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マヤ世界大博物館の概要

井堂彰人 (Akihito Ido)

上智大学大学院博士後期課程

はじめに

2012年 12月 14日、ユカタン州メリダ市の目

抜き通り、パセオ・デ・モンテホにて「マヤ文化

の祭典 2012(Festival de la Cultura Maya 2012)」

の開幕がロランド・サパタ (Rolando Zapata)ユ

カタン州知事によって宣言された。本祭典は、

約 5125年周期のマヤの長期暦が 2012年 12月

21 日に新周期に入ることに合わせて企画され

た、ユカタン州政府主催の文化イベントである。

国内外の研究・教育機関、市民団体から研究者、

芸術家、ノーベル平和賞受賞者など計 1400人

以上が発表者として招待され、14日から 22日

まで博物館、劇場、公園、マヤ遺跡等で 90以

上の展示、講演、儀礼が行われた。

祭典の主会場として位置付けられたのが、開

幕日の 12 月 14 日に開館したマヤ世界大博物

館 (Gran Museo del Mundo Maya)である。これ

は、前ユカタン州知事イボンヌ・オルテガ (Ivonne

Ortega)が文化観光振興計画の一環で推進した

事業で、7億 7千万ペソ（約 50億円）が投じら

れた。博物館の目的として、マヤ文化に関する

知識の振興・普及、ユカタン・マヤ民族として

の誇りの土台となる文化要素を再創造する事が

掲げられた1。

報告者は、文字や視聴覚的表現を介して形成・

1ユカタン州議会。最終閲覧日 2012 年 12 月 28
日。http://www.congresoyucatan.gob.mx/download.php?f=
dictamen_31.pdf&recurso=dictamen

