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〈論　　文〉
O espelho invertido: Uma comparação entre a pintura japonesa 

contemporânea com a dos imigrantes japoneses residentes no Brasil

Marco Giannotti
1）

Apresentação

A partir da imigração japonesa, que se inicia em 1908, o contato entre a cultura 

brasileira e a japonesa se torna assíduo, com a viagem de muitos japoneses para o 

Brasil. Por outro lado, em torno de 1980 com a crise econômica brasileira, este caminho 

se inverte, com a volta de vários descendentes nissei, sansei para o Japão. No Brasil, 

entre estes imigrantes, vários artistas se destacaram, contribuindo fortemente para a 

consolidação cultural deste país, especialmente São Paulo. Este artigo pretende indagar 

em que medida os artistas imigrantes japoneses presentes no Brasil podem ser vistos em 

contraponto com os artistas japoneses que viveram no Japão. Houve de fato uma relação de 

troca e influencia entre eles? Em que medida a cultura japonesa passa por transformações 

profundas ao entrar em contato com a cultura Brasileira?

Durante o ano em que estive em Kyoto, como professor visitante da Kyoto University of 

Foreign Studies entre 2011－2012, as diferenças culturais, a começar pela enorme diferença 

linguística, restringiram o escopo da minha pesquisa, pois não só os livros sobre a pintura 

japonesa, como tambem grande parte da informação sobre este assunto disponível nos 

museus e internet está em japonês. Para um observador estrangeiro, um tanto alheio às 

particularidades da cultura japonesa, o único caminho a seguir foi seguir a trilha deixada 

por quem antes se aventurou neste campo. Na verdade, um dos nossos maiores críticos de 

Abstract

The aim of this article is to discuss how the Japanese immigrant painting done in 

Brazil is related to Japanese painting produced in the same period. During the research 

the author noticed that the majority of the Japanese have no idea about the size of their 

immigrant community in Brazil as well as the cultural importance that they have in the 

Brazilian context. The author conclusion is that is very dif ficult to establish a direct 

comparison between theses two trends without taking into account the international 

style (American and European) as well as the personality and style of the artists taking 

into account. 
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arte, Mário Pedrosa, permaneceu cerca de dez meses no Japão como bolsista da UNESCO, 

entre 1958 e 1959, com o prêmio que lhe foi concedido durante o congresso de críticos de 

arte realizado em Brasília, cidade entao prestes a ser inaugurada. Pedrosa escreve sobre a 

caligrafia sino japonesa moderna
2）

 e a arte abstrata europeia. Nos artigos que escreve para 

o Jornal do Brasil, o autor nos diz que “quando se quer penetrar na vida artística deste pais, 

enigmático e fascinante, onde me encontro, não se deve esquecer que por aqui mourejam 

cerca de 30.000 artistas. Entre estes trinta mil, o numero de pintores é enorme... Nessa 

produção em massa é difícil de tomar pé, e sobretudo dar conta dela em artigo ou crônica. 

No Japão não há apenas, como no ocidente, o problema da querela dos acadêmicos e 

modernos, a querela fundamental que divide o mundo das artes. Há aqui, além do mais, 

o problema da arte tradicional japonesa em face da arte ocidental, que conta com uma 

poderosa corrente, sem falar no modernismo vis a vis a corrente tradicional”.3）
 Diante 

de tamanha complexidade do assunto pretendo neste artigo fazer um contraponto entre 

as impressões de Mário Pedrosa feitas em 1959 e as minhas atuais cerca de meio século 

depois. Em seguida, apresento uma entrevista com Tomie Ohtake, uma importante pintora 

nascida em Kyoto, mas que passou grande parte da sua vida no Brasil e que de certa forma 

vive na pele estas contradições entre a pintura brasileira e a japonesa.

Mário Pedrosa chega a fazer uma mea culpa pela sua critica apaixonada sobre a 

pintura japonesa: “critico ocidental é sempre mais radical na suas opiniões, e muitas vezes 

nas suas reações, que seu colega japonês, e, por conseguinte, menos próximo da sabedoria, 

boa vontade, gosto pelo exotismo, não é tão impaciente e menos apaixonado”. Mas, 

diante de tamanha diversidade e contraste cultural, o critico prega a “autenticidade do ser 

fenomenológico”, ou seja, um contato direto com as obras a fim de evitar os preconceitos 

e linha ideológicas pré-determinadas. Pedrosa observa que o contato abrupto da cultura 

japonesa a partir da restauração Meiji em 1867 com o ocidente foi bastante traumático, 

criando um embate entre a pintura tradicional nihonga e a pintura yoga ocidental que, 

ao empregar técnicas e estilos do ocidente como a pintura à óleo procura, justamente se 

contrapor a cultura tradicional japonesa. Este embate é ainda bastante visível hoje em dia, 

não só nas pinturas museus, como também nos costumes, na moda, na televisão música, 

enfim, no dia a dia. Este fenômeno já foi observado por Aloísio Azevedo em seu livro 

inacabado sobre o Japão quando foi vice cônsul em Yokohama entre 1897 e 1889.
4）

Mario Pedrosa tem me ajudado muito a compreender o que acontece por aqui. Ele 

permaneceu cerca de dez meses no Japão entre 1958 e 1959. Nos artigos que escreve 

para o Jornal do Brasil o autor nos diz que “No Japão não há apenas, como no ocidente, 

o problema da querela dos acadêmicos e modernos, a querela fundamental que divide o 

mundo das artes. Há aqui, além do mais, o problema da arte tradicional japonesa em face 

da arte ocidental, que conta com uma poderosa corrente, sem falar no modernismo vis a 

vis a corrente tradicional”.5）
 Ao tecer várias considerações sobre a cultura japonesa, ele 

nos mostra como a ocidentalização do Japão foi traumática, advinda de fora para dentro. 
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Ao contrário das vanguardas europeias, que criaram uma nova linguagem para se opor 

à tradição, neste caso, o modernismo foi importado por alguns artistas no intuito de 

defender a abertura do Japão para o ocidente. Eles importaram ideias advindas da Europa 

e transportaram para uma realidade totalmente distinta. Este processo, paradoxalmente, 

ocorre justamente no momento em que os artistas impressionistas europeus como Van 

Gogh e Manet ficam fascinados com as estampas populares japoneses de Hokusai e 

Hiroshige, entre muitos outros.
6）

 Algo semelhante acontece no Brasil, quando importamos 

libelos liberais durante um período onde persistia a escravidão, tratam-se das famosas 

ideias fora do lugar tão bem analisadas por Roberto Schwarz. Tanto o Brasil como o Japão 

estavam distantes geograficamente da vanguarda europeia, de modo que a maioria dos 

artistas locais teve que se locomover para lá a fim de absorver as novidades. Chegam na 

Europa como estrangeiros, tentando apreender uma cultura que lhes é exógena. Quando 

Oswald de Andrade lança o manifesto antropófago ela estava ciente que para a identidade 

brasileira pudesse se firmar era preciso digerir a cultura europeia, algo que fizemos na 

década de cinquenta e que me parece, pelo menos no contexto da pintura, carece de ser 

feito no Japão.

Em Elogio da Sombra um belíssimo livro, um tanto nostálgico, Junichiro Tanizaki faz 

uma analise deste estranhamento, à medida em que o ambiente e a cultura japonesa, que 

sempre conviveram com a sombra e a meia luz, passam a ser iluminados com luz elétrica 

advinda do ocidente. O mesmo pode ser dito da pintura Fusuma tradicional (pintura feita 

em biombos), que sempre estabeleceu uma relação orgânica com a arquitetura japonesa, e 

de repente é transposta para a pintura de cavalete, posteriormente colocada em um espaço 

asséptico de paredes brancas. Todo o encanto e sutiliza desta pintura se desfaz quando a 

relação entre a pintura e o espaço circundante se extingue.

A meu ver, esta contradição entre abstração e figuração nunca existiu na arte japonesa 

tradicional, onde uma pincelada num biombo pode ser gesto e a figura ao mesmo tempo. 

A abstração aparece, portanto como uma categoria externa e artificial, uma ideia fora 

do lugar que não é capaz de descrever as sutilezas da pintura japonesa, tornando-se um 

conceito a priori cego e inútil. Já em meados do século passado Pedrosa afirmava que “a 

pintura tradicional esta permeada de ocidentalismos, principalmente quanto a assuntos 

e maneira de representar as coisas... Positivamente, aqui não esta o verdadeiro Japão, o 

Japão complexo, vigoroso e frágil, ao mesmo tempo, dividido culturalmente, com uma 

formidável e bela tradição e um anseio entre os jovens para vencer as perplexidades de 

presente sem recair no passado, mas também sem perder a personalidade secular. Onde 

esta esse Japão em meio as dezenas de milhares do seus artistas vivos? Eis uma tarefa 

difícil de resolver”.
Os estrangeiros contribuíram muito para que o Japão, na ânsia de se modernizar, não 

destruísse sua cultura milenar. Por exemplo, Ernest Fenollosa (1853－1908), professor 

americano de filosofia e economia politica da Universidade imperial de Tóquio, lutou para 



Marco Giannotti

─ 4 ─

que vários templos budistas não fossem destruídos durante a restauração do Imperador 

Meiji em 1867 com o surgimento de um novo fervor xintoísta e nacionalista. Neste aspecto, 

os japoneses deveriam dar mais valor aos estrangeiros e seus imigrantes.

A maneira como a arte ocidental é absorvida de um modo inteiramente peculiar pode 

ser notada até hoje. Por exemplo, a Galeria de Belas Artes de Kyoto consiste num projeto 

belíssimo de Tadao Ando, as obras na verdade são reproduções em azulejos de grandes 

obras primas como a Ultima Ceia de Leonardo da Vinci e o Juízo final de Michelangelo! 

Uma ninfeia de Claude Monet é colocada debaixo d’agua. Para um ocidental é evidente 

que esta colagem absurda de monumentos da arte ocidental contrasta totalmente com uma 

concepção de espaço tão refinada, pois neste caso parece que o espaço apaga o tempo, bem 

como a dimensão histórica e geográfica de qualquer obra de arte ocidental.

Se o contato com a cultura ocidental muitas vezes foi artificial, vale a pena indagar 

em que medida os artistas imigrantes japoneses, justamente por viverem cotidianamente 

com a cultura ocidental, não acabam a assimilando de maneira mais dialética, de modo 

mais vivenciado. Na pintura dos imigrantes desaparecem as contradições entre a pintura 

tradicional japonesa (nihonga) e a pintura moderna ocidental (yoga), surgindo dai uma 

linguagem capaz de captar as transformações da arte moderna de maneira mais orgânica: 

a abstração, por exemplo se torna menos decorativa, externa e artificial. A maioria dos 

artistas imigrantes segue a linha de ocidentalização da pintura japonesa, utilizando a 

pintura a óleo e se contrapondo as técnicas e os estilos tradicionais, e como se o processo 

de ruptura se fizesse necessário pelo tempo e pelo espaço.

Em uma cidade de imigrantes como São Paulo, muitos costumes e tradições parecem 

fora do lugar. Sua cultura ao poucos vai se distanciando de suas origens. Muitas vezes, 

acaba preservando termos linguísticos que não são mais utilizados no pais de origem, por 

exemplo, o japonês que se fala na liberdade (quando não é coreano e chinês) se distancia 

muito da língua falada correntemente no Japão, o mesmo ocorre com o italiano falado pela 

Fig.1 Tadao Ando, Galeria de Belas Artes, 1993, Kyoto
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comunidade imigrante italiana.

Na medida em que o Japão abre seus portos não só para imigração como para o 

comercio de manufaturas, a moda do Japonismo se alastra pela Europa. Os modernistas 

paulistas olham o Japão como diferença. Nas telas o Japonês e a Japonesa, Malfatti não 

lhes atribui um nome. Em contrapartida, os imigrantes pintam autorretratos, afirma 

Herkenhoff
 7）

. É o modo de terem rosto, nome, identidade. Takaoka é quem integra a 

pintura japonesa no sistema de arte, em 1936 expõe na primeira galeria de arte moderna 

do país no Palace Hotel, Rio de Janeiro. Takaoka passa a desempenhar um papel cultural 

determinante. Como afirma Geraldo de Barros: “Devo praticamente tudo que sou a esse 

homem... foi para mim o mestre adorado. O pai. Estudar com ele, absorver suas lições, 

tanto de estética, cultura, pintura e coisas da vida (e que vida!) foi a coisa mais importante 

que me aconteceu”.
O Seibi (Seibikai, 1935－1972) ― Grupo de Artistas Plásticos de São Paulo ― reuniu 

artistas japoneses interessados em criar um espaço de discussão que promovesse o 

aprimoramento técnico e a divulgação de suas obras. Frequentadores das aulas de desenho 

e modelo vivo da Escola Paulista de Belas Artes, seus integrantes travaram contato com 

o Grupo Santa Helena, formado em boa parte por imigrantes italianos, com o qual tinham 

afinidade de propostas. O Grupo realizou a sua primeira e única exposição dessa fase 

no Clube Japonês (1938). A entrada do Brasil na II Guerra Mundial ao lado dos aliados 

(1942) limitou as atividades da colônia japonesa no país, impedindo a reunião dos artistas 

e provocando a dispersão do Grupo. Em 1947, reiniciam suas atividades ao criar um ateliê 

coletivo com o ingresso de artistas novos. Em 1952, criam o Salão do Grupo Seibi, tendo 

sido realizadas, entre 1952 e 1970, 14 mostras que ampliaram o espaço de projeção dos 

artistas nipo-brasileiros no meio artístico nacional. Além do Salão, outro desdobramento 

importante foi à formação de associações, como o Grupo 15 e o Grupo Guanabara, 

surgidos em decorrência da atuação dos artistas do Seibi.

Porém, segundo Pedrosa, estavam muito atrelados ao tachismo francês e absorviam 

de maneira incipiente as novidades do expressionismo abstrato. Ele afirma que os tachistas 

abundam, mas grande parte deles não abandonou a ideia de composição e forma. Um 

espírito de “salada imitativa”8） predominava nas mostras que visitava. Infelizmente tenho 

visto este processo perdurar até hoje principalmente na pintura abstrata, que parece 

desprovida de espírito, tornando-se demasiadamente decorativa. Por outro lado, nota-se 

o fenecimento também da pintura tradicional, que se torna cada vez mais ilustrativa, com 

uma técnica atualmente visivelmente menos refinada do que antes quanto ao desenho, 

relações cromáticas.

O Brasil por sua vez passa por um processo de crescimento econômico com sua 

progressiva internacionalização. Entidades como a Bienal de São Paulo são fundadas em 

1951 trazendo para o pais o qua havia de melhor poduzido na Europa e America. Grandes 

artistas como Max Bill e Calder vem ao pais, trazendo um novo espírito reformista para 



Marco Giannotti

─ 6 ─

a classe artística. Os artistas absorvem estas ideias a passam a trabalhar com elas de 

maneira inovadora como no caso do neo-concretismo. Creio que os artistas imigrantes que 

mais souberam absorver e trabalhar estas novas tendências foram os que mais atingiram 

uma maturidade poética própria como no caso de Volpi e Tomie Ohtake.

Por outro lado, “se há um pais em que a famosa integração das artes pode estar perto 

de uma realidade é o Japão. A lição dos cartazistas japoneses poderia ser preciosa para 

nossos artistas... Os nossos concretistas veriam nela muita coisa que andam fazendo.”, 
nos diz Mário Pedrosa.

9）
 Vale a pena relacionar os bichos de Lygia Clark com a pratica 

do origami. Pedrosa nota que os japoneses, ao não estabelecerem uma separação tão 

rígida entre arte e vida, justamente tem uma liberdade e força inequívoca no design a na 

arquitetura contemporânea. Atualmente creio que o design de Issey Miyake, dos arquitetos 

Tadao Ando e do grupo SANAA me parece de longe o que a cultura japonesa produz de 

mais sofisticado visualmente.

Concluído em 2004, o museu do século 21, projetado pela dupla de arquitetos Sejima 

e Nishizawa intituladas SANAA, ganhadores do premio Pristker deste ano, desempenha 

um papel fundamental na cidade. Tornou-se um polo turístico. O museu, como diz o folder 

“é desenhado como um parque onde as pessoas podem se reunir. O circulo, feito de vidro, 

resulta numa definição espacial ambígua, uma espécie de membrana reversível, fazendo 

com que os visitantes possam sentir a presença do outro”. Os museus projetados pelo 

grandes arquitetos atuais desempenham assim um papel fundamental na cidade, se Atenas 

tinha sua grande Agora, sua praça para discussão dos cidadãos, creio que os museus 

passam a desempenhar este lugar público no meio de metrópoles cada vez mais entrópicas. 

Ao invés de guardar obras de arte, o museu contemporâneo reúne pessoas, as obras são 

feitas a fim de estimular experiências coletivas.

As enormes transformações urbanas das cidades interferem de maneira decisiva no 

mundo da arte. Tóquio é uma cidade fascinante e terrível ao mesmo tempo. Ao contrário 

da cidade bulevar paradigmática do século XIX como Paris, onde é possível com um só 

golpe de vista ver uma única linha partir do Louvre até o seu centro comercial em La 

defense, Tóquio é uma cidade de vários horizontes fragmentados. Se por um lado é possível 

contemplar toda a cidade do alto no Museu Mori, Tóquio revela-se de maneira escondida, 

no interior dos shopping centers, nos restaurantes e bares do subsolo. É significativo que 

este museu, um dos museus mais importantes da cidade, esteja localizado do 56 andar 

de um edifício em Roppongi Hills, da onde se pode ver a cidade de cima, com uma vista 

panorâmica.

A cidade vive da sua própria destruição, ressurgiu das cinzas após o grande terremoto 

de 1923, bem como após os bombardeamentos intensos que sofreu na segunda guerra 

mundial. A destruição da guerra reforçou o sentido entrópico da cidade, conduzida pela 

grande especulação imobiliária. A cidade é entrecortada por viadutos ― como o nosso 

minhocão ― e apresenta sempre horizontes distintos. Em Tóquio é possível se perder e se 
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reencontrar varias vezes ao dia, o que faz do turismo uma tarefa exaustiva e intensa. Não 

temos mais a cidade das passagens que Walter Benjamin descrevia, onde o observador é 

um flaneur que passeia pelas vitrines em busca de curiosidades. Neste caso a passagem 

é rápida, seu ápice é a figura do trem bala, que pode deslocar o passageiro com enorme 

rapidez. Não é a toa que o melhor mapa para se andar nesta cidade seja efetivamente o 

do metro. O plano futurista de unir Tóquio a Osaka, com um novo trem bala capaz de 

percorrer mais de 500 quilômetros em uma hora, criando uma única grande cidade, pode 

não ocorrer tão breve como esperado, mas temos a sensação que este é um movimento 

sem volta.

Creio o que acontece em Tóquio ocorre em várias metrópoles contemporâneas como 

São Paulo. Este fenômeno reflete-se por sua vez no mundo da arte, onde a arquitetura tem 

um papel cada vez mais decisivo na maneira de se apresentar a obra de arte. Ao visitar 

a feira de artes deste ano, postergada devido ao Tsunami, entramos no international 

fórum construído em 1996. Trata-se de um belíssimo projeto arquitetônico do arquiteto 

uruguaio Rafael Viñoly, um marco futurista mas que também nos faz pensar nas grandes 

passarelas de Piranesi. Na feira, temos a sensação que temos de nos locomover, mesmo 

que não sabendo para onde. É como fazer um browse no computador, onde se pode abrir 

varias janelas ao mesmo tempo e é muito difícil achar um fio condutor no meio de tanta 

informação. Tudo se perde perante a grandiosidade do projeto, onde, como nas grandes 

catedrais góticas, nos sentimos diminutos.

Creio que o mesmo fenômeno ocorre na bienal de Yokohama que ocorreu em 2011. 

Neste caso, projeto do Yokohama Museum foi feito pelo ganhador do prêmio Pritsker de 

arquitetura de 1987, Kenzo Tange. O projeto é bastante problemático, mas o que resta 

na memória são obras dispostas dentro deste grande interior. Na medida em que a arte 

contemporânea se torna cada vez mais informe, eclética e até mesmo confusa, é o espaço 

dos museus que dita como a obra de arte deve ser vista. Aliás, a exposição de feita pelo 

filósofo francês Lyotard, Les immateriaux, em 1985 realizada no museu extraordinário 

que é o centro Georges Pompidou, projetado por Renzo Piano em 1977, com o passar dos 

anos torna-se paradigmática para entender a arte contemporânea. Pelo menos neste caso 

o termo pós-modernismo definitivamente vingou: vemos uma arte cada vez mais eclética, 

multi-cultural, informe, que mistura vários suportes, narrativas e tempos históricos. O 

observador fica totalmente desorientado: é preciso a narrativa inventada pelo curador e o 

espaço projetado pelo arquiteto para sabermos o que é arte.

Em agosto deste ano ao visitar o Mot de Tokyo, o museu Hyogo e a o da cidade 

de Kobe me deparei com três exposições retrospectivas de artistas que fazem desenho 

animado e cenografia para cinema. Todas estas exposições estavam com um enorme 

publico infantil. É sintomatico que também um dos museus mais populares entre os jovens 

seja o museu do manga em Kyoto. Neste sentido, podemos entender porque o pop japonês, 

que parte do manga tornou-se a arte mais internacionalizada atualmente. As obras de 
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Takashi Murakami e Yoshitomo Nara são um exemplo mais do que evidente. O Japão tem 

uma tradição milenar da caricatura, o próprio Hokusai realizou uma série de trabalhos 

neste genêro. Não cabe neste artigo analisar a cultura pop japonesa, mas e interessante 

comparar com o que aconteceu no Brasil, onde o Pop aparece como uma nova ideia fora 

do lugar, aplicada então em um contexto político extremamente difícil durante a ditadura 

militar. No caso japonês, creio que o cinismo da arte pop americana se transforma numa 

cultura Kitsch altamente aprazível para a enorme sociedade de consumo japonesa.

Entrevista de Tomie Ohtake para Marco Giannotti em 20.05.2011

1.    Tomie, em que medida Kyoto e as memórias do Japão nesta altura da vida se misturam 

com a experiência vivida no Brasil. Quando a senhora fala, sonha, faz conta é sempre 

primeiro em japonês ou já aparece o português? Quando a senhora volta a Kyoto ainda 

reconhece algo da cidade da infância?

0.    Eu tenho ótimas lembranças de Kyoto, e além da minha casa, eu me lembro de Kokedera, 

ao redor da cidade, onde havia uma vegetação muito bonita, o palácio Nijojo, local de 

verão do Imperador, o lago de Arashiyama onde eu nadei muito, o lago de Biwa (meia 

hora de bonde). A minha casa está de pé até hoje (onde mora um sobrinho que não cuida 

muito bem dela), e era rodeada por um grande terreno onde ficava o negócio da família 

― madeira. A árvore era colhida na propriedade de Tamba, transportada até Kyoto, e 

ficava neste terreno, onde era beneficiada. É numa região da cidade que se tornou centro 

da cidade.

0.

Fig.2 Tomie Ohtake



O espelho invertido: Uma comparação entre a pintura japonesa contemporânea com a dos imigrantes japoneses residentes no Brasil

─ 9 ─

    A casa era bem japonesa, de madeira e tatame no chão, totalmente despojada como todas, 

um objeto aqui, outro ali. Esta é uma lembrança que eu tenho, de haver composições 

abstratas e geométricas, e desenho muito limpo. Essa imagem está sempre na minha 

memória e inverso ao Brasil, onde os materiais e os objetos se sobrepõem, o que é bem 

brasileiro, é barroco.

0.    Eu raciocinava em português, mas desde algum tempo para cá ― um ano ou menos, 

comecei a misturar o raciocínio, falando, às vezes, em japonês...

2.    Tomie, quais foram os artistas que foram importantes na sua formação?

0.    Um artista que me fez pensar muito foi o americano Rothko e outro, com quem conversei 

muito, era um excelente pintor, Waichi Tsutaka, verdadeiro filósofo, infelizmente morreu 

no terremoto em Kobe, onde morava em 1995.

0.    Eles me levaram a pensar que a arte precisa ser uma expressão muito pessoal, a obra tem 

que ser sempre original, aliás também o Mário Pedrosa me dizia isso.

0.    No catálogo da exposição que fiz em novembro passado, o Gabriel Pérez-Barreiro 

escreveu que “Esta exposição de pinturas recentes de Tomie Ohtake apresenta um 

enigma interessante para o crítico ou para o público em geral: como ler as obras sem 

julgamentos de valor preconcebidos? No caso de Tomie, esses pré-julgamentos talvez sejam 

especialmente onerosos; afinal, ela é uma artista ativa em seus mais de 90 anos, com meio 

século de uma produção que, embora amplamente reconhecida no Brasil, é de certa forma 

marginal à história da arte oficial do país. É claro que a falha aqui provavelmente não é 

Fig.3 Waichi Tsutaka. Black and white Medium 97.2 x 145.4 cm, 1961
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da artista, mas do modelo que defende uma história com limites e categorias inflexíveis, 

que inevitavelmente serão confundidas por uma artista como Tomie, cuja obra vive 

precisamente no espaço intermediário entre os binários absolutos com que a história da 

arte costuma trabalhar: abstração versus figuração, expressionismo versus formalismo, 

tinta versus conceito. O trabalho de Tomie surpreende exatamente por sua capacidade 

de ser as duas coisas ao mesmo tempo, portanto, um desafio a nossa tendência como 

historiadores a procurar posições absolutas que facilitem nossa tarefa, mesmo que não 

reflitam tão bem a realidade”.

0.    Isto é muito interessante e me foi gratificante porque nunca quis fazer parte de alguma 

corrente ou grupo, inclusive o Seibi.

3.    Tomie, Como a senhora reavalia o Grupo Seibi neste momento?

0.    O Grupo Seibi foi importante porque aglutinou os japoneses que pintavam. Neste sentido 

sempre fiz questão de participar dos salões anuais, embora não fosse do círculo que 

organizava as atividades e reuniões.

0.    Outra importância é que, na dificuldade de usar a língua portuguesa e na impossibilidade de 

praticar algo que exigisse muito estudo e técnica, a pintura foi o meio de expressão adequado.

0.    Porém o tipo de arte figurativa e de abstracionismo praticado por aqueles artistas, foi 

morto pela arte contemporânea; os artistas e a arte deles desapareceram...

0.    No entanto, alguns foram importantes como Tomoshigue Kusuno, um dos ótimos iniciantes da 

arte contemporânea no Brasil, e jovens atuais como Futoshi Yoshizawa e Yasushi Taniguchi, 

alguns dos artistas que giram em torno da Galeria Deco, de Hideko Suzuki, em São Paulo.
10）

4.    Tomie, a senhora acompanha a arte contemporânea japonesa? Existe, ou existiu um artista 

que gosta? A senhora chegou a trocar informações com algum artista residente no Japão?

0.    Todos os críticos, jornalistas e artistas japoneses que vêm ao Brasil me procuram e conversamos, 

assino revistas japonesas de arte contemporânea (Bijutsu Techô, o meu filho recebe Idea).

0.    Gosto muito da pop contemporânea Yayoi Kusama e de Nobuo Mitsunashi.

5.    As belas artes se separaram do artesanato apenas o século XIX no Japão, a senhora 

acha que isto marcou a arte japonesa em algum aspecto. O ensino não é completamente 

diferente?
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0.    Eu nunca pensei nisto, mas acho que a divisão tem um caráter quase sociológico, a arte 

se tornando algo consumida por uma classe mais refinada, e rica; e o artesanato voltado 

para todas as classes, desde as mais sofisticadas às mais populares. Porém há artesanato 

mais elaborado do que obras de arte, aquele que vai para os museus, eu acho que seguindo 

a tradição de quando o artesanato era arte.

6.    O calendário no Japão ainda é medido pelo tempo do reinado de cada imperador. Como 

a senhora avalia a importância do imperador para a unidade japonesa?

0.    O Imperador tem uma grande importância simbólica no Japão, e embora saiba que na 

vida real, talvez a gente se lembre mais da Toyota e da Sony, para mim que nasci no início 

do século XX, existe um sentimento muito forte.

7.    Técnicas tradicionais como a cerâmica, o Sumi-e e o estudo da caligrafia ainda se fazem 

presentes no seu cotidiano como artista?

0.    Já fiz cerâmica no atelier de Megumi Yuasa, Sumi-e e caligrafia no meu próprio atelier, 

mas nada com muita seriedade e nem empenho.

8.    Como a senhora avalia a arte brasileira neste momento, e a pintura?

0.    A arte, apesar de acontecer em determinada época, é uma coisa muito pessoal e cada 

artista segue seu próprio caminho.

Conclusão

O que peço o é que se deixe o geral pelo particular, que se esqueçam as grandes categorias 

culturais. Mário Pedrosa

Fig.4 Tomie Ohtake Pinturas Recentes - Instituto Tomie Ohtake 2010
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Quando nos tornamos estrangeiros vemos o nosso próprio pais com outros olhos, 

numa perspectiva diferente. Na USP tive em media cerca de dez por cento dos meus 

alunos descendentes japoneses. Convidado para ser professor visitante da Universidade 

de Estudos Estrangeiros de Kyoto por um ano, pretendia realizar uma comparação entre 

a pintura feita pelos artistas imigrantes japoneses e a pintura contemporânea japonesa. 

Este projeto, contudo, torna-se cada vez mais problemático simplesmente porque a grande 

maioria dos japoneses, professores, alunos, artistas daqui não tem a menor ideia de que o 

Brasil tem cerca de um milhão e meio de imigrantes japoneses, dentre os quais cerca de 

350 mil vivem em São Paulo. Desconhecem por completo a importância dos imigrantes 

japoneses na nossa cultura. É realmente triste notar como artistas tão conhecidos no Brasil 

não são reconhecidos devidamente no pais em que nasceram. Creio que não se trata de um 

fenômeno exclusivo daqui. Por acaso os italianos reconhecem a grandeza do nosso pintor 

maior, Volpi? Grande parte dos paulistanos já ouviu falar de Tomie Ohtake, seja a artista, 

seja o instituto. Esta célebre artista, nascida em Kyoto infelizmente não tem seu devido 

reconhecimento em sua cidade natal.

Ao afirmar que Mark Rothko foi uma de suas maiores influencias Tomie pode nos dar 

uma dica para compreender este processo. É evidente que para o artista contemporâneo, 

mais do que afinidades culturais herdadas da imigração, vale as afinidades eletivas. Mesmo 

tendo a cidadania italiana adquirida justamente pelos compromissos que os imigrantes 

italianos fizeram com seu governo antes de deixar seu pais, compartilho com a Tomie 

também a mesma afinidade por este pintor russo de origem judaica que imigrou para Nova 

Iorque. Aliás, é interessante notar que o museu Kawamura em Chiba tem um dos conjuntos 

mais significativos do artista, parte equivalente da serie Seagram, que também pode ser 

vista na Tate Modern em Londres. É inegável que a hegemonia da arte americana no pós-

guerra influenciou os rumos da pintura, seja no Japão, Coreia, Europa ou América do Sul. 

Neste sentido, creio não ser possível estabelecer uma relação direta entre a pintura feita 

pelos imigrantes japoneses com a produção feita no Japão atualmente, sem passar por uma 

avaliação singular de como cada artista administra suas afinidades eletivas. Por outro lado, 

na medida em que o trafego da informação visual tende a se globalizar cada vez mais com o 

desenvolvimento tecnológico, creio ser antes mais produtivo pensar em contrapontos entre 

a pintura que se faz no Brasil com aquela que se faz no Japão sem buscar necessariamente 

uma fundamentação sociológica que coloca a raiz do problema na imigração. Há afinidades 

entre artistas japoneses e artistas brasileiros que não são descendentes que se tecem 

em outras instâncias. Assim como a arte norte americana foi paulatinamente sendo 

vista com outros olhos pela Inglaterra, espero que nosso crescimento econômico possa 

contribuir para que os artistas brasileiros com seus imigrantes passem a ter seu devido 

reconhecimento.
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Notas

１）  Professor de Pintura na Escola de Comunicação e Artes da USP. Professor visitante da Kyoto 

University of Foreign Studies durante o ano letivo de 2011－2012. Agradeço a oportunidade bem 

como a verba concedida por esta universidade para me dedicar a esta pesquisa.

２）  PEDROSA afirma que toda: “toda a arte chinesa, e mesmo a japonesa é iconográfica, isto é, feita 

em função de uma idéia ou símbolo”. Em outro texto publicado no ano seguinte, o crítico referia-se 

mais detalhadamente ao significado da escrituração do gesto pictórico, tomando como referência, 

mais uma vez, a caligrafia oriental: “Se, no Oriente, a primeira das artes, em importância e ordem 

cronológica de seu aparecimento foi a Escritura, ou a Caligrafia, no Ocidente a relação entre pintura 

e escritura foi totalmente outra. A escrita nasceu, aqui, já de um modo ou com objetivo prático, 

utilitário, de meio para fim. No Oriente, a escrita, ela mesma, se transformou num fim, muito antes 

de a Europa apresentar-se como um continente separado e marcado por uma civilização autônoma. 

Da caligrafia chinesa nasceram às pinturas chinesa e japonesa. No Ocidente, a pintura só depois 

de desenvolvida dava motivo ao nascimento de uma variação pictórica com algo de caligráfico ou 

de escritura.” Segundo o autor “a ideia de fazer concordarem pintura e caligrafia vem da idade 

arcaica... Em nenhuma civilização ou cultura a palavra escrita levanta respeito mais profundo do 

que no extremo oriente. Das artes gráficas japonesas com a poesia dos hai kai, diz ele, por trás 

deste assunto ostensivo um conteúdo predominante. Dentro do qual aquele tem de ser interpretado. 

Em que consiste? No sentido da estação e suas vistas e sons específicos e a fauna e flora e os ritos 

sociais o Kigo. Tudo ai nesse contexto ultrapassa o individual. O contingente, o puro gosto pessoal, 

a procura frenética e de algum irresponsável da originalidade pela originalidade”... “A poesia dos hai 

kai. e a beleza do estilo caligráfico japonês partem de uma mesma experiência fundamental: vistas e 

sons da natureza”. PEDROSA in ARANTES, Otília (org.). Modernidade cá e lá - textos escolhidos. São 

Fig.5 Mark Rothko, Seagram Murals. Kawamura Museum em Chiba
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Paulo: EDUSP, 2000, p. 303.

３）  PEDROSA, Mário. Pintura Nihonga in “Japão e Arte Ocidental” in ARANTES, Otília (org.). 

Modernidade cá e lá - textos escolhidos. São Paulo: EDUSP, 2000. O grifo é de minha autoria.

４）  O livro acabou sendo publicado em 1984, numa edição patrocinada pela Fundação Japão. Segundo 

Renato Ortiz em uma artigo sobre este livro “O contraste Oriente/Ocidente ofusca assim as 

particularidades existentes entre os povos asiáticas. Para Aluísio de Azevedo, o estrangeiro não 

é o chinês mas o europeu e o norte-americano. Sua perspectiva mistura um certo romantismo e 

a crença na existência de um “orientalismo” capaz de impulsionar o pensamento e os costumes 

numa direção radicalmente diversa do mundo ocidental” p. 87l.  ORTIZ, Renato. “Aluísio Azevedo e 

o Japão: uma apreciação critica”. Tempo Social; Rev. Sociologia. USP, Sāo Paulo, 9 (2): pp. 79－95, 

outubro de 1997.

５）  PEDROSA, Mário. Pintura Nihonga in “Japão e Arte Ocidental” in ARANTES, Otília (org.). 

Modernidade cá e lá - textos escolhidos. São Paulo: EDUSP, 2000. O grifo é de minha autoria.

６）  PEDROSA afirma o seguinte no artigo sobre Pintura nihonga:

０）  “Com a dita restauração muitos artistas japoneses foram então para Paris apreender nos ateliês 

dos mestres acadêmicos da época, exatamente como fizeram nossos premiados da Escola de Belas 

Artes, por volta do mesmo tempo... Por este tempo um critico americano Fenollosa ― remando 

contra a corrente, fazia discursos e conferencias para o publico (como Aluízio de Azevedo!) ― para 

o público japonês, para protestar contra a ocidentalização artística do pais que, a seu ver, possuía 

uma arte, uma pintura, sobretudo, infinitamente superior do que se fazia na Europa. Mas os 

japoneses, com aquela maneira de fazer de repente certas coisas sistematicamente, não quiseram 

ouvir, e a moda do academismo naturalista europeia por aqui fez furor...

０）  A segunda voga de ocidentalização se fez sob a bandeira do impressionismo, assim enquanto a 

voga das estampas japonesas ganhava todos os espíritos, a ponto de o impressionismo e o pós 

impressionismo serem em parte fruto dessa descoberta (desde Manet a Van Gogh), uma outra vaga 

sucedia aquela e de ricochete vinha dar nas praias nipônicas, trazendo em seu bojo as construções 

de Cézanne, a luz de Monet e Renoir e as cores de Van Gogh.

０）  Desse choque saíram varias vertentes e grupos... Uns para, em relação ao ocidentalismo, sustentar 

a velha tradição nacional, outros, para combater essa tradição e defender a preponderância da 

pintura ocidental, que aqui, hoje, significa principalmente a pintura a óleo, em oposição aos meios 

tradicionais, tintas minerais aguadas, o sumi-e ― branco e preto ― etc outros ainda começaram a 

procurar um meio termo, ou a conciliar as duas tendências, numa busca apressada de síntese.”
７）  HERKENHOFF, Catálogo da exposição Laços do Olhar: as conexões entre Brasil e Japão desde o 

século 19, Instituto Tomie Ohtake, 2008.

８）  Muitos artistas japoneses tinham consciência deste fenômeno Koide Narashige em seu Aburae shin 

Giho (new Techniques in Oil)painting afirma: “Perhaps it cannot be helped that yoga has depended on 

emulations in the process of introducing this new painting technique. But it has bee like copying a cut 

flower. Even though this one flower has been cut out of a field where innumerable flowers of dif ferent 

kinds are in bloom, it comes to represent all others when it’s taken home. Copies of this one flower get 

dispersed all over Japan in a flash as it was a strain of flu. But this cut flower is without root, so it soon 

needs to be replaced by another one. Even cut flowers are useful, of course, as sources of inspiration 

and for nurturing aesthetic sensibility, but in order for this flower to take root in our soil and become 

prosperous, we nee to import the whole plant, that is, we have to understand the basis from which 
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the flower has emerged” in Gallery Guide to the collection of the National Museum of Modern Art, 

Tokyo. p. 53, 2005.

９）  PEDROSA, Ibidem, “Japão e Arte Ocidental”, p. 309.

10）  “A galeria Deco foi fundada em 1981, representa artistas plásticos contemporâneos japoneses 

e nikeis. Escultura, pintura, fotografia, instalação e objeto são os suportes usados pelos estetas, 

que se diferenciam por um inovador desenvolvimento plástico e conceitual. Trabalhar com jovens 

artistas, escolhidos nas Universidades de Artes Plásticas de Musashino e Tama, no Japão, é uma 

das principais atividades do espaço, desde os anos 90. Estabelecida desde o início, em duas casas 

da década de 20 (com 150 metros quadrados ― em seis salas expositivas), no bairro da Bela Vista, 

a galeria nasceu de um projeto da diretora Hideko Suzuki Taguchi e seu marido René Sadayuki 

Taguchi, que tem como fundamento fortalecer e divulgar nomes de talentos recém-formados e 

já renomados no mercado nacional e internacional, como Yayoi Kusama, Takashi Murakami e 

Yoshitomo Nara” http://www.galeriadeco.com.br/
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〈論　　文〉
帝国論と精神史に関する一考察

― 偽装されたメキシコ皇帝マクシミリアンと「帝国の発明」という概念をめぐって ―

古　畑　正　富

キーワード
精神史，包囲戦，メキシコ帝国，皇帝マクシミリアン，ベニート・フアレス，ナポ

レオン三世 

Abstract

From the angle of the intellectual history, this paper examines the portrait of 

camouflaged emperor Maximilian of Mexico, and the concept of the “invention of empire”. 
Importantly, the recent study of K. Ibsen elucidates that The Execution of Emperor 

Maximilian of Mexico series（1867－1869）by Édouard Manet described the horrific 

character of imperialism, which deeply influenced the fate of Maximilian. Based on Ibsen’s 

view, step by step, we shall try to clarify three points. Such as:

（1）In light of various historical events, we understand that the invention of empire 

was equal to that of administrative control system named “empire”. Such socio-economic 

structure, in fact, made the communication line, spread all over the empire, which also 

determined the grand strategy of it. As a result, the collapse of the empire often emerged 

from the great damage and heavy loss of civil wars.

（2）According to I. Eph‛al, siege warfare is a universal phenomenon, many of whose 

manifestations are connected to the human spirit, thus revealing similarities across place 

and time. Of course, this is true of the besieged city of Querétaro, where Maximilian’s 

remaining troops surrendered to the military operation employed by Benito Juárez. But 

we get a strong impression that Maximilian was obliged to gaze at the human spirit of his 

own, though he was faced with the hopeless defeat for the Mexican Empire.

（3）Simply put, the Mexican Empire was one of the Dominions, that is to say, 

autonomous vassal states ruled by Napoleon Ⅲ and his viceroy (Caesar) François Achille 

Bazaine. Under these circumstances, Maxmilian only stood on the edge of French Second 

Empire. In a sense, we see that he was thrown into the vortex of war.

Far from fading into obscurity upon Maximilian’s fall and execution, his episode has 

continued to resonate in the cultural imaginary, including Europe and USA. Because we 

can approach the humanity in the meta-level through his tragic death. So, Maximilian 

was just the symbolic person who represented a limited possibility that we might have in 

modern times.
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1．はじめに

『マクシミリアン，メキシコ，そして帝国の発明』という原題からわかるとおり，クリスティ
ン・イプセンの著書（以下，同書と略記）は，一場の夢の記憶になったメキシコ帝国の皇帝マク
シミリアン（1832－1867年；在位  1864－1867年）をめぐる考察である 1）。マクシミリアンの伝
記としては，すでに日本語でも平明な概説書が刊行され，その流れゆく数奇な人生の軌跡を辿る
ことにより，知らず知らずのうちに，ギリシア悲劇の類型を眺めることができよう 2）。この問題
をよりよく理解するため，奇しくも同年，パリのセーヌ左岸に生まれた，エドゥアール・マネ
（1832－1883年）作の歴史画「皇帝マクシミリアンの処刑（The Execution of Emperor Maximilian 

of Mexico）」シリーズ（1867－1869年／ボストン美術館およびマンハイム市立美術館）の比較検
討が必要なことはいうまでもない。なお，同書の目次とテーマ設定は，次のとおりである。序  歴
史を想像すること／第 1章  帝国を発明し，ネイションを想像すること：占領下メキシコの視覚文
化／第 2章  パリからの景色：エドゥアール・マネ作『皇帝マクシミリアンの処刑』のスペクタク
ルとそれに魅了される観客の姿／第 3章  見えざるものを示す：映画『フアレス』（1939年）にお
ける過去の流用／第 4章  他者のまなざし：帝国の周縁に立つ者と，フェルナンド・デル・パソの
歴史小説『帝国からの知らせ（Noticias del Imperio）』。
イプセンはノートルダム大学教授であり，ラテンアメリカの興味深い女性史研究 3）を世に問う
ているが，同様に，メキシコの作家カルロス・フエンテス論として，『記憶と欲望―カルロス・
フエンテスと解釈の鉄則』4）も我々の心に残る。それゆえ，同書の比重が，人間の情動を彩った
精神史（intellectual history）にあることは自ずから看取されるはずだ 5）。実際のところ，目次とテー
マ設定を確認すると，同書の焦点は，群衆によるヴィジュアル型の「劇場社会」へ移り変りはじ
めた 19世紀の世相に置かれている。そうした風潮のなかに現われた帝国主義は，自他にとって
生温い思想ではない。関与した人物を歯車として消費し，時には男女の別なく，まるで操り人形
（puppet）のように犬死すら強制したのである 6）。イプセンも同書でしばしば触れているが，鋭敏
な水先案内役とすべく，当時の視覚文化を扱ったことは注目に値する 7）。
上記の前提に立ち返って，本稿は，同書で省察された精神史に関する諸問題に留意しつつ，思
いがけず人工的な帝国の渦へ企投された人間の動静について議論することを目的とする。「偽装さ
れた皇帝マクシミリアンの生涯とその時代」―結局，異人たる皇帝はメキシコ史において，外国
勢力フランスの傀儡をつとめ，軍事的な敗北者の烙印を押された余所者（グリンゴ）にすぎない。
だが，皮肉な（というより，矛盾した）物語として，マクシミリアンが悲劇の果てに機械仕掛け
の存在から逸脱し，彼自身を取り巻く世界の軛から解放されたことは確かであり，その点にこそ，
より小さく有限の性格を孕むにもかかわらず，等身大の人間に宿る，血の通った歴史の面白さが
想像されるのではないか 8）。

2．「帝国の発明」という概念とその歴史的背景

同書が「帝国の発明」という概念を導入した結果，個人としてのマクシミリアン，あるいは彼
の妻カルロッタ（シャルロッテ・フォン・ベルギエン；1840－1927年）の非力さに軍事政権崩壊
の全責任を被せなかったことは肝要であろう 9）。ヨーロッパにおいて，19世紀は様々な形態を通
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して，人工的な帝国が作り上げられた時代だったと見なされる 10）。通史的な帝国の定義は難しい
ものの，ローマ帝国に関して，ドミニク・リーベンは次のように述べる。「紀元前 2世紀からロー
マ帝国と宇宙（オイコウメネ）を同一と見たのは，ギリシア人（＝ストア哲学者）にほかならない。
…こうした理念は，ローマの政治家や知識人エリート（の精神）にも深い感銘を与え，その影響
力を通じて，紀元 1世紀には世界（オルビス・テラルム）とインペリウムはまったく同じものと
見なされるようになった」11）。「前近代的な帝国の場合，統治が直接的か間接的かの区別は判然と
していない。帝国の規模や通信技術の問題から，どの帝国も長期的には地方エリートに協力を仰
がざるをえないのだ。近代のように，政府のあらゆる機能を実行可能にする厖大な官僚を創設す
るための資源も当時はなかった」12）。
それでも，長大な国境を防衛し，効率的で秩序整然とした統治と安全保障を実現するため，ロー
マ帝政期の軍隊では官職と組織が体系化され，前線の将軍を補佐する参謀と並び，軍政を操る幕
僚の将校団も登場してきた。その際，支援軍（アウクシリア）や退役したシビリアンの在郷軍人（予
備役）を擁する地方勢力とも結託した騎士身分（エクィテス）が，後方任務を含む属州行政を担
当する主演に踊り出たのであり，騎兵部隊への仕官が軍人のキャリアにおいて相当の重みを増し
たと考えられる。―軍令と軍政の間に暗闘が繰り返される構造にもかかわらず，ローマ軍はそこ
から出発し，新しい国家的均衡へ到達したといっていい 13）。ここで，王政→共和政→自由帝政（元
首政）→軍人皇帝時代→権威帝政（ドミナートゥス）のように変遷したローマ帝国の政治的状況
を勘案すれば，我々は「帝国の発明」というパワー・ポリティクス特有の概念に対して，「帝国と
名づけられた管理体制の発明」と合理的に言葉を補うことができる 14）。
このように，（種を蒔いた）前近代的帝国であれ，（後に大きく結実した）近代的国家であれ，
厳格な管理体制のなかで等しく発明されたのは，点と線の実効支配を同一平面上で固める「利益
循環システム」とその産物たる富国強兵政策にほかならず，社会経済の繁栄を謳歌した帝国の大
綱として，軍役を司る地方拠点都市と中央のハートランドを血管のように繋ぐネットワークがき
わめて有益になった環境が窺えよう 15）。
たとえば，CT 53 47+（SAA 5, no.250）は，紀元前 1千年紀に勃興し盛期を迎えた「アッシリア

帝国（Neo-Assyrian Empire）」の交易・行政拠点，カール・アッシュルについて報告する軍事書
簡である。最近の研究史に従えば，カールは「港（port）」ないし「波止場（quay）」という原義
を有し，東地中海沿岸に居並ぶ港湾都市では，（フェニキア人の支配に代わり）後背地におけるアッ
シリアの覇権の証として，経済特区にも喩えられる商業基地が構築された 16）。この見解は，アッ
シリア帝国に形成された社会的経済的構造を把握するうえで大切な道標となるが，「関所／物資集
積所」の立地条件を加えると，アッシリアの軍司令部とカールを関係づける可能性は無視できな
い 17）。なぜなら，軍事史において，戦線の延長に伴う兵站（logistics）と攻撃の限界点をつかむ
ことは常に重要であり，輸送・補給線，すなわち連絡線を支える交通の要衝というばかりでなく，
徴兵，動員，配備にかかる戦費，兵士の給与と褒賞などに当てる税収・財源を得るため，財務官
（アバラック＝マセンヌ・ラブー）やその属僚（ラブ・カーリ），または従軍商人・商工ギルドの
存在理由もそこに認められるからである 18）。したがって，戦争はひたすら資本や軍需品を吸い込
む青天井の事業であり，軍隊という荒々しい消費者を注意深く点検し，平時から見事に制御する
保守的なゲーム・プランが，武力政治を基礎とする覇権国家の帝国には是非求められた 19）。
さて，アッシリア帝国では，伝令と使者の混合戦略（伝令使）が政略・戦略上で重大な役割を
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果たした 20）。アッシリアの軍事書簡によると，諜報目的で任用された特務機関の政治将校たちが，
虎の威を借る狐に化けおおせ，「私の主君たる王は，次のように言う（シャッル・ベーリー・イカッ
ビ＋［ウンマ］21）との言説を武器にしつつ，情報操作および外交的駆け引きに血道をあげる姿が
はっきり映し出された 22）。ABL 1003：12には「我々は，王の言葉を拠り所にして語る（イナ・ピッ
ティ・ディッビー・シャ・シャッリ・イッシーシュ・ニッドゥッブ）」23）と記されており，四囲
の状況に応じ，派遣された特使が王の代弁者として振舞うこともあった。事実，旧約聖書の「ラ
ブ・シャケ第一の演説」（列王記下 18章 19－25節）において，降伏勧告の使者であるラブ・シャ
ケが伝令の立場を踏み越え，アッシリア王の影武者のように発話している 24）。さらに，アッシリ
アの軍事書簡にも，これと類似したパターンを発見することができよう。たとえば，ABL 548（SAA 

5, no.2）：Obv. 6－15は，「私の主君たる王のごとく（キー・シャ・シャル・ベーリー）」という修
飾句を用い，「ウラルトゥ人の消息について言えば，私と対立する総督に向けて送った，私の使者
が帰還した。彼（＝使者）は私の主君たる王のごとく，彼（＝対立する総督）に厳粛な言葉を放っ
たという。そして，彼（＝使者）は私に手紙を書き，次のように語る」と綴っている 25）。
伝令使ラブ・シャケは元来，侍従長と推察されるけれど，彼に比肩する顕官の宮廷宦官長（ラブ・
シャ・レーシ）が監軍の職務と結びつく記録も残されている（ABL 304；SAA 1, no.11）26）。こう
したアッシリアの政治将校たちに通底したのは，戦争遂行者としての鋭利な意志であり，包囲戦
の意識世界を表現することであった。興味深いことに，「ラブ・シャケ第一の演説」はバランスの
とれた「囲い込み形式（インクルージオ）」を維持している（表 1を参照）27）。ちなみに，戦争の
根源的な形態が包囲戦に遡りうるとすれば，ラブ・シャケの軍事演説は図らずも，人間の内部地
平から現出した文学的レトリックであることが得心される。―精神史をめぐる問題を踏まえ，帝
国の研究動向を把握するとき，これは決して看過できない視点だろう 28）。

表 1　旧約聖書における軍事演説（ラブ・シャケ第一の演説）の囲い込み形式
 出所：Kobata 1995, p. 20.
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上記の説明に基づき，第 3節ではメキシコ帝国の終焉について考察するが，「帝国の発明」とい
う概念は，帝国の死からもおよそ逆算することができる。本稿は，消耗が激しい長い内戦により，
帝国内部で軍事社会的なコミュニケーションが分解され，ほぼ完璧を誇った哨戒も見る影がなく，
各地で取り返しのつかない機能不全に陥った状態こそ，帝国の主たる死因となったことを強調し
たい 29）。換言すれば，（人間機械論を反映した）帝国の実体が，群衆（マルチチュード）の欲望
を喚起する二次的な機構である以上，いつかは不具合を起こし，破壊され，刷新されていく運命
を免れまい。それは，アッシリアやローマ帝国と変わらず，伝令使を縦横に走らせ国内統治に成
功した，アステカ・インカを淵源とするラテンアメリカ先住民の諸帝国にも当てはまる 30）。

3．包囲されたメキシコ皇帝マクシミリアンの「死戦」をめぐって

フランスの社会史家である鹿島茂によれば，ケレタロ市を見下ろすセロ・デ・ラス・カンパナ
ス（鐘の鳴る丘）におけるマクシミリアン銃殺の知らせ（1867年 6月 19日）は，パリで万国博
覧会の褒賞授与式が盛大に行なわれている日にナポレオン三世（在位  1852－1870年）のもとに
届けられた。それはあたかも，ナポレオン帝国（第二帝政）の落日を告げる晩鐘のごとく，フラ
ンス人の心のなかで鳴り響いたという 31）。偶然の一致とはけだし怪しく謎めいたものだが，如法
闇夜をさまようような，恐怖と戦慄の予感に満ちた思いは，萎縮とは逆方向の想像力を噴射する
きっかけへ転じていく。マネの『皇帝マクシミリアンの処刑』シリーズ（1867－1869年）は，ド
キュメンタリー風の生々しいタッチで，戦争の深い闇を抉り，視覚化された暗黒のスペクタクル
とその比類ない迫力によって，メキシコの現場から遠く離れたパリの観客をも震撼させ，激しく
魅了したのである 32）。

図 1　1867年のマネ『皇帝マクシミリアンの処刑』（ボストン美術館）
　　　　　　　　　出所：Ibsen 2010, Cover illustration
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図 1と図 2に描かれたとおり，マネは『皇帝マクシミリアンの処刑』において，マクシミリア
ンと彼の側近たちへ発砲する，ベニート・フアレス（1806－1872年）率いる共和国軍の兵士たちを，
フランス軍の狙撃部隊になぞらえている。しかし，両者は必ずしも同一ではない。定説に従うと，
図 2（1869年）の原型プランが，1814年に描かれた，フランシスコ・ホセ・デ・ゴヤ・イ・ルシ
エンテス（1746－1828年）の傑作『1808年 5月 3日，プリンシペ・ピオの丘での銃殺（El 3 de 

Mayo 1808. Fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío）』（マドリード，プラド美術館）に基づく
ことは確実である 33）。とすれば，図 1（1867年）の右正面にじっと佇む（メキシコ流の帽子を被
り，フランス軍の様式と異なる制服を着た）人物は一体誰を表象しているのか 34）。ゴヤは果敢に
も，ナポレオン一世という鉄腕の軍事指導者による戒厳令の夜を批判して絵筆をとった。芸術家
の使命として，マネがそうしたゴヤの政治的風刺性に倣ったのなら，この影（sombra）のような
人物はフアレス指揮下の将軍たちの一人，たとえば，闘将ポルフィリオ・ディアス（1830－1915年）
でなく，軍事政府の首班たるカウディーヨ（caudillo）―フアレス本人と推定される。それゆえ，
マネが作品上の標的として指弾したのは，自己保身のために「守銭奴」と堕し，ミラマール条約 35）

で誓約したかつての盟友マクシミリアンを見殺しにしたナポレオン三世のみならず，彼の後を襲
い，やはり戒厳令をメキシコ全土に運ぶフアレスの「黒い馬車」でもあったのだろう 36）。細部を
解きほぐすことによって，マネの絵画から突然，歴史という奥行きのある景色が現われてきた。
彼の場合，そこには，ナポレオン三世→フアレスという強者たちの権力委譲の舞台裏に潜む，愚
かしく脆弱な人間のもつ哀しい情念が象徴的に描かれていると思う 37）。
次に示すのは，（フアレスの司法権を頑なに拒み，無謀にも欠席した）マクシミリアンに死刑を
宣告した軍事裁判が閉廷し，処刑執行を前にして，マクシミリアンとフアレスの間に一方的な意

