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〔論文〕

生き残りをかけた先住民
―イエズス会士追放後のグアラニーとグアイクルの「対照性」―

武田和久 (K T)

上智大学大学院

はじめに

1767年 2月 27日、スペイン国王カルロス 3

世 (在位 1759-1788)はイエズス会士追放令を発

し、インディアスで活動する会士はヨーロッパ

へ退去した。ラプラタ地域のイエズス会士も同

年 7月から翌 1768年の 8月にかけてヨーロッ

パへ向かった1。これにより、同地域で 150年以

上存続したレドゥクシオン2(reduccíon)は急速

1ポルトガルでは 1759年に国王ジョゼ 1世 (在位 1750-
1777)がポンバル侯爵 (marqúes de Pombal 1699-1782)の
助言により、フランスでは 1764年に国王ルイ 15世 (在
位 1719-1774)がショアジール公爵 (duc de Choiseul 1719-
1785)及び同国王の愛人ポンパドゥール夫人 (marquise de
Pompadour 1721-1764)らの働きかけによって、イエズス会
士追放令を出した。スペイン王国の領土からの追放も時間
の問題であった (Carvallo 1980:67, Furlong 1962:675)。

2最近日本で発表された学術論文では、スペイン語misión
の英語読みのカタカナ表記ミッション (mission)が、re-
duccíon と同義で用いられる (齋藤 1997:passim,田島
2001:passim)。また、スペイン語圏の国々やブラジルでも
misión(miss̃ao)の用語が頻繁に使用されている。だが、本
稿では、以下 2つの理由により、ミッションではなく、レ
ドゥクシオンを用いる。第 1に、17世紀から 18世紀にか
けてのスペイン王国の法令用語である。1680年公布の『イ
ンディアス法典』(Recopilación de Leyes de los Reynos de
las Indias)の第 6巻、第 3章の 1条から 29条にわたって、
レドゥクシオンの設立及び運営方法などを定めた諸規定が
ある。ここでは、misiónではなく、reduccíonが用いられて
いる (R.L.R.I. Tomo II 1973:198-201)。すなわち、17世紀
から 18世紀にかけて、法令文には misiónという呼称は登
場しない。misiónは、後の時代になって使われた名称であ
る。第 2に、misiónの意味である。1726年から 1737年に
かけてスペイン王国で出版された『出典辞典』(Diccionario
de Autoridades) によれば、misiónの意味は、1)あるもの

に衰退し、そこで暮らしていた先住民は離散し

た。当時の史料や後の先行研究によれば、彼ら

はレドゥクシオンを捨てて、人里離れた森でス

ペイン人到来前の生活に回帰したと言われ、イ

エズス会士の追放を境にして彼らの存在は歴史

の表舞台から消えたかに思われてきた。だが、

近年の研究によってレドゥクシオンで生活体験

を持つ全ての先住民が森の生活に戻ったわけで

はなく、レドゥクシオンでの経験を活かしなが

らスペイン人に主体的に接近して新たな生活を

始める者もいたことが明らかになった。

これまでラプラタ地域におけるイエズス会レ

ドゥクシオンは様々な観点から議論されてきた。

レドゥクシオンの発展に多大な貢献をしたイエ

ズス会士の生活と先住民が置かれた状況はもち

ろん、レドゥクシオン内の教会建築の技術水準、

先住民が製作したキリスト像やマリア像、そし

て教会内部の壁画の芸術的価値などが研究者の

をある場所に送る行為、2)宣教師が布教活動のために随所
を遍歴する行為、3) 既に布教が完了した区域、4) 宣教師
が説く説教などである。misiónのこうした意味からして、
reduccíonと同義で使用することは困難と言わざるをえな
い。このように、reduccíonが法令に用いられる正式用語で
あったこと、misiónという言葉には宣教師と先住民の居住
空間という意味がないことなどから、本稿では「レドゥク
シオン」を用いる。
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関心を呼んだ。更に、先住民がイエズス会士か

ら学んだバイオリンやチェロの演奏、レドゥク

シオンへの巡察吏の来訪や宗教行事の際に演じ

られた宗教劇などにも研究者の関心は広がり、

レドゥクシオンにおける芸術全般にわたる研究

も盛んになった (Melià y Nagel 1995:170-183)。

またレドゥクシオンでのイエズス会士と先住民

の生活全般も研究対象となった。スペイン語の

読み書きや計算をはじめとする先住民の教育に

主眼を置いた研究、レドゥクシオンにおける先

住民言語の使用状況に関する研究、1700年に導

入された印刷機と出版活動に関する研究、イエ

ズス会士が残したレドゥクシオン周辺の地理及

び動植物の観察記録に基づく博物誌や地誌の研

究など、レドゥクシオン関係の研究は多岐にわ

たった (Melià y Nagel 1995:184-187, 189-196)。

だが、これら一連の研究は、イエズス会士が

追放される以前の内容に終始し、同会士の追放

後、レドゥクシオンで生活した先住民の様子や、

そこを離れた者の後の様子を扱ったものは極め

て少ない。

ラプラタ地域のレドゥクシオンでイエズス

会士と暮らした先住民と言えば、もっぱらグア

ラニー (Guarańı【正確にはトゥピ・グアラニー

(Tuṕı-Guarańı)語系の先住民。本稿におけるグ

アラニーとはグアラニー先住民およびその子孫

を指す】)が取り上げられる傾向があるが、彼

ら以外にグアイクル3(Guaycuŕu【本稿における

グアイクルとはグアイクル先住民およびその子
3人類学者の研究により、グアラニーやグアイクルとい

う単一民族は存在せず、それぞれの名称は、トゥピ・グア
ラニー語やグアイクル語を話す諸民族の総称という結論が
出ている (Susnik y Chase-Sardi 1995:403-409)。現在では、
これらの総称を個別の民族名のように用いるのが通例であ
るため (坂野 1997:52)、本稿ではトゥピ・グアラニー語や
グアイクル語を用いる諸民族を総称してそれぞれ「グアラ
ニー」、「グアイクル」と表記する。本稿では文脈により、グ
アイクルに関してはムバヤ (Mbayá)、アビポン (Abipón)、
モコビ (Mocob́ı) ティンボ (Timbó)などの個別の民族名を
示す場合もある。