発信される言説やイメージが、マヤ先住民によっ

てどのように消費されるかを、今後の民族誌調

査において明らかにすることを目指している。

本稿の目的は、その前段階として、マヤ世界大

博物館の建設に至る背景及び建築・展示内容を

紹介し、展示する側であるユカタン州政府がど

のようなマヤ文化像を形作ろうとしているのか

について多少の検討を加えることである。

1. ムンド・マヤ計画と 2012年「マヤ文化の年」

ユカタン州のみならず、メキシコ政府によっ

て「マヤ文化の年」と位置付けられた 2012年

において、博物館はその年を象徴する重要な事

業の一つであった。本章では、博物館建設に至

るまでの背景を理解するため、マヤ文化圏にま

たがる五か国が国家の枠組みを超えて連携した

「ムンド・マヤ計画 (Proyecto Mundo Maya)」及

び、「マヤ文化の年」を整理する。

ムンド・マヤ計画は、1988年にメキシコ、グア

テマラ、ベリーズ、エル・サルバドル、ホンジュ

ラス五か国の代表が、第一回地域会合 (Primera

reunión regional)において、環境保護、文化・自

然遺産の保護を通した持続可能な開発を、地元

コミュニティを巻き込んで実施する必要がある

ことを確認したことに始まる。1992年、当該五

か国の観光省をはじめとする代表者が、地域を

包括する委員会の設置に合意した。その結果、

組織されたのがムンド・マヤ機構 (Organización

Mundo Maya) である。機構の基本方針は、国

家を超えた協力・連携によって国内外からの観

光客の増加を図り、先住民村落が参加すること

で持続可能な観光開発を目指す事である。

メキシコ観光省 (Secretaría de Turismo: SEC-

TUR)は、ムンド・マヤ計画の一環としてユカ

タン、キンタナ・ロー、カンペチェ、チアパス、

タバスコの五州において、太陽、海岸、文化、



マヤ世界大博物館の概要 67

エコツーリズム及び冒険、ダイビング、クルー

ジング、ビジネス、会議といった対象を、国内

外の観光促進のため重点的に開発するとした。

2011年 6月 21日には、2012年に迎えるマヤ・

カレンダーの新周期を観光開発の重要な資源と

して活用することが当時の大統領フェリペ・カ

ルデロン (Felipe Calderón)および観光省長官グ

ロリア・ゲバラ (Gloria Guevara)によって発表

された2。

ユカタン州政府は「2012年を『マヤ文化の年』

と制定し、それが国内外で周知されるための土台

を固める」ことを宣言する政令を 2011年 3月に

公布した3。これを受けて、同年 12月 29日には

「マヤ文化の年計画開発及び普及委員会 (Comité

para la Planeación, Desarrollo y Difusión)」が

組織された。当委員会はホルヘ・マイ・マガー

ニャ (Jorge May Magaña)専門委員長の下、州・

市職員、メキシコ国立人類学歴史学研究所職員

(Instituto Nacional de Antropología e Historia:

INAH)、観光局代表、市民団体代表をメンバー

として迎え入れている。委員会発足時の声明で

オルテガ州知事（当時）は、マヤ・カレンダー

が迎える新周期を、観光客の増加、雇用創出に

加え、「私達を再評価すること、それは同時にユ

カタンとメキシコが輝き、繁栄する時代」につ

ながる重要な好機だと明言した。

2. マヤ世界大博物館

(i)開館前夜

本博物館の建設計画は 2010年 12月 6日にユ

カタン州政府が発表した「チチェン・イツァ基

2メキシコ観光省（Secretaria de Turismo: SECTUR）。
最終閲覧日 2012 年 12 月 28 日。http://www.sectur.gob.
mx/es/sectur/Boletin_111_Da_a_conocer_el_Presidente_
Felipe_Calderon_Programa_Mundo_Maya

3ユカタン州政府、政令 391。最終閲覧日 2012 年
12 月 28 日。http://www.yucatan.gob.mx/gobierno/orden_
juridico/Yucatan/Decretos/nr2178rf1.pdf

本計画 (Plan Maestro Chichén Iztá)」の中で明

らかにされた。これは、ユカタン州のこれから

の発展の軸を、その文化を商品化した観光、す

なわち「文化観光 (Turismo Cultural)」に据えて

いくことを明確にしたものである。その中で、

チチェン・イツァを観光客の単なる通過点にす

るのではなく、観光客の出発拠点として作り上

げることが目指された。博物館の他に具体的な

事業として、プログレソを始めとする港湾の整

備、チチェン・イツァ空港の整備、ヤシュカバで

のマヤ文明宮殿 (Palacio de Civilización Maya)

の建設が盛り込まれた。

博物館建設事業はユカタン州初となる「サービ

ス契約事業 (Proyecto para la Prestación de Ser-

vicios: PPS)」の枠組みで実現された。PPSとは

パブリック・プライベート・パートナーシップの

一環で、民間業者が公共事業の委託を受けて業

務を行うものである。メキシコ全土を対象に行

われた入札の結果、プロモトーラ・デ・クルトゥ

ラ・ヤシュチェ (Promotora de Cultura Yaxché

S.A de C.V.)が建設及び完成後の維持管理を担

うこととなった。総工費は当初計画を 2億 7千

万ペソ上回る約 7億 7千万ペソ（約 50億円）に

上り、ユカタン州はこの費用を今後 20年間で

返済する計画だ。

博物館の着工は 2011年 6月である。オルテ

ガ前州知事の任期終了 1週間前、2012年 9月

24 日に「第一段階終了」記念式典が執り行わ

れ、式典当日から 10月末までプレオープンと

して常設展が無料一般公開された。本開館はマ

ヤ文化の祭典開幕日 12月 14日に行われ、翌週

21日には開館式典がエンリケ・ペニャ・ニエト

(Enrique Peña Nieto) 大統領とサパタ州知事に

よって催された。
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写真 1 マヤ世界大博物館（報告者撮影）

