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　本論文は、キリスト教化における言語の役割、およびそれが地域社会の言語使用にもたらす影響
を扱うものである。17-18世紀のイエズス会布教区における南米先住民のキリスト教化を取り上げ、
宣教活動を通じて在来の言語使用に生じた変容と、その長期的な帰結を考察することを目的とする。
第Ⅰ章では、指標性およびメタ語用に関する言語人類学の理論的観点を導入し、宣教活動を、言語
における社会指標的意味の変容を通じて「キリスト教徒」なる人々を作り出そうとする試みとして
とらえ直す。第Ⅱ章では、事例として扱うチキトス地方のイエズス会布教区の歴史と先行研究につ
いて述べる。第Ⅲ章では、先住民言語チキタノ語に存在する「ジェンダー指標」の概要を確認した
上で、その指標対象がイエズス会宣教師のメタ語用的モデルを通じて再編されていったことを論じ
る。第Ⅳ章では、今日チキタノ語が用いられる「説教」と「歌」を事例に、そこにおけるジェンダー
指標の異なる用法が、発話自体をそれぞれ異なる二つの「キリスト教的」なものとして指標的に創
出していることを示す。第Ⅴ章では議論をまとめ、キリスト教化を経た地域社会を民族誌的に考察
する上で社会指標的意味を担う記号やメタ語用に着目することがもつ意義を述べる。

［キリスト教化、言語、ジェンダー、指標性、メタ語用］

Ⅰ　序論Ⅰ　序論
　１キリスト教化と言語
　２社会指標的意味への視座
　３メタ語用的モデルと社会指標的意味の変容
Ⅱ　チキトス地方とイエズス会布教区Ⅱ　チキトス地方とイエズス会布教区
　１今日のチキトス地方
　２イエズス会布教区の創立と共通語政策
　３キリスト教化の歴史と現代
Ⅲ　�イエズス会布教区におけるジェンダー指標の�Ⅲ　�イエズス会布教区におけるジェンダー指標の�

位置付け位置付け
　１ジェンダー指標

　２文法書におけるジェンダー指標
　３告解と女性変種
　４文書と楽譜のジェンダー
Ⅳ　今日のジェンダー指標Ⅳ　今日のジェンダー指標
　１今日の言語状況とカビルドの言語使用
　２男性変種の説教
　３両変種による歌
　４説教と歌における差異のあり方
Ⅴ　結論Ⅴ　結論

▲

『文化人類学』84巻４号　503～ 521 頁 （2020 年 3月）



Ⅰ� 序論Ⅰ� 序論

　数世紀にわたる拡大を通じ、キリスト教は世界
各地に信徒を獲得してきた。その一翼を担った主
体として、各地で福音を伝道する宣教師が挙げら
れる。どの地域へ赴くのであれ、宣教師はつねに
言語の問題に直面してきた。異なる言語を話す地
域の人々にいかにして福音を伝えるのか。いかな
る言葉遣いをすればその人々はキリスト教化した
といえるのか。このような問いが繰り返し問われ、
各宗派や修道会は地域ごとの対応を模索してきた
のである。
　本論文は、キリスト教化における言語の役割、
およびそれが地域社会の言語使用にもたらす影響
に光を当てる。17-18世紀に南米先住民のキリス
ト教化のためにカトリック系修道会イエズス会が
設立した「布教区」を事例に、宣教活動を通じて
在来の言語使用に生じた変容と、その長期的な帰
結を考察することを目的とする。以下本章では、
キリスト教化、およびそこにおける言語使用につ
いての文化人類学的研究の系譜を概観し、言語人
類学における指標性およびメタ語用の議論に本論
文の事例を位置付ける。

１　キリスト教化と言語
　文化人類学者にとって、キリスト教は注意を要
する対象である。文化人類学者は世界各地のさま
ざまな宗教的なるものを扱ってきたが、その研究
は長らくキリスト教の「宗教」概念に制約を受
けていた。例えば、世界宗教への改宗を扱う研究
において、宗教が「世界の意味についての問いに
答えてくれるもの」と前提された上で、改宗は社
会地平の急速な拡大に応じた内面的なコミットメ
ントの変化として論じられた［cf. Horton 1971；
Hefner 1993］。しかしながら、そうした宗教観
自体が啓蒙主義以降のキリスト教的な「信仰」お
よび「個人」の概念を基礎としていることが指摘
され［e.g. デュモン 1993；Sahlins 1996；アサド 
2004］、一体いかなる活動をすれば「信仰」をした
ことになるのか、また信仰の単位となる「個人」
とは何かなど、近代ヨーロッパの学問を方向付け
てきたキリスト教の概念自体を問う「キリスト教
の人類学」と呼ばれる分野が登場した［cf. Cannel 
2007］。

　この分野の研究者がしばしば言語に着目してき
たのは、キリスト教の布教者自身が言語に格別の
関心を寄せる事実を考えれば自然なことである。
宣教に用いる言語の選択は最たる例である。宣教
師自身の言語ではなく現地語が選択される場合、
イエス・キリストの弟子が精霊によって異教の言
語で福音を伝える力を授かったとする使徒言行録
第二章の記述がしばしば根拠となる［日本聖書協
会 1987；cf. 齋藤 2002：101］。また現地語が複
数ある場合、いずれの言語を用いるべきかという
問題も生じる。キリスト教宣教師は、こうした現
地語による宣教や聖書の翻訳事業を通じて、諸言
語の文法記述など多大なる学術的貢献を行ってき
た［cf. Pennycook and Makoni 2005；Tomlinson 
and Engelke 2006］。
　さらに、キリスト教徒にふさわしい言語使用と
はいかなるものかという点にも宣教師は関心を寄
せる。特にプロテスタント諸宗派は「語りの宗
教」として知られ、礼拝での言語使用や祈りの
方法、聖書の意味の解読法、聖職者の修辞技術な
どについて一家言をもっている［e.g. Crapanzano 
2000；Harding 2000；Robbins 2004；Keane 
2007；Schieffelin 2014］。ふさわしい言語使用に
関するそうした構想の背景にはまた、各宗派や修
道会に独自の言語観が通底している。例えばカト
リック教会には典礼での言語使用に関する論争を
繰り広げてきた歴史があるが、16世紀のトリエ
ント公会議では典礼での言語使用に伴う音楽表現
が、神を讃える言葉の意味を掻き消すほどに甘美
となることの是非が争点となるなど、言語は音楽
的な側面との関係において思考されている［cf. 
金子 2018］。
　ここでキリスト教化と言語の問題を、言語人類
学の指標性をめぐる議論に位置付けたい。

２　社会指標的意味への視座
　前節で「世界の意味についての問いに答えるも
のとしての宗教観」や、「言葉の意味を掻き消す
音楽」について述べたときに、筆者は「意味」と
いう言葉を多義的に使ってきた。「キリスト教の
人類学」の論者であるトムリンソン＆エンゲルケ
は、「意味」という言葉がこのように多様に用い
られ混乱を引き起こしてきたことを、先行研究
に依拠しつつ指摘する［Tomlinson and Engelke 



2006：１-２］。彼らは、従来の研究では神の
メッセージや聖書の記述の解釈など、「外示的な
意味（denotational meaning）」に焦点が当てら
れてきたことを指摘し［Tomlinson and Engelke 
2006：９］、その重要性を認めつつ、それ以外の
意味も存在していること、そうしたさまざまな意
味やその伝達不可能性、意味の不在にまで着目す
る方針を提示している。ここで「外示的な意味」
やそれ以外の意味とは何かを、トムリンソン＆エ
ンゲルケも引用する言語人類学者シルヴァスティ
ンの理論をもとに位置付けたい。
　「外示的な意味」は辞書的な意味のことを言い、
シルヴァスティンにおいてそれは、言及指示（何
について述べられているのか）と述定（何が述べ
られているのか）からなるものとされる［シル
ヴァスティン 2009a：255］。言語使用の外示的
な意味は言語使用者や研究者の意識に上りやすく、
相互行為において中心的なものと考えられがちだ
が、「何について何が述べられているか」という