図 2　1869年のマネ『皇帝マクシミリアンの処刑』（マンハイム市立美術館）
　　　　　　　  出所：Ibsen 2010, p.89, Figure 8
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志の交流が行なわれた場面である 38）。敗者のマクシミリアンは言う。「この上なく厳かに，そし
て余が置かれている状況のもとで，余の血が流血の最後の一滴となるように心から願う。そして，
汝らの大義を称えん。人々を和解させ，強固で安定した基盤の上にこの不幸な国に平和と静けさ
をもたらそうと尽力し，その高貴な目的に導いた忍耐力を称えん」39）。だが，勝者のフアレスは
切り返す。「私が罰するのではなく，法律が，国民が罰するのだ」40）。彼はマクシミリアンの覚悟
の言葉さえ，一介の政治犯もしくは懲りない囚人の遠吠えとして一顧だにしない。とまれ，フア
レスの無味乾燥な言説は，彼の復讐心を糊塗するものに感じられるが，その隠された真意を察す
ると，マクシミリアンの力量と声望では「帝国を発明し，ネイションを想像すること」が画餅に
帰すのは理の当然であり，それを国民の支持のもとで完遂する適格者は共和国大統領を措いて他
にないと突き放したのである 41）。そこには，フアレスの執拗で強烈な自意識（ego），彼の足元に
鬱蒼と広がるジャングルの論理，ましてや，どんな妥協も譲歩も拒絶した権力者の酷烈な態度が
透けて見える。この局面において，彼の値踏みをするような視線は，冷徹きわまりない計算機に
等しかった 42）。
それでは，マクシミリアンはいかにして最後の日々を送り，メキシコ帝国の断末魔のあがきを
目撃したのか。まず，マクシミリアンにとって「地獄からの知らせ」が，メキシコ派遣軍総司令
部から届いた。「これ以上，兵士一人たりとも，一銭たりとも送らない」と力説するナポレオン三
世の本音が出先機関で事務化され，フランス軍はマクシミリアンとメキシコ帝国を見捨てて，本
国への速やかな撤収を一年以内に完了する旨を通告したのである（1866年 1月 15日）43）。かて
て加えて，狂瀾を既倒に廻らさんと，皇后カルロッタは単身，1866年 7月 8日にベラクルスへ向
かい，ヨーロッパに渡りナポレオン三世と謁見したが，巻き返しの会談（1866年 8月 18日）に
失敗し，フランスの支援はまったく空しくなった 44）。彼女はミラマール城において，メキシコ帝
国の青く輝かしい未来を語り，夫に退位せず「世界で最も美しい帝国」の皇帝として名誉ある姿
勢をとるよう忠告した一通の手紙（1866年 9月 5日付）45）を書いたが，これが事実上の遺書とな
り，1867年 2月 5日，首都撤収のためにフランス軍の最後の兵士たちが出発した後も，メキシコ
に残留したマクシミリアンの行動に多大な影響を与えたことは否定できない。
なるほど，彼には依然として，保守派を中心とする手勢が控えていたけれど，骨肉相食むレフォ
ルマ戦争（1858－1861年）で戦場の優劣をめぐる格付けがなされており，彼らがいきなり退勢を
挽回し，四方から迫りくるフアレス軍の包囲網に打ち勝つ見込みはなかった 46）。保守派の軍隊は
消耗しながらも 70日間にわたって善戦し，それに勇気を鼓舞されたか，マクシミリアンは首都
から 9,000のインディオ部隊を率いて出陣し，メキシコ中西部におけるカトリックの牙城と呼ば
れた，トマス・メヒアの出身地ケレタロへの移動を決行したが，この隙間は明らかにマクシミリ
アンを陥れる罠であり，ケレタロへの道は，彼にとって「死戦」の場所を暗示するものになった
47）。誇り高い彼の気持では，この益体もないシナリオは決して敵に後ろを見せる遁走でなく，あ
くまで皇帝の出陣による「戦術的転進」，言い換えれば「陽動作戦」を意味したのではないか。か
くして，マクシミリアンは固唾を呑んで，ケレタロの包囲戦を待ち受けたと考えられる 48）。だが，
そのとき，政治的に貴重な皇帝の身柄がフアレスの掌中にあり，やがて自在に砕きうる珠だった
ことは間違いなく，連絡線を切られた要衝のケレタロすら内応によって，大した損害も被らずに
開城させ，軍門に下ったマクシミリアンと彼の側近たちを難なく逮捕したのである 49）。
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第 2節で述べたとおり，戦争では賭博的な要素をできる限り排除する―これが帝国における戦
略の要諦とすれば，マクシミリアンは皇帝（インペラートル）にふさわしい権力の条件を完全に
欠いていた。本稿が，彼を「偽装された皇帝」と評した根拠である。つまるところ，メキシコ帝
国とは宗主国フランスの周縁に立ち，フランスの軍事力に寄り添い，ナポレオン三世というボナ
パルティスムの「カリスマ的支配者」に属した幻影の被護国家と形容されて然るべきだろう 50）。
ここで，ナポレオン三世の副官／利益代表に相当する人物が，メキシコ派遣軍総司令官のフラン
ソワ・アシル・バゼーヌ元帥（1811－1888年）である。その威信がちょうど空気のように覆って
いる限界が，メキシコ帝国の版図を定め，フランス軍の一望監視のもとで，港湾都市ベラクルス
もヨーロッパへの扉として働き，軍事費と物流の確保に貢献していた 51）。対照的に，フアレスの
防衛拠点パソ・デル・ノルテ（現シウダ・フアレス）と外界への通路はメキシコ北部（チワワ州）
にあった。リオ・ブラボー・デル・ノルテ（リオ・グランデ）川の向こうには，エル・パソと後
背地のアメリカが広がり，外交書簡の往来や武器商人・兵器メーカーからの輸入を通して，両者
の密やかな軍事交流が南北戦争（1861－1865年）の間も続けられたのである 52）。
ジェレミ・ベンサム（1748－1832年）が提唱した「一望監視装置（パノプティコン）」の効果
を帝国の枠組みで少なからず具体化したのは，帝国内部に散開した伝令と使者の活動，そして馬
車・鉄道を駆使する軍事郵便の集中的な運用である 53）。しかしながら，フランス軍はメキシコ北
部において，それを安定的に達成できなかった。―短期決戦（主力の包囲→残敵の掃討）という
思惑が外れ，戦略的な意味での塹壕戦，つまりはエーリッヒ・マリア・レマルク『西部戦線異状
なし』（1929年）の描く膠着状態に持ち込まれたのだ 54）。そのために，メキシコの兵要地誌が不
完全であり，兵士たちは東西のシエラ・マドレ山脈をはじめとする山岳戦への対応が著しく遅れ
た 55）。あまつさえ，南北の境界にはサカテカスのような銀山がそびえ，マクシミリアン宮廷が誹
謗するところの「野盗国家」56），その先鋒として跳梁するフアレス軍の散兵（騎兵部隊）に掣肘
を加えられず，戦果の曖昧なまま実行される，戦力の逐次投入と各個撃破の追撃戦に疲弊し，海
外での長期滞陣に精鋭の士気も衰えていった。これは，フランス軍が展開した内線作戦の大問題
であり，国家的危機を攻防自在の組織防御でしのいだローマ皇帝マルクス・アウレリウス（在位
紀元 161－180年）率いる軍団とは雲泥の差だろう 57）。
フランス軍にとって，北伐でメキシコ全土を平定し勝負をつけるのは，アメリカを拘束する南
北戦争の時期に限られていたが，畢竟，その時間的な余裕を奪い取り，戦場での勝利を不可能事
にした軍事上の理由として，（a）フランス軍の戦力不足と補給線の問題 58）（b）フアレス軍の動員
力と武装水準の向上 59），の二項を挙げまとめておきたい。要するに，これらの不利な要因が重な
り合い，南北戦争をへて，フランス軍は占領地における戦闘継続をついに諦めた。当時，メキシ
コは類例のない「三頭政治」，より正確には「三皇帝」が向かい合う分裂時代を迎えていたと考え
られる。そこでは，①正帝：ナポレオン三世（副帝：バゼーヌ元帥）②対立皇帝：フアレス③偽
装された皇帝：マクシミリアン，というユニークな構図が成立する 60）。正帝と副帝の軍勢が失意
のうちに立ち去り，偽装された皇帝が処刑によって廃され，その戦雲の夢もはかなく四散した後，
争乱の巷に引き裂かれず軍事的勝者となったフアレスが「皇帝民主主義」を標榜する新体制を発
足させた。彼は辛辣で，狷介な，頑迷ともいえる「民主的独裁者」の形式を選択し，1872年に病
死で燃え尽き，雲煙の彼方へ消えるまで束の間の君臨を果たすのである 61）。
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4．おわりに―偽装されたメキシコ皇帝マクシミリアンの精神史について―

マクシミリアンの悲劇的な死について，クラウセは淡々と述懐する。「…逆説的に聞こえるが，
二人（カルロッタとマクシミリアン）は死ぬ間際に，この世の望み，つまりメキシコ人になるこ
とを叶えたのだ。メキシコほどこの不幸な皇帝夫妻を伝説化した国もない。」62）。メキシコ人にとっ
て，意外，不可解の思いを禁じえないところだろうが，行き当たりばったりの旅人（エトランジェ）
―歴史上の表舞台に刻まれた未熟な支配者マクシミリアンの肖像には絶えず，「永遠の若者」の
抱く奥深い挫折感が投影されている。そうした意味で，マトリョーシカ人形の入れ子構造のよう
に戦争経験に取り巻かれ，たびたび袋小路でジレンマに戸惑い，感情的に混乱し，論理的に矛盾
する人間模様を描きがちな我々は，彼の外的なポルトレを自己の内面へ引き付け，どうも近代人
にそぐわない無器用な愚かしさに共鳴して，奇妙な懐かしさを覚えると同時に慰められるわけで
ある 63）。
後日譚になるが，年老いたカルロッタが臨終を迎え，私的な「人形の家」から解放されたのは

1927年であり，第一次世界大戦後にハプスブルク家の中欧支配が崩壊し，20世紀における強制収
容所の帝国も軍靴の足音をいよいよ高めていた 64）。そして，公的な「人形の家」は総力戦という
軍事的様相を呈し，包囲戦の意識世界が全体主義国家の「鉄の檻」になり，政略・戦略的な形で
歴然と人々の日常生活へ浸透した。そこでは，強固な個の物語が世界から失われ，また，その存
在をことさら希求しなかった。ただ眼前にあるものは，遠く近く潮騒がざわめくのにどこか似て，
現実の生存闘争のなかで押し潰し，押し潰される人間の群れが物々しく描き出す，やけに索漠と
したせめぎ合いの景色だろう 65）。
だから心もとなげな錯覚かもしれないが，メキシコにおけるマクシミリアンとカルロッタに歴
史の悲歌，いわゆる善悪の彼岸を歩む人々の（星新一『白い服の男』の闊歩するユートピアでは
到底実現できない）ロマンを感じるとすれば，「ロボット三原則」の矛盾，つまり厳格な操演モデ
ルの掟からの逸脱に言及した，アメリカのロシア系ユダヤ人作家，アイザック・アシモフ『鋼鉄
都市（The Caves of Steel）』が有力な手掛かりを提示すると考えられる 66）。結局，ドストエフスキー『地
下室の手記』にみるとおり，人間の精神に本来蔵された「閉包観念」を基盤（ファウンデーション）
として，誰もが彼方の移動祝祭日を目指し，旅の途上で有為転変からくる苦悩に身を焦がしなが
ら，やがて途轍もない膨張の果てに泡が弾け，必然的に一層の収縮へ誘われるからである 67）。
大変な波瀾に見舞われたメキシコ到着以前，マクシミリアンが，アドリア海を臨むミラマール
城でつらつらと執筆した『回想録』のなかに，「もしまだ架空の話でしかない気球に乗ることがで
きるようになったら，私は（空を）飛ぼう。きっと人生最大の喜びを見出せるに違いない」68）と
の情熱や希望的観測が記録されているが，経歴総和とメタ論理の観点からすれば，他者の圧力に
よって浮世を揺らめき漂い，外地で空しく偽装されたメキシコ皇帝は，1867年 6月 19日におい
て，彼の真実の姿を取り戻したにすぎない 69）。これがメキシコで激しい権力闘争に直面したあげ
く，死の瞬間に開けられた風穴へ入り，ようやく旧に復した彷徨する魂の顛末であり，精神史に
関する本稿の結論とすべく書き留めておきたい命題である。もちろん，この種の現象（表 2）は
予備的だが，人間が迷える者であり続ける限り，歴史の普遍文法（UG）として応用可能だろうと，
本稿は考えている 70）。
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表 2　両極化された神と人間の存在論に関する仮定
①（仮定 a）神の定義　：「神は無限に開かれた，観測されざる可能性」（否定）
②（仮定 b）人間の定義：「人間は有限に閉ざされた，観測されうる可能性」（肯定）
③    ∴ 観測されざる可能性（negative property）と観測されうる可能性（positive property）と
いう両極を踏まえれば，人間の視点が流出して，転瞬のうちに神と交差する場合が生まれる。
これは，マイモニデスの属性に関する一つの解釈である。

＊本稿の作成にあたり，旧約聖書時代史ならびにアッシリア学に関係する文献史料を使用した。
その略号は，AfOなどに準拠しており，「参考文献」には特記していない。

注

１）本稿の注では，同書を Ibsen 2010と表す。本稿で考察する，皇帝マクシミリアンの場合は，第
二次メキシコ帝国のことを指す。マクシミリアンの先例というべき，第一次メキシコ帝国の皇帝
イトゥルビデの寂然たる末路に関しては，大垣 2008，94－96頁が簡明である。

２）菊池 1994を参照。加瀬 1980，49－128頁も読み物としてわかりやすい。太田秀通に代表される
ギリシア史家の見解では，ギリシア悲劇が創造した美の形式は，そこに包摂される追求の情熱が，
現実の “矛盾 ” のどの深さまで到達したかによって決定され，それがドラマの構造（ドラマトゥ
ルギー）と思想性にも浮かび上がる。

３）Ibsen, K., Women’s Spiritual Autobiography in Colonial Spanish America, University Press of Florida, 

Gainesville, 1999を参照。
４）Ibsen, K., Memoria y deseo: Carlos Fuentes y el pacto de la lectura, Fondo de Cultura Económica 

USA, México, 2003を参照。
５）精神史の方法に関しては，歴史理論をはじめ数多くの研究があるが，本稿では，ゲオルク・G・イッ

ガースから知見を得た。たとえば，ドイツ三十年戦争（1618－1648年）を「軍事革命論」の叩
き台にする展望は，その好例といえる。

６）この問題に関しては，とくにジョージ・スタイナー『悲劇の死（The Death of Tragedy）』（1961年）
を参照。近代の「神への信仰なき時代」に膨張した悲劇の様相は，今後とも充分に検証すべき課
題である。それゆえ，近代を特徴づける機械論的自然観を知るうえで，大衆の内部に深く根を張っ
た，消費への飽くなき欲望とそれから派生する過剰なほどの自己増殖・膨張性のベクトルを指摘
する，笠井潔『ヴァンパイヤー戦争』および笹川吉晴の解説（講談社文庫版に所収）がいたく刺
激的だろう。

７）Ibsen 2010, pp.9－10（Ways of Seeing）を参照。
８）こうしたパースペクティビズムに通じる思索に関しては，ホセ・オルテガ・イ・ガセトの著作
（Meditaciones del Quijote, 1914他）を参照。さらに，「（同一平面上で断続的に結合される）権限
の奪取としての歴史」の概念（選言命題：P ∨ Q ......）を含むメキシコ人の精神史の奥行き，あ
るいは彼らの生ける理性に関しては，フエンテス『メヒコの時間（Tiempo mexicano）』（1971年）
の記述が基本的だが，我々はそこから，メキシコ的時間における「抑圧された遠近法」の歴史的
動態を学ぶことができる。そしてメキシコ史では，かかる遠近法を表現するのが，P（保守派）
と Q（自由主義派）のはざまで巻き起こる対立の連鎖であろう。なお，神／神々の凝縮された聖
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性に比すべき「メタ的な外部集合」をもつために，外在的主語（自然景観）⇔  内在的主語（心
象景観）のような，歴史上の「生活空間」ないし「環境世界」をめぐる現実と幻想の両極的で，
しかもメタ論理（境界からの逸脱∈超越）を刷り込んだリバーシブルな変相が生じる，と本稿は
想定する。この問題に関しては，フエンテス『老いぼれグリンゴ（Gringo viejo）』（1985年）の
洞察が示唆に富む。

９）Ibsen 2010, pp.149－150. 同書は Fernando del Paso, Noticias del Imperio, Mondadori, Madrid, 1987

を引用し，生皮を剥がすようにして，メキシコ帝国のメカニズムを覗き込めば，即物的な帝国主
義の歴史が露になり，マクシミリアンとカルロッタの物語にみる本当の狂気も悲劇性も，そこか
ら創出されると結論づけた。

10）一般的に，19世紀は帝国論の画期と考えられる。なぜなら，アウステルリッツの三帝会戦（1805

年）の前年，フランス皇帝に登極したナポレオン一世（在位  1804－1814，15年）が，古代史へ
回帰するかのように，カトリック教会と固着したシャルルマーニュ以来の神聖ローマ帝国（800

－1806年）という中世的理念からヨーロッパを解き放ち，幅広い多様性を招来するに至ったか
らである。

11）リーベン 2002，70－71頁。インペリウムは元来，ラテン語で「軍事指揮権（命令権）」を意味し，
それが拡大して，一定の領域を支配する「帝国（empire）」を指すようになった（スペイン語で
は imperioという）。この問題に関しては，インカたちの国家組織タワンティンスーユ，すなわ
ち「東西南北の四つの地方＝方面（行政州／軍管区）」が，アッカド語で書かれた，パザルチッ
ク碑文 7行目の「キブラト＋ 4-ti」と符合することに，改めて注意を喚起したい。

12）リーベン 2002，100頁。
13）新保 2005を参照。ポスト元首政期（中間期）である「軍人皇帝時代」（紀元 3世紀）と当時の騎
士身分興隆の実像に関しては，井上 1998，37－73頁が「ガリエヌス勅令」を俎上にのせ，厳密
な解釈を行なっている。付言ながら，軍令と軍政の間を橋渡しするマンパワーとして，ローマ軍
の軍医（メディクス）も特筆されよう。軍医は衛生行政官であり，属州において，駐屯地周辺の
住民たちの医療・健康管理にも従事し，彼らのローマ化を促進した。第二次世界大戦後，占領下
の日本において，GHQの軍政部門たる PHW（公衆衛生福祉局）の業務が，その遙かなる伝統
を継承し，ニュース映像で視覚化される権威になった。

14）「必要は発明（物作り）の母」―ローマという改造国家のディメンションを如実に体現するのが，
壮大な規模で作られた「戦略道路」の威容であり，それが帝国における「防衛的総合戦略」のシ
ステム的な裏づけになった。ローマ帝国の「防衛的総合戦略」に関しては，Luttwak 1976；フェ
リル 1988，64－66頁を参照。

15）古代オリエントでは，①幹線道路（「王の道」）の建設と宿駅の充実，②騎馬急使による通信網の
整備，に代表されるアケメネス（ハカーマニシュ朝）ペルシアの事例が有名であり，アッシリア
帝国の発展的モデルになった。また，「インカ道」の戦略的価値，そしてタンボ（宿駅／宿泊所）
とチャスキ（飛脚）の日常的風景も，ローマ街道に匹敵するものであった。

16）山田重郎 2007，5－46頁を参照。
17） ローマ帝政期のブリタンニアにおいて，紀元 2－3世紀にタイン河口近くにあったアルベイア

砦（現サウスシールズ）と穀物蔵（ホレア）の連結は，よく知られている。さらに，山田重郎
2007，6－9頁（Table 1）によると，相当する立地条件から判断して，陸地を流れる河川の掌握
と密接な関係があった「カール＋ X（地名）」も数多く確認される。ローマ軍の作戦要務令と同
じ地平に立つが，ハブル川／ユーフラテス川中流域において，監視・行軍時の陣営（キャンプ）
として利用された，アッシリア軍の城砦ラインが存在したことは見過ごせない。

18）この実状に関しては，「ル・ネル・ドゥ・ラ・ゲール，セ・ラルジャン（戦の肝は金なり）」とい
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う古い格言を含めて，佐藤賢一『パリの蜂起』（小説フランス革命 2）が簡潔的確に描写している。
19）こうした軍と警察の未分化な土壌が，規律と訓練のプロセスで，軍務官僚≒警察官僚の相同性を

将来し，捜査本部・陣営の見方とか，索敵→捕捉→攻囲→殲滅という一網打尽の思考過程を組織
内部で育んでいった。そもそも，軍隊には「予算編成」の問題が不可避であり，最高司令官たる
インペラートル（英語 emperor；スペイン語 emperador）の資質として，集団戦に際しての経済
能力と計算能力に長けた武将が求められたと考えられる。

20）Eph‛al 1983, pp.102－104（intelligence and communication）.
21）ABL 146+（SAA 5，no.92）：Rev. 10’，CT 53 874（SAA 5，no.143）：Rev. 9’， ABL 311（SAA 5，

no.199）：Rev. 8’ を参照。ABL 924（K 3045）：Obv. 1－2は，イカッビの代わりにキビマを使用す
るが，これは紀元前 2千年紀の用法に由来している。

22）これらの謀略関係の軍人に関心を向けると，日本近代史で暗躍した明石元二郎（1864－1919年）
の経歴がふと脳裏に去来するかもしれない。彼は参謀本部と緊密な連携を保ち，日露戦争（1904

－1905年）の裏面工作で精彩を放ったが，事後，公使館付陸軍武官から植民地支配の尖兵たる
憲兵司令官兼警務総長へ転身した。もっとも歴史的な系譜を考慮すると，謀略部隊（∋秘密警察
組織）は特異な集団に分類されず，その萌芽が古代史の段階で蒔かれたことを忘れるべきではな
い。

23）他に，ABL 1070：16，ABL 1294：Rev. 5を参照。
24）今からでも遅くない，と籠城側に投降を要求する帝国の交渉方針に関しては，Eph‛al 2009, pp.43

－54を参照。ここでは「飴と鞭」のように，功利性を弄ぶ甘言（friendly words）と畏怖心を煽
る脅迫や威嚇（threats and intimidation）が同時分析される。なお，江戸時代初期の大坂の陣（1614

－1615年）を題材にして，司馬遼太郎『城塞』が，こうした軍事政府（≒幕府）の二面的な形
相を巧みに炙り出している。

25）前後の文脈を丹念に調べると，文中の主語が一貫して使者（マール・シプリ）を指示し，彼が
城砦への攻撃の事案で糾問に赴いた様子を知ることができる。さらに，「宮廷伝令使（palace 

herald）」は，アッカド語でナーギル・エカッリと呼ばれ，マール・シプリを総覧する立場にあっ
たと考えられるが，（近代では，元帥府に列せられた）方面軍の総司令官タルターヌに引けを取
らない，隠然たる権勢を宮廷内に張っていた事実は，アッシリアの「リンム表」（910－612 BC）
からも明らかである。

26）古畑 2003，205－208頁を参照。
27）列王記下 18 章 19－25 節の文学構造を本格的に分析するため，原典（Biblia Hebraica 

Stuttgartensia）のヘブライ語を〈記号〉として扱ったチャートを作成した。その見方は，英語の
注（Notes）に記載されており，それに従って，全体像の方向性へ注意を絞り込んで欲しい。

28）Eph‛al 2009, 2－3頁は，「包囲戦は普遍的な現象（universal phenomenon）であり，その現われ
の多くは人間の精神と結びつくがゆえに，場所と時間を越えた類似性を示す」と述べる。帝国と
人間の内在平面に関しては，ネグリ，ハート 2003を参照。ここで，我々は巨視的に，「帝国意識
⇔帝国主義」という心理が人間の増殖・膨張する欲望から発し，それに呼応した時代の雰囲気
によって加速され，強烈に覆い被さってくることを理解しなければならない。長原 2001，147－
148頁は，「多数性の欲望が帝国の運動を肩代わりしている」と仮定した，ネグリ，ハートの存
在論の核心について考察する。

29）おそらく西ローマ帝国の滅亡（紀元 476年）を，軍事システム本来の欠陥に帰着させず，それが
何世紀もの長きにわたって蓄積された，組織の「金属疲労」の結果と見なすことは可能であろう。
適切なアナロジーとなる，アッシリア帝国の崩壊に関しては，Zawadzki 1988が端的に説明する。

30）語彙的な異同は当然あるが，「インカ帝国」の名祖（エポニム）―シエサ・デ・レオン（1518？
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－1554年）のクロニカ，『インカ帝国地誌』や『インカ帝国史』に記述されたインカの軍令と軍
政は構造的に，アッシリアやローマ帝国と共通している。これは，アステカも同様である。アス
テカ滅亡に至る歴史を紐解くには，増田 2002が役立つ。

31）鹿島 2010，525頁。鹿島 2010の主張に照らしてみれば，普仏戦争のセダンの戦い（1870年）で
包囲され「捕虜になった皇帝」たる悪名を残したナポレオン三世が，サン＝シモン主義の理想（鉄
の夢）から，パリ改造に付随する都市の美化・整備計画の推進など，第二帝政期に加速型の産業
資本主義を育成した功績は，今日に続くフランス近代社会の底流，なかんずく，第三共和政期に
おけるベル・エポックの揺り籠として再評価すべきだろう。その結果，消費は罪悪でなく，義務
の観念を伴った快楽と化したのである。鹿島 2010，455－459頁を参照。さらに，メキシコに対
するフランス干渉戦争（1862－1867年）が当初，「経済戦争」として火蓋を切ったことを想起し
なければならない。大垣 2008，146－147頁を参照。

32）マネの『皇帝マクシミリアンの処刑』シリーズ（1867－1869年）に関しては，Ibsen 2010，
pp.51－83を参照。本稿は同書の立場を踏襲するが，必要な場合は修正しつつ，その歴史的意義
へ接近したいと考えている。

33）マクシミリアンと共に処刑された側近たちは，保守派のミゲル・ミラモン，先住民のカシケのト
マス・メヒアという二人の将軍である。また，プロイセン軍のドライゼ銃に改良を施して，フラ
ンス軍は1866年，ボルトアクション式後装銃の「シャスポー銃（chasepot rifle）」を制式採用した（幕
末の日本において，幕府歩兵隊が装備した）。実際，1869年という時代背景，右で僅かにうつむ
く人物の装弾確認のポーズ，そしてゴヤと同じくサーベルの佩用などから，マネもこの歩兵銃を
捧げるフランス兵の軍帽の威圧感を意識し，自作の構図へ進んで取り入れたものと考えられる。

34）いまだ 1867年という峠の時期に当たるため，「立て－銃」の姿勢をとった，この人物が握ってい
る歩兵銃が前装銃（ミニエー銃）か，それとも後装銃（シャスポー銃）なのかは速断できないが，
外見と（銃剣装着時の）全長から推して，少なくとも映画『ターミネーター 2　特別編』（1993

年／ジェームズ・キャメロン監督）で馴染み深い，アメリカ独自のレバーアクション式後装銃
（騎兵銃：スペンサー銃あるいはヘンリー式連発銃）の系統でないことは，ほとんど確実である。
それゆえ，彼が被っているつばの広い帽子は，むしろ自由主義派の人民軍兵士「チナコ」のスタ
イルであり，マクシミリアンの「ソンブレロ（sombrero）」と対比されなければならない。大垣
2008，151頁を参照。

35） クラウセ 2004，277－278頁を参照。ミラマール条約は，1864年 4月 10日から数日以内に締結
された。これが，「ラテン大帝国」というナポレオン三世の野心に蕩尽され，死に至るまで悪戦
苦闘を余儀なくされたマクシミリアンの人生行路の始まりであった。鹿島 2010，518－521頁を
参照。

36）1867年と異なり，1869年になると，時の権力者フアレスはマネの絵画で，ナポレオン三世と二
重写しになっている。新聞報道がかなり発達し，海外情報の入手も比較的容易となった 19世紀
後半のフランスにおいて，このアプローチは理由のないことではない。フアレスの強権的な統治
と戒厳令の施行に関しては，クラウセ 2004，302－323頁（民主的独裁者）を参照。

37）歴史上の人物が今に連なる「記憶としての存在」へと収斂されるなら，おぼろな姿で我々の眼前
に立ち現われたマクシミリアンの肖像も，意表を衝いてまことに豊潤なイメージを伝えてくれよ
う。伝聞証拠になるが，マクシミリアンの最期の言葉に関しては，菊池 1994，294頁を参照。

38）大垣 2008，162－163頁を参照。マクシミリアンは内心，フアレスの大統領令による恩赦（ミラ
マールへの送還）を期待し，何通もの手紙と電報も打っている。にもかかわらず，マクシミリア
ンの努力は奏功することなく，敵方のフアレスから黙殺された。同じ電報といっても，もはや寄
る辺ない “孤児 ” のごときマクシミリアンでは，プロイセンの鉄血宰相ビスマルク（在任　1862
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－1890年）の「エムス電」（1870年 7月 13日）みたいな反響がついぞ聞こえてこなかったので
ある。

39）クラウセ 2004，298頁。
40）クラウセ 2004，298頁。
41）Ibsen 2010, pp.11－50. 池田 2007，8頁によると，ネイションは「ある領域国家の住民が，身分・

職業・地域・民族などの違いを超えて，それへの帰属意識を共有する『主権をもつ共同体』」で
ある。ここで，ナポレオン三世も，共和国大統領（在任  1848－1852年）から伸し上がり，クー・
デタによって政権を掌握し，皇帝位に就いた経緯を念頭に置いても無駄ではないだろう。

42）中国古代の「法家」のように，フアレスは法に内在する宗教的意識を深め，法を崇拝するために，
執着心を燃やしていた。そうした彼の性格を形づくる端緒となった生い立ちに関しては，クラウ
セ 2004，225－238頁を参照。

43）クラウセ 2004，289頁を参照。加瀬 1980，101頁は，練達の外交官らしい臨場感を発揮し，こう
訳している。「フランスは全力をつくしたが，メキシコ情勢は少しも改善せず，もはや国民議会
は戦費を協賛しない。他方，貴国は戦費を負担できぬといわれるから，残念ながら，遠征軍を撤
退せねばならぬ事態に立ち至った…」。

44）クラウセ 2004，291－294頁を参照。両者の最後の対決は，1866年 8月 18日になされた。まさに，
当時のメキシコで流行した，ビセンテ・リバ・パラシオの歌『さようなら，ママ，カルロッタ』
を彷彿させる成り行きであった。

45）クラウセ 2004，294－295頁および 301頁（註 21）を参照。ただし，国内の自由主義派を侮り，
フアレスは臣下にすぎないと決めつけ，メキシコ帝国に対するアメリカの現実的な脅威を軽んじ
るなど，カルロッタにはヨーロッパの王侯独特の倣岸さといおうか，理不尽な認識が目立ってい
る。

46）レフォルマ戦争とその余波に関しては，クラウセ 2004，251－268頁を参照。アステカの闇の神
テスカトリポカを鏡で映し出したように，フアレスは硝煙が立ち昇る，血腥い内戦に精通したベ
テランであり，生来の貴公子マクシミリアンとはひどく隔たりのある人物だった。

47）権力の神秘主義者として，フアレスは過去を捏造せず，揺るぎない信念のもとに過去を流用した
のである。フアレス軍が見せた分進合撃は，包囲戦を志向する外線作戦の顕著な特徴だが，これ
はフアレスの創意工夫といえず，エルナン・コルテス（1485－1547年）がテノチティトラン陥
落時（1521年 5月 22日から 8月 13日）の布陣でも実施していた。アステカ滅亡の故事を知っ
ていたフアレスは，鉄環で締め付けたマクシミリアンに対し，1520年の「悲しき夜（La noche 

triste）」の事件を再現し，続いて長蛇を逸した「オトゥンバの戦い」をも反転させる策を練って
いたのではないか。増田 2002，80－116頁を参照。関連認識として，Ibsen 2010, pp.93－124が
有意義である。

48）フアレス軍の砲兵部隊による攻撃を受け，マクシミリアンが四面楚歌に陥った，ケレタロの包囲
戦をめぐる状況に関しては，加瀬 1980，115－121頁を参照。籠城戦というのは，他に救援の目
処があった場合にはじめて活路が見えてくる。その戦訓を信じれば，ことによると，マクシミリ
アンは敵の大軍（マリアーノ・エスコベドの 25,000および後続のフアレス軍諸部隊）の猛攻を
支えきり華々しく撃退した後，勝利の風聞に乗せて，フランス本国に鎮座するナポレオン三世へ
誘いの使いを送る予定だったかもしれない。

49）ポルフィリオ・ディアスの哨戒で脱出ルートのプエブラ市周辺が封鎖，そこで援軍の通過もぴた
りと阻止され，外界へ出る袋の口が閉ざされたことにより，密室にいるマクシミリアンの運命は
風前の灯火へと変わった。この絶望的な情勢下に，マクシミリアン側の防諜は何ら機能せず，疫
病（epidemics）のような裏切り者が続出した。なかでも劇的なのが，エスコベドと内通して，
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利敵行為に走った親衛隊のロペス大佐であろう。状況証拠になるが，我々はこのエピソードから，
フアレスの伝令使（謀略部隊）の浸透―後の治安維持隊／広域国家警察隊（大垣 2008，169頁
の訳語）の恫喝があった形跡を推理することができる。

50）アッシリア帝国の勢力圏（orbit）に位置する自治領（Dominion＝ autonomous vassal state）の
創設に関しては，Cogan 1974, pp.65－96を参照。この政策は「分割統治（divide and rule）」の発
想に起因するもので，帝国が覇権国家だけでなく，「諸侯の利益のための協定」という連邦国家
の色彩も帯びていたことを示唆する。非公式帝国（権益下の属国）論を含む，20世紀における
イギリス帝国に着目した論文集として，木畑，後藤 2010が長期の，広範囲にわたる人の連帯や
移動，そして摩擦など，越境的活動に基づくグローバルな側面を検討している。

51）エドワード・W・サイードは『文化と帝国主義（Culture and Imperialism）』（1993年）のなかで，
西欧の近代化において，帝国主義は誰も疑わない，見えない監獄であり，空気のようだと規定し
ている。

52）フアレスはワシントンにメキシコ代表部のマティアス・ロメロを駐在させるにとどまらず，アメ
リカの新聞記者からも抜け目なく最新情報を収集していた。大垣 2008，154－156頁を参照。南
北戦争の通史として，本稿は，ブルース・キャットン（Bruce Catton）が書いた『南北戦争（The 

Civil War）』（翻訳：バベルプレス，2011年）を通読した。また，19世紀の軍隊事情を知悉した，
柘植久慶『マクシミリアンの傭兵』もそれを補完するデータを提供してくれよう。

53）ベンサムの命題について，本稿は主として，ミシェル・フーコー『監獄の誕生―監視と処罰』（1975

年）の分析を参考にした。松葉 2003，182頁によると，ブーランヴィリエ（1658－1722年）の
戦争論の意義を検討した結果，フーコーは，「政治とは，他の手段による戦争の継続である」と
指摘し，人種差別主義と結びついた現在の生－権力が，正戦という形式で，国内の〈異常者たち〉
を雁字搦めにして，彼らの排除に行使された実態を暴露する。この問題に関しては，カール・フォ
ン・クラウゼヴィッツ『戦争論』（1832年）が古典的である。軍隊というものは命令を受けるや
迅速な行動に移らなければならないので，各地と連絡をとりながら作戦を進めていくことのでき
る，軍事郵便の制度は非常に便利である。

54） 著者の歴史観を別にすると，第一次世界大戦（1914－1918年）に関しては，A. J. P. テイラーに
よる「目で見る戦史」がその変遷を網羅している。

55）佐藤賢一『ペリー』によると，鉄道こそ工業発展の要であり，国家を一つに纏める鍵でもあった。
さらに，鉄道網の整備は軍事作戦のうえで決定的な重要性を有し，その点，フランスも例外では
なかった。鹿島 2010，266－279頁（鉄道戦争）を参照。それゆえ，「機動と集中」の原則に反する，
山岳重畳のメキシコの国土にあって，フランス軍の行動は緩慢となり，武装民衆の抵抗（ゲリラ
戦）に対し有効に戦うことができず，致命的な破局をもたらす危険性が潜在していた。この問題
に関しては，アントワーヌ＝アンリ・ジョミニ（1779－1869年）がスペイン戦争（1808－1814年）
を素材にして，1838年の著書『戦争概論』で痛烈な警告を発している。

56）フアレスについて，カルロッタの手紙（上掲の注 45）は，「…君主国は人類の救済であり，国王
は善良な牧童であり，大統領はメルセナリー（mercenary）なのです」と記している。この中世
的な思考（傭兵⇔野盗）では，マクシミリアン宮廷と敵対し，各地を機敏に移動するフアレスが
大統領から転位し，不埒な反乱を引き起こした（傭兵崩れの）野盗の頭目に擬せられても不思議
でない。佐藤賢一『傭兵ピエール』を参照。

57）マルクス・アウレリウスとマルコマンニ戦争（紀元 162－180年）を理解するために，Birley 

2000, pp.159－183（The Northern Wars）を参照。この戦争の間，政界における軍事エリートの
台頭と活躍が目覚ましく，彼らの主導によって，ローマ帝国は「軍人皇帝時代」への道に踏み出
したと考えられる（『ヒストリア・アウグスタ』による）。上掲の注 13を参照。
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58）ワーテルローの戦い（1815年）など，近代戦に対するアレクサンドロスの深甚な影響に関して
は，フェリル 1988，273－327頁を参照。フェリルの意見に従えば，内線作戦におけるアレクサ
ンドロスの「槌と鉄床」戦法は，歩兵部隊の掩護のもと騎兵部隊の突撃により，一気呵成に敵軍
の戦列を突破，後衛を挟み撃ちにして，しかる後に全軍で徹底的な追撃へ転じるという構想であっ
た。これは今日もなお，包囲戦の嚆矢として軍事史のなかに脈々と息づいている（二重包囲もそ
の変形である）。だが残念ながら，フランス軍には，そのために新鮮かつ充分な余剰戦力（general 

reserve）が与えられていなかった。1866年 12月 6日，義勇兵部隊が解体され，6,545のオース
トリア軍のうち 3,600，アルフレド・ハン・デル・スミッセン指揮のベルギー駐屯軍約 1,000がヨー
ロッパへ帰還し，フランス軍 26,000も翌年初めにはメキシコから撤収した。フランス軍につい
ていえば，1863年 6月に 30,000（フォレイ将軍），1865年 2月に 27,000（バゼーヌ元帥）であり，
1863年 1月以降は平均 27,667（母標準偏差：1,700）程度の兵数で推移（正規分布）したことが
わかる。Ibsen 2010, p.7 ; p.154, n13 ; p.155, n18他を参照。この陣容では，とりわけクリミア戦争
（1853－1856年）の派兵総数 14万人（戦病死 7万 5千人を含めた，犠牲者 9万 5千人）に比べ
て僅少である。鹿島 2010，393－415頁を参照。さらに，フランス本国とメキシコの間の海上補
給線があまりに長く，フランス軍の弱点である兵站の不備（弾薬不足）が露呈した恰好になって
しまったと考えられる。実際，機関銃の前身となる，フランス軍のミトラィユーズ斉射砲も新大
陸の戦場では宝の持ち腐れに終わった。

59）慎重に見積もっても，フランス干渉戦争の犠牲者は総計で，フアレス軍 48,096であり，フラン
ス軍は 6,654に達した（義勇兵部隊 1,823，ベルギー駐屯軍 850といわれる）。クラウセ 2004，
314頁によると，フアレスが政権掌握後に軍の人員整理を断行した際，8万人の常備軍が健在だっ
たので，単純計算では 80,000＋ 48,096＝ 128,096となり，フアレス軍に蝟集した農民兵や町人
兵の数はフランス軍を圧倒的に上回っていた（現実には 13万人以上，それに臨時の強制徴募が
追加される）。アメリカの支援で銃火器がフアレス軍へ流れ込み，中核の騎兵部隊がレバーアク
ション式後装銃によって増強されたことは疑いない。上掲の注 34を参照。ただし，フランス軍
と比較して，やむなく 7倍を超える戦死者を出し，長期戦の負担に悪化したフアレス軍の財政状
態，また武器商人・兵器メーカーによる売り捌きの傾向から総合的に判断すると，十把一絡げの
歩兵部隊には多くの場合，北軍の標準装備であったスプリングフィールド銃（ミニエー銃）のよ
うな前装銃が配備されたものと予想してよい。

60）バゼーヌ元帥には現地軍の総大将としての自負があり，ポルフィリオ・ディアスと手を組み，彼
自身が新たな「メキシコ皇帝」の地位を狙って権謀術数をめぐらせたと取沙汰されている。鹿島
2010，523頁他を参照。

61）上掲の注 36を参照。長期独裁政権（1876－1911年）を築いた，フアレスの後継者ディアスはも
ともと，ナポレオン三世（バゼーヌ元帥）―フアレス―マクシミリアンという三位一体が作り
出す結界から外れていた。しかし，1873年に開設されたメキシコの鉄道が，そのディアスの肩
入れで飛躍的に発展し，急速な鉄道網の整備が行なわれたことは皮肉である。ディアスの政治手
法に関しては，クラウセ 2004，336－345頁（秩序，平和，進歩）を参照。

62）クラウセ 2004，299頁；大垣 2008，164頁。
63）クラウセ 2004，306頁はマクシミリアンについて，「自らのドラマを織り込んだ，一貫性のない

ドラマティックな役回りをこなす器量を持ち合わせていた」と喝破している。彼とカルロッタと
の間には “純愛 ” とは程遠い逸話も散見されるが，だからこそ，山田風太郎の歴史小説『魔群の
通過―天狗党叙事詩』の結末に刻まれたモチーフ，煎じ詰めれば，ある種の聖性の呪縛の下で
捕囚され，呻吟する男と女の「愛の嵐（tormenta）」が浮き彫りになり，我々の傷を負った心の
なかでしみじみと，まさに海鳴りのごとくこだまして興趣が尽きない。山田風太郎は言う。「こ
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の英雄的で，無惨で，愚かしくて，そして要するにつじつまの合わないドラマの終局には，ただ
あのうらぶれた老行商人と老女郎の死に顔が二つ残っただけではないか。…時と場所こそちがえ，
あれはまさしく哀切な心中（double suicide）にまちがいなかったと」。

64）  正確な時点は不祥だが，1866年 9月末，マクシミリアンとメキシコ帝国の前途に絶望したカルロッ
タは，この書簡をマクシミリアンへ送り，バチカンに教皇ピウス 9世（在位  1846－1878年）を
訪問したときに発狂した。常軌を逸し，正気を失った彼女はオーストリアの精神病院に収容され
た後，生まれ故郷のベルギーの城に幽閉された。その間，カルロッタは死ぬまで，この暗く冷たい，
深沈たる静寂に包まれた最小限の世界で虜になり，マックス（マクシミリアンの愛称）と呼んで
いたぼろ切れの人形を相手にして，一所懸命にメキシコ帝国の思い出を話し続けたという。クラ
ウセ 2004，296頁他を参照。

65）コンラート・ローレンツ『いわゆる悪―攻撃の自然史へ向けて』（1963年）が「人間の原罪とし
ての戦争」という問題を鋭く吟味している。ここで，我々のヒューマニズムにとって苦く，重く，
しかも衝撃的な過去の歴史を証言する，通称「ヴェル・ディヴ（冬の屋内競技場）囲い込み事件」
（パリ，1942年 7月 16－17日）を思い起こしてみたい。

66）アシモフとゲーム理論（①ミニマックス法と混合戦略②ナッシュ均衡③囚人のジレンマ）の絡み
合いは，科学史の啓蒙書で取り上げられる事例である。他方，アシモフの合理主義と対峙する位
相から，人間の引き裂かれた自画像（ego）を見据える試みとしては，リチャード・マシスン『地
獄の家（Hell House）』が典型的だろう。

67）ユダヤ神秘主義が最大限の価値を秘める「ツィムツム（収縮）」の観念を抽出したことは重要で
ある。

68）クラウセ 2004，272頁；大垣 2008，145頁。
69）この問題に関しては，オクタビオ・パス『孤独の迷宮（El laberinto de la soledad）』（1950年）が「メ

キシコの仮面」というキーワードを追究している。
70）神の絶対的統一性と無形性を『ミシュネー・トーラー（律法の再説）』で詳細に論じた，マイモ

ニデス（1135－1204年／スファラディ＝スペイン系ユダヤ人の哲学者）は主著『モーレー・ネヴー
ヒーム（迷える者への手引き）』で，完全な神の存在を「否定」として定義すべきであると説く。
それゆえ，対位法に則って，不完全な人間の精神を「肯定」と定義することができる。

参考文献

池田嘉郎
2007 『革命ロシアの共和国とネイション』（山川歴史モノグラフ 14），山川出版社。

井上文則
2008 『軍人皇帝時代の研究―ローマ帝国の変容』，岩波書店。

大垣貴志郎
2008 『物語　メキシコの歴史―太陽の国の英傑たち』，中公新書。

鹿島茂
2010 『怪帝ナポレオン三世―第二帝政全史』，講談社学術文庫。



古　畑　正　富

─ 34 ─

加瀬俊一
1980 『王冠と恋―ハプスブルク宮廷の愛人たち』，文藝春秋。

菊池良生
1994   『イカロスの失墜―悲劇のメキシコ皇帝マクシミリアン一世伝』（第一部「ハプスブルクの

異端児」，第二部「ケレタロに墜つ」），新人物往来社。

木畑洋一，後藤春美編
2010 『帝国の長い影―20世紀国際秩序の変容』，ミネルヴァ書房。

クラウセ，エンリケ
2004 『メキシコの百年　1810－1910―権力者の列伝』（大垣貴志郎訳），現代企画室。

古畑正富
2003   「『旧約聖書』における政治演説の構造―異空間としての古代人の精神―」，『異文化を知る

こころ―国際化と多文化理解の視座から』，奥川義尚，堀川徹，田所清克編，199－210頁，
世界思想社。

新保良明
2005   「ローマ帝政前期の騎士将校に関する一考察―仕官と任務を巡って―」，『青山史学』23，

189－211頁。

長原豊
2001   「〈交通〉する帝国－多数性―外部なき〈帝国〉と内在する絶対的〈外〉としての多数性―」，

『現代思想』29－8（特集　帝国―グローバリゼーションへの新視角），132－151頁，青土社。

ネグリ，アントニオ，マイケル・ハート
2003   『〈帝国〉―グローバル化の世界秩序とマルチチュードの可能性』（水嶋一憲，酒井隆史，浜

邦彦，吉田俊実訳），以文社。

フェリル，アーサー
1988   『戦争の起源―石器時代からアレクサンドロスにいたる戦争の古代史』（鈴木主税，石原正

毅訳），河出書房新社。

増田義郎
2002 『アステカとインカ―黄金帝国の滅亡』，小学館。

松葉祥一
2003   「歴史・人種・権力 ―フーコーによるブーランヴィリエの戦争論―」，『現代思想』31－16（総

特集　フーコー），172－183頁，青土社。

山田重郎
2007   『アッシリア帝国の支配と領域に関する総合的研究』，平成 14年度～平成 17年度科学研究費



帝国論と精神史に関する一考察

─ 35 ─

補助金（基盤研究（C）（2））研究成果報告書，課題番号 14510397，筑波大学大学院人文社
会科学研究科。

リーベン，ドミニク
2002   『帝国の興亡（上）―グローバルにみたパワーと帝国』（袴田茂樹監修／松井秀和訳），日本

経済新聞社。

Birley, A.R.

2000 Marcus Aurelius: A Biography, Rev. ed., Routledge, New York.

Cogan, M.

1974   Imperialism and Religion: Assyria, Judah and Israel in the Eighth and Seventh Centuries B.C.E., 

Scholars Press, Missoula, Montana.

Eph‛al, I.

1983   “On Warfare and Military Control in the Ancient Near Eastern Empires: A Research Outline”, 
History, Historiography and Interpretation: Studies in Biblical and Cuneiform Literatures, 

Tadmor, H. and M. Weinfeld（eds.）, pp.88－106, Magnes Press, Jerusalem.

2009 The City Besieged: Siege and Its Manifestations in the Ancient Near East, Brill, Leiden/Boston.

Ibsen, K.

2010 Maximilian, Mexico, and the Invention of Empire, Vanderbilt University Press, Nashville.

Kobata, M.

1995   “An Analysis of the rab-shaqeh’s First Speech: Was It Political Speech Written in the Letter 

Form?”, term paper submitted to Professor M. Cogan, Hebrew University of Jerusalem

（unpublished）.

Luttwak, E.N.

1976   The Grand Strategy of the Roman Empire: From the First Century A.D. to the Third, The Johns 

Hopkins University Press, Baltimore/London.

Zawadzki, S.

1988   The Fall of Assyria and Median-Babylonian Relations in Light of the Nabopolassar Chronicle, 

Eburon, Delft.





メキシコ先住民運動の再接合は可能か？

─ 37 ─

〈論　　文〉
メキシコ先住民運動の再接合は可能か？

小　林　致　広

キーワード
全国先住民運動（Movimiento Indígena Nacional），先住民全国議会（Congreso Nacional 

Indígena），自治を求める多元的先住民全国会議（Asamblea Nacional Indígena Plural 

por la Autonomía），多民族国家メキシコ（México Plurinacional），事実としての自治
（autonomía de hecho） 

Resumen

Durante el proceso de diálogo de San Andrés entre el gobierno federal y los 

zapatistas, se ha formado un espacio abierto de encuentro de los movimientos indígenas 

para discutir un proyecto nuevo de la nación mexicana. Hasta ahora, podemos señalar 

que hay tres momentos de hacer visible este espacio de convergencia a través de las 

movilizacines nacionales indígenas en la coyuntura política.

El primer momento es durante el diálogo de San Andrés en el que participaron los 

pueblos indígenas a través de sus autoridades comunitarias. Varias tendencias de los 

movimientos indígenas organizaron el Foro Nacional Indígena y después construyeron 

el Congreso Nacional Indígena (CNI) con la estructura horizontal. Después del gobireno 

priísta que nunca cumplió los acuerdos de San Andrés, el gobierno foxista comprometió la 

reforma de la ley indígena basada en los acuerdos de San Andrés.

El segundo es durante “La Marcha de Color de la Tierra” en la primera mitad del año 

2001, cuando el triunfo foxista ha dado esperanza a comunidades, organizaciones y grupos 

indígenas que tengan una nueva relación con el Estado. En esta alternancia, algunos 

líderes indígenas de la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA) que 

conformaban el CNI veían una oportunidad de avanzar en la creación de instituciones 

dedicadas a atender las demandas indígenas. Sin embargo, con la contrarreforma de la 

ley indígena, los gobiernos panistas querían desmantelar los procesos autónomos de los 

pueblos indígenas. Los grupos adherentes del CNI decidieron hacer práctica la autonomía 

de hecho sin reconocimiento constitucional de ejecutar la autonomía.

El tercero es durante “La Otra Campaña” convocada por el EZLN en el primer 

semestre de 2006.En el ámbito político, además de las Juntas de Buen Gobierno zapatistas 

en Chiapas, hay muchos procesos de construcción autonómicas por los pueblos indígenas 

en resistencia. Pero este proceso nacional sigue siendo desarticulado por los gobiernos 

panistas que organizaron una política de contención con el discurso de la multicultualidad, 

cooptando líderes de los movimientos indígenas.
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はじめに―200年間の排除の歴史―

2010年のメキシコ「独立 200周年，革命 100周年祝賀」への反対運動は，20年前に展開された「コ
ロンブス 500周年祝賀」反対運動ほど目立つものではなかった。1994年のサパティスタ武装蜂起
以降，「我々ぬきのメキシコは二度とあってはならない」を旗印として運動を展開した先住民運動
の側から提出された，先住民族の存在を無視したメキシコ国家モデルに対する異議申し立てが取
り上げられることはなかった。独立 200周年記念日の前夜の 9月 15日，電飾イルミネーションで
飾られたメキシコ市ソカロ広場から数ブロック西の新聞記者クラブで，「200年間排除された先住
民族」と題するフォーラムが開催された（La Jornada, 19/sept/2010）。
このフォーラムは全国先住民運動（El Movimiento Indígena Nacional，以下MINと略記）とい
うグループが呼びかけたものだった。基調講演と部会討論の後，MINが策定した全国先住民運動
宣言が読み上げられた（MIN 2010）。宣言は，「独立 200周年，革命 100周年」官製事業を祝賀す
べきではなく，全国先住民運動の再接合（rearticulación）と再構築という闘争目標を提示している。
MINの目的は，分散状態にある先住民運動をまとめ，先住民族全体を真に代表する多元的で非排
他的な組織を構築することで，先住民組織の新しい空間を創出し，国の再建（refundación）を目
指す幅広い運動の一翼を担うこととされている。
本稿では，先住民運動の停滞と分散化を克服する試みとしてMINが組織されるまでの過程を
明らかにし，MINが提起する先住民運動とサパティスタ民族解放軍（EZLN）や先住民全国議
会（Congreso Nacional Indígena, CNI）が展開してきた先住民運動とを比較する。それを通じて，
MINが提起した問題設定と全国先住民運動の再接合の可能性について考察したい。

I　先住民運動の新しい出会いの空間の提起

メキシコの全国先住民運動はどのようなものとしてイメージできるのか。現在，国内には多種
多様な先住民運動が存在しており，単一の先住民運動について語ることは難しい。民族集団的な
特性をまとった政治組織に結集する先住民の意識には，民族集団としての文化表現の権利保護を
志向するものと，生存基盤である土地や生産活動の保証を他のセクターとの連携のなかで目指す
という二つの傾向がある。前者の傾向は，民族集団の諸価値や文化（言語，伝統，フォークロアなど）
の保持を要求するもので，多文化主義的なインディヘニスモと呼ばれ，1970年代以降，参加型イ
ンディヘニスモの掛け声で展開された二言語・文化教育に典型を見出すことができる。一方，後
者の傾向は土地防衛や生産の経済基盤整備といった農民運動と共通する要求を掲げる先住民運動

En 2009, surgió una agrupación, el Movimineto Indígena Nacional (MIN) por la 

rearticulación de movimiento indígena nacional. Después dos encuentros nacionales, fue 

propuesto el Proyecto Indígena de Nación por el Estado Plurinacional y Demócratico en 

México en el 15 de septiembre de 2010. Sin embargo, este proyecto no tiene resonancia 

nacional. Por ahora, no podemos hablar de un proceso nacional de movimienro indígena 

articulado bien en México, pero sí existe movimiento nacional indígena que coincide en 

sus planteamientos.



メキシコ先住民運動の再接合は可能か？

─ 39 ─

である。しかし，制度的革命党（PRI）の全国農民連合の先住民部会として 1970年代半ばに結成
された先住民族全国審議会（Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas, CNPI）を除き，全国規模
の先住民運動が組織されることはなかった 1）。

1980年代，先住民族の集団的権利の認知や自決権の法制化を求める先住民運動が台頭してい
く。先住民族，先住民共同体，先住民組織，先住民集団，先住民会議など多種多様な運動体が，
先住民族の諸権利の防衛と認知を求めて活動を繰り広げてきた。しかし，エクアドル先住民連合
（CONAIE，1986年結成）のような全国規模の組織は，メキシコでは形成されなかった。しかし，
先住民族全体を代表する多元的な全国組織の構築が試みられなかったわけではない。
代表的なものは，1980年代末から 1990年代初頭に展開された「先住民族・黒人・民衆の抵抗
の 500年キャンペーン」の展開である。このアメリカ大陸規模のキャンペーンと連動して，メキ
シコ国内でも様々な運動が展開された 2）。国家の諸制度の改革を通じ，先住民族の諸権利の獲得
を目指すものもあり，先住民族と国家の関係を問い直し，多元的国家モデル構築を模索する運動
が，メキシコ先住民運動のなかに芽生えていた（Palafox 2003:9－11）。しかし，新自由主義的な
政策を推進していたサリナス政権（1988～ 1994年）の憲法 4条・27条の改正に対して，有効な
反対運動を展開できる全国規模の先住民運動は十分には組織されなかった 3）。
「抵抗の 500年キャンペーン」の終了以降，メキシコで全国規模の先住民組織の新しい空間が組
織された時期は，少なくとも 3回あった。1回目は 1995年後半から 1996年にかけてのサンアン
ドレス対話の開催と先住民全国議会創設の時期である。2回目はフォックス政権発足当初の 2001

年前半期，COCOPA法案に基づいた先住民法制定に向け，EZLNと CNIによって「大地の色の行進」
が組織された時期である。3回目は EZLNの「別のキャンペーン」が展開された 2006年前半期で
ある。先住民組織の新しい空間の多くは，EZLNのイニシアティブで構築されたといってよい。

1996年のサンアンドレス対話を契機に，先住民族の自治復権という要求はメキシコにおける多
様な先住民運動の結集軸となっていく。先住民自治という概念は，土地闘争，労働の権利と集団
的管理といった農民運動から引き継いできた要求を再定置するとともに，民族文化の基盤として
の先住民族領域への権利，先住民族自決権という新しい要求を位置づける基本理念となった。先
住民自治という枠組みを通じ先住民問題を全国的テーマに格上げした EZLNとの連携から，連邦
レベルでの先住民族の権利の法制化，EZLNとの連携継続の可能性，先住民共同体強化にどのよ
うに対応するかという問題も発生したのである（Jiménez 2005:431－33）。

II　新しい空間としての先住民全国議会の構築

先住民組織の新しい空間が最初に構築されたのは，EZLNと連邦政府との和解・和平交渉の過
程で設定されたサンアンドレス対話が開かれた 1995年後半から 1996年にかけてである。サンア
ンドレス対話の第 1テーマ「先住民族の権利と文化」をめぐって，先住民全国フォーラムや CNI

など，全国規模の集会が断続的に組織された（中南米におけるエスニシティ研究班 1998:16－47）。
EZLNと先住民共同体や先住民運動との折衝のインフォーマルなネットワークが形成され，先住
民組織と社会運動との日常的な関連も強化され，EZLNと多様なアクターの政治的要求が収斂す
る過程で形成された「新サパティスタ・ネットワーク」は，特定の方針に基づいた政治組織では
なく，対立や分裂をともなう流動的なものだった。
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1996年発足の CNIは，組織された先住民と EZLNのあいだで形成された全国レベルのネット
ワークで，主に左派系の労働者・学生・知識人などから政治的支援を受けている先住民・農民の
指導者や組織によって構成されていた。既存の先住民組織のすべてが CNIに参加したわけではな
いが，反対派組織からは，先住民族の要求を代表する正統な機関と位置づけられている。CNI参
加組織には，親 EZLN系から非 EZLN系，民族文化を強調するインディアニスタ系から自治を強
調する自治主義という幅の広い傾向が見られる（Leyva Solano 2005）。
ひとつは，「抵抗の 500年キャンペーン」に関わっていたグループで，キャンペーンの調整役
を担ったのはインディオ・民衆の抵抗の 500年メキシコ審議会である。その中心的組織はゲレロ
州の先住民の抵抗 500年ゲレロ審議会（CG-500）だった。このキャンペーンと連動して組織され
た地域レベルのフォーラムも含めることができる 4）。ほぼこれに近いグループとして，自治を求
める多元的先住民全国会議（Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía, ANIPA）がある。
ANIPAは，タバスコ州やチアパス州の先住民出身の国会議員，さらに民主革命党（PRD）内の人
権インディオ人民事務局などが中心になって 1995年 5月に結成されたものだった。その基盤と
なったのは，1994年 3月に組織された先住民選挙全国コンベンションだった。組織化に当たって
中心的役割を担ったのは，チアパス州南部の先住民族トホラバル居住地域を本拠に 1980年代末か
ら活動していたインディオ人民独立戦線（Frente Independiente de Pueblos Indios, FIPI）である。
FIPI創設者マルガリート・ルイスは，PRD下院議員として 1990年前後に憲法 4条改正に積極的
に発言し，ANIPAは 1992年 5月に解散した CM-500に代わる全国先住民運動組織であると位置
づけていた（Ruiz Hernández 1999:28）。
次いで挙げられるのが農地闘争を展開してきた先住民組織である。代表的なものは，上記 FIPI

との関係が強かった左派系の農民運動の農業労働者農民独立センター（CIOAC）がある。そのほ
かに，ベラクルス州中部のソンゴリカ山地先住民組織地域調整委員会（CROISZ），オアハカ州東
部の地峡北部地域先住民共同体連合（UCIZONI），チアパス州北部の先住民族チョルを中心とす
るシニッチェ（X’inich）などがある。
このほか，オアハカ州のミヘ民族サービス（SER-Mixe），マヤ系先住民女性支援組織キナル・

アンセティック（K’inal Antzetik AC）など，先住民族の人権支援活動を展開してきた組織も CNI

の主要構成者だった。さらに，先住民地域の共同体ラジオ放送や開発・教育プログラムに関わっ
ていた NGO，サパティスタ民族解放戦線（FZLN）の基盤組織として組織された全国対話市民委
員会なども，CNIの主要構成員として挙げることができる。

CNIは，旧来の全国規模の社会運動組織に特徴的な垂直的構造を排除した水平的な組織と自己
定義していた。そのため，出会いの空間として継続的に機能する可能性は低かった。セディージョ
政権による COCOPA法案無視が明白になった 1998年以降，連邦政府との交渉や政治参加に否定
的なグループと積極的なグループと溝はしだいに顕著になっていく。行政地区，州・連邦議会で
の議席獲得に積極的な ANIPAに代表されるグループは CNIから距離をとりだす。1998年 4月末
のCNIの第 4回通常会議以降，通常会議への参加者はEZLNの行動原則を堅持する親EZLNグルー
プに限られるようになった。
一方，ANIPAは，既存の政治体制の枠組内での政治参加の可能性を模索していた。1999年，

ANIPAは全国政治集団（Agrupación Política Nacional, APN）として，連邦選挙庁（IFE）に登録
申請した。ANIPA-APNは，インディオ人民の権利の回復（restitución）と防衛という原則に基づ
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き，先住民，非先住で構成された市民による全国規模の政治集団として認可された。ANIPA-APNは，
サンアンドレス合意の履行という政治的解決を通じ，多元的国家と多文化的社会を新たに構築で
きるとしている。ANIPA-APNは，多文化的な民主主義に基づき，民主的・多文化・寛容・非排他性・
差異を尊重する社会を構築するため，他のセクターと連携しながら運動を展開する全国先住民運
動と，自己定義している（ANIPA 1999）。

1998年 10月の第 2回 CNI全国議会以降，CNIの内部組織の在り方の検討がつねに課題となっ
ている（表 1参照）。1999年 12月の CNI第 6回通常会議では，先住民運動が拡散している状態
が指摘された。共同体，行政地区，州レベルでの先住民運動の統一，民営化に反対する非先住民
組織との連帯推進，地域や州レベルでの先住民運動を接合する空間を構築する必要性などが指摘
されている。SER-Mixeのアデルフォ・レヒーノは，先住民運動の再結集が最大の課題と強調し
ている（La Jornada, 6/diciembre/2000）。

表 1：CNIの全国議会と全国集会（1996年～2001年）
年月日 場所 テーマ

第 1回議会

第 1回会議

1996.10.8～12

11.20

セントロ・メディコ

ミルパ・アルタ

先住民族の権利の憲法認知，運動の統一，国と先住民族，
現状分析
内部組織化

第 2回会議

第 3回会議

1997.9.14～15

10.9～12

クイクルコ遺跡

人類学博物館

国と先住民族，メキシコ国家と先住民族，先住民族運
動の展望
サンアンドレス合意実施に向けた戦略，土地と領域
経済自主開発と移民正義と人権，CNIのバランスシート

第 4回会議

第 2回議会

1998.4.29～30

10.9～12

DF．ソカロ

DF．ソカロ

サンアンドレス合意，COCOPAと政府法案，先住民族
の現況
インディオ人民再構成，COCOPA法案と協議，CNI内
部組織刷新強化，新自由主義に対する国内外先住民族
の共同闘争，告発フォーラム，有形無形文化遺産とし
ての先住民文化と精神性，移民

第 5回会議
第 6回会議

1999. 4. 8～9

12.3～5

電力労組会館
IPN

先住民族の現状，CNI内部組織強化，全国協議
サンアンドレス合意，2000年の選挙と先住民運動

第 3回議会 2001. 3. 2～4 ヌリオ サンアンドレス合意，先住民族の権利と文化の憲法認知

出典：Palafox 2003:112－114

III　ネオ・インディヘニスモによる抱え込みと「大地の色の行進」

先住民組織の新しい空間が現実化した 2回目の時期は，国民行動党（PAN）フォックス政権初
期の 2001年前半である。大統領選挙キャンペーン中の 2000年 5月 22日，PRD，PRI，メキシコ
環境緑の党（PVEM）に近い先住民運動の指導者や知識人のグループの意見広告が全国紙上で発
表された。このグループには，PRD系から ANIPA総裁マルガリート・ルイス，CG-500代表マル
セリーノ・ディアス，アルテペトル・ナウァ協会マルコス・マティアス，先住民女性全国調整委
員会（CNMI）マルタ・サンチェスなどが参加していた。PRI系からメキシコ先住民審議会（Consejo 

