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〔現地調査報告〕

イエズス会士フロリアン・パウケ (Flo-
rián Paucke 1719–1780)の遺産
―サン・ハビエル（アルゼンチン、サンタ・フェ

州）を訪ねて―

武田和久 (Kazuhisa Takeda)

明治大学

はじめに

筆者は 2016年 2月にアルゼンチンを訪れ、同

月 7–14日にかけてサン・ハビエル (San Javier)

に滞在した。同地は 1979年に市 (ciudad)へと

昇格し、現在 1万 6000人程度の人口を有する。

州都のサンタ・フェから北にバスで 3時間程度

の位置にある。近隣には同名のサン・ハビエル

川が流れ1、住民の大半は農業や牧畜に従事して

いる2。

サン・ハビエルの発足は 1743年、東欧生ま

れのイエズス会士フロリアン・パウケ (Florián

Paucke)が先住民モコビ (mocoví)のキリスト教

化のために建設した同名の布教区サン・ハビエ

ルにさかのぼる。ここで言うハビエルとは、16

世紀の日本で布教活動に従事したフランシスコ・

ザビエル (Francisco Javier 1506–1552)を指す。

サン・ハビエルの住民の中には、日本でも馴染み

のザビエルが同地を訪れたために「ハビエル」と

いう名称が地名として定着したと思っている人

もいるらしいが、もちろん歴史的な根拠はない。

サン・ハビエルの存在は 15年以上前から知っ

1筆者の滞在期間に 2度、集中豪雨があり、サン・ハビエ
ル川が氾濫し、市内すべての道路が一時的に冠水した。サ
ン・ハビエルで 60年近く暮らす住民が言うには、このよ
うな冠水は初めてのことらしい。

2現在は中国向けの大豆の生産が特に盛んである。

ていた。James Schofield Saegerの The Chaco

Mission Frontierを読んだことがきっかけであ

る3。モコビは、ボリビア、パラグアイ、アルゼ

ンチンにまたがる大平原グラン・チャコ (Gran

Chaco)で暮らす他の様々な先住民集団とあわせ

てグアイクル (guaycurú)と総称される。グアイ

クルは基本的に狩猟や採集を生業とし、グラン・

チャコ東部のラプラタ川水系一帯で主にキャッ

サバの栽培を行う農耕先住民グアラニ (guaraní)

とは対照的な人々とされている。植民地時代、

グアイクルは、スペイン人入植者が持ち込んだ、

それまで見たこともなかった馬を巧みに操るよ

うになり、いつの間にか「騎馬民族」となった。

彼らは入植者たちの畑を荒らし、家畜や女性を

奪い、武力を振るうようになった。グアイクル

のこうした姿には、「征服された人々」という

レッテルは全くあてはまらない。勉強を始めて

間もないころ、アメリカ先住民がスペイン人征

服者に決してやられっぱなしではなかったとい

う歴史的な事実を The Chaco Mission Frontier

を通じて幾つも知ることができ、非常に興奮し

たことを今でもはっきりと覚えている。

サン・ハビエルは、一外国人の筆者にとって

は、物理的にも精神的にも非常に遠い。同地に

たどり着くには、ブエノスアイレスからバスを

乗り換えながら約 10時間、600キロ以上の旅が

必要である。またインターネットを見ても、同

地については概説的な情報が散見されるのみで

ある。

このように日本から遥か彼方のサン・ハビエ

ルを、後述するルイス・サルトール（Luis Sartor

［以後ルイスと記す］）氏との数奇な出会いによっ

て、幸運にも訪れることができた。そして同地

3JamesSchofield Saeger,The Chaco Mission Frontier:
The Guaycuruan Experience, Tucson: University of Arizona
Press, 2000.
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において、第三者に向けて広く発信するに値す

