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あふれた農村社会、本書でいう「農村型コミュ

ニティ」での調査に慣れきっていた筆者にとっ

て、チョルラのような都市社会での調査は新た

な発見と驚きの連続であった。

連接都市圏に包み込まれたチョルラには大学

や巨大商業施設もある。古代遺跡やコロニアル

建築など観光資源を有するこの都市には多くの

観光客が詰め掛ける。本章では、多様な人々が

交錯するそんなモダニティの空間で、文化伝統

がどのように維持・継承されているのか、どの

ような人々が祭礼に参加し、どのような相互作

用を生み出しているのかといった問いに答え、

都市社会におけるコミュニティのかたちを明ら

かにしようとした。

第 5 章　マヤ教会の農村コミュニティ　初谷

譲次

マヤ教会は、「結束型」の社会関係資本を有

し、閉じられたメンバー間に限る「特定的互酬

性」を特徴とする。台風の襲来によって海岸ホ

テルからマヤ教会に避難場所を求めてきた観光

客を追い返したエピソードはこの特徴をよくあ

らわしている（本書 155頁：筆者は「避難」を

「非難」と変換ミスしており、お詫びして訂正し

たい）。

経験知が優越する儀礼空間においてマヤ職能

者たちは堂々と行動する。その家族たちも居心

地が良さそうである。しかし、マヤ教会が必ず

しもメンバー以外を排除するわけではない。祝

祭を遠慮がちに取り巻く、地方自治体関係者、

マヤ教会に所属しない村人や出稼ぎの人、観光

客、研究者などにもお供えの料理は気前よく振

舞われる。ゲスト（よそ者）カテゴリーとはい

え承認欲求を満たされ素直に嬉しい。

スペイン語でmolestar（気分を害する）という

動詞がある。マヤ職能者をmolestarしてしまっ

たら最後、互酬性の枠外に放り出される（立ち

入り禁止）。その基準はマヤ教会に敬意を表し

ているかどうかである。追い返された観光客は

それを怠ったのだろう。そういう筆者もカメラ

をぶらさげ安易にマヤ教会に近づき拒絶された

苦い経験（1991年）がある。

第 6 章　メキシコ植民地期の先住民コミュニ

ティ　林美智代

スペイン統治下、メキシコ先住民はどのよう

に暮らしていたのか。それが本章のテーマであ

る。彼らは自ら耕し、命をつないでいた。血縁・

地縁で結束しなければ、自然の猛威に耐え、征

服による環境の激変を生き延びることはできな

かった。それは人間の本能でもあった。征服の

カタストロフで次々に倒れる人々を収容する施

療院と、死者を悼み、生者の安寧を願う礼拝堂

が、先住民の共空間となった。彼らが、土着信

仰を温存しつつ、キリスト教の祈りと祭りを受

容したのは、それらが生老病死に関わる人の営

みだったからにほかならない。ピンデクアリオ

（慣習）は身分・性別に応じて各人に役割を与え、

その存在価値を肯定することによってコミュニ

ティの結束力を固めた。

史跡を訪ねて「場」を感じ想像力を膨らませ

ることが、私のフィールド調査である。時が移

ろい、ミチョアカンもグローバル経済のひずみ

を受けて麻薬問題に侵され、5年ほど近づけな

いでいる。 □■

『ラテンアメリカ　越境する美術』（筑摩書房、

2014年）-大阪大学・岡田裕成
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征服によって切り取られた歴史を生きるラテ

ンアメリカ。その植民地化以来のラテンアメリ

カの美術を、ひと連なりの歴史として語りたい。

そこに存在する多様な作品の面白さを多くの人

に伝えたい。それが、本書を構想した最初の動

機だった。

ラテンアメリカ植民地美術はそもそも、その

領域自体がかなり「周辺的」だ。日本では研究

者人口も非常に少ないし、一般の関心も高いと

はいえない。理由のひとつは、まさにその「植

民地の美術」としての特殊性があるだろう。ス

ペイン人やポルトガル人らの支配下に置かれた

ラテンアメリカには、ヨーロッパの美術が広く

持ち込まれた。ヨーロッパではないところに生

まれたヨーロッパ美術の「亜流」。そんなもの

カバー写真はテポツォトランのサン・フランシス
コ・ハビエル聖堂ロレトの聖母礼拝堂天井（著者
撮影）。バロック的な装飾を極めたこの美しい天
井装飾については第７章で論じた。