孫を指す】)も短期間ながらレドゥクシオンで

生活していた。にもかかわらずこの事実はこれ

までほとんど注目されてこなかった。

端的に言って、グアイクルのレドゥクシオン

は失敗に終わった。そのため、当事者であるイ

エズス会士もこの失敗を大きく取り上げること

はなかった。それまでの宣教活動の中で最も成

功したグアラニーのレドゥクシオンを特に強調

する傾向が彼らにあったことも、グアイクルの

存在が忘れられてきた原因と言える (Herńandez

1913:19-20)。こうした傾向に加え、レドゥクシ

オンの住民に注目する研究が長い間等閑に付さ

れてきたため、グアラニーとグアイクルを混同

して議論するような事態さえ招いたのである。

そこで本稿では、これまでほとんど研究され

ることがなかったイエズス会士追放後のグアラ

ニーとグアイクルに焦点を当てる。第 1章では

グアラニーあるいはグアイクルとイエズス会士

との関係や、同会士追放を受けた先住民双方の

行動を考察し、レドゥクシオン住民の「森への

回帰説」を再検討する。第 2章では森へ戻らな

かった住民の例として、スペイン人と接触する

生活を選んだり、レドゥクシオンで学んだ農耕

職を元にしたりして生計を立てるグアラニーの

状況を考察する。最後に、生きるという課題に

対し、グアラニーはイエズス会士との共同生活

を選び、グアイクルはそれを拒絶するという対

照的な行動に出たが、独立戦争間近のラプラタ

地域で生き残りを試みようとする想いでは一致

していた。そこで両者の行動における相違点と

目標における類似点を指摘したい。

1.「森への回帰説」再考

(i) イエズス会士追放後のグアラニー

18世紀前半に 15万人近くにも達したレドゥ

クシオンの人口は、イエズス会士の追放後急速
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に減少した。追放直後の 1768年の総人口は 8

