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〈論　　文〉
São Paulo: símbolos, identidade e hospitalidade

Celia Maria de Moraes Dias
1）

要　　旨
Discussion on the city of São Paulo, Brazil, focusing it’s symbolic dimension. It 

begins by tracing the city foundation, in 1554, with its peculiar characteristics compared 

to other brazilian cities. Next, it discusses and analyzes some of the most symbolic 

identifiers of the city and its inhabitants, including: (1) the pioneer, bandeirantes, 

bringing up the discussion of the “paulista quatrocentão”. Examples of this symbol are 

commented: the Anhanguera statue located in front of the Trianon Park, that has this 

inscription on its pedestal: “I’ll fi nd what I’m looking or I will die”, and the “Bandeiras” 
Monument, popularly known as “Let me push”, of Brecheret, in Ibirapuera park, (2) 

the locomotive, paulista metaphor, that identifi es São Paulo as the machine that pulls a 

train composed of empty wagons (the other remaining states of the federation), (3) the 

paulistano crest, with the inscription “Non Ducor, Duco”, or “I am not driven, I drive”, 
refl ecting also the strength and bandeirista saga, (4) the skyscrapers and the incredible 

growth of the “concrete jungle”, and (5) the golden spiral of the IV Centenary. Both 

portray the “city that never sleeps,” “the city that can not stop.” This article also features 

two songs chosen by the population in late 1999 as the city themes, “Sampa” by Caetano 

Veloso, and “Trem das Onze”, by Adoniran Barbosa. Both depict a characteristic feature 

of the city, its movement and its pulse. And, both, have as composers people born out 

of town. The first, an internal migrant, from the state of Bahia, presents the busiest 

corner, that one of Avenida Ipiranga and Avenida São João. The second song is from a 

paulista composer, but italian descendant, who was responsible for popularizing a way 

of speaking very representative of “paulistalianos” (as baptized by Monteiro Lobato). 

This work also shows the new symbols, that one chosen to commemorate the 450th 

anniversary of the city, and the Estaiada Bridge, opened in 2008, speculating about the 

possibility of inaugurating a new era, more humanized. Finally, raises questions related 

to immigrants around the world and the urgent need to establish a planetary community, 

inclusive, democratic, tolerant, compassionate and peaceful, as pointed out by authors 

such as Baptista, Boff, and have already been thought by Kant.

キーワード：Cidade de São Paulo, identidade, turismo, símbolos, hospitalidade



Celia Maria de Moraes Dias

─ 2 ─

Paulistanos, Paulistalianos
Paulistaianos, Paulismarcianos
Pernambulistas, Paulistaiocas
Chinolistanos, Paulistaneses
Paulistins e Paulistinos.
São Paulo não é
São Paulo são.
                          (Semaforopoesia– Eduardo Fenianos)

Introdução

O presente trabalho é fruto de reflexão sobre a cidade de São Paulo e seus aspectos 

simbólicos, identitários e relativos à percepção (ou não) da hospitalidade. Também se 

apresenta como uma decorrência de outros estudos iniciados anteriormente: (1) sobre 

hospitalidade da cidade, cujos primeiros resultados foram apresentados no IV Semintur, em 

2006 e depois no periódico Turismo em Análise, no mesmo ano e, (2) estudos do simbólico 

em hospitalidade, com resultados apresentados, em parceira de Dias & Moya, em três 

eventos realizados em 2007: o IV Anptur, o evento do CERU– USP e a 30ª. Intercom.

A pesquisa iniciada em 2007 deu origem, também, a outro trabalho sobre a cidade 

de São Paulo– Algumas questões urbanas e seus reflexos no turismo: (re) pensar a 

hospitalidade, que foi publicado nos Anais do V Seminário ANPTUR. Belo Horizonte– 

MG, 2008, por Dias, C. M. M. e Teles, R. M. S. Esse material revisto deu origem então a 

um artigo, da mesma parceria, denominado: São Paulo– século XXI– eventos e turismo: 

momento de repensar a hospitalidade. In: Communicare: revista de pesquisa/Centro 

Interdisciplinar de Pesquisa. Faculdade Cásper Líbero. ISSN 1676–3475. v. 9 ed. 2, pp. 121

－136, 2º. Semestre de 2009.

No Brasil, Dias & Moya publicam ainda: Hospitalidade da cidade: o caso do 

Hortomercado de Vitória– ES̶contribuição para a discussão da pesquisa qualitativa 

no planejamento turístico. O artigo foi apresentado nos Anais do VI Seminário da 

ANPTUR. São Paulo– SP, ALEPH, 2009. Posteriormente, revisado, foi publicado na Revista 
Hospitalidade. São Paulo, ano VI, n. 1, pp. 52－64, jan./jun. 2009.

E, no exterior, as mesmas autoras publicam: Héstia & Hermes– Pesquisa e Reflexões 

sobre o Simbólico e a Hospitalidade, no II Colóquio Internacional em Hospitalidade. 

“Rostos e lugares de Hospitalidade.” 2/2/2009. Universidade Católica Portuguesa– UCP, 

Porto– Unidade de Pedagogia Social/FEP.

As mesmas autoras, Dias & Moya. ainda têm uma obra no prelo, a ser publicada, em 

evento internacional, com o mesmo nome, previsto para janeiro de 2011, pela UCP, Porto– 

Portugal– Héstia e Hermes– pesquisa e reflexões sobre o simbólico e a hospitalidade. In: 

Baptista, I. Hospitalidade, Dádiva e Solidariedade Social. 



São Paulo: símbolos, identidade e hospitalidade

─ 3 ─

Os estudos e pesquisas sobre a cidade de São Paulo originaram ainda um artigo que 

acaba de ser apresentado, entre 2 e 6 e setembro de 2010, no XXXIII Congresso Brasileiro 

de Ciências da Comunicação, em Caxias do Sul– RS, Brasil, denominado Virada Cultural, 

Turismo e Relações interpessoais: a hospitalidade da cidade de São Paulo e, também, 

o artigo que se segue, do qual se publicou apenas o resumo: São Paulo e o imaginário– 

um estudo do simbólico, apresentado ao X SIC– SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE 

COMUNICAÇÃO– Pontifícia Universidade Católica– PUC– Porto Alegre– RS, 2009.

Importa realçar que esta reflexão se enriqueceu a partir da leitura do periódico URBS, 

da Associação Viva o Centro, cujo número de comemoração do aniversário da cidade̶
jan/mar de 2008̶tinha como tema a Paulistanidade. Para a discussão deste texto foram 

utilizados especialmente os artigos de (1) Homem; (2) Marins e (3)Toledo.

São Paulo, dos primórdios até o fi m do século XVIII

Ao contrário das cidades espanholas da 

América, as cidades por tuguesas, leia-se as 

brasileiras, desenvolveram-se na planície costeira, 

frequentemente em baías abrigadas, como é o 

caso do Rio de Janeiro, Salvador, São Luiz, Belém 

e Florianópolis. Esses eram locais que ofereciam 

boas condições e eram estratégicos para o 

estabelecimento de portos e fortificações. Milton 

Santos chamava-a de a nossa urbanização de 
fachada. 

Esse fato já havia sido identificado por Frei 

Vicente de Salvador, que escrevia, em 1627: “... os 

portugueses, que, sendo grandes conquistadores 

de terras, não se aproveitam delas, mas contentam-

se de as andar arranhando ao longo do mar como 

caranguejos” (apud Marx, 1980, p. 12).

Marx concorda com o frei, afirmando que 

o mapa do Brasil revela desequilíbrio notável. 

As aglomerações urbanas se concentram, quase invariavelmente, ao longo da costa; o 

seu gigantesco território está quase vazio em sua maior parte. Mas “na boca do sertão, 

terra adentro e serra acima, não muito longe de São Vicente, o português ensaiou um 

estabelecimento único, excepcional. Homens, idéias e conveniências diferentes, visão 

estratégica e atrevimento incomuns se cristalizaram em São Paulo”.(Marx 1980, p. 12) 

Outro autor, Toledo (2008, p. 12), cita o padre Anchieta, que tantas vezes subiu a serra 

do Mar, por trilhas indígenas, para explicar as dificuldades então enfrentadas: o caminho 

Fig. 1 Mapa antigo do Brasil, Itália, 
século XVIII 
Fonte: blogs.estadao.com.br, acesso 
em 21/10/2010.
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é “mui áspero e, segundo creio, o pior que há no mundo l...l dificultosamente podem subir 

nenhum dos animais, e os homens sobem com trabalho e às vezes de gatinhas”. Também 

conta de outro jesuíta, Fernão Cardim, que fez o trajeto em 1585 e dizia que “o caminho é 

tão íngreme que às vezes íamos pegando com as mãos.”
A Serra do Mar, que vem desde o sul da Bahia e vai até o Rio Grande do Sul tem, nesse 

trecho, maior proximidade com a orla marítima, não mais de dez quilômetros. A muralha 

abrupta, com 800 metros de altura, se mostra, em toda beleza e imponência, como vista 

privilegiada do porto de Santos. Segundo Toledo (2008, p. 13) “É onde, provavelmente, os 

primeiros europeus atracavam seus navios. Atracavam e viam o paredão. Fazer o quê? Ora, 

um paredão oferece duas alternativas. Ou bem o forasteiro se intimida, desiste e recua, ou 

avança e ousa vencê-lo.”
Pode-se apenas especular relativamente às razões que levaram esses homens a 

arriscar-se a subir a serra, já que a viagem era perigosa e difícil e há relatos de inúmeros, 

índios e brancos, que faleceram nessa árdua empreitada. Acredita-se que o paulistano 

certamente encontrará motivações ligadas à fibra especial dessa gente que colonizou o 

planalto.

A cidade de São Paulo, que nasceu em 25 de janeiro de 1554, era anteriormente 

denominada pelos indígenas Piratininga. Segundo Silveira Bueno (http://pt.wikipedia.

org/wiki/Silveira_Bueno), esse vocábulo indígena significa “peixe seco” [do tupi 

Fig. 2 Planta da cidade de São Paulo, 1810
Fonte: commons.wikimedia.org, acesso em 21/10/2010.
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(http://pt.wikipedia.org/wiki/Língua_tupi) pira: peixe; e tininga: seco]. O topônimo 

teria referência aos peixes que morriam à margem do rio Anhangabaú, depois que 

este transbordava pelas cheias, e findavam por secar expostos ao Sol. Tinha, desde sua 

fundação, até quase findar o século XVIII, aproximadamente a mesma configuração, situada 

no topo de uma colina, quase ilha, já que era circundada por terrenos alagadiços onde 

corriam o rio Tamanduateí e o córrego Anhangabaú, limitada pelo triângulo compreendido 

pelas ruas Direita, São Bento e XV de Novembro e balizada pelas igrejas do Carmo, São 

Francisco e de São Bento.

Símbolos e hospitalidade 

Esta reflexão sobre cidade, identidade, turismo e hospitalidade, tem como recorte a 

dimensão simbólica. No dizer de Caillé (1998), a dádiva e o simbólico estão fortemente 

associados, sendo que “símbolos e dádivas são idênticos para Mauss, ou pelo menos co-

extensivos” (p. 5). Essa interrelação é tão forte que, em sua própria origem grega, a 

palavra symbolos significa marca, sinal de reconhecimento, contra-senha de hospitalidade 

e tem relação com o verbo symbállein, literalmente lançar junto, de syn (junto) e bállein 

(lançar) que significa, entre outras coisas, re-unir (Boff, 1998). Na Grécia antiga designava 

um pedaço de osso, moeda, pequeno objeto de cerâmica, anel ou concha de madrepérola, 

que era quebrado e repar tido em dois. Cada pedaço ficava com uma das par tes 

interessadas, com o objetivo de servir como prova de identidade de ambas, como sinal de 

reconhecimento (Franciscato, 2004). Isso era comum entre hóspede e anfitrião que, ao 

se despedirem, seguiam esse procedimento. Em outra ocasião, ao se reencontrarem, ou 

alguém os representando, poderiam reunir os símbolos. Comprovada a identidade, ambos 

teriam direito à hospitalidade. Outros autores também indicam a existência desse símbolo, 

usado como contra-senha de hospitalidade, no império romano, com a denominação de 

tessera hospitalitas. A hospitalidade, conforme a visão da tríade semiótica̶composta 

por signo (englobando significante e significado), interpretante e objeto̶é um conceito 

complexo e abstrato sem um referente no mundo real, e pode apresentar diferentes 

significados para cada indivíduo. Sinal visível de uma realidade invisível, segundo Kast 

(1997, apud Franciscato, 2007), no símbolo observam-se dois níveis: em algo externo, 

pode-se revelar algo interno, em algo visível, algo invisível, em algo corporal, o espiritual, 

no particular, o geral. Seria, então, o símbolo, um elemento de síntese, facilitador no 

deciframento de mensagens e, talvez, passível de orientar um delineamento das atitudes ou 

das representações sociais de determinado grupo.
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Símbolos e identidades paulistas/paulistanos 

Bandeirante

De acordo com numerosos historiadores o primeiro símbolo identificador do 

caráter da cidade e de seus habitantes foi o bandeirante. Na verdade alguns estudiosos 

chamam a esse fenômeno “invenção de tradição”̶referindo-se à terminologia criada por 

Hobsbawn̶, já que foi criada com base na produção de textos históricos e obras de arte 

sobre os feitos desses paulistanos dos séculos XVI e XVII. 

Marins (2008) afirma que os principais difusores dessa idéia foram o Instituto 

Histórico e Geográfico e o Museu Paulista, complementando que, entre 1890 e 1910 as 

pesquisas genealógicas subsidiaram muitos livros que apontavam a origem colonial dos 

ricos fazendeiros de café da República. Começava aí o mito do “paulista quatrocentão”, 
se forjava a identidade de paulistas e paulistanos, numa origem comum, derivada das 

conquistas dos sertanistas por terras, índios e pedras preciosas.

Um exemplar interessante desse símbolo, que pode ainda ser visto até hoje, é a 

estátua de mármore, esculpida por Luigi Brizzolara, dedicada a Bartolomeu Bueno da 

Silva, o Anhanguera, situada na Avenida Paulista, 

em frente ao Parque Siqueira Campos/Trianon. Em 

seu pedestal se encontra a inscrição “Acharei o que 

procuro ou morrerei na empresa”, enfatizando a 

fibra heróica do antepassado comum.

Para Marins (2008) a idéia de paulistas 

descendentes de bandeirantes se opunha, naquele 

momento, aos milhares de imigrantes que entravam 

no Estado de São Paulo e também aos demais 

brasileiros, vistos como indolentes e parasitas da 

riqueza paulista.

Sabe-se do risco de ser categórico ao tentar 

definir a identidade de qualquer grupo, mas, de 

modo geral, pode-se identificar uma nação a partir 

de alguns elementos como, por exemplo, a moeda, a 

bandeira e a língua comum. Assim, nesse contexto 

acima citado, se percebe, na São Paulo de então, a 

mesma oposição entre cidadão e bárbaro, conforme 

entendida na Grécia antiga (para esses, enquanto os gregos eram cidadãos e falavam uma 

língua, os outros eram bárbaros e falavam um dialeto̶dialektos̶fala arrevezada, ou, 

segundo Montandon, aquele que fala “blábláblá...”)
Nesse tempo, os “quatrocentões”, então, se destacavam pela nobiliarquia, nitidamente 

separados dos demais, “classe ou raça inferior” ou, simplesmente, forasteiros estranhos.

Fig. 3 Anhanguera, de Luigi Brizzolara, 
Parque Trianon
Fonte: commons.wikimedia.org, acesso 
em 21/10/2010.
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Século XIX: ferrovias, bondes, automóveis– a “São Paulo que não pode parar”

Entre as novidades do início do século XIX é criado o Horto Botânico, para o qual foi 

destinada área no Bairro do Guaré. Cercada, ficou sem uso até 1825, quando foi aberta 

ao público como o primeiro parque da cidade, o Jardim da Luz (atlasambiental.prefeitura.

sp.gov). Pode-se dizer que a iniciativa, embora destinada aos passeios da família real, 

também propiciou à população um espaço hospitaleiro, de encontro e lazer. 

Nessa época, algumas melhorias apontam para a evolução que se avizinhava logo 

mais, com a instalação da primeira via férrea. Em 1856, chega a primeira iluminação a 

gás nas ruas do centro, inaugura-se a primeira sala de teatro em 1864 e constroem-se 

chafarizes públicos nas principais ruas da cidade. Em 1872 instala-se um serviço de bondes 

a tração animal.

Em 1892 se inaugura o Viaduto do Chá (antigo) e, pouco depois outro, ligando o 

centro velho, a partir do Largo de São Bento, ao bairro de Santa Ifigênia. O “triângulo” 
passa a interligar-se à “cidade nova” com os bondes da The São Paulo Tramway, Light & 
Power, pelo Viaduto do Chá.

Junto ao casario do centro, ainda integrado pelos edifícios coloniais, de telhados cinza, 

térreo, ou com um ou dois andares, com pequenas portas de madeira e fachadas tristes e 

desnudas, em maio de 1900, começa a circular uma novidade: o primeiro bonde elétrico. A 

circulação se agiliza. Mombeig (2004, pp. 57－59) considera esse dia da inauguração dos 

bondes elétricos como ponto de partida da fase contemporânea da evolução urbana de São 

Paulo, como metrópole. Logo chegam também os primeiros automóveis. 

Também surgem os cinemas. A eletrificação e a indústria são o marco da inflexão que 

transformaria São Paulo na cidade “que não pode parar”. O número de edificações cresce 

sem cessar, novas áreas são anexadas e uma nova arquitetura modifica a paisagem.

O brasão paulistano

O início de século apresenta muitas mudanças, o fervilhar das novidades trazidas pela 

imigração, a Semana de Arte Moderna, as comemorações do centenário da independência 

do Brasil. Nesse cenário ocorre um concurso público para dotar a cidade de um brasão de 

armas. Sai vencedora a proposta de José Wasth Rodrigues e Guilherme de Almeida, que 

dava à cidade de São Paulo seu histórico e significativo brasão de fundo vermelho, ladeado 

por dois ramos de café, em que um braço esquerdo de armadura prateada empunha a 

bandeira dos Cavaleiros da Ordem da Cruz, encimada por um castelo de cinco torres 

e uma faixa desfraldada, abaixo, com o lema proposto em latim: Non Ducor, Duco (Não 

sou conduzido, conduzo). Os elementos inseridos remetem claramente à força e à saga 

bandeirista.

Pelo Ato nº. 1.047, de 8 de março de 1917, esse brasão passou a ser utilizado como 
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símbolo da cidade
2）

 e serviu, também, para compor a 

bandeira paulistana, sobrepondo-o, com simplicidade, 

em pano branco. Sob essa configuração, utilizou-se a 

bandeira até quando o, então Prefeito, Jânio Quadros 

determinou a junção de uma grande Cruz dos 

Cavaleiros, preservando, ao centro, o brasão.

A locomotiva

Derivada da idéia de conduzir, liderar, vem 

outra simbologia, que Marins (2008) comenta ser 

uma metáfora paulistana/paulista que está um tanto 

esquecida atualmente: a locomotiva
3）

 que identifica 

São Paulo como a máquina que puxa um trem 

composto por vagões vazios. Esses representavam 

os demais estados, ou o “peso morto que São Paulo 

é obrigado a puxar” ,  em direção ao 

progresso. Esse símbolo é muito evidente 

para definir a cidade, pois ela teve, a 

partir de 1867, a circulação de trens̶
que levavam o café ao porto de Santos e 

traziam os imigrantes para o trabalho na 

lavoura̶e imensas estações ferroviárias 

foram construídas durante a Primeira 

República, pelos ricos fazendeiros de café 

apoiados por capitais ingleses. 

Monumento às Bandeiras 

Seu autor, o escultor Victor Brecheret, costumava dizer que o Monumento às 

Bandeiras, instalado no Ibirapuera, era a obra de sua autoria com que mais se identificava, 

já que havia passado perto de 30 anos de sua vida dedicado a ela, segundo afirmava em 

entrevistas. A idéia da criação do monumento surgiu em 1921, logo após a Primeira Guerra 

Mundial. Na época, o jovem e desconhecido escultor contou com o apoio dos modernistas 

Oswald de Andrade e Di Cavalcanti.

A obra só começaria a sair do papel em 1936. Até 1953, quando foi finalmente 

inaugurada, a finalização do monumento esteve sujeita a situações peculiares das 

administrações que se sucederam no período. 

Em 25 de janeiro de 1953 foi inaugurada, durante as comemorações do 399º aniversário 

Fig. 4 O brasão paulistano
Fonte: arquivobueno.wordpress.com, 
acesso em 21/10/2010.

Fig. 5 A locomotiva
Fonte: baixaki.com.br, acesso em 21/10/2010.
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da cidade, sendo considerada marco inicial das comemorações do IV Centenário.

Os 240 blocos de granito que formam a obra̶com cerca de 50 toneladas cada̶foram 

trazidos de uma pedreira em Mauá. Transportá-los nas estradas de terra foi uma operação 

difícil.

Com 12 metros de altura, 50 de extensão e 15 de largura, representa uma expedição 

bandeirante subindo um plano, com dois homens a cavalo. Uma das imagens representa o 

chefe português e, a outra, o guia índio.

Atrás deles, há um grupo formado por índios, negros, portugueses e mamelucos, que 

puxa a canoa das monções, usada pelos bandeirantes nas expedições pelos rios. As raças 

podem ser identificadas por detalhes nas estátuas: os portugueses apresentam barbas; as 

figuras nuas, com uma cruz ao pescoço, são os índios catequisados.

A obra foi instalada no sentido 

de entrada dos bandeirantes pelo 

interior, no eixo sudeste–noroeste. 

Na frente do monumento, um 

mapa de Afonso Taunay, esculpido 

no granito, mostra o roteiro das 

expedições com os nomes de alguns 

bandeirantes famosos, entre eles 

Fernão Dias, Anhangüera, Borba 

Gato e Raposo Tavares.

Versos dos poetas Guilherme 

de Almeida e Cassiano Ricardo 

lembram as bandeiras em placas 

nas laterais da escultura.

Há uma lenda urbana muito conhecida, entre os paulistanos, a respeito desse 

monumento, popular e carinhosamente chamado de Deixa–Que–Eu–Empurro. A razão 

refere-se ao fato da embarcação nunca sair do lugar, a despeito do contingente que, 

supostamente, a puxa. A razão estaria no fato de que as figuras à frente da comitiva não 

estariam, realmente, tentando mover a canoa, pois as correias estão visivelmente frouxas. 

A única figura que realmente estaria esforçando-se é a última, a empurrar o barco...

Uma abordagem de hospitalidade

Finley (1965, p. 97), em seu “O mundo de Ulisses”, nos explica, didaticamente, o 

surgimento e o significado da hospitalidade. Para ele, nos tempos primitivos, o homem 

vivia em estado de luta permanente, de guerra de morte contra o estrangeiro. A seguir, 

intervieram os deuses e, com seus preceitos, apresentaram aos homens o dever de 

hospitalidade. Desde então, o homem teria de seguir o difícil caminho entre dois pólos: 

Fig. 6 Monumento às Bandeiras, de Brecheret
Fonte: spshow.com, acesso em 21/10/2010.
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a realidade de uma sociedade em que o estrangeiro era uma ameaça e o novo ideal 

moral, “abençoado pelos deuses” e chancelado por Zeus Xenios “protetor do hóspede e do 

hospedeiro” (ambos xenos). Pode-se dizer, então, que são os vínculos de hospitalidade que 

permitem o apaziguamento e a redução de tensão entre esses dois pólos. 

É como se, ao surgir a necessidade de alianças, por razões políticas, econômicas ou 

de segurança̶ainda que mantida a ressalva colocada por Gotman, (1997) de que toda 

a hospitalidade tem a inospitalidade como horizonte̶, eu pudesse aceitar, partilhar, 

identificar-me com um tu, mas, ainda assim, nós dois, estaríamos contra ele, o outro, 

estranho ou estrangeiro.

Assim ocorreu em São Paulo. Conforme Marins (2008, p. 28):

    De certa maneira, o aspecto de negação ao que chega de fora, sobretudo aos imigrantes, foi 

bastante diluído pela Revolução de 1932, pois as orgulhosas elites dirigentes paulistas estavam com 

seu poder combalido pela crise econômica de 1929 e pelo Regime Varguista. Durante a revolução 

houve uma necessidade de diluir as diferenças internas em prol de um combate ao “outro”, que era 

então, um inimigo externo ao estado de São Paulo. A antiga negação do “outro” de “dentro”̶os 

imigrantes̶começava a ser canalizada a quem estava “fora”. Nesse sentido, o mito do bandeirante 

deixava de espelhar os valores de força, combate, luta por ideais exclusivos aos quatrocentões da 

capital e do interior, e em seu lugar ascendia um ideal coletivo mais abrangente, em que cabiam 

todos: os velhos paulistas, os de origem negra (sempre opacos na história social) e, sobretudo, os 

imigrantes, que já eram milhares nesse momento na capital e em todo o estado. Todos deviam estar 

cimentados contra o regime de Vargas.

Fig. 7 Imigrantes: foto de passaporte de uma família italiana. Itália, 1923
Fonte: blig.ig.com.br, acesso em 21/10/2010.
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Século XX– verticalização crescente: os arranha-céus

Cada cidade tem sua feição, mas, de acordo com Reis Filho (1994, pp. 17－23), com 

as mudanças vividas no Estado, podemos identificar em São Paulo ao menos quatro 

fisionomias distintas:

    a da velha cidade de taipa, do tempo do trabalho escravo (até 1888); a da cidade européia (1889－
1930); a da cidade modernista (1930－1960) e a metrópole centralizada e congestionada (1960－
1990). Até 1890, São Paulo tinha um urbanismo colonial. Era uma cidade semelhante a Parati e São 

Luiz do Paraitinga de nossos dias.

A antiga capital dos fazendeiros de café,

    que em 1872 não abrigava mais do que 32 mil habitantes, passaria a contar com 240 mil moradores 

no começo do século seguinte, cerca da metade dos quais era composta de italianos. No Centenário 

da Independência, já abrigava mais de meio milhão de habitantes e tornava-se o primeiro centro 

industrial do País (Homem, 2008, p. 15).

Para a transformação da rústica vila de taipa em cidade européia contribuíram 

sobremaneira os imigrantes, especialmente os capomastri italianos. Entre os italianos, 

muitos deles eram músicos ou possuíam habilidades como pintores, pedreiros, 

carpinteiros, serralheiros, marceneiros, marmoristas, construtores ou mestres de obras, 

sendo responsáveis pelo ingresso, na cidade, de novas técnicas e vanguardas artísticas e 

arquitetônicas. 

Devem-se aos italianos os primeiros prédios altos do centro, de três e quatro andares. 

Também “atribui-se a eles o primeiro prédio de cinco andares, o ‘Prédio da Providência’, na 

esquina da Praça da Sé com a XV de Novembro e a Rua Anchieta.” (Homem, 2008, p. 19)

Eis que a cidade, que já vinha, desde o fim do século XIX, sofrendo com o surgimento 

de uma especulação imobiliária que perdura até hoje, passava a crescer também 

verticalmente.

No início as construções se deram no Centro Velho. Segundo Homem (2008), a altura 

dos prédios só mudou de patamar a partir da introdução do elevador e de uma legislação 

favorável à verticalização. Cristiano das Neves foi o autor do projeto e da construção do 

Edifício Riachuelo, de sete andares, na Ladeira Doutor Falcão, esquina com a Rua Libero 

Badaró, bem como do Edifício Sampaio Moreira. Também situado na Rua Libero Badaró, 

esse foi o primeiro prédio de São Paulo a ter 14 andares e novidades, como o primeiro roof 
garden da cidade.

Mas é o Edifício Martinelli que inaugura a nova fase do crescimento vertical da cidade, 

que viria a se generalizar após os anos 1940. Construído em concreto armado, entre 1924 
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e 1929, pelo Comendador Martinelli, o prédio tem 30 

andares, 130 metros de altura e mais de 46 mil metros 

de área construída (Homem, 2008, p. 19).

Há curiosidades interessantes em torno dessa 

construção, a primeira é que, para mostrar a todos 

que não havia perigo de queda ou desabamento de tão 

alto arranha-céu, o comendador também fez construir, 

na cobertura do edifício, uma grande mansão, onde 

residia.

Conta -se  também,  que  um i ta l i ano ,  seu 

conterrâneo, em visita ao topo do edifício, teria 

comentado, jocosamente, contemplando a vista que se 

descortinava do alto: “qui si lavora” (aqui se trabalha, 

indicando as “terras baixas” do Brás, Bom Retiro e 

Barra Funda) e, apontando para os lados das “terras 

altas”, Campos Elíseos, Higienópolis e Avenida 

Paulista: “li si mangia” (lá se come).

Era a cidade crescendo, deixando sua formação aglomerada no “centro velho” e 

apontando o início da segregação espacial de seus moradores, polarizando industriais e 

barões de café, de um lado, e operários, de outro, no início do século XX (Dias, 2006, p. 

180).

Além disso, é interessante comentar o caso do Martinelli, que exemplifica claramente 

a característica de São Paulo denominada por Toledo, de cidade palimpsesto: “imenso 

pergaminho cuja escrita é raspada de tempos em tempos, para receber uma nova, de 

qualidade inferior, no geral. Uma cidade reconstruída sobre si mesma, no século XIX.” 
(Toledo, 1983, p. 77). Antes desse edifício, no mesmo local, na Ladeira do ACU (antigo 

nome da Avenida São João), se instalou, entre 1814 e 1915, o Café Brandão e, de acordo 

com Moura (1980, p. 88), antes disso, lá havia o Hotel Paulista, de Adolfo Dusser.

O crescimento vertiginoso da cidade é reforçado pelos edifícios sede da Companhia 

Paulista de Estradas de Ferro (1933), do Banco e São Paulo (1936), do Mappin (1939) 

e do Banespa (1947). Em 1954, ao completar 400 anos, os altos índices de crescimento 

demográfico levaram São Paulo a ser a primeira cidade do país em população, 

ultrapassando o Rio de Janeiro, então capital federal (até 1960).

IV Centenário

Marins (2008) afirma que a celebração do IV Centenário, em 25 de janeiro de 1954, se 

constitui em momento importante para compreender o ethos paulistano, que é o discurso 

do progresso e do futuro.

Fig. 8 Edifício Martinelli
Fonte: faltz.multiply.com, acesso em 
21/10/2010.
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Nesse ano, Oscar Niemeyer e sua equipe 

inauguram, no bairro do Ibirapuera (em tupi-guarani 

Ypy-ra-ouêra = pau podre, ou árvore apodrecida, visto 

que naquela época o local era um terreno alagadiço), 

uma série de pavi lhões encomendados pelas 

autoridades para abrigar a exposição comemorativa. 

O símbolo do IV Centenário foi uma espiral 

dourada, subindo com força para o futuro– uma 

alegoria representativa do progresso. Retratava “a 

cidade que nunca pára”, “a cidade que nunca dorme”, 
“a cidade que não pode parar”4）. Esse foi então o 

“lema” da capital̶lugar de modernidade, riqueza e 

poder, em contraposição ao resto do país̶, que foi 

repercutido até por volta da década de 1980 (Marins, 

2008).

Curiosidades:

O site wikipedia informa que há uma polêmica em torno do símbolo do IV Centenário, 

que aparece nas imagens do projeto do parque nos anos 50. A espiral com um eixo 

inclinado em 60 graus foi criada por Oscar Niemeyer e apareceu nos comunicados oficiais 

e propagandas dos 400 anos de São Paulo. Niemeyer afirma que fez o desenho, mas que, 

em concreto, ele nunca foi erguido. A espiral foi erguida, sim, mas, ao desafiar as leis da 

física, não conseguiu se manter em pé e se desfez poucos dias depois. A obra foi erguida 

pelo engenheiro Zenon Lotufo, mas não teve base de sustentação forte o bastante.

Pavilhão japonês– na ocasião do IV Centenário, 13 estados e 19 países estiveram 

presentes na festividade montando 640 estandes. Um dos participantes, o Japão, chegou a 

construir uma réplica do Palácio Katsura, 

ou Katsura Rikyu.  Era uma ant iga 

residência de verão do Imperador, em 

Kyoto e foi construído entre 1620 e 1624, 

na era Edo, que foi marcada pelo domínio 

do clã Tokugawa. É considerado um dos 

tesouros culturais de grande escala mais 

importantes do Japão. 

O Pavilhão Japonês, com seu lago 

de carpas nishikigoi é, desde então, uma 

das atrações do Parque. Ocupa uma área 

de 7,500 m
2
, às margens do lago, e é 

Fig. 9 Símbolo do Quarto Centenário
Fonte: vitruvius.com.br, acesso em 
21/10/2010.

Fig. 10 Pavilhão japonês- Parque do Ibirapuera
Fonte: discovernikkei.org, acesso em 21/10/2010
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composto de um edifício principal suspenso, que se articula em um salão nobre e diversas 

salas anexas, além de um salão de exposição, O projeto, executado pelo professor Sutemi 

Horiguchi (da Universidade de Tokyo), tem como principal característica o emprego 

dos materiais e técnicas tradicionais japonesas. Sua estrutura baseia-se na tradicional 

arquitetura japonesa no estilo Shoin, adotado nas residências das casas dos samurais e da 

aristocracia, mais tarde adotado por outras classes. Ela baseia-se ainda em composições 

modulares de madeira (com divisórias deslisantes, externas e internas), organicamente 

articuladas, e marcadas pela presença do tokonoma (área destinada à exposição de 

pinturas, arranjos florais, cerâmica etc), bem como de outros nichos embutidos, com 

prateleiras e pequenos gabinetes, decorativamente dispostos.

Projetado como um monumento símbolo de amizade entre japoneses e brasileiros, o 

Pavilhão reúne materiais trazidos especialmente do Japão, tais como as madeiras, pedras 

vulcânicas do jardim e lama de Kyoto, que dá textura às paredes, entre outros.

Fin de siècle: escolhida a música-tema da cidade

Nas semanas finais de 1999, pouco antes do aniversário da cidade, o SP–TV, telejornal 

local da Rede Globo, promoveu um concurso para eleger a música que mais representaria 

a cidade. Os telespectadores foram convidados a depositar em urnas de praças ou estações 

de metrô, seus votos, com base numa lista de canções populares. Ganhou “Trem das 

Onze
5）” (1964), do compositor paulistano Adoniran Barbosa, ficando em segundo lugar 

“Sampa
6）” (1978), do baiano Caetano Veloso.

Segundo Toledo (2008), as duas músicas têm um traço em comum: nenhuma delas 

exalta a cidade. Coisa diferente aconteceria se a cidade em pauta fosse o Rio de Janeiro, 

por exemplo.

Por outro lado, em termos simbólicos, é interessante notar, em ambas, algo bastante 

característico da cidade: seu movimento, seu pulsar. Sampa retrata um cruzamento, 

precisamente o da Avenida Ipiranga com a Avenida São João, um dos mais movimentados 

da cidade. Como uma fotografia instantânea borrada, nos mostra algo que é fugidio, 

que escapa à vista, um local de passagem, alguns indo, outros voltando, o movimento 

permanente, 24 horas por dia. Em alguns trechos da música, como: 

    “É que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi, da dura poesia concreta de tuas esquinas, da 

deselegância discreta de tuas meninas l...l Quando eu te encarei frente a frente não vi o meu rosto 

Chamei de mau gosto o que vi, de mau gosto, mau gosto. É que Narciso acha feio o que não é 

espelho...”

Se percebe que o artista tenta retratar o temor do desconhecido, aquela primeira 

impressão que se tem quando em contato com o diferente, que geralmente é de 
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estranhamento, de medo, de temor do outro.

O “Trem das Onze”, coincidentemente, também retrata o movimento. Neste caso, o do 

trem, como se viu, símbolo bastante ligado à vida da cidade. 

Conforme Toledo (2008, p. 11),

    poderíamos tomar o trem como sinédoque, ainda mais que é um meio de transporte, um decisivo 

equipamento urbano, e concluir que é uma representação da cidade. A cidade é que se apresentaria, 

não só em eterno movimento, mas também como máquina. l...l as percepções da cidade embutidas 

nas duas canções estão de acordo com os adjetivos que mais facilmente vêm à mente quando se 

pensa em São Paulo: trepidante, tentacular, vertiginosa. 

Assim, tanto na música, como nas artes plásticas, a cidade de São Paulo inspirou 

idéias ligadas ao elemento masculino, de força, progresso, ascensão, movimento. 

O século XXI: novos símbolos?

O novo século se inicia mostrando uma cidade que passa a substituir sua vocação 

industrial transformando-se para configurar uma sociedade de serviços, educacionais, de 

saúde, financeiros, de entretenimento e outros. Turismo e negócios, eventos e comércio, 

alta e baixa gastronomia, novas tendências na música, teatro, cinema, moda e design aqui 

se misturam para formar a megacidade do século XXI.

450 anos

O símbolo escolhido pela Prefeitura Municipal 

para a comemoração de seus 450 anos foi um 

coração vermelho, de traços for tes, simples, 

quase um desenho infantil, sobre fundo preto e 

com letras amarelas.

É  um s ímbo lo  aco lhedor,  f emin ino , 

envolvente, inclusivo, diferente dos demais, 

que buscavam demonstrar força, poder ou 

supremacia.

Ponte Estaiada

Segundo Iglecias (2001), num trecho de cerca de 5 quilômetros, ao longo do Rio 

Pinheiros, entre a Avenida dos Bandeirantes e a Ponte Transamérica (região sudoeste 

de São Paulo), têm sido construídos, na margem direita do rio, os maiores, mais caros e 

Fig. 11 Símbolo dos 450 anos da cidade 
de São Paulo
Fonte: universia.com.br, acesso em 
21/10/2010.



Celia Maria de Moraes Dias

─ 16 ─

avançados empreendimentos imobiliários do país (iniciados em meados dos anos 1970 

pela construtora e incorporadora Bratke e Collet). Aí se instalaram empresas nacionais e 

internacionais de ponta na economia contemporânea, bem como hotéis de luxo, centros de 

consumo sofisticado e infra-estrutura diferenciada de lazer.

Enquanto isso, na margem esquerda do rio têm-se consolidado os bairros habitados 

por populações de baixa renda̶favelas e casas auto-construídas. Como afirma Iglecias 

(2001), curiosamente, a avenida que separa as duas margens é denominada Nações 

Unidas, mas conhecida popularmente como marginal. O primeiro nome sugere o cotidiano 

dos executivos das transnacionais e o segundo remete à situação das favelas próximas.

O conceito básico de urbis, local de convívio coletivo, tem desaparecido, o ato de andar 

pelo passeio público, das trocas efetuadas na praça do mercado, a interação, o encontro 

com o outro, o estranho, o diferente, têm sido evitados, especialmente pelas classes mais 

abastadas, que vivem em “bolhas de segurança”. De manhã cedo, saem dos condomínios 

residenciais em carros particulares, vão para as escolas ou condomínios de trabalho e, à 

tarde, às compras ou para comer nos shopping centers. E esse comportamento continua 

nas férias, visto que cada vez mais pessoas procuram passar seus períodos de lazer num 

resort, ou num cruzeiro marítimo, onde se perpetua a “bolha”: total segurança, os mesmos 

comportamentos, contatos apenas entre iguais, tudo como o esperado, variando tão 

somente o entorno geográfico (Dias, 2006).

Mas, eis que, ao contrário dos muros que separam, inaugura-se no dia 10 de maio 

de 2008, uma ponte que une. E ela já nasce como o maior símbolo da cidade. Tem alguns 

aspectos magníficos, como muitos daqueles que marcam a nossa história. 

A Ponte Octávio Frias de Oliveira é a única ponte estaiada no mundo com duas pistas 

em curva conectadas a um mesmo mastro. A 

Ponte Katsushika, (inaugurada em 1986) em 

Tóquio, por exemplo, tem traçado curvo, mas 

com uma única pista. É a maior ponte estaiada do 

mundo, com 138 metros de altura, o equivalente 

a 46 andares. O termo ponte estaiada se refere ao 

tipo de estrutura, que utiliza estais diretamente 

conectados a um mastro para sustentar as pistas. 

Neste caso, 144 estais mantêm suspensos dois 

trechos de 900 metros de comprimento. Nela 

foram utilizados 500 toneladas de aço. É a única 

ponte em curva em X, com apenas uma pilastra, 

no mundo; para sua construção foi empregada 

uma quantia absurda de concreto, tal como seria 

para construir um estádio do tamanho do São 

Paulo Futebol Clube. 

Fig. 12 Ponte Estaiada
Fonte: blogdofavre.ig.com.br, acesso em 
21/10/2010.
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Seria ela uma ponte de concreto maciça, mas delicada, reconciliando os 2 lados? 

Na Arquitetura da felicidade, Botton (2007, p. 204) diz que: 

    a ponte é testemunha de como um certo tipo de beleza está associado à nossa admiração pela 

força, pelos objetos feitos pelo homem capazes de suportar o ímpeto assassino do calor, do frio, 

da gravidade e do vento l...l ficamos emocionados com edifícios l...l tirantes̶que compensam as 

nossas inadequações, a nossa incapacidade de atravessar montanhas ou levar cabos de uma cidade 

para outra.

O autor acrescenta, a seguir, que há pontes “dotadas de uma subcategoria da beleza 

a que podemos chamar de elegância, uma qualidade presente sempre que uma obra 

arquitetônica consegue executar bem um ato de resistência: segurar, transpor, abrigar, com 

graça e economia além de força; quando ela tem modéstia de não chamar a atenção para 

as dificuldades que superou.” Para ele, sentimos prazer diante de uma aparência de leveza 

ou delicadeza frente à pressão, como colunas que parecem modestas em relação ao peso 

que suportam, oferecendo talvez um metáfora de como gostaríamos de nos comportar com 

relação ao peso que somos obrigados a transportar. (Botton, 2007, pp. 206－210).

Por outro lado, retomando o afirmado por Kast (1997, apud FRANCISCATO, 2007) 

que o símbolo é o sinal visível de uma realidade invisível, com dois níveis observáveis: em 

algo externo, pode-se revelar algo interno, em algo visível, algo invisível, no particular, 

o geral, pode-se dizer, então, que, como símbolo, elemento de síntese, a ponte pode ser 

entendida como uma passagem, facilitadora no sentido de levar pessoas, antes separadas, 

de um lado a outro e integrá-las, propiciando novos encontros.

Haverá solução para as mega-cidades pós-modernas?

Principal centro financeiro, corporativo e mercantil da América Latina, da América 

e de todo o Hemisfério Sul, com 117 bancos de diferentes bandeiras, 2.530 agencias 

bancárias e 4.029 postos de atendimento, São Paulo é a cidade brasileira mais influente no 

cenário global, sendo considerada a 14ª cidade mais globalizada do planeta, e recebendo a 

classificação de cidade global alfa, por parte do Globalization and World Cities Study Group 
& Network (GaWC).

Quarto maior aglomerado urbano do mundo, depois de Tokyo, Cidade do México e 

Mumbai. Tem 48,000 edifícios com mais de 12 andares. A cada 20 horas um edifício foi 

inaugurado em São Paulo, em 2004. É considerada a cidade mais densamente ocupada por 

prédios altos no mundo. A porcentagem da população alfabetizada é de 92,6%, enquanto 

a média brasileira é de 84,3%. A cidade é mundialmente conhecida e exerce significativa 

influência nacional e internacional, seja do ponto de vista cultural, econômico ou político. 

11 milhões de pessoas visitaram a cidade em 2009, como que duplicando sua população e 
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movimentando R$ 3,9 bilhões. Conta com importantes monumentos, parques e museus, 

como o Memorial da América Latina, o Museu da Língua Portuguesa, o MASP, o Parque 

Ibirapuera, o Jardim Botânico de São Paulo e a avenida Paulista, e eventos de grande 

repercussão, como a Bienal Internacional de Arte, o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 

1 (http://pt.wikipedia.org/wiki/Fórmula_1) e a São Paulo Fashion Week.

A cidade possui o 10º maior PIB do mundo, U$ 197 bilhões, o mesmo de Portugal ou 

da Tailândia e uma vez e meia superior ao do Chile, representando, isoladamente, 12,26% 

de todo o PIB brasileiro e 36% de toda a produção de bens e serviços do estado de São 

Paulo, sendo sede de 63% das multinacionais estabelecidas no Brasil, além de ter sido 

responsável por 28% de toda a produção científica nacional em 2005.

São Paulo é a sexta maior cidade do planeta e sua região metropolitana, com 

19.223.897 habitantes, é a sexta maior aglomeração urbana do mundo. Regiões muito 

próximas a São Paulo são também regiões metropolitanas do estado, como Campinas 

e Baixada Santista; outras cidades próximas compreendem aglomerações urbanas em 

processo de conurbação, como São José dos Campos, Sorocaba e Jundiaí. A população 

total dessas áreas somada à da capital̶o chamado Complexo Metropolitano Expandido̶
ultrapassa 29 milhões de habitantes, aproximadamente 75% da população do estado 

inteiro. As regiões metropolitanas de Campinas e de São Paulo já formam a primeira 

macrometrópole do hemisfério sul (http://pt.wikipedia.org/wiki/Hemisfério_sul), unindo 

65 municípios que juntos abrigam 12% da população brasileira.

O trânsito da cidade é caótico, com quase 6 milhões de veículos, a cidade conta com a 

maior frota de ônibus do mundo, a segunda maior frota de helicópteros, a segunda maior 

frota de jatos comerciais, o metrô mais denso do mundo. Tem também o maior número de 

helipontos existentes numa cidade: 400. O dobro do número de Nova Iorque, a segunda 

colocada no ranking. Com tudo isso foi eleita, junto com Nova Iorque, uma das duas 

cidades mais barulhentas do mundo.

Quando se discute o problema de São Paulo ser a capital do turismo de negócios mas 

não de turismo convencional, se procura uma explicação, e a maioria das pessoas diz que 

falta uma imagem clichê de São Paulo, uma iconografia mais forte (o que a Torre Eiffel 

é para Paris, o que o Cristo Redentor é para o Rio de Janeiro), possivelmente um grande 

edifício.

No site, http://www.estacaometropole.bravehost.com/saopaulo.htm, (acesso 20 set 

2010), se discute que: “A verdadeira marca de São Paulo é justamente não ter cara, não 

ter marca, e ser uma cidade cem por cento dinâmica. A São Paulo de hoje não é a mesma 

de ontem, aliás, nem é a mesma de 20 segundos atrás. É uma cidade que se constrói 

e se destrói a cada dia que passa. Mas ainda nos resta a memória... e talvez somente a 

memória.”
Nessa metrópole 6 em cada adolescentes e adultos costumam passear em shopping 

centers; 1 em cada 4 habitantes tem telefone em casa; há um carro para cada 2 habitantes, 
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o mesmo índice da França, Japão e Reino Unido e 25% dos adolescentes maiores de 11 

anos acessam a internet.

É a maior cidade do Brasil, considerada também a maior cidade japonesa fora do 

Japão, a maior cidade italiana, fora da Itália, a cidade que concentra maior número de 

libaneses, fora do Líbano, entre outras etnias.

Capital da cultura, capital mundial da gastronomia, com seus 700.000 bares e 

restaurantes, capital da pizza̶são 3.200 pizzarias na cidade, de onde saem diariamente 1 

milhão de pizzas.

A cidade também produz muito pão: são 10,4 milhões de pãezinhos produzidos 

diariamente, à razão de 7,2 mil por minuto!

A magnitude desses números aponta contudo que, apesar de não ter sofrido ataques 

aéreos ou ter sido tomada por tropas dos inimigos, como no caso de Stalingrado, Berlim, 

Hamburgo ou Londres, parece uma cidade que teria sofrido guerras, tendo sido “ferida”, 
“demolida” e reconstruída caoticamente, sem plano, sem previsão sem concepção. Cidade 

como as que, nas palavras do psicanalista alemão Alexander Mitcherlich, denominam-se 

“cidades pouco hospitaleiras”, (unwirtliche Städte), hostis às populações que as habitam, 

nelas circulam em busca de empregos, em busca de formas de sobrevivência, em busca de 

um teto.

Muitas das cidades brasileiras, São Paulo em especial, não conseguiram absorver 

os pobres, os sem-terra, os sem-teto, os indigentes, os vendedores ambulantes, os 

trombadinhas, os menores pedindo trocados nas esquinas e as crianças e adolescentes 

“flanelinhas” ou malabaristas dos semáforos. Criaram-se fossos entre os moradores 

enclausurados em condomínios fechados, verdadeiras fortalezas e as favelas, cidades-

satélites, moradores ocupando cortiços, dormindo embaixo das pontes e no meio fio das 

calçadas. Trata-se, nas palavras de Zuenir Ventura, de “cidades partidas”, cidades sitiadas.

Considerações fi nais

Hoje estou do Japão, por meio de um programa de mobilidade docente, como 

professora visitante, em intercâmbio internacional, ministrando aulas de língua portuguesa 

e cultura brasileira na Kyoto University of Foreign Studies, a GAIDAI, neste ano de 

2010. Talvez devido ao distanciamento físico, aliado às significativas diferenças culturais, 

esteja sendo possivel retomar uma reflexão sobre a minha cidade e meu país e começar a 

estabelecer alguns questionamentos.

Em primeiro lugar, pode-se entender os críticos de São Paulo, que a descrevem 

como uma cidade inóspita, fria, com pessoas endurecidas e egocentradas, visto que estão 

captando essa imagem “hermética”, em parte verdadeira.

Mas fica aqui a dúvida e uma esperanças...seria possível prospectar, a partir desses 

novos simbolismos, tempos melhores, mais hospitaleiros? 
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E seria possível substituir, tanto no aspecto simbólico como no real, a imagem do 

movimento, da espiral sem fim, do progresso acelerado por imagens e pessoas reais 

mais acolhedoras, mais próximas dos preceitos e características de Héstia, tanto para os 

viajantes, turistas, estrangeiros, como para com os seus próprios habitantes?

São notícias alvissareiras, que se lê na internet, em Editorial datado de 16/2/2010 e 

denominado Brasil trata imigrantes com dignidade. Europeus não. (Goyos, D. N.) O autor 

afirma que, honrando a tradição brasileira de acolhimento aos imigrantes, em iniciativas 

já ocorridas também em 1998 e 1999, o presidente Lula sancionou lei que permite aos 

imigrantes ilegais que entraram no pais até o ano anterior se cadastrem e regularizem sua 

situação.

Desse grupo, o maior contingente, de aproximadamente 17 mil pessoas, é composto 

de bolivianos, seguidos pelos chineses (6 mil), paraguaios (5 mil) e europeus (sic), com 

cerca de 3 mil indivíduos. Ao fazer o cadastramento, os imigrantes receberam o visto de 

residência provisório e, doravante, poderão requerer a cidadania permanente.

Essa regularização da situação jurídica dos imigrantes é importante porque atende 

aos mais fundamentais requisitos de direitos humanos, impedindo que sejam vítimas 

de abusos na área do trabalho, além de evitar a submissão a manifestações mais graves 

de discriminação. Também permite a integração produtiva desses indivíduos em nossa 

sociedade e economia.

Enquanto isso (ainda de acordo com Goyos) no chamado mundo desenvolvido, 

profundamente atingido pelos efeitos da crise econômica e financeira, a situação apresenta-

se bem diversa, prevalecendo uma situação de histeria generalizada contra o imigrante 

alimentada pelo racismo e pela xenofobia. Essa reação adversa vem de partidos políticos, 

de setores generalizados da população, bem como dos próprios governos.

Na Europa, segundo Goyos (2010), a situação apresenta-se crítica. O Reino Unido, que 

nos últimos anos passou a receber imigrantes de diversas partes do mundo, adota medidas 

tanto rigorosas quanto indignas de controle de imigração. Essas providências ultrajantes 

começam nos controles dos aeroportos e seguem no quotidiano local.

Descontente com os severos limites atuais, o Partido Conservador apresenta na sua 

plataforma para as próximas eleições uma proposta de enrijecimento do tratamento dos 

imigrantes, com limitações inclusive para o acesso ao país com a finalidade do aprendizado 

da língua inglesa, um dos principais campos de atividade econômica no setor de turismo e 

serviços.

Na Itália de Berlusconi, de Norte a Sul é promovida a caça aos imigrantes. No Veneto 

e no Piemonte, vigilantes encorajados pelas autoridades constituídas, agridem imigrantes 

legais e ilegais e mais todos aqueles com aparência física julgada exótica, em profunda 

demonstração de racismo institucionalizado (Goyos, 2010).

No sul, na Calábria, onde os imigrantes legais vivem em condições de degradação 

desconhecidas nas piores favelas brasileiras e indianas, devem ainda aturar ataques 
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armados por parte dos cidadãos instigados por um governo irresponsável, que lhes atribui 

a culpa pela perda de empregos, entre outras alegações.

Noutros países europeus, como a França, ocorrem com cer ta periodicidade, 

situações de conflito com imigrantes, ora mais, ora menos dramáticas. Recentemente a 

imprensa noticiou diversos casos de brasileiros, muitos deles estudantes de nível superior 

(especialmente do sexo feminino) que tem sido barrados no aeroporto de Madrid e têm de 

retornar ao seu pais de origem.

Enquanto isso, aqui onde me encontro, no Japão, casualmente, para melhorar meu 

conhecimento da cultura japonesa, assisto em casa, nesse final de semana chuvoso, 

de verão (30 graus centigrados e umidade relativa do ar, entre 73 e 88%!), à série nipo-

brasileira Haru to Natsu.
Com o subtítulo de “As cartas que não chegaram”, a novela mostra a saga de um 

grupo de japoneses, da fria região de Sapporo, que emigram para o Brasil no início do 

século passado, em busca de melhorar de vida. A doença da filha menor obriga a família a 

deixá-la com a avó no Japão e separa as duas irmãs, na época com 7 e 9 anos, por 70 longos 

anos.

O desenrolar da trama mostra o sofrimento de ambas, uma, vivendo de favor, na 

casa de uma tia que, em época de privação alimentar, não a aceita, tratando-a como uma 

intrusa e mais uma boca a alimentar e, a outra, vivendo com a família uma vida cheia 

de dificuldades, trabalho excessivo, privações de toda ordem, enganos, preconceito e 

xenofobia.

É interessante refletir sobre como essa situação se inverteu, a partir da década 

de 1980, quando o modelo japonês de administração e negócios despontou, mostrando 

tentadoras possibilidades de trabalho e riqueza rápidas aos descendentes dos imigrantes, 

denominados dekasseguis. Enquanto a prosperidade do país continuou, foram recebidas 

grandes levas de descendentes e seus consortes. O despontar da crise econômica, com 

o correspondente aumento do desemprego, ou a própria diminuição do emprego para os 

próprios cidadãos japoneses, a partir de 2008, acentuou os problemas de adaptação e, hoje, 

muitos dos dekasseguis se vêem obrigados a voltar ao Brasil, ou se vêem numa situação 

incerta quanto ao seu futuro.

Convém lembrar que a imigração, legal ou ilegal, de ontem como de hoje, tem 

um fundo predominantemente econômico e resulta das tradicionais assimetrias de 

desenvolvimento econômico favorecidas pelos países ditos desenvolvidos, para assegurar a 

própria prosperidade, ainda que o custo seja a miséria dos demais.

Ora, um dos anseios mais caros da história humana é o de ser sempre acolhido, 

independentemente da condição social e moral e de ser tratado humanamente (Boff, 2005). 

Seria, então, a hospitalidade, uma utopia, para o autor.

Por outro lado, nestes tempos, como diz Baptista (2005), “complexos e frágeis em que 

vivemos” a hospitalidade aponta para um modelo de relação, a ser resgatado, no qual se 
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compartilha cuidados e conhecimentos, na qual se aguarda e atenta para o outro. 

A mesma autora (Baptista, 2005) revisita a noção kantiana de cosmopolitismo 

buscando seu entendimento em uma comunidade planetária, desejada “inclusiva, 

democrática, tolerante, solidária e pacífica” (p. 19), enfim, uma “comunidade civil ética, 

tal como foi pensada por Kant, num horizonte de cidadania marcado pelos ideais de paz 

e solidariedade entre pessoas e povos” (idem). Nessa perspectiva, a idéia do acolhimento 

como uma nova ética, é um dos princípios necessários para dar suporte à existência de 

uma paz perpétua, hospitalidade que se insere na esfera do direito e não da filantropia. 

Direito de hospitalidade, de acolhimento do estrangeiro, do estranho, do diferente, do 

outro, direito que resulta, segundo Kant, “do fato de habitarmos num espaço finito como é 

a superfície terrestre que, por ser esférica, não permite que os homens se estendam até o 

infinito, obrigando-os então a procurar entender-se e estabelecer relações pacíficas entre 

si” (Baptista, 2005, p. 19).

Notas

１）Doutora, com tese em Turismo Rural, e mestre, com dissertação de mestrado em Hotelaria, em 

Ciências da Comunicação, pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. 

Docente do Curso de Graduação em Turismo da ECA– USP, desde 1981. Professora visitante junto a 

KUFS.

２）Pela Lei nº. 2.173, de 22 de fevereiro de 1919, foi proibido o uso do escudo das armas da cidade por 

particulares.

３）N. A.: é interessante notar o uso da metáfora em outro contexto. Em jogo ocorrido no dia anterior, 

entre o São Paulo e o Fluminense, que teve como placar 1x0, a manchete do suplemento de esportes 

do Jornal da Tarde (São Paulo,15/5/08, p.2 C) é: “A locomotiva resolveu de novo” (apontando 

claramente a superioridade, tanto  do jogador Adriano, como do time e do próprio estado e contribui 

para acirrar os ânimos das torcidas dos dois times,  ambos tricolores, um de São Paulo e outro do 

Rio de Janeiro).

４）José Carlos de Figueiredo Ferraz, prefeito de São Paulo entre 1971 e 1973, ousou contradizer o lema 

da cidade: “São Paulo precisa parar”, ele disse. Há quase 40 anos, ele previa que o poder municipal 

não conseguiria acompanhar o ritmo do crescimento urbano, nem a dimensão dos problemas 

decorrentes dele.

５）Trem das Onze

 Adoniran Barbosa

 Composição: Adoniran Barbosa

 Não posso ficar nem mais um minuto com você

 Sinto muito amor, mas não pode ser

 Moro em Jaçanã,

 Se eu perder esse trem
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 Que sai agora às onze horas

 Só amanhã de manhã.

 E além disso mulher

 Tem outra coisa,

 Minha mãe não dorme

 Enquanto eu não chegar,

 Sou filho único

 Tenho minha casa para olhar

 E eu não posso ficar.

６）Sampa

 Caetano Veloso

 Composição: Caetano Veloso

 Alguma coisa acontece no meu coração

 Que só quando cruzo a Ipiranga e a avenida São João

 É que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi

 Da dura poesia concreta de tuas esquinas

 Da deselegância discreta de tuas meninas

 Ainda não havia para mim Rita Lee

 A tua mais completa tradução

 Alguma coisa acontece no meu coração

 Que só quando cruzo a Ipiranga e a avenida São João

 Quando eu te encarei frente a frente não vi o meu rosto

 Chamei de mau gosto o que vi, de mau gosto, mau gosto

 É que Narciso acha feio o que não é espelho

 E à mente apavora o que ainda não é mesmo velho

 Nada do que não era antes quando não somos mutantes

 E foste um difícil começo

 Afasto o que não conheço

 E quem vem de outro sonho feliz de cidade

 Aprende depressa a chamar-te de realidade

 Porque és o avesso do avesso do avesso do avesso

 Do povo oprimido nas filas, nas vilas, favelas

 Da força da grana que ergue e destrói coisas belas

 Da feia fumaça que sobe, apagando as estrelas

 Eu vejo surgir teus poetas de campos, espaços

 Tuas oficinas de florestas, teus deuses da chuva

 Pan-Américas de Áfricas utópicas, túmulo do samba

 Mais possível novo quilombo de Zumbi
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 E os novos baianos passeiam na tua garoa

 E novos baianos te podem curtir numa boa
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〈論　　文〉
クリオーリョという観点から見た先住民記録者

アルバ・イシュトリルショチトル

井　上　幸　孝

はじめに

一般に，スペイン領アメリカにおけるクリオーリョは 17世紀から 18世紀にかけてそのアイデ
ンティティを次第に確固たるものとし，最終的には 19世紀初頭に本国スペインからの独立に向

要　　旨
En este artículo analizaremos los documentos históricos acerca de la persona y familia 

de Fernando de Alva Ixtlilxóchitl (1578－1650). Se ha considerado que Alva Ixtlilxóchitl 

es un historiador indígena, pero el presente estudio trata de aclarar que su vida real no fue 

tan “indígena” sino más bien cercana a la de los criollos. 

Primero, resumimos la visión que suelen tener de este cronista: mientras se ha 

difundido la imagen “indígena” de Alva Ixtlilxóchitl, en algunos estudios especializados se 

ha señalado que su discurso era típicamente colonial. Luego, tras indicar las similitudes en 

algunos puntos discursivos entre las obras de Alva Ixtlilxóchitl y las de Carlos de Sigüenza 

y Góngora, erudito criollo del siglo XVII novohispano, observaremos que Alva Ixtlilxóchitl, 

al escribir sus obras, se consideró a sí mismo “autor indígena”, capaz de interpretar 

correctamente la información nativa para narrar el pasado prehispánico.

Después, en la parte principal de este artículo, profundizaremos los documentos 

históricos acerca de Alva Ixtlilxochitl y su entorno para analizar las circunstancias sociales 

en las que vivían el cronista y su familia. En estos documentos, se observa que Alva 

Ixtlilxóchitl y su familia llevaban una vida similar a la de los criollos. Encontramos, por 

ejemplo, que desde el siglo XVI poseían casas en la ciudad de México, que mantenían lazos 

con las iglesias urbanas de barrios españoles y que su hijo (Juan de Alva) tuvo contacto 

directo con el sabio criollo Sigüenza y Góngora. Incluso, es probable que el cronista 

naciera en esa misma capital novohispana.

Así, concluimos que la imagen de Alva Ixtlilxóchitl que encontramos luego de 

examinar dichos documentos es bastante diferente a la del cronista “indígena” que hemos 

tenido tradicionalmente. Antes de terminar el artículo, también desarrollaremos una breve 

refl exión hacia futuras investigaciones acerca de qué podemos hacer para ir aclarando más 

detallada y precisamente el nacimiento del criollismo en la Nueva España.

キーワード： アルバ・イシュトリルショチトル（Alva Ixtlilxóchitl），
シグエンサ・イ・ゴンゴラ（Sigüenza y Góngora），クリオーリョ（criollo），
先住民（indígena），記録者（cronista）
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かっていったと理解されている。『最初のアメリカ』の著者である英国の歴史研究者 D・ブレイディ
ングは，イベリア半島出身者（ペニンスラール）との差異化を図ろうとする彼らの思想を「クリオー
リョ愛国主義」という言葉で表現した（Brading 1991）。
スペインからの独立において主要な役割を果たしたとされるクリオーリョが自己をペニンス

ラールから区別するに際し，先スペイン期の過去への言及は，彼らの主張の中で重要な部分を占
めた。遺伝学的に半島出身者と何ら異なる点がない状況の下で彼らが文化的な面で差別化をする
ためには，地元の古代文明の存在が有用だったからである。それゆえ，彼らは自己の「祖国（patria）」
を強調し，その「祖国」を讃える言説の中に，ギリシアやローマと比することのできる大文明が
かつて存在したとの主張を持ち込んだ。そのような「先住民の過去の流用」があったということ
については，上記ブレイディングの研究書以外にも一定の研究の蓄積がある 1）。
ヌエバ・エスパーニャ副王領におけるクリオーリョ思想形成の出発点の一つとしてしばしば

名が挙げられるのは，17世紀後半の文人カルロス・デ・シグエンサ・イ・ゴンゴラ（Carlos de 

Sigüenza y Góngora，以下シグエンサと略記）である。以前，筆者はこの人物のクリオーリョと
してのアイデンティティ形成の源流を探り，16世紀のクリオーリョ著述家たちのみならず，先
住民記録者として知られるフェルナンド・デ・アルバ・イシュトリルショチトル（Fernando 

de Alva Ixtlilxóchitl，以下アルバと略記）からのアイデアの借用が見られる点を指摘した（井上 

2005）。
本稿では，その議論を一歩先に進め，シグエンサによるそうした「流用」を受けることになっ

たアルバ本人にクリオーリョ的と呼び得る要素があったのか否かを検討する。その上で，クリオー
リョ・アイデンティティの形成過程をどのように把握していくことが可能かについて今後の展望
を考えてみたい。

I．先住民記録者としてのアルバ・イシュトリルショチトル像

従来，アルバは，先住民記録者（cronista indígena）もしくは先住民史家（historiador indígena）
と見なされてきた。例えば，19世紀末に彼の歴史書を編纂し公刊した A・チャベロは次のように
述べている。

　 〔アルバ・〕イシュトリルショチトルはテスクコ〔テスココ〕人という出自の記録者である。彼ほ
どの名声と評判を獲得している著述家はほんのわずかしかいない。にもかかわらず，数多くの彼
の作品は知られていない。〔…〕テスクコの最後の王もしくは領主の玄孫で，メシコの最後から二
番目の王クイトラワクの娘ドニャ・ベアトリス・パパンツィンと上記の王の夫婦の家系に属する。
1569年頃に生まれ，トラテロルコのサンタ・クルス学院の生徒であった。晩年にはフスガド・デ・
インディオスの通訳を務め，1648年に 80歳で死去した〔…〕。（Alva Ixtlilxóchitl 1952[1891], I: 5－6）2）

20世紀中葉，M・レオン＝ポルティージャが「敗者の視点（visión de los vencidos）」を提唱
し，先住民側の観点からのメキシコ征服史の見直しを唱えたことで，アルバの記録文書も幅広く
読まれるようになった（レオン＝ポルティーヤ 1994 [原著 1959]）。19世紀にチャベロが編纂した
『ドン・フェルナンド・デ・アルバ・イシュトリルショチトルの歴史著作集』はちょうどこの少
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し前に再版されており，さらに 1975～ 77年には E・オゴルマンが新たな校閲版を公刊した（Alva 

Ixtlilxóchitl 1952; Alva Ixtlilxóchitl 1985）。これらの出版により，アルバの各著作は研究者のみなら
ず一般読者の目にも広く触れるようになった。
オゴルマンは，新たな校閲版を公にするに際して国立総合文書館（AGN, Archivo General de la 

Nación）の複数の史料を付録として収録した。また，同じ頃，文化人類学者の G・ムンチがアル
バの家系に関する個別研究を行い，その成果を研究書として公刊したが，その際にもこの家系に
関するいくつかの文書が収録された（Munch 1976）。これらの史料の出版により，上記の引用文
が与える印象とは大きく異なるアルバの人生や家族に関わる情報の存在が明らかになった。
アルバのそうした「非インディオ的」な側面を最初に指摘したのは，他ならぬオゴルマンであっ

た。オゴルマンは，1972年のアルバの著作のアンソロジー出版の際に，彼を「ヌエバ・エスパー
ニャ人（hombre novohispano）」と形容し，先スペイン期の先住民像とも，征服者たるスペイン
人像とも異なる，17世紀前半を生きた特異な人物としてのアルバ像を指摘した（Alva Ixtlilxóchitl 

1972: 13）。近年では，植民地時代メキシコの歴史記述の研究においてオゴルマンの後継者に当た
る J・R・ロメロ・ガルバンが，「彼の立場はスペイン人クリオーリョ集団に近いものだったので
はないかと提案したくなる」と述べている（Romero Galván 2003: 363）。しかしながら，「先住民
記録者」という従来の一般的イメージはさほど大きく修正されないまま今日に至っている。
広く流布した先住民記録者のイメージは払拭されていないものの，専門的な個別研究において

は，アルバが「先スペイン期的」という意味においての「先住民らしさ」を持ちあわせていない
ことが明らかにされてきたのも確かである。例えば，フランスの歴史研究者 G・ボドは，1995年
の論文でネサワルコヨトルに関するアルバの記述を検討し，彼のクロニカに書き残された内容が
「ヨーロッパ古典古代の王」のイメージに沿ったものであることを明らかにした（Baudot 1995）。
上述のロメロ・ガルバンの論考もこの点を指摘している。また，筆者も幾度かの機会にアルバの
歴史叙述が，征服によってスペインからもたらされた枠組に基づいた歴史観で貫かれていること
を指摘してきた（井上 2000; 井上 2001; Inoue Okubo 2009）。
このように，アルバに対する評価として，「先住民記録者」のイメージが広く流布された一方で，

その枠に押し込めることに疑問を呈する少数の研究者が存在するという状況が続いてきた。

II．アルバ・イシュトリルショチトルの記録文書

1．シグエンサ・イ・ゴンゴラとの思想的関連
シグエンサは，フアナ・イネス・デ・ラ・クルス（Juana Inés de la Cruz, ソル・フアナ）と並んで，

17世紀ヌエバ・エスパーニャを代表する知識人である。二人はしばしば「クリオーリョ・アイデ
ンティティの萌芽」と評され，18世紀から独立期にかけて高まりを見せることになるクリオーリョ
主義の先駆者と位置づけられてきた。
実際，シグエンサは「アメリカ人（americano）」を自称し，生まれ故郷であるメキシコを「祖国」

と表現している。シグエンサの著作には，ペニンスラールと自己を差異化するために，アメリカ
もしくはメキシコ固有のものとして提示される要素がいくつか認められる。グアダルーペの聖母
はその一つであり，これと並んで重要だったのが聖トマスによる原始布教説である。この原始布
教説は，スペイン人が到来するよりもはるか以前，イエス・キリストの使徒によってアメリカ大
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陸にキリスト教が伝えられたという主張である。シグエンサはこの説を支持し，先スペイン期の
神もしくは伝説的人物であるケツァルコアトルを聖トマスと同一視して，ケツァルコアトルに関
わる証拠を聖トマスによるアメリカ大陸でのキリスト教布教の証拠と見なした。
キリストの使徒によるキリスト教布教説はシグエンサ独自のものではなく，既に別の著述家た

ちが 16世紀からその可能性や真偽を論じていた 3）。重要なのは，ケツァルコアトルと関連づけて
この説を論じ，ケツァルコアトルに関する古代の情報をその証拠として提示するという着想をど
うやって得たかである。
シグエンサは，約半世紀前のアルバの著作の原稿を所有していた。これらアルバの作品を丹念

に読めば，彼とシグエンサの間に細かな点での一致や相似が確認される。別の機会に論じたため
詳細には踏み入らないが，原稿を通してしか接触のなかったアルバとシグエンサの二人は，ケツァ
ルコアトルによる古代の布教説という，言説面で確かにつながりがあると見なすことができる（井
上 2005: 92－96; Inoue Okubo 2007: 79－85）。

2．先住民史家としての立場
では，時代を遡ってアルバの歴史叙述がクリオーリョ的と呼べるかどうかと言うと，にわかに

はそのように認め難い。というのも，アルバは，あくまで「ナワトル語を解する先住民著述家」
であり，「テスココ王家の直系の末裔」という書き手としての立場を強調しながら歴史叙述を展開
しているからである。
『ヌエバ・エスパーニャ史要約（Sumaria relación de la Historia general desta Nueva España...）』
の冒頭で，アルバは歴史書執筆の動機を次のように表明している。

　 若い頃から，常々，私はこの新世界で起こった幾多の出来事について知りたいと望んでおりまし
た。それらの出来事は，ローマ，ギリシア，メディア，その他世界に名高い異教徒の国々で起こっ
た出来事に匹敵するものです。しかしながら，時が流れ，私の先祖たちの支配や国々が潰えた結果，
その歴史は忘れられたままになっています。それゆえ，私はこの〔新世界で起こった事柄を知る
という〕望みを叶えるべく東奔西走し，苦心の末，歴史や年代記の記された絵文書，あるいは詩
歌を集めて，それらを参照いたしました。（Alva Ixtlilxóchitl 1985: I, 525）4）

また，彼はスペイン人記録者の記述について以下のように述べている。

　 〔…〕様々な著述家たちが当地ヌエバ・エスパーニャの歴史を扱ってきたものの，その見解は著者
によって食い違っています。このことに鑑みて，私はいずれの著述家にも従うつもりはありません。
（Alva Ixtlilxóchitl 1985: I, 517）

他の作品においてもアルバはスペイン人記録者が情報の信憑性を正しく判断できず，偏った内
容の記述をしていることを時に強い口調で批判する。『トルテカ人とチチメカ人に関する歴史報告
書（Sumaria relación de todas las cosas...）』では，「私は当地の事柄について書かれたスペイン人
の歴史書を多く読んできた」と述べた上で，次のような批判を展開する。
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　 昔の出来事の報告なので驚きはしないが，諺にあるように，ある者たちは篭
セスタ

，別の者たちは 石
バジェスタ

弓
と言う。他の事柄についても，ある者たちの言うことと他の者たちの言うことは別々である。激
情をもって語るものもいれば，愛情を持って語るものもいる。実際に起こった出来事に基づきつ
つも作

ファブラス

り話を述べる者もいる。また，言語や古老の言っていることがよくわかっていない者もいる。
実際，彼らの間で生まれ育った私でさえ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

，これら現地の人々とのやり取りではこうした事態が何
度も起こったのだから。（Alva Ixtlilxóchitl 1985: I, 287）5）

このように，スペイン人記録者批判の背後にはアルバがナワトル語の情報を見極め，信憑性の
ある情報のみを利用できるという自負があった。つまるところ，先住民であり，なおかつ情報を
正確に見極められる作者という立場でアルバは歴史叙述を進めた。情報の正確な把握と解釈は，
テスココ王家の直系先住民という自負に基づいており，著者としてイシュトリルショチトル姓を
名乗ったのもこれに関連すると考えられる 6）。
確かに，アルバの著作では，ヨーロッパからもたらされた諸概念が先スペイン期の事象を説明

する際に多く用いられ，叙述全体の枠組もキリスト教摂理史観に沿ったものである（井上 2001; 

Inoue Okubo 2009: 232－238）。この部分をクリオーリョ的と呼ぶこともできなくはないが，上で
見たように，アルバ自身があくまで「先住民著述家」と自己を見なして歴史を書き綴っているこ
とは無視できない。
このように著作で自身が提示している「先住民記録者」としてのアルバ像に対して，彼の家系

や生活環境に関する史料から見えてくるアルバ像はかなり異なったものである。以下では，そう
した史料を用いながら，記録者としてではなく，一個人としての彼について見ていきたい。

III．アルバ・イシュトリルショチトルの生涯と家系

1．家系と出自
フェルナンド・デ・アルバ・イシュトリルショチトル（ここからは家族間の混同を避けるため

フェルナンドと略記）は，1578年に生まれた。父はカスティーリャ地方，カスティーリョ・ロク
ビーニ（またはロクビーネ）村出身のフアン・ペレス・デ・ペラレダ，母はサン・フアン・テオティ
ワカンのカシーケ家系の血を引く混血女性アナ・コルテスであった（図 1；Alva Ixtlilxóchitl 1985: 

II, 338）。
フェルナンドは 10人兄弟のうちの次男であった 7）。テスココ王家の血を引くことから「テス

ココの記録者」と呼ばれ，この理由から短絡的にテスココ生まれとされてきたが，実はその可能
性はほとんどない。テスココ王家の血を引くのは事実であるが，直接的にはサン・フアン・テオ
ティワカンのカシカスゴ（カシーケ領）の家系に生まれた人物である。このカシカスゴは，1533

年に王立アウディエンシアによって認められたもので，カシーケのフランシスコ・ベルドゥーゴ・
ケツァルママリツィンは，征服前にこの町のトラトアニだった人物である（Munch 1976: 10, 17）。
征服直前のテオティワカンはテスココ（アコルワカン）に従属しており，征服時のトラトアニの
家系が征服後も存続したため，テスココとの結びつきが深いのは事実である。実際，ケツァルマ
マリツィンの配偶者はテスココ王家の血を引くアナ・コルテス・イシュトリルショチトルであっ
た。
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以上のような事情から，現在では，フェルナンド
の出生地はサン・フアン・テオティワカンと考えられ
ている。しかしながら，もう一つ，別の可能性がある
ことも無視できない。それはメキシコ市である。彼の
祖母に当たり，上述のケツァルママリツィンの娘であ
る先住民女性クリスティーナ・フランシスカ・ベル
ドゥーゴは 1596年 7月 19日付けで遺言を残している。
この遺言書によれば，彼女は「サン・フアン・ティウティ
ワカン〔テオティワカン〕のカシーカ・プリンシパルで，
当メキシコ市に在住」と記されており，なおかつ同市
内のサンティアゴ・トラテロルコ修道院に埋葬される
ことを希望している。その際，「私の遺体にはサンタ・
カタリーナ教区教会の司祭に同行してもらう」旨も
指示している（Alva Ixtlilxóchitl 1985: II, 287）。このサ
ンタ・カタリーナ教会とは，1650年 10月 26日にフェ
ルナンド自身が埋葬された場所でもある 8）。

図 2：現在のサンタ・カタリーナ教会　
出典：筆者撮影（2010年 3月）

図 1：アルバ・イシュトリルショチトルの家系
出典：Alva Ixtlilxóchitl 1985; Fernández de Recas 1961; AGN, “Relación de los primeros 
señores...”; AGN, “Tratado del principado...” をもとに筆者作成
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また，クリスティーナ・フランシスカの娘でカシーカの地位を継承したアナ・コルテス（フェ
ルナンドの母）も 1639年 2月 5日付で遺言を残している。その中で彼女は「現在居住している当
市〔メキシコ市〕，サンタ・アナ地区に数軒の家を有している」と述べている（Alva Ixtlilxóchitl 

1985: II, 347）。これらの記述を考慮すれば，フェルナンドが生まれた 1578年の時点で既に家族の
主たる住居はメキシコ市にあった可能性も十分に考えられる。それゆえ，フェルナンドの生地が
メキシコ市という可能性も現時点では考えておく必要がある。
上述のサンタ・カタリーナ教会を中心とするサンタ・カタリーナ地区は，1568年に小さな教区

として始まり，メキシコ市内の非インディオ住民（スペイン人，黒人，その他混血者）を対象と
したもので，「ス

レプブリカ・デ・ロス・エスパニョーレス

ペイン人居住区」に位置づけられるものであった（Pescador 1992: 20－21）。フェ
ルナンドの母が家を保有していたサンタ・アナ地区は，サンタ・カタリーナ地区のさらに北に位
置し，もともとはトラテロルコのフランシスコ会士の礼拝堂がある場所だった。17世紀前半はま
だまだ市の外れであったが，部分的にスペイン人が居住していたと考えられる。
スペインのアメリカ植民地，とりわけ副王都メキシコ市のような都市部では，スペイン人居

住区とインディオ居住区の区別が厳格に行われ，カスタ社会が徹底されていたかのように理解さ
れてきた。しかし，当初からそれほど厳格な区別が実態として機能していたかどうかには疑問が
残る。例えば，エルナン・コルテスの息子マルティン・コルテスのように，混血でありながらも
スペイン人としてスペイン人社会で生活した人物がいたことも知られている。D・コープという

図 3：18世紀半ばのメキシコ市の地図におけるサンタ・カタリーナおよびサンタ・アナ地区
出典：AGI, “Plano de la Ciudad de Mexico...”



