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パラグアイ社会の萌芽
第二代総督カベサ・デ・バカ追放事件 (1544-45年)

坂野 鉄也(Tetsuya Banno)�

序

パラグアイ社会を歴史的にどのように捉え

るかという問題に関しては、現代のパラグア

イ社会をどのように把握するかという関心と

結びつきつつ、様々な見解が提示されてきた。

今日のパラグアイにおいて、国民の 87 ％が

先住民の言語の一つであるグアラニ語を話し

(Meli�a 1997:79-80)、先スペイン期から変わら

ずマンディオカを主食としていることは、パ

ラグアイ社会についての見解に影響を与えて

いる。

例えば、パラグアイの歴史家エフライム・カ

ルドーソらは、パラグアイ人をスペイン人と

グアラニとの末裔であるとし、その社会や文

化は、植民地期から現代まで、スペイン的要

素とグアラニ的要素とが混在したまま連綿と

続いてきたと見なす (Cardozo 1996, Ben��tez

1998)。

このような考え方を「グアラニ神話」とし、

異議を挟んだのは、アメリカ合衆国の人類学

者エルマン・Ｒ・サービスである。彼は、1954

年に夫人と共に、アスンシオンの北東部にあ

るトバティという町に関する人類学的研究を

著した。その中で彼は、パラグアイ人の世帯

内においてグアラニ語が話されていることの

みを根拠として、その文化的諸要素がグアラ

ニに由来すると速断することはできないと述

べる (Service & Service 1954:27)。

また歴史に関する二本の論考においては、植

�東京大学大学院

民地初期においてすでに「グアラニ神話」は

成り立たないという (Service 1951, Service

1971)。グアラニは、16世紀に急速かつ完全

に、植民者やメスティソによって築かれたス

ペイン文化を基盤とする社会に組み込まれた

のであり（Service 1971:92）、グアラニの食文

化や言語のみがその社会に残存したというの

である (Service 1971:94)。

植民地初期に関するサービスの見解につい

て、異なる立場をとる研究者がいる。その代

表は、パラグアイの人類学者ブラニスラーバ・

ススニックである。彼女は、征服当初からグ

アラニが植民者に対して何度も蜂起していた

ことに着目した。そして、少なくとも植民地初

期において、メスティソを含むスペイン人社会

とグアラニ社会とは、明確に分離し対立してい

たという (S�usnik 1982, 1993, Meli�a 1993)。

以上のような見解の相違に対して、1540年

代中葉に着目することで、新たな解釈の可能

性を提示することが本稿の目的である。1540

年代後半は征服期から植民地期への移行期で

あり、征服者にとって一つの転換点であった。

征服者がパラグアイに到来したのは、西方に

あるとされた伝説の地「銀の山脈」を捜すため

であった。ところが、この「銀の山脈」とはポ

トシのことであり、すでにペルーから入った

征服者の支配下にあった。パラグアイの征服

者がこれを知るのは、1547年のことである。

その結果彼らは、それまで単に探検の拠点と

考えていたパラグアイそのものに目を向けは

じめる。
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また本稿では特に、1544年から 45年にか

けて起こった第二代総督アルバール・ヌニェ

ス・カベサ・デ・バカ (Alvar N�u~nez Cabeza

de Vaca)の追放事件に分析の焦点をあてる。

この追放事件は、パラグアイ政治史上、二大

