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ガリフナの歴史　その 2

セント・ビンセント島の英仏中立時代と第一次カリブ戦争
（17世紀半ばから 1773年まで）

冨田晃 (Akira Tomita)

弘前大学教育学部

1 目的と背景

1-i本稿の目的

1797 年 4 月 12 日。8 隻のイギリス船が中

央アメリカのホンジュラス沖にあるロアタン島

に到着し、2000 人ほどの人々を置き去りにし

た。ガリフナ garifunaとは、このとき、カリブ

海小アンティル諸島のセント・ビンセント島か

らロアタン島に追放された人たちとその子孫で

ある。ホンジユラスを中心に、ベリーズ、グア

テマラといった中米諸国のカリブ海岸に点々と

集落を形成するとともに、ニューヨークなどの

米国への移民も多い。黒人的形質特徴をもつ一

方、言語や伝統的な生業の形態などは、カリブ

海小アンティル諸島の先住民との関わりが大き

い。シャーマニズムと祖先崇拝とが一体化した

独自の宗教体系を形成するとともに、太鼓とマ

ラカスを中心にした、さまざまな音楽があり、

各種祭礼は音楽と踊りとともに行われる。国連

ユネスコは、2001年、第一回の「人類の口承及

び無形遺産の傑作の宣言」（通称：世界無形文

化遺産）に「ガリフナの言語、舞踏および音楽」

を登録した。

本稿は、ガリフナの歴史のうち、「ガリフナの

歴史　その１　カリブ海小アンティル諸島の先

住民とヨーロッパ列強」『弘前大学教育学部紀

要』115, 2016の続きとして、セント・ビンセン

ト島 St. Vincentでのイギリス・フランスによ

る中立地帯の時代 (1660–1763)からイギリス領

有 (1763)を経て第一次カリブ戦争 (1769–1773)

までの歴史を叙述する。

1-ii浮遊するイメージ、カニバル～カリブ

コロンブスの時代、カリブ海諸島の先住民に

は、おおまかにいって、大アンティル諸島に暮

らすアラワク人と小アンティル諸島に暮らすカ

リブ人がいた1。アラワク人は紀元前後に南米

大陸オリノコ川流域からカリブ海諸島に渡り北

上していった人々であり、カリブ人とは 1400

年頃から同じくオリノコ川流域から先住のアラ

ワク人を追い払いながらカリブ海小アンティル

1例えば、DOW, Encyclopedia of World Cultures Vo.3
(Middle America and the Caribbean), 1993 の序説にみら
れるように、カリブ海域の先住民をアラワク人（シボネイ、
タイノなど）とカリブ人に二分する見方は、植民地期のヨー
ロッパ人に加え、考古学や人類学など現在の学術界におい
ても一般的定説となっている。一方、記号学的視点から植
民地言説を分析するピーター・ヒュームは「（カリブとア
ラワクという二つの）名前は、カリブ海先住民についての
ヨーロッパ人の認識に内在する二分法を特徴づけている。」
ヒューム, 1995 (1986), p.63といい、アワワク／カリブの二
分法は、実態とは別にヨーロッパ人がねつ造したものであ
ると説いていることは興味深い。
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諸島に渡ってきた人々である。カリブ人は、一

夫多妻で、男性集団と女性集団とに分かれて暮

らした。カヌーの扱いと戦闘に長けていたカリ

ブ人男性は、先住のアラワク人の集落を攻撃し

アラワク女性を奪い妻とし自らの女性集団にい

れて子どもの養育をさせた。そのため、カリブ

海小アンティル諸島のカリブ人は、カリブ人と

しての自己意識をもちながらも言語などはアラ

ワク文化の影響が大きかった。南米大陸に住む

カリブ語族系のカリブ人と、アラワク文化の影

響の強い小アンティル諸島のカリブ人を区別す

る場合は後者をアイランド・カリブと呼ぶ。

人食いの習俗をあらわす「カニバル」と、地

域名や民族名をあらわす「カリブ」は、そもそ

もは同じ単語であり、それらの初出は、コロン

ブスの第一回航海 (1492–1493)の日誌2にある。

1492年 10月 12日にアラワク人が住む大ア

ンティル諸島に到着したコロンブスは、「額に

一つだけ目を持つ人間やカニバルと呼ばれる人

間がいる」3と 11月 23日の日誌に記し、アラワ

ク人が東方に住む異民族をカニバル canibal(es)

と呼ぶことと、彼らがするという人食いの習俗

について記録した。それは、コロンブスが、ま

だみぬ異民族に対し、マルコ・ポーロによるア

2コロンブスの第一回航海の日誌の原本は現存せず、後
にラス・カサスが原本写本を要約したものが『航海日誌』
とされている。本稿では、1825 年、マルティン・フェルナ
ンデス・デ・ナバレテによって公刊されたものを参照した
(Navarrete, 1825)。

3コロンブスの第一回航海におけるエスパニョーラ島北
西沖での 1492 年 11 月 23 日の航海日誌に以下の記載があ
る。「彼らはこの陸地はとても大きく、額に一つだけ目を持
つ人間やカニバルと呼ばれる人間がいると話した。彼らは
このカニバルにひどく脅えていた。（提督は）その方向へ
向かうのを見ると、食べられてしまうとばかりに口がきけ
なくなり、彼らはしっかりと武装していると話したと述べ
ている。提督は彼らの話にはそれなりに真実味があると信
じ、彼らが武装しているということは彼らが理性を具えた
人間であるということであり、彼らに捕えられた人間が自
分たちの土地に帰ってこないのを見て、彼らに食べられた
と言うのであろうと述べている」(青木, 1993, pp.140-141 /
Navarrete, 1825, p.214)

ジアの話や、ギリシャ神話といった自身がもっ

ていた知識を総動員して想像した「人食い人種

カニバル」だったといえよう4。その後 11月 26

日にカニマ canima とカニバ caniba、12 月 11

日にカリタバ caritaba、12月 23日と 24日にカ

リタバン caritaban、1493 年 1 月 13 日カリブ

caribと同じ人々に対する表記が変わり、1月 14

日になると「カリブにて」en Caribというよう

に、その言葉が示す対象が地域名にまで広げら

れた5。

コロンブスの第二回航海 (1493–1496)では、

実際にカリブ人が住んでいた小アンティル諸島

のドミニカ島やグアドループ島あたりに到着し

てから大アンティル諸島に向かった。帰国後、

コロンブスに同行したチャンカ博士は、カリブ

人（カリベ）caribe(s)がするという、人首の鍋

や男根の切除といった、現代人が読めば明らか

に作り話とわかる、おどろおどろしい話をスペ

インの高官に報告した6。それは、野蛮な人々に

キリスト教を伝えるという義務感を、ヨーロッ

パの人々に与えるためのレトリックだったとい

えよう7。

コロンブス一行による、このようなおどろお

どろしい話しは、魔女狩りの伝統の残る当時の

ヨーロッパでは、さほどの疑いもなく人々に受

け入れられ、大衆の関心事となった。そして、

コロンブス以降の探検家たちの、さらなる「武

勇伝」が重ねられていった。例えば、ブラジル

4岩尾, 1999, pp.66-67 /冨田, 2016b, pp.79-80
5 Navarrett, 1825, pp.217-284
6例えば次の報告をしている。「カリブ族の風習は獣のそ

れです。（中略）鍋に男の首が一つ煮てありました。カリ
ブ族は少年を捕虜にすると、去勢し、成人になるまで働か
せ、宴会を催したくなったとき、殺して食べます。（中略）
このような少年３人が、わたしたちのもとに逃げて来まし
た。３人とも男根が切り取られていました。」(青木, 1993,
pp.318-319 /Navarrete, 1825, pp.353-354) この文面は、明
らかに、ヨーロッパの人々の好奇心を煽るように脚色され
たものであり、その信憑性は低い。

7岩尾, 1999, p.69 /冨田, 2016b, pp.79-82
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の先住民集落に滞在したドイツ軍人ハンス・ス

