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〔論文〕

囲い込まれる遺跡
メキシコ、チチェン・イッツァ遺跡のイメージ形成と

遺跡公園の変貌に関する一考察

杓谷茂樹(S S)

南山大学ラテンアメリカ研究センター

はじめに

人間の生活の場は、その人間がそこで活動す

ることを放棄した時点で廃墟となる。その廃墟

はそのまま忘れ去られてしまうことも多いが、そ

の中に何らかの形で後に再発見されるものがあ

る。そういった廃墟は後世に生きるものによっ

て何らかの意味づけがなされることで「遺跡」

と呼ばれる。

遺跡はしばしば現在そこに住んでいる人々の

祖先への思いと結びつき、それは時に地域、あ

るいは国家アイデンティティーの象徴的存在と

して祭り上げられたりもするなど、政治的な意

味合いを持ってきた。また、昨今の観光産業の

隆盛は、人々の文化遺産への関心を喚起し、遺

跡も観光資源として経済的な意味合いを持つよ

うになってきた。遺跡そのものは相変わらず同

じ場所に存在し続けるにもかかわらず、意味づ

けられたが故に、遺跡はその意味づけに応じる

ように様々な顔を我々に見せることになる。そ

れはあたかも遺跡を取り巻く現代社会を鏡のよ

うに映しだしているかのようである。

本論文で扱っているのはメキシコ、ユカタン

州にあるチチェン・イッツァ遺跡公園というい

わゆる「マヤ文明」を代表する遺跡である。「マ

ヤ」という地域は現在のメキシコ、グアテマラ、

ベリーズ、ホンジュラス、エル・サルバドルの

5ヵ国にまたがり、現在でもマヤ語系の言葉を

話す「マヤ民族」が住んでいる。チチェン・イッ

ツァ遺跡のあるメキシコでは、現在「マヤ」は

国家の一部として認識されているものの、「メ

キシコ」とは異質な存在と考えられている。実

際、植民地時代から現代のサパティスタの反乱

に至るまで、「マヤ」は中央である「メキシコ」

に対し反抗する存在でありつづけてきた。

本論文では、まず「マヤ」遺跡であるチチェ

ン・イッツァについて我々が抱いているイメー

ジが形成されてきた過程について整理を行った

後、特に 1980年代に急激にその遺跡公園として

のあり方が変化していった様子を追うことにす

る。それは、この遺跡を取り巻く地域、メキシ

コ国家、そしてそれをさらに取り巻く世界の変

化に応じて、遺跡がその顔を変えてゆきながら

も存在し続けていく様の描写である。そして、

そこからメキシコという国に存在する「マヤ」

遺跡としてのチチェン・イッツァの姿が変貌す

ることの持つ意味について考えてみたい。
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第 1図 キャザウッドが 1841年に作成したチチェン・イッツァ遺跡
の平面図 (Stephens 1843, p.290)
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1.チチェン・イッツァ遺跡のイメージ形成