る、非常に稀有な体験をした。本稿では、その

ことについて簡単ながら記してみたい。

1 出会い

2014年 8月、ブラジルでの文献調査中のこ

と、知人の伊藤滋子4氏から一通の電子メールを

受信した。内容は、9月に東京の JR目黒駅から

徒歩数分のラテン文化サロン「カフェ・イ・リ

ブロス」(Café y Libros)にて、フロリアン・パ

ウケの絵画展を開くというものだった。パウケ

の絵画のことをもちろん知っていた筆者は、こ

のようなイベントが日本で開かれることは本当

に稀有なことと思い、参加しますと返事した。

カフェ・イ・リブロスとは、その公式ホーム

ページによれば、「スペイン語文化圏の芸術文

化の紹介を通じて、日本とこれらの国々との相

互理解と国際交流の推進のためにさまざまな活

動」を行うために設立された団体である。年間

を通じてラテンアメリカ音楽や映画の鑑賞会、

学術講演会など、様々なイベントを開催してい

る5。

絵画展の初日当日は、伊藤氏がパウケの絵に

ついて歴史的な観点から解説し、続いて後で詳

しく取り上げる、サン・ハビエル出身のルイスが

仲間と共に数曲を演奏するというミニコンサー

トが行われた。曲の幾つかはルイス自身が作曲

し、「パウケの絵画」(Los cuadros de Paucke)と

いう曲も含まれていた。今から 270年以上も昔、

現在サン・ハビエルと呼ばれる一帯では、イエ

ズス会士パウケが布教活動を行うかたわら、先

住民モコビの生活や文化、周辺地域の様々な動

植物を色彩豊かな絵画として残した6。その数は

4歴史家。主要著書は『幻の帝国―南米イエズス会士の
夢と挫折―』同成社、2001年。

5http://www.cafeylibros.com/
6絵画のオリジナルは現在のオーストリアの首都ウィー

写真 1 ルイス・サルトール

ゆうに 100点を超える。しかし現在のサン・ハ

ビエルの住民の大半は、本稿の冒頭で日本のザ

ビエルがアルゼンチンまで来たと思い込んでい

る人々が存在する事実を述べたように、正しい

歴史を知らない。またパウケの絵画が伝える豊

かな自然、モコビの文化や慣習についても、そ

の価値を的確にはわかっていない。さらには、

1904年に起きたサン・ハビエルの白人系住民に

よるモコビに対する大虐殺事件7のこともあっ

てか、モコビに全く関心を示さない人々もいる

らしい。ルイスは、こうしたサン・ハビエル住

民の目を覚まさせるために、絵画展と音楽コン

サートを組み合わせたイベントをサン・ハビエ

ルから遠く離れた日本であえて企画し、この案

に伊藤氏ならびにカフェ・イ・リブロス代表の

ルエダ・デ・レオン礼子氏が同調、晴れて実現

ン北西のツヴェットル (Zwettl)のシトー会系の修道院に保
管されている。これらの絵画は発見後、次のかたちで出版
された。Florian Baucke,Iconografía colonial rioplatense,
1749–1767: costumbres y trajes de españoles, criollos e
indios, Buenos Aires: Viau y Zona, 1935.当時、パウケ
(Paucke)はバウケ (Baucke)と綴られることもあったが、現
在では Pauckeが定着している。

7この様子については、1918年製作のアルゼンチンのド
キュメンタリー無声映画『最後の強襲』(El último malón)
の中で詳しく再現されている。しかし先住民モコビの中に
は、この事件を白人系アルゼンチン人に対する「最後の反
乱」(La última rebelión)と呼ぶ者もいる。
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写真 2 イエズス会士フロリアン・パウケが残した

絵画の一例。先住民モコビの様子

した8。

イベントの合間に、伊藤氏は、筆者にルイス

を紹介してくれた。ルイスにしてみれば、イエ

ズス会グアラニ布教区の歴史を専門的に研究し、

アルゼンチンをはじめスペイン語圏の国々に中

長期的に滞在してきた一日本人の筆者は相当に

珍しく、興味深い人間に映ったに違いない。少

しの会話で意気投合し、ルイスはできたてのCD

をプレゼントしてくれた。そのパッケージには

パウケの絵が用いられていた。

2 再会

その後しばらくルイスと会うことはなかった

が、ふとしたことで彼と再会した。2015年 5-6

月あたりのことである。彼の自宅と、筆者の非

常勤先の大学が近いという偶然が重なった結果

だった。ある日の夜、仕事を終えたルイスと筆

者は、繁華街の一角のスペイン・バルに入り、

8こ の イ ベ ン ト の 告 知 に つ い て は 次 を 参 照 。
http://es.ipcdigital.com/2014/08/08/los-indios-mocovies-
en-los-cuadros-coloniales-del-jesuita-florian-paucke-
llegan-tokio/ またイベントの様子については次を参
照。http://es.ipcdigital.com/2014/09/10/fotogaleria-la-
inolvidable-apertura-de-la-muestra-en-tokio-del-jesuita-
florian-paucke-sobre-los-indios-mocovies/

