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前回のグループ
ワークテーマ

フランス・オセアニアの伝説/宗教

メディアｘ乗り物
韓国の食
世界の料理
詩
個人テーマ・子ども・教育

個人テーマ・あそび（ポーカー）

個人テーマ・テーマパーク



今日のテーマ

ラテンアメリカ
クレオール文化
と地域



ラテンアメリカ
の歴史概観①

• 古代文明 (先住民族 : インディオ)
…メキシコ高原～中央アンデス
・マヤ(紀元前1千年ごろ～16世紀)
・アステカ(14世紀前半～1521年)

スペイン人フェルナンド・コルテスによって滅ぼされる。
・インカ(1200年ごろ～1533年)

スペイン人フランシスコ・ピサロによって滅ぼされる。
いずれもスペインのコンキスタドール(征服者)によって滅ぼされている。

• 植民支配（16～20世紀）
サトウキビなどのプランテーション農業 … 黒人奴隷労働力を導入

• 独立(1898年までに、キューバ、プエルト・リコをのぞいて独立)



地域研究（特に文化人
類学・民族学）は

を研究する
ためにつくられた学問。

他者



旧宗主国と言
語の関係

旧宗主国 言語 旧植民地

スペイン スペイン語

ブラジル以外
の南米
中米
キューバ、ド
ミニカ

ポルトガル ポルトガル語 ブラジル

イギリス 英語
カリブ海の島
国
ベリーズ、ガ
イアナ

フランス フランス語 ハイチ、ギニ
ア

オランダ オランダ語 スリナム



民族構成



インディオ

黒人 白人

サンボ
メスチソ

ムラ―ト

ラテンアメリカ１ 文化の特色
https://www.youtube.com/watch?v=92cH62o1KiA



人種のグラデ―
ション

• メスティーソ(メスチソ)…白人
とインディオの混血を代表する
用語。人種上の混血を表す場合
が多いとはいえ、人種上のイン
ディオの中で、ケチュア語など
のもともとの言語ではなく、白
人の言葉、スペイン語を話すよ
うになった者、つまり文化上の
混血を表す場合も含まれる

• ムラート (Mulatto, Mulato) 
は、ラテンアメリカおよび北ア
メリカでヨーロッパ系白人と、
アフリカ系の特に黒人との混血
を指す言葉Juan de Pareja by Diego Velázquez, CE 1650 

– Juan de Pareja was born into slavery 
in Spain. He was the son of an enslaved 
African-descended woman and a white 
Spanish father.
https://en.wikipedia.org/wiki/Mulatto

出典 https://belatina.com/afro-
latino-identity-in-mexico/

https://en.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Pareja
https://en.wikipedia.org/wiki/Spain


クレオール文化とは・・・
「混血」の文化？
「クレオール」という言葉は、「育てる」「飼育する」という意味のラテン語creareのイ
ベリア方言criar を語源とする。それがスペイン植民地で、クリオーリョcriolloとして、初
めは「植民地生まれ（の白人）」を意味していたが、やがてフランス領のグアドループ島
やマルチニック島ではアフリカから奴隷として連れてこられた黒人の子孫を指す言葉（フ
ランス語でcréole）として、またイギリス領では英語のcreole として転用されるように
なった。そして彼らが話す、白人支配者との間の最低限のコミュニケーションに必要な言
葉も「クレオール」、先住民が絶滅し、もとはといえば土着ではないアフリカ文化とヨー
ロッパ文化が混淆した結果生まれた文化も「クレオール」と呼ばれるようになる。つまり、
「クレオール」の世界は、外来の人間（ヨーロッパ人）が外来の奴隷（アフリカの黒人）
を投入してつくった、文字通りの「新世界」であった。（山本純一）
クレオールの多様性
① criollo（スペイン語圏ラテンアメリカ生まれの白人、とくにスペイン人）
② creole（イギリス領であったジャマイカやトリニダード・トバゴ生まれの黒人）
③ créole（フランス領生まれの黒人）
・・セネガルでは「シニャール」と呼ばれる混血女性たちが植民地時代に活躍した

• 主に植民地下において西洋言語と現地の異
なる人種や言語、文化の融合によって生ま
れた人々やその文化



多様な
音楽文化

フォルクローレ : アンデス地方・トバゴ
カリプソ : トリニダード
レゲエ : ジャマイカ
サンバ : ブラジル
ボサノバ : ブラジル
タンゴ : アルゼンチン
サルサ : キューバ・その他の地域の多様
なサルサ
…



Casino
キューバン・
サルサ
円になって皆で踊る

https://www.youtube.com/watch?v=y
S58jwxQPFg&t=25s



プエルトリコ
スタイルのサルサ
基本二人組のペア
ペアチェンジはなし
ラインダンス
パフォーマンス性が高い

https://www.youtube.com/watch?v=5gxDe
r4OsZw



ラテンアメリカの
歴史概観②

独立(1898年までに、キューバ、プエルト・リコをのぞいて独立)
… 植民地統治の政治組織が崩壊した後の混乱。他民族、黒人奴隷、
様々な人々。
それぞれの国がアメリカ合衆国の憲法に学び、ヨーロッパのナポレ
オン法典を模範としながら法体系を作る。…各国で憲法の改正があ
いつぐ(政治的不安定…20世紀に入ってからペルー8回、ボリビア7回、
エクアドル8回など、憲法が何度か改定されている)
問題点… 原住民やメスティソの人々の大部分が文字を読めない、
選挙にも参加できない。従属関係の温存
経済的発展… 例 ブラジル

