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メキシコで考古学調査を行う意義と課題
―「トラランカレカ考古学プロジェクト」を介して―

嘉 幡 　 茂

Ⅰ．はじめに

国際シンポジウム「メソアメリカ考古学研究とその展望～次世代を担う日本人研究者たち～」は、各発

表者が次世代を担う考古学調査を行っており、その内容や成果を一般の方々に伝えるという目的で実施さ

れた。一方で、これから考古学者として成長する若い世代の方々へ、発表者から建設的なメッセージを伝

えるという思いも込められていた。筆者は、この二つの困難な目的を達成させるための一助となるよう本

稿を記した。本稿が、次世代を担う将来の考古学者の方々にとって有意義なものであれば幸いである。

筆者は、公益財団法人古代学協会による「平安京六角堂（左京四条三坊十六町）発掘調査」に 1994 年

7 月から 8 月まで参加した。これが初めての調査歴となった。以降、様々な発掘現場に参加し、2012 年か

らメキシコ合衆国プエブラ州で「トラランカレカ考古学プロジェクト（Proyecto Arqueológico 

Tlalancaleca, Puebla）」 1 を率いている。

海外で考古学調査を実行しそれを継続させるには、多くの問題点を解決していかねばならない。その中

には、どの考古学プロジェクトの団長にもあてはまる一般的な事柄もあるし、外国人団長に特有なものも

ある。これらの問題点を一つ一つ解決していくことは大変な作業ではある。しかし、この過程の中から時

に新しい研究テーマが生まれ、今までになかったプロジェクトを計画する機会となる。

考古学学術プロジェクトの研究テーマは多岐にわたる。各団長の研究対象によるからだ。そして、それ

はどこでどのように学問形成の基礎を培い、今までどのような研究テーマに興味を持ってきたのかにも関

わる。本稿では、何故日本ではなくメキシコの考古学を専門としているのか、どのような理由や目的から

「トラランカレカ考古学プロジェクト」を開始したのか、そして上に記した実施に至るまでの問題点につ

いて述べる。最後に、「トラランカレカ考古学プロジェクト」の団長として、現代メキシコと考古学に関

わる問題点を明らかにしながら、このプロジェクトをどのように発展させたいのかについても明記する。

Ⅱ．「トラランカレカ考古学プロジェクト」開始に至るまで

Ⅱ− 1．何故、メキシコ考古学に魅かれたのか

筆者は、2010 年 4 月にメキシコ国立自治大学・人類学調査研究所（Instituto de Investigaciones 

Antropológicas, Universidad Nacional Autónoma de México）で博士後期課程を修了し、人類学博士号を

取得した。ここには、古代メソアメリカ文明を研究したいと考える研究者が世界から集まってくる。

在籍当時、よく尋ねられたものである。「日本も古い歴史を持ち、考古学研究も活発に行われているだ

ろうに、何故わざわざメキシコでメソアメリカについて研究しているのか？」

次のように答えたものである。

「中学の歴史の授業で、担当の先生からメソポタミア、エジプト、インダス、黄河文明が栄えたのは、
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メキシコで考古学調査を行う意義と課題

