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生がメキシコや中米の森深く眠る「神秘のマヤ

文明遺跡」を見たくて日本を飛び出すというの

は珍しいことであった。高度成長とはいえ、ま

だ日本は相対的に貧しく、それにひきかえ、未

熟な私にはメキシコや中米を旅して豊かだとい

う印象を得た。当時のグアテマラ山間部は鬱蒼

たる森と樹海が広がり、首都グアテマラ市も大

統領府中心部だけの静かな趣を見せていた。再

訪したのは ��年後の ����年であり、日本は名

だたる経済大国となり、たばこと塩の博物館（上

野堅実館長・当時、半田昌之総括ディレクター）

を主体とする 1(中南米学術調査プロジェクト

が、京都外国語大学大井邦明教授（考古学）に

よって編成され、私は文化人類学調査者として

現地調査に赴く機会を与えられた。一方、グア

テマラは長びく内戦と人権抑圧で疲弊していた。

この年は奇しくも新大陸「発見」（�
��年）か

ら ���年後であり、抑圧されたマヤの先住民文

化復興運動が地下から浮上し可視化された。そ

の後、本学より �年間の在外研究の機会（����

年度）を得たり、吉田栄人・東北大学助教授を

代表とする文部科学省研究費補助金（����～�


年度基盤研究 �B�課題番号 �

�����）を受ける

など頻繁にグアテマラ調査を続け、その過程で

多くの共同執筆者との知己を得ることができ、

本書の誕生となった。

さて、編者はグアテマラのマヤ遺跡イシムチェ

で ����年 �月 ��日～��日まで開催された第

三回米大陸先住民サミット大会に参加して帰国

したばかりである。「火の大会」と称される当

大会は ����年にメキシコのテオティワカン遺

跡で、���
年にエクアドルのキトー市で開催さ

れ、回をおうごとに参加国が増加した。ラテン

アメリカを主に ��カ国の代表団、約 ����人が

野外テントに架設された会場で連日、午前中に

記念講演、午後に各セッションごとに別れて、

天然資源、アイデンティティと国家、知的所有

権、法律と訴訟手続き、先住民女性の政治的参

加、権力への抵抗などのテーマを討議していた。

インディヘナ人口の多いボリビアから初の先住

民大統領エボ・モラレスが誕生したばかりで、

ボリビア代表団の火を噴くような熱弁に煽られ

て、その熱気は会場全体に熱波のごとく浸透し

ていった。グアテマラは ��以上の言語集団を

もつ多文化・多言語国家であるから、各言語集

団どうしの「足のひっぱりあい」があり、ボリビ

アのように先住民が団結してインディヘナの大

統領を選出することはないと断言するのは国内

のラディーノの弁であるが、この大会最終日の

首都へのデモ行進の規模を観ているとそうとも

言い切れないのではないかと考えさせられた。

編者は幸いにも会場付近に宿を確保し連日、早

朝から開始する霊的儀式にも参加できたうえに、

最終日にバス十数台を連ねた首都へのデモ行進

にも参加する機会を得た。さらに、最終日の夜

にはカトリック修道院の経営する先住民研修所

に宿泊し、ラ米各国代表団の女性たちと寝所を

ともにした。彼女／彼らたちの組織力、知識欲、

向上心に深く心を打たれ、今後ラテンアメリカ

では先住民の活動が可視化され、政府は彼らを

無視できない情況にあるという印象を強くえて

帰国した。

本書がこうした先住民をふくめたグアテマラ

の今後の状況を理解するうえでの一助となれば

幸いである。 □■

『ボリビアを知るための �章』（明石書店、����

年）�兵庫県立大学・真鍋周三

先スペイン期から南アメリカ大陸、とくにコ

ノ・スール ���3� /���とよばれる南アメリカ大

陸南部円錐地帯や、セルバ �/!*5��とかモンター
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ニャ �"�3��Y��とよばれるアマゾン川源流地域