万 8828人であったが、25年後の 1793年には

5万 1991人へと更に 6割近くも減少をみせ、

19世紀になっても減少傾向は止まらなかった

(Maeder 1992:54)。人口の減少は、イエズス会

士の仕事を引き継いだフランシスコ会、ドミニ

コ会、メルセス会などの修道士とグアラニーの

対立や、グアラニー同士の抗争も加わって激し

さを増した。

イエズス会士はグアラニー語を習得し、これを

レドゥクシオンでの日常語に定めて住民との意

思の疎通を図った。グアラニー語の使用によっ

てグアラニーは自らの意識を保つ一方、彼らは

イエズス会士と良好な関係を築いていた。とこ

ろが、イエズス会士の後を継いだ修道士はグア

ラニー語を解さず、住民とは通訳を介して意思

の疎通を図らざるをえなかった。このため、ミ

サや年中行事すら円滑に行われず、グアラニー

は修道士に不信感を抱き始めた。フランシスコ

会士らが住民のスペイン語化を試みても、グア

ラニーは自らの言葉によってグアラニーとして

の意識を堅持し、修道士との関係は悪化の一途

をたどった。この状況は 1767年のイエズス会

士の追放から 18年経った 1785年になっても続

き、グアラニー語がレドゥクシオンでの日常語

であるのに変わりはなかった。パラグアイ総督

ラサロ・デ・リベーラ・イ・エスピノサ (Lázaro

de Ribera y Espinosa【任期 1796-1806】)は、第

5代ラプラタ副王ペドロ・メロ・デ・ポルトゥ

ガル・イ・ビジェナ (Pedro Melo de Portugal y

Villena【任期 1795-1797】)宛ての書簡で、被

征服者グアラニーの言葉がレドゥクシオンで主

流を占めるという事実を述べている (Susnik y

Chase-Sardi 1995:153)。

グアラニーと修道士との間の溝が深まるのと

同じく、グアラニー同士の対立もレドゥクシオ

ンの人口減少の要因になった。ブエノスアイレ

ス総督フランシスコ・デ・パウラ・ブカレリ・イ・

ウルスア (Francisco de Paula Bucareli y Ursúa

【任期 1766-1770】)は、グアラニーに身体、財

産、職業の 3つの自由を保障して、彼らをスペ

イン人側に引き付けようと試みたが、この政策

が裏目にでた。平民グアラニーは、財産の自由

を「レドゥクシオンの共有財産を好きに処分し

てよい自由」と解釈して、飢饉や貧しい者のた

めに蓄えておいた食糧を勝手に分配してしまう

一方、カシーケは、「カビルドの役職の獲得」を

職業の自由と判断して、選挙でなく力ずくで手

に入れようとした。これに対してカビルドの役

職に就いていた者は、職業の自由を「カビルド

職を永続的に担当できる自由」と捉えた (Susnik

y Chase-Sardi 1995:161-162)。

イエズス会士の追放前のカシーケはカビルド

職の被選挙権を持ち (田島 2001:45)、スペイン国

王から貴族 (don)の称号を受けることもあった。

だが、イエズス会士が追放されると選挙は定期

的に実施されず、カビルド職は実質的に終身と

なるばかりか、役員は更なる既得権の維持を目

論んで、役職を兄弟や親族に譲るなど、その世

襲化を図った (Susnik y Chase-Sardi 1995:161-

162)。カシーケの被選挙権はその効力を徐々に

失い、一般グアラニーから尊敬を受けることも

なくなった。

カビルド役員の横暴を前にしたカシーケは、総

督や副王にスペイン語とグアラニー語表記の抗

議文を幾度となく提出した。アメンガラ (Amen-

gara)というコルプス (Corpus)のカシーケは、パ

ラグアイ総督アグスティン・フェルナンド・デ・

ピネド (Agust́ın Fernando de Pinedo【任期1772-

1778】)にカビルド役員の罷免を訴えた。また。

サン・イグナシオ・グアス (San Ignacio Guaźu)

のカシーケは、第 2代ラプラタ副王のフアン・
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ホセ・デ・ベルティス・イ・サルセド (Juan Jośe

de Vertiz y Salcedo【任期 1778-1784】)にカビ

ルド役員の職務怠慢のために、ミサすら満足に

行えないほどレドゥクシオンの運営が麻痺して

いると述べた (Susnik y Chase-Sardi 1995:160)。

このように、イエズス会士の追放後、後任の修

道士や住民同士の対立による内部の混乱から、レ

ドゥクシオンでの生活に見切りをつけるグアラ

ニーが続出した。これらレドゥクシオンを去っ

た者が、スペイン人の町から遠く離れた森で先ス

ペイン期の生活に戻ったという噂は、イエズス会

士の追放直後から多かった。フィレンツェに追

放されたホセ・カルディエル (Jośe Cardiel 1704-

1782)会士の耳にもレドゥクシオンの住民が森

に帰ったという噂は届いた (Cardiel 1989:182)。

1811年から 1815年までの 5年間、ラプラタ

地域に滞在したスコットランド出身の商人のロ

バートソン兄弟 (John Parish Robertson, William

Parish Robertson)は次のように述べている。

レドゥクシオンは荒廃して廃墟と化し、離散

した先住民 [Indian]はその日の食べ物にすら

ありつけず途方にくれ、森を彷徨った (カッ

コ内はロバートソン兄弟による)(Robertson

1970:132)。

19世紀後半から 20世紀初頭にかけてのラプ

ラタ地域のレドゥクシオンに関する研究は、18

世紀末にカルディエル会士が伝え聞いた噂や、

19世紀初頭にロバートソン兄弟が残した記録を

疑うことなくそのまま踏襲して始まった。以後、

パラグアイ人のガライ (Blas Garay 1873-1899)

やイギリス人のカニンガム・グレイアム (Robert

Bontain Cunningham Graham 1852-1936)らの

研究によって、レドゥクシオンの住民は、イエ

ズス会士が追放されてから森に帰ったと結論

づけられ、以来これが継承されてきた (Garay

1996:89, Cunningham Graham 1968:284-288)。

だが、レドゥクシオンで生活していた先住民は

グアラニーだけではない。

(ii) イエズス会士を拒絶するグアイクル

1732年から 1734年にかけて、サンタ・フェ

からチャコ地方にわたる一帯で疫病が流行した。

これにより、当時チャコ地方で暮らしていたア

ビポンやムバヤをはじめとするグアイクル語系

の先住民は、大きな被害を受けた。1734年、疫

病の蔓延によりグアイクルは、それまで対立して

いたサンタ・フェのスペイン人と協定を結び、ム

バヤのカシーケのアリアカイキン (Ariacaiquin)

とその一行は、サンタ・フェの北 230キロに位置

するサン・ハビエル (San Javier)でイエズス会士

との共同生活に応じた (Saeger 1985:499-500)。

この時期、アリアカイキンのようにスペイン人

と友好関係を結ぶグアイクルが現れ始め、彼ら

の多くがレドゥクシオンでの暮らしを求めるよ

うになった。1748年にはサン・ハビエルから

北へ 212キロ地点のサン・ヘロニモ・デ・レイ

(San Jeŕonimo de Rey)にアビポンが入った。以

後、サンティアゴ・デル・エステロ近くのコン

セプシオン (Concepcíon 1748-1749)、コリエン

テス近隣のサン・フェルナンド (San Fernando

1750)、サン・ミゲール・デ・トゥクマンに近い

サン・イグナシオ・デ・レデスマ (San Ignacio de

Ledesma 1756)、サンタ・フェ近郊のサン・ペド

ロ・デ・エスピン (San Pedro de Espı́n 1765)な

どにグアイクルが定住した (Saeger 1985:500)。

だが、グアイクルとイエズス会士の生活は難

題に直面した。日頃から食糧を求めてスペイン

人の農地や牧場を頻繁に襲撃していた彼らが、

レドゥクシオンで農作業や牧畜に従事するのは

難しかった。また、同じグアイクル語を話す者
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同士でも、部族ごとに彼らは対立し、所属レドゥ