「意味論」の領域に属す意味だけでなく、「何が為
されているのか」という「語用論」の領域に属す
意味も存在している。
　例えば「私はあなたを洗礼する」という例を見
てみよう。この発話で洗礼を授けている「私」が
誰で、洗礼を受けている「あなた」が誰なのかと
いうことは、「私」「あなた」の辞書的な意味のみ
ならず、実際の文脈でこの発話を行っているの
が誰かを知ることなしに把握することはできない。
このような代名詞をはじめとする、辞書的意味と
文脈に結びついた意味の双方を備えた語を「転換
子」と呼ぶ。そのように呼ばれるのは、この語の
指示対象が文脈に応じて規則的に変わるからであ
る［シルヴァスティン 2009a：270］。こうした文
脈依存性を「指標性」と呼ぶ。シルヴァスティン
における指標性はパース記号論の三分法［パース 
1986：31-56］を独自に展開させたもので、そこ
には実に多様な現象が含まれる。
　転換子は辞書的意味と指標的意味の両方を備え
ているが、辞書的意味をもつことなく文脈を指標
する記号もある。本論文でも扱う「ジェンダー指
標」がその例である。ジェンダー指標とは、それ
を使用することによって話し手や聞き手の社会的
ジェンダーが指標される記号のことである。例え
ば特定の一人称、二人称代名詞や特定の接辞を用

いることによって、文脈における話し手や聞き手
のジェンダーが指標される一方で、それらを用い
ることで発話の辞書的意味が変わるわけではない
［シルヴァスティン 2009a：287］。
　これら指標記号には、文脈を前提として生起す
る側面と、生起した結果として文脈を創出する側
面がある［シルヴァスティン 2009a：283-285］。
自身を男性と考える人物が、使用の規則に応じて
男性と結びついたジェンダー指標を用いる場合は、
彼のジェンダーという社会的属性が前提的に指標
されている。他方で、使用の規則に反してジェン
ダー指標を用いることもできる。その場合、ジェ
ンダーに関する既存の枠組みから自己を差異化し
たり、異議申し立てを行うという効果が創出され
うる［Ochs 1992：341-345］。このように、文脈
に応じて前提的、創出的に意味される「発話出来
事の参加者の人格、ペルソナ、アイデンティティ、
権力関係の特徴」［シルヴァスティン 2009a：279］
などを、本論文では「社会指標的意味」と呼ぶ。
　社会指標的意味へと視座を広げると、「キリス
ト教徒」という属性も、文脈を前提し、また文脈
を創出する言語使用の動態のなかで理解できるよ
うになる。改宗を内面的なコミットメントの変更
としてとらえる場合、「内面」の析出のために改
宗者の言明に依拠する必要があるが、社会指標的
意味を含む言語使用という経験的な素材に着目す
ることで、言語使用者自身が必ずしも意識化した
り言明しない面を含めた分析ができる利点がある。
さらに社会指標的意味の視座からすれば、キリス
ト教宣教とは、いかなる言語使用を「キリスト教
徒」という属性を指標するものとみなすのかとい
う、メタ的、再帰的な構想を含むものとなる。

３　メタ語用的モデルと社会指標的意味の変容
　「キリスト教の人類学」の論者がしばしば言語
に関心を寄せ、諸宗派において言語使用がいかに
構想されているかを探究してきたことは既に述べ
た。彼らが行ってきたのは、言語人類学的に言
えば、キリスト教布教者および改宗者が言語使
用（語用）に対してメタ的、再帰的に行う明示的、
非明示的な言語使用、つまりメタ語用の研究だっ
たと言うことができる。
　言語使用者は、語用、すなわち文脈に即した
社会指標的な意味を含む実際の言語使用に対し



て、メタ的に枠組みを与えたり、それを統制した
り、規定したりするような、「メタ語用」的と呼
ぶべき言語使用を行っている［シルヴァスティン 
2009c：483］。シルヴァスティンは、メタ語用的
な記号が含まれる出来事（Es）と、それによって
構造化される出来事（Et）を区別し、二種類の言
語使用の間の指標的関係（「較正」）のあり方を三
種類に分類している。第一の「再帰的較正」では、
今ここの文脈で生じる出来事が出来事自体を再帰
的に指標する。第二は「時空内的較正」で、今こ
こで生じる出来事が異なる時空間において生じる
／生じた同型の出来事を指標する。第三は「超時
空的較正」で、今ここの出来事が存在論的に異な
る（異界的な）領域を指標する［シルヴァスティ
ン 2009c：518-529］。
　このような異なる較正のあり方をもつメタ語用
にも、さまざまな水準の例が存在する。ここでは
キリスト教宣教に特に関わるものとして、社会指
標的な意味をもつ言語使用に対して言語使用者が
再帰的に行う、意識的、合目的的モデルを見てみ
たい。例えばバウマンによれば、初期プロテスタ
ント一派のクエーカー教徒は、凝った修辞の施さ
れた演説を神の言葉を歪めるものとし、意図した
以上の内容を伝えない平明な言語使用を推奨した

［Bauman 1983］。またキーンも、インドネシア
のカルヴァン派においては、内面の思考と発話行
為を曖昧さのない仕方で一致させる「言行一致」
の規範が重視されていることを指摘する［Keane 
2007］。キリスト教と結びつく社会的属性を前提
的、創出的に指標する言語使用についてのこのよ
うな言語使用を、メタ語用的モデルと考えること
ができる。
　この意味で宣教活動とは、言語使用の社会指標
性について特定のメタ語用的モデルをもつ人々が、
他者に対してそのような言語使用を行うよう要請
すること、そうすることを通じてひいては、他者
の社会的属性を「キリスト教徒」へと変更させ
ることを目指す取り組みといえる。例えば「言
行一致」の規範に従う言語使用を繰り返すこと
で、自己とは異なる対象に何らかの効果を及ぼす
ことのできる行為主体としてのプロテスタント的

「個人」を創出することが目指される［cf. Keane 
2007］。
　ところで、世界各地へ赴く宣教師は、しばしば

メタ語用的モデルを共有しない人々に対して布教
を行うことになる。その際宣教師は、宣教に現地
語を用いるか否かにかかわらず、現地に既に存在
する社会指標的な意味を含む言語使用とも当然向
き合わなければならない。そうしたとき宣教師は、
他者の在来の言語使用を、しばしば自身の利害
関心や言語観などの理解の枠組みを通じてメタ語
用的に意識化して考察し使用するのだが、その際
実態を合理化した解釈が生じることがある［シル
ヴァスティン 2009b：330-332］。合理化した解
釈とは、言語使用のうち音素や単語など、比較的
意識に上りやすい言語の特徴に焦点を当てて、そ
の社会指標性を歪曲して理解することを言う。こ
れがあるために、言語使用者によるメタ語用的モ
デルが実際の言語現象を正しくすべて説明しない
ということが起こる。
　アーヴァイン＆ガルは、言語使用者が自らのメ
タ語用的なモデルに従って他者の言語使用に向
かい合うとき、「類像化（iconization）」、「反復複
製（recursiveness）」、「消去（erasure）」という三
つの記号論的過程が生じることを指摘した。「類
像化」とは、ある言語使用とある社会的属性の指
標的な関係に対して、必然性や内在性、本質性が
付与される過程である。例えば特定の地域変種
は、話者の出身地や居住地という社会的属性との
間の関係を歴史的、偶発的、慣習的に指標するに
すぎないのだが、言語使用者は社会的属性をその
ような言語使用の原因としてとらえ、両者の関
係を本質主義的に理解する場合がある。「反復複
製」とは、例えば言語使用に対する「文明的」と
「未開的」などのメタ語用的な対比が、集団間関
係など別の次元の対比へと投影され複製されるこ
とを言う。「消去」とは、自身のメタ語用的解釈
に適合しない言語使用が不可視化されたり、解釈
に適合するように翻訳して理解される過程である
［Irvine and Gal 2000：37-39］。いずれも言語使
用者の、言語使用とその社会指標性に関する意識
的、合目的的なモデル化の結果であり、この過程
を通じて、言語使用と社会的属性の間の既存の指
標的な関係がしばしば変容にさらされる。
　本論文では、17-18世紀、南米大陸のイエズス
会布教区でのキリスト教化において言語がいかな
る役割を果たし、それがいかなる帰結を招いてい
るのかを考察する。イエズス会士は、先住民言語