1.1「売れる遺跡」チチェン・イッツァ遺跡

チチェン・イッツァ遺跡は約 5km2の広さに

数百もの建造物を持つ「マヤ文明」を代表する

遺跡のひとつとして知られている。現在のメキ

シコのユカタン州の中程、州都のメリダからは

約 120km、国際的リゾートのカンクンからは約

200kmのところに位置している。メリダとバ

リャドリッドを結ぶ高速道路の経路で唯一の出

入り口がチチェン・イッツァ遺跡に隣接するピ

ステという町の近郊にあり、バリャドリッドと

カンクンとの間も道路が十分に整備されている

ので、メリダ、カンクン双方から快適にアクセ

スができ、日帰りでの遺跡観光が可能である。

このようなアクセスの整備はチチェン・イッ

ツァ遺跡の都市からの程良い距離があってのこ

とであるのはもちろんであるが、それだけの開

発行為がチチェン・イッツァ遺跡観光に有利な

形で行われる動機となったのは、それまでに積

み上げられてきた国際的な知名度とそのイメー

ジによってチチェン・イッツァ遺跡が「売れる

遺跡」になっていたことが大きい。

最近よく目にする日本からの「マヤ文明」の

遺跡観光のツアーのパンフレットや広告のほと

んどにはチチェン・イッツァ遺跡の建造物の写

真が添えられているといってもよいであろう。

よくいわれる「ジャングルに眠る謎の古代文明」

といった「マヤ文明」イメージとは相反するも

のの、ユカタンのサバンナ地域にあるこの遺跡

は「マヤ文明」に関する一般の興味や関心の中

で常にその中心的な存在でありつづけてきた。

1.2遺跡の欧米への紹介

先スペイン期にチチェン・イッツァという町

があったことはディエゴ・ランダの記述にもあ

り古くから知られていたことではあるが、チチェ

ン・イッツァが遺跡として欧米で広く知られる

ようになったのは、1843年にジョン・ロイド・

スティーブンスによって出版された『ユカタン

の旅の事物記』によるものといえる。スティー

ブンスの冒険心、そしてユーモア溢れる文章は

多くの読者を魅了したが、その成功はスティー

ブンスとともに旅をしたフレデリック・キャザ

ウッドによる精密な銅版画が添えられてこその

ものであった。写真が一般的でなかった時代に、

この正確に描写された銅版画の挿し絵は、欧米

の読者にチチェン・イッツァ遺跡をはじめとす

る「マヤ文明」の視覚イメージを強烈に植え付

けるのに大いに役立った。

この本でスティーブンスとキャザウッドはピ

ステからアシエンダ（現在ホテル・アシエンダ・

チチェンがある場所）に向かう道をまず南下し、

セノーテ・シュトロックを最初に訪れている。

次にアシエンダからアカブツィブの南側を通り、

尼僧院周辺の建造物を詳細に見た後に北上、カ

ラコル、チチャンチョブを通って道路を渡り、

大球戯場周辺、エル・カスティージョ、そして

千本柱グループという順番でいずれも挿し絵入

りで紹介している（第 1図）1)。すなわち、この

段階では、現在我々が必ず訪れるセノーテ・サ

グラードと戦士の神殿は紹介されていない。

この『ユカタンの旅の事物記』に触発され、

その後何人かの研究者や冒険家がマヤ地域を探

検・調査し、その中でチチェン・イッツァ遺跡を

紹介している。その中でデジレ・シャルネイは

初めて写真を使っているが、そこではスティー

ブンスが紹介しなかったセノーテ・サグラード

やチャックモール像の視覚情報が新たに提供さ

1)Stephens, John L.,Incidents of Travel in Yucatan.John
Murray, Albemarle Street, London, 1843, pp. 275-324.
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れている2)。この他にも 19世紀後半にはアルフ

レッド・モーズレー、ウィリアム・ホームズ、

テオベルト・マーラー等によりチチェン・イッ

ツァ遺跡が視覚イメージとして次々に欧米に紹

介されている3)。

ところで、チチェン・イッツァがユカテコ語

で「イッツァ族の泉の入り口」を意味すること

からもわかるように、この遺跡はセノーテを抜

きにしては語れないだろう。ランダの『ユカタ

ン事物記』にもチチェン・イッツァに干魃の時

に生きたままの人間や様々なものをセノーテに

投じる習慣があったことが記されており4)、い

つしか西欧的ヒューマニズムによって脚色され

たいけにえにまつわる悲しいイメージが、この

セノーテ・サグラードに物語性を与え、西欧の

人々の共感を誘うようになったといえる。この

セノーテ・サグラードについては 1904年には

エドワード・トンプソンがセノーテに潜って底

をさらうという「水中考古学」的調査を行い、

金製品などを含む多数の遺物を発見している。

この調査の成果はメキシコ革命の余波ですぐに

は公刊されなかったが、後に何度も出版された

り展覧会が行われたりして、我々の「生け贄の

泉」に対する想像力をさらにかき立ててきた5)。

2)Charnay, Desire,The Ancient Cities of the New World
Being Voyages and Explorations in Mexico and Central
America from 1857-1882.AMS Press, Inc., New York,
1973(1887), pp. 323-370.

3)19世紀における欧米の探検家や研究者の活動について
は、ボーデ、クロード、シドニー・ピカソ『マヤ文明、失われ
た都市を求めて』落合一泰監修、創元社、1991年、61-103
頁、等を参照のこと。

4)ランダ、ディエゴ・デ『ユカタン事物記』林屋永吉訳、
大航海時代叢書、第 II 期、13、岩波書店、1982年、445頁。

5)米国の駐メキシコ領事であったトンプソンは、チチェン・
イッツァのアシエンダを買い取り、そこを拠点に遺跡の調査
をしていた。しかし、メキシコ革命後の 1920年にこのアシエ
ンダは不法に占拠され、遺跡調査の成果を収めた、彼の「博物
館」は焼き払われてしまった。その為彼自身はセノーテ・サグ
ラードなどにおける遺跡調査の成果を公刊することはできな
かったのである。トンプソンの調査とその後の成果の公刊、
展示については、Coggins, Clemency Chase, “Introduction,
The Cenote of Sacrifice Catalogue”, in Coggins and Shane