井　上　幸　孝

─ 34 ─

研究者が述べているところでは，カスタ社会がある程度確固たる形を整えるのは 17世紀も半ば
になってからのことであった（Cope 1994: 24）。裏を返せば，「裕福でないスペイン人」や「経済
的に成功したメスティソ」，あるいは「スペイン人との縁戚関係を築いた先住民貴族」といった，
血統の面で見れば多様な集団が混然とそこに存在していたと考えることができる。つまり，スペ
イン人居住区に明白に一般の先住民という立場の者が用もなく自由に出入りできることはなかっ
たであろうが，先住民貴族の子孫や混血者がスペイン人の家族としてそこに暮らすような曖昧な
ケースは十分にあり得たと想像される。
同様に，上記の「スペイン人居住区」への出入りについて言えば，外見だけの判断で区別して

市内への入場制限をしたというわけではないだろう。実際，外見だけで混血者か否かを完全に見
分けることは不可能に近い。言い換えれば，本人たちが社会の中でどのように位置づけられてい
るかが一つの判断基準になっていたものと思われる。
アナ・コルテスおよびその家族は，1643年 9），サン・フアン・テオティワカンの土地権利をめ

ぐる文書の中で，「スペイン人」と見なされている（Alva Ixtlilxóchitl 1985: II, 354, 359ss）。つまり，
実際には先住民の血を引くメスティソやカスティソであっても，外部から見たときには「スペイ
ン人」と認識されうるような社会的立場の生活をしていたと考えられる。

2．人生・生活環境
このカシーケ家系に関わる文書では，フェルナンドの名はしばしば「フェルナンド・デ・アル

バ（またはダルバ）」と表記され，本人もそのように署名している（Alva Ixtlilxóchitl 1985: II, 281, 

332－333, 356）。すなわち，実生活の場面では，フェルナンドはイシュトリルショチトルという先
住民姓を日常的に使用していなかったと考えられる。
イシュトリルショチトルという姓は，コルテス到来時のテスココ王子の一人，イシュトリルショ

チトル 10）の名に由来する。フェルナンドの曾祖母（イシュトリルショチトル 2世の娘であるアナ）
はイシュトリルショチトル姓を名乗っていた形跡があるが，世代が進むにつれて史料に先住民姓
が記載されている例は少なくなる。歴史書の著者名として，私たちはイシュトリルショチトルと
いう名称でしばしば彼のことを呼んでいるが，実際に生きていた生身の人物としては，この姓は
それほど馴染みのあるものではなかったと思われる。

1620年 5月 8日付でフェルナンドの父フアン・デ・ペラレダは遺言書を残している。その中の
不動産相続者を指名する箇所で，息子もしくは孫の誰かが聖職者となることを望み，息子である
フェルナンドおよびバルトロメの名に具体的に言及している（Alva Ixtlilxóchitl 1985: II, 341）。フェ
ルナンド自身は聖職者になることはなかったが，弟のバルトロメはこの父の希望を実現させ，後
にチアパ・デ・モタの在俗司祭となった 11）。またこの遺言書が作成された時点でフェルナンドは「サ
ン・フアン・テオティワカンに在住もしくは常駐」とされていて，さらには「サンティアゴ〔サンティ
アゴ・トラテロルコと思われる〕に何軒かの家」を父から譲り受けている（Alva Ixtlilxóchitl 1985: 

II, 341; Munch 1976: 48）。
フェルナンドに関して，史料が残されており，ある程度その経緯を追うことのできる事件がい

くつかある。セルナ大司教にまつわる以下の出来事はその一つである。
副王ヘルベス侯爵と対立したメキシコ大司教ペレス・デ・ラ・セルナは身の危険を回避するた

め，メキシコ市を密かに脱出し，1624年 1月 13日夜，サン・フアン・テオティワカンに避難し
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た。翌日，同大司教はテオティワカンで副王の破門を宣言する。この逃避にアルバ家が協力をし
た。また，ちょうどこの事件の頃，フェルナンドは『ヌエバ・エスパーニャ史要約』という作品
を執筆し，その冒頭には高位の人物への献辞を添えた（Alva Ixtlilxóchitl 1985: I, 525）。これらの
事実関係から推察されるのは，①アルバ家がメキシコ市で起こった副王と大司教の対立という構
図に無縁ではなく，おそらくは積極的に関与して大司教の避難に手を貸していたこと，さらには，
②この大司教に当時執筆中であった『ヌエバ・エスパーニャの歴史』の要約版を託して，出版を
目論もうとしたと考えられること，の二点である。
フェルナンドはいくつかの職を得ていることが史料から分かっている。最初に史料から確認

されるのは，テスココのフエス・ゴベルナドール職で，1612年 12月に副王グアダルカサル侯
爵から任命を受けている（Manuscritos de Texcoco 1979: 14－15; Alva Ixtlilxóchitl 1985: II, 334－
335）。その後，1616年 12月にはチャルコ地方にあるトラルマナルコの町のフエス・ゴベルナドー
ルに任命され，ちょうど 1年後にはさらに任期を 1年延長するとの通達が同副王から出されて
いる（Manuscritos de Texcoco 1979: 15－16; Alva Ixtlilxóchitl 1975: II, 336－337）。また，1621年
12月の段階では，「チャルコ地方のフエス・ゴベルナドール」であったとの記録も残されている
（Manuscritos de Texcoco 1979: 16－17; Alva Ixtlilxóchitl 1985: II, 344－345）。
その後の足取りについては詳しくわからないものの，上述のサン・フアン・テオティワカン土

地権利をめぐる 1643年の裁判文書の中に，「メキシコ市在住」との証言が複数回認められる（Alva 

Ixtlilxóchitl 1985: II, 357, 359ss.）。さらに，この 1643年時点で，フェルナンドはフスガド・ヘネラル・
デ・インディオスで何らかの職（おそらくは父フアン・デ・ペラレダと同様の通訳官の職）に従
事していたとの記載もある（Alva Ixtlilxóchitl 1985: II, 359, 360ss.）。
フェルナンドの死については，1650年であったということがサンタ・カタリーナ教会の埋葬

記録からわかっている。ただし，遺言は残さなかったため，詳しいことは明らかではない（Alva 

Ixtlilxóchitl 1985: II, 370）。

3．フェルナンドの家族
フェルナンドには，フアン，アナ，ディエゴという 3人の子がいた。フェルナンドがいつ結婚

したのかは定かではないが，アントニア・グティエレスという人物が妻であったとされる。
オゴルマンによれば，長男フアン・デ・アルバが生まれたのは 1624年頃と推定されるが，こ

の時点では正式な婚姻外の子であったようである（Alva Ixtlilxóchitl 1985: I, 29, 38; II, 390）。妻ア
ントニアに関しては，史料の記述に矛盾があり，正確なことはわかっていない。未公刊のある史
料（1678年のアントニアの遺言書）では，アントニアはフアン・デ・ペラルタ〔ペラレダ〕（フェ
ルナンドの父の名と同一）の未亡人として登場する。アントニアが先住民だったのか白人だった
のかも不明だが，この史料によれば，父アロンソ・グティエレス，母テレサ・デ・ドゥエニャス
の間にメキシコ市で生まれた嫡子で，史料が残された 17世紀末の時点で，同市のサンタ・アナ地
区の住民であった（“Testamento de Doña Antonia Gutiérrez”, fs. 131r, 139r）。彼女については，別
の史料として，1680年にサンタ・カタリーナ教会での埋葬記録もあり，こちらの文書には「フェ
ルナンド・デ・アルバの妻だった」，「遺言を残さなかった」との記載がある（Alva Ixtlilxóchitl 

1985: I, 40）。
いずれにせよ，長男フアンは 1666年に叔父（フェルナンドの弟）のルイス・デ・アルバとの
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争いの末，サン・フアン・テオティワカンのカシカスゴを継承した。アナ・コルテス（フェルナ
ンドの母，フアンの祖母）の死後，まずカシカスゴを受け継いだのは長男フランシスコ・デ・ナ
バスであった。フランシスコはスペイン人女性と結婚したが，継承者を残さず，1645年に死去した。
カシカスゴ（先住民カシーケ領）という性質上，フランシスコの妻マリーア・マンリケはスペイ
ン人であることから継承者にはなれなかった 12）。そのため，次男フェルナンドの息子であるフア
ンと，三男ルイスの間でその権利が争われ，最終的には 1666年にフアンの継承が認められたとい
うものである。
フアンは，シグエンサと交友があった 13）。シグエンサは，『西方の楽園』の中でフアンおよび

この家系に言及している箇所があり，フアンを「非常に正しい振る舞いをし，諸聖人の信仰に篤
い人物」と形容している（Sigüenza y Góngora 1995: 224）。
フアンとシグエンサの関係について具体的な事実関係としてわかっているのは，フアンがサン・

フアン・テオティワカンの地で，シグエンサに礼拝堂つき司祭になるよう依頼し，これを承諾し
たシグエンサにアシエンダを与えたということである（Munch, 1976: 30）。また，シグエンサに
カシカスゴそのものの管理を任せ，「スペイン人」であるシグエンサが実質的には先住民カシーケ
領を取り仕切る事態となった時期もあった（Munch 1976: 28）。さらに，フアンは生前，父フェル
ナンドの蔵書をシグエンサに譲っている。実際，手稿のまま未出版となったフェルナンドの歴史
的著作を現代の私たちが読むことができるのは，シグエンサを経由して後世に伝えられた結果で
ある 14）。さらに，その後，フアンは 1680～ 82年頃に死去し，シグエンサは遺言執行人となった
ことがわかっている（Alva Ixtlilxóchitl 1985: I, 40－41）。
このように，17世紀後半にフェルナンドの息子フアンが，「クリオーリョ」の核心とされるシ

グエンサと交流していたこともまた，このアルバ家がクリオーリョに近い環境にあったことを象
徴するものと言えよう。

おわりに

ここまでフェルナンド・デ・アルバ・イシュトリルショチトルという人物を，従来の歴史書と
は別の，家系に関わる史料から見た。彼の生涯や家系に関する情報から見て取られるのは，この
人物が植民地時代の一般的な「インディオ」とはかなりかけ離れた生活を送っていたことである。
16世紀の段階からメキシコ市内に不動産を所有し，サンティアゴ・トラテロルコやサンタ・カタ
リーナといった先住民向けではない教会とつながりを持っていた。フェルナンドの息子の世代に
はシグエンサとの直接的な交流もあり，きわめてクリオーリョ層に近い生活を営んでいたと言え
るだろう。
これまでの研究では，歴史書の記述内容の分析を通して，先住民貴族層もしくはその末裔とし

て記録文書を残したアルバ像が論じられてきた。ヨーロッパの規範に従いながら征服以前の世界
を再評価し，その重要性を読者に認識させるという手法に関しては，シグエンサと類似した特徴
が認められ，この点において彼の論法は「クリオーリョ的」であるとも言える。しかしながら，
本人はあくまで「インディオ著述家」という立場を取り，後にアルバの著作を引用したクリオー
リョ著述家が彼を「先住民史家」と見なしたことで 15），彼には先住民というイメージが付きまと
うことになった。本稿での考察からは，そうしたイメージに反し，アルバおよび彼の家系の実生



クリオーリョという観点から見た先住民記録者アルバ・イシュトリルショチトル

─ 37 ─

活は，はるかにスペイン人に近い環境に置かれたものであったことが見て取られる。
今回のアルバのように，「先住民記録文書（crónicas indígenas）」と漠然と呼ばれてきた各文書

やその作者（クロニスタ）の分類方法というのは非常に曖昧な基準に拠ってきた。時としてその
分類基準に「血筋」（両親ともに先住民か，あるいはメスティソの出自を持つのか）が重視される
こともあった。しかし，別稿で論じたように，先住民記録者，スペイン人記録者，メスティソ記
録者などといったカテゴリーに明確な境界線を引くことは容易ではない（Inoue Okubo 2007: 66－
67）。
この観点は，各個人の生涯や実生活を見ていく場合にも同様であろう。植民地時代メキシコ市

のカスタ社会の詳細な事例を紹介した上述のコープの研究からもそのことが見て取られる。確か
に，出自と社会的立場には相互関係が認められると彼は述べているが，それは，その境界線とい
うのが決して明確なものではなかったことの裏返しでもある。
最後に，以上の考察を踏まえて，「クリオーリョの萌芽」なるものをあらためて考え直してみ

たい。
クリオーリョ・アイデンティティの目覚めについても明確な境界線があったというのは難しい

であろう。無論，いくつかの分岐点となった出来事や人物が存在し，シグエンサがその一人であっ
たことは確かと思われる。しかし，シグエンサのような人物を核として確固たるアイデンティティ
を共有する一定の集団としてのクリオーリョという姿は 17世紀を通して見えてこない。
やがて集団としてのクリオーリョのアイデンティティが形成されていく上で利用されることに

なる個別の議論やアイデアは 17世紀ヌエバ・エスパーニャ知識人の世界に散りばめられていた。
つまり，この時点では，後々クリオーリョの思想が確立されていく中で鍵となる言説が生まれて
はいたが，それを主張するまとまった集団というものは存在していなかった。シグエンサは個人
の言説レベルでそれを比較的明確に表現した一人に過ぎなかったと考えられる。
他方，本稿で考察したように，「先住民記録者」でありながら後のクリオーリョの言説と共通

する論法を用い，シグエンサの 1世代前に相当するアルバのような人物も存在した。しかもこの
アルバに関しては，本稿で見たようにきわめてクリオーリョに近い生活環境を生きた人物であっ
た。換言すれば，アルバは移行期の，研究者の観点によってクリオーリョ側に含まれるか否かが
曖昧な境界線上にいた一人だったと言えよう。クリオーリョ意識の目覚めを一層明らかにしてい
くには，集団としてのクリオーリョのアイデンティティ形成を考えると同時に，その際に利用さ
れた着想がどこから出てきたのかについても考えていく必要がある。
筆者の今後の課題としては，こうしたクリオーリョ意識の形成の基盤となった言説をさらに追

い，「境界線上」もしくは「過渡期」の異なる事例を詳しく見ていくことである。そのためには，
通説的理解に捉われて「クリオーリョ」という人種の分類に該当する人物だけを追うのでは不十
分である。16世紀後半から 17世紀前半にかけては，興味深い著述家の作品が多く存在する。ディ
エゴ・バラデス（Diego Valadés）16）やアグスティン・デ・ベタンクル（Agustín de Betancourt）17）

などはその例であるが，上述のような観点からの彼らや彼らの作品に関する分析は米国やメキシ
コの学界でもあまりなされていない。クリオーリョ意識の「萌芽」の実態をより詳しく解明して
いくには，シグエンサと同時期および彼に先行する比較的情報のある人物の研究をさらに掘り下
げていく必要があろう。当面はこうした著述家の作品を読み込んでいくことで，「クリオーリョ」
の源流を洗い直すとともに，「先住民」側との関わりも解明できるよう，具体的事例の研究を重ね
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ていきたい。

　　　 本稿は，平成 21年度専修大学研究助成個別研究「17世紀メキシコにおけるクリオーリョ
知識人」，ならびに平成 21～ 25年度文部科学省科学研究費補助金新学術領域研究「環太平
洋の環境文明史」（代表・青山和夫）研究項目 A02「メソアメリカ文明の盛衰と環境の通時
的研究」（代表・青山和夫，課題番号 21101003）の助成を受けた研究成果の一部である。

注

１）他に主なものとしては，Alberro 1992; Brading 1988; Lafaye 1985が挙げられる。
２）引用文は拙訳で，〔　〕内は訳者による補足，省略箇所を示す。後述するように，現在ではアル

バの生年は 1578年と考えられ，没年も 1650年であったことが判明している。また，サンタ・ク
ルス学院で学んだ可能性もほとんどないことがわかっている。

３）16世紀にはディエゴ・ドゥランやフアン・デ・トバールといった記録者がこうした可能性に言
及している（Lafaye 1985: 251, 256）。また，この説を唱えたアントニオ・デ・ラ・カランチャの
『ペルーにおける聖アウグスティヌス会の教化についてのクロニカ』やグレゴリオ・ガルシアの
『新世界ならびに西方インディアスの起源』をシグエンサが読んでいたこともわかっている（井
上 2005: 96）。

４）以下，アルバの引用は拙訳で，〔　〕は本稿の筆者による補足もしくは省略箇所を示す。『ヌエバ・
エスパーニャ史要約』は，一般に『チチメカ人の歴史（Historia de la nación chichimeca）』の名
称でも知られる『ヌエバ・エスパーニャの歴史（Historia general de la Nueva España）』という著
作の要約版である。

５）傍点は本稿の筆者による。
６）後述するように，実生活では「フェルナンド・デ・アルバ」を名乗ることが多く，イシュトリル

ショチトル姓は常時使っていたわけではないと考えられる。
７）1620年 5月 8日付の父フアン・ペレス・デ・ペラレダの遺言書によれば，嫡子は「ドン・フラ

ンシスコ・デ・ナバス・ケツァルママリストリ，ドン・エルナンド〔フェルナンド〕・デ・アルバ・
イシュトリルシュチトル，ドニャ・アナ・デ・アルバ，クリストバル・サンチェス・デ・ペラレダ，
ドニャ・フアナ・デ・ナバス，ドン・ルイス・グランデ・デ・アルバ，幼少のドニャ・マグダレナ・
デ・アルバ，ドン・ヘロニモ・デ・ナバス，ドン・バルトロメ・デ・アルバ」の 9人である（Alva 

Ixtlilxóchitl 1985: II, 340）。他方，1639年の母アナ・コルテスの遺言書では「ドン・フランシスコ・
ナバス・イ・ペラレダ，ドン・フェルナンド・デ・アルバ，ドニャ・アナ・デ・アルバ，ドン・
クリストバル・デ・アルバ，ドニャ・フアナ・デ・ナバス，ドン・ルイス・デ・アルバ，ドニャ・
マグダレナ・デ・アルバ，スンパンゴ区の聖職禄受領司祭であるドン・バルトロメ・デ・アルバ
得業士，既に死去しているドン・ヘロニモならびにマテオ・デ・ペラレダ」の計 10人である（Alva 

Ixtlilxóchitl 1985: II, 347）。
８）なお，同教会の埋葬記録によれば，フェルナンドは遺言を残さなかった（Alva Ixtlilxóchitl, 1985; 

II, 370）。
９）先に引用した遺言書は 1639年の日付だが，1643年時点でアナ・コルテスはまだ存命中だった。
10） 先スペイン期のテスココ王イシュトリルショチトル（ネサワルコヨトルの父）と区別するために，

イシュトリルショチトル 2世と呼ばれることもある。洗礼後はエルナンド・イシュトリルショチ
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トルいう名で，メシコ征服戦争時の対テノチティトランの戦いでコルテス陣営に協力した。
11）バルトロメはメキシコ大学で得業士となった後，メキシコ大司教区の司祭となった。ナワトル語

の告解手引書の著者としても知られ，イエズス会の宣教師ともつながりがあった。
12）フランシスコが死去したのは 1645年だが，直後に継承を名乗り出たのはフェルナンドではなかっ

た。フェルナンドに継承する気がなかったのか，死の数年前なので体調が既に悪かったなどの理
由があったのかどうかはよくわからない。

13）フェルナンドとシグエンサの直接の交流はなかったと思われる。仮にあったとしても，フェルナ
ンドは 1650年に亡くなっており，1645年生まれのシグエンサはその時点でまだ 5歳の少年だっ
たことになる。

14）アルバ家から受け継いだ史料を含むシグエンサの蔵書の行方については，Trabulse 1988を参照。
15）シグエンサもその一人で，フェルナンドのことを「メシコ語（ナワトル語）のキケロ」と呼んだ
（Sigüenza y Góngora 1995: 52）。

16）スペイン人とトラスカラ女性との間に生まれたとされるメスティソで，『キリスト教修辞学
（Retórica cristiana）』を著した。

17）メキシコ市生まれと思われ，シグエンサとも交流があったフランシスコ会士。『聖フランシスコ
修道会サント・エバンへリオ管区に関する記録（Crónica de la provincia del Santo Evangelio del 

Orden de San Francisco）』を書き残した。

文書館史料
Archivo General de Indias, España (AGI):

“Plano de la Ciudad de Mexico remitido por la Sala del Crimen de Mexico con expediente sobre la 

division de la Ciudad en cuarteles para las rondas”, MP-MEXICO, 178, 1750.

Archivo General de la Nación, México (AGN):

“Testamento de Doña Antonia Gutiérrez”, Ramo de Tierras, vol. 167－2ª parte, exp. 2, fs.130－188.

“Relación de los primeros señores de San Juan Teotihuacan”, Ramo de Historia, tomo 1, núm. 5, fs. 136v

－138r.

“Tratado del principado y nobleza del pueblo de San Juan Teotihuacan, 1621”, Ramo de Historia, tomo 1, 

núm. 6, fs. 138v－151v.
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〈論　　文〉
ブラジルにおける人種意識の変遷

― 人種民主主義から人種主義へ ―

伊　藤　秋　仁

要　　旨
Desde a hora de mudança da Corte de Portugal ao Rio de Janeiro, sempre existiam 

preocupações demográfi cas no Brasil. Dentre as quais um dos problemas mais importantes 

para a elite brasileira era tratamento das pessoas de cor que constituíam um número 

considerável no povo brasileiro. A elite, que acreditava em supremacia dos brancos, 

pretendia branquear o povo, e, ao mesmo tempo, queria manter a hierarquia pacifi camente 

onde os brancos fi cavam na classe superior e os não-brancos ocupavam a classe baixa.

Na segunda metade do século XIX e no começo do século XX, houve uma entrada em 

massa dos imigrantes europeus, e quando acabou esse fl uxo, a elite apresentou a ideia de 

branqueamento do povo brasileiro baseado na eugenia, especialmente neo-lamarckismo.

Na década de 1930, quando surgiu a necessidade de integrar o povo de várias raças e 

etnias, apresentou-se uma ideia da democracia racial. Essa ideia conciliou até os pretos e 

os pardos miseráveis e o povo, desde os brancos ricos até os pretos pobres, inteiramente 

aceitou-a com entusiasmo.

Mas no final do século XX, com a realização dos congressos internacionais a 

respeito dos direitos humanos, anti-racismo, ambiência etc., os movimentos negros se 

conscientizaram da situação e a injustiça racial, o povo brasileiro começou a reconhecer a 

realidade, e têm sido promovidas as ações afi rmativas.

Essa mudança da consciência das relações raciais no Brasil acompanhava e era 

fortalecida pelas obras dos pesquisadores da área. O Brasil e os EUA são os países grandes 

e multirraciais e, historicamente, têm semelhança na formação social. Com isso, chamou 

grande atenção dos pesquisadores norte-americanos e dos brasileiros e a comparação dos 

dois países tem sido feita desde a década de 1930.

Os pesquisadores podem ser divididos em duas partes por gerações. A primeira 

geração que reconfirmou a democracia racial é, na sua maioria, constituída dos norte-

americanos. Os pesquisadores da segunda geração acusam racismo existente no Brasil. 

No fi nal deste artigo se faz uma análise das obras dos pesquisadores de ambas gerações.

キーワード： ブラジル，人種的不平等，人種民主主義，白人化，
アファーマティヴ・アクション
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1．はじめに―合衆国との比較

南北アメリカを代表する大国であるブラジルと合衆国は，その社会形成の歴史過程において類
似性が認められる。また，現在，両国ともアフリカ系住民を数多く抱えており 1），人種問題はい
まだ解決していない。
両国の社会形成を大まかに辿ってみると次のようになる。ヨーロッパ人が新世界に進出し，先

住民を軍事的に制圧した後，植民地を創設した。その後，ヨーロッパ人が入植し，世界市場に組
み入れられたプランテーションが形成され，その維持と発展のために大量のアフリカ人が輸入さ
れた 2）。両国とも奴隷制を発達させ，黒人奴隷に対するヨーロッパ人の優越と支配が確立し，19

世紀後半には奴隷が解放された。その前後から 20世紀初めにかけて，主としてヨーロッパからの
大量の自発的移民により人口増加を図った。
奴隷解放後も，黒人に対する差別的な慣行は継続し，合衆国は法的に，ブラジルは法を用いず

に白人を上位，黒人を下位とする人種により階層化した社会が定着した。その後，合衆国では公
民権運動を契機に，またブラジルでは，20世紀末の社会変化とその後の南アフリカのダーバンで
行われた国連による「人種主義，人種差別，排外主義および不寛容に反対する世界会議」への参
加を契機として，差別是正の動きが具体化し始めた 3）。
合衆国では 20世紀後半から人種関係が国家全体の大きなテーマであった。アカデミックな研究

対象となり，多くの研究者を輩出し，相当の成果が生まれた。上述のとおり，同じような歴史的
背景をもつブラジルは，合衆国の人種研究において格好な比較対象であった。かつては，合衆国
が黒人に対する法的な隔離を行ったのに対し，ブラジルは，政治・社会・法律上，人種による差
別がなく平等な「人種民主主義」の国として，盛んに比較研究が行われた。その後，合衆国で法
的な差別が廃止され，新たな人種関係についての研究が模索された。合衆国で人種隔離が非合法
化すると，人種主義は非公式のものとして見えにくくなった。また，ブラジルの人種的寛容なイメー
ジを覆す研究が内外で数多く発表されるようになり，今度は，ブラジルは人種差別の国とみなさ
れるようになった。それと同時にブラジルは，法的な強制をせずに人種支配を行った―「ブラジ
ル方式」4）と呼ばれた―先駆的な例となり，新たな研究対象となった。そして再びブラジルの人
種関係が脚光を浴びるようになっている。
合衆国は，白人と黒人を法的に隔離してきた。公民権改革以後，法律が廃止された後でも，白

人と黒人の距離が保たれ，多くは分離したままである。人種により居住地が住み分けられ，異人
種間の婚姻や交友関係も制限されている。

　 …合衆国において，公民権の改革後も存続する黒人差別や人種関係を規定する主要な要因は，現
在も継続している人種による居住地の分離にあるとする。…白人と黒人との間の距離を維持して
いるのは強固な社会的規範だけでなく，物理的かつ社会的な距離こそが高度の人種的不平等の原
因になっていると断定している。反対に，極端な居住地の分離が見られなければ，人種差別と不
平等は縮小すると仮定している。このように分離こそがアメリカの人種支配の要であると考えら
れている。5）

一方，ブラジルの人種関係の特徴は，「混血」であるとする。ジルベルト・フレイレ 6）はルゾ・
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トロピカリズモ（ポルトガル熱帯生態学）を唱えている。その論に従えば，ポルトガルとアフリ
カが近接していることから，歴史的にムーア人との交流があり，ポルトガル人はアフリカ人に対
する偏見がなく，従来，ポルトガル人男性は色の浅黒い女性を好む傾向がある。植民地時代，ブ
ラジルにおいてポルトガル人女性の数が限られていたこともあり，ポルトガル人男性は，インディ
オやアフリカ人女性を好み，結果的に混血が進んだとする。フレイレの説の妥当性や社会行動の
現実はともかく，このような人種混淆がブラジルの人種関係，もしくはブラジル人の人種意識の
根幹にあったことは間違いない。ロベルト・ダ・マタは次のように述べている。

　 ブラジル人以外の合衆国ならびにその他の国の読者がブラジルを理解するためには，西洋社会全
般を支配するのは純潔の志向であるという概念を捨て去る必要がある 7）。

人種関係における純潔の対義語は曖昧さであろう。ブラジルでは，白人と黒人の中間に混血人が
おり，その境目は明確ではない。一方，合衆国では「血の一滴ルール」により少しでも黒人の血
が混じっていれば白人と見なさないなど，境界をはっきりと定めた 8）。
合衆国の研究者は自国の人種関係の検証のために，しばしばブラジルの事例を対照させたが，

その研究結果は，おそらく合衆国よりもブラジルに大きな影響を与えた。合衆国との対比の中で，
ブラジルは自身の人種関係を理解し，規定してきた。本稿は，このような前提を踏まえ，ブラジ
ルの国家的な人種に対する意識の変遷を辿り，中でも重要な人種民主主義から人種主義への変化
に重要な役割を果たした米伯の二世代の人種研究者の業績に焦点を当てている。ブラジルの人種
関係は合衆国と異なる側面を持つ。本稿の目的は，合衆国の社会学者エドワード・テルズの分析
を援用し，ブラジルの人種関係に明確なパースペクティヴを提示することを目的としている。

2．国家的な人種に対する意識の歴史的変遷

2－ 1　多数の非白人が存在することの劣等感（19世紀全般）
ブラジル人の人種意識は，植民地時代末期より，欧米の影響を受けている。1808年，ポルトガ

ル王室がブラジルに到着することで，ヨーロッパ人すなわち白人至上主義が強化された 9）。1822

年には独立を果たしたが，植民地時代の社会秩序は維持され，王室を頂点とする白人至上主義の
社会は変わらなかった。一方，表 1のとおり 1800年当時，総人口約 410万人のうち，白人は 92

万人（22.4％）に過ぎなかった。また，混血人は 122万人（29.8％），黒人は 196万人（47.8％）
で人口の 4分の 3を有色人が占めていた。白人至上主義の中，このような数多くの黒人・混血人
人口の存在は，対外的に大きな負い目となり，国民の統合は非常に困難になっていた。

表 1　ブラジルの年代別・人種別住民数／％
人種＼年 1800 1880 1890 1940

白人 920,000 / 22.4 3,787,000 / 38.1 6,303,000 / 44.1 26,171,000 / 63.5

混血人 1,220,000 / 29.8 4,187,000 / 42.2 5,900,000 / 41.2 8,744,000 / 21.2

黒人 1,960,000 / 47.8 1,954,000 / 19.7 2,097,000 / 14.7 6,035,000 / 14.6

黄色人 0 / 0 0 / 0 0 / 0 247,320 / 0.6

合計 4,100,000 / 100 9,928,000 / 100 14,300,000 / 100 41,197,320 / 100

出所　Lambert, Jacques, Os dois Brasis, São Paulo, Editora Nacional, 1967, p. 87.
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奴隷制時代の白人至上主義の根拠は，「神により生物学的に定められたもの」とされており 10），
生物学的とは言いながら，科学的な裏付けはなく，その根拠は「科学ではなく，むしろ道徳と宗
教であった」11）。南北アメリカ大陸で奴隷制が廃止されるようになると，人種支配について新た
な根拠が求められ，それは優生学へと向かった。

　 …その学問は，「よりよい血統という目標を達成するために遺伝的知識を社会的に活用する」方法
を発見することを企図していた…。当時，優生学は，黒人を劣等でムラートを堕落していると見
なしていた。その上，優生学者は，ブラジルのような熱帯の気候が人の生物的・精神的高貴さを
弱め，それゆえブラジル人は，生物的な退化を例証していると考えていた。12）

しかしながら，優生学は，支配層であるブラジルのエリートにも刃を突きつけることになった。
というのも，ヨーロッパ人の視点から見ると，ブラジルのエリートの中に少なからぬ「非白人」
が存在していたからである 13）。白人至上主義の思想は受け入れられたものの，エリート層の中に，
非白人の血統を引くものが見られたのは事実であった。他の分野でも傑出したムラート（混血人）
が存在していた。その一人にブラジルの最も偉大な作家であると見なされているマシャド・デ・
アシスもいた。

1880年代，優生学の強い影響を受けたバイアの医学校教授ライムンド・ニナ・ロドリゲス 14）は，
アフリカ人が劣等であると表明したけれども 15），ブラジルの現実を鑑み，ムラートの扱いにはた
めらいを見せた 16）。それまでのように単純に混血人の存在を堕落していると見なすのではなく，
ムラートについては，優秀・通常・堕落の三つに分類すべきだと考えた。
また，当時のブラジルを代表とする知識人であったシルヴィオ・ロメロ 17）が指摘したように，

優生学に従えば，「黒人やとくにインディオはポルトガル人に劣ることは認めるが，ポルトガル人
自身もゲルマン・サクソン人に劣って」18）いると考えざるをえなくなるなど，ブラジルのエリー
トはジレンマに陥った。

2－ 2　ヨーロッパ人移民の増加と人口の白人化（19世紀後半と 20世紀前半）
このような袋小路の中，ブラジルの人種関係について，新たな方向性をもたらしたのは，1870

年代以後の大量のヨーロッパ人移民の流入であった。奴隷労働が制限を受ける中 19），サン・パウ
ロを中心とする好調なコーヒー生産は，海外から大量の移民を引きつけた。1884年から 1939年
の 55年間で，およそ 416万人の移民がブラジルに到着し，その 8割をイタリア人，ポルトガル人，
スペイン人，ドイツ人が占めた 20）。1800年には 22.4％に過ぎなかった白人人口は，表 1のとおり
1880年には 38.1％，1890年には 44.1％と 10年で 6％も増加した。絶対数を見ても 1880年の 378

万 7000人から 630万 3000人と大幅に増加，1890年代にはさらに 120万人以上のヨーロッパ系の
移民が加わった 21）。黒人は，1850年の奴隷貿易廃止後，実質的にほとんど入国しておらず，その
相対的な割合は，1800年の 47.8％から 1880年には 19.7％，1890年には 14.7％に減少した 22）。
さらに白人の増加は，ブラジルに新たな人種についての見通しをももたらした。すなわち，当時，

生物の進化についてフランスで主流であった新ラマルク説 23）の影響を受けた，ブラジル独自の
優生学である「白人化」である。ブラジルの学者は，「遺伝的な欠陥は，1世代のうちに克服でき
る」24）とし，黒人と混血人は劣等であるという認識を再確認しながらも，生殖能力に優れ，遺伝
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的にも優位にある白人と非白人が人種混淆することで，黒人の要素は消去され，最終的には，ほ
とんど白人のブラジル人が生み出されるとされた 25）。
表 1の 1890年と 1950年の人口を比べてみると，ほぼ総人口が 3倍に膨れ上がり，白人人口は，

新規入国者も合わせ，総人口の 63.5％を占めた。一方，黒人人口の比率は 14.7％から 14.6％とほ
ぼ横ばいであり，混血人の人口比は 41.2％から 21.2％と 20ポイントも減少している。しかしなが
ら，その後の年代別人種構成（表 2）を見ると，白人の割合は，1940年をピークに，以後少しず
つ減少しており，混血人の割合も，20世紀に入り，増加傾向にあるが，ほぼ 40％で変わっていない。
黒人人口は微減を続けていたが，2000年には 6％に上昇している 26）。しかしながら黒人人口につ
いては人種区分の曖昧さの影響を受けやすく，これをもって黒人人口が増加したとは言いにくい。
いずれにせよ，データを見た限り，白人化の傾向はうかがうことができない。

表 2　ブラジルの年代別人種構成（％）
年 白人 混血人 黒人 黄色人 不明

1960 61.0 29.5 8.7 0.7 0.1

1980 54.77 38.45 5.8 0.63 0.26

1990 55.3 39.3 4.9 0.5 －
出所　富野幹雄「現代ブラジルの人種関係」『アカデミア』人文・科学編第 70号，抜刷，南山大学，1999年

2－ 3　人種民主主義（1930年代から 1980年代）
移民による白人人口の急増が「白人化」の背景に見られたが，「望ましい」とされたヨーロッ

パ人移民は，1920年代には著しく減少し，東欧や中近東からの移民も増加した。また，1908年に
始まった日本人移民が，1920年代から 1930年代にかけて急増すると，優生学的見地から，日本
人移民を制限すべきであるとの声が挙がった 27）。

1929年，第 1回ブラジル優生学会議が開催され，ブラジルへの日本人の移住の制限とアフリカ
系北アメリカ人の導入が議論された。反人種差別主義者でコロンビア大学教授であったフランツ・
ボアズ 28）の薫陶を受けた同会議の議長エドガル・ロケッテ＝ピントは，優生学と人種を結びつけ
ることに強硬に反対し，人種混淆は退化的でなく正常であると主張した。また出席者の一人であ
る優生学者のフェルナンド・マガリャンエスは，ブラジル人のほとんどが何らかの混血人である
ことを想起させた。同会議では，最終的に，人種的な移入制限は多数決により否決された。ロケッ
テ＝ピントによれば「標のない道に踏み出すのに恐れるのにも似た，現実的な自信の欠如」29）の
ような感覚を抱きながらも，ブラジルは，合衆国やドイツのような人種差別を行う国々とは一線
を画すようになった。

1930年に臨時大統領に就任したジェトゥリオ・ヴァルガスは，1945年に辞職するまで，ブラ
ジル近代化のため，数多くの改革を実施し，国民の圧倒的な支持を受けた。国民の統合を目指し
ていたことから，人種的な排除も行わず，黒人層の多くが彼を支持した。ヴァルガスの大統領就
任後，黒人により組織されたブラジル黒人戦線も政党となり，彼を支持した。1937年，「新国家」
体制下，政党が禁止され，ブラジル黒人戦線も解散を余儀なくされたものの，ヴァルガスは黒人
に対する援助を続け，彼らの産業構造への統合が進んだ 30）。
ヴァルガスの国民の統合・黒人に対する寛容の姿勢と合致したのは，ジルベルト・フレイレが

その著書『大邸宅と奴隷小屋』31）で主張した「人種民主主義」であった。テルズは，ここで用い
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られている「民主主義」という語は，政治制度よりも，同語のスペイン語のコノテーションであ
る「友愛」や流動的な社会関係のニュアンスが強いことを指摘している 32）。フレイレは，合衆国
と比較して穏やかとされる人種関係の根源を植民地時代に求めた。農場主を頂点とする巨大なプ
ランテーションの家父長制社会を巨大な大釜に見立て，温情的な奴隷制度の下，奴隷は人間的に
扱われ，混血が進行したと描いた。結果として，異人種に対する反発がなくなり，調和し，同化
が進んだとした。これまで否定的に捉えられていた人種混淆を，ブラジルの国家的な特徴かつ象
徴であるとし，肯定的に捉えなおした。
人種民主主義のイデオロギーは，公式に人種隔離を行う国々や人種間闘争のある国々，特に合

衆国に対する強力なアンチテーゼとなり，ブラジルは優越感とともに人種主義の存在しない国と
しての国家アイデンティティを強力に推し進めた。ヴァルガスは，リオ・デ・ジャネイロのカー
ニバルを国家的な行事とし，黒人や混血人が主役を務めるそのイメージを国内にも国外にも発信
し，人種民主主義のイメージを植えつけることに成功した。

1964年に始まった軍事政権下においても，人種民主主義の考えはさらに推し進められた。ブラ
ジル政府によるアフリカ諸国との関係強化も図られるなど，ブラジルは自身のアフリカ性をさら
に強調するようになった。アフリカ系の新興宗教 33）も広く認知されるなど，アフリカ文化はます
ますブラジル人にとって身近になった。さらに黒人選手ペレが率いるサッカーのブラジル代表が
ワールドカップを制すると，その熱狂は国民を揺るがし，人種民主主義は，ブラジル人にとって，
大いに誇るべきアイデンティティとなった。
一方，このような喧騒とは裏腹に，1968年から 1974年の経済発展の利益を受けたのは白人を

中心とする中間層であり，非白人を中心とする貧困層との人種的不平等は拡大した。権威主義体
制下，このような状況を背景に，人種民主主義に異議を申し立てた人種研究者 34）は，強制的に国
外追放された。

2－ 4　人種民主主義の否定と人種的不平等の肯定（1980年代半ばから）
軍事政権末期より，少しずつ黒人 35）運動組織が活動する余地が生まれるようになった。黒人

のアイデンティティも次第に高まった 36）。1978年には「黒人統一運動」が設立され，1984年に
はサン・パウロ州に「黒人共同体の参加と発展のための審議会」が創設された 37）。1985年，軍政
から民政へと移管すると，黒人運動はさらに活気付いた。ジョゼ・サルネイ大統領は，同年，「補
償措置のための黒人審議会」を提案した 38）。1988年は，奴隷制廃止 100周年であり，多くのデモ
が行われ，多数の動員が見られた。同年，ブラジル憲法に反人種差別ならびに反性差別が謳われ，
その後の多くの反人種差別法の基礎となった。
政治や市民社会の分野でも黒人の活動が目立つようになった。中でも連邦議員を務めたアブ

ディアス・ド・ナシメント 39）やベネディタ・ダ・シルヴァ 40）は黒人を擁護する活動を積極的に行っ
た。そのほか黒人の州知事も何人か現れ，ブラジル最大の労組の書記長になったヴィセンテ・パ
ウロ・ダ・シルヴァ 41）は，1994年のもっとも影響力のある市民社会活動家に選出された。また
数多くの黒人運動 NGOが出現し，組織を強化し，活発に活動するようになった。
世論もそれに応えるようになった。1995年の人種意識に関する調査（表 3）によれば，「白人

が黒人に人種偏見を抱いている」ことを認めた白人は，多少の地域差はあるが，ブラジル全国で
9割近く（89％）に上っている。同様の見解を示した混血人は 88％，黒人は 91％であった。ブラ
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ジル国民はようやく人種民主主義の神話から解き放たれた。

表 3　肌の色と地域別の人種混淆支持の割合と人種偏見を認める割合（ブラジル，1995 年）
「黒人に対して白人は人種偏見を抱いている」に賛成の割合（％）

ブラジル 北東部 南東部 南部 北部／中西部
白人 89 83 91 90 87

混血人 88 85 91 87 89

黒人 91 89 94 82 93

「人種混淆は良いことである」に賛成の割合
白人 88 76 88 85 90

混血人 87 87 87 89 91

黒人 89 90 90 88 88

出所 : Data Folha Survey, 1995.

ブラジル国民のほとんどが白人は黒人に人種偏見を抱いていることを認めていたが，政府によ
る積極的な差別是正策が実施されるまでには，さらに時間がかかった。1995年は，現在のペルナ
ンブコ州内のパルマーレスの逃亡奴隷共同社会（キロンボ）の伝説的な指導者ズンビの没後 300

年に当たり，その命日（11月 20日）には，首都ブラジリアに数千人もの人が集い，デモ行進を行っ
た。黒人運動の活動家も参加したこの示威行動の趣旨は，人種差別撲滅に向けての政府の実効的
な政策と黒人に対する賠償の要求であった。当時のカルドーゾ大統領は，このような要求に対し，
ブラジルの大統領として初めて，ブラジルにおいて 50年近く政府の公式見解であった人種民主主
義を否定し，人種主義が存在することを認めた。
カルドーゾ大統領に対する，黒人運動側の期待は大きかった。なぜなら，かつて，彼はフロレ

スタン・フェルナンデスの指導の下，ブラジル南部の人種関係の調査を行い，その後，人種に関
する著作も発表し，軍政下で亡命を余儀なくされた過去を持つ世界的に著名な社会学者であるか
らである。人種関係に関して，これまでのいかなる政府関係者よりも高い学識を有していること
は疑いなかった。黒人運動の活動家は，今後の政府の変化に大いに期待した。
カルドーゾがアファーマティヴ・アクションの実施に意欲を持っていたことは疑いない。黒人

運動活動家と会談したその日，人種的公正を促進し，黒人住民の地位向上を目指す「省庁間作業
部会」の創設を約束した。1996年の「多文化主義と人種主義についての会議」において，カルドー
ゾは「（人種差別と偏見は）単に言葉によってだけでなく，人種や社会集団，階級の間のより民
主的な関係の構築をなしとげる手順や方法を通じて，その仮面をはぎ，反撃されなければならな
い」42）と宣言した。また，同年，黒人のみならず，女性，障害者，先住民に対する「国家人権計画」
が発表され，短期，中期，長期のそれぞれの目標が策定された。黒人については，短期的にはそ
の価値を高める公的な政策の検討，中期的には職業訓練や大学，高度な技術を要する分野への参
入を可能にするアファーマティヴ・アクションの展開，長期的にはあらゆる差別的な法律の廃止
と人種差別根絶のための政策と規定の改善，社会経済的な地位を高めるための賠償政策を創設す
るというものであった。
しかしながら，反発は予想以上に大きかった。省庁間作業部会は意見書を作成し，黒人の包摂

に向けての具体化を求めたが，政府の関係閣僚からの協力が得られず，頓挫した。人種民主主義
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の神話は根強く，カルドーゾ政権を後援する学会の重鎮たちも，人種的不平等の存在を否定しな
かったものの，ブラジルを合衆国と同様の人種主義国家であるとみなすことに対して，抵抗を示
した。各人種が先鋭化せずに共存し，平和裏に人種混淆が行われていることこそが，ブラジルの
美点なのであり，また目標としての「人種民主主義」はいまだ有効であるとした。アファーマティ
ヴ・アクションの実施は人種的に受益者を特定することにより，国民の分離につながり，ブラジ
ルを合衆国化するものとして賛成しなかった。このような反発に対し，カルドーゾも政治的な判
断を迫られ，時宜を考慮せざるをえなくなった。膨らんだ黒人運動の活動家の期待も徐々にしぼ
んでいった。

2－ 5　アファーマティヴ・アクション（1990年代半ばから）
そのような中でも黒人運動はその歩みを止めることはなかった。人種的不平等の認識は，市民

に広く浸透しつつあった。連邦政府による統一的な政策には至らなかったものの，小規模ながら，
各地で差別是正の動きが見られるようになった 43）。ブラジルの 10大都市圏における 1995年から
1999年までの間に 124の人種差別根絶のための計画が確認されている 44）。何らかの形で黒人の
地位向上を目指した計画が 110件，その他 14件は人種を問わず人種差別の根絶を目指したもの
であった。その計画の主催者は，NGOが 42件，連邦ならびに地方自治体政府が 29件，政府と
NGOの連携が 17件，残りは大学，教会，政党，企業であった。それらの計画内容を詳しく見ると，
連邦主催によるものは黒人を対象としたキャリアアップのための研修であった 45）。地方自治体の
試みとしては，ポルト・アレグレ市における市の契約する労働者の黒人枠（5％），バイア州にお
ける州の宣伝・広報の黒人枠（全体の 3分の 1）を設定している。NGOは，人種的不平等の啓発
セミナーを積極的に行い，教会，大学，NGOでは黒人のための大学入学の予備コースの開催や，
進学のサポートを行っている。
そのほかの大きな成果としては，キロンボの土地所有の連邦政府による承認が見られる 46）。奴

隷制の時代に，奥地に逃れた逃亡奴隷によって築かれたキロンボの現住人は，そのような逃亡奴
隷の子孫であり，長年の間，同地に居住している。奴隷制に抵抗し続けたキロンボは黒人運動の
シンボルとして機能するようになった。
国内において人種民主主義の神話が崩壊し，国民の多くが人種的不平等の存在を認め，一部で

差別是正の動きが見られるようになっても，ブラジル政府は人種的に寛容な国であるという世界
に広く知られたイメージをそう易々と手放そうとはしなかった 47）。中でももっとも頑強な壁は外
務省 48）であった。外交官のほとんどが白人からなる閉鎖的なエリート集団であり，人種民主主義
を奉ずるブラジルの道徳上の優位さについて他国に主張し続けていた。

1992年，リオ・デ・ジャネイロで開催された地球環境サミット 49）には，人権や環境の先進各
国や多くの世界を代表する NGOが参加した。軍政から民政に移管し，まだ未成熟だったブラジ
ルの市民社会は，このイベントの開催を機に，世界の先端の活動に触れることで意識を高め，同
時に世界の NGOとの絆を築いた。この時期以降，ブラジルの黒人運動組織も，人権意識が国際
的に普及し高まる中，コンピューターネットワークや国際メディアを利用し，国境を越え，知名
度を高めた。また，ラテンアメリカ，合衆国などの黒人運動組織と連携し，機動力を発揮すると
ともに，ブラジルで黒人の置かれている状況を発信したり，制度の改善を提案したり，法律を根
拠に司法の場で争ったりするようになった。
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2001年，南アフリカのダーバンで行われた国連による「人種主義，人種差別，排外主義および
不寛容に反対する世界会議」が，ブラジルの人種的不公平についての認識や人権意識をさらに高
めることになった。世界会議の準備のための地域会議についての騒動 50）がメディアを通じてさか
んに伝えられた。世界会議参加を前に，黒人運動活動家とブラジル政府高官の間で対話が進んだ。
政府主催の準備会がブラジル国内各地で開催されるなど，政府も積極的に関与するようになった。
世界会議には，先住民や女性団体の代表を含め 200人近い活動家のほか，政府代表の約 15人が参
加した。会議の報告長官にブラジルの女性黒人運動活動家が就任し，会議におけるブラジルの重
要性は高まった。奴隷制に対する賠償金の要求とイスラエルに対する制裁の提案にアメリカが退
場，植民地化と奴隷制に対する賠償をヨーロッパ共同体が否決，人権侵害についてアジアも消極
的な姿勢を示す中，ブラジルやラテンアメリカ諸国の積極性が際立った。
ブラジルのメディアは，連日，同会議に関する情報を積極的に伝えた 51）。世論の高まりは，多

くの変化をもたらした。アファーマティヴ・アクションの実施を巡る対立は霧散し，政府は実施
を約束した。人種問題によって，国際的な立場でブラジルの発言力が増したことから，ブラジル
外務省は立場を一転させ，黒人運動を積極的に支援し，人権問題を取り上げるようになった。
会議終盤，農業開発大臣は，公務員の黒人枠や，黒人の農村共同体に対する融資などの支援，

公有地に存在するキロンボに対する土地所有権の授与を命じた。会議終了後 52），リオ・デ・ジャ
ネイロ州立大学の入学定員に黒人・混血人・公立学校卒業者枠が設けられた。司法省，外務省で
も人種割当てを中心とするアファーマティヴ・アクションが導入された。

2003年 1月，労働者党のルーラ 53）が大統領に選出されると，3人の黒人ならびに混血人の大
臣が誕生した。文化大臣に著名なポピュラー音楽のシンガーソングライターのジルベルト・ジル，
社会支援と促進のための特命担当大臣に，黒人女性活動家・政治家として着実なキャリアを築い
てきたベネディタ・ダ・シルヴァ，環境大臣にはマリーナ・シルヴァ 54）を指名した。そのほか議
会の要職や，最高裁判所長官などにも黒人を登用した。そのほか「人種包摂促進策事務局」を創
設し，その局長には黒人女性を任命した。
ルーラ政権は，黒人の大学入学枠を拡充させるとともに，アフリカ文化と歴史を初等・中等教

育のカリキュラム導入を進める法律を施行するなど，黒人運動と労働者党とルーラ政権は密接な
関係を築き上げている。
一方，2003年からはアファーマティヴ・アクションに対する抵抗も少なからず，生まれている。

大学入学の割当て制の合憲性が法廷で争われ，割当て制によって，不合格になった白人学生は「差
し止め命令による救済」を求め嘆願書を提出している。割当て制により不利益をこうむる白人の
中間層の中には，はっきりとこのような政策に反対を表明する者も現れるようになり，政策の再
検討を迫っている。

3．人種民主主義と人種主義

ブラジルにおいて中間層の大半が白人であり，貧困層の大半が非白人である事実は，ほとんど
変化していない。人種的不平等は植民地時代から現在に至るまで変わらず存在している。それに
も関わらず，おおよそ 1980年代を境に，ブラジルの人種関係を表す概念は正反対のもの，すなわ
ち「人種民主主義」から「人種主義」に変化した。
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このような意識の変化の背景には，第 2章で概要を述べたとおり，いくつもの要因が影響して
いるが，「人種民主主義」と「人種主義」は，それぞれ科学的な手法で立証されていた。そして時
代の変遷の中で，後者はますます優勢となっており，前者は人種的不平等を隠蔽するための体の
いい建前に過ぎなかったと断定された。また，それを立証した研究者やその著作も，科学的でな
い恣意性に満ちたものとされ，「人種民主主義とその時代」を批判する際に取り上げられることは
あっても，評価されることは少なくなった。
テルズは，人種民主主義を追認した研究者を第 1世代，人種主義を摘発し，より広範な資料に

基づいてその持続性や構造を指摘する研究者を第 2世代に分類した。その上で，彼は，合衆国と
の比較の中で，人口学的，文化的，経済的，政治的影響の下にある人種分類，異人種間の婚姻，
居住地の分離などの要因（彼は変数と呼んでいる）を考慮しながら，それぞれの主張を検証して
いる。第 1世代は，合衆国の社会学において同化の明確な指針 55）である異人種間の婚姻や人種混
交から，ブラジルでは黒人が包摂されていると見なしたのに対し，第 2世代は，貧困層のほとん
どが非白人であることから，黒人は社会的に排除されているとする。テルズは，現在の第 2世代
によって示される人種主義絶対主義と第 1世代の研究に対する軽視をやんわりと批判し，人種混
交と人種的排除が共存しうる可能性を示唆し 56），さらに，ブラジルの人種関係を水平的関係と垂
直的関係に分け，その独自性を分析している。

3－ 1　第 1世代（1930年代から 1960年代）
フランツ・ボアズの指導を受けたジルベルト・フレイレは，合衆国の特に南部の状況を知悉す

ることで，ブラジル北東部の特色を際立たせることができた。フレイレは『大邸宅と奴隷小屋』
（1933年）の中でブラジルの人種関係を肯定的に描いた。彼の提示した「人種民主主義」は，ジム・
クロウによって法的な人種隔離を行っていた合衆国の人種の研究者に大きな衝撃を与えた。その
後，ブラジルは合衆国の人種研究者にとって重要な比較対象となり，多くの研究者がブラジルを
訪れた。1940年代の最も影響力の大きな研究はドナルド・ピアソン 57）であり，彼の研究結果は
フレイレの人種民主主義を追認するものであった 58）。国民の統合を目指したブラジル政府も，合
衆国発のこのような研究結果に後押しされるかのように，「人種民主主義」に重きを置き，人種的
寛容のイメージを世界に発信するようになった。
多くの合衆国の研究者が，ブラジルの人種関係を合衆国よりも良好であると判断した大きな原

因の一つは，研究対象の地域がブラジルの北東部中心であったことが挙げられるであろう。テル
ズが水平的関係と呼ぶ，人種的な流動性や異人種間の婚姻などは，同地域において特に顕著であっ
た。合衆国の社会学理論における同化の重要な指標である異人種間の婚姻や居住地分離の度合い
から判断すると，同地には，合衆国で見られる物理的・心理的な人種隔離が見られず，白人と非
白人の統合は進んでいるとされた。現存する人種的不平等は，人種に起因するのでなく，1888年
に廃止された奴隷制の負の遺産である階級の影響であり，水平的な統合が進展するにつれて，そ
のような不平等は消滅すると予想した。
現在，利用可能な資料を用いて，人種の水平的な関係について調べてみると，北東部に限らず，

地域差はあるものの，ブラジル全土で，合衆国に比べてはっきりと人種的統合の高さを示してい
る 59）。人種間の反感や反目は少なく，人種関係が穏やかである証でもある。この傾向は貧困層に
おいて特に顕著であり，「人種民主主義」は，この限りにおいては，真実に近い。
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3－ 2　第 2世代（1950年代以降）
1950年代，人種民主主義にはっきりと異議を唱えたのは，ブラジル人の研究者であるフロレス

タン・フェルナンデス 60）であった。合衆国とブラジルの研究者からなる共同ユネスコ調査団 61）

の一員であったフェルナンデスとブラジル人の彼の同僚たちは，サン・パウロの工業化の中，労
働市場において，黒人は，身分や教育などの社会的影響では説明できない不利益を被っていると
し，そこには人種主義が存在すると看破した。彼らの研究対象の地域は，主として南東部や南部
地域であった。同地域には，大量のヨーロッパ人移民が移入し，黒人や混血人よりもヨーロッパ
系の白人の数が圧倒的に多かった。そのような地域においては，黒人は蔑視されており，人種混
淆もあまり見られなかった。第 1世代が重視した合衆国との比較や水平的関係についてはほとん
ど言及せず，工業化と人種的不平等という垂直的関係の現実を直視した。
民政移管後の情報開示や調査手法の発展が，ブラジルにおける広範な人種的不平等の現実を証

拠付けた。ブラジルは世界で最も富の配分が不平等な国であり，貧困層の大部分は非白人であり，
非白人が社会上昇を図る際のガラス天井の存在も明らかになっている 62）。このことから，ブラジ
ルの人種関係は，かつての合衆国や南アフリカの公式の隔離と実質的に変わらないとの意見も見
られる。広範な資料を基にブラジルの人種的不平等を指摘する研究は，1980年以後，さかんに発
表されている 63）。

3－ 3　人種混淆と人種的排除の共存
差別の存在を否定した第 1世代と，人種的不平等を指摘した第 2世代には，はっきりとした相

違点が存在している。研究対象地域について，第 1世代は非白人の割合が高く未開発の北東部地
域であったのに対し，第 2世代は，白人の割合が多い工業化の進んだ南部・南東部が主であった。
また研究者の国籍の違いも明確であった。第 1世代の研究者の多くが米国人であったのに対し，
第 2世代はブラジル人が主であった。そのことは，第 1世代が法的な人種隔離を行っていた合衆
国との比較の視点を大いに有していたのに対し，第 2世代はそのような意識が比較的少なかった
ことを表わしている。
地域による差異はあるものの，合衆国との比較で言えば，現在でも第 1世代と第 2世代の結論

は共に有効である。合衆国に比べて，水平的関係における人種の壁はずっと低い。一方，垂直的
関係を見ると，人種による貧富の差は非常に激しく，社会的な昇進に際しても人種間の差は大き
い。非白人の社会上昇には見えないガラス天井が存在している。合衆国では対立する概念である
と考えられている人種混淆と人種的排除がブラジルでは共存している。

4．まとめ

ブラジルの人種混淆は広範に及んでおり，白人と見なされている者も，人種秩序の中で白人の
優位性を享受しながら，時と場合により，自身に非白人の血が混ざっていることを指摘し，人種
的排除とは無縁であることを正当化しようとする 64）。ブラジルでは，「人種（raça）」という用語
よりも「肌の色（cor）」という表現が好まれ，人種区分を示す「白人（branco）」，「混血人（pardo）」，「黒
人（preto）」よりも，モレーノ（moreno: 小麦色の肌の色）やロウロ（louro: 金色と茶色の間，ブ
ロンド）というカテゴリーを好んで用いる。モレーノは浅黒い肌の白人や黒人までを内包し，ロ



伊　藤　秋　仁

─ 54 ─

ウロはヨーロッパ系であることを言外に示しており，非白人を示すこともある。「白人」はアジア
人を内包しないが（アジア人は通常「黄色人」），かつて黄禍論に対する反論として「日本人はポ
ルトガル人より白い」として「白人」と見なされたこともあった 65）。人種秩序の下位には，肌の
色の白から黒の色のスペクトルの中で黒い端に近い人が多いが，分類がはっきりしていないこと
から，社会的に下位にある肌の色の黒い人も，自称するに，社会的に低位にあるというコノテー
ションをもつ「黒人」という言葉を避ける傾向にある。このような人種の曖昧さは，階級や地位
とも結びついており，「財産が肌の色を白くする」という俗諺も，一面の真実を示している。
人種はしばしば冗談やからかいの対象になる。多様な民族的背景を持つ者が多いことから，人

種や民族についての冗談は，日常の中で頻繁に交わされている。合衆国的なポリティカルコレク
トネスの考え方からすれば，受け入れられないような言葉が日常的に，あらゆる場面で交わされ，
笑い飛ばされる。それは人種や民族の水平的な関係の近さを示すとともに，対立を先鋭化せず，
適度にガス抜きを行うブラジル文化の好もしい一面であるかもしれない。しかし，社会的な弱者
である黒人に対する冗談には，侮蔑的なステレオタイプが描かれており，それが彼らの社会上昇
を拒むガラス天井の一因になっている可能性も否定できない。
垂直的な人種的不平等の是正のため，合衆国的な人種二分法に従い，ブラジルの黒人運動家は，

元来，黒人を示す語であるネグロを，アフリカ系の祖先を持つ者全般に敷衍し，社会的な動員や
抗議，提案のための集団のアイデンティティの確立に努めてきた。ここまである程度の成果は生
まれつつあるように思われるが，人種的な分類の曖昧さにもかかわらず，人種的な区分を設ける
ことには反発も見られる。
ブラジルの人種関係は，光の当て方により，異なる様相を見せる。人種混淆に起因する人種的

曖昧さはブラジルの好もしい一面であると評価するブラジル人は多いだろう。一方，「人種民主主
義」が社会的な人種的不平等を見えにくくしてきた面も否めない。人種民主主義が信奉されてき
た 50年間で，非白人が社会的な低位に固定化され，白人と非白人の間の所得格差は広まった。世
界的に貧富の差がもっとも激しい現実 66）に，今度は，ブラジル人の多くが自国を人種主義がもっ
とも激しい国であると見なすようになった。ブラジルの社会問題を摘発する映画が数多く製作さ
れ，ブラジル国内だけでなく，世界中で広く鑑賞されるようになった。
極端な熱狂はブラジルの国民性であるかもしれない。しかしながら，水平的な関係において，

ブラジルが異なる人種・民族を平和的に融合してきた経験は否定されるものではないだろう。人
種的な対立により，国民の間に亀裂が生じない方法で，社会の不平等を是正する措置がとられる
べきである。

注

１）「ブラジルと合衆国は，総人口ならびにアフリカ系の人口において，西半球最大の国である。ブ
ラジル人は，黒人あるいは混血人の数がおよそ 8000万人で，ブラジルの 1億 7300万人のほぼ半
数を占めていると言われている。ブラジルの白人の多数がアフリカ人の血を引いているため，ア
フリカ人の祖先を持つブラジル人の数は，おそらく 1億人以上にのぼると思われる。一方，合
衆国には約 3000万人の黒人がおり，約 2億 7000万人の総人口のおよそ 12％に当たる。」Telles, 
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E. Edward, Race in Another America: The Signifi cance of Skin Color in Brazil, Princeton, Princeton 

University Press, 2004, p. 14（同書は『ブラジルの人種的不平等と是正策（仮題）』伊藤秋仁・富
野幹雄共訳，明石書店，2011年 1月 31日発行予定）。

２）1500年から 1870年までのアフリカ人奴隷の移入数は，英領北米・合衆国が合計約 39万 9000人で，
その 9割ほどが，1701年から 1810年の間に移入された。ブラジルへの移入数は約 364万 6800

人とされ，19世紀前半まで盛んに輸入された（細野昭雄『ラテンアメリカの経済』東京大学出
版会，1983年，23頁）。

３）差別是正に際して，アメリカと南アフリカでは人種差別的な状況に対する動員や大々的な抗議行
動が行われたのに対し，ブラジルではほとんど行われなかった。この点について，マークスは，
国民国家成立の経緯に視座を定め，三国を比較し，「法的な人種差別は必ずしも不可欠ではなかっ
た」ことと「人種差別に対する抗議は必然的に行われるものではない」ことを詳述している。ア
ンソニー・W・マークス（富野幹雄・岩野一郎・伊藤秋仁訳）『黒人差別と国民国家』春風社，
2007年を参照のこと。

４）「教育もほとんど受けず専門的な技術も持たない黒人の集団は，都市部における反不法居住者法
のより強硬な適用をもって，以前にもまして厳しく周縁へおいやられるだろう。それは時に『ブ
ラジル式オプション』と呼ばれる。つまりそのグループ内部から人種的性格を除去することで，
アパルトヘイトは終焉したとの印象を与えようというものだ。しかしその要点はアフリカーナー
のフォルク（民）が，全般において支配的立場を維持することと南アフリカが国民国家であり続
けることだった。―アパルトヘイト後の南アフリカのあり方を政府の役人がどう語ったかについ
てのアリスター・スパークスの談（1990）」Telles, op.cit., p. 194.

５）ibid., p. 3.

６）1900－1987年。アメリカのコロンビア大学でフランツ・ボアズの指導を受ける。1924年にブラ
ジルに帰国。1933年に主著『大邸宅と奴隷小屋』（邦訳は，鈴木茂訳，上下巻，日本経済評論社，
2005年）を発表した。

７）Telles, op.cit., p. 4.

８）合衆国の黒人奴隷はブラジルに比べれば，数も少ないことから，貴重な財産でもあり，管理され，
生殖により維持された。一方，ブラジルは輸入されるアフリカ人奴隷の数が多く，言わば，使い
捨てであり，管理や維持，まして生殖についての配慮はあまりなかった。ブラジルでは自由を手
にする奴隷や混血人が存在したことから，合衆国に比べ温情的な奴隷制であったと伝えられるこ
とが多いが，ブラジルの奴隷制が過酷ではなかったとは考えられない。キロンボと呼ばれる逃亡
奴隷村が作られ，植民地政府と対立も生まれた。マークスは，この経験から，19世紀，20世紀
初頭のブラジルのエリートたちは，潜在的に黒人に対する恐れがあったとしている。マークス，
前掲書，83－94頁参照のこと。

９）王室はブラジル到着当初より，ドイツ人を中心としたヨーロッパ人入植者の導入を図っていたが，
規模は小さかった。拙著「19世紀前半のブラジルにおける外国人入植者の導入」京都外国語大
学『COSMICA』第 38号（2009年）参照のこと。

10）マークス，前掲書，21頁。
11）Telles, op.cit., p. 26.

12）ibid., p. 26.

13）ブラジルでは，文化・科学においてヨーロッパ，中でもフランスの影響が大きかった。そのフラ
ンスから，差別主義的な人種観に基づき，ブラジルの人種的劣等性を指摘する文献の出版が相次
いだ。その代表者はゴビノー伯爵（1816－1882年）であった。彼は，その著書『人種不平等論』
（1856年）で，アーリア人は支配人種であり，非白人よりも優れていると見なした。その後，彼は，
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1869年から 70年にかけて，フランス政府代表としてブラジルに滞在した。彼は，ブラジルの人
種混淆の状況について「人種混淆が（親交のあった国王を例外として）ブラジル人のすべての階
級にわたって，果ては『最上層の家族の人々に』さえも影響を及ぼし，彼らを醜く，怠惰で繁殖
力をなくさせていると論評した」（ibid., p. 26）。マーク・B・アダムズ編著（佐藤雅彦訳）『比較「優
生学」史』現代書館，1998年，第 4章も参照のこと。

14）1862－1906年。法医学者。ヨーロッパの優生学を信奉。犯罪者の頭蓋の容積を測定するなど，
犯罪者の先天的な要因を指摘したイタリアの犯罪学者チェザーレ・ロンブローゾの支持者であっ
た。

15）ロドリゲスは人種別の刑法の適用を提案した。黒人の自由意志の能力に疑問を呈し，帝国の刑法
の自由意志の原則から黒人を除外すべきであるとした（Telles, op.cit., p. 27）。

16）スキッドモアによれば，ロドリゲス自身も混血人であったとされる。
17）1851－1914年。詩人，哲学者で文芸評論家でもあった。
18）Telles, op.cit., p. 28.

19）1850年に奴隷貿易が廃止され，1850年に約 250万人いた奴隷人口は減少を続け，1872年には
151万人に減少した。1871年には新生児自由法，1885年には 60歳以上の奴隷を解放する「セク
サジェナリオス法」が発布された。1887年には奴隷の数が約 64万人まで減少し，1888年，王女
イザベルによって奴隷制の廃止を定める「黄金法」が施行された。

20）移民の国籍ならび人数の詳細については，Oliveira, Lucia Lippi, O Brasil dos immigrants, Rio de 

Janeiro, Jorge Zahar Editor, 2001, p. 23を参照のこと。奴隷の減少による価格の高騰と労働力不足
から，1889年までは民間の資金で，その後は公的資金によって，移民の渡航が援助された。白
人であることは「望ましい」移民の第一要件であったが，加えてカトリックであり，ラテン系で
あればさらによいとされた。

21）Telles, op.cit., p. 29.

22）しかしながら，黒人と混血人の間の区分はあいまいであり，階層やその他の社会的な環境の影響
を受けやすいため，人種区分には注意を要する。

23）フランスの博物学者ラマルク（1744－1829年）を祖とするラマルク説は，生物がよく使用する
器官は世代を重ねるに従って発達し，使用されない器官は次第に退化するとする用不用説と，環
境への対応として獲得された個体の形質の遺伝を骨子とする。新ラマルク説は，遺伝子の変化に
対する環境的要因を重視したもので，ラマルク説を修正・拡大した。また生物の進化に対して，
生物の主体性も認めている。

24）Telles, op.cit., p. 28.

25）1911年，ロンドン大学で開催された「第 1回世界人種会議」で，ブラジルの国立博物館館長
ジョアン・バティスタ・ラセルダは，100年後のブラジルの人口予測を発表し，2012年には黒
人は消滅し，混血人も 3％に減少すると述べた（Skidmore, Thomas E, Black into White: Race and 

Nationality in Brazilian Thought, New York, Oxford University Press, 1974, p. 67）。
26）Telles, op.cit., p. 30の図 2.1より。
27）1925年，医学会の権威であったミゲル・コウトがこのような発言を行った。
28）1858－1942年。ドイツ系ユダヤ人で，合衆国に帰化した。
29）Telles, op.cit., p. 32. ステパンは「優生学者たちの胸中に潜む人種問題への不安を抑えて，人種的

社交辞令が大勝した」（アダムズ，前掲書，294頁）と述べている。
30）黒人と移民は，労働者として競合していた。ヴァルガスは白人の移民に対する援助を打ち切り，

自国生まれの労働者を移民との競争から守るための政策を行った。
31）注 6を参照のこと。
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32）Telles, op.cit., p. 33.

33）ウンバンダのこと。中産階級の白人や軍の将校も同宗教の指導者になった（ibid., p. 40.）
34）そのような学者には，フロレスタン・フェルナンデス（1920－1995年），アブディアス・ド・ナ

シメント（1914年－），オクタヴィオ・イアンニ（1926－2004年），ブラジル前大統領フェルナンド・
エンリケ・カルドーゾ（1931年－）などがいる。

35）ポルトガル語では社会運動や政治の場面では，黒人についてネグロ（negro）が用いられる。し
かしながらこのネグロという語が示すのは黒人に限らない。アフリカ系の混血人も含まれる。非
白人のニュアンスに近いが，アジア人や先住民は含まれないことが多い。いわゆる黒人のみを指
すポルトガル語ではプレト（preto）である。

36）黒人音楽（ソウルやファンク），バイアの黒人だけのカーニバル・グループ（イレ・アイレ）など，
特に文化面での貢献が大きかった。

37）目的は「黒人の利益を擁護する法律の監視や州議会と行政府に対して，計画を提案することと，
人種差別と警察の暴力についての申し立てと調査であった」（Telles, op.cit., p. 48）。

38） この計画は実施されなかった。サルネイは1930年生まれ。1985年から1990年まで大統領を務めた。
39）注 34参照。
40）1942年生まれ。リオ・デ・ジャネイロ州知事も務めた。
41）1956年生まれ。通称ヴィセンチーニョ。
42）Telles, op.cit., p 56.

43）法制化には大きな壁が見られる。差別是正策は増してきているものの，法的な根拠がないことか
ら，持続性においては脆弱であることは否めない。

44）Telles, op.cit., p 58.

45）中には公共事業参入のための入札方法に関する指導も含まれている。
46）それ以前に先住民に対する土地の承認が行われている。
47）2000年はポルトガル人のブラジル発見からちょうど 500周年にあたる。4月 22日はちょうど現

在のバイア州に到着した記念日であった。カルドーゾ大統領を含む政府高官が参列し大々的な記
念式典が，同日，同所で行われ，全世界的なメディアの注目を浴びた。一方，黒人や先住民にとっ
て，ポルトガル人の到着は搾取の歴史の始まりとして，市民団体のいくつかが祝典に対する異議
を申し立てようとデモを計画していた。デモは正当な手続きを経て穏当に行われることになって
いたが，祝典当日，彼らは強制的に排除された。

48）19世紀半ばにリオ・デ・ジャネイロ市に建造されたイタマラチ宮殿にその本部を置いたことから，
ブラジル外務省は伝統的にイタマラチと呼ばれている。

49）環境と開発に関する国際連合会議が正式名称。持続可能な開発を目指す「リオ宣言」と，この宣
言に組み込まれた理念の実現のための実行計画するための「アジェンダ 21」が合意された。

50）政府は，政府系黒人組織であるパルマーレス文化財団を通じ，ブラジルにおける地域会議の開催
を拒否した。政府には，会議開催によりブラジルの人種関係について人種主義的なイメージが強
調されることを回避する意図があったと思われる。一方，パルマーレス文化財団は，黒人の代表
でありながら，政府におもねる態度をとったことで，他の黒人運動組織から反発された。これら
はいずれもメディアによって大々的に伝えられた。

51）ブラジルの 5大新聞は，開催中の 1週間に 170の関連記事を掲載した。
52）ダーバン会議は 2001年 9月 8日に終了したが，その 3日後の 11日，アメリカ同時多発テロ事件

が起きた。この事件はブラジルでも大きく取り上げられ，ダーバン会議の熱狂に水を差した。
53）本名はルイス・イナシオ・「ルーラ」・ダ・シルヴァ。1945年生まれ。
54）1958年生まれ。2010年の大統領選にも出馬した。
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55）ミルトン・ゴードンの同化理論により規定されている。ミルトン・ゴードン（倉田知四生・山本
剛郎訳）『アメリカンライフにおける同化理論の諸相』晃洋書房，2000年参照のこと。

56）Telles, op.cit., pp. 5－6. 

57）1900－1995年。Negroes in Brazil: a Study of Race Contact at Bahia, Chicago, 1942を記した。
58）その後も合衆国の社会学者の多くがブラジルを訪れ，多くの研究結果が公表された。詳細はマー

クス，前掲書，訳者補論を参照のこと。
59）Telles, op.cit., pp. 173－214.

60）注 34を参照のこと。
61）ユネスコの意図は，当時の戦争や人種主義など混沌とした社会情勢の中，ブラジルに調和の理想

を見出そうとする趣旨だった（Telles, op.cit., p. 7）。
62）非白人と白人の所得較差は，合衆国よりもずっと大きい。ブラジルにおける非白人の所得は，白

人の 40～ 50％であるのに対し，合衆国の黒人の所得は白人の 75％である（ibid., pp. 107－109）。
社会的流動性から見ると，貧困層にある白人が中間層へ上昇する可能性は，非白人の2～3倍高い。
中でも非白人女性は職業構造の底辺に固定化されている（ibid., pp. 142－145）。そのほか，就職，
教育，警察との関わりなど，多くの場で肌の色による処遇の違いが見られる。

63）これらの第 2世代の研究成果については，富野幹雄の 2000年代の一連の研究を参照のこと。
64）ジェルソン・ペレス議員とアブディアス・ド・ナシメント議員の 1985年の議会におけるユーモ

ラスとも言えるやりとりをテルズはエピグラフで紹介している（Telles, op.cit., p. 78）。
65）ibid., p. 273の注の 27。
66）世界銀行の 2000年の報告書によれば，ブラジルは 150カ国のうち，ジニ係数が 3番目に高かった。

ブラジルより高い国はスワジランドとシエラレオネというアフリカの小国であることを考慮すれ
ば，実質的にブラジルの貧富の差は最も高いと言える（ibid., p. 107）。
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〈論　　文〉
メキシコのグアダルーペ聖母信仰の軍事史的意味

― 軍事目的に利用された聖母に関する一考察 ―

古　畑　正　富

要　　旨
This paper discusses a signifi cance in military history of the Mexican belief in Our 

Lady of Guadalupe in order to give an analysis of the Holy Mother who was used for the 

military purpose. 

Within the large amount of research which has been done to date on the Mexican War 

of Independence (1810－1821), especially in its fi rst half (1810－1815), it is well known 

that the army of Miguel Hidalgo (1753－1811), triumphantly put up the military flag 

depicting the fi gure of Our Lady of Guadalupe. More importantly, we see that José María 

Morelos (1765－1815), the successor of Hidalgo, turned her presence into the driving 

force of the Mexican War of Independence by means of the political platform called “Self-

Consciousness of Nation” (1813). It is remarkable here that both persons were just the 

priests of the Catholic Church. For example, Simón Bolívar reported the religious impact 

on the Mexican War of Independence in the “Letter from Jamaica” (1815).

However, Our Lady of Guadalupe as the patron of Mexico was not fi rstly created by 

Hidalgo and Morelos. Carefully examining her image and tradition based on the story 

of Juan Diego (1531), it becomes clear that four Creole churchmen, in the 17th century, 

tried to explain her appearance in theological terms, namely Roman Catholic Mariology. 

Our Lady of Guadalupe, therefore, was not then grasped in the hand of social lower class 

including mestizo, but upper Creole class.

By the way, we get a strong impression that these circumstances showed drastic 

change in the first half of the Mexican War of Independence. The heroic victories by 

Hidalgo and Morelos rapidly brought about the social militarization in Mexico. At the 

same time, social lower class including mestizo, began to play a prominent role, and the 

Mexican belief in Our Lady of Guadalupe also shifted to the phase of folk Catholicism, 

relatively different from the offi cial doctrine of the Catholic Church. Indeed, Hidalgo and 

Morelos were fi nally executed by the colonial authorities of Nueva España. Yet, we think, 

it is no exaggeration to say that their tragic lives can be regarded as the prophecy of the 

Mexican Revolution, which led to the spread of nationalism.

キーワード： グアダルーペ聖母，メキシコ独立戦争，軍事史，フォーク・カトリシズム，
ミゲル・イダルゴ，ホセ・マリア・モレーロス 
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1．はじめに

イタリアのフィレンツェに「サンタ・マリア・デル・フィオーレ（花の聖母寺）」というカトリッ
ク教会が建っている。それは，優しく円やかな響きをもつ美しい名前であり，聖母マリアの一般
的なイメージを浮かび上がらせている。だが，17世紀半ば（1650年）の長崎を舞台に繰り広げら
れた，山田風太郎『外道忍法帖』の女主人公「マリア天姫」の凄絶な戦闘的振舞いが示すとおり，
ことによると，母性の深淵は華麗な絵巻でなく，カスティーリャの薔薇に似て剣呑な存在だった
かもしれない 1）。実際のところ，こうした伝奇的な混沌といえる姿が，メキシコのグアダルーペ
聖母信仰から朧に感じられることを，我々はたえず念頭に置く必要があろう。
ホメーロス『イーリアス』で描出された，海の女神テティスと血塗られた英雄アキレウスのよ

うに，戦争における母子の結合の事例は枚挙にいとまがない。グアダルーペ聖母も同じく，ヌエバ・
エスパーニャ，ひいてはメキシコの分岐点にしばしば現われ，その都度，兵士の軍事行動を支え
る精神的な拠り所として働いた 2）。1910年に勃発したメキシコ革命のとき，エミリアーノ・サパ
タ率いる農民軍はグアダルーペ聖母の軍旗を風になびかせて進撃したが，苛烈な戦場に立つサパ
タの原風景が百年前のメキシコ独立戦争（1810－1821年），なかんずく前半（1810－1815年）の
波瀾と憂いに満ちた展開へ戻ってゆくことは間違いない 3）。
本稿の目的は，このメキシコ独立戦争前半を俎上に載せつつ，メキシコのグアダルーペ聖母信

仰の軍事史的意味を問い直し，軍事目的に利用された聖母に関して考察することである。その際，
庶民信仰に根ざす，フォーク・カトリシズムの性格が充分検討されなければならない。メキシコ
史家の国本伊代は言う。「キリストと聖母グアダルーペを敬愛し，カトリック信仰に根づいた伝統
文化を強く保有しながら，メキシコ人はローマ教皇庁が世界のカトリック信者に伝授する公式教
義を必ずしも忠実に守っていない。…しかし同時に，メキシコ社会に根づいているカトリックの
伝統文化は，メキシコ人の心の中に超人的な神の存在を認めて，それを崇拝する心理と他人を思
いやる優しさを植え付けている」4）。
むろん，人間の歴史的経験に照らしてみれば，植え付けられた優しさと微笑の裏に渦巻く，暗

い想念を無視することはきわめて困難である 5）。それは，陽光に輝く大地を髣髴させる，褐色の
肌に包まれたグアダルーペ聖母についても変わらない。仮にグアダルーペ聖母の在り方がそれに
関与した人々を通して規定されるなら，「戦場を駆けめぐった女」の肖像を聖母へ投影することで，
鞭打つスペイン人に対する隠忍ないし臥薪嘗胆の気持を，彼らがぶつけたとしても不思議ではな
いのだ 6）。本稿は比較文化史的アプローチにより，そんな二重動作の心性を，「グアダルーペ聖母
信仰とメキシコ独立戦争前半の背景」（第 2節），「軍事史における『産む母』と『戦う兵士』の関
係性」（第 3節）において論及し，最終的には「社会の軍事化を導く宗教と祖国」という命題へ踏
みこんでみたい（第 4節）7）。

2．グアダルーペ聖母信仰とメキシコ独立戦争前半の背景

日本人がはじめて聖母マリアに接触したのは，スペインの「黄金世紀（Siglo de Oro）」，すな
わち 16世紀に遡る出来事であった。この偶然の出会いは貧しい百姓信徒に大きな感銘を与え，禁
教令と弾圧政策が徹底し，血風吹きすさぶ 17世紀の動乱期において，九州の大地へ悲哀の種が蒔
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かれる誘因と化した。たとえば，島原の乱（1637－1638年）の後日談として，遠藤周作『沈黙』（1643

年の「梶目大島事件」と想定）8）は「聖母子の踏絵」について物語り，当時の信徒がキリストよりも，
むしろ虐げられた聖母マリアのほうに心を砕きつつ殉教した様子を伝えるけれど，そこには，上
辺の理屈を越えた〈母なるもの〉への叫びが生々しく聞こえるようだ 9）。したがって，ある種の
アナロジーを踏絵に当てはめれば，我々はまず，落ちた旗印を眼前に想起すべきだろう。なぜなら，
北方謙三に貫流する “革命戦記 ” の作品世界から言葉を借りると，「大義があればこそ，一敗地に
まみれようとも，再び旗を掲げることができる」からである 10）。
さて，メキシコ独立戦争の劈頭を飾る「ドローレスの叫び（1810年 9月 16日）」に際し，武

装蜂起の指導者ミゲル・イダルゴ（1753－1811年）配下の兵士たちは「聖母万歳！」と高らかに
声をそろえ，騎虎の勢いのまま，グアダルーペ聖母の軍旗がはためいたことは，よく知られてい
る。戦場の守護神として聖母を旗印とする仕方は，彼の後継者ホセ・マリア・モレーロス（1765

－1815年）の綱領「国民の自覚」にも認められ，メキシコ独立戦争前半にみる宗教的神秘主義の
淵源になったと考えられる 11）。大垣貴志郎は，次のように説明する。「メキシコ独立戦争の特徴
について，シモン・ボリーバルも 1815年に著した『ジャマイカからの手紙』の中で，指導者の政
治と宗教を混同する独特の考え方と巧妙な策略を見抜いていた。ボリーバルはモンテスキューや
プルタルコスの著作を読んでいた共和主義者である。『メキシコ独立戦争の闘士は，国民の信仰
の対象，グアダルーペ聖母をすべての難問解決の拠り所として，その祈願実現の旗頭としていた。
これで，政治的課題と熱狂を悉く宗教的要素と交合させて，独立の自由を勝ち取ることに至った。
メキシコで聖母に対する敬愛は我々の想像を越えるものがあり，いかなる預言者の威光も凌ぐも
のがあった』。イダルゴは聖母像を軍旗に利用した。事実，人々を引き付けた。モレーロスはその点，
聖母を独立戦争の中心的存在にまつりあげている」12）。
以上の発言を吟味すると，ボリーバルがあえて「独立」の達成でなく，前提たる「独立の自由

（freedom of independence）」を勝ち取ることに言及し，ことさら独立精神の醸成を称揚したのは
示唆に富む 13）。日本史の「一揆」という用語はもともと，「揆を一にする」ということから団結
を意味するが，たとえ武装集団が発生しても，居流れる群衆が存在し，時に突拍子もなく右往左
往するだけでは革命と直接結びつかない 14）。佐藤賢一が指摘するとおり，そんなありさまでは，
踏み出した武装蜂起の大半が騒擾，暴動，反乱として処分される。―それを革命に昇華させるた
めにはもう一段の仕掛けも不可欠となり，思想の役割が決定的になってくる 15）。つまるところ，
革命というものが一つの運動である以上，参与する群集をより秩序だった勢力に変化させるべく，
彼らのなかへ有無をいわさぬ一石が投じられ，同心円状に次々と波紋を広げなければならない。
表 1に照らしてみると，メキシコでは現在に至るまで，家族に対する信頼が軍事の心性を支える
必須の要素だったことがわかる。およそ，これは市井の日本人にも共通するパターンであり，過
去の経験から判断すれば，戦争における十全な大義として人々を鼓舞するに足る魅力を備えてい
たと考えられる。
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表 1　メキシコ人が信頼する対象ランキング 16）

順　位 対　象 ％
1.

2.

3.

4.

5.

両親
イエス・キリスト
聖母グアダルーペ
両親以外の家族
聖職者

79.8

72.2

60.0

40.6

24.2

6.