クシオンの違いすら争いの原因になった (Saeger

1985:503-504)。1752年から 1770年までの 18

年間、サン・ハビエルを中心に周辺レドゥクシ

オンに住むグアイクルのキリスト教化に努めた

フロリアン・パウケ4(Florian Paucke【あるい

は Pauke】1719-1780)神父の活動も効を奏さな

かった。1767年にイエズス会士が追放される

と、事態は更に悪化した。グアイクルはレドゥ

クシオンを放棄、スペイン人の町への襲撃を再

開した (Saeger 1985:503-504)。同時に、グアイ

クル同士の対立も激化した。アビポンがモコビ

のカシーケのパイキン (Paiqúın)を殺害して始

まった第一次アビポン・モコビ戦争 (1775-1776)

や、サンタ・フェのメルチョル・デ・エチャグエ・

イ・アンディア (Melchor de Echag̈ue y And́ıa)

がモコビと友好関係を結んだことにアビポンが

反発して起こった第二次アビポン・モコビ戦争

(1777-1782)など、グアイクルは内紛に明け暮

れた (Saeger 1985:507)。

一時的にイエズス会士への接近をほのめかす

が、すぐに離反するグアイクルの傾向はアスン

シオン北部でも見られた。ムバヤは 16世紀か

らアスンシオン近隣の畑を荒らしたり、家畜を

奪ったりとスペイン人に大きな損害を与えてい

た。これに対してパラグアイ総督ラファエル・

デ・ラ・モネダ (Rafael de la Moneda【任期1741-

1750】)は、アスンシオンの北東を東西に流れ

るヘフイ・グアス (Jejui-Guaźu)川周辺の防備

を固めるために、砦の建設をアスンシオンの住

4バウケ (Baucke【あるいは Bauke】) とする説もある。
同会士は、グアラニーやグアイクルの身体的特徴や彼ら
のレドゥクシオンでの生活の様子を描いて後世に残した。
これらは、アルゼンチンのイエズス会士ギジェルモ・フル
ロング (Guillermo Furlong 1889-1974)の編集により出版
されている。Baucke, Florian. 1985.Iconografı́a colonial
rioplatense, 1749-1767: costumbres y trajes de españoles,
criollos e indios. Buenos Aires: Viau y Zona.

民に命じた。また、ムバヤの襲撃に対抗するた

め黒人の使用が検討され、1744年にアスンシ

オンから東へ 28キロの地点にあるウカパライ

(Ypacaráı)湖北部にエンボスカダ (Emboscada)

を設立して、黒人をそこに定住させた (Susnik y

Chase-Sardi 1995:164-165)。しかし、ムバヤも

マト・グロッソやチャコ地方のスペイン人の町

への襲撃に失敗し、それまで彼らに隷属関係を

強いられてきたチャネ・アラワック語 (Chańe-

Arawak)系の先住民が反乱を起こすなど、18世

紀中頃にはムバヤの勢いが弱まり始めた (Susnik

y Chase-Sardi 1995:166)。

1759年、ムバヤはパラグアイ総督ハイメ・

デ・サン・フスト (Jaime de San Just【任期 1750-

1761】)と和平協定を結んだ。これによりヘフ

イ・グアス川からマンドゥビラ (Manduviŕa)川

までがムバヤの行動範囲と定められ、マンドゥ

ビラ川を越えるアスンシオン方面への移動の際

には、事前にパラグアイ総督の許可が必要になっ

た (Susnik y Chase-Sardi 1995:166)。更に、ム

バヤの中にはアスンシオンから北へ 256キロの

地点にあるビジャ・レアル・デ・ラ・コンセプシ

オン (Villa Real de la Concepción【現在のコン

セプシオン】)の南に建設されたベレン (Belén)

でイエズス会士との生活を始める者もいた。

だが、ムバヤとスペイン人の和平は長くは続

かなかった。18世紀後半のアスンシオン北部一

帯は、スペイン領とポルトガル領の間に定めら

れていた境界線を越えて侵入してくるポルトガ

ル人と、これを抑制しようとするスペイン人の

衝突地帯だった。1772年、スペイン人はポルト

ガル人を牽制するため、前述のビジャ・レアル・

デ・ラ・コンセプシオンを建設した。これに対

してポルトガル人は、翌 1773年にパラグアイ川

上流にコインブラ (Coimbra)、5年後の 1778年

にはその北方にアルブケルケ (Albuquerque)の
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2つの砦を築いた。スペイン人側もアスンシオ

ンからパラグアイ川を北に 592キロ遡った地点

にボルボン (Borbón)をコインブラと対峙する

形で建設、更にその南を東西に流れるアパ (Apá)