大河の役割が大きかったと教わった。その豊富な水量のお蔭で多くの人々を養うことのできる農耕が発展

したのだと。しかし、新大陸のメソアメリカ地域には、そのような大きな河は存在しない。にもかかわら

ず、テオティワカンのような巨大な国家が誕生し、密林の中にティカルやパレンケのような都市国家が発

展した。大河が存在したから、文明が誕生したのではないと思う。もちろん、豊富な水量は重要だが、そ

れを大河にのみ求める必要はないだろう。むしろ、いくつもの水源を管理し、恒常的に利用できるシステ

ム構築の方が重要な条件だったと思う。それを確認するためにここにいる。」

古代メソアメリカ文明について専門的に研究したいと思った動機は、このような疑問にあった。この中

でも筆者は、多くの人々を魅了するマヤ地域ではなく、メキシコ中央高原（図 1）を研究対象とすること

にした。この地域では、テオティワカン（前 150

～後 550/600 年；写真 1）やトルテカ（後 600～

1150 年）そしてアステカ（後 1325～1521 年）社

会が一大文明を形成し、メソアメリカ文明圏に多

大な影響を与えた。筆者が研究対象地域をメキシ

コ中央高原に定めた理由は、高校で習った中国王

朝の興亡と関係している。当時筆者は、中原に栄

えた王朝の多くは北方騎馬民族に蹂躙され幕を閉

じたと理解していた。もちろん、内憂という観点

からも同時に考察しなければならないが、外患に

よる終焉というシナリオは理解しやすかった。

図 １　メキシコ中央高原の主要遺跡

写真 １　�テオティワカン、「月のピラミッド」とその周辺部
の写真



− 3 −

メキシコで考古学調査を行う意義と課題

一方、メキシコ中央高原における各社会の終焉にも、外患という要因が考慮されている（e.g., Litvak 

1974; cfr. Millon 1988）。新・旧大陸で起こった社会現象に不思議な共通点が認められ、ここに人類社会の

普遍的な法則が隠されているのではないかと感じた。そして、この問題を学術的に考察したいと思うよう

になっていた。

Ⅱ− 2．「トラランカレカ考古学プロジェクト」開始までの学問形成史

何故、筆者がトラランカレカ遺跡（図 2；写真 2）を研究対象として選んだのかは、博士後期課程時代

からの学問形成史と関連している。この遺跡は、メキシコ合衆国プエブラ州サン・マティアス・トララン

カレカ市の近郊に位置する。先行研究によると、紀元前 1200 年頃からこの地に集落が形成され、後 100

年頃までには放棄された（e.g., García Cook 1973, 1981: 252; Montaño 1998: 196–221）。最盛期は前 600 年

から前 100 年頃であり、その政治・経済・宗教的影響力は、この遺跡が位置するプエブラ・トラスカラ地

域のみならず、その周辺地域（メキシコ盆地、モレーロス盆地、オアハカ盆地、メキシコ湾岸地域、バヒー

オ地域）にまで及んだと指摘されている（García Cook 1997: 95–101; Montaño 1998: 217）。しかし、トラ

ランカレカ社会は、メキシコ中央高原の初期国家であるテオティワカンの形成期に崩壊したと推測されて

いる。テオティワカンは多様な社会成層や民族集団が存在する多国籍都市として発展した。同時に、その

政治・経済・宗教的影響力は、サポテカ王国やマ

ヤ地域の各王朝のみならず、メソアメリカ文明圏

全域に及び、強力な初期国家の首都として殷賑を

極めた。

当時、筆者はテオティワカンの崩壊要因をテー

マに博士論文（Kabata 2010）を作成していた。「ト

ラランカレカ考古学プロジェクト」を開始した動

機の一つに、博士論文作成時に得られた観点や知

見が大きく影響を与えているため、以下ではテオ

図 ２　トラランカレカ遺跡と主要建造物の配置関係

写真 ２　トラランカレカ遺跡の航空写真
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ティワカンの崩壊要因に関する研究とその問題点について述べたい。そして、それがどのように「トララ

