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はじめに

チリの先住民族マプーチェ �"�+�����	は、ス

ペインに対し激しい抵抗戦争を行ったことでよ

く知られ、ラテンアメリカ史上でも特異な位置

を占めている。最近でもある研究者が、「スペイ

ンからの独立を維持し続けられる軍事能力を、

［マプーチェほど］急速かつ効率的に発展させ

たアメリカの先住民族はいないだろう」と評し

ているほどである �E�!�� �		
 
�、F　G内は

筆者補足、以下同�。

しかし歴史家のあいだでは、すでに ���	年代

から戦争は異文化接触のひとつの形態にすぎな

いことが指摘されるようになってきた。その結

果、従来は軍事的側面にのみ着目しがちだった

歴史記述のありかたが大きくかわりつつある�。

�本稿ではどの民族を扱うのか明確にするために、主と
して「マプーチェ」という言葉を使うが、史料にこの言葉
は登場しないので、文脈に応じて「先住民」「インディオ」
という語も使うことにする。いずれの語も現在のチリのビ
オビオ川以南に当時住んでいた人々のことを指すものとす
る。なお、脚注で使用する記号については、本文末尾に付
した「記号」欄を参照のこと。

�現在では批判も多いが、セルヒオ・ビジャロボスら 7�	����
2������(�!8 の諸論考が嚆矢となった。オラシオ・サパテル
7F������ K���	�8や、最近ではレオナルド・レオン 7-	�
��)�

だがそれは、スペインとマプーチェの戦争が

すでに使い古されたテーマであることを必ずし

も意味するわけではない。征服期以来続いてき

たとされるマプーチェの H抵抗の歴史Iといわ

れるものが、現代マプーチェの民族運動の背景

となっているとの指摘が、チリ国内だけでなく

日本においても一般化しつつある。そうした今

だからこそ、戦争の実態を史料に即して解明す

る必要があるのではないだろうか。

チリの場合、�� 世紀や �� 世紀におけるマ

プーチェの戦争や蜂起については、すでにいく

つか優れた研究の蓄積がある（例えば C��� ����,

'�����1� B���)� ����）。しかし ��世紀につい

ては、いまだ詳しい研究がなされたことはない。

本稿では ��世紀のなかでも、特に大規模だっ

たと考えられている ��

年のマプーチェの蜂

起に着目して、新しく発見された史料やこれま

であまり目を向けられてこなかった史料をもと

に、その歴史的背景を探ってみたい。まずは史

実を振り返っておこう。

-	?
8 の研究が見逃せない。参考文献リストを参照のこと。
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�．��世紀から ��世紀にかけてのスペインと

マプーチェ�

��� ��世紀終わりまで（征服期）

マプーチェは先スペイン期以来、血縁関係を基

礎とするヒエラルキーの希薄な部族を形成し、小

地区にわかれて居住していた。居住地域によっ

て差はあるものの、初歩的な農耕や狩猟採集、

漁労に従事し、税制や強制労働などの制度は存

在しなかった。こうした社会・経済のありかた

は、そもそもスペイン勢力が築こうとしていた

支配体制になじまなかっただけでなく、マプー

チェは外来の文化を柔軟に取り入れてスペイン

勢力に効果的に抵抗した�。

このようなマプーチェ特有の社会・経済・文

化のあり方を前に、スペインによるチリの征服

は完全な失敗に終わった。�
��年に現在のチ

リの首都であるサンティアゴ ����.�����を建設

した征服者ペドロ・デ・バルディビア �-�)�� )�

J��)�1���は、�
��年にビオビオ川 �9K� 9K��を

こえてマプーチェの居住地域の奥深くまで侵攻

したが、�

�年の反乱で彼が殺害されると、ス

ペイン人の勢力圏はビオビオ川以北へと一気に

押し戻された。バルディビアの後を継いだチリ

の総督はみな、武力によるマプーチェの支配と

植民地体制への統合を目指し、ビオビオ川以南

へと勢力圏の拡大を試みたが、�
��年には、マ

プーチェの蜂起によって総督オニェス・デ・ロ

ヨラ �AL�� )� @�<����が戦死し、スペイン勢力

は再びビオビオ川以北へと大きく後退すること

になった�。

�この節を書くにあたっては、全体の通史として �����!
.��
� 756668 を参照している。

�当時のマプーチェの社会・経済・軍事のあり方につい
ては数々の研究があるが、特に .�)�
�	 )	� ����� 7%&�58、
���� 7%&�C8、���9� 7%&�C� %&&68、K���	� 7%&&�8を参照。マ
プーチェが取り入れた外来文化のなかで最も有名なのが馬
だが、馬の同化については -	�9� 7%&338、千葉 7%&&�8 が充
実している。