川付近にサン・カルロス (San Carlos)とサン・

ホセ (San Jośe)の砦を築き、両者の緊張は急速

に高まった (Frakes 1989:489-490)。ムバヤはこ

の一触即発の危機を巧みに利用した。レドゥク

シオンでの生活を望まなかった彼らは、ベレン

を放棄してポルトガル人と結託、スペイン人へ

の襲撃を再開したり、森に帰ったりする者が続

出した (Susnik y Chase-Sardi 1995:168)。

(iii)「森に帰った者」

このように、イエズス会士と生活を共にした

者には、グアラニーとグアイクルの 2つの先住

民集団がいて、レドゥクシオンでの暮らしを求

める理由にも差異が認められる。グアイクルは

疫病や襲撃の失敗など、一時的に不利な立場に

陥ったことからレドゥクシオンに入ったに過ぎ

なかった。そして再び好機が訪れれば、彼らは

森に戻って以前と同様にスペイン人から物資を

略奪する生活を望んだ。また、グアイクルがレ

ドゥクシオンに入って間もなく、イエズス会士

が追放された。このため、彼らをキリスト教化

して、スペイン文化に同化させるだけの十分な

時間がなかったことも、双方が疎遠になる原因

となった。

これに対してグアラニーは、イエズス会士と

の暮らしの中でキリスト教を一定程度受け入れ

てレドゥクシオンに定住し、カビルドに代表さ

れる政治制度やヨーロッパ風の生活様式を学ん

だ。確かに、グアラニー戦争 (Guerra del Guaranı́

1756-1761)で彼らはスペイン人に反乱を起こし

たが、これはスペインとポルトガル両王国の間

で 1750年 1月 13日に締結されたマドリード

条約 (Tratado de Madrid)によって、ウルグアイ

川東南部のサン・ニコラス (San Nicoĺas)、サン

ト・アンヘル (SantoÁngel)、サン・ルイス (San

Luis)、サン・フアン (San Juan)、サン・ミゲル

(San Miguel)、サン・ボルハ (San Borja)、サン・

ロレンソ (San Lorenzo)など 7つのレドゥクシ

オンがポルトガル領に組み込まれることへの反

発から起きたものであった。先住民の奴隷化を

図っていたバンデイランテ (bandeirante)の暴挙

に長期間悩まされていたグアラニーにとって、

ポルトガル領での生活は我慢できるものではな

かった。つまり、スペイン王権がこれまで臣民

だったレドゥクシオンの住民をその宿敵に等し

いポルトガル人に譲り渡すというような裏切り

行為がグアラニー戦争の発端であった。しかし、

戦争前のグアラニーは、ラプラタ地域の先住民

を平定するための 60回近い出動、アスンシオ

ン、コリエンテス、サンタ・フェ、コルドバな

どスペイン人の住む町の防衛、5年間に及ぶモ

ンテビデオの建設など、スペイン人の様々な要

請を受けてラプラタ地域の治安の維持や植民地

都市の発展に貢献した。つまり、グアラニーと

グアイクルは共にレドゥクシオンでの暮らしに

応じたが、双方の生活態度やスペイン人への接

し方に違いがあるのは明らかであり、イエズス

会士の追放後も両者は違った道を歩んだ。

ここで注目すべきはロバートソン兄弟の記述

である。二人はレドゥクシオンを放棄した先住

民を単に Indianと表記し、彼らは森に帰ったと

述べている。この言葉はグアイクル、グアラニー

の双方は言うまでもなく、イエズス会士の追放

後もスペイン人との共存を選んだ者や、逆に彼

らとの接触を頑なに拒絶した全ての先住民を意

味していると考えられる。つまり、ロバートソ

ン兄弟にとってかつてレドゥクシオンで生活し

た後にこれを捨てた者は一様に「森に帰った者」
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(Indian)だった。しかし、これはあまりにも乱

暴な一般化と言わざるをえない。実際、一旦レ

ドゥクシオンに入った者が、簡単に昔の生活に

戻れるわけでもなかった。イエズス会士の誘い

に応じず先スペイン期の生活を続けた先住民は、

帰ってきた元レドゥクシオンの住民を仲間とし

て迎えない場合があった。レドゥクシオンでの

生活を受け入れるか否かは、先住民の間に内部

分裂を起こす要因でもあり (Saeger 1995:402-

403)、レドゥクシオンで生活経験のある全ての

先住民が森に帰ったと断定はできない。

グアイクルの中でも、特にアビポンやティン

ボの多くが森へ帰ったとする研究結果があり

(Herńandez 1908:205)、その根拠として彼らの

「狩猟民族」的性格と、形勢に応じて何度も繰

り返した離合集散が指摘されている。イエズス

会士によるラプラタ地域での布教活動が本格的

に始まった 1609年から、同会士が追放される

1767年までの 160年近くの間に、グアイクルが

レドゥクシオンの生活を選んだこともあったの

は前節のとおりである。元々各地を移動する生

活を送る彼らが、一ヶ所での定住に馴染むのは

難しかった。また、グアイクルは情勢の変化に

伴って、これまで争っていた敵と友好関係を結

んで新たな敵に応戦したり、逆にそれまで共通

の利害関係を持っていた仲間と決別して襲撃し

たりする場合もあった。つまり、彼らがスペイ

ン人に近づいたり、イエズス会士との暮らしを

求めたりする裏には止むを得ない事情があり、事

態が好転すれば彼らはイエズス会士の下を去っ

てスペイン人を襲ったのである。以上の点を踏

まえると、森に帰った先住民のほとんどがグア

イクルであった可能性は非常に高い。一方、グ

アラニーの中にはスペイン人との接触を保った

り、レドゥクシオンでの生活経験を踏まえたり

して新たな道を探る者もいた。

2.新たな生活を始めるグアラニー

(i) スペイン人との共生を求めるグアラニー

イエズス会士の追放後、レドゥクシオンの経

済活動は急速に衰退した。ロバートソン兄弟は、

1768年から 1772年の 4年間にレドゥクシオン

全体の家畜が 74万 3608頭から 15万 8659頭へ

と 8割近くも激減したことを指摘し (Robertson

1970:107)、パラグアイ総督ホアキン・アロス・イ・

ブル (Joaqúın Alós y Bru【任期 1785-1790】)も

レドゥクシオンを巡察して、その激しい荒れよう

に驚いている (Susnik y Chase-Sardi 1995:157)。

特に、マテ茶の生産量はイエズス会士の追放後

に急速に減少し、マテ茶からの収入が大半を占

めていたレドゥクシオンのロレト (Loreto)、コル

プス、トリニダ (Trinidad)、サンタ・マリア・デ・

ラ・フェ (Santa Maŕıa de la Fe)は危機的な状況に

陥った (Susnik y Chase-Sardi 1995:160)。更に、

1641年のムボロレの戦い5(Batalla de Mboroŕe)