を見るのなら、「本物」のヨーロッパ美術を見て

おけばよいではないか。そうした考えを抱くこ

とに不思議はないし、じっさいそこには一理が

あるようにも思える。

本書において私は、その消極的な見方も十分

に承知した上で、あえてヨーロッパ人による征

服を起点として、植民地時代以来のラテンアメ

リカの美術を正面から語ることを試みた。だが

それは、これまで注目されなかった彼の地の美

術の「すばらしさ」を、声高に喧伝しようとい

うことではない。

じっさい征服後、植民地にはヨーロッパの美

術や建築、その様式やさまざまな図像・装飾モ

チーフが大規模に移植された。表面的な形象の

面からだけ見れば、そこにあるのは確かに「亜

流」なのかもしれない。だが、その結果が問題

の核心だろうか。たとえば、異境の地に突如出

現したスペイン風の建築や都市景観は、征服さ
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れた人びととの関係の中で、スペインの王権と

カトリック信仰の勝利を賛美する政治的なメッ

セージを発するものとなった（第１章）。植民

地においては、同じ形象にも本国とは異なる意

味や機能が担わされたのだ。

また、本国流の美術の植民地への移植も、た

んに芸術家やモデルとなる作品の移動によって

のみ実現されたのではない。制作者の教育養成

に大きな役割を果たすギルド制度や、作品の制

作注文の書式のような社会的な慣行全体の移植

があってはじめて、植民地における美術の再生

産も可能となったのだ（第５章）。こうした事象

を通して見えてくるのは、形象の類似のみに注

目する「亜流」論の枠を超えた、文化交渉のダ

イナミズムだ。その全体像を明らかにすること

こそが、植民地の美術を語る大きな意義だろう。

文化交渉という観点に立つならば、植民地美

術の議論にはさらに、さまざまな問題軸が浮上

する。たとえば「先住民的なもの」の所在。20

世紀の初頭に成立したラテンアメリカ美術史の

言説おいて、その美術の独自性を主張しようと

する論者は、しばしばこの「先住民的なもの」に

強い関心を向けてきた。確かに、征服以前の先

住民文化に由来する技法や造形モチーフは、植

民地化の後もさまざまなかたちで生き残った。

それはまた、ヨーロッパ美術とは区別されるラ

テンアメリカ美術の独自の価値を裏書きしてい

るようにもみえる。だがそれを、いわば漠然と、

先住民らしさの「自己表現」と捉えてしまうな

ら、われわれは、植民地美術の本当の意味での

独自性を誤解してしまうことになるだろう。

たとえば、メキシコの羽根モザイク（色鮮や

かな熱帯鳥の羽根を支持材に貼りつけて絵画的

な表現をおこなったもの）は、征服後も受け継が

れた先住民の芸術を代表する。その質の高い造

形技法はヨーロッパ人の関心を引き、征服後も

16世紀を中心に多くの作品がつくられた。だが

その多くは、エキゾティックなコレクション・

ピースとして、ヨーロッパ側の受容者を想定し

たものであった。しかもそのことを、先住民の

側も早くに察知していた。本国の宮廷などに宛

てた贈り物として、羽根モザイクの美術品を提

供した植民地の先住民、とりわけ征服者や宣教

師らとの交渉の前面にたった首長層の貴族らは、

みずからに投げかけられたエキゾティシズムの

まなざしをよく承知していたのだ。彼らは、あ

えて「先住民らしい」技法を用いつつ、その図

像にキリスト教の教義の高度な理解を誇示する

ことで、良きキリスト教徒としての自己像を演

出しさえした（第３章）。いってみればそれは、

「先住民らしさ」の戦略的な操作だ。「征服され

た自己」を起点に成立した植民地の美術は、つ

ねに、発見する者と発見される者、支配する者

と支配される側の者、といった非対称な力関係

のもと、他者のまなざしを深く意識しつつ自己

の像を描いてきたのだ。

たほう、植民地生まれのスペイン人たるクリ

オーリョたちも「先住民的なもの」を積極的に

利用した。たとえば、17世紀末のメキシコのク

リオーリョ・エリートは、歴代アステカ王の肖

像を、古代ローマの偉人になぞらえるように祝

祭の凱旋門に掲げた。表象としての「先住民」

は、植民地において、もとより先住民自身の専

有物などではなかったのだ（第９章）。また、キ

リスト教と土着宗教とのシンクレティスムの象

徴のように語られることの多い、メキシコ市の

「グアダルーペの聖母」像も、その熱烈な信仰の

形成の経緯を精査するならば、むしろ植民地の

スペイン系社会を母体として生まれてきた可能

性が高い。かの奇蹟の聖母像はどうやら、クリ

オーリョたちの思惑や歴史の偶然が重なる中で

先住民を巻き込み、「祖国」メキシコのアイコ
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ンとしての強烈な力を獲得していったのだ（第