多くのことを話し込んだ。

ルイスは 1952年生まれの現在 63歳。初来日

は 1978年、26歳の時。以来 40年近くにわた

り、日本を拠点にプロの音楽家 (主にチャラン

ゴの演奏)として活動している。ここ数年は日

本とアルゼンチンを半年ずつ往来する生活が続

いている。日本人なら誰でも知っているサザン

オールスターズの桑田佳祐とも親交があった9。

彼の人生の遍歴は聞いているだけで時間が経つ

のも忘れるほどだった。極めつけは、今も存在

する日本のラジオ局、インター FM(89.7)に関

する話である。オーディションの結果、ルイス

がスペイン語特有の巻き舌を使って軽快に発音

する「インテルゥ～～～～～、エフ・エム！」と

いう音声が採用されたのだそうだ。筆者がまだ

中学生か高校生の頃だったと思うが、洋楽ファ

ンや英語のリスニング力を高めたいと思う者は、

このラジオ局の放送をよく聴いていた。まさか

ルイスが、あの巻き舌の声の主であろうとは、

思いもよらなかった10。

「パウケの遺産 (legado)を大切にせねばなら

ない」。これは亡くなったルイスの父がよく口に

していた一言だったそうだ。父の名はルイス・

エステバン・サルトール (Luis Esteban Sartor

1916–2007)。サン・ハビエルの近郊に生まれ、

州都サンタ・フェのイエズス会系の学院Colegio

de la Inmaculada Concepciónで学業を修め、そ

の後はサン・ハビエルの病院で長く看護師とし

て働いた。生前、自費出版に等しいかたちで、

サン・ハビエルの歴史に関する本を 2冊残して

いる11。

9桑田佳祐監督の映画『稲村ジェーン』（1990年公開）に
おいて、ルイスは音楽を担当した。その内の数曲はスペイ
ン語の歌であり、現在でもこれらが収められた CD(タイト
ル：稲村ジェーン) は入手可能である。

10この頃のルイスの様子を伝える動画が存在する。http:
//www.youtube.com/watch?v=nPFvRp8XhDQ

11Luis Esteban Sartor,Historia de San Javier, Rosario:
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幼少期のルイスにとって、父が説く「パウケ

の遺産」の意味は全くわからなかった。当時も

今もそうだが、サン・ハビエルにパウケがいたこ

とを示す唯一の証は、市内の中央広場の真ん中

に建てられた金属製のポール、その土台部分に

刻まれたプレートだけである12。その他は、市

内のどこを見渡しても、遺産に値するものは何

もない。「いったい何を言っているのだ」と、ル

イスは父の一言には耳もくれず、好きな音楽に

没頭し続けた。そしてあることがきっかけで日

本にわたり、日本人女性と結婚、やがて子供が

生まれた。その後も彼は順調にプロとして音楽

活動を続け、時が流れていった。

ルイスに大転換が訪れたのは、2011年、東

日本大震災の年だった。この時、多くの外国人

が日本に留まるか、脱出するか、大きな騒動に

なっていたことは記憶に新しい。ルイス自身も

一時的に母国アルゼンチンに身を寄せていた。

そしてある日、地元のサン・ハビエル北部のサ

ン・ヘロニモ・デル・サウセ (San Jerónimo del

Sauce)13における音楽コンサートの依頼が入っ

た。演奏終了後の返礼品として主催者から贈呈

されたのが、パウケの著書『あちらこちらに』

(Hacia allá y para acá)であった14。

Escuelade Artes Gráficas del Colegio Salesiano San José,
1993; Luis Esteban Sartor,San Javier en Imágenes, Santa
Fe: Impresos, 2003.

12プレートはラテン語とスペイン語による二言語表記であ
る。スペイン語については次のとおりである。「A los varones
fuertes y en piedad eximios de la Compañía de Jesús, Fran-
cisco Burgués, Gerónimo Núñez, Florián Paucke, quienes
aquí en beneficio de los mocovíes el 4 de julio de 1743, esta
ciudad de San Javier amorosamente fundaron y la hicieron
próspera para la patria. Los ciudadanos de hoy recordando
tamaño beneficio al recurrir el segundo siglo de su fundación
donan y dedican.」

13元はイエズス会士が植民地時代の 1748年に先住民ア
ビポン (abipón)と共に設立した布教区。その当時の名前は
サン・ヘロニモ・デル・レイ (San Jerónimo del Rey)。これ
を母体として、1825年にサン・ヘロニモ・デル・サウセが
誕生した。現在の人口は 900人程度。

14Florián Paucke,Hacia allá y para acá (memorias),
Santa Fe: Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia

パウケの本を手渡されたこの時、ルイスの頭

の中にある記憶がよみがえった。この本はまさ

に、幼き日に父から聞いたパウケの遺産そのもの

だった。しかし対照的に、現在のサン・ハビエル

の住民の大半は、パウケに全く関心がない。こ

うしてルイスの、サン・ハビエルの人々に遺産の

重要性を理解してもらうための活動が始まった。

ルイスが語ったこのようなエピソードは、筆

者にとって大変興味深いものだった。話によれ

ば、彼の父はギジェルモ・フルロング (Guillermo

Furlong 1889–1974)と親交があったらしい。フ

ルロングとはサンタ・フェ州生まれのイエズス

会士の歴史家で、ラプラタ地域の歴史文化に関

して膨大な著作と論文を残した偉大なる人物で

ある15。筆者もフルロングの研究には親しんで

おり、彼とルイスの父が近い関係にあった事実

に、ある種の親近感を覚えた。ルイスも子供の

ころ、フルロングのことを父からよく聞かされ

ていた。

こうしてこの日は、初対面の時よりもはるか

にルイスと意気投合し、また会いましょうと言っ

て別れた。

3 遥かなる南米―早稲田大学における学術文化

イベント―

2015年の春、筆者の前任校であった早稲田

大学の早稲田ラテンアメリカ研究所は一つの課

題を抱えていた。何か対外的なイベントを年度

内に開けないかというものである。同研究所は

deSanta Fe, et. Al., 2010.同著は 1940年代に出版された次
の本の一部抜粋リプリント版。Florián Paucke,Hacia allá y
para acá: una estada entre los indios mocobies, 1749–1767,
Vols. 1-3, Buenos Aires: Universidad Nacional de Tucumán,
1942–1944.原文はドイツ語。パウケが記したこのドイツ語
オリジナル手稿文書が前述のオーストリア、ツヴェットル
のシトー会管轄の修道院に保管されており、多数の絵画も
この原本に挿入されている。

15代表作は大著 Misiones y sus pueblos de guaraníes,
Buenos Aires: Ediciones Theoría, 1962.
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早稲田大学内で学部ごとに分散して所属してい

るラテンアメリカ研究者の集いと交流促進を目

的として、山崎眞次（政治経済学術院教授）を

発起人として 2014年 9月に発足、筆者も研究

所員として一員に加わった16。同年度は関係者

を中心とした研究会が数度開催されたが、2015

年度はもっと外部に開かれた大規模な会合が企

画できないかということだった。

筆者は、所長の山崎教授からアイデアを求め

られた。そこで思いついたのが、ラプラタ地域

のイエズス会や先住民をテーマにした講演会、音

楽コンサート、絵画展覧会を組み合わせる学術

文化イベントである。幸いにして 2015年は、大

阪の国立民族学博物館で既知の間柄であるアル

ゼンチン人のギジェルモ・ウィルデ (Guillermo

Wilde)博士17が在外研究に従事しており、同時

にルイスや伊藤滋子氏が前述のカフェ・イ・リ

ブロスで開催したイベントのことを思い出した

のである。所内会議でこの案は承認され、当事

者の三者もイベントへの全面的な協力を約束し

てくれた。

こうして 2015年 11月 14日、小野記念講堂

ならびに早稲田ギャラリーにて、「遥かなる南

米―そこに誕生したミッション文化と先住民文

化の今―」が開催された18。当日は終日の雨天

にもかかわらず、100人に迫る人々が来場した。

紙面の都合上、パウケの絵画との関連に限定し

て述べれば、ギャラリーにて作品を展示したこ

とで来場者の目に留まったことはもちろんだが、

ルイスと早稲田大学中南米研究会19所属の学生

16http://www.kikou.waseda.ac.jp/wojuss/study_groups/
latin_american.html

17人類学者。イエズス会グアラニ布教区研究の世界的
権威。彼の主要著書については次の書評を参照。武田和
久「Guillermo Wilde,Religión y poder en las misiones de
guaraníes, Buenos Aires: Editorial SB, 2009.」『ラテンアメ
リカ・カリブ研究』第 18号、2011年 5月、56–61頁。

18http://www.waseda.jp/inst/oris/news/2015/11/14/1161/
19早稲田大学公認のサークル団体で発足は 1962年。発

たちが演奏する舞台の背後のスクリーンに、電

子化されたパウケの絵画が一定時間ごとに次々

と現れ、来場者の注目を大いにひいたことは、

ルイスにとって大きな自信となったそうだ。

パウケの作品を初めて目にした来場者たちが

言うには、相当に惹きつけられたとのことであ

る。筆者としても、この度のイベントを企画・

運営し、感無量という思いであった20。

4 いざ、サン・ハビエルへ

ルイスとは早稲田大学でのイベント開催前に

打ち合わせを兼ねて何度か顔を合わせたが、そ

の度に、「いつか必ずサン・ハビエルに来てくれ」

と言われていた。それは筆者にとって、願って

もない誘いであった。研究対象であるイエズス

会の足跡が残る同地を訪れるタイミングは今を

おいて他にはないだろうという確信もあった。

こうして筆者は、ルイスの後を追うかのように

（彼は 2015年 12月、故郷のサン・ハビエルに

戻っていた）、2016年 2月、アルゼンチンへと

向かう飛行機に乗った。

首都ブエノスアイレスに数日滞在し、州都サ

ンタ・フェ行きのバスに揺られて 6時間、ターミ

ナルでルイスと合流した。そこからサン・ハビ

エルへ向かうバスの中で、同地における主な活

動を確認した。概ね次のとおりである。(1)サ

ン・ハビエルにおけるイエズス会布教の足跡を

たどること、(2)同地近郊の先住民モコビの共

同体を訪ねること、(3)同地の住民を対象とし

たイベントにて筆者が遥か遠い日本から来た理

足当時はラテンアメリカ各地をいわゆる「探検旅行」し、帰
国後にその体験を元にした講演会を学内外で開催していた。
現在はラテンアメリカの音楽を中心としたライブ活動を定期
的に行っている。http://chunanken132.wix.com/chunanken#
!about-us/c1xva