Indígena Mexicana）代表エンリケ・クー，PVEM系から下院議員アウロラ・バサン，さらに知識
人として先住民言語作家協会代表ナタリオ・エルナンデスなどが参加していた。中心的な役割を
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果たしたマルコス・マティアスは ANIPAや先住民体験分析セミナーの創設メンバーで，米州イン
ディヘニスタ協会（III）専属研究者で，1996年以降は国連先住民作業部会など国際会議にも参加
していた 5）。
先住民族開発委員会創設など一連の提案は，各大統領候補に事前に示されていたが，何らかの
対応を示したのは PANだけだった。フォックス候補との会合には，仲介役の III総裁ホセ・デ
ル・バルと PVEM系の先住民族ウィシャリカとニャニュのメンバー 12名が参加した（Molina 

Ramírez 2000:4）。6月 14日，「国家と先住民族との新しい関係にむけて―ビセンテ・フォックス
の先住民族との公約」と題する広告が全国紙に掲載された（La Jornada, 14 de junio, 2000）。

2000年 7月の大統領選挙でのフォックス候補勝利によって，先住民族開発審議会の創設は具体
的な日程に上ってくる。先住民族開発審議会は，先住民地域での連邦行政権力の活動を評価し，
公共政策作成に向けた勧告をおこない，全国先住民庁（INI）などに必要な改革を提案する「イン
ディオ人民の代表と先住民族に詳しい専門家」で構成されると位置づけられていた。党内に先住
民運動の関係者が皆無だったため，フォックス政権は INI関連機関などで働いていた先住民指導
者や専門家を選択的に採用していく。この過程で，ANIPA系の先住民運動指導者の一部はフォッ
クス政権に抱え込まれていく（López Bárcenas 2000）。
フォックス政権はマルコス・マティアスを INI総裁に任命するが，先住民出身者が INI総裁と

なるのは初めてだった 6）。マティアスは，ゲレロ州北東部のナウァ居住地域を管轄するチラパの
INI調整センター所長（1989～ 1990年）を務め，サンアンドレス対話では EZLN側顧問の一人で，
PAN政権と先住民指導者との橋渡し役だったホセ・デル・バルが総裁を務める IIIの「先住民育
成計画」責任者（1997～ 1998年）でもあった。マティアスは，INIの州代表委員として，チアパ
ス州では FIPIのマルガリート・ルイス，ゲレロ州では CG-500創設者ペドロ・デ・ヘススといっ
た ANIPA系の先住民運動関係者を任命した。

2000年 12月 4日，フォックス政権は COCOPA法案を憲法改正案として国会上院に提出した。
2001年 1月 19・20日，国会内で「先住民の権利と文化に関する憲法改正に対する先住民フォーラム」
が開催され，30名余りの専門家や有識者が意見表明をおこなった（Cámara de Diputados 2001）。
オアハカ州関係者が 10名と多いが，背景には「習わしと慣習」に基づく行政地区首長選挙を認め
る州法改正が 1997年に実施されていたことがある。ついで，チアパス，ゲレロ，ミチョアカン州
の関係者が各 2名となっている。また，FIPIや ANIPA創設顧問のアラセリ・ブルゲティ，元 INI

総裁サロモン・ナーマドなど，社会人類学高等研究調査センターや国立メキシコ自治大学（UNAM）
社会調査研究所の研究者も参加している。当然ながら，III総裁のホセ・デル・バルもフォーラム
で発言している。
一方，上から組織されたフォーラムとは別の形で，サンアンドレス合意の履行と先住民族の文
化と権利に関する憲法改正を求める運動も組織されていった。それが，2001年 2月末から 3月上
旬にかけ，EZLNと CNIによって展開された「大地の色の行進」である。その目的は，メキシコ
各地の先住民族による自治獲得のための闘いの経験を交流しながら，先住民族の権利と文化に関
する憲法改正に関する先住民の声をまとめ，国会で直接意見を表明することだった。行進の過程
で立ち寄ったメキシコ中南部の先住民共同体で多様な集会が組織された。2001年 3月 2・3日，
ミチョアカン州パラチョ行政地区ヌリオ共同体で第 3回 CNI全国議会が開催される。参集した 41

民族集団の代表約 3,500名には，フォックス政権に接近していた ANIPA系の FIPIや CG-500のメ
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ンバーも含まれていた。首都到着から 20日以上経過した 3月 28日，EZLN司令官 4名，CNI代
表のナシオン・プレペチャ（Nación Purépecha）のフアン・チャベスと SER-Mixe代表のアデルフォ・
レヒーノが国会で意見表明をすることができた。
しかし，COCOPA法案の精神を無視した反動的な先住民法案が，上院の法案作業部会で作成
され，上院が全会一致で採択した先住民法案は，PRD議員とオアハカ州選出の PRI議員は反対し
たものの，PAN，PRI，PVEMの賛成多数で国会下院採択された。採択された先住民法に関して，
INI総裁マルコス・マティアスは，COCOPA法案と異なった理念のものであると指摘し，大統領
府に付設された先住民族開発局に抜擢された先住民ニャニュ出身のショチトル・ガルベスも「望
まれていた法案ではない」と表明した。また，先住民族ミシュテコ出身の INI司法局長ロペス・
バルセナスは，国外で先住民族の自治を推進するポーズをとりながら，国内で否定的な対応を繰
り返す連邦政府の二枚舌を批判し，オアハカ州先住民法のレベルにも達していないと批判した（小
林 2002:142－148）。
反動的先住民法に反対する運動が展開されたが，2001年 8月，先住民法は公布された。国

内の先住民共同体から 300件を超す異議申し立てが最高裁に提出され，国際労働機関への提訴
も試みられたが，国家は先住民の諸権利の認知の問題は解決済みと宣言した（López Bárcenas 

2003:433）。政権は EZLNの要求した先住民的要素を象徴的に取り込んだだけで，国家改革や関連
する憲法改正に関する提案の大部分を拒否したのである。サパティスタが掲げた要求は，PAN政
権のネオ・インディヘニスモ的 7）な言説に変換されたにすぎなかった（Navarrete 2010）。

2001年後半期，フォックス政権に接近していた ANIPA系の先住民指導者の一部は，先住民組
織や先住民運動の基盤組織の信頼関係を失っていた（Overmyer 2010）。ANIPA系組織の内部でも，
PAN政権との関係を問い直そうとする動きが見られるようになった。一方，先住民組織の新しい
出会いの空間として発足した CNIは，体制の立て直しを余儀なくされた。2001年 11月の第 8回
通常会議には，国内 13州から 86の先住民共同体や先住民組織の代表が参集し，CNI継続委員会
と作業部会の解散，移行委員会の組織化が決められた。20名の移行委員会メンバーに，半年前の
第 3回 CNI全国議会に参加していた ANIPA，ANIPA女性会議，FIPIといった先住民運動組織，
CIOACなど PRD系農民運動関係者は見あたらない 8）。

IV　抵抗の共同体における「事実としての先住民自治」の模索

COCOPA法案に基づく先住民法案の制定に向け，2001年春先に展開された「大地の色の行進」
という全国規模で展開された先住民動員は，連邦政府の不誠実な対応で完全に消耗させられてし
まった。2001年 2月の第 3回 CNI全国議会では，「我々の先住民族の統合的再構成（reconstitución 

integral）にむけて」と「我々の先住民族の集団的権利の憲法認知を目指して」という二つのスロー
ガンが掲げられていた。しかし，2006年 5月の第 4回 CNI全国議会では，後者のスローガンは
降ろされている。EZLNや CNIは，先住民自治の権利の保障を憲法改正に期待するよりも，「事
実としての先住民自治（autonomía de hecho / en los hechos）」を実践することにしたのである。

2001年 8月以降，CNIに属する先住民共同体のいくつかは，自らの共同体を基盤とした自治実
践を宣言した。中央高原周辺では，連邦地区の先住民ナウァが居住するミルパ・アルタ区の 7共
同体とメキシコ州オコヤカック行政地区サンペドロ・アトラプルコは，「共同体財産と先住民自治
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に関する宣言」を 8月 9日に発表している。8月 19日には，ミチョアカン州の先住民族プレペチャ
のヌリオやオクミチョなど 8共同体は，ナシオン・プレペチャ布告 9）を再確認し，共同体の土地
やエヒードの運営について自治権を全面行使すると宣告した。ベラクルス州北部では，先住民族
トトナカ居住地域のコユートラ共同体，南部ではプラーヤ・ビセンテ地区ショチアパ共同体など
が，既存の行政地区からの独立を求める運動を展開していた。ゲレロ州東南部の先住民族アムス
ゴ居住域のショチストラワカでは，PRI派首長の強権支配体制に対抗するための先住民市民戦線
が構築されていた。2002年 12月，地区先住民の「習わしと習慣」で選出された伝統的権威者審
議会が組織され，スルハー（Suljaa’）自治行政地区が誕生していた。

2003年 3月末，この先住民自治行政地区スルハーで，CNI中部太平洋地区の第 9回拡大会議が
開催され，国内 14州から約 300名の代表が参加した。集会には，スルハー自治行政地区を支援す
るアムスゴ民族審議会（Consejo de la Nación Amuzga）のマルタ・サンチェス 10）など ANIPA系
の先住民組織のメンバーも参加し，分科会で議論がおこなわれた。第 2部会では，政党と先住民
組織の関係のあり方が議論され，ANIPA系の発言者は，先住民独自の政治原則を堅持しながらも，
政党と連携する必要性があるとした。一方，非 ANIPA系は政党の役割に批判的で，ANIPA系の
先住民運動のメンバーが連邦・州政権の官僚などに就任したことや，ANIPA-ANPとして登録し
ていることを厳しく批判した（Anónimo 2003）。こうした議論を踏まえ，共同体全体総会を通じ
た参加・意思決定・代表選出という独自の方法の正統性が確認され，政党はこうした先住民自治
の在り方を尊重すべきという決議が採択された。同時に，先住民族の統合的再構成の方法は多様
であり，基盤組織を強化するため CNIの地域化が急務であるとされた（CNI 2003a）。

2003年 7月，EZLNは，善き統治評議会（Junta de Buen Gobierno, JBG）体制のもと「事実と
しての先住民自治」を構築する方針を発表した。チアパス州の EZLN支持基盤地域に複数の反乱
行政地区からなる JBG管轄区が設定され，先住民自治の体制作りが進行していた（小林 2004）。

EZLNは 9月開催予定の世界貿易機構のカンクン閣僚会議に反対する運動を呼びかけ，それに
対応した CNIの 8月末の会合で CNI継続委員会の組織化が公表された。CNI継続委員会は 13名
で構成され，オアハカ州関係者が 5名で，SER-Mixeとフアレス山地組織連合は移行委員会から
継続して委員会の構成員となっている。ANIPA系の先住民組織は継続委員会に含まれていない。
一方，ミチョアカン州ヌリオ，メキシコ州先住民族ニャニュのアトラプルコ，メキシコ市ショチ
ミルコ区の先住民族ナウァのトラネパントラ，2002年末発足のスルハー自治行政地区伝統的権威
者審議会など，「事実としての先住民自治」を実践する先住民共同体が CNI継続委員会メンバー
となっている。このことは，ANIPA系の組織の離脱を契機に，「事実としての先住民自治」の実
践が CNIの基本方針とされたことを物語っている。

21世紀になってからの CNIの活動はしだいに低下し，CNIの 4地域部会で現在も機能してい
るのは，中部太平洋地域だけである。2003年夏以降の CNI中部太平洋地域の集会の多くは，「事
実としての先住民自治」を実践している先住民共同体で開催されるようになっていく（表 2参照）。
集会には，チワワ，ベラクルス，オアハカ州など中部太平洋地域でない地域の先住民運動や先住
民共同体が参加している（González 2005）。例えば，オアハカ州テワンテペック地峡部のランチュ・
グビナ共同体における第 13回集会は，ウニオン・イダルゴ市民審議会（CCUH）指導者逮捕を受
け，急遽開催されたものである。隣接するチアパス州の農民組織も参加し，プエブラ・パナマ計
画に代表される新自由主義的開発に抵抗する先住民共同体への弾圧が数多く報告されている。
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表 2：CNI中部太平洋地域の集会（第 10回～17回）
回 年月 州 先住民族 共同体 特記
10

11

12

13

14

15

16

17

2003．8

2003．11

2004．3

2004．5

2004．8

2004．12

2005．5

2005．11

ドゥランゴ
ハリスコ
DF

オアハカ
ミチョアカン
DF

ミチョアカン
ハリスコ

ウィシャリカ
ナウァ
ナウァ
地峡サポテカ
プレペチャ
ナウァ
プレペチャ
ウィシャリカ

Banco de S. Hipolito

Ayotlan

S. Pablo Oztotepec

Ranchu Gubina

Ocumicho

S. Pedro Atocpan

Zirahuén

Tuapurie

EZLNカラコル創設
EZLN10・20周年キャンペーン
S.F.トラネパントラ内紛
ウニオン・イダルゴ指導者逮捕
EZLN「善き統治評議会」への支持

UCEZの本拠，カラコル設置
「別のキャンペーン」開始宣言（8月）

出典：CNI（2005）

先住民組織や先住民族との出会いの空間を組織する試みは，EZLN側からも提起される。2005

年夏，EZLNは「別のキャンペーン」を 2006年 1月から全国規模で展開することを表明した。「別
のキャンペーン」は，新自由主義的な統治モデルでは EZLNの提起した先住民族の基幹的要求や
ローカルな政治実践が不可能であることを踏まえ，反資本主義の左派の多様なセクターと連結し，
新たな立憲プロジェクトを展開することを明らかにしたものである（Navarrete 2010）。
「別のキャンペーン」準備の一環として，2005年 8月中旬，チアパス州東部オコシンゴ地区カ
ルメン・パタテで「先住民組織とインディオ人民と EZLNの出会いの集会」が開催された。この
集会には，中部太平洋地域だけでなく，チアパス，オアハカ，ベラクルス，サンルイスポトシ，
プエブラ，イダルゴ州など 13州から 59先住民組織の代表団が参加した。集会では，先住民族
の自治や権利を獲得する闘いを継続し，土地や天然資源の私有化に対抗する組織作りを他のセク
ターとともに構築する必要性が指摘された（Anónimo 2005; Díaz Marielle 2005）。2005年 10月段
階で，「別のキャンペーン」支持の先住民族組織は約 120に達したとされる。

2006年 1月からの「別のキャンペーン」において，EZLN代表団は各地で多様なセクターと会
合を持っていった。4月初旬，ミチョアカン州ヌリオを訪問中の EZLNと CNI代表団は，メキシ
コ州サンペドロ・アトラプルコ共同体における第 4回 CNI全国議会の開催を告知した。5月 2日
のテスココ市サルバドール・アテンコでの弾圧で，「別のキャンペーン」は中断したが 11），第 4

回 CNI全国議会は 5月 6日に開催され，国内 25州 30先住民族から約 900名の代表団が参加した。
第 4回全国議会では，「事実としての先住民自治」の実践，巨大プロジェクトの押し付けへの
抵抗などの報告がおこなわれた。また，共同体の伝統を無視する職業的政治家の支配を認めてき
たことを自己批判する必要性，CNIの分散化を踏まえ連帯強化にむけた相互連絡の緊密化や定期
的会合の必要性などが指摘された。第 6ラカンドン密林宣言が提起している国の再構築を目指し，
憲法と国家の新しいプロジェクトを他のセクターと共同して模索するため，路線を明確化すべき
という意見も提出された。第 4回全国議会では，全国レベルでの先住民運動の接合，弾圧に即応
できる体制確立の必要性に関する認識は共有されたといえる（CNI 2006; Bermejillo 2006）。2006

年 6月開催の CNI緊急全国会議では，CNIの地域単位での活動強化にむけた原則の確認や「別の
キャンペーン」内での先住民族の位置づけなどについて議論され，2006年選挙による権力構造の
変化のいかんにかかわらず，先住民族の復権とメキシコ全体の変革にむけた闘いを継続すること
が確認された（Vera 2006; Díaz Marielle 2006）。



小　林　致　広

─ 46 ─

2006年 7月の大統領選挙後，北部地域やユカタン半島，中部太平洋地域など，CNI地域集会
が開催され，2006年 11月中旬には，CNI中部太平洋地域の主催によって，ハリスコ州メスカラ
共同体で「母なる大地の防衛と先住民自治」全国フォーラムが開催された（González 2006; CNI 

2006b）。この時期以降，CNI集会では先住民自治の基盤である土地や領域を防衛する方針が前面
に出されていく。第 2次「別のキャンペーン」で，EZLN代表団と先住民共同体を歴訪していた
CNIは，2007年 10月中旬にソノラ州ヤキ部族領域ビカムで「アメリカ大陸の先住民族の抵抗と
母なる大地，先住民領域と文化の防衛」をテーマにアメリカ大陸先住民集会を開催している。国
内外での土地や領域の防衛闘争との連携が模索されたものの，CNI系の先住民組織が既存の政治
体制から離脱し，「事実としての先住民自治」を実践する試みは，十分な成果を達成できたとは言
えない。

V　政治参加という選択肢と全国先住民運動の再接合

2003年 5月，先住民族開発全国委員会（CDI），国立先住民言語研究所（INALI）の発足ととも
に，政治参加を追求してきた ANIPAも新たな対応を余儀なくされる。21世紀初頭，ANIPA-ANPは，
国内 14州約 50の先住民組織，北バハ・カリフォルニア，ハリスコ，サカテカス，シナロア州の
先住民共同体など，約 14,000名の登録者を有し，動員能力は CNIを凌ぐとされていた（表 3参照）。

表 3：21世紀初頭の ANIPA構成の先住民運動
チアパス 多民族自治地域（RAP），マヤ・イック（MAYA-IK），チアパス州先住民医師組

織（OMICH）
オアハカ マサテカ低地インディオ人民独立戦線，人民の権利防衛委員会，チョチョルテ

コ地区先住民審議会
モレロス ANIPA調整委員会，文化集団調整員会，社会連帯協同組合トラルナワトル，ウァ

スルコ（Huazulco）
ベラクルス ソンゴリカ山地先住民組織地域調整委員会（CROISZ）
ミチョアカン ナシオン・プレペチャ組織（ONP） ゲレロ CG-500

メキシコ オトミ民族集団審議会 イダルゴ 共同体活動センター
プエブラ ANIPA調整委員会 ソノラ インディオ人民伝統審議会
出典 : http://www.laneta.apc.org/anipa（2006年 11月 5日アクセス）

一方，連邦・州政府の先住民政策機関に「抱え込まれた」ANIPA系の指導者の一部には，個人
的野心に基づいた対応で，基盤組織との繋がりを失った人物がいたことも確かである（Overmyer 

2010:174－176）。ANIPA系の先住民組織には，連邦・州政府からの援助資金の運用が恣意的で，
資金が断たれると活動が停止する援助依存体質のものがあったことは否めない。

2005年 4月 18・19日，UNAM多文化国家メキシコ大学計画（Programa Unversitario México 

Nación Multicultural, PUMC）12）の施設において，「21世紀の先住民族の生成（El Devenir de los 

Pueblos Indígenas del Siglo XXI，以下 DPIと略記）」と銘打った集会が開催された（DPI 2005）。
約 20名の出席者のフォックス政権の公約達成度に対する評価は否定的なものだった 13）。PAN政
権の先住民政策は援助主義・統合主義的であり，先住民族独自の政治アジェンダや計画の構築を
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通じ，21世紀の国造りに参加する必要性が指摘された。出席者の顔触れは，2000年 5月に意見広
告を提出したグループに近く，先住民体験分析セミナー 3名，ANIPA3名，ゲレロ州の 3つの先
住民組織の代表，CNMI調整官など，ANIPA系の人物が大半だった 14）。元 PVEM下院議員のア
ウロラ・バサンや，PRI系のエンリケ・クーもメキシコ先住民戦線代表として参加している。
この集会の基本的性格は，実質的に機能停止状態だった ANIPAに代わるものとして，連邦・
州政府などと交渉できる国内先住民族を代表する機関を構築しようとするものだった。ANIPA

の季刊誌や月刊誌は出されず，2005年度の活動資金報告書不備などの理由で，2006年度の IFE

予算カット措置が取られていた。当時 ANIPA代表に就任したマルタ・サンチェスは，2005年
時点で ANPAの活動は極めて低下していたと，インタビューで述懐している（Gutiérrez Chon 

2010:150）。
2006年 2月 14日，サンアンドレス合意調印 10周年という名目で，DPIの第 1回集会が PUNM

で開催された（DPI 2006）。約 90名の参加者は，ボリビアの先住民大統領誕生に代表される中南
米の先住民運動の新段階を見据え，メキシコにおける先住民運動の接合とメキシコ先住民族の将
来像に関して議論した。「別のキャンペーン」が主張する政治参加拒否ではなく，投票という政
治的権利を尊重することが表明された（Jiménez 2006）。「21世紀の先住民族の生成にむけた協定」
の政治委員（12名）の多くは，2005年 4月の DIP創設集会に参加したマルタ・サンチェス，マ
ルコス・マティアスなど，ANIPA系のメンバーだった（DIP 2006）。選挙終了後の 9月，選挙で
当選したマルコス・マティアスなど PRD下院議員や DIP参加の先住民運動組織の呼びかけで，
全国先住民コンベンションが立ち上げられたが，副司令官マルコスの「フォックス政権従業員の
衣替え」という批判により，実質的には機能しなかった。
カルデロン政権発足直後の 2007年 2月，DPIの第 2回集会が PUMCで開催され，国内 20州
から 86名の先住民組織関係者が参加したという（DPI 2007）。特徴的なのは，ANIPA系と思われ
る先住民組織のメンバーが多く，州別ではゲレロ州の参加者が多いことである。先住民体験分析
セミナーという肩書の PRD下院議員マルコス・マティアス，前 ANIPA代表マルタ・サンチェス
などとともに，行政地区役職者 3名，州政府先住民局関係者 3名，州 CDI関係者 2名など，16

名が参加している。注目されるのは，CNIに積極的に参加していた地峡部サポテカの先住民組織
CCUHのカルロス・マンソが参加者リストに挙がっていることである 15）。
カルデロン政権発足後，連邦・州政府との交渉の場で，旧来の先住民エリートがブローカーと
して活動できるスペースは限られてしまった。カルデロン政権は，先住民運動との関係が希薄な
諸個人で構成される先住民政策協議委員会を立ち上げ，先住民組織などが推挙する人物を委員と
して採用する以前の慣行は踏襲されなくなった。機能不全という状態に陥っていた ANIPAは 16），
2008年に IFE配布金の不正使用などの理由で APN登録を抹消されてしまった。

ANIPAの解体という状況のもとで，2009年 12月 5・6日，「全国先住民運動の再接合にむけた集会」
がプエブラ州南東部コシュカトランで開催されることになった。集会ポスターではメキシコ先住
民族戦線（FPIM）が呼びかけ団体となっている。集会の目的は，「死のシステム」に対して各地
で先住民組織などが展開してきた抵抗活動が運動や組織の弱さと孤立によって挫折している状況
を克服するためとされている。25の呼びかけ団体すべてが FPIMを構成しているかは不明である
が 17），多くはベラクルス州とオアハカ州の先住民・農民組織で，ゲレロ州とケレタロ州から 2組
織ずつとなっている。この集会を中心的に運営したのは，プエブラ州やベラクルス州を基盤とす
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るサパティスタ先住民農地運動（MAIZ）18），オアハカ州テワンテペック地峡部の UCIZONI，共
同体的支援センター「協働」（CACTUS）である。集会には国内 12州の約 40組織の代表約 120名
が参加した。そのうち ANIPA系とみなせるのは，全国農民運動組織 CIOAC，ミチョアカン州の
ナシオン・プレペチャ組織（ONP），ゲレロ先住民族調整委員会（CPIG），モレロス州の 1組織ぐ
らいである。一方，集会実行委員会のMAIZと UCIZONIは，ANIPA系組織が参加しなくなった
2003年以降の CNI会議に参加していた親 EZLN系の組織である。

3つの部会（全国先住民運動の強化に向けた戦略，内部や他の運動との調整・連帯，反弾圧戦
線の戦略）では，南東部の先住民居住地域で展開されている高額電気料金反対運動の状況，オア
ハカ州の先住民族トゥリケのサンフアン・コパラ自治行政地区 19）に代表される先住民自治や各地
の共同体ラジオへの弾圧などが報告されている。また，国家予算の 0.5%しか先住民族に割当てら
れていない状況，ゲレロ州の先住民言語の 20年後の消滅の危険性なども報告された。採択された
コシュカトラン宣言では，「独立 200周年，革命 100周年」という官製祝賀事業への反対，共同体
ラジオ解体攻撃といった先住民への迫害停止，遺伝子組換えトウモロコシ導入反対，先住民族の
先祖伝来の領域における巨大開発計画の即時停止などが主張されている。また，多民族集団・多
文化・多民族国家（Estado pluriétnico, pluricultural y plurinacional）としてメキシコを構築する運
動を担うため，分散状態の先住民運動の再接合が不可欠と強調されている（ENRMI 2009）。

2010年 2月中旬，ミチョアカン州パラチョで第 2回全国先住民運動の再接合にむけた集会が開
催される。興味深いのは，ANIPA系の ONPと親 EZLN系のナシオン・プレペチャ・サパティス
タ（NPZ）の両方が，集会実行委員会の中心メンバーになっていたことである 20）。また，ミチョ
アカン州（PANと PRD）やサンルイスポトシ州（PRD）選出の下院議員，あるいはミチョアカ
ン州政府代表といった政党関係者も開会式に参列していた。16州の 44民族集団，92組織の代表
約 200名は，（1）先住民の協議の権利，（2）憲法改正，先住民運動と政治参加，（3）先住民運動
と他のセクターの闘争の再接合戦略，（4）先住民領域での農地・森林紛争，（5）先住民族統合的
開発のための公共政策の 5部会で議論を展開した。
発表されたパラチョ宣言では，多民族・多文化・多言語のメキシコ（México plurinacional, 

pluricultural y plurilingüe）を構築するために，先住民の多様な声を統一すべきことが強調され，「先
住民族の団結，自治，自決に向けて（Por la unidad, la autonomía y libreterminación（sic）de los 

pueblos indígenas）」がスローガンとして掲げられている。また，「全国先住民運動の再接合と構築」
を推進する集会をメキシコ市で 4月 9・10日に開催することが予告されている。この呼びかけに
対し，CNIは，連邦・州政府の役職にいる人物や組織が呼びかける再接合は，政府・政党からの
自立を原則とする CNIの立場と相いれないと牽制している（CNI 2010）。この牽制のためか，予
告されていた「全国先住民運動の再接合と構築」集会は開催されなかった。
全国先住民運動の再接合を旗印とする集会は，冒頭に紹介した 2010年 9月 15日の「200年間
排除された先住民族」と題するフォーラムまで開催されなかった。フォーラムの基調講演におい
て，元国連先住民問題特別報告官（2002～ 07年）ロドルフォ・スタベンハーゲンは，国（nación）
概念の再検討と先住民としての市民権（ciudadanía indígena）構築の必要性を指摘した。また，
マルタ・サンチェスは，「真正なインディオ」というステレオタイプと絶縁した先住民の歴史やア
イデンティティの再構成の必要性，MIN政治部委員である CROIZS代表のフリオ・アテンコは，
真の多民族国家創設の必要性を強調した（La Jornada, 19/sept/2010）。
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基調報告の後，（1）独立，革命，不可分の国（nación unitaria），（2）先住民自治と民主主義，（3）
非排他的な国家と多民族国家という 3部会で討論がおこなわれた。討論終了後，フォーラムを組
織したMINが策定した「全国先住民運動宣言」が読み上げられた。宣言では，メキシコの変革，
多民族多文化国家の構築にむけて闘う先住民運動は，征服以前に起源をもつ「栄誉あるメキシコ
性」21）を誇るべきという歴史認識が展開されている。同時に，分散化状態にあるメキシコの先住
民運動を一つの運動としてまとめ，メキシコの先住民族全体を真に代表する多元的で非排他的な
組織を構築し，「先住民組織の新しい空間」の創出するため，「メキシコ国（Nación Mexicana）の
再創立（refundación）のための協定」をまとめる作業が始まっていることが報告された 22）。その
作業の叩き台として，「メキシコでの民主的多民族国家にむけた国に関する先住民のプロジェクト
（Proyecto Indígena de Nación）」が提示された（MIN 2010）。
この文書は，（1）歴史的背景，（2）民主的でインターカルチュラルな政治関係にむけて，（3）

メキシコにおける民主的多民族国家に向けた国（Estado-Nación）の再創立という 3部で構成され
る。（1）部は，先住民族が「国の文化遺産の保持者」とされ，政治的主体として認知されていな
いメキシコの歴史を要約したものである。（2）部では，サンアンドレス合意不履行と 2001年の反
動的な先住民法採択で無視されたままの状態にあるメキシコの民族集団・文化的多様性の認知が
不可欠とされている。（3）では，民主的な多民族構成の国家としてメキシコ国を再創立するには，
公的な権利主体としての先住民族，先住民族の伝統的な領域，第 4レベルの権力としての自治的
な先住民行政地区・地域を憲法で認知することが不可欠としている。全体としては，ペンディン
グ状態のままのサンアンドレス合意の実現を求めているものといってよい。

MIN作製の「国に関する先住民プロジェクト」の浸透度に関しては疑問点が多い。予告され
ていた「先住民全国集会」は，MINと先住民農民勢力連合（UFIC）23）の呼びかけで，2010年
10月中旬にメキシコ市トラウァック区で開催された。「先住民の尊厳からメキシコ国の再構成
（reconstitución）へ」24）をテーマとした集会で採択されたトラウァック協定では，「国に関する先
住民プロジェクト」に関する協議を踏まえ，2011年 4月にメキシコ市で第 1回先住民農民全国集
会を開催することが謳われている。また，10月下旬，ミチョアカン州パツクアロ市で第 3回 DPI

集会が開催され，2011年 4月の先住民農民全国集会での「国に関する先住民プロジェクト」の公表，
2012年選挙でMINの活動を可視化することなどが公約とされていた（DIP 2010）。しかし，2011

年 4月に予定されていた第 1回先住民農民全国集会は開催されなかった。MIN政治委員のフリオ・
アテンコは「国に関する先住民プロジェクト」の広報を 2011年秋時点でもおこなっていた 25）。

結びにかえて

MINが提唱した「国に関する先住民プロジェクト」は，「国家プロジェクト」策定の過程か
ら排除されてきた先住民族による独自の国家プロジェクトの提起（Torres Rodríguez 2000:193－
195）である。この種の国家プロジェクトの試みは，1994年の EZLN武装蜂起以降，自治をめぐ
るフォーラムの場として発足した CNIの場においても試みられてきた。しかし，連邦政府のサン
アンドレス合意不履行や反動的先住民法制定によって，多文化主義的なインディヘニスモの枠を
超えた政治主体として先住民族を認知するという基本的要求は満たされることはなかった。2000

年の総選挙が間近になると，既存の政治体制との関係や政治参加をめぐる方針の差，先住民自治
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の在り方をめぐる見解の相違が顕在化していった。
既存の国家への政治参加を拒否し，「事実としての先住民自治」の実践という選択肢を選んだ

EZLNや CNIに対して，ANIPA系の先住民運動は国家制度への参加を通じて先住民自治の憲法認
知という方針を選択した。既成の政党とも連携するなかで，行政地区権力の掌握や行政地区再編，
多民族集団で構成された農地・生産組織形成などを追及することで，国家体制の変貌，先住民族
と国家の社会的協定の見直しを目指そうとするものだった。しかし，いずれの試みも挫折し，メ
キシコにおける先住民運動は分散化したままの状態である。
とはいうものの，CNIや ANIPA，MINなどの試みとは別次元で，先住民組織の出会いの場が

組織されていることも忘れてはならない。代表例として，先住民通信全国議会（CNCI）や代替ツー
リスモ先住民ネットワーク（RITA）など，特定部門の全国組織やネットワークを挙げることがで
きる。CNCIは，メキシコを代表する全国先住民組織が不在のため，アビヤ・ヤラ先住民族大陸
サミットなどの国際集会にメキシコ代表に近い形で参加してきた。これらの組織は先住民共同体
全体を代表するものとはいえないが，先住民共同体の自立・自治を試みる運動の相互連絡役となっ
ていることもある。
この種の先住民運動の全国ネットワークや国内の先住民通文化大学（uninersidad indígena 

intercultural）が中心となって，先住民社会フォーラム（Foro Social Indígena, FSI）が 2009年末
に発足したことも指摘しておく必要がある。FSIには，ゲレロ州の共同体権威地域審議会・共同
体警察，オアハカ州の UCIZONI，オアハカ先住民民衆審議会やサンフアン・コパラ自治行政地区
など，「別のキャンペーン」の賛同者だった先住民組織も参加している。2010年 10月にゲレロ州
立通文化大学で開催された FSI第 2回集会には，17州から 400名弱の参加者があり，先住民族を
「現地人民（Pueblos Originarios）」26）と変えることも提唱されている（FSI 2010）。
サンアンドレス対話にともなう先住民組織の新しい空間が頓挫した 20世紀末の段階で，全国先
住民運動を展開する空間が形成されにくい要因として指摘されていたのは，集会や会議に参加す
る費用負担などの経済的要因，コミュニケーションの困難さ，参加者による事後報告などの取り
組みの欠落，自治をめぐる立場の差などである（Palafox 2003:66-67）。CNIと ANIPAの分岐をも
たらした主要因は自治をめぐる立場の差だったが，先住民共同体や先住民組織のおかれた状況に
内在する要因はいまだに克服されず，全国先住民運動の脱臼状態（desarticulación）は継続して
いる。
国家としての経済・社会・文化的統合や再構成・編成で不可欠な先住民自治は，メキシコ社会
の民主主義的変革においても不可欠である。多文化主義的な国民国家に代わる多民族国家の再創
立が提起されないかぎり，メキシコにおける全国先住民運動の再接合の可能性は少ない。

付記：本研究は第 32回日本ラテンアメリカ学会定期大会（2011年 6月 3日，上智大学開催）での発表
に基づくものである。また，各種資料は国際インディオ通信（AIPIN）のヘナロ・バウティスタ氏提供
によるものが多い。研究実施に当たっては，日本学術振興会科学研究費補助金・基盤研究（B）「中米
先住民運動における政治的アイデンティティ：メキシコとグアテマラの比較研究」（研究代表者池田光穂）
に負っている。関係各位に謝意を表したい。
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注

１）CNPIに参加していた勢力は，官製 CNPI，半独立のインディオ人民全国調整員会，独立農民運
動のアヤラ計画全国調整委員会（Coordinadora Nacional de Plan Ayala, CNPA）などに分岐した。

２）500周年記念事業に対抗する先住民運動の多様性は，Sarmiento 1998所収の資料から伺える。
３）憲法 27条改正には，CNPA傘下の先住民運動組織が反対運動を展開したが，メキシコを多文化
構成国家と定めた憲法 4条改正には，FIPIを除いて積極的な運動は展開されなかった。

４）中部太平洋先住民フォーラム，マヤ半島フォーラム，オアハカ・フォーラム，マヤ・チョンタル
先住民フォーラム，アナワック地域先住民常設フォーラム，上部組織の全国先住民常設フォーラ
ムがある。

５）アルテペトル・ナウァ協会や 1990年代創設の先住民体験分析セミナー（Seminario de Análisis 

de Experiencias Indígenas AC）は NGO資金受け入れ目的の団体と批判されている。
６）2001年 12月のマルコス・マティアス総裁解任後，INI職員のミヘ出身の先住民ウベルト・アル

デスが任命されたが，2003年 5月の CDI発足により INIは消滅した。
７）ネオ・インディヘニスモは，1970年代エチェベリア政権の先住民政策に対しても使われていた（小

林 1993）。PAN政権のインディヘニスモの評価は Hernández et al. 2004を参照されたい。
８）例外は，非 ANIPA系の組織など多様な勢力で構成されたゲレロ州の CG-500と CNMIである。

先住民法案採択に抗議し INI司法局長を辞任したロペス・バルセナスが委員に任命されている。
９）ナシオン・プレペチャ布告はプレペチャ先住民共同体によって 1992年に批准されていた（小林

2012）。
10）ゲレロ南東部ショチストラウァカでナウァとトラパネカの両親に育てられた彼女は，自らをアム

スゴと規定している。ANIPA総裁の後，2009年から中米メキシコ地域先住民女性連盟代表を務
めている。

11）当初，EZLN代表団は 2006年上半期に国内を一巡し，6月末にチアパス州に帰る予定だった。ア
テンコ事件で中断された「別のキャンペーン」は，翌 2007年 4月に再開された。

12）PUMCは 2004年 12月に発足し，代表は元 III総裁のホセ・デ・バルである。
13）①憲法改正，②制度改正，③協議審議会創設，④インターカルチュラル教育推進，⑤先住民専門

家の政権登用，⑥ INALI創設，⑦ 6番目の選挙区単位創設，⑧先住民族開発統合計画策定とい
う 8項目に関して評価が行われた（DPI 2005）。③，④，⑥に関しては，2003年に制度として発
足した。

14）マルタ・サンチェスは ANIPA，マルセリーノ・ディアスはバルサス上流ナウァ民族審議会（Consejo 

de Pueblos Nahuas de Altos Balsas）として署名している。
15）「別のキャンペーン」に参加したカルロス・マンソは「肩書なし」だが，2008年 9月オアハカ州クィ

カトランで開催された CNI第 12回拡大会議以後，風力発電反対を掲げ CNI集会に参加している。
16）2007年の第 3回アメリカ大陸先住民族サミット実行委員の ANIPAのメンバーは，サミットに出

席しなかった。国際インディオ通信代表は，ANIPAは機能不全とコメントしていた。
17）先住民問題検察局構想に対する FPIMの反対表明（2009年 11月）では，MAIZ，UCIZONI，

CACTUS，CPIG（代表マルセリーノ・ディアス），民主弁護士協会などの代表が署名している。
18）MAIZは PRD系の民主農民連合の一部が 1996年に組織した先住民農民組織で 12州を活動基盤

とし，UCIZONI，CACTUSとともに，人民自決メキシコ連盟を構成している。
19）2010年，サンフアン・コパラ自治行政地区は準軍事組織による武力封鎖で強制退去を余儀なく

され，支援活動の過程で前記の FPIM声明に CACTUS代表として署名していたメンバーが殺害
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された。
20）前州政府が提出した州先住民法案に関して，親 PRD系の ONPは支持，親 EZLN系の NPZは反
対だったが，両者とも現州政府（2009～ 2011年）の先住民対策部門の顧問に登用されている。

21）ここで言及されているメキシコ性の起点はメキシコ盆地でメシーカによる覇権確立に相当する紀
元 1300年前後になり，メキシコという国が 710年の歴史を持つという主張である。

22）国の再創立という概念は，FZLNが提唱された時期，民主主義と多文化性に基づく共和制国家
の再創立を呼びかけるかたちで提起されたことがある（Castellanos Guerrero y López y Rivas 

1997）。
23）UFICは，元 CNI移行委員会メンバーのサウル・ビセンテ（現在国連先住民問題常設フォーム委

員）が中心となって 2006年に創設された PRD系列の農民・先住民組織で，国内 25州に活動基
盤をもつ。

24）再建は，分断・弱体化された先住民族の構造を修復・再創造することである（Sarmiento 2001: 

249－250）。
25）2011年 11月 23・24日，メキシコ市で，MINの呼びかけによる「21世紀の先住民の挑戦」が開

催され，国内 21州から 100名余りの先住民運動関係者が参集した。そこでは，「第 6の太陽」と
いう新しい時代にいることが強調されている。

26）近年，先住民組織においては，先住民族（pueblos indígenas）やインディオ人民（pueblos indios）
でなく，現地人民（pueblos originarios）という表現が好んで用いられるようになっている。
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〈論　　文〉
植民地時代前半期のポトシ銀山をめぐる社会経済史研究

― ポトシ市場経済圏の形成 ―（前編 1））

真　鍋　周　三

はじめに

スペイン人征服者たちが新大陸にやって来た目的は，一攫千金をめざすこと，つまり「エル・
ドラード（黄金郷）」に到着して金や銀など貴金属を獲得することにあった。フランシスコ・ピサ
ロ（Francisco Pizarro，1475頃～ 1541）を総指揮官とするスペイン人征服者たちの一行は第 3回
目の探検（1531～ 33年）によってインカ帝国（Tawantinsuyu，「4つの地方」を意味する）を征
服する。1532年のカハマルカにおける「アタワルパの身代金（el rescate de Atahualpa）」により，
また翌 1533年のクスコの太陽神殿（コリカンチャ）において，彼らはまさにエル・ドラードの
夢をわがものとし，膨大な貴金属を手に入れたのであった。しかしながら征服者たちが暴れ回る
時代が終りを告げ，スペイン植民地支配体制がはじまり，そして 19世紀はじめの独立までの 300

年近くにおよぶ植民地時代全体を俯瞰するとき，それはほんの序章にすぎなかったことがわかる。
つまり本当の意味でのエル・ドラードとは，「アタワルパの身代金」でもなければクスコ太陽神
殿の黄金でもなく，スペイン植民地支配体制の下で銀鉱山の開発によってもたらされた富なので

キーワード
ポトシの富の山（el Cerro Rico de Potosí），物資供給（los abastecimientos de mercancías），

水銀アマルガム法（la amalgamación con mercurio），産業コンビナート（el complejo 

industrial），ミタ制（el sistema de mita）

Resumen

El presente estudio tiene dos partes. La primera parte que aparece en el presente 

número estudia sobre la historia socio-económica de las minas de plata de Potosí en la 

primera mitad de la época colonial, especialmente la formación del mundo económico 

del mercado de Potosí y examina el abastecimiento de mercancías a Potosí por la costa 

del Océano Pacífico y por el Río de la Plata. Las mercancías eran esclavos y productos 

provenientes de la región noreste de la actual Argentina. La segunda parte que aparecerá 

en el siguiente número trata sobre la intervención del poder real a través del gobierno 

colonial en Potosí, centrándose en el quinto virrey peruano Francisco de Toledo y analiza 

la construcción y el mantenimiento de las bases de la ciudad de Potosí, la reforma del 

departamento de refinación, la reorganización de la mita minera, y el mantenimiento de los 

caminos de tráfico, etc. En el apéndice se presentan los españoles, negros, e indígenas que 

participaron en el desarrollo de Potosí.
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あった。そしてこの銀鉱業の最大の中心地の一つが 1545年にアルトペルー〔Alto Perú，現ボリ
ビアにほぼあたる。司法・行政上はチャルカスのアウディエンシア（Audiencia de Charcas，「ア
ウディエンシア」とは「王立聴訴院」の意味）が管轄。中心都市は 1539年に設立されたチュキサ
カ（「ラプラタ」とも呼ばれた）（Chuquisaca，La Plata）市。現スークレ市〕2）において発見され
たポトシ銀山であったことに異論はなかろう。ポトシが莫大な富を生みだして重商主義ヨーロッ
パにおける資本蓄積に深く関与したことは周知のところである。新大陸の銀はヨーロッパに流出
して「価格革命」を，ひいては「商業革命」を引き起こした 3）。ポトシの銀はじつに遠方にまで
到達した。アメリカ大陸内部はもとよりスペイン経由でヨーロッパへと流れ，さらに中東や東ア
ジアにまで達する。鋳塊（ringotes）とか延べ棒（barras），刻印された貨幣（monedas acuñadas）
の形による合法的な銀がしばしば大洋やヨーロッパ市場に出回っているのが目撃された。また 5

分の 1税（quinto real，スペイン王権は新大陸における貴金属生産量の 5分の 1を税として徴収）
未払いの銀塊（piñas de plata，密貿易によって流出した銀）も流通したのであった 4）。
ポトシの山（Cerro de Potosí）における銀鉱床（el asiento argentífero）の発見者は原住民の
ディエゴ・ワルパ（もしくは「ワルカ」「グアルパ」）（Diego Wallpa/Wallca/Gualpa）であった
とされている。ディエゴ・ワルパは最初独力でその山を採掘していたが，やがて友人の原住民
チャルコ（Chalco）に銀の発見を知らせた。これが，チャルコから彼の所属するエンコミエンダ
（encomienda）の主人〔エンコメンデーロ（encomendero）〕5）のディエゴ・デ・ヴィリャロエル
（Diego de Villaroel）に伝わり，その結果，ディエゴ・デ・ヴィリャロエル鉱脈（veta de Diego 

de Villaroel）として登録された（1545年 4月）6）。このニュースはペルー全土を駆けめぐった。
そしてチュキサカ市（＝ラプラタ市，以下「チュキサカ」に統一する）をはじめ各地から大勢の
人々が，巨万の富を手に入れようとポトシに駆けつけた。ポトシ山麓とか原住民村カントゥマル
カ（Cantumarca）の近くに集落が出現した 7）。ポトシの町は，アルトペルーの他の都市のように，「都
市建設証書」がまず作成され規則正しく設計されたうえで生まれたのではない。カリカリ山塊か
ら流れ出る水の集まる場所を中心に，人々の雑然とした集合住居が核となって生まれたのである。
1546年，カルロス 5世によってこの新しい町に紋章盾が送られ，1561年にはフェリペ 2世によっ
て「帝国都市ポトシ（la Villa Imperial de Potosí）」の称号が与えられはしたが 8）。ポトシ市の設計・
整備は，副王トレドの時代である 1572年になって改めて行われた。ポトシにおいて最初に建てら
れた教会は，1548年設立のサンタ・バルバラ教区教会（Parroquia de Santa Bárbara）とサン・ロ
レンソ教区教会（Parroquia de San Lorenzo）であった。1550年頃にはサン・フランシスコ修道院
（Convento de San Francisco）が建設された。
ポトシ銀鉱床発見のニュースは急速に各方面に浸透し，一攫千金を夢見た人々が銀採掘用具を
携えてセロ・リコ（Cerro Rico，「富の山」）9）に殺到した。その鉱業地区は銀生産ならびに商業
活動の中心地となった。やがてポトシは海岸部と結ばれる。大西洋，太平洋を経てヨーロッパや
東アジアに向かう大洋横断ルートができて，グローバル化が促進される。ポトシ銀山によせるス
ペイン王室をはじめとする当局や関係者の思い入れと期待がいかに大きなものであったかについ
ては，例えば，ポトシのカサ・デ・モネダ（造幣局，Casa de Moneda）博物館におかれている絵
画「山の聖母マリア（Virgen del Cerro）」（作者不詳）が如実に物語っている。18世紀に描かれ
たものであり，作者は，その銀の豊さゆえにセロ・リコに差し込まれた聖母マリアの戴冠を十分
に示そうと，熱情の限りを尽くした。作品の上部には三位一体の聖体，すなわち父と子と精霊が
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表現されている。インカの神々であるインティ（太陽）とキーリャ（月）もまた戴冠に参加して
いる。絵画の下の部分には現世の光景が示され，山が生み出す富に対して神に感謝する宗教上の
権力者たちの姿が見える。左にはローマ法王，枢機卿，司教がいる。右にはスペイン国王カルロ
ス 1世（神聖ローマ帝国皇帝カール 5世）とサンティアゴ（十二使徒の 1人），そして富の提供者
がいる。ポトシは当時，世界の経済と権力の中心であり，世界がまさにポトシの富の足下にあっ
たことが示されているのである 10）。
ポトシは南米大陸における最大級の経済拠点となった（地図 1参照）。ペルー植民地はポトシ銀
山を中心とする銀鉱業で有名になった。16世紀末から 17世紀前半にかけてのポトシ市は，12万
人（1572年の人口調査による）11）から 16万人（1611年の人口調査による）12）におよぶ人口が密
集する西半球最大の都市であった。ポトシ市にはさまざまな商品がヨーロッパや東洋をはじめ海
外から，また植民地域内から大量に集まり，市場経済が真っ先に浸透していった。ポトシの開発
が始まると，まずもってアルティプラノ（Altiplano andino，東西両アンデス山脈の間にある高原
地帯。北はクスコから南はタリハに至る地帯）から多くの人や物資がポトシに流入した。北方の
クスコ地域からまた西方のアレキパ地域からポトシに向けて隊商が動き始めた。銀 5分の 1税を
本国に送るうえでも，植民地政府当局（副王庁）は早くから道路網の開発，橋梁の建設に力を入
れ，インフラの整備に尽力する。1555年にはリマとポトシを結ぶ道路が開通し，1570年代まで
には，リマからクスコを通りアルティプラノを抜けてポトシへ至る道路は，「銀の道（Camino de 

Plata）」「王の道（Camino Real，幹線道）」として知られるようになっていた。クスコ市とポトシ
市を結ぶ中継都市として，もっぱらアイマラ系原住民が暮らすティティカカ湖南東部チュキアポ
（Chuquiapo）渓谷にラパス市（Nuestra Señora de La Paz）が建設されたのは，早くも 1548年 10

月 20日のことであった。
銀の生産によってポトシ市とその地区は一大消費センターになった。ポトシへの供給品の代表
的なものとしては食糧品を主とする必需物資，鉱業に必要な品々，奢侈品があげられる。
ポトシ市の標高は海抜 4070メートルであり，ポトシの山〔富の山＝セロ・リコ（Cerro Rico）〕
の頂上は標高がおよそ 4800メートルあった 13）から，鉱石採掘は常に海抜 4000メートル以上の高
地で行われたのである。ポトシ銀山において銀を生産するための労働力はもっぱらミタ制（mita，
賦役）14）に依拠したが，それはこの鉱山での労働がきわめて過酷であったことと関係してい
る 15）。まずもってポトシの鉱山労働者は寒冷で厳しい自然条件に耐えられなければならなかった。
ポトシにおける鉱山労働はすべて高地の原住民成年男子によって担われた。ポトシの生存環境は
まことに厳しいものであり，人々はポトシの町で暮らすだけでも大変だった 16）。黒人奴隷がポト
シにおいて鉱石採掘労働に従事したという話を聞いたことがあるが，誤りと言わざるをえない。
ボリビアの歴史家であるクララ・ロペス・ベルトランも，黒人奴隷は厳しい高山気候により鉱山
労働には適用されなかったと述べている 17）。鉱山労働には危険がつきものであり，事故や病気な
どによってポトシで働く者の死亡率は著しく高かった。鉱山労働の過酷さは筆舌に尽し難いほど
であった。1573年に副王トレドによってミタ制の再編が植民地政府側から行われた。ポトシ銀山
のミタ徴集範囲は，原住民人口が密集していたアルティプラノのうち，北はクスコから南はタリ
ハにいたる，北西から南東方向にかけての「楕円形」（un imaginario anillo geográfico）内に位置
する 16地方（provincia）─チチャス，ポルコ，チャヤンタ，パリア，カランガス，シカシカ，パ
カヘス，オマスーヨス，パウカルコーリャ，チュクィート，コチャバンバ，ランパ，アサンガロ，
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出所：Jeffrey A. Cole, The Potosí Mita 1573－1700 (Stanford: Stanford University Press, 
1985), p.10.

地図 1　16世紀ペルー副王領
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キスピカンチス，カナス・イ・カンチス，コンデスーヨス─と定められた（地図 2参照）。年間合
計にして約 13500人の，原住民共同体に所属する成年男子（年齢幅は 18歳から 50歳まで）（mano 

de obra masculina adulta de originario）がこれらの地方からポトシ銀山に徴集されることになっ
た 18）。そしてここで見逃せない点は，食糧をはじめとする日用品のポトシへの供給もまた，アル
ティプラノのこの 16地方からもっぱら行われたことである。低地でしか得られない品物（例えば
コカやブドウ酒）については，生態学的列島の理論（teoría del archipiélago ecológico）19）に示さ
れているように，高地に住む人々は高地ではとれない品をアンデス山脈東西の亜熱帯や温帯の低
地から獲得し，それをポトシ市場に送り届けたのであった。
銀の精錬方法がワイラス（Huayras.「グァイラス（Guairas）」とも呼ばれる。先スペイン期か
らアンデスの伝統的な銀精錬法であった）法 20）から水銀アマルガム法（la Amalgama，粉砕した

出所： Cole, op.cit., p.11.