�ちなみに、抗争を続けていたといっても、スペイン側

関係地図（�������� ���	所収の地図をもとに作成）

���� ��世紀前半

度重なる失敗にもかかわらず、地政学的に重

要な領土であるチリをスペインが放棄すること

はなかった�。しかし軍事にかかる莫大な人的・

経済的負担のために植民地経営は圧迫されてい

た。このため ��	�年、領土防衛とマプーチェ制

圧のため、スペイン国王は軍隊 ��(;���.��を組織

してチリの前線に配備することを決めた。この

軍隊は毎年支給される王室の補助金によって維

持され、人員はラテンアメリカ各地で徴募され

た兵士によって補われた �C��� ���� ���0����。

だが、それでもマプーチェを制圧することはでき

なかったため、����年にキジン �M����K��で開か

れた和平会談 �-����"��.��で和約が結ばれた�。

とマプーチェ側が敵味方に完全に分断されていたわけでは
ない。マプーチェの部族のなかには、そのときどきの戦況
に応じて友軍として植民地当局に協力することがあったし、
砦に駐留する兵士とマプーチェの間では物々交換が行われ
ていた。また戦場で捕えられ、マプーチェの居住地区のな
かで暮らすスペイン側の捕虜もいた。そのように日常・非
日常のさまざまな場面を通じて互いの接触は深まっていっ
た。先行研究は多数あるが、主要なものとして 2������(�!�
	' ��' 7%&�58、-	?
 7%&&%� 566%8 を挙げたい。

� %>～%3 世紀のスペイン王室は、他の欧州諸国がマゼラ
ン海峡を通過してチリに侵入し、マプーチェと手を結ぶこ
とを真剣に懸念していた。

�なお、キジンは「キリン 7:���D
8」とも表記される。
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その後����年には、総督マルティン・デ・ムヒカ

����.K� )� ��(����がキジンで再び和約を結び、

マプーチェの協力を得てボロア �9�����に砦を

築いた。これらの和約によってマプーチェは、少

なくとも名目上はスペイン国王の臣下 �1�������

として扱われることになったのである �9�����

�		� �
�。

����� ��

年の蜂起まで

��
	年、スペインからチリ総督としてアント

ニオ・デ・アクーニャ・イ・カブレラ（$�.����

)� $��L� < '�!����以下、アクーニャ）が到着

する。義兄弟のフアン・デ・サラサール（C���

)� ����=��以下、フアン）とホセ・デ・サラサー

ル（C��; )� ����=��以下、ホセ）を連れての着任

だった。アクーニャは��
�年、マプーチェだけ

でなく、当時ペウェンチェ �+���������と呼ばれ

ていたアンデス山脈に住む先住民や、バルディ

ビア �J��)�1���以南に住むクンコ �������と呼

ばれていた先住民をも招いてボロアで和平会談

を開き、参加したすべての首長と和約を結んで

チリ全土に平和をもたらすことに成功した�。

ところが ��
�年 �月、クンコが反乱を起こ

した�。これに対しアクーニャはフアンを総司令

官に任命し、軍の兵士と友軍インディオ ���)���

�"�����多数からなる討伐隊を派遣するが大敗

を喫して撤退する。だがこの失敗にもかかわら

ず、アクーニャは再びクンコ討伐を計画し、��



年にまたフアンを指揮官とする大部隊を派遣し

た �$1��� ���.�� �����。

�ボロアの和約によりスペインとマプーチェの戦争は終
結した。この事実は複数の一次史料から確認できる。��/�!
1 ��	
	! 7%�3�+ %3C�%3�8、�	)�
� 7%�&3+ 5&&8、��!��	!
7%�3�+ CCC�CC>8 を参照。

	この反乱の原因は、%>�%年 =月にクンコの居住地域の
海岸でペルーからの船が難破し、その乗組員をクンコが虐
殺するという事件をきっかけに、植民地当局とクンコの敵
対関係が再燃したことにある。