7.

8.

9.

10.

友人
教師
新聞記者
警官
政治家

21.2

14.4

2.5

2.2

0.7

もちろん，表 1の表示板には，いくつかの考えるヒントが埋められている。1位～ 3位は両親
―イエス・キリスト―グアダルーペ聖母と連なり，とりわけ家族のイメージがメキシコ人によっ
て固着され，彼らの脳裏から離れない様子を知ることができる 17）。4位は，核家族→拡大家族へ
の移行を象徴しているが，メキシコ人にとって，社会構造の基礎であるところの核家族のほうに
重きが置かれたことは疑いない 18）。
主として，マリア神学（Roman Catholic Mariology）を特徴づける要素は，①無原罪の御宿り

②聖母被昇天③共贖者マリア④仲介者マリアの四項目といわれるが，メキシコ独立戦争当時にお
けるグアダルーペ聖母の本質を見極めるためには，何よりも仲介者マリアという観点に想到する
ことが大事である。聖母マリア崇拝は 12世紀以降にヨーロッパで広がりはじめたが，近世で新し
く浮き彫りにされる概念は，聖家族の繁栄と母性の勝利であり，仲介者マリアの効験を中心に聖
母の本質が解釈された結果，戦争における母子の結合が改めて強調されるという波及効果を生じ
たからである 19）。それゆえ，古代から点々と続く戦場の風景が人間心理に忍び入り，やがて「新
しい皮袋に古い酒を盛る」かのような様相を呈したことを，我々は忘れるべきではない。イダル
ゴ配下の兵士たちが復仇を誓い，グアダルーペ聖母を軍旗に選んだ事実は，彼らの信仰が現世利
益の色彩を濃厚に帯びていたことを示す。換言すれば，生死のはざまを歩む戦場では，生き残り
を賭けて勝利が渇望され，集結した群衆の不安を一掃すべく，「勝利の女神」の加護がひたすら期
待された。それは，勝利の女神ウィクトーリアの像が描かれた，古代ローマの軍旗ウェクシルム
を彷彿させる情景であったろう 20）。
メキシコ人にとって，5位という聖職者の立場は微妙である。国本伊代によれば，教会の政治

への介入に対し，メキシコ人の多数が厳しい視線を注いでおり，教会と聖職者は他の組織より信
頼度が高いものの，突出した信頼関係を国民との間に築いているとは言いがたい 21）。その一方，
新聞記者，警官を含む官吏，ましてや政治家といった中間～上層エリートへの圧倒的な不信感と
比較して，聖職者に対する信頼度ははるかに高く，（聖職意識がどんどん希薄になった）教師を上
回り，家族に次ぐ地歩を固めている。この問題に関して，聖職者と 6位の友人がほとんど同列に
並んだことは注目に値する。一概に聖職者といっても歴史的には，個人として信者の間で苦悩す
る下級聖職者（平民出身）と，組織の論理に支配される高位聖職者（貴族出身）が混在し，身分
の上下のなかで両者の確執と相剋はめざましかったからである 22）。メキシコをスペインから独立
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させようとしたイダルゴはクリオーリョ階級に属していたが，異端者として疎外された司祭であ
り，モレーロスはメスティーソ出身の司祭にすぎなかった。先住民や下層階級と意気投合した友
人であることを標榜し，彼らを軍事的な支持基盤としたイダルゴやモレーロスからすれば，メキ
シコ独立戦争前半はまさしく下剋上の場に転じた 23）。それは同時に，クリオーリョに押さえられ
たグアダルーペ聖母信仰を大空へ飛翔させ，はからずも幅広い民衆に伝播させてゆく離脱と流転
の運命を担ったのではないか。現代メキシコ社会で聖職者についての否定肯定の見方が交錯する
のは，歴史の荒波に揉まれたメキシコ人の内なる皮肉をとみに反映したものと推察される。
それでは次に，グアダルーペ聖母顕現譚の複合的な成立過程を整理したい。この作業によって，

クリオーリョ聖職者たちの努力で発明されたグアダルーペ聖母信仰が，痛し痒しというか，メキ
シコ独立戦争前半で彼らの思惑から外れ，後にフォーク・カトリシズムとしてカトリック教会と
も一線を画すようになる混沌を抱えていた様子を眺めることができる。混沌は秩序の対概念であ
り，「二重構造（duplex structures）」として流れ藻のように絡み合っている。宗教史的立場から，
「宗教性」と「宗教」との隔たりは銘記されるべきだが，民衆の激しく揺れ動く感情において，「宗
教性」のほうが「宗教」より大きな集合へ還帰する点は明らかであり，「宗教性」≒ 混沌，「宗教」
≒ 秩序という風に近似対応させることも可能だろう 24）。それゆえ，革命指導者の蔵する混沌も，
何かのはずみで「宗教性」→「宗教」という逆行心理へまろび出る場合も少なくなく，フランス
革命前半において異様な精気に燦々と輝く，ジャコバン派の領袖にして思想的軍師たるマクシミ
リアン・ロベスピエール（1758－1794年）が革命の秩序化を意図し，1794年 6月 8日，シャン・ド・
マルスの丘で「最高存在の祭典」を華々しく挙行した事件は，その好例と考えられる 25）。

表 2　グアダルーペ聖母顕現譚の複合的な成立過程 26）

第一段階
（原因）

16世紀後半の史料にはテペヤックの丘に建てられたグアダルーペ聖母像があり，イ
ンディオが信仰していたという記録は残されているが，スアレス・デ・ペアルタの
不明確な記録を除けば，奇蹟を記した聖職者・歴史家・役人はいない。17世紀以降，
度重なる洪水の被害に悩まされたメキシコ市を救う守護神（1629年にテペヤックか
らメキシコ市へ聖母像が移送）として，また疫病の救済者として，民衆の間の存在感
がひとしお大きくなった。これらの事件が，グアダルーペ聖母顕現の原因譚になった
と考えられる。

第二段階
（結果）

「グアダルーペの四福音史家」（ミゲル・サンチェス，ラッソ・デ・ラ・ベガ，ルイス・
ベセラ・タンコ，フランシスコ・デ・フロレンシア）と呼ばれるクリオーリョ聖職者
たちが，ヨハネの黙示録の独自な解釈（ミゲル・サンチェス）や実証的歴史学の援用
などを通し，それまで漠然と信じられてきたグアダルーペ聖母顕現伝承を立証し，聖
母信仰を正当化しようと試みた。そして，植民地教会も次第に彼らの聖母顕現説を受
け入れ，グアダルーペ聖母はメキシコの守護神とみなされた。結果として，民間信仰
が公式の信仰へ昇格したが，教会当局の目的は，ヌエバ・エスパーニャのクリオーリョ
主義を鼓吹し，植民地エリートの間のカトリック信仰を強化することであった。

表 2にみるとおり，やがて相対的に独立するとはいえ，メキシコに語り継がれるフアン・ディ
エゴの物語（1531年）は元来，スペイン起源の伝承を模したものであり，編集問題を丹念に調
べれば，グアダルーペ聖母顕現譚の成立は先住民やメスティーソの唱道でなく，むしろクリオー
リョ聖職者のキリスト教神学に依拠したことがわかる 27）。この場合，「グアダルーペの四福音史家」
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が学問的根拠を付与した，1648年ないし 1649年を一応の画期とすることは可能だろう 28）。そして，
かかる成り行きが，戦乱に明け暮れた 17世紀の，いわばバロック的な精神世界を背景に現われた
ことは重要である。
このように，歴史における 17世紀の位置づけは，メキシコにおけるグアダルーペ聖母信仰を

探るうえで黙過できない。エンリケ・クラウセによれば，メキシコ独立戦争は当初，祖国観念の
曖昧な「中世的要素を含んだ革命」として，あるいは後期中世～近世初期における「宗教的熱狂
の残照をしたたかに浴びた起兵」として出発した 29）。結局，近世初期は前時代からの連続にほか
ならず，不規則で歪な形に嵌まりつつ，その遺風の圧力がひしひしと加わる中間期だった。ここ
で特筆するべきは，17世紀前半のドイツ三十年戦争（1618－1648年）である。この戦争の前夜，
非効率な政治と日常生活への不満が蓄積し，現世利益による宗教の確かな保証を求めて，神秘主
義的世界観が横行した社会動向を，C・ヴェロニカ・ウエッジウッドは見事に叙述する。「神学論
争は，すべての階級の日常的な読み物となっており，説教は彼らの政策を指示し，道徳的冊子は
彼らの余暇を紛らわしてくれるものであった。カトリックのあいだでは，聖人崇拝が，以前の諸
世紀に見られないほどの高さに達し，大衆ばかりでなく，教育ある人々の経験のなかにおいてさ
えも，支配的地位を占めるにいたった。奇蹟譚が，再び毎日の生活に明るい希望をもたらした。
物質世界の変化，古き伝統の崩壊，そして，死にかかっている信徒集会への不満足，それらが，
男や女をして，霊的なもの，不可解なものへと走らせた。…」30）。
こうして，ドイツ三十年戦争が宗教戦争として開幕したとき，乱世の時勢にも後押しされ，聖

母マリアの軍旗は猪突猛進する諸侯とともに，戦塵の間を駆けめぐった。しかし，ネルトリンゲ
ン会戦（1634年）のころから，スペイン兵は戦いの勝鬨を変えた。菊池良生は，この長期にわたっ
た国際紛争を近代の序章と捉え，次のような瞠目すべき見解を述べる。「それまではカトリック普
遍主義を表すように，スペイン兵の合い言葉は『サンタ・マリア！』であった。それが徐々に『ス
ペイン万歳（ビバ・エスパーニャ）！』になってきた。スウェーデン軍，皇帝軍，フランス軍も
それぞれ『スウェーデン万歳！』，『ドイツ万歳！』，『フランス万歳！』と唱え始めてきた。後の
ナショナリズムがヨーロッパの大地に種蒔かれたのである。ヨーロッパはこの三十年戦争後に絶
対主義時代に入り，やがてその折りに画定された支配領域（ウェストファリア・システム）をほ
ぼそのまま国民国家，すなわち近代国家に移行させた。三十年戦争末期に種蒔かれたナショナリ
ズムはその間，大きく成育し二十世紀を迎える。そして無数の匿名の人々が自分の個を越える一
つの上位理念に進んで殉じることになる。ベネディクト・アンダーソンに従えば，『今世紀の大戦
の異常さは，人々が類例のない規模で殺しあったということよりも，途方もない数の人々が自ら
命を投げ出そうとしたということにある』というわけである」31）。要するに，聖母マリアの戦闘モー
ドは，国民国家の誕生に併せ，近代国家の国旗と祖国観念に繰り込まれてゆく。ただし，国民国
家の土台に家族国家が鎮座する構造から「産む母」と「戦う兵士」の悲壮な二重奏が雲散霧消せず，
わけても戦時下で国民統合のシンボルたる母性の物語（軍国の母）が炙り出された記憶は，太平
洋戦争の嵐を巻き起こし，惨たる敗北を喫した日本人にとって今なお強烈である 32）。

17世紀にグアダルーペ聖母顕現譚が形成された後ですら，司祭セルバンド・テレサ・デ・ミエ
ル（1763－1827年）の説教が耳目をそばだたせたように，その信仰は神秘主義の底知れぬ魅力を
湛えつつ，ヌエバ・エスパーニャの民心に多大な宗教的影響を及ぼした 33）。やはりグアダルーペ
聖母こそ，メキシコ独立戦争前半でクリオーリョ・エリートと下層階級をつなぐ触媒になったこ
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とは否めない。時代区分を勘案すると，メキシコ独立戦争は当初，近世の段階にあったと感得す
ることができるが，そこには近代の試練をへて，現在のメキシコ独立記念日で「メキシコ万歳（ビ
バ・メヒコ）！」と叫ぶに至る，遙かなる歴史の旅路が見え隠れしながら，大空を吹きどよもす
風に煽られていた。
そんな脈絡に即し，英雄にして敗者という両義性をもつ人物 34），イダルゴとモレーロスが自ら

を鞭撻し躍動したことは，まことに感慨にたえないのだ。旧約聖書の預言者には二つの表現形式，
①初期預言者②記述預言者があるが 35），①イダルゴ（クリオーリョ）②モレーロス（メスティーソ）
と置き換えてみると，おそらくボリーバルの言葉を咀嚼することも容易になるだろう。モレーロ
スはイダルゴの見果てぬ夢の継承者として，同じく処刑（1815年 12月 22日）の悲運に遭遇した
けれど，イダルゴの独立闘争で「主役を担った」民衆に対して宗教的に訴えるという戦略は，モ
レーロスの手により，その神学的意義がはじめて確立された。―メキシコ革命史のなかで「先駆」
というものの役割を正しく評価すれば，血で贖われる文字に相違ないが，モレ－ロスはそれを立
派に記述したといえる。彼の挑戦によって，グアダルーペ聖母信仰は思想化され，メスティーソ
たるメキシコ民衆の心の奥へ溶け込んだ。そこでは，グアダルーペ聖母が見えざる民衆（invisible 

people）と渾然一体になり，メキシコ独特の国民国家とナショナリズムの発展も将来したのであ
る 36）。

3．軍事史における「産む母」と「戦う兵士」の関係性

第 2節で扱った問題と深く関係するが，若桑みどりは，次のように概括する。「戦争行為は，
不可欠の象徴として『母』を必要とする。第一に，この母性像は，戦争という『血』と『大量殺戮』
の心理的補完物として不可欠であり，殺し殺される者としての兵士のイメージは，不可欠の補完
物として産む者―母のイメージを要求した。だからこそ，母性のイメージは，死と破壊のイメー
ジを補完したうえ，社会的な精神状態をも安定させるに至ったのである。第二に，母性のイメー
ジは，民族統合の記号として不可欠だった。それは，戦争という暴力行為のもたらす心理的荒廃
から国民を救い，すべての国民をその差異を越えて一つの『血』に結びつけ，国民国家，家族国
家としての民心の統合に寄与したからである。戦時のマス・イメージが母性像へ集約されるのは，
このような根源的理由に基づいている」37）。事実，戦争廃止が至難の業とすれば，人間は可能な限り，
その損害と悲惨の様相をヴェールで覆い隠し，「戦う兵士」が散らすむき出しの闘志を減殺させな
いように努めた。それがまた，戦争を正当化する補完性・補償型の軍事思想を必然的に生み落し
たゆえんでもある 38）。
まず古代オリエントにおいて，これに相当する軍事史の事例を挙げてみよう。戦争の機械（war 

machine）との異名を冠せられた，アッシリア人の伝統的な心性として，勝利の源泉を男性の荒ぶ
る力に求めたことは確かである。もっとも，アッシリア人の精神（マチスモ）のなかで，女性が
紡ぎ出す戦場の幸運を冷たく嘲る姿勢が皆無だった点に，我々はぜひ注目しなければならない 39）。
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表 3　サムラマト（セミラミス）が登場するパザルチック碑文 40）

1　アッシリア王，アダド・ニラリ 3世の境界石碑。
2　アダド・ニラリ 3世は，アッシリア王，シャムシ・アダド 5世の子であり，
3　サムラマト（セミラミス）の子である。サムラマトは女王（原義は「宮女」）―
4　彼女は，アッシリア王，シャムシ・アダド 5世［の横に並び］，
5　強き王，アッシリア王，アダド・ニラリ 3世の母である。
6　サムラマトは，シャルマネセル三世の家の嫁である。
7a　シャルマネセル 3世は，四つの方面（軍管区）を統べる王である。
7b　ウシュピルルメは，
8　クムフの（民の）王であり，アッシリア王，アダド・ニラリ 3世と
9　女王であるサムラマトをして，
10　ユーフラテス渡河を行なわせた。

紀元前一千年紀の新アッシリア（Neo-Assyria）帝国において，アッシリアは被征服民族を自領
に編入したため，広域の戦線で堅固な防衛体制を維持する必要があった。その結果，次第に属州
統治が重要な位置を占め，中央宮廷に勢威を張る宦官と歩調を合わせて，地方を掌握する権臣の
台頭が進んだ。アッシリア王，アダド・ニラリ 3世（在位　紀元前 810－783年）の時代，西方遠
征の成功で版図を拡大した祖父シャルマネセル 3世（在位　紀元前 859－824年）の記憶は相変わ
らず残っていたが，父のシャムシ・アダド 5世（在位　紀元前 823－811年）の治世下では帝国弱
体化の兆しが見えはじめていた 41）。表 3にみるとおり，緊迫する政治情勢を背景にして，統治初
期の紀元前 805年，アダド・ニラリ 3世は摂政母サムラマトとともに，ユーフラテス渡河とアル
パド遠征に踏み切るが，少年王の親征であったがゆえに，将軍ネルガル・イラヤが司令官（tartānu）
として総指揮をとった。この場合，サムラマトが実戦に直接参加することはなかったが，麗しい
女丈夫と敬愛され，全軍の忠誠心を集めていたと推定される 42）。
表 3のパザルチック碑文に加えて，次の二点もクローズアップされる。① ADD 857（＝ SAA 7, 

no.5）は，アッシリア宮廷の官職表である。ここには，正規軍（野戦部隊）として，王母（AMA.

MAN）のキツル隊とその司令官サラマヌの名前が記されている（Obv.Ⅱ 30）。キツル隊がどのよ
うな軍事単位だったかを速断することは難しいが，一部では騎兵との密接な関係も窺える 43）。②
同じく ADD 857には，王母のクルブートゥ（近衛兵）も複数言及され，他の史料と照合すると，
王母のクルブートゥの存在が示唆される 44）。
軍事史において，こうした陣営の母（マーテル・カストゥロールム）という概念は決して特異

でなく，古代ローマでも紀元 195年，皇帝セプティミウス・セウェルス（在位　紀元 193－211年）
の妻ユリア・ドムナにこの称号が授与されたという 45）。また，セウェルスに関するエピソードには，
ローマ皇帝と勝利の女神の分かちがたい関係を示すものがある。「セウェルスの死は，以下のよ
うな出来事で予示された。…見世物の開かれた日のこと。勝利の女神の石膏像がいつものように
しつらえられた。その像は手にシュロの枝を持っていた（シュロは，ローマの幸運の女神の原型
たるギリシアの勝利の女神ニケの象徴である）。真ん中の像が，セウェルスの名を刻んだ球を持っ
ていたが，一陣の風で（円形闘技場にある）貴賓席からまっすぐ立った形で下に落ちた。そして，
地面にその姿勢で立ったのであった。…」46）。
勝利の女神の形象において，女性→母性への遷移は数多くの例証から観察することができる。
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たとえば，旧約聖書の士師記 4－5章には，女預言者デボラがバラクとともに立ち上がり，イス
ラエル部族連合 47） の旗頭として，カナンの王ヤビンやその将軍シセラと戦った記事が見られるが，
とくに「デボラの歌」の一節は（士師記 5章 7節，新共同訳）は次のように記す。「村々は絶えた。
イスラエルにこれらは絶えた。わたしデボラはついに立ち上がった。イスラエルの母なるわたし
はついに立ち上がった」48）。そしてまた，ローマ皇帝ネロ（在位　紀元 54－68年）の治世下に対
ローマ反乱（紀元 60年）を起こした，ブリタンニアのイケニ族の女王ボウディッカは，母性のよ
り鮮明なイメージを与えてくれる 49）。ローマ史家の南川高志によれば，この女傑の名前ボウディッ
カは，古代語で「勝利（bouda）」を意味したため（ケルトの勝利の女神も「ボウダ」と呼ばれる），
時のイギリス女王ヴィクトリア（在位　1837－1901年）とのアナロジーで非常に重要視された―
虐げられたブリテン島住民を率いてローマの世界支配に挑んだ勇猛果敢な女性は，その卓越した
気概を通し，世界を導くイギリス女王に擬されたのである。そうしたナショナリズム的な世相の
もとで，二人の娘を戦闘馬車に乗せたロンドン・ウェストミンスター橋脇のボウディッカ像が造
られたが（1870年代に制作，1902年に設置），他方 1913－1915年に制作され，ウェールズの首都カー
ディフ市の市庁舎に設置されたボウディッカ像は，ロンドンのそれと異なり，二人の娘を連れた
慈愛に満ちた母の姿になっていた 50）。このようなデボラもしくはボウディッカの本質が，メキシ
コのグアダルーペ聖母に比肩することは明白である。
最後になるが，旧約聖書の詩編 2編 7節は言う。「主の定められたところに従ってわたしは述

べよう。主はわたしに告げられた。お前はわたしの子，今日，わたしはお前を産んだ」51）。使徒
言行録（使徒行伝）13章 33節 52）で反復されるように，一見すると信仰告白の言葉と思いがちだが，
その形成過程を精緻に辿ると，これが「アッカド語預言」文学の系譜に連なることがわかる 53）。
それゆえ，詩編 2編の文脈は死海写本の 4Q246〈神の子〉文書と比較することができよう。なぜ
なら，両者は熾烈な戦いの形容に彩られ，a）敵に対する勝利の約束；b）王の戴冠（coronation）
のイメージという，二つの要素が共通しているからである 54）。さらに，詩編 2編 7節は神の出産
表象を浮き彫りにし，その両義性をモチーフにしていることも理解される。ここにおいて，グア
ダルーペ聖母信仰にみるとおり，守護神〈父なるもの〉が地母神〈母なるもの〉に融合し，双方
向の交流の構図，すなわち父性（支配）⇔ 母性（共苦）があらわになってくるのだ。かくして，「子」
であるイエス自身が「母」とみなされることにより，真の神の力たり得るというキリスト教の新
しい潮流は，修羅の巷に佇む人間の内奥の精神的救済を実現するために要求されたといえるだろ
う 55）。この現象が，軍事史における「産む母」と「戦う兵士」の関係性を探究するうえで肝要な
ことを，我々もやわか忘れてはいられまい。

4．おわりに―社会の軍事化を導く宗教と祖国についての断章―

エルナン・コルテスによるアステカ征服（1519－1521年）を含めて，内戦の打ち続いたメキシ
コ史には混沌の時代 56）が散見されるが，「軍国の母」という一時の白々しさを掻い潜って，グア
ダルーペ聖母の物語は重畳たる山脈のごとく人々の間に横たわり，メキシコ人も「聖母の騎士／
女騎士」としての自己を凝視しているかのようである 57）。それゆえ，本稿において明らかにした
いことは，こうした母性への思慕がしばしば軍事目的に利用されるという認識であり，現実問題
として，グアダルーペ聖母信仰の軍事史的意味もそこに発見されなければならない。
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17世紀，フアン・ディエゴの物語（1531年）からクリオーリョ聖職者たちがグアダルーペ聖
母顕現譚を案出したように，グアダルーペ聖母信仰は元来，民衆の手に握られていなかった。そ
の情勢が様変わりするのは，メキシコ独立戦争前半において，司祭のイダルゴやモレーロスがグ
アダルーペ聖母を戦場の前景に押し出し，軍隊の士気を著しく高揚させた時点だが，彼らの独立
闘争はいまだ本格的な革命でなく，あくまでも革命の前史と位置づけることが妥当だろう 58）。こ
の場合，守護神たるグアダルーペ聖母の効験（仲介者マリア）が大いに期待され，先住民や下層
階級のメスティーソを中心とするメキシコ社会の軍事化が急速に進行したと考えられる 59）。ボ
リーバルが著した『ジャマイカからの手紙』は，そんな状況を端的に表している。大垣貴志郎に
よれば，モレーロスは「宗教と祖国」という二つの緊張に直面していた 60）。つまり，メキシコに
とって，国民国家の原風景に母性へ向かう宗教的傾斜があったことは否めない。それが，「産む母」
と「戦う兵士」の関係性に結びつき，「宗教性」を革命思想に昇華させる道筋をもつくったといえる。
ただし，その「宗教性」は神秘主義の流れに棹さす庶民信仰であり，フォーク・カトリシズムと
して既存の宗教（カトリック）から相対的に独立しながら，対位法のなかでそこはかとなく哀愁
の音色を奏でていた。
ところで，グアダルーペ聖母の軍旗を戦場のシンボルとする発想は，勝利の女神に対する祈願

という観点から，人間精神にとって古い起源に遡るものであり，メキシコ独立戦争の原因（casus 

belli）と歴史的意義を追跡する際の里程標になるだろう。イダルゴとモレーロスはともに敗れて
処刑されたけれど，彼らの目的が「古い皮袋に新しい酒を盛る」ことであったか，それとも，鏡
面のように「新しい皮袋に古い酒を盛る」ことだったのか，また，どのような功罪がそこに存在
したかが得心できるはずである。

＊本稿は，2010年 7月 10日，天理大学アメリカス学会 2010年度定例研究会における研究発表「軍
事目的に供された聖母像についての簡潔な報告―社会軍事史に照らしてみた，メキシコのグアダ
ルーペ聖母信仰における一側面」の内容を再考し，注を含めて大幅に加筆したものである。当該
の発表要旨に基づいた Essayが『天理大学アメリカス学会ニューズレター』No.63（2010年 10月），
8－9頁に掲載されている。なお，本稿で使用した，旧約聖書時代史ならびにアッシリア学に関係
する略号は，AfOなどに準拠している。

注

１）その意味で，山田風太郎の草する切支丹物の筆致は，信疑と愛憎がひしめき，矛盾した二つの心
が明滅する人間世界へ滲透し異彩を放っている。関連認識として，会田，中村 1989，196－198

頁が提示する，ヒエロニムス・ボッス（1450？－1516年）の『快楽の園』に潜んだ内面の動機
が含蓄に富む。

２）ポーランド人の愛国心や独立闘争を支える原動力であり続けた。17世紀ポーランドのヤスナ・
グラ聖母，その他の「黒い聖母」信仰に関しては，内藤 2000，249－288頁が解説する。

３）サパタの評伝に関しては，ウォーマック 1970を参照。
４）国本 2009，314頁。これは，国本 2009，289－314頁「補論　現代メキシコ社会とカトリック教

会―1990年代のアンケート調査が描くメキシコ人と宗教―」のむすびである。ここで，国本は



メキシコのグアダルーペ聖母信仰の軍事史的意味

─ 73 ─

さまざまな統計資料を駆使し，説得的な議論を行なっている。聖母マリアとフォーク・カトリシ
ズム，そして文化変容（acculturation）の進展に関しては，松原 2001，117－170頁「聖母マリ
アと三人のマリア」；国本 2009，318頁，注 10の説明が簡潔である。

５）ムージル 1978は表面上，姦通小説であるが，そればかりでなく，愛における逆説の姿へ接近し
ようという鋭い狙いをも秘めている。その末尾の文章によると，完全なる合一，曇りなきアガペー
でないため，かえって人間は単層の愛を越え，ふと神の臨在を察知するきっかけをつかむことが
あるのだ。関連認識として，高村光太郎の詩集『智恵子抄』より，「夜の二人」と「山麓の二人」
を参照。なお，フエンテス 1996を貫くモチーフは，「スペインと新世界は，多元的文化が出会う
中心地―排除でなく統合の地である」との信念だが，葛藤の彼方へ向けられた真剣な眼差しが，
メキシコのメスティーソ文化と混血の心性を解く鍵概念になるはずである。そこでは奇妙に入り
組んだ，ムージル的な結び目の世界が垣間見えると思う。小松左京『ゴルディアスの結び目』他
を参照。

６）阿部謹也は中世の研究のなかで，傭兵とともに戦場を駆けめぐった女の記録を紹介する。阿部 

1993，229－231頁。社会史の枠組みに関しては，阿部 1985から知見を得た。また，スペイン人
に対する復仇の想いに関しては，ラス・カサスのみならず，バリャドリード論争（1550－1551年）
における王室史官セプールベダの論拠と彼の著述『アポロギア』などに目を配る必要があるだろ
う。ラス・カサス 1976；松森 2009の他，セプールベダ 1992を参照。

７）軍事史は，「広義の軍事史」と「狭義の軍事史」の二つに大別されるが，本稿では「社会の軍事化」
という命題にもアプローチするため，「広義の軍事史」を拠り所としている。近年ドイツを含め
欧米で見られるようになった「新しい軍事史（the new military history）」としての「広義の軍事
史」に関しては，阪口，丸畠 2009（書評：飯田 2010）；辻本 2010を参照。西澤 1992もその範疇
に入るといっていい。

８）松方 2010，36頁他。
９）とにかく踏絵は〈神的なもの〉へ向けられるがゆえに絶大な影響をもたらすが，単に踏むという

外形に拘泥しているわけではない。この問題に関して，原始キリスト教史における初期カトリシ
ズムの状況には興味深いものがある。荒井 2009，221頁によると，紀元 2世紀初期のキリスト教
徒迫害をめぐるローマ帝国側の原則は，皇帝トラヤヌス（在位　紀元 98－117年）に宛てた小プ
リニウスの書簡の一つ「クリストゥス信者」（紀元 111年；プリニウス 1999，421－425頁）から
看取することができよう。しかしながら，小プリニウスの書簡では，「クリストゥスを罵る」こ
とが棄教の条件になっており，聖母マリアが自律的に機能し得なかった点は無視できない。それ
ゆえ，遠藤周作『沈黙』には〈神的なもの〉に対する認識の変化が印せられ，石田英一郎 2007

が説く土俗的な〈母なるもの〉への叫びがはっきり重ね合わされている。その汎神論的傾向が，
彼の後期作品『深い河（ディープ・リバー）』では一層顕著なことにも，注意を喚起したい。さ
らに，エリアーデ 1978，134－174頁「大地，女性，豊饒」を参照。

10）島原の乱で翻った陣中旗のごとく，神聖な軍旗によって大義を振り翳す軍勢は，武装蜂起を正当
化しながら，自らの士気を高揚させやすい仮想空間を形づくっていた。神田 2005，112－113頁
他を参照。

11）1813年 9月に発表された，モレーロスの綱領「国民の自覚」（23ケ条）のうち，第 19条は「12

月 12日をグアダルーペ聖母の祝日と制定し，毎月の 12日は敬虔な祈りを捧げる」と記す。クラ
ウセ 2004，80頁。この綱領は，翌 1814年に公布された「アパチンガン憲法」（242ケ条）の基
礎になったものである。国本 2009，36－37頁を参照。

12） 大垣2001，3頁。19世紀の代表的な自由主義者の一人，イグナシオ・マヌエル・アルタミラーノは「聖
母は我々をメキシコと結びつける唯一の崇拝の対象で，それがなくなれば，メキシコの国の存在
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も消えうせてしまうかもしれない」と述べるが，彼の弟子フスト・シエラも同様の持論を披瀝し
ている。クラウセ 2004，83－84頁；古畑 2005b，127－128頁を参照。

13）ボリーバルの経歴に関しては，中川，松下，遅野井 1985，33－35頁以下を参照。ここには，民
兵の結集と統率に長けた，軍事指導者してのボリーバルの直観が冴え渡っている。

14）この問題に関しては，Katz 1988が必読の書であろう。最大の転機といわれるモンテ・デ・ラス・
クルセス（十字架の山）の戦いを含む，イダルゴの独立闘争の軌跡に関しては，クラウセ 2004，
47－68頁；大垣 2008，78－81頁を参照。先住民や下層階級のメスティーソから成るイダルゴ軍
の凄まじい蛮性と殺伐さは，クリオーリョ階級からの支持を失わせ，あたら膨大な兵員を擁しな
がらも，イダルゴ軍は兵站（logistics）を確保できず，逆落しのように劇的な敗戦につながって
ゆく。その結果，1811年 7月 30日，イダルゴは処刑された。この惨状に接して，ロレンソ・デ・
サバラが「このおどけた指導者はグアダルーペ聖母像を軍旗につけ，どんな政府を樹立すべきか
示すことなく，町から町へ支持者と走り回った以外には何もしていない」（クラウセ 2004，63頁）
と，さすらい歩く匪賊扱いの酷評に及んだのも当然である。アナロジーとして，ドイツ農民戦争
（1524－1525年）に対するマルティン・ルターの否定的態度を取り上げることができる。松田 

1969，261－332頁に所収された「農民戦争文書」を参照。
15）佐藤 2010，22頁以下。佐藤は 23頁において，もしも思想が関与せねば，革命という大事業に進

みようがないと喝破する。1789年に開始されるフランス革命の場合，その思想はいうまでもなく，
モンテスキューや百科全書派，そしてジャン・ジャック・ルソーを頂点とする啓蒙主義であった。

16） 国本 2009，303頁（表 8）。その出典は，Este País, no. 97（1999年 4月）, p. 32の「複数回答」である。
17）国本 2009，303－304頁は，「もっとも信頼する対象が両親であることは理解し得るとしても，2

位のイエス・キリストと 3位のグアダルーペ聖母が両親以外の対象と比較すると飛びぬけて高い
数値を示していることは興味をそそる。何を根拠として信頼するに足るのか理解しにくいが，漠
然とした日常生活における不安をかき消してくれる祈りの対象として，受け入れられているのだ
ろうか」との疑問を投げかける。ここでは慎重に結論が保留されているが，それは如実に現世利
益の希求を体現しており，同時に庶民信仰における神秘主義の萌芽としても把握されよう。たと
えば，宮本 2003を参照。

18）歴史を振り返れば，ヨーロッパの核家族は決して近代の所産でなく，すでに中世の入口たる，メ
ロヴィング朝（フランク王国）の段階でも芽生えていたと考えられる。ル・ジャン 2009，121－
131頁を参照。

19）池上 1992，110－139頁，とくに 130－139頁「母性の勝利」。どの国でも，核家族化した家が，
社会の基本細胞としての権利を主張し，同時に霊的な「母」概念が浮かび上がって，母を中心と
する霊的家族／聖家族（マリア・ヨセフ・イエスの三位一体）とそれに連続する聖なる親族（マ
リア・ヨセフ・イエス＋アンナ［ハンナ］の四位一体）の重要性が唱えられた。旧約聖書におけ
る預言者サムエルの母ハンナの祈り（サムエル記上 2章 1－10節）を原型とした，ルカ福音書 1

章 46－55節の「マニフィカト（マリアの賛歌）」を参照。こうした傾向は，16－17世紀から 19

世紀に至るまで見られる。そこでは，出産と家族の絆の表象によって，性のタブーの難問が巧み
に解消されている―必死の戦闘のあげく，無惨にも処刑された孤独な聖処女ジャンヌ・ダルクと
異なり，生活空間における永遠回帰的な母性は，人間にとって普遍的な価値を把持した「約束の
地」に等しいからである。ジャンヌ・ダルクに関しては，高山 2002を参照。したがって，スペ
イン植民地時代の「凌辱（chingada）」を堪え忍び，グアダルーペ聖母に理想の女性像を追い求
めたメキシコ民衆の切ない心情も，このようなマリア神学の推移のなかで解釈されなければなら
ない。

20）古代ローマの軍旗に関しては，ゴールズワーシー 2005，133－134頁を参照。実際，メキシコ独
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立戦争前半で反乱鎮圧に赴いた副王領政府軍もグアダルーペ聖母と対比して，レメディオス聖母
に勝利を祈願し，正面の手強い敵へ威嚇の影をのばしたという。Hamill 1970を参照。当時，モレー
ロスの部下フェリックス・フェルナンデス（後のメキシコ共和国第一代大統領）が感動のあまり，
グアダルーペ・ヴィクトリアに改名した逸話も，戦場の守護神としてのグアダルーペ聖母に符合
している。

21）国本 2009，314頁。上掲の注 4を参照。
22）歴史小説という制限はつきまとうが，こうした人的関係については，佐藤 2008がわかりやすく

描写している（125－126頁他，passim）。
23）下剋上の時代に関しては，永原 1974を参照。
24）古畑 2008，27頁。「二重構造（duplex structures）」に関しては，バルト 1971，109－111頁を参照。
25）桑原 1975，275－283頁。これは，ロベスピエールの理念である「美徳の支配」の集大成だった。

さらに，元首政期のローマ皇帝マルクス・アウレリウス（在位　紀元 161－180年）が綴った『自
省録（Ta eis heauton）』（第 12巻 14）を参照。ここでは，宇宙の秩序や神慮と並置しながら，指
導者のない混乱による，どんな荒波にもさらわれない人間の英知の輝きを「自己自身へのもの」
として見つめた，マルクス・アウレリウスの理性的な顔が印象的である。アウレリウス 1998，
270頁を参照。

26）ドイツのアルト・ノート学派以来，旧約聖書学では広範な編集史研究が積み重ねられてきたが，
最近の成果としては，長谷川 2010が大いに役立つ。長谷川は「物語というものは著者／語り手
と読者／聴衆の存在を前提条件としている。物語が前者から後者へのメッセージ伝達のための媒
体であると仮定すれば，物語誕生の一大契機とそこに込められたメッセージとの間には密接な関
係があると言える」（同論文 59頁）と記すが，そうした方法論に依拠し，グアダルーペ聖母顕現
譚の歴史的信憑性も考慮されて然るべきだろう。表 2のデータは，山崎 2004，90－95頁および
113－115頁を整理したものだが，グアダルーペ聖母像の歴史的変遷に関しては，Brading 2001

が優れた包括的研究書であり，本稿でも主として参考にした。聖母マリアと同一視された，ヨハ
ネの黙示録 12章で物語られる女（the woman of the Apocalypse）に関しては，内藤 2000，64－
68頁他を参照。

27）フアン・ディエゴ（Juan Diego）および彼の物語（1531年）は，Brading 2001の随所に言及される。
片倉 2009，101－102頁によると，サンタ・ムエルテ（Santa muerte）は「聖なる死（神）」とい
う両義性のシンボルであり，既存の宗教（カトリック）だけでは癒しきれない心の隙間を埋める
べく要望された庶民信仰として，グアダルーペ聖母への思慕とも通底するメスティーソ的特徴を
よく示している。

28）表 2を補足すると，1648年はミゲル・サンチェス（Imagen de la Virgen María, Madre de Dios de 

Guadalupe），1649年はラッソ・デ・ラ・ベガ（Huei tlamahuiçoltica）のように，両者の著作発
表年である。サンチェスに関しては，Brading 2001，pp. 54－75；ベガに関しては，Sousa 1998；
Brading 2001，pp. 342－360（Nican mopohua）を参照。

29）クラウセ 2004，82頁。メキシコ独立戦争の前夜，クリオーリョが独占する首都メキシコ・シティー
のカビルド（市参事会）も一枚岩ではなかった。この動静は多くの場合，政治史の観点から分析
されてきたが，背後にうごめく思想的な流れも考慮すべきだろう。Ohgaki 1970を参照（同書に
関しては，大垣貴志郎氏の御教示をいただいた）。

30）ウェッジウッド 2003，15頁。ウェッジウッドが例証する薔薇十字団と 17世紀における活動に関
しては，イエイツ 1986を参照。歴史上，社会不安に端を発し神秘主義が反復される事態は珍し
くなく，ヴィクトル・ユゴーが健筆を振るった 19世紀にも再び，降霊会が知識人のサークルで
大きな関心を集めている。19世紀のメキシコでは，サン・ルイス・ポトシの「交霊術師」イグ
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ナシオ・ラミーレスの書いたソネットがただちに思い浮かぶ。クラウセ 2004，253－254頁を参
照。20世紀初めまで余燼を残す，この不可解な風潮に関しては，宗教的経験の諸相，とくに神
秘主義の分析で有名なウィリアム・ジェイムズの評伝に詳しい。サイエンスライターによるノン
フィクションであるが，緊張と臨場感にあふれた著作として，ブラム 2007を推奨する。また古
典的研究ながら，中世民衆に脈々と息づく，亡霊の社会史と死者のアレゴリーについては，阿部 

1989が面白い。
31）菊池 1995，174頁；アンダーソン 2007，26頁。山崎 2004，17頁によると，国家への自己同一化

はやがて個人の死を超越した永遠の生命という幻想を生み出し，神話と歴史（historia）が必要
とされる。さらに，キャンベル，モイヤーズ 1992を参照。

32）「国民国家」あるいは「国民統合」に関しては，川崎 2010だけでなく，アンダーソン 2007およ
び山崎 2004，9－26頁も参照。これらは，ナショナリズム研究と密接に関連する。

33）ミエルの説教と彼の生涯に関しては，山崎 2004，95－118頁を参照。
34）メキシコ人にとって，ただの心外な話だろうが，英雄にして敗者という両義性をもつ人物の代表

がナポレオン（1769－1821年；在位　1804－1814，15年）であることは言を俟たない。彼の死
をめぐるシャトーブリアンの嘆息は，ワーテルローの瓦解（1815年）をへて，配流の果てにセ
ント・ヘレナ島で他界した後の〈ナポレオン神話〉の生成をうまく表現している。デュフレス 

2004，170頁を参照。
35）旧約聖書の預言者に関しては，石田友雄 1980，80－84頁，92－99頁を参照。
36）モレーロスの全体像とその評価に関しては，クラウセ 2004，69－96頁が明快である。
37）若桑 1995，246－249頁。
38）Oded 1992；Sa-Moon 1989を参照。
39）Nin.A,Ⅰ : 74－76は，次のように記す。「戦争と戦闘の女主人であるイシュタルは，祭司たる私

の心根を愛して，私の側に立ち，彼らの弓を破った。そして，彼らの隊列を滅ぼしたのだ」。アッ
シリア人は，イシュタルに「性愛と戦いの女神」という呼称を与えた。ビエンコウスキ，ミラー
ド 2004，55－56頁。

40）紀元前 805年に敢行された，アルパド遠征を報告するパザルチック碑文の序文（1－10行）は，
RIMA 3, A.0.104.3から引用する。さらに，Donbaz 1990を参照。アッシリアの女王に関しては，
Parpola 1988の語彙的研究が有益であろう。アッシリアの王母（女王）サムラマトと同定される，
セミラミスの伝説に関しては，ビエンコウスキ，ミラードがまとめているが，アルメニアの伝承
によると，彼女はアルメニアに大遠征を行ない，ヴァン市を建設した。この女王の名前は長い間，
中近東全域で非常によく知られていた。ビエンコウスキ，ミラード 2004，312頁。また，セミラ
ミスと彼女の母たる女神デルケトーに関しては，Weinfeld 1991を参照。

41）シャルマネセル 3世の西方遠征は，Yamada 2000において仔細に議論される。さらに，Ikeda 

2003を参照。
42）古畑 2005aを参照。女王が野戦部隊を陣頭指揮したと推測される記事はアッシリア史にも出現す

るが，それは異邦の民，古代アラブ人の女王アディヤの場合である（Weidner, AfO [1932－1933], 

nos. 79－82）。Eph‘al 1984, pp. 151－153を参照。また，フランスの作家アンリ・トロワイヤが描
いたように，イヴァン四世（在位　1533－1584年）の少年時代（8歳まで）に後見職を務めたエレー
ナ・グリンスカヤは，ロシア史上でも名高い女傑の一人である。トロヤイヤ 2002，7－19頁を参
照。J・J・バッハオーフェン『母権論』（1816年）を起点とする旧約女性論としては，鈴木 1993

が基本的である。さらに，Arbeli 1984を参照。旧約聖書において，ユダ王国末期，王母は「グヴィー
ラー」という称号を保持し，王の即位後は特別の栄誉を宮廷で捧げられた。Ishida 1977, pp. 155

－157を参照。
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43）CAD K, pp. 437－438頁を参照。
44）CTN Ⅲ, pp. 32－33他を参照。1121年，ビザンツ（東ローマ）皇帝ヨハネス二世コムネノス（在

位　1118－1143年）はペチェネグ人迎撃のため，戦線が膠着状況に陥りかけたとき，歴代皇帝
が常に戦場に伴っていた「聖母のイコン」に祈りを捧げ，ヴァリャーグ人近衛軍団に出撃を命じた。
戦勝後，ヴァリャーグ人によって，コンスタンティノープルに聖オーラフ教会（ヴァリャーグ人
の「聖母教会」）が建立された事績を，ビザンツ帝国史料に見出せるという。根津 1999，172－
174頁を参照。

45）ゴールズワーシー 2005，104頁。
46）『ヒストリア・アウグスタ（Historia Augusta）』の該当箇所に関しては，スパルティアヌス 2006，

136－138頁を参照。
47）この問題に関しては広範な先行研究があるが，ここでは Ishida 1999, pp. 37－56を挙げる。
48）「デボラの歌」に関しては，Ikeda 1979を参照。加えて，SAA 3, no.3: Obv.8－12は「わたしはアッ

シュールバニパル，…ニネヴェ（＝イシュタル）の産んだ者」，SAA 3, no.3: Rev.14－15は「ニネ
ヴェの女主人（＝イシュタル）は，わたし（＝アッシュールバニパル）を産んだ母であり，わた
しに比類なき王権を授けた」と述べる。SAA 3, no.3は，「ニネヴェとアルベラのイシュタルに対
するアッシュールバニパル王の賛歌」と題された文書である。

49）ボウディッカの反乱の経緯に関しては，同時代史料のタキトゥス『年代記』第 14巻に基づき，
南川 2003，111－114頁が要領よく整理している。さらに，ゴールズワーシー 2005，52－53頁を
参照。

50）南川 2003，34－36頁，117－118頁。今日，ボウディッカは，英語で「ボアディシーア（Boadicea）」
と呼ばれ，アイルランドの歌手エンヤの楽曲にも，その記憶が留められていることを付言したい。

51）原典は Biblia Hebraica Stuttgartensia。翻訳は新共同訳に基づくが，必要に応じて修正した。
52）新共同訳：「つまり，神はイエスを復活させて，わたしたち子孫のためにその約束を果たしてく

ださったのです。それは詩編の第二編にも，『あなたはわたしの子，わたしは今日あなたを産んだ』
と書いてあるとおりです」。De Sandt 1994を参照。

53）「アッカド語預言」文学に関しては，月本 1997を参照。これが変容した結果，類縁性を示す「黙
示文学」が後代に発展したと考えられる（同論文 55－60頁）。

54）詩編 2編の文脈が K2401（キンメリア人とエリピの地を火にかけた物語）に類似していること
は注目に値する。4Q246に関しては，Fitzmyer 1993；Peuch 1994を参照。本稿は仮説であるが，
詩編 2編 7節に基づいて，4Q246, Col. 1：7の欠落部分を「（偉大な神によって，一人の子が産ま
れ，そして，彼は）…」（’l rb ywlyd br whw’）と復元する可能性を提案したい。

55）辛承姫（シンスンヒ）2009の他，上掲の注 9を参照。
56）混沌の時代に関しては，山田 1997，9－10頁の描写が刺激的である。
57）Anderson, Sánchez 2009を参照。さらに，ボルヘス 2001, 7－126頁を通して，ラテンアメリカに

生きる人々の「永遠（eternidad）」に対する想いを追体験することができる。それは，ヴィクトル・
ユゴー『ノートルダム・ド・パリ』に醸し出される，限りなく儚いエスメラルダの雰囲気と一脈
通じるものがあろう。

58）本稿では，前史－本史－後史という三層構造（前後の連続性）を仮定している。この種の構成に
関しては，佐藤 2003が典型的である。前史たる「胎動期」の意味に関しては，古畑 2009，16頁，
注 39を参照。

59）国民国家的現象としての社会の軍事化，民衆の軍事化に関しては，阪口，丸畠 2009，280－287

頁を参照。
60）大垣 2001，9頁。これらは，メキシコ的時間（tiempo mexicano）の観念から派生した二つの要
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素であろう。
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〈論　　文〉
18世紀ペルーにおける

フアン・サントス・アタワルパの反乱の社会経済的背景

真　鍋　周　三

要　　旨
En mayo de 1742 llegó a Quisopango de Gra Pajonal en la selva central del 

Perú un hombre que dijo llamarse Juan Santos Atahuallpa Apu Inca Huayna Cápac. 

Quisopango fue la aldea en la que se fundó la misión de los franciscanos, y era 

territorio de Ashéninka o Asháninka. Juan Santos Atahuallpa tal vez era indio, o tal 

vez mestizo, y debía de andar por los treinta o treinta y cinco años. Sus rasgos y su 

acento eran andinos, pero vestía una cushma roja como los de la selva. Predicaba 

a los nativos la doctrina cristiana, que leía en un libro. Y decía que esta tierra no 

era ni de los blancos y ni de los negros, sino de los indígenas. En Quisopango 

alrededor de Juan Santos Atahuallpa se aglomeraban muchos Arahuacos como los 

Asháninkas, Amueshas, Piros y Cunibos etc. El P.Fr. Santiago Vásquez de Caicedo, 

que se hallaba de conversor en San Tadeo en la cuenca del Perené, que recorría 

pasó personalmente a Quisopango, donde residía Juan Santos. Oída aquella singular 

cantinela, el P. Santiago Vásquez se retiró a San Tadeo. Desde aquí participó lo que 

pasaba al padre Comisario de Misiones. El P.Comisario comunicó lo mismo al virrey, 

para que pensase poner el remedio que urgía. Porque el gobierno peruano colonial 

tenía el presentimiento de que les amenazaba una guerra grave en la selva central, 

tomó la solución se enfrentarse a esta persona empleando un medio eficaz militar 

antes de transformarse en grupos de guerreros estos nativos. Pero ya era demasiado 

tarde, porque Juan Santos Atahuallpa se había trasladado a Cerro de la Sal desde 

Quisopango y había empezado la rebelión.

En este estudio se investiga el fondo socioeconómico de la rebelión de Juan 

Santos Atahuallpa en la selva central del Perú en el siglo XVIII. En el capítulo 

primero, se explica el avance del imperio de España en la selva central del Perú. Se 

trata de los indígenas arahuacos, el avance del poder católico español o sea el proceso 

de la formación de las misiones franciscanas, y después su extensión del poder 

profano español en la selva central. En el capítulo segundo, se enfoca la relación 

entre la sierra central y la selva central. Se analiza  el movimiento económico en 

la sierra central bajo el sistema de control colonial de España, y las circunstancias 

de la existencia social de las indígenas serranas. Y se estudia el traslado a la selva 

central de las indígenas serranas forzando los cambios de la sociedad indígena. En el 
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はじめに

1742年 5月のことであった。フアン・サントス・アタワルパ・アプ・インカ・ワイナ・カパッ
ク〔Juan Santos Atahuallpa（Atahualpa）Apu Inca Huayna Cápac〕と名乗る人物がグラン・パホナー
ル（Gran Pajonal）1）のシマキ川（río Simaqui/Shimá）近郊に位置するキソパンゴ（Quisopango）
にやってきた 2）。キソパンゴはミッション（misión，布教村，伝道村）を核として形成された小
村落であり，そこにはアシェニンカ〔首長はマテオ・サンタバンゴリ（Mateo Santabangori）であっ
た〕やフランシスコ会修道士が暮らしていた 3）。フアン・サントス・アタワルパ（以下では，「フ
アン・サントス」と略称する）は原住民もしくはメスティソのセラノ（serrano，アンデス高地人）
であり，年齢は 35歳から 30歳くらいのあいだであったという。セルバ住民の衣装である赤いク
シュマ（cushma）を纏っていた。王と自称した。ビサベキ（Bisabequi）という名のピロ人（Piro）
もしくはシミリンチ人（Simirinchi）の長老の原住民首長を従えていた。セルバの人々は最初，こ
の 2人がシャーマンであると考えたようだ 4）。フアン・サントスは短期間キソパンゴに定住した。
司祭としてセルバの原住民に対応し，毎日ラテン語で祈り，原住民にキリスト教の教義を教えた 5）。
胸には大きな銀の十字架をさげ，自ら敬虔な聖職者であると主張。またこの土地は白人（los 

wiracochas），黒人いずれのものでもなく原住民のものであると言っていた。当地では黒人は原住
民にではなく聖・俗の白人に従っていた 6）。当時この地域にはフランシスコ会のミッション（布
教村，伝道村。misiones franciscanas）があったほか，スペイン人所有のアシエンダ（hacienda，
大農園）やチャクラ（chacra，農地）が多数存在していた。布教村はどこもアフリカ人の黒人奴
隷によって警護されていた。まずこの黒人たちが，フアン・サントスの説教に危険な雰囲気を感
じとったという。セルバの原住民の鉾先は次第にフランシスコ会ミッションの排除，フランシス
コ会修道士の追放，そして布教村を護衛する黒人へと向けられていく 7）。
同年 5月後半，ペレネ川，グラン・パホナール，チャンチャマヨ，エネ川流域一帯のミッショ

ンにいたアシャニンカらアラワク系住民が突如集団をなして村を去り始めた。怪訝に思った修道
士たちがその理由を彼らに問いただしてみたところ，自分たちはみんなでグラン・パホナールに
行くのだと答えた。キソパンゴに到着していた「インカ」に会うためとのことであった 8）。
フアン・サントスの出現に関する最初の報告がミッションに在住するフランシスコ会修道士の

もとに届けられたのは 1742年 6月初めであった。そこで早速，サン・タデオ・デ・ロス・アン
ティス（San Tadeo de los Antis. ペレネ川流域に位置）のミッションのフランシスコ会士サンティ
アゴ・バスケス・デ・カイセード（fray franciscano Santiago Vázquez de Caicedo）が，この神秘

capítulo tercero, se considera la forma de la resistencia de nativos selváticos contra 

la propagación de epidemias que ocurrían en la selva central frecuentemente. En 

capítulo final, se arreglan los puntos esenciales y se dice la conclusión.

キーワード： 中央セルバ（Selva Central），セロ・デ・ラ・サル（Cerro de la Sal），
フランシスコ会ミッション（Misiones Franciscanas），シエラ中央部
（Sierra Central），伝染病の流行（propagación de epidemias）
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に包まれた「インカ」に会うためキソパンゴに出かけた。そこではフアン・サントス 9）の周囲に
多数の原住民が結集していた。彼の信奉者は最初のうちはアシャニンカ人（＝アシェニンカ人）
（los Asháninkas, los Ashéninkas）〔カンパ人（Campa）とも呼ばれた〕10）やアムエシャ人〔＝ヤ
ネシャ人（los Amuesha，los Yánesha）〕などの原住民であったが，しかしたちまちのうちに彼の
周囲には，ウカヤリ川（río Ucayali）左岸の民族であるカシボ人（los Cashibos），オテントテ人
（los Otentotes），マパリス人（los Maparis），シミリンチェ人（los Simirinches），クニボ人（los 

Cunibos/Conibos），モチョボ人（los Mochobos）らが結集してきたという。こうした原住民結集
の背景には，キソパンゴのアシェニンカ首長サンタバンゴリの指示があったともいわれている 11）。
そのときの様子についてバスケス・デ・カイセード修道士は次のように書いている。
「私が村に到着したとき，私は自分が，半円形をなして立っている大勢のインディオに取り囲
まれているのに気づいた。『アベ・マリア』（天使祝詞。聖母マリアに幸あれで始まる祈りの言葉
―筆者）と大声を上げたところ，『思い当たる罪はない』と彼らは普段通りに答えた。私が『イン
カはどこにいるか？』と問うたところ，彼らは私を取り巻いていた円陣を閉じ，それから私を捕
らえ，所持していたトゥクマシュロの木でできたキリスト受難の像を取り上げた。そのときだっ
た。インカが姿を現した。（中略）彼に名前とキリスト教教義の信条を質問した。すると彼は名前
をスペイン語で上手に答え，ラテン語で信条を述べた。最後に彼は私に座るように言い，インディ
オに食物を運ばせた。それから彼は，自分が 1740年からここに到着する準備をしてきていたのだ
が，神が許可を出さなかった。今年になってやっと神が自分に許可を与えたので王国を組織する
ためにやってきたのだと言った」12）。
フアン・サントスは，ペルー副王が，王国を自分（フアン・サントス）に所有させることが最

善だと語ったとバスケス神父に説明。また彼は，同族の者の支持によって帝国を安定したものに
したいと述べた。フアン・サントスの意図は，インカの子孫が指導者に選ばれた後，フランシス
コ会修道士をスペインに追放することであり，「新しい王国」において改宗にあたるのはイエズス
会士だけである，と主張したといわれる。
接見を終えたバスケス神父はサン・タデオのミッションに急遽帰還した。フランシスコ会の上

司ホセ・ジル・ムーニョス神父（el padre Comisario de Misiones Fr. José Gil Múñoz）にあてて報告
書を書くためである。この報告書を書いた直後，2人の黒人が彼のところにやってきた。両人はそ
れぞれ「エル・コンゴ（el Congo）」，「フランシスコ（Francisco）」と名乗った。キソパンゴに現
れたフアン・サントスに関する情報を持ってきた。この情報から，フアン・サントスがクスコか
ら到着したこと，アンゴラやコンゴを旅した経験があることなどが判明した。この報告書や証言
の記録は，ジル・ムーニョス神父によってただちにペルー副王庁に届けられた。中央セルバにお
ける深刻な脅威の発生を予感した植民地政府は，カヌーや徒歩によってキソパンゴに集合した大
勢の原住民が戦闘集団へと変貌する前に，軍事的手段によってこの人物に立ち向かう旨の決断を
下した。しかし時すでに遅かった。フアン・サントスはキソパンゴから，チャンチャマヨ地域に
あるセロ・デ・ラ・サル（Cerro de la Sal）に移動し，すでに反乱を開始していたからである 13）。
フアン・サントスはクスコのイエズス会出身の聖職者であり，青年期にはスペインやアフリカ

を旅行し，イギリスにさえ行ったことがあったという。イエズス会の庇護の下で知識を蓄えた。
1729年から 1730年にかけてクスコからカハマルカまでを旅し，スペイン支配の社会的不公正や
スペイン人による原住民の搾取・収奪を目の当たりにしたという。1734年頃から反乱の準備に少



真　鍋　周　三

─ 88 ─

なくとも 8年間を費やしたといわれる 14）。16世紀初頭，スペイン人征服者に殺害されたインカ皇
帝アタワルパの系統を引くアンデス高地人であり 15），祖先から受け継いだ王国を取り戻すために
やってきたとされている。イエズス会で教育を受け，「世界を正すために神から使わされた人」で
あった。彼の考えでは世界は 3つの統治者の王国に分かれる。つまり，スペイン人にとってのス
ペイン，アフリカ人にとってのアフリカ，そして「彼の子供であるインディオとメスティソ」に
とってのアメリカである 16）。アメリカに築かれるはずの新しい秩序の理念とは圧政から原住民を
解放し，彼らに所有権を与えることであった。フアン・サントスの率いる大反乱はセルバのジャ
ングルで始まり，アンデス高地に拡大したのち，リマの占拠によって完結するはずであった。当
面は，セルバに設立されたミッションから原住民を解放するのが狙いであった。反乱が始まると，
中央セルバからフランシスコ会士やスペイン人事業家・商人の撤退が始まった。そして結果的に
は，以後 1世紀以上にわたって，聖・俗の外来者である修道士や白人入植者〔以下では，「コロノ
（colono inmigrante）」と略称する〕が中央セルバから全て排除されることとなった 17）。
当初ペルー植民地政府はカヤオ（首都リマの主要港でありペルー副王領の軍事拠点）から軍隊

を派遣し，タルマやハウハなどシエラ中央部地域 18）において徴集した地方民兵部隊と合流させ
て反乱を鎮圧する計画であった 19）。政府による主な軍事遠征は 1742年，1743年，1746年，1750

年と立て続けに行われた。しかしすべて敗北に終った。最も大きかった打撃はおそらく 1746年
の遠征であっただろう。チリの原住民との戦争を経験していた新副王（第 30代ペルー副王），ホ
セ・アントニオ・マンソ・デ・ベラスコ，スペルンダ伯（José Antonio Manso de Velasco, Conde 

de Superunda. 在位 1745～ 1761）はフアン・サントスの反乱軍に対抗すべく，新しい軍事指揮官
のホセ・デ・リャマス軍司令官（General José de Llamas, Marqués de Mena Hermosa）に 850人
からなる中隊を伴わせて派遣したのだった 20）。ホセ・デ・リャマスはペルーにおいて最も有能な
軍事指揮官の一人とされた人物であり，かつてイギリスとの戦争にさいし，海岸部を防衛するた
めに 1万 2000人の軍を指揮したことがあった。しかしとはいえリャマスは，フアン・サントス軍
に対していかなる功績をもあげることができなかったのである。討伐軍のうち生存者は挫折にう
ちひしがれ疲労困憊の果てにかろうじてシエラに戻るといった有様であった。コスタでは植民地
政府の役人たちがジャングルにいるこのフアン・サントスに打ちひしがれていた。フアン・サン
トスの反乱軍に対する当初の意気込みは消失していった。最終的に役人たちは，セルバの反乱者
からシエラを封鎖・防衛するという守りの戦術へと後退を余儀なくされた。こうして最も厭世的
な観測者が恐れていた以上に植民地政府当局にとって事態は悪化を辿ることになった 21）。
中央セルバにおいて原住民側の勝利が確実となった 1750年代に，タルマとハウハのシエラ中

央部では政府側陣地として，訓練された騎兵，歩兵からなる 5つの中隊が地方民兵軍の支援を受
けて反乱軍と対峙していた。シエラとセルバの境界沿いに政府側の要塞が設けられ，歩哨のパト
ロール隊が警備にあたっていた。タルマとハウハのコレヒドールには高度の軍事訓練を受けた将
校が副王によって配置された。しかしその後数度にわたってセルバに派遣された討伐軍がフアン・
サントス軍に勝利することは遂になかった。だがしかし，フアン・サントス軍によるシエラの占
拠だけはかろうじて阻止しえたのであった。
フアン・サントスの反乱の舞台となった地域は，狭義には現ペルーのフニン県チャンチャマヨ

郡，サティポ郡，パスコ県オクサパンパ郡に及ぶ。また広義には現ペルーの 7つの諸県にまたがっ
ている。反乱拠点は中央セルバのさまざまな原住民領域を包含し複雑な地形を構成している。ア
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ンデス東斜面からアマゾン川源流域（アマソニア大平原，小規模な山群や台地，河間地帯）である。
そこではさまざまな経済空間が連結されていた。
ペルーにおいてフアン・サントスの反乱調査に目が向けられたのはそう古いことではない。こ

の反乱研究のための有益な文書がフランシスコ・ロアイサ（Francisco A. Loayza）によって整理
され刊行されたのは 1942年のことであった 22）。ロアイサは 1930年代に，失われたアンデスの過
去を立証するための調査・研究に尽力した。1940年代以降のペルー・ナショナリズムの高揚は，
国民意識の覚醒に向けてペルー独立の先駆者（Los precursores de la independencia del Perú）を
模索するところとなり，18世紀アンデスにおける反乱の指導者に大きな関心が注がれ始めた。フ
アン・サントスの反乱の研究はこれまで，フランシスコ会による布教活動の文脈において考察さ
れることが多かった 23）。フアン・サントスの運動をフロンティア（開拓地と未開拓地の辺境地帯）
の反乱と考える立場である。その場合，多様な原住民民族が統合されたこの運動の「原住民ナショ
ナリズム」のイデオロギーの探求が重要となる。また，シエラから中央セルバに避難してきたア
ンデス高地原住民〔serrano/indígenas de los Andes. 以下では，「セラノ」と略称する〕との関係
に注目する視点も少なくない。シエラとの連帯をはかった人物としてフアン・サントスを重視す
る立場からは，18世紀ペルー・シエラにおいて高まる反乱潮流への寄与が取りざたされることに
なる 24）。
多くの研究者がフアン・サントスの反乱に言及しているものの，その本質にせまるような研究

はまだ少ないといえよう。研究者は近年では，ペルー中央セルバ地域の地理や歴史に詳しいパナ
マのスミソニアン熱帯研究所（Smithsonian Tropical Research Institute）のフェルナンド・サントス・
グラネロ（Fernando Santos Granero）やフレデリカ・バークレイ・レイ・デ・カストロ（Frederica 

Barclay Rey de Castro），レーネルツ・ジャイ・フレデリック（Lehnertz Jay Frederick），パブロ・
マセラ（Pablo Macera），エンリケ・カサント（Enrique Casanto）をはじめとして，ペルーはも
とよりヨーロッパや米国などに分散している 25）。わが国では植民地時代アンデス史研究者の間で
この反乱がよく話題に上るものの，友枝啓泰の記事 26）がある程度にとどまる。
この反乱の研究がほとんど進まないのは，研究のための史料が限られていることに大きな原因

がある 27）。また中央セルバという辺境の場所柄もあり，現地調査が難しいなどの事情もある。ま
だ未知の分野といっていい。
本稿では，中央セルバを拠点にフアン・サントスの反乱が形成されるに至った社会経済的背景

を，限られた資料をもとに検討し整理することにとどめる。第 I章では，中央セルバにおけるス
ペイン植民地支配の進出について，中央セルバの原住民に言及した後，教権の中央セルバ進出，
すなわちフランシスコ会ミッションが形成された経緯と，その後，俗権の中央セルバ進出が行わ
れた事情を考察する。第 II章では，シエラ中央部と中央セルバとの関係に焦点をあてる。スペイ
ン植民地支配体制下におけるシエラ中央部の経済動向を分析し，シエラ原住民の社会的生存の実
態を明らかにする。シエラ中央部の原住民社会が変容を強いられていく中で，シエラ原住民の一
部が中央セルバに移動していった状況を考察する。第 III章では，度重なる伝染病の流行に対す
るセルバ原住民の抵抗の形態をみていく。最終章では，これまでの要点を整理し結論を述べる。
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I　中央セルバへのスペイン植民地支配の進出

先スペイン期からシエラ（中央部）と（中央）セルバの間にはそれぞれの産物や文化面での交
流システムが存在していたことが近年知られるようになった。スペイン人が植民地支配体制にセ
ルバの人々を併合することによって生じる利益に目を付け，そのシステムの再現を目論んだとし
ても不思議ではない 28）。
コスタ（沿岸部）からシエラ（山岳部）にかけては，征服以降，スペイン植民地支配が原住民

労働力収奪の機構を土台とし，原住民に対する搾取を生みだしてきたことは周知のところである。
18世紀のペルー副王領においては原住民の再生産システムが大きく侵害され破壊されていた。と
くにシエラでは原住民の対応能力は 18世紀以降限界状況に達していた。そのさい，原住民をスペ
イン支配に包摂するうえで強制力を行使したのがコレヒドール（corregidor. 地方行政官）であっ
た。王権の代行者としてコレヒドールは地方（provincia）を支配した。18世紀ペルー副王領では，
横領，汚職，虚偽，脱税，略奪等の「不正」が蔓延したが，その原因の多くがこのコレヒドール
によるものであった 29）。
しかしコスタやシエラとは異なり中央セルバ（Selva Central.「セルバ」とは「アンデス東方ア

マゾン川源流域の森林部」）では，植民地支配がまだ及んではいなかった。17世紀になって各派
修道会によるミッションの触手が伸びていく。中央セルバにスペインの支配が及んでいくのは実
質上 18世紀に入ってからであった。以下では中央セルバにおけるスペイン植民地支配拠点の形成
を考えるため，3つの項目を設け考察していく。

1．中央セルバの原住民
ペルーの東部低地はセルバとよばれる亜熱帯・熱帯雨林地帯である。そこはアンデス山脈とア

マソニアとの中間地帯であるが，平坦な低地ではない。複雑に張り出した山脈，ポスソ川（río 

Pozuzo），パルカス川（río Palcazu），ピチス川（río Pichis），パチテア川（río Pachitea），ペレネ
川（río Perené），アプリマック川，エネ川（río Ene），タンボ川，ウカヤリ川（río Ucayali）など
の曲がりくねった河川，峻厳な渓谷によって地形は複雑に分断されている（地図 1参照）30）。こ
れらの河川流域に住むアラワク系原住民（los arahuacos）31）の中で飛び抜けて人口規模の大きい
グループはアシャニンカ（＝アシェニンカ）〔スペイン人は彼らを「カンパ」と呼んだ 32）。アラ
ワク系（Arawak）言語を使用〕33）である。
中央セルバの領域は広大であるが，その西方（シエラ中央部の東端からセルバにかけて）はと

くに中央セルバ高地（Selva Alta Central）〔もしくはセハ・デ・セルバ（Ceja de Selva）〕と呼ばれ
る（現ワヌコ県，パスコ県，フニン県，アヤクチョ県の東方地帯）34）。この地域にはアラワク系
原住民の中でも，とくにアムエシャ（＝ヤネシャ。以後，本稿ではその名称を「アムエシャ」に
統一する），アシャニンカ，ノマチゲンガ（los Nomachiguenga）などの原住民集団が暮らしてい
た（各集団のおおよその居住地は地図 1参照）35）。
中央セルバには先スペイン期からアラワク系原住民が集っていた重要な場所がある。それは

チャンチャマヨ谷（現フニン県チャンチャマヨ郡）に位置するセロ・デ・ラ・サル（Cerro de la Sal.「塩
の山」という意味。そこは昔からアムエシャの居住区域であった）である 36）。セロ・デ・ラ・サ
ルはチャンチャマヨ川とペレネ川の合流点のちょうど北側，より正確にはパウカルタンボ川（río 
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Paucartambo）とエンタス川（río Entaz）の合流点（地図 1及び地図 2参照 37））に位置しており，
赤みがかった塩の岩脈があったことで知られる。セロ・デ・ラ・サルはその名前からも明らかな
ように，食物の味付けに欠かせない品であり食物の保存に必要な塩の産地であった。セロ・デ・ラ・
サルには先スペイン期から，アムエシャの他にアシャニンカ，コニボ，ピロの人々が集い，塩を
採掘し，塩の交易に従事していた。この交易は民族誌学的には「アヨンパリ（ayómpari）」と呼ばれ，
セロ・デ・ラ・サルを中心に地域ネットワークが構成されており，とくに綿布，バニラ，羽毛，毛皮，
そしてシエラからもたらされる青銅器具の取引が行われていた 38）。そこはまたアラワク系原住民

地図１　中央セルバの主要なアラワク系原住民の居住地
出所：Fernando Santos Granero, “San Cristóbal en la Amazonía: colonialismo, violencia y 
hechicería infantil entre los arahuacos de la selva central del Perú.” en Anthropologica (del 
Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú), Año XXIII, 
No.23, diciembre de 2005, p. 45.
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地図 2　1730年，中央セルバの改宗区のミッション村とそこへの到達路
出所：Fernando Santos Granero, Frederica Barclay Rey de Castro, Ordenes y desórdenes en la 
Selva Central, historia y economía de un espacio regional (Lima: IEP, IFEA:Instituto Francés de 
Estudios Andinos, 1995), p. 39.
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アムエシャにとって儀式上重要な聖地でもあった 39）。
中央セルバは固有の生態学的宗教的民族的な性格をもったアラワク系原住民が暮らす土地であ

り，シエラとはあらゆる点で異なっていた。複雑に入り組んだ河川や山道を経て人々は往来して
いた 40）。
先スペイン期において中央セルバはインカの支配を受けてはいなかった。またスペイン人によ

るインカの征服以降，17世紀に入ってからもスペインの支配は及んでいなかった。副王領の首都
リマ市に最も近いセルバであったにもかかわらず，中央セルバをめぐる「関心の欠如」を説明す
るのは容易ではない。アマゾン川源流域住民とアンデス高地住民の間には長期におよぶ接触の証
拠が存在するけれども，両者の間で交流や交易が定則化されていたようにはみえない。シエラか
らセルバへのミティマエス（mitimaes. 移民）の派遣とか，交易などの調査・研究が待たれるとこ
ろである 41）。

17世紀半ばにおける中央セルバの原住民社会の様子を断片的にではあるが少しみてみよう。軍
人冒険家の大尉ペドロ・ボオルケス（capitán Pedro Bohórquez）によって 1650年頃に書かれた記
録文書から，その該当箇所を要約して示す。
「河川の流域や湖沿いには長さが 2レグア（legua.距離の単位。1レグア＝ 5.6キロ）の 4ブロッ
クもしくは 5ブロックほどの規模の大きな定住地があり，人々は密集して暮らしている。原住民
は筏やカヌーに乗って，品物を獲得するため長期間におよぶ遠征に出かける。品物を交換すると
いう関係はアシャニンカの間に強力な連帯を生む。他者との関係はすこぶる穏やかで家庭的な付
き合いである。アマゾンの原住民は知的で創意に富み，強くて筋骨たくましい。肌は山地人より
も白く，ひげを蓄えている。勇敢で威厳がある。かといって寛大さを忘れない。盗み，略奪，不
倫などを忌み嫌う。大半の者が綿のトゥニカス（túnicas）をまとっているが，首長は，形が変化
に富んだ多彩色の綿の織物を身につけている」「アマソニアの原住民はその年長者や身分の高い者
に対しては従順である。規則に従って統治が行われている。警察の機能もある。4地方から 5地
方の広大な地域を統治するリーダーがいる。これに大勢が仕えている」などと述べている。
またボオルケスは，一人の君主の存在を人々が認めていると確信した。しかし彼はこの君主が

いったい誰なのかは語っていない。それは「アマソニアに亡命するインカ」という歴史的題材が
彼の脳裏をかすめていて，そう書いたのかも知れない。スペイン人たちの脳裏に刻印されていた
過去の記憶，つまりエルナンド・ピサロ（Hernando Pizarro）に対して反乱を起こし 1536年にセ
ルバに逃亡したマンコ・インカ（Manco Inca）の末裔なのかもしれない。ともかく，低地のこの
謎の君主がインカの子孫にちがいないとしてボオルケスの心を揺さぶったとすれば，興味をそそ
る 42）。

2．中央セルバに対する関心の高まりと教権の進出：フランシスコ会ミッションの形成
17世紀以降スペインは「教権」の力，すなわちカトリックの布教・伝道活動を通じて中央セル

バへの侵入を試みるのだった 43）。それに先だってスペインはアンデス東斜面の開拓を行った。ア
ンデス東斜面にはアシエンダが設けられていき，17世紀以降その生産物は，リマ市をはじめ，セ
ロ・デ・パスコやワンカベリカ市などシエラ中央部の鉱業都市などの大市場に供給された。
リマ市の東方に位置するワヌコ地域にスペイン人征服者が到来したのは，1540年代以降の

ことであった。1542年にはワヤガ川上流（río alto Huallaga）にワヌコ市（la ciudad de León de 
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Huánuco. 副王領で 3番目に築かれた都市。シエラ中央部の中核都市として 18世紀初めまで繁栄
した）が建設された。1580年には修道士アンドレス・コルソ（fray Andrés Corzo）によってワヌ
コ市にフランシスコ会修道院（Convento de Compañía u Orden de San Francisco）が建立された 44）。
その後ワヤガ渓谷（valle de Huallaga）に目が向けられていく。1587年にフランシスコ会士（los 

franciscanos）はタルマを拠点に約 3万人のシエラ原住民に洗礼を施したという 45）。一方，イエズ
ス会も布教・伝道活動を始めており，1559年頃ハウハやアンダマルカ（Andamarca）に到着して
いる 46）。ハウハ地方は豊かなマンタロ谷を背景として大量の農産物を得ていた。中央セルバに近
いアンデス東斜面では 16世紀後半からスペイン人による拠点づくりが行われた。ハウハ地方東
部にコーマス（Comas）やアンダマルカなどの町がつくられた。アンダマルカは中央セルバの原
住民からもよく知られていた。ペレネ川流域やパンゴア川下流域（la cuenca del bajo Pangoa）に
住むアシャニンカの避暑地でもあった 47）。しかし中央セルバのチョンタバンバ，パウカルタンボ，
チャンチャマヨ，ペレネ，サティポなどの地域はまだ未知の空間であった。ペルー・セルバ全体
を俯瞰したとき，セルバにおける最初のスペイン人居住地は金の鉱床があるところに出現してい
た。しかし中央セルバでは金の鉱床は見いだされず，1650年頃この地域を探検したペドロ・ボオ
ルケスの遠征はともかくとして，中央セルバに関心を示す俗人はほとんどいなかった 48）。
教権の進出について見ていこう。中央セルバに教権の触手が伸びたのは 1635年のことであっ

た。この年フランシスコ会宣教師（misionero franciscano）のヘロニモ・ヒメネス修道士（fray 

Jerónimo Jimenéz）が，ワンカバンバ（Huancabamba. アンデス東斜面の村。当地にはアムエシャ
が多く住む。ミッションが築かれた）経由でセロ・デ・ラ・サルの近郊キミリ（Quimiri）49）に
到着し，最初のカトリック・ミッションを立ち上げたのである。中央セルバにおけるフランシス
コ会ミッション第 1号，「キミリ・ミッション（la misión de Quimiri）」）の誕生である。翌年には
礼拝堂（capilla）をもつ村が建設された 50）。ヘロニモ・ヒメネス修道士の行動は，ワヌコのクリ
ストバル・ラリオス修道士（fraile Cristóbal Larios）の要請に基づくもので，食糧品獲得の狙いも
あったといわれている。セロ・デ・ラ・サルがスペイン人によって征服され，そこに「サン・ミ
ゲル・アルカンヘル（San Miguel Arcangel）」と呼ばれる町が建設されたのは，その後 1649年の
ことであった。大尉アンドレス・サルガド・デ・アラウホ（capitán Andrés Salgado de Araujo）ら
カビルドに役職を有するおよそ 50人のスペイン人がそこに住み着くことになった 51）。1670年頃
までにフランシスコ会ミッションはマサマリ〔Masamari＝パンゴア（Pangoa）〕とセロ・デ・ラ・
サルを中心に，セルバ原住民の改宗をかなりな程度達成していた。宣教師がセロ・デ・ラ・サル
に着目したのは，先にも述べたようにそこが中央セルバ原住民の交易中枢だったからであり，中
央セルバのほぼ全域の原住民が集まってきていたためである。当地での布教・伝道活動を通じて，
やがてフランシスコ会はアシャニンカの密集地であるグラン・パホナールの存在を察知したよう
である。またペレネ川を下るとエネ川との合流点に出られることが，1674年にマヌエル・ビエド
マ神父（padre Manuel Biedma）によって観測された。グラン・パホナールに到達するためにも，
ペレネ川流域にミッションを広げる必要性が生じた 52）。（グラン・パホナールにフランシスコ会
宣教師が到着し，布教・伝道を試みたのは 1730年代に入ってのこと。）
話を 1635年に戻す。ヘロニモ・ヒメネス修道士の精力的な布教活動の一方で，キミリ・ミッショ

ンを拠点に中央セルバの原住民支配をもくろむスペイン人兵士の強引な行動が引き金となって，
宣教師殺傷事件が発生する。1637年 12月 8日，ヒメネス修道士とラリオス修道士らはペレネ川
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流域において新たなミッションを設けるために奮闘中，悲劇に見舞われた。ヒメネスを含めて修
道士全員が当地の原住民によって殺害されたのである 53）。この殉教のニュースがタルマに届けら
れると，新たに 3人の宣教師がキミリ・ミッションに到着し，セロ・デ・ラ・サルを拠点に布教
活動を継承する。当時チャンチャマヨ川流域には 6つの集住区（reducciones）が設けられつつあっ
た。ところが今度はキミリにおいて，この 3人の聖職者が原住民により殺害されてしまう。1645

年にはさらに 2人の修道士が犠牲になった。これらの結果，1673年までにセロ・デ・ラ・サル付
近のミッションのいくつかが放棄された 54）。その後，ウカヤリ川のミッションからマヌエル・ビ
エドマ，フアン・オヘーダ（fray Juan Ojeda）という 2人の修道士がキミリに到着し，道路建設
に尽力したことが知られる。それからさらに数人の修道士が彼らに合流し，アシャニンカ（カンパ）
語の文法書，信仰教書づくりが行われたという。1674年 9月には再び宣教師殺害事件が数度にわ
たって発生した 55）。
しかしこうした難局にもかかわらず，キミリとワンカバンバのミッション（いずれもアムエシャ

領域）は生き延びた。当時その運営は在俗司祭〔＝セクラール（clero secular）〕に任されていた（1699

年には再びフランシスコ会士の手に戻される）。
ミッションが流血の事態からいったん解放されたのは 18世紀に入ってからである。フランシ

スコ会士フランシスコ・デ・サン・ホセ（ホセフ）（padre Francisco de San José，Joseph）の尽
力による。この著名な修道士は 1716年からハウハ谷（el valle de Jauja）のオコパにおいて修道院
（el Convento de Santa Rosa de Ocopa）ならびに宣教師学院（Colegio de misioneros de Ocopa）の
建設に着手した。オコパ修道院が完成したのは 1725年であった。以来，このオコパ修道院が中央
セルバへの布教基地となった。この修道院から多くの探検隊（expediciones exploratorios）やフ
ランシスコ会宣教師（misioneros franciscanos）が中央セルバに向けて出発した。セロ・デ・ラ・
サルはもとより，アンデス東方に建設されたミッションを指揮し，ウカヤリ川流域をも含めた東
部低地をその指揮下においたのであった 56）。
フランシスコ会の中央セルバ進出がアラワク系原住民の武力抵抗によって中断された理由は何

だったのか。その最大の理由の一つは，シエラから到来した人々と接触した原住民がしばしば伝
染病の急襲を受けたことである。医学や科学がそれほど進歩していなかった当時，伝染病の流行
が外来者の悪行と原住民に判断されたとしても不思議ではない（伝染病の流行については第 III

章で述べる）。
ところで，17世紀半ばにスペイン王室（Corona española）がペルーの未征服地域を服従させ

るために情報収集を依頼したのは修道会宣教師や軍人冒険家（aventurero militar）であった。植
民地政府にとって当時のアマソニア（Amazonía.アマゾン川流域）は未知の空間であった。フラ
ンシスコ会修道士フランシスコ・デ・アンドラーデ（padre Furancisco de Andrade）によって書
かれた記録文書は，スペイン人によるアマソニアについての最初の証言である 57）。
当時イエズス会（Compañía de Jesús）とフランシスコ会は，アマソニアを征服しようとするス

ペイン王室の援助を得るために競い合っていた（軍人冒険家もまた彼らのライバルであった）。イ
エズス会はもっぱらマラニョン川上流域（río alto Marañón）とワヤガ川上流域（一部ウカヤリ川
流域を含む）に重点を絞って中央セルバ進出をもくろんでいた 58）。イエズス会とは異なってフラ
ンシスコ会は托鉢修道会であり，所有地をもたず，商業や事業に手を染めることもなく王権に対
して絶対的服従を誓っていた。アマソニアに足を踏み入れたフランシスコ会は国王から報酬を受
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け取り，それによって修道院運営の費用をまかない，ミッションを維持・管理し，新たな福音伝
道に向けて遠征隊を送り出すのだった。この金銭的援助と引き替えに王室は，新天地の情報提供
をフランシスコ会に要求した。会士はスペイン帝国の辺境地帯にいる住民を精神的に征服すると
いう役割を担ってスペイン王室の代行者として働いた。

1662年にフランシスコ会士によって書かれた報告文書がある。少し長くなるが内容を紹介する。
ペルーにおけるフランシスコ会の統括官である神父フランシスコ・デ・アンドラーデの手になる
もので，ワヤガ川やウカヤリ川流域の事情をスペイン国王に通知するために書かれたものである。
アンドラーデ神父の意図は，フランシスコ会に対する国王からの経済的支援を確保することであ
り，新天地の住民を福音教化するための許可を手に入れたいとの一心である。アマソニアをペルー
副王領に編入することによって得られる，多大な利益について書かれている。そしてフランシス
コ会だけがこの目的を達成できると力説している 59）。
異教徒の住む地にカトリック信仰を広めようとする宣教師の手になるこの文書には，アマソニ

アについての生態学的特徴が記され，シエラのそれとの相違が語られている。フランシスコ会の
拠点であるワヌコ市の快適な気候や居住環境との比較がなされ，セルバの様子が述べられている。
険しい地形や猛暑などが指摘されている。東に進むと広い高原をウカヤリ川が流れており，同行
していたスペイン人兵士がアマソニアの耐え難い自然環境のせいで希望を失っている様子なども
読み取れる。セルバの自然環境を厳しく不快なものとして描いている。
一行はワヌコの町から 16レグア（約 89キロ）の地点にあるワヤガ渓谷でインカ人が残した

遺跡・城壁に遭遇している。またウカヤリ川左岸に住む先住民が未知の言語を話し，一夫多妻制
で暮らしていることや呪術師の存在などについて報告している 60）。しかし先スペイン期から存
在していたであろう，シエラと東部低地間の交易については述べられていない。しかし神父は，
スペイン人の支配から逃れるためにシエラのビルカス（Vilcas）地帯からセルバに逃亡した家族
の子孫や，彼らがセルバにもたらした品物（多彩色の皮，織物のスカーフ，サンダルなど）に言
及している 61）。
アンドラーデ神父の記録の中に重大な記述がある。1646年にフランシスコ会宣教師たちがパヤ

ンソス（Payanzos）においておよそ 1万人の原住民に洗礼を施したけれども，16年後この人口が
1300人にまで減少したこと，生まれた子供の多くが成人に達する前に死んでしまったことが述べ
られている点である。しかし神父は，原住民の人口減少をヨーロッパ人がもたらした伝染病 62）と
関連づけてはいない。あくまでも運命と決めつけている。
しかしながらこの伝染病の蔓延による人口減少以降，フランシスコ会が改宗に成功した原住民

の数はそれほど多くはない。アンドラーデ神父はフランシスコ会による布教が成功したとスペイ
ン王室には伝えているけれども，セルバの原住民が本質的には難攻不落で野性的，手に負えない
住民であるとみなしていたことは間違いない 63）。
話をオコパ修道院建立時に戻す。オコパ修道院は中央セルバをワヌコ，タルマ，ハウハ 3つの

改宗区（conversiones）に分けて布教することにした。セロ・デ・ラ・サルはタルマ改宗区（la 

conversión de Tarma）の下におかれた 64）。各改宗区はそれぞれレドゥクシオン（原住民の集住政策）
を行った。各レドゥクシオン（原住民集住区）は，原住民村落（pueblo）であると同時に布教村
（misión）でもあるという 2つの概念によって組織された。「村落」としての統治は一人のスペイン
人大尉（capitán）に，また「布教村」としての管轄権は 1人のフランシスコ会士に委譲された 65）。
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このようにして中央セルバにおけるスペイン植民地支配拠点の設立が行われた。集住化政策の過
程で殉教者も出たけれど，レドゥクシオンは次々と設けられていった。主なものを挙げてみよう。
まずもってポスゾ川流域には 1726年から 1735年にかけてポスソ（Pozuzo），ティリンゴ（Tillingo），
クチェロ（Cuchero）の各ミッションが設立された 66）。エネ川南方にはサン・アントニオ・デ・
カタリパンゴ〔San Antonio de Catalipango. 1729年に設立。ペレネ川とエネ川の合流点からエネ
川を南に少し遡上した地点（より正確にはパンゴア川流域）に位置する。以下，「カタリパンゴ」
と略称する〕やヘスス・マリア（Jesús María. 1723年に設立。ペレネ川右岸に位置する）が，ペ
レネ川右岸にはサン・タデオ・デ・ロス・アンティス（San Tadeo de los Antis. 1727年に設立。以下，
「サン・タデオ」と略称する）が，キミリとセロ・デ・ラ・サルの間にはニハンダリス（Nijandaris. 