地図 2　16世紀アルトペルーのポトシ銀山のミタを制定された諸地域（地方）
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銀鉱石と水銀を混交し，銀を抽出する方法）に転換し，銀抽出の工程で水銀が使用されるに至って，
ポトシにおける原住民労働者の負担はいちだんと大きくなった。無事にミタの労働期間を終えた
としても，その後，鉱山業者らによって債務奴隷の如き境遇に転落させられる原住民が跡を絶た
なかった。そのために，早期から，原住民がポトシのミタの義務を回避するという現象が起きて
いた。よく実行された方法は，ポトシに残留する，ミタの義務のない地域や異郷の共同体，白人
が経営するアシエンダなどに移動・移住するというやり方だった。こうして共同体を離脱した原
住民は，フォラステーロ（forastero，共同体を離脱した浮浪の原住民）もしくはヤナコナ（yanacona，
アシエンダ等の専属労働者）として植民地時代史に登場する。フォラステーロの規模は時代が進
むに従って増大したのであった 21）。
今日の歴史学界において「グローバルヒストリー」研究が注目をあびるなかで，わが国でも近年，

16世紀以降のアメリカ大陸産の銀の流通に目が向けられるようになった。出版物としては，例え
ばデニス・フリンの論文や講演が訳出・紹介され，東アジアにおける銀の流通への注目がなされ
るなどの傾向が見られる 22）。また銀の流通に関するシンポジウムが行われ 23），メキシコ（アカプ
ルコ）と東アジア（マニラ）との交易に注目がなされる 24）などの状況にある。しかし残念ながら，
新大陸産の銀の流通に関する研究はほとんど行われていない。未開拓なままである。植民地時代
ラテンアメリカの歴史に関心をもつ筆者は 1978年以来，中央アンデス南部地域（シエラ南部）に
おける「中核」の出現が，その「周辺部」の原住民社会にいかなる変容を強いたかという視点か
らポトシに関心を注いできた 25）。しかしながら，グローバルなレベルでのポトシ銀山そのものの
研究は十分ではない。そこで本稿では，ポトシ銀山をめぐる社会経済史研究の手始めとして，ポ
トシにおける鉱業の実態とか，ポトシ市場経済圏の形成を中心に要点を取り上げて，考察を試み
たい。こうした作業が，アメリカ大陸産の銀の流通を考えるうえで，何らかの寄与となれば幸せ
である。
ポトシ銀山を研究するうえでの史料としては，マルコス・ヒメネス・デ・エスパダ『1603年の
ポトシ市と鉱山の記述』，ルイス・カポーチェ『契約と帝国都市ポトシの総括的報告』，バルトロメ・
アルサンス・デ・オルスーア・イ・ベラ『帝国都市ポトシの歴史』などが知られている 26）。また
ポトシそのものではないが，ガルシ・ディエス・デ・サン・ミゲル『1567年にチュクィート地方
で実施された巡察』なども有益である 27）。

17世紀に入り，1620年代以降になると，ポトシの繁栄にも暗雲が漂い始める。これには 3つの
契機があるといわれている。第一は，1622～ 1625年にポトシで荒れ狂ったビクーニャスとバス
コンガードス間の抗争（las guerras de vicuñas y vascongados）28）であり，第二は，1626年のカ
リカリダムの崩壊（la inundación de la laguna de Caricari）に伴う大洪水による被害である。第三
は，硬貨鋳造における品位の低下が 1650年頃からポトシに深刻な影響を及ぼした 29）ことである。
これらを契機に，かつて 16万人いたポトシ市の人口や銀の生産量は減少してゆく 30）。
本稿では，植民地時代前半期のポトシ銀山をめぐる社会経済史，とくにポトシ市場経済圏の形
成について考察する。第 I章では，ポトシへの物資供給を，太平洋岸およびラプラタ川コース経
由による物資供給（黒人奴隷の供給，現アルゼンチン北西部一帯の開発とそこからの産出品を含
む）とポトシ周辺部地域からの物資供給とに分けて検討する。第 II章では，植民地政府によるポ
トシ銀山運営への関与について，第 5代ペルー副王フランシスコ・デ・トレドの事績を中心に，
ポトシ市の基盤の構築・整備，精錬部門の改革，ミタ制の再編成，交通路の整備等を明らかにする。
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［補遺］ではポトシに関わった人々の足跡を辿る。すなわちスペイン人，黒人，そして原住民につ
いてみていく。結語では，ポトシ産の銀が流出した地域についても言及する。

I　ポトシへの物資供給

ポトシ銀山はアルト・ペルーの海抜 4000メートル以上の高地に位置し，気候は寒冷で，周囲 6

レグア〔約 34キロメートル（1レグア legua は約 5.6キロメートル）〕は完全に不毛の土地であっ
た。1545年にポトシの山で銀が発見されると，その荒涼たる土地に銀を求めて人々が殺到する。
やがてその山麓にポトシの町が建設された。ポトシから産出される銀は，新大陸はもちろんのこ
と，西ヨーロッパや東アジアからの関心を惹き付けるに至った。1605年に書かれた小説『ドン・
キホーテ』においてセルバンテスは，巨富を表現するのに「ポトシほどの価値（vale un Potosí）」
という言葉を用いている。ポトシのセロ・リコは発見と同時に「豊かさ」という概念と同義になっ
たのである。銀ブームの発生と同時に各地から人や物がポトシに流入し始めた。例えば，1557年
頃に同地において鉱業や商業に従事するスペイン人の数は 1万 2000人に達していた。その後ポト
シの人口は，1572年には約 12万人にのぼり，1611年には約 16万人のピークに達する。ポトシは
新大陸で最大の人口を擁する都市となった 31）。早くも 1550年代の末頃からポトシの銀は広く内
外に流出する。ポトシは高度 4000メートルを超える不毛の地ゆえに，物資はすべて外部からポト
シに運び込まれ，ポトシには市場経済が出現・浸透していく。出資者（mercader financiador. 前
貸し商人），卸売商（comerciantes mayoristas），仲買人（intermediarios），運送業者（transportistas）
などの複合したネットワークがしだいに形成され，彼らが食糧や道具，水銀の調達を担った 32）。
16世紀末から 17世紀はじめにかけて，ポトシからの銀生産高は絶頂期を迎えた。
本章では，ポトシへの物資供給の問題を検討するにあたり，まずもって，ポトシの政治的経済
的支配と商業について述べる。その後で，第 1に太平洋沿岸およびラプラタ川コース経由による
物資供給（黒人奴隷の供給，現アルゼンチン北西部一帯の開発とそこからの産出品を含む），第 2

にポトシ周辺部地域からの物資供給とに大別して，それぞれのコースの特徴や供給品目を検討す
る。最後にポトシ周辺部社会の経済をいくつかの事例を通じて考察する。

1．ポトシの政治的経済的支配と商業
17世紀前半のポトシ市は 16万人（1611年）の人口が密集する都市であったが，この 16万人の
内訳を示すと，原住民が 76000人，ヨーロッパ人が 43000人，クリオーリョ（メスティソを含む）
が 35000人，黒人とムラートが 6000人であった。全人口に占めるそれぞれの人々が占める割合を
算出してみよう。すると，原住民が 47％，ヨーロッパ人が 27％，クリオーリョが 22％，黒人が 4％
となる。
ヨーロッパ人の大半はスペイン人であり，その一部がポトシのエリート階層であったとみなし
てよいだろう。このうち政界に所属する人々としては，地方（＝プロビンシア）を管轄するコレ
ヒドール（corregidor，地方行政官），カビルド（cabildo，市参事会）のアルカルデ（alcalde，市
長）やレヒドール（regidor，市参事会議員），執行官（alguacil mayor），カサ・デ・モネダの財務
官（tesorero）・査定官（ensayador），軍事関係者，ポトシ財務府やミタ関係の役職者，書記（escribano）
などがあげられる 33）。また財界に所属したのが，鉱山業者─鉱脈において採鉱の権利を有する者
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ならびに精錬所所有主（アソゲロ）らであり，彼らのうちの有力者はグレミオ〔精錬業者組合（＝
鉱山ギルド）（el Gremio de Asogueros de Potosí）〕を結成していた─，エンコメンデーロ，農園主，
牧畜業者，商人たちであった。次にクリオーリョであるが，彼らは時代が進むにつれて，アルカ
ルデやレヒドールなど市参事会メンバー，鉱山業者，実業家，商人層などに参入していったもの
と考えられる。この他に聖職者層（司教や司祭，各派修道会修道士など）が想起される。ヨーロッ
パ人とクリオーリョとを合計すると，49％となり，彼らはポトシ人口のおよそ半分を占めていた。
いっぽう鉱山労働（採鉱・鉱石搬送・精錬，木材・燃料・木炭・塩の輸送，ろうそく作りなどの
労働。強制労働のミタヨ，自由労働のミンガからなる）に従事した原住民 34）と，鉱山労働以外の
仕事に就いた黒人（その多くが奴隷身分であったと思われる）とを合計すると，51％となり，彼
らは白人を少しだけ上回る規模であったことがわかる。
ポトシに監視の目を光らせたり，ポトシに関わることで富を得ようと目論んだのは，まず
スペイン国王，インディアス枢機会議（Consejo de las Indias），インディアス通商院（Casa de 

Contratación），ペルー副王，リマとチャルカス両アウディエンシア，コレヒドール，財務府やカ
ビルドなどである（以上は俗権）。次に教権レベルでは，司教や司祭などのセクラール〔secular，
司教支配と教区（parroquia）組織の設立によってカトリック教会に所属する聖職者〕と各派修
道会修道士などのレグラール（regular，アンデスの谷間や山奥の村，アンデス東部の熱帯低地
など未開発地域にミッション（misiones，布教村）を築き，周辺部にいた原住民の布教にあたっ
た）があげられる。修道会修道士としては，フランシスコ会士（franciscanos），ドミニコ会士
（dominicos），アウグスティヌス会士（agustinos），メルセス会士（mercedarios），そしてイエズ
ス会士（jesuitas）があげられる 35）。
スペイン人（白人）にとってポトシ銀山は富を得るには最高の投資の対象であった。当時，官
職保有者の多くが鉱山に投資を行っていたことは注目に値する。例えば，ルイス・カポーチェの
作成したポトシ鉱山主の一覧表を検討すると，鉱山に関するすべての法務に責任のあったアルカ
ルデ・マヨール・デ・ミナス（alcalde mayor de minas, 鉱山の大判事），カピタン・ヘネラル・デ・
ラ・ミタ（capitán general de la mita, ミタ行政官），市参事会書記（escribano de cabildo），鉱山書
記（escribano de minas），チャルカスのアウディエンシアのオイドール（聴訴官），ポトシ財務府
三役（oficiales reales），そして副王トレドの側近として知られるポーロ・デ・オンデガルド（Polo 

de Ondegaldo, ?～ 1575, ポトシの初代コレヒドールの歴任者でもある）からスペイン国王（Su 

Majestad）までもが鉱山に投資していたか，または鉱山業者を兼ねていたことが判明する 36）。と
ころで，鉱山業者の人生設計は，短期間に稼げるだけ稼ぎ，あとは富を携えて快適な場所に移り
住むというものであった。この目的のために彼らは，一人でも多くのミタヨを必要としたのであ
る。そこで，ミタヨの徴集とその分配に権限を持つカピタン・ヘネラル・デ・ラ・ミタの如き関
係役人との癒着や「不正」が広がった。
修道士の動向について一つの事例をみておきたい。例えば，チュクィート地方（la Provincia de 

Chucuito）における修道会としてはドミニコ会とイエズス会が進出していた。ドミニコ会士は，
ポトシへ供給する物資を得るために，カシケを通じて，土地耕作，牧畜，織物製作，輸送などの
仕事を原住民に担わせた。ドミニコ会はポトシでは銀山に投資を行っており銀を採掘していた。
1567年に 7つの村に居住していたドミニコ会士の人数は 16人であった。彼らの財産の規模は，
彼らがこの地方において所有していた家畜（リャマ，アルパカ，羊，山羊）の総数 6599頭からそ
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の一端が推測されよう。1人当りの家畜所有数は平均 412頭であった。彼らに提供されていたミ
タ労働者の合計は 60人余りであった。また 1567年時点で共同体の牧畜用地や農耕地のいくつか
が修道士達に譲渡されていた 37）。
イエズス会は 1568年に到着したリマ市を起点にポトシへの進出をはかった。1570年から 1580

年にかけてポトシ市の中心部に複数の学院を築く。これを契機に商業や事業に乗り出した。一方，
1576年にはチュクィート地方のフリ村（pueblo de Juli）に 4つの改宗区（doctrinas）を築き布教
を開始する。以来，1588年にはラパスに，1585年にはタリハを経てトゥクマンに，1587年には
サンタクルスに，1592年にはチュキサカに進出していく。さらにリオ・デ・ラ・プラタ，パラ
グアイへと進出する。当地では牧畜業を開始し，やがてラバ（mulas）の飼育に手を染める。ま
た現ボリビアのモホス（Mojos），チキートス（Chiquitos）などの辺境にミッションを設けてい
る 38）。
ポトシに関係していた商人層の顔ぶれも多様である。内外に多く存在する。例えば，新大陸貿
易（対ポトシ貿易）に従事したのは，セビーリャやバスクのスペイン人商人，ジェノバ，ポルトガル，
ドイツ，フランドルなどの外国人商人であったが，とくにセビーリャ商人とジェノバ商人が重要
である。セビーリャ商人（セビーリャにはアメリカ貿易の独占権が与えられた）は商人ギルド（＝
コンスラード）を組織し，新大陸植民地の代理商との商業ネットワークを利用して大規模な商業
活動を展開した 39）。それからカナリア諸島の存在も無視できない。カナリア諸島は黒人奴隷貿易
の主要拠点のひとつであった。セビーリャ・ジェノバ・カナリア商人によってベルデ岬から大量
の黒人奴隷が輸入された。黒人奴隷の一部はカナリア諸島でのサトウキビ栽培や砂糖づくり，家
内奴隷などに使役されたほか，カナリア諸島から新大陸に輸出されるケースが多く見られた 40）。
またペルー副王領レベルでは，リマ商人の勢力もだんだんと大きくなってくる。

2．太平洋岸およびラプラタ川コース経由による物資供給（黒人奴隷の供給，現アルゼンチン北
西部一帯の開発とそこからの産出品を含む）
最初に太平洋岸のコースからみていくことにしたい（地図 3参照）。合法のヨーロッパ商品は，
ポルトベリョ（Porto Bello/Portobelo. パナマ地峡の大西洋沿岸の港。現コロンの西方約 49キロ
の地点に位置。ポルトベリョ市の建設は 1597年）〔1584年頃まではノンブレ・デ・ディオス（Nombre 

de Dios）港。ノンブレ・デ・ディオスはポルトベリョの東方に位置〕ならびにパナマ市経由で，
もしくはカルタヘナ（Cartagena）経由で太平洋岸を南下し，リマ市の外港であるカヤオ（Callao）
港へ運ばれ，そこから陸路でポトシに運ばれた。あるいはさらに南方のイロ（Ilo）港まで海路運
ばれ，そこからアレキパ（Arequipa）市経由でアンデスを横断してアルティプラノ（Altiplano，
東西両アンデス山脈間に広がる高原地帯）に入り，ティティカカ湖西岸のチュクィート地方を通っ
てポトシへ運ばれた（アルティプラノではリマからの道路と合流）。1570年代以降になるとアリ
カ（Arica）港を経由するルートにも目が向けられるに至った。南米大陸の太平洋沿岸を南下する
航海は，南から北上してくるフンボルト寒流のため困難を極めた。普通，カヤオからパナマへは
およそ 15日かかったのに対して，逆にパナマからカヤオへの南下には 2か月を要したという。交
通面でのこの特性はヨーロッパや，後に述べるメキシコ方面からペルーへの物資の輸送や人々の
移動にとって大きな障害となった。そしてペルーにおける舶来品の物価高騰に拍車をかける要因
となった。
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フィリピンのマニラを起点とする東洋と新大陸，特にメキシコとの間の交易（ガレオン貿易）
の開始は，1565年にアンドレス・デ・ウルダネタ（Andrés de Urdaneta，1505？～ 1568）がマニ
ラからアカプルコに至る航海に成功した 41）後の 1571年以降のことである。ガレオン船（galeones 

de Manila）に積まれて太平洋を渡って入ってきたアジア産の商品（絹や中国産の磁器に象徴さ

出所：Clara López Beltrán, “Los caminos de la plata: el espacio económico.” Juan 
Marchena Fernández (compilador), Potosí plata para Europa (Sevilla: Universidad 
de Sevilla, Fundación El Monte, 2000), p.151.

地図 3　パナマ地峡～太平洋沿岸～ポトシ
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れる奢侈品）がアカプルコ市場を賑わすに至った 42）。それがやがてリマ商人の注意を惹く。とい
うのも，アカプルコとカヤオ間の航路が開かれ，この区間の船団も動き出したからである。1570

年代にアカプルコにおいて 500万ペソの商品を仕入れたリマ商人は，16世紀末には 1200万ペソ
を投じていたともいわれている。またペルーとフィリピンとの直接貿易も 1579年頃から始まり，
1582年までに 2隻のマニラ船がアカプルコを経由せず直接カヤオ港を訪れ，大量の絹，陶磁器，
香料，鉄などをもたらしたという。しかしこの交易は，特にティエラ・フィルメ（Tierra Firme）
やスペインのセビーリャ商人の不平を買い 43），王室からただちに禁止されるに至った。マニラと
アカプルコ間の交易の絶頂は 1616－1620年であったが，1635年以降急激に下降し，1680年には
最低となった。この背景には，アカプルコからペルーへのアジア製品の輸出が禁止されるという
事情があった 44）。だが絹や磁器を主とする東洋産品の密輸は，マニラ～アカプルコ～リマ航路，
マニラ～リマ航路のいずれを問わず，その後も盛んに行われたようである。
次に，ラプラタ川の方面に目を向けてみよう。ポトシからラプラタ川経由で大西洋に至る地域
への植民活動は，一般にアンデス側から始まった（地図 4参照）。ポトシへの物資供給あるいはそ
の下地作りが狙いであり，チャルカスのアウディエシア（1559年，チュキサカに設置された）に
よって強力に推進された。
スペイン人フアン・ヌーニェス・デ・プラド（Juan Núñez de Prado）45）はポトシから南下し，

バルコ（Barco）やサンティアゴ・デル・エステロ（Santiago del Estero）に植民を行った。トゥ
クマン（Tucumán，1565年設立），コルドバ（Córdova，1573年設立），サルタ（Salta，1582年設立），
リオハ（Rioja，1591年設立），フフイ（Jujui，1593年設立）などへの植民もなされた。コルド
バの町を建設した者のひとりにヘロニモ・ルイス・デ・カブレラ（Jerónimo Luis de Cabrera，
1528～ 1574）がいる。セビーリャ出身の貴族であり，ポトシのコレヒドールやトゥクマンの総
督（gobernador）などを歴任した後，コルドバにやって来たのである 46）。パンパへの家畜類の移
入もこの頃からなされたのであった。例えば，1567年にフアン・オルティス・デ・サラテ（Juan 

Ortiz de Zarate，1521～ 1576.バスクの貴族家系の出身）は，ロペ・ガルシア・デ・カストロ〔Lope 

García de Castro，リマのアウディエンシア議長（在位 1564～ 69）。副王不在のこの期間，ペルー
副王代理を兼務〕によってリオ・デ・ラ・プラタ 47）の総督に推薦された人物であり，チャルカス
から数千頭の家畜をパンパに搬入している。（1582年にポトシ銀山の「リカ（Rica）の鉱脈に投
資していたチュキサカのフアン・デ・サラテ」とは，このフアン・オルティス・デ・サラテの親
族の可能性が高い。）コルドバやトゥクマン地域は商業を通じてポトシと結びつく。16世紀末に
は綿や羊毛の織物産業が発達した。その発達はポトシにいた原住民やメスティソの需要に応える
ものであった。また鉱業中枢に品物を輸送するためにラバを提供したのもこの地域であった。ラ
バはスペイン人の注目を一人占めにし，17世紀を通じてその重要性を発揮した。1630年以降，年
間 1万 2000頭のラバがポトシに提供されたのであった 48）。（トゥクマンなどの牧草地で育てられ
たラバはポトシにだけ運ばれたのではない。ポトシを経由してアリカ，モケグア，ミスケ，コチャ
バンバなどの海岸部や渓谷部，アルティプラノの他の場所に送られ，そこで販売されることも多
かった。農牧畜産品も遠距離というハンディーを越えて販売ルートに吸収された。）
今日のアルゼンチン西部の町メンドーサ（Mendoza，1561～ 62年設立），サン・フアン（San 

Juan，1962年設立），サン・ルイス（San Luis，1569年設立）への植民は，チリ側からアンデス
山脈を越えて行われた 49）。一方，現パラグアイ地域の開発は大西洋側からなされた。1541年にア
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出所： López Beltrán, “Los caminos de la plata…”, p.149.

地図 4　リマ～ポトシ～ブエノスアイレス（ラプラタ川方面）
出所： López Beltrán, “Los caminos de la plata…”, p.149.

地図 4　リマ～ポトシ～ブエノスアイレス（ラプラタ川方面）
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スンシオン（Asunción）が建設され，これを拠点に多くのエンコミエンダが出現した。パラグア
イの植民者で総督となったドミンゴ・デ・イララ（Domingo de Irara，在位 1549～ 57）は，1582

年にポトシ銀山のアントニオ・ロドリゲス（Antonio Rodríquez）鉱脈に投資していた「ドミンゴ・
デ・イバラ（Domingo de Ybarra）」の親族の可能性がある。1564年，アスンシオンの総督フラン
シスコ・デ・ベルガラ（Francisco de Vergara）の一行（アスンシオンの司教を含む）はパラグア
イ川を遡上した後，西に進みチキートスを経てサンタクルス・デ・ラ・シエラに進み，そこからチャ
ルカスの首都チュキサカに到着。それからはるかリマまで行き，副王に会見。その結果，1566年
にアスンシオンはチャルカスのアウディエンシアの管轄下に入った 50）。1573年にはパラナ川西岸
にサンタ・フェ（Santa Fé）がアスンシオンの市民によって築かれている。
ブエノスアイレスへの植民は 1580年にフアン・デ・ガライ（Juan de Garay，1528～ 1583. 先

述のフアン・オルティス・デ・サラテの甥。バスク出身）によって行われた 51）。ガライはおよそ
60人の男子と 500頭の牛，1000頭の馬を同行したという 52）。ラプラタ川の一帯はチャルカスの
アウディエンシアの管轄下に入った。「アメリカにおける商業のメッカ」ポトシ市の商人や鉱山業
者らが多大な関心を寄せたのが，ブエノスアイレスからラプラタ川経由でコルドバ，トゥクマン，
サルタ，フフイ，トゥピサ，ポトシを結ぶ陸上ルート（Vías de comunicación terrestre de Potosí–

Buenos Aires，地図 4参照）を通る交易である。このルートを経由しての海外との交易はスペイ
ンからは「非合法」のレッテルが貼られていたけれども，このルートを通じてヨーロッパやブラ
ジルなどから大量の商品がポトシに流れ込み，その対価として莫大な銀が，王室の意図に逆らっ
て，不法に流出したのである。（ラプラタ川が「銀の川」を意味するゆえんである。）1580年以降
になると，ブラジルにいたポルトガル商人のポトシ市場への進出もまた顕著となった。
ラプラタ川経由で密貿易を主とする海外からの商品がポトシに本格的に供給されはじめたのは

1580年代以降と考えられる。
太平洋岸およびラプラタ川経由によるポトシへの供給品目は，第 1表の如くアルサンス・オル

スーア・イ・ベラが示すところである。それを検討すると，遠大な輸送距離にもかかわらず，大
半がポトシ市場で最大限の利潤をあげることができた奢侈品や黒人奴隷からなっていたことが明
らかとなる。

3．ポトシ周辺部地域からの物資供給
1570年代には，ワンカベリカ産の水銀をポトシに運ぶためにチンチャ港～アリカ港経由の輸送
ルートも開かれるに至った。ポトシへの主要な物資供給地は，チュクィート地方やクスコ地域に
代表される如く原住民人口の密集したアルティプラノであり，その品目は，リャマやアルパカな
どの家畜とその産物，ジャガイモやキノア（キヌア）などであった。また穀物や果物・野菜類，
砂糖，綿布，コカなどをポトシに供給した地域は，現ボリビアのコチャバンバ（Cochabamba，
1571年に設立），チュキサカ（1539年に設立），タリハ（Tarija，1574年に設立），オリエンテ〔東
部低地─その拠点はサンタクルス・デ・ラ・シエラ（Santa Cruz de la Sierra，1561年に設立）〕，
太平洋沿岸部（コスタ）やアンデス東部斜面の渓谷部など 53）であった。また羊，牛，ラバなど家
畜の供給地としては現アルゼンチン北西部が優勢であった。ミタを課せられたアルティプラノの
16地方が食糧をはじめ日用品の主要な供給地であった点を先に指摘したが，ポトシの開発と平行
して新たに浮上してきた地域もまた物資の提供を担うのだった。サンタクルス・デ・ラ・シエラ
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第 1表　太平洋沿岸，ブエノスアイレス・ラプラタ川経由でポトシに運ばれた舶来品
品目 産出地

多種の絹製の織物，ニット製品 グラナダ，プリエゴ，ハエン
ストッキング，剣 トレド
毛織物 セゴビア
（織物の）サテン，絹 バレンシア，ムルシア
絹，マント，他の織物 コルドバ
扇子，容器，玩具，骨董品 マドリッド
ストッキング，マント，多種の織物 セビーリャ
鉄 ビスカヤ
高価なリンネル，他の織物 ポルトガル
多種の織物，絹，金・銀の刺繍，梳毛織物，ビー
バーの毛でできた帽子，多種の下着類 フランス

つづれ織，鏡，鉛版，精巧な机，薄手の白い亜
麻布や綿布，刃物，レース，洋服地 フランドル

リンネル，毛織物 オランダ
剣，鋼鉄用具，テーブルクロス ドイツ
紙 ジェノバ
絹 カラブリア，プーリア（アプリア）
長靴下，織物 ナポリ
繻子織，（織物の）サテン フィレンツェ
良質の衣服，刺繍，織物 トスカナ
金・銀色の紐，良質の布 ミラノ
宗教画，鉛版 ローマ
透明のガラス器 ベネチア
帽子，毛織物 イギリス
白色蠟 キプロス島，クレタ島，アフリカの地中海沿岸
染料，水晶，マスク，象牙，宝石 東インド
ダイヤモンド セイロン
香水 アラビア
絨毯 ペルシア，カイロ，トルコ
香辛料，麝香 マラッカ，ゴア
白磁，絹布 中国
黒人奴隷 ベルデ岬，アンゴラ
コチニール染料，インジゴ，バニラ，カカオ，
高価な木材 ヌエバ・エスパーニャ

木材 ブラジル
胡椒，香辛料 モルッカ諸島
多種の真珠，鎖編み，鎖編みのストッキング，
宝石，留めピンほか

マルガリータ諸島，パナマ，キューバ，プエル
ト・ビエホ

出所：Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela, Historia de la Villa Imperial de Potosí（edit. por Gunnar 
Mendoza y Lewis Hanke, vol.I）（Providence: Brown University Press, 1965）, p.8.
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では砂糖や綿布が，ミスケ（Mizque），ポコナ（Pocona），クリサ（Cliza）の肥沃な渓谷部では
農牧畜産品や織物が生産されポトシに送られた。またチロン（Chilón），ポホ（Pojo），バジェグ
ランデ（Vallegrande），サマイパタ（Samaipata）などの熱帯からの産物もまたポトシに運ばれた。
現パラグアイ（イエズス会やフランシスコ会のミッションがあったことで知られる）はポトシに
マテ茶（yerba mate）を提供した 54）。
ポトシ周辺部地域から供給された物資とその供給地の一端は，第 2表のごとくである。
銀生産の絶頂期であった 1603年のポトシにおける食糧品をはじめ日用品の消費の記録がある。
トップは小麦粉 9万ファネガであり，チチャ酒 160万ボティハ（botijas，「ボティハ」とは「素焼
きの壺」で酒類の分量を示す尺度になった。1ボティハは 8リットルの容量である），ぶどう酒 5

万ボティハ，コカの葉 6万かごなどが消費されていたことがわかる（第 3表参照）。コカの葉はク
スコ地域東部とラパス・ユンガス（yungas de La Paz），つまりアンデス東部斜面の亜熱帯や温帯
の渓谷部 55）から，他方，ぶどう酒は西方のアレキパやモケグア地方の渓谷部から供給された 56）。
第 2表，第 3表から品目を検討してみると，大半が生活必需品であったことが判明する。ポト

シは鉱山を稼働させるのに必要な物資を，太平洋岸およびラプラタ川を経由して入ってくる舶来
品にではなく，周辺部地域から運ばれてくる物資に依存していたと言ってよいだろう。
つぎに第 3表に基づいて，1603年におけるポトシ市場における食糧品をはじめとする生活必需

品の年間売上額を大きい方から順に整理してみよう。食糧品のうち第 1位は小麦粉（164万ペソ）
であった。小麦粉は主にパンの原料であった。これに，チチャ酒（102万ペソ），ぶどう酒（50万
ペソ），コカ（36万ペソ），トウモロコシ（28万ペソ），ジャガイモ（12万ペソ），チューニョ（chuño，
凍結乾燥させたジャガイモ。保存食）（12万ペソ），オカ（12万ペソ），果物（11万ペソ）と続く
（ジャガイモ，チューニョ，オカの売上額は同額であった）。ポトシ市場ではパンの原料である小
麦粉とチチャ酒という最もポピュラーな食品の売り上げが最高だったことがわかる 57）。家畜の年
間売上額については，アルパカ（40万ペソ），リャマ（12万ペソ），羊（10万ペソ）（以上の家畜
は食肉を提供したが，荷駄用あるいは採毛用でもあった）の順になる。これ以外の生活必需品の
年間売上額としては，帽子（18万ペソ），リャマの毛で作った衣類（13万ペソ）などが目立つ。
次に，生活必需品を提供していたポトシ周辺部地域側の経済事情を考察しよう。アンデス高地
と低地のケースにつき，3つの地域を取り上げてみてみよう。

（1）アルティプラノの中核─チュクィート地方
チュクィート地方はポトシ銀山の労働力需要やポトシ市場の商品需要に規定され，この需要に
応えて大規模な原住民労働力と生活必需物資をポトシに提供した。その伝統的なアンデス高地原
住民社会の構造にふれた後，経済の特徴を述べる。
チュクィート地方（地図 5参照）は，先インカ期においてはティワナク（ティアワナコ）文化圏（El 

mundo de la Cultura Tiahuanaco）に属していたが，インカの時代になると「4つの地方」のうち
南部のコヤスーユ（Collasuyu）に組み込まれた。古くから「ルパカ王国（el reino Lupaca）」と呼
ばれていたアイマラ語圏である。アルティプラノのティティカカ湖西岸の標高 3800メートルを超
える高地に位置し，先スペイン期から原住民人口の一大密集地であった。16世紀後期にスペイン
人役人ガルシ・ディエス・デ・サン・ミゲル（Garci Diez de San Miguel）によって行われた巡察
記録が残されている（一般に「チュクィート文書」とよばれる）58）。1567年リマのアウディエン
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第 2表　ポトシ周辺部地域からの供給品
品目 供給地

小麦，種 コチャバンバ，ピタントラ，ヤンパラエス，マタカ
羊肉 コヤオ，マタカ

ぶどう酒，オリーブ油 シンティ，オロンコタ，トゥルチパ，モケグア，
アレキパ，イカ

砂糖 クスコ，アバンカイ，ワマンガ，トルヒーリョ，アレキパ
マテ茶 パラグアイ
小麦粉 チュキアボ，タリハ
高価なラシャ，ベーズ，木綿の布，絨毯，帽子，
他の織物

キト，リオバンバ，オタバロ，ラタクンガ，カハマルカ，
タラマ，ボルボン，ワマリーエス，ワヌコ，クスコ

上質の布 チャチャポヤス

蠟，蜂蜜，木材，木綿，織物，かご，獣脂 トゥクマン，サンタクルス・デ・ラ・シエラ，
ミスケ，コチャバンバ

馬，小麦 チリ
ラバ トゥクマン，コルドバ
原住民奴隷 チリ南部
コカ クスコ
小麦，トウモロコシ，ぶどう酒 ウルバ，チャキ，プーナ，マタカ，オリンカタ渓谷
ブドウ，干し魚，砂糖 アリカ
リンゴ，砂糖，砂糖漬け食品 クスコ
オレンジ，レモン，メロン，バナナ ポトシから半径 80レグア（約 446キロ）以内の地域
鮮魚，塩漬けの魚 チュクィート
冷凍・塩漬けの魚 カヤオ
淡水魚 ポトシ近郊の河川
穀物（トウモロコシ，小麦），果物，ブドウ，綿花，
染料，家畜 トゥクマン

穀物 サンタ・クルス・デ・ラ・シエラ
チーズ パリア
ラード，ハム，ベーコン，腰肉，舌 パリア，タリハ
鶏肉，山羊，うずら ポトシ近郊
トウモロコシ，小麦 チャルカス，コチャバンバ
ぶどう酒 タリハ，カマルゴ
羊，牛 トゥクマン，パラグアイ，ブエノスアイレス
出所：Arzáns de Orsúa y Vela, op.cit., pp.6－8./ Marcos Jiménez de Espada, “Descripción de la 
villa y minas de Potosí. año de 1603.” en Relaciones geográficas de Indias, II, ed. Marcos Jiménez 
de Espada（Madrid: Tipografía de Manuel G. Hernández, 1885）, p.124, pp.127－129. / Laura 
Escobari de Querejazu, Producción y comercio en el espacio sur andino s.XVII Cuzco–Potosí, 
1650－1700（La Paz: Embajada de España en Bolivia, 1985）, p.41.
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第 3表　ポトシにおける商品の消費とその価格表（1603年）
商品 量 単価 合計額（ペソ）

小麦粉 91,250ファネガ 1レアル／リブラ 1,642,500

チチャ酒 1,600,000ボティハ 8レアル 1,024,000

ぶどう酒 50,000ボティハ 10ペソ 500,000

牛 4,000頭 7ペソ 28,000

羊 50,000頭 2ペソ 100,000

リャマ 40,000頭 3ペソ 120,000

アルパカ 100,000頭 4ペソ 400,000

コカ 60,000かご 6ペソ／かご 360,000

砂糖 6,000アローバ 8ペソ／アローバ 48,000

アヒ 14,000かご 4ペソ 56,000

クスコとチュキサカの保存食品 3,000アローバ 10ペソ 30,000

サトウキビの蜜 2,000ボティハ 8ペソ 16,000

パリアとタリハ産のチーズ 20,000ケソ 10トミン 25,000

ブタのラード 25,000ボティフエラ 4ペソ 100,000

ハム，ベーコン，ブタの舌（タ
リハ，パリア産） 30,000アローバ 1.5ペソ 30,000

チャルキ（干し肉） 200キンタル 25ペソ／キンタル 5,000

アレキパの干しブドウ 200キンタル 12ペソ 2,400

イチジク 1,000 12ペソ 12,000

海産魚 24,000

チュクィートの湖産魚 30,000

他の魚 2,000ボティフエラ 12,000

オリーブの実 2,000ボティハ 10ペソ 20,000

オリーブ油 8,000ボティハ 8ペソ 64,000

酢 4ペソ 32,000

野菜 60ペソ／ 1日当たり 21,900

果物 300ペソ 109,500

トウモロコシ（粒） 5ペソ 280,000

チューニョ 20,000ファネガ 6ペソ 120,000

ジャガイモ 40,000ファネガ 3ペソ 120,000

オカ 40,000ファネガ 3ペソ 120,000

粗布 30,000バラ 6レアル 14,400

帽子 14,000個 13ペソ 182,000

リャマの毛で作った衣類 18,000ピエサ 7ペソ 126,000

リャマの毛で織った布 6,000

（粗布もしくは革製の）大袋 100,000 1ペソ 100,000

なめし革 150ドセーナ 54,000

トランプカード 60バラハ 21,900

金具（鉄具） 72ドセーナ 7ペソ 26,700

蠟 200キンタル 130ペソ 26,000

奴隷 450人の黒人 250ペソ 112,500

ろうそく 5,000 132,500

出所：Jiménez de Espada, op.cit., pp.126－132. /その他，Escobari de Querejazu, (1985), op.cit., 
pp.42－43.参照。
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シアによって公表されたものであり，チュクィート地方ならびにその周辺部地域の情報が提供さ
れている。これを読むといろいろなことが判明する。先スペイン期にルパカの人々（los lupaqua）
は一般に「アナンサヤ（hanansaya）」「ウリンサヤ（hurinsaya）」いずれかの半族（parcialidad）
に所属し，各半族は 1人の大首長〔カシケ・プリンシパル（cacique principal）〕によって統治さ
れていた。アナンサヤの半族の大首長であったマルティン・カリ（Martín Cari）は全体を束ねる
王であった。他方ウリンサヤの半族の大首長はマルティン・クシ（Martín Cusi）であった。ルパ
カの人々は 7つの村（pueblo），すなわちチュクィート（Chucuito），アコラ（Acora），イラベ（Ilabe），
フリ，ポマタ（Pomata），ユングーヨ（Yunguyo），セピータ（Zepita）の各村で暮らしていた。
彼らはほかに太平洋沿岸部（コスタ）とアマゾン源流域のセルバにおいて複数のエンクラーベ〔飛
び地（enclave）〕をもっていた。1村に存在したカシケ（首長）は原則として 2人であった 59）。
この地域の植民地時代の経済についてみると，その主要財源はリャマやアルパカなど南米ラク
ダ科家畜（los camélidos sudamericanos domésticos）であった。高地という生態学的環境からし
て農作物の栽培には大きな制約があり，農業はジャガイモなどの塊茎作物（tubérculos）か，あ
るいは穀物ならばキヌア（quinua）の収穫くらいに限られていた。ラクダ科動物は，衣類・布な
どの原料（獣毛），食糧（獣肉），燃料（家畜の糞は乾燥させると燃料になった），肥料（糞）を人々
に提供したほか，とくにリャマは荷駄用家畜としてさまざまな物資（商品）を各地に輸送したの
である。この地域の人々はアルパカの毛（や肉）を市場に販売したり，役畜（荷駄用家畜）リャ
マ（llama/carneros de la tierra）による輸送手段の提供を通じて現金を手に入れ，貢納（tributo，
18歳から 50歳までの原住民成年男子に課せられた人頭税）を支払い，ポトシ銀山のミタに服し

出所：拙著（1995年），21頁。

地図 5　16世紀チュクィート地方
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た 60）。
ところで，この地域に住む人々は，地元では穫れないトウモロコシや小麦，野菜・果物，コカ
の葉などの生活必需品の多くをシエラ以外の場所から調達しなければならなかった。しかしそれ
らが育つ場所は遠く離れたところにあった。西には西コルディレラ山脈が，東にはティティカカ
湖や東コルディレラ山脈があって遮られていたからである。人々は，はるか西方の太平洋沿岸の
河川の渓谷部に「列島入植地（colonias archipiélagos）」すなわちエンクラーベを設け，そこから
トウモロコシや小麦，綿花等を得ていた。〔1553年にチュクィート地方の貢納（物納）額をみる
と，年間に 1000ファネガ（55.5キロリットル）のトウモロコシの納入が課せられていたのである。
さらに，地元でとれた 1200ファネガ（66.6キロリットル）のチューニョの納入もまた課せられて
いたが，これはポトシへの供給が義務づけられていた。61）〕シエラからの入植者たちはこれら以
外にもグアノ（guano，海鳥の糞）や海藻（wanu）を調達し，また塩の採掘に従事した。その場
所は，コスタのサマ（Sama，現タクナ県タクナ郡の西方を流れるサマ川の流域に位置する）やモ
ケグア（現モケグア県の県都），アリカのリュタ渓谷（el valle de Lluta，現チリの北部に位置）に
あった。産物はアルティプラノへリャマの隊商によって輸送された。またチュクィート地方の人々
は東コルディレラ山脈の東斜面においても同様に入植地を維持・運営・管理していた。代表的な
入植地としては現ボリビアのラレカハ（Larecaja），カピノタ（Capinota），チカヌマ（Chicanuma）
などの小村（pueblezuelos）があげられる。そこではコカの葉を筆頭にトウモロコシ，綿花，イ
ンゲンマメ（juda），サツマイモ，トウガラシ（ají），セロリ（apio），ユッカ（yuca），オカ（oca）
などが栽培された。さらに高度の下がった東部低地であるアマゾン川源流域〔＝セルバ（selva 

amazónica/amazonia）〕からは木材，蜂蜜，羽毛などが調達された。
チュクィート地方の人々と，その周辺部の「列島」（las “islas” periféricas）にいる人々とは深い

絆で結ばれていた。コスタやセルバに入植していた人々は，故郷への帰属意識を失ってはいなかっ
た。人々の連帯は血縁関係を通じて育まれ維持され，「列島」の住人はプーナの住民と同じ母集
団を形成していた。すなわち時空を越えて統合された経済的社会的機構が共有されていたのであ
る 62）。

（2）アンデス東部斜面とアンデス西部斜面（太平洋沿岸部まで）
アンデス東部斜面の渓谷部における重要な資源はコカの葉（以下，「コカ」と略称する）であっ
た。人々はコカを噛みその成分を摂取することで，4000メートルを超えるポトシの寒冷な高山気
候やそこでの厳しい労働に耐えることができた 63）。コカはもともとアマゾン川流域に生育した植
物である。コカの栽培と使用は先スペイン期から人々の間に広がっていた 64）。植民地時代になっ
てポトシ銀山における原住民労働者の数が増加し，そこでのコカ消費量が増えると，産地におけ
るコカの生産量も増える。最大のコカ生産地のひとつであったクスコのユンカ（yunka）─パウ
カルタンボ（Paucartambo）─とラパス・ユンガス渓谷部─ソンコ（Sonqo/Songo），チャリャ
ナ（Challana），チャカパ（Chacapa）─においてコカの商品化（la comercialización de la hoja de 

coca）が加速した 65）。例えば，1558年にクスコのコレヒドールに任命されたポーロ・デ・オン
デガルドは，インカ時代に比べてクスコ・ユンカにおけるコカの生産量は 50倍に増えたと述べ
た 66）。コカの重要性に関してフアン・デ・マティエンソ〔Juan de Matienzo，1510～ 1579. チャ
ルカスのアウディエンシアの聴訴官（oidor）〕は，「もしも原住民からコカを取り上げたならば，
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いかなる原住民もポトシには行かなかっただろう。また労働もしなかったろうし，銀を取り出す
こともなかったにちがいない」と述べている。原住民にとってコカは貨幣に匹敵し，銀採掘の手
段であると指摘した。コカは富の源でありポトシ市場において最大級の価値を有する商品だった
のである 67）。
以下では，アンデス東部斜面とアンデス西部斜面（太平洋沿岸部まで）からアンデス高地（ア
ルティプラノ）に提供された主要食品のうちコカとぶどう酒を中心に，その供給地側の状況をみ
てみよう。

a　クスコ地域
インカの大農園があったアンデスーユ（Andesuyu）はクスコ市から 25から 30レグア（1 legua

は約 5.6キロ）の距離に位置した。そこは植民地時代初期にはとりわけコカの獲れる地方であった。
「クスコ・ユンカ」とよばれる地方であり，コカはとくにパウカルタンボ地方の深い渓谷地帯のア
シエンダやチャクラ（chacra/chacara，原住民農地）において収穫された。コカは，ピポ（pipo）
という名の細い蔓で作られた丸いかご（cesto）に詰められて出荷された。コカの葉が詰まった 1

かごの重量は 18リブラ（1リブラ libraは 1ポンド）であった。パウカルタンボの定期市におい
て販売されたコカはリャマの隊商によって幹線道を経てポトシに輸送された。リャマ 1頭当たり
の積載量は従来は 2かごであったけれども，その後増えて 4かごから 5かごになったという。ポ
トシまでの距離は 160レグア（約 891キロ）であり，その輸送には 3か月から 4か月を費やした。
原住民の運搬人（carneros de la tierra）や農民（chacaneadores）が輸送に従事した（これにスペ
イン人商人もしくはコレヒドール代理が随行）。輸送労働者の俸給は 1人につき月額 11ペソと決
められていたが，実際には 5ペソ程度が共同体のカシケに事前に支払われたようである。ミゲル・
グラーベは，「ポトシでは年間に 9万から 10万かごのコカが消費され，その額はおよそ 100万ペ
ソであった」「1570年代にクスコのユンカからポトシに輸送されたコカは，年平均 6万かごであっ
た」68）と述べている。グラーベの考えに従えば，ポトシ市場に占めるクスコ産のコカの割合は
60％を超えていることになる。この数値の信憑性はともかくとして，クスコ産のコカの比重が大
きかったことは間違いない。クスコ・ユンカのアシエンダにおいて大量のコカを生産し，それを
ポトシ市場に提供することで財を築いた人がいる。エスキベル（los Esquivel）一族である。バジェ
ウンブロソ侯（los Marqueses de Valleumbroso/Valle Umbroso）としてクスコのみならずペルー
副王領全域にその名を轟かせた 69）。このエスキベル一族以外にもコカを売り捌いて財をなした人
がいる。17世紀に現れたバスケス・デ・カストロ（Vasquéz de Castro，神学教師）である。彼は
いちどの契約で，ポトシの富裕な精錬業者のアントニオ・ロペス・デ・キロガ（Antonio López 

de Quiroga，ガリシア出身）に 1万 7700かごのコカを単価 6ペソで売り，10万 6000ペソを得て
いたという 70）。

b　ラパス・ユンガス
先スペイン期からユンガスの人々は，アンデスではとれない亜熱帯系農作物を生産しそれをア
ルティプラノに提供してきた。このことは，植民地時代に入ってからも変わらなかった。植民地
時代の巡察記録には，ソンコに送り込まれていたミティマエス（シエラからの移民）やその土地
固有の原住民がインカ時代と同じようにコカをはじめトウガラシ，果物・野菜類を大量に高地に
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届けていたことが記されている。果物としてはとくにパイナップル，アボカド，グアバなどが栽
培された。しかしながら，ポトシ銀山の発見から 20年後においてソンコの住民は，コカを中心に
商品作物の生産者に転じつつあった 71）。生産場所は主にエンコミエンダであった。とくにソンコ，
チャリャナ，チャカパのエンコミエンダではコカ生産への特化がみられた。1560年のラパス・ユ
ンガスでは年間に 3000かご分のコカが生産されていたとの記録がある。その後この地域における
コカ生産量は増加を遂げたことが予測される。17世紀半ばには当地のコカ生産量の 2分の 1から
3分の 1が，ポトシを中心にアルティプラノの鉱業地帯 72）に提供されたといわれている。ユンガ
スのコカ農園にはラパス側から原住民が殺到したが，これには，ポトシのミタを回避して逃亡し
てきた原住民が大勢含まれていた 73）。

c　アレキパとモケグア地方
アンデス西部斜面（太平洋沿岸部まで）からの供給品の中で，ポトシ市場で好評だったのがぶ
どう酒である。ぶどう酒（ブドウの木の育成やぶどう酒醸造技術）は征服以降にスペイン人が持
ち込んだものである。以来，太平洋沿岸の温暖な渓谷地帯で作られるようになった。とくに現ペ
ルー南部と現チリ北部の渓谷地帯においてブドウ栽培とぶどう酒醸造業が発達した。太平洋岸か
らポトシへ年間 2万 5000頭のリャマに積まれてぶどう酒が輸送された。1頭のリャマが運びえた
分量は 2ボティハであった。ポトシまでの距離 150レグア（約 840キロ）を踏破するのに 3か月
を要し，同行した海岸地方の原住民に支払われた報酬は 1人当たり 5ペソであった（この骨の折
れる仕事に従事したのはすべて原住民であった。輸送にあたって 1人の原住民が管理しえたリャ
マの頭数は 25頭までである）。最盛期のポトシ市場ではぶどう酒が年間に 5万ボティハ消費され
ていたが，その大半がアレキパ地方やモケグア地方からの提供である。当初は白人のエンコメン
デーロや商人がこれらの地方産のぶどう酒の生産・販売に携わったようである 74）。しかしやがて
アルティプラノの原住民共同体のカシケやその一族・一般の原住民，とくにチュクィート地方の
原住民が介在して，この太平洋沿岸地方でつくられたぶどう酒をポトシに輸送・販売し，報酬を
得るケースが頻繁になった。ミゲル・グラーベはぶどう酒輸送業者（trajín/trajinante de vinos）
の事例を紹介し，「ぶどう酒の道（ruta del vino）」によってモケグアとチュクィート地方のフリ，
ポマタ，セピタが結ばれていたことやポトシへのぶどう酒輸送の実態を明らかにしている 75）〔次
号（後編）に掲載する［補遺］の「3．原住民」も参照〕。

本章の結論。ポトシにおける物資需要の高まりはスペイン人商人・輸送業者らの台頭と，その
ネットワークの形成を招いた。一方，生活必需品の生産と輸送は原住民によって全面的に担われ
た。なお，舶来品のポトシへの輸送に関しても，太平洋沿岸のカヤオ港やアリカ港からポトシに
至る陸上部分の輸送については原住民が担った。

注

１）本研究は前編と後編からなる。今号（前編）では I章のみを掲載する。これに続く II章・補遺・
結論・参考文献は次号（後編）に掲載する。
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２）スペイン人が到着する以前のインカ時代においてこの地域はコリャスーユ（Collasuyu）の一
部をなした。古くから住民はポルコ銀山を採掘していた。しかしインカの経済にとって銀は，
人々の暮らしに必要不可欠な農牧畜用品などに比べるとそれほど重要というわけではなかっ
た。なぜなら，当時銀の使用は神殿の装飾品とか贅沢品の作成などに限られていたからである。
Clara López Beltrán, “Los caminos de la plata: el espacio económico.” Juan Marchena Fernández

（compilador）, Potosí plata para Europa（Sevilla: Universidad de Sevilla, Fundación El Monte, 

2000）, p.144./ José de Mesa, Teresa Gisbert, Carlos D. Mesa Gisbert, Historia de Bolivia（Quinta 

edición actualizada y aumentada）（La Paz: Editorial Gisbert y Cia S.A., 2003）, p.155.

３）「価格革命」についてはハミルトンの研究がある。Earl J. Hamilton, American Treasure and the 

Price Revolution in Spain, 1501－1650（New York: Straus and Giroux, 1977）.
４）López Beltrán（2000）, op.cit., p.143.

５）エンコミエンダとは，新大陸征服の過程でスペイン王権が征服者に一定数の原住民の支配・管理
を委託する制度。エンコメンデーロとは，エンコミエンダを認められた征服者をさす。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 3月）302頁。

６）Luis Capoche, “Relación general del asiento y villa imperial de Potosí（introducción de Lewis 

Hanke）.” en Biblioteca de Autores Españoles (B.A.E.), tomo CXXII（Madrid, 1959）, pp.77－78./ホセ・
デ・アコスタ（増田義郎訳）『新大陸自然文化史』上（岩波書店，1966年）330－334頁。

７）Marcos Jiménez de Espada, “Descripción de la villa y minas de Potosí.año de 1603.” en Relaciones 

geográficas de Indias, II（Madrid: Tipografía de Manuel G. Hernández, 1885）, p.89, p.91, pp.93－94, 

p.113.「ポトシ（Potosí）」の名前は原住民言語の「ポトチ（Potochi）」に由来する。
８）市の守護神に「サン・アグスティン（San Agustín）」が指名され，翌年には町に新しい紋章盾が

付与された。フェリペ 2世によって授与された。ヘラクレスの柱の間に 2頭のライオン，2つの城，
1頭の鷲がいるもであった。Luis Capoche, op.cit., p.29.

９）1561年，第 4代副王ディエゴ・ロペス・デ・スニガ・イ・ベラスコ，ニエバ伯（Diego López de 

Zúñiga y Velasco，Conde de Nieva，在位 1561～1564）によって協約が行われ，この町はチュキ
サカの管轄下に置かれた。セロ・リコの主要な鉱脈は，センテーノ（Centeno），リカ（Rica），
メンディエタ（Mendieta），エスターニョ（Estaño）の 4つであった。Jiménez de Espada, op.cit., 

p.115, p.117.

10）Juan Marchena Fernández, “Alabanza de corte y menosprecio de aldea. La ciudad y Cerro Rico 

de Potosí.” en Potosí plata para Europa, por compilador de Juan Marchena Fernández（Sevilla: 

Universidad de Sevilla, Fundación El Monte, 2000）, p.62.

11）副王フランシスコ・デ・トレドによって行われた最初の人口調査に基づく。
12）16万人の内訳は，原住民が 76000人，ヨーロッパ人が 43000人，クリオーリョ（メスティソを含む）

が 35000人，黒人とムラートが 6000人である。Jane Erin Mangan, “Enterprise in the Shadow of 

Silver: Colonial Andeans and the Culture of Trade in Potosi, 1570－1700.”（Washington, DC: Ph.D. 

dissertation of Duke University, 1999）, p.24./ Laura Escobari de Querejazu, Producción y comercio 

en el espacio sur andino s.XVII Cuzco–Potosí, 1650－1700（La Paz: Embajada de España en Bolivia, 

1985）, p.39.

13）セロ・リコの高度表示は，ボリビアの地図や地理書等をみると，「4790メートル」とか「4824メー
トル」などの表示が散見されるけれども，正確には判断しがたい。ボリビアでは山岳の海抜高度
表示は曖昧である。

14）ミタとは，インカ時代から実行されてきた，共同体からの労働力徴集制度である。スペイン植民
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地時代ではミタの対象者は 18歳から 50歳までの成年男子〔原住民共同体の首長であるカシケ
（cacique/curaca/kuraka）を除く〕であった。ミタに従った労働者はミタヨ（mitayo）と呼ばれた。

15）ポトシの鉱山労働はすべてミタ労働者（ミタヨ）の専売特許というわけではなかった。自発的に
請負契約を結んで働いた労働者（mingado，minga）も大勢いたのである。“mita”のルーツは，ケチュ
ア語の “mit’a” に由来する。

16）ポトシに住む人々はアンデスの寒さと強風に悩まされた。出産のさいに女性はポトシを離れ，穏
和な場所に移動しなければならなかった。ポトシから最も近い避難場所（オアシス）としては，
10キロ先にあるサマサ渓谷（el valle de Samasa）や 25キロ先にあるカヤラ（Cayara）が知られ
ていた。Luis Capoche, op.cit., p.75.

17）López Beltrán（2000）, op.cit., p.144. クララ・ロペス・ベルトランは，17世紀ラパスのエリート家
系の構造を研究している歴史家である。親日家でもある。

18）Ignacio Gonzáles Casasnovas, Las deudas de la corona, la política de repartimientos para la minería 

de Potosí (1680－1732)（Madrid: CSIC, Centro de Estudios Históricos, 2000）, p.40. 彼らは家族を
伴ってポトシに赴いた。

19）アンデス研究における「垂直統御」学説のこと。「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。
20）アロンソ・バルバ（Alonso Barba）によって描かれたワイラ（huayra）の図（1640年）が残され

ている（付録 1参照）。
21）拙編著『ボリビアを知るための 68章』（明石書店，2006年）221－227頁。/ 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）/ Noble David Cook, “Patrones de migración indígena en el 

virreinato del Perú: mitayos, mingas y forasteros.” Histórica, Vol.XIII, No.2, 1989, pp.142－143./ 

Jeffrey A. Cole, The Potosi Mita 1573－1700, Compulsory Indian Labor in the Andes（Stanford: 

Stanford University Press, 1985）, p.27.

22）デニス・フリン（秋田茂・西村雄志編）『デニス・フリン　グローバル化と銀』（山川出版社，2010年）
/ 岸本美緒『東アジアの「近世」』（山川出版社，1998年，2009年）。

23）日本西洋史学会第 40回定期大会（2010年 5月 / 於：別府大学）における小シンポジウム「大航
海時代における東アジア世界の交流─日本をめぐる銀と鉛等金属交易を中心に─」。このシンポ
ジウムでは，石見銀山における銀生産の実態や石見銀の東アジアへの流出についての研究報告が
なされた。石見銀山における銀の精錬方法である灰吹法に使用された鉛の生産場所が科学的に特
定されるなど，大変興味深いものであった。

24）京都ラテンアメリカ研究所主催のワークショップ「メキシコとアジアの接点─フィリピンを中心
に─」（2011年 2月 21日 / 於：京都外国語大学）では，16～ 17世紀メキシコとアジアの関係，
とくにガレオン船貿易の実態に関する報告が行われた。

25）拙稿「16世紀ポトシとアルトペルーインディオ共同体の変容─チュクィート地方の場合を中心
に─」（『ラテンアメリカ研究年報』No.3，日本ラテンアメリカ学会，1983年 6月）。

26）Jiménez de Espada, op.cit./ Luis Capoche, op.cit. ルイス・カポーチェは 16世紀ポトシの鉱山主で
あり，ポトシにおける銀山の採掘契約や帝国都市ポトシの記録を残した最初のクロニスタ（年代
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記作者）。ルイス・カポーチェは 1585年にこれを書く。このとき彼は 38歳であった。1613年ま
で生存。副王エルナンド・デ・トーレス・イ・ポルトゥガル，ビリャル伯（Hernando de Torres 

y Portugal，conde de Villar. 在位 1585～ 1590）に対してなされたこの報告は，ポトシの最初の
40年間の状況を知る上で重要である。これを読むと，鉱山主（鉱山業者）の詳細な一覧や原住
民ミタ労働者の状態，採掘技術や精錬所の仕事，銀の圧延，人工湖の建設，興奮に満ちた町の
生活などが見て取れる。/ Antonio de Herrera/Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela, Historia de la 

Villa Imperial de Potosí（edit. por Gunnar Mendoza y Lewis Hanke, 3 vols.）（Providence: Brown 

University Press, 1965）. バルトロメ・アルサンス・デ・オルスーア・イ・ベラは，1676年ポト
シ市に生まれたクリオーリョであり，1705年から 1736年の死に至るまでの 30年間にわたって
ポトシの歴史を書き綴った。/ その他，Carmen Salazar-Soler, “Quilcar los indios: a propósito del 

vocabulario minero andino de los siglos XVI y XVII.” en Los andes: cincuenta años después（1953

－2003）. Homenaje a John Murra, por Ana María Lorandi, Carmen Salazar-Soler, Nathan Wachtel

（compiladores）（Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 2003）, pp.282－
290, pp.301－307.参照。

27）Garci Diez de San Miguel, Visita hecha a la Provincia de Chucuito en el año de 1567（ed. Waldemar 

Espinoza Soliano）（Lima: Casa de la Cultura del Perú, 1964）.
28） この抗争については，Alberto Crespo R., La guerra entre vicuñas y vascongados, Potosí 1622－1625

（La Paz: Librería Editorial “Juventud”, 1975）参照。16世紀にポトシに到着したスペイン人を出身
地別にみると，バスク出身者が目立つ。「バスコンガードス」はバスク人の意味であり，バスク
地方出身者集団をさす。アロンソ・デ・イバーニェス（Alonso de Ibáñez）に率いられた。他方「ビ
クーニャス」とは，南米ラクダ科野生動物ビクーニャ製の帽子を被って戦った人々の意味である
が，エストレマドゥーラ，アンダルシア，カスティーリャなどバスク地方以外の出身者からな
る。この抗争は，ポトシ・カビルド（cabildo，市参事会）のアルカルデ（市長）やレヒドール
（市参事会議員）の選出に端を発した。Consuelo Varela, “El magnetismo de Potosí. la Babilonia 

Americana.” en Potosí plata para Europa por Juan Marchena Fernández（compilador）（Sevilla: 

Universidad de Sevilla, Fundación El Monte, 2000）, p.178.

29）ポトシ造幣局（Casa de Moneda）における貨幣の製造と偽造については，Pedro Juan Vignade, 

“Fabricación y falsificación de monedas de Potosí.” Cultural, año II, No.5, 1998.参照。
30）例えば，1705年におけるポトシの人口は 7万人に，1719年には 6万人にまで減少していたとい

う。Lewis Hanke, Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela’s History of Potosí（Providence, Rhode Island: 

Brown University Press, 1965）, p.15, p.36.

31）ヒメネス・デ・エスパダによると，17世紀初めのポトシには原住民が 5万人から 8万人おり，
労働者居住区には約 1万 2000軒の家屋が建ち並び，およそ 3万人の労働者が住んでいたという。
ペルー副王領の首都リマ市の人口が 1610年に約 2万 5000人であったことを想起すると，ポトシ
への人口集中度の凄さがうかがい知れる。またポトシ市では伝染病─天然痘，麻疹，インフルエ
ンザ，チフス，ペスト─がしばしば流行し，それはとくに原住民人口に影響を及ぼした。人口動
態に影響を及ぼした自然災害としては洪水（1567，1588，1597，1626の各年）や地震（1586年）
が知られる。Marchena Fernández, op.cit., pp.37－38.

32）銀の生産はこうした「商人」によって統制されたと言っても過言ではない。銀生産の器具─削岩
用工具や鉄などはすべて彼らによって輸入されたからである。チャルカスにおける鉄の値段はキ
ンタル当たり 70～ 100ペソであった。またポトシ市場では物価が高騰した。例えば，鶏肉 8レ
アル，タマゴ 1レアル，カスティーリャ産の蠟 10ペソといった状況であった。López Beltrán（2000）, 
op.cit., p.144.
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33）これら官職保有者の詳細や官職売買額などについては，Jiménez de Espada, op.cit., p.135.参照。
34） 1603年におけるポトシ銀鉱業部門の原住民労働者1万9000人の労働内容については，Ibid., p.377./ 

Cole, op.cit., p.29.に詳しい。この他，ポトシへの食糧品の輸送に従事していた原住民の数は約 1

万人といわれる。
35）16世紀ペルーにおけるこの 5つの修道会の動向に関しては，Revista Peruana de Historia 

Eclesiástica, 2, 1992, pp.11－210. に収録されている 5 つの論文─ P.Guillermo Alvarez, “Los 

dominicos en la evangelización del Perú.siglo XVI.”, Mons.Federico Richter, “Los franciscanos en la 

evangelización del Perú.siglo XVI.”, Mons.Severo Aparicio, “Los mercedarios en la evangelización 

del Perú.（s.XVI-XVIII）.”, P.Benigno Uyarra, “La orden de San Agustín en la evangelización del 

Perú, 1551－1600.”, P.Armando Nieto, “Las misiones de los jesuitas del Perú.” ─に詳しい。
36）詳しくは，Luis Capoche, op.cit., pp.79－102.参照。
37）拙著（1995年），35－36頁。
38）Clara López Beltrán, “La companía de jesús y la minería potosina del siglo XVII.” Historia Y Cultura, 

Vol.17, 1990, pp.96－97, pp.99－101./ Norman Meiklejohn, “Una experiencia de evangelización 

en los andes. Los jesuitas de Juli（Perú）, siglo XVII-XVIII.” Cuadernos para la Historia de la 

Evangelización en América Latina, no.1, 1986, pp.112－116.

39）関哲行，立石博高『大航海の時代　スペインと新大陸』（同文館出版，2000年）25頁。
40）同上書，10－11頁，14頁。
41）1565年 6月フィリピンに到達したウルダネタは，ロペス・デ・レガスピ（López de Legaspi）

の要請を受けて，小型商船サン・ペドロ号に乗船してマニラを出港し，同年 10月 8日メキ
シコのアカプルコに到着した。José María González Ochoa, Quién es quién en la América del 

descubrimiento（1492－1600）（Madrid: Acento Editorial, 2003）, p.401.

42）1571年にはスペインによってマニラ市が建設され，その後，マニラとアカプルコを結ぶガレオ
ン船貿易が始まった。これにより，広大な太平洋をはさんで，アメリカ大陸と東アジア世界が直
接結ばれることになった。デニス・フリン，前掲書，7頁。ガレオン船（galeón de Manila）は
1571年から 1734年まで（1573年から 1815年までとの説もある）アカプルコとマニラ間を年に
1回航行した。

43）セビーリャは「インディアスの扉（la Puerta de las indias）」であり「あらゆる富の保管所（el 

lugar y depósito de todas las riquezas）」であった。Juan Marchena Fernandez, “Vale un Potosí.”, 
en Potosí plata para Europa, por compilador de Juan Marchena Fernández（Sevilla: Universidad de 

Sevilla, Fundación El Monte, 2000）, p.11.

44）Justina Rodríguez García, Josefina Castilla Soto, Diccionario de términos de historia de España

（Barcelona: Editorial Ariel, 2002）, pp.78－79.

45）フアン・ヌーニェス・デ・プラドは，スペインのアビラ・デ・バルコ（アビラ）で生まれた。ペルー
の内乱期にペドロ・デ・ラ・ガスカ（Pedro de la Gasca）によって大尉（capitán）に選出される。
1549年の内乱終結後，ガスカは彼にチャコ（Chaco）地方南部に向けて入植の指揮をとるよう命
じた。ヌーニェス・デ・プラドは，70人からなる軍隊を率いて現地に赴く。塩分を含みぬかる
み状態の平原を進む。バルコの町を建設する。「バルコ」なる町名は彼の生まれ故郷からとられ
た名前である。続いてサンティアゴ・デル・エステロを建設。その後，アタカマ砂漠に向かう。
1551年にフランシスコ・デ・ビリャグラ（Francisco de Villagra）の一行に出逢った後，ペルー
に帰還する。引き続きチリへの遠征軍に徴兵される。1552年からはトゥクマンの統治に関係する。
González Ochoa（2003）, op.cit., p.276.

46）ヘロニモ・ルイス・デ・カブレラは 15歳のときペルーに移住。クスコに定住する。イカとピス
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コ谷の征服軍に身を投じる。スペイン人移住地を設立する。後にチャルカスとポトシにおいて
判事（justicia menor）やコレヒドール（任期 1569～ 71年）を務めた。1571年トゥクマンの総
督となる。総督時代に東方の大西洋に抜けるルートを模索し，リオ・デ・ラ・プラタに到達す
る。1573年 7月 6日コルドバ市を設立。引き続きパラナ川に到着。彼の目的はアルトペルーと
現アルゼンチンとを結びつけることであった。ラプラタ川の河口まで進んだところで，フアン・
デ・ガライと衝突。両者はインディアス枢機会議（Consejo de las Indias）に問題の解決を委ねる。
カブレラはコルドバに戻った。副王トレドは，パナマ経由による商品輸送体制が確立されている
以上，アルトペルーから直接大西洋側にペルー商品を輸送するのは禁止されており，カブレラの
行為は国王命令違反であるとし，「総督」を解任。逮捕を命じた。1574年 8月 17日にカブレラ
は処刑された。Ibid., pp.68－69./ その他，拙著（1995年），68頁参照。

47）「リオ・デ・ラ・プラタ」はラプラタ川流域を指す地域名である。ブエノスアイレスから現パラ
グアイの首都アスンシオンに至る地域をさす。

48）López Beltrán（2000）, op.cit., p.144, p.148.

49）チリのアウディエンシア設置は 1565年のこと。首都はコンセプシオン市。Juan Ortiz de Zarate

（Notas y Documentos por Guillermo Ovando-Sanz）, “Minero de Potosí, adelantado del Río de la 

Plata.” Historia y Cultura, Vol.1, 1973, pp.72－73./ José María Ganzález Ochoa, Atras histórico de la 

América del descubrimiento（Madrid: Acento Editorial, 2004）, p.168.

50）Ortiz de Zarate（1973）, op.cit., p.68.

51）フアン・デ・ガライはアンドレス・マンソ（Andrés Manso），ニュフロ・デ・チャベス（Ñuflo 

de Chávez）とともにスペイン人征服者の一人であった。Ibid., pp.74－75./ Ganzález Ochoa（2004）, 
op.cit., pp.158－162.

52）リオ・デ・ラ・プラタにおける牛の繁殖は，ガライがアスンシオンからサンタフェやブエノスア
イレスに牛を持ち込んだことに由来する。牛はコルドバやサンティアゴ・デル・エステロからサ
ンタフェにも導入された。Escobari de Querejazu（1985）, op.cit., pp.57－58.

53）José de Mesa y otros（2003）, op.cit., pp.122－123.

54）López Beltrán（2000）, op.cit., pp.147－148.

55）現ボリビアのユンガスについての説明は，Carlos Gisbert（dirección）, Enciclopedia de Bolivia

（Barcelona: OCEANO GRUPO Editorial, 2000）, pp.45－46.に詳しい。
56）Luis Miguel Glave, “La hoja de coca y el mercado interno colonial: la produccion de los trajines.” en 

Visita de los valle de Sonqo en los yunka de coca de La Paz (1568－1570) por John Murra（Madrid: 

Instituto de Estudios Fiscales, 1991）, p.583.