しかしその討伐隊が出発した後の同年�月 ��

日、今度はマプーチェが一斉に蜂起する。これ

が ��

年の蜂起である。蜂起はマプーチェの

居住地域全土に拡大し、ホセは戦死、アクーニャ

とフアンは戦乱のなかペルー副王の命で罷免さ

れてリマに送還され、蜂起を誘発した容疑など

で起訴された	
。

チリには副王によってアルバロ・デ・イバラ

（N�1��� )� 4!���以下、イバラ）が巡察官とし

て調査に派遣された。イバラがチリで集めた証

言などをもとに審理が行われた結果 ��
�年に

�人の有罪が確定し、アクーニャはスペインへ

送り返された。フアンはペルーで収監されるが

脱獄した。副王の調査でパナマまで逃亡したこ

とはわかったものの、その後の足どりは不明で

ある。

�．史料について

マプーチェの蜂起について知るために、本稿

ではリマで行われたアクーニャとフアンに対す

る裁判の記録を参照する。史実から見てもわか

るとおり、当時はこの �人が蜂起の原因だと考

えられていたからである。サンティアゴの国立

図書館 �9�!���.��� #��������にはこの裁判の記

録のうち、起訴状と数人分の尋問調書が残され

ている		。

起訴状によると、フアンにかけられた容疑は

��
�年の敗戦の責任、マプーチェへの虐待など

�
マプーチェ蜂起の直後、コンセプシオン市に逃げ込ん
だ総督とフアンに対し、同市の市民が反乱を起こすという
事件が起こっているが、史実をすべて書き込むと煩瑣にな
るので本稿では省略した。

�� %& 世紀チリの歴史家バロス・アラナ 7�����! .��
�8 の
調査によると、この裁判の記録は全部で % 万枚をゆうにこ
える膨大なものだったというが、原本はまだ見つかってい
ない 7�����! .��
� 5666+ =>=�=>�8。チリの国立図書館に
保管されているのは、歴史家ホセ・トリビオ・メディーナ
7��!H *���(�� �	)�
�8 によって作られた写本である。この
ため、未刊行とはいえ史料的価値はやや劣ると言わざるを
得ないが、それでも貴重な証言であることにかわりはない。



�� 中満和大

多岐にわたる	�。しかし、起訴状のそれぞれの

項目と蜂起との関連について詳細に記述する紙

幅の余裕はないので、ここでは蜂起の主要な原

因とされる先住民奴隷制に焦点を絞りたい。こ

れまでチリの歴史家は、��

年の蜂起と先住民

奴隷制との関連をたびたび指摘してきたが、両

者の因果関係が十分に解明されているとは言い

難いからである	�。

そして本稿では、当時のチリにおける先住民

奴隷制について最も詳しい史料を残している同

時代のイエズス会士、ディエゴ・デ・ロサーレ

ス � ���� )� 6�������の証言に注目したい。ま

たこの史料以外にも、��
�年にイバラがスペイ

ン国王のために執筆した、蜂起についての詳細

な調査記録を用いる（4!���� ����、標題の一部

をとって、以下『報告書』とする）	�。他に ��

世紀の年代記や未刊行史料も参考にしつつ、分

析を進めたい。

�．チリの先住民奴隷制と ��

年の蜂起との関

わり

戦場で捕えたマプーチェの奴隷化は、すでに

��世紀後半から征服者 ����:���.�)���たちによ

り行われていたが、頑なに抵抗を続けるインディ

オをキリスト教に改宗させるまでの暫定的措置

として、捕虜となった敵インディオの奴隷化を

スペイン国王が正式に認めたのは ��	�年のこ

とだった	�。先住民奴隷の取引は、最前線で戦

���4�$' *��� %C5' ���'5>��'
��例えば最近では、ホセ・ベンゴアが、%>�� 年の蜂起は

「当時の総督の奴隷事業が生んだものだろう」と記している
7�	
��� 5663+ %5=8。ただしベンゴア自身は、関連する史
料を詳しく分析しているわけではない。

��この史料はもともと、ホセ・アナドン 7��!H .
�)?
8 の
著作のなかで付録として刊行されたものである。アナドン
自身は、専ら別の記録者の人物像を分析するためにこの文
書を使っている。

��チリにおける先住民奴隷制について、最も新しくかつ
参考になる論文は �(�	�?
 1 K�9��� 7566&8 である。この
研究によると、%�C5 年制定のインディアス新法 7��! -	1	!