政治勢力が対立する構図が初めて現れた事件

とされ、征服者間の対立が表出した出来事と

みなされてきた (Levene 1963:25-27)。実際こ

の事件は、カベサ・デ・バカ到来以前に政治

の実権を握っていた総督代理ドミンゴ・マル

ティネス・デ・イララ (Domingo Mart��nez de

Irala)と、新たに総督として到来したカベサ・

デ・バカとの対立を背景としていた。

しかし、両者の対立に関する従来の分析に

は欠落がある。それは、グアラニやその他の

インディオの存在を考慮していない点である。

グアラニは、征服者が出会った先住民の中で、

焼き畑による栽培農業ながら農耕に従事する

唯一の部族であった。地力の衰えにより数年

ごとに居住地を変えるとはいえ、狩猟・採集

のみに依存し、頻繁に移動する他のインディ

オとは異なっていた。したがって、生産活動

に従事しなかった征服者たちに食料を提供し

えるのは、グアラニのみであった。征服者は、

グアラニへの経済的依存なくして自らの生活

を確保することはできなかったのである。ま

た、征服者はグアラニ以外のインディオと対

峙する時や伝説の地「銀の山脈」を探索する

に際し、グアラニの協力を必要とした。議論

を先取りしていえば、征服者にとっては、自

分たちの行為がグアラニに理解され、協力を

えることが必要であった。このような状態に

あったパラグアイにスペイン王権の植民地政

策を持ち込もうとしたのが、カベサ・デ・バ

カである。彼の政策は、征服者にとって不都

合であっただけでなく、グアラニにとって理

解を越えたものであった。したがって、カベ

サ・デ・バカはその地位を追われ、本国に送還

されたのであった。その後のパラグアイの統

治は、征服者たちによってイララに託された。

王権も、最終的には征服者たちの選択を承認

し、イララを総督に任命した。一方、カベサ・

デ・バカは、インディアス枢機会議によって

全ての役職を解任され、再びパラグアイへ渡

航することを禁じられた。

これらの視点に基づいて、本稿は以下の構成

をとる。まず、第一節において、カベサ・デ・

バカ追放事件の概略を述べた上で、カベサ・

デ・バカと彼を追放した人々との政策を比較

する。続く第二節では、先スペイン期のグア

ラニ社会における慣習を踏まえ、グアラニの

視点から統治者としてのカベサ・デ・バカと

イララとを捉えなおす。結論として、この事

件から見えてくる当時の征服者とグアラニと

の関係に注目し、パラグアイ社会を巡る議論

に新たな見解を加える可能性を提示したい。

１．事件の背景：統治政策の相違

カベサ・デ・バカ追放事件の概略は、以下の

とおりである。1544年 4月 25日、国王査察官

(veedor)アロンソ・カブレラ (Alonso Cabre-

ra)や国王役人たちに率いられた征服者たち

が、カベサ・デ・バカの家に押しかけた。そし

て、「11人か 12人」の人々が、「『自由、自由、

国王陛下万歳』と叫びながら」家の中に入り、

カベサ・デ・バカやそこにいた人々を捕らえ、

イララの家に監禁した。翌日、国王役人が集

まり、イララを総督代理に指名した。この指名

は、大部分の征服者に了承された (Hern�andez

1984:284)。その後、カベサ・デ・バカたちは

約 1年に及ぶ拘留の後、1545年 3月にスペイ

ン本国へ送還させられた。

本国に送還された後、カベサ・デ・バカは自

らの弁明を行うためにインディアス枢機会議

(Consejo Real de Indias)に訴え出た。彼の

訴えは受理され、審理に付されることになっ
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た。この裁判には、カベサ・デ・バカおよび