1.3カーネギー研究所のチチェン・プロジェク

トと遺跡のイメージ

だが、チチェン・イッツァ遺跡における最初

の本格的な考古学的調査・修復は、1924年に開

始されたアメリカ合衆国のカーネギー研究所に

よるものであった。シルヴェイナス・モーレー

によって率いられたこの「チチェン・プロジェ

クト」は 20年近くにわたって続けられた大調査

プロジェクトである。おそらく、それまでに西

欧社会に紹介されてきた遺跡のイメージが働い

たためでもあろうが、モーレーはこのプロジェ

クト開始当初からチチェン・イッツァ遺跡を「マ

ヤ文明」の栄光を象徴するモニュメント的なも

のと考え、その修復に力を入れている。これは、

ほぼ同時期にカーネギー研究所がグアテマラで

実施していた「ワシャクトゥン・プロジェクト」

の純粋に考古学的な調査とは方向性を異にして

いる6)。

このプロジェクトでは、遺跡全体の平面図が

作成されているが、それは約 5km2にもおよぶ

区域の地形が等高線で示されたもので、そこに

建造物の配置が記録された。この平面図で明ら

かになったのは遺跡北部の戦士の神殿、大球戯

場、エル・カスティージョといったいわゆる後

古典期前期にあたる「トルテカ・マヤ様式」の

建造物の区域と、カラコル以南に広がる古典期

後期の「プウク様式」の建造物の区域に遺跡が

二分されるということである。両者はかつてス

III, Orrin C., eds.,Cenote of Sacrifice, Maya Treasures from
the Sacred Well at Chich´en Itzá, University of Texas Press,
Austin, 1984, pp. 23-26.に詳しく記述されている。

6)チチェン・プロジェクトでは建造物の名称がそれまで
の慣例通り戦士の神殿、エル・カスティージョ、尼僧院な
どのように呼ばれているのに対し、ワシャクトゥン・プロ
ジェクトではそれらが全て Str. A-I とか E-VII-subのよ
うな記号で呼ばれていることも、この 2つのプロジェクト
の考え方の違いを象徴しているといえる。Black, Stephen
L., “The Carnegie Uaxactun Project and the Development of
Maya Archaeology”,Ancient MesoamericaVol. 1, No. 2,
1990, pp. 273-274.
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第 2図 カーネギーのプロジェクトで作成された遺跡中心エリアの
平面図 (Castañeda 1996, p.116)

ティーブンスが通ったピステからアシエンダに

向かう道によってちょうど分けられており、前

者は新チチェン、後者は旧チチェンと呼ばれて

いる。

現在我々が見ることのできる建造物のほとん

どがこのプロジェクトの際に修復されたもの

であるが、特に新チチェンの建造物は個性的で

ある。戦士の神殿はその建築様式とそこに置か

れたチャックモール像がメキシコ中央高原の

トゥーラ遺跡の神殿 Bのそれと非常に似通って

いることから、10世紀にトゥーラで政争に敗れ

たケツァルコアトル神官王（あるいはセ・アカ

トル）が、必ず戻ってくることを約束して東方へ

去り、その一行がチチェン・イッツァに至って、

ククルカン王となったという言説と結びつき、

そのストーリー性がこの戦士の神殿にある一定

のイメージを与えているといえる。また、大球

戯場はメソアメリカ最大の規模を誇るだけでは

なく、壁面のレリーフに描かれている光景につ

いて、球戯に勝った方のチームのキャプテンが
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首をはねられるといった、西欧的な考え方から