には先住民のさまざまな民族的社会集団が居住

していた。プレ・インカやインカといった高度

の文明を築いた北方のもしくは西方の民族集団

に比べると、これら南部円錐地帯やアマゾン川

源流地域に住む人々の政治経済的・社会的機構

の成熟度は著しく低かった。また各集団間の交

流もそれほど進んではいなかった。生活を営む

ための主な糧は昔からラクダ科動物の飼育、農

業、狩猟・採集であった。だがすくなくともイ

ンカの時代になると、とりわけセルバ、モンター

ニャに居住する先住民のあいだには、アンデス

高地やインカ文明の影響がかなりな程度およん

でいたことが近年知られるようになった�。

��世紀初頭フランシスコ・ピサロらの一行に

よる南アメリカ大陸の征服地域は、インカ帝国

の支配がおよんでいた範囲にほぼ一致するよう

に思われる。まずもってスペイン人は、先住民

集団の中でも政治経済的・社会的機構がしっか

りと確立されていたインカ帝国を制圧し、イン

カの機構を継承し、その領域を支配することに

したのである。その結果、ペルー太平洋沿岸の

河川の渓谷部とかアンデス高地といった南米先

進地域の征服・植民地化が急速に進められた反

面、大陸周辺部地域の征服・植民地化は遅れ、先

延びされることになった。こうした状況とも相

まって「アンデス中心主義（�3 �3��!3���/"�）」

の考え�が生まれたのだと思う。

アンデス東部斜面〔セハ・デ・モンターニャ

��!=�  ! "�3��Y��もしくはユンガス �G�3:�/�〕

に位置する亜熱帯の渓谷部地帯は、人類学や考
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古学的立場から、また歴史民族学的、民族誌学

的見地から調査が進められるにつれてその重要

性がしだいに高まっている。この地域住民とア

ンデス高地住民の関係を物語る証拠はたくさん

ある。例えば、スペイン人によるインカ帝国の

征服は、スペイン人征服者単独による軍事的勝

利としてだけながめるべきではない。かつてイ

ンカ帝国によって征服されていた、いくつかの

民族集団の側から提供された協力関係は、スペ

イン人が権力を獲得するうえできわめて重要で

あった�。このことは、アンデス高地だけをみて

いたのでは理解できない。モンターニャ地方や

アマゾン川源流域低地との関係性を考慮しない

わけにはいかない。先スペイン期のアンデス高

地においては階級制ならびに拡張主義の特性を

有するインカ社会があったのに対し、東方のア

マゾン川源流域低地にはほとんど階層化される

ことなく、また皇帝も国王もいない社会があっ

たわけであるが、アルティプラノ（東西両アンデ

ス山脈の間にある高原地帯）の社会がモンター

ニャ地方やアマゾン低地に特有の産物や文化を

受け入れていたとする証拠は古くからある。例

えば、東部熱帯低地に特有の動物であるジャガー

やピューマの如きネコ科の哺乳類、ヘビといっ

た爬虫類、鳥類は、アンデスにおいて用いられた

図像に影響をもたらしていた。またコカの葉や

儀礼用の羽毛の流入といった実利的な面を見逃

すことはできない。アンデス社会は、東部低地

の資源に大きく依存していたのである。とはい

え、その対価としてモンターニャ地方やアマゾ

ン低地に流れたアンデス産品の規模を推定する

ことは、データが不足しているためにたいへん

むずかしい。ところでセハ・デ・モンターニャ

つまりユンガス地域は、アンデス高地（アルティ

�例えば、ワンカ人の支援が想起されよう。その他、イ
ンカと対立していた諸民族については、*'��0� $
�
 参照。
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プラノ）と東部低地（オリエンテ）間における

仲介者の役割を果していただけではない。自ら

の特産物をアルティプラノに提供していたので

ある�。

「垂直統御」なる学説がある。正確には「アンデ

ス社会の経済における生態学的階床の最大限垂

直統御 �!* ��3���* 5!�����*  ! �3"RH�"�  ! ��/�/

!��*4:���/ !3 *� !��3�"P�  ! *�/ /���! � !/ �3.