う軍の兵士にとっては恰好の収入源となったた

め、�� 世紀中、軍の兵士たちはマプーチェの

集落を標的に、捕虜確保を目的とした奇襲を繰

り返すようになった	�。こうした奇襲には、友

軍として兵士と手を組んだマプーチェも参加し

た	�。兵士たちは戦場でマプーチェを捕虜にす

ると、宣教師の承認のもと上官から証明書をも

らい売却していた。ある史料によると、��
�年

当時、先住民奴隷には �		から �		ペソの値が

つけられたという	�。

イエズス会士ロサーレスが書いた記録による

と、��
	年代ごろ奴隷取引の中心だったボロア

は、まるで「もうひとつのギニア �B������」のよ

うになり	�、「取引所」が設けられ、奴隷の売買

を目的として人々が「サンティアゴ、コンセプシ

オン �'����+��/��、チジャン �'����3��などあ

らゆる所から集まった」という �6������ ����

����。詳しくは後述するが、この時期には違法

な奴隷取引を禁じる勅令や指令書が短期間に複

数確認できる。こうした史料や先に紹介したロ

サーレスの記述を見る限り、当時は合法・非合

法を問わず先住民奴隷の取引がかなり盛んに行

われていたと考えられる�
。

4�	9�!8 により、地域を問わずインディオの奴隷化は禁止
されていたが、チリは %>6� 年の勅令により同法の適用が
免除され、敵対するマプーチェに限り奴隷化が認められた
7,(�)'+ %C�%�8。この奴隷制は %>3C 年から徐々に廃止され
ていったが、マプーチェを奴隷化する慣習は残り、%� 世紀
後半になってもまだ女性や子供が取引された形跡が確認で
きるという 7,(�)'+ 5>8。なおインディアス新法には、「戦争
もしくは、その他いかなる理由によろうとも、インディオ
を奴隷化することはできない」と規定されているが、詳し
くはハンケ 7%&3&+ %3C8 を参照。

��こうした奇襲はマプーチェ語を語源とする「マロン
7���?
8」や「マロカ 7������8」という単語で呼ばれる。同
時代の史料にもこの言葉は頻繁に登場する。

��������!L��)	 ����	���7%&&=8 を参照。
�� ���� 1 0�
� 7%&�=8 に、%3 世紀に奴隷売買のために発
行された証書が複数掲載されている。奴隷の価格について
は G�1 7%��5+ C568 所収の史料に記載がある。

�	 %> 世紀のギニアは黒人奴隷の一大輸出地だった（池本
ほか %&&�+ %%5�%%=）。ロサーレスの記述はそのことをふま
えてのものと思われる。

�
先行研究によると、チリの場合先住民奴隷は主にその入
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しかし先述したとおり、ボロアの会談によって