での敗北以来、幾分沈静化していたバンデイラ

ンテの襲撃もイエズス会士の追放後に激化し

た。1801年 8月、ポルトガル人が境界線を越え

てウルグアイ川東南のレドゥクシオンを占拠し

た。彼らの襲撃により、この地域のレドゥクシ

オンは 26の牧場で飼育されていた 1万 7554頭

の家畜、11面の綿花畑、3万 4647ペソ相当の

銀、1万 2174人のグアラニーを失った (Frakes

1989:502)。

レドゥクシオン内部の経済の悪化とは対照的

に、外部のスペイン人社会では経済成長の兆しが

見え始めていた。カルロス 3世は、イエズス会

士の追放と並行してインディアス全体の経済改

5バンデイランテとレドゥクシオンのグアラニーによる
1641年 3月 11日から 19日にかけての衝突。この戦いで
バンデイランテは敗北し、グアラニーを奴隷化する動きは
一時鎮静化した。勝利したグアラニーは、勅令により銃器
の使用を認可され、ラプラタ地域の治安維持のために、総
督の要請を受けて民兵として出動して活躍するようになる。
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革にも取り組んだ。1775年の王令により、それ

まで課されてきたインディアス貿易の制限は撤

廃され、カラカスやブエノスアイレスを含む 24

の港が正式な貿易港に認定された。この王令は

インディアスの内陸部にも効果を発揮し、パラ

グアイでの生産の制限や価格統制の廃止へとつ

ながった (Pérez 1977:21, Whigham 1985:564,

570)。この結果、パラグアイの輸出量は飛躍的

に増大した。特産のマテ茶を積んだ船はブエノ

スアイレスばかりでなく、チリのサンティアゴ

へも進出し、煙草、木材、綿、衣類、皮革の出荷

量も伸びた (Whigham 1995:169)が、産物の運

搬に問題があった。パラグアイの産物はイタプ

ア (Itapúa【現在のエンカルナシオン】)からパラ

ナ川を下ってサンタ・フェやブエノスアイレス

まで運ばれたが、この航路は非常に危険で、ス

ペイン人の多くは運搬作業を快く引き受けず、

産物の出荷が滞る事態がしばしば生じた (White

1975:428)。このため、荷物の輸送を目的とした

労働力の確保が急務であった。

この問題を解決するため、スペイン人はイエ

ズス会士の追放前から注目していたグアラニー

に働きかけた。

17世紀末から 18世紀半ばにかけて、プエブ

ロス・デ・アバーホ (pueblos de abajo)と呼ばれ

るレドゥクシオンがアスンシオンから南東 350

キロの一帯に次々と建設された。善良なスペイ

ン人であれば、そこを訪れてグアラニーと商売

もできた。原則としてスペイン人は最大で 3日

間しか滞在できなかったが、病気にかかったり、

商談が長引いたりした場合は、3日以上の逗留

が許された (Mörner 1997:198)。また、18世紀

初め、モンテビデオ北部にバケリーア・デル・

マール (Vaqueŕıa del Mar)と呼ばれる一帯があ

り、レドゥクシオンの住民はここの野生化した

牛馬を食糧源にしていた。1715年頃、ポルトガ

ル人がここを占拠すると、レドゥクシオンのグ

アラニーは自ら牧畜を行わざるをえなくなった。

ところが、グアラニーは牧畜に不慣れであった

ため、イエズス会士から依頼を受けたスペイン

人が牧畜の指導にあたった (Mörner 1997:210)。

このように、様々な機会を通じたスペイン人と

グアラニーの接触が、イエズス会士の追放前か

ら頻繁にあった。レドゥクシオンの建設や畑仕

事などの重労働に耐え、監督者の命令に従順な

グアラニーを、彼らとの出会い以来スペイン人

が手軽な労働力として活用したいと目論んでい

たことは十分に考えられる。1768年 8月にイエ

ズス会士の撤退が完了すると、部外者のレドゥ

クシオンへの訪問を制限する一連の規則は形骸

化し、コリエンテスやサンタ・フェのスペイン

人から、レドゥクシオンの住民に仕事の誘いが

来るようになった。この時から、スペイン人は

平民グアラニーを統率するカシーケに注目した。

彼らはカシーケを通して平民グアラニーに仕事

の話を持ちかけ、効率よく労働力を確保した。

イエズス会士追放後のカシーケにレドゥクシオ

ンで高い地位に就けたかつての面影はなく、彼

らはスペイン人に安定した労働力を提供する労

働者の元締め役に過ぎなくなっていた (Susnik

y Chase-Sardi 1995:161)。

スペイン人の誘いは、グアラニーにとっても

都合が良かった。グアラニーもイエズス会士と

共に艀でパラナ川を下って、コリエンテスやサ

ンタ・フェのスペイン人と交易した経験があり

(Cardiel 1984:91-92)、この交易が自分たちに利

益をもたらすことを知っていた。イエズス会士

の追放後、収入源を探していたグアラニーにとっ

て、スペイン人の誘いは絶好の雇用の機会であ

り、両者の利害は一致した。以後、トリニダやサ

ン・コスメ・イ・ダミアン (San Cosme y Damián)

をはじめとするパラナ川上流のレドゥクシオン
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のグアラニーは、水先案内人や荷物の運搬人とし