は奇異に感じうる様な儀礼としての球戯に関す

る説明が加えられることで「マヤ文明」の神秘

性を観光客に呼び起こさせている。さらに、エ

ル・カスティージョはその四辺の階段各 91段

と最上部の 1段の合計が 365段、すなわち 1年

の日数と同じ段数になるということ、および毎

年春分と秋分にピラミッド自身の影が階段部分

にヘビの像を描き出すということがプロジェク

トの間に発見され、それらは天文台であったと

される旧チチェンのカラコルとともに、我々現

代人が想像するよりもはるかに高度な天文学的

知識を持っていた「マヤ文明」のイメージをア

ピールしている。

このようにチチェン・プロジェクトで修復さ

れた新チチェンの建造物は、先に述べたセノー

テ・サグラードを含め、その背後にそれぞれがド

ラマチックですらある強烈なイメージを独自に

持っているといえる。そして、その一方で旧チ

チェンの建造物はユカタン地域の他の遺跡でも

見ることのできるプウク様式であるが故に、ス

ティーブンス以来視覚イメージが定着している

カラコルや尼僧院周辺のグループを除けば、そ

れぞれが持つ強烈な個性という点では相対的に

存在感が薄くなっていることは否めない。実際

チチェン・プロジェクト以降、遺跡の中心エリ

アとされているのは尼僧院以北の部分で（第 2

図）、これはスティーブンス等の先人がかつて足

を踏み入れた区域とさほど変わらない。そして

この中では、新チチェンの建造物の個性の集合

体がチチェン・イッツァ遺跡のイメージの大半

を構成しているといっても過言ではなかろう。

チチェン・プロジェクトが終わろうとしてい

る 1940年に出されたマヤランド・ツアーズと

いうメリダの旅行会社のパンフレットを見てみ

ると、そこにはセノーテ・サグラード、尼僧院

のアネックス、ジャガーの神殿、大球戯場、戦

士の神殿、エル・カスティージョ、千本柱のグ

ループ、そしてカラコルが写真入りで紹介され

ており、その他の建造物ではエル・オサリオ（あ

るいは高位神官の墓）が若干の説明文によって

紹介されている他は、旧チチェンの各建造物は

名前のみの紹介となっている7)。この写真入り

の紹介がされている建造物は、現在我々がこの

遺跡を訪れたときに最低ここだけは見学すると

いうものと全く変わらない。このことは遺跡の

売店で公式ガイドブックとして売られている小

冊子に紹介されている建造物を見てもよくわか

る。筆者がこれまでに入手できた 1958年、78

年、81年、83年、そして 96年に発行された公

式ガイドブックの内容を比較してみても、紹介

されている建造物、特に写真付きで説明がのっ

ているものは、マヤランド・ツアーズのパンフ

レットより若干多く、説明も詳細になっている

とはいえ、1958年のものから現在のものに至る

まで大した変化は見られない8)。すなわち、現

在我々がイメージとして持っているチチェン・

イッツァ遺跡の姿はチチェン・プロジェクトが

終了した時点ですでに定着していたということ

ができるのである。

7)Mayaland Tours,In Yucatan with the Mayaland Tours,
Folder No. 22, effective on May 1st, 1940, Mayaland Tours,
Mérida.

8)筆者がこれまでに入手できたチチェン・イッツァ
遺跡の公式ガイドブックは、INAH (Instituto Nacional
de Antropolog´ıa e Historia),Chichén Itzá: Guı́a Oficial,
México, 1958; INAH,Chichén Itzá: Guı́a Oficial, México,
1978; Boomgarden, Richard,The Easy Guide to Chichen
Itza, Balankanchen and Izamal, twelfth edition (revised),
EDITUR S. A., Mexico, 1981; Boomgarden, Richard,Guı́a
Facil de Chichén Itzá, Balankanchen e Izamal, novena
edición (revisada), EDITUR S. A., M´exico, 1983; Coss´ıo,
Daniel Juar´ez and Mario A. P´erez Ju´arez,Official Guide:
Chichén Itzá, INAH-SALVAT, Mexico, 1996.である。1958
年版と 1978年版は内容的にはほとんど変わらず、1981年
版と 1983年版は全く同じ内容の英語版とスペイン語版で
ある。1978年版と 1981年版については国立民族学博物館
の八杉佳穂先生の蔵書を利用させていただいた。ここに感
謝の意を述べておきたい。
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2.チチェン・イッツァ遺跡公園の変貌

2.1カンクンの観光開発

外側からイメージしたチチェン・イッツァ遺

跡の姿、すなわち観光客がこの遺跡を訪れる際

に遺跡に対して持ってくるイメージは、前章で

見てきたように、20世紀前半にはすでに固定

化してしまったが、一方で遺跡公園としてのチ

チェン・イッツァは、特に 1980年代にその姿

を大きく変貌させている。その最も大きなきっ

かけはカンクンの観光開発であった9)。

この国際的リゾートの開発は、1970年代中頃

のエチェベリア政権の下で開始されたが、プエ

ルト・フアレス近くの静かな漁村に過ぎなかっ

たカンクンが、太平洋岸のアカプルコに劣らな

い一大国際リゾートとして開発されるにあたっ

て、ユカタン地方各地から多くの人々が建設作業

員やホテルやレストラン従業員などの労働力と

してカンクンに移動している。チチェン・イッ

ツァ遺跡に隣接するピステからも、やはり多く

の人々がカンクンに仕事を求めて移り住んだと

いう。

カンクンは開発開始当初こそ、訪問者の 7割

が国内からの観光客であったが、1979年には海

外からの訪問者数が国内からのそれを越えてい

る。そして国際リゾート、カンクンのイメージ

を決定的にしたのが、1981年 10月に 23カ国

の首脳を集めて開催されたいわゆるカンクンサ

ミットであった。これによって国際的に知名度

が上がったために、1980年代にカンクンは堅調

9)カンクンの出現以前にも、この地域にはイスラ・ムヘー
レスというリゾートがすでに存在していた。1958年版のチ
チェン・イッツァ遺跡の公式ガイドに掲載されている遺跡
への行程図には、遺跡から東に向かう道はイスラ・ムヘーレ
スへの船着き場であるプエルト・フアレスにつながってい
る。ちなみにプエルト・フアレスはキューバ革命以前には
キューバへの船が発着する国際港でもあった。しかし、イ
スラ・ムヘーレスのリゾートは規模が小さく、西側からチ
チェン・イッツァ遺跡にアクセスする観光客は少なかった
と思われる。