57）Mangan, op.cit., p.106.参照。
58）Diez de San Miguel, op.cit.

59）拙著（1995年），20－22頁参照。
60）同上書，23頁，27頁，36－37頁参照。
61）同上書，28－29頁参照。
62）チュクィート地方とその周辺部「列島」との関係は，「垂直統御」のモデルケースとしてよく

話題にのぼる。John V. Murra, “El control vertical de un máximo de pisos ecológicos y el modelo 

en archipiélago.” en Comprender la agricultura campesina en los Andes Centrales, Perú y Bolivia por 

Pierre Morlon, compilador y coordinador（Lima: IFEA y CBC, 1996）, pp.126－129./「垂直統御」
の考えは，物資の生産や補完関係をアンデスにおける海抜高度の次元から生態学的に説明したも
のであり，アンデス地域研究に大きな進歩をもたらした。Murra, The Economic Organization…./ 

Murra（1972）, “El control vertical de un máximo de pisos ecológicos….” 参照。
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63）Hanke, op.cit., p.28.

64）コヤスーユ，とくに現ボリビアのラパスとコチャバンバの間にあるユンガスの渓谷部ではミ
ティマエス（mitimaes.移民）がインカによって配置され，コカが栽培・収穫された。Phillip 

T. Parkerson, “El monopolio incaico de la coca: ¿realidad o ficción legal?” Historia y Cultura, Vol.5, 

1984, pp.7－9, pp.21－22.

65）Herbert S. Klein, “Producción de coca en los Yungas durante la colonia y primeros años de 

la república.” Historia y Cultura, Vol.11, 1987, pp.3－4./ またワヤガ川の渓谷部（el valle del 

Huallaga.シエラ中央部のワヌコ市を流れる）でもコカの商品化が加速された。John V. Murra, 

“Los cultivadores aymaras de la hoja de coca: dos disposiciones administrativas（1568－1570）.” 
en El mundo andino, población, medio ambiente y economía por John V. Murra（Lima: Pontificia 

Universidad Catórica del Perú, Fondo Editorial, IEP Instituto de Estudios Peruanos, 2002）, p.342.

66）ポーロ・デ・オンデガルドはポトシの初代コレヒドール（1545～ 49年）を歴任。フアン・デ・
マティエンソとともに，副王トレドの側近の一人となり，ポトシとポルコ銀山のミタ労働法令
の作成者となった人物。González Ochoa（2003）, op.cit., P.320./ ポーロ・デ・オンデガルドの足
跡等に関しては，Ana María Presta, Encomienda, familia y negocios en Charcas colonial (Bolivia), 

los encomenderos de La Plata 1550－1600（Lima: IEP, Banco Central de Reserva del Perú, 2000）, 
pp.195－250.参照。

67）Juan de Matienzo（Edition et Etude préliminaire par Guillermo Lohmann Villena）, Gobierno del 

Perú (1567)（Paris-Lima: IFEA, 1967）, p.163./ John V. Murra, “Los cultivadores aymaras…”, 
p.342./ Luis Miguel Glave, “Trajines, abastecimiento y mercado: Potosí, siglos XVI-XVII.” en Potosí 

plata para Europa, por compilador de Juan Marchena Fernández（Sevilla: Universidad de Sevilla, 

Fundación El Monte, 2000）, p.160./ Parkerson, op.cit., p.17.

68）Miguel Glave（2000）, op.cit., p.160, p.163. このコカの分量は，先に示した第 3表の数値と異なっ
ていることを，あらかじめ指摘しておきたい。

69）エスキベル一族（バジェ・ウンブロソ侯）について，詳しくは，Ibid., pp.163－164./拙著（1995

年），66－73頁，180－181頁 / Bernard Lavallé, El mercader y el marqués, las luchas de poder en 

el Cusco (1700－1730)（Lima: Banco Central de Reserva del Perú/ Fondo Editorial, 1988）, pp.29

－30./ Luis Miguel Glave, De rosa y espinas, economía, sociedad y mentalidades andinas, siglo XVII

（Lima: IEP, Banco Central de Reserva del Perú/ Fondo Editorial, 1998）, pp.321－332.参照。
70）Miguel Glave（2000）, op.cit., pp.164－165./ ロペス・デ・キロガに関しては，ベイクウエルの研

究がある。Peter Bakewell, Silver and Entrepreneurship in Seventeenth-Century Potosí, the Life and 

Times of Antonio López de Quiroga（Albuquerque: University of New Mexico Press, 1988）, xii.

71）John V. Murra, “Los cultivadores aymaras…” p.352./ 16世紀ラパス・ユンガスのコカ農園におけ
る労働力の起源についてはクリスティーナ・アンヘリス・ハーメニングの研究がある。インカ時
代からシマコ（Simaco）の場合はルパカやコヤオの人々が垂直列島観念にもとづき入植地とし
て多くのミティマエスを送り込んでいて，この労働力が中心であったが，ソンコの場合は一部に
ミティマエスを含みはするが基本的にはその土地固有の原住民からなったとする。つまりラパス・
ユンガスといっても一括りにはいかず，村毎に違いがあったと考察している。Kristina Angelis-

Harmening, Intercambio y verticalidad en el siglo XVI en los yungas de La Paz（Bonn: Bonner 

Amerikanistische Studien, 2000）, pp.87－88, pp.96－97, p.106, pp.113－114.

72）17世紀に出現したオルロの銀鉱業市場にもコカは提供された。
73） Klein,（1987）, op.cit., pp.5－6. ラパス・ユンガスにおけるエンコメンデーロとしてはガブリエ

ル・デ・ロハス（Gabriel de Rojas）や元帥アロンソ・デ・アルバラード（mariscal Alonso de 
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Alvarado）らが知られている。/ Cook, op.cit., p.143.

74）Luis Miguel Glave, “Trajines, abastecimiento y mercado…”, p.165.

75）詳しくは，Ibid., pp.166－167.参照。

　　　風を捕らえるためセロ・リコの山腹に設置された。僅かの燃料で鉱石を溶解した。
　　　出所：Juan Marchena Fernández, “Alabanza de corte...”, p.28.

付録 1　アロンソ・バルバによって描かれたワイラ（風炉）の図
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〈論　　文〉
日本とグアテマラ

― グアテマラ日本人移民と移民論（1893－95年） ―

大　島　正　裕

キーワード
グアテマラ日本人移民，珍田捨己，グアテマラのコーヒー産業，日本・グアテマラ

修好通商条約及び移民条約，移民論

Resumen

Se han publicado diversos estudios acerca de la inmigración japonesa hacia América 

Latina, sobretodo hacia Perú y Brasil.  Sin embargo, son casi inexistentes los estudios de 

inmigrantes japoneses en Guatemala, a pesar de que fueron los primeros inmigrantes en 

llegar a América Latina.

El presente artículo pretende relatar la historia desconocida entre Japón y Guatemala, 

su relación a finales del siglo XIX, así como narrar la inmigración japonesa a Guatemala 

dentro del contexto de la inmigración hacia América Latina

En el año 1893 por intermedio del traficante de inmigrantes, Walter T. Ferguson 

fueron trasladados a Guatemala 144 trabajadores japoneses desde Hawaii, a fin de ser 

empleados en los campos agrícolas de tres fincas cafetaleras.  Sin embargo, luego del 

primer mes surgieron problemas debido al incumplimiento por parte de los finqueros de 

las condiciones bajo las cuales fueron contratados y los malos tratos que recibían de éstos, 

originando huelgas e inclusive fugas, viéndose los inmigrantes japoneses en la necesidad 

de enviar una solicitud al Consulado General del Japón en San Francisco, California

（Los Estados Unidos）para conseguir ayuda.  No existía ninguna otra opción en aquel 

momento, más que enviarla a California, ya que Guatemala y Japón no mantenían una 

relación diplomática, por lo tanto no existía Embajada ni Consulado en el país.

Ante esta situación, el Gobierno del Japón envió a Guatemala a Sutemi Chinda, Cónsul 

General del Japón en San Francisco, designado como el Encargado de Negocios para estos 

efectos.  Después de muchas gestiones y esfuerzos, Sutemi Chinda consiguió liberar a los 

inmigrantes de los contratos que los tenían atados a los finqueros.

La producción y exportación cafetalera en Guatemala se encontraba en su apogeo bajo 

el gobierno liberalista nacido como resultado de la Reforma Liberal de 1871.  No obstante, 

el sistema de trabajos forzados existente, llamado “el Mandamiento”, el cual consistía en 

reclutar a indígenas contra su voluntad, estaba fracasando.  Ante la falta de trabajadores 

en las fincas, los cafetaleros empezaron a evaluar seriamente la posibilidad de introducir 

trabajadores japoneses en reemplazo de indígenas.

Por entonces, los representantes diplomáticos de Japón y Guatemala en los Estados 
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1．はじめに

1893（明治 26）年 7月，後に「幻滅のグアテマラ移民」（入江，1981）と評されたハワイから
の転航移民日本人 27名がハワイのホノルル港から中米のグアテマラ共和国に向けて出航した。後
続の 4班が同じくハワイを出航し最終的にグアテマラに出稼ぎ労働者として旅立ったのは計 144

名に達した 1）。奇しくも中南米初の日本人移民となった 144名の消息は今や資料の断片から微か
に読み取れるだけである。
彼らは 1894年の仏領グアドループ（Guadeloupe）島への日本人移民，1897年の榎本武揚によ
るメキシコ殖民，1899年のペルー移民と異なり 2），日本政府や日本国籍の移民業者の斡旋ではなく，
米国のウォルター・ファーガソン（Walter T. Ferguson）という外国の移民斡旋業者によりハワイ
からグアテマラまで連れてこられた人びとである 3）。こうした特殊な事情のため，彼らの母国と
の絆は薄れ，彼らが書き残した手紙や日記類は一切確認されていない。このため，他の移民の末
路に比べて，限りなく後日調査が困難なものとなっている 4）。
本稿では，この 1893年のグアテマラ移民を縦軸に論を進める。グアテマラ移民については，僅

かながら先行研究があり，近年ではハワイ研究者である山本英政の「ハワイ，そしてグアテマラ
へ―日本人の移動は人身売買だったのか？―」がハワイ研究者の立場から，ウォルター・ファー
ガソンの経歴を明らかにしている点で出色である。だが，グアテマラ移民については，何をおい
ても彼らを苦境から救うのに尽力した在サンフランシスコ領事（後に昭和天皇の侍従長を務めた）
珍田捨己（1856－1929年）の『珍田一等領事瓜

ぐあて

地馬
ま

羅
ら

国出張取調報告』（以下『珍田報告』）（1894年）
以上の資料はない。この報告書を丹念に検討することでほぼ移民問題の顛末は理解できる。一方，
グアテマラ移民問題を記した『日本外交文書』には 1893年から 94年の 2年間に本件に係る在米
公使館，在サンフランシスコ領事館，在ホノルル領事館，在墨領事館及び外務本省との公電が大
量に収録されている。ここからは，移民問題解決に取り組む関係者の努力を読み取ることができ
る。しかし同時にこの期間には，移民問題を契機として，日本・グアテマラ間で修好通商条約か
ら移民条約に向かって両国関係を積極的に広げようとする動きがみられた。最終的に両国間の外
交関係樹立が 1935年であったことを考えると，それよりも 40年近く前に両国は大きく歩み寄っ
ていたことになる。これは従来ほとんど指摘されてこなかった点である。また，こうした流れに
付随するように 1893年から 95年の日清戦争前後，グアテマラ移民論が提唱されてくる。
日清戦争後のペルーやブラジル移民は，移民そのものの軌跡から分析されることが多いが，こ

Unidos, Gozo Tateno y Antonio Lazo Arriaga respectivamente, iniciaron las negociaciones 

para la firma de un Tratado de Amistad, Comercio y Navegación y de Inmigración, a fin de 

rescatar a los trabajadores japoneses contratados para laborar en Guatemala y de promover 

el traslado de inmigrantes japoneses a Guatemala en el futuro, pretendiendo llegar a un 

consenso lo más pronto posible por medio de la aplicación de las cláusulas incluidas en el 

Tratado de Amistad, Comercio y Navegación existente entre México y Japón, el cual fue 

firmado en el año 1888 o del Tratado entre Nicaragua y Japón que se encontraba a punto 

de ser definido. Al mismo tiempo se discutía en la Asamblea Nacional en Japón acerca del 

envío de inmigrantes japoneses a Guatemala.
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れら移民を両国に導いた歴史的プロセスは十分に分析されているとはいい難い。本稿の目的は，
まずそのプロセス全体の解明のため，中南米への移民の端緒となったグアテマラ移民の歴史的意
味について考察しようというものである。
以上の関心から，まずグアテマラ移民の顛末を辿った上で，同問題が両国家間の条約交渉に進
展してゆくプロセスを分析し，最後にグアテマラ移民論を分析し，従来，見落とされていた側面
を拾いだしてみたい。
なお，本稿の用語について付言しておく。移民研究では，「移民」，「植民」，「殖民」など用語の
混乱が多く見られる。このようなことを避けるため，本稿で扱うグアテマラに向かった日本人出
稼ぎ労働者に対しては，1894年 4月に制定された「移民保護規則」の「移民と称するは労働を目
的として外国に渡航するもの」（文書番号 949，明治 27年第 2冊）との定義を受け入れ，原則「グ
アテマラ移民」と称することにする。他方で，「殖民」は「殖民協会」の名前に代表されるが，明
治 20年代意識的に使用された用語で，平和的に外国で土地を取得し開拓するとの国家戦略的な用
語である（角山，1986，p.9）。なお，この用語は「武力によって侵略し土地を占有する」（前掲書，
p.9）という意がある「植民」とは区別されている。

2．1893年グアテマラ移民の顛末

1893年 7月，ハワイでの契約を終えようとした日本人出稼ぎ移民は，米国の移民周旋業者ファー
ガソンが日本人移民を中米の「ゴアテマラ」国の契約労働者として新たに雇用したいと言ってい
る噂を聞いた。「ゴアテマラ」とはどこにあるのか。当時は，「ゴアテマラ」，「グワテマワ」，「ガ
テマラ」もしくは，漢字で「瓜地馬羅国」（略称「瓜国」）と表記されていた。1891年 4月に出版
された沢田誠武編『国民之宝』（嵩山堂）では「コーチマラ」ともはや原音からかけ離れた呼び
方さえまかり通っており，その国の正式な位置をさし占める日本人などほとんどいなかった。彼
らにこの噂を宣伝して飛び回っていたのは，「ハワイ政府の移住民局の下に設置された」（山本，
2005，p.19）日本移住民局に勤務していた乙骨謙三なる人物であった。彼が希望者を募り，ファー
ガソンの旧知の弁護士ポール・ニューマン（Paul Neumann）が様々な段取りをつけた。時の日
本領事藤田三郎も乙骨たち日本移住民局の動きを全く探知できないでいた（山本，2005，pp.18－
19）。
ニューマンによるファーガソン名で作成された契約書をハワイの日本人たちに提示したのは，

1893年 7月 17日のことである。契約書には次のようにある 5）。
「西暦 1893年 7月 17日『ホノルル』に於て和文並英文を以て本約定書二通を製し之に記名し右
甲乙約者各其 1通を保存するものとす。」（珍田，1894，p.69）
契約書の「乙約者」には日本人の名前が書き込まれることとなっていた。他方，「甲約者」と
は契約当事者であるグアテマラの農園主であるが，実際はその代理人ファーガソンを指す。後に
珍田はファーガソンが「甲約者となり雇主の位置に立つが如しと雖も同人は自ら労働者を使用す
るにあらずして瓜国耕地所有主に契約上の権利を譲渡す可き者なり。再言すれば該契約は実際雇
主被雇主間に成れる直接の合意にあらずして第三者の周旋取繕より生じたる結果なり」（珍田，
1894，p.70），すなわち，ファーガソンは契約当事者（甲約者）のように契約書上は見えるが，彼
自身が農地を経営して労働者を使役させるわけではなく，グアテマラの農園主に本契約の権利を
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譲渡する労働者を転売するブローカーなのであると指摘している。実際契約書の末尾には，「譲渡
書」がある。

「『ファルガソン』譲渡書
拙者は本定約を『ゴアテマラ』農業家…に譲渡すものとす…は自ら本定約の条項を正当に履行
する義務を有するものなり」
ファーガソンの署名の後，さらに「譲渡人証」と名打たれ，「『ゴアテマラ』共和国…農業家…
は本契約の条項を正当に実行する義務を有するものなり」（珍田，1893，p.70）とある。悪名高い
「契約の転売」（山本，2005，pp.61－62）であった。

一体，本当のところは，ファーガソンは誰に命じられていたのであろうか。ファーガソン自身
の説明によると，彼は「グアテマラ政府から正式に依頼された代理人」（山本，2005，p.26）であ
るという。ファーガソンには 1892年 9月太平洋上のギルバート諸島から 400人余りの島人をグア
テマラに労働者として送り込みギルバート諸島のひとびとをグアテマラ農園主に「一人 120ドル
で売り渡」した前歴があった（珍田，1894，p.71 / 山本，2005，p.26，p.40）。今回の契約でも日
本人労働者の調達に関して一人当たりの売買金が 80ドルと決められていた（山本，2005，p.38）。
珍田は，ファーガソンの手口は，ギルバート諸島で実行された手法であること「疑なし」（珍田，
1894，p.71）とする。日本人労働者に先立つギルバート諸島の島人調達を見ても，グアテマラの
有力者，おそらくは当時世界需要が高まりグアテマラの有力な外貨獲得手段となっていたコー
ヒー農園主や同産業の振興者などとファーガソンのようなブラックバーダー（Blackbirder）6）が
太平洋を跨いで広域の人身売買取引圏を形成していたことが推測できる。

（1）19世紀末のグアテマラの状況
1877年 3月末，後にキューバ独立革命の父となるホセ・マルティ（José Martí，1853－1895年）
は，グアテマラ大西洋岸の窓口リヴィングストン（Livingston）に上陸し，同年 4月 2日に首都
グアテマラ市に到着した 7）。彼は，グアテマラの印象をまずこう書いた。「グアテマラは人情が厚く，
豊穣で，誠実な国である。これはわたしの偽らざる思いである」（マルティ，2005，p.100）。マルティ
の「グアテマラ」と題されたエセーでは，グアテマラは将来の希望に満ち「眼光鋭く，親分肌で，
度胸がある。これぞと思うものに敢然と向って」ゆき，謙譲の美徳さえ備えたフスト・ルフィーノ・
バリオス（Justo Rufino Barrios, 1835－1885年）大統領に象徴されるものでもあった（マルティ，
2005，p.109）。

1871年の「自由主義革命（Reforma Liberal）」で権力を握ったのはバリオスに代表されるコーヒー
農園主や外国資本であった。これまでの統治者であった保守派政権のカウディージョ的権力に歯
止めをかけ，私的所有の原則を定めるなどの自由主義思想が花開くが，終局的にはコーヒー産業
を優位にする政策であって（Acuña, 1993, pp.179－180），やや極端にこの自由主義革命を定義す
るとすれば，コーヒー産業成長の障害を取り除き，「グアテマラを巨大なプランテーションに変え
ようと」する計画であったともいえる（Castellanos, 1996, pp.97－98）。バリオスは「荒廃地の売
却や分配，教会所領の国有化，先住民共同体（大部分はコーヒー栽培に適する）や農民保有地の
没収をふくむ法改定を行い，欧米諸国の投資を受けながらそれらの土地をコーヒー農園へと変え
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ていった」（小澤，2010，p.204）。インフラ設備の建設も目覚ましく，港湾設備，鉄道網に加えて，
コーヒー農園の中核のあった西部と首都を結ぶ電信設備もこの頃整備されていく。
本来，国内経済の全般的成長を期待するのなら，農園主から払われる労働者への賃金を引き上
げ，労働者の購買力や消費力を向上させていかなくてはならない。このように考える自由主義者
もいたが，むしろ商業部門を外国商人に委ね，土地をコーヒー生産に特化すべく農地の接収を進
め，いかにして大規模な労働者の徴集を行うかに議論は収斂していき，賃金については据え置
かれた。さらには，労働力の徴集には，バリオスを政権に押し上げた軍が睨みをきかせていた
（Castellanos, 1996, pp.131－132）。

1885年にはグアテマラへの輸入の 83.5%が外国商人に捌かれ，外国商人の中でも特にドイツ人
の進出が際立ってくる。ドイツ人は，コーヒー農園の購入や設備投資を行い，輸送手段の近代化
を進めていく。他方で，外国資本が生産部門から対外貿易部門までを浸食したため，国内経済の
育成は疎かにされ，コーヒーの輸出に過度に依存する経済構造が急速に構築されていく。まさに
「全ての商取引が国際市場のコーヒー価格の浮き沈みに左右される」（Castellanos, 1996, p.132）こ
とになった。
グアテマラでの正義はコーヒー産業の拡充にある。こうした言説が構築され，農民労働力の
収奪が法的にも確立されていく。1876年の労働力を適正に農園主に分配するマンダミエント
（Mandamiento）をはじめとした立法で共同体の先住民や土地なし農民等が農園主により合法的に
収奪される体制が確立した。しかし，こうした労働力収奪の構造は，農民の反発を必然的に招き
マンダミエントから逃亡して山間部に隠れる農民が続出し，1890年頃にはコーヒーの生産量に比
して農園の多くが労働力不足に悩むことになる（Castellanos, 1996, pp.166）。
こうした労働力不足を解消する策として湧きあがってきたのが外国人労働者の導入である。「あ
る農園主は，グアテマラに外国人労働者を導入することを真剣に考え始めた。資本主義的プラン
テーション経済が発展したキューバや他の米州諸国でも実施されたように，特にアジア系のクー
リー（苦力）の導入である」（Castellanos, 1996, pp.166）。時にバリオスの甥ホセ・マリア・レイナ・
バリオス（Jose Maria Reina Barrios，任期 1892－98年）統治下，日本人移民が導入される環境が
整った。

（2）グアテマラ移民の顛末 8）

①「エル・サポテ農園（El Zapote）」
エスクイントラ（Escuintla）県エル・サポテ農園はグアテマラの有力者ディアス・ドゥラン家（Diaz 

Durán）9）所有のコーヒー農園である。ディアス・ドゥラン家は，スペイン系で，植民地時代に
現在のエル・サルバドルに定着し中米の有力な一族と婚姻を通じて関係を深め，18世紀にグアテ
マラに移動した（Casaús, 1994, p.50）。ベネディクト・アンダーソン（Benedict Anderson）が『想
像の共同体』のなかで描いた「クレオールの先駆者たち」のように「巡礼の旅」を繰り返してき
た一族といえる（アンダーソン，1997，pp.102－103）。その後，中米独立後にも政治的要職にあっ
たこの一族が土地との結びつきを図り大農園主として台頭してくるのが，ホセ・マリア・ディアス・
ドゥラン（Jose Maria Diaz Durán, 1818－63年）のときであった。1880年，ホセ・マリアは古都
アンティグア（Antigua）市の近郊に農園を購入したが，それがエル・サポテ農園であった（Casaús, 

2007, pp.110－111, p.121）。同農園ではコーヒー栽培に加えて，砂糖生産や牧畜も実施され，面積
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は 6,400エーカーに及び，最新の機械の導入も積極的になされた（Dosal, 2005, p.52）。その後，一
族はアンティグア周辺に農園を増やしていった。また，エスクイントラ県にも進出し，コーヒー
農園を所有した。これが日本人を受け入れた第二の「エル・サポテ」農園である 10）。
エスクイントラ県エル・サポテ農園の所有者は，「ホセ・ドゥラン」なる人物である。これは，ホセ・
マリアの子息ホセ・カルロス（Jose Carlos Diaz Durán y Durán）であろうと推測できる。また，『珍
田報告』にある共同経営者であるグアテマラ「在勤西班牙国領事『カマテヨー』氏」とは，カサ
ウスが作成したディアス・ドゥラン家の系図によるとホセ・マリアの娘婿であるフランシスコ・
カマチョ（Francisco Camacho y Gallegos）ではないかと思われる（Casaús, 2007, p.113）11）。婚
姻関係を通じて幅広いネットワークをグアテマラに張り巡らせ，多数の政治家を一族から輩出す
る傍ら，コーヒー農園を購入し多角的に経営するなど新興ブルジョワジーの一面をももっていた
ディアス・ドゥラン家は，ファーガソンより労働力の供給を受けることになった。
ハワイを出発した第 1班の日本人たちがグアテマラのサンホセ（San José）港に着いたのは 8

月 16日，さらに 1880年竣工した鉄道（Cabezas, 2004, p.23）を使って北上し，エスクイントラ市
に到着。ここから山道に入り，苦難の果てに目的地エル・サポテ農園に入ったのは翌日の日暮れ
時であった。このエル・サポテ農園において当初彼らは「珈琲樹の培養」に使用される予定であっ
たが，「試用の上其不適当なるを見出し（中略）珈琲精製の部に之を移し機械場内外の仕事」を行
うことになった（珍田，1894，p.1）12）。労働者としての彼らの不満の種は，契約書第 9条に記さ
れた食糧の配給（就中，醤油の配給）を雇主が遵守しないこと，また，病人への対応が十分でな
いこと，些細なことで加えられる監禁や虐待行為等。彼らは雇主に待遇の改善を求めたが，聞き
入れられるところとならず，9月 15日には就業放棄，さらには翌日には脱走し（途中拘引される）
雇主側と完全に対立関係になった。雇主の方も厳罰で臨み，ついには 9月 19日村川仙太郎以下 7

名がエスクイントラ裁判所に送致されるなど事態が深刻化した（珍田，1894，pp.8－10）。ここに
及んで，村川仙太郎を中心に 9月 26日付で嘆願書が起草され，エル・サポテ農園からサンフラン
シスコの珍田のもとに送られた（文書番号 322，明治 26年 / 山本，2005，p.58）。

②「サンフランシスコ・ミラマール農園（San Francisco Miramar）」
ドイツ国籍のコッホ・ハグマン社（Koch, Hagmann&Cía）13）が経営するケッツアルテナンゴ

（Quezaltenango）県サンフランシスコ・ミラマール（San Francisco Miramar）農園は，ケッツア
ルテナンゴ県コロンバ（Colomba）にある 14）。『グアテマラにおけるドイツ人』によると，1876

年，スイス系ドイツ人の会社オットー・ブルワー社（Otto Bleuler&Cía）が同農園［26カバジェ
リア（caballería）＝ 351ヘクタール］を購入し，コーヒー農園として「非常に古く，また美しい」
ものであった。1887年に社長のブルワーが死ぬと，コッホ（Sophus Koch）とハグマン（Rudolf 

Hagmann）に土地は譲渡された（Wagner, 2007, p. 146）。コッホは首都に常駐しビジネス全般を
管理し，ハグマンがミラマール農園を管理運営したため，日本人移民はハグマンの顔なら知って
いたかもしれない。
このミラマール組は，144名の日本人移民のうち第 2組－第 3組（総計 48人）としてホノ

ルルを出航したものたちである。第 2組はバリオスにより建設されたばかりのチャンペリコ
（Chanperico）港に 8月 15日頃上陸し，（Acuña, 1993, pp.179－180），その後，最近敷設されたば
かりの鉄道で北上し，カバージョ・ブランコ（Caballo Blanco）の町からは牛車と徒歩で農園に入っ
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た。（珍田，1893，p.38）。また，10日程遅れて 8月 25日頃に第 3組もチャンペリコ港に到着し，
ミラマールに向かった。
大塚米作（熊本県下益城郡東砥用村）含む 8名は，ミラマール農園に入った 3日後に脱出を敢
行した。大塚は「明治 22〔1889〕年中第 12回出稼人として布哇国に赴き本年〔1893年〕3月満
期となり」（文書番号 321，明治 26年），この度のグアテマラ移民に応募したという。山本は，ハ
ワイでの出稼ぎ労働者の賃金に比べて米国のそれは 2倍近くであり，日本人がハワイより賃金の
安いグアテマラに転航した理由を，米国あるいはメキシコ（メキシコの賃金が高いというのはデ
マであった）に地理的に近づくためだった推測している（山本，2005，pp.63－64）。大塚の逃亡
劇の根幹にはそのような思惑があったに違いない。
大塚は苦難の末，10月 21日，メキシコの日本総領事館に到着した。他 7名は，過酷な旅程に
つぎつぎと脱落していき，たったひとり辿りついた乞食同然となった大塚を招きいれたメキシコ
の藤田領事代理は唖然とせざるをえなかった。藤田は 10月 26日付けで本省へ「『ガテマラ』国出
稼本邦に関し報告の件」と題し，大塚からの聴取記録を報告している（文書番号 321）。
他方，サンフランシスコ・ミラマール農園では，大塚の脱走劇以降も大部分が残って就業を続
けていたが，ここではエル・サポテ農園で起こったのと同じ雇主とのトラブルに加えて，雇夫長
の前田熊次郎が雇主の権威を笠に着て他の移民労働者と対立するという深刻な問題が発生してい
た。

在サンフランシスコの珍田は本件を解決すべく，本省に対して在米グアテマラ公使館に働きか
け，グアテマラ政府に労働者保護の処置を手配させること，だがこれは一時的処置にすぎないた
め，日本の吏員をグアテマラに派遣し，労働者保護の措置を取らせるべきと提言した（文書番号
322，明治 26年）。12月 2日，珍田が訓令をもってグアテマラにはいることとなった（文書番号
329，明治 26年）15）。珍田の動きは早く 12月 18日サンフランシスコを出立し，年明け 1月 3日
にグアテマラに到着した。おそらく珍田の来訪は在米グアテマラ公使を通じて本国政府に知らさ
れ，その後同国のマスコミにも伝えられたのか，珍田来訪の翌日（1月 4日），「ディアリオ・デ・
セントロアメリカ［Diario de Centro America （DCA）］」紙の記者が珍田のホテルを訪問した。そ
の際の様子は翌日の同紙で報じられている 16）。その後，珍田は，エル・サポテ農園に入る。これ
以降は『珍田報告』に詳しく，また，珍田の報告書をもとに山本が詳細に再現しているため，ご
く概要のみを記しておく。
エル・サポテ農園の村川たちの要請で本農園を訪れた珍田は，労働者と雇主，双方から事情を
聞き，最終的には契約を解除することが双方に最も有益だと判断する。珍田はカルロス・ドゥラ
ンから契約解除を了解する言質をとって農園を離れ，別の農園を視察し，1月 26日に首都グアテ
マラ市に戻ってみると，エル・サポテ農園から来た日本人 3名が珍田を待っていた。契約解除が
履行されないとの訴えである。珍田は，カルロスの上位にあたるホセ・ドゥランとカマチョを説
得し合意文書で契約解除を確約させた（合意文書の日付は 1894年 2月 2日）。この際，珍田は雇
主から日本人に対して各々給金 10ドル分を払わせ，次の仕事が見つかるまでの生活費とし，日本
人移民にはのこぎり工場など次の職場も斡旋してやるなど短期間に精力的に動いた。なお，後日，
珍田のところには合意文書で記載された文言が履行され，労働者が解放されたとの連絡が入った
（文書番号 956，明治 27年第 2冊 / 山本，2005，pp.86－87）。
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サンフランシスコ・ミラマール農園に珍田が向かったのは，1894年 1月 16日のことである。
ここでも日本人移民は雇主と契約の履行について対立しており，反抗すれば投獄されるおそれを
常に抱えていた。こうした状況下で雇夫長の前田熊次郎は雇主側に立ち，日本人移民を厳格に取
り扱っており，両者の間に深刻な感情のもつれが生じていた。珍田は，グアテマラに入った当初
は雇主との契約を解除すれば，日本人移民が無条約国のこの国で生きていくための根拠を失って
しまうと考え契約を忍耐強く順守する方がむしろ解放の近道と考えたが，エル・サポテ農園での
契約解除に向けての交渉の経験と近隣の農園を見聞する中で，この国の自由労働者には仕事があ
り，食べるのに決して不利とはならないと考えるに到った。ところがエル・サポテ農園のときと
異なり，今回雇主は契約解除に容易に同意しなかった。珍田は最後の手段として支配人と交渉し
て前田を雇夫長の座から降ろし，代わりに杉山清一を多数決で新しい雇夫長に選出せしめた。珍
田は前田については情状酌量すべきところもあると考えたようで，特に彼が妻子持ちであったた
め給与額は雇夫長時の額に据え置くことを農園側に提案し，後に前田とその家族をエスクイント
ラ近郊の農園に移すことで全てを円満におさめた（珍田，1894，pp.35－53）。
この他，珍田が到着したときには既に離散していた第三の農園「ホロリダ」はドイツ人ワイル
ド（Wyld）家の所有であったが，珍田到着時には移民の契約は解除され，移民は数か所に散在し
ていた。新しい就業地はもはやコーヒー農園とは限らず，砂糖農園や港湾労働などであった（珍田，
1894，pp.54－64）。
問題をほぼ解決した珍田は，1894年 2月 5日グアテマラを出立し，同 20日にサンフランシス
コに帰還した（文書番号 950，明治 27年第 2冊）。
以上がグアテマラ移民の顛末である。

3．グアテマラ移民条約をめぐる交渉

中米及びパナマが世界的に注目される端緒となったのはいわずとしれた運河問題である。1880

年，パナマ運河建設が始まるが工事は難航し，「黄熱病とマラリアと，雨季の氾濫によって中断」（角
山，1986，p.152）し，1903年に米国が同運河の権利を取得して工事を再開するまで行き詰って
しまう。パナマ運河建設の挫折は，パナマ（当時はコロンビアの版図）の北部に位置し，湖上を
通じて両大洋を結合するのに容易であった中米ニカラグアを有力な運河候補地に押し上げた。こ
こからニカラグアは運河候補地として「世界的な注目」を浴びることになる 17）。
明治政府もニカラグアに対して外交的アプローチを図っている。日本は，1888年 11月，不平
等条約打破の契機となる初めての対等な条約「日墨修好通商条約」を結び，右条約を基礎にして，
1892年ニカラグアとの修好通商条約交渉を開始した。紙幅の関係で本条約交渉に関しては触れな
いが，日本がメキシコとの条約で勝ち取った最大の果実である「最恵国待遇」条項につき，ニカ
ラグアが容易に首肯せず，そうしている内に交渉が長引き，1893年 4月ニカラグアに自由主義派
の革命が起き，交渉自体が消し飛んでしまった。なお，日本側はニカラグア運河の自由通航権等
も見透えて条約交渉を行っていたようで，当時の文脈の中で改めて本交渉の意義を読み直してみ
る必要があるように思う（Juárez, 2006, pp.38－47）。
このニカラグアとの条約交渉後に明治政府が修好通商条約の締結を目指したのがグアテマラで
あった。
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「『ガテマラ』国と修好通商条約締結交渉の件」と題される文書が『日本外交文書』に登場する
のは，1893年 5月 11日である。これはハワイ・ホノルルの藤井総領事から本省への公電であって，
ここではファーガソンの盟友であったニューマンが「ゴーテマラ政府の委任を受け」直接日本に
行き両国間の条約交渉を行うというもので，この条約締結の目的は「本邦労働者をゴーテマラ国
に輸入する」（文書番号 97，明治 26年）ことにあった。結局ニューマンは訪日できなかったのだ
が，その後は在米グアテマラ公使アントニオ・ラソ・アリアガ（Antonio Lazo Arriaga）18）と在米
公使建野郷三との間で両国間の条約交渉が実施されることになる。ラソがニューマンとどの程度
協力していたのかは不明だが，ハワイでの日本人移民募集の実務と歩調をあわせるように日本政
府に移民条約交渉を持ち込んでいる。ラソは「布哇〔ハワイ〕国出稼労働者の順良にして能く業
務に勤勉なる」ところを称賛して，日本政府との間に修好通商条約と移民条約を締結したいと要
請した（文書番号 98，明治 26年）。ラソは 6月 12日に建野公使と初めて会った翌日 13日には，
正式な書簡をもって条約締結を日本側に要請している。修好通商条約に移民に関する条項を盛り
込むか，あるいは同条約締結後別途移民に係る条約を締結するかはともかく，ラソは「日本人移
民及び日本の労働者が，自由にグアテマラに渡航し，契約できるような」（文書番号 98，明治 26

年）条約の締結を願い出ており，建野はグアテマラ側がコーヒー生産において大量の労働者を必
要としている現況を把握し，日本人労働者を送致する場合には予め「同国に吏員を派出」（前掲書）
して調査の必要があるが，まず修好通商条約を締結して今後の流れを作ってしまおうと述べてい
る。この場合，妥結寸前までいって未締結に終わったニカラグア通商条約と「同案」にして早期
に交渉を妥結すべく，建野は本件が閣議に至急提出されることを期待した（前掲書）。
この時期はグアテマラ移民のハワイからの渡航直前であって，この時期に条約を締結していた
場合，グアテマラ移民の帰趨は変わっていた可能性もある。しかし，建野の呼びかけに外務大臣
陸奥宗光の回答はなかった。結局回答がないまま半年が経ち，その間にグアテマラ移民の問題が
起こった。ここに至って，前述した通り珍田がグアテマラ入りすることになり，建野は書記官の
宮岡をラソのもとに送り対応を図らせたところ，ラソより，条約交渉に何ら進捗がないことにつ
いて懸念が出され，また，「貴国人民は国際条約の担保を俟たず随意に被雇契約を取結び我国に出
稼したるものなれば」（文書番号 100，明治 26年），グアテマラ政府として日本人移民の保護に介
入することは困難という。従って，労働者の保護を行うために日本との移民に係る条約を早期に
締結したいと改めて述べた。建野は移民条約に関しては保留すべきも，少なくとも今般のような
事例が生じた場合にグアテマラ政府が労使間に介入できるよう修好通商及び航海条約を締結すべ
きと改めて陸奥外相に要請した（文書番号 98）。
陸奥から返信のあったのは，ようやく 1894年 2月のことである。ここで陸奥は日墨条約をベー
スに条約を進めるべきとの見解にようやく達したようで，3月 19日には首相の伊藤博文宛に「中
南米諸国と条約締結の件に付閣議案並に決済」を出し，近年邦人が中南米諸国に渡航し，面倒を
引き起こす事態に到っているため一層のこと日墨条約と中途でとまっているニカラグアとの条約
案を基礎に条約を締結すべきと提言した。そしてその場合「純然たる対等主義」，すなわち日墨
条約で実現した対等な条約を締結するべきとした（文書番号 246，明治 27年第 1冊）。このよう
にようやく建野と陸奥の見解が一致し，1894年 5月 10日の公電で，グアテマラ側ラソのコメン
トを反映させた「日本帝国及びグアテマラ共和国間修好通商及航海条約案」が提示された（文書
番号 249，明治 27年第 1冊）。更に，同日 5月 10日の別の公電で今度は，ハワイ王国との移民条
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約をグアテマラ版に修正した日本とグアテマラとの間の移民条約案が提示されている（文書番号
250，明治 27年第 1冊）。ここで一挙に両国間の交渉が進捗する可能性が開かれたのだが，7月に
建野が帰国したことで「此の交渉は立消え」となった（前掲書の註参照）。また，おそらくは日清
戦争の勃発も影響しているのであろう。

4．グアテマラ移民論，グアテマラと日本

（1）グアテマラ国内の移民論
珍田は出張中おそらく公人として初めてグアテマラ大統領（ホセ・マリア・レイナ・バリオス）
と会見した。有名なバリオスの甥はこういう事態の中であっても「〔日本人〕労働者の来瓜〔グア
テマラ〕を希望」（珍田，1894，p.641）した。こうした事情の背景には，先住民労働力の代わり
に新たな労働力を外国から確保したいとの思惑が見え隠れしている。これを裏付けるドイツ人商
人サルグ（Franz Sarg）の書簡（1893年 9月 3日付）は興味深い。日本人移民についての言及も
ある。

「将来，あまり良い見通しはない。というのも労働者が不足しており，この不足は年々ひどく
なっているからだ。先住民は減っていない。だが，農園での労働に反抗的になってきた。理論的
には，かつて政府が農業労働に先住民を強制的に動員していた圧力は弱くなって消え去った。し
かし実際にはいまだ相応の報酬の代わりにこうした強制力が行使されており，強制力に付随して，
労働者を獲得するため直接的間接的買収のシステムが生み出された。これは単にコーヒー生産を
コスト高とするのみならず，労働者を堕落させることになり，状況を悪化させていく。これによっ
てグアテマラの労働者の問題を再考せざるをえなかった。つまり，外国人を導入する試みを実施
して，急速に労働者獲得の方法を変える必要があるということだ。これまで成功はほとんどなく，
これを実施し，大規模に模倣していくには，長い時間を要することだろう。ギルバート諸島の住
民は，何百人もいたが，限られた満足しか得られなかったようだ。反対に，農地の日本人は，非
常に良く，今の労働者〔ギルバート労働者〕よりも値段は高くない。」（Castellanos, 1996, pp.167）

このように労働力を希求する「熱意」（珍田）は，グアテマラ移民問題が顕在化した後でも維持
された。バリオスが珍田に言った「来瓜を希望」は，仮に一時的にこういう受難があったとして
も中長期的には日本人移民の誘致を実現して欲しいというグアテマラの国家意思であるかのよう
だ。さらに同じ席上，外務大臣のサラサール（Ramon Aristides Salazar Barrientos，任期 1892－
94年）より，両国間の修好通商条約を早期に締結したいとラソの要請を補強する言葉もあった（珍
田，1894，p.641）。
グアテマラ移民問題が顕在化した後の 1894年 1月 26日，極めて興味深い論考が新聞紙上にのる。
「数日前，日本情報事務所（Japanese Information Bureau）の代表で出資者エドゥワルド・ロー
ジャー（Eduardo Laugier）は，（中略）グアテマラ政府に対して，日本人労働者を誘致するため
に以下の権利の譲渡（concesiones）を要請した」。要求されたのは，グアテマラに連れてくる移
民に対するいっさいの税を 2年間免除すること，グアテマラに設置予定の事務所の従業員に対す
る税を免除すること，また，同事務所に対して，農園主と 6年間までの労働者提供にかかる契約
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を結ぶことを認可するなどである。次に言う。
「我々は，ロージャー氏によって代表される会社が，以前日本人労働者 5万人を調達できるとし
た会社と同じなのかは知らない。しかし，ともかく我々は，こうした譲渡がグアテマラ農業の利
益となると信じている。なぜなら，右譲渡でもって，移民労働者は税やその他の負担から解放さ
れこの国で生きていくすべを得られるし，彼らの権利や仕事への報酬を実現するための十分な保
証となる」。
ここで言われている 5万人の労働者を調達しようとしていたものとはファーガソンであろう。

1893年 8月 5日のホノルルの藤井総領事よりの報告には，同人は「五萬人位を本邦より直接に移
住せしめ」（文書番号 313，明治 26年）とあるからである。また，「エドゥワルド・ロージャー」
とは珍田がファーガソン等と同列においた移民斡旋業者「佛国人ロージー」（在サンフランシスコ）
のことかと推察される（文書番号 951，明治 27年第 2分冊）。この後若干の日本論が続いた後，「一
般的に，日本人は，よく教育されており，勤勉であり，よく働く。中華〔清〕帝国の住民と違って，
自己中心的ではなく，汚れた遺伝子，我々にとって未知の病原を血中にはもっていない」。
これは，当時の米国サンフランシスコあたりの人種主義的言説の模倣のようでもあり，ブラッ
クバーダーの売り込み文句のように思える。この後，両国の気候差がそれほどないことを強調し
た上で最後は，今般のグアテマラ移民の問題を意識して巧みな言説で結論に向かう。
「しかし，我々は，（中略）日本人労働者は日本から直接連れてくると言っていることに注意を
向けねばならない。他国からくる日本人は，その出自にもかかわらず，既に〔最初の〕移民先の
悪徳と習慣に染まっているものなのだ。日本人種は同化の人種であり，容易に他人種や他民族の
習慣を吸収するのである。従って，ほんの僅かな間で日本帝国へと大変身したのだ。
（中略）日本から直接日本人労働者を連れてくるべきだ。他国に住んだ経験のあるものは，非常
に悪い結果をもたらすことになろう。」（DCA, 26 de enero de 1894）
人種主義や文明論を織り交ぜ，巧みに結論を導くことにより，現行問題となっているグアテマ
ラ移民が他国の悪徳と習慣を身につけてしまっているため労働者としては不適当なのであって，
本来の日本人を本国から誘致すれば全て問題が解決されるとした。

（2）日本国内のグアテマラ殖民論
先に述べたニカラグア運河建設を契機とし，日本国内でグアテマラについての言及も増えた。
国民主義を唱えた政教社系の長沢別天は，1891年から 93年まで米国に留学し，政教社の雑誌『亜
細亜』に「日本国の来世と西

す ぺ い ん

班牙語」と題した論文を寄稿し，グアテマラ移民受難以前の 1892年
の段階で以下のように記している。
「今や〔人口希少なる〕方土を見るに東に西に南に北に頗る少なからざるが，墨西哥及び中米，
南米一帯の地太だ好望にして，就中墨西哥の如き，ゴーテマラの如きは，我が民人の移住を望む
や頗る切なり」（長沢，1892，p.6）
グアテマラのコーヒー農園への外国人労働者導入の動きが在米の別天の耳に届いていたのかも
しれない。1893年に刊行された『墨西哥探検実記』には，メキシコを主に論じながら，同書の補
論的位置づけとして 10頁程度のグアテマラ紹介を掲載し，この中に「此国は人口甚だ稀薄なるを
以て現今政府は熱心に植民者〔筆者註：ここでは移民とほぼ同義〕を慫

しょうよう

慂するに励精す」とあり（竹
沢，1893，p.327），グアテマラが海外から労働者を求めていることは知る人ぞ知る事実であった。
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別天がメキシコやグアテマラに留まらず，中南米を日本人移民の送り出し先としたのは，この頃，
移民の憧れの地であった米国における黄色人種排外の動きが激化していたためである。1891年に
は，米国で移民法が強化され，また，日本が常に動向を注視していた清国人移民が 1892年 4月の
ギアリー法で排斥となり，同年 5月には日本人移民排斥の報道も高まった（水野，2010，pp.85－
86）。
別天を初めとする殖民論者の大きな目論見のひとつが，日本人を海外へ移住させることによっ
て日本の国策上有利な足場を築き，日本人殖民の拡充を通じて自由貿易を盛んにすることであっ
た。この点では，グアテマラのコーヒー農園の多くを所有したドイツ人はひとつのモデルといえ
るかもしれない。後にペルーへの日本人移民送致の可能性を提唱し，さらにはブラジルへの日本
人移民にも携わった青柳郁太郎は，初めてのペルー行きを纏めた「南

なんゆう

遊紀
きこうつきぺるー

行附秘魯事
じじょう

情」の中で
ドイツ移民のメキシコ・中米への積極策を評価し，「独逸人の中央米州に移住し珈琲を培養するも
の多く而て墨国内地の商権既に彼等の掌理に帰すと。独逸人の殖民通商上に執れる所の手段に付
き吾人の参考となるべきもの少なからざるなり」（青柳，1894，p.381）と日本はドイツの政策を
参考とすべきことを説いている。
仮に黄色人種であっても社会上層部への食い込みが可能である地域を模索した場合，「開化の程
度」が低い地域へ視点をずらさざるをえない。別天は書く。
「墨西哥及び其の以南は開化の程度と云ひ，其の人々の未だ充満せざると云ひ，実に桜花国民〔日
本人〕が来世の繁殖処たるに好適せる方土にして，而して此等の方土は西班牙語を語る民人の住
居する処なりと知らば，此際に向ふて殖民せんと欲せば，是非とも西班牙語を解せざる可らざる
は智者を埃て之れを知らざる也」（長沢，1892，p.6）
在野では 1893年 3月，榎本武揚を中心にメキシコへの殖民事業を実現するために「殖民協会」

が設立され，グアテマラ移民についての情報収集も始まった。メキシコ殖民計画の関係者は地理
的に近いグアテマラでの日本人移民の動向に強い関心があったはずである 19）。
実際にグアテマラに入り調査も実施された。日本の禁酒運動に名前を留める根本正の『南米
伯
ぶ ら じ る

剌西爾，中米尼
に か ら ぐ あ

加拉瓦，瓦
ぐ あ て ま ら

地馬拉，西印度ゴアデロプ探検報告』と後年，日本郵船の社長に上
り詰めた伊藤米次郎（伊東米治郎とも書かれる）の「中米グァテマラ共和国探検録」，さらに「グァ
テマラ実見談」などが代表的な文書として残されている。
また，1895年 3月 20日の第 8回帝国議会衆議院で，山下千代雄（殖民協会評議員）他 3名は「海

外移住殖民に関する建議案」を提出した。
「移住殖民の事業は方今我国の急務たる。固より論を俟たず近時探検の結果として発見したる適
当の土地は墨西哥，伯剌爾，尼加拉瓦，加地馬拉等なりとす。墨西哥は既に条約国たるも其の他
は未だ条約国たらず故に無条約国にして我国の移住殖民に適当する者は速に之と条約を締結する
か若は無条約国と雖移住殖民を企つる者あるときは之を許可して相当の便宜を与うるの方法を立
て以て大に此の業を奨励せんことを望む」20）

山下は壇上でまず日本の人口増加を危機として上げ，人口密度が世界一であるベルギーは「一
方哩」3,000人以上，続く第 2位が日本で 2千数百人に上っている。さらに日本は国土に山岳丘陵
地帯が多く，国土全体を使用することはできないため，海外への殖民が必須であると説く。ここ
までは多かれ少なかれ無数の殖民論者の言説とほとんど変わらない。ここから山下は殖民協会評
議員の面目を躍如するかのように，殖民地として適当か否かの各国で実施された探検の結果とし



日本とグアテマラ

─ 97 ─

て，「移住殖民に適当なりとして，我日本国に紹介せられて居る国は，彼の墨西哥及伯剌爾，尼加
拉瓦，加

ぐ あ て ま ら

地馬拉」と述べている。ところがこのうち，1888年に通商条約を締結したメキシコを除
く 3カ国とは条約がなく，このため，殖民事業を実施するためには速やかに 3カ国と条約を締結
することを説くのである。また，山下がブラジル，ニカラグア及びグアテマラを殖民地として適
当とした根拠は，「此三国の報道は如何なる方法，如何なる人を由って得られてあるかと申しま
したならば，即ち諸君も御承知の通り，彼の外務省の根本正君，此人は昨年の初秋時分よりして，
本年 2月に至りますまで」同 3カ国を回ってその適当なることを報告したからという。また，グ
アテマラに関しては，「（グアテマラの）有様に就きましては，彼の米国の法律学士伊藤米次郎君
が昨年に於きまして，殆ど四箇月間程」グアテマラを詳細に見聞したことで確認されたとしてい
る。なお，伊藤の「グァテマラ実見談」は，労働者を日本から直接誘致することをグアテマラ側
が望んでいる等先に論じたグアテマラ側の世論をよく飲み込んでおり（伊藤，1895，p.158），そ
の提案にはユニークで検討すべき意見も見られる。
以上は国家的見地から進められるべきグアテマラ殖民策であるといえる。
では，移民労働者にとってグアテマラは就労地として適当か否か。

（3）珍田捨己の分析
珍田は，グアテマラに入るにあたって日本人移民の保護と「グアテマラが今後の移民先として
適当か否か」につき調査する訓令を受けていた。珍田は客観的な立場から，グアテマラが適当な
地かを判定するため問題を 4点に分けた。①気候，②賃金，③法律・慣習，④今後の方針の 4点
である。まず，①気候については，グアテマラの気候の多様性を確認した上でコーヒー農園や砂
糖農園が比較的高地にあるため，「我出稼労働者に適するや否の点に関しては更に懸念を要せざ
るべし」と問題ない旨述べた後，②賃金についてはハワイに比べて若干低いものの食糧が雇主持
ちでもあり，今後のグアテマラの労働者不足やコーヒーの将来を考えれば，ハワイ以上の賃金を
払わせることは難しくないと条件付き及第点を与えた。問題は③法律・慣習で，これについては，
「債奴制」（ペオン制であり，労働者が雇主に対して，債務を負った際，その債務が完済されるま
で拘束される制度），「労働者監督に関する法制」（いわゆる強制労働を行使せしめるため，監督者
に労働者への処罰を含めた権限を与えたもの）及び「労働者の生活に関する慣習」（土間の上に寝
棚を架設してその上で寝起きする等先住民の一般的な生活習慣）の 3点から分析し，この③法律・
慣習がある限り，いかに気候や賃金がよくても「我労働者の出稼は決して奨励」できないとして
いる。ただしかし，方法がないわけではない。④の今後の方針で，以下の 2点を強調している。
「1　私人間の契約に係る渡航を厳に制禁する事
「2　日瓜両国政府間の条約を締結し出稼事業を直接に政府監督の下に措く事」（文書番号 951，
明治 27年第 2冊）
前者は，無条約国において移民周旋業者と私契約をした際，移民が陥る絶望的状況を考慮して
のものである。勿論，ここには，ファーガソンを始めとしたいかがわしい移民周旋業者（珍田は
グアテマラ向けに日本人労働者を斡旋しようとする業者がかなりいることを突き止めている）と
契約すれば，「棄民」を作るだけであるとの危機感がある。こうした状況を避けるためにも両国間
で条約を締結するのが最も肝要であるとした。そして条約内に債務制，私獄監禁，また日本人労
働者が適さない習俗に対する予防措置を盛り込んで，「労働者を安堵就雇せしめるの道を講ぜらる
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べき」（前掲書）と述べている。以下，珍田は両国間条約の可能性と見通しについて驚くべき慧眼
を見せる。まず，バリオス大統領と会見した印象から，グアテマラが強く外国人労働者を求めて
いる背景を考察し，特に日本人移民にとっても大きな障害となったマンダミエント制に係る法令
がバリオスの体制下で 1894年 4月以降廃止予定である旨述べ，これによってグアテマラ国内の先
住民労働者数は減少し，官民ともに外国労働者誘致に向けての動きが盛んになると予測した。そ
の際にはグアテマラは官民挙げて切迫するはずなのでこのときに条約交渉をすれば日本側の要求
を通すことは容易いと所見を述べ，最後に「我労働者を〔グアテマラに〕渡航せしむるの路一た
び開くる時は」グアテマラと気候風土や産業，労働事情が同じホンジュラスやコスタリカなどの
中米全域に日本人移民の可能性が広がると結論した（前掲書）。

5．結論にかえて―グアテマラ移民の痕跡―

グアテマラ移民がハワイから転航してくる 10数年前からグアテマラに日本人が居住していたこ
とは今では研究者の間で既知の事実となっている。グアテマラの写真家として大成した屋須弘平
（1846－1917年）の略歴はここでは触れないが 21），彼にはスペイン語の手記があり，そこに紛れ
込んだ 1枚の日本語の紙片に「中央亜米利加グハテマラ共和国在グハテマラ府内日本人義金献納
姓名」と題されたメモが残されている。このメモは 1895年のもので，当時日清戦争を戦っていた
明治日本を外地から応援する義捐金名簿であると思われ，その名簿に既に離散していた日本人移
民の名前が多数見える。このメモに「村川仙太郎」の名前がある。珍田に嘆願書を送った村川仙
太郎である。また，屋須の名簿には，彼とともに首都グアテマラ市にいた十数人のグアテマラ移
民が名を連ねている。

1893年のグアテマラ移民の末路は離散の歴史であり，それ故に彼らの足跡は不明となった。戦
後まで中南米を主要舞台とした外交官井沢実は次のように記している。
「1936年から 37年にかけて，私は中米グアテマラで二人の年老いた日本人に会った。1896年

〔1893年の間違い〕にハワイから転航した 130人の日本移民のうちの二人である。（中略）グァテ
マラ市の商工会議所の会頭から聞いたところによると，同市の有力な紳商に，日本人の後裔がい
るとのことであったが，会見の機会がなかった。」（井沢，1972，p.224，pp.142－143）
上野久はその著『メキシコ榎本植民地』の中に記している。
「村川貞吉の他 1905年には駒塚為次郎，市村市助，松本秋太郎，勢登利之助の 4人が〔メキシ
コの榎本殖民地の流れをくんだ〕三奥組合に参加している。彼らはいずれもハワイでの労働契約
を終え，1893年グアテマラに渡り，（中略）労働者となった人たちである。あまりに劣悪な労働
条件で働いていたため，サンフランシスコの珍田領事はグアテマラに赴き雇用者と日本人労働者
の契約を解約したが，それでも既婚者や子供を連れ借金のある日本人はグアテマラに残らざるを
得なかった」（上野，1994，p.98）。

1908～ 11年に外務省通商局が発行した『移民調査報告』の「墨国移民地調査報告」には，照
井亮次郎の日墨共同会社の記載があり，「前掲在チヤパス州日本人は左の六種類より成立す」との
後に，「十数年前布哇よりガテマラ国に移民として行き更に当国に伝来せるもの　16名」と伝え
ている 22）。このようにグアテマラ移民の一部（16名）はメキシコの榎本殖民地の末裔である日墨
共同会社に合流したことが確認されている。
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以上のようにグアテマラ移民の痕跡は僅かに確認されるが，その後日の足跡については大部分
解明されておらず，今後，グアテマラ側の資料の調査も待たれる。
グアテマラ移民は歴史の闇に消えたが，我々は 1894年 4月 12日勅令第 42号の「移民保護規則」

の中にグアテマラ移民の衝撃を見出せる。同規則の大きな柱は，無条約国への移民の禁止，移民
取扱人として認められるには地方長官を通じて内務大臣の許可を受けるべしとの条項であり（文
書番号 949，明治 27年第 2冊），ここではグアテマラで明るみに出た問題への対応策が打ち出さ
れている。
また，この「移民保護規則」が同年から始まるハワイ私約移民，その後の南米移民を規定して
いき，更には移民会社の活動の根拠になっていくことを考えると，グアテマラ移民の歴史的意義
は決して小さくはない。
（本稿では，外交文書や明治時代の文献の引用に当たって，旧字体は新字体に，カタカナをひら
がなに改めた。）

注

１）第 1班 27名は 1月 18日に出発，続いて，7月 25日に 38名が，8月 3日に 10名が，8月 6日に
37名が出発。そして最終 5班は 32人からなり，同年 8月 15日にハワイを出航した。

２）初期ラテンアメリカ・カリブ地域への日本人移民については，次を参照。石川友紀「西インド仏
領ガードループ島における日本人契約移民（1894～ 1900）について―広島県出身移民を例とし
て―」，『移住研究』，No. 20, 1983，3月，pp.113－137。メキシコについては，角山，1986。上野，
1994。ペルーに関しては，多数に上るがとりあえず初期移民を詳述している次の文献参照。ペルー
新報社『在ペルー邦人 75年の歩み』，ペルー新報社，1974。

３）ファーガソンの略歴，本件への関わり方については，山本「ハワイ，そしてグアテマラへ―日本
人の移動は人身売買だったのか？―」（『ハワイの日本人移民―人種差別事件が語る，もうひとつ
の移民像』所収）に詳細に取り纏められている。

４）1893年グアテマラ日本人移民についてはほとんど研究書がないのが実情であるが，少ないなが
らもいくつかの研究はある。本件を真っ向から扱ったものとして，山本英政「ハワイ，そしてグァ
テマラへ―移動の目的は？」（前掲書所収）と石井清史「幻のグァテマラ移民」がある。前書は，
珍田の調査報告の概略を改めてまとめ直したもので，本件についての必須文献であり，後者は長
年グアテマラに滞在した外交官である石井により，珍田への評価やマンダミエント制への着目を
喚起している点で有益がある。

５）参考として本契約書の日本文を付す。
 右乙約者は農夫として「ホノルル」より「ゴアテマラ」国へ赴くことを希望し甲約者は右乙約者

の妻及子二人（若し同行する時は本書の末段に掲ぐべし）を「ゴアテマラ」国迄無賃にて渡航せ
しめ其地に到着の上は農業に従事せしめ且つ其妻へも職業を得せしめることを約定し又右両約者
は予め結約するにあらざれば誤解の生ずるの恐れあるを以って之を避けんが為めに前陳の目的に
因り直ちに結約せんことを決せり。依て本条約を締結すること如左。