(ii)立地と建築

博物館はメリダ市北部、コンベンション・セ

ンター「シグロ 21(Siglo XXI)」の隣に位置す

る。正面は市北部を東西に分けるプロロンガシ

オン・パセオ・デ・モンテホ（通り）が走る。都

市型博物館として位置付けられた当博物館の立

地は、アクセスの容易さ及び博物館周辺地域を

新都心として発展させるという観点から選ばれ

た。周辺にはすでに複合型商業施設やスーパー

マーケットが複数存在する。総床面積 22,605平

方メートルのうち 4,650平方メートルが展示エ

リアとなる。他の設備として、約 400席を持つ

大ホール「マヤマックス」、多目的ホール、売

店、レストラン、託児所、植物園がある4。

設計は、ユカタン州出身の三人の建築士、ホ

セフィナ・リバス (Josefina Rivas)、ウィリアム・

ラミレス (William Ramírez)、リカルド・コンバ

ルシエル (Ricardo Combaluzier) による建築事

4 12 月 14 日の開館時にはレストラン、植物園、売店等
は準備が完了していない。

務所「グルポ・アルキテクトゥレ (Grupo Arqui-

tecture)」が担当した。三人が挑んだ課題は、建

築を通して「マヤを過去のものではなく、今を

生きる文化として再評価すること」であった。

彼らはマヤ文化に関する調査・議論を重ねた結

果、マヤの世界観において重要な意味を持つ世

界樹セイバを博物館のモチーフとして選択した。

セイバについて同建築事務所のラミレスは次の

ように述べる。

「セイバの木への信仰はマヤ文化の誕生時から

存在した。同様に古典期以降の建築や文化も、

ハナル・ピシャンで象徴的な緑の十字架など、

メスティソ文化のシンクレティズムが示すよ

うに、セイバへの信仰を持つ文化である5。こ

れは、すべての時代にセイバの木に対する信

仰があるということなのだ。つまり、セイバ

5一般的にスペイン語で混血を示すメスティソとは区別し
て使われる。ハナル・ピシャン (janal pixan: janal=comida,
pixan=alma) は、直訳すると霊魂の食事となる。10 月 31
日、11 月 1、2 日及び 11 月 8 日もしくは 9 日の合計 4 日
間行われる祝祭で、死者の魂を迎え、もてなす習慣である。
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図 1 常設展の見取り図（報告者作成）

崇拝という文化要素は時間を超え、どの地域

のマヤ文化においても生き続けてきた6。」

博物館の間取りは次の通りとなる。一階は駐

車場、二階が博物館の玄関口で、常設展示室、特

別展示室、カフェテリア、託児所、植物園があ

る。玄関ホール部分には、セイバの幹をモチー

フにした螺旋階段及びエレベーターが設置され

ている。二階と三階の間の中二階は、催事用テ

ラスへと通じる。三階には、マヤマックスホー

ルと、多目的ホールがあり、マヤ文化の祭典で

主に利用された。四階、五階は業務用で一般開

放されていない。

本館の外壁に施された緑の直線が交差した模

様は、セイバの葉を表現している。本館全体の

形は楕円形で、この東西の頂点を結ぶ直線は正

確に東から西へ延びる軸と重なりあうように設

計されている。

(iii)展示内容

入館料は常設展・特別展がセットで、外国人

150ペソ、メキシコ人 100ペソ、子供（12歳以

下）50ペソ、ユカタン州民（大人）50ペソ、ユ

カタン州民（子供）25ペソ、学生 25ペソ、シ

ニア（60歳以上）25ペソとなる。

6 2012年 12月 19日、マヤ世界大博物館の建築家グルー
プ「グルポ・アルキテクトゥレ (Grupo Arquitectre)」、及び
展示責任者ホルヘ・オルティスによる講演。マヤ世界大博
物館、マヤマックスホールにて。