にその訪問者数をのばしているが、その増加は

海外からの訪問者の増加にほぼ一致している。

そして特にメキシコ大地震のイメージダウンか

ら立ち直った 1989年から、コロンブスによる

「アメリカ発見」からちょうど 500年目にあた

り、かつサパティスタの武装蜂起の前年でもあ

る 1992年までの 4年間に、カンクンを訪れる

観光客数は 2倍以上の伸びを示している（第 1

表）。そして、このようなカンクンの発展に比例

するかのように、観光資源としてのチチェン・

イッツァ遺跡の価値は高まっていったことは想

像に難くない。

2.2チチェン・イッツァ遺跡公園の囲い込み

1983年にチチェン・イッツァ遺跡公園の最

初の大きな変化が起こった。それは、スティー

ブンスの時代には既に存在し、遺跡を新チチェ

ンと旧チチェンに分断していた国道 180号線

が、環境保護を理由として10)、遺跡北側を迂回

することになったのである。この際、エル・カ

スティージョと大球戯場の側にあった遺跡の入

り口は、大球戯場の西側に移動している。この

道路の迂回の結果、遺跡観光目的以外で遺跡内

を通過する車両がなくなっただけでなく、旧チ

チェンと新チチェンを空間的に分断していた道

路がなくなったことで、遺跡がひとつになった

ということができる。

遺跡への入り口が移動したことで、もともと

入り口付近で民芸品や清涼飲料水を売っていた

ピステなどの人々が、売場の移転を迫られるこ

とになったが、このことは単純な問題では終わ

らなかった。この時期、チチェン・イッツァ遺

跡を訪れる観光客が増加してきたことに合わせ、

10)Kelly, Joyce,An Archaeological Guide to Mexico’s Yu-
catán Peninsula, University of Oklahoma Press, Norman,
1993, p. 50.
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カンクンの初期のホテル建設が一段落ついたこ

ともあり（第１表参照）、ピステなど遺跡周辺

からカンクンに働きにでていた人々が仕事を求

めてチチェン・イッツァにUターンしてきたの

である。彼らは自らウィピル、そして石や木で

できた置物やアクセサリーといった民芸品を作

り、遺跡での観光客相手の商売に参入するよう

になる。その結果、観光客にものを売る人々が

増加し、次第に遺跡入り口付近のみならず、遺

跡内のセノーテ・サグラードに向かうサクベや

カラコル周辺などにも進入してくるようになっ

たのである。そして、この事態は遺跡内の美観

を損ねる、木製品の材料伐採が環境を破壊する、

セノーテ・サグラード付近のサクベで商売して

いる人間の一部がサクベの縁を破壊するといっ

たことにより、問題視されるようになり、1986

年にメキシコ国立人類学歴史学研究所（INAH）

による実態調査と問題解決への提言が行われて

いる11)。

11)Peraza Lopez, Mar´ıa Elena, Lourdes Rejon Patron y
Julio Piña Loeza, “La Invasi´on de Vendedores de Artesan´ıas
en la Zona Arqueol´ogica de Chich´en Itzá, Yucatán”, Boletı́n
de la Escuela de Ciencias Antropol´ogicas de la Universidad
de Yucat´an, No. 82, 1987, pp. 17-30.
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第 3図 1988年に作成されたチチェン・イッツァ遺跡公園の俯瞰図
(Castañeda 1996, p.160)

1988年 12月にチチェン・イッツァ遺跡は世

界遺産に登録されたが12)、それはこの遺跡のあ

り方にとって非常に重要な出来事であった。世

界遺産登録に連動して遺跡公園としてのチチェ

ン・イッツァのあり方が大きく変化するのであ

る。ユネスコの規定している登録基準のうち、

(1）人類の創造的天才の傑作を表現するもの、

(2）ある期間を通じて、または、ある文化圏にお

いて、建築、技術、記念碑的芸術、町並み計画、

景観デザインの発展に関し、人類の価値の重要

な交流を示すもの、(3）現存する、または、消滅

した文化的伝統、または、少なくとも稀な証拠と

なるもの、という三要件を満たした登録である

こと13)、そして「先スペイン期の都市チチェン・

12)United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization, Report of the World Heritage Committee,
Twelfth Session, Brasilia, Brazil, 5-9 December 1988, Con-
vention Concerning the Protection of the World Cultural and
Natural Heritage, 1988.

13)ユネスコの規定している世界遺産の登録基準について

イッツァ (Pre-Hispanic City of Chichen-Itza)」

というその登録名を見ても、当然のことながら、

この世界遺産に期待されているのは古代都市チ

チェン・イッツァのイメージである。世界遺産

に登録されるということは、観光地としては大

変なイメージアップとなるが、そのためにこの

遺跡公園の中では、古代都市イメージにそぐわな

い要素の遺跡からの排除と建造物の持つイメー

ジの純化がすすめられたのである。本論ではこ

れを遺跡の「囲い込み」と呼んでいる。

世界遺産登録をひかえた 1987年には遺跡の

入り口の南側に遺跡公園管理事務所をはじめ、観

光客休憩所、ミュージアムショップ、駐車場など

からなるサービスユニットが完成し、遺跡の入

り口もそこに移動する。このサービスユニット

にはティアンギス (Tianguis)と呼ばれる民芸品

は、世界遺産研究センター編『世界遺産事典─関連用語と情
報源─改訂版』シンクタンクせとうち総合研究機構、1999
年、10頁。を参照した。
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市場も併設され、当初かなりの反発もあったも