 �3�/�」という。米国の人類学者ジョン・)・ムー

ラがシカゴ大学に提出した学位論文「インカ国

家の経済構造」（����年）の中で唱え、知られる

ことになったものである。物資の生産や補完関

係をアンデスにおける海抜高度の次元から生態

学的に説明したものであり、アンデス地域研究

に大きな進歩をもたらした�。この学説は、植民

地時代初期ペルー南部のチュクィート地方（*�

&��5�3���  ! ��������、「ルパカ �?������」とも

呼ばれた。現プーノ県に位置する）やラパス・

ユンガス �*�/ G�3:�/  ! ?� &���をモデルにして

考えた場合、見事にあてはまるように思われる。

チュクィート地方はアルティプラノのティ

ティカカ湖西岸の標高 ���メートルを上回る

高地に位置し先住民人口の一大密集地であった。

��世紀にスペイン人役人による巡察記録が残さ

れており、それを読むといろいろなことが判明

する�。ルパカの経済にとって主要財源はリャ

マやアルパカなどラクダ科動物（やジャガイモ

などの塊茎作物）であった。ラクダ科動物は衣
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類、食糧、燃料、肥料を人々に提供しただけでは

ない。輸送手段や交易品をも提供していたので

ある。ルパカの富裕な人々はラクダ科動物の販

売を通じて現金を手に入れ、貢納 ����+����を納

入し、ポトシ銀山のミタ（"���8賦役）を回避し

たのであった（「ミタ免除金」の支払いによる）。

ところがルパカの領域は、トウモロコシの栽培

に適した地域からは遠く離れ孤立していた。西

には西コルディレラ山脈が、東にはティティカ

カ湖や東コルディレラ山脈があって遮られてい

るからである。そこでルパカの人々は、はるか

西方の太平洋沿岸の河川の渓谷部に設けられた

「列島入植地 ���*�3��/ �������C*�:�/�」〔＝飛び

地 �!3�*�5!�〕にトウモロコシの生産場所を確保

していた。入植者たちはトウモロコシ以外にも

小麦や綿花の栽培を行い、それからグアノや塩

の採掘にも従事していた。これらの産物はアル

ティプラノへリャマの隊商によって輸送された。

またルパカの人々は東コルディレラ山脈の東斜

面においても同様に生態学的階床にもとづく入

植地を維持・管理していた。これがユンガス地

帯である。そこではコカの葉を筆頭にトウモロ

コシ、綿花、インゲンマメ、サツマイモ、トウガ

ラシ、セロリ、ユッカ、オカなどが栽培されてい

た。高度をさらに下げてみる。東部低地、中で

もアマゾン川源流地帯セルバ �/!*5� �"��43����

は木材、蜂蜜、羽毛などをアルティプラノにも

たらしていた。これらの全生産物のうちで必需

品として最も重要なものは疑いなくコカであっ

た。植民地経済の下でコカは商業的にきわめて

高い価値をもっていた。しかしルパカの人々は

東方入植地においてだけコカを生産していたの

ではない。（西コルディレラ山脈の）西方入植地

においてもまたコカを栽培していた。植民地時

代においてはアンデスの東西両斜面が共に「ユ

ンガス」と呼ばれていたけれども、しかしこの
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「ユンガス」という名称は、とくにボリビアでは