植民地勢力とマプーチェとの戦争は一応の集結

をみた。その後まもなくクンコの反乱が起こっ

ているが、植民地側は敗北している。こうして

戦場での捕虜獲得が難しくなった結果、スペイ

ン勢力と和平を結んだマプーチェが奴隷化の標

的とされるようになった。裁判におけるロサー

レスの証言から事例の一部を紹介しよう。

例えば、マリレウ ���������というインディ

オは、妻ら女 �人を連れて「平和の地 �.����� )�

+�=�」（和平で安全を保障された地域のこと）を

歩いていたが、兵士 �人とインディオ数人にそ

の女 �人を拉致された。さらわれた �人はフア

ンのもとに連行され売られてしまったという。

ロサーレスはこの話をマリレウ本人から聞いた

と述べている�	。

また、アンテネクル �$�.�������というイン

ディオは、妻をエンクリャンカ �*����������と

いうインディオに奪われた。エンクリャンカは

さらった女をフアンの所に売りにいったが、こ

れを知ったアンテネクルは、ロサーレスに手紙

を書いてもらい、それを持ってフアンのもとを

訪れ、妻を返すよう求めた。ところが妻を返し

てもらえなかったばかりか、逆にアンテネクル

自身が捕えられ �ヵ月に渡り強制労働を課せら

れた��。

手経路によって 3 種に分類される 7F�
�!�$ %&�%8。この 3
種のうち本稿で対象としている時期の史料に登場するのは、
戦場で捕えた捕虜と、身売り奴隷（当時は 	!���9� )	 �!�
��
と呼ばれていた）の 5 種である。後者はもともと、困窮し
たインディオが食料や家畜とひきかえに子弟を兵士などに
預けて、いずれは身請けする仕組みだったが、預かった側
が身請けに応じずそのまま奴隷として売却することもあっ
た 7�4�$' *��� %C5' ���'5>��8。註 %� でもふれたが、奴
隷化が許されていたのはスペインに敵対するインディオだ
けだった。つまり、味方や和平を結んだインディオを奴隷
として売買することは許されていなかったのである。この
ため「身売り奴隷」の取引は厳しく禁止された。本稿で「違
法な奴隷売買」というときには、この「身売り奴隷」の取
引を含んでいる。

���4�$' *��� %C=' ���'536>' �'5�C9�5���'
�� ,(�)' �'5��9�5�>�'

イバラの『報告書』によると、フアンの命令を

受けた兵士 �人が、あるインディオを射殺して

彼の息子 �人を連れ去り、奴隷として売り払う

という事件も起こった。イバラによると、こう

した略奪はマプーチェ社会内部の治安を悪化さ

せた。「スペイン人に売ろうとして、［インディ

オが］互いに子供や親族を奪いあったから」で

あった �4!���� ���� ��	0����。

さらにロサーレスによると、

こうした［拉致などの］虐待はインディオた

ちの悲しみの原因となったばかりでなく、彼

らのあいだに大変な騒ぎと混乱を引き起こし

たのだが、それというのも、あるインディオ

が娘や息子を売ろうとして盗むと、やられた

側が同じことを、盗んだ側の娘、息子や親族

に対して行ったからである��。

こうしてインディオのあいだに争いの種がま

かれ、絶えず「内乱 ������� ��1���」状態にあっ

たため、インディオたちは、フアンやホセをは

じめとする「スペイン人たちが彼らのあいだに

このような災いを持ちこんだと絶えず嘆いてい

た」と、ロサーレスは証言している��。

和約によってスペイン国王の臣下となったイ

ンディオの売買は違法とされていた。ロサーレ

スやイバラの述べていることが事実ならば、当

時は軍の兵士だけでなく、彼らと結託したイン

ディオや、さらには軍の上層部までもが違法な

奴隷取引に手を染めていたことになる。

なおフアンは、後年行われた裁判で被告人とし

て意見陳述し、違法な奴隷取引には関わっていな

いと主張している��。総督アクーニャの陳述を

筆者は見つけることができなかったが、いずれに

�� ,(�)' #'5&C�'
�� ,(�)' #'5&C9'
���4�$' *��� %C=' ���'5365' #'%>�9'
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せよマプーチェに降りかかったこの「災い」が、

植民地当局によって解決されたとは考えにくい。

すでに ��
�年にはチリの聴訴院 �$�)�������が

違法な奴隷取引を禁ずる命令を発布している。

ところが ��
�年から ��
�年にかけて、リマの

聴訴院、ペルー副王、そしてスペイン国王みず

からが同じ趣旨の禁令をわざわざ発布している

のである��。

このような状況にインディオたちはどう対応

したのか。『報告書』や、ロサーレスら証人の尋

問調書を読むと、アクーニャやフアンにさらわ

れた者を返すよう、インディオたちは要求した

が、聞き入れられることはなかった��。結果、イ

ンディオの間には不満と憎悪が鬱積することに

なった。イバラによると、ララキテという所に

住むあるインディオは、フアンを「悪しきスペ

イン人 ��� "�� ��+�L���」と呼び、トルテンのあ

る首長はフアンを「悪魔の竜巻 ��� ��"����� )�

)��!���」と呼んでいた �4!���� ���� ���, �
��。

こうしてマプーチェにとって、植民地当局と

の友好関係は無意味なものとなった。��世紀の

軍人で、記録者でもあるヌニェス・デ・ピネダ・

イ・バスクニャン �#�L�= )� -���)� < 9����L���

はその記録のなかで、インディオたちには和平

を守る意味がなくなったと述べているが、その

理由は「そこ［スペイン人との友好関係のこと］

から生じる害悪のためである。すなわち、法律

��チリおよびリマの聴訴院の文書は �4�$' *��� =6&'
���'�C 7�'3�9� 3&98。スペイン国王は %>�> 年だけで = 通
もの禁令を発布しているが、これらは -���
�7%&%&+ >3�3C8
に掲載されている。%>�3 年の禁令は .4�$'�G' 2��'3%�'
���'�=�� 7#'=�98 にある。