のの、最終的に遺跡公園内で民芸品を売ってい

た人々はそこに集められてしまうことになる14)。

これによって遺跡の美観を損ねていた要素のひ

とつが完全に遺跡内から排除されたのである。

さらに、一方で遺跡内では戦士の神殿、ジャ

ガーの神殿、大球戯場、カラコル、尼僧院といっ

た代表的な建造物で、建造物に登ること、ある

いは建造物の一部に立ち入ることが禁止される。

これは建造物の保護、そして転落事故防止とい

う目的があってのことであろうが、そこでは観

光客自ら建造物に登って、有名なチャックモー

ル像や様々なレリーフ、壁画などを近くで直接

見ることができなくなってしまったのである。

その結果、現在でも上まで登ることができるエ

ル・カスティージョを除けば、その他の建造物

は、これに群がる観光客の姿によって美観が損な

われるということなく眺めるられるようになっ

たのであった。

1988年に観光客向けに作成された遺跡公園

の地図（第 3図）は、遺跡を北西方向から俯瞰

したものだが、観光客が見学できる場所がまさ

に「囲い込ま」れた形で描かれているのは象徴

的である。遺跡内を通っていた道路の迂回に始

まり、民芸品を売る地元の人間、そして観光客

すらも遺跡イメージから切り離し、排除するこ

とで、一種の無菌状態を作り出し、古代都市チ

チェン・イッツァのイメージを囲い込む、それ

が 1980年代に起こったチチェン・イッツァ遺

跡の変貌のあり方であった。

そして、観光開発という大義名分の下では、

俯瞰図の囲いの中に書かれている遺跡の一部す

ら、実質的にはこの囲いの中から排除されてし

14)その辺の経緯は、Casta˜neda, Quetzil E.,In the Museum
of Maya Culture, Touring Chich´en Itzá, University of Min-
nesota Press, Minneapolis and London, 1996, pp. 232-258.
に詳細に記述されているので参照のこと。

まうということも起こるのである。

2.3旧チチェンの切り捨て

1940年のマヤランド・ツアーズのパンフレッ

トでは、主にアメリカ合衆国からの観光客を対

象に 10の遺跡観光ツアーのプランが企画され

ており、そのいずれにおいてもチチェン・イッ

ツァ遺跡では観光客はマヤランド・ロッジ（現

在のホテル・マヤランド）に宿泊し、英語のガ

イドが案内することになっている。この時代に

わざわざチチェン・イッツァ遺跡を訪れる観光

者は、「マヤ文明」に対する関心が深かったもの

と思われるし、遺跡近くに宿泊しての見物であ

るからには、各建造物を見て回るのに十分すぎ

るほどの時間を持っていた。

これに対して現在チチェン・イッツァ遺跡を

訪れる観光客は、メリダやカンクンからの日帰

りツアー客がほとんどであり、時間の関係でその

スケジュールから見物する建造物は限られたも

のにならざるを得ない。特に尼僧院より南側の

旧チチェン地域はその見学ルートからはずされ

てしまうことがほとんどである。この旧チチェ

ンでの考古学調査は 1983年以来、現在まで続け

られており15)、この時期以降チチェン・イッツァ

遺跡における考古学者の関心はこの区域に向い

ているといってよい。もちろん、一部の観光客

の中には明確な考古学的関心を持ってこの区域

を訪れようとする者も確かにいる。実際、旧チ

チェンの南部にある 3つのリンテルの神殿や 4

つのリンテルの神殿といった建造物群は、アク

セス可能ではある。だが、その為には、ついうっ

15)例えば、Lincoln, Charles E., “Proyecto Arqueol´ogico
Chichén Itzá, Resultados del Trabajo de Campo y Laborato-
rio: 1983 a 1985 con un Ensayo Exploratorio sobre el Patr´on
de Asentamiento del Sitio”,Boletı́n de la Escuela de Cien-
cias Antropológicas de la Universidad de Yucat´an, No. 86,
1987, pp. 3-43.等を参照のこと。
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かり見落としてしまいそうな小さな看板でこの