て活躍するようになった (Whigham 1995:169)。

スペイン人からの仕事の誘いは止むことがな

く、グアラニーは彼らの誘いに度々応じた。特

に建築、彫刻、金箔、銀細工、教会壁画の作成、

ロザリオ作成、鍛冶、靴作、織物、衣類の仕立

てといった職を持つグアラニーからは、その腕

を活かしてアスンシオン、エントレリオス、サ

ンタ・フェ、コルドバ、ブエノスアイレス、モ

ンテビデオなどのスペイン人の町で新しい生活

を始める者が出てきた (Abou 1996:124, Maeder

1992:62)。彼らは、レドゥクシオンで労働に従

事するよりも、外で働くことで各々の職に見合っ

た収入を得た。この結果、レドゥクシオンに付

随する農場は荒れ果て、その衰退に拍車がかかっ

た。1780年8月17日、事態を重く見たベルティ

ス副王は、グアラニーの雇用をスペイン人に禁

止した。禁止令の違反者には 200ペソの罰金が

課せられ、違反行為を密告した者には 50ペソ

が与えられた (White 1975:429)。しかし、この

罰則も成果をあげず、スペイン人によるグアラ

ニーの雇用に歯止めはかからなかった。

こうしてグアラニーはレドゥクシオンの外の

世界に一層惹かれていった。職を持たなくとも、

30歳から 40歳の働き盛りの者は、スペイン人の

下で働くことを望んでレドゥクシオンを去った。

中には家族を捨ててスペイン人の町へ移住する

者もいた (Whigham 1995:169, Susnik y Chase-

Sardi 1995:161-163)。スペイン人の町で雇用の

機会があるにしても、専門職を持たない者が就

ける大半の仕事は炊事や洗濯などの家内労働や、

荷物運びなど体を酷使する労働であったことは

十分に考えられる。スペイン人社会の最下層で

の生活に甘んじる可能性が高いにも関わらず、

レドゥクシオンを離れるグアラニーは後を絶た

なかった。ブエノスアイレスのアウディエンシ

アの検察官マヌエル・ヘナーロ・デ・ビジョー

タ (Manuel Genaro de Villota)が、レドゥクシ

オンに食糧をはじめとする救援物資を送り、付

随する農場の復興案を住民に提示しても、グア

ラニーをレドゥクシオンにつなぎ止める効果は

なかった (White 1975:431)。スペイン人の町で

の仕事は彼らにとって他に換え難い魅力を持っ

ていたのである。

(ii) 農民グアラニー

グアラニーの中でも、農耕知識を活かして再出

発を試みる者もいた。19世紀初頭には、ラプラ

タ地域の独立戦争で一旗挙げようとする多くの

ヨーロッパ人が大西洋を渡った。彼らの到来に

注目したグアラニーの中には、この新たな移民を

雇って小規模ながらも農牧場を営んだ者もいた

(田島 2001:56)。また、イエズス会士の追放後、

放置され荒れ果てたレドゥクシオンの農場を購

入して生計を立てる者もいた (Azara 1990:94)。

グアラニーが土地を購入したことは、彼らが土

地所有の概念を持っていたこと、土地や農具を

手に入れるだけの資金を持っていたこと、十分

な農耕経験を積んでいたことなどを示すと考え

られる。実際、グアラニーの農耕知識はかなり

高かった。スペイン領とポルトガル領の境界線

付近の調査を目的に、1784年にアスンシオン

を訪れたフェリス・デ・アサラ (Félix de Azara

1742-1821)は、グアラニーに土地や家畜を与え

て、その収益からの徴税案をスペイン王権に提

示している (Azara 1943:256)。

ウルグアイ方面に移った者の一部は、モンテ

ビデオ北部にドゥラスノ (Durazno)という村を

建設して、小麦の栽培に着手した。ドゥラスノの

畑では、小規模ながらも安定した小麦の生産が行

われた (Furlong 1962:707, Gelman 1989:596)。

これは、ウルグアイ川周辺のスペイン人経営の
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大農園が、小麦栽培に失敗したのとは対照的で