��ロサーレスによると、フアンとホセは総督アクーニャが
定めた手続きを無視して、兵士やインディオが拉致して連
れてきたインディオの女たちをM身売りされたMという名目
で売り、「もし両親がドン・フアンやドン・ホセに彼女たち
を返すよう求めても、脅しつけて手荒く追い返した」と述べ
ている 7�4�$' *���'%C=' ���'536>' �'5�C��5�C98。イン
ディオたちが、植民地当局にたびたび直訴に及んでいたこ
とは、他の記録にも書かれている。例えば 4N�
	� )	 0�
	)�
1 ��!��O�
 75666+ 3%38 や ,(���� 7%&��+ ==&8 など。

や正義や道理が無視され、息子たちや娘たちが密

かに奪われ、売られて土地から引き離されるため

である」と述べている ��			 ���0��
�。同じく

軍人のロハス・イ・フエンテス �6�(�� < %���.���

は、インディオたちには「苦境を訴えるべき相

手すらなかった。［．．．］彼らには武器のほかに

手立てもなかったのである」����� ��
�と、そ

の年代記にインディオが決起に至った理由を書

き記している。

おわりに

以上の分析から、先住民奴隷制が ��

年の

蜂起の重要な歴史的背景となっていたのは確か

だろう。しかしながら、すでに紹介した史料か

らも明らかなように、マプーチェのなかにはス

ペイン側と結託してインディオを拉致し、自ら

積極的に奴隷取引の一端を担っていた者もいた

のである。このことだけを見ても、先住民奴隷

制に対する反発が、蜂起の直接の動機をなした

という議論は、あまりに単純すぎるように思わ

れる。

むしろ蜂起の火種となったのは、奴隷制により

引き起こされたマプーチェ社会内部の混乱だっ

たのではないか。つまり、奴隷制によって先住

民社会内部にもたらされた変化に、植民地当局

がうまく対応できなかったことが、��

年の蜂

起の背景をなしていると考えられるのである。

だが、さらに詳しい議論を展開できるだけの史

料は、本稿で主に紹介したロサーレスの証言以

外にはまだ入手できていない、というのが現状

だ。新たな史料の探索を今後の課題として提起

し、本稿の結びとしたい��。

��この結論に関連する先行研究を、最後に紹介しておき
たい。%� 世紀後半のある時期については、マプーチェ社会
内部での権力闘争が反乱へとつながった事例が研究されて
いる 7-	?
 %&&&8。このなかで歴史家レオナルド・レオン
は、アイリャパンギ 7.1�����
���8 という首長が武力によっ