ンカレカ考古学プロジェクト」の開始と結びつくのかについて述べる。

博士論文作成当時、テオティワカンの崩壊要因に関する研究は進んでいたとは言えない状況にあった。

先行研究は二つの側面（外的・内的）からこのテーマを考察していた。一つ目は、テオティワカンとメキ

シコ中央高原にある各拠点都市との経済バランスに着目したものである。各地域の都市（ソチカルコや

トゥーラなど）が、テオティワカンから各地域へ、そして各地域からテオティワカンへと様々な物資が循

環する交易ルートを遮断し、そこから得られる利益を蓄積していったため、経済バランスに変化が起こっ

た。これにより、テオティワカンは経済的に覇権を維持することが困難になり、崩壊へ向かったと説明し

た（Litvak 1974）。もう一方は、都市外部との関係に主要因を置かず、内紛に注目していた（Millon 

1988）。何らかの要因により政治の中枢が麻痺し弱体していった。その結果、テオティワカン都市中心部

への組織的な破壊や火災が起こり崩壊に至った。

両者ともに推測の域を出ず、決定的な崩壊のシナリオを提示しているわけではない。何故交易ルートを

遮断することが可能であったのか、何故政治の中枢が麻痺するに至ったのか、経済システムや権力の弱体

化の原因やその過程を説明してはいない。より深い考察を妨げている理由として、内的要因あるいは外的

要因のどちらかを重視する傾向が顕著であり、両者を統合し分析する視点が乏しいことが挙げられる。

他方、テオティワカンと同時代に栄えた周辺地域における考古学データの質量を比較すると、不均衡が

存在していることも見逃せない。これは、現代メキシコのナショナリズム形成そしてツーリズムの促進が

大きく影響を与えている。「神々の都」 2 として君臨したテオティワカン古代国家は、現代のメキシコ人を

も魅了し、歴史面から国民の統一を助ける政治的価値を持つ。さらに、1987 年にユネスコ世界文化遺産

に登録され、メキシコ国内の遺跡公園の中で最大の観光客を得ている遺産物件  3 は経済的価値も併せ持つ。

このため研究者と研究費の流れは質量共にこの遺跡に向かう。

結果、テオティワカン遺跡内の考古学データは増加するが、周辺地域のものは相対的に減少する。そし

て、この時代の社会変動を理解するために、テオティワカン遺跡から得られたデータを基準に考察する傾

向に陥り、周辺地域の社会動向は政治的中心の影響力によるとの偏った観点（テオティワカン中心史観）

が形成される。この観点では研究対象は中央から周辺地域へと向けられるため、後者に属する社会の歴史

的役割や中央との動的変化を考察するには向かない。先行研究における問題点の根本は上記の二つにある

と判断し、博士論文の研究を進めるため、これらを克服するデータの収集と理論の構築（共時的考察）に

努めた  4。

論文作成後、筆者が提示した崩壊要因の仮説をより実証的なものにするため、テオティワカンの周辺地

域で調査対象となる遺跡を探し始めた。しかしながら、対象として挙げた遺跡のいくつか（サンタ・クル

ス・アスカポツァルトンゴやチングー遺跡など）は、都市化や農耕利用によって破壊が著しく、発掘調査

を行ったとしても充分なデータを得られる保証がないことを知った。

このような状況の中、村上達也氏がトラランカレカで一緒に調査を行わないかと誘ってくれた。先に述

べたように、トラランカレカはテオティワカンより前の時代に栄えた社会である。筆者は博士論文でテオ

ティワカンの崩壊について研究していたため、対象時期は全く逆になってしまう。今後の研究対象を今ま

で行ってきたものとは別のテーマに変更することに躊躇した。それは、膨大な数の先行研究論文を読み現

状を把握せねばならないことや、この時代と地域の土器編年を理解するために一から勉強し直さねばなら

ないことによる。
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そんな筆者に村上氏はトラランカレカ遺跡を調査する重要性を熱く説いてくれた。メキシコ中央高原に