４章）。

このように屈折した文化交渉の現実は、植民

地の多くの地域が独立を果たした 19世紀以降

の美術にも、深く刻印されている（第 10章、第

11章）。その歴史を踏まえるならば、20世紀に

入る頃に語られ始めたラテンアメリカ美術史の

言説が、なかば無意識にその屈折を抱え込んで

いくのも不思議ではない。先にも触れたように、

ラテンアメリカ美術の独自性を声高に語る論者

は、しばしば「先住民的なもの」の存在を強調

した。だが、一見「学術的」なその言説は、実

のところ、「ヨーロッパとは異なる自己」の像

を表象しようとする、植民地的なアイデンティ

ティと深く結びついていたのだ（第 12章）。

ラテンアメリカ美術の通史としては、故加藤

薫氏による労作『ラテンアメリカ美術史』（1987

年）が、長らく日本語で読めるほぼ唯一の書物

であった。だが、この分野についての研究は、

この 20年ほどの間に急速な進展を遂げた。と

りわけアメリカ合衆国においては、ヒスパニッ

ク系人口の増大もあって、ラテンアメリカ美術

の研究や展覧会はまさに花盛りの様相だ。拙著

は、その最新の成果も取り込みつつ、今日的な

観点からその歴史の全体を展望した。だが一つ

ひとつの章では、ここに一瞥したような、植民

地美術独自の問題を掘り下げる議論を積極的に

展開した。

議論の射程は 20世紀の初頭まで。旧宗主国

を中心とするヨーロッパとの関係に代わって、

アメリカ合衆国の存在がラテンアメリカでも次

第に重きをなしていく時期を、ひとつの区切り

とした。

冒頭で述べた通り、ラテンアメリカの美術史

は研究領域としていたってマイナーだ。だがそ

れは、この領域がむしろ一般的な意味での「美

術」の領域を越えた存在であることの裏返しで

もある。じっさい、この書物で扱った作品・事

象は、歴史学一般や文化人類学の問題意識から

もアプローチ可能なものだし、じっさい多くの

研究が存在する。また地理的な観点では、征服

後の新大陸アメリカは、ヨーロッパに加え、日

本を含むアジア地域とも多彩な文化交渉の歴史

をもつ（第 6章）。ラテンアメリカの美術史を

知ることは、16世紀以来のグローバリゼーショ

ンの歴史を問うことにもつながる。そうした意

味でも、ふだん美術を縁遠いものと考えている

方に、ぜひこの本を手にとってもらいたい。そ

して、率直なご批判をいただければと願う。

本書には、数多くのカラー写真を含む 112点

の図版が添えられている。その内の少なからぬ

ものは、私自身が撮影したものだ。なかには容

易にアクセスできない地域の建築や美術作品の

写真が含まれる。これもぜひご覧いただきたい。

なお、日本語以外にも目を向ければ、ラテンア

メリカ美術、特に植民地美術に関わる出版物は近

年つぎつぎと刊行されている。そんななか、つ

い最近、私自身も参加した書物がスペインとア

メリカ合衆国で刊行された。全 11章からなるこ

の充実した通史書（私はアンデスの教会壁画の章

を分担: Luisa Elena Alcalá and Jonathan Brown

eds. [With contributions by Jaime Cuadriello,

Eduardo de J. Douglas, Ilona Katzew, Hiroshige

Okada, and Luis Eduardo Wuffarden]. Painting

in Latin America, 1550-1820: From Conquest

to Independence, New Haven: Yale University

Press, 2015. [スペイン語版 Madrid: El Viso,

2014]）は、それぞれの分野の専門家の手にな

る、まさに最新のラテンアメリカ美術史展望と

なっている。もう一段広く深くこの分野を知ろ

うとする読者には、本書もご覧いただければと

思う。 □■