20こ の イ ベ ン ト に つ い て は 次 を 参 照 。
http://es.ipcdigital.com/2015/11/12/podcast-waseda-
acoge-los-cuadros-de-pauke-y-la-vida-de-los-mocovies-
de-argentina/



イエズス会士フロリアン・パウケの遺産 57

写真 3 12月 3日にサン・ハビエルで実施される

宗教パレード。ザビエル像が神輿のように担がれ

ている。

由を説明し、ルイスが音楽演奏と共にパウケが

残した歴史文化的な遺産の重要性を訴えること

である。

(i) イエズス会の足跡

現在のサン・ハビエル市内の中央広場には聖フ

ランシスコ・ザビエル聖堂 (Santuario San Fran-

cisco Javier)が面しており、その内部には小さ

な博物館が併設されている。博物館の管理人ラ

ファエル・オルティス (Rafael Ortiz)氏によれ

ば、現在の広場や聖堂はパウケの活動当時とは

若干異なる位置に再配置されており、いずれも

19世紀末以降の再建とのことである。しかし聖

堂内部の木製の祭壇や、フランシスコ・ザビエ

ルの像は先住民モコビ自身により作成され、18

世紀のイエズス会の布教活動を偲ばせる様々な

物品が博物館に展示されていた。

毎年 12月 3日はサン・ハビエルにとって大切

な日である。この日、ザビエル像が神輿のよう

に担がれ、市内を練り歩くのである。さながら

カトリック文化圏で広くみられる聖週間におけ

る信心会 (cofradía)メンバーによる宗教パレー

ドである。サン・ハビエルにおけるこのような

慣習の定着は、この地で 1743年にイエズス会

が布教活動を始めたことに他ならない。これは

ある意味でのパウケの遺産なのではないか。

(ii) コロニア・ドローレスへの訪問

サン・ハビエルの近郊にはモコビの末裔とさ

れる先住民たちが暮らす共同体が幾つか存在す

るが、その一つが同地から北西に車で 50分程度

のコロニア・ドローレス (Colonia Dolores)であ

る。コムーナ (Comuna)と呼ばれる地方自治体

としての設立は 1994年、現在の人口は 600人

にも満たない。ルイスがこの共同体の有力人物

との関係が深いとのことで、紹介してもらった。

2014年 8月に設立されたばかりという共同

体内のラジオ局 (Aim Mokoilek FM 88.5)にて、

アルフレッド・サルテーニョ (Alfredo Salteño)

氏、ならびにセサル・コリア (César Coria)氏

とマテ茶を飲みながらスペイン語でやり取りし

た。サルテーニョ氏は 1937年生まれの現在 78

歳。名字からして有力家系の出自とのことであ

る21。一方でコリア氏は 1954年の生まれの 62

写真 4 コロニア・ドローレスに設立されたラジオ

局の旗

21次の文献は、19世紀中葉から現代にかけてのコロニア・ド
ローレスにおけるサルテーニョ一家の歴史を歴史人類学的な
観点から辿るうえで有益である。Gabriela Dalla Corte,Mo-
covíes, franciscanos y colonos de la zona chaqueña de Santa
Fe, 1850-2011: el liderazgo de la mocoví Dora Salteño en
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歳で、家系的には普通らしい。しかしコリア氏

は現在、共同体内の政治役員 (consejero)を務め

ているとのことである。

二人はまず、カシケの意味について話してく

れた。彼らにとっての本当にカシケとは、19世

紀中葉に活躍した伝説的なマリアノ・サルテー

ニョ (Mariano Salteño)のみであり、彼以外の

人々はカシケに値しないという。この人物は、

偉大なるカシケ (gran cacique)、もしくは有力カ

シケ (cacique principal)と呼ぶに値したという。

その理由としては、非常に広大な領域にその政

治ならびに軍事的影響力を行使できたためとい

う22。マリアノ・サルテーニョの死後から今日

に至るまで、いわゆる「自称カシケ」が登場した

ことが何度かあったという (この説明の際、コ

リア氏は autodenominarという単語を使った)。

しかしこうした自称カシケたちは、コリア氏を

はじめとする多くの人々の信頼を得ることはな

かった。

現在コリア氏は、血統的には特筆には値しな

いが、共同体内の政治役員である。この状況は、

筆者がかつて論文に記したことだが、スペイン

植民地期のイエズス会グアラニ布教区における

カシケの権力の衰退と、カシケとは関係のない

血筋のグアラニが布教区内で台頭してくるプロ

セスと重なり合い、大いに興味深かった23。

次に言及しておくべきはモコビ語について

である。ルイスは、アルゼンチン国立ラプラタ

大学の研究者アンドレス・デゥアルテ (Andrés

Colonia Dolores, Rosario: Taller de Estudios e Investiga-
ciones Andino Amazónicas, 2012.