1715年に設立）が，そしてその東方にはメトラロ（Metraro. 1715年に設立）とエネノ（Eneno. 

1715年に設立）などのミッションが設けられた（地図 2参照）67）。
次にグラン・パホナール地域 68）への布教についてであるが，当地にフランシスコ会が進出した

のは 1730年代に入ってからである。1734年にリマのフランシスコ会本部のフアン・デ・ラ・マ
ルカ修道士（fray Juan de la Marca）らによる報告文書には，「新天地グランデ・パホナール」へ
の布教が記されている。20人の宣教師が当地に送り込まれたことへの言及がある。1727年に設け
られたサン・タデオのミッション（グラン・パホナールとチャンチャマヨを結ぶ幹線道の中継地
点に位置）がグラン・パホナールへの布教拠点となった。同年にフアン・デ・ラ・マルカ修道士
はエネ川とペレネ川の合流点に前進基地を設けた後，1729年頃からグラン・パホナールのアシャ
ニンカと接触を開始した。彼はまず原住民リーダーを改宗させるため，サン・タデオに彼らを集
め，エネ川ミッションの改宗カシケであるマテオ・デ・アシア（Mateo de Assia）に改宗の仕事
を依頼した。マテオ・デ・アシアはグラン・パホナールから来ていた 172人のアシャニンカに改
宗を試みた。しかししばらくすると，この原住民の間に伝染病が流行し 40人が死亡した。残りの
人々は 1730年末にサン・タデオを棄ててグラン・パホナールに帰ってしまった。1732年にフアン・
デ・ラ・マルカ神父は，サン・タデオのミッションにグラン・パホナールのカシケを何度も招き，
そこで鉄製道具などを贈って改宗を試みた。しかしサン・タデオにおける改宗の可能性は潰えた。
サン・タデオを訪問するたびにグラン・パホナールの原住民が死亡したからである。そこで 1733

年 4月に神父は 15人の改宗アシャニンカを連れて，サン・タデオからグラン・パホナールに到着
し，タンピアニキ（タンピアニ）（Tampianiqui/Tampiani. Nuestra Señora del Puertoとも呼ばれ
た）に最初のミッションを設立したのである。引き続いてウベニキ（Ubeniqui, Unini）川（río de 

Ubeniqui/Unini）流域にサン・フランシスコ・ソラノ・デ・アポロキアキ（San Francisco Solano 

de Aporoquiaqui.以下，「アポロキアキ」と略称する）のミッションを建立した。この最初の訪問
で彼は多くの原住民に洗礼を行うことができた。彼はまた，ハビロシ（Javiroshi, Sabiroski），パ
ウティ（Pauti, Pautiq），キソパンゴ，シマキ（シマ）に伝道士を配置しアシャニンカの改宗に努
めた。1733年 6月，サン・タデオに戻った彼は，それからも，サン・タデオ，カタリパンゴ，ア
ポロキアキを結ぶ三角地帯において積極的に布教活動を続けた 69）。

1735年にマテオ・デ・アシアが訪れるまでグラン・パホナールへの訪問者はなく，新たにミッ
ションも築かれなかった。ミッションを受け入れる原住民の主な動機は宣教師がもたらす贈り物
であったといわれる。ヨーロッパ産の品，とりわけ鉄製器具の入手が狙いであった。フアン・デ・
ラ・マルカ神父の遠征によって，遠くて近寄り難い場所というグラン・パホナールの神秘性が取
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り除かれ，そこは布教の可能性を秘めた場所に変わった。1736年にハウハ改宗区のアロンソ・デル・
エスピリツ・サント神父（padre Alonso del Espíritu Santo）の一行は，ソノモロのミッション（la 

misión de Sonomoro）に立ち寄った後，カタリパンゴから，ウカヤリ川流域にあったクニボのサ
ン・ミゲル・ミッション（la misión de San Miguel de los Cunibos）まで河川を航行した。帰路と
してウカヤリ，タンボ，エネ川を遡上することを中止し，グラン・パホナールからの帰路を，ウ
カヤリ川河口ウニニ（Unini）へと通じるチパニ渓谷（Quebrada Tsipani/Chipaniki）に求め，ペ
レネ川沿いのサン・タデオのミッションまで徒歩で戻り，そしてそこからカタリパンゴへは舟を
利用して帰った。 3番目に行われた遠征では，グラン・パホナール北部を横断するアシャニンカ
の交易路が採用された。アロンソ神父はピリントキ（Pirintoki）の近くにミッションを設立した。
帰路は西方に向かいサン・タデオに戻った。1739年までにフランシスコ会士はグラン・パホナー
ルの 10か所にミッションを作ろうと望んだ。その仕事の一部は，タンピアニキを基地として改宗
アシャニンカによって実現された 70）。
中央セルバにおけるミッションの総数と原住民改宗者の規模，宣教師の人数に関して，アロン

ソ・サルサル（Alonzo Zarzar）の指摘がある。フアン・サントスの反乱が開始された時点で，フ
ランシスコ会士がその支配下においていたミッション数は 32村であり，タルマとハウハ地域の場
合，1ミッション当たり平均 300人の改宗者がいたから，全体で 9000人余りと算定した。また宣
教師の人数については，1736年頃には 40人近い宣教師が布教に努めていたとしている 71）。
ところで，フランシスコ会士たちは当初，主に鉄製工具（刃物，鍋等）などの贈り物を利用し

て原住民リーダーとの友好関係を築き，布教区へのセルバ原住民の集住をはかった。しかしその
後，冶金の技術が修道士によってセルバ原住民に伝えられる（冶金の技術はセラノの間でも知ら
れていたから，セラノがこの技術をセルバ原住民に伝えた可能性も否定できない）と，鉄製工具
の生産が原住民の間に急速に広がった。とりわけアムエシャの間では祭事センターに鉄の鋳造・
鍛冶場が設けられ，冶金の技術がコルネシャ（Cornesha.アムエシャの伝統的な政治・宗教上のリー
ダー）によって発展させられた。祭事場と鍛冶場の最大の結合地点はメトラロ（1742年から少な
くとも 1756年までにかけてフアン・サントスが防塞を築いた村）であった。そこでは原住民によっ
て工具（斧，ナイフ，マチェテ，針）や武器（鏃）の生産が行われるようになった。これらの鉄
製品が，聖職者の殺害や反乱のさいに使用されたことはいうまでもない。鉄の鋳造・鍛冶場の多
くはセロ・デ・ラ・サルの周辺に見いだされるが，それは，パウカルタンボ川にあった鉄の鉱床
（los yacimientos de hierro）への接近が地理的に容易であったという事情と結びついていたためで
ある。セロ・デ・ラ・サルは，中央セルバ原住民の大半を結びつけた。先スペイン期から塩はセ
ルバ原住民を魅了する重要な品であったが，これに鉄製器具という新要素が加わることによって，
セロ・デ・ラ・サルの経済・商業上の価値は以前にも増して高まった。と同時に，このアムエシャ
領域は中央セルバ原住民の紐帯をいっそう密接なものにしたのであった 72）。

3．俗権（俗人）の中央セルバ進出
16世紀半ばからワヌコ市を拠点に，コカの獲得を目指して東方への関心が高まっていた。しか

し中央セルバに俗権（俗人）の手が入っていくのは 17世紀以降のことである 73）。俗権のセルバ
進出の動機を知るうえで，軍人冒険家ペドロ・ボオルケス大尉によって書かれた記録がここでも
役に立つ。1649年にフランシスコ会がワヌコから中央セルバに向かって活動を広げていたとき，
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大尉ペドロ・ボオルケスはペルー副王にあててアマソニアへの遠征許可を求める嘆願書を書いた。
そこには「エル・ドラード」探求の情熱がうかがわれ，17世紀半ばのアマソニアが富や名声，栄
光を渇望した軍人をも魅了していた様子が見て取れる。ボオルケスはかつてセルバを探検した経
験があった。しかし前回の遠征では植民地政府の許可を得ずに富の探索を試みたのだったけれど
も，今回の正式な遠征表明ではセルバ原住民を服従させることによって得られる計り知れない富
に照準が絞られている。遠征費用を自分が全額負担する代わりに，将来セルバにおいて自らが営
む予定の事業に備えて特権を認めてもらおうというのである。先述のフランシスコ会神父が描い
たのとは対照的にアマソニアの豊饒たる自然資源について書かれている。「エル・ドラード」への
言説に満ちている。まずもって金，銀，宝石，それから「植物王国」，つまり穀物，塊茎，果物，
香料，薬用植物に言及されている。次に「動物王国」が語られる。鳥類，陸上動物，魚類，甲殻
類についてである。また大型のスペイン船が航行しうる大河とその岸辺を覆う樹木について記さ
れている。それらの木々を加工すれば豊富な木材が得られること，船舶や家の建造が可能となる
ことなども記されている 74）。中央セルバが自然資源の宝庫であったことがうかがい知れる。
中央セルバにミッションが形成されていくと，コスタやシエラなどから植民地権力や俗人

がこの地域に進出し始めた。まずワヌコのエンコメンデーロがセルバへの進出を企てた。セル
バ特産品の獲得が主な狙いであった。例えば，ワヌコの富裕な住人でありチンチャイコーチャ
（Chinchaycocha）のエンコメンデーロであったフェルナンド・テーヨ・デ・ソトマヨール（Fernando 

Tello de Sotomayor）が，1616年からパウカルタンボ川の上流にオブラヘ（obraje.織物工場）を
運営していたことが知られている。そこではラシャ，毛布，ベーズが生産されていた。父親のフ
アン・テーヨ（Juan Tello de Sotomayor）は 1583年からチンチャイコーチャのエンコメンデーロ
であったから，フェルナンドは父親のエンコミエンダを継承したことになる。フェルナンドは「ラ
ス・ラグーナス伯（Conde de las Lagunas）」なる称号を得ており地方の名士であり，アシエンダ
をも営んでいた。彼のアシエンダは，北はワンカバンバやパララ（Parara），ルセン（Lucén）か
ら，南はセロ・デ・ラ・サルにまで散在していた。この一帯はアムエシャの居住区であったから，
彼のオブラヘやアシエンダの労働力の大半はアムエシャが占めた 75）。18世に入ると，ワヌコやタ
ルマなどから多くの白人事業主が中央セルバに進出してアシエンダを営み，蒸留酒（aguardiente）
造りのためのサトウキビ，コカ，タバコなどを栽培した 76）。彼らはシエラから原住民共同体員を
セルバに連行し，これにセルバ原住民を加えてアシエンダの労働力として使役するのだった。と
くにワンカバンバは中央セルバの玄関口にあたり，そこではセラノの家族が大勢暮らしていたこ
とが知られている。セロ・デ・ラ・サルにはサトウキビ畑（cañaverales）やサトウキビ汁を搾る
ための施設（trapiches）がたくさんあった。またコカの葉を収穫するためセハ・デ・セルバに入っ
たセラノ集団を監視するため，タルマのコレヒドールが現地に軍隊を差し向けたことも知られて
いる。セルバ産品の多くはシエラ中央部の市場，とりわけセロ・デ・パスコの鉱山市場に流れた
可能性が高い 77）。
セルバのオブラヘ所有者が巨利を得ていたことは確かであるが，その収益の正確な額を知るこ

とは記録が乏しく難しい。17世紀末にハウハ谷のワラオヨ（Hualahoyo）のオブラヘ所有者であっ
たフランシスコ・デ・ラ・フエンテ大尉（el capitán Francisco de la Fuente）は，アンダマルカ
村をアシャニンカ地域と結びつけるため道路建設に出資した。これはアシャニンカ労働力の確保
が狙いだったとみなせよう。またタルマ地方にあったサン・フアン・デ・コルパス（San Juan de 
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Corpas）のオブラヘはよく知られていたが，そこではセルバの原住民改宗者が大勢働いていたこ
と，賃金として年間に 6000ペソが支払われたこと，年間に 5万 6000ペソの収益を上げたことな
どが報告されている 78）。
他方で多くの問題が発生した。1742年にグラン・パホナールに出現したオブラヘでは，徴集さ

れた原住民労働者が奴隷の如く酷使されるといった事態が発生していたし，レパルティミエント
〔repartimiento de mercancías. コレヒドール（地方行政官）がその管轄区＝地方（provincia）の原
住民に物品を強制的に分配し，その代価を強制徴収する方式〕が強要されもした。タルマのコレ
ヒドールがセルバの原住民に 10万ペソ分以上の商品を強制販売し，その代価として 80万ペソの
支払いを強制していたとの報告がある（スペイン法はレパルティミエント，つまり「コレヒドー
ルによる原住民への物品の強制販売」を禁じていた。その合法化は 1754年のこと）。また 1742年
にキミリの教会はアシャニンカから十分の一税（diezmo.信者が教会に納めた税）を現物ではな
く現金で徴収していた 79）。さらにスペイン人事業主がセルバの改宗原住民をシエラで労働させる
ため強制連行するといった事態も起きた。セルバ原住民のシエラへの強制連行を禁止する政令が
頻発していることから，そうしたケースがかなり一般化していたものと判断される。こうしてみ
ると，1742年の時点で中央セルバの原住民がスペイン支配の下におかれていたことが明白である。
フアン・サントスの説教がアシャニンカやアムエシャに受け入れられた理由としてサントス・グ
ラネロは，レパルティミエントやオブラッヘ，ミタといったスペイン支配の圧制をセルバ原住民
が直接的に被っていたため，と述べている 80）。

II　スペイン植民地支配下におけるシエラ中央部

17世紀半ばになって中央セルバへの関心が急浮上した背景にはいったい何があるのだろうか。
サントス・グラネロとレイ・デ・カストロは，中央セルバの浮上を，1630年から操業が開始さ
れることになったセロ・デ・パスコ銀山（las minas de plata de Cerro de Pasco）と関連づけて捉
えた 81）。この鉱山はシエラ中央部のタルマ地方に位置し，重大な影響を地域経済に与えることに
なった。セロ・デ・パスコは別名「ヌエボ・ポトシ（Nuevo Potosí）」とも呼ばれ，創業以後この
銀山はポトシ銀山に続いて南米で最も重要な銀山の一つになっていく 82）。それはフランシスコ会
宣教師が中央セルバに入る 5年前のことである。セロ・デ・パスコ銀山の開発はペルー副王領に
おける銀生産に重大な影響を及ぼした 83）。例えば，カヤオ港からスペインへの銀の発送記録に従
えば，1620～ 1630年に年間平均 132万 1620ペソ（272万マラベディス）の銀がスペインに送ら
れたが，その規模はセロ・デ・パスコ銀山が操業された直後の時期（1632～ 1642年）になると
年間平均 228万 2000ペソに上昇している。これは 72％の増加を意味する。ペルー副王領におけ
る銀の生産量のうちセロ・デ・パスコ鉱山から産出された銀の占める割合がいかに大きいもので
あったかがわかる。セロ・デ・パスコの銀生産量は 17世紀から 18世紀を通じて安定的に維持さ
れた。（1776年以降セロ・デ・パスコ鉱山は，凋落の一途を辿るポトシ銀山に続いて第二の銀生
産地となるオルロ銀山と銀の生産高を争った 84））。17・18世紀を通じてセロ・デ・パスコ銀山を
中核とするシエラ中央部の地域市場は，中央セルバから産出された物資（サトウキビから造られ
た蒸留酒，コカ，タバコ，織物など）の一大吸収地になったと考えられる。
以下では，シエラ中央部の 8つの地方における経済の動向と原住民の社会的状況を検討する。
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そしてその原住民社会の変容について，タルマ地方の場合をとりあげてフォラステーロ問題を中
心に考察する。

1．シエラ中央部の経済動向と原住民
植民地中枢リマ市とセロ・デ・パスコをはじめシエラ中央部とはチリョン（Chillón）とサン・

マテオ（San Mateo）の渓谷をたどる道路（途中カンタを経由する）で結ばれていた。この道をたどっ
た場合，リマからセロ・デ・パスコまでは 58レグア〔1レグア（legua）は約 5.56キロメートルであっ
たから，およそ 323キロとなる〕の距離であり，ワヌコまでは 81レグア（約 450キロ）であった。
セロ・デ・パスコまでは徒歩で 4日から 5日くらいかかった。この道路はシエラ中央部の市場に
むけてさまざまな商品の輸送を担うアリエロ（arriero.ラバを使用した馬方）や商人が往来する舞
台であった 85）。ペルー植民地経済の基軸ともいえる商業交易路（circuitos comerciales）を支配し
ていたリマ特権商人（リマの商業エリート。海外貿易はもちろんのこと，リマと副王領内各地方
とを結ぶ商業を支配した）の指揮下で，ヨーロッパからの輸入品 86）のみならず，植民地域内の物
品が大量にセロ・デ・パスコにもたらされた。品目としては輸入織物，水銀（azogue. ワンカベ
リカ産ならびに輸入水銀）87），ブドウ酒の蒸留酒（aguardiente.イカ産。ピスコからカヤオへ海
路輸送された後，リマ商人の手でセロ・デ・パスコへ運ばれた）が優位を占めた。食糧品はタル
マやハウハ地方を流れるマンタロ川を中心とする渓谷部や，太平洋沿岸部のチャンカイ地方から
運ばれた。またシエラ中央部諸地方からも品物が流入した。主な品目としては水銀（ワンカベリ
カ産），コカの葉・砂糖・塩を含む食糧品，織物・衣類などである 88）。

18世紀に入ると，各種織物類を中心に舶来品がヨーロッパなどからペルー副王領に大量に流入
し，副王領域内産品の流通度も著しく高まった。この貿易や商業を通じて最大の利益を得たのは，
リマ市において商人ギルド（Consulado）を形成していた約 2000人からなる特権商人層であった。
シエラ中央部の経済を支配したのも彼らである。副王庁を擁する首都という場所柄もあって，彼
らは植民地政府の重要な官職を独占してもいた。こうして政財界に絶大な勢力を築いた彼らは，
地方のコレヒドールや財務官と癒着して暴利をむさぼった 89）。リマに到着した膨大な輸入品の多
くは，このリマ商人の采配によって地方に運ばれた。輸入の増加に呼応してペルー副王領からの
輸出額も急成長を遂げる。品目的にはポトシやオルロ，セロ・デ・パスコなど各地の鉱山から集
めた銀が主体であった。セロ・デ・パスコ鉱山における銀生産量は増加の一途を辿ったが，この
ことがシエラ中央部地域の経済活性化に拍車をかけた。
以下では，シエラ中央部の 8つの地方（地図 3参照）における原住民の社会的状況について，
原住民共同体の人口分布を検討したあと，16世紀から続く貢納（tributo）とミタ（mita），そして

18世紀に入って急成長を遂げたレパルティミエントの実態を考察する。そしてこれらの影響を考える。
18世紀半ばの原住民人口の分布について第 1表をご覧いただきたい。人口規模を高い方から地

方別に見ていくと，ハウハを先頭に，タルマ，ワンタ，ワロチリ，カンタ，ヤウヨス，ワヌコ，
アンガラエスの順となっている。全人口に占める原住民人口の割合は，ワロチリ，カンタ，ヤウ
ヨス，アンガラエスにおいてとくに高く，いずれも 80％以上である。これに比べて中央セルバに
隣接していたワヌコ，タルマ，ハウハ，ワンタの 4地方では 45％から 62％と割合低いことがわかる。
このことは裏返して言うならば，これら 4地方においては，白人など非原住民人口の集中度が高
かったことを意味する。
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地図 3　18世紀ペルー副王領・シエラ中央部
出所：Steve J. Stern, “The Age of Andean Insurrection, 1742-1782: A Reappraisal.” Steve J. Stern 
(edited by), Resistance, Rebellion, and Consciousness in the Andean Peasant World 18th to 20th 
Centuries (Madison: The University of Wisconsin Press, 1987), p. 41.
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第 1表　シエラ中央部８地方における総人口，原住民人口，原住民人口の占める割合（1754年）

地方名 総人口（人） 原住民人口（人）
原住民人口の占める

割合（％）
ワヌコ
タルマ
ハウハ
ワンタ
アンガラエス
カンタ
ワロチリ
ヤウヨス

16826

34911

52286

27337

3245

12133

14024

9574

7598

18821

28477

16981

2691

10333

13084

8005

45

54

55

62

83

85

93

84

170336 105990 70

出所：Jürgen Golte, Repartos y rebeliones Túpac Amaru y las contradicciones de la economía 

colonial (Lima: IEP, 1980), p. 44.

続いて貢納についてみてみよう。貢納を課せられた原住民人口〔18歳から 50歳までの成年男
子。共同体成員ならびにフォラステーロ（forastero.共同体を離脱した浮浪の原住民）〕の規模は
第 2表のごとくである。貢納納入者人口の規模を地方別に高い方から見ていくと，ハウハ，アン
ガラエス，タルマ，ワンタ地方の順となっている。共同体成員人口の規模はハウハ，アンガラエス，
ワロチリ，タルマ地方の順に高くなっている。次にフォラステーロ人口の規模についてであるが，
それはワンタ，ハウハ，ワヌコ，タルマ地方の順に高くなっている。貢納納入者人口に占めるフォ
ラステーロ人口の割合はワンタが群を抜いて高く，ワヌコ，タルマ，ハウハと続く。こうしてみ
ると，中央セルバに隣接するワンタ，ハウハ，ワヌコ，タルマの 4地方にフォラステーロが集中
していたことがわかる。

第 2表　シエラ中央部８地方における原住民貢納納入者人口（1754年）

地方名
実際の貢納
納入者人口
（人）

貢納納入を義務
づけられた人口
（人）

共同体員
（人）

フォラステーロ
（人）

フォラステーロ
の占める割合
（％）

ワヌコ
タルマ
ハウハ
ワンタ
アンガラエス
カンタ
ワロチリ
ヤウヨス

4427

8454

21062

6935

9953

8162

7711

6835

960

1785

4219

1688

1876

1444

1534

1337

636

1479

374

811

1822

1303

1492

1337

324

306

472

877

54

141

42

－

34

18

11

52

3

10

3

0

73539 14843 9254 2216 16

出所：Jürgen Golte, op.cit., p. 54.
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タルマ地方の場合，貢納は 16世紀から現物支払い（pago en especies）であったが，少なくと
も 17世紀になると現金での支払い（pago en dinero）が義務づけられていた。これはセロ・デ・
パスコ銀山から産出された銀と深く結びついていたことが想起される。1722年において同地方
の原住民共同体員は 1人当り年間に 8ペソ 4レアル支払っていたから，その負担額は大きかった
と言っていい〔この査定は 1688年の副王パラタ侯（Melchor de Navarra y Rocafull, Duque de la 

Palata. 在位 1681～ 1689）によるものである〕90）。
次にミタについて見ていく。ワンカベリカ水銀鉱山（アンガラエス地方）のミタがその労働者

に対していかに過酷な運命を強いたかは別稿において既に論じた。ワンカベリカ鉱山は「死の鉱
山」として人々から恐れられた 91）。ワンカベリカ鉱山のミタの規模については第 3表の通りである。
8つの地方のうち，5つの地方―ワンタ，ハウハ，ヤウヨス，アンガラエス，タルマ―がワンカベ
リカ水銀鉱山にミタ労働者を送っていた（ワヌコ，カンタ，ワロチリはミタ労働者を送っていな
かった）。この 5つの地方からのミタ徴集総数は 1031人であり，これはワンカベリカ水銀鉱山の
ミタ労働者全体の約 52％を占める。次にミタの規模を地方別に高い方から見た場合，地元のアン
ガラエスを筆頭に，ワンタ，ハウハ，ヤウヨス，タルマの順となる。

第 3表　ワンカベリカ水銀鉱山のミタの規模（1772年）（単位：人）

地方
ミタ徴集人数

（成年男子人口の 1/7）
鉱山に常駐の

ミタ労働者数 (人 )

◎ワンタ
　パリナコチャ
　ビルカシュワマン
◎ハウハ
　カストロビレイナ
　アイマラエス
　アンダワイラス
◎ヤウヨス
　チュンビビルカス
　コタバンバス
◎アンガラエス
◎タルマ
　ルカナス

251

46

108

181

170

289

28

144

140

175

351

104

112

62

11

26

44

42

71

6

36

34

43

87

25

28

合計 1983 521

（◎がシエラ中央部の地方。この 5つの地方からのミタ徴集人数の合計は 1031人）
出所：Jürgen Golte, op.cit., p. 76.

最後にレパルティミエントであるが，シエラ中央部 8地方におけるレパルティミエントの法定
規模（1754年）92）は第 4表のごとくであった。割当て額を地方別に高い方からみると，タルマを
先頭に，ハウハ，ワロチリ，カンタ，ヤウヨス，ワンタ，ワヌコ，アンガラエスの順となる（カ
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ンタとヤウヨスは同額）。レパルティミエント対象人口との比例関係は見られない。1人当りの負
担額は地方によってばらばらで落差が見られる。1人当りの負担額を高い地方順にあげていくと，
タルマ，ヤウヨス，ワロチリ，カンタ，ワンタ，ワヌコ，ハウハ，アンガラエスとなる。タルマ
地方におけるレパルティミエントの割当て品の内容は，フランネルや綿布，サテンの布地，鉄製
器具，毛織物，絹織物，キト織，ベーズ，毛布，梳毛，羊毛，革，ナイフ，マチェテや斧，平くぎ，針，
ラバ，紙，蠟などであった。それらはブルターニュ地方やイタリア，カスティーリャ（スペイン），
中国などの海外から，またクエンカやキト，ピウラやチリなどペルー副王領域内から流入した（ラ
バはトゥクマンとサルタの両地方から運ばれた）93）。とはいえ，以上はあくまでも「法定」レベ
ルであって，実際の割当て規模やその内容は，コレヒドールの「不正」が加算されたために，「法
定」をはるかに上回ったのである 94）。

第 4表　シエラ中央部各地方におけるレパルティミエントの法定規模
（1754年）（５か年当り，割当て額の単位：ペソ）

地方名 人口（人）
割当て額
（ペソ）

１人当りの割当て額
（ペソ）

ワヌコ
タルマ
ハウハ
ワンタ
アンガラエス
カンタ
ワロチリ
ヤウヨス

4427

8454

21062

6935

9953

8162

7711

6835

50000

200000

150000

119200

36420

125000

140000

125000

11.29

23.66

7.01

13.60

3.66

15.31

18.16

18.29

73539 945620 13.87

出所：Jürgen Golte, op.cit., p. 104.

これまでの分析から何が読み取れるか。まずもって，18世紀後期に発生したトゥパック・アマ
ルの反乱の拠点となったクスコ司教区ティンタ地方に課せられていたレパルティミエントの規模
が「11万 2500ペソ」であったことを想起しよう。この数値を，シエラ中央部諸地方のそれと比
較するならば，タルマ地方を筆頭にシエラ中央部の 6つの地方（タルマ，ハウハ，ワロチリ，カ
ンタ，ヤウヨス，ワンタ）までがティンタ地方のそれを上回っていたことが判明する。また 5つ
の地方（ワンタ，ハウハ，ヤウヨス，アンガラエス，タルマ）に課せられていたワンカベリカ水
銀鉱山のミタの負担は実に大きいものであったと言える。この 2つの点だけからも，シエラ中央
部の原住民に課せられた負担がきわめて大きなものであったと断言できる。最後に，中央セルバ
に隣接していたワヌコ，タルマ，ハウハ，ワンタの 4地方において非原住民人口の集中度が高かっ
たこと，フォラステーロの占める割合が大きかったことを再度確認しておきたい。

2．原住民社会の変容：フォラステーロ問題を中心に
以下ではシエラ中央部のうちからタルマ地方の場合をとりあげて，標記の点を考察しよう。
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古来よりタルマ地方はシエラ側から見て，開発が行われていた地域の面積は比較的小さかった。
4つの生態学的階床（pisos ecológicos）に人々の手が及んでいた 95）。こうした中で，セルバとの関
係で言えば，ウィトク（Witok）がセハ・デ・セルバにおける唯一の飛び地（enclave）であった。
この飛び地はインカ時代に築かれ，植民地時代においてもコカの産地としてシエラの原住民によ
り維持され続けた（17世紀以降，この飛び地における農産物の生産量は増加したといわれる）96）。
各生態学的階床における典型的な生産物についてみておく。まずプーナ（puna. 標高 4000～

4800m）とスニ（suni. 標高 3500～ 4000m）地帯ではアルパカや羊など家畜の毛とジャガイモな
どの塊茎が豊富に獲れたほか，小麦，大麦なども栽培されていた。ケチュア（quechua. 標高 2300

～ 3500m）地帯 97）の渓谷部ではもっぱらトウモロコシや豆類が獲れた。18世紀になると家畜生
産のためにアルファルファの牧草地が増え，スペイン人やクリオーリョによって多くの土地が所
有されていた。他方，原住民共同体からの農産物等の産出量は激減していた。その第一原因とし
て土地の譲渡（enajenamiento de tierras），つまりアシエンダの増加が進行していたことがあげら
れる。第二に，原住民共同体員人口の不足（falta de indios originarios）という事情があった（時
代は少し後になるが，1786年では多くの原住民家族の維持が困難に陥っており，互恵関係はもは
や機能不全に陥っていたとの報告がある）。次に土地の規模をみておく。ケチュア地帯の農地が割
合小規模であったのに比べ，プーナとスニ地帯に設けられたアシエンダの面積は広く，1つのブ
ロックに 2つの生態学的階床を含むことも珍しくはなかった。アシエンダからの代表的な産物は
家畜であった〔牧畜アシエンダ＝エスタンシア（estancia）〕（アンデスにおいて家畜は富の象徴で
あった）98）。
フォラステーロは「共同体を離脱し他の地域に逃亡した原住民」を指すが，逃亡の動機はいろ

いろであった。高額の貢納や各種のミタ，人的奉仕，アシエンダやオブラヘなどでの虐待，レパ
ルティミエントの回避などがあげられる。タルマ地方の場合，このほかに伝染病の流行がもたら
した影響も見逃せない。とくに 1718～ 20年の伝染病は広範囲に及んだ。さまざまな病気を含ん
でおり，とくにペスト，天然痘，インフルエンザの被害が甚大であった。その影響でかなりな数
の原住民が死亡した。1722年にタルマのカシケは貢納の再査定を申請したが，その際，「ペスト
のせいで大勢の原住民が遠方に逃亡してしまい，いなくなった」と強調した。新たな貢納台帳の
作成を目前に控え，「原住民の消失」という条件を考慮するよう当局に要望した。タルマ地方から
大勢の原住民がリマ市やワヌコ市を目指して流出するケースが 17世紀以降頻繁に見られた。流
出者の多くは若年層であったといわれている。リマではもっぱら大工，仕立屋，靴職人，会計係，
帽子製造業者として，またワヌコでは手工業者，給与所得者，大工として働いたという。18世紀
になるとセロ・デ・パスコ銀山などの鉱業中枢や製造部門，アシエンダに移住する原住民が目立っ
た。他に季節労働者として働く者もかなりいたといわれている 99）。
タルマ地方におけるフォラステーロの実態に関しては，地方の統治規準，原住民社会の状況な

どにより多様であった。フォラステーロはある種の特権を享受していた。というのも彼らは土地
なし原住民と見なされ，課せられた貢納額は共同体員のそれよりも低かったほか，ミタを免除さ
れたからである。一般的に言って共同体のカシケはフォラステーロを擁護した。その理由はフォ
ラステーロが共同体に利益をもたらしたからである。フォラステーロの到来をカシケは歓迎した。
例えば，チンチャイコーチャのカシケがフォラステーロを匿っていたとの証言がある。18世紀に
なるとカシケの権力喪失が目立つようになったが，その一方でフォラステーロは激増した（逆に
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言うと共同体員数の減少である）。フォラステーロはワヌコなど隣接した地方からもっぱら到来し
たが，遠くはチャチャポヤス地方から来ている者もいた 100）。
フォラステーロが共同体員に統合されるケースも見られた。その方法としては，擬制的親族関

係構築の代表格であったコンパドラスゴ（compadrazgo. 実父－代父関係）が作用する場合も少な
くなかった。原住民共同体によそ者が加入するなどということは，（特別な場合を除くと）植民地
時代初期にはほとんど考えられなかった。しかしこの時期になると共同体にとってフォラステー
ロは有益な存在となっていた。共同体にいるフォラステーロの数が当局（コレヒドール）にきち
んと報告されることは少なかった。タルマ地方では共同体に統合されたフォラステーロが土地を
取得するに至ったケースも多い。しかしその一方で，共同体を助けるはずのフォラステーロとの
関係がこじれ，共同体員がフォラステーロをアウディエンシア（Audiencia. 聴訴院）に訴えると
いった事態すら起きた。18世紀になるとアシエンダで働く原住民労働者（その大半がフォラステー
ロ）の数が増えていった。歴代の副王は「フォラステーロ問題」を認識しており，彼らに共同体
員と同じ規模の貢納を課そうとしたり，ミタへの動員を試みもしたが，すべて失敗に終わってい
た 101）。

18世紀に入るころになるとシエラ中央部の原住民社会は大きく変容を遂げていた。シエラ中央
部においてフォラステーロの人口規模が増幅した（逆に言うと共同体員の数が減少した）こと，
アシエンダの原住民労働力が増えた点に注目してみるだけでも，原住民社会の変貌ぶりは明白と
なる。そしてこのことは，スペイン法に則って言うと，スペイン国王の臣下であるはずの原住民
の相当な部分が，国王の支配下から脱しつつあったことを意味していた。
セロ・デ・パスコ銀山における銀生産の増加に伴う経済の活性化は，シエラ中央部諸地方の原

住民に対する搾取・収奪に拍車をかけた。そして，中央セルバに隣接していたワヌコ，タルマ，
ハウハ，ワンタ 4地方の人口動態に大きな影響を及ぼす。この 4地方から中央セルバに向けて原
住民人口の流出が起きた。こうした東方志向の高まりは時代の進行と共に加速されていった。ワ
ンカバンバやチョンタバンバ（＝オクサパンパ）（Chontabamba, Oxapampa），パウカルタンボの
谷にまでたどり着いていたシエラの原住民（セラノ）は，さらに奥地に向けて出発したのであっ
た 102）。
先スペイン期からセラノと中央セルバ原住民との間では密かに接触が行われてきたことが知ら

れるが，それは中央セルバが，コカの葉，果物，木材，塩，綿などの特産品を生み出したからである。
タルマ地方のセルバに道路が開通した 17世紀半ば以降，中央セルバにはアシエンダが進出してい
き，そこではもっぱらサトウキビが育ち，砂糖や蒸留酒が生産された。18世紀なるとサトウキビ
に加えてコカ，木材，バルサム剤の生産も顕著となる 103）。
過酷な生存環境から逃亡しようと望む人々にとって中央セルバはまたとない避難場所となっ

た。アンデスの原住民はあらゆる場所から中央セルバに逃亡して来た。プーナの鉱山や渓谷部の
オブラヘから，またセハ・デ・セルバのサトウキビやコカのアシエンダなどからも人々は続々と
セルバにやって来た。セルバに多くのセラノが移住しそこで暮らしていたことは先章でもふれた
が，その規模について，18世紀当時に書かれた資料は，シエラからの移住者とその子孫たちが数
千人にまでふくれあがっていた点を繰り返し語っている 104）。
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III　中央セルバにおける伝染病の流行と反乱の発生

中央セルバにおける白人（スペイン人やクリオーリョ）の到着と原住民集住政策は，アラワク
系原住民社会に深刻な影響を与えた。第一に，これまでにも指摘してきたように伝染病がたびた
び蔓延したことだ。とくに天然痘（viruela），麻疹（はしか）（sarampión），インフルエンザ（＝
流行性感冒）（gripe），風邪（catarro），ペスト（peste）などの流行があげられる。これらに感染
した原住民は大量に死亡したのであった。17世紀ではとくに 1673年と 1691年における伝染病の
蔓延が知られる。これに対してアシャニンカは武力による抵抗によって応えた。1674年にはピチャ
ナのアシャニンカ指導者マンゴレ（caudillo Mangoré）とその部下たちが，フランシスコ・イス
キエルド神父（padre Francisco Izquierdo）をはじめ 4人の宣教師を殺害した。1694年には，数
人のスペイン人兵士の侵害が引き金となってペレネ川上流域で原住民が反乱を起こし，その結果，
3人の宣教師が殺害された。18世紀に入ると，1712年にはエネノにおいて，また 1719年にはカ
コ（Caco）においてアムエシャの反乱が起きた。1721年には，1714～ 1718年にペルー副王領で
大流行したペストが中央セルバの改宗区に及び，1723年までの 2年間猛威を振るった。そして
1724年にアシャニンカのリーダー，フェルナンド・トローテ（Fernando Torote）の率いる反乱
が起きた。また 1736年から 1737年にかけてアムエシャとアシャニンカのミッションでは風邪と
インフルエンザの流行によって大量の死者が出た。これに対して原住民は再び武力抵抗で応えた。
1737年カタリパンゴにおいて指揮者イグナシオ・トローテ（Ignacio Torote）の率いる反乱が発生し，
宣教師をはじめカトリックに改宗した原住民が殺害された 105）。このように，伝染病（やスペイン
人兵士の脅威）が発生するたびに原住民が犠牲になったこと，そして武力による抵抗運動が起き
ていたことがわかる。
しかしこうした犠牲にもかかわらず，フランシスコ会士たちは布教を続けるのだった。そして

1742年までには，アシャニンカの居住領域のほぼ全体にミッションが設立されていたといわれる。
そしてこれと平行して，シエラから到来したスペイン人入植者（コロノ）はアシャニンカの居住
地域にアシエンダ（大農園）やエスタンシア（牧畜アシエンダ）を設立していったのである 106）。
フアン・サントスの反乱に至るまでの中央セルバにおける伝染病の流行の一部を整理しておく

と，その発生件数は，1602年から 1736までに 16件におよぶことが報告されている。その内訳は，
8件が天然痘，2件がインフルエンザ，1件が麻疹であり，残りの 5件は特定できないという。

18世紀以降の伝染病と反乱の関係をさらに詳しくみていこう。18世紀にセロ・デ・ラ・サル
付近に設けられたアムエシャ・ミッションの改宗者人口の動態を，第 5表に基づいて検討すると，
伝染病の流行とその結果発生した反乱の影響がはっきりと見て取れる。一見するとばらばらのよ
うに見えるが，両者の間には因果関係があった。3年に 1度の割合で人口変動の周期が見られる。
1712年においては後に 5つとなるアムエシャ・ミッションのうちの 3つ〔キミリ，クリスト・ク
ルシフィカード（Cristo Crucificado），エネノ〕のミッションが設立されていた。しかし記録では
2つのミッションの人口データしかない。キミリの情報が欠落している。各ミッションの人口は
平均して約 600人である。しかし 3年後の 1715年をみると人口が変動している。とくにエネノ・
ミッションにおける人口減少が目立つ。1715年にフランシスコ会士フランシスコ・デ・サン・ホ
セは，585人の原住民男女に加えて，洗礼を施された 112人の幼児の大半が天然痘で死亡したと
述べている。このことは，アムエシャ領域において布教活動が始まったとたんに，天然痘が発生・
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流行したことを示している。エネノ・ミッションでは天然痘の発生直後に原住民反乱が起き，宣
教師が全員追放された 107）。アムエシャはヨーロッパ人によって自領域に持ち込まれた病気が致命
的な結果をもたらすことを察知した。そしてこの病気がもたらした死亡率の高さが，1712年のエ
ネノの反乱の原因となったのである 108）。

第 5表　1712年から 1742年にかけてのセロ・デ・ラ・サルのフランシスコ会改宗区の
５つのアムエシャ・ミッションの人口推移（単位：人）

ミッション名 /年代（年） 1712 1715 1718 1721 1724 1727 1730 1733 1736 1739 1742

キミリ ─ ─ 101 120 100 ─ 91 134 210 109 304

ニハンダリス ─ 32 69 66 13 ─ 21 23 27 30 55

クリスト・クルシフィカード 588 386 407 237 92 ─ 58 106 119 103 211

メトラロ ─ 120 300 312 ─ ─ ─ 96 73 20 38

エネノ 600 ─ 445 402 297 ─ 245 87 213 125 232

合計 1188 438 1322 1137 502 ─ 415 446 633 387 840

出所：Fernando Santos Granero, “Epidemias y sublevaciones en el desarrollo demográfico 

de las misiones Amuesha del Cerro de la Sal, siglo XVIII.” en Histórica, Vol. XI, No. 1, Julio de 

1987, p. 33.

エネノ・ミッションは 3年毎に放棄されたといわれている。そしてそのたびに人口が減った。
1715年にはさらに 2つのミッション，ニハンダリスとメトラロが建立されているが，この年エネ
ノ・ミッションからクリスト・クルシフィカードのミッションに宣教師が撤退した。1718年にな
ると宣教師たちはエネノ・ミッションを再建するためそこに戻り，再建を行った。このようにして，
3年毎に浮き沈みを繰り返して改宗区が確立されていった。第 5表の 5つのミッションの人口変
動をみると，人口が激減してはまた回復するというサイクルが見られる（伝染病は定期的に改宗
者を襲い続けた）109）。

1718年から 1720年にかけての 3年間には各ミッションの人口はあまり変動していない。この
期間においては伝染病の流行がみられなかった。しかし，エネノ・ミッションからペレネ川を少
し下ったところにあるサン・フランシスコ・デ・ピチャナ（San Francisco de Pichana. 以下，「ピ
チャナ」と略称する）のミッションにおいて，そこに居合わせたフアン・デルガド修道士がアシャ
ニンカによって殺害された。この事件は，ピチャナの原住民改宗者に衝撃を与えたにちがいない。
ピチャナからペレネ川を少し下ったところにあるサン・タデオのアシャニンカ・ミッションでは
黒人奴隷が警護員兼人夫頭として仕えており，原住民の目にはこの黒人たちが征服者の象徴とし
て写ったことだろう。しかし後に，この黒人たちはフアン・サントスの反乱軍に加わり，スペイ
ン人に対して勇猛に戦っている。1719年にもメトラロ近郊において修道士が原住民によって殺害
されている 110）。

1721年から 1724年にかけてアムエシャ・ミッションではペスト，天然痘，麻疹，インフルエ
ンザが流行し，死者の数が最高となった。中でもメトラロのミッションが大きな被害を受けた。
メトラロにおいて人口が回復するのは，1730年から 1733年にかけてミッションが再建されてか
らのことである 111）。（1723年にはサン・タデオのミッションにおいて宣教師が，3000人のアシャ
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ニンカの前で「フェルナンド・トローテ」の名前で一人のカシケに洗礼を施した。しかしその直
後からトローテは反乱者となる―先述 112）。）

1724年から 1730年にかけてのうちで，とくに 1727年には 5つのミッションのすべてにおい
て人口が皆無となった。伝染病はこの 5つのミッションのほかにも中央セルバの大半のフランシ
スコ会ミッションに甚大な被害をもたらした。そしてスペイン人の出現に対して抵抗運動が盛り
上がった。1723年エネ川とペレネ川の合流点にヘスス・マリアのミッションが設立されたが，翌
1724年，このヘスス・マリアのミッションにピロの指導者が現れ，「子供と仲間が洗礼を授けら
れないままペストで死んだ。このままだと全員が地獄におちることになる。天国に行くにはどう
すればよいか」と聖職者に迫ったという。同年 5月フランシスコ会士たちが 14人の白人と 20人
の改宗原住民を伴い到着。翌日，彼らは待ち伏せにあい全員が殺害された。この反抗を指揮した
のがフェルナンド・トローテであった。この反乱後，アムエシャ・ミッションは 1730年に至るま
で長い衰退期に陥った。そしてやがてグラン・パホナールのアシャニンカへの布教が開始される
（1729年にはカタリパンゴのミッションが設立されており，これが足がかりとなる 113））。

1730～ 33年になるとアムエシャ・ミッションではようやく人口が回復する。1733～ 36年に
はグラン・パホナールのアシャニンカがメトラロのミッションに移動したことによって全体的に
アムエシャ・ミッションの人口が増えたためである。しかし 1736年には結核（tuberculosis）が
蔓延し再び武力による抵抗運動が起きた。フェルナンド・トローテに率いられたアシャニンカの
反抗である。この結核の流行後，1737年にかけてカタリパンゴやソノモロのミッションにおいて
イグナシオ・トローテ（Ignacio Torote. カタリパンゴのアシャニンカ・カシケ。フェルナンド・
トローテの息子）が「カトリックの説教からの自由と解放を求めて」蜂起した。まず 3人の宣教
師が殺害され，続いて 15人の聖職者が犠牲になった。（同時期にハウハ改宗区のアシャニンカの
間でも反乱が起きている。）アムエシャ・ミッションでは，エネノとメトラロ両ミッションの指導
者兼カシケであったマテオ・デ・アシスがスペイン人側に立って，イグナシオ・トローテ率いる
アシャニンカと戦った。しかし，その 5年後に起きたフアン・サントスの反乱のさいにマテオ・デ・
アシスは，反乱軍側に与して戦ったのであった。忠誠をめぐるこの変貌理由に関して，アントニー
ネ・ティベサル（Antonine Tibesar）会士は，マテオ・デ・アシスが彼の子供の大半（3人の娘の
すべてと，3人の息子のうちの 2人）を 1736年の伝染病で亡くしたことに原因があると述べてい
る 114）。
アロンソ・サルサルは，1730年から 1742年にかけて伝染病による死者数を年間平均で少なく

とも 1250人と考察している 115）。セルバ原住民の間では伝染病がもたらす被害が反乱の主要な原
因であった。中央セルバにおけるアラワク系原住民による主な反乱・蜂起の記録は第 6表のとお
りである 116）。反乱が連続的に起きていることがわかる。ところで，1724年と 1737年にそれぞれ
トローテ父子が指揮した反乱には重要な特徴があった。この 2つの反乱においては，いずれもア
ムエシャ，アシャニンカ，ピロの連合体によって反乱軍が結成されていた点である。この連合体
にはやがてクニボ（コニボ）も合流する 117）。言い換えると，中央セルバ地域内ではあったが複数
民族の団結（un conjunto multiétonico）がなされていたことである。
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第６表　中央セルバにおけるアラワク系原住民による主な反乱の記録
年代（年） 反乱指導者
1637 サンパティ（キミリのアシャニンカ）
1654 サントゥマ（アシャニンカ）
1654 マンゴレ（ピチャナのアシャニンカ）
1724 フェルナンド・トローテ（アシャニンカ /サン・タデオのミッション）
1736～ 1737 イグナシオ・トローテ（アシャニンカ /ソノモロ─パンゴア）
1742～ 1755 フアン・サントス・アタワルパ
1742 シアバル（コニボ /キソパンゴのカシケ）
1742 ペロテ（コニボ /反乱を組織）
1776 ルミラト（セテボス，シピボ，コニボの反乱）
出所：Pablo Macera (Estudio Histórico) /Enrique Casanto (Tradiciones Ashánincas), El poder libre 

Asháninca Juan Santos Atahualpa y su hijo Josecito (Lima: Universidad de San Martín de Porres, 

Fondo Editorial, 2009) , p. 10./Alberto Flores Galindo, “La chispa y el incendio: Juan Santos 

Atahualpa.” en Alberto Flores Galindo, OBRAS COMPLETAS III (I) (Lima: Sur Casa de Estudios 

del Socialismo, 2005), pp. 105－106.

原住民たちは伝染病の流行を修道士のせいにした。そしてその反動は激しいものとなった。シ
リピアリ（shiripiaris. アシャニンカのシャーマン）やコルネシャ（アムエシャの伝統的な政治・
宗教上のリーダー）は，伝染病が蔓延するたびに，フランシスコ会士に対して反乱・蜂起を予告
した 118）。アラワク系原住民の各民族間には昔から交流がみられたが，とりわけ 1720年代以降に
なると，民族や地域の垣根を越えた原住民の連合体によって反乱軍が結成されるようになった。
こうした状況下で 1742年，「アプ・インカ」を名乗るセラノのフアン・サントス・アタワルパが
アシャニンカの領域に姿を現した。そしてセロ・デ・ラ・サルの近郊メトラロ（アムエシャ領域）
に移動して，そこに反乱拠点を築き，スペイン人のくびきから原住民を解放するために人々を召
集したのである 119）。最後になったが，この反乱軍に身を投じたのは中央セルバのアラワク系原住
民だけだったのではない。高地出身の原住民系の一部もまたこれに合流したのであった 120）。

IV　結び

セロ・デ・ラ・サルには古くからアムエシャの他にアシャニンカ，コニボ，ピロなど中央セル
バのアラワク系原住民が集い，塩を採掘し，塩の交易に従事していた。セロ・デ・ラ・サルを中
心に地域ネットワークが構成されていた。

16世紀の征服以降ペルーの海岸部から山岳部にかけてスペイン植民地支配体制が確立される
と，そこにいた原住民は激しい搾取，収奪に曝された。しかし中央セルバにはスペイン支配がす
ぐには及ばなかった。17世紀になって，中央セルバに対する関心が高まり教権が進出し始める。
フランシスコ会ミッションの触手が伸びていく。1635年にフランシスコ会宣教師ヘロニモ・ヒメ
ネスがセロ・デ・ラ・サルの近郊キミリに到着し，最初のカトリック・ミッションを立ち上げた。
しかしながら現地では宣教師殺害事件が相次ぎ，改宗作業はなかなか思うようにいかず軌道に乗
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らなかった。
しかし 18世紀に入ってオコパ修道院が設立され布教・伝道態勢が整えられると，オコパ修道

院を拠点に中央セルバにはフランシスコ会ミッションが本格的に築かれていった。例えば，ポス
ソ川流域には 1726年から 1735年にかけてポスソ，ティリンゴ，クチェロの各ミッションが設立
され，エネ川南方にはカタリパンゴ，ヘスス・マリアが，ペレネ川流域にはサン・タデオが，キ
ミリとセロ・デ・ラ・サルの間にはニハンダリスが，そしてその東方にはメトラロやエネノなど
の各ミッションが設けられた。1730年代に入ると，グラン・パホナールにフランシスコ会が進出
する。1733年，タンピアニキに最初のミッションが設立され，続いてアポロキアキ，ハビロシ，
パウティ，キソパンゴ，シマキなどのミッションが建立されていった。遠くて近寄り難い場所と
いうグラン・パホナールの神秘性が取り除かれ，そこは布教の可能性を秘めた場所に変わった。
これに伴い俗権，すなわち植民地政府権力ならびに白人の事業家や商人などの勢力も及んでい

く。ミッション村では貢納の徴収やミタの徴集も行われるようになったほか，レパルティミエン
トさえも浸透し始めた。またミッション村を中心に，白人事業主が進出しアシエンダやオブラヘ
が設立されていく。とくにアシエンダでは，蒸留酒造りのためのサトウキビ，コカ，タバコなど
が大量に栽培された。シエラから原住民が大勢セルバに連行され，これにセルバ原住民が加えら
れて労働力が確保された。1742年にグラン・パホナールに出現したオブラヘでは，徴集された原
住民労働者が奴隷のように酷使された。またレパルティミエントが強要されもした。1742年にキ
ミリ教会はアシャニンカから十分の一税を現物ではなく現金で徴収。さらに，スペイン人事業主
がセルバの改宗原住民を労働させる目的でシエラへ強制連行するといった事態も起きた。1742年
の時点では中央セルバのアラワク系原住民がスペイン支配の下におかれ，搾取，収奪に曝されて
いたことが明白である。また伝染病がしばしば蔓延し，数万人に上るともみられる規模のセルバ
原住民がこれにかかって死亡したのであった。こうした状況に対して中央セルバの原住民はただ
黙って手をこまねいていたのではなかった。結束して立ち上がり始めた。到着していた聖俗の白
人に対して，武力によって一斉に異議の申し立てを行ったのである。
フランシスコ会士たちは，主に鉄製品などの贈り物を利用してミッションへの原住民集住をは

かった。しかしその後，冶金の技術が修道士らによってセルバ原住民に伝えられると，鉄製道具
の生産が原住民の間に急速に広がった。とりわけアムエシャの間では祭事センターに鉄の鋳造・
鍛冶場が設けられ，冶金の技術がアムエシャの伝統的な政治・宗教上のリーダーによって発展さ
せられた。祭事場と鍛冶場の最大の結合地点はセロ・デ・ラ・サルのメトラロ（1742年から少な
くとも 1756年までにかけてフアン・サントスが反乱拠点とし防塞を築いた村）であった。そこで
は原住民によって鉄製器具の生産が行われるようになった。塩はセルバ原住民を魅了する重要な
品であったが，これに鉄製器具という新要素が加わることによって，セロ・デ・ラ・サルの経済・
商業上の価値は以前にも増して高まった。と同時に，このアムエシャ領域は中央セルバ原住民の
紐帯をいっそう密接なものにしたのであった。
ところで，17世紀半ばになって中央セルバへの関心が急浮上した背景には，1630年から操業

が開始されるセロ・デ・パスコ銀山の存在が考慮されるべきである。セロ・デ・パスコの銀生産
量は 17世紀から 18世紀を通じて安定的に維持された。そして 17・18世紀を通じてセロ・デ・パ
スコ銀山を中核とするシエラ中央部の地域市場は，中央セルバから産出された物資の一大吸収地
になったと考えられる。
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中央セルバに隣接していたワヌコ，タルマ，ハウハ，ワンタの 4つの地方では，白人など非
原住民人口の集中度が高かったこと，原住民の人口構成の点ではフォラステーロの分布度が大き
かったことがわかる。シエラ中央部における貢納，ワンカベリカ水銀鉱山のミタ，レパルティミ
エントの負担の規模をみてみると，それらが他の地域以上に大きなものであったことが判明する。
シエラ中央部諸地方の原住民に対する搾取，収奪の高まりは，とくに中央セルバに隣接していた
4地方の人口動態に大きな影響を及ぼす。この 4地方から中央セルバに向けて原住民人口の流出
が起きた。こうした東方志向の高まりは時代の進行と共に加速されていった。過酷な生存環境か
ら逃亡しようと望む人々にとって中央セルバはまたとない避難場所となった。アンデスの原住民
はあらゆる場所から中央セルバに逃亡して来た。プーナの鉱山や渓谷部のオブラヘから，またセ
ハ・デ・セルバのサトウキビやコカのアシエンダなどからもセラノは続々とセルバに到来した。
中央セルバにおける白人の到着と原住民集住政策は，アラワク系原住民社会に深刻な影響を与

えずにはおかなかった。とくに伝染病の蔓延がたびたび起こったことである。天然痘，麻疹（は
しか），インフルエンザ，風邪，ペストなどの流行である。これらの病気に感染した原住民は大量
に死亡したのであったが，伝染病の蔓延と平行して原住民による宣教師殺害事件が起こった。こ
のことは大反乱発生の予兆であった。1724年のアシャニンカのリーダー，フェルナンド・トロー
テの率いる反乱，1737年カタリパンゴにおける指揮者イグナシオ・トローテの率いる反乱へと繋
がっていく。
中央セルバにおけるアラワク系原住民による反乱・蜂起の記録を検討すると，反乱が連続的に

起きていることがわかる。そして 1724年と 1737年にそれぞれトローテ父子が指揮した反乱には
重要な特徴がうかがわれる。この 2つの反乱においては，いずれもアムエシャ，アシャニンカ，
ピロの連合体によって反乱軍が結成されていたからである。この連合体にはやがてクニボ（コニ
ボ）も合流する。言い換えると，中央セルバ地域内ではあったけれども複数民族の団結がなされ
ていたことである。すなわち，1720年代以降になると，民族や地域の垣根を越えたアラワク系原
住民の連合体によって反乱軍が結成されるようになったことが重要である。
そして，セルバとの境界付近とかセルバに移動・移住していたアンデス高地原住民が，これら

のアラワク系原住民に合流する可能性は十分にあった。こうした背景の下で，「インカ」として
のフアン・サントス・アタワルパがグラン・パホナールに到着した。そしてやがてセロ・デ・ラ・
サルの近郊メトラロに移動して，そこに反乱拠点を築き，スペイン人のくびきから原住民系を解
放するために人々を召集したのであった。

付記：筆者は本稿の大半を，ペルー・アンカシュ県ワラス市にあるカトリック教会の閑静な付属住居に
おいて執筆した。その屋上に上がると，ランラパルカをはじめワスカランやワンドイなどコルディエラ・
ブランカ山群の氷雪の峰々が一望できる。この住居をお世話してくださったワラス在住の谷川省三氏，
住居のオーナーであるワラス司教区司祭グレゴリオ・エミリアーノ・メサリナ・パレデス神父（Reverendo 

Padre Gregorio Emiliano Mezarina Paredes）に心より感謝の意を表明するものである。
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注

１）「グラン・パホナール」とは，現フニン県サティポ郡北部から現ウカヤリ県（Departamento de 

Ucayali）アタラヤ郡（Provincia de Atalaya）西南部におよぶ地域をさす。ウカヤリ川，タンボ
川，ペレネ川，ピチス川に囲まれた熱帯セルバ。南緯 10度 30分から 10度 00分，西経 74度
40分から 73度 50分にかけて広がる地域であり，面積はおよそ 3600平方キロである。Søren 

Hvalkof & Hanne Veber, “Los Ashéninka del Gran Pajonal.” en Fernando Santos y Frederica Barclay 

editores, Guía etnográfi ca de la Alta Amazonía (Volumen V Campa Rebereños Ashéninka), Lima: 

Smithsonian Tropical Research Institute, IFEA, 2005), p. 90.

２）フアン・サントス・アタワルパはクスコのイエズス会が運営するカシケ養成学院で教育を受け
ており，スペイン語，ケチュア語，セルバの原住民語ができたという。Jay Frederick Lehnertz, 

“Lands of the Infidels: the Franciscans in the Central Montaña of Peru, 1709－1824.”, Madison: 

Ph.D. dissertation of University of Wisconsin, 1974, p. 122./クスコからキソパンゴへは河川を利用
して到着したと考えられている。アプリマック川（Río Apurimac）～エネ川（Río Ene）～タン
ボ川（Tambo）経由で来たとの説が有力である。

３）Alonzo Zarzar, “Apo Capac Huayna, Jesús Sacramentado” mito, utopía y milenarismo en el 

pensamiento de Juan Santos Atahualpa, Lima: Ediciones de Centro Amazónico de Antropología y 

Aplicación Práctica, 1989, p. 59.

４）Francisco Loayza, Juan Santos, el invencible, Lima: Los pequeños grandes libros de la historia 

americana, 1942, p. 2, p. 7./Stéfano Varese, La sal de los cerros (Una aproximación al mundo 

campa), Lima: Fondo Editorial del Congreso. reeditado por Retablo de Papel, 1973, p. 177./Zarzar, 

op.cit., p. 45.

５）Gustavo Faverón Patriau, Rebeldes, sublevaciones indígenas y naciones emergentes en Hispanoamérica 

en el siglo XVIII, Madrid: Editorial Tecnos, 2006, p. 85.

６）Varese, op.cit., p. 182./Alberto Flores Galindo, Buscando un inca: identidad y utopía en los Andes, 

Lima: Editorial Horizonte, 1988, p. 110.

７）Varese, op.cit., pp. 183－184.

８）Michael F. Brown and Eduardo Fernández, War of Shadows the Struggle for Utopia in the Peruvian 

Amazon (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1991, p. 32.

９）Fernando Santos Granero, “Paisajes sagrados arahuacos: nociones indígenas del territorio en 

tiempos de cambio y modernidad.” en Revista Andina, Número 42, primer semestre del 2006,

p. 110./Mario Castro Arenas, La rebelion de Juan Santos, Lima: Carlos Milla Batres, 1973, p. 11,

p. 15./18世紀に氏名不詳のフランシスコ会士が描いたフアン・サントスの人物画が残されている。
1997年に筆者はオコパ修道院を訪問したが，そこでフアン・サントスの人物画を見かけた。

10）「アシャニンカ」とは「わが同朋」の意味。「アシェニンカ」とは，とくに方言の異なるグラ
ン・パホナールに居住するアシャニンカを指す。「カンパ（人）」は，1651年 5月にスペイン人
フェルナンド・コントレラスによって命名された。“camparites” という地名に由来する。アシャ
ニンカのおおよその居住区域などを含めて詳しくは，Gerald Weiss, “Los campa ribereños.” en 

Fernando Santos y Frederica Barclay editores, Guía etnográfi ca de la Alta Amazonía (Volumen V 

Campa Rebereños Ashéninka), Lima: Smithsonian Tropical Research Institute, IFEA, 2005, pp. 5－6, 

p. 8./Hvalkof & Veber, op.cit., p. 103参照。
11）Flores Galindo, op.cit., p. 104./Angel Barral Gómez, Rebeliones indígenas en la América española, 

Madrid: Editorial MAPFRE, 1992, pp. 195－196.
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12）Brown and Fernández, op.cit., p. 32./José Amich, Historia de las misiones del Convento de Santa 

Rosa de Ocopa, Lima: Edición crítica, introducción e índices: Julián Heras. CONCYTEC, 1988, 

p. 167.

13）Loayza, op.cit., pp. 1－2./Brown and Fernández, op.cit., p. 43./Varese, op.cit., pp. 181－182./Castro 

Arenas, op.cit., p. 10, p. 13, p. 15.

14）Loayza, op.cit., p.IX, p. 2, p. 50./Lehnertz (1974), op.cit., p. 123, p. 125./Zarzar, op.cit., pp. 33－34./

Castro Arenas, op.cit., p. 18.

15）「フアン・サントス・アタワルパ」という名前のうちの「フアン」は，1533年にインカ王アタワ
ルパがその処刑に先だって洗礼を施されたときに与えられた洗礼名「フアン」に偶然一致する。

16）Steve J. Stern, “The Age of Andean Insurrection, 1742－1782: A Reappraisal.” Steve J. Stern (edited 

by), Resistance, Rebellion, and Consciousness in the Andean Peasant World 18th to 20th Centuries 

(Madison: The University Wisconsin Press, 1987), p. 43.

17）Ibid., pp. 43－44.

18）シエラ中央部とは，リマ大司教区に所属するワヌコ，タルマ，ハウハ，ワンタ，カンタ，ワロチ
リ，ヤウヨス，アンガラエス 8地方の山岳部をさすが，とくに北から南にかけてワヌコ，タルマ，
ハウハ，ワンタ 4地方の山岳部がフアン・サントスの反乱拠点となった中央セルバと直接対峙し
た。Ibid., pp. 41－42参照。各地域の詳細はペルー国土地理院発行の県別地図参照。

19）第 29代ペルー副王ビリャガルシア侯（José Antonio de Mendoza, Caamaño y Sotomayor, Marqués 

de Villagarcía. 在位 1736～1745）の命による。José A.Manso de Velasco, Relación y documentos 

de gobierno del virrey del Perú, José A. Manso de Velasco, Conde de Superunda(1745～1761)

(Introducción, edición, notas e índice de Alfredo Moreno Cebrián)(Madrid:Consejo Superior de 

Investigaciones Científi cas Instituto”Gonzalo Fernández de Oviedo”, 1983), p. 60.

20）Ibid., pp. 61－62.

21）Stern, op.cit., p. 43.

22）Loayza, op.cit.

23）P.Fr.Bernardino Izaguirre, OFM, Historia de las misiones franciscanas en el Oriente del Perú (Tomos 

I y II)(Nueva edición preparada y anotada por el P.Fr.Félix Sáiz Díez, OFM, Volumen I, 1619～1767)

(Lima, 2002).

24）Stern, op.cit., pp. 34－37./パブロ・マセラは最新の著書で，「フアン・サントス・アタワルパの出
現とその（抵抗運動の）成功は，ペルー副王領当局の地政学的システム（el sistema geopolítico）
がアマゾン川流域の現実に直面したことによって生じた困難と結びついていた」と述べてい
る。Pablo Macera(Estudio Histórico)/Enrique Casanto(Tradiciones Ashánincas), El poder libre 

Asháninca Juan Santos Atahualpa y su hijo Josecito(Lima: Universidad de San Martín de Porres, 

Fondo Editorial, 2009), p. 9.

25）フアン・サントスの反乱についての最古の記録はフランシスコ会士のクロニスタ（年代記作者）
によって書かれた（ホセ・アミッチ，ベルナルディーノ・イサギーレら）。反乱の研究が行われ
るのは大分後のことである。1940年代にカルロス・ロメロとフランシスコ・ロアイサによって
史料が編纂された。研究書の刊行はさらに後の 1970年代に入ってのことである。これは，ペルー
領アマゾン川源流域の開発に衆目が集まり始めたことと関係している。ステファノ・バレセ，マ
リオ・カストロ・アレーナス，オレリャーナらの書物や論文が刊行された。その後研究が深化さ
れ，本文に記した研究者の他，レーネルツ・ジャイ・フレデリック，ソイラ・メンドーサ，アロ
ンソ・サルサル，サラ・マテオス，アルトゥーロ・エンリケ・デ・ラ・トーレ，スカーレット・
オフェラン・ゴドイ，ルイス・ミゲル・グラーベらの研究者が出現した。Flores Galindo, op.cit., 
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p. 96./Macera y Casanto, op.cit., p. 12./Luis Miguel Glave, “El Apu Ynga camina de nuevo Juan 

Santos Atahualpa y el asalto de Andamarca en 1752.” en Perspectivas Latinoamericanas, Número 6, 

Año 2009, pp. 30－36.

26）友枝啓泰「18世紀半ばにおけるペルー中央モンターニャにおける原住民の反乱」（『アジア・ア
フリカにおける宗教運動』共同研究報告〔III〕，東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所，
1973年）34－50頁。

27）近年パブロ・マセラとエンリケ・カサントによって，アシャニンカから聞き取り調査が行われ
た。その結果，次のようなことが解った。アシャニンカはフアン・サントス・アタワルパを「ホ
バ・サントシ・アタアリパ（Jová Santoshi Ataaripa）」と呼び，戦いの長老として畏敬の念を抱
いた。妻はマルティナ・マルケス・スマエタ（Martina Márquez Zumaeta）であり，「シュマイ
テリ（Shumaiteri）」という名前のアシャニンカ人の娘であった。アシャニンカは彼女をマリシナ・
マリキシ・シュマイテリ（Marizina Marikishi Shumaiteri）と呼ぶ。彼女はクスコの修道院で育
てられた。この夫婦から 7人の子供が生まれた。全員の名は不明であるが，このうち「ホセシー
ト（Josecito）」〔本名はホセ・サントス・マルケス（José Santos Márquez）〕という名の障害をもっ
た息子がおり，フアン・サントスの後継者となった。この家族は元々クスコの中心部で暮らして
いた。フアン・サントスの父親はホセ・サントス・シェンカリ（José Santos Shencari），母親は
マリア・アタワルパ・コーヤ（María Atahualpa Coya）である。また曾祖父・曾祖母の名前も知
られている。今日アシャニンカは，フアン・サントスとホセシート・サントスについていろいろ
と語る。フアン・サントスとその息子の戦いはアシャニンカをスペイン人の手から解放するため
であったし，またシエラの原住民を解放するためでもあったと述べる。フアン・サントスは，アシャ
ニンカ，アムエシャ，ピロ，クニボ（コニボ），ノマチゲンガ，マチゲンガなど中央セルバの多
民族原住民を統合して戦った。反乱者たちは大きな軍事組織をつくった。彼らは弓矢で武装し，
兵員を募るために各家庭を訪れ家長を説得した。原住民の自由と権利を守るために多くの男女が
命を投げ出した。またシエラの原住民の一部がこれに合流した。彼らの武器は投石器であった
（200年以上が過ぎた今でもアシャニンカはこれらのことをよく覚えていた）。Macera y Casanto, 

op.cit., p. 33, p. 79参照。
28）拙稿「ペルー・中央セルバの無秩序・貧困問題の歴史的考察―ペルー日本大使公邸占拠事件の本

質的問題の究明にむけて―（その 1）」〔『神戸商科大学創立 80周年記念論文集』（2009年）500

－501 頁。Fernando Santos Granero, “Anticolonialismo, mesianismo y utopía en la sublevación 

de Juan Santos Atahuallpa, siglo XVIII.” En DATA, Revista del Instituto de Estudios Andinos y 

Amazónicos, No.4(La Paz: Instituto de Estudios Andinos y Amazónicos, 1993), pp. 133－134.

29）拙著『トゥパック・アマルの反乱に関する研究―その社会経済史的背景の考察―』（神戸商科大
学研究叢書 LI，神戸商科大学経済研究所，1995年）141頁。

30）これらの各地帯の生態学的環境については，Fernando Santos Granero, Frederica Barclay Rey de 

Castro, Ordenes y desórdenes en la Selva Central, historia y economía de un espacio regional(Lima: 

IEP, IFEA: Instituto Francés de Estudios Andinos, 1995), pp. 217－220参照。/現パスコ県に位置
するパルカス川はポスソ川に注ぎ，ポスソ川とピチス川はパチテア川に注ぐ。そしてパチテア川
はウカヤリ川に注ぐ。

31）アシャニンカ，アムエシャ（ヤネシャともいう。大半がオクサパンパ渓谷に居住），マチゲンガ
（Machiguenga），ピロ（Piro），ノマチゲンガ（エネ川左岸，パンゴア，サニベニ，アナパティ，
キアタニに居住）などが有名である。

32）1680年代半ばに「カンパ」なる名称が一般化した。Brown and Fernández, op.cit., pp. 17－18.

33）ペレネ川下流域やタンボ川流域，グラン・パホナール台地ではとくに「アシェニンカ（Ashéninca）」
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と呼ばれるが，本稿では，とくに支障のないかぎりその名称を「アシャニンカ（Asháninca）」に
統一する。また「アシャニンカ」なる用語を「アシャニンカ人」，「アシャニンカ社会（共同体）」
などの広い意味で用いることにする。他のアラワク系原住民やその社会（共同体）の名称に関し
てもこの方式に従いたい。

34）セルバの一部であるが，アンデス東斜面で比較的高度の高い部分の名称。
35）中央セルバのうち現フニン県のセルバ地域に住む原住民の歴史や貧困問題については，前掲拙稿
「ペルー・中央セルバの無秩序・貧困問題…（その 1）」と拙稿「ペルー・中央セルバの無秩序・
貧困問題の歴史的考察―ペルー日本大使公邸占拠事件の本質的問題の究明にむけて―（その 2）」
『人文論集』第 45巻（兵庫県立大学，2010年）参照。ペルー・アマソニア全域の民族集団の概要は，
Alejandro Ortiz Rescaniere, Manual de etnografía amazónica(Lima: Pontifi cia Universidad Católica 

del Perú, Fondo Editorial, 2001), p. 48参照。
36）Hvalkof & Veber, op.cit., p. 84./Fernando Santos Granero, “Epidemias y sublevaciones en el 

desarrollo demográfi co de las misiones Amuesha del Cerro de la Sal, siglo XVIII.” en Histórica, Vol.

XI, No. 1, Julio de 1987, p. 30.

37）その他詳細は，フニン県の地図（Departamento de Junín, mapa físico político, escala 1:450000）（Lima: 

Instituto Geográfi co Nacional, 1981）参照。
38）Brown and Fernández, op.cit., p. 18./Hvalkof & Veber, op.cit., p. 82./Izaguirre, op.cit., p. 188.

39）Santos Granero, “Paisajes sagrados...”, pp. 105－108.

40）Hvalkof & Veber, op.cit., p. 119./Flores Galindo, op.cit., pp. 96－97参照。
41）Santos Granero, Barclay, Ordenes y desórdenes..., p. 33.

42）Fernando Santos Granero, “Las fronteras son creadas para ser transgredidas: magia, historia y 

política de la antigua divisoria entre Andes y Amazonía en el Perú.” en Histórica, XXIX, 1 (2005), pp. 

122－123.

43）周辺地域である中央セルバの原住民への布教は各派修道会が受け持った。ペルー副王領における
「教権」の動向，とくに各派修道会による布教活動から司教区・教区組織の設立に至る流れや，「レ
グラール」（clero regular，各派修道会士）と「セクラール」（clero secular，司教や司祭など世
俗レベルにおける聖職者）の関係等ついては，拙稿「16世紀ペルーにおけるスペイン植民地支
配体制の成立をめぐって」（『人文論集』第 39巻，第 3・4号，神戸商科大学学術研究会，2004年）
328－330頁参照。このほか，植民地時代ペルーの宗教問題に詳しい谷口智子氏による宣教スタ
イルに関する説明も示唆に富む。「宣教スタイルは 2通りあり，1つは大都市を中心とする司教区・
教区組織の設立であり，もう 1つは，周辺地域における修道会による改宗区の設立である」と述
べている。谷口智子『新世界の悪魔　カトリック・ミッションとアンデス先住民宗教』（大学教
育出版，2007年）28頁。

44）ワヌコ市は 7つの地方（ハウハ，タルマ，ワマリエス，カハタンボ，コンチュコス，ワイラス，
パナタワス）の首都となる。1714～ 1718年に流行した伝染病（ペスト）を契機にワヌコ市は
衰退した。Izaguirre, op.cit., pp. 97－99./Antolín Abad Pérez, Los franciscanos en América(Madrid: 

Editorial MAPFRE, 1992), p. 195.

45）Ibid., p. 196./Izaguirre, op.cit., p. 100.

46）Rescaniere, op.cit., p. 36.

47）Izaguirre, op.cit., p. 226.

48）Santos Granero, Barclay, Ordenes y desórdenes..., pp. 33－34. 北部セルバや南部セルバでは 16世
紀からすでに町ができていた。例えば，北部セルバでは，ハエン・デ・ブラカモロス（Jaén 

de Bracamoros.当時既に 33のエンコミエンダが存在した）が 1536年に設立され，続いてサ
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ンティアゴ・デ・ロス・オチョ・バリェス・デ・モヨバンバ（Santiago de los Ocho Valles de 

Moyobamba）が 1540年に設立されている。南部セルバではサン・フアン・デル・オロ (San 

Juan del Oro)が 1540年から 1553年の間に建立されていた。
49）キミリは，現フニン県チャンチャマヨ郡の北部ラ・メルセ（La Merced）の位置にあたる。
50）Izaguirre, op.cit., pp. 185－186, pp. 203－204./Abad Pérez, op.cit., p. 199./Federico Richter Prada, 

O.F.M., “Los franciscanos en la evangelización del Perú, siglo XVI.” en Revista Peruana de Historia 

Eclesiástica, 2 (Cuzco, 1992), p. 54.

51）Amich, op.cit., pp. 59－60./Izaguirre, op.cit., p. 221./Castro Arenas, op.cit., p. 57.

52）Hvalkof & Veber, op.cit., p. 113./ビエドマ神父の略歴や事績については，Izaguirre, op.cit., pp. 227

－229, pp. 279－286参照。
53）Ibid., pp. 197－199./Rescaniere, op.cit., p. 36./Weiss, op.cit., p. 9./Hvalkof & Veber, op.cit., p. 118.

54）1644年にセロ・デ・ラ・サルには 4人の修道士がいたが，その後全員が同地から立ち去ったという。
Izaguirre, op.cit., p. 222.参照。

55）Abad Pérez, op.cit., pp. 199－200./Izaguirre, op.cit., p. 258./Castro Arenas, op.cit., p. 59.

56）フランシスコ・デ・サン・ホセ（ホセフ）はメキシコや中米で長期にわたって布教活動を行っ
た経験があった。1708年からペルー各地を探索した後，1725年にオコパに修道院を築くことに
なった。当修道院を建設中にチャンチャマヨ，ペレネ，パンゴアのミッションが修復された。ま
た 1726年にはパンパス・デル・サクラメント（Pampas del Sacramento. ポスソ川からウカヤリ
川にかけての一帯）が，そして 1732年にはグラン・パホナールがそれぞれ見いだされた。エ
ネ川，タンボ川，ウカヤリ川上流の遡行が行われ，そうした地方全域で布教・伝道が開始され
た。以来，オコパ修道院はスペイン領アメリカにおいて最も重要なミッション中枢の一つとなっ
た。オコパ修道院は現フニン県コンセプシオン郡（ワンカヨの北 25キロ）に位置する。現在，
関連の蔵書 2万 5000冊を擁する。Departamento de Creación Editorial de Lexus Editores, Gran 

enciclopedia del Perú (Barcelona: Lexus Editores, 1998), p. 528./Amich, op.cit., pp. 11－12, pp. 200

－201./Izaguirre, op.cit., pp. 421－423./Castro Arenas, op.cit., pp. 67－68, pp. 70－71参照。
57）Santos Granero, “Las fronteras...”, p. 112.

58）Armando Nieto Velez, S.J., “Las misiones en los jesuitas del Perú.” en Revista Peruana de Historia 

Eclesiástica, 2 (Cuzco, 1992), p. 198.

59）Santos Granero, “Las fronteras...”, pp. 114－115.

60）Ibid., pp. 115－117.

61）Ibid., p. 119. 

62）アメリカの先住民は，旧大陸の伝染病である天然痘，麻疹（はしか），インフルエンザ，チフス，
ジフテリア，マラリア，おたふく風邪，百日咳，ペスト，結核，黄熱病などに対して抵抗力を持
たなかった。ジャレド・ダイアモンド著（倉骨彰訳），『銃・病原菌・鉄』（上）（草思社，2000

年 /2010年）313頁。
63）Ibid., pp. 118－119.

64）Izaguirre, op.cit., p. 424. ワヌコ改宗区にはホセ・サンチェス修道士（Fr.José Sánchez）とホセ・
ジル・ムーニョス修道士（Fr.José Gil Muños）が，タルマ改宗区にはペドロ・ポンス修道士（Fr.