タデンが著した『本当の物語』初版 1577は、出

版社によって「新世界アメリカの、ある野蛮で

裸で残酷に人を喰らう人々の国の真実の記述と

歴史」と喧伝され、人肉でバーベキューをする

裸族の挿絵が添えられた8。

このように、ヨーロッパによる新世界進出の

最初期、カニバルとカリブは同義語であった。

そして時代が下るとともに、人食いの習俗とそ

れをする人々を指し示す一般名詞の「カニバル」

と、地域名や民族名を指し示す固有名詞の「カ

リブ」とに分かれていった9。ただし、これら二

つの単語の混同と表記の揺れは、しばらく続き、

carib, caribe, cariba, caniba, canibal, cannibal,

caraibe, caribby, caribb, caraib, charaib, charib,

karaibe, kalibi, caribbianなどが使われた10。

16世紀前後、カニバルとカリブに付与された

野蛮イメージは、スペインが、新世界を征服し

先住民を抑圧することを正当化するためのレト

リックとして使われた。そして、時代を経るな

かで、カニバルとカリブに付与されるイメージ

は変化していった。

フランスでは、16世紀の終わり、啓蒙主義者

のモンテーニュが『エセー』において「食人種に

ついて」Des Cannibalesという章をたて、ヨー

ロッパ社会を相対化するためのモチーフとして

カニバルを用いた11。そして、18世紀になると

8 Staden, 1557
9カリブではなく、カニバルが食人習慣を表すようになっ

た経緯には、スペイン語の肉 carne、カーニバル carnaval、
カナリア諸島 canarias、猛犬 canino、骨 canillaとの関連が
指摘されている。(岩尾, 1993, P66)

10単／複数形、大／小文字、綴り字記号による違いは無
視した。

11「新大陸の民族について私が聞いたところでは、その民
族のうちには野蛮なもの、未開なものは何もないように思
う。ただし、各人が自分の習慣にないことを野蛮と呼ぶな
らば、話は別である。事実、われわれは自分の住んでいる
国の意見や習慣を実例とし理想とするほかには、真理と理
性の照準を保たないように思われる。新大陸にも、やはり、
完全な宗教があり、完全な政治があり、すべてのことにつ

モンテーニュの啓蒙思想を発展させたジャン＝

ジャック・ルソーが、恋愛に揺さぶられる自ら

の至らなさを自戒するために、自分の都合に合

わせて妄想的に理想化したカリブ像を描いた。

ルソーは『人間不平等起源論』1755において、

カリブ人は嫉妬すらしない理性の持ち主である、

と称えたのである12。こうしてフランス社会が、

カリブ人を「高貴な野蛮人」noble savageとし

て称揚した背景には、「カリブ人を虐殺するス

ペイン人こそが最も野蛮人である」として、新

世界の利権をいち早く独占したスペイン帝国に

対抗する新興国フランスの思惑があった。

イギリスでは、17世紀はじめ、劇作家シェイ

クスピアが、嵐によって漂着した孤島を舞台と

した『テンペスト』1612において、カニバル／

カリブになぞらえた怪物キャリバン calibanを

島の先住民として登場させた。その後、18世紀

に入りカリブ海域からの情報が充実してくるな

かで小説家ダニエル・デフォーは、小アンティ

ルの架空の島を舞台とした『ロビンソン・クルー

ソー』1719を書き、人食い人種の先住民フライ

デーを登場させた。17世紀の『テンペスト』に

しろ 18世紀の『ロビンソン・クルーソー』にし

ろ、ともに、かつては野蛮であったがカニバル／

カリブが、ヨーロッパ人との出会いによってお

ひとよしの従者となる物語であった13。こうし

いて完成された習慣がある。」(モンテーニュ, 1965 (1580),
p.398)「したがって、理性の法則から見て彼らを野蛮である
ということはできても、われわれにくらべて彼らを野蛮で
あるということはできない。われわれのほうこそあらゆる
野蛮さにおいて彼らを超えているのである」(モンテーニュ,
1965 (1580), p.405)

12「未開人をその野獣性を満足させるためにたえず殺戮
し合うものとして表すことは、その意見が全然経験に反す
るものにあるだけなおさら滑稽であるし、また、すべての
現存の諸民族のなかで今日まで自然状態をもっともよく保
存している民族であるカライブ人は、常にこの恋愛の感情
にいっそう大きな活動性をもたせるようにみえる焼けつく
ような気候の下に生活しているにもかかわらず、まさにそ
の恋愛においてもっとも平静であり、嫉妬にかられること
もきわめて稀である」(ルソー, 1933 (1755), p.78)

13ヒューム, 1995 (1986), pp.119-190, pp.247-314
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て、フランスとともにイギリスにおいても、ヨー

ロッパ人にとって都合のいい「高貴な野蛮人」

としてカリブ人はイメージされたのであった。

ヨーロッパでは、18 世紀中ごろを過ぎる頃

には、全ての人間には共通の理性があるとする

啓蒙思想が広く浸透するようになっていた。こ

うして、人々の人権意識が高まるなか、平等主

義的な解放運動や奴隷制廃止運動が展開される

ようになった。本稿で扱う 18 世紀のカリブ海

セント・ビンセント島のカリブ人社会は、ヨー

ロッパにおけるこうした思想状況との関連のな

かにあり、そのことがイギリスによるカリブ人

の処遇に決定的な影響を与えることになったの

である。

1-iii呼称の変遷：ブラック・カリブ～ガリフナ

21世紀になり、現在、民族名称として定着し

た観のあるガリフナという呼称は、彼らの言語に

おける民族自称に由来している。現代ガリフナ

語でガリフナ garifunaはガリフナ人の単数形お

よびガリフナ語・ガリフナ文化をあらわし、ガリ

ナグ／ガリナゴ、garinagu/garinagoが、ガリフ

ナ人の複数形および総称である14。また、17世

紀半ばに小アンティル諸島で暮らしたフランス

人は、カリナゴやカリポナ kalinago15 calinago,

caliponan16と先住民が自称していたと記録し、18

世紀にセント・ビンセント島を統治したイギリス

人は、ガリベイgalibei(s)17と先住民が自称してい

たと記録している。そして、現在、南米大陸北東

部に、carib, caribe, carina, kalinago, kalifouna,

karihona, karipuna, carijona, galibi18といったカ

リブ語族系の民族集団が存在している。

14 Cayetano, 1993, p.48
15 Tertre, 1654, p.401
16 Rochefort, 1658, p.325
17 Young, 1795, p.5
18 Wilbert, 1994 /綾部, 2000

カリブ海小アンティル諸島（Googleマップより）

これらのことから分かることが二つある。一

つは、21世紀になって民族名称として定着した

ガリフナは、実は、もともと彼らの民族自称な

のであり、その自称は、コロンブス期から現在

まで変化していないということである。表記に

多くの変種があるのは、現代ガリフナ語におけ

るガリフナとガリナグ（ゴ）の違いのような文

法上の相違と口頭言語を文字化する際の表記の

揺れによるものなのだ。二つ目は、地域名や民

族名としてのカリブと習俗名としてのカニバル

の共通の語源であったアラワク人によるカリブ

人の呼称もまた、もとはガリフナと同一のカリ

ブ人自身の民族自称に由来していたということ

である。

大アンティル諸島のアラワク人はスペインに

よる進出後、ヨーロッパからもちこまれた病気

などによって 16世紀中にほぼ死滅した。そし
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て、小アンティル諸島のカリブ人は、17 世紀