にもともと存在していた男性変種と女性変種から
なる「ジェンダー指標」という言語的特徴とその
社会指標的意味を、宣教師としての利害関心の枠
組みに即してメタ語用的に理解し、利用した。結
果としてジェンダー指標は指標対象を変化させて
いったのだが、その変遷が今日のキリスト教儀礼
における言語使用に興味深い形であらわれている。
　以下、第Ⅱ章では事例として取り上げるチキ
トス地方の概要と歴史、先行研究について述べ
る。第Ⅲ章では、チキトス地方の先住民言語にお
ける「ジェンダー指標」の特徴を記述し、それが
布教区時代にいかなる扱いを受けたのかを検討す
る。第Ⅳ章では、先住民言語が用いられる今日の

「説教」および「歌」という言語使用に焦点を当て、
そこにおけるジェンダー指標の用いられ方の差異
が、いかにして布教区時代に生じた指標対象の変
容を反映しつつ、発話自体の性格を構造化してい
るのかを論じる。第Ⅴ章では議論をまとめ結論を
述べる。

Ⅱ� チキトス地方とイエズス会布教区Ⅱ� チキトス地方とイエズス会布教区

１　今日のチキトス地方
　チキトス地方は南米大陸のほぼ中心、今日のボ
リビア東部低地にある広大な地域で、一部の集落
はブラジル西部にまで広がる。熱帯雨林のアマゾ
ニアと乾燥地帯のチャコの中間にあり、およそ５
月から10月にかけての乾季と、11月から４月に
かけての雨季に分かれる。
　筆者は2014年２月から2016年１月にかけて、
ボリビアのサンタ・クルス県ベラスコ郡にあるサ
ン・イグナシオ市とその農村部にあるサンタ・ア
ナ村で民族誌的調査を、また2020年現在までに
南米諸国とスペインで史料調査を行った。2012
年の国勢調査によれば、サン・イグナシオ市の
都市部と農村部をあわせて、ボリビアを構成する
とされる36民族のうちチキタノと称する人々が
33,209人居住しており、この人々が本論文で記述
される主な対象である［INE 2012］。当地で日常
的に話されているのはスペイン語だが、同じ国勢
調査では307人が第一言語として先住民言語チキ
タノ語（イエズス会時代の呼称はチキト語）を挙
げている１）。
　ところで、チキトス地方という名称は今日の行
政上の区分とは一致しないが、それはこの名称が

植民地時代のイエズス会布教区にルーツをもつた
めである。そこで名称の成立および布教区創立の
歴史を概観する。

２　イエズス会布教区の創立と共通語政策
　1550年代、ニュフロ・デ・チャベス率いる探検
隊がパンタナル湿地帯以西を探査した折、他先住
民集団から「タプイ・ミリ」と呼ばれていた集団と
接触した。先住民言語グアラニ語で「取るにたら
ぬ奴隷」という意味の他称であり、これが「チキ
トス」というスペイン語に翻訳された。チキトス
とは、スペイン語で男性複数形の形容詞chiquitos
を名詞的に用いたもので、「小さき人々」という
意味である［cf. Martínez 2018］。一集団の他称に
すぎなかったこの語は、「チキト」のかたちで四
つの地域変種を含む彼らの言語を指すためにも用
いられるようになり、さらにパラグアイ川上流域
を示す地名にもなった。
　1561年には当地の交易の拠点として都市サン
タ・クルス・デ・ラ・シエラが設立され、1587
年には最初のイエズス会士も入植している。しか
し主な交易路であったパラグアイ川の両岸を好戦
的な先住民が取り囲んでいたこともあり、この都
市は1621年までに約250キロメートル西方へと移
され、現ボリビアのサンタ・クルス県庁所在地と
なった。このときからチキトス地方は、ほぼ１世
紀にわたって植民地政府から忘却されることにな
る［Combès 2010］。その間西方の新サンタ・ク
ルス・デ・ラ・シエラからはスペイン人が、東方
からはポルトガル人が、絶えず労働力や資源、領
土拡大を求めてチキトス地方を侵略しており、そ
の影響で疫病の蔓延、人口減少、侵略者による交
易の阻害に起因する食糧不足が続いた。
　こうした状況下の1690年、チキト語系諸集団
の代表者がサンタ・クルス・デ・ラ・シエラ総督に
謁見し、彼らを保護してくれる宣教師の派遣を求
めた。この要請はポルトガル領との国境警備に当
地の先住民を動員したい植民地行政の思惑とも一
致し、イエズス会パラグアイ管区から宣教師が派
遣されることになった［Tomichá Charupá 2002］。
こうして1691年から80年弱の間に、チキトス地
方には10箇所の「布教区」と呼ばれる空間が建
設された。辺境地域の先住民を布教区に集住させ、
そこでキリスト教の布教を行うという修道会に委



嘱されたこの体制のことを「ミッション」と呼ぶ。
ミッションはスペインによる公式の植民地事業の
一つであり、とりわけ17世紀以降アメリカ大陸
の辺境政策として重要な役割を担った。ペルー副
王フランシスコ・デ・トレドのもとで大規模に行
われた先住民の集住化政策のモデルを踏襲しつつ
も［Saito and Rosas Lauro 2017］、ミッションは
植民地行政の意思決定から比較的自律した体制で
もあった。辺境地域にある各布教区で暮らすイエ
ズス会士は原則二名ずつで、彼らが先住民の宗教
生活のみならず、世俗面でもあらゆる責任を負っ
た。
　言語状況について言えば、16世紀後半以降の
スペイン領南米植民地において、キリスト教宣教
師は原則現地語で宣教を行うことが義務付けら
れていた［齋藤 2002：101］。しかしながらミッ
ションが行われるような地域では、「現地語」が
多数存在する状況が宣教師を待ち受けていた。チ
キトス地方の多言語状況についても、1707年に
イエズス会宣教師フェルナンデスが次のように報
告している。「宣教師の情熱を挫き、脅かす最た
るものは、これほどまでの言語的多様性なのです。
これらの村を一歩進むごとに、周りのどの集団と
も随分異なる言語を話す100家族程度の集落に突
き当たるのですから」［Fernández 1726（2004）：
36］。
　そこでイエズス会士は、多数の地域変種を擁し、
チキトス地方に居住する集団の間で比較的広く用
いられていたチキト語のタオ地域変種を布教区の
共通語とした。宣教師の講話や人々の祈りなど宗
教的な場面はもちろんのこと、共同体の農作業
などでもチキト語を使用することが義務付けられ、
その習得を効率化する外婚は奨励された。周辺の
異教徒を受け入れつつ拡大を続けたため布教区の
多言語状況は継続したが、チキト語以外の諸語が
使用される領域は徐々に減少していった。
　ミッションの体制は、1767年スペイン王室に
よるイエズス会の追放をもって終了するが、そ
の時点でチキト語は既に共通語として、そして
多くの人々の「母語」として確立していたとい
う［Riester 1967：174］。その後他の地域では廃
墟となった布教区も多いなかで、チキトス地方で
はすべての布教区が今日まで存続し、一部の旧布
教区は教会建築物などとともに1990年にユネス

コの世界遺産に登録されている。今日、チキトス
地方の住人の多くもカトリック教徒としての生活
を送り、自らの宗教的アイデンティティの根源を
イエズス会布教区時代に位置付けつつ語り、行為
する。サン・イグナシオ市やサンタ・アナ村を含
むサン・イグナシオ・デ・ベラスコ司教区につい
て言えば、2014年の調査時点でカトリック教徒
は人口の89.9％を占めていた［Vatican Publishing 
House 2014：649］。