Pedro Pons）とマリアノ・バディア修道士（Fr.Mariano Badía）が，ハウハ改宗区にはマヌエル・
バホ修道士（Fr.Manuel Bajo）とアロンソ・デル・エスピリトゥ・サント修道士（Fr.Alonso del 

Espíritu Santo）がそれぞれ配置された。
65）Zarzar, op.cit., p. 27.

66）Izaguirre, op.cit., pp. 429－435.
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67）Santos Granero, “Epidemias y sublevaciones...”, p. 40./Lehnertz, “Lands of the Infi dels...”, p. 62.

68）Izaguirre, op.cit., pp. 443. グラン・パホナールは，タンボ川，ペレネ川，ピチス川の間に位置する
高地である。複雑な自然条件に阻まれアクセスは困難である。当地に住むアシャニンカの生存経
済は現在でも狩猟・採集と焼畑農耕を組み合わせた自給自足的なものである。主食は焼畑で栽培
したユカイモである。

69）Ibid., pp. 444－445./Varese, op.cit., p. 172./Hvalkof & Veber, op.cit., pp. 114－115, p. 117.

70）Ibid., p. 116./Varese, op.cit., p. 173.

71）Zarzar, op.cit., p. 25.

72）Santos Granero, “Anticolonialismo...”, pp. 146－148.

73）John V. Murra, El mundo andino población, medio ambiente y economía(Lima: Pontifi cia Universidad 

Catórica del Perú, Fondo Editorial, IEP, 2002), p. 82と p. 83の間に挿入されている地図参照。また
イニーゴ・オルティス（Iñigo Ortiz）の巡察に関する文書からの情報については，pp. 88－ 94参照。

74）Santos Granero, “Las fronteras...”, pp. 120－122.

75）Santos Granero, “Anticolonialismo...”, p. 138.

76）コカは鉱山労働者の食品として，プーナの鉱山開発を維持するうえで不可欠の品であった。
Zarzar, op.cit., p. 32.

77）詳しくは，Santos Granero, “Anticolonialismo...”, pp. 136－137, p. 139./Loayza, op.cit., p. 229参照。
78）Santos Granero, “Anticolonialismo...”, p. 138.

79）Faverón Patriau, op.cit., pp. 95－96./Santos Granero, “Anticolonialismo...”, p. 137参照。
80）Ibid., p. 137, p. 139.

81）Santos Granero, Barclay, “Ordenes y desórdenes...”, p. 26. 現パスコ県に位置した。
82）とくに植民地時代末期ペルー副王領においてセロ・デ・パスコ銀山の銀生産は絶頂に達する。

Magdalena Chocano, “Circuitos mercantiles y auge minero en la sierra central a fi nes de la época 

colonial.” en Allpanchis, Vol.XVIII, No.21(Cusco, 1983), p. 3./John Fisher, Minas y mineros en el 

Perú colonial 1776－1824(Lima:Instituto de Estudios Peruanos, 1977), pp. 213－214, 222－223.

83）セロ・デ・パスコ銀山は標高 4359メートルの高所に位置し寒冷であって，その労働環境は最悪
であった。ワヌコからセロ・デ・パスコまでの距離は 22レグア。詳しくは，Izaguirre, op.cit., 

p. 95, p. 97, p. 104参照。
84）Fisher, op.cit., pp. 29－33. 詳しくは，Cuadro 2 と Cuadro 3 参照。その他，Bernaldo Lavallé, 

Consuelo Naranjo y Antonio Santamaría, La América española (1763－1898) economía(Madrid: 

Editorial Síntesis, S.A., 2002), pp. 22－23参照。
85）Chocano, op.cit., p. 5.

86）セロ・デ・パスコ税関に登録された流入商品の中で輸入品は平均して全体の 44％を占めたとの
報告がある。Ibid., p. 7.

87） ワンカベリカからセロ・デ・パスコへの水銀輸送は王立トラヒン（Real Trajín）の御用商人 (asentista)

の手で行われた。Ibid., p. 7.

88） 商品は陸路ではラバの隊商隊によって輸送された。ラバ1頭当たりの積載重量はおよそ3キンタル。
1キンタルは約 46キログラムゆえ，1頭のラバが運び得た品物の重量限界は 138キロまでである。
ラバ 10頭～ 12頭からなる隊商隊の場合。1人のアリエロと 2人の助手がついた。Ibid., pp. 6－7. 

コカは換金作物として原住民が銀（現金）や家畜を入手するうえで最良の品であった。
89）拙著（1995年），144－145頁。
90）現物支払いの内容は，衣類，家畜，トウモロコシ，小麦，ジャガイモによる。ペルー副王領全

域において貢納の現金支払いが義務づけられたのは 1698年のことであった。Carmen Arellano 
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Hoffmann, Apuntes historicos sobre la Provincia de Tarma en la sierra central del Perú, el kuraka y 

los ayllus bajo la dominación colonial española, siglos XVI－XVIII(Bonn: Bonner Amerikanistische 

Studien, 1988), p. 172.参照。
91） 拙稿「植民地時代ペルーにおけるワンカベリカ水銀鉱山と水銀汚染問題―植民地時代前半期―」『京

都ラテンアメリカ研究所紀要』（No.6）（京都外国語大学，2006年）参照。
92）レパルティミエントが法制化されたのは 1754年のこと。拙著（1995年），146頁，153－156頁。

Stern, op.cit., pp. 39－40.

93）Alfredo Moreno Cebrián, El corregidor de indios y la economía peruana del siglo XVIII(los repartos 

forzosos de mercancías)(Madrid: CSIC, 1977), pp. 350－351.

94）拙著（1995年），158頁。
95）「生態学的階床」とは，アンデス研究における「垂直統御」学説に基づく考え。「垂直統御」と

は，正確には「アンデス社会の経済における生態学的階床の最大限垂直統御（el control vertical 

de un máximo de pisos ecológicos en la economía de las sociedades andinas）」という。John V. 

Murra, The Economic Organization of the Inca State(Greenwich: JAI Press, 1980)./John V. Murra, 

“El control vertical de un máximo de pisos ecológicos en la economía de las sociedades andinas.” en 

tomo II de Visita de la Provincia de León de Huánuco en 1562 por Iñigo Ortiz de Zúñiga (Huánuco: 

Universidad Nacional Hermilio Valdizan, 1972)参照。
96）Hoffmann, op.cit., p. 159, p. 162, p. 246.

97）各地帯の海抜高度の表示数値は「プルガール・ビダルの 8地帯区分」に基づく。マリア・ロスト
ウォロフスキ著（増田義郎訳）『インカ国家の形成と崩壊』（東洋書林，2003年）p.v.参照。

98）Ibid., pp. 161－163.

99）Ibid., pp. 139－142.

100）Ibid., pp. 142－143.

101） フォラステーロは原住民に限ったことではない。メスティソ，ムラート，それに白人のフォラ
ステーロすら出現していたといわれる。Ibid., pp. 143－144.

102）Santos Granero, Barclay, Ordenes y desórdenes..., p. 34.

103）Hoffmann, op.cit., pp. 161－162.

104）Zarzar, op.cit., p. 32.

105） Arturo E. de la Torre López, Juan Santos Atahualpa (Lima: Pontificia Universidad Católica 

del Perú, Fondo Editorial, 2004), p. 47./Izaguirre, op.cit., pp. 263－267./Santos Granero, 

“Anticolonialismo...”, p. 139.

106）Weiss, op.cit., p. 10./Santos Granero, “Anticolonialismo...”, p. 139.

107）Santos Granero, “Epidemias y sublevaciones...”, p. 33.

108）Ibid., p. 35.

109）Ibid., p. 36.

110）Ibid., p. 37.

111） Ibid., p. 39. 1722年には 1万 1000人から 1万 2000人くらいの洗礼を授けられた原住民の子供が
死亡したといわれる。Alberto Flores Galindo, “La chispa y el incendio: Juan Santos Atahualpa.” 
en Alberto Flores Galindo, OBRAS COMPLETAS III(I)(Lima: Sur Casa de Estudios del Socialismo, 

2005), p. 105.

112）Izaguirre, op.cit., p. 449.

113）Santos Granero, “Epidemias y sublevaciones...”, p. 40.

114） Ibid., pp. 41－42./Santos Granero, “Anticolonialismo...”, pp. 139－140./Flores Galindo, “La 
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chispa...”, pp. 105－106.

115）Zarzar, op.cit., p. 31.

116） これ以外にも反乱は頻繁に起きていた。キミリ：1637年，1642年，1694年，ピチャナ：1674

年，1719年，1721年，タンボ川：1687年，ヘスス・マリア：1724年，ソノモロ：1737年であ
る。反抗の動機としては伝染病の流行以外にも理由がいくつかあった。例えば，宣教師による
一夫多妻の禁止，様々な強制，「反抗的な」原住民への懲罰，集住政策などである。Hvalkof & 

Veber, op.cit., p. 120.

117）Zarzar, op.cit., p. 33. 

118） Santos Granero, Barclay, Ordenes y desórdenes..., p. 37.

119） Weiss, op.cit., p. 10. 「フアン・サントス・アタワルパ」という名前のうち，「サントス」は「三
位一体（trinidad. 父と子と精霊）」の最後の名称「精霊なる神（Espíritu Santo）」であり，「アタ
ワルパ」はスペイン人征服者によって 1533年に処刑されたインカ王を示す。また「アプ・イン
カ」の象徴の一つは，「大地を揺るがす能力」の所持である。事実，フアン・サントスの反乱が
開始されて 4年後の 1746年 10月 28日午前に大地震がリマを直撃し，大きな被害が出た。副王
の住む宮殿や教会の大半が瓦解した。カヤオでの被害も大きかった。津波がチャンカイなど海
岸部の渓谷地帯に押し寄せたという。そのために，フアン・サントスには大地を揺るがす能力
があるとされ，スペイン人を追放しインカを建設するために天から使わされた人として彼に対
する脅威が煽られた。11月に入ると当局者によって書かれた 1通の手紙が，中央セルバの布教・
伝道を担うフランシスコ会士のもとに届けられ，その中ではこの自然現象とフアン・サントス
との奇妙な関係が語られていた。Flores Galindo, “La chispa...”, pp. 99－101. この大地震（とその
影響）についてはいくつかの研究がある。

120）フローレス・ガリンドは，反乱軍に参加した高地人数名の具体例を挙げている。Ibid., p. 98.
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〈論　　文〉
メキシコのフェミニズム運動と女性政策

松　久　玲　子

要　　旨
La intención de este artículo es analizar la infl uencia del feminismo en la política en 

México desde la perspectiva de género y hacer un balance del feminismo mexicano del 

siglo pasado, a través de su historia.

En el movimiento feminista de la primera época desde fi nes del siglo 19 hasta principios 

del siglo 20, se obtuvo alguna igualdad jurídica entre hombres y mujeres a cambio de que 

la mujer se encargara de un rol basado en la maternidad para contribuir a la nación a través 

de su hogar, esto le costó al movimiento feminista la decisión voluntaria de la maternidad, o 

sea perder el derecho de la mujer de decidir sobre la sexualidad y la reproducción.

En la segunda época del movimiento feminista desde los fi nes de los sesenta  hasta la 

actualidad, se ha desarrollado el movimiento con la siguiente temática;

1) decisión autónoma sobre sexualidad y reproducción (maternidad voluntaria)

2) lucha contra la violencia sexual 

3) labores femeninas 

4) participación política de las mujeres

Las feministas han enfocado los problemas propios vinculándolos con los de la sociedad 

mexicana, aprovechando el marco de “Género y Desarrollo” que propusieron las Naciones 

Unidas como estrategia.

En la década de los noventa la participación política de las mujeres se ha dado a 

la par del avance de la democratización latinoamericana. La introducción del “índice 

de enpoderamiento del género (IEG)” en la sociedad global, y la idea de introducir un 

sistema de cuota en las elecciones, permitió el aumento del número de diputadas en 

el congreso federal y en las asambleas de los estados, de esta manera las feministas 

tuvieron la oportunidad de proponer políticas suprapartidistas de género, entre las cuales 

la maternidad voluntaria y la despenalización de aborto han sido puntos críticos y de 

combate hasta la fecha.

Desde el origen del feminismo en México, la despenalización del aborto ha sido el 

símbolo de la lucha por conseguir el derecho a la sexualidad y a la reproducción voluntaria. 

Sin embargo este logro sólo se ha obtenido parcialmente con la colaboración de los 

partidos de izquierda y en lucha continua contra el conservadurismo y el movimiento Pro-

vida, en las entidades donde dominan los partidos de derecha como el PAN, la demanda 

feminista sigue sin obtener aprobación.

キーワード：メキシコ，フェミニズム運動，オフィシャル・フェミニズム，性と生殖の権利 
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はじめに

本論は，メキシコのフェミニズム運動が近代のメキシコ政府の女性政策に与えた影響を歴史的
に跡づけようとするものである。1960年代末から始まった第二波フェミニズム運動の中で生まれ
た女性学およびジェンダー研究とともに，第一波フェミニズム運動の歴史が明らかにされてきた。
フェミニズム運動は，さまざまな階層の女性たちによって展開されてきたが，運動主体としての
女性を可視化することに焦点があてられた。それは，歴史の中で不可視化されていた女性の歴史
を回復するという意味において大きな意義をもったが，J．W．スコットが警告したようにフェミ
ニズムがゲットー化され 1），フェミニズム運動と他の社会運動との相互作用やフェミニズム運動
と国家の政策化過程における交渉については，十分に検証されて来たとは言い難い。
現在，女性学ならびにジェンダー研究 2）が学問領域において一定程度の定着をみる一方で，女

性への差別は複雑化し，その結果，一般には差別が見えづらくなってきた。女性の権利が拡大す
る一方で，フェミニズム運動そのものの求心力は社会的に弱まってきたかに見える。第一波フェ
ミニズムや第二波フェミニズム運動の初期における女性の状況と比較すれば，女性の権利や社会
的進出は確実に前進してきた。それは，フェミニズムの要求を政府や国際社会がある部分におい
て政策化したことで前進した面があるが，一方で政策化される過程で，フェミニズム運動の主張
のいくつかは切り捨てられ，利用されてきたという現実が存在する。まさに公的領域の政策決定
の場でジェンダー・ポリティクス（ジェンダーをめぐる権力関係）が起動し，結果として形成さ
れたのがオフィシャル・フェミニズム政策だと言えよう。
本論では，19世紀末から 20世紀初頭の第一波フェミニズム運動と 1960年代末から現在に至る

第二波フェミニズム運動をたどり，20世紀においてフェミニズム運動が国家の政策に与えた影響
を跡づけるとともに，政策化の過程でフェミニズム運動が何を得，何を失ったのかを明らかにし，
メキシコのフェミニズムの社会運動としての成果を検討したい。フェミニズムの政策化の意味を
検討することにより，これからのフェミニズムの在り方を考える契機としたい。

1．第一波フェミニズム運動と母性主義政策

フェミニズムとは，女性解放思想・運動のことであり，社会に性差別が存在するという認識を
前提としている。第一波フェミニズムは，19世紀末に始まり 20世紀初頭に興隆し，女性参政権
運動に象徴される市民権や法的権利の平等を達成することにより性差別をなくすことを掲げた。
まず，先行研究に依拠してメキシコの第一波フェミニズム運動をたどる。

1.1　先行研究に見る第一波フェミニズム運動史
メキシコの女性史は，初期においてアメリカ合衆国の女性史研究の影響を受けて形成された。

1978年にアメリカ合衆国で，ラブリンが編集したラテンアメリカ女性史の論文集『ラテンアメリ
カの女性たち』が出版された（Lavrin 1978）。この論文集は，16世紀の植民地時代，独立期，19

世紀から 20世紀初頭までを含み，地域的にはメキシコ，ブラジル，ペルー，独立期のグランコロ
ンビア，アルゼンチンにまたがる論文集である。ラブリンによれば，過去の歴史学における女性
史の視点は，女性の実際の行動よりも教育や法律などの文化規範を反映した資料から女性を描い
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ている。特に個人的な偉業や社会的逸脱などによって匿名性を逃れた女性が取り上げられており，
大部分の一般の女性を代表するような女性を取り上げていない。これはスペイン語文献やポルト
ガル語文献に共通する傾向であると述べている。ラブリンは，歴史の中で匿名化された女性たち
を社会集団としてとらえ，女性たちの社会・経済的活動への参加を明らかにすることにより，ラ
テンアメリカの女性たちが生きた過去の歴史的状況を理解し，再構築しようとした。

1970年代から 80年代初頭にかけて，アメリカ合衆国のラテンアメリカ研究者によって，メキ
シコ革命における女性の参加が取り上げられ（Soto 1979），その過程で第一波フェミニズム運動
の存在が明らかにされた（Macías 1982）。アメリカ合衆国における既存のメキシコ革命研究は，
政治，外交問題が中心テーマだった。この分野では，女性が限定的な役割しか果たすことができ
なかったために，革命への女性の貢献が無視された，とソトは批判している（Soto 1979, 1）。ソ
トは，1940年までのメキシコ革命期における女性の参加を跡づけ，特に 30年代の女性の権利獲
得運動について初めて取り上げた。資料が存在するにもかかわらず，無視されてきた第一波フェ
ミニズム運動を，ソトは初めて紹介した。続いて 1982年にマシーアスにより 1890年から 1940年
までの第一波フェミニズム運動に関する『あらゆる不平等に抗って』（Against all Odds）が出版さ
れた。マシーアスは，既存の女性史が参政権運動だけを取り上げているが，参政権は当時のフェ
ミニストの関心の一つにすぎないと指摘している（Macías 1982, vii）。
マシーアスの著書は，2002年にスペイン語に翻訳，出版され「最も完全なフェミニズム運動史」

（Ramos 2008, 48）であるとメキシコでも高い評価を与えられている。マシーアスは，なぜメキシ
コ史の中でフェミニズム運動の存在が否定されてきたのかについて，六つの理由をあげている。
それは，①ラテンアメリカに共通する男性優位主義（マチスモ）の存在，②カトリック教会との
対立，③フェミニズム運動におけるリーダーシップの継続性の欠如，④アルバラード，カリーリョ
＝プエルトを例外として，政府による公的支援の欠如，⑤『エクセルシオール（Excélsior）』誌に
よる反フェミニズム・キャンペーン，⑥メキシコのフェミニストたちは中間階層出身者で生計を
立てるために働く必要があり，運動に専念できなかったこと，である（Macías 1982, xiii-xv）。伝
統的な教育や女性規範を維持しようとするカトリック教会と保守層は，保守的新聞を通じてフェ
ミニズム運動を蔑視し過小評価した。こうしたフェミニズム運動に対する社会の反応とともに，
マシーアスはリーダーシップの継続性の欠如や中産階級の女性たちの問題をフェミニスト自身の
問題としてあげている。
メキシコの第一波フェミニズム運動は，女性の法的権利や市民権の平等を求めて闘い，1930年

代の女性参政権運動を頂点として興隆し，各州議会で女性参政権が承認された。しかし，カルデ
ナス大統領の政治判断によって女性参政権発効の署名がされなかったため，法制化されず，フェ
ミニズム運動は急速に勢いをなくしていった。しかし，フェミニストによる活動は，マシーアス
が指摘したように参政権運動だけではない。労働運動や教育運動そして衛生分野での活動など，
まだ可視化されてはいない部分が存在している。そして，それらの活動がどのようにメキシコの
国家再建過程に統合されていったのかは十分明らかにされていない。「メキシコのフェミニストた
ちは中産階級出身で生計を立てるために働く必要があり，運動に専念できなかった」とマシーア
スはフェミニズム運動の問題点を指摘しているが，中間層出身で生計をたてるために仕事をもち，
職業人として公的領域における活動にかかわったからこそ，政策決定に関わりフェミニストの視
点から施策に参加する機会を得，労働者階層を視野に入れた展開が可能になるなど，メキシコの
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社会変革に対応した活動を模索できたのではないだろか。フェミニストが公職に就くことにより，
国家にからめとられたという図式化ではなく，国家政策の一端に加わることで具体的にどのよう
な影響を政策に及ぼすことができたのかを問う必要があろう。フェミニズム運動史研究は，メキ
シコ革命過程の一環としての女性解放の過程を解明した。革命運動に参加し，欧米のフェミニズ
ム思想の影響を受けながら，市民権の拡大を目指した運動を担った中間層の女性を，個人の偉業
としてではなく，社会集団としての組織的運動の中で提示したことは重要である。
メキシコでは，女性学の拠点として，1976年にフェミニズム雑誌『フェム』（Fem）が刊行さ

れ，フェミニズム運動の機関紙として運動の情報交換や女性学の発表の場となっていった。1983

年にメキシコ大学院大学に PIEM（Programa Interdiciplinario de Estudios de la Mujer）が設立され，
1992年に国立メキシコ自治大学に PUEG（Programa Universitario de Estudios de Género）が開設
されて女性学の研究拠点ができ，国立歴史人類学研究所や大学などでも女性学研究組織が形成さ
れた。これらの研究機関を中心として，1980年代末以降フェミニズム運動史，女性史の重要な研
究が行われてきた（Lau 1987; Tuñón, J 1987, 1991; Ramos 1987; Tovor 1996）。

PIEMの「メキシコ史の中の女性」プロジェクトの成果として刊行された『存在と不可視性』は，
女性が目に見えない存在となっているがゆえに，歴史認識も歴史の中での集団としての役割の記
憶も女性には存在していないと述べ，地域研究や統計資料，日常の行動に関する史料から女性の
存在を可視化し，取り戻すことを目指した。また，単に女性を可視化するだけではなく，特定の
時代や空間における女性の存在の意味，重要性を評価するような歴史的説明を加えることにより，
既存の歴史学の視点を転換することを目的とした（Ramos coor. 1987）。
『女性とメキシコ革命　1900－1917』（Lau & Ramos 1993）は，メキシコ革命への女性の参加を
可視化し，フェミニズム運動へと展開される女性参加の継続性を明らかにすることを意図してい
る。これらの研究は，それまでの研究においては，良くも悪くも例外的な存在である女性が歴史
上で取り上げられたのに対し，伝統的歴史学の中で目に見えず「透明な」存在であった匿名の女
性を，主には中産階級層の女性たちであるという限界はあったが，社会集団として歴史的文脈の
中で可視化しようとしてきた。
女性の可視化に焦点をあてたメキシコの女性史研究の方向性に影響を与えたのは，前述の J．

W．スコットの問題提起だった（Scott 1988）。スコットは，「ジェンダー」という女性学の概念を
理論的に精緻化することにより，女性史のゲットー化からの脱出と歴史学の政治性に対する鋭い
批判を展開した。「ジェンダーは政治を構築し，政治はジェンダーを構築する」という認識のもと
に，ジェンダーは権力関係であるという視点は，メキシコのジェンダー研究にも影響を及ぼした
（Ramos 2008, 36）。1990年代以降の女性史研究は，ジェンダー関係に影響を及ぼす国家政策，植
民地時代から 20世紀にいたるラテンアメリカの国家の形成とジェンダーの関係が中心的テーマと
なって行なわれた（Dore 1997, 2000）。90年代には，PIEMや PUEGを中心として，国家との関
係における女性の政治活動や経済，家族に関するテーマが深められた。特に，19世紀とメキシコ
革命期については，女性の革命への参加が重要なテーマとなる中で，女性参政権を中心としたフェ
ミニズム運動に関して多くの研究が蓄積された。
ディアス時代からメキシコ革命期（1910年から 40年まで）の女性史研究では，メキシコ革命

への女性の参加と国家再建期の女性の政治参加，特に女性参政権運動をめぐる研究は豊かな成果
が見られる領域である。エスペランサ・トゥニョンは，女性の政治参加をテーマに第一波フェミ
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ニズム運動における女性組織の活動を解き明かした（Tuñón, Esperanza 1992）。フェミニズム運
動の要求が女性参政権獲得運動へ収斂され，統一戦線を形成する過程で，フェミニズム運動内の
多様な政治的要素，政党との関係を描き出し，女性参政権をめぐる国家とフェミニズム運動の関
係，国家による政治プロジェクトへの女性の動員の過程を明らかにした。エスペランサ・トゥニョ
ンの論考は，カルデナス政権において参政権獲得寸前まで行きながら最後に大統領の判断で付与
されなかった 1938年の挫折までで終わっているが，その後の参政権獲得までの女性と参政権の関
わりを跡づけたのが，エンリケタ・トゥニョンの論考である（Tuñón, Enriqueta 2002）。前者がフェ
ミニズム運動の組織に関心の中心があったのに対し，後者は第一波フェミニズム運動の参政権運
動の結末から始まり，人口的側面や女性の社会進出との関係に着目し，フェミニストだけでなく
市町村選挙での一般の女性の行動や議会での議論に中心を置いて，1953年の最初の女性参政権の
行使までを跡づけている。
第一波フェミニズム運動は，女性参政権運動へと収斂していくが，マシーアスが指摘したよう

に，その間，フェミニストたちは革命運動や国家再建への参加を通じて，女性のその他の関心を
実現しようとした。次に国家の近代化政策との関連において，フェミニズム運動を見てみたい。

1.2　第一波フェミニズム運動と近代化政策
1.2.1　19世紀末から 20世紀初頭の第一波フェミニズム運動

19世紀末のディアス時代末期からフェミニズム運動の萌芽が始まった。ディアス時代には外資
導入による産業の発展にともない，社会的変化が加速し，女性たちも工業労働者として労働市場
へと駆り出された。また，ディアス時代の近代的教育政策により女子師範学校や女子中等学校，
女子職業学校が設立され，教師をはじめとする，いわゆる職業婦人たちが出現した。女子実業学
校で学ぶ植字工の女性たちの手により，メキシコ初の女性雑誌『アナワックの娘たち』が刊行さ
れたのもこの時期である。
教育を受けた中間層の女性たちが中心となりフェミニズム運動を推進するが，最初に女性たち

が要求したのは教育だった。当時の女性たちは，「美しい性」と言われながら，法的にも社会的に
も「弱い存在」，劣等的存在として扱われていた 3）。女性の本来あるべき場所は家庭であることを
所与として，男性と同様に知性を磨くことによって劣等性の刻印を消し去り，家庭という私的領
域において異なる役割を引き受けつつ男女の平等を主張した。そして，子どもを育て，教育する
ために，女性の知的発展のための教育を要求した。
ディアス時代の近代化政策のもとで次第に台頭した中間層の間で，ディアス体制への不満が高

まり，ポルフィリオ・ディアスへの反再選運動が激化する中で，女性たちもまた，メキシコ革命
運動に参加し，社会変革による女性の解放を目指した。女性たちはさまざまな立場から，ディア
スに対する反再選運動からメキシコ革命へと続く社会変革運動に参加した。特に，メキシコの社
会変革運動に参加したフェミニストたちにとって，社会変革と女性解放は女性の地位向上のため
の両輪だった。一例をあげれば，女性独自の自由主義政治クラブ「ベニート・フアレス」を設立し，
グアナファトで『宵の明星』を発行して労働運動を組織したフアナ・グティエレス＝デ・メンド
サ（Juana Gutiérrez de Mendoza）4）は，反再選運動を組織した自由党の急進派であるマゴン派に
加わった。マゴン派の女性たちは，メキシコ連邦区にある紡績工場の「みつばち」，「マグダレナ」
「サンタ・テレサ」，「アリ」などの女性繊維労働者たちを中心に「アナワックの娘たち」を組織し，
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革命運動に参加した。「アナワックの娘たち」は，「最大労働時間 8時間，生活費に見合う最低賃
金の獲得」をスローガンにかかげて，家事労働者や工場労働者の労働条件の改善を要求した。
また，カランサの率いる護憲派にカランサの私設秘書として加わったフェミニストのエルミラ・

ガリンド（Elmira Galindo）5）は，1917年の家族関係法の成立に大きな影響をおよぼした（Trinidad 

2001）。1917年に立憲軍最高司令官カランサにより公布された家族関係法の前文では，家族を社
会の基盤，家族制度の改革は社会変革に不可欠と位置づけている。教会法を否定し，婚姻手続き
の簡素化による市民婚を前提として，夫婦の対等な権利と義務が示され，婚姻における女性の地
位改善，権利保護がうたわれている。家長が絶対的権力を握ることを否定し，夫の家計維持義務（42

条），妻の家事義務を規定した。家庭内における性別役割分担を前提に，妻は就労の際に，夫の
許可を要することが規定された（44条）。ガリンドは，フェミニズム雑誌『現代女性』（La Mujer 

Moderna）を，カランサが暗殺されるまでの 4年間にわたり刊行した。
1916年には，ガリンドの提案で，ユカタン州知事アルバラード 6））によりメキシコ初のフェミ

ニズム会議であるユカタン州フェミニズム会議が開催された。アルバラードは，その召集通知前
文で，女性が新しい世代を養育し，子どもの教育の手本となるような法律上の身分，公正な権利
と教育の獲得が必要であり，そのために女性を解放し教育するための手段を諮問すると述べた（松
久編 2002, 132）。メキシコ初のフェミニズム会議で，女性解放のための手段として教育の在り方
が問われたのである。
ガリンドは，自らは参加できなかったフェミニズム会議のために「未来の女性」（la mujer 

provenir）と題する演説の原稿を寄稿した。この中で，女性の性的本能について述べ，「女性は知
識を獲得することにより，性的欲求をコントロールする」ことで，心と体の調和の取れた発達が
可能となると主張した。さらに，ガリンドは，優生学的な立場から優良な国民の形成を視野に入
れた女性の教育の必要性を論じた。ガリンドの演説は，従来のカトリックに基づく女性規範と対
立し，カトリックの伝統的教育を正面から批判したものであるとともに，再生産領域における国
家への女性の貢献を意識したものだった。
アルバラードの諮問に対するフェミニズム会議の答申では，まず，伝統的教育に対して合理主

義学校教育 7）の支持を決議した。また，女子教育に関しては，女性の第一義的な場は家庭であり，
小学校では家庭における具体的な作業を学ぶことを前提としながら，必要に迫られ女性自身で生
計をたてなければならない場合，女性が職業を持つために職業教育を提供すべきであるとした。
女性が担うべき公的な役割は，「男性と知的に平等である女性は男性が担うあらゆる職業，公職に
就くことが可能である」ことを認めながら，男女の公的領域と私的領域の棲み分けの均衡を根本
的に壊す選挙権については，会議の決議において非常に慎重な態度を表明した。
ユカタン州フェミニズム会議の決議では，①女性の参政権への議論がメキシコで始まり，②女

性のセクシュアリティ，性と生殖に関する女性の自律的管理にための性教育や女性の教育が取り
上げられ，③女性の役割について私的領域における再生産活動，つまり出産と子育て，家庭の経
営が，国家や国家の近代化と結びついて議論されたことは重要である。その影響は州内だけでは
なく，その後の全国のフェミニズム運動に指針を与えたという意味で，非常に重要な会議だった。
この会議において提案されたいくつか方針は，ユカタン州においてカリージョ＝プエルト州知事
時代 8）に，離婚法，産児制限，州レベルの女性の参政権付与など，さらに急進的な政策として実
施された。
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1922年には，マルガリータ・ロブレス＝デ・メンドサにより，汎アメリカ大陸女性同盟メキシ
コ支部が設立された。この組織は，アメリカ合衆国の影響を受け，メキシコの女性参政権を推進
した。1923年には，メキシコ市で汎アメリカ大陸同盟フェミニズム会議メキシコ大会が開催され
た。この会議には，メキシコの 20州から代表が送られ，100名が参加した。会議では，アメリカ
合衆国のフェミニズムの主流となっていた市民権と労働権の平等を求める決議が行われた。一方
で，産児制限運動を行っていたユカタン州出身のエルビア・カリージョ＝プエルトらのフェミニ
ストたちから，自由恋愛と女性の性と生殖に関する自律的管理，つまり産児制限と性教育につい
て議論する強い要求があった。これに対して，会期の 2日間がこのテーマに関する討論に充てら
れたが，革命の内戦による人口の減少と高い幼児死亡率により人口増加率が 0.5％にすぎず，人口
増加の停滞に悩んでいるという状況のもとで，決議には取り入れられなかった。また，フェミニ
ストの間でも，「性教育」や「産児制限」という言葉自体に拒否感が示された。汎アメリカ大陸女
性同盟第一回メキシコ会議の決議では，女性の政治的権利，法的平等，女性労働者の保護，母性
保護などを要求した 9）。

1.2.2　フェミニズム運動と革命期の諸勢力
メキシコ革命においては，社会変革を志向する政治勢力とカトリック教会を中心とする保守層

の間の対立にフェミニズム運動も巻き込まれた。メキシコ独立以降，自由主義と保守主義との対
立が続いていたが，ディアス時代にはカトリック教会との対立はほとんど顕在化しなかった。メ
キシコ革命運動の過程で，急進化する革命勢力とカトリック系の保守派との対立が次第に激化し
た。1917年憲法は反教権的姿勢を明確に示したものであり，その後 1917年憲法に基づく政策が
実施され，カジェス時代にはクリステロスの乱によって政府とカトリック教会の対立は頂点をむ
かえた。
大多数の女性たちは敬虔なカトリック教徒だと考えられ，社会変革を目指す政府は，カトリッ

ク教会の「伝統的くびきから女性を解放」し，近代国家形成に向かって女性たちを市民として統
合しようとした。フェミニズム運動は，社会変革を志向する政治勢力にとって，女性を動員する
ための重要な活動だった。その一つが労働運動だった。メキシコ革命において，「世界労働者の家」
を中心として労働運動が展開された。「世界労働者の家」には，運輸関係の労働者や製造業に雇
用されている人々，サービス関係の労働者，学生，教師などが集った 10）。カトリック教会の影響
の強い既存の教育に対して，これらの教師たちを中心に，新しい理念と教育法に基づく合理主義
学校運動が展開された。その後，1918年に「メキシコ労働地域連合」（la Confederación Refional 

Obrera Mexicana，以下 CROMと略す）が結成され，1919年には政党組織として「メキシコ労働
者党」を結成した。CROMは合理主義学校運動を大会で公式に支持した。合理主義学校は，その
後ユカタン州でアルバラード，カリージョ＝プエルトのもとで公立学校に取り入れられ，タバス
コ州でもガリドにより導入された。この合理主義学校運動に，教師を中心としてフェミニストた
ちも参加した。ユカタン州フェミニズム会議の第一諮問「伝統のくびきから女性を解放するため
にとられるべき社会的方策は何か」に対して，合理主義学校が支持された背景にはこうした労働
運動とフェミニズム運動の連携があった。
フェミニズム運動を支持する女性たちにはさまざまな社会層の女性たちが含まれていた。保守

層の女性たちの中にも，カトリック規範のもとで新たな女性の社会参加を模索する女性たちもい
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た。フェミニズム運動の興隆の中で，カトリック教会の影響のもとにある保守的とされる女性た
ちは，社会変革の中で，単にカトリック教会の意のままに動いていただけではなく，新しい規範
を模索しようとした。1920年に「女性の宗教的，倫理的，経済的利益を推進し，強化する」こと
を目的として，「メキシコカトリック婦人連合」（Unión de las Damas Católicas Mexicanas，以下
UDCMと略す）が設立された。当時，連邦政府の政策は，表向きは反教権主義であっても実質的
には，カトリック教会による女性の組織化が国家と衝突する状況ではなかった。カトリック教会
は，宗教教育が社会の危険思想を抑制する役割を果たしていると考え，非宗教教育は，特に女性
にとっては，贅沢，他人への無関心，虚栄への関心など社会に流布する問題の根源だと考えた。
UDCMは，カトリック教会の提示する女性規範と，社会的変化の乖離を縮め，カトリックを信じ
る女性たちの倫理的支柱となろうとした。カトリック教会は女性の政治への参加も禁止したが，
UCDMは政治的参加とは女性の参政権を意味し，教育事業や女性労働者の組織化，デモへの参加
などは政治的行為ではないと解釈した。UDCMは，教育部門の活動に熱心で，メキシコ市の教育
部門は識字教育にも積極的に協力した。教育を受けたカトリック教徒が，宗教を擁護すると考え，
子どもや労働者のために学校を設立し，支援した。UDCMは，女性の社会的活動の拡大を図るが，
公的領域に女性が参入するための正当化の手段として，母親であることに基盤を置いた。UDCM

の設立当時，連邦政府の政策は，表向きは反教権主義であっても実質的には，カトリック教会に
よる女性の組織化が国家と衝突する状況ではなかった。しかし，カジェスが政権につき，反教権
主義的政策が強化され，次第にカトリック教会との対立が深刻化するとともに，UDCMの活動も
制限された。UDCMの学校，組合，売春婦の更生訓練などの活動は，社会活動を通じた革命への
参加の可能性を秘めていたが，クリステロスの乱で UDCMはカトリック教会に忠実であること
を迫られた。連邦政府は，教育や福祉プログラムから禁酒運動まで，女性を動員しようとしたが，
一方でカトリックに第一に忠誠心を持ち，政治的に利用されるカトリック女性は，連邦政府から
次第に危険視されていった（Shell 2007）。

1920年後半から，女性参政権をめぐり，さまざまな立場からのフェミニストの政治参加が見ら
れた。1929年に国民革命党がカジェス大統領により設立されると，国民革命党の下部組織として
女性参政権の獲得を目指すフェミニストと共産党系のフェミニストの間での方針をめぐる対立が
顕在化した。国民革命党傘下の「フェミニスト革命党」は，メキシコ女性連合を組織し，国民革
命党に女性参政権を要請した。これに対し，国民革命党は，1932年に「憲法は女性の選挙権は否
定していない」という公式見解を発表した。フェミニスト革命党を率いるマリア・リオス＝カル
デナスは，女性参政権獲得を最優先するとともに，女性の問題は女性による解決が必要であると
して，それを支持する国民革命党に女性を動員しようとした。
一方，共産党系の女性たちは，基本的に「女性固有の問題は存在しない」「女性の問題は階級

闘争により解決される」という共産党の方針に従い，階級闘争を優先させる方針を取っていた。
この間，カルデナスが大統領となり，1934年には憲法第三条を改正し「社会主義教育」を掲げて，
農民・労働者組合を基盤とするコーポラティズムの政治体制を取った。メキシコ共産党は第三イ
ンターナショナルの路線に従い，カルデナスには敵対的だったが，1934年から反ファシズム闘争
を掲げた国際共産主義の路線変更に従い，カルデナス体制に同調した。また，共産党指導部は女
性運動の戦術的重要性を考慮し，女性に関わる問題を重視し強化する路線を取った。1935年には，
国民党系と共産党系の女性活動家たちにより，女性の選挙権獲得を共通目標とした女性の統一組
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織「女性のための権利獲得統一戦線（FUPDM）」が設立された。
こうした女性参政権運動の盛り上がりに対して，カルデナス大統領は 1937年にベラクルスで

女性参政権要求に応える演説を行った。同年 11月に議会で憲法 34条の改正論議が開始され，12

月には議案となり，1938年 7月に可決された。1938年 8月には大部分の州で批准されたが，選挙
で女性票がカトリック系の保守派に流れることを恐れたカルデナス大統領は官報に 34条の改正を
公布せず，女性参政権はたなざらしとなった。その後，参政権運動に陰りがみられたが，制度的
革命党を支持することにより市町村レベルの参政権を獲得し，国際的な女性参政権付与の潮流に
押されて，最終的に連邦レベルで女性参政権が施行されたのは 1953年だった 11）。

1.2.3　国家再建政府における母性主義政策
国家の近代化をすすめる再建政府にとって，国民の量と質に関する人口問題は重要な関心事

だった。メキシコでは，革命による人口減少（1910年 1500万人，1921年 1430万人）と人口増加
の停滞，高い乳児死亡率を背景に，ラマルク主義的優生学の影響を受け，公共衛生政策が学校教
育と結びついて，優生学を支持する医師たちと政府の連携で推進された（Urías 2007, 103－147）。

1921年にメキシコで第一回児童会議が開催され，優生学，学校衛生，小児内科，小児外科，教育，
少年法の部会が設けられたが，この会議の方針がその後のメキシコの公共衛生政策を決定した。
児童会議では，メキシコ社会の未来を担う児童の環境を改善する方策として，医療専門職，医師
の監督のもとでの学校教育と衛生分野での環境改善施策，母親と将来母親となる女性への育児学
の普及，家庭外で働く母親に代わって育児を担当する機関の設立による幼児・児童の環境の改善
などの措置を通じた予防的優生学の方針が提示された。カジェス政権（1924年－28年）において，
政府による優生学的政策はさらに強化，継続された。1925年には，一般公共衛生規則（Reglamento 

General de Salubridad Pública）が施行された。さらに，1926年に衛生法（Código Sanitario）が導
入され，結婚前の医療検査が実施された。

1930年代に入り「メキシコ・人種改良優生学会」が設立されると，優生学者たちは「社会的
退化」を阻止するための公共衛生政策や教育政策への発言を強めていった。それとともに，物理
的，倫理的に女性の生殖機能の管理への政府の介入を要求し，家庭外で働く女性とその性的行為
を問題化した。避妊とともに優生学において問題となったのは中絶だった。「メキシコ・人種改
良優生学会」は，会則で「中絶は道徳的，生物学的理由から非難されるべきだ」として，基本的
に中絶には反対したが，一部の熱心な優生学者たちは，中絶が人口の質を改善するための国家の
道具だと考えていた。しかし，一般にはメキシコの優生学は，中絶といった極端な方法の採用で
はなく，長期の移民政策，混血，教育などによって生殖の質を変化させるべきだと考えた（Urías 

2003, 314）。優生学協会は，ペルーで開催された人口会議の決議を受け，メキシコ政府に学校教育
に「種の退化」を防ぐため，性教育を導入するよう要求した。
一方，フェミニストたちは，女性の家庭を通じた国家に対する貢献により，国家の再建に参加

し，女性の参政権を勝ち取ろうとした。社会主義フェミニストは性教育とともに避妊法による女
性の身体管理と性と生殖の自己決定を提案し，ユカタン州では避妊のためのパンフレットを，フェ
ミニズム組織を通じて配布した。これは，ユカタン州の保守層の反感だけでなく，首都圏でも問
題とされた。全国紙のエクセルシオールは，「母の日」の行事化をよびかけることにより，母性を
礼賛し，避妊を母性の否定として非難した。フェミニストの間でも，避妊や性教育に関する合意
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を見ることができなかった。むしろ，母の日のキャンペーンに公教育省を巻き込み商業ベースで
の行事化を展開することで，母性主義は社会的な支持をえた。
公教育省は，健康な国民を産み育てることにより「種の退化」を防ぎ，国家に貢献する母性主

義教育を女子教育の基礎に据え，その制度化を推進した。そのひとつは初等教育に女子を対象と
した家庭科教育を導入し，家政管理と育児というジェンダー役割を定式化したことである。女子
師範学校において家政学がカリキュラムの中におかれ，家政学校では「科学的」な育児学や衛生
学が教えられた。また，職業技術教育機関のひとつとして「家庭学校」が設立され，男性と競合
しない領域の職業分野における技術訓練とともに，育児学や衛生学に基づく「科学的」な家事知
識の伝達が行われた。女性を対象とした教育は，性分業とジェンダー役割を制度化し，家庭学校
や女子職業技術教育を通じて女性の教育が中間層の主婦と労働者階層の女性のための教育に階層
分化されていった。
さらに，公教育省は「母の日」を学校行事化することにより，母性を称揚する学校文化を形成

した。公教育省は識字教育や衛生教育の普及・拡大のために女性を動員したが，本来女性がある
べき場である家庭の外に女性を動員する方策として，女性が本来もつとされる精神的母性と教育
の適合性が強調された。特に，女性教師に対する精神的母性の強調は，家庭と職業を接合，ジェ
ンダー規範に抵触しない職業モデルを提供した。公教育省は，カリキュラム，職業技術教育制度
や学校文化の構築により，母性を基盤として女性が国家と結びつく，近代国家における家父長制
的ジェンダー構造を強化した。そして，その基盤となる母性主義規範の底流には，女性の再生産
機能に対する優生学的な国家の関心が存在していた。
国家と結合したジェンダー規範は，教育システムの普及とともに農村にも拡大され，女子の教

育として母性主義教育を基盤とした教育が展開された。1930年代後半のカルデナス大統領時代に
「社会主義教育」条項が憲法に明記され，農民・労働者階級を教育の中心に据える政策がとられた。
この時期には，公教育の中央集権化が進み，農村における公教育の普及に重点が置かれた。農村
では，識字教育とともに生活の改善運動が実施され，学校や公教育省のラジオ番組を通じて，家
庭での衛生管理や栄養管理が女性の役割として教育に導入された。農村で働く女性教師は，農村
の生活を変えるための意識変化や技術の伝達に重要な役割を果たした。フェミニストとして活躍
した教育官僚のエレナ・トーレスは，農村に適応した家庭科教育の開発に尽力したが，エレナ・トー
レスがフェミニストとして構想した女性の教育は，本来は女性による自律的生殖管理を視野に入
れ，家庭運営に責任を負う教育だった 12）。しかし，母性主義教育の中で，再生産労働に中心を置
いた家庭科教育が強調され，農村教育に導入された。
国家再建政府により提示されたジェンダー規範は，当初は都市における学校教育や職業技術教

育を中心に形成され，女性の教育として制度化されたが，カルデナス時代の「社会主義教育」体
制のもとで農村へ教育が普及するとともに，次第に農村にも適用されようとした。そして，女性
が優良な国民を育成し，家庭を通じて近代国家に貢献するという母性主義教育に基づくジェン
ダー規範が全国レベルで方向付けられた。

1.3　第一波フェミニズム運動の収支
19世紀末から 20世紀初めのディアス時代には，近代化政策にともない社会的変化がひき起こ

された。産業化とともにタバコ産業や繊維工業において女性の労働市場が生まれ，都市の女性労
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働者層が増加した。また，女子師範学校や女子実業学校がディアス時代に設立され，教育を受け
た中間層の専門職女性が誕生した。これらの教育を受けた女性たちが核となり，初期のフェミニ
ズム運動を担っていった。第一波フェミニズムの初期の要求は，家庭という領域を基盤とした女
性の尊厳の獲得，つまり女性の劣等性という偏見を取り去り，家庭という場で母親・妻役割を担
うために知的水準を向上させ，役割分担を前提とした平等だった。
カトリック教会によって女性のあるべき場所は家庭であるというジェンダー規範が維持されて

いたが，現実には，生計を立てるために有償労働に携わる女性が増加した。こうした社会状況を
背景として，女性のための職業教育や技術教育の必要性が認識された。職業に就く中間層の女性
たちの主要な職種は，タイピストや植字工，教員だったが，こうした教育を受けた女性たちがフェ
ミニズム運動や労働運動へ接近した。そして，女性たちがメキシコ革命に参加する中で，フェミ
ニストたちは社会変革の過程にフェミニズムの要求を組み入れようとした。
メキシコ革命の動乱期を経て生まれた 1917年憲法は，新しい国家像を提示するものだった。

1917年憲法には，男女の法的平等が謳われた。同年の家族関係法では，前述のように前文で既婚
女性の法的改善の必要性が言及された。1915年の離婚の合法化に伴い，既婚女性の地位の修正が
必要となった。親子関係の確認，子どもの認知，親権，婚約破棄の場合の賠償義務，夫の家計維
持義務，財産管理と契約について夫と妻の両方が能力認定された。夫の家計維持義務が成文化さ
る一方で，有償労働を妻が行うためには，夫の許可が必要であり，家事と育児に支障をきたさな
い限り報酬労働を認めるという条件が 1928年の民法改正においてもつけられ，1954年までこの
規定は維持された。カトリック教会は，離婚を認めず，カトリック教会の支配のもとで家庭にお
いて従順な妻役割を担うことを女性に求めた。このカトリック規範に基づく家庭像と比べると，
新しい家族関係法に示された家族像は既婚女性にとって大きな前進ではあった。しかし，新しい
家族関係法は，既婚女性に家庭における女性の権利を認める方向で修正されたが，最終的には家
族における家父長制的構造は維持された。
フェミニストたちは，民法の改正を要求し，法的な男女の平等を求めた。そして，法的に平等

な権利の獲得のために，女性が政治に参加する必要があり，そのためには女性参政権の獲得が不
可欠だと考えた。男性と平等の市民的権利を獲得するためには，女性もまた国家への貢献が必要
であり，国家再建に協力することにより要求を達成しようとした。国家の近代化を背景に，カト
リック教会の支配から独立して，健全な国民を産み育てることにより，国家に貢献する母性主義
的ジェンダー規範が国家により形成された。当時の優生学を背景に，政府は，乳児死亡率を減少
させ，遺伝的伝染病による「種の退化」を防ぐため，予防的優生学に基づく衛生政策や育児教育
を普及した。近代国家における女性の役割が，メキシコ国家再建政府による人口政策に組み入れ
られたが，フェミニズム運動もまた母性主義的ジェンダー規範を引き受け，人間の再生産を担う
主体として積極的にこの政策を支持することにより女性の法的平等を達成しようとした。
一方で，都市を中心とした労働運動に参加した社会主義フェミニストおよび共産党系フェミニ

ストは，母性主義規範を是認しつつも，女性自身による性と生殖に関する自律的な意思決定，つ
まり女性自身が産み育てられることができる子どもの数を決めるための知識と手段をもつことを
要求した。ユカタンのフェミニスト会議で性教育の必要性が議論され，共産主義フェミニストに
よる中絶の合法化要求も見られた。メキシコ市で開催された汎アメリカ大陸女性会議メキシコ大
会では，平等な市民権，政治的権利（選挙権と被選挙権），女性労働者の権利とともに，女性の
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性生殖に関する自己管理，自己決定の問題が議論された。しかし，女性自身による性と生殖の自
律的な意思決定は，母性主義規範の前で，フェミニストの間にも十分な理解を得ることができず，
社会的にも反対が強かった。
メキシコ革命期のフェミニズム運動において，女性の地位向上の上で最も大きな成果のひとつ

は労働に関するものだった。1917年憲法では，女性の産前産後の休暇と給与保証，夜間勤務と危
険を伴う労働からの保護，性別に関わらず同一労働，同一賃金を保証しているが，この規定が労
働の場で実現されたわけではなかった。1929年に起こった世界恐慌は，メキシコの輸出産業にも
影響を及ぼした。輸出の減少は繊維工業における女性労働者の解雇につながり，労働運動は危機
にみまわれた。フェミニズム運動は，労働分野において名目的勝利を得つつも実質的に後退を余
儀なくされた。
カジェス大統領時代のカトリック教会との対立はクリステロスの乱を引き起こし，カジェス

大統領は再び革命勢力を結集する必要性を感じた。1929年に国民革命党（Partido Revolucionaio 

Nacional，PRNと略す）が設立され，傘下に女性組織が作られた。1931年に連邦労働法が公布さ
れ，工場での夜間労働，女性と 12歳以下の子どもの超過労働を規制し，有給の産休等が認められた。
1931年 10月 1日から 5日まで，アルバロ・オブエゴン公会堂で，第一回全国女性労働者・農民
大会が開催され，女性労働者が組織化されていった。この大会では，農場学校の創設により耕作
のために職のない女性に技術訓練や女性の政治的権利の授与，労働の軽減が要求された。1933年
に第二回会議，1934年に第三回会議が開催された。第三回会議は国立メキシコ大学で開催され，
売春撲滅のための議論が行われた。売春婦への刑法上の罰則の廃止，人身売買，売春の勧誘行為
に対しての刑罰の適用が要求された。
労働運動の主導権をめぐり，フェミニスト内部で共産党系と PRN系の女性組織の対立が激化

したのは，この第三回女性労働者・農民会議における売春の原因をめぐる論争だったが，女性
組織の対立を越えた唯一の共通の合意は女性参政権要求だった。女性参政権要求をめぐっては，
1922年にユカタン州で州レベルの参政権と被選挙権が女性に認められ，女性議員が誕生した。ま
た，1923年位は，サンルイスポトシ州でも参政権が認められた。1939年には，すべての州で憲法
第 34条の修正案が批准されたが，選挙におけるカトリック教会の女性への影響を恐れて，カルデ
ナス大統領が法律を発効せず，1953年まで女性参政権の行使は見送られた。
メキシコ革命期には，社会変革と国家の近代化に伴い，既婚女性と労働における女性の権利が

大きく前進したが，それは国家体制に女性を統合するという枠組みにおいてだった。カトリック
教会の女性への影響力をなくすために，国家再建政府はフェミニズム運動を利用し，女性を動員
した。労働者としての女性の権利が法的に拡大されたが，女性は家庭に第一義的な責任を負うこ
とが前提だった。母性が称揚され，実質的には女性の労働条件は改善されず，「女性向き」職業へ
とゲットー化され，男性中心の労働市場から次第に排除されて行った。家庭を基盤とした国家へ
の女性の統合という枠組みの中で，近代国家の家父長制的ジェンダー規範が作られた。その枠組
みから逸脱する可能性がある女性参政権や自律的な性と生殖に関する意思決定について，フェミ
ニズム運動は政府に認めさせることができなかった。
メキシコ革命期において，フェミニズム運動はその要求を実現するために，さまざまな政治勢

力と連帯し，カトリック教会と対立する政府に協力するというしたたかな戦略を実行してきた。
女性参政権の獲得をめぐり大統領選挙においても，候補者たちと交渉した。結果的には，カルデ
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ナス大統領に裏切られ，女性参政権を獲得し選挙を実施したのは 1953年まで待たねばならなかっ
た。しかし，この結果をもってフェミニズム運動の敗北と考えるべきではないだろう。フェミニ
ズム運動自体は，多様な側面をもっていた。フェミニズム運動は，母性主義的規範を引き受け，
家庭を通じて国家に貢献することの対価として法的男女平等を獲得した。一方，そのために性と
生殖に関する自律的決定の手段を放棄した。

2．第二波フェミニズムとオフィシャル・フェミニズム

2.1　第二波フェミニズム運動に関する先行研究
1970年以降のフェミニズム運動に関しては，メキシコ大学院大学（El Colegio de México）の

PIEMや国立メキシコ自治大学の学際コース PUEGの研究者によるさまざまな研究が発表されて
いる。1970年代から 80年代はじめのフェミニズム運動の動向について，アナ・ラウは『メキシ
コにおけるフェミニズムの新しい波』（La Nueva Ola de Feminismo en México）において，メキシ
コのフェミニズムが欧米の影響をうけつつ，1968年の紛争の中から生まれ，中産階級の女性たち，
特に大学を中心としてフェミニズム組織が誕生した経過を述べ，当時の女性が抱える問題として，
経済への女性の参加，家事労働，教育，女性の周縁化を上げている（Lau 1987）。

1990年代に向けてのフェミニズム運動については，PIEMが『存在の意思：90年代の女性』（La 

Voluntad de Ser: Mujeres en los noventa）において，1980年代半ばからのフェミニズム運動の多様
化を受けて，ジェンダー・アイデンティティに焦点をあてている（Tarrés 1992）。1960年代において，
急速かつ大規模な都市化と工業化の過程で，再び女性を取りまく生活環境，家族関係，労働の性
別役割分担が変化し，ジェンダーに関する文化的な基盤が揺らいできた。19世紀末と異なる点は，
都市化と工業化の規模と速度が全く違っている点であろう。女性の多様な生活経験は，単一の「女
性」というアイデンティティでは女性たちを把握しきれない状況を生み出した。フェミニズム運
動もこの状況認識のもとに，女性の「存在」の多様性と違いに気づき，フェミニズム運動におい
て自明とされた「女性」というアイデンティティを問い直し，労働市場における女性の多様な労
働形態と政治参加に関して論じている。

2000年に PUEGにより開催されたシンポジウム「メキシコのフェミニズム」をまとめ，記録
した『メキシコにおけるフェミニズム』（Feminismo en México）では，20世紀のフェミニズム運
動を歴史的に跡づけている。特に，90年代以降のフェミニズム運動に焦点をあてて総括し，NGO

との協力，フェミニズムと女性運動，フェミニズム理論と運動，フェミニズム運動とジェンダー
研究，フェミニズム運動と政党との関係，メディアとフェミニズム運動など，現代のフェミニズ
ム運動が直面するさまざまな問題を扱っている（Castañeda 2002）。

1976年に発行された『フェム』は，財政的な理由から 2005年に紙媒体での発行をやめるまで，
29年間にわたりフェミニズム運動の理論と実践を伝え，第二波フェミニズム運動を象徴的する雑
誌だった。『フェム』では，フェミニズム運動のさまざまなテーマについて論じるとともに，メキ
シコのフェミニズム運動に関しての批判的省察が事あるごとに行われており，メキシコの第二波
フェミニズム運動の動向を見る上で重要な資料となっている。1976年から 89年までの『フェム』
の全盛期に取り上げられた多様なテーマの中で，もっとも多いテーマ 13）は，フェミニズム理論と
メキシコにおけるフェミニズム，メキシコ女性の経済状況，女性と政治，女性の保健と衛生（中絶，



松　久　玲　子

─ 140 ─

不妊手術，避妊を一部含む），性暴力，中絶の問題であり，フェミニストの問題意識を見て取るこ
とができる。『フェム』は，10周年を迎えた 1987年から，次第に情報やインタビュー，報告を重
視する大衆化の傾向が強まった。

1990年に発行された『フェミニスト討論』（Debate Feminista）は，『フェム』と比べ，よりフェ
ミニズム理論とフェミニズム的表現（写真，文学など）を重視した雑誌である。1990年から 2009

年までに扱われたテーマを見ると 14），ひとつの柱はフェミニズム的視点による表現で，文学や写
真などが多く提載されている。女性作家を論じた記事も多く見られる。もうひとつの柱はフェミ
ニズム運動が追及してきたテーマである。テーマ別にみると，フェミニズムとジェンダーに関す
る記事が最も多い。それに続いて女性の身体にかかわる問題，性と生殖に関する問題，中絶が扱
われている。『フェム』との違いは，女性の経済生活や政治関係の記事が相対的に少なく，ジェン
ダー論の研究動向を反映してセクシュアリティや同性愛，心理分析がかなり取り上げられている
ことである。性暴力の問題も，繰り返し取り上げられている。1976年に刊行された『フェム』と
1990年に刊行された『フェミニスト討論』の 15年間の差の間に，ジェンダー論の視点が加わり，
主要なテーマが女性の経済状況や政治参加から，次第にセクシュアリティやクィア研究が取り上
げられるようになった。二つのフェミニズム雑誌に共通しているのは，女性の性と生殖に関する
問題，中絶，性暴力の問題が継続した大きなテーマとなっていることである。
日本におけるメキシコのフェミニズム研究は，『ラテンアメリカ　社会と女性』（国本・乗編　

1985）と『ラテンアメリカ　新しい社会と女性』（国本編　2000）においてメキシコの近代以降の
メキシコの女性の状況とフェミニズム運動が取り上げられている。また，『メキシコの女たちの声
―フェミニズム運動資料集』（松久　2002）では，第一波フェミ二ズム運動から第二波フェミニズ
ム運動におけるフェミニズム言説を取り上げ，その背景を解説している。
いずれにしても，メキシコの第二波フェミニズム運動では，法的権利や市民権の平等を達成し

た後も，第一波フェミニズム運動においても，問題として取り上げられた性と生殖に関する自己
決定の問題（避妊や中絶），男女の非対称的権力構造，その発露としての性暴力や家庭内暴力が引
き続き大きな課題として残されてきた。一方で，女性の置かれた多様な状況を反映して，ジェン
ダー・アイデンティティの問題を含めた多様なジェンダーに関わる問題が取り上げられている。

2.2　第二波フェミニズム運動
1950年代から 70年代にかけては，メキシコが経済的な発展期と都市化を迎えた時期だった。

同時に都市と農村の格差が増大した時期でもあった。6歳から 14歳の就学率は，1950年には
37.5％だったが 1970年には 64.4％に増加している 15）。公教育の普及は女性にも有利に働いた。
1950年代の女性の識字率は 52.5％だったのに対し 16），1970年には 66.2％に上昇した。小学校に
在学する女子の数は 1950年から 1970年の間にほぼ 3倍になった 17）。都市を中心として女性の活
動の場が広がった。女性の経済活動人口は，1950年には，全体の 13.1％であったのが，1970年に
は 19％，1990年には 29％となった。
こうした第二次世界大戦後の急速な社会の変化によるひずみは，1968年の学生運動に象徴され

る反体制運動を引き起こした。欧米や日本と同様に，大学を基盤として発生した社会変革運動は，
伝統的な政治体制や既存の社会関係に疑問を呈した。第二波フェミニズム運動はこうした社会変
革の流れの中で，中産階級の女性たちによって発せられた男性優位社会への異議申し立てだった。
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1970年から 1975年の間に，「連帯する女性の会」（MAS）や「全国女性運動」（MNM），「女性解
放運動」（MLM）などのフェミニズム組織が設立された。

1979年には，「女性の解放と権利のための国民戦線」（FNALIDM）が，さまざまなフェミニズ
ム組織を統合して結成された。FNALIDMは，以下を基軸とする行動計画を作成した。①自由意
思による母性，②保育所の設置要求，③あらゆる形態の性暴力に対する反対運動，連邦労働法の
対象外にある女性労働者の問題（女中，マキラドーラ，家内縫製労働者，零細な物売り，屋台業
者など）。FNALIDM結成以前にも，「手をつなぐ女性たち」がフェミニズム諸組織の水平的つな
がりをつくる役割を果たしていたが，そこでの共通テーマは，中絶の合法化，強姦された女性と
暴行を受けた女性への支援だった。第一波フェミニズムにおいて，法的平等を達成した後にも依
然として強固に残る家父長制的な社会構造への異議申し立てが，第二波フェミニズム運動の基盤
となっている。一方，第一波フェミニズム運動において積み残されていた女性の性と生殖にかか
わる問題は，第二波フェミニズム運動において重要な課題として認識され，継続して取り組まれ
た。

1980年代の経済危機，そして 1985年のメキシコ市で起こった大震災を契機として，それまで
中産階級の都市の女性たちが中心だったフェミニズム運動に，民衆層の女性たちが加わった。メ
キシコ大震災により縫製工場の女性労働者たちの劣悪な労働環境が明らかになった。また，経済
危機の中で，下層居住区の女性住民運動家の自治組織が活発化した。「都市民衆運動全国協議会」
（CONAMUP）は 1983年に第一回大会を開催したが，そこで主要な要求は公共サービスと住宅の
入手だった，また，家事労働の社会化や暴力と性的嫌がらせに反対する闘いも視野に入れられた
（松久 2002, 321）。1987年にゲレロ州タスコで開催された第 4回全国フェミニスト大会では女性学
研究者が中心となって率いられていたフェミニズム運動に対して，民衆セクターから民衆層と乖
離しているという厳しい批判が行われた。「女性である」ことを通じフェミニズムは共通のアイデ
ンティティを生み出したが，その一方で女性の多様性や異なる意見を封じ込めた，という批判を
経て，1989年にメキシコ州チャピンゴで開催された第 6回全国フェミニスト大会では民衆セクター
の女性との連帯が見られた。

1990年代は，ラテンアメリカの民主化の流れの中で，メキシコにおいても「制度的革命党」（PRI）
の長期政権に対する批判が相次いだ。フェミニズム運動は，民主化による政治の変革を目指して，
各政党に対してクォータ制の採用を迫り，第 7回全国フェミニスト大会では，選挙における「ア
ファーマティヴ・アクションの提言」を決議した。多くのフェミニストが支持した「民主革命党」
（PRD）は政権を取ることができなかったが，2000年の選挙では，「国民行動党」（PAN）の大統
領候補が勝利し，長期にわたる PRIの政治に終止符がうたれた。

NAFTAの発効とともに起こった 1994年のチアパス州でのサパティスタ民族解放戦線による蜂
起は，先住民運動を基盤としていたが，その闘争過程でサパティスタの先住民女性たちにより「女
性法」が作成された。サパティスタ蜂起は，多くの左翼や知識人が支持し，フェミィニストもま
たサパティスタを支持した。しかし，西欧的なフェミニズムとサパティスタ女性たちの間には，
性と生殖をめぐる身体管理の問題，特に中絶の問題をめぐり議論のすれ違いが起こった。それは，
それまでのフェミニズム運動が，先住民女性を視野に入れていなかった，あるいは意識外に置い
てきたことへの見直しを迫るものだった。
フェミニズム運動は，1970年代はじめの中産階級の知識人女性を中心とした運動から，次第に
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1980年代を経て下層居住地区や零細な町工場で働く民衆層の女性たちが加わり，さらに 1990年
代には先住民女性の参加を視野に入れた活動へと変化して行った。

2.3　オフィシャル・フェミニズムの形成
メキシコの女性を対象とした政策は，1975年にメキシコで開催された第一回国際女性年フェ

ミニズム会議を契機として国際社会の後押しを受け，政府自身の手によって推進された。国際女
性年フェミニズム会議開催に先立ち，1975年にメキシコ政府は保健衛生，教育，技能訓練，雇用
などの分野にわたる「国際女性年全国プログラム」（Programa Nacional del Año de Internacional 

de la Mujer）を策定したが，女性を対象とした政策は 1974年の「人口基本法」（la Ley General de 

Población）に基づき設立された「全国人口審議会」（Consejo Nacional de Población）のもとで運
営された。

1974年の一般人口法は，メキシコの人口政策，特に人口増加政策を 180度転換するものだった。
1936年の人口法は，前述のように国力の発展は人口の増加により達成されると考え，公衆衛生や
育児学の普及により「人種の退化」を防ぐとともに人口の増加を奨励した。1974年の人口基本法
では，家族計画を導入し，人口抑制政策へと転換した。1950年以降の若年人口の急速な増加によ
る逆ピラミッド型の人口構成と貧困層の拡大は，開発の大きな障害と考えられた。メキシコ政府
は否定しているが，家族計画の普及にはアメリカ合衆国のメキシコへの援助政策が大きな影響を
およぼしたと言われている 18）。いずれにせよ，国際社会では，女性の生涯出産率は，女性の教育
レベルと密接に関係することが認識され，開発における女性の教育レベルの向上や貧困からの解
放が政策化されていった。
国際社会における開発援助政策は，メキシコにおける人口抑制の方向を後押しすることとなっ

た。デ・ラ・マドリー政権下の 1883－1889年全国開発プログラムは，「女性の生活状況の改善
と開発へ統合」を目指し，「開発に女性を統合する全国行動プログラム」（Programa Nacional de 

Acción para Integración de la Mujer en el Desarrollo）が CONAPOの主導で策定された。同時に，
CONAPOは，「全国家族計画プログラム 1985－1988」を実施し，このプログラムは出産年齢の女
性の 58％をカバーした。
サリーナス政権の策定した「全国開発計画 1989－1994」では，人口および乳児死亡率の増加を

抑制し，人口政策のもとで家族計画の推進が強化されている。CONAPOの「全国人口プログラ
ム 1989－1994」に，「全国人口プログラムへの女性の参加プロジェクト」が置かれた。このプロ
グラムは大きな成功をおさめ，1975年に 5.9人だった女性の生涯出産率は，1995年には 2.8人ま
で減少した。一連の家族計画を中心に据えた人口政策が国の開発の重要な要素として位置づけら
れ，人間の再生産機能を持つ女性への関心が高まり，開発への統合という形で女性の働きかけが
CONAPOのもとで行われた。

1996年に，セディージョ政権下で「全国女性プログラム 1995－2000」（Programa Nacional de 

la Mujer）が，CONAPOの手を離れ，初めて内務省の管轄のもとで誕生した。PRONAMは，「ジェ
ンダーと開発」の国連の方針に従いつつ，ジェンダーの視点を持つ政策立案とその推進のための
公的機関やフェミニズム組織との調整の役割を担った。1990年以降，国際機関の「開発における
女性」（WID）から「ジェンダーと開発」（GAD）への方針の変化に伴い，メキシコでも「ジェン
ダーと開発」の枠組みを踏襲しつつ「あらゆるプログラムにジェンダーの視点を導入する」とい
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う「ジェンダーの制度化」へと方向付けられた。セディージョ政権では，特に社会格差の問題が
重視され，階層的，地域的，民族的な格差をなくすために開発の遅れた地域への重点的な政策が
取られた。また，教育は開発の鍵と考えられ，教育遅滞地域へ補償プログラムが国際援助のもと
で設立された。そのひとつとして，1997年に設立された「教育・健康・栄養プログラム」（PROGRESA）
は，国際援助資金を財源として，憲法で保証された健康と無償義務教育をすべての国民が享受で
きるように貧困状態にある家庭を対象に，教育・保健・栄養を提供したが，女子の就学率向上を
目的として奨学金を男子より女子に多く与えるアファーマティヴ・アクションが導入された 19）。
前述のように，ラテンアメリカ地域における民主化の動きと連動して，メキシコでも PRIの長

期政権を批判し，民主化の深化を求める動きが見られたが，PRONAMは国際社会における女性
の政治参加を重視する「ジェンダー開発指標」の明示化に，この民主化運動を重ね合わせ，選挙
での女性の政治参加に関するフェミニズム運動を後押しした。

2000年に制度的革命党（PRI）から国民行動党（PAN）に政権が替わると，PRONAMに替わ
り INMUJERESが女性政策の調整を行う機関として設立された。フォックス大統領の出身政党で
ある PANが保守政党であることから，女性政策の後退が危惧されたが，フォックス大統領は基本
的にセディージョ政権の女性政策を継承した。フォックス政権では「ジェンダーの公平」を掲げ，
2001年に「女性の対する機会均等と差別解消全国プログラム」（PROEQUIDAD）を発足させた。
PROEQUIDADは，国際的な女性差別撤廃と女性の教育における公平の方向性をもち，教育分野
では PROGRESAを発展的に継承した OPORTUNIDADを発足させ，女子の就学への給付制度を
さらに拡大した 20）。

PAN出身の現政権のカルデロン大統領も，「全国開発計画 2007－2012」において，機会均等を
政策の重要課題として取り上げ，その中で持続可能な人権開発の枠組みのもとで男女平等を推進
し，「ジェンダーによるいかなる差別も排除し，男女が全面的な発展が可能で，平等な権利を行使
できるよう機会均等を保証する」ことを目的に掲げている 21）。基本的に，前フォックス政権の方
針と政策を引き継いだものである。現在，INMUJERESの推進するプログラムは，女性の政治参加，
ジェンダーの視点の普及，メディアの性差別的な表現への監視，ジェンダーの公平をすすめる非
政府組織との連携，暴力のない生活，女性の賃金労働などである 22）。

2.4　第二波フェミニズム運動の収支―性暴力と中絶をめぐって―
1970年以降のメキシコ政府は，国際的な開発援助を受け，国際社会が推進する女性への差別を

撤廃する方針にそった政策を推進してきた。それは，「開発」政策の枠組みの中で女性を対象とし
た政策だった。特に，国際社会では，1990年以降，「人間の選択肢の拡大」と定義づけられた「人
間開発」の枠組みが作られ，1995年の「ジェンダーと人間開発」においてジェンダー開発指標やジェ
ンダー・エンパワーメント指数などのフェミニズムやジェンダー研究の成果が取り入れられた。
メキシコ政府は，これらの指標に基づく人間開発の向上のために，フェミニズム運動との連携を
視野に置きつつ政策を実施してきた。しかし，フェミニズム運動の方向性や要求が，必ずしも政
府の推進するオフィシャル・フェミニズムと同じ方向を向いてきたわけではない。しかし，一方で，
政府の女性政策機関にフェミニストが参加し，影響を与えて来たことも確かである。
第二波フェミニズム運動は，時の流れとともに強調されたテーマは異なるが，女性と労働の問

題，女性の政治参加性と生殖に関する自己決定（自由意思による母性，あらゆる形態の性暴力に
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対する反対）を中心に，一貫して活動を展開してきた。運動の戦略として，フェミニズム運動は，
国際社会における「ジェンダーと人間開発」の枠組みを利用しつつ，メキシコ独自の問題に焦点
をあててきたといえよう。
女性と労働の問題は，第一波フェミニズムと同様に，社会の急速な変化と女性の労働市場への

進出により顕在化した問題である。1985年のメキシコ大地震により縫製労働者の劣悪な労働条件
が顕在化したことにより，ノンフォーマルセクターの女性の労働問題が取り上げられた。また，
メキシコ経済危機を背景に，中間層の女性たちを含めた女性労働の貧困化の問題が取り上げられ
た 23）。メキシコでは，1917年憲法以来，早い時期から同一労働同一賃金や，女性の産休の保証が
法制化されているにも関わらず，法的な保護の対象から多くの女性たちは外れていた。特にノン
フォーマルセクターで働く女性たちの実態は多様で，組織化が難しいことから，フェミニズム運
動の成果を明らかにすることは難しい。しかし，ノンフォーマルセクターの女性たちを中心とし
た都市民衆運動の発展に，フェミニズム運動の経験から形成されたノンフォーマル教育による女
性の組織化が寄与してきた。また，グローバリゼーションが進む中で，安価な女性労働力が国境
地帯のマキラドーラにおいて利用され，国境地帯の麻薬取引の問題と絡まり，女性に対する性暴
力が急速に増加している。こうした問題の所在をフェミニズム運動は明らにしてきた 24）。
女性の政治参加に関しては，1990年代のラテンアメリカの民主化の波と 1995年のジェンダー・

エンパワーメント指標の導入を契機として，選挙における女性議員のクォータ制の議論を巻き起
こした。フェミニストによるクォータ制の要求に対して，クォータ制を議論し，最初に被選挙者
名簿に導入したのは民主革命党（PRD）だった。また，PROGRESAは，1997年の連邦議会議員
選挙に向けて 9政党の女性に対する政策を分析し発表した 25）。フェミニストが国の女性政策機関
に入り，政策立案に加わって連携した例である。
国会や地方議会における女性議員の増加は，超党派的な女性政策の提言を可能にする契機と

なった。特に，女性の性と生殖の権利に関して，フェミニストの中絶の無罰化をめぐる主張とフェ
ミニストの議員による法制化への取り組みは，現在も保守勢力との間で長い闘いを展開している。
中絶の無罰化への取り組みは，女性の性と生殖の自己決定権に関する運動の中核をなすものであ
る。中絶の無罰化には，中絶を刑法の対象とするのかどうか，刑法の対象とする場合にどのよう
な条件を例外として認めるのか，どの期間までを中絶の対象とするのか，などの政策化のための
具体的手続きや，それに伴う女性の身体性，性暴力とそれを含む家庭内暴力の定義，避妊や性教
育などの広範な問題が含まれる。
メキシコでは，中絶は，2カ月から 6年の禁固が 32州の刑法で定められているが，一定の条件

のもとで罰則が免除される 26）。歴史的に，中絶は罰則の対象として 1871年刑法で定められたが，
母体に危険がある場合にのみ中絶は認められた。次に，1931年の刑法では，性暴力による妊娠を
中絶の合法的範囲に認めた。それ以降，現在まで無罰化の条件は，次第に拡大されてきた。第二
波フェミニズム運動では，1970年当初から中絶の無罰化の運動を展開してきた。当時の PRI政権
は，闇中絶による妊婦死亡率が高いことを認識していた。政府は CONAPOのもとで，「中絶の調
査のための学際的研究チーム」（CIRA）を設立し，CIRAから中絶の無罰化と自由化 27）が必要で
あるという報告が出された。しかし，カトリック教会と保守派の反対が強く，法律の改正には至
らなかった。

1991年に連邦区のフェミニストを中心に中絶の無罰化を求めるフェミニスト統一戦線を作るこ
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とが提案され，GIRE（el Grupo de Información en Reproducción Elegida）が国立メキシコ自治大
学の教員らを中心に設立された。フェミニストは議会に働きかけ，連邦議会で性暴力に関する刑
法改正を推し進めた。当時，家庭内暴力や性暴力により妊娠した少女が，合法的中絶を申請しな
がら州での対応がなされなかった事件が問題化されていた 28）。特に性暴力を理由とした合法的な
中絶が州法で認められているにもかかわらず，保守勢力の強い州では，中絶を阻止するために，
州の基本法の人権条項に「受胎した時から自然死をむかえるまで」生命が保護される権利がある
という文言を加え，胎児を人権の対象とすることで中絶に対抗している 29）。

2000年代には，中絶をめぐる法改正で，いくつかの前進があった。メキシコ連邦区（メキシコ市）
では，PRIの主導で左翼連合が協力し，行政庁長官のロサリオ・ロブレスが連邦区の刑法改正を
提案した。この提案は，性暴力により妊娠した女性が中絶を請求した場合，刑罰の対象としない
という無罰化の範囲を拡大する改正だった。俗にロブレス法と呼ばれるこの刑法の修正は，連邦
区（メキシコ市）議会で可決された。これに対し，カトリック教会と保守派の PANを中心として，
最高裁に違憲訴訟を起こしたが，2002年にロブレス法に対して合憲判決がでた。同年，連邦区（メ
キシコ市）では合法的な中絶のための手続きを定めた「連邦区における中絶に関するサービスの
運営と組織の一般方針」を公布した。同時期に，モレロス州でも，PRIと PRDが中絶の無罰化に
関する法改正を行った。

2006年に，メキシコ市で再び PRIの主導により，中絶の無罰化と 12週以内の中絶が正規にで
きる法改正の発議が行われた。GIREは，女性の生活設計に影響を与える場合，つまり望まない
妊娠や計画外の妊娠に対して，12週以内なら条件なしに中絶を認めることを主張した。結局，12

週以内の中絶を無罰化することが，連邦区（メキシコ市）議会に提案された。これにより，刑法
において中絶が 12週目を越えた場合が罰則の対象とされ，中絶が再定義された。また，中絶をし
た女性の刑罰を減ずること，そして性暴力による緊急避妊について法制化されることが提案され，
保守派の強い反対にも関わらず，連邦区（メキシコ市）議会で 2007年 4月 14日に可決された
（GIRE, 2008, 3－4）。
中絶の無罰化は，無罰化の対象となる性暴力の定義についての法改正をともなった。2005年に

連邦政府は，「家庭内暴力，性暴力，女性に対する暴力，予防と注意の基準」（NORMA-046-SSA2-2005）
を官報で公布した。また，性と生殖に関する女性の権利を推進するために，連邦政府の教育省と
CONAPOは性教育の導入を図った。それに対し，カトリック教会は強く反対した。望まない妊
娠を避けるための性教育に関して，フォックス政権時代にはフォックス夫人マルタ・サアグンを
会長とする「ともに歩もうメキシコ基金」（la Fundación Vamos México）を中心とした保守派が，
性教育は家庭への国家の介入であり，子どもの教育を家庭に取り戻すべきだと批判した。理科の
教科書の配布を禁止するよう要求し，2003年に性教育に代わるものとして「ともに歩もうメキ
シコ基金」が独自に『親の手引き』を出版し，無償で配布した。この手引き書に対して，避妊や
SIDAや性病の危険性について言及しておらず，誤った避妊の知識や中絶の無罰化についても正
しく伝えていないと，左派フェミニストは厳しく批判した。
議会で左派勢力の強いメキシコ連邦区（メキシコ市）では 30），2008年に性教育の教科書が中学

校，大学準備学校に配布された。2009年 12月には，ラテンアメリカで初めて，性の多様性を認め，
ホモセクシュアルの結婚を認める民法の改正が連邦区議会で可決された。連邦区では，「平等と社
会の多様性一般局」を設置し，性の多様性を認め差別をなくすプログラムを推進している。
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女性の政治参加を推進する中で，メキシコ連邦区では，フェミニストが政党や議会に働きかけ，
中絶の無罰化，性暴力に対する闘い，性の多様性を認める運動を前進させた。中絶の問題は，女
性の性と生殖に関する権利に関するフェミニズム運動の象徴的な事例であり，左派政党内のフェ
ミニストとフェミニズム運動の NGOが協力関係を築きながら，保守派やプロビダ（PROVIDA）
の強い反対を乗り越え達成してきた。しかし，PANなど保守政党勢力が強い州では，フェミニス
トの要求はそれほどの成果を得られていない。

3．これからのフェミニズム運動へむけて

メキシコのフェミニズム運動は，一世紀にわたる経験のなかで，「女性」が社会変化に対応す
る中で生まれて来た社会運動である。その点において，フェミニズム運動は常に変革する側に立っ
てきた。フェミニズム運動は，時代の制約の中でさまざまな政治勢力と交渉を重ねながら，社会
における公平を推進する政策を前進させてきた。
それらの政策の中で，20世紀を通じて女性は大きく 3分野にわたる課題に挑戦してきた。女性

の政治参加，女性と労働，性と生殖の権利である。女性の政治参加は，平等と公平を達成するた
めに政治参加が必要であるという認識から，第一波フェミニズム運動においては女性参政権獲得，
第二波フェミニズム運動のおいてはクォータ制の導入が運動の中心的テーマとなった。女性と労
働の問題は，女性の労働市場への参入が進むにつれ，法的整備と労働条件の改善が政策的な課題
となったが，同時に家事労働やノンフォーマルセクターの労働形態が無償労働による女性への搾
取として明らかにされた。性と生殖の権利に関しては，第一波フェミニズム運動において女性の
身体管理と避妊の問題が積み残され，第二波フェミニズム運動においては，中絶の無罰化が中心
となり，性と生殖が女性支配の本質的な問題として継続されている。
一世紀にわたるメキシコのフェミニズム運動を振り返ると，時代とともに核となる社会層の女

性たちが変化しながらさまざまな抑圧に対して戦い，社会変革のために政治的手段に訴えてきた。
第一波フェミニズム運動では市民権の獲得のために近代国家の国民を産み育てる母性主義規範に
沿って活動を展開した。第二波フェミニズム運動では，国際社会と国家の開発政策を権利回復の
実現のための梃子とした。こうした過程の中で，女性の生殖機能に関する政治的関心が常に国家
に存在していた。性と生殖の領有をめぐる権力構造は現在も続いている。メキシコにおいては，
カトリック教会と国家と女性自身の間で一世紀にわたり性と生殖の管理をめぐる権力関係が作動
している。ジェンダーの非対称的な権力関係は，女性への暴力という形で最も顕在化する。
国際社会の女性政策や法的整備により，表面的には女性への差別は少なくなっているかに見え

るが，差別の実態が複雑化し，可視化されにくい複合差別が依然として存在している。貧困層の
中でも女性に貧困が最も重くのしかかっているのが現実である。女性学からジェンダー論へ研究
の枠組みが変化し，女性の問題が相対化されることにより，フェミニズムの問題意識が女性差別
からジェンダー構造へと移行してきた。メキシコにおいて女性学を中心的に担ってきたメキシコ
大学院大学の PIEMにおいても，2003年からジェンダー研究にシフトし，研究がクイア研究や男
性学に比重が移ってきた。権力関係を中心とした研究は次第に社会学研究と接近し，2007年 4月
から PIEMは社会学研究センターに統合された。社会におけるジェンダー構造が変わらなければ，
女性が抱える問題も解決されはしない。しかし，しばしばフェミニストが主張するように，女性
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差別の問題をジェンダーという概念によって相対化することにより，支配され，差別される女性
の存在が見えにくくなっていることも確かである。支配と被支配の関係の中で，「差別される」だ
けではなく，「差別する」側に女性が立つという，多様で複雑化した現象の中で，ジェンダー論と
女性学の相互的な立ち位置を常に確認しつつ研究を進める必要があろう。

注

１）ジョーン W. スコット，荻野美穂訳，1992年，『ジェンダーと歴史学』，平凡社参照。
２）女性学は，フェミニズムを基盤とする学問であり既存の学問分野を越えた学際的研究分野を開拓

してきた。女性学は，女性の経験の顕在化と復権，性差別構造の解明，既存の研究・教育の脱構
築を目指している。ジェンダー研究は，女性学の進展の中で，1980年代以降の新しい潮流とし
て現れた。男女という性別に二分して人間を配置する社会的・文化的装置について研究する。

３）ナポレオン法典に依拠した民法典のもとで，既婚女性には法的人格が認められず，妻を無能力者
としていた。

４）フアナ・グティエレス＝デ・メンドサは，1857年にドゥランゴ州サンフアンデルリオの貧しい
家庭に生まれた。自学自習の中で，バクーニン，クロポトキンを読み，アナルコサンディカリズ
ムに傾倒した。12歳（15歳という記述もある）で，シリロ・メンドサ（Cirilo Mendoza）と結婚し，
夫に読み書きを教えたといわれている。チワワ州，エスメラルダ鉱山の鉱夫の労働権を守るため
立ち上がり，ミナス・ヌエバスで投獄された。出獄後，1899年に「ベニート・フアレス自由ク
ラブ」を結成し，『宵の明星』を発行した。メキシコ市に移り，1901年に『宵の明星』を再開した。
1903年に「ポンシアノ・アリアガ自由クラブ」に参加した。1907年に 300人の無政府主義者の
女性たちとともに「アナワックの娘たち」を設立し，ストを通じて女性労働者の労働条件改善を
要求した。

５）エルミラ・ガリンドは，1886年にドゥランゴ州レルド（Lerdo）で生まれ，速記をチワワ州の女
子工業学校で学び，後にメキシコ市のミゲル・レルド・デ・テハーダ女子商業学校で速記を教え
ていた。護憲派の大統領カランサと知りあい，私設秘書となる。護憲派の資金で全国をまわり，
フェミニストとして女性の意識を喚起する。1915年 9月 15日『現代女性』（La Mujer Moderna）
の第 1号を刊行した。ガリンドの足跡は，カランサの暗殺とともに終わる。文筆活動は継続し，
ルイス＝コルティネス政権において最初の女性議員に当選した（Trinidad 2001）。

６）アルバラードは，1915年から 1918年までユカタン州知事を務め，その間にさまざまな社会改革
を実行した。マヤ農民を奴隷状態から解放し，アセンダード（アシエンダと呼ばれる大農場の所
有者）が握る農民の債務を帳消しにし，農民に対する鞭打ち，後見制，子どもを親から取り上げ
るなどの抑圧を禁じた。また，ペオン（大農場で働く半奴隷的農業労働者）と家事労働者を念頭
に置いた労働者の解放を実施した。最低賃金，最大労働時間を定め，スト権を承認し，女性，児
童の労働条件，産休を定めた。ギャンブル禁止と禁酒法を定め，売春廃止に向けての方策として，
まず売春婦の定期健診と更生プログラムを提供した。メキシコの民法改正に先立ち，1915年 7

月にはフェミニスト法と呼ばれた州の民法の改正を行った。それまで，独身女性は 30歳まで親
の保護下に置かれ親の家を離れ独立することができなかったが，男性と同じく女性も 21歳で独
立できるようになった。また，特に教育改革に力を入れ，1915年 5月に農村教育法，同 6月に
は公教育一般法，7月に公教育一般法細則を公布した。

７）合理主義学校運動は，1908年にスペインのバルセロナでフランシスコ・フェレール＝グアルディ
ア（Francisco Ferrer Guardia）による，教条主義から自由で，科学に立脚した「近代学校」（Escuela 
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Moderna）の設立に始まる。合理主義教育の目的は，新しい人間を形成することで，自然と社会
に関する科学的知識と合理性を教え，社会的不正義と戦うためにその起源を知り，プロレタリアー
トを解放することを目的としていた。合理主義教育は革命期のメキシコに伝えられた。メキシコ
で最初に合理主義教育をもたらしたのはカタルニア人のフェレス（Amadeo Ferrés）とスペイン
人の教師モンカレアノ（Francisco Moncaleano）である。フェレスは「メキシコ印刷工連合」の
創始者で，ソノラ，タマウリパ，シナロア，グアナファト州を中心に機関紙を発行した。1912年に，
無政府主義者グループ「光」（Luz）が生まれ，フェレール＝グアルディアの考えに従い合理主
義教育を行うことが決議された。その後，「世界労働者の家」が合理主義学校教育を支持し，合
理主義学校の教育実践はユカタン，タバスコ，ベラクルス，タマウリパ州などのメキシコ湾岸で
展開された。

８） ユカタン州で「南東部社会党」を率い，7万人の労働者の支持を得て 1920年に下院議員に当選した。
1921年の知事選挙では圧倒的な支持を得てユカタン州知事となった。その後，急進的な政策を
実施したが，1924年 1月に反対勢力により殺害された。

９）松久　2002；175－180ページ参照。
10）「世界労働者の家」は，1914年にウエルタにより閉鎖されたが，内戦の中で 1915年にカランサ

派と結び，「赤色大隊」を組織して武力闘争に参加した。しかし，首都圏の労働者組合が 1916年
にゼネストを打ち，カランサと対立してからは，カランサは運動を弾圧し「世界労働者の家」は
再び閉鎖された。

11）詳細は，Enriqueta Tuñon 2002参照。
12）松久，2009年，「メキシコの国家再建期におけるフェミニズムと女子教育―エレナ・トーレスの

女子教育観を中心に」『ラテンアメリカ研究年報』No.29，1－29ページ参照。
13）取り上げらたれテーマとその記事数（括弧内）は，以下のとおりである。フェミニズム（86），

メキシコのフェミニズム（56），女性の解放（54），メキシコの女性と政治（69），女性と経済（36）
メキシコの女性の経済状況（74）女性の保健と衛生（92），性的暴力（35），メキシコの性暴力（43），
メキシコでの中絶（21）である。

14） 取り上げらたれテーマとその記事数（括弧内）は，以下のとおりである。文学（121），女性作家（59），
フェミニズム（117），ジェンダー（77），同性愛（ホモセクシュアル 47，レスビアン 39，計 86）
中絶（72），性と生殖の権利（51），身体（45），暴力・性暴力（66），心理分析（49），母性（46），
政治参加（44），セクシュアリティ（36）。

15）INEGI, Estados Unidos Mexicanos Cien Años de censos de población, 1996.