にこの地域にやってきたイギリスやフランスに

よってほとんどが殲滅させられ、18世紀まで生

き残ったのはイギリスとフランスの中立地帯と

なったドミニカ島とセント・ビンセント島のカ

リブ人のみであった。

本稿が後に示すようにセント・ビンセント島

では、17 世紀頃、先住のカリブ人の集団に近

隣の島々からやってきた黒人たちが加わり新た

な民族集団が形成された。18世紀にセント・ビ

ンセント島にやってきたイギリス人は、黒人と

交じり合ったカリブ人集団をブラック・カリブ

black caribと呼び、そうでないカリブ人集団を

レッド・カリブ red carib（もしくはイエロー・カ

リブ yellow carib）と呼んで区別した。また特に

呼び分ける必要がないときは単にカリブと呼ん

だ。ブラック・カリブとレッド・カリブは互い

に敵対したので、それぞれ相手集団と自集団に

名前をつけて自他の区別をしたのだろうが、彼

らが彼らの言語において、何と呼んで自他を区

別していたのかを知ることのできる史料はない。

18世紀後半、ブラック・カリブはイギリス官

憲と敵対して二度の戦争となり、負けたブラッ

ク・カリブは、1797年、イギリス軍によって中

米ホンジュラスへと追放された。

そして、この追放をもって、ヨーロッパ社会

におけるカリブ人の記録は更新されなくなった。

そして、ドミニカ島とセント・ビンセント島に、

わずかにカリブ人が残るものの、その存在は、

20世紀になるまで国際社会から忘れさられた。

コロンブス以来、ヨーロッパ社会は新世界を

植民地化することにより国力を高め、近代化を進

めた。こうしたヨーロッパ社会が、自らのアイ

デンティティを構築するために、野蛮のレッテル

を貼りつけたのが小アンティル諸島のカリブ人

であった。そして、カリブ人は、1797年のセン

ト・ビンセント島からの追放をもってヨーロッ

パ人の視野から消えたのである。イギリスの文

化批評家ピーター・ヒュームが、ヨーロッパと

カリブ海先住民をめぐる植民地言説を分析した

『征服の修辞学』(Colonial Encounters: Europe

and the Native Caribbean, 1492–1797, 1986)の

副タイトルの最後を「1797」としたのは、まさ

に、この追放をもってカリブ人が歴史の舞台か

ら消えたことを示唆している。

一方、1797 年、中米地域にやってきた彼ら

は、時にスペイン語で褐色の人を示すモレーノ

morenoと呼ばれながらも、彼らが自称するガリ

フナの名称をもって、それぞれの地域社会でそ

の存在が認められていくようになっていった。

20世紀になりしばらくたつと、エドワード・

コンゼミウスEdward Conzemiusが「ブラック・

カリブ（ガリフ）に関する民族誌的記録」“Ethno-

graphical Notes on the Black Carib (Garif)”

1928を米国人類学会誌に報告した。コンゼミウ

スは、かつてイギリス人が与えたブラック・カ

リブの名称を優先し、彼ら自身の自称は括弧内

にとどめた。コンゼミウスの研究は、その後、ダ

グラス・テーラーDouglas Taylor、ナンシー・ゴ

ンザレスNancie Gonzalez、バージニア・カーン

ズ Virginia Kernsらに引き継がれるなか、彼ら

米英の人類学者たちは、かつてイギリス人が与

えたブラック・カリブの名称を使いつづけた19。

20世紀後半になるとホンジュラスとベリーズ

においてガリフナ人運動家による民族意識覚醒

運動が展開されるようになり、彼らの自称にも

とづいたガリフナという名称が各国の法制度な

どに使われるようになっていった。特に 1981

年にベリーズで設立された「ガリフナ国民会議」

Garifuna National Councilの活動はベリーズ政

19 Conzemius, 1928 / Taylor, D.1951 / Gonzales, 1988 /
Kerns, 1997
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府や国際機関に大きな影響を与え、21世紀はじ

めの 2001年には国連ユネスコが第一回世界無

形文化遺産に「ガリフナの言語、舞踏および音

楽」を登録するに至った。

こうして、ガリフナという民族名とその存在

が世界的に認知されるようになり、現在では学

術界においてもガリフナの名称を使用すること

が主流となっている。

筆者は、ガリフナの名称をかねてから使用し

てきたが、17世紀から 18世紀にかけるセント・

ビンセント島での歴史叙述を目的とする本稿に

おいては、英語を主とする当時の記録との整合

性から、「カリブ人」および「ブラック・カリブ」

と称するものとする。

1-ivセント・ビンセント島の概要

カリブ海小アンティル諸島の一つであるセン

ト・ビンセント島は、面積 344キロ平方メート

ル、南北約 30キロメートル、東西約 20キロメー

トルの楕円形をした水と肥沃な土地に恵まれた

火山島である。北部に標高 1234メートルのス

フリエール火山があり、ときに激しい噴火を起

こしている。熱帯に位置し、雨季（6月から 11

月）と乾季（12月～5月）があり、雨季にはハ

リケーンが襲うことがある。島には、貿易風の

東風が吹き、風上側（ウインドワード）にあた

る北東部と、風下側（リーワード）にあたる南

西部とに二分できる。北東部の海岸は波が荒く

船舶を停泊することが困難であるが、南西部の

海岸は穏やかで船舶を停泊しやすい。島の北側

の沖、約 25キロメートルのところにセント・ル

シア島があり、その先にマルチニック島、ドミ

ニカ島、グアドループ島、モント・セラト島、ア

ンティグア島、、、といった島々が連なる。セン

ト・ビンセント島の南沖には小さな島々からな

るグレナディーン諸島が連なり、その先にグレ

Taylor, C. The Black Carib Wars, p.2, 2012

ナダ島があり、さらに先にはオリノコ川河口域

の南米大陸が広がる。隣り合った島々や陸地は

互いに目視できる距離にあり、カヌーでもって

比較的容易に移動することができる。また、セ

ント・ビンセント島の東沖、約 150キロメート

ルのところにバルバドス島があり、天候しだい

で目視でき、また東のバルバドス島から西のセ

ント・ビンセント島に向けて一年を通じて貿易

風が吹いている。

1-v分析史料と参考資料

カリブ海諸島の先住民は文字を持たなかった

ので、この島に関するヨーロッパ進出以前の文

字史料はない。

小アンティル諸島については、コロンブス一

行は、第二回航海において、ドミニカ島やグア

ドループ島などを発見し、島民がおこなうとす
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る人食いの習俗をスペインに報告した。第三回

航海では、トリニダート島と南米大陸の間のパ

リア湾を通過しており、その際、先住民と出会

い交流した記録を残している20。

セント・ビンセント島に関する史料は、コロ

ンブスの第三回航海の時に船から眺めた短い記

述の後は、17世紀以降にこの地域にやってきた

イギリス人やフランス人によるものになる。

セント・ビンセント島とその周辺のカリブ海

小アンティル諸島に関する初期の記録として

重要なのが、1635 年から 1654 年までの約 20

年間にわたりフランス領小アンティル諸島で

ドミニコ会の宣教師としてキリスト教カトリ

ックの布教活動を行ったレイモンド・ブルトン

Raymond Breton 1609–1679が残したカリブ語

の語彙集21と、おなじくドミニコ会の宣教師とし

て 1640年から 3回、通算 6年間をフランス領カ

リブ海小アンティル諸島で過ごしたジャン＝バ

ティスト・デュ・テルトル Jean Baptiste du Tertre

1610–1687による一連の博物誌22である23。た

だし、ダーウィン以前のキリスト者である彼ら

の視点は、神の創造物である「世界」を忠実に

書きとめようとする静的な視点であり、「いつ誰

が何をし、そして、どうなったか」という社会

変化の記録は排除されている。ブルトンの語彙

集やテルトルの博物誌は、当時のカリブ人の言

語や習俗を知るための貴重な史料ではあるが、

本稿が目的とする歴史叙述のためには、さほど

役立たない。

一方、本稿が目的とする 17・18世紀のセン

20青木, 1993, pp.389-392
21 Breton, 1665
22 Tertre, 1654/1658/1659/1667–1671
23ブルトンのカリブ語彙集とテルトルの博物誌は、シャ
ルル・ド・ロシュフォール Charles de Rochefort (1605-83)
が剽窃して、Histoire naturelle et morale des iles Antilles de
l’Amerique, 1658 を出版し、それが英語に翻訳され、The
History of the Caribby-Islands, 1666 が出版された。

ト・ビンセント島の社会状況の推移をみるにあ

たり有効な史料になるのは、この地域に進出し

たイギリスとフランスの国家記録および、植民

者、官吏、軍人らが残した書簡やメモである。

本稿では、次の文献を主な一次史料として利用

した。

・ウィリアム・ヤング著『セント・ビンセント

島におけるブラック・カリブの報告書』1795

Young, William, An Account of the Black

Charaibs in the Island of St Vincent’s, Frank

Cass, 1971 (1795)

　 1725年にカリブ海アンティグア島で生ま

れ、生涯にわたってイギリス領小アンティル諸

島の各島でイギリス官吏を務めたウィリアム・

ヤング卿 Sir William Young, 1st Baronet

1725–1788が残した資料を同名の息子 Sir

William Young, 2nd Baronet 1749–1815がまと

めたもの。

・チャールズ・シェファード著『セント・ビン

セント島における歴史的報告』1835

Shephard, Charles, An Historical Account of the

Island of Saint Vincent, Frank Cass, 1971

(1831)