３　キリスト教化の歴史と現代
　チキトス地方の先住民に関しては、これまで数
名の文化人類学者による民族誌的研究がなされて
いる。それらは、今日の人々が行う「キリスト教
的」な語りや行為のなかに覆い隠された、「土着
的」なものを発見してきた。その一人であるシウ
ヴァは、ブラジルのチキタノ集落における「キリ
スト教的」な語りや行為、例えば旧約聖書の出
来事に言及した神話や洗礼の所作、聖人像の扱い、
謝肉祭のコミュニタス的性格などを例に、チキト
ス地方の人々が受け入れたのはキリスト教の形式
的な部分にすぎず、むしろアマゾニア先住民に通
じる神話的思考が継続していることを示している
［Silva 2015］。
　土着的なるものの連続性を強調するこうした議
論のもとにあるのは、神話素の構造上の対立な
ど、本論文で言うところの意味論的な意味に対す
る共時的な分析である。既に見てきたように、意
味論的な側面は生起する出来事のうちごく限られ
た領域にすぎず、その分析のみではキリスト教化
が先住民社会にもたらした通時的な影響を評価す
ることは難しい。それに対してキリスト教化を言
語使用の語用論的な側面にも働きかけるものとし
てとらえる本論文では、特に先住民言語の「ジェ
ンダー指標」という言語使用の社会指標的意味が、
布教区での宣教活動を通じて変容したことに着目
する。その長期的な帰結を追うことで、従来とは
異なるキリスト教化後の先住民社会像が見えてく
る。すなわち、布教区時代のキリスト教化の歴史
が、現代の人々がカトリック教徒として行う語り
や行為の根幹を重要な仕方で形成しているという
ことを、本論文では示していきたい。また本論文
では、あらゆる語りや行為に内在する「土着的」
なものと「キリスト教的」なものを見出そうとし



てきた先行研究に対し、語りや行為自体が「土着
的」ないし「キリスト教的」なものとして自らを
生起させる動態を問うアプローチを提起する。
　ここで章を改め、イエズス会宣教師がとりわけ
興味深いメタ語用的モデル化を行ったチキト語
の言語的特徴、「ジェンダー指標」を概観した後、
それが宣教師によっていかに解釈され、布教区で
利用されていったのかを検討する。

Ⅲ� イエズス会布教区における�Ⅲ� イエズス会布教区における�
ジェンダー指標の位置付けジェンダー指標の位置付け

１　ジェンダー指標
　一般的に言って、言語にはジェンダーを区別す
る形式が二つある。第一に、言及指示や述定の対
象となっている人や物のジェンダーを区別するも
ので、これを「名詞句のジェンダー分類」と呼ぶ

［シルヴァスティン 2009b：333］。例えば日本語
で「少年／少女」という語彙の違いによって指示
対象のジェンダーが区別されるのがその例で、い
ずれの語彙も話し手や聞き手のジェンダーとは関
わりがない。
　他方で第二の形式は「ジェンダー指標」で、話
し手や聞き手など会話参加者のジェンダーが指標
される［シルヴァスティン 2009b：334］。特定の
一人称、二人称代名詞や接辞の使用がその例であ
る。チキト語では、超自然的存在や自然現象、人
間、男性という名詞クラスに入る三人称単数およ
び複数形の対象、およびその所有物が、非引用文
を発話する男性話者によって有標化される［Rose 
2015；Fleming 2012，2015］。
　布教区時代にチキト語の研究に尽力し、アメリ
カ大陸からの追放後に自身の知見を著した宣教
師カマニョの文法書から例を見てみよう（表１）。
例えばチキト語では「男性」という指示対象につ
いて、話者のジェンダーに応じた二通りの言い方
がある。すなわち、男性話者であれば “ñoñeis”、

女性話者であれば “oñeis” と言う２）。ここでは、
「男性」というチキト語の「男性」名詞クラスの対
象に対して、男性という社会的属性をもつ話し手
のみが接頭辞による有標化を行っている。同様に、
「スペイン人」や「悪魔」にも有標化が見られるの
は、スペイン人という語が「人間」、悪魔という
語が「超自然的存在」名詞クラスに入るためであ
る。
　上記の特徴は、超自然的存在や自然現象、人間、
男性という名詞クラスに入る三人称の対象の所有
物にも該当する。表１の「彼の家」では、三人称
の男性の所有物である名詞 “ipoos”（家）を、男性
変種のみが “-tii” という接尾辞で有標化している。
それに対し「彼女の家」では、“ipoos” は三人称の
女性の所有物であるため、いずれの変種において
も有標化されない。

２　文法書におけるジェンダー指標
　このように、チキト語にもともと存在するジェ
ンダー指標は、男性変種の使用が男性話者を、女
性変種の使用が女性話者を指標しているのだが、
イエズス会士はこの指標的な関係をどのようにメ
タ語用的に理解したのだろうか。
　引き続きカマニョの文法書を見ていこう。発音
の規則について論じた後、彼はラテン語と異なる
特徴として、「チキト語では一般的に、女性たち
は男性たちと異なる言語を話す」点を挙げてい
る４）。

　次のように考えてみてください。語形変化しう
るすべての名詞、代名詞、動詞、前置詞、形容
詞が（三人称について話さなければならないと
きに）、一方では男性のと呼ぶことのできる屈
折を、他方では女性のと呼ぶことのできる屈折
を、それぞれ単数形および複数形でもってい
るのだと。〔……〕さて女性は、男性が話した

表１　チキト語のジェンダー指標３）

指示対象 男性変種 女性変種
男性 “ñoñeis” “oñeis”

スペイン人 “ixaras” “xaras”
悪魔 “oichobores” “ichobores”

彼の家 “ipoostii” “ipoos”
彼女の家 “ipoos” “ipoos”



ことやフレーズに言及するとき以外は、男性の
屈折変化を使うことは決してできません。逆に
男性は、単数形にせよ複数形にせよ、いずれの
屈折変化も使うことができます。ただし、次の
ような違いがあります。男性の屈折変化は、神、
ないし聖なる人物や天使、悪魔、男性、偽の
神々など、つまるところ画家が男性の姿で描く
すべてのものについて話す時にだけ使われるの
です。そしてもし女性や女性たち、その他のも
のについて話すときは男性の屈折変化は用いら
れず、女性の屈折変化が用いられます。この

〔女性の〕屈折変化は、女性が話したことや節
に言及するときにも使います（たとえ彼女が神
や天使、悪魔、男性について話していたのだと
しても）。なぜならそうしたときに言われてい
るのは女性にふさわしい言葉なのであって、そ
れは先にも述べたように、女性の屈折変化だか
らです５）。

　下線で強調された上記の特徴は宣教師らの目を
引いたようで、別の人物によってイエズス会追放
後の1829年までに書かれた文法書でも詳しく解
説されている。他方で、同じ文法書の名詞の屈折
変化を解説する項目では、男性変種で用いられる 
"-tii " という接尾辞を外すことによって女性変種
を作ることができるという理由で、これ以降女性
変種の例は省略すると述べられる［Falkinger and 
Tomichá Charupá （eds.） 2012：f.７-８］。
　言語学者ファルキンガーは、男性変種と女性
変種の相違は三人称の単数形よりも複数形にお
いてより複雑であることを指摘し、女性変種の
屈折変化が割愛されていることに疑義を呈する

［Falkinger 1993：35］。ファルキンガーはカマ
ニョによる別の文法書に見られる次の記述を検討
し、特定の名詞クラスを区別する男性話者とそれ
らを「混同する」女性話者が対比的に考えられて
いたことを指摘する。

　チキト語において男性が行う性の区別という困
難さと、男ことばおよび女ことばの違いとい
う困難さを誤解して混乱すべきではありませ
ん。この二つの困難さはそれぞれの性質によっ
て互いに大きく異なっており、別々に考えられ
ねばなりません。性質が異なるというのは、次

の理由によります。まず性の区別による困難さ
は、各名詞や代名詞、動詞を、文において言及
されている人や物の質や性と一致させることに
よって、男ことばを正しく統制するうえでのも
のです。それに対して男ことばと女ことばの違
いによる困難さは、性を混同してしまう女性た
ちを理解するために、また彼女たちの会話を真
似たり引用したりしながら彼女たちについて直
接話さなければならない時に、女ことばを模倣
するうえでのものです［Adam and Henry （eds.） 
1880：７；スペイン語の原文から日本語訳］。