 第 1条　  右乙約者…其妻及其子二人（若し同行する時は本書の末段に其旨を掲ぐべし）に下等船
室並に相当の食物を給し「ホノルル」より「ゴアテマラ」迄渡航せしめ且つ相当の取扱
を以て右乙約者並に妻子を「ゴアテマラ」の諸港より労働地に送致すべし
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 第 2条　  「ゴアテマラ」国に於ける目的地へ到着の上は甲約者は乙約者を其就業日の日より満 3ヵ
年間農夫の業に就かしめ又右乙約者の妻をも職業に就かしむべし。右職業を得る迄は甲
約者は右乙約者並に其家族に健康上の差支なくして相当の便宜ある宿所を付与すべし。
給料は乙約者就業の日より給与すべし。若し労働地に到着せし後一週間若くは十日就業
せざる場合に於ては食物並に宿所を得べしと雖も給料は実際就業の日に至らざれば之を
受くるを得ざるものとす。甲約者は本契約の継続する間は右乙約者及其家族に対し無代
償にて炊用の薪炭を給与すべし。

 第 3条　  甲約者は乙約者に対して毎月 10弗の賃金並に第 10条に掲ぐる相当の食料を給し其妻に
対して毎月 6弗半の賃金並に相当の食料を給し且つ此賃金は甲約者の随意により合衆国
金貨若くは右金貨に相当する「ゴアテマラ」共和国の通貨にて支払うことを保証す。右
甲約者若くは其譲渡人は本契約の履行を保証する為め乙約者並に其妻（若し同行する時
は）の賃金より 2割 5分を引去り置き本契約の満期に当り乙約者に支払うべし。本契約
の期限内と雖も乙約者に於て疾病等の為め永く就業の見込なき場合に於ては之を日本国
に送還すべし。而して其旅行費用は右 2割 5分の金額中より支払うべしと雖も費額充分
ならざる場合には甲約者若くは其の譲渡人は不足額を供給すべし。甲約者は第 10条の
条目に拠り宿所並に食料を乙約者及其妻子に与うべしと雖も乙約者は自己並に家族の為
め自を毛布寝床及衣服を準備すべし。

 第 4条　  甲約者は医師をして乙約者及家族を無料にて治療せしめ且つ薬剤を給与すべし。
 第 5条　  甲約者は日数 26日毎日 10時間宛耕地に在て労働するを以て此定約に定むる農夫一ヶ月

の労役となすべし。右定期時間外に於て労働する者は一時間毎に右乙約者は 10仙其妻
は 8仙の割合を以て賃金を甘受するを得べし。労役の時刻は労働者が毎朝就業を報告す
る時より起算す。乙約者の病に罹る場合には無料にて医治薬剤を受け且つ食料宿所を与
えをるべしと雖も罹病休養の時は賃金を受取るを得ざるものとす。

 第 6条　  甲約者は乙約者及其家族に対し「ゴアテマラ」共和国法律の公平完全なる保護を保証し
且つ此定約の継続する間は右乙約者及其家族は各種の人領税並に従軍義務を免るべきこ
とを約す。

 第 7条　  右乙約者は此契約に因り指定したる船舶に乗込み「ゴアテマラ」国に赴くべし。又予定
の市　港を除くの外は他に上陸するを得ざるものとす。

 第 8条　  本契約の継続する間は乙約者は其各条款を確守履行し且つ「ゴアテマラ」国の法律を遵
奉するべし。又就業の日より満 3ヵ年間正当合法なる職業を誠実に勤勉すべし

 第 9条　  甲約者は左記の日を以て乙約者の国祭休日となすことに同意す。毎年 1月 1日及毎年
11月 3日即ち日本皇帝陛下の天長節。

 第 10条    食料目録如左　丁年者　米毎日 1英斤　玉蜀黍毎日 1英斤若くは之に相当する麦粉若く
は豆　牛肉毎週 2回 1英斤半宛　醤油 50人に対し毎月 3「ガロン」入 6桶宛　茶砂糖
毎日 2回及蕉実若くは野菜　小児に対しては丁年者の半額を給す。

 第 11条    本契約に遵て労働せし乙約者にして契約の終期に当り日本に帰ることを望む者は丁年者
は金貨 30弗（12歳以下の小児は無賃）を以て日本迄の旅費を給与すべし。

６）ブラックバーダー（Blackbirder）とは，大農園や鉱山に労働者を供給するのを専業とした白人
たちであり，特に中国南部の苦力輸送に精力的に活動した（増田，2004，p.146）。

７）Marti, 1998, p.17の編者注 1を参照。
８）第 1班は本文で記載したとおり，エル・サポテ農園，第 2班及び第 3班は「サンフランシスコ・

ミラマール農園」，第 4班及び第 5班は「ホロリダ農園」であった。なお，ホロリダ移民は珍田
視察時に既に離散しており，各地に散っていた。このため，珍田は旧ホロリダ移民の実情を掴む
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ために複数の農園を回った。また，一部はプエルト・サンホセ港で日雇い労働に従事していた。
残念ながらホロリダ農園については現段階で実態が分からない。

９）ディアス・ディロン一族に関しては，Casaús Arzú. 1994を参照。当時のオリガキーについては，
Dosal, 2005を参照のこと。

10）日本人が去った後，1897年にエル・サポテ農園はドイツ系企業「グアテマラ・ハンブル
グ・プランテーション・ハンザ同盟会社（La Compañía Anseática de Plantaciones Guatemala-

Hamburgo）」に買収されることとなった。大著『グアテマラのコーヒーの歴史（Historia del café 

de Guatemala）』によると，エル・サポテ農園は，面積 73カバジェリア（73 caballería＝ 985.5

ヘクタール）有していたことが確認できる。
11）但し，この系図にはエル・サポテ農園を管理していたホセの兄弟であるカルロス・ドゥランが見

当たらないため確証は持てないことは付言しておく。
12）コーヒーは飲料となるまで 3段階を得る必要がある。コーヒー実の「収穫」，コーヒー果実を取

り出す「精製」及び「焙煎」である。ここでは，1の「収穫」を含めた作業から 2の「精製」作
業に移されたということだと推測する。なお，コーヒーについては，小澤，2010が有益。3段階
の説明に関しては，同書，pp.46－58を参照のこと。

13）グアテマラへのドイツ移民の歴史については，最近復刊されたWagner, 2007が有益である。
14）コロンバは，監獄があったところで有名で「労働者に於て過失あるときは罪の軽重を問わず」監

獄につながれた（珍田，1894，p.39）。
15）珍田のグアテマラにおける足跡は，グアテマラの新聞 Diario de Centro Américaでも報告されて

いる。Diario de Centro América, 4 de enero, 1894, 5 de enero, 1894, 17 de enero, 1894, 29 de enero, 

1894. グアテマラにおける日本の公人の初めての足跡であるため参考までに以下掲げる。
 ・珍田捨己一等領事のグアテマラ到着
 DCA, jueves 4, enero de 1894（vol. LXVIII）
 日本代理公使
　　  昨夜（1月 3日），当地に珍田日本代理公使が到着した。同氏は「ホテル・エスパーニャ」3号室
に宿泊している。日本の外交官殿当国へようこそ，願わくはグアテマラへの同氏の使命が，我国
と繁栄する日本帝国との間の既存の外交関係を強化するものであることを祈念する。

 ・珍田捨己一等領事へのインタビュー
 DCA, viernes 5, enero de 1894（vol. LXVIII）
 日本国皇帝の領事殿
　　  今朝，本紙記者 1名が，珍田氏が宿泊する「ホテル・エスパーニャ」の 13号室を訪ねた。珍田
氏は 35歳位，背は低く，細身で，欧州風に着飾り，全体的にマナーもあるし気さくな人物である。
正確な英語を話し，スペイン語は話そうとはしないが，スペイン語は書ける。挨拶を述べた後，
本紙記者は，珍田氏にグアテマラでの公務内容につき質問することを認められた。珍田氏は本紙
記者に，彼はカリフォルニアの在サンフランシスコ日本国領事であり，当国に居住する 170名［マ
マ］の日本人労働者がいかなる条件下にあるのかを調査する目的で，臨時領事としてグアテマラ
を訪問したと語ってくれた。また，今回の出張が終了すれば直ぐにでも，同氏が信じているとこ
ろによると，前記したように同氏が日本領事を勤めるサンフランシスコに帰るとのことである。

　　  珍田氏は本紙記者に日本に関係するあらゆる分野の情報を提供するつもりであると語り，実際に
日本の 2新聞を 1部ずつ本紙記者に贈った。新聞は「東京日日新聞」と「日本」であり，日本帝
国の首府江戸で発行されたものである。

 ・珍田領事ミラマール農園へ
   DCA, miercoles 17, enero de 1894（vol. LXVIII）
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　　  消息筋。日本国領事珍田氏は，カリフォルニアのサンフランシスコに昨日戻ったのではなく，コッ
ホ・ハグマン社の所有するサンフランシスコ・ミラマール農園に向けて出発した由。同氏は同地
で就労する日本人労働者に会う目的で出立した。珍田氏は 24日の蒸気船でグアテマラ市に帰還
する予定である。

 ・珍田領事出立間近
 DCA, lunes 29, enero de 1894（vol. LXVIII）
　　  日本人―珍田氏が我々に提供した情報によって，日本人労働者が就労する一部の農園では，彼ら
は各々の契約を忠実に履行しているが，他の農園ではそうではないということを我々は知る。就
労者の名前は今の所珍田氏が控えている。おそらく日本の臨時領事は，次の便でカリフォルニア
のサンフランシスコに帰るだろう。

16）註 15，DCA, viernes 5, enero de 1894を参照。
17）Juárez Rodríguez, 2006, p.38.

 この時代を代表する海上権力論者アルフレッド・マハンの多数の論考には，パナマかニカラグア，
どちらに運河が建設されるかに多大な関心が寄せられている。

18）ラソは，短期間ながらもグアテマラの外務大臣を務めたことがある（Zeceña Flores, 2006, pp.103

－106）。その任期は 1885年末～ 86年 4月の僅か 4ヶ月程度であった。1857年ホンジュラスに
生まれ，若年時にグアテマラに移り，グアテマラ政府で外相を含めた要職を歴任した後，1893

年頃から米国公使をつとめていたようである。滞米生活は長く，最後は 1938年ニューヨークで
没した。

19）「雑録　グアテマラ国出稼人墨国に流浪す」
20）「海外移住殖民二関スル決議案」，『第八回帝国議会衆議院議事速記録』，第 52号，p.938。
21）屋須については比較的文献が多い。寺田和夫，『アンデス一人歩き』，日本経済新聞社，1977所
収の「ある明治移民のドラマ―写真家・屋須弘平」。多田功「中米に没した一日本人―屋須弘平，
その光と影」，『移住研究』25，pp.26－31，角田，1986，p.17。藤沢町文化振興課編／小坂亜矢
子訳『グアテマラの写真家　屋須弘平の手記―波乱万丈の生涯』，藤沢町文化振興協会，2004，「屋
須弘平―100年前にアンティグアで暮らした日本人写真家」桜井三枝子編『グアテマラを知るた
めの 65章』，明石書店，2006等。また，屋須自身の手記については，屋須が暮らしたメソアメ
リカ社会文化センター（CIRMA）に彼の写真と共に収められている。

22）荒川己次「墨国移民地調査報告」，pp.14－15。
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〈論　　文〉
将軍と交渉したノボイスパーノ1）

ミゲル・ルイスカバーニャス・イスキエルド

はじめに

フィリピンと日本の間に横たわる海域では，1550年から 1630年頃までのおよそ 80年間，多
くの海難事故が発生した。これら沈没事故の大半は乗員すべてを含む船舶の消失という悲劇に終
わったが，救助されたいくつかの事例でも日本人とスペイン人の衝突や行き違いの原因となった。
こうした悲劇的な出来事のひとつにおいて犠牲者となったのが，1596年の殉教者としてメキシ

コで名高いフェリーペ・デ・ヘスス，さらに，切支丹となった日本人がその大半を占める 24人
のフランシスコ会修道士たち（訳注：正確には，「長崎の 26聖人」として名高い集団で，フェリーペを含むフランシス

コ会やイエズス会の修道士数名を含むスペイン人と多数の日本人切支丹たち）である。メキシコ人修道士とその一団
はヌエバ・エスパーニャに向けてマニラを出立したのだが，台風とその宿命によって日本の沿岸
へ漂着した。将軍（訳注：正しくは，太閤）豊臣秀吉は，キリスト教の布教を断固拒否する強硬姿勢を
貫いており，彼らが乗ってきた船の積荷を没収した。積荷押収への異議申立てに立腹した秀吉は，
修道士一行を長崎まで連行して全員を磔に処す旨を命じた。

1598年に秀吉が世を去り，1600年（訳注：1600年は関が原の合戦を経て家康が天下を統一した年であり，将軍職

に就いたのは 1603年であった。）に徳川家康が征夷大将軍に叙せられると，日本人とスペイン人の間の緊

キーワード
日墨関係，ヌエバ・エスパーニャ，ロドリーゴ・デ・ビベーロ，徳川家康，ミゲル・

コバルビアス

Resumen

Miguel Ruíz-Cabañas Izquierdo, en su ensayo “El novohispano que negoció con el 

shogún”, revela la importancia que tiene incluso en nuestros días, el hecho de que el 

novohispano Rodrigo de Vivero ―nacido en Tecamachalco, Puebla― haya negociado con 

Ieyasu Tokugawa un tratado comercial y diplomático, y haya dejado registro de ello en sus 

memorias, conocidas en México poco después de la Renovación Meiji y poco antes de la 

firma del Tratado de Amistad entre México y Japón de 1888, primer tratado que reconoce 

igualdad soberana a Japón, y que da bases para renegociar tratados desiguales que había 

celebrado con otros países.

La versión original “El novohispano que negoció con el shogun” se publicó en el 

número 149: “Japón y México: 401 años de relaciones” de la revista Letras Libres (mayo 

2011). La traducción al japonés estuvo a cargo de la embajada de México en Japón.
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張状態はやや緩和された。家康はヌエバ・エスパーニャとの交易や国交に強い関心を抱いており，
最高権力者となった当初はキリスト教に対して非常に寛大な態度を見せていた。幕府と歴代フィ
リピン総督との通信は再開され，マニラと日本の交易は盛んになった。こうした状況下の 1609年
9月 30日，日本の沿岸にガレオン船サン・フランシスコ号が漂着し，のちにバジェ・デ・オリサ
バ初代伯爵となるロドリーゴ・デ・ビベーロが率いる乗客乗員総数 373名が遭難したものの，317

名がその海岸（現在の千葉県御宿町）周辺の住民によって救出された。
ロドリーゴ・デ・ビベーロは，1608年の 4月，彼の叔父である副王ルイス・デ・ベラスコによっ
てフィリピン臨時総督に任命された。そして，1609年 7月 25日，後任者フアン・デ・シルバの
着任を受けてマニラを去り，アカプルコへ向かって出立した。この日付は，すべての記録から判
断するに，太平洋横断の長旅に出立するには遅すぎるものであった。というのも，7月のこの時
期はサイクロンが発生し始める頃なのだ。出帆の時から積荷であふれていたサン・フランシスコ
号は，その航海の初めから大嵐に遭って船体が完全に壊れてしまった。乗船者たちは，マストや
帆布，窓や木材の切れ端にしがみつき，御宿の漁民の救助もあって波打ち際まで辿りつき，九死
に一生を得た。その地域を治めていた大名は自らの城である大多喜城にこのノボイスパーノたち
の連行を命じ，将軍からの江戸（現在の東京）移送命令が届く時点までの数週間をそこで滞留さ
せた。
江戸で徳川秀忠との会談を終えたビベーロは，秀忠の父である家康に拝謁するため駿府（現在
の静岡）へ向かった。家康は，表向き隠居の身であったが，実際には権力を維持していた。ビベー
ロ自身の描写によれば，家康とおこなった最初の会談の時点から，彼自身が最大の関心を寄せて
いた事柄，即ち，キリスト教のあらゆる修道会に布教の自由を与えること，さらに，オランダ人
を日本から追放すること，を提起した。これは，彼らの存在がスペイン人の利害を脅かしていた
からである。
将軍の許可を得たビベーロは，その後の 10ヶ月間，フランシスコ会士たちが江戸，京都，大坂
に組織した布教使節と緊密に連絡を取りながら各地を旅してまわった。ロドリーゴ自身，スペイ
ン国王やヌエバ・エスパーニャ副王の使者ではなかった。その日本訪問は，正式な委任状を携え
たものではなく，嵐に強いられた偶発的な来訪であった。ビベーロは，そうした状況の中で，家
康との間で野心的な内容の協定締結を交渉した。これは，ヌエバ・エスパーニャとの直接的な海
運交易関係の樹立をめざす構想であった。
理由については後段で述べるが，結果としてこの協定がスペイン国王に批准されることはな
かった。イギリス，スペイン，メキシコの古文書館には，書簡や報告，記録といった文書が大量
に残されており，様々な国の歴史家たちがこの歴史上の出来事について優れた分析をしている。
しかし，ビベーロ研究の特殊性と魅力のひとつは，国王フェリーペ 3世（訳注：原文には Fernando IIIと

あるが，史実をふまえて，本訳文では訂正した。）に送った同協定批准要請の書簡とともに，日本での滞在や
将軍との交渉を綴った「見聞記」をロドリーゴ・デ・ビベーロ自身が書き残したことである。
ビベーロの報告書で現存するのは，わずか二点の写本である。そのタイトルは，「ロドリーゴ・
デ・ビベーロが国王陛下に献呈する，スペイン君主の良き政治のための提示および提案を含めた
日本王国についての報告と情報，1609年」である。一点は大英博物館に，もう一点はマドリーの
王立歴史アカデミーに保存されている。
ビベーロの構想のうち，特にヌエバ・エスパーニャと日本の外交関係，海上交通，直接交易の
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確立に関しては，具体化するのに 2世紀半という年月を要した。その間，日本は西洋との接触を
持たなかったし，メキシコは独立した国家として変貌を遂げた。しかし，これらの記録のおかげで，
ビベーロの抱いた構想の思惑がすべて忘れ去られてしまうということはなかったし，19世紀の末
に何人かのメキシコ人が対日関係の樹立を提唱したときには，そこからなんらかの発想を得てい
たであろう。

東洋に渡ったクリオージョ

ロドリーゴ・デ・ビベーロ・イ・アベルーサは，1564年にメキシコで生まれたクリオージョで
ある。彼の出生地として可能性が高い場所としては，まず彼の一族が副王の庇護のもとに重要な
資産を所有していた Ciudad de México（シウダー・デ・メヒコ：メキシコ市），あるいは，ルイス・
ゴンサレス・オブレゴンが指摘したように，現在も当時と同じくテカマチャルコと呼ばれるプエ
ブラ州の町があげられる。彼の父は，ロドリーゴ・デ・ビベーロ・イ・ベラスコと言い，その叔
父のヌエバ・エスパーニャ第二代副王，老ルイス・デ・べラスコ（訳注：Luis de Velasco y Ruiz de Alarcón）

の配下として 1550年にヌエバ・エスパーニャに渡航したスペイン貴族だった。このロドリーゴ・デ・
ビベーロ・イ・ベラスコは 1563年，メルチョーラ・アベルーサと結婚した。メルチョーラはその頃，
夫だったアロンソ・バリエンテと死別したばかりの若い婦人であった。彼女の夫，アロンソ・バ
リエンテという人物は，エルナン・コルテスによる 1521年のメキシコ制圧の時から同行したコン
キスタドール（訳注：「征服者」の意）たちの一人で，ヌエバ・エスパーニャではもっとも豊饒で広大
なテカマチャルコのエンコミエンダ領主としての地位をその報酬として与えられていた。ヌエバ・
エスパーニャで最も有力な支配者集団であったメルチョーラ・アベルーサの一族は，彼女がロド
リーゴ・デ・ビベーロ・イ・ベラスコと再婚することで，その資産を大いに増やした。
ロドリーゴが 12歳の時，彼の父は，ロドリーゴを国王フェリーペ 2世の 4番目の夫人であった
アナ王妃付きの小姓とするため，スペインに送った。そして，アルバ公爵の指揮下にあったポル
トガルの陣営において，若くして最初の軍事経験を積むこととなった。おそらく同じ頃，表面的
には同じように見えていても，半島生まれなのか，それともメキシコ，インディアス出身なのか
といった出自によってスペイン王宮内における貴族の処遇に差があることに，ビベーロは気付い
た。権門に属し，スペイン国王に対して明白な忠誠心を抱いていたクリオージョたちに対してさ
え，その扱いには微妙な差異が設けられていたのである。
テカマチャルコに一族が所有するエンコミエンダを管理するため，ビベーロは 1584年にメキシ
コへ戻った。更に後年，彼の叔父である副王ルイス・デ・べラスコ（訳注：第 8代及び第 11代副王を務め

た Luis de Velasco y Castilla）の命を受けて，ヌエバ・エスパーニャ政府の一員として重責を担うことになっ
た。

1608年，フィリピン総督ペドロ・デ・アクーニャがおそらく毒殺によって急死したことで，ロ
ドリーゴはフィリピンに赴任することになるのだが，この頃にはすでに十分に軍事，行政管理，
政治の経験を積んでいた。
副王と人生（宿命）は，44歳のビベーロにその任務を命じて，彼を驚かせた。彼は 1608年の

8月にマニラへ到着して，フィリピン臨時総督の職務を担うことになった。ビベーロは，その着
任早々，書簡を介して，日本の将軍と初めての通信をおこなった。なぜならば，彼の到着以前に，
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マニラ在住の日本人が反乱を起こしており，その数はおよそ 1,500人にのぼったであろうと思わ
れる。ビベーロは，すぐれた外交能力を発揮して，これら日本人のうち 200人を帰国させる一方で，
フィリピン海域の海賊行為に加担していることが明白な者たちを投獄した。徳川家康と交わした
この正式な通信は，一年後に漂着者として日本へ到着した時に役立つこととなった。
彼は，フランシスコ会士たちと親しい熱烈なカトリック教徒であった。彼は確信していた。国
王が率いるスペイン帝国は，プロテスタントたちの宗教改革に対抗し，世界中にカトリックの教
えを布教するという聖なる歴史的使命を帯びている。その使命こそが最も重要なものであり，ス
ペインがおこなうすべての征服がめざす究極の目的であると彼は考えていた。彼は，奈良の仏教
寺院を訪れた時に，メキシコのグアダルーペの聖母を賛美する大聖堂を頭に思い浮かべたのであ
る。
しかし，熱烈な信仰心も，彼の戦略的あるいは軍事的な分析をおこなう冷徹な目を塞ぐには至
らなかった。彼は，世界情勢についての現実的なビジョンを持っていた。彼は教養と経験を備え
た人物であり，スペインの繁栄やその征服に訪れる限界を把握していた。同時代の多くの人間と
は逆に，すべての征服が達成できるわけではなく，それを企てることすら賢明ではない，と認識
していた。ビベーロは，スペイン人と日本人が協力すれば隣国朝鮮を征服することも可能であろ
う，とほのめかしたが，おそらくは，現実的な可能性としてよりも両国の友好を補強するための
論旨として語ったに過ぎず，中国もしくは日本を軍事的に征服する可能性は，一度たりとも空想
の対象にならなかった。
その一方で，ビベーロは，布教を通して中国と日本にキリスト教圏を拡大することが可能だと
考えていた。勿論，キリスト教化が中国人や日本人の征服や支配に必ずや反映されるというわけ
ではない，としながらもである。
国王に対する忠誠心を彼は保持していたが，それが日本人の風俗習慣を称賛することの妨げに
はならなかった。とりわけ，将軍が発した定めを含むお触れやご法度が厳格に執行される様子が
そうした称賛の対象となった。ビベーロは，その時代の人々の価値判断が形成されたり歴史が作
り上げられる過程でペン（文筆）が占める重要性を十分に認識していた。その発現として，彼が
晩年に臨んで記した文書の中で，自分は「剣とペン」を二つの武器として両手に握ってきた，と
書き残している。

1620年，ビベーロはフェリーペ 3世によってパナマ総督に任命された。パナマは植民地として
は小規模であったが，スペイン帝国の全体にとっては地理的な背景から戦略上の重要地点であっ
た。なぜならば，ボリビアとペルーの鉱山で採掘されるすべての金銀は，このパナマを経てスペ
インに送られていたからだ。パナマでは，またしてもオランダ人海賊と対決することになるが，
今回はそればかりでなく，イギリスやフランスの海賊とも戦うことになった。ビベーロは 1628年，
国王に数件の許しを願い出た。それらは，テカマチャルコに戻ってエンコミエンダで生活するこ
と，オリサバの製糖工場での仕事に従事すること，ヌエバ・エスパーニャの首都メキシコ市にあ
る財産を管理すること，であり，それまでの長期間，パナマ総督且つアウディエンシアの長とし
てパナマに留まった。
ビベーロは 1636年にオリサバで 72年の生涯を終えた。彼の遺志に従って，遺体はテカマチャ

ルコに所在した聖フランシスコ修道院境内で聖堂の主祭壇地下にある墓地へ埋葬された。おそら
くそこには，いまもなお彼の遺骨が残っているはずである。
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さて，ここでは，ロドリーゴの出生地やノボイスパーノであることの誇りについての疑問を，
彼自身の言葉で解き明かしてもらうことにしよう。

「この章については皆さんが私を非難し得る部分もあろうが，私の生まれた西インド諸島の
ことを論じてみたい。この土地への賞賛は多くの作家が書き残している。渓谷の壮観や多種
多様な植物，常春の気候，他の王国領を悩ませる厳しい冬の寒さが無く，健康を害する要素
の乏しい，かくも比類の無い環境を有するヌエバ・エスパーニャ，それを他に見出すことは
難しいであろう。」2）

ビベーロがスペイン国王の忠実な臣下であったことには疑う余地がない。その一方で，彼はク
リオージョであり，ヌエバ・エスパーニャのより円滑な統治という観点から彼独自の展望を培っ
た。彼が国王へ送った自筆手記の数々から，その当時彼の故郷である大地からスペイン本国が資
源を搾取するやり方にビベーロが批判的だったことがうかがえる。「スペインはインディアス（訳
注：主にアメリカ大陸のスペイン領植民地）を貧困に追いやり，インディアスはスペインの富を増やしてい
る。外国人をスペインに入れず，中にいたものを追い出したが，それが一体どれほど好都合であっ
たのか？」3）

ビベーロは，副王やアウディエンシア（訳注：アメリカ大陸における司法・行政機関）の高官ほどではなかっ
たが，ヌエバ・エスパーニャ副王庁で非常に重要な地位を占めた。そして，メキシコ生まれの人
間をないがしろにして半島出身者を要職に就けている国王の処遇に反感を覚えていた。

「エンコミエンダに対する権利を，土地を獲得した者達以上に誰が持つというでしょうか。
マドリーの宮廷人たちはその祖先も含め拝領した土地，耕地や邸を一度も見たことがありま
せん。その土地を巡る戦で国王陛下のために血を流して闘った者の孫やひ孫たちは他者と同
等もしくはそれらを上回る能力を持つにもかかわらず，彼らをさておき，他の誰に，正当な
権利にもとづいて，報奨，爵位，役職を授けることができるのでしょうか。陛下から忘れ去
られた彼らが一体どんな罪を犯したのでしょうか。」4）

17世紀のヌエバ・エスパーニャが直面していたいくつかの大きな問題は，ビベーロの懸念材料
であった。それらは，インディヘナ（先住民）人口の劇的な減少や，延々と続く海岸線を持つイ
ンディアス全体を外国の海賊による攻撃から防衛する困難さであり，また，ヌエバ・エスパーニャ
経済の根幹をなす銀の産出量低下，などの問題であった。ビベーロは，これらの問題に関する十
分な経験を有していたため，マドリーの廷臣たちに辛辣な批判を浴びせた。

将軍との交渉

ロドリーゴ・デ・ビベーロと将軍がおこなった交渉の内容は，その状況の中で説明される。ビベー
ロがやむを得ず日本へ漂着した 1609年当時，スペイン人と日本人は対立関係にあった。マニラの
スペイン人の多くはヌエバ・エスパーニャ生まれだった。その数は 2,000人足らずであり，日本
がフィリピンへ侵攻してくることに怯えて暮らしていた。他方，日本人は，アジアにおけるスペ
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インの勢力拡大を不審の目で眺めていた。日本が恐れたのは，宣教師に続いて軍人たちがやって
きて支配するという，ヌエバ・エスパーニャやフィリピンで起きた事態が日本で起きることであっ
た。しかし，新たに将軍となった徳川家康は，ヌエバ・エスパーニャと直接交易の確立という大
望を抱いている旨を幾度も表明していた。
このドラマには他の役者も何人か登場する。彼らは，日本との通商拡大を狙っていたポルトガ
ル人やオランダ人の商人であり，カトリックの修道士たち，特にイエズス会やフランシスコ会の
者たちであった。それぞれが自らの権益を譲ることはなかった。16世紀の半ばから長崎に駐留し
ていたポルトガル商人が日本とおこなっていた交易は隆盛をきわめており，当時は両王国がとも
にフェリーペ 3世の支配下にあったにもかかわらず，従来からの競争相手であるスペイン人とそ
れを分け合ったところで見返りの得となるものは何ひとつなかった。一方，オランダ人はと言え
ば，まさにその頃，長崎港での商いに将軍の許可を受けていたし，イギリス人も 1613年に同様の
許可を手にすることになる。これらはスペイン人にとって良くない知らせであった。これらの利
権によって，オランダ人とイギリス人は日本におけるプレゼンスを高めていった。商業活動を推
進するのに加えて，オランダとイギリスは，幕府の内部で陰謀を巡らし，東南アジアを巡航する
スペイン艦隊に突発的な攻撃を加えるなど，ありとあらゆる方法を駆使して南アジアにおけるス
ペインのプレゼンスを潰すことに力を注いだ。
一方，伝統的にポルトガルの支援を受けていたイエズス会とスペインの支援を受けていたフラ
ンシスコ会は，自己の影響力増大をめざして盛んに競い合っていた。これらの会派が活動を強め
た状況は，仏教や神道の各宗派からの圧力を受けてキリスト教の布教活動を最小限に抑制する決
定を下していた将軍にとって，大きな気がかりであった。将軍は，ことあるごとに種々の修道会
へ警告を発して，大衆への宗教活動（特にフランシスコ会がおこなっていたのだが）をおこなわ
ぬようにはっきりと伝えていた。さらに，キリスト教に反対する仏教徒たちの暴動が日本の各地
で大きな騒ぎを引き起こしていた。
こうした時代背景の中で，ガレオン船サン・フランシスコ号の海難事故が起きた。ロドリーゴ・
デ・ビベーロは，素晴らしい建造物や重要ないくつかの町に案内されたことに言及しているが，
それ以外には，日本における 10ヶ月間の滞在中に自分がしたことについての詳細な記録を豊富に
提供しているわけではない。江戸（現東京）もしくは駿河（現静岡）ばかりではなく，京（現京都），
大坂（現大阪），伏見，堺，臼杵，他にはもっと小さな集落も訪ねている。多くの事柄がロドリー
ゴに賞賛の感情や関心をもたらし，日本人の組織力やその気質，清潔な町の様子や武士のパワー
を賛美する言葉を彼は残した。
彼を交渉の道に向かわせたのは二つの事柄であったように見える。ひとつは，日本国内での勢
力拡大を目論んでいたフランシスコ会が彼に及ぼした影響，そしてもうひとつは，戦略的思考を
持つ一軍人として，オランダ人のプレゼンスを日本から排除することをビベーロが望んだことで
ある。ビベーロは徳川家康を二度訪ね，二度目の会談では，両帝国間協定の骨子となる複数の提
案事項を提起した。

1．  スペイン帝国の敵国人であるオランダ人を日本国内から追放すること。

2．  銀の採掘に関する知識と技術を共有するため，ヌエバ・エスパーニャの鉱夫 50名の派遣を
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将軍が事前に要請しており，その件への回答として，ビベーロは，鉱山から採掘される利益
の半分を鉱夫たちに与え，残りの半分は将軍とスペイン国王が二分する旨の対案を出した。

3．  日本の港湾を開放すること。ヌエバ・エスパーニャ及びフィリピン船籍のすべての船舶が日
本に滞在している間，安全に碇泊できる環境を整備すること。

4．  日本国内で造船する必要が生じた場合には，その許可を与えること。また，それに必要な資
材のすべては，現地の相場価格で提供されること。

5．  スペイン人に信教の自由を与えること，また彼らを導く役割を担うカトリック聖職者の日本
入国を許可すること。

6．  スペイン国王が将来任命し日本に派遣する大使を，偉大なる国王の名代として接遇すること。
また，日本に住むすべてのスペイン人を裁く司法権を大使に与えること。

ビベーロによれば，二つの条項を除いて，将軍はこれらの「カピトゥラシオネス（協定条項）」
をすべて受け入れた。そのひとつは，銀の発掘による利益の分配法，もうひとつは，日本国内か
らのオランダ人の追放，であった。日本の銀山に潜在する資産をかくも不公平な分配に処すこと
は，家康が受け入れ得るものでなかったことは明らかである。同様に，オランダ人を追放するこ
とには，家康は常に反対だった。オランダ人を幕府に忠実な貿易相手だと捉えていたからである。
実際に，幕府が鎖国をおこなった時，西洋諸国の中で唯一の例外扱いとしたのはオランダの商人
たちであった。
しかし，家康は，ビベーロが提起した他の協定条項を受諾し，スペイン国王のフェリーペ 3世

が迅速に批准するように意を尽くした。そうした趣旨の下に，フランシスコ会のアロンソ・デ・
ムニョス修道士をヌエバ・エスパーニャの副王とマドリーの国王に宛てて派遣する特使に任命し
た。その上，ビベーロに対しては 4,000ドゥカード（訳注：「ドゥカート」や「ダカット」の呼称でも知られる金
貨）とヌエバ・エスパーニャへ帰還するための船を貸し与えた。ムニョスは，帰国をめざすビベー
ロや銀の採掘に関心のある京都と大坂の商人たち 21人とともに，アカプルコへ向かう船に乗った。
この船は，当時相談役として将軍の側近くに仕えていたウィリアム・アダムスによって建造され
たものであった。アダムスは，かつてはオランダの艦船に雇われていたイギリス人の船乗りであ
る。ビベーロは，この船に自らサン・ブエナベントゥーラと命名した。サン・ブエナベントゥー
ラ号は日本で造られた船としては初めて広大な太平洋を横断することになった。彼らは，1610年
8月 1日，東京の南部に位置するウラワ（訳注：浦賀）を出航した。そして，同年 10月 27日に，現
在はサン・ブラスと呼ばれるナジャリット州のマタンチェルに到着し，11月 13日にはアカプル
コへ入港した。
サン・ブエナベントゥーラ号がマタンチェルに到着したその日付で，ビベーロは，将軍と交渉
した協定の主な利点を強調する主旨の書簡を作成し，フェリーペ 3世宛に送った。

1．  日本におけるキリスト教の布教。「聖職者がおらず教会がないところで信仰に背き得る多く
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の魂に施す善」

2．  スペイン王国にとっての利益。「国王陛下並びに王国の財産。日本には，好戦的な人々が多く，
数箇所は難攻不落と呼べるほどの地勢的な堅固さを有するため，征服を企てることはできま
せん。かかる困難さも，精神を改良する武器を用いれば，減ずることが可能でありましょう。」

3．  オランダ人が完全に定住する事態の回避。太平洋を航行するスペイン船舶の安全確保。マラッ
カ諸島におけるスペインのプレゼンス堅持。

4．  ヌエバ・エスパーニャとフィリピンを結ぶ船舶が日本の港に停泊すること。乗員の一部には
定住が許されること。それによって，新しい探検と発見の可能性が高まること。

5．  日本での一般船舶とガレー船の建造。「私は，世界中で，日本ほど見事に，しかも安価に船
が作れる場所を他には存じません。」

6．  「スペインやインディアスで好まれており需要が見込まれる品々，即ち，豊富な毛織物，藍，
赤いコチニール染料，皮革，フェルト，フレサーダ（訳注：小麦粉，牛乳，バターで作られる食品）や
その他の産品を輸出することで多大な利益を得ることができる」そういった物産の存在や
十分に想定される豊かな金山や銀山の所在で大きな魅力に富む日本とヌエバ・エスパーニャ
が直接交易の関係を結ぶこと。

ビベーロに迷いはなかった。彼は日本との海上交通や直接交易を始める構想の支持者であり，
スペイン王室がマニラとの海運を保持するかそれとも日本との新しい海運を確立するかの二者択
一で決断せねばならない場合には，後者の利益がより大きい，と断言するまでに至った。この協
定は，カトリック教の布教に役立ち，アジアにおけるスペイン王国の影響力を拡大し，日本にお
けるオランダの勢力拡大を妨げ，スペインとヌエバ・エスパーニャの交易と経済を多様化するこ
とに資する，とビベーロは確信していた。
しかし，ビベーロがアカプルコに到着すると，フィリピンの当局者や商人たちは国王に対して
特に次の二点を強調し，提起された協定に強く異議を申し立てた。第一点目は，日本人たちが遠
洋航海を実施可能な船舶の建造技術を習得することとなり，日本がフィリピンを侵略する危険性
を増大させる。 第二点目は，ヌエバ・エスパーニャと日本の直接交易の開始は，アジア全域で交
易する機会をフィリピンが失うことを意味する。つまり，日本産品が高品質で値段も安いことか
ら，ヌエバ・エスパーニャの産品で「売れるものが何もない」という状況を招くからである。こ
うした批難は，マドリーの宮廷人たちの一部に説得力を持つように見えた。なぜならば，彼らは，
ヌエバ・エスパーニャが他の国々と直接交易をすることに反対しており，長崎のポルトガル人商
人やイエズス会修道士の擁護を図っていたからだった。そして，これら二つの集団は，スペイン
人商人やフランシスコ会修道士たちを日本から遠ざけた状況の維持に関心を抱いていたのであ
る。
アロンソ・デ・ムニョスとロドリーゴ・デ・ビベーロが，協定の締結を目指し，マドリーの王
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宮に向かう旅をしている間，副王ルイス・デ・ベラスコは，この好機を利用して，特使セバスティ
アン・ビスカイーノの日本派遣を決断した。その目的は，ビスカイーノ特使を将軍に面談させて
ビベーロへの歓待に公式な謝辞を届けること，また，ビベーロがヌエバ・エスパーニャに帰国す
る際に同行してきた日本人たちを本国に帰還させること，であった。ただし，実際のところは，
金銀で溢れる様子が伝説となった島々の位置をつきとめる目的で日本の北部地域に探検団を派遣
する計画を，副王ルイス・デ・ベラスコがかなり以前から練っていたようである。ビスカイーノは，
1611年の 3月にアカプルコを出帆し，同年 6月 10日に日本へ到着した。
ビベーロは外交交渉の才に恵まれていたが，ビスカイーノはそれに欠ける言動をおこなった。
少なくとも日本に到着した時点では，将軍に謁見した際も，自らが弱い立場にあると認識してい
なかった。加えて，ビスカイーノの訪日が密命を帯びていた事実は，表向きの使命遂行にも有利
に働くことはなかった。その密命は，日本人に気づかれてしまう結果となったのだが，ヌエバ・
エスパーニャへの帰途を利用して「金の島」や「銀の島」という呼称でスペイン人たちがその存
在を信じていた島々を発見し，領有することであった。その密命に関わる問題点は，スペイン人
に対する将軍の不信感を強めたという結果にも見られるが，ビベーロが時宜を得て指摘し，後年
実証された通り，これらの諸島は征服欲旺盛な航海者達や新たな富に貪欲な商人たちの想像力の
中にのみ存在していたという原因にも，指摘できるのである。
セバスティアン・ビスカイーノの任務に日本人が不審を抱いたもうひとつの理由は，スペイン
船舶の停泊に必要な水深を測る名目でおこなう東部沿岸の視察に対する許可をビスカイーノが願
い出たことであった。この要請は将軍が許可したものの，ウィリアム・アダムスがその機会を捉
えて将軍に助言した。即ち，このような調査を実施する慣習は欧州に存在せず，スペインが将来
的に日本を武力侵略する計画の兆しともとれる，と示唆したのである。
ビスカイーノが日本を発った時点では，日本人が抱いた疑惑は大きく膨らんでいた。ヌエバ・
エスパーニャに戻るという名目ではあったが，実際には，有名な島々の所在を確認する航海であ
り，不運なことに時化や台風に遭遇し，装備が不十分だったガレオン船は完全に破壊され，再び
日本へ戻り将軍に援助を乞う状況に追い込まれた。とはいえ，当然ながら，将軍はビスカイーノ
への信頼を失っており，会見すら拒絶した。ビスカイーノは，一年後の 1614年初頭，支倉常長に
同行する形で，ようやくヌエバ・エスパーニャへの帰還を果たした。支倉常長は，ヌエバ・エスパー
ニャ副王，スペイン国王，ローマ教皇を訪れる役目を与えられたが，将軍の特使ではなく，地方
の一大名である仙台藩主伊達政宗の特使であった。
セバスティアン・ビスカイーノと，両帝国間に協定を締結する構想を数年間推進してきたフラ
ンシスコ会士ルイス・ソテロに同行して，支倉常長は 1613年 10月 28日に仙台を出帆し，3ヶ月
後の 1614年 1月，アカプルコへ到着した。支倉は，より多くのフランシスコ会修道士を日本に派
遣する件の認可をスペイン国王とローマ教皇に要請する任務を帯びていた。支倉一行は，ヌエバ・
エスパーニャに 4ヶ月間滞在して，副王やカトリック教会の代表者たちから厚遇を受けた後，ス
ペインへ向けて船出した。スペインには 1614年 10月に到着した。一行がヌエバ・エスパーニャ
に印した足跡は，一人のアステカ貴族が書き綴った『チマルパインの日記』に詳述されている。（同
日記のナワトル語からスペイン語への翻訳には，ミゲル・レオン・ポルティージャの抄訳とラファ
エル・テーナの完訳がある。）
支倉常長はスペインとイタリアでフェリーペ 3世とローマ教皇パウロ 5世から歓待され，その
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滞在は約二年に及んだ。マドリーでは，スペイン国王立会いの下に受洗した。しかしながら，そ
の可能性が極めて高い事柄として，伊達政宗によるフェリーペ 3世とローマ教皇パウロ 5世に面
談する使節の派遣は，将軍の承諾を得ておらず，実際に将軍が発した日本国内でのキリスト教禁
令に反する行為であったため，まさに支倉常長がスペインとイタリアを旅していた数ヶ月の間に，
将軍がその禁令強化を決断する要因となったようだ。最終的には，将軍がすべてのカトリック修
道会の活動に対して適用した禁令措置についての知らせも数多く（欧州に）届くところとなり，
政宗が派遣した使節団も失敗に終わった。使命の達成に挫折した常長は，ヌエバ・エスパーニャ
へ 1618年に戻り，その後，フィリピンに向かった。そして 1620年に至るまで日本へ戻ることは
できなかった。
この遣欧使節団の失敗を理解するには，1612年以降，徳川家康は日本とヌエバ・エスパーニャ

の交易や直接的な通信を望む意思を明示していたものの，日本国内でのキリスト教布教に関して
は若干の留保を表明していた，という点を強調せねばならない。しかしながら，修道会の活発な
布教ぶりを観察する中で，こうした留保は，各修道会への完全なる拒絶に姿を変えた。支倉常長
と同じ船でアカプルコに帰還を果したビスカイーノを介して届けられたヌエバ・エスパーニャ副
王宛書状に，家康は次のように述べている。

「貴国における教義は，我々のものとは完全に異なります。それゆえ，我々には不都合な
ものだと確信しております。仏教の経典には，改宗する気持ちを持たない者を改宗すること
は難しいと記されております。したがって，当地における貴教義の布教に終止符を打つこと
が良策だと存じます。他方，交易船の航行頻度を高め，関係の強化をはかっていただきたい。
貴国の船は例外なく…どの港にでも入港することが可能であります」5）

こうした状況下で，スペイン国王はこの協定を批准しなかった。宮廷内部では大きな懐疑が浮
上し議論には何年もが費やされた。将軍に宛てたフェリーペ 3世の返信は 1615年 10月に宛先へ
届いたが，その中には日本とヌエバ・エスパーニャ間に直接貿易と海上交通を開設する提案への
回答すら盛り込まれていなかった。具体的には，将軍宛のフェリーペ 3世返書を届ける使者とし
て，スペイン王室は 3人のフランシスコ会士を任命した。ディエゴ・デ・サンタ・カタリーナを
団長とする修道士（大使）たちは，1613年 6月にスペインを出立し，同年 10月にはメキシコ市
へ到着していた。しかしながら，将軍がキリスト教禁令措置を強めたとの知らせをビスカイーノ
が日本から持ちかえったために，副王フェルナンデス・デ・コルドバの訓令で，三名の使者は国
王からの次なる指示があるまで，メキシコ市に逗留することとなった。新たな訓令は，1614年の
12月に，将軍宛の新たなスペイン国王書簡という形で，副王へ届いた。その親書の文面では，ヌ
エバ・エスパーニャと日本の間に海上交易や直接交渉を確立する可能性のすべてが排除されてい
た。
フランシスコ会士である大使らは，ヌエバ・エスパーニャに 1年以上滞在した後の 1615年 4月，

ようやくアカプルコを出帆し，同年 8月に日本へ到着した。将軍は，2ヶ月待たせた上で彼らと
の謁見に臨んだが，大使らには言明の余地を与えなかった。その当時，徳川幕府は，あらゆる修
道会の宣教師たちを国外追放に処す令を発布していた。大使の役目を果たせなかった修道士たち
は，手ぶらのままで，1616年 7月に日本を去り，フィリピンへ向かった。
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ここまでに示してきた通り，両帝国に見られる宗教上の大きな相違点や後の外交交渉で発生し
た失態・誤解などは，ビベーロと将軍との間で交渉された協定事項にとって，克服困難な障害と
なった。また，かかる構想へのあからさまな反対意見が，マニラ商人や長崎のポルトガル人商人
からも湧き起こった。彼らは，日本とヌエバ・エスパーニャの直接交易が自分たちの利害を脅か
すものだと感じていた。他方，1549年（訳注：「1548年」を修正）にフランシスコ・ザビエルが到着し
て以降日本にプレゼンスを築いたイエズス会は，フランシスコ会の影響拡大を好意的に眺めてい
たわけではなかった。これらの反対意見が収集された時点で，日本との直接交易をヌエバ・エス
パーニャに認める妥当性を訝る見方がスペイン宮廷内に現れた。しかし，日本におけるキリスト
教の禁止があらゆる疑義を一掃した。
こうして，交渉からわずかな期間を経た後，ビベーロと将軍が交渉した協定は顧みられぬ存在
となり，放置された。フアン・ヒルが的確に指摘している通り，相互の目的の間に横たわる隔た
りが大きすぎて，共通の関心もそれらを解消するには至らなかった。スペイン人との関係をすべ
て中断した日本の措置に呼応する形で，スペインは 1635年に発した王令で，対日関係を終了した
と布告した。さらに 1638年，以前に指摘した如く，長崎湾内の出島に通商代表部の維持を認めた
オランダのみを例外として扱う一方で，欧州諸国すべてと日本の関係を将軍は断絶した。
実質的に，それがあらゆる対外交流の中断を意味したわけではない。例えば，1732年にメキシ
コ市で日本語に関する一冊の書籍が発行された事実は，中国やフィリピンを介した交流が不定期
的にせよ継続していたことを想像する余地を与えてくれる。最近の研究によると，支倉常長に随
行した幾人かの日本人は帰国せず，ヌエバ・エスパーニャにとどまった。また，日本が西欧世界
に門戸を閉じていた長い時代の中で，それ以外の日本人が，おそらくはキリスト教に改宗して洗
礼名を名乗る形で，フィリピンを経由しヌエバ・エスパーニャへ辿りついたであろう。

おわりに ― ロドリーゴ・デ・ビベーロの再発見 ―

日本が世界の国々からほぼ完全に孤立した状態で 200年以上の歳月を過ごし，1854年に横浜へ
アメリカの黒船（7隻）が来航したことで，幕府は鎖国政策の終結を決断した。ペリーの名は当
時のメキシコでよく知られており，提督が日本を開国させたという知らせは，メキシコで注目さ
れたはずである。そのわずか 7年前の 1847年，アメリカ合衆国がメキシコに侵攻し，ベラクル
ス港を武力で包囲・占拠した。その攻撃も同じペリーが指揮したのである。日本が鎖国を解いて
から 1年後の 1855年 12月，名高い政治家にしてリベラルな作家のホセ・ホアキン・ペサードは，
イグナシオ・クンプリード発行の雑誌 La Ilustración Mexicanaに，完本ではないがロドリーゴ・デ・
ビベーロ著 La Relación del Japón（訳注：『日本見聞記』）の写本を掲載した。ペサードは 1801年にサン・
アグスティン・デル・パルマールで生まれており，その地がテカマチャルコに非常に近い場所で
あったことを指摘することは興味深い。つまり，ペサードはロドリーゴ・デ・ビベーロと同じ地
方の出身なのである。Relación...の原稿に関する短い注釈で，ペサードは以下のように述べている。

この原稿は，オリサバでその博識ゆえに刮目に値する人物であるマヌエル・モンテス・ア
ルゲージェス氏が所蔵する書類の中から発見し，そこから出版社へ渡すために転写したもの
である。ビベーロは副王によりフィリピン総司令官に任じられ，その職務を遂行するためフィ
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リピンに渡った。そして任を終えた帰国の途次で，この文書で描写されるように海難と遭遇
し，一時期を日本で過ごすことになった。彼の Relación...が完結していないのは遺憾である。
私としては，デル・バリェ伯爵家古文書館に Relación...の検索を要請してみたが，残念ながら，
そこには存在しなかった。その作者は，重要人物であり，且つ，尋常ならざる教養の持ち主
であったことが知られる。6）

ペサードは，日本の開国への明確な言及をしていないが，彼がそのニュースを承知していたこ
とや，当時の新たな状況下で，完全な版ではないにせよ Relación...の発行が格別に望ましいと考
えた，ことまでは我々も推測できる。そういう意味からすれば，それを提案したわけではないに
せよ手稿本に触れる機会をペサードに提供した人物は特筆に値する。マヌエル・モンテス・アル
ゲージェス（1780－ 1835）である。彼はクリオージョで，アシエンダの領主であり，ベラクルス
州オリサバの市長を務めた。また，メキシコ帝国独立憲章の署名者 35名の一人であり，暫定統
治最高会議のメンバーでもあった。弁護士であり，1823年には連邦下院議員でもあった。同様に，
メキシコの独立をめざした秘密結社「ソシエダー・デ・ロス・グアダルーペス」のメンバーでもあっ
た。この結社は，寡頭体制に所属する人物たちで構成されていた。（フランシスコ・マルティン・
モレーノの説によれば，彼らのメンバーには伯爵や公爵，医師や弁護士，商人がいた。）ロドリー
ゴ・デ・ビベーロの子孫であり，バジェ・デ・オリサバ伯爵のディエゴ・アンドレス・ウルタード・
デ・メンドーサも同じ組織の一員であった。

注

１）  本稿は，メキシコの月刊文芸誌 Letras Libres 2011年 5月号（東日本大震災に遭遇した日本に捧
げる特集号）に掲載されたルイスカバーニャス前駐日メキシコ大使（2004年－2011年）の寄稿
“El novohispano que negoció con el shogún” を在日メキシコ大使館が和訳したものである。

２）  Rodrigo de Vivero, Tratado económico político de lo que concierne a los gobiernos de España, p.64.

３）  Ibídem, p.38.

４）  Ibídem, p.66.

５）  徳川幕府から副王ルイス・デ・ベラスコへの書簡の内容については，Francisco Santiago Cruz著 

Relaciones diplomáticas entre la Nueva España y el Japón, México, Editorial Jus, Colección México 

Heroico, 1964, p.30を参照。
６）  Rodrigo de Vivero, “Relación del Japón”, en La ilustración mexicana, Tomo V, México, 1855を参照。
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〈論　　文〉
軍政下ブラジルの記録映画に描かれた

ヴァルガスのカリスマ性

住　田　育　法

Ⅰ　はしがき

2010年における，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，1980年にルイス・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）で始まった ABCパウリスタ地区の労働運動が，新しい展開を迎えている。9

年前の 2002年大統領選挙にはルラが，新自由主義を掲げる与党ブラジル社会民主党（PSDB）と

Resumo

De acordo com os documentários produzidos durante o regime militar no Brasil 

(1964－1985): Getúlio Vargas, Os anos JK e Jango, pretendo analisar a importância das 

imagens que retratam o presidente Getúlio Dorneles Vargas.

Após a República Velha (1889－1930), época da soberania política da elite mineira e 

paulista, chamado de período “café com leite” (quando se alternavam candidatos de São 

Paulo e de Minas Gerais), a Ditadura Vargas (1930－1945) se estabeleceu fortemente 

contra esse acordo vigente. Pode-se perceber que a influência política de Vargas só 

terminou na década de 1990, com a emergência de F. H. C. (Fernando Henrique Cardoso).

Há 37 anos atrás, quando frequentava o curso de Pós-graduação do Instituto de Letras, 

no Rio de Janeiro, enquanto aluno do convênio da Universidade de Estudos Estrangeiros 

de Kyoto com a Universidade Federal Fluminense, tive oportunidade de ler vários artigos 

publicados em revistas e jornais, bem como assistir ao documentário sobre Getúlio Vargas.

Em agosto de 2004, no 50º aniversário de sua morte, ao visitar Niterói, participei da 

conferência evocativa dos 50 anos da morte de Getúlio e também pude ler alguns artigos 

de revistas e jornais então publicados.

Da análise efetuada, parece-me que ainda existem muitos getulistas no Rio, visto que 

Vargas atribuiu a esta cidade, capital federal naquela época, uma importância especial para 

a centralização do Brasil. Por outro lado, os paulistas parecem não gostar de Vargas devido 

à revolução trágica dos constitucionalistas de 1932.

Nos três filmes referidos, observei as imagens que revelam o aspecto carismático de 

Getúlio Vargas.