　ウィリアム・ヤング親子が残した記録のほか

セント・ビンセントの植民者からの聞き取りを

整理して 1831年に出版したもの。

・『イギリス国家年表：アメリカと西インドの

植民地』全 45巻 (1547–1739）

Calendar of State Papers Colonial, America and

West Indies (CSP)

http://www.british-history.ac.uk

・『イギリス植民省記録』

Colonial Office (CO)

http://www.british-history.ac.uk
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・『イギリス議会記録』

Cobbett, William (Ed.), The Parliamentary

History of England, from the Earliest Period to

the Year 1803, Vol.17 (1771–1774), 1813

　イギリス議会は 1772年 12月 9日, 11日と

1773年 2月 10日, 12日, 15日に「対カリブ人

の遠征とセント・ビンセント島における土地の

販売」を審議し、その議事録と関係資料が

pp.568-639/pp.722-741に収められている。

・フランスの国立海外文書館に保存公開されて

いるフランス植民地に関する公文書

Archives Nationales d’outre-mer

http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr

　また、セント・ビンセント島のブラック・カ

リブ（ガリフナ）に関する下記の先行研究を参

考にした。

・Craton, Michael, “The Black Caribs in St.

Vincent : A Reevaluation” The Lesser Antilles

in the Age of European Expansion, Florida UP,

1996

・Marshall, Bernard, “The Black Caribs -

Native Resistance to British Penetration Into the

Windward Side of St. Vincent 1763–1773”

Caribbean Quarterly, 19(4), 1973

・Taylor, Christopher, The Black Carib Wars:

Freedom, Survival, and the Making of the

Garifuna, Signal Books, 2012

以下、上記の史料や研究を参照し、当時のイ

ギリス、フランス、カリブ海諸島の社会状況を

ふまえながら、17世紀にはじまるセント・ビン

セント島への西洋列強進出から第一次カリブ戦

争に至るガリフナ（ブラック・カリブ）の歴史

を再構成してみよう。

2 英仏中立時代と第二次カリブ戦争

2-i 17世紀 逃亡奴隷の流入と英仏中立地帯

コロンブスの「発見」1492以降も、「人食い人

種カニバル」が住むと恐れられ、また、各島の面

積も少なかったカリブ海小アンティル諸島への

ヨーロッパによる植民は遅れた。17世紀になる

とイギリス、フランス、オランダがスペインによ

る新世界の独占的支配に挑むようになり、カリ

ブ海小アンティル諸島には、1620年頃からイギ

リスとフランスが競うように進出してきた。両

国は、先住のカリブ人の抵抗にあいながらも各

島の植民をすすめたが、山がちなセント・ビン

セント島とドミニカ島への進出は遅れた。その

間、近隣の島から逃げ出してきたカリブ人や黒

人たちがこれらの島に集まってきた。なかでも、

1650年頃から本格化したバルバドス島の砂糖プ

ランテーションから、いかだなどに乗って逃げ

出し風下のセント・ビンセント島の東海岸に流

れ着く逃亡奴隷は絶えなかった24。また、1635

年と 1675年には、難破した奴隷船から逃げ出

した黒人たちがセント・ビンセント島にやって

きたとする史料もある25。こうして、セント・

ビンセント島に近隣の島々や難破船から逃げ出

した黒人たちがバラバラに集まってきた。

セント・ビンセント島に逃げ込んだ黒人たち

は、それぞれに先住のカリブ人の集落に入り込

み、言葉や慣習を身につけることによって生き

延びた。こうしてカリブ人としての自己認識を

もち、カリブ人やアラワク人といったモンゴロ

イド系のカリブ海先住民の文化を引き継ぎなが

らも26、肌の色などの形質的特徴はアフリカ的

24 Labat, vol.2, 1724, pp.166-167 / Young, 1764 / Cobbett,
1813, p.576

25 CSP, Vol.5, p.533 / Young, 1795, p.6
26現代ガリフナ語および小アンティル諸島のカリブ人（ア
イランド・カリブ）の言語は、カリブ語族ではなくアラワ
ク語族である。1400年頃から南米大陸オリノコ川流域から
やってきたカリブ人がアラワク人を追い払いながら北上し
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という特異な民族集団が形成された。後にこの

島にやってきたイギリス人は彼らをブラック・

カリブと呼び、黒人と混血していない先住民集

団をレッド・カリブ（もしくはイエロー・カリ

ブ）と呼んで区別した27。

ブラック・カリブ（ガリフナ）は、バルバドス

からの逃亡奴隷が流れつく島の北東部に、レッ

ド・カリブは反対の島の南西部に暮らした。ブ

ラック・カリブとレッド・カリブは、それぞれ

の酋長のもとにまとまり、互いに対立した。ブ

ラック・カリブは、日々新たな参入者を迎えそ

の勢力を拡大していくとともに、レッド・カリ

ブの集落を襲って女性や子どもを奪った28。

1635 年、フランスは、先住のカリブ人を追

い出しながらマルチニック島とグアドループ島

を占有し、これらの島を拠点に小アンティル諸

島の植民を本格化した。また、ドミニコ会のフ

ランス人宣教師たちが派遣されキリスト教カト

リックの布教をはじめた。

1654年 1月 23日、セント・ビンセント島で

布教活動をしていたフランス人宣教師一行がカ

リブ人によって殺害される事件がおきた29。ま

た、同年 4月 14日には、セント・ビンセント

島のカリブ人の一団がカヌーに乗ってフランス

領のグレナダ島を襲撃し、60 人ほどのフラン

ス人とその奴隷を殺害し家々を焼いた。マルチ

ニック島のフランス官憲はこの事件の報復にセ

ント・ビンセント島のカリブ人集落に暗殺団を

送った。フランスの暗殺団は、セント・ビンセ

ント島の南西部のカリブ人集落を 8日間にわた

り襲撃した30。このように 1650 年代、フラン

た。その際、カリブ人男性は襲撃したアラワク人の村から
女性を連れ出し妻としたことによる。

27 Young, 1795 p.5 / Cobbett, 1813, pp.569-742
28 Young, 1795, pp.8-11 / Taylor, C, 2012, pp.39-50
29 Tertre, 1667, Vol.1, p.466 / Pelleprat, 1655, Vol.1,

pp.78-93
30 Taylor, C.2012, pp.29-30 /Marley, 1998, p.230

ス人とカリブ人との対立が激化した31。

カリブ人の激しい抵抗のなか、小アンティル

諸島の植民を推し進めようとするイギリスとフ

ランスの代表団が、1660 年 2 月にセント・ク

リストファー（セント・キッツ）島で会合をし

た。両国は、苦慮していたカリブ人への対応を

連携して取り組むことを確認するとともに、セ

ント・ビンセント島とドミニカ島を、両国の中

立地帯とした32。また、その年の 3月には、セ

ント・クリストファー島に、イギリス、フラン

スの代表団に加え、ドミニカ島とセント・ビン

セント島のカリブ人酋長 15人が集まり、セン

ト・ビンセント島とドミニカ島はカリブ人居住

域であることを確認する協定を結んだ33。

セント・ビンセント島は、イギリス、フランス

両国間の緩衝地帯であり、ヨーロッパ人は立ち

入らないはずだったが、その取り決めは守られ

なかった。木材を入手するためにセント・ビン

セント島に上陸して、カリブ人と密貿易をする

周辺諸島の植民者が絶えなかった。また、1670

年からは、ドミニコ会のフランス人宣教師が改

めてセント・ビンセント島におけるカリブ人へ

の布教活動をおこなうようになった34。

セント・ビンセント島のカリブ人とフランス

の接近を察知したイギリスは 1668年 3月、軍

艦をセント・ビンセント島沖に停泊させ、カリ

ブ人の酋長 14人を乗船させて「イギリスの仲

間であること」「イギリスの敵は、自分たちの敵

であること」「バルバドスからの逃亡奴隷を引

き渡すこと」を誓わせた35。ただし、この協定

は遵守されなかった。イギリス側としては、当

31この頃、フランス軍は小アンティル諸島の各地でカリ
ブ人を殲滅しており、グアドループ島では 1641年頃に、マ
ルチニック島では 1658 年頃に、カリブ人はいなくなった。