おける形成期（前 1800～後 200 年）の考古学データは、これに続く古典期（後 200～700 年）・続古典期（700

～900 年）・後古典期（900～1521 年）と比較し乏しい。このため、この時代の歴史は充分に復元されてい

ない状況にあると言っても過言ではない。この遅れは、「テオティワカン中心史観」、そしてメキシコのナ

ショナリズム形成と関連していると筆者は考えている。

Ⅱ− 3．ナショナリズムとメキシコ中央高原の考古学

E・H・カー（1962）は「歴史とは現代と過去

との対話である」と論じた。つまり、歴史とは現

代に生きる我々の価値基準を介して、重要だと判

断した過去の出来事に意味づけし、これらを体系

化したものだ。ある現代国家にとって、過去のあ

る出来事が重要でないと見なされた場合、これは

存在しなかったものとして扱われる。一方で、同

じ国家であっても、時代が異なれば重要視される

場合もあるだろう。他方、別の国家では同じ出来

事は違う観点から解釈され、その国の歴史の中に

組み込まれるだろう。

この事実が、一例としてテオティワカン以前の歴史復元にも反映されている。現代のメキシコ政府によっ

て過去の出来事が意図的に取捨選択されている。そして、この選択傾向は研究者に潜在意識の中で影響を

与えている。テオティワカンに始まる古代国家形成には政治的・経済的価値があり重要視されるが、これ

以前の社会に関しては現代的価値がない、または乏しいと判断されているのだ。その結果、古代国家形成

のプロセスを先行社会と連続した歴史軸上で考察すること（歴史的連続性の重視）を妨げ、周辺地域のダ

イナミズムを射程にした共時的観点の構築を困難にしている。

筆者にとって、テオティワカンを端とするこのような歴史復元は不完全で不平等なものと映る。上記の

現状を修正する目的を持ち、先行研究とは異なった視点からテオティワカンの国家形成について、そして、

先行社会の重要性を証明するため、村上氏と共にトラランカレカ遺跡で考古学調査を率いることを決心し

た。

Ⅲ．「トラランカレカ考古学プロジェクト」実施に向けての問題点

Ⅲ− 1．メキシコ考古学審議会と調査許可

メキシコ国立人類学歴史学研究所（INAH）によって組織されるメキシコ考古学審議会は、この国で実

施されるすべての考古学調査や文化遺産の修復・保存活動を統括する。考古学調査を実施するには、この

審議会に研究計画書を提出し、その許可を得ることが絶対条件となっている。この許可を得ずに調査を行

うと法律に基づき罰せられることになる。

43ヵ条からなる「メキシコ考古学審議会規定（1994 年発行版；Reglamento del Consejo de Arqueología）」

に準じ計画書を作成する。先行研究、調査目的、調査方法、調査期間、遺構が出土する際の対処方法、遺

写真 ３　�テオティワカン、「太陽のピラミッド」の前に集う
人々（２00３ 年春分の日）
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物の管理場所、調査資金の出所と予算額などについて明記せねばならない。また、研究計画書には、研究