キーワード
　　記録映画，カリスマ，民主主義，選挙運動，ポピュリズム，ナショナリズム
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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運動党（PMDB）も取りこんで野党であった
労働者党（PT）が勝利した。この状況が 2010年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，古都リオデジャネイロのように低所得者層の居住区が労働者党（PT）
のディルマ・ルセフ（Dilma Rousseff　生 1947年－，以下，ディルマと記す）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 1）。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
政治家のジェトゥリオ・ドルネーレス・ヴァルガス（Getúlio Dornelles Vargas　生 1882－没 1954

年，以下，ヴァルガスと記す）やミナス・ジェライス州出身のジュセリーノ・クビシェッキ・デ・
オリヴェイラ（Juscelino Kubitschek de Oliveira　生 1902－没 76年，以下，クビシェッキと記す）
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年で」という開発優先の理念である。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の一
員であるという楽観的な国際的評価や資源大国の現実，中間層増加などの現実が高い支持層に繋
がったのである。決して，貧者のみの政策が成功したのではない。
本稿では，20世紀に労働者の地位向上に努めたカリスマ 2）指導者ヴァルガスを描いた記録映画

がブラジル軍政下の 1974年に公開された 3）点に注目して，ブラジル政治における映像文化の重
要性を考察しようとするものである。政治を扱った記録映画を検閲の厳しい時代に制作するにあ
たって，映画人がどのように客観性を求めたのかについても観察したい。

Ⅱ　軍事政権とブラジル映画

1964年 3月の軍部のクーデターによってジョアン・ベルシオール・マルケス・ゴラール（João 

Belchior Marques Goulart　生 1918－没 76年，愛称 Jango（ジャンゴ），以下，ゴラールと記す）
の左翼的民族主義の政権が否定され，開発優先の権威主義的政府が誕生した。これによって，親
米反共の軍事政権が 21年間続き，大統領全員が軍人という，いわば軍部主導の政権であったため，
人権抑圧などの暗い側面もみられた。1964年 4月にクーデターを指揮したウンベルト・デ・アレ
ンカール・カステロ・ブランコ（Humberto de Alencar de Castello Branco　生 1897－没 1967年，
以下，ブランコと記す）将軍が大統領に就任し，65年の軍政令第 2号の公布により，既存政党の
解散と与党の国家革新同盟（ARENA）と野党のブラジル民主運動（MDB）の 2大政党制への再
編がなされた。1967年のアルトゥール・ダ・コスタ・イ・シルヴァ（Arthur da Costa e Silva　生
1902－没 69年）大統領の就任時に，ブランコによって準備された新憲法が発効したが，シルヴァ
大統領は 1968年に軍政令第 5号を公布し，1967年憲法では謳っていない大統領の非常大権を承
認させた 4）。
ここで「ヴァルガス革命」から軍政誕生に至る略年表を示しておきたい。

1930年　「ヴァルガス革命」。
1932年　サンパウロの反ヴァルガス内戦。
1937年　ヴァルガス「新国家体制」樹立。
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1945年　ヴァルガス「ブラジル労働党」結成。ヴァルガス下野。
1950年　ヴァルガス大統領選挙に当選。
1951年　ヴァルガス大統領就任。
1953年　  ヴァルガスが労相にゴラール，法相にタンクレード・デ・アルメイダ・ネヴェス

（Tancredo de Almeida Neves　生 1910－没 85年，以下，ネヴェスと記す）任命。
1954年　ヴァルガス自殺。
1955年　クビシェッキ大統領に当選。
1956年　クビシェッキ大統領就任，ゴラール副大統領に。
1959年　キューバ革命。
1960年　  クアドロスが大統領に，ゴラールが副大統領に当選。ブラジリア遷都。ゴラール，ソ

連訪問。
1961年　  副大統領ゴラール，毛沢東の中国訪問。ゴラール昇格により大統領就任。ネヴェス首

相に就任。
1962年　ネヴェス首相辞任。
1963年　米国，ケネディー暗殺。
1964年　  クーデターにより軍事政権発足。米国，クーデター支持。ゴラール，ウルグアイに亡命。

軍政下における「新しい映画」第 2期 5）は，軍政開始の 1964年から，検閲などを定めた悪名高い「軍
政令第 5号」が布告された 1968年までである。ポピュリズム対権威主義，という対立の構図が顕
著となる中で，グラウベル・ローシャ（Glauber Rocha　生 1939－没 81年，以下，ローシャと記す）
監督の『狂乱の大地』（1967年）が発表されている。
これに先立つ軍政直前の 1963年に，グラシリアーノ・ラモス・デ・オリヴェイラ（Graciliano 

Ramos de Oliveira　生 1892－没 1953年，以下，グラシリアーノ・ラモスと記す）の小説を映画
化したネルソン・ぺレイラ・ドス・サントス（Nelson Pereira dos Santos　生 1928年－，以下，
ネルソンと記す）監督の『乾いた人生』が発表され，これが「新しい映画」第一期の代表的作品
とみなされた。さらに，日本では『黒い神と白い悪魔』の題で公開された，ローシャ監督の『太
陽の地の神と悪魔』（1963年）などが制作されている。ネルソン監督の『乾いた人生』（1963年）
は，はじまりと終わりが同じような場面になっている。映画の最初の画面では，近くを通る牛車
の軋む音が聞こえる中，乾いた大地に貧しい牧夫の家族が現われる。映画の最後は，再びめぐっ
てきた干ばつから逃がれて，近くに牛車の音を聞きながら，主人公たちが乾いた大地に消えてい
く映像となっている。殺人の場面が頻繁に登場するブラジル映画のなかで，そうした暴力シーン
がないことから，この作品は教育の現場でもよく利用されている。ネルソン監督が文学作品を利
用したのは，自ら作品のシナリオを書くことで悩んだ末に，すでに乾燥の大地の生活を巧みに描
写した名作を利用することにしたという経緯 6）によるが，結果として，ナショナリズムを掲げる
軍事政権の検閲を逃れることができたと判断できる。ローシャ監督の『太陽の地の神と悪魔』も，
『乾いた人生』同様，はじまりのシーンが印象的である。ヴィラ・ロボス（生 1887－没 1959年）
の曲とともにタイトルバックで登場するのは，北東部の半乾燥地帯の空からの風景である。主人
公の牧童が，地方ボス（coronel）である地主を山刀で殺し，追っ手の用心棒の攻撃に立ち向かう
場面には，ヴィラ・ロボスの曲が利用され，映像とのコンビネーションが見事である 7）。ローシャ
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監督の作品は北東部のコルデル文学（Literatura de cordel　紐の文学 8））にテーマを求めることで
検閲を回避できたといえる。
「軍政令第 5号」布告の翌 1969年にシルヴァが病死したため，軍の評議会は後継大統領にエミー
リオ・ガラスターズ・メディシ（Emílio Garrastazu Médici　生 1905－没 85年，以下，メディシ
と記す）を選出した。このシルヴァとメディシの 2つの政権で，軍部の政治力を基盤に経済の専
門家などの技術官僚を積極的に登用し，識字運動などの社会統合によって近代化を目指す，開発
戦略 3カ年計画（1968－70）が実施された。続いて国民のさらなる所得増を目的とした第 1次国
家開発計画（1972－74）が実行され，「奇跡」と呼ばれた高度成長期を迎える。それは数字の上で，
年率 10％前後を維持し続けた経済成長率のみではなく，総合的な開発計画により社会的間接資本
の整備が進み，工業化も輸出競争に耐えるまでに達した成長の過程であった。しかし貧富の格差
が拡大し，やがて世界経済の後退と民主化を求める国民の声が高まる中，経済の開放と政治の民
主化を選択することになる 9）。
「新しい映画」の第 3期は，軍政の弾圧や検閲をかわすために，寓意や文学，歴史のなかにテー
マを求めることになるが，1968年から 1972年までという，「新しい映画」最後の時期である。
1969年にはブラジル映画配給公社（EMBRAFILME）が創設され，軍事政権の指導のもとに，映
画制作がすすめられることになった。この時期の代表作は，ローシャ監督の『太陽の地の神と悪魔』
の続編『アントニオ・ダス・モルテス（聖戦士に対する悪しき竜）』（1968年），ジョアキン・ペドロ・
デ・アンドラデ（生 1932－没 88年）監督の『マクナイーマ』（1968年），ネルソン監督の『わた
しが食べたフランス人』（1970年）などである。
白黒作品の『狂乱の大地』や『太陽の地の神と悪魔』と違って『アントニオ・ダス・モルテス

（聖戦士に対する悪しき竜）』（1969年）は，ローシャ監督のカラー作品である。そのため，北東
部奥地の絵画的な風景や色彩豊かな人びとの衣裳，さらにフォルクローレの唄などを堪能できる
内容になっている。とくに，軍政の検閲をかわすために，寓意がこめられた婉曲な表現となって
いる。結果として，この曖昧さゆえに，ブラジル社会の抱える多元性や移動性を描いているとい
える。地主に雇われた用心棒（ジャグンソ）が匪賊（カンガセイロ）に変身し得るし，その逆も
ある。伝統的な支配者である地主が民衆に勝利することもあるし，土地を持たない民衆が地主に
勝利することもある。映画の最後で勝利するのは，奴隷のような立場の黒人の聖戦士であり，成
敗されたのは悪しき竜たる地主であるが，竜は「軍政」を連想させる 10）。

Ⅲ　「政治開放」以降の映画

1974年に就任したエルネスト・ガイゼル大統領が進めた「民主主義への漸進的移行」と「政
治開放」のもとで新聞や映画などの権閲が軽減され，この開放政策を後任のジョアン・フィゲイ
レード大統領がさらに拡大させ，79年に政党結成を認める新法が成立した。与党の国家革新同盟
（Arena）が民主社会党（PDS）に，野党のブラジル民主運動がブラジル民主運動党（PMDB）に
それぞれ生まれかわった。サンパウロの労働運動から労働者党（PT）が結成され，民主労働党（PDT）
やブラジル労働党（PTB）も登場した 11）。
ヴァルガスの棺の横に，クビシェッキ，ゴラール，ネヴェスが寄り添い，ヴァルガスの遺書の
朗読ではじまる，アンナ・カロリーナ（Ana Carolina　生 1949年－）監督・著作の記録映画『ジェトゥ
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リオ・ヴァルガス』（1973－74年）12）が，1974年に公開された（写
真 1）。ヴァルガスの自殺から 20年目のこの作品は，後の民主化
を予感させた。その 10年後の大統領選挙でネヴェスが当選を果
たしたのである。
さらに，「民主主義への漸進的移行」と「政治開放」のもとで

19世紀の小説『イラセマ』の登場人物，インディオの娘と白人
の征服者の関係を隠喩に用いて，アマゾン縦断自動車道路に代
表される軍政下のアマゾン開発の陰に存在する惨めな現実を批
判した，ジョルジェ・ボダンスキ（Jorge Bodanzky　生 1942年
－）監督の『イラセマ』（1974年）が作られた。同じくアマゾン
開発に疑問を投げかけた作品では，カカ・ディエーゲス（Cacá 

Diegues, 本名 Carlos Diegues　生 1940年－）監督の『バイバ
イ，ブラジル』（1979年）が優れている。シコ・ブアルケ・デ・
オランダ（Chico Buarque de Hollanda, 本名 Francisco Buarque 

de Hollanda　生 1944年－）がテーマ曲を歌い，ベティ・ファリ
ア（Betty Faria, 本名 Elisabeth Maria Silva de Faria　生 1941年－）やジョゼ・ヴィルケル（José 

Wilker de Almeida　生 1947年－），ファビオ・ジューニオル（Fábio Júnior, 本名 Fábio Correa 

Ayrosa Galvão　生 1953年－）らが出演し，海外の興業でも成功を収めた。
ブラジルに帰化したアルゼンチン生まれのエクトール・バベンコ（Héctor Eduardo Babenco　
生 1946年－）監督の『ルーシオ・フラーヴィオ，傷だらけの生涯』（1977年）も，軍政下の警察
組織の腐敗を暴露した作品である。バベンコはこの他，ストリートチルドレンの問題を扱った『ピ
ショット』（1980年）や牢獄内の描写が評判となった話題作『蜘蛛女のキス』（1984年）を発表
している。
ブラジル人を「ガイジン」と呼ぶ，サンパウロに渡った日本人移民を扱ったチズカ・ヤマザキ

（Tizuka Yamasaki　生 1949年－）監督の『ガイジン，自由への道』（1979年）やサンパウロの労
働運動を取りあげ，女優フェルナンダ・モンテネグロ（Fernanda Montenegro　生 1929年－）が

妻と母親役をみごとに演じ，ベネチア映画祭でグランプリを受
賞したレオン・イルツマン（Leon Hirszman　生 1937－没 87年）
監督『彼らは喪服を着ない』（1980年）もこの時期の作品である。
さらにこのとき，クビシェッキを中心にヴァルガス自殺から軍事
クーデターまでの政治史を描いた，後で述べるシルヴィオ・テン
ディレール（Silvio Tendler　生 1950年－）監督の記録映画『JK

時代―ある政治的軌跡』（1980年）13）が，一般の映画館で上映さ
れ，好評を博した（写真 2）。
この他，文学作品に基づくものに，ジョルジェ・アマード（Jorge 

Leal Amado de Faria　生 1912－没 2001年）の小説を映画化した
ブルーノ・バレット（Bruno Barreto　生 1955年－）監督の『フロー
ル婦人とふたりの夫』（1976年）と同監督の『ガブリエラ』（1984

年），グラシリアーノ・ラモスの小説を扱った，ネルソン監督の『牢

写真 1　ビデオの表紙

写真 2　DVDの表紙
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獄の思い出』（1983年）がある。
記録映画では軍政終焉前年の 1984年に，シルヴィオ・テンディ
レール監督がゴラールを描いた『ジャンゴ』（1984年）14）を制作
している（写真 3）。当時の政治の展開をみると，大統領直接選
挙を実施する憲法修正案が 1984年に連邦議会で否決されたため，
民政移管は，1985年の間接選挙によって実行されることになっ
た。軍政継承の民主社会党（PDS）が支持するパウロ・マルーフ
（Paulo Salim Maluf　生 1931年－）と，自由戦線（PFL）とブラ
ジル民主運動党（PMDB）が推す民主同盟（AD）のネヴェスが
立候補し，国会議員全員と州議会代表からなる代議員投票でネ
ヴェスが勝利した。しかし，ヴァルガス政権の大臣や 1962年の
議院内閣制の首相を歴任した高齢のネヴェスは，病気で急逝し，
マラニョン州出身のジョゼ・サルネイ（José Sarney　生1930年－）
副大統領が大統領に昇格した。軍政期には民主社会党の党首で
あったサルネイが，大統領選挙のときは，ブラジル民主運動党に入党し，軍政 2大政党の与党と
野党は流れをひとつにして，軍政が終わったのである。

Ⅳ　記録映画『ジェトゥリオ・ヴァルガス』に描かれたカリスマ性

1974年に，ブラジル国リオデジャネイロ（以下，リオと記す）州ニテロイ市にあるフルミネン
セ連邦大学（UFF）に留学 15）していたとき，ヴァルガス没後 20年という節目の年であったため，
筆者は，雑誌の特集記事や記録映画を見る機会に恵まれた。さらに，没後 50年の 2004年 8月に
も筆者はニテロイ市に滞在し 16），ヴァルガス政府批判の映画「オルガ」17）を見たり，記念のシン
ポジウムに参加することができ，リオやサンパウロの新聞の特集記事 18）を読むことができた。そ
の成果についてはすでに発表している 19）が，本稿では記録映画『ジェトゥリオ・ヴァルガス』に
描かれた指導者ヴァルガスのカリスマ性の視点から，再び考察するものである。
ヴァルガスの支持者はリオに多く，逆にサンパウロでは，ヴァルガスの業績は否定的に見られ
ているようである。その理由は，ヴァルガスが首都リオを国家統合の拠点として重視し，今でも
市民が誇りとしうる文化遺産 20）がリオには残っているが，逆にサンパウロでは，ヴァルガス政権
が激しく攻撃した 1932年護憲革命 21）の悲劇が未だ鮮明に記憶されているからであろう。また，
研究分野別に見ると，一般に歴史家の場合，ヴァルガスへの評価が高いが，ジャーナリストや作
家では，その評価は低くなっている。要するに，ヴァルガスが生きた時代に，ブラジルという国
が近代化を進め，世界にその存在を強くアピールし始めたことが歴史家によって評価 22）され，他
方，ヴァルガス政府の最悪の政策が「検閲」であったとみなされる 23）ため，報道や出版に携わる
人たちにとってヴァルガスは，とうてい容認できない「独裁者」であったと判断される。
ヴァルガス大統領については，演説集 24）や日記 25）などを初めとして多くの資料が存在する。
こうした状況に加えて，衝撃的な自殺を遂げてちょうど半世紀以上が経ったことから，2004年に
は記念出版 26）や報道機関の記念シンポジウムなど 27）が開催され，特別にさらに多くの資料を入
手することが可能となっていた 28）。

写真 3　DVDの表紙
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死に際して残した遺書 29）もよく知られているが，これはヴァルガスの側近のマシエル・フィー
リョ（Maciel Filho）の「作文」であった 30）。
ヴァルガスの「遺書」はブラジルにおいて歴史教科書に全文が紹介されている 31）し，記録映画

『ジェトゥリオ・ヴァルガス』（1973年）は冒頭，ヴァルガスの棺の横にクビシェッキ，ゴラール，
タンクレド・ネヴェスが寄り添い，ヴァルガスの「遺書」の朗読で始めている。
軍政下の未だ検閲が厳しい状況の中で，労働者の地位向上を主張するポピュリスタ・ヴァルガ
スの考えを強く訴えるために，映画においても「遺書」の全文を発表したのであろう。
興味深いのは，ヴァルガスが生前に演説でよく用いた trabalhador（労働者）の語は 1度のみで

あるが，povo（民衆，もしくは国民）は 10回出ていることである。さらに，espoliação（搾取），
escravo（奴隷）がそれぞれ 3度，sangue（血）が 4度用いられている。非識字者の多いブラジル
国民に対して，わかりやすく，しかし強烈なメッセージを残すことになったヴァルガスの遺書の
全文を以下に拙訳を添えて載せておく。32）

Mais uma vez as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e novamente se 

desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam; não me combatem, caluniam-me; não me 

dão o direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação, para que eu não 

continue a defender como sempre defendi o povo e principalmente os humildes. Sigo o destino 

que me é imposto. Depois de decênios de domínio e espoliação dos grupos econômico-financeiros 

internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci.

またもや，国民に対抗する勢力や利害が改めて結束し，私に襲いかかってきた。彼らは私を非
難するかわりに侮辱する。私と戦うかわりに中傷する。そして，弁護する権利を与えない。彼らは，
私が今までと変わらず，国民，とくに貧しい人々を守り続けることができないようにするために，
私の声を封じ，私の行動を阻む必要がある。私は自分に課せられた運命に従う。何十年にもわた
る経済・金融グループによる支配と搾取のすえ，私は革命を起こして勝利した。

Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar. Voltei 

ao governo nos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos 

grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. A lei de lucros extraordinários 

foi detida no Congresso. Contra a justiça da revisão do salário mínimo se desencadearam os ódios. 

Quis criar liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobrás e, mal 

começa esta a funcionar, a onda de agitação se avoluma. A Eletrobrás foi obstaculada até o desespero. 

Não querem que o trabalhador seja livre. Não querem que o povo seja independente.

私は解放の仕事を始め，社会的な自由体制を創設した。一度は辞任せねばならなかった。しか
し，私は国民の両腕に抱かれて政権に復帰した。国際的諸勢力による地下運動が，労働の権利を
保障する体制を歓迎しない国内諸勢力と同盟を結んだ。法外な利潤に関する法律は議会で阻止さ
れた。最低賃金を見直すという正義に対し，憎悪が巻き起こった。私はペトロブラスを創設して，
私たちの富を自由に利用できる道を選んだ。ペトロブラスが創業されるとすぐに，反抗の波が押
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し寄せた。エレトロブラスに対しても，無謀なまでの妨害が加えられた。労働者が自由になるのを，
彼らは望まない。国民が自立するのを望まない。

Assumi o Governo dentro da espiral inflacionária que destruía os valores do trabalho. Os 

lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano. Nas declarações de valores do que 

importávamos existiam fraudes constatadas de mais de 100 milhões de dólares por ano. Veio a crise 

do café, valorizou-se o nosso principal produto. Tentamos defender seu preço e a resposta foi uma 

violenta pressão sobre a nossa economia, a ponto de sermos obrigados a ceder.

急カーブを描くインフレーションが労働価値を破壊するときに，私は政権についた。外国系企
業の利潤は年 500％に達していた。輸入品の申告額には虚偽があって，その差額は年間 1億ドル
を超えていた。コーヒー危機が到来し，その相場が下落した。私たちはコーヒー価格の維持を試
みたが，それは我が国の経済に対する強烈な圧力となって跳ね返り，譲歩せざるを得なかった。

Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante, incessante, 

tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo, renunciando a mim mesmo, para defender o povo, 

que agora se queda desamparado. Nada mais vos posso dar, a não ser meu sangue. Se as aves de 

rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em 

holocausto a minha vida.

私は，毎月毎月，毎日毎日，毎時間毎時間，闘ってきた。絶え間ない執拗な圧力に抗して，今
や見捨てられた民衆を保護するために，すべてに黙って耐え，すべてを忘れ，私自らを犠牲にし
てきた。私はもはや私の血以外に民衆に与えうるものは何も無い。もし猛禽が誰かの血を欲し，
ブラジル民衆の血を欲するのであれば，私は私の命を生贄として捧げる。

Escolho este meio de estar sempre convosco. Quando vos humilharem, sentireis minha alma 

sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater à vossa porta, sentireis em vosso peito a energia para 

a luta por vós e vossos filhos. Quando vos vilipendiarem, sentireis no pensamento a força para a 

reação. Meu sacrifício vos manterá unidos e meu nome será a vossa bandeira de luta. Cada gota 

de meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência e manterá a vibração sagrada para a 

resistência. Ao ódio respondo com o perdão.

私は諸君らと絶えず共にあるためにこの道を選ぶ。諸君らが侮辱されるとき，私の魂は諸君ら
と共にあって苦しむであろう。飢えが諸君らの家の戸を叩くとき，諸君らの胸には諸君や諸君の
子らのために闘う力が漲るであろう。諸君らが軽蔑されるとき，それに反抗する内面から出てく
る力を諸君らは感ずるであろう。私の犠牲によって諸君らの団結が保たれ，私の名は諸君らが闘
う諸君らの旗印になるであろう。私の血の一滴は，諸君らの意識の中で永遠の熱き炎となり，抵
抗のための聖なる鼓動を保ち続けるであろう。憎しみに対して私は許しをもって応えよう。
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E aos que pensam que me derrotaram respondo com a minha vitória. Era escravo do povo e hoje 

me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém. 

Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue será o preço do seu resgate.

私を敗北させたと考える者たちには，私の勝利をもって応えよう。私は民衆の奴隷であったが，
今，永遠の命に向けて私を解放させる。しかし，私を奴隷と見なしていた民衆は，もはや誰の奴
隷にもならないであろう。私の犠牲は絶えずその魂に中に留まり，私の血は，その解放の代価と
なろう。

Lutei contra a espoliação do Brasil. Lutei contra a espoliação do povo. Tenho lutado de peito 

aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora vos 

ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e 

saio da vida para entrar na História.

私はブラジルの搾取と闘った。国民の搾取と闘った。私は胸を張って闘ってきた。憎悪や侮辱，
中傷に動じなかった。私は諸君に私の生命を捧げた。今度は，私の死を捧げる。私は何も恐れない。
冷静に，永遠への第一歩を踏み出し，人生に別れを告げて，歴史の中に入る。

ナレーターを務めた男優のパウロ・セザール・ペレイオ（Paulo Cesar Pereio）が映画の冒頭に
遺書の全文を静かに朗読し，映像には，すでに述べたように，ヴァルガスの棺の横に，クビシェッ
キ，ゴラール，ネヴェスが寄り添う姿は，軍政下の 1974年においては，ヴァルガスのカリスマ性
への強い印象を映画の観客に与えたことは確かである。実際，10年後の 1984年の大統領選挙で
ネヴェスが当選を果たしたのである。

Ⅴ　結びにかえて―後継者クビシェッキとゴラールの記録映画

マックス・ヴェーバーのいう「ある個人にそなわった非日常的な天与の資質（カリスマ）」をブ
ラジルの政治家ヴァルガスは持っていたと指摘できる。そしてこれを高めたのは，ヴァルガス独
裁の 1930～ 45年，ポピュリスタ期の 1950～ 1945年における，ラジオや映画などによる国家規
模の宣伝によるものであった。民衆に対する宣伝の効果を知ったうえで，ヴァルガスは演説を行
い，音楽や映像を支援したとみなしうる。重視した主張は，労働者の地位向上や民衆を豊かにす
る工業化の推進，広大な内陸部の開発などであった。さらにヴァルガス本人の意図を除外しても，
特に重要なのは，民衆を魅了する言葉を散りばめた遺書を残して自ら自殺したという劇的な行為
である。

「私はブラジルの搾取と闘った。国民の搾取と闘った。私は胸を張って闘ってきた。憎悪や侮辱，
中傷に動じなかった。私は諸君に私の生命を捧げた。今度は，私の死を捧げる。私は何も恐れない。
冷静に，永遠への第一歩を踏み出し，人生に別れを告げて，歴史の中に入る。」
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未だ非識字者が多く，家父長主義や縁故主義の残る 1950年代のブラジル社会にあっては，大切
な「ボス」の死は，あたかもキリスト教の救世主イエスの死にも似た印象を民衆に与えたと考え
られる。独立運動の犠牲者ティラデンテスに重ねて理解できるイメージでもある。
記録映画『JK時代―ある政治的軌跡』（1980年）と『ジャンゴ』（1984年）を観察すると，ヴァ
ルガスのカリスマ性を後継者となるクビシェッキとゴラールが存分に活用していたことを観察で
きる。「50年の進歩を 5年で」という開発優先の楽観的な目標を掲げて米国に接近したクビシェッ
キの姿は，ヴァルガスの「ブラジリダーデ」重視の内陸部開発の姿に重なる。リオグランデドス
ルのサンボルジャ出身のヴァルガスとゴラールは，同じガウーショという点ですでに一致が見ら
れるが，さらに労働者の味方，という主張も完全に共通している。『ジャンゴ』は 1961年のゴラー
ルの中国訪問の場面ではじまり，ソ連やキューバとの外交関係重視の姿勢も強調している。これ
はまさに，今日の労働者党政権の全方位外交を彷彿させるものであるが，当時はその外交姿勢に
よって米国の圧力を受け，1964年の軍政誕生に至ることになった。
興味深いのはカリスマ指導者ヴァルガスの影響を強く意識した 2つの記録映画が，軍政末期に
おいて，その終焉と民主化の高まりに大きな働きをなしたことである。観客の動員も『JK時代―
ある政治的軌跡』が 80万人，『ジャンゴ』が 100万人であったと伝えられている。いずれの作品
においても，ヴァルガスの映像は，その棺に集まる民衆の姿で代表されている。
冒頭でも述べたように，21世紀の今，ブラジルの国際社会における役割が高まる中で，労働者

の立場を擁護する労働者党からルラというカリスマ性に富む指導者が誕生し，後継者のディルマ
大統領が，まさにヴァルガスに対するクビシェッキやゴラールのように，その権威を活用しよう
としている。本稿の目的は両者の類似点を分析することではないが，ブラジルの指導者を理解す
るためには，個人にそなわった非日常的な天与の資質である「カリスマ」性に注目する必要があ
ることは明示しておきたい。
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『職業としての政治』岩波書店，2006年，10－11頁］
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３）拙著「没後 50年目のヴァルガスの評価―20世紀ブラジルの指導者像に関する一考察」『京都ラ
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Um dia após a inauguração, obra em praça continua e museu ainda tem de ser finalizado.
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スが自殺した当時の大統領官邸のカテテ宮は，今日では共和国博物館となっていて，その中庭な
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28）参照：拙著「没後 50年目のヴァルガスの評価―20世紀ブラジルの指導者像に関する一考察」，
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30）Carlos Heitor Cony: … Agora, essa carta foi feita à quatro mãos. O conteúdo é totalmente do 
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558頁や『バルガス以後』ラテン・アメリカ協会，143－144頁，『ブラジル―その歴史と経済』，
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〈論　　文〉
17世紀前半のメキシコにおけるクリオーリョの動向

― メキシコ市参事会議事録の分析から ― 1）

立　岩　礼　子
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クリオーリョ主義，クリオーリョ，征
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服 者，メキシコ市参事会，参事会議員

Resumen

El presente trabajo intenta ilustrar el perfil del criollo novohispano de la primera 

mitad del siglo XVII con el fin de poner en duda la tesis que señala el siglo XVII como el 

nacimiento del criollismo mexicano, y que posteriormente se convirtió en el movimiento 

independentista del siglo XIX en México. Nuestro análisis parte de la lectura y la 

exhaustiva investigación de las actas del cabildo del Archivo Histórico del Distrito Federal 

de la ciudad de México. Allí se conservan las comprendidas entre los siguientes años: del 

1601 al 1630, del 1635 al 1643 y del 1692 al 1699. Analizamos para este estudio las de los 

años 1601, 1602, 1607, 1612, 1621, 1624, 1626－1628, 1635, 1640 y 1642, lo que supone una 

cuarta parte de la totalidad.

El primer capítulo revisa el uso y el significado de la palabra “criollo” en dichas actas, 

donde sólo se registran dos casos aislados del empleo del término. Sin embargo, ambos 

se refieren al “mestizo” y muestra el uso indistinto de los términos: “criollo” y “mestizo”. 
El segundo capítulo examina el estatus social y el estado económico de los cabildantes, 

que eran descendientes de los conquistadores y de los primeros pobladores, comerciantes 

españoles y burócratas enviados por la Corona. Éstos fortalecieron sus lazos y fueron 

constituyendo una clase económicamente sólida a través de los matrimonios políticos. 

Como consecuencia, en el último capítulo se analiza la posibilidad de que esta clase social 

fuese heredera del movimiento precursor de la independencia de México que se había 

tramado contra la Corona española en 1554 por Martín Cortés, hijo del conquistador 

Hernán Cortés, y que pretendía conservar sus encomiendas.

Tras nuestro análisis, hemos de sacar algunas conclusiones:

1）Durante la primera mitad del siglo XVII la palabra “criollo” era un término de uso 

común y poco empleado en los documentos oficiales.

2）Los intereses de los habitantes de la ciudad de México en el periodo estudiado se 

concentraban en el enriquecimiento personal y familiar a través de los lazos matrimoniales 

entre los descendientes de los conquistadores y de los primeros pobladores, comerciantes 

españoles y burócratas enviados por la Corona.

3）No hay indicio de movimientos políticos de parte de la clase compuesta por los 

grupos ya mencionados. Nos atrevemos a afirmar todo lo contrario: la existencia de un 
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はじめに

19世紀初頭，メキシコがスペインから独立した原動力の 1つとして，クリオーリョ（criollo）
の存在が重要視されてきた。クリオーリョとは「スペイン人の親を持ち，新大陸で生まれた者」
を指す。クリオーリョはヌエバ・エスパーニャ副王領の政治機関において冷遇され，スペイン本
国出身のペニンスラール（peninsular）と対立するようになり，独立へ踏み切ったと考えられて
いる。クリオーリョが政治集団として独立運動を率いるまでに成長する過程において，17世紀は
その萌芽期であるとされ，その政治的活動の場の 1つに主要都市の市参事会（cabildo）が挙げら
れている。市参事会はエルナン・コルテスが征服あるいは植民の拠点として招集したもので，王
室からの勅令に先行する形で統治機関として機能していた。
本報告では，メキシコ市参事会の議事録を主たる資料とし，議員の発言や動向から，クリオー
リョの社会的地位や経済活動，そして政治的関心に関する情報を読み取り，「クリオーリョ主義の
萌芽期」と位置づけられる 17世紀のクリオーリョの実態を明らかにすることを試みる。メキシ
コ市参事会の議事録は，その一部が 1692年の火災で焼失したため，17世紀に関しては前半と末
期（1601－1630年，1635－1643年，1692－1699年の合計 47年分）しか存在しない。そのうち今
回報告するのは，1601－1602年，1607年，1612年，1621年，1624年，1626－1628年，1635年，
1640年，1642年の合計 12年分を中心に分析した結果である。また，先行研究の成果も援用して
いく。17世紀は公職売買がスペイン王室の収入源となったことから，議員名から売買の記録をた
どって議員の経歴を明らかにすることが可能である。1950年代から先行研究には，公職売買の記
録から 17世紀の議員たちの情報をまとめた研究がすでに 1970年終わりごろから発表されており，
その集大成としてはマリア・ルイサ＝パソス・パソス（1999）が挙げられる。
第 1章では，まずクリオーリョの定義を確認し，16世紀から 17世紀における彼らの社会的地

位について概観しながら，議事録に登場するクリオーリョの意味について検討する。第 2章にお
いては，メキシコ市参事会におけるクリオーリョの社会的地位や経済活動について分析し，ペニ
ンスラールとの対立関係についても検討する。そして第 3章で，クリオーリョの市政に対する関
心を考察対象とし，19世紀の独立運動につながるような動きが見られるかを検証する。

1．クリオーリョとは誰か

「クリオーリョ」という言葉はもともと「新大陸生まれ」を指し，アフリカの黒人奴隷たちが
使い出した 2）。コバルビアス編 Tesoro de la lengua castellana o española（1611）によれば，植民地
で生まれたアフリカ奴隷の子供を指すポルトガル語 criouloが，スペイン語の criolloとして植民

desinterés en participar en la administración política de la capital del virreinato de Nueva 

España.

Todo parece indicar que durante la primera mitad del siglo XVII no se percibe lo que 

se puede llamar el criollismo, por lo que consideramos que no es apropiado aceptar el 

nacimiento del tal movimiento en el siglo XVII.
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地で生まれたスペイン人を指すようになったと説明されている。ホセ・デ・アコスタ著 Historia 

natural y moral de las Indias（1590）3）にも，criolloとは「インディアスのスペイン人から生まれ
た者 los nacidos de españoles de Indias」を指すとある 4）。アコスタがペルーに 1571年から 1584

年まで，メキシコに 1585年の 1年滞在したことを考えれば，criolloという言葉は，16世紀後半
のスペイン本国の人たちには馴染みのない言葉であり，植民地において使われ，説明を要する単
語であったことがわかる 5）。
また，クリオーリョは「スペイン人の子供 los hijos de los españoles」とも説明される。スペ
イン人の血を引いているということである。ここで，この「スペイン人」とは，まずイベリア半
島から新大陸への渡航が許されたカスティーリャ出身者及びアンダルシア出身者を指す。大西洋
の中継地となったカナリア諸島出身者やスペインに併合されたポルトガル出身者も含まれるだろ
う。18世紀末にセビーリャとの独占貿易が終わって自由貿易へ移ると，カタルーニャ出身者やバ
スク出身者も「スペイン人」である。18世紀末から 19世紀初頭にかけては，フランス，ドイツ，
オランダ，イギリス，ロシアなどから白人系ヨーロッパ人も到来したが，カトリック以外の信仰
を持ち，イベリア半島以外の移民から生まれた子供も含んだかどうかは不明である。また，片親
が先住民や黒人の場合も考えられる。いずれにしてもカトリック教徒として育てられ，スペイン
居住区でスペインの文化習慣のもとに生活している者でなければならなかった。言葉については，
ラテン語のほかスペイン語（castellano）が教授されていた。先住民語以外のヨーロッパの言語が
どこまで話されていたかは不明である。
ところで，コルテスのメキシコ征服には，わずかではあるが女性も参加していたことがわかっ
ている。そうした女性とコンキスタドーレスの間に生まれた子供もいたであろうが，これについ
ての情報はない。コルテスは，コンキスタドーレスと貴族階級の先住民女性の婚姻を認めたが，
基本的にはスペイン人女性と家庭を持つことを奨励した。テノチティトラン陥落後，首都をメキ
シコ市に定めたコルテスは，スペイン人の定住化政策の一環として，既婚者にはスペインに残し
た妻を迎えに，未婚者には嫁を捜しにスペインに一時帰国するように一年半の期限を与えている。
しかし，実際の成果については不明である。

16世紀後半の状況について，ハンケはインディアス新法発布時には，メキシコには 3,000人か
ら 4,000人の男性及び 2,000人の女性が住んでいたとしている 6）。スペイン人女性の人口について
の情報は少ないが，例えば，16世紀末にはオアハカのアンテケラには女子修道院が 3つほど存在
し，すでに合計 80人ほどの修道女が住んでいたとされる。そして，女子修道院では宗教のほか，
読み書き，裁縫，料理，菓子作りなどを学び，スペイン式の生活を送っていた。教員は修道女で
はなく，既婚未婚を問わず女性であった 7）ということから，首都メキシコを離れた都市においても，
一定の数のスペイン人女性たちが活動していたことが伺える。従って，こうした女性たちがスペ
イン人の夫との間に子供をもうけて，クリオーリョとして植民地社会で育っていったことになる。
クリオーリョの男子は親の土地や財産を受け継いだ。1544年のインディアス新法においてコン
キスタドーレスに与えられたエンコミエンダ廃止の決定に対し，メキシコのクリオーリョたちは
コルテスの嫡男マルティンを中心に副王政府転覆を謀るほどに危機感を募らせた。その時の心情
をペラルタは，「国王は我々から食糧と土地を奪おうとしている。それなら，我々は蜂起する。土
地は我々のものだ。デル・バリェ侯爵の土地はデル・バリェ侯爵のものだ。この土地はデル・バリェ
侯爵の父親（つまりコルテス）や我々の父親が犠牲を払って獲得した土地なのだ」8）と記している。
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しかし，この蜂起は失敗に終わり，首謀者は裁判や絞首刑に処せられた。以後，クリオーリョに
よる大規模な武装蜂起は独立戦争まで記録されていない。16世紀後半にクリオーリョの生活を安
定に導く政策が講じられたのかについては研究の余地が残されている。
クリオーリョの進む道は，エンコミエンダの所有者としてのほかにもあった。大学で法学や医
学を学び，官僚や聖職者になった。ハンケによれば，当時，官職 200に対して 2,000人の希望者があっ
た 9）というから，競争率は高かった。おそらく，この応募人数は，クリオーリョのみならず，本
国スペインやペルーなども含まれているのではないかと思われる。クリオーリョは能力が劣って
いて官職に向かないという風潮は根強く存在したが，1563年から 1565年にかけてヌエバ・エスパー
ニャの視察を行なったバルデラマも，コンキスタドーレスもしくはその息子や娘婿は「才覚があ
り，信用に値する」10）と報告し，官僚として積極的に登用すべきであることを進言した 11）。ペニ
ンスラールのみが登用されていたと考えられがちなアウディエンシアも，17世紀には 50%はクリ
オーリョであったことがバークホルダー /チャンドラー（1972）によって明らかにされている。
一方，クリオーリョ女性はスペイン人やクリオーリョと結婚するか，修道院に入った。17世紀

になると，銀鉱山の開発や交易の活発化によって，本国からのスペイン人移住者も増加した。彼
らにとって，資産家のクリオーリョの娘の持参金は，すぐに貸付業を行ったり，投資して資産を
増やすことができたため，大変魅力的であった。またクリオーリョにとっても，本国ペニンスラー
ルと結びつくことは歓迎すべきことであった。

18世紀になると，土産物として描かれた「混血のシリーズ Las pinturas de la raza」が登場する。
そこには，まず，スペイン人の両親を持つクリオーリョの子供が描かれた。軍服を着ているが，
泣いている男の子であったり，きれいなドレスを着て微笑んでいる女の子だったりと，ほかの混
血の子供たちと違って，親に対して従順なイメージで描かれているように見受けられる。しかし，
差別的な意図は読み取れない。18世紀のブルボン改革の「第二の征服」でもスペインからの移民
が増加し，独立前夜の「クリオーリョ」が生まれたと考えられる。クリオーリョが軍隊へ召集さ
れるのもブルボン改革の 1つである。スペイン人のことをペニンスラールに替わって「ガチュピ
ン（gachupín）」という蔑称が使われるようになって，「クリオーリョ（criollo）」にも差別的な意
味が付与されていったのではないかと思われる。

2．メキシコ市参事会におけるにクリオーリョ

2．1　議事録にみる「クリオーリョ」の意味
今回考察対象にした 17世紀中の 12年分の議事録には，criolloという単語が登場した審議は，
以下にまとめるように，わずかに 2回であった。いずれも議員たちの発言によるものではなく，
スペイン人聖職者による発言であり，第 1章で検討したクリオーリョの特徴と一致するというよ
りは，補完するものと理解したい。

1）1611年 1月 14日の審議
フランシスコ会におけるクリオーリョの叙階に際しての条件の撤廃について審議された。「先住
民女性との間に生まれた子供たちは，ふつうクリオーリョと呼ばれているが，徳が高いことを特
別に証明するものがあり，22歳に達していない限り，我々の修道会では受け入れられない」とい
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う条件をトレド組織法（Los estatutos de Toledo）に従って撤廃せよ，と 1602年に本国スペイン
のバリャドリードのフランシスコ会本部で決定された親書を，参事会代表の 4人の議員がメキシ
コ市のフランシスコ会に手渡しに行くかどうか，が審議された。これについて，アロンソ・ゴメス・
デ・セルバンテス議員が「（この決定は）みなのためであり，このヌエバ・エスパーニャに生まれ
た者たちの願いであり，安心に関わる 12）」から行くべきであると発言した。
ここで注目すべきは，「クリオーリョ」がスペイン人男性と先住民女性との子供であるというこ
とであり，その定義と呼称は「一般的 vulgarmente」であるということである。一方，これを受
けて，先述のセルバンテス議員が「この地（＝メキシコ）で生まれた者 los nacidos de acá」と言
う表現を「クリオーリョ」の同義語として使っている。同議員は第 2世代にあたる。1566年から
1608年にかけて 42年間，市参事会議員（regidor）を勤めた現職議員の最年長者であり，重鎮といっ
てよいだろう。この議員が先住民の母親を持つ「クリオーリョ」を「この地に生まれた者 」として，
その立場を擁護しているのである。そこには，スペイン人の優位性や先住民への差別的な感情は
読みとれない。

2）1627年 5月 28日の審議
オアハカのアンテケラ市参事会からメキシコ市参事会に送られてきた案件で，ドミニコ会巡察
官アロンソ・デ・コントレラスが「スペイン人の数がこの王国に生まれた者と同じ数になるまで，
この王国に生まれた者に除階を認めない 13）」と決定したというものであった。メキシコ市参事会
は，直ちに副王に報告し，国王宛てに親書を送り，教皇庁，ドミニコ会本部ほか関係各所に働き
かけて，副王の指示に従ってしかるべき対処をする旨をアンテケラの参事会に返事をすることに
した。その 1ヵ月後に，オアハカのドミニコ会から代表がメキシコ市参事会に説明に来ている。
議事録によれば，「この王国に生まれた者は学問をよく修め，高位についてもおかしくない人材が
いることは十分に承知しているが，議事録を公表したのは，オアハカでは生まれてくる者はみな
クリオーリョで，カスティーリャからは一人も受け入れようとしない 14）」と説明した。これに対
し参事会は，「この王国に生まれた聖職者に便宜を図ってきたのは事実であるから，（アンテケラ
市参事会が説明している）この理由を大司教を兼ねていた副王に報告する」とした。
アンテケラ市は 1535年に教会管区となり，聖職者の数が増していた。17世紀にはメキシコ出

身のクリオーリョが占めており，スペインからの派遣を拒んでいるという状況があったようだ。
アンテケラ市は，コルテスが支配したデル・バリェ侯爵領であり，牧畜や農業によって支えられ
た経済が安定し，豊かな地域であった 15）。チャンス（1978）によれば，同市ではメスティソや
ムラトが経済力を蓄え，クリオーリョと同等の社会的地位を求めていたことが明らかになってい
る 16）。したがって，ここでも「この王国で生まれた者」には両親がスペイン人以外，つまり，先
住民や黒人の子供も含まれている可能性はないとは言えない。

以上の 2つの例から確認できることは，まず，本来スペイン人と先住民女性から生まれた子供
はメスティソとして分類されるが，17世紀初頭のヌエバ・エスパーニャではクリオーリョとして
見なされる場合もあったということである。いずれの場合も，キリスト教徒として教育された者
たちが対象になっていることには注意が必要であろう。いずれにしても，副王領政府機関や教会
において，クリオーリョは決して冷遇されていたわけではなかったということは確認できたと思
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われる。
さらに次節以降でも確認していくように，17世紀を通じて，メキシコ参事会議員については，

彼らがクリオーリョであるか，メスティソであるか，ペニンスラールであるかということは問題
視された形跡はない。傾向としてペニンスラールとの結びつきを強めることは認められるにして
も，議員どうしの家系が血縁関係を結ぶことで経済基盤を固め，一族の勢力を副王領のあらゆる
分野に行き渡らせるといった動きが認められる。しかし，それは，必ずしも政治権力の奪取とは
読み取れない。

2．2　メキシコ市参事会議員のプロフィール
メキシコ市参事会は，征服直後，エルナン・コルテス主導により組織された。当時の議員は
征
コンキスタドーレス

服者ら（conquistadores）であった。議員数に定数もない。17世紀中の議員は 93人が判明し
ている。選出方法も投票ではなく，相続，公職売買，副王政府からの任命のいずれかであった。
平均在職年数は 17年間である。副王の在職期間の 3倍から 4倍にあたる。つまり，メキシコ市の
事情を把握していたのが市参事会と言えよう。在職年数の最短は 1年で，これは在職中に死んだ
ためだが，最長は 46年である。在職 40年以上は合計で 3人， 30年以上 40年未満が 13人，20年
以上 30年未満も同じく 16人，10年以上 20年未満が 32人と，17世紀の副王の任期より長い議員
が全体の 3分の 2を占めている。在職年数が長いほど，エンコミエンダやマヨラスゴを所有して
いたり，本国とのネットワークがある貿易に従事している場合が多く，10年以下の議員は副王領
政府機関の官僚職を兼ねていた場合が多い。17世紀中の議員が並行して従事していた職業は，造
幣局会計官，財務省経理主任，副王付き衛兵，火薬製造者，床屋，鉱山主，インディアス通信使，
異端審問会計官，アシエンダ経営者，風車所有者，牧畜業従事者など様々であった 17）。

2．2．1　コンキスタドールの家系の議員
パソス・パソス（1999）によれば，17世紀中，コンキスタドールの子孫は全体の議員の 22%を

占めていた 18）。つまり，コルテスによる任命以来の議員の地位が相続されている割合が約 4分の
1ということである。圧倒的な割合でコンキスタドールの家系が植民地社会を支配していたので
はないが，それでも植民地社会における中核層である。議員職は，父親から長男あるいは甥ある
いは娘婿へと相続され，コンキスタドールの家系同士が結びついて，市参事会における影響力を
保持していた。
まず，コンキスタドールの家系が結びついた典型的な例として，セルバンテス家を挙げる。レ
オネル・セルバンテス・カルバハルは，1608年から 1627年までの 19年間，メキシコ市参事会議
員を務めた。彼はコンキスタドール リオネル・デ・セルバンテスの孫で，妻のルイサ・デ・ララ・
セルバンテスもコンキスタドール フアン・デ・セルバンテスの孫である。彼の妻は従妹にあたり，
その持参金の一部として議員の地位を得た。
セルバンテス一族は有力者と血縁関係を結び，ゴメス・デ・セルバンテス家，セルバンテス・
カルバハル家，セルバンテス・カサウス家と影響力を増やしていった。ゴメス・デ・セルバンテ
ス家は 18世紀に貴族の称号 19）を与えられ，さらに繁栄する。
このセルバンテス家と結びついたのが，コンキスタドールの家系でもある貿易商カルバハル家
である。フアン・デ・カルバハル・イ・タピアは，1607年から 1618年まで 11年間議員を務めた。
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祖父がメキシコ市参事会の第 1世代で，父親アントニオ・デ・カルバハルはコンキスタドールであっ
たが，議員職にはついていなかったようで，フアンは議員の職を公職売買で購入している。母親
はコンキスタドール ベルナルディーノ・バスケス・デ・タピアの孫で，フアンにプエブラのアシ
エンダを遺した。フアンは貿易商として成功していたフアン・レオン・カスティーリョの娘と結
婚した。義母もセビーリャ在住の貿易商ディエゴ・デ・マティアス・デ・ベラと親戚関係にあった。
フアンはメキシコ市内に複数の邸宅を所有したほか，メキシコ近郊にも土地を所有し，アシエン
ダを経営していた。副王領政府財務省にも勤務し，ミチョアカンやトラスカラの財務官も務めた。
「インディアス守備隊 Guarda de Indias」の将校でもあった。
フアンの娘のフランシスカは唯一の相続人であったようで，造幣局会計官クリストバル・デ・
スレタと結婚している。スペインから派遣された官僚が富裕層のクリオーリョの娘を嫁にすると
いう当時の典型的な例である。
コンキスタドーレスの家系にとって，副王領政府高官との結びつきは重要であったに違いない。
ヘロニモ・ロペスは，副王ガストン・デ・ペラルタの娘アナ・カリーリョ・デ・ペラルタと結婚
している。ただし，副王の家族が植民地の者と婚姻を結ぶことは禁じられていたため，より詳し
い情報を入手して検証する必要があるだろう。ヘロニモは父親がコンキスタドールで，アクサク
アのアシエンダを相続した。1565年から 1603年まで 35年間議員を務めたほか，総務省書記や造
幣局会計官などの重要なポストも務めている。4人の息子のうち長男ミゲルが議員職を相続して
いる。四男フランシスコの娘フランシスカが先述のセルバンテス・カルバハル家に嫁ぎ，生まれ
たヘロニモは議員職を購入し，1647年から 1676年の 31年間務めている。子孫のヘロニモ・ロペ
ス・デ・ペラルタ・ビリャミは 1819年から 1820年に議員を務めており，植民地時代 300年間を
通じてメキシコ市においてゆるぎない地位を獲得していったと思われる。ロペス家の土地は，修
道会に入った子孫にも分与されている。アグスティヌス会，フランシスコ会，聖クララ女子修道会，
洗足レメディオス女子修道会などである。このように，クリオーリョの場合は一家族あたりの子
供の数が多かったため，資産が分散しがちであった。
コルテスをはじめとしたコンキスタドールは 1530年の副王制導入によって政治的地位を追われ

たが，メキシコ市参事会の議員としての地位は保持した。インディアス新法によって一度は没収
の対象になったエンコミエンダも最終的には維持することになった。しかし，コンキスタドール
でエンコミエンダや銀山の経営の才覚があったものは多くはなかったようで，副王領政府高官や
本国に拠点を持つ貿易商と結びつくことによって，経済的に安定した地位を築き，一族が繁栄し
たようである。
参事会議員の勢力は，メキシコ市に留まらない。1627年から 1673年までの 17世紀中最長 46

年を務めたフランシスコ・ロドリゲス・デ・ゲバラの一家の例を検討する。彼は参事会に唯一，
武器の携帯を許された警備長官（Aguacil Mayor）であった 20）。妻はコルテスとともにメキシコ
に来たコンキスタドールのひ孫娘であった。弟もプエブラの警察長官となり，サンティアゴ・
デ・カリマヤ家の娘を嫁にもらっている。サンティアゴ・デ・カリマヤ家もメキシコ市の市長
（corregidor）であり，グアテマラ総督やアウディエンシア長を歴任したフランシスコ・デ・アル
タミラノ・エ・イルシオ・ベラスコ・イ・カスティーリャはフェリペ 3世によって貴族となり，
メキシコで絶大な影響力を誇った一族と考えられている。17世紀後半に，メキシコ市とプエブラ
市の有力者一族の結びつきの一端を象徴している人物であり，興味深い。
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いずれにしても，17世紀はすでにコンキスタドールの世代は残っていなかったが，その苗字は
社会的に価値があったことは確認できた。パソス（1999）は，コンキスタドールの孫あるいはひ
孫であることは，スペインからの移民に勝る価値があったと分析している 21）。

2．2．2　コンキスタドールの家系以外の議員
では，全体の 4分の 3にあたるコンキスタドールの家系以外の議員について見ておく。17世紀
中はスペイン王室が公職売買によって財政を建て直す政策を講じたため，市参事会の議員職も売
買の対象となった。1628年の場合は，鉱業や砂糖生産業の従事者，賃貸し業者などが議員職を
求めている。ウェルバ出身のスペイン人貿易商バルタサル・ロドリゲス・デ・ロス・リオスは私
生児でありながら，議員職を購入している。メキシコ市参事会議員職は，ヌエバ・エスパーニャ
副王領首都の議員という名誉な職であったと思われるが，スペイン本国へ特使として派遣された
り，メキシコ市のあらゆる行政に通じる職として魅力があったのだと考えられる。1622年にはイ
ンディアス大蔵官僚が参事会議員にならないようにという勅令が下っていることから，メリット
のある地位であったことが推測される。コンキスタドールの家系とは異なり，移住者の家系では，
子供がない場合，相続人がスペイン本国在住の親戚になることもあり，本国と植民地との結びつ
きを強めるきっかけにもなり得た。
まず，スペインからの移民第 1世代の家系の例として，モンロイ一族を挙げる。グアダラハラ
のアウディエンシアで書記として 40年間務めたルイス・モレノ・デ・モンロイの息子であるディ
エゴ・モレノ・デ・モンロイ・イ・フィゲロアはメキシコ市で肉の販売に従事していたが，議員
の地位を購入し，1621年から1635年まで議員を務めている。その地位は相続され，息子アントニオ・
モンロイ・イ・フィゲロアは 1635年から 1670年まで議員であった。さらに，グアナフアトの銀
山の判事やケレタロやオリサバなどメキシコ近郊の町の町長 Alcalde mayorを務め，政治的勢力
を拡大している。さらにその息子は 1675年から 1687年， 1692年， 1701年とメキシコ市の参事会
が低迷したと考えられている時期に議員を務めている。その子孫は 18世紀後半には名誉議員の地
位も獲得している。また，スペインのガリシアのサンティアゴ大司教も輩出し，本国と植民地に
影響力を持つ一族となっていった。コンキスタドールの家系と異なり，特筆すべきアシエンダを
所有せず，勢力を拡大している点が特徴的である。
次に，ホセ・アリアス・マルドナドの経歴に注目したい。彼はペルーからメキシコ市に移った
人物である。父親はペルーの複数の市で市長を歴任した。ホセはメキシコ市で大学教育を受け，
法律と神学を修めた後，聴訴院で弁護士をする。デル・バリェ侯爵領の管理にたずさわり，トル
カで市長となる。メキシコ市市長の代理も務め，議員の地位を購入し，1676年から 1689年まで
は議員でもあった。大学で教育を受け，幅広い職種に就いていることが興味深い。
ペルー副王領以外からもメキシコ市参事会の議員職に関心を示した人物がいる。フアン・フラ
ンシスコ・デ・ベルティスである。彼は軍人でもあり官僚職も務め，カカオやコチニールやフィ
リピンからの商品の取引もしているという人物もいた 22）。
役人として赴任した先で市参事会議員の職に就いた人物もいる。クリストバル・モリナである。
彼は，もともとペルーに赴任していたが，1603年に副王モンテレイ伯爵の書記官としてヌエバ・
エスパーニャに着任した。副王の命により各地を巡察し，タクバ地区のレパルティミエント先住
民担当判事やデル・バリェ侯爵領の管理も任された。メキシコ市参事会議員を 1618年から 1633
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年まで務め，帰国している 23）。

メキシコ市参事会には実に様々な職種の人たちが議員として参加していたことがうかがわれ
る。つまり，議員の社会的地位が特定化されるものではなく，経済活動も幅広い。スペイン人官
僚が議員になった例もあるが，メキシコ市参事会議員の地位が，ヌエバ・エスパーニャ副王領に
おける政治活動あるいは経済活動に少なからずの恩恵をもたらしたようである。しかし，議員報
酬は十分ではなく，とくに市主催の祝祭の費用などは一時的に立て替えて，2，3年後に精算され
るケースは多かった。また，持ち出しになることもあった。前述のスペイン人議員クリストバル・
モリナは経済的困難にも陥って，職務を遂行できなかったこともある 24）。ディアス・デ・ラ・バ
レラ一族は遺産を貿易で増やしたが，脱税などの罪でも起訴されている 25）。

3．クリオーリョの市政への関心

本節では，コンキスタドーレスの子孫を中心としたクリオーリョによって構成された参事会が，
どのように市政へ関与したかを検証し，クリオーリョがメキシコを本国スペインと区別し，自ら
の祖国としての感情を育んでいった形跡が見いだせるかを検討する。
現存する議事録から，メキシコ市参事会は週 1～ 3回開催されていることがわかっている。つ

まり毎月 4～ 12回である。1616年のキトの参事会は年間 16回，1647年のブエノスアイレスの参
事会は年間 15回の開催と，月 1回強の割合であったことに比べれば，都市の規模も関連するだろ
うが，メキシコ市の議員として仕事はかなりの量であったと推測される。17世紀メキシコ市参事
会の議題は多岐にわたっている。議題にあがった主な案件を列挙すると，次のようになる。

1）1621年
歳出の見直し，招集日週 2回の厳守，食糧用トウモロコシの不足，聖女レメディオスの行進，
エンコメンデロのアロンディガ出入り禁止，橋の再建，フェリペ 3世追悼式典，征服 100年祭式典，
フェリペ 4世即位式典，新副王歓迎式典

2）1626年～ 1629年
給料支払い制度の見直し，書類管理の見直し，参事会の建物の改修工事，劇場の改修工事，雨
期の水位上昇と水害対策，飲料用貯水槽建設，修道院や施療院や学校からの水道橋延長の要請，
給料未払い分の請求，降雨量不足による食糧不足対策としてサンティアゴ伯爵より 400ファネー
ガ 26）のトウモロコシの支払い，1624年 1月 15日の蜂起鎮圧部隊の退却要請，肉や果物の違法販
売・転売，アグアルディエンテやカカオがもたらす健康被害，年中行事としての祭礼（聖体の日，
聖女レメディオスの行進，聖イポリト祭など），マドリードへの議員派遣，副王・大司教着任の出
迎え

3）1630年
本国の軍隊統合計画（Unión de armas）について， エルナン・コルテスの遺骨の運搬，エルナン・
コルテスの遺言における修道院に関する項目
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4）1640年および 1642年
バルロベント船団の費用捻出のためのトランプカードの王室専売について，食糧事情について，
水害対策，年中行事としての祭礼（聖体の日，聖女レメディオスの行進，聖イポリト祭など）

1621年の国王逝去と新国王の即位や 1630年のメキシコ市建設者の死など特別な議題が話し合
われる年を除けば，住民の生活に直接かかわる案件が多いことがわかる。水害対策と生活水の確
保は湖上都市メキシコが抱えた構造上の課題であった。食糧の確保および販売・価格については，
天候や害虫発生などもあり，統制が難しかったようである。宗教関連の年中行事の祭礼はメキシ
コ市の財政を圧迫し，議員個人の経済的な負担も大きくなっていた。
しかし，メキシコ市参事会における案件には，とりたててペニンスラールと対立するようなも
のは見当たらない。参事会は宮廷に代表（procurador/agente de la corte）を送り，財政的な問題
などを直接王室と交渉することができた。しかし，市参事会は完全なる自治組織ではなく，市参
事会の上には，本国から任命された市長が存在し，また首都であったために当然，副王に決定を
仰ぐこともあった。制限付きの自治組織であり，議事録からは議員たちの不満も読み取れる。
実は，17世紀前半は，メキシコ市参事会の活動が停滞した時期でもある。招集日が週 2回から
週 1回へと減りつつあった。さらに，出席人数も 20人から 4人あるいは 5人に減少していた。欠
席の理由は，議員在職年数からも高齢の議員が多いことから容易に推測できるように，病気や高
齢による健康上の理由が目立つ。また，個人の経済的負担が多い式典や祝祭関連の仕事も，高齢
で馬に乗れないため息子を代理に出席させるなどの申し入れもある。
また，兼業者も多かったことから，他の仕事を優先させている場合も多かった。カルバハル一
族の 1人であるフランシスコ・トレホ・カルバハルはメキシコ市近郊のテワカンの町長を兼任し
ていた。1595年から 1636年まで 41年間も議員の座にあったが，ファミリー・ビジネスが多忙だっ
たようで，参事会の欠席が多かった。しかし，彼だけでなく，議員の仕事に重きをおかない風潮
は，17世紀前半を通じて見られる傾向である。1626年，「重要な案件が議題であるにもかかわらず，
集まったのは 3人のみ」とメキシコ市市長が発言し，その日の会議は事実上閉会。翌日，再召集
される。欠席した場合は罰金 50ペソを定めなければならないほどであった 27）。
また，常時 22議席から 23議席あったうち 3年間も 8議席が空くという事態が続いた。1626年
には「由々しき事態 es de mucha consideración」であるとし，対策を講じる必要が審議された。
立候補者がなければ副王が推薦し，参事会が王室に納める 8,000ペソを肩代わりする案などが出
た。その結果として，幅広い職種の人たちが公職売買で議員職に関心を示したのかもしれない。
一方，議事録には，メキシコ市政に真剣に取り組んだ議員の発言も記録されている。議員の空
席が問題になった 1626年の年頭には，「市のために何かできることがあれば，全力で取り組もう」
28）と士気を上げる決意表明もされている。その後，1828年，議員の心得として，「祖国の父そし
て番人として，市内のほかの仕事にわずらわされることなく，議員として自由な心と独立心を持
ち，守秘義務を守り，毎週水曜日の 3時から 5時まで集うこと」ということも確認された 29）。こ
こで注目されるのは，この発言がスペイン人議員のものであり，「祖国 patria」という言葉を使っ
ていることである。このスペイン人議員は先述したクリストバル・モリノである。副王から任命
されただけであり，参事会においてクリオーリョ議員が自分の利益を優先する中，度々，議員と
しての責務を果たすことを唱えている。
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まとめ

本報告では，メキシコ市参事会の議事録の分析を通して，議員の社会的地位や経済活動などを
読み取ることで，17世紀前半のクリオーリョの動向を明らかにすることを試みた。その結果，少
なくともヌエバ・エスパーニャあるいはメキシコ市では，先住民の血を引いてスペイン人として
教育された者も，スペイン生まれであっても新大陸に渡って市政に尽くした者も，区別されるこ
となく機会を与えられたことが伺えた。そして，これは「大西洋を隔てた両側にいる国王の臣下
を気にかける心と平等に扱う」30）とするスペイン王室の方針が反映されていると言えるのかもし
れない。従って，17世紀前半ではクリオーリョがペニンスラールと対立している構図は読み取る
事が難しい。また，議事録を分析しても，クリオーリョとして政治的なゴールを形成するような
動きは認められず，従って「クリオーリョ主義の萌芽」という説は受け入れがたいとの結論に達
した。
メキシコ市参事会は，コンキスタドールの家系の出身，移民第一世代の家系の出身，スペイン
人貿易商一族の出身，スペイン人副王領政府高官の出身の議員が核となり，互いに婚姻関係を結
ぶことで，影響力を拡大していた。しかし，彼らには，16世紀のマルティン・コルテスの反乱に
見られたような王室に反旗を翻して，クリオーリョの権利を主張し，政治的権力を奪取する動き
は見られない。
また，メキシコ市参事会の議員職は，相続によってスペイン本国在住のスペイン人の手に渡る
一方，公職売買によって，スペインほかペルーなどの副王領から職を求めてやってきた官僚層や
メキシコ市に拠点や販路拡大を求めた地方の商売人の手などにも渡った。そこに，共通の利益を
見いだすのは難しい。
当時，メキシコ市参事会では，食糧と飲料水の確保および治水工事と水害対策に追われていた。
市の守護聖人や守護聖母に祈りを捧げる祝祭を頻繁に執り行ったのも，そうした問題を緩和しよ
うとする願いの表れであった。また，山積した問題を解決しようにも，市参事会の財政状況は芳
しくなく，議員たちへの給料の未払いなど財政困難も恒常的であった。従って，議員たちはメキ
シコ市を離れた土地に所有するアシエンダ経営のほか貿易，鉱山，牧畜と多岐にわたる経済活動
を展開し，議会への参加に不熱心になっていった。また，メキシコ市参事会に限らず，他の市参
事会や副王領政府の様々な官職にも就いていたことも判明した。議員たちの政治活動や経済活動
は他の都市へ広がり，メキシコ市政への関心は必ずしも高いとは言えない状況であったと言えよ
う。事実，17世紀後半には，議員の数は一桁になっていくのである。
今後も資料の分析を続け，クリオーリョの動向が 17世紀後半から 18世紀に向けていかに変化

していくのかを把握していきたい。

注

１）本稿は，2010年 6月 5日（土）日本ラテンアメリカ学会（於京都大学）パネル D：「クリオーリョ
世界の実態解明に向けて―17世紀メキシコ市の事例から」の報告をまとめたものである。

２）Raignes, Bouysse-Cassagne, 1992.
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３）原著 De Natura Novi Orbis, De promulgatione Evangelii apud Barbaros, sive De Procuranda Indorum 

saluteは 1588年にサラマンカで出版されている。
４）Acosta, Libro 3, Cap. XXV.

５）criolloという言葉は 1524年から 1539年のメキシコ市参事会議事録では使われていない。
６）Hanke, I, p.151.

７）Muriel, p.7.

８）Peralta: “... pues el rey nos quiere quitar el comer y las haciendas, quitémosle a él el reino, 

alcémonos con la tierra y dénos la al marqués pues es suya, y su padre y los nuestros la ganaron a 

su costa.”
９）Hanke, I, p.129.

10）“personas hábiles y de confianza”
11）Scholes, p.62.

12）“… por lo que toca al bien público, favor y amparo de los nacidos en esta Nueva España …”
13）“… no se den habitos a los nacidos en este reino hasta igualar el número de los de España …”
14）“… que siempre ha conocido en los nacidos en este reino gran virtud letras y recogimiento y dignos 

de ocupar los mayores puestos y que en las actas que había publicado eran en razon de que en la 

provincia de Oaxaca todos los que hallo en los nacidos eran criollos sin haber querido admitir a 

nunguno de Castilla …”
15）ただし，17世紀後半以降は火山活動の活発化により，1660年，1696年，1702年，1727年，1776年，

1787年，1794年，1796年，1800年に地震の被害にあった。
16）Swartz, 1995, p.193.

17）Guijo（1952）より抽出。
18）Pazos Pazos, p.326.

19）Marqués-consort Salinas del Río Pisuerga, Conde de Calimaya, Marqués de Salvatierra

20）Pazos Pazos, p.401.

21）Ibid., pp.324－325.

22）Ibid., p.350.

23）Ibid., p.406.

24）Actas del Cabildoによれば 1627年に相当する。
25）Pazos Pazos, pp.372, 400.