32 Marley, 1998 p.154
33 Marley, 1998 p.154 / Taylor, C, 2012, p.31
34 Taylor, C, 2012, pp.30-33
35 CSP, 1661–1668, pp.554-555
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面の面子を保つためであり、カリブ人側として

は、ヨーロッパ人の島への侵入を防ぎ、カリブ

人による自治を保つためのものであった36。

1674年、セント・ビンセント島とドミニカ島

のカリブ人は、イギリス領のアンティグア島と

モント・セラト島を攻撃し、カリブ人の女性や

子どもを連れ去った37。

1683 年には、イギリスのバルバドス島知事

が、「インディアン・ハンティング」と称してセ

ント・ビンセント島を襲い、カリブ人の数百軒

の家を焼き払うなどの蛮行をおこなった38。

このように、1660 年以降、イギリスとセン

ト・ビンセント島のカリブ人との対立が深まる

一方で、フランスとの関係は、かなり友好的な

ものとなっていた。それは当時、北アメリカに

おいて、イギリス人植民者は力ずくで先住民を

追い出して領土を獲得していったことが多かっ

たのに対して、フランス人植民者は毛皮などの

交易相手として先住民と関わることが多かった

ことと通じている39。セント・ビンセントのカ

リブ人は、カヌーに乗って島々を渡り、フラン

ス領のマルチニック島と行き来した40。そして、

木材やタバコなどを売ったり、刃物や装飾品な

どを買ったりして、フランス人と交易した。こ

うして、ブラック・カリブは、フランス人と交

流し、貨幣を扱うにようになっていった41。

1700 年、ブラック・カリブからの襲撃を受

けていたセント・ビンセント島のレッド・カリ

ブの酋長は、マルチニック島のフランス官憲に

行き、自分たちの窮状を訴えた。抗争の仲裁に

乗り出したフランス官憲は、セント・ビンセン

36 Taylor, C.2012, p.33
37 CSP, 1675–1676, p.384
38 CSP, 1681–1685, p.447 / Taylor, C.2012, p.36
39 Sweeny, 2007, p.19
40 Young, 1795, p.43
41 Cobbett, 1808, p.620

ト島を風上側の北東部と風下側の南西部とに二

分した境界を定め、北東部をブラック・カリブ

の居住域とし、南西部をレッド・カリブの居住

域とした42。マルチニック島のフランス官憲は、

セント・ビンセント島進出への足掛かりとして、

まずはレッド・カリブと親密になった43。

2-ii 1719年 フランス人の入植

1719年、マルチニック島のフランス軍約 300

人がセント・ビンセント島に上陸した。この軍

事作戦の目的は、レッド・カリブの協力のもと、

ブラック・カリブの居住域である北東部に攻め

入り、ブラック・カリブを捕まえて不足する奴

隷を補おうとするものだった。しかし、レッド・

カリブの勢力はその頃すでに衰えていて、彼ら

の協力はあまり得られなかった。地の利を得た

ブラック・カリブの防御は固くフランス軍の侵

入は阻止された。ブラック・カリブからの報復

を恐れたレッド・カリブはフランスと相談し、

フランス人が、レッド・カリブの居住域に入植

して、ブラック・カリブからレッド・カリブを

守ることとなった。

1719年、マルチニック島から約 400人のフ

ランス人が黒人奴隷を引き連れてセント・ビン

セント島の西部に移住した。そして、シャトー

ブレール Chateaubelair の町をつくり、周辺に

タバコ、綿、カカオ、砂糖などの農園をつくっ

た。一方、北東部のブラック・カリブの居住域

には、西部のフランス人植民者のもとから逃げ

出した奴隷たちが逃げ込むようになった44。

こうして、フランスとブラック・カリブの関

係は再び悪化するが、フランスは、セント・ビン

セント島の覇権をイギリスに握らせまいと、ブ

42 Young, 1795, p.9 / Taylor, C, 2012, p.14
43 Shephard, 1831, p.21
44 CO, 260/3 / Young, 1795, p.12 / Labat, 1931,

p.138/Shephard, 1831, p.23 / Taylor, C, 2012, pp.41-42
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「ジョセフ・サトゥエと妻たち」原画：アゴスティー

ノ・ブルニアス

ラック・カリブと友好関係を築くように政策を

改めた。フランス領マルチニック島の知事は、

自宅にカリブ人の酋長たち 57人を招き、酒や

食事を振舞い、さらにはフランス王からのプレ

ゼントとしてリボンで飾られた帽子、ナイフ、

釣り具など45を手渡した46。

ブラック・カリブは、アイランド・カリブ（小

アンティル諸島のカリブ人）の文化を引き継ぎ、

男性が漁労、狩猟、戦争をおこない、女性がマ

ニオク栽培や子育てをするとともに、黒人の流

入や、フランス人との交流のなかで、その文化

を変容させていった。

ブラック・カリブは、フランス人植民者から農

業や畜産を習い、トウモロコシ、綿花、インディ

ゴ、タバコ、サトウキビ、カカオ、コーヒーなど

の換金植物を栽培し、ニワトリやブタを飼って、

島内外のフランス人たちと交易した47。ブラッ

ク・カリブの女性たちは島内を行商して歩き、島

外へは男性たちがカヌーに乗って出掛けた。ま

た、フランス人宣教師がキリスト教カトリック

を布教した。ブラック・カリブは、フランス的

な名前をもつようになり、独自の言語とともに、

45それぞれの酋長に、帽子、オノ２本、カマ２本、各種
サイズの釣り針、火薬などがわたされた (CAOM F3/53)。

46 CAOM, F3/58 / Taylor, C.2012, p.37
47 CSP, Vol.33, 1722–1723, p.127/ Young, 1795, p.43 /

Cobbett, 1803, p.595/ Taylor, C, 2012, p.43

フランス語を扱うようになっていった。外交は

男性の役割だったので、フランス語は主に男性

が身につけ、なかにはフランス語の読み書きま

で出来る者もあらわれるようになった48。後に

ブラック・カリブ全体を率いる酋長となるジョ

セフ・サトゥエ Joseph Chatoyer ?–179549もま

た、幼少時はマルチニック島のフランス人のも

とで過ごしていたのである50。

当時、カトリック教会は新世界全域で布教活

動をおこなっていた。カトリック教会の布教は、

形式的にはカトリックに改宗させながらも、内

容的には土着の信仰を取り込んだもので、各地

でカトリックと土着宗教のシンクレティズムが

起きていた。独自な世界観・死生観をもつカリ

ブ人の信仰世界51は、カトリックの体裁をとる

かたちで守られ、さらには逃亡奴隷たちが持ち

込んだアフリカの宗教とも習合した。

フランスとブラック・カリブの友好関係が進

むなか、1723 年 1月、イギリス本国からの視

察団が帝国海軍の軍艦に乗ってセント・ビンセ

ント島にやってきた。彼らは、イギリス・フラ

ンス間の中立地帯であるはずのセント・ビンセ

ント島で、剣や鉄砲でフランス式に武装した約

400人の兵を従えたブラック・カリブの酋長に

会うのだった52。この報告を聞いたイギリス政

府は、中立地帯であるはずのセント・ビンセン

ト島が実質的にはフランスの支配下になってい

48 Young, 1795, pp.17-18
49 Joseph Chatoyer (Satuye, Shotaway, Chatawae, etc.) ?–

1795ブラック・カリブのリーダーとして第一次カリブ戦争
において頭角をあらわし、第二次カリブ戦争時にはブラッ
ク・カリブ全体を率いてイギリスと戦った。1795年イギリ
ス軍によって殺害される。セント・ビンセント政府は、2002
年、ジョセフ・サトゥエを国家英雄と定め、命日の 3月 14
日を国民の祝日とした。