代表者の所属機関が考古学プロジェクトを保証・援助していると明記された書類を添付せねばならない。

メキシコ考古学審議会は毎月一回開かれ、この場で各研究計画書に不備がないかが問われる。不備があ

る場合、それを修正・再提出し許可が下りるまで調査を開始することはできない。では、許可書が発行さ

れると、直ぐに調査を開始することができるのかというと、話はそう単純ではない。調査開始にはまだま

だ手続きが必要である。

次のステップは、プエブラ州にある INAH センターに、審議会からの許可書を提出することである。

ここに書類を提出するのは、トラランカレカ遺跡がこの州に属しているからである。そして、研究計画書

に示した予算の 15% を税金として納めないといけない。同時に、センター長からサン・マティアス・ト

ラランカレカ市長と、トラランカレカ土地管理組合長宛てに書類を発行してもらう。そこには、「トララ

ンカレカ考古学プロジェクト」は正式な手続きを経てメキシコ考古学審議会から認可を受けたものであり、

自治体及び土地管理組合はこの実施を補佐するようにと書かれている。この書類を各所に提出して、漸く

すべての事務手続きが完了する。

しかし、プロジェクトの実現には全く別種の問題が存在している。

Ⅲ− 2．地域社会との信頼関係

メキシコで考古学調査を実施するには、地域社会の人々と信頼関係を築く必要がある。これはメキシコ

考古学審議会から認可書を得ることより精神的に疲れる仕事である。

2012 年 10 月現在、メキシコ合衆国には約 41,000ヵ所の遺跡が正式に登録され、その内 190 が遺跡公園

として一般に開放されている。そして毎年、この数は増加している。この増加傾向だけ見ると、特に遺跡

で調査を実施することが困難だとは想像できない。しかし、トラランカレカ遺跡を始め、未公開の遺跡で

調査を行うには、地域社会との連携が必要不可欠だ。例えメキシコ考古学審議会の調査許可を持っていた

としても、信頼関係を築かず調査を開始すると、調査自体がストップするだけでなく、そこで研究してい

る人間の安全が保障できなくなる。

まず、地方の人々は、わざわざお金をかけて遺跡を調査するということを理解できない。また、何故遠

く離れた外国から、日本人がこの遺跡を発掘するのかについても想像が及ばない。そのため、彼らは筆者

らプロジェクトのメンバーが土地を奪う侵入者であるとか、遺跡に眠ると信じる黄金製品を暴く盗掘者に

違いないと考える。もちろん、筆者らはそのような意図をみじんも持っていない。しかし、彼らにとって、

写真 ４（左）　遺跡で土地管理組合員の方々にプロジェクトの目的について話している場面
写真 ５（右）　現地説明会を開催し何が出土したのかを説明している場面
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筆者らはよそ者以外の何者でもないのだ。

そのため、筆者らは調査を開始する前、村人や土地管理組合の人々に、何故調査を実施したいのかにつ

いて必ず説明する（写真 4）。出土する遺物はどのように管理し、最終的にどこに行くのか、遺跡には何

が眠っているのかについて、平易なスペイン語を使い理解してくれるまで話す。さらに、発掘調査がある

程度進み、何か興味深いものが出土すると、現地説明会を企画する（写真 5）。現地説明会は日本では一

般的であるが、メキシコではあまり見られない情報還元の手段である。人々は家族単位で遺跡に訪れ、筆

者らが何を行っているのかについての説明に耳を傾ける。しかし、これだけではまだ信頼を勝ち得ない。

O・アンギアーノ氏（Oscar Anguiano；現トラランカレカ市長）を、筆者らが現地で研究施設として賃

貸しているラボラトリーに招待し、調査目的や内容について理解してもらう。また、調査実施期間中に現

場の巡察を承諾してもらえるか交渉する。一方で、市長には筆者らが地域社会に情報還元を積極的に行い

たいことを伝え、自治体の講堂を利用させてもらい講演会も企画する（写真 6）。

遺跡には、当時の為政者たちが政治目的で建設した広場が存在していた。ここは現在、地域の人々によっ

て様々な催しの場として再利用されている（写真 7）。ある意味、彼らにとっての「聖域」を調査するには、

学術目的といえども彼らから信頼を得ること、そして、彼らの協力を得ることが大前提である。

Ⅳ．「トラランカレカ考古学プロジェクト」の挑戦：人々と考古学を繋ぐ

Ⅳ− 1．実践パブリック・アーケオロジー�5 への契機

2012 年にトラランカレカ遺跡で調査を開始して 3 年が経った。筆者らはこのプロジェクトを軌道に乗

せると共に、どのようにすれば筆者らの行っていることを一般の方々に、より容易に理解してもらえるの

かを考え始めた。現地説明会や PowerPoint を用いた講堂での講演会以外に、楽しく理解してもらえる手

段はないものかと思案していた。そのように考え始めたのは、以下の出来事があったからだった。

発掘調査の仕事を終え、ラボラトリーで事務処理をした後、何かを買うために通りに出た。すると 50

歳くらいの男性が筆者に近寄ってきた。

「現場で仕事くれないか？」と尋ねてくる。

「作業員さんの数は既に足りているので、誰かが辞めるまで待って下さい」と答えた。すると、彼は一

枚の紙の切れ端を筆者に見せる。

写真 ６（左）　トラランカレカ自治体の講堂で調査内容について説明している場面
写真 ７（右）　�「セロ・グランデ建築複合」にある広場で古代の衣装を身に着けダンス・パーティーを行っている場面（奥

は「セロ・グランデ・ピラミッド」）
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「この人が、お前に頼めば仕事くれるって言った」と引き下がらない。筆者は誰がそんな無責任なこと