彼を擁護する征服者や彼を追放した征服者か

ら様々な文書が提出された。残念ながら、一

件文書全ての存在が確認されているわけでは

ない。したがって、この裁判文書に加え、カ

ベサ・デ・バカの統治に関するクロニカや彼

の治下で書かれた様々な文書に基づいて、彼

の政策と彼が到来する以前に取られていた政

策との相違を検討することとする。

まず、カベサ・デ・バカのインディオ政策

に注目する。

カベサ・デ・バカを擁護した中心人物は、ペ

ロ・エルナンデス (Pero Hern�andez)という

征服者である。彼は、カベサ・デ・バカの書

記で、パラグアイにおける彼の活動を記録し

た『コメンタリオス (Comentarios)』というク

ロニカを著した。エルナンデスがコメンタリ

オスにおいて強く主張しているのは、カベサ・

デ・バカとグアラニとの良好な関係である。

カベサ・デ・バカは、現在のブラジル沿岸に

あるサンタ・カタリーナ島に上陸し、その後大

陸に渡り陸路でアスンシオンに向かった。こ

こでは、彼がアスンシオン近郊のグアラニの

村に到着した場面をとりあげる。これは、彼

とグアラニとの出会いを総括した描写と考え

られる。

彼［カベサ・デ・バカ］が通過した土地や、

通過したところから遠く離れた場所から食

糧を持ってグアラニたちが会いに来た。と

いうのは、総督［カベサ・デ・バカ］はイン

ディオを厚遇するという名声が広まってい

たからであり、インディオたちに多くの贈

り物を与えたからである。彼らは、カベサ・

デ・バカたちに会いたい、食糧を持っていき

たいと思ってやって来たのである。彼らは、

女性や子供を一緒に連れてきている。これ

は、総督たちに対する信頼の証である。ま

た、総督たちが通るであろう道は掃き清め

られた。総督たちが探険しながら通過した

あらゆる土地のインディオは、木と藁でで

きた家を持っている。それらの家には、そ

の土地やアスンシオン近郊から来た多くの

インディオが集まっており、全員が一人一

人、スペイン語で、よい時に来たと総督に話

し掛けた。他のすべてのスペイン人に対し

ても同じことをし、彼らの到着に喜びの意

を示した (Hern�andez 1984:177［］内、筆

者。以下同様。)1)。

また、投獄中に食事を運ぶインディオ女性

が、カベサ・デ・バカと彼の擁護者たちとの

連絡役を務めたという記述もある (Hern�andez

1984:291)。これらの描写が示すのは、グアラ

ニとカベサ・デ・バカとの間に存在した信頼

関係である。

次に、グアラニと敵対していたグアイクル

との間に、カベサ・デ・バカが平和を築いた

場面の描写を取り上げてみる。

［カベサ・デ・バカは、］通訳を通じてグアイ

クルたちに以下のことを言うように命じた。

彼は、国王陛下の命によってここにやって

きた。その目的は、この土地に住むすべて

の人々が我らの神について知りキリスト教

徒になり、国王陛下の臣民となること、すべ

ての人々に平和と安寧をもたらすこと、そし

て、すべての人々を厚遇することである。彼

が保護し、友としているグアラニに対して、

過去にしたように戦争や損害を与えること

をグアイクルたちが止めるのであるならば、

いつもグアイクルを他の部族よりも厚遇す

るし、今回の戦争において捕らえ自分やキ

リスト教徒に捕えられている者たちだけで

1)この場面に、エルナンデス自身は直接立ち会ってい
ない。したがって、伝聞もしくはある種の創作に基づい
ている可能性がある。
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なく、同行したグアラニのところにいる者

