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はじめに

本書はギジェルモ・ウィルデ（
������

����）がアルゼンチン、パラグアイ、ブラジル、

チリ、スペインの文書館ならびに研究機関に散

逸する未刊史料、刊行史料、研究書・論文を数年

の歳月をかけて丹念に収集・分析したものであ

る。その学術水準の高さは通称ラサ（9(2(）で

知られるラテンアメリカ学会（9"!�� (�����"�

2!���� (  ���"!���）の �	�	年イベロアメリカ

賞（:����� %#���"�����"��）として世界的に認

知された。

本書の内容紹介の前に著者の経歴を略述し

たい。ウィルデは ����年にアルゼンチン北西

部のサルタで生まれ、�		�年にブエノスアイ

レス大学より博士号（社会人類学）を取得し

た。アルゼンチン科学技術研究審議会（-�� �7�

>"����" �� %�F� !�6"����� -���!N;�" < +L���/

�" ［通称 -&>%-5+］）、スペインのスペイン

語圏国際協力機構（(6����" 5 1"@�" �� -��1/

��"��J� %�!���"����"［通称(5-%］）、ドイツ学術

交流会（'�� '��! ��� ()"���� ��� (� !"� ��/

���� !［通称 '(('］）、イギリスのブリティッ

シュ・カウンシル（3��!� � -�����）、アメリカの

ジョン・カーター・ブラウン図書館（A��� -"�!��

3��,� 9�#�"�<）ならびにウェンナー・グレン財

団（������/
��� .����"!��� 8�� (�!���1��6/

��" 0� �"���）、ブラジルのリオデジャネイロ

連邦大学管轄の国立博物館（�� �� >"����"�

G.0A）など、世界的学術研究機関から助成金を

獲得し、数々の著書、論文を公にしてきた。詳

細は本稿の文献リストを参照いただきたい。現

在のウィルデは -&>%-5+ならびにアルゼンチ

ン国立サン・マルティン大学社会科学高等研究

所（%'(52/G>2(�）専任研究員として教育・

研究に従事している。

本書が扱うのは南米ラプラタ地域に ��	�年

から ����年までのおよそ�世紀半にわたり存続

したイエズス会布教区の歴史である。このテー

マに関しては、��世紀末以降、歴史学、人類学、

考古学、言語学、建築学など様々な学問分野の

専門家により研究成果が公にされてきた。しか

し本書が先行研究と一線を画するのは、研究の

主眼がイエズス会士から先住民グアラニへと大



書評 ��

きくシフトしている点である。このことは、本

書のタイトルにイエズス会を示唆する言葉が一

切含まれていないことにも明らかである。グア

ラニへの注目は人類学を専門とする著者ならで

はの視点とも言える。

本書はおよそ�		ページからなる大著であり、

その全容の要約にあたっては、紙面の制限もさ

ることながら、筆者の力量が及ぶところではな

い。したがって以下では、筆者の関心に沿って

論点をいくつか選択し、これに絞って紹介する

にとどめたい。

�� 外部社会に対する布教区の開放性

本書の中心的な論点の一つが布教区の開放性

である。従来の研究では、イエズス会布教区は

閉じられた空間という理解が一般的だった。こ

の理解は、（�）布教区がスペイン人在住の植民

都市から離れた土地に建設されたこと、（�）布

教区への部外者の訪問および滞在日数が大きく

制限されていたことなどを根拠として一般化さ

れたと思われる。しかしウィルデは、閉鎖的で

あるはずの布教区にある種の「すき間」が存在

したことを本書で明らかにした。その一つが布

教区住民とその外で暮らす先住民との交流であ

る。後者の多くは共同生活を勧めるイエズス会

士の度重なる呼びかけにも応じなかったために

「異教徒」（��;�）と蔑視され、彼らと布教区住

民との接触は皆無に等しかったという従来の見

解に対し、ウィルデは、両者が時には緊密とも

いえる接触を保っていたことを本書で力説する。

生活物資の交換や、異教徒が布教区在住の親類

を訪問するといった史料的裏づけは、布教区が

様々な意味で外に対して開かれていた事実を示

しており、従来の見解に大きな修正を迫るもの

である。

�� 布教区住民の民族的多様性

布教区住民が異なる様々な民族から構成され

ていたことも、ウィルデが本書で提示した重要

な論点の一つである。管見の限り、布教区の住

民を「グアラニ」と一括することは先行研究で

は大きな問題とされてこなかった節がある。し

かしそもそもグアラニとは、彼らと敵対する先

住民集団がつけた他称であり、自称ではない。

彼らは出身地域ごとに自称を有しており、こう

した出自の違いは布教区の内部構成、特にカシ

カスゴ（�"���"$6�）の構成と大きく関与してい

た可能性が高い。また言語・文化的にグアラニ

と異なる民族集団が布教区内にいたことは近年

の研究により明らかにされているが、これら異

民族の存在はおよそ �		年にわたり蓄積されて

きた先行研究においても取り上げられる機会は

少なかった。このような観点からも布教区内部

の民族的多様性を重視するウィルデの研究視座

は特筆に値する。

これに関連した先住民権力構造の変容という

同氏の主張は極めて興味深い。布教区内にはそ

の運営に必要な様々な組織が設けられたが、役

職の大半はスペイン伝来のドン（'��）の称号を

付与されたカシケないしはその子弟に任された

というのが一般的解釈であり、先のカシカスゴ

はその一例である。しかしウィルデによれば、

例えば政治組織カビルド（�"#���）に関しては、

ドンの称号を持たないグアラニにより役職が占

められるのが ��世紀には常態化したとのこと

である。ウィルデは布教区内部のこのような権

力構造の変容の細かなプロセスの解明までには

踏み込めていないものの、一つ示唆しているの

は、先住民に対する教育制度である。イエズス

会士執筆の叙述形式の史料（年代記）によれば、

布教区にはスペイン語やグアラニ語の読み書き、
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算数、歌などを教える学校が設けられ、基本的