22アルフレッド・サルテーニョ氏によれば、伝説のカシ
ケ、マリアノ・サルテーニョの影響力はベルメホ川 (Río
Bermejo)一帯にまで及んでいたという。コロニア・ドロー
レスから同川までは 400キロ以上離れている。

23武田和久「スペイン統治期ラプラタ地域のイエズス会
布教区における先住民社会組織―パルシアリダと軍事組織
を中心に―」『ラテンアメリカ研究年報』第 30号、2010年、
31-62頁。

Duarte)と協力して、モコビたちが話す自分た

ちの神話や伝聞を録音保存する計画を進行中で

あり、このためにコロニア・ドローレスの住民

とコンタクトを継続している。今回の訪問にお

いて、ルイスは、この研究者が彼に送った電子

メールに記されたモコビ語のある文章を発音し

てほしいと、サルテーニョならびにコリアの両

氏にみせたのだが、彼らは首をかしげた。彼ら

がみせられたモコビ語の発音と綴りは、彼らの

それとは異なるというのである。

そこでサルテーニョ氏は、1冊のノートを鞄か

ら取り出した。このノートの内容は極めて興味

深い。それは 1994年にアルゼンチンの国立リ

トラル大学のシンティア・カリオ (Cintia Carrió)

を中心に進められたモコビ語の発音ならびに表

記の標準化プロジェクトの過程を示す貴重な資

料だったからである。サルテーニョ氏によれば、

当時、コロニア・ドローレスを含む 5つの共同

体の代表が集まり、それぞれで異なるモコビ語

の表記と発音を統一しようという動きがあった

とのことである。サルテーニョ氏から閲覧を許

されたノートの最初にページには「Palabras en

lengua mocoví. Este aprendizaje en forma oral

y escrita fue de manera conjunta con lingüista y

hablantes mocovíes de cinco comunidades de la

(Provincia de Santa Fe) como, Recreo, Colonia

Dolores, Calchaquí, Los Laureles y (el 94).」と

書かれており、この発音ならびに表記の標準化

プロジェクトの目的と意義が明確に記されてい

る。またページの一部には、例えば馬のイラス

トが挿入され、各共同体で「馬」という単語を

どのように発音し綴っていたのか、記されてい

たのである。

この話も、筆者が取り組んでいる植民地時代

のイエズス会の活動を偲ばせる内容であった。

今から数百年も昔、先住民言語の発音や表記に
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写真 5 アルフレッド・サルテーニョ氏から提供さ