も含めてすべての捕虜を返す、と。それが

真実であることを示すために、彼の権限の

もとにおかれていたり、あるいはグアラニ

のもとにいたすべての捕虜が総督の前に連

れてこられた。そして、捕虜たちはグアイ

クルに引き渡された。グアイクルは捕虜を

受け取ると、国王陛下の臣民になりたいと

再び断言した。その時から、グアイクルは

国王陛下に従う臣民となり、グアラニとの戦

争を放棄した (Hern�andez 1984:205-206)。

ここでは、カベサ・デ・バカの行為が王権

のインディオ政策に則っていることが強調さ

れている。

カベサ・デ・バカがパラグアイにいた当時、

王権がとっていたインディオ政策は、1526年

11月 17日付けの「探険、およびインディオの

待遇に関する勅令」に示されている。この勅

令は、インディオの奴隷化の禁止、インディ

オ奴隷の解放もしくは合法的なエンコミエン

ダへの転換、聖職者がインディオへの待遇を

監視すること、インディオに征服者が到来し

た理由を述べること、レケリミエント（催告）

を行うことなどを規定している2)。グアイク

ルの前でカベサ・デ・バカがパラグアイに来

た目的について述べ、捕虜を解放したことは、

まさにこの勅令を遵守しようとする姿勢を示

している3)。

2)この勅令は、カベサ・デ・バカが王権と交わしたカピ
トゥラシオンに挿入されている (Capitulaci�on:19-23)。

3)カベサ・デ・バカがこのように勅令を遵守した背景
には、パラグアイに到来する以前の北アメリカでの経験
に基づく、彼のインディオ観がある。彼は、パーンフィ
ロ・デ・ナルバーエスが率いたフロリダ探検隊付の国王
役人として 1527 年にスペインを出帆した。しかし、嵐
や食糧不足に見舞われた探検隊は、徐々に人数を減らし
た。最終的にヌエバ・エスパーニャの北端にたどり着き
生き残ったのは、カベサ・デ・バカを含む四人のスペイ
ン人と一人の黒人奴隷だけであった。彼らは、北アメリ
カの様々なインディオ集団の間で捕虜や奴隷として移動
した。時には、敵対するインディオ間での交換を仲介す
る商人や、キリスト教の祈りを捧げることによって病人

では、カベサ・デ・バカ統治以前のインディ

オ政策はどのようであったのか。コメンタリ

オスを記述したエルナンデスは、征服を開始し

た後に起こった出来事について 1545年 1月 28

日付で報告書を著している。彼は、初代総督

ペドロ・デ・メンドーサ (Pedro de Mendoza)

とともにパラグアイを含むラ・プラタ地域に

到来した征服者の一人で、ラ・プラタ地域征

服の最初からこの地にいた人物である。

エルナンデスは、報告書の中で、カベサ・デ・

バカ追放事件の黒幕としてイララの存在を指

摘した上で、彼がインディオに対して取った

行動を記している。それは、イララが他の征

服者にインディオ女性を売却したこと、多く

のインディオ女性を妻としたこと、インディオ

女性を分配することで特定の征服者と結びつ

いたことなどである。さらに、イララはグア

ラニが行う食人儀礼を止めず許可したとも述

べている (Hern�andez 1545:395-397,407)4)。

エルナンデスの記述から両者のインディオ

政策を比較すると、カベサ・デ・バカは王権

のインディオ政策に従っているが、イララは

全くそれに反しているということになる。

しかし、カベサ・デ・バカの政策が王権の

政策に則っていたからといって、グアラニの

意向に合致していた訳ではない。そのことは、

の治癒を行う呪医の役割を負うこともあった。また、友
好的なインディオに対してはキリスト教について説くこ
ともあった (Cabeza de Vaca 1984)。このようにイン
ディオ集団の中で生活したカベサ・デ・バカのインディ
オ観は、他の征服者たちとは明らかに異なっていた。イ
ンディオも神がつくった人間であり、礼節をもって接す
れば、文明化しキリスト教徒そしてスペイン国王の臣民
とすることは可能であると、彼は考えるにいたったので
ある (Howard 1997:3-29)。
4)イララ自身は、カベサ・デ・バカ到着以前のインディ
オへの対応に関しては何も述べておらず、エルナンデス
が記した事柄ついても何も触れていない。但し、カベサ・
デ・バカ到着以後は、彼の命令でインディオを殺したり、
戦争をしかけたりしたとしている (Irala 1545:423-424)。
カベサ・デ・バカは、裁判に提出した文書において、自ら
が到来する以前にインディオの大量殺害が行われたと述
べている (Cabeza de Vaca 1546:479)。
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探険の最中に国王役人の一人が行ったカベサ・