16）Ibid., p.146. 6歳以上の識字人口。
17）Valdes, Teresa y Gomariz, Enrique. coor. 1993, Mujeres Latinoamericanas, Mujeres en México, 

FLACSO, p.53.

18）Fem 1988, año11, Núm.61, 10.

19）Poder Ejecutivo Federal, Progresa, Programa de Educación, Salud y Alimentación.

20）Instituto Nacional de las Mujeres, “Programa nacional para la igualdad de oportunidades y no 

discriminación contra los mujeres 2001－2006”, México, 2002, p.39.

21）Plan Nacional de Desarrollo 2007－2012, http://pnd.Calderón.presidencia.gob.mx/（2010年 12月
20日取得）

22）Instituto Nacional de las Mujeres, http://www.inmujeres.gob.mx/（2010年 12月 20日取得）
23）1990年はじめの経済危機の女性への影響については，González, González, Marisa et.al., 1997, 

Impacto de la Crisis 1993－1995, Estadística sobre el mercado de trabajo femenino, Instuituto de 

Investigaciones Económicas UNAM, México参照。
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24）Monárrez Fragoso, Julia, “feminicidio sexual serial en Ciudad Juárez 1993－2001”, Debate 

Feminista, Año 13, vol.25,（abril 2002）, pp.279－305. Segato, rita Laura, “la escritura en el cuerpo 

de las mujeres asesinads en Cd. Juárez”, Debate Feminista, Año 19, vol.37（abril 2008）, pp.78－120

参照。
25）Consejo Consultivo del PRONAM, 1997, Las Mujeres en el Proceso Electoral 6 de Julio de 1997, 

PRONAM, México.

26）連邦法の規定は，各州の刑法に従って運用されるため，州により中絶が認められる条件は異なっ
ている。

中絶が認められる理由 無罰化している州の数
暴力による妊娠 32

不可抗力による胎児の死亡 29

妊娠の継続が妊婦の死をもたらす場合 27

胎児に遺伝的，先天的問題がある場合 13

妊娠の継続が女性の健康に害を及ぼす場合 10

合意のない人工的受胎 8

少なくとも 3人の子どもがいて，経済的に育てられない場合 1

　　http://www.andar.org.mx/　2010.12.28取得。
27）無罰化は刑法の対象から外すことであり，自由化は妊娠した女性が中絶を望む場合に，安全で適

正な対処が受けられる制度を提供することを意味する。
28）1994年には，家庭内暴力により父親に妊娠させられた少女が，支援機関に助けを求めるまで中

絶ができなかった（松久 2002, 453－454）。1999年のパウリーナ事件では，13歳の少女が性暴力
に会い妊娠したが，州は中絶の申請に対して対応せず，厚生局やプロビダの組織を通じて中絶を
しないよう説得した。GIREがアムネスティに人権侵害を訴えた。

29）2010年の時点で，州の基本法の人権条項にこの種の規定を加えた州は 24州ある。
　　（GIRE　http://www.org.gire.mx　2010年 12月 28日取得）
30）連邦区議会における政党の勢力分布は，PRDが 34議席，PANが 15議席，PRIが 8議席，労働

党（Partido del Tarabajo）が 5議席，メキシコ緑の環境党（Partido Verde Ecologista de México）
が 3議席，新同盟党（Partido Nueva Alianza）が 1議席となっている。PRD，PT，PNAが左翼
連合を形成している。
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〈論　　文〉
ブラジル 2010年大統領選挙の地域性と労働者党ルラ主義の展開 1）

住　田　育　法

要　　旨
“Eleições presidenciais 2010, no Brasil: regionalidade e evolução do lulismo e o 

PT pós-Lula”. O trabalho discute a popularidade da candidata Dilma Rousseff e do PT, 

decorrentes da confiança dos eleitores no carisma de Lula. Nele compara-se as eleições de 

2002 com as de 2010 e se analisa a evolução nacional dos partidos do Brasil e o fenômeno 

político da regionalidade na sócio-política brasileira, a regionalidade do Nordeste pobre 

e a do Sul e Sudeste rico. Durante a República Velha（1889－1930）era a época da elite 

local, do “café com leite”, onde se alternavam candidatos de São Paulo e de Minas Gerais. 

A ditadura Vargas（1930－1945）veio fortemente contra esse acordo. Pode-se perceber 

que a influência política de Vargas terminou na década de 1990, com a emergência de F. H. 

C.（Fernando Henrique Cardoso）. Por outro lado, se consegue observar uma tendência 

de regionalidade nas eleições de 2010 que, entretanto, difere da política de coronelismo do 

passado. Há 30 anos atrás, em 1980, o PT foi fundado como uma força do socialismo contra 

o PCB e o PC do Brasil, que tinham sua base nas igrejas católicas e na classe média. Lula 

foi presidente da entidade, após ser presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, 

em São Bernardo. Lula era proveniente de uma família de agricultores pobres do interior 

de Pernambuco, no nordeste do pais. Há 8 anos atrás, em 2002, Lula ganhou a eleição 

presidencial como representante do PT, apresentando-se como “um vento novo”. Acredita-

se que se poderia chamar a isso de um novo populismo, em contraposição ao candidato 

do PSDB e PMDB, José Serra, neoliberal. Quanto à eleição presidencial de 2002, pode-

se perceber que o resultado da vitória vem do forte trabalho de marketing de bastidores. 

FHC insistiu na necessidade da continuidade da união do PSDB, PFL e PMDB mas cada 

partido apresentou um candidato e a união se desfez. Para a apuração dos votos dos mais 

de cem milhões de eleitores, a eleição presidencial de 2002 foi apurada a partir de urnas 

eletrônicas. A eleição presidencial brasileira de 2002 ocorreu em dois turnos. O primeiro 

aconteceu em 6 de outubro de 2002, com seis candidatos e, o segundo, no dia 27 do 

mesmo mês. Após três tentativas frustradas, Luiz Inácio, do Partido dos Trabalhadores

（PT）, conseguiu eleger-se presidente, com 52.793.364 de votos, 61,27% de total de 

86.164.103 votos. A última eleição presidencial, de 2010, foi realizada em 3 de outubro p.p. 

e nenhum dos candidatos recebeu mais do que a metade dos votos válidos. Um segundo 

turno foi realizado em 31 de outubro. Dilma Rousseff（PT）foi eleita com 55.752.529 

votos, 56,05% de total, enquanto José Serra（PSDB）obteve 43.710.422 de votos, 46,95% do 

total. É importante salientar que esses quantitativos de votos representam a diversidade 

dos eleitores das regiões do país e das classes sócio-econômicas. Norte e Nordeste, as 
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1．はじめに

2010年ブラジル総選挙における労働者党（PT: Partido dos Trabalhadores）2）所属の候補者，特
に大統領候補のディルマ・ルセフ（Dilma Rousseff　生 1947年，以下，ディルマと記す）に対す
る人気の背景を，北東部貧農出身のルイス・イナーシオ・ルラ・ダ・シルヴァ（Luiz Inácio Lula 

da Silva　生 1945年，以下，ルラと記す）3）のカリスマ性 4）と有権者の地域性 5）に求めることが
できる。本論文では，2002年と今回の 2010年の選挙動向を観察しながら，特にルラと労働者党（PT）
の人気の背景に注目して，ブラジルの政党の全国規模の展開と，ブラジルの政治家の地域性を考
える。
ブラジル旧共和政（1889～ 1930年）は「カフェ・コン・レイテ」の地方エリートの時代 6）であっ

たが，これをヴァルガスの独裁体制（1930～ 1945年）が強く否定した。現代ブラジル政治史に
おけるヴァルガスの影響は，民主的な選挙体制が確立した 1990年代のフェルナンド・エンリケ・

カルドーゾ（Fernando Henrique Cardoso　
生 1931年，以下，カルドーゾと記す）政権
で終わったと考えられる。しかし，2010年
大統領選挙について地域性の傾向を観察する
ことができた。北東部諸州はディルマを推し，
南部・南東部諸州は候補者ジョゼ・セーラ
（José Serra　生 1942年，以下，セーラと記
す）を支持する，という傾向である。過去の
地方ボス政治とは違う，新しい民主的な地域
性の表れである。まずこの 2010年ブラジル
大統領選挙における地域性を詳しく観察し，
その背景をルラ政権誕生にまで遡って考察し
たい。

regiões mais pobres e com classes de rendas mais baixas, apoiam Dilma e, ao contrário, os 

mais ricos, o sul e o sudeste, votaram mais em Serra. Também nota-se uma diferença entre 

os valores indicativos da popularidade de Lula, que atingiu, ao final do governo, quase 80% 

e o número dos votos da Dilma, próximos de 56%. Assim, no artigo se analisa os aspectos 

de regionalidade nas eleições presidenciais brasileiras, especialmente a regionalidade do 

Nordeste pobre e a do Sul e Sudeste ricos, bem como a evolução do lulismo do PT pós-

Lula.

キーワード： ブラジル大統領選挙（eleições presidenciais），
2002年と 2010年選挙（eleições 2002 e 2010），
ルラ（Lula），地域性（regionalidade），
ルラ主義の展開（evolução do lulismo），労働者党（PT）

サンベルナルド・ド・カンポ金属労組本部内のル
ラ大統領の写真（2010年 8月撮影）
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2．2010年ブラジル大統領選挙の地域性

2010年の大統領選挙は決選投票で，赤いシンボルカラーの労働者党（PT）のディルマ候補者と，
トゥカーノをシンボルとする青色のブラジル社会民主党（PSDB）のセーラ候補者の争いとなった。
対立の図式は 2002年と同じであるが，今回 2010年は支持層の地域性のコントラスト（参照：第 1表）
が顕著であった。
南東部のミナスジェライスとサンパウロの州知事選ではブラジル社会民主党（PSDB）が強い 7）

ものの，全国レベルの投票となる大統領選挙では，労働者党（PT）のディルマが北東部などの支
持によって圧倒的な強さを発揮した。2010年 10月 3日の選挙前の 9月 27日実施の Datafolha

8）の
ブラジル大統領選挙投票行動予測によると，ブラジル全体の投票行動予測は，ディルマが 46％，
セーラが 28％，マリーナ・シルヴァ（Maria Osmarina Marina Silva Vaz de Lima　生 1958年，以下，
マリーナと記す）が 14％であるが，地域別では，北東部が，ディルマ 59％，セーラ 19％，マリー
ナ 11％，北部・中西部では，ディルマ 44％，セーラ 30％，マリーナ 17％，南東部では，ディル
マ 41％，セーラ 31％，マリーナ 17％，南部では，ディルマ 39％，セーラ 35％，マリーナ 10％であっ
た。つまり北東部は，セーラとマリーナを合わせてもディルマの 59％に及ばないが，南部では，セー
ラとマリーナの合計が 45％となり，ディルマの 39％を超えている。まさに，地域格差を反映して，
豊かな地域はセーラを，貧しい地域はディルマを推す構図が鮮明となっていた。
選挙前の 9月 28日・29日実施の Datafolha

9）
 のブラジル大統領選挙投票行動予測によると，白

票や無効，不明を除く有効な投票行動予測は，ディルマが 52％，セーラが 31％，マリーナ 15%

となり，1次選挙で決着するとの様相であった。地域別では，ブラジル全体が，ディルマ 47％，セー
ラ 28％，マリーナ 14％，北東部が，ディルマ 59％，セーラ 21％，マリーナ 10％，北部・中西部
では，ディルマ 43％，セーラ 31％，マリーナ 19％，南東部では，ディルマ 43％，セーラ 30％，
マリーナ 17％，南部では，ディルマ 42％，セーラ 35％，マリーナ 10％と，ディルマの微増とマリー
ナの頑張りが明らかとなった。
この傾向は，グローボ TVが 9月 30日（木）の深夜に約 2時間かけて行った，大統領 1次選挙

直前最終討論後に，10月 1日（金）から 2日（土）にかけての Datafolhaが実施した世論調査結
果においても際立っていた。ブラジル全体が，ディルマ 47％，セーラ 29％，マリーナ 17％であるが，
地域別では次のとおりであった。

　　北東部：
　　　ディルマ 61％　セーラ 19％　マリーナ 12％
　　北部・中西部：
　　　ディルマ 44％　セーラ 32％　マリーナ 18％
　　南東部：
　　　ディルマ 41％　セーラ 31％　マリーナ 19％
　　南部：
　　　ディルマ 40％　セーラ 38％　マリーナ 12％
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第 1表　ブラジルの地域区分とムニシピオ・人口分布（2000 年）
地域区分 州別ムニシピオ数 地域別ムニシピオ数 （％） 人口（人） （％）
北東部 BA＝ 415，PB＝ 223

PI＝ 221，MA＝ 217

PE＝ 185，CE＝ 184

RN＝ 166，AL＝ 101

SE＝ 75

1,787 32.4 47,741,711 28.12

南東部 MG＝ 853，SP＝ 654

RJ＝ 91，ES＝ 77

1,675 30.4 72,412,411 42.65

南部 PR＝ 399，SC＝ 293

RS＝ 467

1,159 21.0 25,107,616 14.79

北部 PA＝ 143，TO＝ 139

AM＝ 62，RO＝ 52

AC＝ 22，AP＝ 16

RR＝ 15

449 8.1 12,900,704 7.60

中西部 GO＝ 242，MT＝ 126

MS＝ 77，DF＝ 1

446 8.1 11,636,728 6.85

国全体 5,516 5,516 100.0 169,799,170 100.00

（出所）IBGE-2000年国勢調査に基づき筆者が作成。
略号　アクレ州＝ AC，アラゴアス州＝ AL，アマゾナス州＝ AM，アマパ州＝ AP，バイア州＝

BA，セアラ州＝ CE，連邦区＝ DF，エスピリトサント州＝ ES，ゴイアス州＝ GO，マラニョン
州＝MA，ミナスジェライス州＝MG，マトグロッソドスル州＝MS，マトグロッソ州＝MT，パ
ラ州＝ PA，パライバ州＝ PB，ペルナンブコ州＝ PE，ピアウイ州＝ PI，パラナ州＝ PR，リオデ
ジャネイロ（以下，リオと略す）州＝ RJ，リオグランデドノルテ州＝ RN，ロンドニア州＝ RO，
ロライマ州＝ RR，リオグランデドスル州＝ RS，サンタカタリナ州＝ SC，セルジペ州＝ SE，サ
ンパウロ州＝ SP，トカンティンス州＝ TO。

地域性の傾向は，1次選挙の 1ヵ月前から観察できたのである。Datafolhaの調査 10）が 414ム
ニシピオの 1万 1,660人に対して 9月の 8日，9日に実施した 1次選挙における主要な候補者の地
域別の投票行動予測は次のとおりであった。
　　北東部：
　　　ディルマ 63％　セーラ 18％　マリーナ 8％
　　北部・中西部：
　　　ディルマ 47％　セーラ 29％　マリーナ 14％
　　南東部：
　　　ディルマ 46％　セーラ 29％　マリーナ 13％
　　南部：
　　　ディルマ 43％　セーラ 35％　マリーナ 9％
このように，北東部ではディルマが強く，南部ではセーラが健闘しているという傾向を観察で

きたが，この地域性はさらに 1次選挙から決選投票に向けても継続するのであって，単なる一時
的な現象ではなく，より永続的な傾向であることが確認できた。10月 3日（日）の選挙結果では，
ディルマの投票が 50％に達しなかった 11）ため，セーラとの決選投票となったものの，ディルマ
が勝利した。
なお，高等選挙裁判所（TSE）の発表による 26州 1連邦区 12）別の 1次選挙投票数の比率は第
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2表のとおりである 13）。

第 2表　2010 年 26 州 1連邦区別 1次選挙投票数の比率（％）
ディルマ セーラ マリーナ

AC 23.92 52.12 23.45

AL 50.92 36.46 11.50

AM 64.98 8.47 25.71

AP 47.38 21.36 29.71

BA 62.62 20.98 15.74

CE 66.30 16.36 16.36

DF 31.74 24.30 41.96

ES 37.25 35.44 26.26

GO 42.23 39.48 17.18

MA 70.65 15.09 13.59

MG 46.98 30.76 21.25

MS 39.86 42.35 16.88

MT 42.94 44.16 12.00

PA 47.93 37.70 13.39

PB 53.21 28.43 17.64

PE 61.74 17.37 20.30

PI 67.09 20.93 11.41

PR 38.94 43.94 15.91

RJ 43.76 22.53 31.52

RN 51.76 28.14 19.16

RO 40.74 45.39 12.70

RR 28.72 51.03 18.77

RS 46.95 40.59 11.33

SC 38.71 45.77 13.99

SE 47.67 38.05 13.26

SP 37.31 40.66 20.77

TO 50.98 27.99 20.56

南部と南東部の 7州では，ディルマの得票率が，低い順に，エスピリトサントが 37.25％，サ
ンパウロが 37.31％，サンタカタリナが 38.71％，パラナが 38.94％と 30％台，リオが 43.76％，リ
オグランデドスルが 46.95％，ミナスジェライスが 46.98％となっている。北東部のマラニョンが
70.65％，ピアウイが 67.09％，セアラが 66.30％，バイアが 62.62％，ペルナンブコが 61.74％と
60％台，パライバが 53.21％，リオグランデドノルテが 51.76％，アラゴアスが 50.92％であること
とは好対照である。なお，マラニョンの高い数字は，ブラジル民主運動党（PMDB）所属のジョ
ゼ・サルネイ元大統領（José Ribamar Sarney de Araújo Costa　生 1930年，以下，サルネイと記す）
の地盤であることの反映であろう。ともあれ，地域格差がそのまま得票に影響を与えたことを推
測できる。
この傾向は，2010年 10月 31日（日）の決選投票においても同じであった。ブラジル全体では，ディ

ルマが 56.05％，セーラが 43.95％とディルマの当選であったが，2002年決選投票の結果 14）と比
較した 26州 1連邦区では第 3表のとおりである 15）。
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第 3表　2010 年・2002 年 26 州 1連邦区別決選投票比較（％）
2010年 2002年

ディルマ セーラ ルラ セーラ
AC 30.32 69.68 59.94 40.06

AL 53.64 46.36 56.39 43.61

AM 80.57 19.43 69.88 30.12

AP 62.66 37.34 75.51 24.49

BA 70.85 29.15 65.69 34.31

CE 77.35 22.65 71.78 28.22

DF 52.81 47.19 62.26 37.74

ES 49.17 50.83 59.36 40.64

GO 49.25 50.75 57.08 42.92

MA 79.09 20.91 58.48 41.52

MG 58.45 41.55 66.45 33.55

MS 44.87 55.13 55.14 44.86

MT 48.89 51.11 54.46 45.54

PA 53.20 46.80 52.65 47.35

PB 61.55 38.45 57.02 42.98

PE 75.65 24.35 57.07 42.93

PI 69.98 30.02 60.73 39.27

PR 44.56 55.44 59.22 40.78

RJ 60.48 39.52 78.97 21.03

RN 59.54 40.46 58.64 41.36

RO 47.37 52.63 55.56 44.44

RR 33.44 66.56 65.55 34.45

RS 49.06 50.94 55.84 44.16

SC 43.39 56.61 64.14 35.86

SE 53.56 46.44 57.50 42.50

SP 45.95 54.05 55.39 44.61

TO 58.88 41.12 54.03 45.97

（出所）FOLHA.comと Folha on lineに基づき筆者が作成。

2010年決選投票では南部と南東部で，リオの 60.48％とミナスジェライスのディルマの 58.45％
を除いて，他の 5州で得票率が低く，特にサンタカタリナが 43.39％，パラナが 44.56％，サンパ
ウロが 45.95％，リオグランデドスルが 49.06％，エスピリトサントが 49.17％と 50％を割っている。
逆に，マラニョンが 79.09％，セアラが 77.35％，バイアが 70.85％，ペルナンブコが 75.65％，ピ
アウイが 69.98％，パライバが 61.55％，リオグランデドノルテが 59.54％，アラゴアスが 53.64％
と北東部のすべてにおいて 50％を超えており，選挙結果は 1次選挙同様，ディルマ優位の北，セー
ラ優位の南となった。
興味深いことは，2002年の大統領選挙においては，26州 1連邦区すべてにおいてルラがセー

ラに対して優位であったことである。今回の 2010年のような地域格差に連動する現象は見られな
かったのである。その背景は，当時野党労働者党（PT）の名誉党首である北東部貧農出身のルラ
が大統領選に勝利した 2002年 10月の選挙結果は，ブラジル国民の大多数が変革を求めたことの
証であると評することができるからである。今回は，豊かな地域の有権者はセーラを，貧しい地
域ではディルマを推す構図が鮮明となった。労働者党にとって，この展開は，明らかにルラ主義



ブラジル 2010年大統領選挙の地域性と労働者党ルラ主義の展開

─ 159 ─

の徹底によるものであった。

3．投票行動の社会性と労働者党（PT）のルラ主義

今回の大統領選挙では学歴の違いによって，労働者党（PT）のディルマ候補者と，ブラジル社
会民主党（PSDB）のセーラ候補者に対する投票行動が異なっていた。2010年 10月 26日になさ
れた Datafolha

16）の学歴別投票行動予測は以下のとおりである。
　　初等教育卒：
　　　ディルマ 55％　セーラ 32％
　　中等教育卒：
　　　ディルマ 47％　セーラ 41％
　　高等教育卒：
　　　ディルマ 39％　セーラ 49％
このように，社会階層の違いが両者の支持にコントラストを生んでいたのである。この背景は，

ルラ大統領のカリスマ性に繋がるものであろう。例えば，極貧の中から，母親の愛情に包まれて
成長し，やがてブラジルの大統領に選ばれたルラのを描いた映画『ルラ，ブラジルの息子』が，
オスカーを競う 2011年のアカデミー賞の外国映画部門にブラジル代表としてエントリーすること
が選挙戦のさなかに決定 17）した。ルラ政権の政策の効果に加えて，ルラ主義を訴える戦略は実に
巧みである。この巧みさは，実際の選挙宣伝においても見られた。2010年 8月 22日『フォーリャ・
デ・サンパウロ』18）日曜版に掲載された，所得別の 1次選挙投票予測において，TVによる選挙
宣伝について，以下のような状況が示されている。
　　○所得　最低賃金 2倍まで：
　　　TV選挙宣伝を見た 30％，見なかった 70％。
　　　ディルマ支持 49％，セーラ支持 29％。
　　○所得　最低賃金 2～ 5倍：
　　　TV選挙宣伝を見た 35％，見なかった 65％。
　　　ディルマ支持 49％，セーラ支持 31％。
　　○所得　最低賃金 5～ 10倍：
　　　TV選挙宣伝を見た 46％，見なかった 54％。
　　　ディルマ支持 46％，セーラ支持 28％。
　　○所得　最低賃金 10倍以上：
　　　TV選挙宣伝を見た 45％，見なかった 55％。
　　　ディルマ支持 28％，セーラ支持 41％。
低所得者層の 49％がディルマを支持し，高所得者層の 41％がセーラ支持という結果が興味深い。
2010年 8月 27日の同紙 19）において，選挙運動のうまさでディルマ（PT）が優れていること

が紹介されていた。特に，「セーラの政党支持者であるトゥカーノ陣営まで，ディルマの宣伝の巧
みさを評価」とコメントして，8月 23・24日の両日に実施された調査結果の数字を紹介している。
候補者全員に対しては，ディルマが 54％と圧倒的であり，続いてセーラ 26％，マリーナ 7％と合
計 87％となっている。8月 20日に遡った，8月 23・24日に至る上位 3候補に対する支持者別の
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数字は以下のとおりである。
「誰の選挙宣伝が優れているか」（百分比　8月 20日→ 8月 23・24日）
　　○ディルマ支持者の回答：
　　　ディルマ 71→ 77％，セーラ 12→ 9％，マリーナ 4→ 4％
　　○セーラ支持者の回答：
　　　ディルマ 19→ 22％，セーラ 63→ 61％，マリーナ 6→ 4％
　　○マリーナ支持者の回答：
　　　ディルマ 34→ 32％，セーラ 11→ 18％，マリーナ 32→ 37％
つまり前頁の数字からも分かるように，TVの選挙宣伝に左右されない圧倒的多数の貧困層が

ディルマを支持しているのである。一方，最低賃金 10倍以上の富裕層は TVの選挙宣伝を見てお
り，セーラを支持している。このような支持者の投票行動から，宣伝を見ていないのに「優れて
いる」と評価する貧困層の姿勢には矛盾が見られるが，むしろこの点にディルマを支持する層が
元大統領のルラと労働者党（PT）に強い信頼を置いていることを窺い知ることができ，「ルラ主義」
を継承する労働者党（PT）の過去と未来の展開に注目する意味を指摘できるのである。
さて，2010年総選挙として，513名の連邦下院議員が選出されたが，高等選挙裁判所（TSE

20））
によれば，その特徴は議員の 51.4％である 264名の出身州，つまり誕生州が，ミナスジェライス
が 67名，サンパウロが 66名，リオが 50名，バイアが 41名，リオグランデドスルが 40名であった。
旧共和政期の地方エリート体制のカフェ（サンパウロ）・コン・レイテ（ミナス）と，その後のヴァ
ルガスのガウーショ（リオグランデドスル），それに，旧都のあるバイアとリオが強いことが分か
る。ブラジル政界の過去から現在への継続性の証しである。
労働者党（PT）は 2010年には 89名の下院議員を当選させた 21）ので，これを 513名で割ると，

17.3%が与党 PTの議員となる。地元出身の議員は 383名であるので，この割合は 74.7％に及んで
いる。そして，以下の資料によって，26州 1連邦区のすべてにわたって地元出身議員の当選者数
の割合が高いなか，労働者党（PT）が広く全国規模の展開を見せていることが分かる。

第 4表　26 州 1連邦区における労働者党（PT）員数（人）
総当選者数（地元出身議員数）／（PT） 総当選者数（地元出身議員数）／（PT）

AC 8（ 6）／ 2 PB 12（11）／ 1

AL 9（ 7）／ 0 PE 25（22）／ 4

AM 8（ 5）／ 1 PI 10（ 8）／ 2

AP 8（ 7）／ 2 PR 30（25）／ 5

BA 39（33）／ 10 RJ 46（35）／ 5

CE 22（21）／ 4 RN 8（ 4）／ 1

DF 8（ 1）／ 3 RO 8（ 1）／ 1

ES 10（ 8）／ 1 RR 8（ 3）／ 0

GO 17（ 8）／ 1 RS 31（30）／ 8

MA 18（14）／ 1 SC 16（11）／ 4

MG 53（44）／ 8 SE 8（ 5）／ 1

MS 8（ 5）／ 2 SP 70（50）／ 16

MT 8（ 4）／ 2 TO 8（ 4）／ 0

PA 17（11）／ 4 計　　513（383）／ 89
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上院議員は，以下のような所属政党の分布となった。労働者党（PT）がルラ政権下で離常者を
生みながら上院議員についても全国政党として広く影響を広げている 22）。

AC PT＋ PMN 

AL PP＋ PMDB 

AM PMDB＋ PC do B 

AP PSOL＋ PMDB 

BA PT＋ PSB 

CE PMDB＋ PT 

DF PDT＋ PSB 

ES PMDB＋ PR 

GO DEM＋ PSDB 

MA PMDB＋ PMDB 

MG PSDB＋ PPS 

MS PT＋ PMDB 

MT PR＋ PDT 

PA PSDB＋ PSOL  

PB PMDB＋ PMDB

PE PTB＋ PT

PI PT＋ PP

PR PT＋ PMDB

RJ PT＋ PRB

RN PMDB＋ DEM

RO PMDB＋ PP

RR PMDB＋ PT

RS PT＋ PP

SC PMDB＋ PSDB

SE PSC＋ PSB

SP PSDB＋ PT

TO PR＋ PMDB

ここで今，労働者党（PT）とルラ主義の関係を，民政移管からルラ政権誕生に至る展開に遡って，
一瞥しておきたい。1985年に約 20年間続いた軍部独裁の政権が終わり，間接選挙によって民主
的な政権が誕生した。軍政継承の民主社会党（PDS）が支持するサンパウロ州出身パウロ・マルー
フ（Paulo Maluf　生 1931年，以下，マルーフと記す）とタンクレード・デ・アルメイダ・ネーヴェ
ス（Tancredo de Almeida Neves　生 1910－没 85年，以下，ネーヴェスと記す）が立候補し，代
議員投票による大統領選挙によってネーヴェスがマルーフを破った。グローボ・テレビなどメディ
アの後押しもあったが，ブラジル民主運動党（PMDB）など野党各党と与党の一部の支持を得て
の当選であったが，就任前に急逝し，大統領に空位が生じたため，北東部マラニョン州出身の副
大統領ジョゼ・サルネイが大統領に昇格した。軍政時代には自由前線党（PFL：Partido da Frente 

Liberal）の前身，民主社会党（PDS）の党首であったサルネイが，大統領選挙のときは，ブラジ
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ル民主運動党（PMDB）の党員となり，これによって， 軍政 2大政党の与党と野党は流れを 1つ
にした 23）。サルネイ政権は 1987年 2月に中長期債務の利払い中止の宣言を行い日本をはじめ世
界の多くの国から国際的信用を失うなど経済運営では失敗したものの，1988年 10月に民主的な
新憲法を公布した。労働者階層の保護や民族資本への優遇処置がなされ，従来の「大統領令」も
禁止され，大統領の権限も縮小し，逆に国会の権限が強化されたのである。この 1988年憲法の
規定に基づく最初の大統領が，フェルナンド・コロル・デ・メーロ（Fernando Collor de Mello　
生 1949年，以下，コロルと記す）であり，1979年に創設された労働者党（PT）党首であるルラ
候補を破って当選した。この決選投票でルラは，のちにカルドーゾの後継者と目されながら 2001

年に病没したサンパウロ州知事のコーヴァス（Mário Covas　生 1930－没 2001年）やリオ州知事
を 2期つとめた民主労働党（PDT）所属のレオネル・デ・モウラ・ブリゾラ（Leonel de Moura 

Brizola　生 1922年）らの支持を得たが，ブラジル最大のシェアを持つ巨大メディアのグローボ・
テレビなどの反ルラ攻勢などもあって破れた。この国民による大統領直接選挙は，ポピュリズム
のジャニオ・クアドロスが当選した 1960年の大統領選挙以来 29年ぶりであった。汚職疑惑によ
り，1992年 12月，コロルは突如引退することになったものの，コロル政権において始まった新
自由主義と呼ばれる自由化の改革は，続くイタマル・フランコ（Itamar Franco　生 1930年，以下，
イタマルと記す）政権およびカルドーゾ政権においても，続くことになった。コロル引退によっ
て，ブラジル民主運動党（PMDB）に所属する，イタマル・フランコ副大統領が，大統領に昇格
した。イタマル政権（1992年 12月～ 1994年 12月）下で，インフレ収束を目指す「レアル計画」
が 1993年末に提示され，1994年に大蔵大臣のカルドーゾによりインフレ収束の新通貨レアルが
誕生した。インフレ国ブラジルは，インフレなき国への変身を遂げた。

1994年に，インフレなき経済改革をすすめる指導者としてカルドーゾが，ブラジル社会民主党
（PSDB）と自由前線党（PFL）の支持を得て，労働者党（PT）のルラを破って，大統領選に当選し，

1995年1月に就任した。カルドーゾは，文民政権初期には，与党ブラジル民主運動党（PMDB）のリー
ダー的存在であったが，1988年にこの分派であるブラジル社会民主党（PSDB）創設に参加して
いた。カルドーゾは，「従属学派」のもっとも重要な理論家の 1人として日本でもよく知られた社
会学者であり，ブラジル国内における地域的社会的格差を批判していたが，政権を担うと自由競
争を容認する経済の開放をかかげ，外国資本を積極的に誘致し，国際競争時代に乗り遅れないブ
ラジルを目指した。1997年 6月に，カルドーゾ大統領は，政権支持勢力の協力を得て，憲法改正
を実行し，選挙を経て 1999年 1月に大統領に再任された。ブラジルの公認政党は当時 30

24）にのぼっ
たが，カルドーゾ政権下の有力政党は，与党では，上院の最大勢力ブラジル民主運動党（PMDB）
や下院で最大勢力を有する自由前線党（PFL），さらに上院・下院ともに強い勢力をもつブラジル
社会民主党（PSDB）を始めとして，ブラジル進歩党（PPB）とブラジル労働党（PTB），野党では，
労働者党（PT）や民主労働党（PDT），ブラジル社会党（PSB），社会大衆党（PPS＝旧 PCB），
ブラジル共産党（PC do B）などに収斂していた。
ブラジル社会民主党（PSDB）に所属するカルドーゾ大統領は，2002年大統領選挙に際して，

与党では，PSDB，PFL，PMDBが連立を維持することが必要であることを強調していたが，実
際には，PSDBからセーラ衛生大臣，PFLからマラニョン州知事のロゼアナ・サルネイ（Roseana 

Sarney　生 1953年－），PMDBからミナス州知事のイタマルなど，独自の候補者が出ようとして
いた。世論調査で人気 1位の労働者党（PT）のルラに対抗するため，ミナス州知事のイタマル，



ブラジル 2010年大統領選挙の地域性と労働者党ルラ主義の展開

─ 163 ─

元リオ州知事の民主労働党（PDT）所属のブリゾラ，大臣の経験のある元セアラ州知事で野党の
社会大衆党（PPS）所属のシーロ・ゴメス（Ciro Gomes　生 1957年－）の 3名が，選挙 1年前の
2001年 8月に選挙協力の会見を行ったことは当時，注目された。2002年，与党のブラジル社会民
主党（PSDB）に所属するカルドーゾ大統領は，与党では，PSDB，自由前線党（PFL），ブラジ
ル民主運動党（PMDB）が連立を維持することが必要であることを強調していたが，それぞれに
独自の候補者が示されて，連立には失敗した。選挙は有権者が 1億人を超える電子投票であった。
大統領選挙の有効得票数は，第 1回の候補者 6名の合計が 8,492万 8,204票，ルラがこの 46.44%

の 3,944万 3765票，決選投票は，合計が 8,616万 4,103票，ルラがその 61.27%で 5,279万 3,364

票を得て，2002年大統領選挙で勝利したのである。これによって，労働者党（PT）のルラ主義が
形成され，今回の 2011年大統領選挙におけるディルマの勝利に繋がるのである。

4．古都リオの北と南のコントラスト

大都市における大統領選挙決選投票における支持層の分布状況を，古都リオ市に関して調べて
みよう 25）。
リオ市全体では，ディルマ 60.48％，セーラ 39.52％の結果であるが，第 5表の地区（投票所）

においては，セーラが優勢であった。いずれも瀟洒な南地区である。

第 5表　2010 年リオ南地区投票所別比率および得票数［％（得票数）］
投票所 ディルマ セーラ

Maracanã/Tijuda 45.76（ 8,113） 54.24（ 9,615）
Andraí/Tijuca/Vila Esabel 49.61（17,682） 50.39（17,960）
Tijuca 48.04（10,661） 51.96（11,529）
Tijuca 41.51（20,013） 58.49（28,201）
Grajaú/Vila Isabel 47.94（11,810） 52.06（12,825）
Alto da Boa Vista/Barra/Itanhangá 30.72（15,744） 69.28（35,503）
Jd. Botânico/Lagoa 34.54（ 6,318） 65.46（11,976）
Cosme Velho/Laranjeiras 44.41（15,006） 55.59（18,780）
Flamengo 38.97（11,229） 61.03（17,583）
Botafogo/Urca 41.52（ 9,795） 58.48（13,797）
Botafogo/Humaitá 42.66（14,386） 57.34（19,333）
Copacabana/Leme 40.98（ 9,798） 59.02（14,110）
Copacabana 38.45（ 7,829） 61.55（12,531）
Copacabana 39.67（ 9,000） 60.33（13,688）
Copacabana 34.88（ 7,043） 65.12（13,150）
Copacabana 38.87（11,683） 61.13（18,374）
Ipanema 27.16（ 5,606） 72,84（15,038）
Leblon/Gávea 30.64（10,749） 69.36（24,330）
Barra/Camorim/Recreio/Vargem

Grande/Vargem Pequena
39.7 （24,530） 60.3 （37,266）

（出所）Estado de São Pauloのネット資料 25）に基づき筆者が作成。

多くがリオの南地区（Zona Norte）として知られる，以上の地区を除く残りすべてにおいて，ディ
ルマが優勢であった。これは低所得階層に限らず，広く一般のリオ市民がルラや労働者党（PT）
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の「理念」に共感したためであろう。さらに，セーラとの比較でディルマの得票数が 5割を超え
たのは，南ではなく北地区（Zona Norte）や中心街であった。ブラジル全体の地域性に貧しい北
と豊かな南の格差が観察されたが，古都リオでは都市空間において南北の格差が存在し，これが
有権者の投票行動に反映したのである。第 6表がディルマが優勢な地区（投票所）の統計である。

第 6表　2010 年リオ北地区など投票所別比率および得票数［％（得票数）］
投票所 ディルマ セーラ

Bonsucesso/Inhauma/Ramos

Tomás/Coelho
80.95（30,053） 19.05（ 7,073）

Bonsucesso/Del Castilho

Higienópolis/Inhauma
73.71（25,920） 26.29（ 9,243）

Engenho da Rainha/Inhauma 71,76（19,414） 28.24（ 7,640）
Olaria 73.46（16,291） 26.54（ 5,885）
Olaria/Ramos 67.09（19,870） 32.91（ 9,746）
Bom Sucesso/Ramos 72.63（40,603） 27.37（15,300）
Fundão/Galeão/Jd. Guanabara

Portuguesa/Tubiacanga
52.83（22,707） 47.17（20,276）

São Cristóvão/Caju 67.15（22,378） 32.85（10,946）
Cachambi/Engenho Novo

Jacaré/Maria da Graça/Rocha
72.11（24,690） 27.89（ 9,548）

Cachambi/Del Castilho

Engenho Novo/ Maria da Graça/Méier
57.38（15,550） 42.62（11,549）

Cachambi/Del Castilho

Engenho de Dentro/ Méier

Todos os Santos

60.12（16,636） 39.88（11,037）

Encantado/Engenho de Dentro

Piedade
62.94（15,593） 37.06（ 9,181）

Água Santa/Cascadura/Encantado

Piedade/Quintino Bocaiúva
64.19（22,759） 35.81（12,697）

Engenho de Dentro

Todos os Santos/Méier
57.31（17,530） 42.69（13,060）

Engenho Novo

Lins de Vasconcelos/Méier
55.78（18,440） 44.22（14,616）

Abolição/Engenho de Dentro

Pilares
68.25（13,936） 31.75（6,482）

Engenho Novo/Riachuelo/Rocha

São Francisco Xavier
60.51（17,892） 39.49（11,678）

Benfica/Mangueira/Triagem 77.36（20,945） 22.64（6,128）
Centro/Paquetá/Saúde 68.61（12,056） 31.39（5,515）
Centro/Cidade Nova/Santo Cristo 61.31（14,872） 38.69（9,386）
Catumbi/Estácio/Rio Comprido 64.85（24,457） 35.15（13,258）
Bairro de Fátima/Catumbi

Santa Teresa
64.34（13,416） 35.66（7,437）

Catete/Glória/Lapa 54.27（16,121） 45.73（13,583）
Tijuca 54.19（15,221） 45.81（12,869）
Gávea/Rocinha/São Conrado

Vidigal
62 （20,630） 38 （18,776）
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Andraí/V. Isabel/Maracanã 56.59（19,254） 43.41（14,770）
Freguesia JPA 52.1 （21,010） 47.9 （19,320）
Anil/Cidade de Deus/Gardênia Azul

Pechincha/Rio das Pedras
65.59（47,509） 34.41（24,929）

Cucuia/Cocotá/Ribeira/Zumbi 60.45（19,882） 39,55（13,009）
Bancário/Dende/Freguesia/Guarabu

Moneró/Tauá
60.03（22,339） 39.97（14,873）

Brás de Pina/Olaria/Penha/Penha Circular 63.13（18,606） 36.87（10,868）
Brás de Pina/Cordovil/Parada do Lucas 70.05（20,860） 29.95（8,917）
Penha 73.75（23,517） 26.25（8,371）
Brás de Pina/ Vila Circular/Vila da Penha 67.48（20,750） 32.52（10,000）
Brás de Pina/ Cordovil/Parada de Lucas

Vila da Penha/Vista Alegre
66.05（21,578） 33.95（11,091）

Jd. América/Parada de Lucas/Vigário Geral 68.78（22,473） 31.22（10,201）
Acari/Irajá/Pq. Colúmbia/Pavuna 68.97（25,322） 31.03（11,390）
Colégio/ Irajá/Vila da Penha 65.53（29,504） 34.47（15,519）
Irajá/Vicente de Carvalho/Vila da Penha

Vila Kosmos
63.64（18,986） 36.36（10,848）

Cascadura/Cavalcanti/Quintino Bocaiúva

Tomás Coelho
66.35（13,180） 33.65（6,684）

Cascadura/Madureira/Oswaldo Cruz 66.89（10,311） 33.11（5,103）
Cavalcanti/Engenheiro Leal/Madureira

Tomás Coelho/Vaz Lobo/Vicente de Carvalho
72.42（20,935） 27.58（ 7,972）

Irajá/Madureira/Rocha Miranda/Turiaçu

Vaz Lobo
67.22（25,159） 32.78（12,267）

Coelho Neto/Colégio/Honório Gurgel

Rocha Miranda
68.57（29,629） 31.43（13,578）

Acari/Barros Filho/Costa Barros/Pavuna 71.82（19,900） 28.18（ 7,807）
Anchieta/Costa Barros/Pavuna

Ricardo do Albuquerque
69.19（32,629） 30.81（14,531）

Anchieta/Deodro/Ricardo do Albuquerque 68.58（24,882） 31.42（11,399）
Deodoro/Guadalupe 70.36（25,802） 29.64（10,872）
Deodoro/Magalhães Bstos/Realengo 68.13（16,737） 31.87（ 7,830）
Magalhães Bstos/Realengo 67.46（17,864） 32.54（ 8,618）
Realengo 68.6 （21,917） 31.4 （10,032）
Padre Miguel/Realengo 66.86（21,423） 33.14（10,620）
Bento Ribeiro/Honório Gurgel

Mar. Hermes/Oswaldo Cruz
66.84（22,909） 33.16（11,367）

Bento Ribeiro/Mar. Hermes/V. Militar 63.81（15,414） 36.19（8,741）
Bento Ribeiro/Campo dos Afonsos

Jd. Sulacap/Vila Valqueire
56.65（16,176） 43.35（12,379）

Caminho/Praça Seca 62.81（24,144） 37.19（14,295）
Tanque/Taquara 61.65（34,400） 38.35（21,399）
Bangu/Padre Miguel 65.38（14,982） 34.62（7,934）
Bangu/Padre Miguel/Realengo 68.07（18,405） 31.93（8,635）
Bangu/Jd. Bangu/Vila Kennedy 71.86（26,222） 28.14（10,266）
Bangu/Senador Camará 69.89（30,086） 30.11（12,963）
Bangu/Senador Camará 66.56（10,797） 33.44（5,425）
Bangu/Senador Camará 66.33（20,421） 33.67（10,365）
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Campo Grande/Santíssimo

Sen. Vasconcelos
65.41（30,306） 34.59（16,028）

Augusto Vasconcelos/Santíssimo

Senador Camará
67.29（18,928） 32.71（ 9,199）

Campo Grande/ Sen. Vasconcelos 63.38（30,691） 36.62（17,733）
Campo Grande 64.12（15,687） 35.88（ 8,779）
Campo Grande/Inhaoíba 65.73（29,107） 34.27（15,179）
Afonso Vizeu/Benjamin Dumont

Campo Grande/Cantagalo/Inhaoíba

São Jorge/Vilar Carioca

64.02（24,556） 35.98（13,800）

Guaratiba/Campo Grande

Ilha Guaratiba/Padre de Guaratiba
61.67（25,381） 38.33（15,777）

Guaratiba/Nova Sepetiba

Pedra de Guaratiba/Santa Cruz/Sepetiba
66.81（28,805） 33.19（14,307）

Campo Grande/Cosmos/Inhaoíba/Paciência

Santa Cruz
68.16（40,495） 31.84（18,913）

Cosmos/ Paciência/Santa Cruz 66.77（25,586） 33.23（12,733）
Santa Cruz 67.25（20,663） 32.75（10,061）
Santa Cruz 68.36（23,664） 31.64（10,951）

（出所）Estado de São Pauloのネット資料 25）に基づき筆者が作成。

古都リオの低所得者層がディルマに投票した理由は，ルラ政権による貧者支援の政策を評価し，
労働者党政権の今後にも期待したからであろう。ファヴェーラを含む北のすべての地区でディル
マが 5割を超えたことの意味は大きい。「ディルマ＝ルラ＝労働者党＝貧者の味方」の構図が広く
低所得者層に浸透した証しでもあろう。
サンパウロなどの他の大都市においても，富裕層がセーラを推し，貧困層がディルマに投票す

る傾向が見られるものの，選挙結果は，2010年ブラジル総選挙の大統領決選投票において，「ル
ラ主義」を継承する労働者党（PT）のディルマ・ルセフ候補が，投票総数 1億 660万 6，214票
のうち，5,575万 2,529票（56.05％）を得て当選を果たしたのである。セーラ（PSDB）は，4,371

万 1,388票（43.95％）であった 26）。

5．おわりに

30年前の 1980年に，ブラジル共産党（PCB，PC・DO・B）
に対抗する社会主義勢力から，カトリック教会や中産階級
をも基盤として，ABCパウリスタ地区のサンベルナルド・
ド・カンポ金属労組委員長のルラによって労働者党（PT）
が結成された。冒頭でも述べたようにルラは，北東部ペル
ナンブコ州内陸部の貧農出身である。8年前の 2002年大
統領選挙には，このルラが，新自由主義を掲げる与党ブラ
ジル社会民主党（PSDB）とブラジル民主運動党（PMDB）
が支持する候補者セーラに対して，新ポピュリズムとも呼
べる新風を巻き起こして闘い，決選投票ではブラジル民主

ディルマ・シルヴァ（サンパウロ大
学教授）とサンベルナルド・ド・カ
ンポ金属労組本部前にて（右　筆者
2010年 8月撮影）
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運動党（PMDB）も取りこんで野党労働者党（PT）として勝利したのである。この状況が 2010

年の今回の大統領選挙においては，全国レベルでは，北東部の貧困地域，大都会では，古都リオ
のように低所得者層の居住区が労働者党（PT）のディルマを推し，裕福な南部・南東部や瀟洒な
都市環境の住民は，反ディルマの姿勢を鮮明としたのである。選挙に勝利できたのは，強力なル
ラ主義を徹底させたことによるものであった。それは，過去のカリスマ的政治家のヴァルガスや
ジュセリーノ・クビシェッキが見せた，ブラジル国民への楽観的な期待の表現に繋がるものであ
ろう。ヴァルガスの「ブラジリダーデ」であり，クビシェッキの「50年の進歩を 5年」の標語を
うたった国民意識の高揚政策である。ルラが見せたのは，貧者も富者も共に豊かな誇り高いブラ
ジルの前進である。これに，BRICsの環境や資源大国の現実，中間層増加などの傾向が重なり，
高い支持層獲得に繋がったのである。決して，貧者のみへの政策が成功したのではない。
まさにルラで始まった，ABCパウリスタ地区の労働運動が今，ブラジルという国家の国際舞台

における政治的，経済的な役割の高まりの中で，新しい展開を迎えている。ストライキと賃上げ
要求だけの運動の時代は終わり，労使の交渉はより効率的な方法を求められている。従来の法制
の中に「ブラジル・コスト」と呼びうる非効率性が見られるのであれば，十分に検討し，これを
改善することも必要であろう。さらに整備が求められているのは，都会のファヴェーラの住人た
ちや農村の土地なし農民のような貧困層に対する権利の保障である。こうした困難な舵取りを今，
赤いシンボルカラーの労働者党（PT）のディルマがどのように進めるのか，注目していきたい。

注

１）本論文は，2010年 11月 13日開催の 2010年度ラテン・アメリカ政経学会第 47回全国大会（慶
應義塾大学湘南藤沢キャンパスτ（タウ）館 1階 11教室）で発表した研究報告に加筆，訂正し
たものである。なお，研究のための資料収集は，2009－2010年度科学研究費補助金（基盤研究 A）
の助成を受けた「国家社会システムの転換と政党の変容・再生―ポスト新自由主義期中南米の比
較研究」と題する研究代表者村上勇介准教授の研究グループに参加することにより実施できた。
記して感謝の意を申しあげたい。

２）1979年に政党結成を認める新法が成立したとき，ルラが結成し，党首となる。1989年，1994年，
1998年に大統領に立候補し，いずれも敗れ，1999年に PT党首を引退，名誉党首となる。参照：
Almanaque Abril: quem é quem na história do Brasil. Abril Multimídia, São Paulo, 2000. pp. 296－
297.

３）生年月日：1945年 10月 6日。出生地：ペルナンブコ州ガラニュンス（Garanhuns）ムニシピオ。
住所：São Bernardo do Campo（SP）。資格：旋盤工（国立職業訓練サービス）。学歴：1958年初
等課程 5年生マルシリオ・ディアス中学校（サンパウロ市）卒業，1961年 冶金作業員訓練校修
了。職歴：1969年 サンパウロ州サンベルナルド・ド・カンポ市及びジアデマ市で，冶金・機械・
電気器具工業労働者組合執行部委員を務める，1975年 同労働組合委員長，1978年 同労働組合委
員長（再選），1980年 労働者党（PT）を結成し党首に就任（～ 88年），1987年 連邦下院議員（～
91年）下院における労働者党（PT）のリーダーを務める（～ 88年），1999年 11月 労働者党（PT）
名誉党首就任，2002年 10月 大統領選挙に出馬し，決選投票で当選，2003年 1月 大統領就任，
2006年 10月 大統領再選（2007年 1月就任）。副大統領 : José Alencar Gomes da Silva（PL）。婚
姻身分：Marisa Letícia da Silvaと 1973年に再婚，前の妻 Maria de Lourdes da Silvaは 1970年に
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死亡。マリア夫人との間に 4男 1女：Marcos Cláudio，Lurian，Fábio Luiz，Sandro Luiz，Luiz 

Cláudio。日常生活：サッカーが趣味，酒はブラジルのカシャッサが好き。料理も趣味で，兎
料理を好む。読書よりも，新聞やテレビを好み，テレビドラマも見るなど。出自：幼いころの
1952年に家族と共に北東部のペルナンブコから 13日間かけてトラックに乗ってサンパウロへ移
住。身体：1963年に就労中の事故で左手小指を失う。政治姿勢：永年，労働組合の指導者とし
て活動した経験から，対話と交渉を重視，反対者も少なくない国内経済・社会改革の推進に際し，
各州知事等の地方有力者などとの間で，こまめに調整を重ねる。出所：「Folha de São Pauloのネッ
ト」URL: http://www1.folha.uol.com.br/folha/especial/2002/eleicoes/candidatos-segundo_turno.

shtmlおよび「外務省各国・地域情勢／中南米／ルラ大統領略歴」URL: http://www.mofa.go.jp/

mofaj/area/brazil/cv/r_silva.html.

４）正当な暴力行使という手段に支えられた，人間の人間に対する支配関係。被治者がその時の支配
者の主張する権威に服従することが必要。その支配の内的な正当性の根拠の第一は「永遠の過去」
がもっている権威である古い型の「伝統的支配」。第二が，ある個人にそなわった非日常的な天
与の資質（カリスマ）がもっている権威で，その個人の啓示や英雄的行為その他の指導的資質に
対する，まったく人格的な帰依と信頼に基づく支配，つまり「カリスマ的支配」である。これは，
預言者や―政治分野における―選挙武侯，人民投票的支配者，偉大なデマゴーグ（民衆政治家）
や政党指導者がおこなう支配。第三が「合法性」による支配。［ヴェーバー，マックス・（脇　圭
平訳）『職業としての政治』岩波書店，2006，10－11頁］

　　凡庸な人間から成り立っている政党の抽象的な綱領のためだけでなく，ある 1人の人間のために
心から献身的に働いているのだという満足感―すべての指導者資質にみられるこの「カリスマ的」
要素―が近代的な政党組織の党員の精神的な動機の 1つである。（同書，55頁）

５）ブラジルでは，地域間にコントラストが見られる。一方に，アマゾンや奥地における，先住民系
混血が多いインド・アメリカ文化圏ならびに植民地時代に砂糖生産地帯として発展した，黒人の
多いアフロ・アメリカ文化圏である北部・北東部がある。もう一方に，一九世紀末からヨーロッ
パ移民が多数到来したユーロ・アメリカ文化圏に属する白人が優勢な南部・南東部がある。近年，
国内の人口移動によって，南にも北の人の飛び地ができ，またその逆も起こり，南北の違いは以
前よりも小さくなったが，なお大きな地域差がある。こうした南北の違いに加えて，東西に展開
する海岸部と内陸部の間にも，コントラストが見られる。海岸部は大西洋世界に組み込まれ，ヨー
ロッパの影響にさらされてきた。主要な都市がこの帯のなかに点在している。他方，奥地では緑
の森や広漠たる乾いた平原を舞台に独自の文化が育まれた。広大なブラジル空間の東西，南北に
展開するコントラストの様相は，今，変化の中にある。19世紀末にバイア州の奥地（セルタン）
のカヌードスで起こった反乱，いわゆるカヌードス戦争（1896～ 1897年）を，エウクリーデス・
ダ・クーニャ（1866～ 1909）が従軍記者として取材し，20世紀の初頭に『奥地の反乱』（1902年）
を著して 1世紀が過ぎた。文学作品として今も広く読まれ，ブラジル研究の古典となっているこ
の本は，発展を遂げたサンパウロなどの南東部とは異なるもう一つのブラジルが，北東部地方の
奥地に存在するとの報告であった。そして 21世紀の今，その遅れた北東部奥地の貧しい家庭出
身の新しい大統領が誕生して，コントラストへの関心がさらに高まってきた。参照：住田「ブラ
ジル」国本・中川編著『ラテンアメリカ研究への招待』（改訂新版），新評論，2005年，303－304頁。

６）「カフェ」たるサンパウロのコーヒー地主と「レイテ」たるミナスジェライスの牧場主に代表さ
れる両地域のエリートが交互に大統領に就任した寡頭支配体制の時代をいう。

７）2010選挙で PSDBは 8州で知事を獲得：サンパウロ，ミナスジェライス，パラナ，ゴイアス，
トカンティンス，パラ，ロライマ，アラゴアス。PTは 5州：リオグランデドスル，バイア，セ
ルジペ，DF，アクレ。PMDBは 5州：リオ，マトグロッソドスル，マトグロッソ，ロンドニア，



ブラジル 2010年大統領選挙の地域性と労働者党ルラ主義の展開

─ 169 ─

マラニョン。
８）FOLHA.com

 http://www1.folha.uol.com.br/poder/805607-vantagem-de-dilma-sobre-a-soma-dos-adversarios-cai-

a-2-pontos-diz-datafolha.shtml（アクセス日　2010年 9月 28日）
９）FOLHA.com

 http://www1.folha.uol.com.br/poder/806922-dilma-para-de-cair-tem-4-pontos-a-mais-que-soma-dos-

rivais-e-2-turno-e-incerto.shtml（アクセス日　2010年 10月 1日）
10）FOLHA.com

 http://www1.folha.uol.com.br/poder/797071-com-50-dilma-mantem-vantagem-e-quadro-e-de-

estabilidade-diz-datafolha.shtml（アクセス日　2010年 9月 11日）
11）大統領選挙集計投票数：1億 1,119万 2,908票。ディルマ：4,765万 1,434票　46.91％。セーラ：3,313

万 2,283票　32.61％。マリーナ：1,963万 6,359票　19.33％。プリーニオ： 88万 6,816票　0.87％。
12）DF＝連邦政府直轄地。
13）FOLHA.com

 “Poder - Especial - 2010 -Eleições : Apuração - 1º turno, Candidatos à Presidência”
 http://eleicoes.folha.uol.com.br/2010/1turno/apuracao-presidente.shtml（アクセス日　2010年 10

月 7日）
14）Folha on line, “ELEIÇÕES 2002”
 http://www1.folha.uol.com.br/folha/especial/2002/eleicoes/（アクセス日　2002年 11月 1日）
15）FOLHA.com

 “Poder - Especial - 2010 -Eleições : Apuração - 2º turno, Candidatos à Presidência”
 http://eleicoes.folha.uol.com.br/2010/2turno/apuracao-presidente.shtml（アクセス日　2010年 11

月 5日）
16）“ELEIÇÕES 2010” FOLHA.com

 http://www1.folha.uol.com.br/poder/820722-exposicao-de-serra-em-cinturao-tucano-e-inefi ciente-e-

dilma-mantem-12-pontos-de-vantagem.shtml（アクセス日　2010年 10月 27日）
17）“Brasil escolhe ‘Lula’ para competir por indicação no Oscar” G1-globo.com.

 http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2010/09/brasil-escolhe-lula-para-competir-por-indicacao-no-

oscar.html（アクセス日　2010年 10月 1日）
18）Folha de São Paulo（『フォーリャ・デ・サンパウロ』）2010年 8月 22日 掲載記事による。
19）Folha de São Paulo（『フォーリャ・デ・サンパウロ』）2010年 8月 27日 掲載の記事。
20）G1, Eleição 2010

 http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/mais-da-metade-dos-eleitos-para-

camara-nasceu-em-5-estados.html（アクセス日　2010年 10月 9日）
21）2002年10月選挙結果に基づく上院と下院の主要な政党別勢力分布は次のとおり（2003－2006年）。
（Folha de São Pauloのネットより）

上院 下院
党名 議席数 党名 議席数

PMDB 19 PT 91

PFL 19 PFL 84

PT 14 PMDB 73

PSDB 11 PSDB 72

PDT 5 PPB 49

PSB 4 PTB 26
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PTB 3 PL 26

PL 3 PSB 24

PPS 1 PDT 21

その他 2 PPS 15

PC do B 12

PSL 1

その他 19

総数 81 総数 513

22）FOLHA.com

 http://eleicoes.folha.uol.com.br/2010/1turno/apuracao-senador.shtml（アクセス日　2010年 10月
9日）

23）拙著「ブラジルの政治文化」富野幹雄・住田育法共編著『ブラジル学を学ぶ人のために』世界思
想社，2002年，118頁。

24）参照：Almanaque Abril: Edição Brasil 2001, Editora Abril, São Paulo, 2001, pp. 60－61.

25）“POLÍTICA” ESTADÃO.COM.BR

 http://www.estadao.com.br/especiais/o-2-turno-na-cidade-do-rio-de-janeiro-zona-a-zona,123646.htm

 （アクセス日　2010年 11月 1日）
26）2010年の選挙結果は，投票数　1億 660万 6,214票，有効数　9,946万 3,917票（93.30％），白票

245万 2,597票（2.30％），無効　468万 9,428票（4.40％），棄権　2,919万 7,152票。一方，2002

年の結果（2002年 10月 27日）は，ルラ（PT）が 5,274万 6,341票（61.28％），セーラ（PSDB）3,332

万 4,881票（38.72%）であり，無効　376万 9,223票，白票　172万 6,826票，棄権　2,353万 1,545

票であった。
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〈論　　文〉
アマゾンの自然と社会

― 生物多様性の保全と持続可能な地域発展のあり方を問う ―

田　所　清　克

要　　旨
Como um dos brasilianistas, tenho continuado a visitar a Amazônia, fazendo pesquisas 

de campo ligadas à problemática entre o desenvolvimento e o meio-ambiente dessa região. 

Com a finalidade de conhecer a realidade do problema, sobrevoei a Amazônia em agosto 

passado e fiquei surpreendido, pois verifiquei que a Bacia Amazônica, assim como o 

Pantanal, estão sendo destruídos mais que eu pensava. 

Segundo os estudos de especialistas da questão ambiental, um total de 17,291 espécies no 

mundo estão ameaçadas de extinção, acelerando um ritmo de extinção de espécies mil vezes 

maior do que o ritmo natural. A maior parte dessas extinções está sendo provocada pelas 

várias atividades humanas, como desmatamento, queimada, biopirataria, garimpo, expansão 

da agricultura e assim por diante, agravando ou modificando ecossistemas e habitats. 

A Amazônia, a maior floresta tropical do mundo deve ser um exemplo típico. De fato, 

o ecossistema de uma das áreas da floresta tropical da Amazônia está sendo danificado 

consideravelmente nas últimas décadas, perdendo a sua enorme e valiosa biodiversidade.

Neste artigo, A Natureza e a Sociedade da Amazônia―uma reflexão sobre a reservação 

da biodiversidade e o desenvolvimento sustentável da região―, tento esclarecer a realidade 

dos problemas ambientais na Bacia Amazônica, alertando no sentido de apelar para a 

necessidade de se tomar medidas urgentes, detendo a perda de biodiversidade, que está 

sendo agravada cada vez mais. Outrossim, na ocasião da décima reunião da Conferência 

das Partes（COP10）da Convenção sobre a Diversidade Biológica realizada em Nagoya, 

eu gostaria de explicar e re-pensar a importância de nossa conscientização como 

cidadãos globais sobre a biodiversidade e os muitos serviços que nos são fornecidos pelo 

ecossistema e contribuem para o bem-estar humano.

Concluindo, gostaria de realçar a contribuição do livro de João Meirelles Filho, 

Amazônia, fundamental para embasar e enriquecer este artigo.

キーワード： 熱帯雨林，法定アマゾニア（Amazônia Legal），アマゾン河，
生物多様性（biodiversidade），生態観光，環境保全，持続可能な発展，
COP10
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問題の所在

本年（2010年）は国連が決めた「国際生物多様性年」に当たり，世界の国々で豊かな自然を守
る一連の催しが進行している。現在（10月）名古屋で開催されている「生物多様性条約第 10回
締約国会議［COP10］（国連地球生きもの会議）」は，その最たるエヴェントかもしれない。
地球上で今やおよそ 1万 7千種もの動植物が消滅の危機に晒されている。世界で冠たる生物多

様性 1）を誇るブラジルの場合でも，その例外ではない。そのために現政権は，大西洋林（Mata 

Atlântica），セラード（cerrado），パンタナル（Pantanal），カアチンガ（caatinga），パンパス（panpas）
を含めて，最大のビオマ（bioma）であるアマ
ゾンの保全に努めているが，実効性をあげて
いるどころか，事態は深刻化しているのが真
相だ。それゆえに，大西洋林とセラードはホッ
トスポット 2）にさえなっている。
事実，アマゾン流域は，この数十年間，生

物多様性の価値を無視したかたちの農業や鉱
山開発，不法な森林伐採，焼畑（queimada），
密猟などによって，生態系が大きく損なわれ
ている。その意味において，アマゾンの熱帯
雨林の保全に向けた持続可能な発展と生物商
取引（bio-comércio）が喫緊に問われている。
本稿は，アマゾンの森林破壊や環境問題に関するあまたの文献，なかでもジョアン・メイレレス・

フィーリョ著『アマゾニア』（Amazônia）およびマルセーロ・レイテ著『アマゾニア　未来の土地』
（Amazônia; terra com futuro）に依拠しつつ，筆者の 47回に及ぶアゾン巡検から得た，わけても “命
の賑わい ” とも言うべき生物多様性と環境破壊の問題に関する成果なり知見の一端を，不完全な
がらまとめたものである。

Ⅰ　アマゾンの自然

1）自然景観と植生上の特色
一般にアマゾン地方は，「生物学的なアマゾン領域」（Amazônia biológica），「北部地域」（Região 

Norte）および「法定アマゾン地域」（Amazônia Legal）の 3つに分類される。生物学的なアマゾ
ン地域は，アマゾンの生態学的地域，すなわちアマゾンのビオマ（Bioma）を意味する。この領
域だけで 364万 km

2の面積を占める。もし遷移地帯に位置する他のビオマ，例えば，セラード（41

万 4千 km
2）および半乾燥地帯のカアチンガ（14万 4千 km

2）を加えれば，全体の面積は 424万
km

2と拡大する。喚起すべき点は，この生物学的なアマゾンの領域の 20％（65万 km
2）あまりが

人間の手によって破壊されていることだ。
北部地域は純然たるブラジルの行政区分に従ったもので，7つの州をかかえ，国土の 44％に相

当する 380万 km
2の面積を持つ。そして，法定アマゾン地域に関しては，ブラジル憲法によって

1953年に制定されたもので，北部地域の州以外に，マット・グロッソ州北部，トカンチンス州お

写真Ⅰ　 生態学的聖域パンタナルで
出くわしたオオアリクイ
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よびマラニャン州西部を包含した地域である。結果として，全体の面積は 510万 km
2となり，国

土の実に 59.78％にまで達する。
ところで，ブラジル人はおろか，他の国々

の人々とって，アマゾン地方がいかに巨大で
あるか，おそらく考えも及ばないことだろう。
全体の 85％を占めるブラジル以外にアマゾン
地方は，ヴェネズエラ，スリナム，フランス
領ギアナ，エクアドル，コロンビア，ペルー，
ボリビアにも広がる。前に見たように，ブラ
ジルだけでも法定アマゾン地域は国土のおよ
そ 6割に当たる 480万平方キロを有するので
ある。してみると，この法定アマゾン地域に
は 30カ国あまりの西ヨーロッパがすっぽりは
まる勘定になる。
地球の最大の生物多様性地域の一つであるアマゾンの熱帯雨林 3）は，河川の氾濫の影響を受け

ないテラ・フィルメ（terra firme）［「しっかり固まった土地」の意味で，増水期にも冠水しない台地］
林によって成っている。しかしながら，南米北部のおよそ 650万平方キロを占めるアマゾン地方
の全てが，閉ざされた密林であるわけではない。例えば，ブラジル国内のアマゾン地域の 4分の
3は密林によって覆われているが，残りの 4分の 1は他の種類の植生，すなわちセラードと称さ
れる熱帯広葉疎林が中心の疎開林地帯である。この疎開林地帯が乾燥地域に点在することで，雷
などの自然発火や意図的もしくは偶然的な要因によって火事を引き起こすことが少なくない。
テラ・フィルメに植生する樹木の大部分は，乾季でも落葉しない常緑樹である。しかしながら，

半落葉樹も存在する。樹木の種類は場所によってかなり違いが見られる。しかも，その植生は少
なくとも 4層からなる層構造を成している。第 1層に当たる林床は，基本的には草本層で形成され，
シダ類（samambaia）や匍匐植物が席巻する。太陽光が差し込まないこともあって遠いところま
で見通しが利かず，ここは日陰を好む植物以外に育たない。第 2層は 5～ 20mの高さの小型の低
木が占める。対して第 3層は，20～ 35mの亜高木からなる。エンバウーバ（embaúba）［セクロピー
アセ科］のごとき天蓋を作らない樹木や成長したヤシの木などが多く見られる。最上層，すなわ
ち第 4層は林冠部で 55mに達するカスタニェイラ・ダ・アマゾーニア（castanheira-da-amazônia），
スマウメイラ（sumaumeira）などの高木で占められる。これらの木の大部分にはラン科，アナナ
ス科，サボテン科の植物が着生している。科学者たちは今日，この熱帯林内の多様な層構造の重
要性を指摘している。
セラードにはまた多くのイネ科の植物がみられ，それは通常，アマゾン地方の周縁や，アマパー

およびロライーマ州の孤立した地域には，アマゾン地方に支配的な植生とは大いに異なる，カン
ポ・ナツラルと呼ばれる草原が存在する。
アマゾン地方にきわめてありふれたもう一つのタイプの景観は，アマゾン河に例を取るように，

増水によって水位が上昇すると浸水する氾濫原のヴァルゼア（várzea）である。ちなみに，アマ
ゾン河水域の，氾濫原のヴァルゼアは 18万 km

2で，ポルトガルの面積の 2倍程度の広がりを持つ。
減水期には栄養分となる浮遊物資が堆積土をなし，その肥沃な土壌は農業にとって好条件となる。

写真Ⅱ　世界最大のアマゾンの熱帯雨林
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概して，アマゾン地方の大半は土地がすこぶる痩せてはいるが，河川の氾濫はヴァルゼアを肥え
た土壌にしているのである。とはいえ，そうした豊饒なヴァルゼアもアマゾン流域のほんの2～3％
（12万平方キロ）にすぎない。
乾季においてさえも水没したままのところには，イガポー（igapó）と称される浸水林もしくは

水没林が存在する。相対的にその空間は植物のみならず魚類も少なく，生物多様性の観点からは
貧困である。

アマゾン地方の植生
植生の類型 占める割合％ 同義語

森林で覆い始める草本平原（Campinarana） 4.10

季節性の落葉もしくは半落葉林 4.67 乾燥林（Mata seca）
生育に多雨気候を必要とする開放林
（Florestas ombrófilas abertas） 25.48

生育に多雨気候を必要とする閉鎖林
（Florestas ombrófilas densas） 53.63

河川および海洋の影響を受けた先駆群落
（Formações pioneiras） 1.87

レフュージャ［山岳の非難場所］となる生息地
（Refúgios montanos） 0.029 テプイ（Tepui）

アマゾン・サバンナ 6.07 セラード（Cerrado）
他の植生 4.15

2）気候上の特色
アマゾン地域の気候は，年中多雨な，ケッペンの気候区分による熱帯雨林気候（Af）と，期間

的には短いが乾季を持つ熱帯モンスーン（Am）からなる。前者が，ネグロ川とプルス川にはさま
れた地域およびベレン河口付近に限定されているのに対して，後者はアマゾンの広範な地域に分
布している。
後者の場合，四季のある日本と違って，アマゾン地方は基本的には二つの季節，すなわち冬季（雨

季）と夏季（乾季）がある。それを決定づける要因は雨量と河川の水位にあると考えられている。
冬季は年の初めと終わりの雨が良く降る時で，一方，残りの時期［7月から 9月］が夏季となる。
当然のことながら，ケイマーダや森林伐採などはこの時期を利用して行われる。
アマゾンの平均気温は通常 24度から 26度程度である。この地方の暑熱湿潤の気候は多くは東

部の大西洋から入り込む気団によって決定づけられる。海水が蒸発し雲となり，パラー州沿岸お
よびアマゾーナス州に，年間 2200ミリから 4500ミリの大量の雨をもたらすのである。ほぼ法定
アマゾン地域に該当するその高温多湿な地域では，10月から始まる雨は洪水を引き起こし，河川
の水位は 14メートルにまで達する。
湖沼，ヴァルゼア，パラナー（paraná）と呼ばれる 2つの河川を結ぶ運河，イガポー，そして

長さも幅も異なる河川は，アマゾンの風景を特徴づける水の迷路を形成する。しかも，気候条件
や季節の違いによって多様な景観を呈するのである。
意外であるが，アマゾン地方の南東部の縁の部分に位置するアクレ州，ロンドーニア州，マット・
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グロッソ州北部およびパラー州の中心部は，年間降水量が 1800から 2200ミリしかない，乾燥地
域である。したがって，農業が営まれ，“弓状をした森林伐採地域 ”（Arco do Desflorestamento）
として知られる森林伐採されたところが集中している。

6月から始まるもっとも乾燥した季節には，河川の水位は下がり，幾多の砂浜が形成される。
そこには多くの種類の亀が産卵する。河川が増水して洪水になると，タンバキのような魚が樹冠
の実を食するのに好都合となる。

3）起伏
聞きなれない言葉であるが，「アマゾン大陸」が形成され始めたのは，約 30億年前のことである。

この大部分の大地の上の自然が現在のアマゾンを形作った。その形跡は，カラジャース地方に見
ることができる。
アマゾン地方の空間の 3～ 5％は沖積平野である。従って，海抜 100m以下の低地が占める割

合は大きい。つまり，大半が 500mを超えない。しかし中には，500m以上の高地や山地も 2％程
度存在する。アマゾーナス州とヴェネズエラが接するブラジルの最高峰ピッコ・ダ・ネブリーナ
［3014m］や，同じピッコ・ダ・ネブリーナ国立公園の一部をなすピッコ・31・デ・マルソ［2992m］
が聳え立つ。それ以外に，ブラジルの最北に位置する山地としては，モンテ・ロライーマ国立公
園にあるモンテ・カブライーが挙げられる。ちなみに，ロライーマとは「母なる水」の意味である。
アマゾンの起伏を南東部のそれと較べれば，圧倒的に後者が高い。次の植生や土壌のところで

も関連的に触れているが，概してアマゾンの
起伏は 3つのレヴェルに分類される。すなわ
ち，起伏の低いところから挙げると，①水没
林が支配する，常に浸水している地域，②増
水の間にのみ氾濫・浸水する河川域で，ヴァ
ルゼア林によって特色付けられた地域，そし
て③増水期にも冠水しない比較的に低い台地
で，豊かなアマゾンの植物群落が支配する地
域ということになる。①では，オオニバスや
ブラジルゾウゲヤシ（piaçaba）などが見出さ
れる。
およそ 10から 200mの高度に位置するヴァ

ルゼア林は，春から夏にかけて起こる周期的
な洪水の際に氾濫する。100から 200mと上位
に位置することもあって，テラ・フィルメは
洪水から免れている。アマゾン全体の 90％を
占め，そこにはテラ・フィルメ林特有の商業
的な価値の高い，例えばグアラナー，カスタ
ニェイロ［栗の一種］と言った樹木が存在する。
そして，中には 60mを超えて聳える亭々たる
木も見られる。

写真Ⅲ　アマゾンの水没林

写真Ⅳ　ヴァルゼアに立地する水上家屋
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テラ・フィルメ林の後背地は半湿潤林，つまりアマゾン林と他の生態系の間の遷移地帯にあ
る森林が存在する。15～ 20mの高さの木から通常成り，幹は細く樹冠はあまり発達していない。
乾季には大半の樹木は落葉する。
いずれにせよ，高度にばらつきはあるが，北部アマゾン地域の起伏の大半は傾斜のない平野お

よび低地から成っている。従って，河川の流出は緩慢で航行にとっては都合が良い。加えて，ア
マゾン河，アラグアイ川，グアポレー川のような重要な河川の川床の多くは平野に位置している。

4）土壌
一般にアマゾンの熱帯は，ラトソルと呼ばれる赤色の痩せた土壌に覆われているが，これに加

えて，アマゾニア・カーチンガのような背丈が低く疎らな森林の地域には，無機養分の少ない不
毛な白い石英砂からなる土壌＝熱帯ポドゾルが見られる。その一方で，テーラ・プレッタ（terra 

preta）のごとく地味に富んだ土壌も一部見られる。従って，従来のヴァルゼアとテラ・フィルメ
という生態地域区分とは別に，貧栄養生態系と富栄養生態系と区分する研究者もいる。
ところで，アマゾン地方の土壌が概して痩せている事由の一つは，ミネラルを含むその大半が，