を言ったのだろうかと思い、その切れ端を見る。しかし、鉛筆で書かれた文字は達筆すぎて、筆者には読

むことができなかった。

「えっ、誰が言ったんですか？」「ここに書いてある」（いやー、ここに書いてあるって言われても、僕

には読めんわ）と内心思う。もう一度尋ねる。「うーん、なんて書いてあるんですか？」「…ここに書いて

ある」

この噛み合わない会話に戸惑った。もう一度、目を凝らし文字を解読しようと努めるが、分からない。

書かれているアルファベットらしき文字は、筆者と共に調査しているメキシコ人考古学者のどの名前にも

相当しないように見える。重ねて聞いてみた。「これって、誰ですか？」「知らんけど、ここに書いてある」

（うーん、誰やろか？まあ、誰でもいいんやけど）と思っている内に、ひらめいた。（あー、この人は文字

の読み書きができないのでは？！…。）

そして、筆者は後に次のことを知った。1990 年代初めまでメキシコの義務教育課程は小学校までであり、

農村地域に住む国民の識字率は特に低いという事実である。

異文化理解や共生が重要となっている今日、学術成果の発信先を母国や学問専門領域に求めがちな我々

研究者にとって、地域社会の人々を理解し、彼らにその成果を還元する方法を模索し開発することが求め

られているのではと思う。そして、それは誰にでも理解しやすい媒体を用いたものでないといけない。仕

事を求めていた男性は、字の読めないことを筆者に気取られたくないがために、「ここに書いてある」と

言い続けたのだろう。

Ⅳ− 2．人々と考古学の繋がり

先に述べた現地説明会や講演会の中で、彼ら先祖の社会を復元することで可能となる、歴史認識や文化

遺産の保存を力説しても反応は消極的である。もちろん、一部の人々は筆者らのプロジェクトに理解を示

し協力してくれる。しかし、未だに日本またはメキシコ政府が遺跡調査・保存という名目の下、地域住民

から土地を取り上げるのではないかと危惧している人々も存在する。この心理的動向には、3 つの要因が

働いていると考える。

① メキシコ政府が義務教育課程の中で古代史の授業に割り当てる時間を極端に減らしているため、国

民全体が古代文化に対する知識や興味を失っている。

②  1990 年代初めまでメキシコの義務教育課程は小学校までであり、特に農村部の国民は専門用語を

用いた雑誌や記事の読解力が充分ではない。これは、彼ら自らが書物を通して文化遺産や歴史に

ついて知ろうとする気力を失わせている。

③ メキシコは古代文化遺産の宝庫であるため、日本、アメリカ、フランスなどの国際調査団が頻繁に

フィールド・ワークを実施している。その成果を学術誌や国際学会などの場で公表しているが、メ

キシコの一般市民を対象とした広報活動や成果発信は乏しい。その結果、地域社会の人々にとって、

海外から来る研究者は母国の利益のみを優先させる存在としか映らなくなっている。

さらに、アイデンティティーの問題も大きな要因である。メキシコ・中米諸国では、16 世紀にスペイ

ンによって征服された歴史的事実と、その後の特異な民族抗争史がもたらした文化的混血から、社会成層
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や人種問題が複雑となり不安定なアイデンティティーが形成されている（Bonfil 2005）。特にメキシコ政