　ここにおいて文法記述者は、男性変種を特定の
名詞クラス（文法上の「性」）を区別するものと
して、それに対して女性変種を、それら名詞クラ
ス（文法上の「性」）を「混同する」ものとして
言及している。ファルキンガーはこの記述を検討
し、「神について語る」男性変種が布教区で「規
範」として優遇されたと考察している［Falkinger 
2002：45］。
　言語使用のうちいずれの特徴に着目しがちであ
るかは、言語使用者自身のメタ語用的枠組みに大
きく依存する［Choksi and Meek 2016］。司牧活
動のために各地に赴く宣教師は、しばしば在来の
信仰との対比でキリスト教の布教を推進しようと
するが、チキトス地方におけるジェンダー指標へ
の注目はその一例と言える。文法記述者が男性変
種を「神、ないし聖なる人物や天使、悪魔、男性、
偽の神々など〔……〕」を区別するものとして強調
するとき、彼が特に神格や超自然的存在の有標化
に注目していることがわかる。ここにおいて上記
の記述は、それ自体、文法記述者のメタ語用的モ
デルがいかなるものであるかを指標する二階レベ
ルの指標記号となる。
　ファルキンガー自身は言語人類学の議論を参照
していないものの、福音伝道という利害関心をも
つイエズス会士が「神を区別する能力」という社
会的属性を男性変種という言語使用の原因とみな
したのであれば、そのような本質主義的な解釈は
アーヴァイン＆ガルが言うところの「類像化」の
例と言える。そして、男性変種／女性変種がそ
れぞれ指標的に結びついていた男性話者／女性話
者という対比は、神を区別する能力／その欠如と
いう対比へと「反復複製」されたことになる。さ



らに、女性変種を文法上の性を「混同」している
とし、文法的に区別する能力を認めない文法記
述者の評価は、「消去」の例と言うことができる

［Irvine and Gal 2000：58］。なぜなら女性話者は、
超自然的存在名詞クラスを文法的に有標化せずと
も、神について話すことができるからである。
　それでは、上記のようなメタ語用的モデル化を
通じて、男性変種と女性変種は布教区で実際どの
ように用いられるようになったのだろうか。

３　告解と女性変種
　上記の文法書の引用箇所のあとには、男性であ
る宣教師に対して女性変種が引き起こす混乱につ
いて述べられる。

　これら〔「男性が行う文法上の性の区別」と「男
女の言語の違い」という〕二つの困難は、性質
を異にするだけでなく、互いに混乱を引き起こ
すものです。私は既に性を区別することや男性
性に属するものを男性の屈折で、女性性に属す
るものを女性の屈折で話すことに慣れましたが、
それでも女性の屈折を耳にした後には、女性存
在について話しているのだとつい思ってしまい
ますし、彼女たちは男性存在について女ことば
でしゃべっているのだと思い出すことに苦労す
るのです［Adam and Henry （eds.） 1880：８；
スペイン語の原文から日本語訳、亀甲括弧は引
用者］。

　上記の混乱は、布教区での宗教生活において次
のような実際上の困難につながっていた。

　〔男女の間の〕この言語の違いが、最初は少な
からぬ困難を引き起こすことは疑いようがあり
ません。ある宣教師は、男性たちの告解を聞く
ことをある期間練習したあとでも、女性たちの
告解を聞くために座ることをいまだしばしば拒
絶するのです。というのも、（彼女たちとの付
き合いがないので）彼女たちの言語に耳を慣ら
しておらず、言っていることを理解できないの
ではないかと、いみじくもおそれているからで
す６）。

　告解とは、カトリック教会で信徒に授与される

七つの秘跡のうちの一つで、自身の罪を聖職者に
告白することによって神の許しを得ることとされ
る。それぞれの信徒は生涯のうちで告解を頻繁に
行うことが期待されており、布教区時代、特にク
リスマスや聖週間など教会暦の重要な日の前には
告解を希望する信徒が増加した。
　その告解において、男性変種と女性変種の差異
が聖職者に制約を課した。「彼女たちとの付き合
いがないので」という一節は、宣教師が原則異
性との接触を規制されていたことと関係がある
［Falkinger 2002：45］。なお、宣教師の便宜のた
めに告解での想定問答例を記した資料も残されて
おり、そこには両変種での例文が記されている７）。
それは宣教師が両変種に対応しようとしていた痕
跡を示しているものの、いずれにせよ頻回である
ことが求められる告解の秘跡において、聖職者が
女性変種を遠ざける傾向があったという上記の記
述を軽視はできない。

４　文書と楽譜のジェンダー
　チキト語の男性変種は、アルファベット化およ
び文法記述の主な対象となることを通じて、文書
に記される言語ともなった。例えば宣教師が典礼
の最中に説教壇から単独で行うキリスト教徒と
しての生き方についての発話、「講話」をとどめ
た史料は男性変種で書かれている８）。これは、宣
教師が男性であることを考えれば当然である。し
かしながら特筆に値するのは、布教区時代に典礼
で男女ともに歌われていた音楽の楽譜写本も、歌
詞がラテン語やスペイン語でなくチキト語である
場合、やはり男性変種で書かれている点である９）。
もっとも、宣教師は合唱におけるジェンダー指標
の用法について考えを表明しておらず、実際に
女性たちが楽譜に従い男性変種で歌っていたのか、
楽譜にかかわらず女性変種で歌っていたのかを史
料から知ることはできない。いずれにせよ、こう
した文書や楽譜を生産していたのは、文字や楽譜
の読み書きを学んだマエストロ・デ・カピージャ
という役職を担う先住民男性であったことは、の
ちの議論のために指摘しておく必要がある。
　キリスト教典礼におけるジェンダーの役割を考
える上で、歌と楽譜は興味深い対象である。もと
もと先住民社会において、歌はジェンダー化され
た活動であった。イエズス会宣教師クノグラーは、



音楽を伴う土着の踊りについて報告している。

　村のまんなかにある広場に、６〜７名の若者か
男たちのグループがいくつも集まり、女たちは
観衆となります。これらグループのそれぞれが
輪になり、その中心にパンフルートなどの楽
器を手にした男が立ちます。〔……〕そして輪
になったほかの者たちは旋律を口ずさみます。

〔……〕このリズムに合わせて足で地面を踏み
鳴らしながら、彼らは広場を横切り、村の通
りを進んでゆくのです［Knogler n.d.（1979）：
159；スペイン語の原文から日本語訳］。

　これに対し女性の歌は、同じくチキトス地方の
布教区へ編入されたマナシと呼ばれる言語集団に
ついての記述に見られる。この集団では、先住民
祭司マポノが土着の神々を召喚し託宣を行うの
だが、「私たちの母」とも呼ばれる女神キポシが
やってくるときに女性のみが歌っているのがわか
る。

　この女神がマポノを腕に抱いて降りてくると、
〔……〕彼女は甘美な声で歌い始めます。先住
民女性は女神の歌の音律に合わせて踊り、同じ
歌を繰り返します。男たちは座ったままです。
女神の歌は〔……〕神々の言葉なのでみなはそ
れをよく理解できませんが、本質的には戦争や
敵への勝利を歌っているようです［Caballero 
1706（1933）：26-27；スペイン語の原文から日
本語訳］。

　イエズス会宣教師がここにもち込んだのは、複
数の声部を重ね合わせる合唱という形態だった。
チキトス地方では1972年以降、5,000頁におよぶ
布教区時代の典礼で用いられていた楽譜手稿が発
見されているのだが、ここにおいて従来別々に
歌っていた男女が、五線譜の上で共存しているの
が見てとれる。つまり楽譜においては、男女とい
う差異が、ソプラノ、アルト、テノール、バスと
いう声部の差異へと再編成されているのである。
　音楽学者ワイズマンによれば、チキトス地方で
イエズス会宣教師が作曲した音楽は技巧をほとん
ど必要としない簡素な様式をもち、多くの場合４
声か５声の合唱と、ヴァイオリンおよび通奏低音