50 Cobbett, 1803, p.607
51小アンティル諸島のカリブ人の文化や宗教はフランス人
宣教師テルトルによる博物誌が詳しい。Tertre, 1654, 1658,
1667–1671

52 Young, 1795, p.13/CSP, 1719, Nos348 I, 433, 439
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ることに業を煮やした53。

イギリスは、ヨーロッパ諸国を巻き込んだオー

ストリア継承戦争 (1740–1748)の講和会議の際、

フランスに取り決めの再確認を迫り、1748年の

アーヘン和約（エクス・ラ・チャペル条約）に

おいて、改めてセント・ビンセント島を、ドミ

ニカ島、セント・ルシア島、トバゴ島とともに

中立地帯とした。

また、この頃、カリブ海域におけるイギリス

最大の植民地ジャマイカでは第一次マルーン戦

争 (1731–1739)が起きていた。イギリスは、マ

ルーン（逃亡奴隷集団）との 8年間におよぶ戦闘

の末、マルーンに打ち勝つことができず、1739

年、平和条約を結んだ。その内容は、5つの地

区においてマルーンによる自治を認めるととも

に、新たな逃亡奴隷をイギリス側に引き渡すと

いうものだった。

2-iii 1763年 イギリス領有

18世紀半ば過ぎ、ヨーロッパでは、プロシア

とオーストリアの七年戦争 1756-63が起こり、

イギリスはプロシアに、フランスはオーストリ

アに味方して戦った。この戦争の結果、プロシ

ア～イギリス側が勝利した。また、同じ時期、北

アメリカ大陸の植民地をめぐるフランス対イギ

リスの戦争、フレンチ・インディアン戦争 1755-

63が起き、イギリスが勝利した。これらの戦争

の結果 1763年に結ばれたパリ条約により、イ

ギリスの覇権が強まるかたちで世界の勢力地図

は塗り替えられた。北アメリカでは、フランス

植民地であったケベックとルイジアナがイギリ

ス領になり、カリブ海域では、セント・ビンセ

ント島、ドミニカ島、グレナダ島、トバゴ島が

イギリス領となった。イギリス政府は、バルバ

53 CSP, Vol.40, 1733, No.313

ドス島のイギリス官憲にそれらの島々の統治を

させた。

18世紀のイギリスでは、アジアの植民地イン

ドからもたらされる紅茶やカリブ海の植民地か

らもたらされるコーヒーやカカオ（チョコレー

ト）が一般庶民にまで浸透するようになり、町

にコーヒーハウスやチョコレートハウスがつく

られたり、紅茶を飲む生活習慣が浸透したりし

て、砂糖の需要が高まった。

こうして、カリブ海の島々でのさらなる砂糖

生産に期待が高まるなか、1764年、カリブ海ア

ンティグア島生まれのウィリアム・ヤング卿一世

Sir William Young, 1st Baronet 1725–1788がフ

ランスから割譲された 4島の土地販売責任者と

してバルバドス島に赴任した。ウィリアム・ヤ

ングは、イタリア人画家アゴスティーノ・ブル

ニアス Agostino Brunias 1730–179654を同行さ

せ、当時のカリブ海の島々の様子を伝える風物

画を描かせた。1763年、ウィリアム・ヤングが

セント・ビンセント島に視察にきた時、島の西

海岸には、約 100人のレッド・カリブ、約 1300

人のフランス人植民者、約 3400人の黒人奴隷

がいた55。この当時、先行して砂糖プランテー

ションが広がっていたバルバドス島の土地は、

すでに疲弊し、砂糖の収量は落ち込んでいた。

ウィリアム・ヤングの任務は、パリ条約によっ

て新たにイギリス領となった島々からサトウキ

ビの栽培に適した土地を接収し植民者に販売す

ることであった。

イギリスは、セント・ビンセント島の植民に

あたり大型帆船を停泊できる島の南部に首都キ

54アゴスティーノ・ブルニアス Agostino Brunias (1730–
1796)ローマ生まれ、美術学校卒業後ロンドンに渡る。1770
年、ウィリアム・ヤング卿（１世）のお抱え絵師としてカ
リブ海ドミニカ島に渡り、以後、ドミニカ島、セント・ビ
ンセント島、セント・キッツ島、バルバドス島などの民衆
の風俗を油絵にする。

55 CO, 101/1
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ングス・タウンを建設した。イギリス官憲は、す

でにこの島に暮らしていたフランス人植民者に

は、イギリス国家への忠誠を誓うのであれば島

内にとどまることを許した。島は南西部と北東

部に二分されていて、すでにフランス人が入植

していた南西部には、イギリス人が新たに砂糖

プランテーションをつくる余地はあまりなかっ

た。一方、島の北東部はブラック・カリブの居

住区であり、数マイル毎に集落をつくる約 3000

人のブラック・カリブが暮らすとともに、手つ

かずの土地が広がっていた56。ブラック・カリ

ブの村は、漁労ができる海辺にあった。各集落

には酋長がいて、対外交渉や戦闘の際には、酋長

たちは連絡を取り合い連携した。ブラック・カ

リブは、ジャングル内にキャッサバなどの農地

を点在させ、それをときおり移転させることに

より地力を保った。また、ジャングル全体が狩

猟採集の場だった。一方、イギリス側は、ジャ

ングルは開墾されて砂糖プランテーションにな

るべきだと考えた57。

1766年、ウィリアム・ヤングは、ブラック・

カリブをセント・ビンセント島の南海上 10Km

にある小島ベキア島に集団移住させる計画をた

てるが、この島には川がなく生活が困難なこと

がわかり、この計画は頓挫した58。

1767 年、ウィリアム・ヤングはイギリスに

一時帰国し、イギリス政府にセント・ビンセン

ト島の状況を報告しブラック・カリブの土地の

接収方法をさぐった。そして、財務大臣との折

衝のもと、ブラック・カリブの居住域を 1エー

カーあたり 4ヨハネス金貨という十分な価格で

買い取ること、ブラック・カリブの立ち退きに

は、5年間の猶予期間を与えること、といった

56 Young, 1795, p.18
57 Cobbett, 1813, p.575-582
58 Sweeney, 2007, p.20

接収案をイギリスの本国政府とともにたてた。

この案はブラック・カリブにとって決して損の

ないものと思われた。提案書には、経済条件に

加え、ブラック・カリブにイギリス王の臣民と

して誓わせる項目が含まれていた59。

カリブ海セント・ビンセント島では、1768年

5 月、イギリス官憲が土地の接収案を告知し、

6月になると、ウィリアム・ヤング卿を代表と

するイギリス官憲と、ブラック・カリブの酋長

たちとの会談がおこなわれた。両者の仲介者・

通訳にはドミニコ会のフランス人神父アベ・バ

ジャダレ Abbé Valladaresがあたった。

会合の結果、一部のブラック・カリブの酋長

はイギリス官憲の提案を受け入れたが、大概の

酋長たちはその提案を断った。このとき提案を

断ったブラック・カリブの酋長のなかに、ジョ

セフ・サトゥエもいた60。

イギリスはカリブ海小アンティル諸島の統治

と開発をより強固にするため、1768年、バルバ

ドスの官憲に加え、ドミニカ島に、セント・ビ

ンセント島も統治するイギリス官憲を置いた。

ドミニカ島初代知事に、割譲 4島の土地販売責

任者であるウィリアム・ヤング卿が就いた。

イギリス官憲は、ブラック・カリブの居住域

内に砂糖プランテーションをつくるため、まず

はキングス・タウンから東海岸へつづく道路の

建設を構想し、現地に測量隊を送ることにした。

2-iv 1769年–1773年 第一次カリブ戦争

1769年 4月 29日、40人のイギリス軍人が、

道路建設の測量のためブラック・カリブの居住

域に入った。すると崖の上から武装した約 200

人のブラック・カリブ軍が彼らを取り囲んで威

59 Cobbett, 1813, pp.575-582
60 Young, 1795, p.38-45 / Cobbett, 1813, p.581 / CO,

106/12
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圧し、領域外へと追い払った61。同年 5月、イギ