デ・バカに対する進言に示されている。

この探険は、征服者たちがロス・レイエス

(Los Reyes)と呼んだアスンシオン北方の入

り江（現在のコルムバ Corumb�a付近）を拠点

として行われた。しかし、食糧不足やインディ

オの襲撃のために、探険は順調には進まず、征

服者たちはロス・レイエスに留まることを余

儀なくされた (Hern�andez 1984:226-268,274-

275)5)。

進言者は、探険の継続が困難な理由の一つ

として、グアラニが探険の継続を望んでいな

いことを挙げている。彼らの中には、衰弱し

ていたり病気になっているものがいる上、他

の部族のインディオを多くの捕虜とした彼ら

は、アスンシオンに帰りたがっているという

のである。これ以外の理由としては、船、食

糧、自然について指摘し、探険の継続が困難で

あるとする。まず船に関しては、すでに腐食

し始めており、探険を継続した場合、戻る頃に

は沈んでしまっている可能性がある。食糧に

関しては、すでにトウモロコシだけしか残っ

ていないために長い期間の探険は不可能であ

るという。また、自然条件については、雨期に

入っており、仮に目的地に到達できたとして

も、湿地帯を抜けてロス・レイエスに戻るこ

とができない、という内容であった (C�acares

1544:349-352)。

この進言に対するカベサ・デ・バカの回答

は、探険を継続するというものであった。そ

の理由は、貴金属を持つインディオを見つけ

ることは王権との約束であることと、先遣隊と

して送ったカピタンらが目的地に達している

ということの二点であった (Cabeza de Vaca

5)この探険は、およそ 3 ヶ月の間、ロス・レイエスで
中断されたままであった。しかし、カベサ・デ・バカ自
身が病気にかかったこともあって、アスンシオンに帰還
するという決定が彼によって下された。

1544:353-355)。

進言者である国王役人が、グアラニの意志

も考慮して極めて現実的な判断を下している

のに対して、カベサ・デ・バカは王権との協

約を論拠とするのみである。ここに見えてく

るのは、現実に対応しようとする国王役人と、

現実を直視することなく王権の政策を優先す

るカベサ・デ・バカとの違いである。

２．グアラニの目に映るカベサ・デ・バカと

イララ

王権の命を至上とするカベサ・デ・バカは、

グアラニ女性の授受やグアラニによる征服者

への労働の提供という、征服者とグアラニと

の結びつきを王権の政策からの逸脱、征服者

によるグアラニからの収奪とみなし、それら

を規制することから手をつけた。

征服当初に、パラグアイに到着した征服者

たちは、グアラニとの間で女性と自らの所有

物を交換した。征服者の一人でバイエルン出

身のウルリッヒ・シュミットは、以下のこと

を記している。

彼ら［グアラニ］の間では、父親が自分の娘

を売り、夫は妻を売り、時には、兄弟が姉妹

を売ったり、交換したりする。女性一人は、

シャツ一枚、一本のナイフ、一本の小さな

斧、もしくは、これに類するもののいずれ

かと等価である (Schmidt 1986:45)。

前半の記述において示されるように、先ス

ペイン期のグアラニ社会では、女性の提供を介

して異なる父系拡大家族が結びつき、テコアと

呼ばれる集団を構成していた。女性は、子供

を生むという役割によって家族の拡大に寄与

しただけでなく、農耕に従事することによって

生産の役割も負った。このように複数の家族

が結びついた集団では、女性を提供した家族の

男性が提供された家族へ家屋の建設などの労
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働力を提供した (S�usnik 1982:28-29, Necker