長年に亘って温かい雨によって洗い流されたことにある。この点において，アマゾンの土壌は化
学的に劣っているとみなされている。ベレン近郊のテラ・フィルメに例示されるように，砂質に
富んだ土壌はトウモロコシの栽培などに適しない。
かつて先住民インディオの野営地で有機物のゴミ捨て場であった，テーラ・プレッタと称され

る黒土の肥沃な土壌 4）を例外として，アマゾンの土壌の大半はこのように痩せ衰えているのに，
なぜ豊かに繁茂した密林を支えることができるのだろうか。その回答は，さまざまな生物による
滋養のリサイクルにあるといわれる。いずれにせよ，アマゾンの熱帯雨林は，栄養分の源泉であ
る土壌からではなく，土壌の上で生育している印象さえ与える。この意味で，土壌はただ単に樹
木を支える機械的な役割を果たしているといっても過言ではない。
温帯の森林では，ほぼ全ての栄養分は土壌にある。ところが反対に，熱帯雨林では平均してそ

の栄養分の 75％は植物のバイオマスに，また 17％は地表面の腐葉土層に存在する。結果として，
土壌には 8％を数えるに過ぎない。このためにアマゾンの熱帯林は，可能な限り枝葉を広げ成長
に必要な燐，マグネシウム，カリウムなどの栄養分を葉っぱに落ちる雨から摂取する。と同時に，
温帯の森林の 3倍地表に根を張り巡らせて栄養分を吸収し貯える。
森林伐採が行われると，土壌は雨と高温に

晒される。その結果，一段と土壌は劣化する。
雨によって土壌が固くなり，水の吸収能力が
落ちるばかりではない。水は地表面を流れる
ようになり浸食作用が増す。一方，太陽に直
接晒されたことによって気温の上昇が，腐植
土のような有機物質の層を損ない，腐植土が
なくなると土壌の保水力が弱まるのである。
森林伐採はそれ以外に，土壌の気温まで押し
上げ生態系に多大のダメージを与える。 写真Ⅴ　 眼下に拡がり蛇行する

アマゾン河の支流
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5）アマゾン水系がもたらす豊かな水
セルヴァ（selva）と呼ばれる密林とともに，アマゾンの景観を特徴づけるもう一つの要素は，

その豊富な水だろう。流域面積はむろん，長さでも世界一のアマゾン河［6,992km］をはじめ，1

千以上の河川と支流―網の目状に分布しその多くは互いに結び合っている―が存在し，地球の淡
水のおよそ 15％が集中していることからも説明されよう。
アマゾン地方には大小さまざまな無数の河川が存在するが，代表的流域となれば以下の 3つだ

ろう。その一つはアマゾン河流域［ブラジル国内の面積は 390万 km
2］で，その主要河川にはア

マゾン河をはじめ，左岸にはネグロ川，トロンベッタス川，右岸にはマデイラ川，タパジョース川，
シングー川などある。

81万 3千 km
2の拡がりを持ち国内のみを貫流するアラグアイア－トカンチンス川流域がもう

一つで，主たる河川としてはアラグアイア川，トカンチンス川，モルテス川が挙げられる。残り
の一つは，オレノコ川流域である。ヴェネズエラ内を流れる河川で，ギアナ国境近くの大西洋に
注ぐ。
その他，アマゾン河右岸の海に注ぐグルピ川，ピンダレー川，トゥリアスー川，さらには，ア

マゾン河左岸の海に流れる，ブラジル国内の例ではアラグアリ川，オイアポケ川などが存在する。
アマゾン河の河口付近やタパジョース川に例を取るように，河川自体が大きいので，場所によっ

ては対岸が見えないほどである。しばしば発生する暴風雨によってアマゾン河は波立つことから，
この河が発見されてほどなくすると，“海の川 ” と呼ばれるようになった次第。
アマゾン河流域がブラジル国土に占める割合は，他の国々を圧して 58％にも及ぶ。ちなみに，

ペルーの場合は 16％で，次いでボリビアが 10％，残りのパーセンテージをエクアドル，ヴェネ
ズエラ，コロンビアで共有している。アマゾン河は，西部はアンデス，南部はブラジル中央山塊，
北部はギアナ高地にまで広がり，大量の土砂とともに東部の大西洋に注ぐ。この大河がブラジル
海岸に吐き出す堆積物の結果，世界有数のデルタが形成されている。
そもそも，アマゾンの密林を大蛇さながらに蛇行して貫き流れるこのアマゾン河とアマゾン流

域に関しては，土地の生物多様性の起源を知る必要性に伴い，先駆的な研究によってそのベール
がはがれつつあり，新しい発見もなされている。

2500年前には，現在の南米大陸の形状は呈せず，アマゾン河流域もアンデス山脈も存在して
いなかった。その後，北西部から注ぐ水路が形成され，それはカリブ海の方向へ流出していた。
1500年前にアンデスの北東部が現在のおよそ 4分の 1の高さに隆起すると，川の流れは逆行し，
以前まで東部に広がり景観を支配し湖沼に注いでいたアマゾン河が誕生する。そして，アンデス
山脈に遮られペルーの西部のブランカ山地を源とするアプリーマック（Apurímac）川，すなわち
後のアマゾン河は，大西洋に方向を変えて流れるようになる。
アマゾン水系の河川は流出率によって条件づけられると同時に，水の種類や水質によっても分

けられる。水の色合いからとらえると，タパジョース川やトカンチンス川のような青緑がかった
河川（águas azul-esverdeadas）や，アマゾン河本流，ジャマリ川，マデイラ川に見るような白色
した河川（águas brancas）［実際は黄褐色をしている］，そしてネグロ川やウアツマン川に典型の，
黒っぽいコーヒー色をした河川（águas pretas）に分類されよう。
青緑がかった色合いをしている河川の典型は上の例の他に，シングー川も含まれる。水の透明

度は水深 4m以上で，酸性の度合いは高く（pH3.5～ 4.0），反対に塩分含有量は少ない。魚は黒
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い水色をした河川よりも多いが，白い水色をしたところに較べればはるかに少ない。
翻って，粘土が解けた状態で多くの沈殿物を含むアマゾン河。それ故に白い川の透明度極端

に悪く，数十センチしかない。しかしながら，中性もしくは弱アルカリ性のその水質は種々の栄
養素に富んでいて，“ リオ・ファルト ”（rio 

farto）［「肥沃な川」の意味］とも呼ばれる。
氾濫原のような浸水するところを肥沃にする。
これに対して，ネグロ川のように水で薄めた
コーヒー色を呈するのは，植物の色素による
ものであり，水質も酸性の度合い（pH4.0～ 7.0）
が比較的に高い。従って，ソリモンエス川と
合流 5）してマナウス付近でアマゾン河となる
前のネグロ川には，魚のみならず蚊なども少
ない。ちなみに，ネグロ川の平均温度は 30℃で，
アマゾン河よりも 1℃高い。
長さと水量において名実共に世界一のアマゾン河。その流出量も秒当たり 10万立方メートル

と言った具合に，桁外れである。当初，ペルーに源を発しヴィルカノッタの名を持つその河川は，
ブラジル国土に入るとソリモンエス川と名を変える。
一般に，アマゾンでは川幅によって河川の名称も異なる。従って，ブラジルの他の地域では河

川とみなされる水の流れや水路は，アマゾンではそれに値しない。通常，アマゾンの河川は 4つ
に分類される。イガラペー（igarapé）は，地理学者アブサベールが “ カヌーの道 ” として使われ
る河川で，水源を持つ。フーロ（furo）は水源を持たず，湖沼と河川あるいは 2つの島を結ぶ河
川である。パラナー（paraná）は普通，地域の航行に用いられ，主要河川と平行する河川もしく
は河川の支流を指す。

Ⅱ　アマゾン＝生物多様性の宝庫

1）熱帯雨林の生物多様性
消滅は自然の摂理であるが，はるか昔と較べてこのところの種の消滅する速度は尋常ではない。

消滅の要因は多々考えられるが，外来種の導入，過剰な狩猟や漁猟，牧畜や農業，都市化による
自然の生息環境の破壊，森林伐採，焼

ケイマーダ

畑（queimada），そして最近の地球の温暖化などとその影
響などは，その最たる例であろう。
ともあれ，最近の人間の介入による熱帯雨林の破壊は，他の要因によるそれに較べて深刻と言

わざるを得ない。一日に付き一生物種が消滅していると言われているが，もし開発を継続すれば，
一時間に付き一種が消滅することになるだろう。
生物種のおよそ半分が存在する，地球の表面の 9％弱を占める熱帯雨林。現在，世界には生物

多様性の保全上，危機的状況にある地域（hot spots）が 25あるが，その大半は熱帯雨林で，すで
に 70％が何らかのかたちで環境の変化を受けている。熱帯雨林には 500万種以上の生物種が存在
すると信じられているものの，目下，知られているのは 150万種あまりである。
熱帯雨林を特徴づけるのは，それを形成する植物の種類の多さだろう。1ヘクタールの範囲で

写真Ⅵ　ネグロ川とソロモンエス川の合流地点
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同じ種類の植物はそう多く見出せない。ことほど左様に，異なる種類の植物が存在する。しかも，
その土地特有の植物（endemismo）が多数を占めている。土地特有の植物の場合も，その種によっ
て島や山岳地帯，あるいは森林の小さな空間にのみ散見されるのもある。

2）アマゾンの生物多様性の起源
何百年もの歳月をかけて地球上でもっとも豊かで多様なアマゾンの生態学的な環境であるビオ

マは形成された。環境および生態学的な変異以外に，気候学的な条件や豊かな日射量，暑熱でさ
ながら温室にいるかのような高い湿度，土壌の多様性，高度や降水量の違いなどが，アマゾンの
生物多様性を生んだことは言を待たない。
しかしながら，この地方の高い生物多様性は，地質学上で言うところの第三紀にあるようだ。

つまり，何百年もの間，南米が孤立していたことによって，他の大陸では生き延びることの出来
なかった生物種が存在・増殖した。鮮新世の時代（約 500万年前から 170万年前まで）に，南米
は北米とパナマ海峡を介してつながっていた。このことは，動植物相の両大陸間の交流に大いに
益した。結果として，今日，南米に棲息するピューマ［ブラジルではオンサ・パルダ onça parda

と呼ぶ］は北米から，また南米のアルマジロは北米に移動した。
これまでの多くのアマゾン研究書は，熱帯雨林が多様な要因をこの地方が長年に亘って安定し

たことに求め，それがひいては種の驚くべき多様性につながっていると見ているが，最近の研究
ではそれを疑問視するものも少なくない。古代気候学，地質学，古生物学などの研究の成果は，
そうした安定性に解答を求めることを詭弁とみなしている。そして，大きな気候の変化があり，
結果的に，とくに更新世［約 170万年前～ 1万年前］および完新世［新生代第四期の約 1万年間で，
現在までの時代］の間の植生に変化がみられた，との結論に達している。そうした変化はアマゾ
ン地方の動植物の進化に多大の影響を及ぼしている，とも力説する 6）。
ともあれ，アマゾンは常に森林で覆われていたわけではなかった。180万年から 1万 2千年前

の更新世の時代には，気温は上昇と低下を繰り返し，暑熱な地域さえも凍結する氷河期が幾度も
みられたのである。そして，数千年前には，アマゾン地方の平均気温は 2℃から 5℃，低かった。
長引く乾季によって熱帯雨林はサバナ（セラード）に取って代わることもあった。サバナへの変
容を免れ孤立して存続した熱帯林は，動植物が集中する生物多様性のいわば “ 避難所 ” となった
のである。

3）生物多様性から観たアマゾンの植物相と動物相
アマゾンの熱帯雨林は，生態系に存在する動植物種および微生物の多様性，すなわち生物多様

性において世界でも有数の世界として知られている。生物種の豊かさでは熱帯雨林をおいてなく，
しかも，アマゾンのそれは世界最大で，2位に位置づけられているコンゴ民主共和国の熱帯林の
領域よりも 3倍大きい。
世界中にはおよそ 3千万種の動植物が存在する。そのうちの 10～ 15％はブラジル領内のみの

アマゾンで見出しうると言われる。約 650種の樹木が存在する北米全域に較べて，アマゾンの熱
帯雨林にはおよそ 5万～ 5万 5千の植物があり，そのうち約 5千は大きめの樹木が占めている。
しかも，マデイラ・デ・レイ（madeira de lei）と呼ばれる硬木の，造船用に用いられるアンジェ
リン・ダ・マッタや，マホガニー，クピウーバなどの商業的価値の高い木々があまたある。
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動物相においてもアマゾンはその豊かさで群を抜く。アマゾンの熱帯雨林には，600もの両生
類以外に，500種以上の哺乳類，1600以上の鳥類がいると言われる。哺乳類の場合，世界の全哺
乳類のおよそ 7％に当たる 311種の存在が知られている。調査が進めばその数はさらに増えるこ
とだろう。311種のうち 124種はコウモリ，72種はネズミ，カピヴァラで代表されるげっ歯類，
57種は霊長類，22種はガンバー（gambá）もしくはクイーカ（cuíca）と呼ばれる，胎盤のない
育児嚢を持つフクロネズミ［オポッサムとも言う］である。その他アマゾンには，16種類の猫科
のジャガーやタイラ（irara）［イタチ科］といった肉食動物が存在する。さらには，5種類の鹿な
どの有蹄類，2種類の鯨科のイルカ，そして，1種類の草食系の小哺乳動物であるウサギと，カイギュ
ウのマナティーが生息しているのである。
ブラジルにいる 79種類のサルの中で，62種類はアマゾンの熱帯雨林に生息すると言われる。

他の場所に較べれば，無脊椎動物は熱帯林に多く生息する。その実に 70％以上はアマゾンに存在
するが，依然としてその多くは科学名すらない。スズメバチもしくはジカバチの一種であるマリ
ンボンド（marimbondo）アマゾン地域だけで 220種類知られている。クモは 500種類以上存在
するが，少なくとも 2500種類存在すると推定されている。
この地方の河川や湖沼の水生の環境についてはあまり知られていない。しかしながら，言わず

もがなアマゾンは “ 水の世界 ” でもあるので，魚類の多さにおいても他の追随を許さない。従っ
て，世界全体のおよそ 5.6％に当たる 1400種類の魚が存在している。この数は，地球上の他の全
ての河川と大西洋に生息する魚類よりも多い。博物学者のアルフレッド・ラッセル・ウォーレス
は 1848年から 1852年にかけて，ネグロ川流域を踏査，115種類の魚を同定しデッサンしている。
この流域だけでも，現時点において 450

7）種類が存在するのである。
日本でも良く知られているピラニャは 25種類以上もおり，中には植物のみを食するものもい

る。翻って，アマゾン地方において最大の魚の間では，“皮の魚 ” として知られるナマズ科のピラ
ラ（pirara）である。400キロにも達し，果実を食することから残った種を拡散させる役割を果た
している。他方，同じナマズ科の魚で，ピラ
ラと同程度の体重があり 2.5m以上にもなるピ
ライーバ（piraíba）も生息する。しかしなが
ら，アマゾン世界を代表する魚と言えばおそ
らく，ほぼ 400キロで 2.5mにもなるピラルク
（pirarucu）だろう。
肺呼吸をするために 10分ごとに川面に出現

する必要がある。そのときを狙って銛で捕獲
される。アメリカ大陸で最大の鱗を持った魚
でもある。通常，水草の多い湖沼に生息する
のを好み，そうした湖沼や湛水域の底に穴を
掘って産卵する。
両生類と爬虫類の多様性においてもアマゾンは他の及ぶところではない。まず，カエルやサラ

マンドゥラ（salamandra）［サンショウウオの類］に関して，アマゾンには 163種類もが生息し，
そのうちの 87％は土地特有のものである。航行可能な大きな河川においてのみこれまで調査され
ているにすぎないので，その数は増えることが予想される。

写真Ⅶ　世界最大の淡水魚ピラルク
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世界に蛇，ワニ，カメなどの爬虫類は 6400種類存在する。そのうちの 378種類はアマゾンに
生息し，62％が地方特有のものである。蛇にいたっては 305種類も同定されている。トカゲの種
類は 89種類におよび，約 3分の 2が土地特有のものである。4種類いるワニに関しては，30年前
までその捕獲がアマゾンでは認められていたこともあって，カメ同様に食用としてガリンペイロ
やアマゾン河流域の水辺に住む住民に好まれ，乱獲された。しかも，アマゾンは世界のワニ皮の
最大の供給源であり続けている。
カメについては，アマゾンには 2種類の陸ガメと 14種類の淡水のカメがいる。過去において

は，先住民族インディオが多く居住する地域でもあるので，その卵と肉は彼らの主要な食料となっ
ていた。結果としてカメは激減したが，最近では「ブラジル環境および刷新可能な天然資源院」
（Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis＝ IBAMA）などの尽力
によって，かなりの程度保全されている。
世界に存在する 9050種類の鳥の 14％（1294種類）相当がアマゾンに住んでいる。そのうちの

283種類は希少で，生息地域も限定されている。そのもっとも重要な地域の一つは，ブラジルとヴェ
ネズエラの境界に位置するロマイーマの頂上の，山岳地帯の聖域と知られるテプイ（Tepui）である。
アマゾンともっとも関連する鳥となれば，コンゴウインコ，オウム，インコなどのオウム

科（psitacídios）に違いない。ブラジルには 82種類いるが，そのうちの 14種類は，アマゾン
河北部やトロンベッタス川流域特有の，ブラジルを象徴する鳥ともなっているアララジューバ
（ararajuba）をも含めて，消滅の危機に瀕している。
アマゾンの鳥類についても，調査が進展するにつれて新たな発見があるだろう。今日，鳥類学

者を中心とした科学者たちは，生態系における鳥の重要性を認識するようになった。にもかかわ
らず，商業や観賞目的の密漁と生息域の破壊が鳥類消滅の主要な要因の一つになっている。

Ⅲ　アマゾンの熱帯雨林消失の背景を探る

1）略奪的な天然資源の採集と開発
16および 17世紀のヨーロッパでは，丁子，バニラ，生姜，肉桂のような香料は垂涎の的であ

り大いに賞味されていた。インドの香料の独占を失うとポルトガル人は，ブラジルの産物でヨー
ロッパ市場を補給しようと努めた。その産物とは，アマゾンの熱帯林に順化した土着の，観賞用
の生きたオウムやインコをも含めた，タバコ，薬草，香辛料，染料，繊維，猫科の肉食動物やワニ，
カワウソの毛皮，陸ガメの卵などであり，ドローガス・ド・セルタン（drogas do sertão）と呼ば
れた。余談ながら，ドローガス・ド・セルタン求めて，ポルトガル人植民者をブラジル内陸部へ
と浸透したことが結果的には，ポルトガルの領土拡大につながった。
そうしたドローガス・ド・セルタンの略奪的な採集と併行して，インディオに対する布教活動

でアマゾンに到来したイエズス会士たちは，先住民が薬用として利用していたグアラナー，カカ
オ，ブラジルナッツなどを目の当たりにして，自らも利用することとなる。
しかしながら，より収益の高い産業が植民地に興ると，アマゾンの河川に沿って展開したドロー

ガス・ド・セルタンは徐々にその重要性を失い，18世紀の末期には斜陽化する。とは言っても，
それは数世紀を経た今日においても存在している。エネルギー飲料として知られるグアラナーな
どはその好例。
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時代は移り，1870年から 1918年の間，最初の重要な経済サイクルであるゴム産業が興り，
1890年頃にはアマゾン，中でもアマゾン河流域の源流から河口に至る地域と，アラグアイア・ト
カンチンス川流域は世界最大の天然ゴムの生産地となった。しかしこのサイクルはアジアでゴム
の木のプランテーションが行われ始める（1876年）と，斜陽化の道を歩んだ。
ともあれ，5世紀にも亘るアマゾン開発モデルを強力に推し進め，無秩序に自然資源を収集・

略奪した結果，もろいこのアマゾンの生態系は撹乱され今や危機に瀕している。持続可能とは程
遠い，そうした収奪的で一攫千金的な採集産業のあり方は，将来のことを考慮せず，大西洋林か
らパウ・ブラジル（ブラジルの木）を残すことなく倒木・開発した，ポルトガル植民者に通有の
メンタリティーそのものであろう。

2）熱帯雨林の伐採の主な要因となる産業：牧畜，林業および大豆栽培
アマゾンの熱帯雨林破壊の主因は多岐に亘っている。中でも木材採取，入植や輸出回廊のため

の道路建設，鉱山および水力発電開発，そして，これから述べる農業開発，牧場化などはその最
たる例であろう。
北部アマゾン地域と他の地域との統合をねらった 1960年以降の一連のプロジェクトによって，

ベレーン・ブラジリア間の道路や「トランスアマゾーニカ」（アマゾン横断道路）の建設などは，
その象徴的存在である。その一方で，グランデ・カラジャース・プロジェクト（Projeto Grande 

Carajás）の下，牧畜と森林開発も含めて，鉱山開発が推進された。と同時に，水力発電開発もそ
の例外ではなかった。トカンチンス川のトゥクウルイーダム［パラー州］の建造によって 2,875km

2，
ウアトゥマン川のバルビーナダム［アマゾーナス州］によって 2,360km

2，さらに，ジャマリ川の
サムエルダム［ロンドーニア州］によって 560km

2の森林が水没した。これら全てを合わせると，
連邦府の面積を失ったことに相当する。
こうした例を見るだけでも，「アマゾン・オペレーション」を掲げ，アマゾン開発管理庁を中

心にこの地方を経済的に占有することを主眼とした 1964年の軍事政権と，以後のブラジル政府が，
開発優先で環境保全を重視してこなかったことがうかがえる。事実，軍事政権にとってアマゾン
占有は，北東部の飢餓の問題，深刻化する中南部の農民の子弟が抱える土地不足，戦略的な立場
からアマゾンを支配することの必要性から推進された。
ところで，ブラジル経済に占める部分は目下のところ相対的に小さいが，3つのアマゾンの産

写真Ⅷ　観光目的の現在のセリンゲーロ 写真Ⅸ　ゴム景気で築造されたアマゾン劇場
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業，すなわち林業，牧畜，大豆栽培が世界市場と直接係わりあっている。このいずれも，アマゾ
ンの環境問題の視点から捉えれば，わけても森林破壊の元凶になっているのは事実である。木材
採取は 3つの産物の中では特別なケースであろう。アマゾンが産する硬木の一部は輸出に向けら
れるが，その割合は低く 14％に過ぎない。そして，残りのおよそ 10％はアマゾン域内で消費され，
残りの 76％は国内市場，とりわけサンパウロに搬送され建築資材となる。
周知のように，インドネシアやマレーシアの熱帯産の木材は枯渇の道を歩み，その意味でも最

大の熱帯雨林を抱えるアマゾンは，世界の垂涎の的となっている。現在アマゾンで問題となって
いるのは，不法伐採によって急速に熱帯林が消滅しつつあることだ。しかも，原始的な方法で倒
木されるので，他の貴重な樹木までもがダメージを受ける。通常，10本切り倒された木材の中で，
製材所まで持ち運ばれるのは 6から 7本程度で，残りはその場に置き去りされたままだという。
牧畜業者や農業従事者もアマゾンの自然環境破壊の当事者である。彼らは無秩序に熱帯林を切

り倒し，すでに被害を被っているその残りの熱帯林をいわゆるケイマーダという焼畑の手法で焼
き尽くす。熱帯雨林が切り倒された空間は容易に太陽光が差し込むことでバイオマスを乾燥させ，
火によってその地の生態系は完全に消失するのである。エル・ニーニョ現象による乾燥と牧場や
プランテーションにおける焼畑は，偶然の火事を引き起こし，延焼によって生態系に多大の損害
をもたらすことも多々ある。
今日でもケイマーダはパンタナルやアマゾンではありふれた光景だ。とくにトラクターなどの

開墾する農機具のない貧農などはよくこの手法を用いる。問題は，そうした牧畜業者や農民が火
をコントロールできずに処女林のみならず，生物の多様性に富む生息環境を損壊させることにあ
る。
牛肉の輸出に向けたアマゾンの牧場化は自然破壊の張本人としてみなされている。事実，1970

年以来，連邦政府のインセンチヴで牧畜が推進され，かなり広範にわたって森林伐採が行われた。
当時，生産された牛肉の大半は国内向けで，輸出用ではなかった。最近，その状況は変わりつつ
ある。1995年から 2003年にかけて，ブラジルの牛肉の輸出は 5億ドルから 11億 5千万ドルに伸
びた。増大した生産の 80％は，熱帯雨林から牧場に変貌したアマゾンの地でなされたのである。
屠畜用の家畜の生産が，アマゾンの熱帯林伐採の主たる原因となっていることは寸毫の疑いもな
い。しかし，大豆栽培もそれに間接的に加担していることは否めない。
今世紀の初め，ブラジルは世界で最大の大豆輸出国となった。当初，大豆の生産は南部地域で

始まったが，今日ではその一大生産地域は中西部，それもマット・グロッソ州であり，一部は北
部アマゾン地域にまで及んでいる。通常アマゾンの場合，大豆栽培者はすでに伐採された土地で
栽培している。この点で，直接的な森林破壊の行為者ではない。がしかし，問題は，牧畜を営む
者は肉牛を養うために常に新たな牧場を必要とし，そのために森林を伐採する。そして自分の土
地が牧草地として向かなくなると，価値ある価格で大豆栽培者に売りつけるのである。このよう
に，牧畜業者は処女林の破壊を繰り返す。この意味において間接的ながら，大豆栽培者も森林破
壊に手を貸していることになる。
世界市場において牛肉と大豆の需要は右上がりであり，これらの産品の輸出はブラジル経済の

安定にとって重要であるばかりか，外貨獲得の手段ともなっている。そのために，アマゾンの広
大な手付かずの自然地域を破壊することだっていとわない，といったまことしやかな意見さえも
聞かれる。そして，地域発展に向けて開発を最優先し，環境保全を疑問視する考えも少なくない。
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そこには，熱帯雨林を中心とするアマゾンの自然破壊が生態系に多大の影響を及ぼし，生物多様
性の消滅はむろん，地球の気候変動の要因になっている，と言う事実認識が欠落しているように
思われる。

結論にかえて：沈黙したアマゾンの熱帯雨林と生態系を守るには

地球上のおよそ 1万 7千種もの動植物が消滅の危機にさらされている。この危機から人類にとっ
ても貴重な生物種を守り生態系を保全するために，国連は今年（2010年）を「国際生物多様性年」
と定めた。その一環としてさまざまなエヴェントが世界の各地で展開されている。名古屋で始まっ
たばかりの COP10などは，その典型であろう。
生物多様性の豊かさという点で，ブラジルは世界でも筆頭にある。アマゾン以外にこの国は，

大西洋林，セラード，カアチンガ，パンパス，パンタナルといった固有のビオマをかかえている。
そのいずれのビオマも，この数十年来，生態系の変容を強いられている。2003年の時点での「千
年の生態系の評価」（Avaliação de Ecossistema do Milênio）に基づけば，もっともその被害を被っ
ているのはアマゾン流域のようだ。
アマゾン，中でもそこに存する熱帯雨林を破壊させ生物多様性の宿る貴重な生態系を損壊させ

ているのは，前項で述べた不法伐採を繰り返す材木商や密猟者，牧畜業者，大豆栽培者だけでは
ない。水銀を垂れ流しながら金を採取するガリンペイロもそれに含まれよう。
また他方において，経済開発の名の下に，

とくに 1964年の軍事独裁政権以降，近代化に
向けての幾多のプロジェクトが，アマゾン開発
管理庁（Superintendência de Desenvolvimento 

da Amazônia＝ SUDAM）の設置によって推進
された。その中で，ブラジルがかかえる諸問
題―例えば，北東部の飢餓の問題，中南部の
農業従事者の子弟にとっての土地不足の問題，
アマゾン地域を実質的に占有する必要性―の
解決のために，アマゾンの経済的な意味での
占有は軍事政権の最優先課題となり，この地
は国民の耳目の対象となった。
そして，1970年代になると，カラジャースでの鉄の採掘が始まる一方，アマゾン横断道路

（Transamazônica）や国内で 2番目の規模を誇るトゥクルイーのような水力発電所が相次いで建
造され，かつてないほどの速さで熱帯雨林は蚕食するようになる。民政移管以後，今日に至るまで，
世界的な環境保全の意識が高まる中，ブラジルも官製主導の下にあの手この手のアマゾン熱帯雨
林の保全のための施策を講じているものの，一向にその地の環境破壊は留まるところを知らない。
2006年 3月のイマゾン（IMAZON）による刷新的な研究に基づくと，人間活動によって森林を失っ
た地域はアマゾン全体で 19.25％にも及んでいる。これに，人間活動により森林伐採が始まってい
る地域の 27.3％を加えれば，実に 50％弱のアマゾンの熱帯雨林が破壊の危機にあることを意味す
る。

写真Ⅹ　法定アマゾニア地域（マット・グロッ
ソ州）における，ガリンペイロによる環境破壊
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こうしたアマゾンの貴重な熱帯雨林と生態系，そして生物多様性を守るためにブラジル政府は，
他の地域のビオマを含めて，保全策に乗り出している。他国との連携による，例えば，アマゾン
隣接諸国との生物的多様性に関する協定（1992年）やアンデス熱帯諸国のための生物多様性に関
する地域的戦略（2002年），アマゾン協力に関する戦略的アジェンダなどは，その象徴的なもの
かもしれない。この種の協定や戦略を通じて，生物多様性の持続可能で合理的な利用も目論んで
いる。こうした一国もしくは近隣諸国の取り組みだけでは，今のアマゾンの自然破壊は食い止め
ようがないし，おのずと限界があるように思われる。
その意味で今まさに，有用な肺的な機能を果たしているアマゾンの熱帯雨林を守ろうという，

地球市民としての私たち一人一人の意識の改革が強く求められている。と同時に，草の根レヴェ
ルの私たちの取り組みが必定となる。「生物多様性条約締約国会議（国連地球生きもの会議）」な
どは，グローバルな視点から森林破壊と生物多様性の危機に対処する最良策に違いない。現在，
名古屋で開催されているCOP10においても，先進諸国と開発途上国との間の対立は埋まらないが，
生態系保全という目的を見失わないで，協調し合うことが肝要だ。
ところで，アマゾンの環境破壊と生態系を合わせた生物多様性の損壊を最小限度に防ぐのには，

これまでにもさまざまな方策がなされてきた。しかしながら，実効性のあるものになっていない。
一見，秩序ある開発と持続可能な発展なる言葉自体，聞こえは良いが，アマゾンでは依然，開発
優先で環境破壊の度合いは高まっている。従って，一刻も早い実現可能な生物多様性を守るため
のルールを設定し，法制化すること喫緊である。
その一方で，経済開発（活動）と自然環境との調和を図る方策，生態観光を通じた基金作りに

よるアマゾンの自然環境の救済と植林活動，自然に優しいアグロフォーレストリー 8）の展開，「生
物多様性オフセット」9）とは別途のアマゾン特有の生態系を保持する手法などに積極的に取り組
むべきだろう。
およそ 3千万種もの生き物が地球上に命をつなぐ。私たちはそうした生き物や自然によって生

かされている。にもかかわらず私たちはその恩に報いるどころか，超優先種の立場で破壊者にな
りすがっている。痛々しい傷だらけの「沈黙する自然」に暖かい愛の手を差し伸べるべきは人間
の責務だ。自然は人類が存在しなくとも存在するが，人類は自然なしでは存在できない。

注

１）生物多様性は，アメリカの生物学者で昆虫学者のエドワード・O・ウィルソンが命名した言葉。
この生物多様性についての定義は研究者によって微妙に異なる。例えば，分子生物学者の福岡伸
一氏は，「ある時はせめぎ合い，ある時は相補的に連鎖しあって，動的な網の目を支え合っている，
その関係性のありよう」を生物多様性として定義付ける。［朝日新聞 2010年 10月 28日，朝刊］。

２）Hotspots＝ pontos quentes。土地特有の動植物が多く多様性に富んだ生息環境にもかかわらず，
消滅と損壊のペースが著しい，優先的な保全が求められる地域。日本も含めて世界で 34箇所（地
域）。

３）ドイツの博物学者アレクサンダー・フォン・フンボルトは，中南米の熱帯雨林をギリシャ語で森
林を意味する「ハイラエア」（Hylaea＝ Hiléia［ポルトガル語］）と呼んだ。

４）パラー州のサンタレーンやサルガードなどに存在する。
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５）マナウスでのネグロ川の川幅は 12km，水深 100mで，時速 2km。マナウス付近で 2つの川は合
流するが，しばらくはさまざまな事由で 2つの川は交じり合わず，ツートンカラーを呈して平行
して流れる。出会いの地点でのアマゾン河の川幅は 3km，水深は 30～ 50mと幅がある。ネグロ
川よりも流速が増し，時速 5km程度。水量もネグロ川よりも 30％増す。2つの河川を結ぶパラナー
を除けば，アマゾン河の川幅はおよそ 4～ 5kmとなる。

６）Joao Meirelles Filho, Amazônia. p. 68。
７）推定では，700種類に達するとみなされている。
８）トメアスーの日系ブラジル人が推進した農業経営法。つまり，他の木々と混生して農作物を栽培

する方法。アマゾンのような熱帯では，モノカルチャーのみならず，単一樹種の植栽は持続しな
い。そこで，混生することによってメリットが生まれ，丈夫に生育する。森林伐採を抑えるため
にも，環境に優しい栽培法といわれている。

９）開発で失われた生態系を他の場所で保全・復元する考え方。主として欧米で導入されている。が，
生態系は本来，その場所特有の環境の中で形成されているので，別の所で保全・復元してもあま
り意味がない。
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〈書　　評〉
アンヘル・エステバン／ステファニー・パニチェリ
『絆と権力―ガルシア＝マルケスとカストロ―』

（野谷文昭訳　新潮社　2010年　383頁）

片　倉　充　造

原題に『ガボとフィデル―ある友情の風景―（Gabo y Fidel: El paisaje de una amistad）』とある。
これは 1982年度ノーベル文学賞に輝いたコロンビアのガブリエル・ガルシア＝マルケス（1928～）
と，キューバ革命を指導・成功（1959～）させ，米国フロリダ半島の至近距離で社会主義国家の
運営に当たるフィデル・カストロ（1926～）との心情に満ちた交友録であり，絆と権力という副
題は，その交誼のこのうえなく的確な，詩的な読み替えであると言えるだろう。同書の帯には，〈文
学者〉と〈革命家〉とが並列されているが，叙述内容は並立というよりも，キューバやカストロ
との親交に留意したコロンビア人作家の評伝と見てよいだろう。
著者のアンヘル・エステバンは，ホセ・マルティやキューバ文学研究で多くの業績を残すグラ

ナダ大学教授であり，類証にはグルメで都会的な名探偵カルバリオで有名なカタルニアの作家・
ジャーナリスト，マヌエル・バスケス・モンタルバンによる資料もよく活用している。そのうえ
共著者のステファニー・パニチェリも，マルケスやキューバ革命を起点にキューバ文学を専攻す
る研究者であり，訳者もまた日本でよく知られたラテンアメリカ文学者であることから，本書の
重心が〈文学〉にあることは自ずと読み取れる。

3部 16章，補遺，参考文献に訳者解説が施された構成にしておよそ 400頁の労作には，文学人
と権力者との言い尽くせない微妙な心思の濃淡が反映されている。
それでは個別に主な事項を講評してみよう。「第 1部　友情の始まり」（13－76頁）の「1　ま

だ神々が遊んでいたころ」で神々とあるのは，もちろんラテンアメリカの “ 超人的存在 ” マルケ
スとカストロのことを指しているのであり，日本語でもよく若者にとってのカミと表現されたり
する，カリスマ性を帯びた絶対者もしくはそれ以上の存在ということになろう。奇しくも，とも
にスペイン・ガリシア地方の系統とされる “ 神々 ” が相互にそれぞれ引き寄せられたのは，1948

年 4月 9日暴動のボゴタでのことであった。コロンビア自由派の指導者ガイタンへの応援で首都
に入っていたフィデルと，当時ボゴタ大学法学部生として在住したマルケスとの意外な組み合わ
せ。「ガイタン暗殺」が引き金となって発生した「ボゴタ騒動」の混乱で，マルケスは自作原稿や
タイプライターへのこだわりを見せた。この周辺のどこか芝居がかった言い回しは，もうすでに，
“マルケスの語り世界 ”への引き込みを思わせるようだが，評者はやはり，メキシコ革命小説の原
点，マリアノ・アスエラ『虐げられし人々』（Los de abajo，1916，高見英一訳，学藝書林，1970）
の主要登場人物で数少ない知識人のルイス・セルバンテスをめぐる，タイプライター破壊の一齣
に思いを巡らせるところである。まさしくタイプライターは，〈知〉の象徴なのであろう。

1959年 1月マルケスとアプレヨ＝メンドーサ（マルケスについての伝記作家）がキューバに赴
き，司令官カストロと面談を交わしたことが記録されている。キューバ革命勃発後，北米の情報
機関に依存しないラテンアメリカ独自のニュース報道機関を目指して『プレンサ・ラティーナ』
が創設され，マルケスがそのハバナ・オフィスに移動するが，この時にもガボとフィデルは再会



片　倉　充　造

─ 192 ─

する。ワルシャワ機構軍がチェコスロバキアに侵攻した 1968年，キューバでは「パディリャ事
件」が始まった。ソビエト連邦が強固なエゴイズムを露にしたように，キューバの文学界では「フ
リアン・デル・カサル詩賞」を受賞したエベルト・パディリャは詩人としての奔放な発言により，
“嘘つきで不誠実 ”とみなされ，1971年には逮捕されるにまで発展する。しかしながらこの事件は，
カリブの一島国の中での事象として見過ごされたのではなく，これを機会に無数の作家・知識人
たち（バルガス＝リョサ，フアン・ゴイティソロ，カルロス・フエンテス，アプレヨ＝メンドーサ，
オクタビオ・パス，ジャン＝ポール・サルトルなど）が，カストロの思想から離反することになった。
フィデル・カストロへのそうした最初の書簡では，「ここに署名した者たちは，キューバ革命

の主義とその目指すところに連帯するものであるが，貴殿に対し，著名なる詩人にして作家のエ
ベルト・パディリャの逮捕について憂慮していることをお伝えし，前述の逮捕が引き起こす状況
についてご勘案いただくために，本書状をしたためるものであります。」（49－50頁）という文面
で革命指導者の認識が質されている。ここには上記のリョサ，フエンテス，パス，サルトル他高
名な識者が連署しているものの，マルケスの名前はどこにも見当たらない。当時のガボの“雲隠れ”
について，「応えるには時期尚早だったのだ。」（50頁）と著者はその思慮を綴っている。マルケ
スにしてみれば，到底簡単には答えることのできない，まさしく黙考して態度を保留するしか他
なかったのであろう。
既述のソ連軍のチェコスロバキア侵攻以後のマルケスが指向する行動の支柱は，カストロとの

さらなる連帯の選択であるとともに，ラテンアメリカ〈文学ブーム〉の中心人物としての行動の
継続であった旨，著者は要約している（69頁）。
「第 2部権力と栄光」（77－240頁）は，最も読者の関心を呼び覚ます中枢部分であろう。読み
手にとって一種の壮快感をもたらしてくれるのは，「5　死者と花に彩られたこの老いた政権：秋
の族長」の冒頭，「ガルシア＝マルケスの人生のうちで最も興味深い時期のひとつは，間違いなく，
1975年の『族長の秋』の刊行から 1982年ノーベル文学賞受賞までの期間である。この時期にフィ
デル・カストロ，および程度は劣るが，ヨーロッパとアメリカ大陸の大統領たちとの親交が深ま
る。」（94頁）に明らかなように，良質の著作を発表し，作家として社会的上昇を続けるマルケスが，
「ノーベル文学賞」という極点に到達する力感漲る時期であり，それが世界的な権力や権威と呼応
し始める時機でもあるからだろう。“権力の厨房にいるのが好きな男 ”（81頁）とも形容されるコ
ロンビア人作家にとって，その性向を満足させる環境が〈現実〉化していく成熟期にあり，言わ
ば権力に寄り添うことを好みとするマルケスには，それは至福の時代であったに違いない。元コ
ロンビア大統領ベリサリオ・ベタンクールは，「彼は権力の傍にいることを好むが，それを自分の
ものにするためではない」（173頁）と洞察している。『百年の孤独』に代表される中心人物アウ
レリアノ・ブエンディア大佐は，こうしていつのまにかどことなく，フィデル・カストロ国家評
議会議長に血肉化していく。
マルケスの権力指向もさることながら，インタビューでの文言を拾っていくと面白い特徴にた

どり着く。「プレイボーイ誌：あなたは『族長の秋』の第 1稿を，『百年の孤独』の二番煎じみた
いだという理由で破棄してしまったと言われていますが，本当でしょうか？―GM：部分的には
本当だ。その小説は 3回書こうとした。（略）けれど書き始めるとすぐに，そのアイデアを完全に
捨ててしまった。リアルじゃなかったからだ。」（104－105頁）
本当でしょうか？と訊かれて正否で即答するのではなく，“部分的には本当 ”とする返答は，『ド
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ン・キホーテ』［後編］〈25〉章でのペドロ親方の占い猿による口演と同様であるし，叙述のリア
リティへの関心は，セルバンテス文学の真骨頂でもある。
チリの合法的社会主義アジェンデ政権を武力で破壊したピノチェトの軍事クーデター（1973）

に際し，マルケスは〈文学人〉であることだけではなく，さらに力強く政治参加することを決心
したと吐露している。「チリの軍事クーデター以来，多分良心の問題のせいで，はるかに活動的で，
戦闘的になった（…）。するとそのとき，率直に言うと，これまでの人生で初めて，政治におい
て自分がしなければならないことは，文学でできることよりも大事なのだと思い始めたのだ」（98

頁）。
権力者や権勢に惹かれるマルケスには，アステカのモクテスマ皇帝，マヌエル・デ＝ロサス大

統領（アルゼンチン）はもとより，デュヴァリエ大統領（ハイチ），サンタ・アナ大統領（メキシコ），
ソモサ＝ガルシア大統領（ニカラグア），エルナンデス＝マルティネス大統領（エルサルバドル）
そしてトルヒーリョ大統領（ドミニカ），バティスタ大統領（キューバ），ポルフィリオ・ディア
ス大統領（メキシコ），エストラダ＝カブレラ大統領（グァテマラ），オスカル・ベナビデス大統
領（ペルー），トリホス将軍（パナマ）他は，魅力に満ちたモデルの一覧である。権力者の孤独を
主題とした『族長の秋』を書き上げることは，「全体として見れば，我々ラテンアメリカやカリブ
の作家たちは，現実そのものが我々に勝る作家であることを，正直に認めなければならない。」（109

頁）という発言の通り，〈魔術的リアリズム〉を醸成する中南米地域の風土を再認識する場でもあっ
た。
ラテンアメリカ・カリブ地域の数多の権力者の特徴を様々にコラージュして創り上げたはず（マ

ルケス対談集，「想像力のダイナミズム」，大熊栄訳，『すばる』1981，4月号所収，参照）の族長
像ではあるが，〈文学者〉と〈革命家〉の両雄をよく知るアプレヨ＝メンドーサの評言のとおり，
〈独裁小説〉の主人公をカストロが意識し，さらには敬遠せざるをえないほど似ているとすれば，
それは〈文学者〉が “カリブの女王 ”（＝キューバ）の権力の中枢に位置していることの反映とも
言えるだろう。権力を獲得し行使し維持する〈革命家〉，その権力（者）に憧れ寄り添い助力する
〈文学者〉，両者の紐帯，アイデンティティは，政治権力そのものであろう。加えて，「フランコは，
文学だったらありえない死を遂げたんだ。（…）『族長の秋』の構想を練り始めたとき，先ず初め
に気づいたのは，フランコ政権のような独裁政権の下でスペイン人が経験したことを無駄にした
くないということだった。」（110頁）というガボの述懐は，支配－被支配の緊張関係を検証する
うえで普遍的な意義を持つ。
「第 3部キューバから天へ：神，ハバナに入る」（241－334頁）の「13　そして夢は…それは映
画だ：サン・アントニオ・デ・ロス・バニョス」についても，評者が以前訪問した経験上，言及
しておきたい。マルケスと映画製作については，人物史の一時期，コロンビアの「エスペクタドー
ル紙」による派遣で，ネオリアリズム優勢の在ローマ映画実験センターの監督コースに所属（1954）
したことが，そもそもの出発点と見られる。ラテンアメリカ史の寓話とも言える 1972年刊行の
『エレンディラ』（鼓 直・木村榮一訳，1988）は，もとより映画作品の脚本として手懸けられたも
のであり，マルケスのシナリオがリュイ・グエラ監督（仏・墨・西独合作 1983）のもと発表され
た。そして 1990年 10月《新ラテンアメリカ映画祭 ‘90》というプロジェクトが，マルケスの来日
とともに実現された。伝統的な秩序と新しい価値観のせめぎあいを共同体の人間模様に映し出し
た 1981年の『予告された殺人の記録』（野谷文昭訳，1984）もまた，ネオリアリズムゆかりのフ
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ランチェスコ・ロージ監督により映画化されている。
こうしたマルケス作品のみならず，ラテンアメリカ全域を対象として巻き込んだ映画運動の展

開には，1986年 12月 4日新ラテンアメリカ映画財団（Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano）
の創設が関わっている。ハバナ郊外の同地には，「国際映画テレビ学校（Escuela Internacional del 

Cine y Televisión）も創設され，専門的な映画・テレビ業界人の育成を目的とし，斯界に有能な人
材を輩出している。東京で行われた上映挨拶でのエスピノサ文化副大臣による「この映画祭では，
米国が配給するような娯楽に偏ったものではなく，観客が社会全体を再考するような映画作品を
提供します。」との硬質のスピーチは，現今でも斬新に思われる。（20年を経てもなお斬新なまま
では問題なのかも知れないが…。）財団・学校の維持，運営には，スペイン，フェリペ・ゴンサレ
ス政府の協力（奨学金提供，教員派遣，設備の寄贈等）も進められたが，その合意取り付けの影には，
マルケスの外交官的役割が機能していたと聞けば頼もしい。
終盤の「補遺：もう歌わない白鳥の末期」（335－343頁）では，2003年に亡命未遂者たちを極

刑で処罰したカストロ議長や親しいガボの態度を，旧知のリョサをはじめ左翼思想に理解があっ
た文化人たちの多くが真っ向から批判する。さらにリョサはマルケスのことを「フィデル・カス
トロの廷臣であり，独裁政権は彼を知的分野におけるアリバイとして見せている。」（342頁）と
まで両雄を糾弾する。
死刑反対論者でありながらカストロ政府による処刑を黙認する結果となってしまったマルケス

には，死刑反対論者であるとともにキューバ独自の社会主義社会建設になおも開かれた可能性を
見出そうとする苦渋が透視できるだろう。訳者の別稿『マジカル・ラテン・ミステリー・ツアー』
五柳書院，2003，第 3章末）には，〈ゲバラ＝ドン・キホーテそしてサンチョ〉や〈ゲバラ＝ド
ン・キホーテ／カストロ＝サンチョ〉との論考も見られるが，ラテンアメリカの問題をラテンア
メリカが主体的に解決する，シモン・ボリバルやホセ・マルティが指向した〈ラテンアメリカの
解放〉を継承して共通の目標とする〈革命家〉と〈文学者〉との関係性は，理想社会の建設を夢
見て似たもの同士が巻末まで苦楽をともにした〈騎士ドン・キホーテ〉と〈従士サンチョ〉のそ
れ（「まったく同じ鋳型から生まれ出たとしか思えない」［後編］〈2〉章参照）とおおよそ相似し
ている，と評者なら整理したい。
『越境するラテンアメリカ』（パルコ出版，1989），『ラテンにキスせよ』（自由国民社，1994）
そして『マジカル・ラテン・ミステリー・ツアー』（前掲）など〈文学〉を通してラテンアメリカ
社会・文化を解読し続けるこれほどの著・訳者であれば，『キューバ文学史』，『キューバ文学研究』
もしくは『キューバ文学講義』を表題とする文学書の発行が待望されることだろう。

*付記 :訳者はこのほど 7月 24日，第 13回「会田由翻訳賞」（日本スペイン協会主催）を受賞した。
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〈書　　評〉
China’s Expansion into the Western Hemisphere,

Implications for Latin America and the United States
Riordan Roett and Guadalupe Paz (eds.), Brookings Institution Press, 2008, 276 pp.

八　木　三木男

中国の経済的台頭が著しい。だが，その中国は巨大で，今も変貌をとげつつあるので，その世
界経済に対する影響は把握し難い。リオルダン・ルエット＆グアダルーペ・パス編『西半球への
中国の拡張』は，ラテンアメリカ地域（以下，ラ米）にとっての中国経済発展の意義を多面的に
検討した論文集で，ジョンズホプキンス大学高等国際問題研究所（SAIS）の共同プロジェクトの
成果である。中国経済の急激な台頭とそのグローバル化が，世界経済，特にラ米諸国にもたらす
政治的経済的影響を明らかにすることを目的としている。中国の政治経済的な影響力はすでに東
南アジアやアフリカで強まっているが，新たな対象であるラ米諸国にとって脅威となるか機会と
なるかという問題である。また，米国の外交政策にとっては，米国のヘゲモニーによる世界経済
秩序が揺るがせられないかという懸念が念頭にある。出版は 2008年とやや古いが，これらの問題
意識はますます重要になってきている。
本論の構成は 4部からなる。第 1部は中国とラ米から見た現状認識，第 2部はエネルギー問題

を中心にしたラ米経済への影響，第 3部は東南アジアおよびアフリカへの影響からの教訓，第 4

部は，「米国―中国―ラ米のトライアングル」の将来，である。米国，中国，ラ米からの執筆者に
よる 11章からなる。本稿の字数制約もあるので，いくつかの論点にしぼって論評をおこなう。
1
周知のように，中国政府と中国政府系シンクタンクの主張は，次のようなものである。すなわち，

中国政府は冷戦終了後の世界において，「改革開放路線」に転換し，その成果として，中国経済は「平
和的台頭（peaceful rise）」を遂げつつある。また同時に，発展途上国として，先進諸国が支配す
る世界秩序に対する闘争を進めているが，その闘争は注意深く現実的に進められている，という
ものである。ラ米に対する政策もまた，この原則に従っており，ラ米との経済関係の緊密化はひ
いては米国の利益にもなり，覇権をめぐる米国との対立はない，とされる。
しかし，ラ米諸国に対して台湾は中国の一部であるとの原則を認めなければならないと，かた

くなに要求していることに見られるように，政治と経済のリンケージが中国外交の特徴である。
中国の平和的台頭を歓迎しない国はない。問題はそれをどのようにして実現するかである。中

国の公的見解は世界を納得させるための外交的レトリックにすぎない，という指摘も否定できな
い。
2
ラ米諸国は，中国の経済的台頭をどのように評価しているのか。ラ米の研究者は，米国の一部

に見られる「中国脅威論」とは対照的に，発展途上国である中国経済の成長をむしろ高く評価し
ている。「米国―中国―ラ米のトライアングル」については，まず，ラテンアメリカは多様な国々
のモザイク地域であり，全体として戦略的トライアングルの一角を形成することはない，とする。
次に，中国はまだ「東ユーラシア」の地域パワーであり，世界パワーではないので，ラ米での米
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国の影響力をそれほど弱めることはない，とする。ただ，21世紀は世界システムの「非制度化と
分裂化」の時代であり， 米国の一元的な覇権は弱まっていくのは確実だろうとされる。さらに，
ラ米諸国は民主主義的価値観を欧米と共有しているので，現在の中国の国内政治体制を魅力的な
ものとは考えていいないとされる。したがって，地政学的な距離，歴史的文化的な相違が，中国
のラ米への影響力に制約を与えるものとされる。
その上で，政治的にセンシティブな問題として，中国にとっては台湾問題とエネルギー供給が

あり，米国にとっては，中国の軍事力強化，パナマ運河への進出，ラ米左翼政権との連携があり，
他方，実質的に中国が協力可能な分野として，ラ米における人権，インフラ（ハイチはその試金石），
麻薬，組織犯罪，武器貿易，環境，汚職などをあげている。
中国の戦略的外交の対象として，東南アジアは当然として，アフリカと比べても，ラ米は新し

い地域なので，中国としても学習しなければならないことが多い，とされている。多くのラ米諸
国に点在する華人社会は，日本からのブラジルやペルーへの移民のように大きいものではない。
評者は，80年代の「米国―日本―ラ米のトライアングル」論を想起する。当時，米国の一部に

「日本脅威論」があり，他方，ラ米には日本の高度経済成長の手法を学習しようとする風潮があっ
た。日本の経験にくわしいこの書の著者の一人は，日本の歴史的経験から見られるように中国の
高度成長もやがて沈静化するだろうが，「その沈静化までの期間については，日本の場合よりも長
くなるかもしれない」としている。
3
中国経済の高成長がラ米にもたらした貿易面での影響は，ラ米からのエネルギーや天然資源の

輸入急増と，ラ米への中国からの工業製品（とくに労働集約的製品）の輸出の増加である。石油
を始めとする天然資源の賦存状況は所与なので，中国の一次産品需要の増加と，それに伴う価格
の上昇の恩恵は，当然，ラ米諸国の全ての国々に及ぶわけではない。資源国にとっては，一次産
品輸出に依存する経済構造が強まることからの悪影響がある。ラ米においては，これは「モノカ
ルチャー構造」として克服すべきものとされてきたものである。
次に，ラ米諸国は「世界の工場」中国からの製造工業品の輸出攻勢を受ける。ラ米にはアメリ

カをはじめ外国企業が進出しているが，それらの多国籍企業の世界戦略にも変化をもたらすであ
ろう。中国との比較において，ラ米の強みは，米国市場が地理的に近いことであるが，ラ米に配
置された多国籍企業の工場が存続できる保証はない。
中国企業の海外進出は，大規模な政府系企業によるものであり，国家戦略の一翼を担っている。

特に天然資源を安定的に確保するための対外投資や鉄道建設のような公共事業への参加は，中国
政府の豊富な外貨準備によって支援されている。中国からの民間製造業の海外進出はまだほとん
ど見られない。このように中国の対外経済政策は，人民元安による輸出競争力と国家戦略として
の経済協力によって遂行されている。
発展途上国であるラ米にとって，中国の経済発展は「覚醒効果（a wake-up service）」がある，

とされる。つまり，ラ米は自らにふさわしい「イノヴェーションと輸出振興のための長期的戦略」
が必要なこと，ラ米は天然資源と内生的な優位性を，よりシステマティックな方法で活用する必
要があること，また政府，企業，労働者，学界の協働構造のための同盟関係を構築する必要があ
ることなどである。中国の経済発展からの教訓として，国家指導型の経済発展モデルから学ぶべ
きことがある，という見解である。
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1950年代のラ米の国家指導型の輸入代替政策は挫折し，工業化政策も，多国籍企業による工場
配置以外には，見るべきものが少なかった。その後，ラ米の経済政策は市場化自由化をめざす処
方箋，すなわち米国政府や国際機関が主唱する「ワシントン・コンセンサス」に委ねられた。し
かし，ラ米には，国家指導型の経済発展政策を求めるポピュリスム思潮も強く，中国経済の成功
を反映した「北京コンセンサス」を受け容れる素地もあることは否定できない。中国の経済的進
出がラ米にとって機会となるか脅威となるかはラ米諸国の政策にかかっている。
4
米国の研究者は，米国内の一部の「中国脅威論」を和らげ，米中の覇権を巡る激突を避けよう

としている。この点では，ラ米の参加者の考え方に理解を示している。本書の研究は共和党ブッ
シュ政権末期になされたものだが，ラテンアメリカへの影響力について脅威を受けると考える米
国政府の一部が，台頭する中国に対して黙示論的な攻撃的な対応をすることを戒めている。その
後のオバマ民主党政権がそのような慎重な姿勢をとり続けられるかどうか，予断を許さない。
本書では，「米国―中国―ラ米のトライアングル」への日本の関与にほとんど言及されていない。

日本の経済発展モデルとの比較はこの書の対象外としても，改革開放後の日本企業を始めとする
外国企業の中国への進出が果たした役割にもほとんど言及されていない。その他のテーマについ
ても，ワシントン，北京・上海，ブエノスアイレスにおけるワークショップにおいて，参加者の
間で議論がされたと思われるが，編者による要約（1章）と結論（11章）から読み取るしかない。
最近，アジア太平洋経済会議（APEC）において，環太平洋経済連携協定（TPP）の提案がなされた。

中国もラ米も太平洋国家である。本書の視点は，この TPPの背景の一部になっていると思われる。
すなわち，もし太平洋における自由貿易地域・経済統合の動きに対して，中国がその枠外にとど
まれば，中国経済にとってマイナスである。つまり，TPPは中国に対しては，国家主義的な経済
発展や「社会主義市場経済」の継続に対する牽制であり，ラ米に対しては，政府指導型の経済発
展モデルや非合理な工業化政策への復帰に対する牽制である。日本は TPP参加による貿易自由化
の損益だけではなく，広い視点から賢明な対応が求められている。
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〈特集：国際シンポジウム「メキシコの歴史と現在を考える」〉
La consolidación nacional (1853－1887)

Andrés Lira

La característica más acusada del periodo que ahora nos ocupa es el logro de la 

estabilidad política después de reiteradas crisis. Entre 1821 y 1853 hallamos cinco 

constituciones vigentes, un emperador efímero y más de treinta personas que asumieron el 

poder ejecutivo. De 1853 al fin de nuestro periodo, encontramos unas bases administrativas 

de orden dictatorial, una constitución republicana liberal (la de 1857) y un estatuto imperial 

de corta vigencia, de 1865 a principios de 1867; ocho presidentes, cinco de los cuales 

fincaron su autoridad en la Constitución de 1857, y un emperador que expidió el estatuto 

apoyado por fuerzas extranjeras y las mexicanas de la reacción conservadora, que había 

sido derrotada en 1860. Pero lo más notable es que la Constitución liberal de 1857 estaría 

vigente hasta bien entrado el siglo XX y que de los cinco presidentes que basaron su 

autoridad en ella, cuatro terminaron el periodo para el que fueron electos y, de éstos, dos 

(Benito Juárez y Porfirio Díaz), no sólo eso, pues alegando necesidades de orden político-

institucional o reformas constitucionales, se mantuvieron en el poder por largo tiempo.

Esa relativa estabilidad correspondió a progresos materiales que se fueron haciendo 

evidentes a medida que transcurría el tiempo. Pese a bajas y mermas coyunturales, la 

población pasó de 8 a 9.5 millones de habitantes en los años que nos ocupan y rebasó los 

12 a finales del siglo XIX; la economía creció y las vías de comunicación se modernizaron y 

ampliaron notablemente con el desarrollo del telégrafo y del ferrocarril, uniendo ciudades, 

puertos y la frontera del norte con el interior del país, al tiempo que la navegación hacia lo 

suyo en el comercio trasatlántico, permitiendo la circulación de mayores y más variados 

artículos.

Sin embargo, debido a la persistencia y a la acentuación de diferencias sociales, 

económicas y regionales, la cuestión clave para la estabilidad política siguió siendo la 

conocida en épocas anteriores: ¿cómo consolidar un gobierno efectivo sin detrimento 

de la democracia y del respeto a los derechos del gobernado? Era el viejo dilema entre 

La constitución y la dictadura̶como llamó Emilio Rabasa a su célebre estudio sobre la 

organización política de México, publicado en 1912.

1. De la dictadura al orden constitucional, 1853－1857

Los años que siguieron a la guerra con Estados Unidos, en la que México perdió más 

de la mitad de su territorio, fueron de desorden y desilusión. ¿Cómo sostener el sistema 

democrático de la república federal, restaurado en 1846 y reformado en 1847, cuando los 
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signos para un gobierno estable eran contradictorios? Los levantamientos de indígenas 

asolaron diversos lugares del país, la llamada guerra de castas de los mayas en Yucatán, la 

guerra social en la Sierra Gorda (Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí) que se extendía 

por otras partes; los nómadas del norte pasaban la frontera adentrándose en el territorio 

nacional, robaban y mataban sin que las improvisadas defensas de los vecinos pudieran 

detenerlos en su ir y venir. Los levantamientos de militares y grupos inconformes retaban 

al gobierno y éste, carente de medios, tenía que acudir al Congreso solicitando dinero y 

facultades extraordinarias, que los legisladores le negaban. En ese ambiente, el presidente 

Mariano Arista, electo para el periodo 1851－1854, renunció el 5 de enero de 1853, 

advirtiendo la imposibilidad de gobernar cuando todo contradecía el orden público y las 

instancias encargadas de facilitar los medios para establecerlo se empeñaban en negarlos, 

poniendo al país en un estado de perpetua anarquía.

La oportunidad para los conservadores había llegado. Ya a fines de los años cuarenta 

se hablaba de ellos y Lucas Alamán, su líder indiscutible, asumió el epíteto diciendo que 

se llamaban conservadores porque querían rescatar lo que quedaba de la patria despojada 

de su nacionalidad y de su integridad territorial por los federalistas, empeñados en 

imponer un sistema de gobierno contrario a la unidad política indispensable. Se fraguó así 

la dictadura de Antonio López de Santa Anna, inspirada en la presidencia vitalicia de Luis 

Napoleón Bonaparte̶recientemente proclamado “emperador de los franceses”̶y en el 

sistema de centralización administrativa francés, excluyendo cualquier tipo de elecciones y 

de órganos legislativos, pues el orden legal sería dictado por el presidente de la República 

Mexicana investido de facultades omnímodas, asesorado por los secretarios y por el 

Consejo de Estado, que él nombraría. Debía cuidar del culto católico, único permitido 

en el país por considerarse el lazo que unía a los mexicanos, y del ejército, instrumento 

indispensable en la imposición del orden. Tal era el plan de Alamán expresado en las Bases 
para la administración de la República, hasta en tanto se publica la constitución, del 22 de 

abril de 1853. Se trataba, pues, de un orden administrativo que excluía toda participación y 

representación política por considerarlas contrarias al orden del gobierno. “Menos política 

y más administración”, palabras en boga en la Francia de mediados del siglo XIX, parecía 

ser el lema de aquel régimen instaurado en México y que contaba con personalidades 

notables, como Alamán y José María Tornel, nacidos en la última década del siglo XVIII 

y que formaban parte de la generación que llegaba a su fin (ambos murieron ese año), 

y de generaciones más jóvenes, como la de Teodosio Lares, jurista notable, que optaron 

por el programa conservador. A hombres como estos se debe una legislación admirable 

sobre diversos puntos, como la relativa a la solución de conflictos administrativos y 

administración de justicia civil y penal, fomento de la economía, educación primaria, 

preparatoria, profesional y estudios superiores en un plan bien articulado, orden fiscal; 

pero tan interesante sistema implicaba la negación de la libertad de expresión (se 

estableció la censura y las imprentas fueron controladas) y se impidió participación y 



La consolidación nacional (1853－1887)

─ 201 ─

representación política de los pueblos. Tan estricto sistema resultó insuficiente para 

controlar la arbitrariedad del presidente investido de facultades omnímodas, quien 

dio en llamarse “Alteza Serenísima” y anteponer sus grados y condecoraciones en las 

disposiciones que dictaba, afectando maneras de tinte monárquico. Bajo esa apariencia 

se decretaron medidas que perjudicaron intereses de pueblos y personajes en diversas 

partes del país, se ordenó la persecución y destierro de los desafectos al régimen, quienes 

condenaron muchos actos del gobierno, señalando entre los más graves la venta del 

territorio de La Mesilla, que pasó a formar parte del estado de Nuevo México (algo que 

inevitable, dado el expansionismo norteamericano que amenazaba con otra guerra, pero 

que era, de cualquier manera, condenable). Esto fue uniendo gobernantes, líderes locales 

y liberales de nota, quienes por una u otra razón habían sido desconocidos, perseguidos 

y desterrados. Muchos de ellos se adhirieron al Plan de Ayutla, firmado en ese lugar 

el 1 de marzo de 1854 y modificado en Acapulco a los pocos días. El movimiento cobró 

importancia, se extendió desde las costas de Guerrero hasta el norte del país uniendo a 

quienes se consideraron liberales por principios y, particularmente, por su empeño en 

echar abajo la dictadura de Santa Anna y el proyecto monárquista que se prosperaba a su 

sombra.

Cuando triunfó la revolución de Ayutla en agosto de 1855, aparecerían las diferencias 

que separaban a los liberales, pues mientras que los radicales proponían que las reformas 

se hicieran cuanto antes, los moderados advertían que era conveniente dar tiempo para 

no crear situaciones extremas y evitar la mala disposición de de una sociedad, como era la 

de entonces, apegada a intereses y principios tradicionales. Cumpliendo con el principal 

propósito de la revolución, el general Juan Álvarez, presidente interino, convocó al 

Congreso General Extraordinario, encargado de elaborar la nueva constitución del país y 

de revisar los actos del gobierno de Santa Anna. El Constituyente se reunió en febrero de 

1856 y concluyó su labor un año después, cuando aprobó la Constitución federal de 1857 

en la que se establecían las garantías individuales, un sistema para protegerlas mediante 

el juicio de amparo y, por lo que hace a la organización de los poderes públicos, serias 

limitaciones para el ejecutivo con predominio del legislativo, pues se creó un Congreso 

sin cámara de senadores (órgano revisor y representante de los estados, necesario en 

la federación) y se negó el poder de veto al ejecutivo, pues aunque el presidente de la 

República podía hacer observaciones a las disposiciones del Congreso y devolvérselas 

para su revisión y eventual reforma, quedaba al arbitrio de éste considerarlas o no. El 

ejecutivo se hallaba así más limitado que en épocas anteriores, lo cual tiene una explicación 

circunstancial, si tomamos en cuenta que el Constituyente era a la vez órgano revisor 

de los actos de la dictadura de Santa Anna y que se hallaba dominado por los radicales, 

quienes pese a ser minoría, lograron imponer su proyecto de constitución y de reformas 

políticas y económicas, pese al asombro y disgusto de los moderados.

No faltaban razones a uno y otro bando liberal, pues si era cierto que las reformas 
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eran necesarias, también lo eran el malestar y la reacción de la sociedad. Se vio desde los 

momentos en que, triunfante la revolución de Ayutla, el presidente Álvarez promulgó la 

Ley sobre la administración de justicia y orgánica de los tribunales de la Nación, el 23 de 

noviembre de 1855 (obra del secretario de Justicia Benito Juárez), por la que se abolieron 

los fueros eclesiástico y militar en materia civil y penal y se establecieron los tribunales 

federales deslindándolos de los del fuero común de los estados y territorios. Después, el 

25 de junio de 1856, cuando el Congreso discutía el proyecto de constitución, se aprobó 

la Ley de desamortización de las fincas rústicas y urbanas de las corporaciones eclesiásticas 
y civiles, en virtud de la cual las comunidades tenían que deshacerse de sus propiedades 

raíces para ponerlas en manos de propietarios individuales, con excepción de las dedicadas 

directamente al objeto de su institución (como colegios, hospitales, espacios públicos 

y ejidos de los pueblos) a fin de que la propiedad de la tierra no quedara estancada en 

corporaciones de duración y propósitos indefinidos, pues se consideraba que el individuo 

responsable, velando por sus propios intereses, activaba la producción y el comercio, lo 

que no ocurría en las comunidades tradicionales (llamadas por esto “manos muertas”), 

en las que interés y responsabilidad desaparecían. La idea era antigua, se nutría en el 

racionalismo individualista de siglos anteriores, y se había tratado de poner en práctica 

en bajo la dominación española y también en la el Distrito y algunos estados de la 

primera república federal, provocando abusos y disgustos. Pese a que ahora se tomaron 

precauciones para evitar efectos negativos en los intereses de quienes disfrutaban de esos 

bienes, dando preferencia a los arrendatarios de las corporaciones, no pudieron evitarse 

abusos de especuladores ni tampoco grandes alteraciones en los pueblos indígenas, 

cuyas comunidades se vieron afectadas. De esa suerte, cuando el Constituyente se reunía 

y avanzaba en su trabajo, el gobierno de Ignacio Comonfort, liberal moderado quien se 

hizo cargo de la presidencia de la República desde finales de 1855, tuvo que enfrentar 

alarmantes levantamientos. El primero y más grave, fue el que surgió en la sierra de 

Puebla contra la ley de administración de justicia y que ocupó la capital del estado, ciudad 

natal del presidente, sometida después de un largo y destructor sitio que terminó en 

marzo de 1856 con la intervención de los bienes del clero poblano, para resarcir los daños 

causados. Tras la aprobación de la ley de desamortización el gobierno tuvo que combatir 

levantamientos de pueblos indígenas en diversas partes del país. Miguel Lerdo de Tejada, 

secretario de Hacienda y autor de la ley, procuró aplicarla y dar constancia de sus efectos; 

así, en la Memoria de Hacienda advirtió que de julio a diciembre de 1856 se habían 

desamortizado bienes cuyo valor superaba los 23 millones de pesos y que se habían creado 

más de 9,000 propietarios individuales en operaciones que cubrían casi todo el territorio 

del país. Si esto había provocado disgustos y levantamientos, lo cierto es que los intereses 

creados se afirmaban y que los beneficiados por la desamortización estaban dispuestos a 

defenderlos contra la reacción de las corporaciones afectadas. Era evidente que hombres 

de nuevas generaciones, nacidos entre 1810 y 1830, habían llegado a los cargos públicos 
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y que estaban dispuestos a reformar a la sociedad. La caída de Santa Anna marcaba el 

eclipse político de su generación, nacida en la última década del siglo XVIII. Sin embargo, 

los años más difíciles estaban por venir, pues la Constitución de 1857 fue rechazada por 

una parte considerable de la sociedad, que contaba con el apoyo del clero y del ejército y 

también de hombres y mujeres de generaciones jóvenes apegadas a usos y costumbres de 

sus mayores.

2. La guerra civil, 1858－1861

Siendo presidente sustituto, Comonfort promulgó la Constitución aprobada por el 

Congreso el 5 de febrero de 1857, en virtud de la cual fue electo presidente constitucional 

para el periodo que iniciaba en diciembre. Consciente de las limitaciones que el régimen 

imponía al ejecutivo y de la manifiesta oposición a la libertad religiosa (implícitamente 

establecida en esa Carta, que, a diferencia de todas las anteriores, no declaraba al 

catolicismo como culto nacional), a la libertad de educación (declarada en el artículo 3º) 

y otros principios que entonces se debatían, el presidente propuso ciertas reformas para 

fortalecer al gobierno y atenuar medidas radicales, pero no fue atendido. La oposición 

se hizo más clara cuando se publicó la ley del registro civil, que obligaba al clero a dar 

cuenta a las autoridades estatales de nacimientos, matrimonios y defunciones registrados 

en los libros parroquiales; la ley sobre los derechos y obvenciones parroquiales, que 

moderaba su cobro y declaraba su gratuidad para los pobres, y, gota que derramó el vaso, 

la disposición que ordenaba el juramento obligatorio de la Constitución a los empleados 

públicos de cualquier jerarquía. Comonfort juró la Constitución, pero no dejó de mostrar 

su desacuerdo ante la radicalización de la situación y fue convencido por el general 

Félix Zuloaga y otros amigos para que desconociera la Constitución y convocara a otro 

congreso que organizara a la nación conforme a sus usos y costumbres. Esto ocurría 

el 17 de diciembre, cuando Comonfort cambió su investidura constitucional por la de 

revolucionario. Días después, viendo los extremos a los que estaban dispuestos a llegar los 

militares, liberó a Benito Juárez, presidente de la Suprema Corte de Justicia y, de acuerdo 

con la Constitución, vicepresidente de la República. Así, cuando Comonfort, desconocido 

por los militares golpistas, salía al exilio, Juárez asumió la presidencia de la República y 

salió de la capital para establecer su gobierno en Guanajuato, donde llamó a defender el 

régimen constitucional, mientras Zuloaga en la ciudad de México se proclamaba presidente 

del gobierno reaccionario. La suerte de uno y otro partido, ahora claramente definidos 

como reaccionario y constitucionalista, dependería del control del territorio durante la 

guerra civil que se prolongó de enero de 1858 a diciembre de 1860, conocida como Guerra 

de Reforma, pues en ella se continuaron y radicalizaron las medidas liberales que se habían 

propuesto durante la revolución de Ayutla.

Al principio de la lucha los conservadores reaccionarios tuvieron la ventaja, estaban en 



Andrés Lira

─ 204 ─

la ciudad de México, lo que les aseguraba el trato con los representantes de las potencias 

extranjeras, y contaban con el ejército y con el apoyo del clero, deseoso de recuperar sus 

bienes y prerrogativas. A la reacción se habían adherido los gobiernos de los estados 

de México, Puebla, San Luis Potosí, Chihuahua, Durango, Tabasco, Tlaxcala, Chiapas, 

Sonora, Oaxaca, Veracruz y Yucatán. El gobierno constitucional de Juárez logró el apoyo 

de los gobernadores de Guerrero, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Nuevo 

León y Coahuila (bajo el mando de Santiago Vidaurri), Tamaulipas, Colima y Veracruz, 

que originalmente se había pronunciado por Zuloaga. Este cambio fue importante, pues el 

gobierno de Juárez contaría con el principal puerto del país, lo que en momentos de guerra 

era tanto o más importante que la posesión de la capital.

Sin embargo, carecía de un ejército profesional y tenía que valerse de las milicias 

nacionales reclutadas en los estados, para luchar con fuerzas de militares expertos, muy 

superiores en el campo de batalla. Juárez tuvo que salir de Guanajuato a Guadalajara, 

donde estuvo a punto de ser ejecutado por la guarnición de la plaza, y de ahí a Colima para 

llegar, cruzando por Panamá, a Veracruz, donde estableció su gobierno hasta el final de la 

guerra y donde logró el reconocimiento de Estados Unidos, lo que vino a darle una ventaja 

en el terreno internacional.

Esa guerra de tres años fue una guerra civil, pues dividió a la sociedad en el seno 

mismo de las familias, en las cuales, el arraigo religioso y el respeto a las autoridades 

eclesiásticas pesaba frente a quienes, como muchos sinceros creyentes, advertían que la 

Iglesia en cuanto organización social debía someterse al “orden temporal” de la autoridad 

política, dejando fuera los principios de fe, propios del “gobierno espiritual”. El problema 

se venía discutiendo desde tiempos de la dominación española, durante la cual “católicos 

monarcas” tomaron enérgicas medidas contra la jerarquía eclesiástica cuando consideraron 

que interfería en asuntos del gobierno político del reino. Pero el deslinde de los órdenes 

“espiritual y temporal”, propio para la discusión conceptual, no era para esclarecerse en 

los campos de batalla. Así, la guerra movilizó a amplios sectores de la población, de grado 

o por la fuerza de la leva, ocasionó la destrucción de la propiedad y la inseguridad en los 

caminos y en los lugares más apartados del territorio. 

Todo llevó a la radicalización de las medidas que dictaron los gobiernos. Como la 

jerarquía eclesiástica declaró su apoyo al gobierno de la reacción, a cuyo frente estuvo 

primero Zuloaga y luego Miguel Miramón̶su más joven y activo general̶, Juárez 

decretó en Veracruz, el 12 de julio de 1859, la nacionalización de los bienes del clero, con 

los que pudo ofrecer una garantía a prestamistas ansiosos de sacar ventaja mayores a las 

que podían ganar con menor riesgo en tiempos de paz; la Iglesia, por su parte, advirtió 

que el costo de la guerra era mayor y menos prometedor de lo que parecía al principio, 

pues no consistía en triunfos sino en el dominio de un territorio que se había convertido 

en escenario de una guerra civil. Así, las ventajas logradas al principio por el ejército 

profesional se diluyeron en una larga confrontación, en la que la intriga diplomática estuvo 



La consolidación nacional (1853－1887)

─ 205 ─

presente. Habiendo logrado el reconocimiento de Estados Unidos, el gobierno de Juárez 

aseguró el frente que se le abría desde el mar. Dos veces asedió Miramón Veracruz, 

una en 1859 y otra en 1860, y las dos tuvo que levantar el sitio para acudir al interior del 

país, donde las derrotadas fuerzas constitucionalistas se rehacían y llegaban a amenazar 

la capital, mientras que en Veracruz el gobierno de Juárez continuó dictando medidas 

reformistas que iban más allá de lo económico, como la ley de matrimonio civil y la de 

secularización de camposantos, hasta llegar a la de libertad de cultos y separación de 

Iglesia y Estado del 4 de diciembre de 1860. Esto ocurría cuando las tropas de la reacción 

iban siendo derrotadas y abandonaban los lugares que aún conservaban. Miramón fue 

derrotado en Silao y, finalmente, en Calpulalpan el 22 de diciembre de ese año por el Jesús 

González Ortega, gobernador de Zacatecas y general en jefe̶militar improvisado como 

muchos otros̶del ejército constitucionalistas.

La lucha militar fue costosa y dejó saldos negativos en el campo, caminos, ciudades 

y pueblos del país. Ocurrió lo mismo en el terreno diplomático. El 26 de septiembre de 

1859, Juan Nepomuceno Almonte, representante del gobierno de Miramón en París, 

firmó con el de España, Alejando Mon, un tratado por el que a cambio de reconocimiento 

y ayuda México se comprometía a cumplir la negociación de la deuda española 

firmada por Santa Anna en 1853, en virtud de la cual se reservaría el 8% de los ingresos 

aduanales para su pago y, además, a castigar a los culpables de los asesinatos de súbditos 

españoles en diversas partes del país y a indemnizar a las víctimas sobrevivientes y a los 

perjudicados. Por su parte, el gobierno de Juárez en Veracruz suscribió, en diciembre de 

ese año, el tratado MacLean-Ocampo por el que concedía derecho de paso a las tropas 

norteamericanas por los estados fronterizos del norte y por el istmo de Tehuantepec. Este 

tratado no fue ratificado por el Senado de Estados Unidos y no se llevó a efecto, pero dejó la 

señal de entrega que tanto se ha reprochado al gobierno constitucionalista. Por otra parte, 

durante la guerra civil, unos y otros contendientes cometieron arbitrariedades afectando 

intereses particulares de mexicanos y extranjeros. Préstamos forzosos y confiscaciones, 

que dieron lugar a reclamaciones y hasta desconocimientos; además, contrajeron deudas 

a todas luces desproporcionadas, comprometiendo al erario nacional. La más sonada fue la 

de Miramón, quien firmó con el banquero suizo Juan Bautista Jecker un préstamo por 15 

millones de pesos, de los cuales sólo recibió 750,000. El trato sería objeto de reclamaciones 

mucho después, como parte de la deuda inglesa. Pues bien, todo ello estaba en la agenda 

de los gobiernos extranjeros cuando el presidente Juárez se trasladó de Veracruz a la 

ciudad de México, en enero de 1861.

3. La intervención extranjera y el Segundo Imperio, 1862－1867

La ocupación de la capital por el gobierno constitucional no significó el fin de la 

guerra civil. Se continuaría, como veremos, complicada con los intereses de acreedores y 
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gobiernos extranjeros, y en la lucha se enfrentarían dos proyectos políticos de nación: el 

republicano y el monárquico, haciendo del país campo de batalla.

En 1861, cuando el presidente Juárez ocupó la ciudad de México, expulsó a los 

representantes de España, Guatemala y Ecuador, al nuncio papal, al arzobispo de México 

y al obispo de Michoacán, por su abierta participación a favor del gobierno de Zuloaga y 

Miramón. Después, el 17 de julio, decretó la suspensión de pagos de la deuda extranjera, 

hasta en tanto se superara la escasez de recursos que había obligado a dar ese paso. Esto 

provocó la protesta de los representantes de Francia e Inglaterra, quienes salieron del 

país dando por terminadas las relaciones. Así, la difícil y contradictoria vida diplomática se 
convirtió en un frente que el gobierno hubo de atender al tiempo que luchaba en el que le 

imponía la guerrilla de la reacción, cuya actividad era terrible (en junio de ese año, grupos 

que obedecían a Leonardo Márquez dieron muerte a Melchor Ocampo, a Santos Degollado 

y a Leandro Valle); lidiaba, además, con los desacuerdos del partido liberal, pues algunos 

reclamaron desde el Congreso que Juárez entregara la presidencia por haber cesado la 

situación extraordinaria que lo había llevado a hacerse cargo del poder ejecutivo. Hubo 

elecciones y Juárez fue electo para el periodo que debía concluir a fines de 1864, pero las 

complicaciones y desacuerdos hacían ver la debilidad del orden republicano y alentaron a 

los monarquistas. El ambiente internacional se ofrecía favorable a su proyecto.

En Londres, los gobiernos de España, Francia y Gran Bretaña acordaron ocupar 

el territorio mexicano para intervenir las aduanas (única fuente de recursos líquidos) y 

presionar al gobierno para asegurar el pago de la deuda y para garantizar la seguridad 

e indemnización de sus nacionales perjudicados por la guerra y por la insolvencia. 