から成る。興味深いことに、いずれの声部も、他
から個別化されるソロとしての個性をもたないと
いう［Waisman 1991：47］。というのも異なる声
部同士が同一音程やオクターブ（完全８度音程）
でたびたび進行しており、旋律を重ねる声部が
あったとしてもそれは和声に変化を与え音楽を先
へと進めることに資するものにすぎないからであ
る。ワイズマンは、このような音楽構造が布教区
という空間に対するイエズス会の理念と一致して
いたと論じる［Waisman 1991：52-53］。すなわ
ちポリスをモデルとする布教区では、すべての構
成員が全体の調和のためにそれぞれの役割を分業
して果たす。布教区には鍛冶屋や左官、各種職人
や音楽家などの専門職があり、現実はともかくと
して、自給自足的な経済を確立することが理想と
された。そこにおいて各々の個人は、先に述べた
声部と同様、差別化された存在というより代替可
能な役割を担う没個性的な全体の一部となる。
　こうして布教区での歌という活動において、人
はジェンダーというより、全体の一部としての声
部の差異によって特徴付けられる歌い手として理
念化された。典礼音楽の文脈においてジェンダー
の差異が後景化したからこそ、「規範」となった
男性変種が書かれたのだとも考えられる。しかも
先住民男性は低音域を発声することがなかった
ことから、男声は通常よりオクターブ高く記載
されているとの指摘もあり［Loza de Guggisberg 
2006］、楽譜通りなら身体的な差異にもとづく鳴
り響きの上でさえジェンダーの別は希薄になった
と言える。
　まとめよう。チキト語の男性変種／女性変種は、
それぞれ男性／女性を社会的に指標する在来の言
語使用であった。イエズス会士はこの指標的な関
係を、キリスト教化という自身の利害にもとづき
メタ語用的にモデル化した結果、両変種を、神を
含む名詞クラスを区別する能力／その能力の欠如
という社会的属性の結果ととらえた。また、実際
のキリスト教典礼での活動において、両者の使用
法を大きく差異化させた。すなわち、男性変種は
宣教師が単独で行う講話の言語となり、文法書や
講話集、楽譜といった文書に記された。それに対
して女性変種は告解において敬遠され、多くの文
書類から割愛された。特にジェンダーという差異
が後景化した典礼音楽の楽譜において、歌詞とし



て記されたのは男性変種であった。
　以上のようにして、布教区での宗教生活を通じ、
チキト語のジェンダー指標に話者のジェンダーと
は異なる社会指標的意味が付与されていった。そ
れでは「規範」とならなかった女性変種は、典礼
の領域から実際に排除されていくのだろうか。こ
の問題を考察するために、以下では今日観察され
る二つの言語使用を取り上げ、そこでジェンダー
指標が用いられる異なる仕方を見ていく。

Ⅳ� 今日のジェンダー指標Ⅳ� 今日のジェンダー指標

１　今日の言語状況とカビルドの言語使用
　1767年のイエズス会追放後、チキトス地方
は植民地行政および教区のシステムに編入され
た。1825年の独立以降のボリビア共和国時代の
間、チキトス地方の先住民は、当地の農牧畜業や
資源開発に関わるヨーロッパ系や混血系の移民に
よる搾取の対象となる。言語状況について重要な
のは、1955年の教育改革以降、国民国家の統合
を創出する上でスペイン語識字教育の重要性が認
められ、チキトス地方でも公的教育において先住
民言語の使用が禁止されたことである。これ以降
チキタノ語の第一言語話者人口は減少傾向となる。
この傾向に対し、1990年代以降のボリビアでは、
異文化間教育をめぐる国際的な風潮のなか、先住
民言語教育の法整備がなされるようになるととも
に、初の先住民大統領の就任や「ボリビア多民族
国」への改称を期に、先住民の権利復興の機運が
高まっている。チキトス地方でも先住民組織を中
心としたカリキュラムの策定が行われ、筆者が調
査を行った2010年代半ば現在では、児童生徒や
一般労働者を対象としたチキタノ語教育が行われ
ている。
　こうした学校教育や第一言語話者の日常会話以
外で、今日のサン・イグナシオ市とサンタ・アナ
村においてチキタノ語が聞かれる主な機会として、
カトリック教会関連行事に「カビルド」と呼ばれ
る典礼組織が行う言語使用が挙げられる。カビル
ドとは、もともとスペイン領植民地時代に先住民
市参事会として各地に設置された組織であり、チ
キトス地方でも布教区時代には行政や司法、宗教
的な機能などを担っていた。それに対し今日のカ
ビルドは、主日ミサや教会暦の祝祭日、守護聖
人祭など教会の行事に組織として参列するなど、

もっぱら宗教的な活動を行う。行事に参列する
人数は時期によって異なり、男女合わせて15名
程度から、重要な祝祭日にかけて40名程度まで
上下するが、固定した役職を担う人々は主日ミサ
にほとんど毎週参列する。主な役職には、首長に
あたるカシケや、スペイン語で「説教（sermón）」
と呼ばれる発話を行うシンディコ、そして説教と
「歌（canto）」の演奏を担当するマエストロ・デ・
カピージャなどが含まれ、後述するように昨今状
況は変わりつつあるものの、これまで基本的には
男性によって担われてきた。
　以下本論文では、これら教会暦の重要な機会に
カビルドの人々が行う説教と歌に焦点を当てる。
この二つの言語使用は、いずれもイエズス会布教
区時代にルーツをもつものとして人々自身によっ
て語られている。

２　男性変種の説教
　「説教」とは、今日カトリック教会の祝祭日
や守護聖人祭に行われるチキタノ語の発話であ
る。聖職者がミサの最中に行う発話も同じスペ
イン語の名称で呼ばれることがあるが、本論文
では聖職者の発話を「講話」と呼んでいる。説
教は、イエズス会時代にミサで宣教師の講話を
聞いた各先住民集団の首長が、ミサのあとにその
内容を街角で述べ伝えたことに端を発すると言わ
れる［Tomichá Charupá 2002：469-470；Strack 
1992：26， 29］。
　なお、チキトス地方の先住民における神話的思
考を論じたシウヴァの研究でも、説教は言及され
ている。それは「チキタノのコスモロジーと対話
しており、それゆえにまた、儀礼的な仕方

0 0 0 0 0 0

で語ら
れた先住民神話学の一つの型」であるとされる。
しかし同時に、説教だけでは「謝肉祭の、そして
その儀礼複合の全体を分析するには不十分」とも
言われる［Silva 2015：156；傍点は引用者］。以
下では、シウヴァが「儀礼的な仕方」としか言及
しなかった説教の語用論的な側面に注目し、人々
が行う「儀礼複合」がいかにして「キリスト教的」
なものとして生起しえているのかを記述する。
　引き続き説教の特徴を見ていこう。それぞれの
行事では、行われるべき説教が決まっている。サ
ン・イグナシオ市やサンタ・アナ村において説教
は、手書きのノートなどの文書を参照してなされ



る場合が多い。これらの文書類は布教区時代から
連綿と複写されてきた遺産と考えられており、言
語学者ファルキンガーと現地の人々が協力してド
キュメンテーション・プロジェクトを行い、書籍
Anauxti Jesucristo Mariaboka: manual de sermones

（『イエス・キリストがたたえられますように、諸
賢よ――説教の手引き』）［Falkinger （ed.） 2010］
として出版したことがある。説教のスクリプトの
大部分はチキタノ語だが、神学概念や聖人名など
一部スペイン語やラテン語も含まれる。
　既に述べたように、説教を行うのは原則、カビ
ルドでシンディコとマエストロ・デ・カピージャ
を務める人物である。いずれも長らく男性のみが
担ってきた役職だが、昨今ではチキタノ語話者人
口の減少や男女平等をめぐる国内外の風潮を受け、
女性がその役割を担う場合もある。説教を行う人
をスペイン語で「説教師（sermonero; sermonera）」
と呼ぶ。
　説教が行われる日、ミサが終わると説教師は教
会のポーチで首長から杖を受け取り、発話を行う
権限を得る。杖に口づけをすると、説教が始まる。
発話１はその例である。
　説教はまず、１行目の決まり文句と、それに対
する会衆のアーメン唱から始まる。２行目には会
衆への呼びかけがあり、神とサン・イグナシオ市
の守護聖人である聖イグナティウス・デ・ロヨラ
への感謝が述べられる。この部分で言及される聖
書の出来事や聖人名は機会によって異なる。説教
は３分程度のものから、20分を超えるものまで
ある。日常会話とは異なる抑揚で話され、その様
子は「歌うように朗読される」［Arce （ed.） 2008：
75］と言われる。11行目は決まり文句で、説教師
がアーメン唱と聖家族名を述べると説教は終了と