1990:27)。

後半の記述では、まさに、征服者とグアラニ

との間で女性が征服者たちの所有物と交換さ

れていたことが示されている。このようにし

て征服者のもとにやってきた女性は、彼らの

妻となり、農耕に従事した。また、女性を提供

した家族は家屋の建設などを行った (Necker

1990:34)。このようなグアラニの存在は、銀

の探索を当初の目的としていた征服者がパラ

グアイで生きていくために必要であった。

しかし、カベサ・デ・バカがアスンシオン

に到着してまず命じたことは、征服者に対し

てインディオとの交換を禁止することであっ

た (Cabeza de Vaca 1542:293-296)。さらに

彼は、征服者のもとにいた女性たちを解放し、

征服者たちには、インディオが女性を提供し

ようとしても、受け取らないよう命じた。ま

た、インディオの労働に対しては、報酬を払

うようにも命令した。そして、修道士たちに

は、命令に反する征服者からインディオを守る

ように指示した。さらに、違反者には厳罰で

臨んだ (Hern�andez 1545:397-398,401-402)。

カベサ・デ・バカのこれら一連の命令は、征服

者の生存基盤を危うくするだけでなく、女性の

提供を介して家族間の関係を取り結ぶグアラ

ニ社会における習慣を無視するものであった。

この他にも、カベサ・デ・バカはグアラニ社

会における習慣を無視する施策を行った。前

節において示唆したように、グアラニが戦争

する場合の目的の一つは、自らの集団の拡大

に寄与する女性や、食人儀礼を行うための男

性を捕虜として獲得することにあった。しか

し、カベサ・デ・バカは、グアイクルがスペイ

ン国王に従属することを誓った際に捕虜を解

放したように、グアラニに敵対するインディ

オが彼に恭順の意を表すと捕虜を解放したの

である。

カベサ・デ・バカは、グアラニと他のイン

ディオとを区別することはしなかった。例え

ば、遠征における食糧不足の際、カピタンを

食料調達に行かせるにあたって彼は以下の指

示を出している。

まずはじめに、友好的なインディオの土地

を通るにあたって、キリスト教徒にも同行

しているカリオ［グアラニの一部族］にも彼

らの家や畑から食糧をとることを貴殿は容

認してはならない。それら行為を行った場

合、警告や罰を科すように。［中略］また、

［目的とする］インディオの土地に到着した

ら、その場所ごとに、まずこちらから品物を

差し出し、その土地のインディオと知り合

いたい、彼らに自分のものを与えたいとい

う意志を示すように。なぜなら、［ヨーロッ

パ人以外の］他の全ての人々が身内にする

ように、インディオが善良な人々であって、

彼らが自分のところに自分を見に来ないこ

とに驚くように、と私は言われたことがあ

るからである。そして、彼らを落ちつかせ

穏やかにし、丁寧な言葉でこちらから食糧

をくれるように求めなさい。［中略］必要な

手続きを踏んでも、インディオが食糧を提

供することを望まず、武器を持ってそれを

守ろうとしたら、銃を放ち血を流す戦争をし

かけ、力ずくで食糧を奪うように (Cabeza

de Vaca 1543:346)。

つまり、征服者に従う人々は保護し、必要

な手続きを踏んでも逆らう人々には、戦争を

しかけて良いというのである。

この方針は、グアラニが蜂起した時にも貫か

れた。1543年、グアラニの一部族グアラムバ

レンスのリーダーであるタバレ (Tabar�e)とグ

アサニ (Guaza��)に率いられた軍事的抵抗運動

が起こった。この抵抗の直接的な原因は、タバ

レたちの縁者であったアラカレ (Aracar�e)が
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征服者によって殺されたことであった。タバ

