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大航海時代におけるメキシコの位置づけ

　メキシコでは、１５２１年に、エルナン・コルテスが率いるスペイン遠

征軍により中央高原を拠点に勢力を誇っていたメシィカ（アステカ）帝国

の都テノチティトランが陥落し古代文明に終わりを告げる。スペインによ

る新大陸征服は、３００年間に渡るイベリア帝国の政治的支配と混血文化

形成の始まりである。しかし、この出来事を近世のグローバル化という国

際的な視点から見ると、その後、太平洋を横断して展開されるスペインの

東アジア進出に備えた基盤形成の一歩とも捉えることができる。コルテス

自身、１５２３年、カルロス一世の命により、バハ・カリフォルニアの探

検を行った。それにちなんで、カリフォルニア湾は「コルテスの海 Mar 

de Cortés」とも呼ばれているが、同探検も、スペイン帝国の太平洋覇権

事業と密接な関係があった。１５６５年、ウルダネタにより東洋からアメ

リカ大陸までの帰航路が発見され、以後、メキシコ・マニラ間の貿易が発

展する。大西洋と太平洋を経由した「西廻り航路」において、メキシコは

アジアとヨーロッパの中継地点として重要な役割を果たすことになる。

研究ノート

近世における日墨美術交流の軌跡

有村理恵 メキシコ国立自治大学モレリア校美術史学科准教授

イベリア帝国と日本の交流

　スペイン・ポルトガルの海外進出は、武力を行使した軍事征服と、ローマ・

カトリック教会の海外布教すなわち精神征服の両面から推進された。ポル

トガルの援助を得たイエズス会は、喜望峰・インド洋を経由する東廻りで、

アジア・アフリカでの宣教活動に乗り出す。その一方で、スペインの支援

を基に福音伝道を行ったフランシスコ会、ドミニコ会、アウグスティノ会

の修道士たちは、メキシコとフィリピンを経由する西廻りで日本に到来す

る。

　当時の宣教師は、キリスト教の伝道という使命に加え、土着民との外交

交渉、文化交流、土着の言語・風土・社会に関する記述など、多岐にわた

り功績を残した。イエズス会のフロイスが著した『日本史』やヴァリニャー

ノの『日本巡察記』は、西洋人の視点から見た当時の日本事情を記した一

次史料として大変価値がある。フィリピンをアジア宣教の拠点にしていた

托鉢修道会の間でも、フランシスコ会士リバデネイラやドミニコ会士ア

ドゥアルテらが日本関係史料を残した他、ミゲル・ペレスにより「日本語

の文法書 Arte del idioma japon」も執筆された。

　当時のイベリア世界と日本の交流が生んだ現象として、「南蛮文化」も

しくは「南蛮美術」が挙げられる。これらは、一般的に「スペイン・ポル

トガルと日本との交流によって生み出された文化」と定義される。しかし、

イベリア帝国と日本の交流は、世界を結ぶ東廻りと西廻りの交易のルート

に位置する様々な国の文化的影響の上に成り立っていたため、国際色豊か

な特性を帯びていた。

　海外布教に伴うキリスト教美術の世界化においても、単なる西洋文化の

拡大と解釈することはできない。その一例として、東京国立博物館所蔵品

の中に、メキシコの技法である鳥の羽のモザイクで施された「 聖ステファ

ヌスの殉教図 」を蒔絵聖龕にはめ込んだ作品がある。同聖龕は日本から

フィリピン経由でメキシコへ渡り、その段階で羽のモザイクがはめ込まれ

たと見られている。
1

世界各地域の異なる造形美が組み込まれて一つの作

1　神吉敬三（１９８７） 17-19 頁を参照 。
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品を形成した、まさに近世のグロバール化の産物である。