れたノートの一ページ。「馬」(caballo)という単語

を、どのように綴り、発音するか、幾つかの例がイ

ラストと共に記されている。

関する地方差は相当のものであったと推測され

るが、先住民の改宗を効果的に進めるために、

宣教師たちは、先住民言語の辞書ならびに文法

書の作成に力を注いだ。この過程で言語の統一

化が促され、今日、ナワトル語、ケチュア語、ア

イマラ語、グアラニ語などの、いわゆる標準化

された先住民言語が存在しているのである。

このような貴重な話は、ルイスがコロニア・ド

ローレスの人々とコンタクトを有していなかっ

たら聞くことができなかった。長年取り組んで

きた植民地時代に関する研究テーマが時空を超

えて現代へと突如として舞い降りてきたかのよ

うな感覚を覚えた。

(iii) 聖フランシスコ・ザビエル聖堂におけるイ

ベント―集合的記憶誕生の現場―

今回のサン・ハビエル訪問の中でも筆者にとっ

て最も印象深かったのが、2016年 2月 13日に

聖フランシスコ・ザビエル聖堂で開催されたイ

ベントであった。ルイスの企画、運営のもとで

開かれたこのイベントの主旨は次のとおりであ

る。(1)サン・ハビエルの豊かな歴史と文化の

存在を住民たちに気づかせること、(2)同地の

歴史や文化の価値はイエズス会士フロリアン・

パウケが残した 100点以上もの絵画を通じて現

代に生きる私たちに伝わっていること、(3)こ

うした歴史文化的な遺産には先住民モコビのそ

れが深く関与していること、(4)パウケの活動

やモコビは、サン・ハビエルの住民にとっての

み重要であるだけでなく、国際的な学術研究の

対象となること、(5)そして実際に、遥か遠い日

本から筆者のような外国人がサン・ハビエルに

足を運ぶほどの価値を、サン・ハビエルの歴史

文化は有していると訴えること。

イベントには 200人近い住民が集った。ルイ

スが言うには、こんな小さな地方都市にわざわ

ざ日本から研究者が来たというのが、住民たち

の最大の関心事だったとのことである。実際に、

イベント開始の数日前、市内の食料雑貨店に立

ち寄った際、「あんたが 13日のイベントで話を

する日本人かい？」と、若い男性店主に質問さ

れた。またそれから数日後に、サン・ハビエル

の二つのラジオ局を訪れ、イベント告知を行っ

たが、「放送聞いたよ」と、同じ店主に言われ

た。それだけ今回のイベントに住民が関心を寄

せていたことがわかる。

イベントは、ルイスと親しい地元生まれの作

家ウーゴ・リオス (Hugo Rios)氏と、息子のパ

ブロ (Pablo)氏が、今回の会合の主旨、またパウ

ケの絵画から読み取れる先住民モコビの宗教観

や宇宙観について解説した。二人はいわば郷土

史家として、パウケの作品や著作の研究を独自

に続けている。しかし、地元出身者がパウケの

遺産の重要性をいくら力説したところで、サン・

ハビエルの人々の心には届きにくい。大切なの

は、筆者のような外部の人間、しかもサン・ハ

ビエルとは非常に縁遠い日本から来た一人の外

国人がその価値を訴えることだと、ルイスはイ

ベント準備の最中に何度も口にしていた。「爆
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弾 (bomba)を仕掛けるのだ」。これがルイスの

口癖だった。

リオス親子の次にルイスが、なぜ自分がパウ

ケの絵画のプロモーションを思い立ったのか、

そのきっかけを、自身の生い立ちや 40年近くに

及ぶ日本での音楽活動の経歴を踏まえて、ユー

モアを交えて話した。その内容は前述のとおり

のため、ここでは割愛する。

そして筆者が、今回サン・ハビエルを訪れた

ことの理由、ルイスとの出会い、同地の歴史文

化の魅力やパウケが残してくれた絵画の価値に

ついて語った。

まず率直に、サン・ハビエルを訪れることがで

きた大いなる喜びを来場者に伝えた。「こんな田

舎に、いったい何の魅力が」と、サン・ハビエル

の住民の中にもこうした考えを持つ人は確かに

いる。しかしサン・ハビエルは、筆者にとって、

15年前に前述の The Chaco Mission Fronteirを

通じて知った時から、いつか訪れてみたい夢の

地であった。同書に書かれていた植民地時代の

サン・ハビエルが現在どのような様子なのか、

現在の住民はどのような人たちで、何を考えて

いるのか、こうした「サン・ハビエルの今」を

知りたいと思い、遥か遠い日本から足を運んだ

理由を述べた。

サン・ハビエルは、イエズス会士パウケが先

住民モコビのキリスト教化のために建設した布

教区を母体として今日に至っている。この歴史

的な事実が特に重要であることを、筆者は力説

した。筆者はこれまで 15年以上にわたりイエ

ズス会グアラニ布教区の研究を続けてきたが、

現在、イエズス会の布教活動は、「グローバル・

ヒストリー」の一環として、世界中の研究者が国

際的なネットワークを構築しながら、その多様

な側面の解明に日々取り組んでいる。つまりサ

ン・ハビエルにおけるパウケの活動は、確かに

ローカルなものではあったが、こうしたグロー

バルな学術研究の潮流に位置づけることが可能

なのである。「サン・ハビエルには何もない」と

いう考えは大きな間違いである。筆者のような

一外国人研究者を惹きつけるだけの魅力をサン・

ハビエルは持っていることを、住民たちに訴え

たのである。

「サン・ハビエルには豊かな歴史と文化が存在

する」というのが筆者の話の主旨だったのだが、

これを同地の住民が「集合的記憶24」(memoria

colectiva)として共有するための具体的な方法

として提案したのが、(1)初等・中等教育機関に

おける地域史に関わる授業時間の割りあてない

し増加、(2)パウケが生きた当時のサン・ハビエ

ルの様子を再現したテーマ・パークの建設であ

る。どちらも資金の調達や関係者との協議が必

要なことだが、住民たちが自分たちの過去を歴

史文化的な遺産として再評価するためのきっか

けとなってくれれば幸いである。

その後イベントは、ルイスと彼の仲間たちがサ

ン・ハビエルにちなんだ歌と曲を披露することに

よって幕を閉じた。演奏曲の一つは前述のウー

ゴ・リオス氏の作詞、ルイスの作曲によってイベ

ントの数日前に完成したものであり、曲目は「SE

VA SE VA SE VA (Camalote al Atardecer)」。歌

詞の内容は、近隣のサン・ハビエル川にびっし

りと浮かんでいる水草、地元の人々がカマロー

テ (camalote)と呼ぶホテイアオイが、夕日の景

色 (atardecer)をたゆたうと流れていくさまが、

人の人生のそれを映し出しているような、日本

の国民的演歌歌手、美空ひばりの「川の流れの

ように」を想起させるような、聞く人の心に訴

24「集合的記憶」とは、フランスの社会学者モーリス・ア
ルブヴァクス (Maurice Halbwachs 1877-1945)が説いた概
念。代表作は『集合的記憶』小関藤一郎訳、行路社、1989
年。
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えかける不思議な魅力を秘めていた25。