�	世紀のチリ先住民族マプーチェの蜂起 ��

謝辞

地図の制作にあたっては、ライターの伊藤拓馬

氏にご協力いただいた。特に記して謝する次第

である。

記号

$#'� � $����1� #������� )� '�����

9#'� � 9�!����.��� #������� )� '����, �����0

���.�� )� C��; &���!�� ��)����

'B � %��)� )� '�+�.��K� B�������

未刊行史料（O印は写本）

$#'�� 'B� J�����
�  �����

� H6��� ';)����I

��)��)� ��
��

9#'�� &�"� ����  �����

� H'��.� )�  ��

$�.���� 6�"K��= )� @����� � ���� �� 6�<�I

���.����� ��
��O

9#'�� &�"� ����  ������
� H4�5��"���/�

��"���� +�� +��.� )� ��� P������ )� ���� ��

6�< �� �� ����� )� ��� :�������� :�� .����

)�)�� ���.�� �� "���.�� )� ��"+� C��� )�

����=�� �� ��=/� )� �� ���+� :�� �� �� �+���

)�� ��=�"���.� ������� )� ��� ��)��� :�� ��0

.�!�� �� +�= �� �� 6���� )� '�����I @�"��

��

�O

9#'�� &�"� ����  �����	�� H4�5��"���/� )�

)�������� ��.� )�5����.�� �����!���� F)� C���

)� ����=��G�IO

9#'�� &�"� ����  �����	
� H4�5��"���/�

��"����, .��.���  �� Q������ )� '������, ���0

���.� "�<�� )� ��.� ������I '����+��/��

��
��O

9#'�� &�"� ����  �����	�� H$�.� +�� �� ����

てマプーチェ社会のなかで頭角をあらわしたのち、植民地
当局とほかのマプーチェ首長によって討ち取られるまでの
過程を詳細に描き出した。

�� �������  �� ���.K� 6�K= )� B�"!�� ��

:������� ���"����"��.� )� $�.���� )� $��L�

< '�!����, ��!����)�� )� '�����I '����+��/��

��
��O

9#'�� &�"� ����  �����	�� H&��.��� �� +�)��

 ���� )� 6������, ���.�� )� �� '�"+�L�� )�

C��7��I '����+��/�� ��
��O

9#'�� &�"� �	��  ������ H6��� �����)� )� ��

6��� $�)������ )� '�����R ���.����� ��
��

9#'�� &�"� �	��  ������ H-��1���/� )� ��

6��� $�)������ )� @�"��I @�"�� ��
��

刊行史料

$1��� ���.��, $��"��� )�� ����� H4��.���������

+��� �� B����� )� $����� )�)�� +�� $��L� <

'�!���� +��� ��� ��"+�L�� )� ��
� < ��

�I

������� �	�
��� �� ������� �� �����	� ���0

��� ���.�����

B�<, '���)��� ��
�� ������� ������ � ��
����� ��

�	�
�� ����������� &�"� 44� -��K��

4!����, N�1��� )�� ����� H6�����/� :�� ���� �

�� �����.�) �� )��.�� )�� N�1��� )� 4!����,

�(��.�)� � ��� ��.�� :�� +�����/ < �� ��"�.��

(��.�"��.� ��!�� �� ��.�)� < ��=�"���.� ���0

���� )� ��� ��)��� )�� 6���� )� '�����I �� C��;

$��)/�� ������������� 
�������� �� �������

��
����
� ���.����� *)������� 8��1����)�)

'�./���� )� '�����

C���, N�1��� < ����� -��.�� ����� ������� ����


� 	������� ��
 ������� �� �
 ����� �� �	�
��

&�"� 44� ���.����� *)�.����� $�)�;� 9�����

@�=���, *����� ����� ��
������ �� ����������

	��������� ������
���� ��
 ���	��� ��
 �� �!

������� �� "�������� &�"� 44� ���.�����

��)���, C��; &��!��� ����� #��
������ 	������!

�	�
���� &�"� 44� ���.�����



�� 中満和大

#�L�= )� -���)� < 9����L��, %�������� )��

�			� ���������� ��
� � &�"� 44� ���.�����

@A� *)��������

6�(�� < %���.��, C��; 9������ )�� �����

H$+��.�� )� �� ������)� �� �� ���:���.� )�

'���� )��)� �� +�����+�� ���.� �� �L� )� �����I

��
������ �� ������������ �� �	�
�� &�"�

S4� ���.����� 4"+���.� )� �� @�!���K� )�� ���0

������

6������,  ���� )�� ����� ������� ������
 ��


����� �� �	�
�� &�"� 444� ���.����� 4"+���.�

)�� ���������

参考文献

$�)���.� )�� �����, '������ ����� H*� ��)K����

< �� 5���.����I �� ������ J������!��, �.� ���

��
������� �������� �� �� 
� ���������$ %&!

'%� ���.����� *)������� 8��1����)�) '�./����

)� '�����

$�1���)�,  ������ ���
� (� ����
��� �����	�

�� )*+'� ���.����� &���� )� ��������.���� 8��0

1����)�) '�./���� )� '����

9����� $����,  ����� �			� ������� ������
 ��

�	�
�� &�"� 4J� ���.����� *)�.����� 8��1����0

.����, '��.�� )� 4�1��.���������  ���� 9�����

$�����

9�����, C��;� �		�� ,
 -������ �� .��
��� ���0

.����� '�.�������

'�����1� B���)�, ���)��K������� (�� ����!


����� ��������� ��
 ���
� /0111� &�"����

*)�.����� 8��1����)�) )� �� %���.����

千葉泉� �����『馬に乗ったマプーチェの神々』

大阪外国語大学学術研究双書 ���

%����.��, 6��5� ����� 2������� � �����	�� )*+3!

