前はマヤ文明の神秘性や特殊性

が強調されたのにたいして、新しいマヤ文明観

では世界の他の古代文明との共通性や比較しう

る特徴も強く認識されている。マヤ考古学は、

数千年という、民族学の調査や人間の一生では

観察不可能な長い時間枠のなかで、いつ、どこ

で、なぜ、どのように、文明、都市、王権や初

期国家が変化したのかという、文化変化の過程

（プロセス）を明らかにし、説明することによっ

て、人類学の文化変化理論に貢献できる。それ

ばかりか、マヤ文明の事例研究のように、現代

社会とマヤ文明の環境、農業、政治、経済の比

較研究を重視する人類学としての非西洋文明の

研究は、マヤ文明の発展と衰退の原因を解明す

るだけでない。スケールや時代背景はまったく

異なるものの、西洋科学文明の「進歩」を追求

しつづけた結果、「宇宙船地球号」が直面して

いる重大な危機、たとえば、地球規模の環境破

壊、先進諸国における農業人口の減少、地球人

口の増大に伴う食糧難の増加、戦争やテロなど、
・

さ
・

さ
・

や
・

か
・

な
・

が
・

ら地球時代の現代世界の諸問題の

解決に光明を投げかけうるのである。いっぽう、

マヤ文明の概要にかんしては研究者のあいだで

コンセンサスがあるものの、その詳細について

は意見が分かれる。

本書では、筆者自身の「新しいマヤ文明観」

を提示する。これまで筆者が執筆してきた日本

語、スペイン語、英語の著書や論文を修正加筆

するとともに、最新の調査研究の諸成果を書き

加えて、マヤ文明の起源と発展、およびその特

徴を論じ、古代から現代までのマヤ文化の通史

を描きあげる。さらに、筆者の ����年以来の

ホンジュラスのコパン遺跡と近隣のラ・エント

ラーダ地域、およびグアテマラのアグアテカ遺

跡における調査の成果、とくに筆者の専門であ

る石器研究の成果もふんだんに盛り込んである。

最近まで、マヤ考古学では、建築様式、マヤ文

字、石彫や土器の研究と比べると、石器研究はあ

まり重要視されていなかった。しかし石器は、

「石器の都市文明」の主要利器であっただけで

なく、土中の保存状態が良好で、出土量も豊富

といえる。マヤ文明の石器研究は、編年研究や

記述的な型式分類にとどまらない。マヤ考古学

の醍醐味は、石器を研究することによって、古

代マヤ国家の起源・発展・衰退の過程、社会・

政治・経済組織、職業の専門化、日常生活、都

市性や戦争にかんする重要な情報を提供できる

ことである。

マヤ文明は、	��旧大陸世界と交流すること

なく独自に発展したモンゴロイド先住民の土着

文明、	��石器を主要利器とした「石器の都市文

明」、	��大型家畜や荷車を必要としなかった人

力エネルギーの文明、	��農耕定住村落の確立

後、数百年という比較的短期間で形成された文

明、	��主に非大河灌漑農業を基盤にした文明、

	��その一部が熱帯雨林のなかで興隆した文明、

	��大部分の都市が非囲壁集落といった、旧大

陸の四大文明とは異なる特徴を有し、人間社会

や文化の多様な可能性について改めて目を開か

される。金属利器の欠如は、マヤ文明が旧大陸

の四大文明よりも「遅れた文明」であったこと



著者自身による新刊書紹介 ��

を必ずしも意味しない。マヤ文明は、人類史の

なかでもっとも洗練された「石器の都市文明」

だったのである。いっぽう、マヤ文明には、	��

都市、	��初期国家、	��文字、	��神聖王、	��

その一部が王陵である神殿ピラミッドなどの巨

大な記念碑的建造物、	��洗練された美術様式、

	��貧富・地位の差異、	��農業を基盤とした生

業、	��戦争、	���政略結婚といった、旧大陸の

諸文明との共通性も多く認められる。マヤ文明

は、それほど神秘的でもユニークでもない、世

界の他の古代文明と比較しうる特徴をもった文

明なのである。

�．誤解の多いマヤ文明観の脱構築にむけて

こうした新しいマヤ文明観は、残念ながら日

本ではまだ定着していない。それどころか、謎・

不思議・神秘性をおもしろおかしく強調したマ

ヤ文明観は、いまなお健在である。非良心的な

マス・メディアが、テレビの視聴率や本・雑誌の

売り上げを稼ぐために神秘的で謎のマヤ文明観

を再生産し、多くの人々によって消費されつづ

けられている。とくに、テレビ番組の影響力が

強い。第 �章では、「超古代文明」による場違い

な加工品「オーパーツ 	<�" �T ?.��' ��"�T��"�」

とされる、いわゆる「マヤの水晶ドクロ」を取り

あげている。これは、岩波書店の『科学』����

年 �月号に投稿し、掲載された拙小文の修正加

筆版である。結論からいうと、「マヤの水晶ドク

ロ」は、マヤ文明の遺跡はおろか、先コロンブ

ス期のアメリカ大陸から出土したのでもなく、

����年にイギリスで売却された ��世紀ドイツ

の捏造品である。

多くの研究者は、いわゆるオーパーツが偽物

であると分かりきっているので、相手にもしない

のではないかと思う。筆者も以前はそうであっ

た。とくに「マヤの水晶ドクロ」を取りあげた

のは、当時の日本テレビの人気番組「特命リサー

チ ���P」（����年 �月 ��月放映）に出演依頼

を受けたからである。上述の関先生のご紹介を

通して、番組制作担当者から「インタビュー」