なり、まわりで聞いていた会衆が説教師に握手を
求めにゆく。そして説教師の家へと移動し、説教
師はトウモロコシの発酵飲料を会衆にふるまう。
　ところで、発話１の説教のスクリプトはチキタ
ノ語の男性変種で書かれているが、それは説教の
話者が男性であることを示すわけではない現状に
ある。既に述べたように昨今では女性が説教師に
なる場合があり、その際でも男性変種で発話が行
われるからである。
　例えば人口500人程度のサンタ・アナ村では、
昨今壮年男性の都市への流出が進み、カビルドの
人員が慢性的に不足している。そのためこの村
では、筆者の調査時点で既に３年間にわたり、か
つての説教師の娘であるサンタという名の30歳
代後半の女性に説教を委嘱してきた。そのジェン
ダーに従えばサンタはチキタノ語の女性変種で発
話するのではと考えられるが、しかし彼女は男性
変種で書かれた説教を男性変種のまま発話したの
である。
　サンタが説教を行う際に参照したのは、先に言
及した言語学者ファルキンガーが監修して手書
きのノートを活字化した書籍、Anauxti Jesucristo 
Mariaboka: manual de sermonesである。ファルキ
ンガーによる序文では、女性が説教を行う場合の
手続きが次のように注釈されている。

　今日、女性も男性と同様の権利を有しているの
で、カビルドで役職を務めることもできますし、
もし説教をしたければすることができます。し
かし、説教は男性話法で書かれていることを考
慮する必要があります。それをふさわしい形式
に翻訳しなければならないでしょう。なぜなら、
女性が男性のように話していると滑稽になって

発話１　サン・イグナシオ市守護聖人祭、「ミサのあとの説教」（2014年７月31日の説教より）



しまいますから［Falkinger （ed.） 2010：20；ス
ペイン語の原文から日本語訳］。

　サンタの第一言語はスペイン語で、彼女はこの
説教を行うにあたりチキタノ語話者である父母の
指導を受けている。その際彼らが、上記の注釈に
反して女性変種への翻訳を行わなかった理由とし
て、サンタの母親は「昔の、昔ながらの説教に
従っていかなければならないのです。直すことは
できません。なぜなら、大昔からそうやってきた
のですから」と筆者に語った。
　ここで、女性による男性変種の説教に対する周
囲のメタ語用的評価を見てみよう。説教は長らく
男性の占有物であったことから、女性に説教を
行う権限を委譲することに拒絶を示す人はいる

［e.g. Silva 2015：61］。例えばサン・イグナシオ
市のマエストロ・デ・カピージャは、サンタ・ア
ナ村で女性が説教を行った事実に驚き抵抗感を示
した上で、「代理の説教師が話すのであれば、本
来の説教師がする仕方でしなければならない。だ
から男性変種だったのは当然のことだ」と筆者に
語った。またサンタ・アナ村では説教を男性の占
有物にしておきたい考えはもはや目立たず、この
点に関しては、「滑稽さ」を認識できるほどチキ
タノ語に習熟した話者人口が減少してしまった現
状への嘆きが集中した。つまるところ、説教を行
う話者のジェンダーと変種の不一致を問題視する
声は聞かれなかったのである。
　女性による男性変種の説教が注目に値するのは、

「説教」と対で語られるもう一つの言語使用「歌」
においては両方の変種が聞かれるためである。こ
の両者を合わせて検討することで、男性変種と女
性変種が使用される仕方の偏差が、両発話自体を
異なるものとして再帰的に構造化している様相を
理解することができる。

３　両変種による歌
　「歌」は、マエストロ・デ・カピージャによって
先導される音楽である。マエストロ・デ・カピー
ジャがヴァイオリンを演奏しながら単旋律で歌う
のに合わせ、太鼓奏者がリズムを刻む。それ以外
の会衆は、マエストロ・デ・カピージャが歌った一
節を単旋律で繰り返す。布教区時代のような声部
の差も、今日ではない。また歌においては、先導
者も会衆も楽譜を参照しない。筆者が第Ⅲ章で言
及した楽譜は、今日学術利用のため、旧布教区で
あるコンセプシオン市の「チキトス音楽文書館」
に保管されているものである。歌も説教と同様、
場面によってレパートリーが固定している。歌詞
は宗教的なものがほとんどだが、讃美される聖人
の名は祝祭日によって変わる。発話２は、主日ミ
サのあとで全員が無原罪の御宿り像に向かって歌
う « Anauxtiña » （「讃えられますように」）の歌詞
である。
　歌詞のジェンダー指標に関して言えば、説教で
は話者のジェンダーにかかわらず男性変種が発話
されていたのに対し、歌においてはマエストロ・
デ・カピージャが男性変種で歌う一節に続き、周
りにいるそれぞれのジェンダーの会衆が同じ旋律
を、自身のジェンダーに応じた変種の歌詞で繰り
返す。例えば発話２の３行目の単語 aɨ go （御子）
などから変種の違いを確認することができる。
　こうした場において女性変種で歌っているのは、
チキタノ語を第一言語とする主に65歳以上の高
齢女性である10）。この世代の人々は、1950年代
以降のスペイン語教育と先住民言語に対する抑圧
の状況を生きてきた。特に女性の多くは読み書き
能力へのアクセスを制限されており、説教師の男
性のように文書を通じて詞章を継承してきたわけ
ではない。先に見たとおり、布教区時代の典礼音
楽において、ジェンダーの差異は声部の差異へと
再編成されたこと、そして楽譜の歌詞が男性変種

発話２　« Anauxtiña » の歌詞の一部（2014年９月28日の演奏より。下線部が男性変種）



でのみ書かれていたことを思い起こせば、今日の
歌が両方の変種で歌われている事実はなおさら興
味深く思われる。二つの言語使用においてジェン
ダー指標が異なる仕方で用いられるというこの事
実を、いかに理解したらよいのか。

４　説教と歌における差異のあり方
　既に見てきたように、説教と歌は対照的な発話
の形式を有している。説教では男性変種のみが用
いられるのに対し、歌では両方の変種が用いられ
る。説教は単独の話者が会衆の前に進み出て行う
のに対し、歌はマエストロ・デ・カピージャに続
き複数人の会衆が集合的な歌い手となる。また説
教では布教区時代から継承されてきたとされる文
書が参照されるのに対し、歌において楽譜は参照
されない。この差異によって、それぞれの発話は
発話自体の性格を異なる仕方で構造化しているこ
とを以下では述べていく。
　今日説教で使用される男性変種は、発話者の
ジェンダーを再帰的に較正する指標とはなってい
ない。そのことは、女性説教師が男性変種で説教
をしたとき、ジェンダーと変種の一致を問題に
するメタ語用的な言及が見られなかったことから
も明らかである。ここで女性説教師の母が「昔の、
昔ながらの説教に従っていかなければならないの
です。直すことはできません。なぜなら、大昔か
らそうやってきたのですから」と語ったことを思
い起こしてほしい。説教は、話者自身のジェン
ダーという「今ここ」の文脈よりも、それが「大昔
から」行われてきた発話の一例であることを喚起
するものとなっている。「大昔」とは、説教のド
キュメンテーションを監修した言語学者ファルキ
ンガーや現地の人々自身によって、連綿と継承さ
れてきた手書きのノートの出処として考えられて
いるイエズス会布教区時代である。説教を文書と
結びついた男性変種で行うことで、説教師は、自
身のジェンダーにかかわらず、説教壇の宣教師や
街角の首長が公の場で単独で行った過去の発話を
指標する時空内的較正によって、その文脈を今こ
こに再現している。男性変種による説教は、布教
区時代の講話と同型の出来事として生起すること
で、発話者と会衆の間に社会的な差異を創出する
ことができる。そのことは説教師が、杖を手に前
へ進み出て、「よきことがあなたがたを満たしま