ルートの入り口の表示がなされている尼僧院の

西側の小道を抜けて、かつてのサクベを 2km近

く歩かねばならない。よって、舗装されていな

いこの小道を延々歩いてまで建造物を見学しよ

うとする一般の観光客はほとんどいないという

のが現状なのである。そのような旧チチェンの

あり方は、観光客に向けて開かれているチチェ

ン・イッツァ遺跡の囲いから、事実上この区域

が切り捨てられているに等しいということを示

している。

現在のマヤランド・ツアーズのホームペー

ジ16)を見ると、チチェン・イッツァの説明の後、

近くにあるバランカンチェ洞窟の紹介がなされ、

その次に旧チチェンという項目が置かれている。

これにウシュマル、カバー、サイール等の遺跡

の紹介が続くのであるが、ここで旧チチェンが

チチェン・イッツァ遺跡と別個に単独の扱いを

されていることは注目に値する。それは、まさ

にチチェン・イッツァ遺跡から旧チチェンが切

り捨てられ、囲いの外に置かれてしまったこと

を象徴するものであるといえよう。

2.4「マヤ世界」から「ムンド・マヤ」へ

1980年代後半のチチェン・イッツァ遺跡の変

貌は、ユカタン地方だけではなく、いわゆるマ

ヤ地域全体で活発化してきた動きの中でとらえ

なければならない。奇しくも 1988年にメキシ

コのタバスコ州、チアパス州、カンペチェ州、ユ

カタン州、キンタナ・ロー州とグアテマラ、ベ

リーズ、ホンジュラス、エル・サルバドルによる

「ムンド・マヤ計画」という総合観光開発計画が

発足する。これは参加域内の自然・文化遺産の

保全と観光資源としての活用、そしてこれによ

16)http://www.mayaland.com/sites.html

る地域経済の活性化を目指したものである。そ

こでは、ヨーロッパ共同体やナショナル・ジオ

グラフィック協会など様々な国際組織や民間企

業の援助のもと、この地域の豊かな自然や生き

た先住民の生活、カンクンやロアタンなどの海

岸リゾート、そして遺跡といったさまざまな観

光資源の開発が行われている。そして、この地

域のイメージは MUNDO MAYAという英語と

スペイン語の 2言語で書かれた雑誌によって世

界中に発信されている。

上記したように、「マヤ」地域では 19世紀以

来アメリカ人を中心とした欧米の研究者や域内

各国の研究所によって遺跡が調査され、開発も

されてきた。そういった中で我々はある「マヤ」

イメージというものを持つに至ったのである。

その「マヤ」イメージがもたれている地域をこ

こでは「マヤ世界」と呼ぶことにしたい。この

「マヤ世界」は強いて規定すればかつてマヤ語

系の言語が話されていた地域という括り方がで

きるかもしれないが、明確な境界がないか、場

合によっては実体としてそのようなものが存在

しているのかどうかということすら議論の俎上

に上り得るようなあいまいなものであったとい

える。これに対して「ムンド・マヤ計画」の対

象となっている地域、すなわち「ムンド・マヤ」

は現在のメキシコ 5州と中米 4カ国という行政

区分によって明確に境界づけられていて、中に

は上記の「マヤ世界」には含まれない要素も含

んでいる17)。このように、「ムンド・マヤ」は観

光開発という共通の利害で結びついた、全く新

しい地域の創出であるということができる。

人類学的な関心から形成されてきたともいえ

る「マヤ世界」から、観光を通して世界に開いて

17)例えばタバスコ州に属するオルメカや、ホンジュラス、
グアテマラ、ベリーズのカリブ海沿岸のガリフナなども「ム
ンド・マヤ」の一員として紹介されている。
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いる「ムンド・マヤ」へとチチェン・イッツァ遺