イベントが成功したのかどうか、筆者には判

断できない。しかし終了後、複数の住民が筆者

のそばに駆け寄り、固い握手や感謝の言葉をか

けてくれた。また関係者との食事のためにレス

トランに移動後、足の不自由な老齢の女性が筆

者を呼びとめ、自分は足が悪いために会場では

近寄ることができなかったが、本当に感動した

と、強く抱擁してくれた。

何より筆者にとって、またルイスにとっては

ひとしお感動的だったのは、サン・ハビエルか

ら車で 5分程度のモコビ先住民の共同体コロニ

ア・フランセサ (Colonia Francesa)26で暮らす若

い 3人の男女がイベントに来てくれたことだっ

た。ルイスによれば、かつてこの共同体の人々

とコンタクトをとろうとしたらしいが、非常に

閉鎖的で、コミュニケーションが全くできなかっ

たらしい。以来ルイスは、コロニア・フランセ

サの住民とは距離を置き、対照的に開放的な前

述のコロニア・ドローレスの人々と交流を進め

るようになった。

所属共同体が異なるモコビ同士の間に予期せ

ぬわだかまりを生みたくないという配慮から、

ルイスは、どの共同体に対しても、イベントへ

の参加を個人的に呼びかけることはあえてしな

かったらしい。しかしこの度、コロニア・フラ

ンセサの若者たちが、関心を示して、自らの意

志で来てくれたのである。うち一人の男性は、

共同体内部の政治的な役職者とのことだった。

ルイスの感激ぶりといったら、それは途方もな

いものだった。彼らは今後、コンタクトを継続

25このイベント終了後に書かれた記事については
次 を 参 照 。http://sanjavierahora.blogspot.jp/2016/02/
para-mi-era-un-gran-sueno-visitar-las.html

26元々はフランス人の入植地として 19世紀に発足したそ
うだが、現在は名前だけが残り、モコビが暮らす極めて小
規模な共同体として存在している。

していこうと、意見が一致したようだ。

これまでサン・ハビエルは、魚釣りとキャンピ

ングの愛好者が時おり訪れる場所に過ぎなかっ

た。しかしサン・ハビエルは、元々はイエズス会

士パウケが 1743年に建設した布教区であり、先

住民モコビの歴史と文化がキリスト教とかけあ

わさった「ミッション文化」誕生の地であり27、

歴史学ならびに人類学の観点から注目に値する

フィールドになる潜在性を秘めているのではな

いか、というのが筆者の見方である。今回のイベ

ントは、誤解を恐れずに言えば、サン・ハビエル

の住民たちが、自分たちのルーツを、およそ 270

年ぶりに新たに意味づけするきっかけになった

のではないか。このような現場に立ち会うこと

ができたのは、非常に稀有な体験であった。

おわりに

以上、ルイスとの出会いから、サン・ハビエ

ル訪問までの軌跡を記してきた。冒頭でも述べ

たとおり、日本から遥か遠いサン・ハビエルを

訪れることができたのは、ひとえにルイスの暖

かな支援があってのことである。彼にはこの場

を借りて心から感謝申し上げたい。そしてルイ

スとの出会いは、伊藤滋子氏がもたらしてくれ

たものに他ならない。伊藤氏にも同じく厚く御

礼申し上げたい。

コロニア・ドローレスの人々が語ってくれた

カシケやモコビ語の発音ならびに表記統一の話

は、植民地時代の研究を今後も進めていくうえ

で大変興味深い情報となった。また聖フランシ

スコ・ザビエル聖堂でのイベントが、サン・ハ

ビエル住民が自分たちの集合的記憶を再発見す

ることにつながってくれれば幸いである。

27「ミッション文化」については次を参照。David Block,
Mission Culture on the upper Amazon: Native Tradition, Je-
suit Enterprise& Secular Policy in Moxos, 1660-1880, Lin-
coln: University of Nebraska Press, 1994.
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生前ルイスの父は、「パウケの遺産」をよく口

にしていた。今日のサン・ハビエルを訪れてみ

て、筆者の目には、遺産は確かにあるように見

えた。いやむしろ、過去の歴史的な出来事や記

憶は、現代に生きる私たちがこれらにどう向き

合うかによって、遺産にもなるし、あるいはまっ

たく取るに足らないものにもなるのだろう。

筆者自身は一介の日本人に過ぎないが、パウ

ケの遺産に惹かれて、この度サン・ハビエルを

訪れた。同地の人々が、この遺産にこれからど

う向き合っていくのか、その生の現場に一瞬な

りとも立ち会えたことを、心から幸せに思う。

付記

本稿は科研費新学術領域研究（研究領域提案型）

「インカ帝国イメージの資源化と先住民統治―

スペイン植民地期ラプラタ地域を中心に―」(武

田和久代表、平成 27–28年度)の成果の一部で

ある。 □■