にカシケの子弟が通ったとされる。こうした教

育の目的は布教区内の諸組織の要職を将来的に

担う人材の育成であった。しかし ��世紀以降

のドンとは無関係のカビルド役員の常態化は、

年代記の一般的記述と実際の状況とのズレを示

唆している。ウィルデはこうした新たに台頭し

た先住民の民族的出自の解明までには至ってい

ないが、布教区内部の民族的多様性という従来

の研究に欠けている視点を提起した点では大き

な評価に値する。

�� カシカスゴの長期持続性

第三に指摘しておきたいウィルデの論点は

カシカスゴの長期持続性である。一つの布教

区は複数のカシカスゴの集合体であり、カシケ

（�"��D��）と呼ばれた首長がカシカスゴそれぞ

れに属する成員を束ねることで機能していた。

カシカスゴは農作業や建物を建築する際に利用

され、カシケの指揮下で成員が諸作業にあたっ

た。興味深いのは、イエズス会士が布教区の運

営に際してグアラニの在来の社会組織をカシカ

スゴとして温存したことである。布教区が存続

したおよそ一世紀半、スペイン人官吏により巡

察が何度か実施されたが（����、����、����、

����、����、����、����、����、����、����）、

その際に作成されたパドロン（1"��J�）と呼ば

れる名簿のすべてに布教区在住者の氏名、年齢、

家族構成がカシカスゴごとに記されていること

は、ウィルデの主張の裏づけである。

一世紀半にわたるカシカスゴの持続は、布教

区の歴史そのものに他ならない。イエズス会士

は、��	�年から�	年にかけて現在のパラグアイ

の首都アスンシオンを拠点に布教区を次々と建

設した。この間の布教区はどれもイエズス会士

に好意的な首長ならびに彼が率いるカシカスゴ

の成員を主体として構成され、カシカスゴそれ

ぞれの構造も布教区編入以前の形態をほぼその

ままのかたちで保っていたと推察される。しか

し ���	年以降のバンデイランテ（#"�����"�!�）

と呼ばれるポルトガル人率いる奴隷狩り部隊の

布教区への絶え間ない襲撃は相当数の布教区を

壊滅へと追い込み、多くのグアラニが生け捕り

にされてはブラジルに送られた。生存者も所属

布教区を放棄して別の布教区に非難せざるをえ

なかった。ここで注目すべきは、壊滅した布教

区出身者の他所への編入のされ方である。ウィ

ルデは、編入先の布教区においてもカシカスゴ

の内部構成が極力維持されるようにとイエズス

会士たちが努めていたに違いないだろうが、そ

の実際の状況に関しては仔細な検討が必要と説

く。従来の研究では、バンデイランテの布教区

襲撃の過程や布教区住民の移住の苛酷さが取り

上げられても、襲撃の結果として起きたカシカ

スゴの内部構成の変容が研究対象として注目さ

れることはなかった。この意味でウィルデの主

張は斬新である。

カシカスゴの長期持続性がスペイン領全域か

らのイエズス会士の追放（����/��）以後も継

続していたというのも、ウィルデの主張である。

追放以後も布教区の運営を引き継いだスペイン