レたちは、征服者に協力しているグアラムバ

レンスを攻撃した。この行動は征服者のもと

に伝えられ、カベサ・デ・バカの命令によって

討伐隊が編成された。討伐隊は、彼らの集落

を襲撃し、そこにいた全ての男性住民を殺し

女性を捕まえた。結局、タバレたちは女性の

返還を条件に征服者に降伏し従うことを受け

入れた (Hern�andez 1984:212-215, Schmidt

1986:61-62)。

カベサ・デ・バカは、従順なインディオと敵

対的なインディオとにインディオを二分して

おり、反抗する人々は力ずくでも従わせねば

ならいと考えていたのである。まさにこれは、

イスパニョーラ島の征服以来、スペイン人征

服者が基にした行動原理であり、インディオ

に対する王権の基本政策であった。

では、イララはどうであったろうか。先に

も述べたようにカベサ・デ・バカにとっては、

イララの行為は王権のインディオ政策に反す

る行為の典型であろう。イララは、多くのイ

ンディオ女性を「妻」とし、自らの娘を配下

の征服者に嫁がせ、彼らとの結びつきを強化

した。またグアラニに対しては、捕虜を分配

し、捕虜に対する食人儀礼を認めている。

イララのこれらの行為は、グアラニ社会に

おけるリーダーの振舞に似ている。先スペイ

ン期のグアラニ社会において、集団のリーダー

であるムブルビシャ (mburuvich�a)は、構成

員から女性を提供され、自らの妻とした。そ

の代わり彼らは、以下に示す役割を果たすこ

とを構成員から求められた。1)集団内の安寧

に心を配ること、2)戦闘などの集団的行為を

指揮すること、3)他の集団との関係の取り結

び方を決めること、4)女性や自らの財を分配

するすること、である (S�usnik 1982:51-52)。

ムブルビシャは、権力を保持し集団を支配

する存在ではない。ムブルビシャは、戦闘に

おいて勝利することによって自らの武勲を示

し、捕虜を獲得したり家族間の結びつきを拡

大・強化することによって構成員を増やし、自

らの権威を常に高め、集団を率いた (ibid.)。

権威に関していえば、イララはグアラニの

間で相当な権威を持つことになったと思われ

る。それには、二つの理由がある。一つは、グ

アラニの宿敵であるグアイクルなどとの戦闘

において勝利し、多くの捕虜を分配したこと

である。もう一つは、イララがアスンシオン

周辺で最も権威のあったムブルビシャの娘を

妻としたことである (Roulet 1992:166)。

以上をまとめると、カベサ・デ・バカは、従

わなければ戦争をしかけるという脅威を背景

に、グアラニと他のインディオとを区別する

ことなくともに国王に臣従させるべき存在と

みなし、スペイン王権の政策に基づいて彼ら

を支配しようとした。それに対し、イララは、

グアラニと他のインディオとを区別し、グア

ラニの敵であるインディオに対しては戦争を

しかけるが、グアラニに対しては彼らのムブ

ルビシャのように振る舞ったのである。

つまり、グアラニにとって理解可能なのは、

従う限り自分たちを保護してくれるカベサ・

デ・バカではなく、自分たちの慣習に則って

振舞うイララではなかろうか。

結

カベサ・デ・バカ統治以前の征服者とグア

ラニとは、イララという共通の軍事的指導者

のもとに、グアラニ女性の授受を介して相互

に結びついていた。征服者は、グアラニから

提供された女性を妻とし、グアラニに敵対す

るインディオと戦い、捕虜を得てグアラニに

分配した。グアラニは、征服者に対して女性

と労働力とを提供した。

カベサ・デ・バカは、王権の政策に則って、

この状況を打破することを目指した。彼は、征
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服者に対してグアラニとの交換を禁じた。ま