東コルディレラ山脈東部の亜熱帯の渓谷部をさ

す言葉として一般に使用される。東西両入植地

の規模は ��世紀後半以降著しく変化を遂げて

いく。植民地経済の新たな展開の過程でアンデ

ス東部斜面ユンガスの重要性がことさら増した

ためである�。

次にラパス・ユンガスについてみてみよう。

ユンガスは限られた空間の中にさまざまな生態

学的階床を有す。植民地経済の枠組みの中で当

地の最も重要な資源はコカの葉であった。貢納

の支払いのために生産されたもので、コカは鉱

業中枢であるポトシをはじめアルティプラノの

都市市場にもっぱら供給された。またユンガス

の人々は昔から食料を獲得するために農作物の

栽培に従事し、その余剰のすべてをアンデス高

地住民に提供してきた�。ユンガスからの食料

品をはじめとする大量の生活必需物資の供給が

あったればこそ、アルティプラノにおける人々

の暮らしは成り立ち得た。まさにユンガスこそ

がアルティプラノの生命線だったのである。こ

のことの事例には事欠かない。例えば植民地時

代のもう一つの巡察記録には、ラパス・ユンガ

ス北部に位置するソンゴ �0�3S��に送り込まれ

ていたミティマエス（"���"�!/、「移民」の意味）

がコカやトウガラシ、果物や野菜類を大量に、高

地にいるそのカシケ（原住民共同体の首長）に

届けていたことが記されている。果物としては

とくにパイナップル、アボカド、グアバなどが

果樹園で栽培されており、その多くがアルティ

プラノへと運ばれていたのである	。
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「ミティマエス」

以上は、とくにスペイン人による征服直後の

状況であるが、続く ��、�世紀の植民地時代、

独立後の ��、��世紀と、数百年の時を経た今日

において、「垂直統御」や「ラパス・ユンガス」も

大きく様変わりしている。ラパス・ユンガスは

今では保養地としても知られ、とくに欧米先進

国から大勢の観光客が毎年訪れている。そもそ

も「垂直統御」の概念は、商業的経済システムを

必要とすることなしに海抜高度に基づく生態学

的階床の最大限能力を利用するという、共同体

の自己完結性を切望するという前提から出発し

ている�
。古い時代に遡れば遡るほど、「垂直統

御」学説は信憑性を帯びるにちがいない。可能

ならば、自給自足的経済体制が支配的であった

インカの時代に遡って見てみるといいだろう。

ユンガスは �世紀にフリアン・アパサ（トゥ

パック・カタリ）が商売のためにしばしば出か

けて行き、反乱を指揮した場所である。自分に

とってボリビアを理解するには、まずもってこ

のユンガス地域に赴くことからはじめなくては

ならなかった。����年 月、私は �度目のユ

ンガス行きを決行したのだった。今度はコロイ

コをめざした。前回のチュルマニ行きの場合と

同様、往復路ともに緊張の連続だった。往路の

途中、谷底に落ちたトラックの残骸を目の当た

りにした。数日前に事故は起きたとのことで、

ちょうど親族の方々が集まって谷底に向かって

お祈りしているところに遭遇した。ある旅行ガ

イドブックによると、ラパス─ユンガス間の交

通事故による死者は年間 ���人に達するという。

コロイコでは、生まれてはじめて５つ星ホテル

に宿泊したが、このホテルの従業員の１人とラ

パスへの帰りのバスの中で話す機会があった。

なる用語は、ケチュア語の �(�#(3+（その複数は �(�#:

(38��+）に由来する。
�
 *'��0� $
��




�� ラテンアメリカ・カリブ研究

この従業員の男性は週の半分をラパス市街にあ

る �月 ��日通り（目抜き通り）沿いにあるレス

トランで働き、残り半分をコロイコのホテルに

勤務するという生活を送っていることがわかっ

た。ユンガスに行ったことのある日本人は私く

らいなものだろうとたかをくくっていたが、ラ

パス市民にとってユンガスに出向くことは日常

茶飯事なのである。

最後になったが、本書の表紙を旧知の関野吉

晴氏が撮影された写真で飾ることができたこと、

また著名な写真家、高野潤氏の協力を仰げたこ

とはまことに幸いであった。本書の執筆をお引

き受けいただいたすべての研究者の皆様、明石

書店の関係各位にあらためて心より感謝、お礼

を申し上げます。 □■