常設展は四部構成で、合計 500点以上の展示物

が設置されている。入り口から順に、「マヤブ、

自然と文化 (El Mayab, naturaleza y cultura)」、

「現代のマヤ人 (Los mayas de hoy)」、「過去のマ

ヤ人 (Mayas de ayer)」、「マヤ人の祖先 (Mayas

ancestrales)」と、展示を進むにつれて時間を遡

る構成をとる7。

第一部「マヤブ、自然と文化」セクションは、

マヤ世界の地理及びそこに住む住民の豊かさ、

多様性を紹介する導入部と位置付けられる。入

り口を過ぎると、正面には緑の十字架を祀った

マヤ文化を象徴する祭壇が見学者を迎え入れる。

床の一部はガラス張りで、その下にはユカタン

半島の地理模型が展示されている。プロジェク

タを使ってのビデオ上映や、ユカタン半島固有種

の動物模型もある。展示物よりも多くの人の関

心を集めていたのがタッチパネル式の画面だっ

た。それは 3台設置され、「征服時にマヤ人の人

口はどれだけだったのか」、「古代マヤ人はどの

くらいの寿命だったのか」などの質問事項に見

学者が触れると解答が表示される。ちなみにこ

の機器をはじめ、展示室の表示はすべてユカタ

ン・マヤ語、スペイン語、英語で行われている。

続く第二部「現代のマヤ」では、現代マヤ先

住民文化がテーマとなる。海外への出稼ぎ移民

も含めた家族構成の説明に始まり、教育、儀礼、

7マヤブ (Mayab) とは先スペイン期におけるユカタン半
島の呼称である。
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日常生活を取り扱っている。そこでは多様な生