ある。植民地末期のラプラタ地域の小麦は、激

しい価格変動の波に見舞われた。加えて、大農

園の経営者は先物取引を頻繁に行ったが、小麦

の生産量が伸び悩んでうまくいかない場合があ

り、収入が安定しなかった。この結果、ウルグ

アイ川周辺では小麦の栽培よりも、牧畜に重点

が置かれることになった (Gelman 1989:595)。

対するドゥラスノの小麦栽培は、元々小規模経

営のためにその生産量は大農園に比べて小さい

ながらも、価格変動による被害を最小限に食い

止めることができた。更に、グアラニーが先物

取引に自ら参入して、小麦生産の規模の拡大を

目指さなかったことも彼らの生活の安定につな

がった。彼らの農耕は、広大な土地で多くの労

働者を雇って行う大規模なものではなく、小規

模な自給自足という形を取りながらも、生産過

程で生じた利益を少しずつ蓄えるレドゥクシオ

ン農耕の典型であった。

レドゥクシオンではトゥパンバエー (tu-

pambáe)というグアラニーの共同地と、それ

ぞれの家族に割り当てられたアバンバエー

(abambáe) の 2 種類の土地があった (田島

2001:49-50, Reiter 1995:64-65)。いずれの土地

でもトウモロコシや根菜の一種のマンディオー

カ (mandioca)など様々な農作物が生産された。

収穫物はグアラニーに分配され、残りは飢饉対

策としてレドゥクシオンの倉庫に備蓄された。

ここで問題にしたいのは、余剰食糧の備蓄に認

められるレドゥクシオンでの農耕形態である。

それは巨額の資金を投入し、設備投資を頻繁に

行って大量生産によって利益を生み出す類のも

のではなかった。住民から餓死者を出さないこ

とを主たる目標としたのが、レドゥクシオンの

農耕である。利潤の追求は副次的目標に過ぎず、

グアラニーへの食糧供給がなされた上で、その

余剰物をスペイン人との交易に振り分けるので

あって、レドゥクシオンの農耕は、利益の追求

を優先する「資本主義的要素」を内包していな

かったことを確認しておく必要がある。この意

味で、ドゥラスノの小麦栽培は、レドゥクシオ

ン農耕の原則を継承している。グアラニーは、

イエズス会士の下で学んだ農耕の目標を遵守す

ることにより、食糧生産を安定させて、餓死者

の発生の防止に成功した。

おわりに

イエズス会士の追放後、レドゥクシオンの住民

の全てが森に帰ったのではなかった。森へ帰っ

た大半は追放間際、一時的にスペイン人へ「歩

み寄り」を見せたグアイクルであった。これに

対してグアラニーは、仕事を求めてスペイン人

の町へ向かったり、自分たちで村を建設してレ

ドゥクシオでの経験を活かした新しい生活を始

めたりした。17世紀初頭から 150年以上もイエ

ズス会士と暮らしたグアラニーは、明らかに大

きな変化を遂げていた。住居を新設する際、彼

らは先スペイン期の建築様式に従わなかった。

レンガ作りの壁で広場を中心に周囲を四角く囲

み、一辺に教会を建て、残りの三辺に住居を構

えるレドゥクシオンの建築構造をグアラニーが

そのまま踏襲する場合も多かった。例えば、コ

ルプス出身のカバーニャス (Cabãnas)はパラナ

川周辺のカアアカラフィ (Cáacarahy)に、ラモ

ンシート (Ramoncito)はイベラ湖 (Ybeŕa)周辺

にそれぞれレドゥクシオンを模範に住居を新設

した (Furlong 1962:707)。

この事例が示すように、グアラニーは、17世

紀初めからイエズス会士との共同生活より、キ

リスト教への改宗をはじめヨーロッパ的なもの

を自分なりに咀嚼して、自分の血肉とした。そ

の結果、イエズス会士の追放から独立戦争に至る



生き残りをかけた先住民 11

過酷な時代を生き抜くことに成功した。レドゥ

クシオンでの生活を始めて間もない頃は、それ

までの自分たちの生活とは明らかに異質なヨー

ロッパ的慣習や、価値観への適応に戸惑いを覚

えたグアラニーが多数いたことは十分に考えら

れ、ある程度の精神的苦痛を伴ったに違いない。

だが、その痛みの代償が、植民地末期から独立

戦争にかけてスペイン人との接触がかつてない

ほど頻繁になる中、グアラニーがスペイン社会

に溶け込むことを可能にした。他方、グアイク

ルは、一時期イエズス会士の下でヨーロッパ的

なものを吸収しようと試みたが、やはりその異

質性に抵抗を感じ、昔の生活に戻ってスペイン

人への襲撃を再開するようになる6。

一見するとグアラニーとグアイクルの対照的

な違いが浮上するが、両者が念頭に置いたこと

は同じであった。すなわち、スペイン人の支配

の下で、いかに自己の生を主張するかという課

題が彼らの頭の中に常にあり、双方ともこれに

必死に取り組んだ。両者の違いは、ヨーロッパ

的価値観を受け入れるか、それとも拒絶するか、

その課題に立ち向かった時の選択の違いに過ぎ

ない。グアラニーとグアイクルは、両者とも生

きるという根源的問題に取り組みながら、独立

戦争で揺れる 18世紀末から 19世紀に至る激動

619世紀以降カデュヴェオ (Caduveo)として知られる
ムバヤは、20世紀に入っても独自の生活様式を保ってお
り、スペイン人と相容れることはなかった。彼らはスペイ
ン人を含むあらゆる存在に立ち向かって自己を主張する。
レヴィ＝ストロース (Claude Ĺevi-Strauss 1908-)は、『悲し
き熱帯』の中で、カデュヴェオが顔に描いた幾何学模様を
自然に対する反抗と捉えた。この場合の自然は神と同義と
考えられる。すなわち、「神が自らの姿に似せて創ったのが
人間である」という考えを真っ向から否定するために、カ
デュヴェオは自分たちの顔に模様を描いて自己と神によっ
て創られた創造物との差異化を図る。神が創り給うた生ま
れたての顔に装飾を施して絶対者に抵抗するカデュヴェオ
の行為に、レヴィ＝ストロースは「自分たちは人間である」
という彼らの主張を捉え、次のように述べている。「人間で
あるためには絵を描いているべきであった。自然の状態の
ままでいる者は、禽獣と区別がつかないではないか。」(レ
ヴィ＝ストロース 2001:325)。

の時代の中で自らの生き残りをかけたのである。
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Posadas: Ediciones Montoya.

Cunninghame Graham, Robert Bontine. 1968.A

vanished Arcadia: being some account of the

Jesuits in Paraguay, 1607-1767. New York:

Haskell House. [初版は 1901年にロンドンで

出版]

Frakes, Mark A. 1989. Governor Ribera and the

War of Oranges on Paraguay’s Frontiers.The

Americas65:489-508.

Furlong, Guillermo. 1962.Misiones y sus pue-

blos de guaranı́es. Buenos Aires: Ediciones

Theoria.

Garay, Blas. 1996.El comunismo de las Mi-
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