リス官憲は、金銭による解決を図ろうとブラッ

ク・カリブの酋長たちと境界地帯で交渉するの

だが、ブラック・カリブ側は、再び、土地の販

売を拒否した。1769年 7月、イギリス官憲は、

本国に事態を知らせ、大規模な軍隊の派遣を要

請した62。

その頃、ブラック・カリブの酋長たちは、フラ

ンスが支配していたマルチニック島やセント・

ルシア島に通い、刃物や鉄砲などを手に入れて

イギリスとの戦闘準備を整えていた63。1770年

の時点で、ブラック・カリブ側には「十分に武

装した約 300 人の兵」64がいた。イギリス官憲

は、背後でマルチニック島のフランス官憲がブ

ラック・カリブを操っていることを悟り、マル

チニック島の知事に、ブラック・カリブへの加

担をやめるように手紙で要請した。しかし、そ

の返事はあいまいで「この件への（公式な）介

入はしない」65というものであり、非公式な武器

支援や個人間の交易はその後も続いた。また、

この頃ブラック・カリブの酋長のなかには島内

や近隣の島のフランス人に個人的に土地を売る

者がいた。こうした土地の取引はイギリス官憲

にしてみれば当然、非合法であり、認められる

ものではなかった66。

ウィリアム・ヤング知事を代表とするイギリ

ス官憲は、イギリス本国との協議を経て、今度

こそブラック・カリブ側が承諾するであろう好

条件を提示するとともに、それまで非合法にお

こなわれてきたブラック・カリブ居住域の土地

の売買が無効である旨を通告することによって

61 CO, 101/13 / Cobbett, 1813.p.588
62 Cobbett, 1813, p.622-625
63 Cobbett, 1813, p.598
64 Cobbett, 1813, p.623
65 CAOM, F3/58, pp.150-151
66 Taylor, C, 2012, pp.67-68

問題の解決を図ることにした。

一方、フランス領マルチニック島の知事はブ

ラック・カリブ側に、「あなたたちは誰からも支

配されず完全に独立しています。イギリスなり

フランスなりの王の元にいるのではなく、今後

もそうあるべきです。従来の境界線の変更を一

切しないように、もし何かあれば、フランスが

あなたたちを守ります」67と伝えた。

1771年 6月、ブラック・カリブの居住域への

入り口で、イギリス官憲の代表団とジョセフ・

サトゥエをはじめとするブラック・カリブの酋

長たち約 40人とが会談した。イギリス官憲は、

ブラック・カリブの居住域のなかで、あまり使

われていない島の北端部を 1000ジョアン金貨

という高額で買い取ることと、ブラック・カリ

ブの主要な居住地であるモルニMorne、エスパ

ニョール Espagnol、ラワカ Rawacca、グラン・

セイベル Grand Sableの四地区の永続的な占有

許可をブラック・カリブ側に提案した。イギリ

ス側は、今度こそ、提案が受け入れられるもの

と考えていたが、ジョセフ・サトゥエを中心と

するブラック・カリブの酋長たちはそれを断っ

た68。

セント・ビンセント島を領有したイギリスで

はあったが、道路建設や土地の接収が思うよう

に進まず、期待のかかっていた砂糖の生産は増

えなかった。イギリス本国では、セント・ビン

セント島への遠征にかんする話題が新聞などで

取り上げられるようになり、セント・ビンセント

島の開発に投資した株主を中心に、軍事力によ

る問題解決を求める声が高まった69。当時、カ

リブ海諸島の砂糖産業は、イギリス最大の収入

源であり、カリブ海地域の動向は、国家をあげて

67 Young, 1795, p.77
68 Cobbett, 1813, p.637
69 Taylor, C.2012, p.70
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の関心事だった。セント・ビンセント島の隣県

であるグレナダ島の知事ウィリアム・レイボー

ンはイギリス本国に手紙で「ヤング知事はやさ

しいやり方を続けてきた結果、われわれが望む

ようには何も事はすすんでないではないか」70と

綴り、ヤング知事の手法が手ぬるいと批判した。

ロンドンに住むセント・ビンセント島の不在地

主たちは「カリブ人をアフリカの海岸のどこか

の使っていないところに移送すべきだ」71と声

を出し、イギリス国王ジョージ三世も、この案

に賛同した72。国王ジョージ三世の親政であり、

大土地所有者を支持基盤にしていたイギリスの

トーリー党政権は、1772 年 4月、北アメリカ

の 2つの連隊をセント・ビンセント島に派遣す

ることを決めた。ウィリアム・ダリンプル将軍

General William Dalrymple, 1736–1807がこの

作戦の指揮をとることになった。作戦の使命は、

反乱の鎮圧であり、凶暴な敵を有用な臣民に変

えることであり、もしブラック・カリブ側が従

わない場合は、島から追放することであった73。

ダリンプル将軍は、参考資料として、ジャマ

イカにおける第一次マルーン戦争終結 1738の

際に結ばれた平和条約の写しを携えてセント・

ビンセント島に向かった74。

その頃、ブラック・カリブは以前にもまして

フランス領のセント・ルシア島やマルチニック

島に通うようになり、着実に戦闘準備をすすめ

ていた75。ダリンプル将軍率いるイギリス帝国

海軍本隊が到着するまでドミニカ島知事のウィ

リアム・ヤングとグレナダ島知事のウィリアム・

レイボーンが、現場の指揮をとった。

70 Cobbett, 1813, p.615
71 Cobbett, 1813, p.613
72 CO, 101/16
73 Cobbett, 1813, p.632-636 / Shephard, 1831, p.29
74 Taylor, C.2012, p.71
75 SP, 78/286

2-v 1772年 イギリス帝国海軍との戦闘

1772 年 6 月 11 日、まず、以前から小アン

ティル諸島に配備されていたイギリ帝国海軍第

32連隊がセント・ビンセント島に上陸した76。

一方、ボストンとニューヨークから派遣された

第 14連隊と第 31連隊は途中ハリケーンのため

到着が遅れた77。

ヤング知事は、測量技師らを乗せた一行の船

を島の東側のラワカ地区へと派遣した。ラワカ

地区では、ブラック・カリブ軍が、イギリス人

一行が乗る船を陸上から猛攻撃してイギリス人

の上陸を阻止した。ブラック・カリブたちは、

フランス国旗を掲げて勝利を喜んだ。背後でフ

ランスがブラック・カリブを操作しているもの

と確信したヤング知事は、マルチニック島を訪

れフランス官憲にイギリス領内でのことに介入

しないように抗議した。しかし、マルチニック

島知事は「フランス国家はこの件に関与してい

ない。私には、個人間の商取引まで止めること

はできない」78と応えるだけだった79。

北アメリカからの 2連隊の到着の遅れに、し

びれをきらしたレイボーン知事は、1772年 9月

28日、すでにセント・ビンセント島に配備され

ている第 32連隊に攻撃命令を出した。イギリ

ス軍は、ブラック・カリブの居住域に入ると、

道のない火山性のゴツゴツした地勢に進行を阻

まれた。ブラック・カリブ軍は、茂みから急襲

するなどのゲリラ戦法を展開し、イギリス軍を

苦しめた。そして、ときおり境界を越えて、守

りのうすくなった白人たちの農園を襲った80。

1772年 10月 1日、ようやくウィリアム・ダ

リンプル将軍率いる約 2000人の 2連隊が、セ

76 Young, 1795, p.86
77 Taylor, C.2012, p.72
78 CO, 71/3
79 Taylor, C, 2012, pp.72-73
80 Taylor, C, 2012, p.74
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ント・ビンセント島に到着した。