Proclamaron que no había intención de adquirir parte alguna del territorio, ni de influir en 

el régimen político del país. Las consecuencias de la convención de Londres, realizada en 

octubre de 1861, se materializaron en diciembre, cuando las tropas extranjeras ocuparon 

Veracruz. El gobierno mexicano decretó la ley del 25 de enero de 1862, declarando 

enemigos a los invasores y traidores a quienes secundaran sus acciones, sujetos al fuero 

militar y reos de la máxima pena. También procuró la negociación, que llevaron a cabo 

Manuel Doblado, secretario de Relaciones, y la comisión tripartita, encabezada por el 

representante español, el general Juan Prim, conde de Reus, hombre de ideas liberales 

y casado con mexicana, quien firmó los Acuerdos de la Soledad, en virtud de los cuales 

se permitió a las tropas de ocupación subir a Orizaba para que no sufrieran los daños 

del “vómito prieto” (fiebre amarilla, endémica en las costas), con el compromiso de que 

se retirarían al puerto, de no llegar a un acuerdo. El acuerdo se dio cuando Doblado 

convenció a los representantes extranjeros que el gobierno mexicano reiniciaría el pago 

de la deuda en cuanto la situación del país lo permitiera. Las tropas españolas e inglesas 

honraron el compromiso y se retiraron para embarcar, no así las francesas (más numerosas 

que las otras), que permanecieron en Orizaba y se dispusieron a ocupar el interior del 

país. Su propósito era otro: apoyar la instauración de una monarquía con príncipe católico, 
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extranjero. El proyecto se había expuesto tiempo atrás en México y en Europa y su 

realización se había fraguado con la activa participación de los exiliados de la guerra civil 

y, lo que resultó determinante, con el apoyo de Napoleón III, emperador de los franceses, 

en cuyas miras estaba la salvación de la raza latina frente al expansionismo anglosajón en 

América, palpable desde hacía muchos años, pero detenido ahora debido a la guerra de 

sucesión que enfrentaban los Estados Unidos por la separación de trece estados esclavistas 

del sur, confederados contra la Unión al ser declarada la abolición de la esclavitud. La 

guerra había comenzado en 1861 y, dados los recursos de uno y otro bando, parecía que 

iba a dar tiempo suficiente para afirmación de la monarquía en México sin peligro de 

obstáculos para la intervención de las potencias europeas.

Por su parte, los monarquistas mexicanos aseguraban que las tropas extranjeras 

serían recibidas y aclamadas como libertadoras y pacificadoras. No ocurrió así, como 

sabemos. La fuerzas francesas que avanzaban hacia la ciudad de México fueron derrotadas 

el 5 de mayo de 1862 en Puebla por las que mandaba el general Ignacio Zaragoza, 

auxiliadas por los Zacapoaxtlas, y aunque la derrota no fue grave en cuanto al número 

de bajas, sí fue un serio revés para “el mejor ejército del mundo”, que se vio obligado a 

retirarse y aguardar refuerzos de Francia y a afirmar el apoyo de los aliados mexicanos, 

pues el ánimo en la sociedad, dividida, conflictiva o como fuera, no correspondía a lo 

anunciado por los monarquistas. Al año siguiente, el 17 de mayo de 1863, tras dos meses 

de resistencia, la ciudad de Puebla cayó en poder de las fuerzas de ocupación, que iban 

asegurando, puertos de mar y tierra, caminos y poblados para llegar a salvo a la ciudad 

de México. Juárez salió hacia el norte acompañado de los secretarios y los miembros 

de los otros poderes, para establecer el gobierno en las ciudades que quedaban libres y 

organizar la defensa de la República. Dependía de la voluntad y alianza de los gobiernos 

de los estados y de la organización de un ejército carente de recursos y de pericia, de 

guerrillas conocedoras de sus lugares, pero desprovistas de armamento, para enfrentar al 

ejército de ocupación, que contaba con 30,000 franceses y 20,000 mexicanos bajo el mando 

francés y auxiliado por cuerpos especializados en el combate contra la guerrilla. Francia 

era entonces una potencia colonial y México un país dividido, en el que el espíritu nacional, 

ausente, según se decía, en los años de la guerra contra Estados Unidos, se afirmaba 

pese al conflicto entre dos proyectos de nación: el monárquico, que contaba con apoyo en 

fuerzas extranjeras, y el republicano, carente de ese apoyo, pues el aliado posible, Estados 

Unidos, se debatía en su propia guerra civil. La guerra que ahora dividía a México era la 

continuación de la guerra civil que había dividido a la sociedad desde 1858, complicada 

con la intervención de una potencia extranjera; como aquella, esta guerra calaba en las 

entrañas de la sociedad, pues tan mexicanos eran los republicanos, como los monarquistas 

partidarios de un imperio con príncipe extranjero, entre los cuales había, como en el bando 

republicano, diferencias importantes. Hubo entre los imperialistas personajes de diversa 

posición, desde conservadores-reaccionarios, derrotados en la guerra civil, hasta liberales 
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más o menos moderados, partidarios de las reformas que se habían venido imponiendo, 

que veían en la monarquía la posibilidad de un gobierno estable, a salvo de las disputas 

político-electorales, capaz de conducir al país conforme a los dictados del siglo.

La corona del Imperio Mexicano fue ofrecida a Maximiliano de Austria, hermano 

del emperador, nacido en 1832 y quien, como muchos de su generación, era de ideas 

liberales. Aceptó exigiendo muestras de voluntad del pueblo mexicano, lo que no fue 

difícil conseguir, y llegó a México en abril de 1864, cuando era evidente la división entre 

los partidarios del Imperio, pues si por una parte estaba un amplio sector del clero, del 

ejército y conservadores recalcitrantes que exigía la abrogación de las Leyes de Reforma 

y la restitución de los bienes de la Iglesia, por otra parte había quienes profesaban ideas 

liberales, partidarios de la desamortización en general y de la nacionalización de los bienes 

del clero, que procuraban el establecimiento de un gobierno firme, capaz de llevar a cabo 

esos principios con el menor costo social. Las diferencias empezaron a verse antes de la 

llegada de Maximiliano, cuando los jefes de las fuerzas francesas de ocupación hicieron 

saber que se respetarían los derechos de quienes habían adquirido bienes de la Iglesia 

en virtud de la desamortización y de la nacionalización, y se hicieron más evidentes 

cuando Maximiliano, habiendo ratificado esa postura, rechazó las exigencias del papa 

Pío IX, en el sentido de restablecer derechos y privilegios de la Iglesia y de declarar al 

catolicismo como religión de Estado, lo cual ocasionó la salida del nuncio papal, portador 

de tales exigencias. Esto ocurría en 1865, año en que el Maximiliano dictó disposiciones 

conciliadoras para equilibrar intereses en aquella desigual e injusta sociedad, como era 

la mexicana de entonces (y no sabemos hasta qué grado ha dejado de serlo). Se creo 

así la Junta Protectora de las Clases Menesterosas, encargada de oír a los necesitados y 

proponer soluciones a las correspondientes instancias del gobierno. A través de la Junta se 

conocieron, entre otras, pero mayoritariamente, quejas de pueblos afectados por las leyes 

de desamortización, y si bien, en ésta no se dio marcha atrás, se procuró que se llevara 

a cabo de manera que los pueblos aseguraran la posesión de su fundo legal y el reparto 

de las tierras entre las familias que los componían. Éstas y otras disposiciones relativas a 

los pueblos de indígenas se publicaron en náhuatl y en español. Por otra parte, el Imperio 

continuó las tareas de codificación civil emprendidas por el gobierno republicano, y puso 

en vigor la parte relativa a las personas y familia, con novedosos preceptos en lo tocante 

al reconocimiento de los hijos habidos fuera de matrimonio y sobre los derechos de la 

madre en la patria potestad. También puso en vigor la parte de la legislación modernizante 

del régimen de Santa Anna, como la relativa a la materia contencioso-administrativa, el 

Código de Comercio de 1854 y otras; retomó el proyecto de una nueva división territorial, 

esbozado por Alamán en 1852, que organizaba al país en 50 departamentos, en los cuales 

habría autoridades nombradas desde el centro, pero, y esto era una innovación contra 

las indicaciones del desaparecido líder conservador, en su interior habría municipios 

regidos por ayuntamientos de elección popular directa. Dio impulso a la la construcción 
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del ferrocarril México-Veracruz, a las líneas de telégrafo y a la introducción del sistema 

métrico decimal, iniciadas en regímenes anteriores, y en materia educativa y cultural se 

impuso el proyecto liberal, llegando a la supresión de la Universidad, en 1866. En pocas 

palabras, ese imperio, cuyo lema era “Equidad en la Justicia”, tuvo como meta los avances 

de la civilización y los hizo objeto de una dictadura liberal̶término y proyecto muy en 

boga y aconsejado aquí y allá en esos tiempos̶, a la que aspiraban también los gobiernos 

republicanos. Sólo que su apoyo principal era un ejército extranjero al que se habían unido 

las fuerzas de la reacción, y, de esa suerte, al desaparecer el sustento militar francés, el 

Segundo Imperio Mexicano estaba condenado a desaparecer para dar lugar a la República, 

cuyo gobierno se había refugiado en la frontera norte del país.

El balance de las fuerzas internacionales cambió cuando en abril de 1865 terminó la 

guerra civil de Estados Unidos, con la rendición de la confederación del sur y, en Europa, 

con el triunfo de las fuerzas prusianas sobre las austriacas, en Sadowa, en julio de ese 

año. Con el surgimiento de un Imperio Alemán poderoso, cambiaba desfavorablemente 

para Francia la geopolítica europea y, por lo que toca a América, el gobierno de Estados 

Unidos hizo saber al de Napoleón III que, llevaría a la práctica la doctrina Monroe, es decir, 

que no toleraría fuerzas de ocupación ni influencia directa de potencias extrañas en el 

Continente Americano. Las tropas francesas se retiraron en el otoño de 1866 y a principios 

de 1867; el Imperio Mexicano se redujo a las ciudades de México, Puebla, y Querétaro, 

donde cayó después de tres meses de sitio, el 15 de mayo y sucumbió en el fusilamiento de 

Maximiliano, y sus generales Miguel Miramón y Tomás Mejía, ejecutados en el Cerro de 

las Campanas el 19 de junio, tras haber sido juzgados conforme a la ley del 25 de enero de 

1862. 

El presidente Juárez entró triunfante a la ciudad de México el 15 de julio de 1867. 

El partido liberal, plenamente identificado como republicano y nacional, se unía en 

el momento del triunfo, pero tenía que enfrentar los problemas suscitados por los 

desacuerdos y desavenencias, que habían surgido durante la guerra, y las exigencias del 

sistema constitucional republicano, sumamente incómodas en momentos en que la disputa 

sobre la culpa de la guerra dividía a la sociedad.

Desacuerdos entre los republicanos se manifestaron en diversos momentos de la 

lucha contra la intervención. Los más graves fueron los que enfrentó el presidente Juárez 

con Santiago Vidaurri y con Jesús Gonzáles Ortega. Vidaurri, gobernador de Coahuila 

y Nuevo León, se negó a entregar la plaza y los recursos cuando Juárez, acosado por las 

fuerzas de intervención, entró a Monterrey en 1864. Luego de sancionar a Vidaurri̶
quien acabaría sus días en la ciudad de México combatiendo por el Imperio, en 1867̶, 

separando Coahuila de Nuevo León y ordenando que los derechos aduanales, que el 

gobernador controlaba, ingresaran a la tesorería de la República, Juárez pasó a Chihuahua, 

donde fue bien recibido por el gobernador Luis Terrazas, y tuvo después que refugiarse 

en Villa del Paso del Norte (hoy Ciudad Juárez), pues las tropas republicanas, comandadas 
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por el Jesús González Ortega, presidente de la Suprema Corte de Justicia y general el jefe 

del ejército, habían sido derrotadas en una desastrosa batalla. Esto creó un ambiente de 

desconfianza. El periodo para el que Juárez había sido electo terminaba en diciembre de 

1864 y González Ortega señaló que, como vicepresidente estaba en disposición de asumir 

el poder ejecutivo; se le hizo saber que dadas las circunstancias, el mandato del presidente 

se prolongaría un año más, González Ortega salió del país y Juárez, consciente de que 

volvería a reclamar el cargo, decretó el 8 de noviembre de 1865 que continuaría en la 

presidencia hasta que cesaran las causas que habían llevado a la prórroga de su mandato. 

Además, González Ortega fue puesto fuera de la ley, acusado de haber abandonado el país 

sin licencia estando al mando del ejército. Este acto de Juárez trajo la división del partido 

liberal, hombres que le habían seguido en los difíciles momentos de la guerra civil y en 

las peores circunstancias de la de intervención, lo abandonaron, considerando el acto 

como un golpe de Estado; mientras que otros̶como los militares Porfirio Díaz y Mariano 

Escobedo, y juristas como Sebastián Lerdo de Tejada e Ignacio Vallarta̶, advirtiendo la 

gravedad de la situación que enfrentaban en la lucha, le dieron su apoyo. Con esas cargas 

y contrariedades, además de las impuestas por la destrucción del país durante la guerra, 

entraba Juárez a la capital.

Como haya sido, el triunfo de la República frente al Imperio significó el triunfo del 

partido liberal identificado plenamente como nacional, pues había derrotado a la reacción 

que con el apoyo de fuerzas extranjeras había tratado de imponer el régimen monárquico. 

Se comprendió entonces la razón que asistió a Juárez al sobreponerse a la legalidad 

constitucional, cuando decretó la prórroga de su mandato. Ahora, después de la entrada 

triunfal en la capital de la República, tocaba el turno a la legalidad, algo bien difícil para el 

gobierno dados los principios rígidos de la Constitución de 1857 y de la legislación penal 

dictada en tiempos de guerra para sancionar a los enemigos de la República, enemigos en 

muy diverso grado de intención y culpabilidad, surgidos en una prolongada y cruel guerra 

civil.

4. La difícil afi rmación del orden republicano, 1867－1876

Urgía restablecer el gobierno sobre la plena vigencia de la Constitución y hacer en 

ésta reformas para lograr el equilibrio de los poderes públicos, a fin de que el ejecutivo 

contara con los medios indispensables para asumir su responsabilidad, sin tener que 

depender del Congreso en la marcha ordinaria del gobierno. En agosto de 1867 el ejecutivo 

convocó a la elección de los poderes de la Unión, según lo establecido, pero agregando a la 

convocatoria una consulta sobre la reforma de la Constitución para organizar al Congreso 

en dos cámaras estableciendo el senado (órgano indispensable en un sistema federal), dar 

al ejecutivo el derecho de veto y definir las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo, 

de acuerdo con el carácter presidencial del régimen (pues los legisladores se atribuían 
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facultades propias de un régimen parlamentario, siguiendo la reglamentación interna 

de la primera República federal), limitar la facultad que tenía la Comisión permanente 

del Congreso para convocar a periodos extraordinarios, y también, sobre el sistema 

adecuado para sustituir al presidente de la República en caso de que faltara el presidente 

de la Corte de Justicia. La consulta se limitaba a preguntar si el Congreso ordinario que 

se iba a elegir, podría o no ocuparse de esos puntos sin pasar por las formalidades de 

exigía la Constitución, pues ello entorpecería la posibilidad de tan necesarias reformas; 

iba acompañada de una circular en la que se explicaba la pertinencia de las reformas 

y del procedimiento, y se ponía de manifiesto el ánimo conciliador del gobierno, a fin 

de incorporar a la vida política de la República a quienes se habían visto obligados a 

permanecer y a ocupar cargos ordinarios en el Imperio, a diferencia de quienes habían 

ejercido altos puestos de mayor responsabilidad, y a otorgar el derecho de voto a los 

miembros del clero secular.

Las rivalidades políticas, exacerbadas por el proceso electoral, hicieron ver en la 

propuesta una falta a la Constitución por la que se había luchado desde 1858. La prensa 

periódica, que en esos años gozó de libertad sin precedentes, avivó el debate y los 

ánimos se exaltaron, ante lo cual, el gobierno retiró la propuesta de reforma. Juárez fue 

electo presidente constitucional para el periodo 1868－1871, en el que la normalidad 

constitucional tuvo que postergarse debido a la inseguridad en los caminos infestados de 

asaltantes y plagiarios, cuyas bandas se nutrían de excombatientes, y por la amenaza de 

otra guerra, debido a brotes imperialistas, como el que surgió en Yucatán, y a descontentos 

en diversas partes del país. Así, leyes de excepción y suspensión de garantías tuvieron que 

ser negociadas en el Congreso, desgastando la energía y buen concepto del ejecutivo. Pese 

a lo cual, los gobiernos federal y de los estados se asentaron y fomentaron la educación, 

restableciendo y creando escuelas, institutos y dando atribuciones a los ayuntamientos 

municipales para hacerse cargo de obras de asistencia social que en tiempos anteriores 

cumplían las corporaciones afectadas por desamortización y nacionalización de sus bienes. 

En estos campos hubo problemas, pero el gobierno federal, habiendo logrado el control 

del proceso desamortizador, echó mano en muchos casos de medios conciliadores que 

había puesto en juego “el llamado gobierno imperial”̶como se decía, para no darle 

espacio de legitimidad en la historia patria, que entonces se escribía̶y siguió adelante en 

el empeño desamortizador y secularizador de la sociedad. Algunos beneficios eran directos 

y visibles en las ciudades, en las clases altas y medias, pero no en el campo y lugares más 

o menos apartados (algunos en los suburbios de las ciudades), donde los pueblos y barrios 

de indígenas luchaban legalmente y también por las vías de hecho, para recuperar sus 

tierras y para mantener costumbres y devociones propias de la organización corporativa 

que el liberalismo, hijo legítimo del racionalismo individualista, se había empeñado en 

destruir desde tiempo atrás. Había ahora una legalidad propicia, derivada de un régimen 

constitucional que poco o nada atendía a situaciones creadas por el lucro y la competencia. 
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En haciendas agrícolas, trapiches e ingenios y otras empresas del campo; en panaderías, 

tocinerías, talleres y fábricas de las ciudades, seguían vigentes los sistemas ancestrales 

de endeudamiento de peones y trabajadores, de sujeción de aprendices. No deja de 

llamar la atención que hombres de ideas liberales, actuando como autoridades estatales y 

municipales, fortalecieran esos mecanismos, pues se veía en ellos medios para fortalecer la 

economía y el sentido de responsabilidad en cada uno de los habitantes de la República. Lo 

más visible era la necesidad de reconciliación política, la conciliación social se postergaba 

argumentando la necesidad de disolver diferencias raciales y de formas de vida, lo que, 

para los pesimistas era imposible y para los optimistas, más o menos sinceros, sólo podría 

darse por obra del mestizaje y por la educación e identidad culturales en manifestaciones 

compartidas. Lo cierto es que no faltaron empeños en este camino, la educación, hemos 

advertido, fue objeto de los gobiernos desde tiempo atrás, y tuvo en los años que ahora 

nos ocupan nuevo impulso. En 1867 se creó la Escuela Nacional Preparatoria, inspirada 

en el positivismo comteano, que predicaba la armonía social fincada en el conocimiento 

científico; se impulsó la expresión de una literatura nacional, dejando atrás las posiciones 

que separaron a los mexicanos en épocas de guerra. Prueba de ello es la obra de Ignacio 

Manuel Altamirano, particularmente, la revista El Renacimiento, que animó y recogió la 

obra de viejos, maduros y jóvenes autores.

En 1871 terminaría el periodo constitucional de Juárez. A las elecciones concurrieron 

tres candidatos, Juárez, oaxaqueño, nacido en 1806; Sebastián Lerdo de Tejada, 

veracruzano, en 1823, y Porfirio Díaz, oaxaqueño, héroe triunfador en la guerra reciente, 

nacido en 1830. La diferencia generacional era relativa, los tres participaron en el 

proceso de la Reforma y en la lucha contra el Imperio. Juárez triunfó, Lerdo ocuparía la 

presidencia de la Suprema Corte de Justicia, lo cual lo situaba en la vicepresidencia, y Díaz, 

despechado, se levantó con el Plan de la Noria, fue derrotado y abandonó el país. Juárez 

había atraído disgustos y oposiciones en el periodo anterior, y la oposición arreció en éste, 

que fue el último, pues murió el 18 de julio de 1872, en ambiente que amenazaba con otra 

guerra civil. No dejó por ello proyectos propuestos tiempo atrás y pospuestos debido a 

la falta de recursos y oportunidad, como la conclusión de la construcción de ferrocarril 

México-Veracruz y la reforma de la Constitución, objeto de su acuerdo la mañana del día 

en que murió. Lerdo se hizo cargo de la presidencia y, en su momento, fue electo para 

el periodo que debía concluir en 1875. Logró importantes avances en la reforma de la 

Constitución, en 1873, elevó a rango constitucional las Leyes de Reforma y promulgó la 

legislación reglamentaria para afirmar el carácter laico del régimen con la separación 

de la Iglesia y el Estado; al año siguiente se aprobó la creación del Senado, por lo que el 

Congreso pasó a ser un órgano bicameral, con la representación de la población en la 

Cámara de Diputados, y de los estados de la federación, en la de Senadores. Logró también 

el restablecimiento de relaciones con Gran Bretaña y atrajo capital inglés para concluir el 

ferrocarril México-Veracruz. Logros incuestionables que reflejan la experiencia y buenas 
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relaciones de aquel avezado político, compañero y consejero de Juárez en días difíciles 

de la guerra contra la intervención. Sin embargo, al igual que Juárez tuvo que valerse de 

facultades extraordinarias y de la suspensión de garantías para poder mantener el orden y 

la seguridad en distintas partes del país.

Fiado en su prestigio y afanoso de llevar a cabo los proyectos que se había propuesto, 

concurrió a las elecciones en 1875 y logró que el Congreso lo declarara electo para el 

periodo 1876－1879, pero tuvo que enfrentar dos impugnaciones; por una parte la de José 

María Iglesias, jurista reconocido y presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien 

reclamó el mando considerando que las elecciones que dieron el triunfo a Lerdo eran nulas 

debido a que se realizaron en lugares en los que había suspensión de garantías; por otra 

parte, la de Porfirio Díaz, quien se levantó en Tuxtepec proclamando la “no reelección”. 
Tras la derrota de las fuerzas del gobierno en Tecoac, Lerdo abandonó el país y dejó el 

campo abierto al triunfador militar, pues el legalista Iglesias hizo lo mismo al no llegar 

un acuerdo con Porfirio Díaz para que lo reconociera como presidente de la República. 

El orden constitucional invocado por los contendientes estaba sujeto a los vaivenes de la 

política, cuya última instancia̶muy socorrida en aquellos días de malograda estabilidad 

institucional̶era la fuerza. Así, la vigencia de la constitución se postergaba haciendo ver 

la necesidad de un acomodo de fuerzas verdaderamente político, pues el diálogo entre la 

fuerza militar y la razón de la Carta liberal era imposible. 

5. Hacia el liberalismo conservador, 1876－1889

Fue difícil para los legalista superar la derrota, pero con el tiempo se hicieron a la idea 

de que urgía establecer el orden que diera al país tranquilidad necesaria para aprovechar el 

crecimiento económico y la estabilidad del momento, y poder atraer capitales e industrias 

que prosperaban en Europa y en Estados Unidos. El campo empezó a modernizarse, con la 

expansión del ferrocarril era posible atender a la demanda de granos y de otros productos 

en lugares lejanos. Compañías mineras y de ferrocarriles, retomaron y aumentaron sus 

actividades. En 1868 había poco más de 500 kilómetros de vía; en 1888 llegaron a los 

5,500, uniendo ciudades y lugares del interior y a la capital de la República con Estados 

Unidos a través del Paso del Norte; ramales que comunicaban puntos lejanos se tendieron, 

abriendo otras vías de comercio con aquel país, y facilitando la comunicación interoceánica 

a través del istmo de Tehuantepec, donde hubo avances parciales en el tendido de vías (la 

vía completa tendría que esperar al siglo XX). Los avances materiales exigían una política 

estable, y ésta los requería y fomentaba.

A fines de 1878, penúltimo año del primer periodo presidencial de Porfirio Díaz, 

apareció el diario La Libertad, periódico “liberal-conservador”, cuyos editorialistas no 

ocultaban el apoyo oficial, que, según ellos, no obraba en detrimento de la libertad de 

prensa, sino que, por el contrario, favorecía la discusión abierta y responsable con diarios 
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de posición doctrinaria liberal, como El Monitor Republicano y El Siglo XIX, partidarios de 

mantener intocados los principios de La Reforma y los mecanismos de la Constitución de 

1857, pese a que las evidencias del presente hacían ver la necesidad de reforzar y actualizar 

la administración pública. Notable fue la polémica entre José María Vigil, distinguido 

hombre de letras, editorialista de El Monitor Republicano, nacido en Guadalajara en 

1829, y Justo Sierra Méndez, nacido en Campeche en 1848, editorialista responsable de 

La Libertad. Ferviente republicano, como Vigil, sólo que, como hombre de generación 

posterior, atento a situaciones que marcaban la modernidad científica y cultural, Sierra 

propuso desde las páginas de su periódico un programa de reformas a la Constitución 

para lograr que el partido liberal dejara de ser un partido de combate y se asumiera como 

partido de gobierno; para hacer que los derechos consagrados como garantías individuales 

se ejercieran con responsabilidad, es decir, cumpliendo con los deberes que implicaban. 

También propuso que el ejecutivo, responsable del orden público, tuviera los instrumentos 

adecuados al sistema presidencial, y que, llegado el caso, para fines determinados y 

específicos, fuera autorizado por el Congreso a legislar en materias concretas mediante 

comisiones, sometiendo el proyecto al Congreso para su aprobación; la autorización que 

cesaría una vez cumplido el objeto. Se trataba, decía Sierra, de “trasmutar la libertad en 

orden”, para hacer efectivos los principios constitucionales. Cuestiones como estas, según 

hemos visto, se habían planteado a lo largo de la vida del México independiente, bajo los 

diversos regímenes constitucionales, en los que se advirtió la rivalidad del legislativo y el 

ejecutivo y la imposibilidad de lograr el acuerdo entre ambos poderes. 

Quedaba, además el problema de la brevedad del periodo presidencial y la exigencia 

de la no reelección, proclamada por Díaz cuando se hizo con el poder. Pero las cosas iban 

cambiando. A Díaz sucedió el general Manuel González, héroe de la batalla de Tecoac y 

compadre del general Díaz, quien gobernó hasta 1884 y cumplió enfrentando problemas 

difíciles, como la renegociación de la deuda inglesa, en la que había reclamos dudosos, 

pero imposibles de eludir si se quería mantener e incrementar la credibilidad financiera 

que se iba logrando. La pérdida de popularidad González no obró en perjuicio de Díaz, 

quien fue electo a la presidencia para el periodo que concluiría en 1888, considerando que 

esta elección no era reprobable, pues no era inmediata. Sin embargo, en este segundo 

cuatrienio, Díaz logró se reformó la Constitución para permitir una reelección inmediata, y 

luego, a partir de 1892, la reelección inmediata se permitiría indefinidamente.

Al tiempo que se lograban estas reformas, se fue actualizando la legislación ordinaria, 

en 1884 contaba el país con un nuevos Códigos civil y de Comercio, se actualizó la 

legislación minera, se aseguró la jurisdicción de la autoridad federal en ese campo, en 

materia de propiedad territorial y en otras, pues por vía de interpretación constitucional, 

a través del juicio de amparo, podían y debían llegar a la Suprema Corte los asuntos más 

diversos. El Congreso, por su parte, dio preferencia a las iniciativas del ejecutivo federal 

y Díaz, por su parte, afectando respeto al régimen federal y a las autoridades locales, 
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supo establecer y mantener el contacto directo con las cabezas de los diversos ámbitos de 

autoridad.

Paralelamente a la instrumentación institucional y a la actividad política, se fue 

elaborando una justificación ideológica sustentada en los avances de la ciencia y en 

la explicación de la historia patria. En efecto, en los años ochenta México contaba 

con historias monumentales en las que se daba cuenta de la formación de la nación 

republicana. Una de índole conservador y conciliador, debida a Niceto de Zamacois, 

Historia de Méjico desde sus tiempos más remotos hasta nuestros días, publicada en veinte 

volúmenes entre 1876 y 1882; y otra de índole liberal y republicano, México a través de los 
siglos, cinco grandes tomos que fueron apareciendo en fascículos, entre 1882 y 1889. El 

último tomo, correspondiente a la Reforma y al triunfo de la República, fue escrito por José 

María Vigil en un tono beligerante. Hubo otras muchas publicaciones menores, pero, como 

haya sido, el hecho fue que México contaba ya con un recuento de su historia política en 

la que se asumían el triunfo y la consolidación de la República como destino de la patria 

mexicana.

Sin desmentir el aser to, pero moderando exaltaciones, Justo Sierra hizo su 

interpretación de la historia y advirtió la necesidad de una “política científica” sustentada 

en el conocimiento de la realidad social. Gracias a ello, se hacía evidente el proceso de 

evolución, en el que las revoluciones se presentaban situaciones patológicas del “organismo 

social”. El conocimiento de este complejo organismo permitiría prever y evitar esos 

momentos de exaltación destructiva. Hablaba de la necesidad de un partido “liberal-

conservador”, capaz de aprovechar la experiencia histórica en la construcción del porvenir. 

El texto al que aludimos es un ensayo que apareció en 1889, México social y político, que 

marca el paso del porfirismo al porfiriato, en el que si bien hubo un relevo generacional, 

no se logró crear el partido el partido “liberal-conservador” responsable de la política 

científica, pues quienes andando el tiempo habrían de reconocerse como “los científicos”, 
no prescindieron del caudillo, ni éste de ellos. Vivieron una suerte se simbiosis, en la que 

el viejo caudillo se hizo anciano y los maduros científicos se hicieron viejos.

Bibliografía mínima

Sierra, Justo

1948  “México social y político. (Apuntes para un libro)”, en: Ensayos y textos elementales de historia. 

Edición coordinada y anotada por Agustín Yáñez. México, UNAM, pp. 125－169. (Obras 

Completas del Maestro Justo Sierra, tomo IX). Hay reimpresiones recientes.

1953  Evolución política del pueblo mexicano. Edición establecida por Edmundo O’Gorman. México, 

UNAM (Obras Completas del Maestro Justo Sierra, tomo XII). Hay reimpresiones recientes.



Andrés Lira

─ 216 ─

Hale, Charles A.

1972  El liberalismo mexicano en la época de Mora, 1821－1853. Traducción de Sergio Fernández 

Bravo y Francisco González Aramburu. México, Siglo Veintiuno Editores. Hay reimpresiones 

recientes.

1991  La transformación del liberalismo en México a fines del siglo XIX. Traducción de Purificación 

Jiménez. México, Editorial Vuelta. Hay edición reciente, del Fondo de Cultura Económica.

Rabasa, Emilio

1956  La constitución y la dictadura. Estudio sobre la organización política de México. Tercera edición, 

con prólogo de Andrés Serra Rojas. México, Editorial Porrúa. Hay reimpresiones recientes.

Villegas Revueltas, Silvestre (compilador)

2008  Antología de textos de la Reforma y el Segundo Imperio (1853－1867). Introducción y selección 

de textos de Silvestre Villegas Revueltas. México, UNAM (Colección del Estudiante 

Universitario, 145).



El establecimiento de la nación independiente, 1821－1848

─ 217 ─

〈特集：国際シンポジウム「メキシコの歴史と現在を考える」〉
El establecimiento de la nación independiente, 1821－1848

Josefi na Zoraida Vázquez

El territorio del Imperio Mexicano llegó a tener 4 millones y medio de km
2
, con 

grandes riquezas pero con una población escasa de 6 y medio millones, distribuida 

desigualmente. La población era heterogénea, en su origen racial contrastante socialmente. 

La composición racial de la población comprendía un millón de criollos (30,000 españoles); 

3 y medio millones de indígenas y millón y medio de castas. Con las leyes de expulsión, 

los criollos monopolizaron los niveles superiores de esa sociedad, compartida con algunos 

mestizos e indígenas. En su mayoría la población era rural y muy diseminada, con 30 

ciudades y un centenar de villas. Su capital contaba con 150,000 habitantes y llegarían 

a 200,000 para mediados de siglo, era seguida por Puebla con 68,000, Guanajuato con 

41,000, las que contrastaban con los 9,000 habitantes de Taos, la más poblada del lejano 

norte. Eventos políticos y guerras extranjeras redujeron el territorio: en 1823 Guatemala 

se separó; en 1836 Texas se independizó; en la guerra con Estados Unidos, el norte fue 

conquistado y se perdieron en 1848, Nuevo México y Alta California y en 1853, se vendió 

la Mesilla. Cambiaron también los estados, pues Sinaloa se separó de Sonora en 1823, 

Aguascalientes de Zacatecas en 1835 y Guerrero de México en 1848. 

El Imperio Mexicano

El 27 de septiembre de 1821 se hacía el milagro: los enemigos de once años, unidos, 

entraban a una Ciudad de México engalanada y jubilosa. Los festejos disimulaban las 

contradicciones de la unión, pues los anhelos de realistas e insurgentes eran diferentes; a 

los primeros les bastaba la independencia para recuperar el brillo novohispano, pero para 

los insurgentes lo importante era la igualdad que sería obstaculizada por la unión ofrecida 

por Agustín de Iturbide. Todos confiaron en que la prosperidad se recuperaría a pesar 

del terrible legado que había dejado la guerra: el país estaba destrozado, desarticulada 

la administración y el cobro de impuestos, una deuda de 45 millones de pesos, 600,000 

muertos, minas y haciendas abandonadas y caminos infestados de bandidos. Es decir, la 

realidad contrastara con el optimismo general con que se fundaba un Imperio.

El mismo 27 se firmó un Acta de Declaración de Independencia y se nombró una Junta 

Provisional Gubernativa que, a su vez, eligió una Regencia de 5 miembros, presidida por 

Iturbide. En medio de apuros financieros, la Regencia convocó elecciones para el Congreso 

que redactaría la Constitución del Imperio. Los problemas no opacaron las esperanzas, que 

con alegría recibió la anexión de la Capitanía de Guatemala al Imperio. Pero poco antes de 
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que se inaugurara el Congreso Constituyente en febrero, llegó la noticia de que las Cortes 

y Fernando VII no reconocían el Tratado firmado por Juan O’Donojú. Esto se traducía 

como una amenaza de reconquista. La noticia dio lugar a facciones en el Congreso, lo que 

unido a su falta de experiencia política se distrajo en cuestiones menores, sin ocuparse del 

urgente arreglo de la hacienda pública y la redacción de la Constitución. 

La falta de recursos y los desacuerdos provocaron fricciones entre el Congreso e 

Iturbide, quien llegó a amenazar con la renuncia. El rumor de que el Congreso reduciría al 

ejército, llevó al regimiento al mando del sargento Pío Marcha a iniciar un motín la noche 

del 18 de mayo de 1822 al grito de ¡Viva Agustín I, emperador de México! El populacho y 

los soldados exigieron al Congreso que se reuniera y en medio de una gritería, Valentín 

Gómez Farías, a nombre de un grupo de diputados, leyó la propuesta de coronar a Iturbide 

como emperador, aprobada por una votación de 67 contra 15. 

La coronación se hizo hasta el 21 de julio y la pompa estuvo limitada por la escasez de 

recursos, mientras los enfrentamientos entre Iturbide y el Congreso se agravaban con la 

llegada de Servando Teresa de Mier, republicano que, apoyado por las logias masónicas 

empezó a conspirar contra el Emperador. En realidad, Iturbide contó con mayores 

facultades como Regente que como Emperador. La ineficiencia del Congreso para resolver 

los problemas, hizo que muchos diputados le aconsejaran disolver al Congreso, lo que 

Iturbide hizo el 21 de octubre. Éste fue sustituido por una Junta Nacional Instituyente, 

formada con algunos de los diputados, pero el descontento estalló en las provincias, 

resentidas por los intentos centralistas del Emperador y la imposición de préstamos 

forzosos, para obtener recursos para pago de salarios. Este malestar fue aprovechado 

por Antonio López de Santa Anna para pronunciarse el 2 de diciembre de 1822. El 

Emperador envió tropas a someter a Santa Anna, pero instigadas por las logias masónicas 

se pronunciaron con el Plan de Casa Mata, exigiendo la elección de un nuevo Congreso, lo 

que hizo a todas las diputaciones provinciales y ayuntamientos, aprobarlo y adherirse. Esto 

condujo a que a principios de marzo de 1823, Iturbide reinstalara el Congreso que había 

disuelto, abdicara la Corona el 22 y se exiliara. 

La primera república federal

El Congreso se negó a convocar uno nuevo y después de desconocer el Imperio que 

lo había aprobado, nombró un Supremo Poder Ejecutivo formado por tres generales, 

Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Pedro Celestino Negrete, al que las provincias le 

negaron obediencia. El territorio pareció fragmentarse, al declararse cuatro estados libres y 

soberanos. Por fortuna, el movimiento federalista salvó la unidad, a excepción de Guatemala 

que decidió separarse. El Congreso se vio forzado a convocar la elección de uno nuevo 

más representativo que se reunió en noviembre de 1823, lo que permitió que redactaran 

el Acta Constitutiva (enero de 1824) y la Constitución de 1824, que establecía la republica 
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representativa, popular y federal formada por 19 estados, 4 territorios y un Distrito Federal. 

La Constitución, jurada en octubre, garantizaba la católica como religión de Estado y un 

gobierno dividido en tres poderes con el legislativo como poder dominante. Un presidente 

y un vicepresidente se harían cargo del ejecutivo, elegidos por las legislaturas estatales, 

mientras el judicial lo desempeñarían los tribunales y una Suprema Corte de Justicia. 

El sistema electoral durante todo el siglo XIX sería indirecto, aunque en le primer nivel 

votaban casi todos los hombres mayores de edad por electores. El federalismo mexicano 

fue más radical que el de Estados Unidos, pues el gobierno federal no tuvo facultades 

fiscales sobre la población, quedando dependiente de una cantidad que iban a pagar los 

estados más el producto de las Aduanas, lo que lo condenó a una gran debilidad. Antes de 

inaugurarse el primer gobierno, México se había enlutado con el fusilamiento de Iturbide 

ya que el Congreso había aprobado una ley que lo declaraba fuera de la ley si tocaba 

territorio mexicano. Iturbide sin conocerla, desembarcó en Soto la Marina y la legislatura 

de Tamaulipas lo declaró traidor, sin tomar en cuenta sus inapreciables servicios a la 

independencia.

La nueva república enfrentó también la falta total de recursos, la necesidad de 

reconocimiento de las potencias y del Vaticano y las ambiciones del ejército que se sintió 

con derecho a expresar la voluntad nacional en pronunciamientos. Por de pronto, fue 

indispensable conseguir el reconocimiento de Gran Bretaña que, como principal potencia 

económica y política, podía mediar con España y otorgar el préstamo requerido. 

Hasta 1825, sólo habían reconocido la independencia Perú, Colombia, Chile y 

Estados Unidos, cuyo primer ministro plenipotenciario, Joel R. Poinsett llegó en 1825. 

La especulación de los banqueros ingleses hizo que los préstamos se adelantaran al 

reconocimiento inglés y se concedieran en 1824. Al año siguiente, el ministro George 

Canning extendió el reconocimiento y en 1826 se firmó el Tratado de Amistad y Comercio 

con Gran Bretaña, país que dominó el comercio exterior y fue considerado como principal 

aliado. 

Los préstamos ingleses permitieron que el primer presidente Guadalupe Victoria 

pudiera funcionar durante dos años en paz, pues la economía del país y el cobro de 

impuestos no lograron regularizarse, mientras el contrabando se había generalizado. Esto 

impidió al gobierno pudo pagar los intereses de los préstamos lo que reanudó la escasez 

de recursos. La libertad de comercio terminó con la industria incipiente mexicana, pues los 

textiles ingleses eran más baratos. La falta de comunicaciones, la inseguridad, el costo de 

la arriería y la falta de un banco y de moneda flexible, obstaculizaron el comercio. Iturbide 

había introducido el papel moneda pero el Congreso lo suprimido a su caída. 

En 1825 se fundó una nueva logia masónica, la yorkina, que no tardó en chocar con 

la escocesa, introducida por las tropas españolas en 1814. Los problemas empezaron a 

presentarse en 1827 con la conspiración del padre Arenas, que pretendía restablecer el 

dominio español en México. Denunciado, fue juzgado y fusilado con los complicados, 



Josefi na Zoraida Vázquez

─ 220 ─

desató un movimiento para expulsar a los españoles, mismo que fue tomado como 

bandera por los yorkinos, generando enfrentamientos con los escoceses, paralizando el 

funcionamiento del Congreso. Al agravarse la situación, el vicepresidente, Nicolás Bravo 

se pronunció con un plan que pedía la abolición de las logias, la expulsión del ministro 

Poinsett por su intervención en la política mexicana y la aplicación de las leyes. Derrotado 

por Guerrero, Bravo fue exiliado, sin que cesara la crisis de la república, afectando la 

sucesión presidencial. 

Para 1828 al realizarse las elecciones para ejecutivo, no se respetaron los votos de las 

legislaturas, pues los yorkinos radicales se pronunciaron contra Manuel Gómez Pedraza 

quien obtuvo el mayor número de votos y exigieron reconocer al perdedor Vicente 

Guerrero y a Anastasio Bustamante como vicepresidente. Después una serie de disturbios 

y el saqueo del Parián, edificio que amparaba las tiendas de lujo, Pedraza renunció y el 

Congreso, sin autoridad, reconoció a Guerrero, quien juró el cargo en abril de 1829. El 

gobierno enfrentaba una situación delicada, pues el país estaba amenazado de reconquista, 

carente totalmente de recursos y además proceder a expulsar a españoles ricos que se 

llevaban sus fondos y pobres que tenían familias mexicanas. Para solucionar el problema 

financiero se decretaron impuestos sobre las propiedades y préstamos forzosos a los 

estados. Gracias a las fiebres tropicales y las tropas de los generales Mier y Terán y Santa 

Anna se pudo derrotar a las tropas encabezadas por Isidro Barradas, quien erróneamente 

creía que los mexicanos ansiaban volver a la dependencia de España. De todas maneras, 

en medio de un descontento general, el ejército desconoció a Guerrero y apoyó al 

vicepresidente Bustamante para ocupar el ejecutivo. 

El nuevo gobierno deseaba establecer el orden para favorecer la economía. El 

ministro Lucas Alamán logró poner en orden la hacienda pública, normalizar el pago de 

la deuda británica y tomar medidas para favorecer la industrialización, la agricultura y 

la ganadería. Para terminar con los movimientos rebeldes, se gobernó con mano dura y 

aquellos que se levantaron en armas, fueron fusilados sin ninguna consideración. El propio 

Guerrero, apresado mediante traición, fue juzgado y condenado por un tribunal de guerra 

y fusilado en Cuilapa el 14 de febrero de 1831, con lo que la patria se enlutaba con la sangre 

de un héroe. El malestar en los estados se volvió a presentar, temerosos de un posible 

centralismo, pero esperaban que se volviera a la legalidad en las elecciones de 1832, en las 

que favorecían la candidatura de Mier y Terán, frente a candidatos como Bravo y Alamán.

Santa Anna que no era mencionado como candidato, lo que lo llevó a aprovechar el 

descontento para pronunciarse en enero de 1832. La lucha se extendió por todo el país, 

lo que arruinó definitivamente a la hacienda pública, de manera que el gobierno quedó 

definitivamente a merced de los préstamos de los usureros para poder funcionar. Mier 

desilusionado y temeroso de la pérdida de Texas, se suicidó en julio. Los estados que 

desconfiaban de Santa Anna, exigieron que Gómez Pedraza regresara y terminara el 

periodo para el que había sido electo, lo que hizo en diciembre a abril de 1834.
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En las elecciones de 1833 resultaron electos Santa Anna como presidente y Valentín 

Gómez Farías como vicepresidente. Santa Anna dejó el ejecutivo en manos de Farías 

durante casi todo un año, pues estalló el movimiento de religión y fueros, provocado por 

la violación de votos y venta de bienes del clero en algunos estados. Esto generó temor 

en los diputados radicales del Congreso que aprobaron un decreto que desterraba a una 

lista de ciudadanos que se temía se opusieran a las reformas y, según decía, a todo aquel 

que estuviera en el mismo caso, sin aclarar cual. Santa Anna tardó en vencer a los rebeldes 

porque se había generalizado en todo el país una epidemia de cólera que hizo grandes 

estragos en la población. En noviembre el Congreso empezó a promulgar las reformas: 

supresión de coacción civil para el pago del diezmo y el cumplimiento de los votos 

monásticos; marginación del clero en la educación superior; clausura de la Universidad; 

provisión de curatos vacantes, es decir, ejercicio del Real Patronato. La provisión de los 

curatos provocó la resistencia de los obispos y su destierro, lo que causó alarma popular. 

Santa Anna aprobó las reformas con la esperanza de que resolvieran los problemas 

de la hacienda pública. El Congreso discutió la desamortización de los bienes del clero, 

pero cuando intentó discutir reformas al ejército, Santa Anna aprovechó el malestar para 

reasumir el poder y en cuanto lo hizo, suspendió las reformas a excepción de la supresión 

del diezmo, que tanto favorecía a los hacendados. Por entonces para todos era evidente 

que el sistema federal no funcionaba, y la mayoría pedía su reforma. El Congreso nacional 

elegido en 1834 estaba dispuesto a hacerlo y empezó con un decreto que reducía las 

milicias cívicas, tropas que los estados consideraban como garantía de su autonomía, por lo 

que tanto Zacatecas como Coahuila y Texas se negaron a obedecer. El gobierno tuvo que 

someter a Zacatecas mediante un ejército, sin que tuviera que enfrentar a las milicias, pues 

huyeron Otro ejército se movió para someter a Coahuila y Texas. El desafío zacatecano 

y las amenazas texanas de independencia de la provincia, hizo que muchos federalistas 

moderados, temieran que el federalismo estuviera favoreciendo la desintegración del 

territorio y se resignaron a establecer el sistema centralista.

Colonización e independencia de Texas

Con la población concentrada en el centro y el sur, con un norte casi deshabitado 

que colindaba con un país dinámico y expansionista, hizo que las extensas fronteras 

fueran vulnerables pues se carecía de recursos humanos y materiales para vigilarlas. Así, 

aventureros, indios desplazados por los norteamericanos y colonos sin tierra entraban y 

se establecían sin que nadie se los impidiera. Esto convirtió a la colonización en verdadera 

obsesión desde los últimos años del virreinato. España logró negociar la frontera entre 

Nueva España y Estados Unidos, a cambio de la cesión de las Floridas en el Tratado 

Adams-Onís de 1819, pero no llegó a marcar la frontera, de la que sólo existían mapas 

inexactos. El gobierno español preocupado por sus súbditos de las partes perdidas, les 
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ofreció la posibilidad de establecerse en Texas. Esta oferta inspiró a Moisés Austin, 

exsúbdito español, a pedir un permiso para establecerse con 300 familias. La concesión 

aprobada en 1820, era generosa: 640 acres de tierra para cada colono, jefe de familia, 320 

a la esposa, 100 por cada hijo; exención de impuestos por 7 años en todos los artículos 

que necesitaran importar, a condición de que las familias fueran católicas, no introdujeran 

esclavos y juraran las leyes españolas. Como muriera Moisés, su hijo Esteban llegó a 

Texas y como se había consumado la independencia, tuvo que refrendar el permiso, 

primero con el Imperio y luego con la República. Dado que Estados Unidos vendía la 

tierra para pagar las deudas del gobierno y en Texas era prácticamente gratis, pues sólo 

se pagaba el deslinde que hacían los concesionarios y la escrituración al estado, lo que 

hizo que la afluencia de norteamericanos fuera constante y para 1830 hubieran ya diez 

angloamericanos por cada mexicano y, por la falta de vigilancia, no eran católicos y habían 

introducido esclavos. Cuando se conoció el informe del general Manuel Mier y Terán, el 

gobierno mexicano que estaba preocupado por el interés de Estados Unidos por obtener 

Texas, promovió una nueva ley de colonización del 6 de abril de 1830 que prohibía la 

entrada de norteamericanos y ordenaba establecer guarniciones para vigilar las fronteras.

La colonización de angloamericanos con diferente cultura y religión, provocó 

tensiones, aunque los verdaderos problemas derivaron de la actitud mexicana contra la 

esclavitud y la apertura de aduanas al vencer los plazos de libre importación. Como la 

Constitución del estado declaró que nadie nacía esclavo, la esclavitud se convertía en 

temporal, inquietando a los colonos que la consideraban indispensable para producir 

algodón. Esta aumentó al declararse abolición total de la esclavitud en México en 1829, 

a pesar de que se exceptuó a Texas. La nueva ley de colonización de 1830 que la ponía 

en manos del gobierno nacional y prohibía la entrada de angloamericanos, agudizó la 

inquietud, lo que condujo a que en 1832 se organizaran dos convenciones en las que se 

expresaron tendencias separatistas. Se decidió que Austin viajara a México a pedir la 

separación de Texas de Coahuila, la extensión del periodo de exención de impuestos y la 

cancelación de la prohibición de entrada de angloamericanos. Austin contaba con amigos 

en el Congreso radical de 1833 y logró una extensión de tres años y la cancelación de la 

prohibición de colonos angloamericanos. Santa Anna le prometió que, además, pediría 

al estado de Coahuila y Texas que hiciera reformas favorables a los colonos, lo que se 

efectuó en 1834. El estado aprobó el uso del inglés, el juicio por jurado, decretó mayor 

número de ayuntamientos y el nombramiento de un angloamericano como representante 

del poder judicial estatal. De todas maneras, la apertura de la aduana al vencerse el nuevo 

plazo y la reducción de las milicias sirvieron para que los anexionistas empezaran a agitar 

a los colonos, de manera que la noticia de que se establecería el centralismo, sirvió de 

pretexto para que los texanos desconocieran al gobierno mexicano en septiembre de 1835 

y empezara a cruzar la frontera una avalancha de voluntarios para “luchar por la libertad”. 
Santa Anna emprendió la marcha a Texas con un ejército improvisado. La victoria 
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lo acompañó en las primeras batallas. El 6 de marzo de 1836, los colonos declararon la 

independencia y nombraron presidente y vicepresidente y redactaron una Constitución 

esclavista. Santa Anna emprendió la persecución de las autoridades, pero un descuido 

cometido el 21 de marzo lo hizo caer prisionero en San Jacinto, acudiendo a firmar los 

Tratados de Velasco que reconocían la independencia de Texas. El general Vicente Filisola 

recibió sus órdenes de retirar las tropas mexicanas del otro lado del río Bravo, que al 

obedecer, a pesar de venir de un prisionero, aseguró el éxito texano, pues México no 

tendría recursos para emprender la reconquista.

Los texanos no sólo enajeraron la tierra que se les había concedido con generosidad 

y privilegios especiales, sino que reclamaron la frontera hasta el Bravo, cuando Texas 

llegaba al río Nueces, además de desatar toda una campaña de descrédito contra México, 

acusándolo de militarismo, centralismo (a pesar de que las primeras concesiones las 

habían recibido de gobiernos monárquicos centralistas) y falta de tolerancia para su 

religión, olvidando que habían entrado como católicos. No mencionaron la esclavitud, 

porque los norteamericanos del norte les hubieran negado su apoyo. El presidente Andrew 

Jackson que estaba detrás del movimiento, no se atrevió a reconocer la independencia de 

Texas hasta poco antes de dejar el poder en marzo de 1837. 

Se experimentan sistemas centralistas

El Congreso suspendió parte del orden federal en octubre de 1835, mientras se 

debatía una nueva ley suprema durante más de un año. Las Siete Leyes estuvieron listas 

a fines de 1836 y fueron recibidas con esperanzas. El centralismo era liberal pero el 

sistema era complicado. Mantenía la división de poderes, pero creaba uno nuevo, el Poder 

Conservador de cinco miembros, para vigilar a los otros tres. El ejecutivo, mantenía su 

debilidad, pero sin vicepresidencia, aunque su duración se extendida a 8 años. Los estados 

se convertían departamentos, cuyos gobernadores eran nombrados por el presidente de 

una terna que enviaba por sus juntas departamentales de sólo 7 miembros. Para fortalecer 

al gobierno nacional se le daba el control de todo el prepuesto de la república. Se estableció 

el voto censitario, es decir, sólo votarían y serían votados los que tuvieran propiedades 

o capital. La carencia de recursos y las amenazas externas, volvieron a obstaculizar el 

funcionamiento del nuevo orden constitucional. 

Anastasio Bustamante fue electo presidente y aunque era federalista, aceptó el 

nuevo orden. Tenía esperanza en que la Iglesia le haría un préstamo que le permitiera 

hacer frente a los gastos administrativos, pero no sucedió. A los pocos días de tomar la 

presidencia, estalló un movimiento federalista que se extendió por casi todo el norte y al 

año siguiente, el ministro francés, desde Veracruz lanzaba un ultimátum: México pagaba 

las reclamaciones de sus nacionales o sus puertos eran bloqueados por la flota francesa. 

Algunas de las reclamaciones eran injustas, como la de un pastelero que pedía una cantidad 
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estratosférica por pérdidas en un motín. A fines del 1838 Veracruz fue bombardeada y en 

un incidente, Santa Anna perdió una pierna, lo que lo rehabilitó ante la opinión pública que 

olvidó su actuación en Texas. Después de un año bloqueos y bombardeo, con un préstamo 

México pagó lo exigido para firmar la paz.

Aunque el movimiento del norte se fue controlando, en 1840 se produjo otro en plena 

capital, dirigido por Gómez Farías. Como al terminar se perdonó a los complicados, sin 

tomar en cuenta los cuantiosos daños, el descontento con la administración se agudizó y 

se extendió la certeza de que el centralismo tampoco funcionaba. Surgieron proposiciones 

para solucionar: el monarquismo con un rey europeo o la dictadura militar. Los militares 

se ocuparon de hacer un gran escándalo sobre los peligros monárquicos y después, en 

connivencia con los comerciantes extranjeros promovieron tres pronunciamientos para 

establecer la dictadura. En octubre de 1841 Antonio López de Santa Anna asumía el 

ejecutivo, con facultades extraordinarias para gobernar y legislar, mientras se reunía un 

Congreso que redactara una nueva Constitución. Se eligió un Congreso Constituyente 

que debatió durante 1842 una nueva constitución, pero como el proyecto era federalista, 

fue disuelto y sustituido por una Junta de Notables que redactó las Bases Orgánicas en 

junio de 1843. Éstas mantenían el centralismo, pero concedían mayor representación 

a las Asambleas Legislativas departamentales que participaban en la elección de los 

gobernadores y la administración interna. Se eliminó el Poder Conser vador y se 

aumentaron las facultades del ejecutivo. Nuevamente, el problema financiero imposibilitó 

su funcionamiento, ensombrecido por la inminente guerra con Estados Unidos, que no 

sólo negociaba la anexión de Texas, sino ponía su mirada en California.

Bajo el orden impuesto por las Bases Orgánicas se eligió presidente a Santa Anna, con 

un Congreso decidido a exigirle cumplir con la ley, tanto que cuando en 1844, éste intentó 

disolverlo, lo desaforó y lo exilió, siendo sustituido conforme a la constitución por don José 

Joaquín de Herrera quien se esforzó por establecer un gobierno honesto, que conciliara a 

todos los partidos y evitara la guerra. Para esto, Herrera se dio cuenta de que era necesario 

reconocer la independencia de Texas y evitar que se anexara a Estados Unidos y lo intento. 

Pero el país estaba amenazado no sólo por el norte, también por la conspiración española 

que intentaba establecer una monarquía y otra de federalistas radicales para traer a Santa 

Anna al poder. Mientras las dos conspiraciones acusaban a Herrera de intentar vender 

Texas y California, Mariano Paredes y Arrillaga recibía órdenes del gobierno de partir 

al norte con su división para defender la frontera y, en lugar de obedecer, se dirigió a la 

capital para asaltar la presidencia.

La nueva dictadura también chocó con la falta de recursos. Confiado en que Gran 

Bretaña apoyaría a México, en lugar de prepararse para la defensa, combatió a los 

federalistas. De esa manera, el 8 y 9 de mayo de 1846 los norteamericanos obtenían las 

primeras victorias sobre el ejército mexicano, lo que desprestigió a Paredes, quien apenas 

gobernó 7 meses.
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Se restablece el federalismo en medio de la guerra con Estados Unidos

Mientras la inestabilidad política había paralizado el crecimiento económico y de 

la población, el país del norte contaba para 1840 con casi 20 millones de habitantes que 

contrastaban con los 7 y medio de México. Su dinámica economía y la llegada constante 

de inmigrantes más las ambiciones de sus gobiernos, convir tió al expansionismo 

norteamericano en verdadera fiebre, por lo que durante esa década exigía ya California y 

Nuevo México, Oregón y Canadá. El presidente John Tyler inició las negociaciones para 

anexar Texas, logrado finalmente en 1845, mientras el candidato a sucederlo, James Polk, 

declaraba sus intenciones de adquirir California, Nuevo México y Oregón. Polk confiaba 

en conseguir el territorio sin guerra por compra o soborno a Santa Anna, pero decidido a 

todo, cuando falló la compra, ordenó al general Zachary Taylor avanzar hacia el río Bravo 

en enero de 1846, es decir a territorio mexicano o en el peor de los casos territorio en 

disputa. Después de un incidente entre esas tropas intrusas y las mexicanas, la noticia 

hizo que declarara la guerra, acusando a México de constantes “insultos” y de haber 

derramado, en abril de 1846, sangre norteamericana en territorio norteamericano, lo cual 

era falso. Las preparaciones para la guerra estaban listas. Estados Unidos contaba con una 

flota respetable, un ejército pequeño pero profesional y miles de inmigrantes que podían 

ser llamados como voluntarios y una poderosa artillería moderna. De inmediato se ordenó 

el bloqueo de los puertos mexicanos y la partida de un ejército hacia Nuevo México y 

California que, en enero de 1847 había conquistado y anexado esas provincias; otro, rumbo 

a Chihuahua y uno más que seguiría la ruta de Cortés de Veracruz a México, al mando de 

Winfield Scott.

México estaba en condiciones desastrosas: sin recursos, sin ejército profesional y 

con armas obsoletas y, para colmo, dividido por facciones que olvidaban los intereses 

nacionales. Los federalistas radicales se pronunciaron en agosto de 1846 cuando Paredes 

salía de la capital para marchar al norte, y restablecieron la Constitución de 1824 y el 

cambio de gobierno en plena guerra dificultó la organización de la defensa. Algunos 

estados confundieron las prioridades y en lugar de apoyar al gobierno federal, reservaron 

sus fuerzas para su propia defensa. Santa Anna llegó antes de terminar el mes, después de 

aparentar aceptar con un enviado del presidente James Polk que él facilitaría la firma de 

un Tratado. Esto le permitió cruzar el bloqueo de la flota norteamericana a las costas del 

Golfo. El 20 de agosto estaba en México y se apresuró a marchar a San Luis para preparar 

la defensa. Después sería electo presidente, cargo que desempeñaría hasta el 15 de 

septiembre de 1847. 

Una vez iniciada la guerra, el resultado era previsible. Las esperanzas en Gran Bretaña 

fallaron, pues Polk logró negociar que le cediera parte del Oregón, de manera que México 

enfrentó solo la guerra y las condiciones contrastantes, aseguraron que las derrotas se 

sucedieran después de la costosa batalla de la Angostura en febrero de 1847. Para agosto 
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de 1847 las tropas norteamericanas estaban ya en el valle de México. Un armisticio 

permitió a los comisionados mexicanos oír al enviado norteamericano, Nicholas Trist, las 

condiciones para la paz y las consideraron inaceptables. Al reanudarse la lucha, las batallas 

de Churubusco, Molino del Rey y Chapultepec abrieron las puertas de la capital al ejército 

que el 14 de septiembre empezaron a entrar a la ciudad de México, mientras el pueblo 

intentaba defenderla con un resultado sangriento que no evitó que el 15 ondeara la bandera 

invasora en Palacio Nacional. Santa Anna, convencido de la imposibilidad de resistir, había 

ordenado que el ejército saliera a la villa de Guadalupe, donde renunció a la presidencia y 

ordenó que el gobierno partiera a Querétaro. 

Don Manuel de la Peña partió con algunos federalistas moderados a Querétaro, donde 

consiguió establecer un gobierno que, milagrosamente, logró mantenerse y negociar 

la paz. En medio de penurias y problemas, se reunieron algunos gobernadores y parte 

del Congreso y en enero, se pudo negociar la amarga paz. Nuevo México y California 

que habían sido conquistados, tuvieron que cederse, pero se salvó Baja California y 

Tehuantepec. El 2 de febrero en la villa de Guadalupe se firmó el Tratado de Guadalupe, 

enviado de inmediato a Washington. Esto permitió hacer elecciones, siendo elegido 

Herrera para la presidencia y el Congreso que ratificaría el Tratado en Querétaro en 

mayo. Hay que insistir que no se vendía el territorio pues había sido conquistado, ya que 

la indemnización era por daños y el prorrateo que le correspondía a la parte perdida de la 

deuda exterior. 

Retirado el ejército invasor, reorganizar la hacienda pública y el ejército y reanexar 

a Yucatán que experimentaba un sangriento levantamiento maya. No se logró neutralizar 

la polarización política, pues las pérdidas de territorio permitieron que las facciones se 

acusaran unas a otras de ser las culpables. De esta confrontación surgiría el primer partido 

verdadero, el Conservador en 1849, frente al cual se definiría el Liberal, con sus versiones 

moderada y radical o pura. 

Sociedad y cultura

La población mexicana se caracterizaba por un detestable contraste: mientras el 

68% de la población vivía con 50 pesos anuales, el 22% lo hacía entre 50 y 300 y un 19% 

contaba una riqueza impresionante. Los extranjeros recién llegados acapararon comercio, 

industria y minería, pero el camino más seguro al enriquecimiento fue hacer préstamos 

usureros al empobrecido gobierno. Los criollos mantuvieron el dominio de la agricultura 

e incursionaron en el comercio y en menor escala en la minería. La Iglesia que continuaba 

siendo rica, pero débil también encerraba un gran contraste. A pesar de que contaba con 

un capital estancado de 180 millones y 7 y medio millones de renta, lo disfrutaban 10 

obispos y 177 canónigos. Desde luego, la Iglesia sufría los embates gubernamentales que 

pedía préstamos y retardaba los pagos. Pero párrocos y frailes vivían en su mayoría en total 
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pobreza y se habían reducido a tan solo 3,500 individuos. Los mineros, víctimas de grandes 

pérdidas durante la guerra independentista, no lograron reponerse, por lo que vendieron 

o se vieron forzados asociarse con capitalistas extranjeros. Al ejército, por el contrario, lo 

favorecieron las luchas y las guerras que plagaron la república, por lo que llegó a tener 

demasiados oficiales pues ascendía con los pronunciamientos, además se beneficiaba 

con las contratas de vestuario, mulas y alimentos para el ejército. Los 75,000 hombres se 

redujeron a 30,000, sin duda insuficientes para vigilar un territorio tan grande. La tropa 

eran de leva, por lo que desertaba a la menor oportunidad, pues vivían en condiciones 

desastrosas. 

La burocracia, víctima de la falta de presupuesto, veía los cambios de gobierno con 

la esperanza de que le pagaran sueldos atrasados. Algunos profesionistas prosperaron, en 

especial los abogados y algunos médicos, pero la mayor parte permaneció en las filas de 

la burocracia. El resto de la población, rancheros, peones, trabajadores de minas, obreros, 

artesanos, sirvientes, vendedores, aguadores, eloteros, léperos sobrevivió como pudo, 

acomodándose a las limitaciones impuestas por los tiempos. 

En buena parte, la sociedad mantuvo los usos y costumbres virreinales, no sin 

que hubiera cambios, notables en los puertos y la capital, donde se asentaron muchos 

extranjeros. Una compañía de diligencias empezó a comunicar a la capital con las 

principales ciudades de provincia; el viaje tomaba siete días para ir a Veracruz, trece a 

Guadalajara y casi un mes a Santa Fe. 

La convicción de que la educación era el camino al progreso, hizo que un grupo de 

notables fundara la Compañía Lancasteriana para extenderla mediante el sistema mutuo, 

en el cual, un maestro apoyado por los alumnos avanzados, enseñaba gran número de 

niños. Las familias ricas pagaron tutores o escuelas particulares de maestros renombrados; 

mientras las de recursos modestos recurrían a las “Amigas”, donde viudas o solteras 

enseñaban a cambio una cuota.

Las universidades de México y Guadalajara perdieron su brillo, pero los Seminarios 

secularizados se convirtieron en institutos científicos y literarios de los estados que 

prepararon a los profesionistas republicanos que irrumpirían a la vida política del país a 

mediados del siglo. El prestigioso Colegio de Minería decayó por falta de recursos, pero 

se fundaron otras instituciones como la Academia de Medicina en 1838, al tiempo que la 

Academia de San Juan de Letrán y el Ateneo Mexicano se convirtieron en vehículo de 

difusión, en la que contribuyeron publicaciones como los Calendarios y Almanaques que 

ofrecían cápsulas históricas y científicas. No obstante, las publicaciones de mayor éxito 

fueron los periódicos, folletos y hojas volantes de carácter político, leídos en barberías, 

pulquerías, cafés y plazas. Floreció la historia en las obras de Servando Teresa de Mier, 

Carlos María de Bustamante, José María Luis Mora, Lorenzo de Zavala y Lucas Alamán y la 

literatura con novelas, dramas, ensayos y memorias de José Joaquín Fernández de Lizardi, 

el Pensador Mexicano, Fernando Calderón, Manuel Eduardo de Gorostiza, Guillermo 
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Prieto, Bernardo Couto e Ignacio Ramírez. Las artes plásticas tardaron en recuperarse. 

La Academia de San Carlos entró en decadencia, pero se recuperó en 1847 gracias a una 

lotería y al esfuerzo de los españoles Pelegrín Clavé y Manuel Vilar. 

Deudas y bancarrota del gobierno

El país entró a la vida independiente descapitalizado y con una deuda de 45 millones 

y como se confiaba en recuperar el brillo virreinal, con la independencia se declaró la 

libertad de comercio y se rebajaron los impuestos, pero fue difícil reorganizar el cobro 

fiscal. Por otra parte la defensa del país aumentó los gastos para un gobierno nacional 

que contaba solo con los impuestos aduanales, lo que lo precisó a endeudarse con bancos 

británicos, imponer préstamos y después a depender de los préstamos de los usureros 

para pagar empleados y gastos del ejército. Como el país no pudo pagar los intereses de 

los préstamos ingleses, la deuda ascendió constantemente y el gobierno perdió crédito. 

Desde luego, los gobiernos también recurrieron a la Iglesia que en forma constante, por 

lo que tuvo que vender propiedades para poder hacerlo. La indemnización de 15 millones 

que otorgó el Tratado de Guadalupe, permitió al gobierno salir de algunos apremios, 

reorganizar las finanzas, ayudar a Yucatán que sufría la llamada “guerra de castas” y 

defender la frontera de los filibusteros.

Una economía estancada

La minería que atrajo a británicos y alemanes, tuvo una recuperación lenta por el 

atraso tecnológico y el alto precio del azogue. El Estado de Zacatecas que había mantenido 

su productividad durante la independencia, se convirtió en el estado estrella, ya que el 

gobernador Francisco García organizó una exitosa y moderna compañía que la explotó 

con presos e importó máquinas de vapor para el desagüe. Aunque los inversionistas se 

quejaron, legalmente salió un promedio de 15 millones anuales de plata y otro tanto de 

contrabando. 

Muchos mexicanos soñaron en industrializar al país. Alamán y Esteban de Antuñano 

impulsaron la industria textil. Alamán durante su ministerio de Relaciones de 1830 a 1832, 

fundó el Banco de Avío, importó maquinaria textil, semillas de algodón y cabras y vicuñas 

finas. Antuñano estableció fábricas en Puebla y escribió constantemente para difundir 

conocimientos. Para mediados de siglo había una industria textil se había desarrollado, a 

pesar del alto precio del algodón y la competencia de inglesa.

La agricultura tardó en reponerse. El viejo paisaje de tierras cultivadas, con la pérdida 

de fuerza de trabajo por las luchas, fue sustituido por grandes extensiones abandonadas. 

Al principio de la vida nacional se hicieron intentos de reforma agraria en varios estados. 

En Zacatecas el gobierno compró haciendas para darle tierra a los que no la tenían. Las 
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grandes haciendas se repusieron muy lentamente y continuaron creciendo a costa de 

los pueblos. En los pueblos del sur del estado de México, hoy parte de Guerrero, que se 

levantaron en armas en forma constante por pérdida de tierras y demandas para contar con 

sus municipios. 

La inseguridad de los caminos, las malas comunicaciones, el alto costo de la arriería y 

la falta de un banco y moneda flexible obstaculizaron al comercio. Antes de 1804 el dinero 

de la Capellanía de bienes del clero había servido de banco al prestar a comerciantes, 

hacendados y mineros con bajos intereses, pero el envío del capital a España, la dejó 

sin capital. Por otras partes, la monedas de plata y oro se prestaban para las grandes 

transacciones, por eso se cambiaron haciendas por minas o se pagaba con libranzas, 

especie de letras de cambio que hizo las veces de papel moneda. Para el comercio menor, 

a partir de 1829 se acuñó moneda de cobre, que al sufrir gran falsificación tuvo que ser 

retirada en 1841, con enormes pérdidas para la hacienda pública.

Los grandes proyectos para construir ferrocarriles, fracasaron y sólo se construyeron 

18km. de vía férrea. Tampoco fructificó el sueño de dotar al país de una flota mercante 

y sólo se adquirieron unos cuantos barcos pequeños, casi todos yucatecos. Los grandes 

barcos eran todos extranjeros a excepción de dos de guerra, adquiridos en 1842 y 

rematados por Paredes en 1846 por una bicoca. A pesar de todo se abrieron rutas 

comerciales, especialmente hacia el norte. Santa Fe, Chihuahua y Texas iniciaron un rico 

comercio con Estados Unidos, que serviría a los norteamericanos para familiarizarse con 

el territorio.

El comercio de menudeo se prohibió a los extranjeros, pero franceses y españoles 

resistieron la medida. El comercio de mayoreo lo dominaron los británicos, en especial de 

textiles baratos, hilazas, instrumentos y maquinaria; los franceses importaban artículos 

de lujo. Los españoles no tardaron en recuperar el comercio de vinos y otros productos a 

los que se habían acostumbrado los mexicanos. El fuerte de las exportaciones mexicanas 

era de metales preciosos, pero tenían importancia el palo de tinte, el añil, la vainilla, la 

cochinilla y el henequén. No obstante, los vaivenes de una economía inestable, surgieron 

grandes fortunas.
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京都外国語大学京都ラテンアメリカ研究所 2010年度活動報告
（2010年 4月～ 2011年 3月）

●公開講座
○第 9回ラテンアメリカ教養講座
「実は身近なラテンアメリカ」

6月 2日：田中　高（中部大学）
　　　　　   「中米の星、エルサルバドルとニカラグアの魅力」
6月 9日：辻　豊治（本学／研究員）
　　　　　   「切手で読み解くラテンアメリカの歴史と文化」
6月 16日：桜井悌司（関西外国語大学）
　　　　　   「知られざる国チリの魅力とは」
6月 23日：住田育法（本学／研究員）
　　　　　   「身近なブラジル商品、サンダルからジェット機まで」
6月 30日：須本雅子（関西大学非常勤講師）
　　　　　    「ベネズエラは石油とチャベスとミスユニバースだけの国？実はもっと身近に

感じる歴史的感動秘話」

○第 10 回ラテンアメリカ研究講座
国際シンポジウム「メキシコの歴史と現在を考える」

12月 2日：ベルナルド・ガルシア・マルティネス（メキシコ大学院大学教授）
　　　　　    「植民地時代のメキシコ」
　　　　　    アンドレス・リラ・ゴンサレス（メキシコ大学院大学前学長）
　　　　　    「米墨戦争の悲劇と建国の礎」
12月 3日：ホセフィナ・ソライダ・バスケス（メキシコ大学院大学教授）
　　　　　    「メキシコ独立達成の意義」
　　　　　    ディスカッション
　　　　　    「メキシコ史の回顧と展望―400年の日墨関係」

●その他の研究所主催講演会等
○「気候変動とエネルギー」

10月 4日：フィデル・カストロ・ディアス－バラルト（キューバ共和国科学技術審議会顧問）

○「キューバのナノテクノロジー戦略にむけて」
10月 5日：フィデル・カストロ・ディアス－バラルト（キューバ共和国科学技術審議会顧問）

○メキシコ史研究ワークショップ「メキシコとアジアの接点―フィリピンを中心に―」
2月 21日：報告 1　平田和重（大阪大学非常勤講師）
　　　　　   「16－17世紀メキシコにおけるアジア」
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　　　　　   書籍案内　服部綾乃（翻訳家）
　　　　　   「グアダラハラを征服した日本人」
　　　　　   報告 2　井上幸孝（専修大学准教授）
　　　　　    「16－17世紀ヌエバ・エスパーニャにおける歴史叙述の潮流とアジアに関す

る記述」
　　　　　   報告 3　ホアン ラモン＝ヒメネス・ベルデホ（滋賀県立大学准教授）
　　　　　   「スペインによるアジアの植民地都市建設について」
　　　　　   報告 4　立岩礼子（本学／主任研究員）
　　　　　   「ガレオン船貿易の実態」
　　　　　   報告 5　野上建紀（有田町歴史民俗資料館主査）
　　　　　   「ガレオン貿易で運ばれたアジアの陶磁器」
　　　　　   報告 6　宮原曉（大阪大学グローバルコラボレーションセンター准教授）
　　　　　   「セブにおける中国人とカトリック―問題の所在―」

●出 版 物
○『いえらっく』vol. 19（7 月 1 日発行）
○『いえらっく』vol. 20（12 月 1 日発行）
○『紀要』10 号（12 月 1 日発行）
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執　筆　要　綱

⑴　原稿執筆に際して使用する言語は，日本語・スペイン語・ポルトガル語・英語とする。
⑵ 　和文原稿においては，400字詰原稿用紙にして以下の枚数を基準とし，欧文原稿においては
以下の語数を基準として執筆すること。なお，図，表，写真が含まれる場合はその基準内に収
めるものとする。
　　　　　　和文原稿
　　　　　　　Ａ．論　　　文 50枚程度
　　　　　　　Ｂ．研究ノート 20枚程度
　　　　　　　Ｃ．研究展望・動向 10枚程度
　　　　　　　Ｄ．書　　評 8枚程度
　　　　　　　Ｅ．その他（資料紹介など） 8枚程度
　　　　　　欧文原稿
　　　　　　　Ａ．論　　文 8000語程度
　　　　　　　Ｂ．研究ノート 3000語程度
　　　　　　　Ｃ．研究展望・動向 2000語程度
　　　　　　　Ｄ．書　　評 1200語程度
　　　　　　　Ｅ．その他（資料紹介など） 1200語程度
⑶　寄稿者は原稿が上記区分のいずれかに属するものか，自己申告すること。
⑷ 　上記種類別 A・Bには横書き 800字程度（欧文原稿の場合，400語程度）の要旨とキーワー
ドを 5語程度付すこと。Aについては要旨も本文とともに掲載する。また採択決定後，和文原
稿の場合は欧文要旨を，欧文原稿の場合は和文要旨を作成願う。
⑸ 　和文原稿の場合，文中において外国の固有名詞を欧字のまま記さない。初出の外国の固有名
詞は，片仮名で書き，括弧して欧字を記すことが望ましい。但し，一般的な語の場合はその限
りではない。固有名詞の片仮名標記は，原則として原音に即すること。
⑹ 　複数の語からなる外国の固有名詞（地名や人名など）における表記の方法，および国名の表
記は執筆者に一任する。
⑺ 　文中において注を付ける場合，文章の右上方に　）をつけた番号を記し，文末に注をまとめ
ること。
⑻ 　出典については引用箇所の終わりに（著者名，出版年，ページ数）を記し，文末に文献リス
トを記すこと。和文文献は 50音順に，欧文文献はアルファベット順にまとめること。
⑼　参考文献の表記は以下の通りである。
　　　例）単著本：（著者姓名）（出版年）（書名）（出版社）（出版地・・・但し和文文献の場合は不要）
　　　　　田中　高
　　　　　1997 『日本紡績業の中米進出』，古今書院。
　　　　　León, Trigueros

　　　　　1955 Perfi l en el aire, Ministerio de Cultural, San Salvador.
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　　　例）雑　誌：（著者姓名）（出版年）（論文名）（雑誌名）（巻・号）（ページ数）
　　　　　Lozoya, Xavier

　　　　　1999  “Un paraíso de plantas medicinales”, Arqueología Mexicana, vol. VII, núm. 39, 

pp. 14－21.

　　　例）論文集： （著者姓名）（出版年）（論文名）（所収書名）（編者名）（ページ数）（出版社）
（出版地…但し和文文献の場合は不要）

　　　　　Martínez Marín, Carlos

　　　　　1996  “El registro de la historia”, Temas mesoamericanos, Sonia Lombardo y Enrique 

Nelda (coords.), pp. 397－425, INAH, México.

　　　例）訳　書： （著者姓名）（出版年）（書名）（訳者名）（出版社）（出版地…但し和文文献の
場合は不要）

　　　　　ガルゼス，ジョアン　E．
　　　　　1979 『アジェンデと人民連合』，後藤政子訳，時事通信社。
　　　例）著者が複数の場合：2人目からは名・姓の順で表記すること。
　　　　　Cabrera, Rubén, Ignacio Rodriguez, and Noel Morelos

　　　　　1982 Teotihuacan 80-82: Primeros resultados, INAH, México.

⑽ 　挿図は黒インクでトレースする。地図，実測図などにはスケールを記す。原則として原図は
B4大を限度とし，縮小した場合にその説明文を含め，縦 20.5cm，横 13.5cm以内に収まるもの
とする。
⑾ 　本文中初出の挿図，表には⑻の方式に従って，典拠を明記すること。筆者自身が作成した原
図の場合，その必要はない。
⑿　写真は鮮明なものに限る。⑾と同様に典拠を明記すること。
⒀ 　和文原稿には欧文タイトルを付け，執筆者名をローマ字で記すこと。欧文原稿には和文タイ
トルをつけ，執筆者名を片仮名で表記すること。
⒁ 　MS－DOSテキスト形式（＋改行）あるいは “WORD”ソフトで原稿を作成し，フロッピーディ
スクとともに打出し原稿を提出すること。
⒂ 　原稿が以上の規定を満たすものであれば，Eメールによる投稿も受け付ける。但し，Eメー
ルで投稿する場合は打出し原稿を必ず郵送すること。
⒃ 　原稿申し込み期限は 9月 15日，原稿提出期限は 10月 15日とする。
⒄ 　指定された提出期限に従い，完成原稿は下記に送付すること。なお，完成原稿の末尾に氏名・
現職名・住所・電話番号を明記すること。
　　　送付先）615-8558

　　　　　　　京都市右京区西院笠目町 6

　　　　　　　京都外国語大学
　　　　　　　京都ラテンアメリカ研究所
　　　　　　　E-mail：ielak@kufs.ac.jp

⒅ 　原稿の採否は編集委員会によって決定される。場合によって編集委員会より原稿の修正を願
うことがある。原稿は採否にかかわらず原則として返却しない。
⒆　原稿の掲載は，当該号の投稿論文数・その他の事情により，次号に繰り越す場合がある。そ
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の場合，編集委員会は投稿者に連絡し，協議するものとする。規定に則しない長文および特殊印
刷の場合は，編集委員会と執筆者による協議を行い，内容を変更することがある。
⒇ 　掲載原稿のうち，⑴のＡ・Ｂについては抜刷 50部と掲載誌 3冊を贈呈する。50部を超える
場合はその分だけ執筆者の自費負担とする。
21　執筆者校正については初校のみとし，その際の大幅な加筆や内容変更は原則として認めない。
22　その他，必要な事項については編集委員会で決定する。

Normas de presentación de artículos 

para Boletín del Instituto de Estudios Latinoamericanos de Kyoto

１）Los artículos deben tratar temas sobre Latinoamérica. 

２）El idioma ofi cial en el Boletín es japonés, español, portugués e inglés.

３） Los artículos pueden ser trabajos de investigación (8,000 palabras aprox.), estudios preliminares 

(3,000 palabras aprox.) o reseñas (1,200 palabras aprox.).

４） En caso de trabajo de investigación o estudio preliminar se adjuntarán un breve resumen del 

artículo de 400 palabras y 5 palabras claves.

５） Los trabajos deben entregarse en formato de procesadores de “archivo de texto” o Word, 

prefelibremente con su copia impresa. 

６）La fecha límite de entrega del artículo es el último día de octubre.

７）El Consejo de Redacción decidirá sobre la idoneidad del artículo para ser publicado.

８）El trabajo impreso y su disquete entregados no serán devueltos al autor.

９） El autor del trabajo de investigación o estudio preliminar tiene derecho a recibir 3 ejemplares 

del Boletín y 50 separatas. 

10）Los trabajos deben entregarse al Instituto de Estudios Latinoamericanos de Kyoto:

　　　　6, Kasame-cho, Saiin, Ukyo-ku, 

　　　　Kyoto 615-8558, Japón 

　　　　ielak@kufs.ac.jp
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編　集　後　記

京都ラテンアメリカ研究所は開設してから 10年が経過した。1980年に設置されたメキシコ研
究センターを改組転換して 2001年に設立した当研究所の経緯を回顧すれば、同僚で死去した大井
邦明氏のことを思い出すことは禁じ得ない。同氏が長年のメキシコ滞在から 1978年に帰国して本
学に勤務されるようになったころからわたしは知遇を受けていた。研究所開設準備をしていた時
期に「ラテンアメリカ研究所」の名前は浮かんでいたが、その名称の頭にぜひ、「京都」をつける
ことを主張して譲らなかったことを覚えている。今となれば大井先生のそのこだわりは当意即妙
であった。
本号には１年越しに開催できたメキシコ史国際シンポジウムの招聘者による講演論集が掲載さ

れているが、同時にこのシンポジウムは 2004年から本研究所が加盟している JCAS（地域研究コ
ンソーシアム）とのはじめての共同企画であったことは特記すべきことかもしれない。さらに紀
要 10号には、ブラジル研究（４点）、メキシコ研究（３点）、ペルー研究（１点）、書評など多彩
な分野から内外の研究者の論文が投稿されている。これは研究所に寄せられている期待が大きい
のだ、と手前味噌に解釈したい気持ちは、つぎの decade-longに向かう私たちの抱負でもあると
受けとってもらえば幸いである。

（大）
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