クエルナバカ大聖堂壁画に見る美術交流の形跡

　メキシコのコロニアル美術は、従来、メスティソ社会の所産として、単

純な文化融合の理論を基に、解釈が進められてきた。しかし、西洋の建築

様式もしくは表象文化を踏襲しながらも、素材・技法・表現法において、

土着文化の継承が確認できる他、マニラ・アカプルコ間のガレオン貿易に

よりもたらさせた東洋美術の影響も確認できる。

　クエルナバカ大聖堂（旧フランシスコ会教会）内部の壁画「二十六聖人

殉教図」（１７世紀初期）は、南蛮絵の影響を受けた、メキシコの修道院

美術では類例を見ない作品である。１９５７年、同聖堂の修築作業時、後

世に塗られた漆喰層の下から発見され、１９６０年に修復された。同壁画

は、教会内陣から、時計回りに南側壁画から北側壁画へ鑑賞する構成になっ

ている。前者では、京都、大阪、堺にて、荷車に乗せられ、見せしめの刑

を受けた様子が表されている（図１）。後者では、船で時津に到着し、その後、

カルバリオを連想させる丘で二十六人が磔刑に処された模様が描かれてい

る（図２）。

　この壁画を解釈するにあたり、当時のメキシコに、どの程度、正しい日

本情報が伝達していたのか。どういう文献やビジュアル資料を基に、こ

の作品が制作されたのかということが問題になる。故結城了悟師が指摘

しているように、二十六聖人殉教に関して詳細かつ明確な記述を残した

のはフロイスであった。
2

しかし、当時、その手記が刊行されることはな

かったため、メキシコを含むスペイン帝国圏内で広く参照された文献は、

2　パチェコ（１９６２） 41-42 頁を参照。

図 1   京都の大通りにて二十六聖人が牛に引かれた荷車に乗せられている様子

（南側壁画詳細）クエルナバカ大聖堂、１７世紀初期

図 2   二十六聖人が船で長崎に到着し、その後、磔刑に処された様子

（北側壁画）クエルナバカ大聖堂、１７世紀初期
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１６０１年にバルセロナで出版されたリバデネイラの記録であった。
3

同

フランシスコ会士は、二十六聖人殉教日に長崎に居合わせたが、２０年以

上日本宣教に携わり、現地調査を行ってきたフロイスと比べると、日本社

会や風習に関する理解度は劣っていた。よって、リバデネイラの記述には、

日本の慣習についての詳しく言及はなく、情報不足から生じた誤った日本

のイメージが、クエルナバカの殉教壁画には観察される。事実、長崎港に

は、インドのゴアやフィリピンのマニラとは違い城塞が建造されることは

なかった（図４）。さらに、日本家屋は、メキシコのコロニアル時代の住

居に似た造りになっている。

　次に、どういうビジュアル資料が同壁画制作にあたり使用されたかとい

う点について掘り下げてみよう。北側壁画では、長崎到着から磔刑に至る

まで時間の経過や場所の移動が区切りなく、連続した一つの大画面に表さ

れており、南蛮屏風で使用される構図と類似している。また、二十六聖人

を運んだ船が、南蛮船から貿易品の荷物を運搬するために使用した小船に

相似している他、ボンバーシャと呼ばれるふくらみがあるズボンを履いた

ポルトガル商人が描かれていることも南蛮絵との共通点と言えよう（図３・

４）。十七世紀初頭、メキシコに南蛮屏風が送られたことは、支倉使節団

3　Ribadeneira （１９４７） 440-482 頁を参照。

のことを記した『伊達治家記録』に言及されており、
4

クエルナバカの殉教

壁画に南蛮絵の影響が見られることの史料上からの裏付けともなってい

る。

　さらに注目すべき点は、長崎の海岸線がリアス式に表現されていること

である。長崎の地形に関する視覚資料としては、キリシタン迫害により

マカオに亡命したイエズス会派の日本人画家が描いた「元和の大殉教図」

（ジェズ教会蔵）が挙げられ、クエルナバカの大殉教壁画に長崎・マカオ

のイエズス会画派の影響があった可能性も指摘される。今後のさらなる研

究により、同壁画における狩野派と長崎イエズス会画派との関連が明らか

にされるのを期待する。

4　五野井隆史（２００３） 55 頁を参照。

図 3  狩野道味「南蛮屏風」リスボン国立古美術館所蔵、１７世紀初期 
出典：リスボン国立古美術館ホームページ 

http://museudearteantiga.pt/collections/art-of-the-portuguese-discoveries/namban-folding-screens

図 4  長崎港。ボンバーシャを履いたポルトガル商人の奥に城塞が描かれている。

（北側壁画詳細）クエルナバカ大聖堂、１７世紀初期
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キンゴ・ノナカの生涯を通して見た
日墨近代化協力の歩み

有村理恵 メキシコ国立自治大学モレリア校美術史学科准教授

　

　「メキシコ革命に生きたサムライ」という見出しの『エル・ウニベルサル』

紙の記事（２０１５年５月１６日付）により、私は、ホセ・ヘナロ・キンゴ・

ノナカ（野中金吾、１８８９年１２月２日 - １９７７年１０月８日）とい

う福岡県出身移民の存在を知った。
1

ノナカは、１９０６年、１６歳で渡墨。

しかし、１９１０年、ディアス独裁政権打倒と民主主義を目指したメキシ

コ革命勃発による社会混乱の中、看護師・軍医として活動する傍ら、革命

指導者であるマデロ率いる軍「マデリスタ」にて二回、そして、ビリャが

編成した「北部師団 División del Norte」にて十二回交戦。後にその功績

が評価され、１９６７年９月６日、グスタボ・ディアス・オルダス大統領

臨席式典にて、当時防衛大臣であったマルセリーノ・ガルシア・バラガン

から大尉勲章を受章（図１）。同記事は、キンゴが晩年自ら綴った回想録

『Kingo Nonaka: Andanzas revolucionarias キンゴ・ノナカ―革命期の足跡』

が、その息子ヘナロ・ノナカ・ガルシアとティファナ歴史資料館館長ホセ・

リベラ・デルガドにより編纂されたことを報じるものであった。

1　José Juan de Ávila (2015) を参照。
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