26）穀量の単位
27）この罰金は刑務所の囚人のために使うとされた。
28）Actas del Cabildo, el 2 de enero de 1626: “si se hallara con algún posible para servir a la ciudad lo 

hiciere de buena gana”.
29）Actas del Cabildo, el 18 de agosto de 1628: “Obligación general de padre y defensores de la patria, 

ser desembarazados de otro oficio de la ciudad y libre e independiente de otro ninguno que de 

regidor, sigilo, se junta cada miercoles de tres a cinco.”
30）AGI, México, 150, Respuesta del Consejo a Molina, 1636.
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〈研究ノート〉
ブラジルの韓国移民社会に関する実態報告

田　所　清　克／大　浦　智　子
 

実態調査の目的

1908年に始まるブラジルへの日本移民に較べれば，韓国移民のこの国における歴史はそう古く
ない。戦前に日本移民としてブラジルに渡航した者を例外として，50人からなる最初の韓国移民
がリオのガレオン空港に降り立ったのは，朝鮮動乱が終息した数年後の 1956年になってからのこ
とである。
主として元兵士で構成された彼らが戦後，一端，戦争亡命者としてニューデリーに居を定め，2

年後にブラジル移住を決意したことは，特筆すべきである。そうした韓国移民の多くは技術者で，
サンパウロ市内に住みつくことになる。
韓国移民の第二弾は釜山出身の人たちで，17家族 91名が 1963年，主として農業に従事する目
的でサントス港に着いた。翌年の 1964年は，大挙として移民の流入が見られた年でもある。つま
り，さまざまな年齢層の 246名がエスピーリト・サント州に到来する傍ら，250余りがリオ・デ・
ジャネイロ州にも赴いた。韓国移民の流入先は，南東部に限ったことではない。1966年になると，

キーワード
韓国系コミュニティー，朝鮮戦争（動乱），初期日本人移民と戦後の韓国移民の違い，

韓国系企業，異文化，ボン・ヘチーロ（韓国系の集住地域）

Resumo

Nós dois informadores temos propulsado até agora a investigação e o estudo sobre os 

imigrantes como árabes, judeus, polaicos, lituanos, inclusive japoneses, como uma parte 

do estudo integral e global sobre os grupos étnicos no Brasil.

Em consequência disso, pudemos apresentar publicamente uma par te do 

conhecimento e do resultado desse estudo.

Será necessário dizer que este relatório, referente ā sociedade ou comunidade 

coreana que realizamos a investigação durante dois anos, constitui uma parte do estudo 

acima-mencionado.

Neste relatório[Ponto de situação referente ā imigração coreana no Brasil]  tentamos 

sobressair a diferença da situação, as características culturais, o modo de pensar e agir 

entre os imigrantes japoneses e coreanos no Brasil. Considerando estes dois grupos 

étinicos diferentes, poderíamos entrever uma miniatura de ambos os países atuais, quer 

dizer, o Japão e a Coreia do Sul.
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450名余りが，オランダ系移民が集住するパラナー州に農業移民として足を踏み入れる。
1956年から 1977年の間，韓国からは 6,422人が合法的にブラジルに入国している一方で，少な
からぬ数の不法入国が推定されている。そうした不法入国者の大半は，パラグアイとの国境から
のようだ。
約 5万からなるブラジルの韓国人および韓国系コミュニティー。彼らの 8割はサンパウロに居
住する。以下の報告のように，「東洋街」に日本人や中国人とともに混住し，主として商業に従事
している。興味深いのは，ブラジルに到来以前の彼らの多くが，特定の宗教を信仰せず，カトリッ
クやプロテスタント，仏教などに帰依するようになったのは，その後のことである。
報告者はこれまで，「ブラジルにおける民族集団に関する研究」の一環として，アフロ系や日本
移民も含めて，ユダヤ系，ポーランド系，リトアニア系移民についての実態調査なり研究を推進
してきた。と同時に，その過程で得られた知見および成果の一端を公にしてきている。ブラジル
の韓国移民社会に関する実態報告はいわば，上記の包括的研究の一翼を担うものである。移民の
歴史も背景も異なる日本移民と韓国移民。彼らが身をおくブラジルのそれぞれのコミュニティー
の実態を探ることによって，双方の民族集団の有り様や個々の民族集団の文化的特質などがより
鮮明なかたちで浮き彫りにされるかもしれない。

調査に当たって

ブラジルの韓国移民の状況を知る手がかりとして，サンパウロ市内にある韓国移民に縁の深い
地域を訪ねた他，まず初めに 1964年に創設されたサンパウロ市内にあるブラジル韓国協会を訪ね，
同協会の事務局長リー・アンドレさんに話をうかがった。協会内には韓国移民の歩みをたどる写
真が展示され，大韓航空の航路が記された古い世界地図が壁に貼られていたのが印象的だった。
1963年に公式の韓国移民は始まり，船での移民よりも飛行機での移住者が多いという新しい時代
の移民像を象徴するかのような地図だった。
リーさんによると，韓国移民史を詳述した本（ポルトガル語と韓国語で表記）の発行が近く予
定されているということで，現在は編纂中のため，2008年に発行されたブラジル韓国移民 45周
年の記念小冊子をいただいた。ブラジルの韓国移民史はこの小冊子を一つの手がかりとしてまと
めたものである。また，知己を得てブラジルに移住されて 27年になる韓国人の会社経営者の方の
協力で，2009年に発行されたブラジルと韓国の外交樹立 50周年の記念誌をお借りし，ブラジル
の各方面に影響を及ぼす韓国の存在をまとめる手がかりとさせていただいた。
約 50年の韓国移民史は決して一言でまとめられるものではなく，当初の移民には日本語を話

す世代の韓国人も少なくなかった。日本移民と共にブラジルまで渡航するケースもあったようだ。
戦前にまでさかのぼると日本移民としてブラジルに移住した韓国人もいたのである。
個人の軌跡から見える移民史があることは想像に難くなく，今回は縁あって 1969年から 1970

年に飛行機で移住され，ブラジルで活躍されてきた柳敬烈さんや金沢吉男さんにも貴重な人生を
紹介していただく機会に浴した。年配の韓国移民の話は，その個人の人生を聞かせてもらうだけ
で，日韓の歴史はもちろん，世界史までが見えてくるような，貴重な自叙さながらのものであった。

2010年，駐韓ブラジル大使館の大使に日系ブラジル人のエドゥムンド・ススム・フジタが就任
した。日本ではなく韓国の大使に日系人がなったこと自体，新たな日韓関係をブラジルが切り開
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く意味において，大きな希望を持たせるものである。
2014年のサッカーワールドカップ，続く 2016年のリオデジャネイロオリンピックに向けて，
リオ，サンパウロ，カンピーナスを結ぶ高速鉄道の敷設計画では，日本，韓国，フランスなどの
高速鉄道が名乗りを上げ，水面下で政府間協議が進められている。日本は新幹線をブラジルが採
用するという期待感を抱いているが，ブラジル社会での昨今の韓国の勢いを目の当たりにすると，
新幹線のブラジル導入を信じ込むには尚早な気がする。

BRICsの一国としてブラジルに世界の耳目が集まる中，韓国のこの国への期待度も大きい。現在，
韓国人全体の約 15％が海外で生活していると推定されている。韓国から新天地を求めて海外に飛
躍を試みる人はまず，ブラジルに出向くようである。そして，その地で世界の動向や情勢などを
把握しながら，再び他国へ移住するケースもあると聞く。あべこべに，パラグアイやボリビアを
経由してブラジルに入国するケースもあるようだ。
韓国からのブラジル移民は，今後数年先には，さらに 2万～ 3万人増加すると予想する人もいる。
もし仮にブラジルで高速鉄道コリアン・エクスプレス・トレン（KTX）の正式採用が決定すれば，
移民の流入はそれ以上に拡大するかもしれない。
とまれ，本実態調査の多くは，現地サンパウロに住む大浦が，地の利を活かして実践した。田
所は，他の民族集団との連関も視野に入れながら，ブラジル社会における日本移民と韓国移民と
の間の比較考察に主眼を置いて取り組んだ。
実態調査を推進するに際して，人種や国籍を超えて多くの方々にご協力を得た。わけても韓国
老人会会長金沢吉男（金進卓）さま，柳敬烈さま，東亜日報の朴泰淳さまには，貴重なお話や助
言をいただいた。末尾ながら，深甚の謝意を表します。

1．ブラジル韓国移民小史

1）ブラジルの第一回韓国移民
ブラジルでの公式の韓国移民は 1963年に始まり，2010年で 47年を閲する。ちなみに，ブラジ
ルと韓国の外交関係が樹立されたのは 1959年のことであった。朝鮮戦争（1950－ 53）の折には，
ブラジルにもアメリカ合衆国から軍隊派遣の要請があり，ブラジル政府の間でも議論の焦点とも
なっていたようだ。戦後の 1962年，リオ・デ・ジャネイロにラテンアメリカでは最初となる韓国
大使館 1）が設置され，1965年にはソウルにもブラジル大使館が設置された。ブラジルへの第一回
韓国移民を乗せたオランダ船 TJITJALENGKA号 2）は，1962年 12月 18日に釜山の港を出発した。
当初，韓国の 33家族がブラジルへ移民することを承認されていたが，17家族 92人のみが日本に
あるブラジル領事館から入国ビザを受け取り，結果的には 89人と非公式の「グルッポ・ペルクル
ソル GRUPO PERCURSOR」と呼ばれる 11人の旅行者が TJITJALENGKA号に乗船した。少し遅
れて 3人が飛行機でブラジルに到着した。

TJITJALENGKA号は釜山を出港した後，沖縄，香港，シンガポール，ペナン，モーリシャス，マプー
ト（ロレンソマルケス），ダーバン，ポート・デ・エリザベス，カーボ・デ・エスペランサ，リオ・デ・
ジャネイロを寄港し，1963年 2月 12日に目的地のサントス港に到着した。決して快適とはいえ
ない貨客船での 56日，約 2万㎞の航海は，新天地での新しい生活への希望だけが心の支えとなっ
ていた。船上ではポルトガル語教室やダンス，歌，スポーツなどに時間が費やされた。多くの移
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民にとって，戦争で国土が荒廃し，南北分断されて生活環境はかんばしくない状況とはいえ，祖
国を離れるのは断腸の思いであったことは言を待たない。

2）入植が計画された初期の韓国移民
最初に到着した韓国移民は，内陸部に入植することが計画されていた。そのため，家を建てて
耕作するための土地を購入する必要があり，到着から一週間後には土地を探し求めた。このこと
は多くの日本人が移民した当初，ブラジルの農場主の下で働いたのとはいささか状況が異なる。
加えて，韓国移民の多くは，韓国での農業経験がなかったのである。

1963年 3月 8日には 5家族がサンパウロ市から約 50㎞離れたグアラレマで 38アルケールの土
地を購入する契約が成立し，3月 13日には現地入りした。当時，その場所はアリラン農場として
知られたが，現在は存在していない。他の多くの家族は土地購入費を持ち合わせておらず，ボン・
スセソール近郊の日本人が所有する農場を貸借して，1963年 4月 30日からソウル農場と呼ばれ
る場所に居住した。1964年には，新たに到着した韓国移民 64家族がエスピーリト・サント州ヴィ
トーリアのポンテ・リンパ農場で土地を分割して入植した。
入植が実現しなかったケースも少なくなかった。1965年にはサンパウロ州イグアッペのイグ
アッペ農場を取得しようとしたが，書類や法律上の問題があるために事実上，不可能となった。
他にもプロテスタント系の教会の後援により，マトグロッソ州にあるブリチ農場の取得が試みら
れたが，サンパウロから遠隔の地であったために実現しなかった。

1966年には，パラナー州のパラナグアー港から 53家族 313人が韓国カトリック教会の仲介で
サンタ・マリア農場に向った。この農場は最初の成功例で，耕作地で仕事を習得し，町では鳥類
（家禽）飼育業者として知られるようになり，組合も形成された。ただ，多くの韓国移民にとって
農業のみでは生計の目途が立てられなかった。そのために彼らはサンパウロに移り住み，パン屋，
タバコ屋，バールの経営，フェイランテ（野菜，果物，花などを露天市で販売），既製服産業など
の商売に転じることになる。この種の商売は今日でもあまり変わりがない。韓国移民による既製
服の製造・卸産業の先駆けとなった店はリベルダーデ地区の『世紀』だった。というのも，リベ
ルダーデ地区は当時としては日本人街そのもので，多くの日本人が買い物で出入りし，日本語さ
えできれば商売が可能で繁盛もしていたからである。
新たに開店した韓国系の既製服店は，女性が家から家へと売り歩く訪問販売のシステムも採用
し，売り歩く女性は「ベンデー」という名前で知られた。ベンデーはポルトガル語が堪能でなく
ても，服のみならず，韓国からの輸入品やカツラなども販売した。1980年代になると韓国系の既
製服産業者は，リベルダーデ広場に地下鉄が通って店が立ち退きになったことに加えて，将来へ
向けて投資する意味で，以前から既製服の卸業者が集まっていたボン・ヘチーロ地区やブラス地
区に順次移動するようになった。従って，ボン・ヘチーロ地区やブラス地区は現在，韓国系の人
が多い。単に仕事場として韓国系移民が出入りするばかりか，2世や 3世の時代を迎えて，かつ
てのリベルダーデ地区の日系人と同じように，街のあちらこちらで暮らす韓国系住民と出会うこ
とができる。しかも，同じアジア出身ということで，日系人と韓国系の間の結婚も珍しい話では
ない。



ブラジルの韓国移民社会に関する実態報告

─ 157 ─

3）戦前に日本人として移民した韓国移民第一号「ミタおじいさん」
第二次世界大戦前，韓国から日本に渡って居住し，日本人家族の養子となって日本移民として
ブラジルに渡った韓国人にミタさんがいた。ミタさんは 1928年 9月 20日にミタ・ショウゴの名
前でサントスに到着し，公式のブラジル韓国移民の第一号と認められている。同じ時期に日本人
の構成家族の一員としてブラジルに渡った韓国人はあと二人いた。戦前は朝鮮半島出身者が直接
ブラジルに出向くことはできなかったため，稀なケースであった。
サンパウロではミタさんは米商人として知られ，自らの所有していたサンパウロ州アルジャー
市の土地を韓国人協会に寄贈したりして，社会奉仕の活動が称えられ，1994年 8月 15日に功労
賞を受賞している。

1970年に移民した金沢吉男さんは次のように回想する。「戦後，1963年から韓国移民が暮らし
だすようになった時には，サンパウロのリベルダーデ地区に住むほとんどの韓国移民がミタさん
に米を注文していました。70歳を過ぎてからも，若い従業員がいてもお客さんには数十キロの重
い米袋を自らかついで届けていました。ミタおじいさんと呼ばれて皆から親しまれていました」
ミタさんは 90代で天に召され，現在は家族がサンパウロで暮らしているとのこと。

4）戦後の公式移民の始まる前の移民
朝鮮戦争が休戦に入るころ，南北朝鮮を問わず，時の反政府勢力の一部の人が移民として南米
に渡るケースもあった。多くは富裕層だったようだ。アメリカの支援などを通して，ブラジルに
は 55人が渡り，内 17人がアルゼンチンに渡ったと記録にはある。新しい韓国移民は，戦前に移
民していたミタさんらによって迎えられた。リオに大使館が設置され，ブラジルの韓国移民が公
式に始められるようになった背景には，先のこれらの韓国からの移住者の存在があったのである。

5）日本移民との初期韓国移民の違い
ブラジルに渡った初期の日本移民の多くは，日本では農業に従事しながらも土地を所有するこ
とができない人で占められていた。その意味で彼らは，ゼロからの出発に等しかった。それに対
して，第二次世界大戦後，特に初期に流入した韓国移民は，資金を有する韓国の富裕層が少なく
なかった。その点で，経験がないことから農業面ではけして成功を収めたとは言い難かったが，
持参した資金を元に経営者として事業を成就した者も現われた。

2．ブラジルの韓国移民の現在

1）5万 5千を越すブラジルの韓国系コミュニティー
2006年の時点でのブラジル連邦警察の調査に基づけば，約 5万人の韓国人がブラジルに在住し
ていた。それが 2010年現在で，子供や孫の世代を含めて約 5万 6千人がブラジル各地，わけても
サンパウロに集住〔5万人〕していると推定されている。中でも，既製服の縫製や販売を中心と
した商売を営んでいるボン・ヘチーロ地区やブラス地区では，日本人と同じ東洋系の顔立ちをし
た，韓国からの移住者やその子孫たちでいっぱいである。韓国人ではないが，同じ地区で別の特
徴のある顔立ちをした人をよく見かけるが，彼らの多くはボリビア人だ。ボリビアからサンパウ
ロに移住してきた人たちで，ブラジル人と同様に韓国人に雇用されているケースが少なくない。
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約 10年前のボン・ヘチーロ地区では，
アシュケナジー（東欧系のユダヤ人）や
アラブ系の人の，一昔前の装いの店舗が
普通であったが，現在では古い建物をリ
フォームしたブティックが次々と出現し
ている。と同時に，韓国系の新しい店舗
も雨後の筍のように現われ，地区の装い
を一新させている按配だ。加えて，いく
つもの韓国食品店や韓国人向けの美味し
い韓国料理レストランも数多く出現，食
事時間帯ともなれば仲間とくつろぐ韓国
人の姿がよく見かけられる。
ことほど左様に，とりわけボン・ヘチー
ロ地区にある韓国人街のここ 10年間の急
成長ぶりは，この 10年来，ブラジルで大
躍進を遂げてきた韓国の多国籍企業，サ
ムスン・グループ，LGグループ，ヒュン

ダイ・グループなどの姿とも重なるものがある。サムスンや LGは，サンパウロの地元の人気チー
ムであるサンパウロ FC（LG）やパルメイラス（サムスン）のメインスポンサーであることも手伝い，
その存在感は圧倒的とさえ言える。
ボン・ヘチーロ地区のその名の由来は，裕福なアラブ人の隠棲地であったことにあり，1862年

にはサントスとジュンジャイ間を結ぶ鉄道の中心の駅であるルース駅が開通し，それ以降，イタ
リア人，ユダヤ人，ギリシャ人などが到来，今日の礎を築いた。現在は韓国人が加わり，地区に
ある 1200以上の店の内，約 840が韓国系といわれている。そして，韓国系を頂点とした社会層や
雇用関係が現出する。その意味で，このボン・ヘチーロ地区は多様な民族集団が混住しているの
みならず，民族の違いによってヒエラルキーが垣間見られる点で特筆すべきであろう。
ちなみに，婦人服の分野において韓国系企業はブラジル市場の 30％以上を占めており，一日に
約 7万人が出入りするボン・ヘチーロ地区やブラス地区においては，直接的，間接的に約 30万人
の雇用を生み出しているという。

2）韓国系の人々が集住するサンパウロの地区
先にも触れたが，サンパウロ市内で韓国系住人の主な集住地区は，ボン・ヘチーロ，ブラス，
リベルダーデ，アクリマソン，モルンビーなどである。
高級住宅街として知られるモルンビー地区は，単に移住者だけでなく，韓国企業の駐在員が増
加している。その理由としては，居住地から企業の事務所に比較的に近いことや，子弟の通うア
メリカンスクールやインターナショナルスクールが近在することなどが挙げられる。こうした韓
国系住人の暮らす地域には，必ずといってよいほど韓国料理のレストランが存在する。

図 1　韓国人による既製服産業が活発なサンパウロ
市のボン・ヘチーロ地区とブラス地区，および東洋
人街であるリベルダーデ地区。
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3）キリスト教系の信者の多い韓国移民
ブラジルに移住した韓国人家族には，カトリック，プロテスタント，バチスタ，ペンテコステ
など宗派は違ってもキリスト教徒が多い。
韓国系のカトリック教会であるサン・キム・ダイグン教会は教区が設けられてから 2010年で

41年を迎え，サンパウロをはじめ，ポルト・アレグレ，クリチーバ，カンピーナス，ヴィトーリ
ア，ベロ・オリゾンテなど，ブラジル全土で暮らす韓国移民の信者約 4000人の心のより所となっ
ている。同教会はブラジルのカトリック教会とも連携して，社会奉仕を通じて両国の絆を深める
一方，韓国移民やその子弟がスムーズにブラジル社会に統合できることを意図して，積極的な活
動を展開している。
プロテスタント系の教会も様々な活動を盛んに行っており，週末のボン・ヘチーロ地区の通り
などでは韓国からの伝道者が路上に立って，韓国語とポルトガル語で啓蒙活動をする姿も見かけ
られる。
キリスト教徒の信者の多さとは対照的に，韓国移民の仏教徒は減少の一途をたどっている。ブラ
ジルにある大部分の仏教は日本移民の信仰を介してブラジルに伝えられた。韓国移民にとっても
お馴染みのジン・ガク・サ Jin Gak Sa（브라질 진각사）はボン・ヘチーロ地区にある仏教寺院で，
1983年にブラジルに拠点が築かれた。ブラジル人の信者も増える傾向にあり，現在は 30人近い
信者がいるそうだ。

4）ブラジルで発行される韓国系の新聞など
サンパウロを拠点にブラジルで発行されている新聞には Jornal Chosun，Diário Nammi Dong-A，

Jornal HanKook Ilbo，Diário Joong-Ang，Jornal News Brasilなどがある。韓国の新聞社と提携して
いるところでは，韓国のニュースとブラジルの韓国系コミュニティーの時事や話題が報道されて
いる。中には，大部分が広告掲載の新聞も数紙あり，ブラジルでの韓国系の人たちの経済的繁栄
をうかがわせるものがある。
サンパウロの Diário Nammi Dong-A新聞社から 2004年に刊行されたブラジルの韓国移民に関

する著作『아마굳의　꼼』（オー・ウン・ソク著）は，元韓国政府の官吏で第一回移民としてブラジル
に渡り，Diário Nammi Dong-Aの編集長
なども歴任し，ブラジルの韓国移民の
歩みを見つめてきたオー・ウン・ソク
氏（86歳，2011年に逝去）の手になる
ものである。390ページに渡る詳細な
内容はハングル文字による実録で，韓
国の歴史研究者にとっても好個の文献
となっている。

5）韓国系移民に欠かせない韓国食材店
韓国からの食料輸入品も含めて，ブ
ラジルで生産されるキムチなどの韓国
食材を販売する店は，特にボン・ヘチー

写真 1　ボン・ヘチーロ地区の一角にある韓国の食料
品店。付近の通りにはユダヤ人なども行き来する。
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ロ地区のトレス・リオス通りやプラテス通りに韓国料理レストランなどと軒を連ねている。リベ
ルダーデ地区の東洋食料品店にも韓国製の麺類や菓子類などは販売されているが，ボン・ヘチー
ロ地区の食材店でしか見かけない韓国食材はあまたにのぼる。
ブラジルではなじみの薄い薄切りの牛肉や豚肉を専門に販売する肉屋もあることから，遠方
からも韓国系の客が買い物に訪れる。ボン・ヘチーロ地区で古い韓国食料品店の一つである
『OTSUGI』は 20年近くサンパウロで営業している老舗である。顧客の大部分は韓国人であるが，
ブラジル人客もおり，人気の商品は韓国製のラーメン，キンバブ（韓国のり巻き），ジャブチェ（韓
国の春雨料理）なのだそうだ。

〔韓国からの輸入アイス「メローナ」〕
サンパウロでは今やアイスクリームの代表格となっているブランド「メローナ」は，韓国から
直輸入されているアイスクリームである。韓国から製品をそのまま輸入するために，ブラジル産
のアイスクリームと比べて割高であるが，ブラジルにはないアイスクリームの美味しさで，今や
ブラジル人にも人気のアイスクリームブランドになっている。東洋食品店をはじめ，人が多く集
まるような飲食店やスーパーならどこでも見かける。ブラジルでサンパウロのアイスクリームに
ついて尋ねれば，きまって「メローナ」という答えが返ってくる塩梅だ。

6）韓国系コミュニティーに注目される学校
ボン・ヘチーロ地区にある韓国系の学校「ポリロゴス」は 1998年に開校され，ブラジルの法律
基準に基づいた教育と合わせて，韓国語や韓国文化を提供する教育機関ということで，ブラジル
に生活基盤を置く韓国系コミュニティーの人々からは定評がある。母体は韓国教育協会で，韓国
の教育を模範として質の高い教育を目指し，韓国人や非韓国系ブラジル人を問わずバイリンガル
の教育を行っている。卒業生はブラジルの名門大学へも進学し，2009年に限ってみても，10人が
サンパウロ大学に入学している。以下，いくつかのスポーツ活動に言及する。

①サッカーを通じた交流
韓国はサムスンや LGがサンパウロのサッカークラブのスポンサーを通してブラジルでのサッ

カー交流を進める以外に，約 20人のブラジル人サッカー選手が韓国のサッカークラブで活躍して
いる。例えば，ブラジルのサッカークラブであるセアラーやクルゼイロなどでプレーしていたジョ
アン・ソアレス・ダ・モタ・ネトは，2004年，韓国の全南ドラゴンズに移籍し，同年に 14ゴー
ルをあげ Kリーグ得点王に輝いた。その後，城南サッカークラブでプレーした後，2010年からは
浦項スティーラーズに移籍している。

②ブラジル生まれの女性ゴルファー
2004年のヴェージャ誌によると，サンパウロでは約 1500人の韓国人がゴルフに親しんでいる

という。今では日系ゴルフ場でも韓国人がプレーする姿が多く見られる。パラナー州生まれのア
ンジェラ・パク選手は韓国系二世の女性プロゴルファーとして，今日まで参加した大会で好成績
を収めている。2009年には 21歳でロレックス・ランキング（LPGA）で 28位にランクインした。
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③テコンドー
今日，ブラジル全土でテコンドーをする人は 30万人以上いるといわれる。テコンドーがブラジ
ルに導入されたのは教育省の方針によるもので，1970年にサン・ミン・チョ（Sang Min Cho）師
匠が招かれたのを契機に，サンパウロのリベルダーデ地区にブラジル初の道場が創設された。リ
ベルダーデ・アカデミーは，現在サンパウロ州テコンドー連盟本部になっている。今日，ブラジ
ルには師範が約 1000人（サンパウロは約 500人）いる中で，韓国人の師範は約 40人というところ。
テコンドーをポルトガル語で解説した DVDや本が出版されるほど人気は高い。

3．ブラジルと韓国との経済交流

1）2000年以降に深化した双方の経済関係
ブラジルと韓国の通商が始まったのは 1960年代のことだった。当初の主な取引品目はブラジル

からは砂糖，米，薬品，織物，縫製機械，一方の韓国からは原料や海藻類，有機薬品などだった。
1970年代には相互の経済関係はより緊密になり，韓国の輸入品目には動物飼料用の大豆，オレン
ジジュース，鉄，鋼鉄などが，ブラジルの輸入品目にはタイヤ，鉄，鋼鉄，織物，化学薬品，機械，
金属が加わった。特筆すべきは，1976年には，韓国からブラジルに輸入された腕時計の売れ行き
が最高潮に達したことだろう。

1980年代末から 1990年代初めにかけて，両政府間で種々の協定が交わされ，双方の経済関係
はさらに発展した。1991年には関税が軽減され，ブラジル市場での韓国系の経済が伸張する要因
となった。

2001年から 2008年までの韓国とブラジル間の輸出入額を見てみると，毎年右肩上がりである。
2008年の韓国からブラジルへの輸出総額は 60億ドルで，2001年と比べて 267.79％も増額してい
る。ブラジルから韓国への輸出額も同様の傾向が見られ，2008年には 44億ドルと，2001年比で
289.13％増額している状況だ。外交樹立から 50年を過ぎ，特に 2000年以降のブラジルと韓国の
経済関係は，過去に例を見ない急成長を遂げている点は瞠目すべきだろう。

2）ブラジルに根付く韓国系企業
①世界各地で展開する韓国系コミュニティー間の交流促進

2002年には韓国政府主導の下，世界 120ヶ国以上で活躍する韓国系企業の経済活動を促す目的
で，同企業による世界協会が創設され，と同時に，世界会議も組織された。要するに，世界各地
で展開する韓国系企業もしくは団体がメンバーで，グローバルな経済問題から環境問題に至るま
で議論され，新しいビジネスチャンスも模索しようというものである。
韓国の本部では 20人の評議員が 2年ごとに選出され，世界 6地域（アジア，北米，ラテンアメリカ，
オセアニア，ヨーロッパ，アフリカ）にそれぞれの連合団体が存在する。2009年時点でのラテン
アメリカの代表は，ブラジルの現地に根付いた韓国系コミュニティーから選出されている。
ブラジルの韓国系企業をまとめる役のブラジル韓国商工会議所は 1983年に創設された。サンパ
ウロ中心に約 2500の企業や個人が加入している。この商工会議所はいわば，経済交流ばかりか，
ブラジルにおけるビジネス面での物流管理などを後援する機関ともなっている。
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②存在感を強める韓国系企業
ヒュンダイ，サムスン，LG，GM大宇（Daewoo），キア・モーター，アジア・モーターなど韓
国系企業は，家電，電子機器，自動車などの分野でヨーロッパや日本のブランドを圧倒する勢いで，
ブラジルでは大きな存在感となっている。
韓国系企業は，主に 1990年代中頃からブラジルで経済活動を本格化させ，同国の科学技術発展

にも寄与し，さらなる近代化を促した。サッカーやゴルフのみならず，オリンピックの選手のス
ポンサーとして知名度の高いいくつかの代表的な韓国系企業の，ブラジルでの歩みを中心に以下
に簡単に記すことにする。

ａ）【LGグループ】
1947年に創業した LGグループは，1995年からブラジル市場に参入した。現在，アマゾーナス

州マナウスとサンパウロ州タウバテの 2カ所に工場がある。ブラジル全体で約 5千人の従業員が
おり，テレビ，ビデオ，オーディオ，エアコン，携帯ほか，家庭用電化製品などでブラジル市場
の大きなシェアーを占めている。現在，ホームシアター，液晶モニター，プラズマテレビ，液晶
テレビの売り上げランキングでもブラジル市場の首位にある。
スポーツ関係への投資も積極的に行い，2001年からサンパウロ FCのスポンサーである以外に，
ゴルフのアンジェラ・パク選手のスポンサーとしても知られた存在である。

ｂ）【ヒュンダイ（現代）グループ】
1946年に創業されたヒュンダイ・グループは，サンパウロ州ピラシカーバに組立工場が建設さ
れた 1999年以降，ブラジルのカオア・グループと業務提携してブラジルの自動車産業界では大き
な注目を集めている。かつては品質の悪さがピアーダ〔笑い話〕にされることもあったというヒュ
ンダイの自動車が，今日では高い品質と洗練されたデザインに裏打ちされて，ブラジルの町中を
走行する車として一大ブランドにまでなった。

ｃ）【サムスン（三星）グループ】
1936年に創業された韓国の一大財閥であるサムスン・グループは，情報テクノロジーの分野で
世界に大きな影響を及ぼしている。ブラジルに拠点を置いたのは 1986年で，その後，同業社と協
調して本格的なビジネスを展開しつつある。マナウスの工場ではテレビも生産している。サンパ
ウロのサッカークラブ，パルメイラスのスポンサーのほか，体操選手のダイアネ・デ・サントス，
女子サッカー選手のマルタ，男子バレーボール選手のジバなど，ブラジルのオリンピック選手の
スポンサーとしても知られた存在だ。

ｄ）【ア・キア（起亜）・モーター・コーポレーション】
ア・キア・モーター・コーポレーションは 1944年に創業され，当初は自転車部品の生産が主だっ
た。今日は世界のカーレースで大きな存在感を示している。世界 8カ国で 14の工場を操業させ，
年間，約 140万台の自動車を生産，172カ国で販売している。ブラジルには，1992年にサンパウ
ロ州イトゥー近郊で設置された韓国のキア・モーター・コーポレーションの組立製造工場がある
ほか，エスピーリト・サント州のヴィトーリアが，韓国からの輸入車を受け容れる拠点となって
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いる。現在はヒュンダイ・グループの傘下にあり，「ヒュンダイ－キア・グループ」を形成する。
他方，全豪オープンテニスのメインスポンサーであり，2014年のサッカーワールド杯ブラジル
大会の開催におけるオフィシャルパートナーにもなっている。

③韓国企業の躍進に関わる人材登用について
韓国系企業の世界での躍進の要因の一つには，例えば，アメリカ合衆国やブラジルで育った韓
国人子弟の教育に力を注ぎ，しかも，現地のトップクラスの大学で優秀な成績を収めた者を韓国
で採用することにあるようだ。のみならず，国籍を問わず，各国で優秀な学生であれば韓国企業
に採用するという，グローバルな人材登用や戦略が奏功している。

4．異文化の挟間に生きたある韓国移民（男性）の話

1）柳敬烈さん
①日本人として教育を受けた時代
柳敬烈さんは 1931年に韓国のソウルで生まれた。それは日本統治下でソウルが京城（けいじょ
う）と呼ばれた時代だった。柳さんの子供時代，韓国の尋常小学校（国民学校初等科）は，韓国
人と日本人はそれぞれ別の学校に通っていた。ご多分に漏れず，柳さんも韓国人の通う尋常小学
校に通った。第二次世界大戦の足音が忍び寄る中，小学校で使用されていた韓国語が，1938年に
は使用禁止となった。

柳さんは，子供時代，言葉も考え方も日本の教育を受け，韓国の歴史や言葉の教育を受けるこ
とはなかったが，それが全く違和感なく当たり前のこととして疑ったことはなかったらしい。そ
して，「私は生まれた時から日本だった朝鮮で日本語や日本の考え方で教育を受けたため，苦しい

写真 2　LGグループがメインスポンサーであるサンパウロ
FCとサムスン・グループがメンイスポンサーであるパルメ
イラスのサッカーのユニフォーム
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とかその事自体に疑問を感じたことは一度もなかった。
日本人と同じだという意識を持っていた。ただ，私の
祖父母の世代などには自らが日本語や日本文化になじ
めないこと，孫たちに韓国の歴史や文化を教え伝えら
れないことはとてもつらいものだった」と，当時の事
を振り返る。（この言葉を聞くと，ブラジルの日本移民
が孫世代にもなると日本語や日本文化も通じなくなっ
て，ブラジル人になってしまうことにえもいわれぬ一
抹の寂しさを感じることといささか似通っている。）
小学生時代の韓国人にとって，ひらがなとカタカナ
は簡単でも漢字の壁にぶつかることが少なくなかった。
しかも，旧制中学校に入学するためには試験に合格し
なければならず，その意味で日本語ができることは必
須条件であった。旧制中学からは日本人と韓国人は同
じクラスで学べたが，50人のクラスに韓国人はわずか
7，8人在籍するのが一般的だったという。柳さんは難

しい試験に合格し，旧制中学に入学した。しかし，間もなく日本が敗戦となり，旧制中学一年生
の時に「日本人」 から「韓国人」となった。

②韓国での社会人生活
第二次世界大戦の終焉を機に，柳さんは初めて自らが韓国人であるとはっきりと自覚したとい
う。それまで教えられてこなかった韓国の歴史があることを知り，家でも外でも韓国語で会話し，
ハングル語を読み書きするようになった。強いと思っていた大日本帝国が朝鮮から引き上げると，
日本と同様，アメリカ合衆国が韓国にも進駐し，飴やチョコレートを配った。そして，アメリカ
合衆国は軍隊だけでなくキリスト教（プロテスタント）文化をももたらしたのだ。柳さんはキリ
スト教に興味を持ち，英語を勉強し，大学に進学する前に 2年間神学校で学んだ。大学 4年間は
法律を勉強し，一般の社会人として働こうと思った矢先に朝鮮戦争が勃発，アメリカ軍に入隊し
て 2年間軍隊での生活を送ったのであった。
軍隊生活を終え，社会人として生計を立てるために 25歳の柳さんが得た職業は，絹織物工場の

社長だった。戦前に日本の会社が朝鮮半島に持ち込み，引き上げと同時に残された紡績機を買い
取り，日本やアメリカから輸入した合成の絹糸を使用した生地を織り，国内外に販売した。それ
故に，最盛期にはおよそ 400人を数える従業員が工場で働き，時代に後押しされて商売の方は繁
盛するのであった。

③韓国初の飛行機での移民としてブラジルに渡る
韓国で成功を収めていた柳さんに転機が訪れたのは 39歳の時だった。商売は軌道に乗っていた
が，5人の子どもに対してより良い教育を身につけさせるため，また，親族間にあったトラブル
を避けたいという思いもあってブラジルへ渡る決意を固めた。そして，奥さんと 1男 4女の家族
7人で，韓国から初めての飛行機を使った移民としてブラジルに到着したのである。

写真 3　柳敬烈さん
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ブラジルに来るまでは，ブラジルとアメリカ合衆国は同じような国だと思っていた。英語を話
し，世界最先端の技術を持つ洗練された都市文化のように想像していたブラジルは，言葉も違え
ば，通りにはコーヒー袋を服にして裸足で歩いている子供たちがいることに大きなカルチャー
ショックを受けた。奥さんは「どうしてこんな所にいなければいけないのか」と，移民当初は夜
な夜な泣くこともあったという。

ブラジルで心機一転して新たな生活をスタートするために，約 1年半は手始めにサンパウロ市
のセントロ地区でフルーツ販売を試みた。その後，既に仲間の韓国移民たちが携わっていた服の
縫製と販売を 1970年から約 25年間に亘って行った。
移民当初，学齢期にあった子どもたちにポルトガル語を勉強させるため，まずはブラジルの小
学校一年生から勉強し直させ，結果として，飛び級で学年も上がり，難関のサンパウロ大学など
を卒業させた。家業を継ぐ子供や農場を経営する子供，孫まで含めて 7人で移民してきたのが今
や 30人の大家族となっている。

〔退職後の仲間の韓国移民とともに〕
80歳を迎え，仕事の第一線から距離をおいた柳さんは，2006年にボン・ヘチーロ地区のビルで
部屋を借り，仕事をリタイヤした韓国移民が集える老人クラブを設けた。以前は数人が集まって
付近のバールに集まっていたが，落ち着かないということで，一室を借りることにした。

2010年現在，老人クラブの会員は 53人いる。皆で一緒に昼食を食べ，韓国将棋（チャンギ）
に興じる韓国移民の姿が印象深い。

④世界の中でブラジルはとても住み良い国
かつては 3ヶ月に一度のペースで世界各国を旅して各地の見聞を深めてきた柳さんは，「ブラジ
ルは世界でもとても住み良い国」と確信している。かつて一緒にブラジルに渡った韓国移民の中
にはアメリカ合衆国などへ再移住する者もいたが，結果的にアメリカ合衆国に渡った仲間たちは
社会背景の違いもあり，アメリカでは成功することは難しかったと聞いている。ブラジルは将来
性もあり，食べ物もおいしく，今ではブラジルに移民してきたことを心から良かったと思ってい
る。」と述懐する。
世界列強の欲望が渦巻く戦争が行われていた時代，韓国人家庭に生まれ，子供の頃は日本文化，
青年期にはアメリカ文化，そしてブラジル文化の中で人生の半分以上を生きてきた柳さんが思う
ことの一つは，「我々は平和のために一生懸命働き，食べて生きていく」ということである。柳さ
んの温厚な笑顔と親しみやすい人柄から，真の国際人とは何かという答えを見出せる思いがする。

2）金沢吉男さん
①戦時下の日本で生まれ育つ
金沢吉男（韓国名は金進卓）さんは 1931年，日本の大阪で韓国人家庭の下に生まれた。尋常
小学校（国民学校初等科）4年の時，大東亜戦争の戦火を逃れるために山口県柳井市の上馬皿（か
みばさら）に疎開した。金沢さんの心の故郷は今でも，少年時代に友達と野球などをして過ごし
た上馬皿であると語る。
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旧制中学に進学して 2，3ヵ月が経つ頃，第二次世界大戦の戦火が深まる中で，山口県光市の
光海軍工廠（ひかりかいぐんこうしょう）で学徒動員された。海軍工廠で仕事をしている最中の
1945年 8月 14日，空襲により多くの犠牲者が出て施設は壊滅し，近くを流れる川の水が飛んでいっ
た光景が忘れられない，と言う。そして翌日，広島に原爆が投下されたのである。

②韓国，ベトナム，そしてブラジルへ
勝つと信じていた日本が敗戦し，韓国の蔚山（ウルサン）出身の母の希望もあり家族全員で父
の故郷である釜山に移った。日本で勉強していたこともあって韓国語をあまり勉強できなかった
金沢さんは，韓国語を改めて勉強し，二年遅れで韓国の高校（旧制中学）に通い始めるのであった。
高校卒業を目前にした 1950年 6月 25日，今度は朝鮮戦争が始まり，韓国軍で約 4年間働いた。
その間，二度の爆撃を受け，一度は耳に直撃し，片耳の聴力を失った。朝鮮戦争が休戦すると，
工業学校で電気の勉強をして電気技師となり，ソウルの飛行場で働いた。しかし，戦争で荒廃し
た国土は経済も破綻状況で家族を養っていくのも大変だったため，1964年からはアメリカの軍属
としてベトナムに渡り電気技師として働く道を選んだ。1970年に母国に戻り新たな就職先を探し
たが，40代を目前にして小さな子供たちを養っていくだけの良い再就職先はみつからず，心機一
転して海外渡航を決意する。
当初はアメリカ合衆国に渡ろうとしたが，ビザを取得するのが難しく，ブラジルに移民するこ
とになった。3人の友人たちと妻，8歳の長男と 6歳の長女を連れてのブラジル移住だった。飛行
機で渡航することになったため，当時の渡航費は家族 4人分で韓国の家一件分にも相当した。

1970年，ブラジルに到着した当時はまだ韓国移民は少数で，アクリマソン地区の近隣に居を設
けた。今日に至るまでの 40～ 50人の韓国人の飲み友達は，昔からの顔なじみであるという。一
緒に渡航した 2人の友人はブラジルからさらにアメリカに移ったが，金沢さんの場合は，ブラジ
ルで知人に全財産に近い額を騙し取られアメリカ行きは断念せざるを得なくなったようだ。

③日本人街で始めた商売
ブラジルに渡り，当初は腕に覚えのある電気関係の仕事を探したが就職口は見つからず，リベ

写真 4　金沢吉男（金進卓）さん（中央）とブラジル韓国老人会の仲間たち
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ルダーデ地区のリベルダーデ広場の店舗を借りて，婦人服や雑貨の販売を始めた。当時のそこは
日本人街で，日本語が出来れば仕事ができたので，日系 2世を従業員として一緒に働いたそうだ。
日本移民とも親交があり，今日まで続くリベルダーデ商工会の創設メンバーの一人でもあった。
約 3年間，奥さんとともに一生懸命に働き商売も繁盛していたが，地下鉄が通ることになり立
ち退きとなった。そこで，ブラス地区に移って商売を続けることになる。このブラス地区には先
住のアラブ人を中心に既製服の卸業者がおり，同業でありながら日本的な考え方で仕事を進めて
いた金沢さんは，幾度となく購入費が未払いのまま回収できないなどの憂き目にもあったと言う。
それでも韓国人の仲間とともに信用を得て，ブラスでの商売は軌道に乗った。

④ 65年ぶりに小学校時代の想い出の地へ
命がけの波乱万丈の人生を送ってきたが，今では子どもたちもブラジルの大学を卒業して，ブ
ラジルで根を張って生活し，孫にも恵まれ，サンパウロ市内の高級住宅街で穏やかな日々を送っ
ている。日本で生まれ，家族と生きるために韓国，ベトナム，ブラジルと地球上を渡り歩いてき
た金沢さんにとって，一番の心の故郷は今も日本であるという。「学校の休み時間に野球をして
友達と遊びたいのに，弁当を食べるのが遅い女の子がいてなかなか休み時間が始まらないので，
みんなで早く食べるように意地悪を言って先生に叱られた」と微笑みながら少年時代の思い出を
語ってくれた。
ブラジルに生活しながら，これまでも何度も日本や韓国を旅行している。2010年には 65年ぶ
りに上馬皿を訪ね，地域の人々に親切にされたのが一つの心温まる思い出となったようだ。日本
では旧友を訪ねたが，多くが天に召し，会えなくなってしまったとのこと。やるだけのことをやっ
て生きてきた金沢さんは，「後は死を迎えるだけ」と穏やかに話す。今の楽しみの一つは 演歌の
CDを聴くことだそうだ。

おわりに

第二次世界大戦後に公式に始まったブラジルへの韓国移民は，日本語を話す世代の移住史から
始まっている。韓国に縁のある柳さんと金沢さんにお話をうかがい，異文化や国際化社会で生き
るとは何かということを，お二人の空気から改めて思い知らされたような気がした。国際的に生
き，もっといえば国際的に生きざるを得なかったともいえるお二人の人生には，グローバル社会
で生きるヒントが多分につまっているように思う。そして，グローバル社会の究極の私たちの目
的は，人類愛ということに尽きるかもしれない。「心の故郷は小学校の時の楽しかった想い出がた
くさんある日本」という金沢さんの言葉がすこぶる印象深かった。このことは，ブラジルで生ま
れ育った日系ブラジル人の人生にも置き換えられる言葉のように思える。日本に係累がありなが
ら，日系ブラジル人であれば，「心の故郷はブラジルだ」となるかもしれない。
柳さんや金沢さんは韓国というナショナルアイデンティティーがある一方で，日本文化と身近
に接した過去を持ち，後半生はブラジルで生活したのである。国や文化は違っても，同じような
人生を辿った人は，日本人の 80代前後以上の世代に少なからず見ることができよう。
日本人として第二次世界大戦前に，朝鮮や台湾，満州で育った人々の故郷を思うと，当時は日
本とされた土地であっても，実情は異文化の人々と共生する子ども時代を過ごしたはずである。
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80歳前後の日本人でありながら外地で子供時代を過ごし，14，5歳ぐらいで引き上げることになっ
た人たちは，心の故郷は朝鮮や台湾，満州ということにならないだろうか。
敗戦を迎えるまで日本人であった朝鮮や台湾人が，突然，朝鮮人や台湾人，中国人といわれて
アイデンティティーについて考えさせられ，戸惑ったように，外地で育った日本人も突然故郷が
異国になり，日増しに育った環境の中で日本への思いが消えていったわけである。故郷を奪われ
たようなものだ，というのは当時を知らない個人的な思い込みだろうか。戦前の外地生まれの日
本人移住者がブラジルで決して少なくないのは，偶然のことではなく，自然な心に従っただけの
ことのようにも思う。
国境や国籍とは，実に人工的な産物であることを歴史や人の人生が証明してくれている。
日本の 80代前後の世代は，容易に海外旅行ができるようになった今の日本の若い世代よりも国
際性のある世代だったと言えるのではないか。しかも，そうした年配者が戦後日本をリードして
きた点は否めない事実である。
概して，日本の若い世代は内向きで海外志向が低調なのが話題になっている。これとはあべこ
べに，韓国や中国，東南アジアの若者たちの海外志向が際立つ。近年のブラジルにおける韓国や
中国の躍進ぶりと較べてみると，そのニュースを裏付けるかのように，日本が停滞気味か低調で
ある空気を，国際都市サンパウロに暮らす多くの日本人も感じ取っている。その空気の本質は，
若い世代のエネルギー不足と言い換えることもできるような気がする。物質的に恵まれた国で育っ
た必然の結果ともいえるかもしれないが，根本的な原因をそこに求めていてはいけないと思う。
世界を比較する見識に長けた方から，以下のような言葉を聞いた。「日本は個人の能力は低い。
中国や韓国は個人の能力は高い。」確かに，語学にしても然りである。中国人が流暢に日本語や英
語を使いこなすのと比べて，どれだけの日本人が中国語や英語を自由自在に操れるだろうか。こ
の現実は日本の地理的状況や日本語の特殊性から見て大きく変えることはできず，素直に受け止
めるしかないようにも思う。ただ，救いがないわけでない。「日本人の長所は，集団で結束すると
グローバル社会でも負けない強い力を発揮する。中国や韓国は集団になると結束力がなく，弱い」
とも言う。
近年，個人主義がともすれば風潮となっている日本社会で，忘れがちだった本来の日本人の特
性が集団での結束力だろう。この長所を今一度見直すことは，日本という国がある限り，新たな
国際社会でチャレンジするために必要なことではないだろうか。
ともあれ，これまでのブラジルの韓国移民社会に関する実態調査を通じて，同国における日本
と韓国のコミュニティー形成の有り様や，そこに投影された国民性，文化の特殊性などがある程
度浮き彫りにすることができた。ブラジルの韓国移民社会に関する考察は依然，初期の段階に留
まっており，さらなる研究の深化が求められる。今後は研究対象地域を単にサンパウロに限定せ
ずにブラジル全土に拡げ，韓国移民の社会相に焦点を絞り，社会成員としてのあり方，他の民族
との交流等についても認識を深めたい。この作業を通じて，ブラジルにおける日本移民と韓国移
民との間の社会的性格や文化性などの相違も明らかにされるに違いない。今後の課題としたい。
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注

１）1960年に首都はブラジリアへ移るが，大使館はリオにしばらく置かれた。
２）元 JCJL〔Java-China-Japan Line社（蘭）〕の貨客船。日本人移民の他，釜山にも寄港し韓国人移

民も輸送した。
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〈書　　評〉
Starting Over, Brazil since 1985

Albert Fishlow, Brookings Institution Press, 2011, 236pp.

八　木　三木男

1．序
1985年 3月，ブラジルでは，21年続いた軍部政権からの民政移管が実現した。この書物は，

この新共和国時代の動向を政治，経済，社会，国際関係の視点から，総合的に分析したものである。
民政移管後のブラジルで何が起こったのか，めざましい経済発展の背景は何か，依然として残さ
れている課題は何か，という問いに答えようとする好著である。著者は，1970年代からブラジル
の経済発展に関する論文を多数発表している研究者である。現在は，コロンビア大学のブラジル
研究所所長として，米国およびブラジルの政策形成に影響を与えている。
対象とされる期間は，ジョゼー・サルネイ（1985－1989年），フェルナンド・コロール（1990－

1994年），フェルナンド・エンリッケ・カルドーゾ（1995－2002年，2期），ルイス・イナシオ・ルー
ラ・ダ・シルヴァ（2003－2010年，2期）が大統領の任にあった時期である。
民政移管後の最初の課題は，新憲法の制定とインフレーションの収束であった。議会制民主主

義は回復したが，伝統的な大統領制は維持された。インフレーションは，1994年のカルドーゾ蔵
相による「レアル・プラン」によってようやく収束した。2002年の大統領選挙では，労働運動指
導者のルーラ候補が大衆の支持を得て勝利をおさめた。ルーラ大統領はカルドーゾの経済政策を
継承した。同時に，教育，保健，年金などの社会政策を国民全体に広げる努力をした。
世界経済における中国の台頭と一次産品価格の上昇によって，資源国ブラジルの国際経済環境

は好転した。それを契機にブラジル経済は新しい発展期に入った。2011年，ルーラ大統領は国民
から惜しまれながら，腹心のジルマ・ルセフに次期大統領を託した。

2．内容紹介
本書の構成は，第 1章 序（Introduction），第 2章 政治的変化（Political Change），第 3章 最

優先の経済成長（Economic Growth is the Priority），第 4章 社会進歩の持続（Sustaining Social 

Progress），第 5章 変貌する世界での対外政策（Foreign Policy in a Changing World），第 6章 過
去の評価と将来への展望（Evaluating the Past and Looking to the Future），となっている。
第 1章において，権威主義体制から民主主義体制への移行を可能にした要因を 3つあげている。

第 1は，政治面，経済面，社会面，外交面の漸進的な変化である。これらの側面は本書の以下の
章別構成になっている。第 2に，諸目的の中で，経済成長の回復がとくに重視されたことである。
かつての高度成長期の「ブラジルの奇跡（1968－1973）」と同様，インフレーションの収束だけで
は十分ではない。ルーラ大統領は経済成長のための戦略を明確にした。第 3に，この間に，国際
経済環境がブラジルにとって著しく好転したことを指摘している。
第 2章では，政治的変化につき，3つの視点から分析されている。1988年憲法の制定，中央集

権と地方分権，そして司法の独立性である。
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1988年憲法によって民主主義体制の制度化が実現した。首相内閣制への試みは実現せず，大統
領制が踏襲された。議会の地位は向上したが，期待されたほど強化されなかった。司法の独立性
は回復されたが，現実には多くの案件に翻弄された。いずれにしても，ブラジルの政治体制は，
軍部政権からの民政移管においてドラマティックな変化はなかった。
第 3章は経済発展に焦点をあてている。ブラジルは，インフレーションの抑制に成功し，国有

企業と金融部門を民営化し，国民経済の国際化を進めた。とくに，ルーラ大統領の時期に国際経
済環境が好転し，ブラジルの経済成長は加速した。
しかし，今後，中国やインドと競争するためには，国民の貯蓄と投資の水準を引き上げなけれ

ばならない。教育を受けた労働者に対し，さらに新しい技術を学習させる必要がある。公的資金
は，公務員の給与のような消費的支出から，輸送，教育，衛生，住宅などへの投資的支出に向け
なければならない。また先進国および発展途上国との対外開放政策を継続させなければならない。
今後の経済発展は幸運によってではなく，経済政策が結果を左右するだろう，と著者は指摘して
いる。
第 4章では，社会政策の 4テーマを扱っている。（1）教育，（2）保険，（3）年金，（4）貧困と

所得再分配，である。これらの分野への政府支出はすでに国内総生産（GDP）の 30％を占め，こ
の比率は先進諸国の水準に匹敵する。連邦主義による財政の分権が進み，市町村レベルの支出額
は増加した。今後は，人口構造の変化により教育医療への支出増加が不可避である。とくに，高
等教育の充実は焦眉の課題である。したがって，これらの社会政策を今後とも進めることができ
るかどうか問題であるとしている。
第 5章は，国際関係に関する 4つのテーマを扱っている。（1）南米共同市場と対アルゼンチン

外交，（2）米国主導の北米自由貿易地域構想とラテンアメリカの立場，（3）他の新興諸国との連携，
（4）国際舞台でのブラジルの多角的外交，である。アルゼンチンとのライバル関係はブラジルの
成長によって変質し，南部共同市場への熱意は弱まった。つぎに，ブラジルは，米国との外交関
係においてラテンアメリカの立場を代弁する大国になった。さらに，南半球のインド，南アフリ
カとの連携を模索し，BRICsとしての立場を強めている。最後に，国際連合やWTOの国際舞台
における影響力を強めようとしている。
第 6章では，過去の評価と将来展望が語られる。ブラジルでは，民政移管後，包括的かつ広範

囲に改善がなされ，政治の民主化が制度的に実現し，経済発展により生活水準は向上した。その
結果，社会政策はめざましく改善した。国際関係では，地域大国として国際的地位が高まった。
しかし，課題はまだ多く残っている。そのため，今後とも改革の継続が望ましいとしている。

具体的に改善が求められるものとして，選挙制度の改革，個人あるいは地域による多党政治の終
焉，投資増加と財政赤字の解消，が必要とされる。貯蓄と投資の増加をはかるために外国投資の
さらなる導入が望ましいとする。財政赤字の解消については，社会保障を持続させるため，国民
の負担増が必要であろうとしている。また，社会サービスにおける公務員の優遇を廃して，政府
の経常支出の縮小をはかる必要がある。最後に，外交政策については目標の優先度を考えなけれ
ばならない段階に来ているとする。

3．論評
本書は，「現代ブラジル」の四半世紀にわたる展開を多面的かつ時系列的に叙述している。ブ
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ラジルは，長年にわたる権威主義体制から民主主義的な体制に移行し，中国やインドとともに新
興の大国になった。本書のすぐれた点は，ブラジルにおける民政移管後の変化を高く評価すると
ともに，今後，ブラジルが直面する課題にも言及している点である。政治においては強すぎる大
統領権限の是非，連邦制と地方分権のあり方，選挙制度の改革，経済においては，民営化後の独
占企業の規制，財政赤字の解消，外国投資政策と産業政策などがある。また，社会面では，教育，
社会保障のさらなる充実の必要性とその負担，そして外交面では，周辺諸国との友好関係，米国
との関係の新たな構築，が課題である，と指摘している。
著者は，米国の政治経済をモデルとするような偏狭な見方をしていない。しかし，分析の視点

におのずから著者の価値観が現れている。すなわち，著者は，民主主義的な政治体制，市場経済
による経済発展，社会政策の充実，国際的な開放協調政策，をブラジルの発展の特徴として評価
している。ラテンアメリカのベネズエラ，アジアの中国とは対照的に，ブラジルが民主的な大国
として成熟することを著者は期待しているという意味で米国の立場と同調している。
ブラジルが明らかに成功したのは経済政策の分野であろう。インフレーション抑制の成功につ

いては，ブラジルの経験は非常に貴重な教訓となるであろう。米国や IMFが指導するワシントン・
コンセンサスとは異なる処方箋が実行された。高度経済成長については，国際経済関係がブラジ
ルにとって好転したこと，とくに資源価格の上昇が，実はもっとも大きな要因ではなかったかと，
評者は考える。世界経済が低迷する現在，ブラジルの経済政策の舵取りは難しくなるであろう。
また，経済の民営化の実態あるいは産業構造や国際競争力の変化については，この書物ではあま
りくわしくない。
ブラジルの「伝統的な」政治・経済・社会，あるいは 1964年クーデター以前のブラジル，と

比較して，ブラジル社会あるいは国民性がどのように変化したかについては，この書は直接に答
えていない。ブラジルの変化も中国やインドで見られる潮流，たとえば，グローバリゼーション
や中産階級の増加，と同様であろうと思われるが，ブラジル特有の変貌が起こっているかもしれ
ない。
最後に，今後の経済的困難にたいして，民政移管によって確立してきた民主主義体制がどのよ

うに機能するかどうかという点が注目される。この点について，著者は，これまでの政治的指導
者は，かつて軍部支配に抵抗し，覆した人々の手にあったが，いまや，新しい世代が登場し彼ら
の関心は将来に向かっている，とみる。民主主義的な制度が彼らの問題の解決に導く仕組みとで
あるとしている。この書の著者が示す将来のブラジル像はバラ色ではないが，「慎重な楽観論」と
いえよう。
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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 Perfil 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 oficial 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昨年創設 10年の節目を迎え、その新たな一歩として、ここに第
11号を無事にお届けできたことを嬉しく思っています。故大井邦明研究員は、本紀要第 1号の編
集後記を担当され、「独自の視点からの調査研究を大切にしていきたい」と結んでおられます。本
11号もこの決意を継承することが叶い、第 10号に引き続き、多くの論文が集まりました。当研
究所の研究員及び外部からの投稿あわせて論文 7本、研究ノート 1本、書評 1本を掲載しています。
査読及び編集に関わった関係各位にこの場を借りて御礼申し上げます。
本号に掲載された論文は、いずれも継続的な研究の成果です。地道な研究が発する輝きに大い
に刺激を受けたいと思います。また、掲載した研究ノートは、ラテンアメリカとの経済関係が緊
密化しているアジアに視線を向けた視点が新鮮です。先日、ソウルに拠点を移したエレン・ナカ
ミズ前研究員から、ソウル大学のラテンアメリカ研究所についての知らせを受けました。1990年
設立のソウル大学ラテンアメリカ研究所発行の Revista Iberoamericanaは言語学、歴史学、社会学、
経済学と幅広い分野をカバーし、22号を数えています。2008年から年 2巻の発行となり、ラテン
アメリカ研究が盛んになっている様子がうかがわれます。これからは、アジアにおけるラテンア
メリカ研究の動向にも注目していく必要がありそうです。
本研究所では、2011年 2月に地域研究コンソーシアム（JCAS）の共同企画研究プログラムと
してメキシコ史研究ワークショップを立ち上げました。そのきっかけは、2010年 12月に主催し
た第 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」でした。
今からおよそ 400年前にメキシコと日本を結んだロドリゴ・デ・ビベロとその外交手腕については、
本号掲載のルイスカバーニャス前駐日メキシコ大使の論考をお読みいただければ幸いです。この
メキシコ史研究ワークショップは、メキシコとフィリピンを結ぶガレオン貿易をめぐる諸相を東
西交流史として独自の視点から捉え直す試みです。2012年 4月には佐賀県の有田市で第 2回メキ
シコ史研究ワークショップ「東西交流史研究の新たな視角―九州とヌエバ・エスパーニャの間―」
を開催し、ラテンアメリカとアジアを結ぶ歴史の研究を続けていきます。多くの皆さんにとって
魅力ある研究会として盛り上げていく考えです。
この 3月で東日本大震災から 1年が経ちます。末筆ながら、この紙面を通じて、被災された皆
様に心よりお見舞い申し上げます。ラテンアメリカの研究を通じて、我々がこの震災にどう向き
合い、復興支援にかかわっていくか、いろいろと考えさせられた一年となりました。今や災害地
域であることは研究対象が尽きないような印象さえ与えますが、こうした大きな災害に遭って、
あらためて気づくことが多いことの裏返しなのでしょうか。研究対象を見つめる研究者の視点が
問われているのかもしれません。

（礼）
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