1822から62年間の帝政…政治的な安定/イギリスからの投資によ
り経済的に発展
独裁政権
カウディーヨ (スペインやイスパノアメリカにおける、独裁権を掌
握した政治・軍事指導者の称号) の時代
… パラグアイ (1816～24年間 ドクトル・フランシア / 1954
～1989年 アルフレド・ストロエスネル将軍…)

メキシコのサンタ・アナ大統領(９回？１１回大統領をつとめる)

アイのアルフレド・
エスネル将軍



「正と負の側面がある」(増田 2020 : 208)
「もちろん独裁者は、国家を私物にし、私腹を肥やし、また自

分の徒党を養って、反対者を容赦なく弾圧する、という－の側面
ももっていたが、協力な政治を行って国を安定させ、公共事業を
おこしたり学校をつくったりするような、いいこともしていない
わけではない。」



ドミニカ共和国のラ
ファエル・トルヒー
ヨ将軍(1891- 1961)
1930年2月にクーデターにより政権をとる
…富の独占、個人崇拝
首都名を1930年に改正
サント・ドミンゴ→トルヒーヨ市（シウダー・トルヒーヨ）
国内最高峰の山→トルヒーヨ山
ドミニカ共和国を白人化する構想
1937年 パセリの虐殺
領内のハイチ人農園労働者ストに際してハイチ人の皆殺しを指
示し、1日で17,000人から35,000人が殺された
(ハイチに75万ドルの賠償金が払われた)
1959年には革命直後のキューバから上陸したドミニカ人革命ゲ
リラ部隊を殲滅。
1960年にOAS総会でトルヒーヨ非難決議が採択。
1961年に暗殺される。首都名もシウダー・トルヒーヨからサン
ト・ドミンゴに戻された



ラテン・アメリカとカリブ
海の国々・地域
ディアスポラ



２０世紀の
ラテンアメリカ

• 「北の巨人」の支配
…アメリカ合衆国の経済的影響下
• 独立後のそれぞれの国々におけるカウディー
ヨの支配する寡頭政権(かとうせいけん)を支持
してアメリカ企業の活動を保障する

→ フランクリン・ルーズベルト大統領
(1933-1945)

1933年 汎アメリカ会議
それまでの「砲艦外交」を改め、各国の政治に
干渉せず、学者や知識人の交換を行って農業、
教育、ビジネス、衛生施設などの援助を行うこ
とを約束
→ 第二次世界大戦での支持をえる



２１世紀のラテンアメリカとディアスポラ
例 メキシコ→アメリカ
米国のメキシコ生まれの人口 は
1970 年 76 万人
1980 年 約 220 万人とほぼ 3 倍
1990 年には 450 万人
2002 年には 1042.6 万人と，ついに 1000 万人を突破。
…メキシコ の人口の約 1 割にあたる数字
2008 年秋のリーマンショックまでは移民の数は 増
え続けたが，2009 年の 1256 万人をピークに， 減少
に転じている。
途上国から先進国への移民は 必ずしも経済格差に
よって起きるのではなく，海 外からの直接投資に
よって伝統的な生産形態が変化し，新しい産業構造
に吸収されない余剰労働力 が発生するため
Sassen ［1988: 17-21］
Sassen, Saskia.［1988］The Mobility of Labor and 
Capital: A Study in International Investment and 
Labor Flow, Cambridge: Cambridge University 
Press.



Proportion of Americans who are Hispanic or Latino in each U.S. state, the District of Columbia, and 
Puerto Rico as of the 2020 United States Census



アメリカにおけるラテンアメリカ文化

https://www.worldcultureusa.org/mexican



まとめ

1. ラテンアメリカの文化的多様性と
クレオール文化

2. 近代化と独裁政権
3. ディアスポラとの関わりから

…偏在していく文化表象



ラテンアメリカ
を学ぶための
おすすめ文献

清水透「エルチチョンの怒り」増版
2020年
「インディオは近代文明に押し流されて
きた哀れな存在などではなく,今日チャ
ムーラの女性達が胸飾りに使うチロリア
ン・テープに象徴されるように,時には
「文明」の一部をも自己の価値体系の中
に取りこみながら,主体的に自分達の生活
と世界観を再編成してきた, したたかな
人々だということである」
書評 評 者 :恒川恵市 (東京大学) 
「コーラを聖なる水に変えた人々」
1984年



授業資料・参考文献
増田義郎「物語 ラテン・アメリカの歴史 未来の大陸」中央新
書 2020(1998)年
授業URL
授業資料・予定変更などこちらに随時アップします↓
https://kaeamo.wordpress.com/seminaires/2022-2023/area-
studies2022/

参考文献 吉田昌夫 (編) 『地域研究入門』古今書院，2002
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