た、対グアラニ政策に関しては、グアラニと

その他のインディオとを区別することはしな

かった。アラカレの殺害に端を発するグアラ

ニの蜂起を鎮圧した際に見られるように、カ

ベサ・デ・バカは従わなければ殺すという脅

威によってグアラニのみならず他のインディ

オを一括して支配しようとした。

イララの方針は、これとは全く異なってい

た。彼は、女性を介して結びついたグアラニを

その他のインディオから明確に区別した。ま

た彼の振舞いは、グアラニ集団のリーダーで

あるムブルビシャのそれによく似ていた。彼

は、自分の娘を他の征服者に嫁がせ、戦争に

おける捕虜をグアラニを含む人々に分配した。

このカベサ・デ・バカとイララとの差異が、

カベサ・デ・バカの追放という出来事を引き

起こしたのである。カベサ・デ・バカは、彼が

到来する以前に征服者集団とグアラニとの間

に築かれていた秩序を全く解さず、王権の政

策を遂行しようとした。つまり、カベサ・デ・

バカ追放事件は、この秩序が表出した出来事

の一つといえる。

イララやその娘婿が統治したその後の社会

は、この征服者とグアラニとの間に築かれた

秩序を基盤としてできあがったと考えられる。

カベサ・デ・バカが本国に送還された 3ヶ月

後の 1545年 6月から 1546年にかけてグアラ

ニの蜂起が起こった。また、その後もグアラ

ニによる征服者の殺傷事件が 1550年まで何度

か起こっている。ススニックは、グアラニに

よるこれらの抵抗に注目し、カベサ・デ・バカ

の追放がスペイン人とグアラニとの溝を深め、

スペイン人とグアラニとの対立を引き起こし

たとする (S�usnik 1982:82-84)。しかし、これ

らの抵抗の直接的原因は、スペイン人による

ランチェアーダ (rancheadaインディオ女性狩

り)であった。アルゼンチンの歴史家フローレ

ンシア・ロウレットが指摘しているように、組

織的なランチェアーダは、カベサ・デ・バカ率

いる遠征隊が到着した後、カベサ・デ・バカの

指揮下で征服者の貧富の差を解消するために

始められた (Roulet 1993:164)。つまり、この

時期のグアラニによる抵抗は、カベサ・デ・バ

カの施策の結果であり、彼の追放に起因するも

のではない。また、グアラニの蜂起が鎮圧さ

れた後の 1547年に、イララはランチェアーダ

の禁止を命じており (Roulet 1993:221-223)、

イララがカベサ・デ・バカ統治以前の秩序を

回復しようとしていたと考えられよう。実際、

1547年から 1556年までグアラニによる組織

的な蜂起が起こっておらず、イララはその意

図を達したと思われる。

1556年は、パラグアイにエンコミエンダ制

が導入された年である。エンコミエンダ制が

導入されると、再びグアラニの蜂起が起こっ

た。サービスもススニックも、エンコミエンダ

制の導入をグアラニが植民地体制に組み込ま

れていくメルクマールと見なしている。サー

ビスはグアラニの抵抗が鎮圧され、エンコミ

エンダ制が拡大していくとともに、グアラニ

は急速に植民地体制に組み込まれてゆくと理

解した。ススニックも、エンコミエンダ制の

拡大によって、グアラニ社会が崩壊へ向かっ

たと述べる。しかし、このような植民地体制

の浸透、特にエンコミエンダ制の拡大によっ

て、パラグアイ社会は 1540年代までに築かれ

た秩序を失ってしまうのであろうか。

サービスやススニックは、エンコミエンダ

制に着目しながらも、その具体的な事例に全

く踏み込んでいない。彼らが依拠した史料の

多くは、征服・植民者の振る舞いを王権に告

発する書簡や、王権や巡察使などが発した命

令や指令といった公文書である。したがって、

彼らが描いたパラグアイ社会は、王権の政策

に照らして捉えられたものにすぎないのでは
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なかろうか。彼らの理解は、征服者とグアラ

ニとの間に築かれた秩序を理解しなかったカ

ベサ・デ・バカの態度に類するのではなかろ

うか。

エンコミエンダ制の導入に際して、イララ

はそれに反対し、むしろ征服者とグアラニの

間にある女性の交換に基づく関係を守るべき

であると主張した (Irala 1553:405)。また、イ

ララの意に反してエンコミエンダ制が導入さ

れて以降も 17 世紀に至るまで、エンコメン

デーロとエンコミエンダに属するグアラニと

が互いに姻族を示す呼称を用いていた (Necker

1990:94)。植民地期のフランシスコ会レドゥ

クシオンに関する論考を著したスイスの歴史

家ルイ・ヌックは、エンコメンデーロとグアラ

ニとの関係が個人的もしくは家族単位の結び

つきに収斂するという意味において、エンコ

ミエンダ制には先スペイン期のグアラニ社会

にあった互酬制の原則が保持されていたと述

べている (Necker 1990:99)。つまり、グアラ

ニによる抵抗があったものの、パラグアイの

エンコミエンダ制は、王権が意図した制度と

は異なり、征服者とグアラニとの婚姻を介し

た結びつきの上に成立していた可能性がある。

パラグアイのエンコミエンダ制がグアラニ

の習慣に似た性格を帯びていたとしても、「グ

アラニ神話」であると批判されたカルドーソ

らの見解に与することはできない。サービス

が示唆したように、征服以後のパラグアイに

生まれた社会は、グアラニ社会とスペイン社

会の二つの系譜をもつというより、全く新た

に誕生したパラグアイという社会と見ること

ができるであろう (Service 1971:92)。パラグ

アイ社会は、社会を構成する人々が直面する

状況に対して行った様々な選択の集積の結果

として生まれたのである (Hay 1999:14)。本

稿で論じたカベサ・デ・バカの追放事件もそ

のような選択の一つである。そして、エンコ

ミエンダ制も、そのような選択の一つではな

かろうか。

カベサ・デ・バカの追放以後、特にエンコミ

エンダ制が導入されて以後のパラグアイ社会

については、稿を改めて論じることとしたい。

附記：本稿は、平成 10・11年度科学研究費補

助金（特別研究員奨励費）による研究成果の

一部である。
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