人官吏によりパドロンが定期的に作成されたが

（����、����、����、����、����、��	�）、そ

の形式は追放前のそれにほぼ忠実であり、イエ

ズス会時代を超えてのカシカスゴの存続を史料

的に裏づけている。

おわりに

ここまで筆者は本書の論点を三つに絞って紹

介してきたが、一読してある種の歯がゆさを感

じたのも事実である。これはラプラタ地域のイ

エズス会布教区の研究に携わる研究者一般に言
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える問題なのだが、グアラニの土着の首長やそ

の制度をカシケ、カシカスゴと単純に同定して

しまうことである。周知の通り、そもそもカシ

ケとはカリブ海域の先住民首長を表す言葉であ

る。またカシカスゴは、スペイン人が自分たち

の母語の文法規則に沿って作り出した造語であ

る。いずれもグアラニ語には元来存在しない言

葉・概念である。グアラニは土着の首長やその

制度を示す別の言葉・概念を有しており、その

内実はカシケやカシカスゴとは違う体系であっ

たことは言をまたない。したがって論の展開と

しては、まずグアラニの土着の首長やその制度

を説明し、次にこれと布教区内部に設けられた

カシケ、カシカスゴとの類似・相違点の議論へ

と移らねばならないだろう。

またグアラニ以外の多様な民族集団の存在を

指摘するならば、その集団名称の列挙にとどま

るだけでなく、民族的差異に起因する首長やそ

の制度の違いについても言及する必要があるだ

ろう。すなわち布教区内部には、グアラニの首

長のみならず他の民族集団の首長も存在し、両

者が有した制度も一様ではない。こうした雑多

な首長や首長制度がカシケ、カシカスゴという

言葉・概念のもとでいかに画一化され、およそ

�世紀半にわたる時間を経て布教区住民の間で

定着したのか、こうしたプロセスを解明しなけ

ればならない。

もちろんウィルデ自身もこうした研究視座が

重要であることは本書で示唆している。しかし

具体的な取り組みはされていない。この意味で

本書は、ウィルデの研究人生の集大成というよ

りも、今後 �	年、�	年と研究を深化させてい

くにあたっての大きな見取り図に相当するのだ

ろう。なお本書が学術的に優れた著作であるこ

とは、冒頭で述べたラサのイベロアメリカ賞の

受賞を考えれば疑う余地はない。

日本におけるラテンアメリカ研究はここ十数

年の間に格段に深化し、特定の学問分野では世

界水準に匹敵する研究も出始めていることに異

論はないだろう。そしておそらくそうした研究

は、既存の優れた研究に触発されて出てきたに

違いない。本書はラプラタ地域の植民地時代を

対象としたものであり、日本では未だなじみの薄

いテーマではある。しかし本稿を一読し、ウィ

ルデの著作だけでなく、同地域の歴史に多少な

りとも興味を抱いた読者が現れるならば、書評

者としてこのうえない悦びに他ならない。
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