を申し込まれた。しかし、実際には、筆者はテ

レビ局が用意した台本のせりふを読まされるこ

とになっていた。筆者がどうしても許せなかっ

たのは、「古代マヤ人が宇宙人と接触することに

よって英知を得て、文明を築きあげた」という

くだりである。マヤ文明は、「我々人類」の歴史

の重要な一部であるだけでなく、現代からも隔

絶したものではない。中米で独自に発展したモ

ンゴロイド先住民のマヤ文明は、��世紀のスペ

イン人の侵略によって破壊された。しかし、そ

の子孫である ��のマヤ諸語を話す先住諸民族

は ���万人を超え、今日に至るまで形を変えな

がらマヤ文化を創造し、力強く生きつづけてい

る。マヤは、地球の反対側で現在進行形の生き

ている文化伝統なのである。

筆者は、「マヤの水晶ドクロは捏造品である」

と明言すべきだ、とテレビ局に強く抗議した。

しかし、視聴率至上主義の番組制作担当者は、

「最初にそれを言ってしまうと視聴者はもうみ

ませんから」と言い張ったのである。この手の

テレビ番組は、マヤ文明を未知・謎のままにし

ておきたいようで、科学的に解明されてしまう

と困るのだろう。カメラマンが私の研究室に来

る撮影日まで決まっていたのだが、その直前で

キャンセルした。これで「マヤの水晶ドクロ」

の放映は中止されるものと内心微笑んでいたと

ころ、なんと私の「インタビュー」の箇所は、自

称「マヤの水晶ドクロ専門家」のアメリカ人エ

セ科学者がまったく異なった内容を話している

にもかかわらず、日本語の吹き替えで同内容を

答えたことになっているではないか！問題なの

は、この人気番組の「全て事実である」という
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キャッチフレーズを素直に信じる視聴者が多い

ことである。茨城大学でもこの番組を視聴した

学生が少なくなく、「テレビを鵜呑みにするの

は怖い」という感想を語ってくれた。

日本において、マヤ文明ほど誤解されている

古代文明はないのかもしれない。こうした傾向

は、中学高校の教科書において、マヤ文明をは

じめとする先コロンブス期の南北アメリカ大陸

の文化や歴史にかんする記述が、旧大陸のそれ

と比べてきわめて少ないことと無関係ではない。

多くの日本人が、マヤ文明の知識を、テレビ番

組を通じて得ている。テレビ番組は一過性のも

のであろうが、謎・不思議・神秘を誇張したマ

ヤ文明観が繰り返して放送されれば、そうした

ステレオ・タイプが定着してしまう。筆者は、

本書の校正中と出版後に、
!Bの「世界遺産」、

7�Aの「探検ロマン世界遺産」、7�Aスペシャ

ルの「マヤ文明」の番組制作担当者から、監修

と資料提供の取材の依頼を受けた。その際に、

「本書を予習してくれば」いう条件付きで引き受

けた。本書を実際に読む人は、数千人にしかす

ぎないであろう。しかし、本書が研究者や一般

読者だけでなく、テレビ番組制作担当者や他の

マス・メディア関係者にも読まれることによっ

て、マヤ文明の学術研究と一般社会のもつ知識

の乖離が狭まり、より客観的な新しいマヤ文明

観が広がっていくことを期待したい。

新しいマヤ文明観を学ぶことは、紀元前から

スペイン人の侵略までのマヤ文明にかんする知

識を得るだけでなく、現代マヤ人の歴史・文化

伝統やマヤ文明が興隆したラテンアメリカ諸国

の文化・社会・歴史を理解するうえでも重要で

ある。そして、旧大陸世界との交流なしに独自

に発展した「石器の都市文明」であったマヤ文

明を比較研究することによって、人類とは何か、

文明とは何か、そして人間の社会や文化の共通

性と多様性について、さらに文明、都市、王権

や初期国家の起源・発展・衰退をはじめとする

文化変化理論および現代地球社会の諸問題解決

の糸口について、旧大陸の社会あるいは西洋文

明と接触後の社会の研究だけからは得られない

人類学的知見を提供できるのである。 □■

『太鼓歌に耳をかせ�カリブの港町の「黒人」

文化運動とベネズエラ民主政治』（松籟社、����

年）✍東京大学・石橋純

本書は、博士学位請求論文（東京大学、����

年）にもとづき、これを全面的に改稿し、書き

下ろしの章と節を加えて新しい書籍として編集

しなおしたものである。

港町、バリオ、タンボール

本書の舞台となるのは、ベネズエラ随一の港

町プエルトカベージョだ。この町の旧市街のは

ずれに位置するバリオ・サンミジャンに、��年

以上通って蓄積した民族誌資料が、この本の素

材となっている。かつて「ならずものの街区」

と呼ばれたサンミジャンの若者たちが、地域社

会の「誇り」を追求し、「伝統文化」を復興し、

草の根の「民主政治」を実践した、��年にわた

る軌跡をたどった文化運動の年代記である。

サンミジャンは、スペイン語圏カリブの典型

的なバリオ＝都市下層地区だ。バリオには、国

内の農村部や国外から経済的機会を求めて移民

たちが集い住む。そこは、一般に、貧困や犯罪

など、都市の否定的なステレオタイプとともに

想像される空間である。同時にバリオは、西欧

近代の価値観とは一線を画した民衆文化が実践

される場でもある。日々の暮らしのなかで、書

きことばより話しことば、言語より身体、論理

より感覚、型どおりのふるまいより当意即妙の