跡が置かれている場所が変わった現在、カンク

ンやメリダに滞在し、チチェン・イッツァ遺跡

公園に足を運ぶ観光客は、遺跡については相変

わらずの一定のイメージを持ってやってくるも

のの、そのほとんどの場合、遺跡観光だけが滞

在の目的ではない。「ムンド・マヤ」では遺跡も

ひとつの観光の目玉として他の観光資源ととも

に同列に陳列されているに過ぎないのである。

MUNDO MAYA誌だけでなく、テレビや映画な

どが描き出す映像情報、旅行会社の宣伝、そし

てインターネット等により「ムンド・マヤ」地域

には「マヤ世界」にはなかった様々なイメージ

が付与されてきた。そして、そこへやって来る

観光客も様々な目的を持つようになってきたの

である。そのような「ムンド・マヤ」の現実の

もとでは、国際的にその名前とイメージが知ら

れ「売れる」遺跡であるはずのチチェン・イッ

ツァ遺跡でさえ、そのような観光客をライバル

となるその他の様々な観光資源と奪い合わなけ

ればならない状況下に置かれてしまった。それ

は、必然的にチチェン・イッツァ遺跡を「囲い

込み」へと向かわせたのである。

3.チチェン・イッツァ遺跡の女性性

これまでの記述を整理してみると、チチェン・

イッツァ遺跡のイメージは 19世紀の欧米人によ

る西欧世界への紹介に始まり、アメリカのカー

ネギー研究所による調査・修復を経て、完成さ

れた。メキシコの国家アイデンティティーのシ

ンボルとしてメキシコ人によって様々な形で扱

われたアステカとは大きく異なり、チチェン・

イッツァ遺跡は、欧米人が一貫してそのイメー

ジ形成を担ってきたものであったといえる。

カンクンの開発以降、観光資源としてのチチェ

ン・イッツァ遺跡の価値が高まったが、それに

伴い遺跡の「囲い込み」が始まる。特にメキシ

コでも新自由主義とかグローバリゼーションと

いった言葉がキーワードとなる 1980年代終盤

以降、その動きは顕著となった。それは、ムン

ド・マヤ計画の推進により様々な観光資源の開

発が行われ、この地を訪れる観光客の目的が多

様化した中で、国際的にその名前とイメージの

知られたチチェン・イッツァ遺跡でさえ、彼ら

を他の競争相手と奪い合わなければならない状

況下に置かれることになり、自ら変化してゆく

ことが求められたためであった。

オクタビオ・パスは「イホ・デ・ラ・チンガーダ

（犯された女性の子供）」というメキシコでメキ

シコ人自身を指すときにしばしば用いられる言

葉を取り上げ、先住民文化をスペイン人にレイ

プされた女性に例え、その子孫であることを拒

否する態度に「メキシコ的なもの」のあり方を見

ている18)。そして、このメキシコ性を「歴史的で

個人的な孤独の生きた自覚」として定義してい

る19)。そこにはメキシコを先スペイン期から現

代メキシコに至る歴史的連続体と考える姿勢が

存在しており、メキシコ文化の根幹には古代の

先住民文化が位置づけられている。また、落合

一泰はスペイン人による征服以降、ヨーロッパ

におけるラテンアメリカ認識の基層には［ヨー

ロッパ＝男性＝文化］対［ラテンアメリカ＝女

性＝自然］という文化間性差が存在してきたこ

とを明らかにし20)、メキシコのこれに対する対

応が 19世紀から 20世紀にかけてのインディオ

文明を言説の資源とした文化的自画像の模索で

18)パス、オクタビオ『孤独の迷宮　メキシコの文化と歴
史』高山智博、熊谷明子訳、法政大学出版局、1982年、74-88
頁。

19)同上書、89頁。
20)落合一泰、「『アメリカ』の発見─ヨーロッパにおける
その視覚イメージをめぐって」『ラテンアメリカ研究年報』、
No. 13、1-40頁、1993年。
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あったと述べている21)。だが、ここで先住民文

化、あるいはインディオ文明として扱われてい

るのはアステカのそれに他ならない。

このような歴史的な流れの中で、チチェン・

イッツァ遺跡はメキシコの国家アイデンティ

ティーと密接に関係してきたアステカの遺物と

は全く異なった位置づけにあるといえる。すな

わち、この遺跡は、アステカ文化が男性性を帯

びながらメキシコの文化的自画像の模索の材料

として利用されていたのとまさに同時期に、西

欧社会の側からの視点で描かれた肖像であった

のである。この遺跡は、特に 1980年代以降、観

光やグローバリゼーションの名の下に世界に向

かって大きく開かれてきた。そして、遺跡への

一定のイメージを持って世界中からやってくる

観光客によって観られる対象として、そのイメー

ジにそぐわないものは排除し、一方で印象深い

要素をさらに強調しながら表面的に化粧を施す

様な形で変貌を遂げている。そこにはメキシコ

という国家が克服しようとしてきた植民地時代

以来の文化間性差が存在し続けていることを、

明らかに見てとることができよう。この文脈で

述べるならば、19世紀以来の欧米の人々による

チチェン・イッツァ遺跡のイメージ形成は、こ

の遺跡への女性性の付与に他ならず、1980年代

以降のチチェン・イッツァ遺跡の「囲い込み」

は、この遺跡に付与されてきた女性性が、観光

という脈絡の中でむしろ強調され、そして生か

されていく過程であると考えることができるの

ではないだろうか。

21)落合一泰、「文化間性差、先住民文明、ディスタンクシ
オン─近代メキシコにおける文化的自画像の生産と消費」
『民族学研究』61-1、1996年、54-56頁。

4.今後の課題

このように、西欧の人々によってイメージ形

成がなされ、現在西欧を中心として世界に開か

れているチチェン・イッツァ遺跡であるが、当

然のことながら、その運営・管理はあくまでメ

キシコ国家が責任を持っている。そのメキシコ

ではサリーナス政権以来の新自由主義政策のも

と、その思想は文化財行政に関しても影響を及

ぼし、現在も国家と文化財との関係について様々

な議論がなされている22)。今後はこういった議

論を押さえながら、チチェン・イッツァ遺跡と

メキシコ政府との関係についても考察を加え、

本論における議論を補ってゆきたい。 □■

22)最近の、メキシコ政府の文化財に対する新自由主義的
な考えと、これに関する議論については、例えば、小林致
広「チアパス、豊かな土地と貧しい人々」『現代思想』11月
号、1999年、113-114頁、等を参照のこと。