活様式があることを認めつつも、土地所有形態、

社会組織、世界観、言語について、一定の定義を

行っている。主な展示物は、伝統衣装ウィピル

や儀礼の祭壇を再現したもの、日常生活や祝祭

について物語風に刺繍した現代マヤ先住民の作

品である。また、現代マヤ文学作品も、タッチパ

ネル式の画面から作家を選択して閲覧できる。

第三部「過去のマヤ人」は、植民地化によって

引き起こされた経済・社会・政治的な変容がテー

マとなる。植民地化のプロセスについて集落の

模型やカトリックの遺物等が展示されている他、

カスタ戦争を特集する区画が設けられてビデオ

上映も行われている。このセクションでは、マ

ヤ文化が植民地化による様々な変容にもかかわ

らず、家庭や集落内で存続してきたという結論

へと導かれている。最後の第四部は常設展の半

分以上の面積を占める。そこでは先スペイン期

の考古学遺物が展示されている。見学者は人身

供犠に利用されたとされるチャック・モール像

をはじめ、神々の石像や暦に関する石柱を見学

できる。先スペイン期マヤの計算方法や暦につ

いて説明する区画にはタッチパネル式の機器が

設置されており、見学者は自分の誕生日をマヤ

の長期暦に変換し、電子メールアドレス宛に結

果を送信するサービスが利用できる。

(iv)連続性の演出

博物館が計画した展示の方針は「過ぎ去った

マヤの遺物を展示するのではなく、マヤが現代

にも生き続けること」を主張することだった。

それは博物館の紹介ビデオ、パンフレットだけ

でなく、知事の演説でも繰り返し強調されてき

たように、先スペイン期の古代マヤ人と現代の

ユカテコには連綿と続く文化やマヤの血がある

という考えである。サパタ州知事は 12月 21日

の開館式典で次のように語った。

「今日のユカタンにおいて、慣習や文化伝統

が意味を持ち続けるように、マヤ人は生きた

本物の文化として存在し続けている。（中略）

ここには、マヤ人が生き続ける。マヤの血を

引く私達がここに生き残っているのだ8。」

常設展では、導入部の第一部を除く第二部か

ら第四部まで、現代マヤから先スペイン期マヤ

を一つの連続したストーリーとして展開してい

る。現代から過去に遡る構成にすることは、連

続性を見学者に感じさせる手法と考えてよいだ

ろう。第二部でウィピルやハナル・ピシャンの

祭壇など、博物館の外で実際に観察できる事柄

を現代マヤ文化と定義することで、見学者は現

代ユカタン州やメリダ市を、生きたマヤ文化と

して再確認する。さらに、三部、四部と段階を

踏むことでマヤ文化の起源に近付き、古代マヤ

文明から現代マヤへの連続性を自然に受け入れ

られるように常設展は設計されているのだ。

また、常設展と同時に特別展「チクシュルブ：

恐竜の絶滅」（2012年 12月現在）を見学する

ことは、見学者に、人類の歴史とマヤの歴史を

一つの連続体として意識させる効果を持つ。こ

の特別展は、6500万年前に恐竜の絶滅を引き起

こした隕石が、現在のユカタン州チクシュルブ

へ衝突したことをテーマにした展示である。そ

こは恐竜の骨格模型の展示に始まり、隕石の衝

突、恐竜の絶滅、人類の誕生までを学習できる

空間となっている。ここから、マヤ世界大博物

館がマヤ文化だけでなく「人類誕生の起源」と

いう、より大きなコンテクストにユカタン半島

を位置付けようとする展示側の意図が読み取れ

8メキシコ大統領府。最終閲覧日 2012 年 12 月 28 日。
http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/palabras-
del-gobernador-rolando-zapata/
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る。それはまさに、マヤ文化の祭典で繰り返し

使われたキャッチフレーズ “Yucatán, la tierra de

orígenes, la tierra todo comienza de nuevo”（ユ

カタン、起源の地、全てが再び始まる地）に凝

縮されている。

おわりに

ユカタン州ではチチェン・イツァ計画の下、

マヤ世界大博物館をはじめ、現在建設中のマヤ

文明宮殿、マヤパン劇場 (Teatro Mayapán)の建

設計画など、マヤ文化を主題にした種々の大規

模事業が進行中だ。マヤ文化の祭典は、2012年

を第一回として毎年開催されることが、ペニャ・

ニエト大統領及びサパタ州知事によって宣言さ

れた。

ユカタン州の観光産業は、チチェン・イツァ

をはじめとするマヤ遺跡を中心にマヤ・イメー

ジを商品化することで成り立ってきた。すでに

吉田らがマス・メディアや遺跡観光、文化振興

活動等を対象にマヤ・イメージの形成と消費に

関する論考を行っている通り、マヤは様々な主

体、場所、時代における他者イメージの中で規

定され続けてきた存在である9。さらに、マヤ

先住民自身が研究者や活動家として行う執筆や

講演、文化振興活動は年々注目を集めるように

なっている10。つまり、本報告で取り上げた博

9平成 14 年から平成 16 年度にかけて、文部科学省科学
研究費補助金基盤研究 B(1)の研究助成の下、吉田栄人（研
究代表者）らが「マヤ・イメージの形成と消費に関する人
類学および歴史研究」を行っている。その研究成果の一つ
として『マヤ・イメージの形成と消費に関する人類学及び
歴史研究』（2005）が刊行されている。

10 2012 年はマヤ文化関連のイベントにおいて、多くのマ
ヤ先住民研究者や市民団体などにスポットライトが当てら
れた。例えば、ユカタン州文化及び芸術省 (Secretaria de la
Cultura y las Artes) は 2012 年 11 月から 12 月の間に 6 回
に分けたパネル・ディスカッション “Los mayas tienen la
palabra”（マヤ人は語る）を開催した。研究者、文化振興活
動家、祈祷師、国立先住民開発委員会の職員など、マヤ先
住民と自認する人々がパネリスト（各回 4 人前後）として
招かれ、マヤ文化の保護、復興について活発な議論が交わ

物館は、様々な主体、場所、時代の下で複合的

に形作られてきた言説の一部を構成する要素に

過ぎない。しかし、「ユカタンのアイデンティ

ティを発見する場」と掲げられた現代版マヤ建

築事業は、資本や政治に組み込まれた文化産業

の商品であり、州政府のマヤに対する立場を反

映する場として、そこから発信されるメッセー

ジを注意深く検討する意義はある。

今後は、マヤをめぐる言説やイメージの消費

について、研究者や活動家ではなく、語りを発

信する手段を持たない人々を対象に、民族誌調

査を中心にした検討を行う計画である。そうす

ることで、様々な主体によって日々生産され続

ける言説とイメージが、マヤ先住民の生きる現

実にどのような影響を与え、または逆に影響を

受けているかについて一つの視座を提供できる

と考える。 □■

された。