)4%4� ���.����� *)�.����� 8��1����.�����

������� *�+K�)���, E��.��� ����� H*����1�.�)

< ��!��.�) )� ��� ��)��� )� '����, ��	�0�����I

�������� ��
0�
�

ハンケ,ルイス�（染田秀藤訳）� �����『スペイ

ンの新大陸征服』平凡社�

池本幸三、布留川正博、下山晃� ���
�『近代世界

と奴隷制　大西洋システムの中で』人文書院�

C���, N�1���� ����� 5����� � �������� �� �	�
�

� ����� ����� �6���� �� �)� ���.����� *)�.�0

���� 8��1����.�����

@��1�, $�.���� ����� ���	� � � ��������� �� �
!

������� �� 
� ��
���� ����7�
� ��� 
�� ����!

����� �� �
 ������ ���
� �� 
� ���8����� ��

�	�
� 9)*&)!)%**:� ���.����� &���� )� �����0

���.���� 8��1����)�) )� '�����

@�/� ���K�, @�����)�� ����� ;�
�8����� � ���!

�	�������� �� ��������� � 
�� <�����= )4>>!

)'>>� &�"���� *)������� 8��1����)�) )� ��

%���.���, ����� M���.� '��.�������

TT� ����� ������ � ����� ��
 ��8�� ��

�!

������ �� ;�

���= �	�
�= )4%+!)44%� ���0

.����� )�!�", @A� �)�������, '��.�� )� 4�0

1��.���������  ���� 9����� $����, '������/�

�����)�) < '��.���, ��� SJ444�

TT� �		�� (�� ��7���� �� 
� �����

��� � 
��

<�����$ 
�� ��	����	�� �� ;�
�
	�� )44>!

)'>>� ���)�=�� 8��1����)�) )� '�������,

������+���)�) )� ������U��

A!���/�, C�"��� -�= < C��; ������ V�1����

�		�� H$!�����/� < +�����.����� )� �� �����10

�.�) ��)K���� �� '���� �������� ��.��.�����

�����1��.�� �� �� 5���.��� ��������0"�+�����I

;������ ��������� ����� �0��� 9�����

$�����

6��=0*�:��)� %�������, $�)���� ����� (�� ��!

���� ������ �� 
� �������� ��������� ���.�0

���� )�!�", '��.�� )� 4�1��.���������  ����



�	世紀のチリ先住民族マプーチェの蜂起 ��

9����� $����, '������/� �����)�) < '��.���,

��� 4J�

���1�, A�1��)�� ����� H*� .���� � �� ��0

.���.��� ������ )� ��� "�+����� +�����+3��0

����I ��
����!�����!"������� ���� ��0

��
� &�"����

TT� ���	� HB����� < .���:�� ��"� 5��.����

)� ��"!�� �� �� ��.���.��� ������� 8�� �+��20

�"���/� �� ���� "�+����,I �� ����� -��.�

�)� ����
��= ���������� � ����� ��� �� �	�
�

��
����
� "���� ?���� ;����$ ����� "��!


��� #�� � ��0��� ���.�����  �+��.�"��.�

)� '������� ��������, %����.�) )� %�����5K�,

��"���)�)�� < *)�����/�, 8��1����)�) )�

'�����

高橋恒� �		�� 「チリ先住民族マプーチェによ

る土地回復運動―その歴史的背景―」『ラテ

ンアメリカ・カリブ研究』���� �0���

J������!��, ������, �.� ��� ����� ��
������� ����!

���� �� �� 
� ���������� ���.����� *)�������

8��1����)�) '�./���� )� '�����

J������!��, ������ < C���� -��.�, �)�� ���
�

���������$ ����� �� 	������� �������� ��

&�"���� *)������� 8��1����)�) )� �� %���0

.����

J������!��, ������� ���
� 0��� �������� � �� 
�

���������� ���.����� *)�.����� $�)�;� 9�����

E�!��,  �1�)� �		
� #@������$ "�������� ���

�	��� ������� �� �	� ��� �� ,�
��	������� #�D

��1��� Q��� 8��1����.< -�����

V�+�.��, �������� ����� ���������� �	�
���� �

������ �� ��������� � ��������� ���.����� *)�0

.����� $�)�;� 9����� □■