府は国民を統一するため、古代遺産をナショナリズムの形成に利用している（Matos 1979）。しかし、利

用される古代遺産は巨大なピラミッド建造物や経済的・芸術的価値の高い副葬品であり、これらは歴史コ

ンテクストから切り離されている。

単純化すれば「偉大な古代→その征服→複雑な現代メキシコ」という図式の中で、歴代の政府は「その

征服」とそれに付随する悲惨な歴史を克服し、一つのメキシコを構築する心的装置を開発できずにきた。

結果、多くの一般国民は、偉大な古代文明の継承者であるという正の側面と滅ぼされた文明の民という負

の側面を併せ持つことになっている。

外国人である我々が彼らのアイデンティティーのシンボルであるピラミッドや文化遺産を何故研究する

のかに対し、明確な答えを持たず、またそれを彼らの言葉で説明できなければ、調査結果は母国と一部の

知識階層にのみ行き渡り、海外研究はいずれ従属論的な性格を持つものになると考える。海外にフィール

ドを持つ者には「持続可能な研究と教育」という視点が必要だと考える。研究対象物を継承する者の尊厳

やアイデンティティーに留意し、地域社会に波及する影響力を考慮する倫理的姿勢に則り調査を行うこと

で、海外研究と文化貢献が活かされる。そして、両国に等しい研究成果と文化発展が期待されると考える。

Ⅳ− 3．人々と考古学を繋ぐ新たなツールの開発

多くの国々で日本のマンガやアニメは愛されている。そして、描かれる題材を基にした人類学・社会学

研究は盛んである（e.g., 櫻井 2014）。しかし、研究成果の発信方法として、研究者自身がこれらを用いる

事例は少ない。メキシコでも日本のマンガは好まれており、これを媒介とすることで、多彩なイラストと

平易な言葉で文化遺産や研究内容を表現することが可能となり、多くの国民に伝えるツールとなる。さら

に、メキシコでも日本文化の一つと理解されているマンガの利用は、日本政府の研究費で調査や広報活動

が行われていることを示唆しやすく、日本政府によるメキシコでの文化貢献活動への認知度が増すと考え

られる。

「トラランカレカ考古学プロジェクト」は、今

まで古代メソアメリカ文明のメキシコ中央高原に

おける初期国家の発展プロセスに研究の主眼が置

かれ、人類の複雑社会形成史の解明という面で専

門学術領域への貢献を目指してきた。一方、今後

の課題として、研究成果の等しい情報発信という

点から、一般の人々にもその成果を還元していく

ため、筆者自らが誰にでも理解しやすいツール、

そして、その中に描かれる興味深いコンテンツを

開発し、それを実践していこうと計画している（図

3） 6。

V．おわりに

メキシコ中央高原における国家の起源は、テオティワカンから始まったとされている。筆者にとってこ

図 ３　『フィレンツェ絵文書』より
（ベルナルディーノ・デ・サーグン神父によって １６
世紀に編纂された。絵文書の登場人物に個性を持た
せアニメーション化する計画を立てている）。
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の歴史認識は正しいとは言えない。その理由をまず先行研究に見られる考察観点やデータ利用における偏

狭という点から示した。その後、この傾向はメキシコ考古学とナショナリズムそしてツーリズムに遠因が

あると主張した。テオティワカンにおける現代的影響力は大きすぎると言っていいだろう。そのため、周

辺地域やこれ以前の時代に属する遺跡は歴史の周縁部に置かれる。同時に、周辺地域の現代地域社会は、

地元に貴重な遺跡があることを認識できず、文化遺産とは無関係な存在となっている。テオティワカンと

いう遺産物件への政治・経済的そして学術的一極集中化は、今後も増す傾向にあると思える。

筆者らプロジェクトのメンバーは、最終的に、トラランカレカ遺跡を文化遺産の一つとして周知しても

らうことを目指している。新たな文化遺産の創出である。その方法を学界への成果報告と地域社会への情

報発信を通して行っていく。

今回の国際シンポジウムは、次世代の考古学を担う研究者とは、そしてプロジェクトとは何かについて

沈思黙考させられる場であった。その後、各発表者やコメンテーターと有益な議論を行うことができた。

これからは実行していくだけである。

註
 1 「トラランカレカ考古学プロジェクト」は、村上達也氏（テュレーン大学准教授）と筆者を共同団長として、

JSPS 科研費 24682005（平成 24-26 年度・若手研究（A））「古代メソアメリカにおける初期国家の形成プロセス：
トラランカレカ考古学調査」（研究代表者：嘉幡茂）、JSPS 科研費 26101003（平成 26-30 年度・新学術領域研究）

「古代アメリカの比較文明論」（研究代表者：青山和夫；分担研究者：嘉幡茂、福原弘識）、さらに松下国際研究
基金（平成 24 年）、米国ウェナー・グレン財団（平成 26-27 年；Wenner-Gren Foundation）、テュレーン大学の
ラテンアメリカ研究センター（平成 26-27 年；Stone Center for Latin American Studies）、教養学部（平成
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の都」という意味がある。

 3 観光振興基金（Fondo Nacional de Fomento al Turismo；連邦政府の独立機関）の WEB サイトによると、テオ
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