すように。諸賢、息子たち、そして娘たちも」と
いう聞き手への呼びかけによって、神と聞き手で
ある会衆の間に立つ自らの立場に言及しているこ
とからもわかる。
　他方で歌においても、ジェンダー指標の使用は
発話者の社会的ジェンダーを再帰的に較正しては
いないが、そのあり方は説教とは異なる。歌にお
いては、むしろ発話者の間の社会的差異が顕著
に後退する。まず、説教において布教区時代とい
う過去を指標することで説教師と会衆の間に社会
的差異を創出していた「男性変種と結びついた文
書」も、今日の歌においては用いられない。また、
説教師が杖を手に前に進み出て自らを会衆から差
異化していたのと対照的に、歌においてマエスト
ロ・デ・カピージャと歌い手は並び立ち皆聖人像
の方を向いている。歌詞も一貫して一人称複数形
の「私たち」を主語とし、発話者の一人ひとりは
マエストロ・デ・カピージャという先導者に同じ資
格で続く歌い手となる。この空間において、それ
ぞれの歌い手が各々の変種で歌うことも、発話者
の間の差異を希薄化させることに寄与する。なぜ
なら男性変種と女性変種が声を合わせて歌われる
と、言葉が混じり合い、全体としていずれともつ
かない響きが生み出されるからである。発話者の
間の差異を傑出させないこれら歌の特徴は、歌そ
のものを再帰的に、すべての信徒へ平等に開かれ
た発話の場として成立させている。男性変種と女
性変種の双方が用いられることでかえって社会的
差異が後退するというのは、ジェンダー指標の本
来の機能を思い起こせば、ある意味逆説的に思え
るかもしれない。しかし、メタ語用的な機能を発
話形式や鳴り響きといった非言語面にまで拡張す
ることで初めて見えるようになるこの逆説が、布
教区時代に生じたジェンダー指標の指標的意味の
再編成がもつ影響の奥行きを伝えているのである。

Ⅴ� 結論Ⅴ� 結論

　本論文は、キリスト教化における言語の役割、
およびそれが地域社会の言語使用にもたらす影響
への関心を背景とし、17-18世紀にイエズス会布
教区でのキリスト教化を経験した南米先住民社会
を舞台に、宣教活動を通じて在来の言語使用に生
じた変容と、その長期的な帰結を考察してきた。
第Ⅰ章では、指標性およびメタ語用に関する言語



人類学の理論的観点を取り入れることで、宣教活
動を、社会指標的意味をもつ言語使用の変容を通
じて「キリスト教徒」なる人々を作り出そうとす
る試みとしてとらえ直した。第Ⅱ章では、チキト
ス地方のイエズス会布教区の歴史と先行研究につ
いて述べた。第Ⅲ章では、先住民言語チキト語に
存在するジェンダー指標の指標対象が、イエズス
会布教区において再編されていったことを論じた。
まずジェンダー指標の概要を確認した上で、それ
が文法記述者によっていかにメタ語用的に解釈さ
れ、新たな指標対象を付与された上で、実際の
宗教生活でいかに用いられたのかを検討した。そ
の結果「神について語る」男性変種が典礼におけ
る言語使用の「規範」となっていったことを、告
解と聖歌を事例に確認した。第Ⅳ章では、今日チ
キタノ語が用いられる「説教」と「歌」を事例
に、ジェンダー指標が用いられる異なる仕方を取
り上げた。すなわち、説教では話者のジェンダー
にかかわらず男性変種が、歌では両方の変種が用
いられていた。こうした説教と歌におけるジェン
ダー指標の用い方の差異は、それぞれ異なる仕方
で、発話自体の性格を再帰的に指標していた。説
教においては、文書と結びついた男性変種の使用
が布教区時代の宣教師や首長の発話を指標し、公
の場で単独で発話を行う人物として発話者自身を
差異化していた。反対に歌においては、両方の変
種が入り混じり混交した響きを創り出して歌うこ
とが、聖人像に向き合う歌い手の姿勢や歌詞での
一人称複数形の使用と相まって、発話者の間に神
の前における平等な関係性を創出していた。両方
の変種が用いられることで社会的差異がかえって
後景化することは、ジェンダー指標の本来の定義
からすれば一見矛盾に思われるかもしれない。し
かし、音の鳴り響きなど非言語的な側面もメタ語
用的機能をもつものととらえることで、布教区時
代におけるジェンダー指標の指標的意味の再編が
もたらした長期的なインパクトがいっそう可視的
となる。この分析は、必ずしも言及指示や述定な
どの機能をもたない非言及指示的な記号やプロソ
ディなどをも分析対象としてきた言語人類学の射
程を、音楽的な側面を含むものへとさらに拡張す
る可能性を示すものである。
　チキトス地方の先住民に関する先行研究では、

「キリスト教的」に見える語りや行為の意味論的

な意味に隠された「先住民的」な思考が示されて
きた。それに対して本論文は、人々の行為の語
用論的な側面から、布教区時代のキリスト教化が
先住民社会の言語使用にもたらした長期的な影響
を明らかにした。ここで筆者は、押しつけられた
「キリスト教的」なものの圧倒的な影響力を主張
しているわけではないことを述べておきたい。本
論文が示してきたのは、布教区時代に新たな指標
的意味を帯びるようになったジェンダー指標が、
今日「説教」および「歌」という二つの言語使用
を、それぞれ異なる「キリスト教的」な発話とし
て、自ら再帰的に構造化する様相であった。この
アプローチは、キリスト教化を経験した地域社会
において、「キリスト教的」なものと「先住民的」
なものを研究者の側で措定することなく、文脈の
なかで生起し、それによって「キリスト教的」あ
るいは「先住民的」な文脈を創出する相互行為の
動態をとらえるものなのである。
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注
１）チキタノ語（チキト語）は、今日のボリビア多民
族国憲法においては「ベシロ語」と表記されている

［Estado Plurinacional de Bolivia 2009］。
２）本論文でのチキタノ語の表記については、引用元
がある場合はその表記を踏襲し “ ” で綴じる。特
に引用すべき典拠がない場合は、1995年に正書法
として設定されたものを利用する［cf. Sans 2009］。

３）未刊史料Gramatica Chiquita y Guarani, Biblioteka 
Jagiellońska〔以下BJと略記〕， Berol. Ms. Coll. ling. 
fol. 23：f. 5-6をもとに筆者作成。

４）BJ, Berol. Ms. Coll. ling. fol. 23：f. 3.
５）BJ, Berol. Ms. Coll. ling. fol. 23：f. 4；スペイン語
の原文から日本語訳。丸括弧と下線は原著者、亀
甲括弧は引用者。

６）BJ, Berol. Ms. Coll. ling. fol. 23：f. 4-5；スペイン
語の原文から日本語訳。丸括弧は原著者、亀甲括
弧は引用者。



７）未刊史料Liturgia, confesionario y catecismo para 
uso de los jesuitas en las misiones de los indios 
chiquitos de Concepción y San Miguel ［Manuscrito］， 
Biblioteca Nacional de España〔以下BNEと略記〕， 
Mss/20612：f. 12-35.

８）BNE, Mss/20612：f. 36-44.
９）未刊史料Música Vocal en Chiquitano, Archivo 
Musical de Chiquitos, CH01-28.

10）厳密に言えば世代間の差は民族誌的に重要な問題
で、2014年以降学校教育でチキタノ語を習う生徒
は男女問わず男性変種で歌う場合もある。これに
ついては別の機会に扱った［Kaneko 2016］。
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Christianization and Language

Ami Kaneko
［Christianization, language, gender, indexicality, metapragmatics］

A Linguistic Anthropological Analysis on Gender Indexicality in 
the Jesuit Missions of Chiquitos, South America

　This paper addresses the role of language in missionary activities and their impact on local societies in 
the aftermath of Christianization. In the first section, articulating linguistic anthropological perspectives 
on indexicality and metapragmatics, I reframe missionary activities as attempts to implant certain patterns 
of language use considered to embody Christianity among non-Christian people, which often result in 
changes in local verbal behaviors. The second section introduces the ethnographic outline of the case 
study: Christianization of the indigenous population in the South American Jesuit missions during 17-18th 
centuries. The third section details the “genderlect” of native Chiquito language, which consists of male 
and female varieties, and explains how the Jesuits metapragmatically conceptualized and differentiated 
their usages in missionary activities. The fourth section discusses the consequences of the aforementioned 
transformation of indexical meanings of genderlect, with a particular focus on two different contemporary 
speeches in Chiquito language: sermón and canto. I demonstrate how the difference in the uses of varieties in 
sermón and canto reflexively indexes the “Christian” nature of each speech.