北アメリカからきたダリンプル将軍の一行は、

まずキングス・タウンから東に向かいヤンボウ

川まで進軍した。途中にあったブラック・カリ

ブの住居は、ブラック・カリブ自らの手で焼き払

われ、すでに人影はなかった。ダリンプル将軍

は島の南東部マリアクア地区Mariaquaを拠点

として陣を敷いた。しかし進軍もここまでだっ

た。イギリス軍は、ジャングルのなかを進もう

とするが、ゲリラ的に襲いかかるブラック・カ

リブを前に、それができなかった。雨季のなか、

黄熱病に倒れるイギリス兵が続出した。陸上で

の進軍を断念したダリンプル将軍は、約 400人

の兵を、海上からブラック・カリブ最大の居住

地であるグラン・セイブル地区に上陸させる作

戦を立てた81。

11月 13日、3隻の戦艦を含むイギリス艦隊

が、キングス・タウンを出港した。11月 18日

の日中、イギリス戦艦がグラン・セイブルの集

落に艦砲射撃をおこない、その日の夜、上陸作

戦が実施された。ブラック・カリブ側は弓や槍

に加え、フランス人から手にいれた銃や刀を使

いイギリス軍の上陸を阻止しようとしたが、最

新兵器を装備するイギリス軍にはかなわなかっ

た。まもなく、グラン・セイブルのブラック・

カリブは、集落を放棄し、家族ともどもジャン

グルのなかへと向かった。そもそも移動性の高

いブラック・カリブにとって居住地を捨てるこ

とは大した問題ではなかった。イギリス軍は、

ブラック・カリブがいなくなったグラン・セイ

ブル地区に上陸し占拠した82。

イギリス軍は、海上監視を強化し、フランス

領マルチニック島からブラック・カリブ側にも

81 WO, 1/57 / Taylor, C, 2012, p.79
82 WO, 1/57

たらされる武器の補給を断った83。

2-vi 1772年 イギリス本国における言論

1772年、イギリスでは、逃亡奴隷をめぐる「サ

マーセット事件」の裁判に世間の注目が集まっ

ていた。奴隷を財産とみなす奴隷制推進派とす

べての人間に人権があると主張する奴隷制廃止

派との激論のなか 6月 22日に出された判決に

よって、それまで慣習的に存在していたイギリ

ス国内の奴隷制が否定され、この判決をきっか

けに国内の一万数千人奴隷が解放された84。

このように、イギリスにおいて、人々の人権意

識が高まるなかでイギリス帝国海軍のセント・

ビンセント島への遠征作戦がおこなわれたので

ある。人々の人権意識は、戦場に送られた兵士

や敵とみなされたブラック・カリブの処遇に向

けられた。大部隊の派遣から半年以上が経って

も、紛争解決の知らせが入らないなか、イギリス

議会では、野党ホイッグ党によって、この作戦の

妥当性を問う「対カリブ人の遠征とセント・ビン

セント島における土地の販売」が議題となった。

審議は、1772年 12月 9日からおこなわれ、

「この作戦はそもそも実施されるべきではない

不名誉なものだ」「戦地に送られた兵士たちが

不憫である」「戦いの相手とされてしまったカ

リブ人を擁護すべきだ」「彼ら（ブラック・カリ

ブ）は自由のために戦っている。イギリス人は

彼らを称賛すべきだ。」85など、軍隊派遣の意義

83 Taylor, C, 2012, p.69
84ただし、イギリス植民地では奴隷制が続いた。
85 1772年 12月 9日、イギリス議会下院において、ホイッ
グ党議員から例えば下記の発言があった。(Cobbett, 1803,
pp.568-587)「気候のよくない時期にこの作戦を実行したの
は、いかがなものか。兵士たちはテントや毛布もなく、森の
中で寝ている。こうしたことでは若者が軍隊にはいろうと
しなくなってしまう。この遠征が適正なものだったか検証
されなくてはならない」「わが政府下の無防備な先住民よ。
まもなく絶滅させられてしまうであろう、あわれな南米最
後の先住民よ。次々にわれらの部隊がこの不名誉な任務に
送られている。無防備で無害な人たちの憎しみの原因を考
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を疑問視し、戦闘の停止と部隊の撤退を求める

意見が野党ホイッグ党員から相次いだ。政府側

は、遠征の正当性を示す現地資料として、ウィ

リアム・ヤング知事、レイボーン知事、ダリン

プルン将軍らの書簡を提出した。審議は 12月

９日、11日の後、翌年に継続された。

1773年 2月 10日、審議が再開され、2月 15

日、野党ホイッグ党が政府の失策を認めさせよ

うとした二つの議案は政権与党のトーリー党に

よって否決された86。

その頃、当のセント・ビンセント島では戦闘

が終結していた。当時、イギリス本国とカリブ

海域との連絡は帆船にたよるしかなく 40日以

上がかかっていた。

2-vii 1773年 　停戦と平和条約

ブラック・カリブ最大の居住区グラン・セイ

ブルを占拠したイギリス軍であったが、その後

は、ジャングルに散らばったブラック・カリブ

を攻めあぐねた。イギリス軍は、ジャングルか

ら不意にあらわれるブラック・カリブのゲリラ

的な襲撃を恐れながら、慣れない熱帯の熱気と

湿度のなかで病人が続出し、兵士たちの戦意は

落ち込んでいた。

ブラック・カリブ側としては、ジャングルに逃

えてみよう。スペイン人がメキシコ人に行ったのと同じ残
虐を今われわれはしている。このことをきちんと検証しな
ければ。イギリスの誇りにかかわることだ。」「殲滅などと
いう前に、われわれの権利について考えてみてみよう。フ
ランスはわれわれにその島を割譲したが、本来そこは彼ら
の土地であったのだ。今こそ、平和になるべきときだ。彼
らとともに暮らすべきだ。」「彼ら（ブラック・カリブ）は
自由のために戦っているのだ。すべてのこころあるイギリ
ス人は彼らを称賛すべきだ。」

86 1773年 2月 15日、イギリス議会下院において下記の 2
件の議案が採決された。(Cobbett, 1803, p.741)議案 1「ブ
ラック・カリブに対する遠征は、カリブ人を一掃しようと
する人々の扇動によって、相手からの十分な挑発なしに引
き起こされた」　賛成:88、反対:206議案 2「ブラック・カ
リブに対する遠征は、政府による直接の指令なしに実行さ
れ、誤った運営により、完全な失敗と不名誉を招いた」賛
成:78、反対:199

「停戦」(1773年 2月 17日)　油画：アゴスティー

ノ・ブルニアス

れたとはいえ、漁労を主な生業とするブラック・

カリブにとって海岸部の支配権をイギリスに握

られたことは、生活の基盤を失うことであった。

また、マルチニック島からの武器補給が断たれ

たことも痛手だった。ブラック・カリブ側は、

食料を欠くようになり、ときおり白人植民者の

農園に現れては略奪をはたらき、植民者たちを

困らせた。

膠着状態のなか、イギリス側、ブラック・カ

リブ側ともに、戦争の終結を願うようになった。

1773年 2月はじめ、ブラック・カリブの代

表二人が、シャトーブレール地区のイギリス軍

キャンプに現れ、停戦を申し入れた。2月 12日

には、この作戦の責任者であるダリンプル将軍

やウィリアム・ヤング知事らがシャトーブレー

ル地区にやってきてブラック・カリブの代表二

人と面談した。2月 17日、マサリカ地区にある

ダリンプル将軍のキャンプに場所を移し、イギ

リス側代表たちとブラック・カリブの酋長たち

26人によって停戦の合意が交わされた87。

イギリス側の記録によると、この軍事作戦に、

87 CO, 101:66 / CO, 101/17:68 / CO, 101/17:87 / Taylor,
C.2012, p.79



38 冨田晃

イギリス軍兵士 2273人が派遣され、戦死者 72

人、行方不明 80人、病死 110人、負傷および

病気 428人であった88。（ブラック・カリブ側の

死傷者を知ることのできる史料はない。）

1773年 12月 9日、ジョセフ・サトゥエをは

じめとするブラック・カリブの酋長たちとウィ

リアム・ダリンプル将軍を代表とするイギリス

官憲の間で平和条約が結ばれた。平和条約には、

イギリス側はウィリアム・ダリンプル将軍がサ

インをし、ブラック・カリブ側は、まずは、ジョ

セフ・サトゥエを含む 14人の酋長が、後にブ

ラック・カリブの各集落で 29人がサインをし

た89。

この平和条約は、ジャマイカにおける第一次

マルーン戦争終結 1738の際に締結したものを

もとにイギリス側が準備したものであった。

懸案の土地問題に関しては、従来のブラック・

カリブの領域の大半を認めるとともに、ブラッ

ク・カリブの一部の土地をイギリスに高値で売

却するという、ブラック・カリブ側に有利なも

のであった。また、逃亡奴隷の逃げ込みや、フ

ランスとの結託といった、イギリス側が抱えて

いた懸念を規制するとともに、イギリス王権に

忠誠を誓わせるものとなっていた。

一方、ブラック・カリブ側は、そもそも条約や

契約などといった文字文化に親しんでいなかっ

たし、ブラック・カリブの誰もが英語をきちん

とは理解していなかっただろうから、この条約

の内容にさほどこだわることもなく、それを守

ろうとする意識もなかった。（実際、ブラック・

カリブ側はこの条約を守らなかった。）つまり、

この条約によって、イギリス側は自らのメンツ

をなんとか保ち、ブラック・カリブ側は自らの領

土と以前とかわらない生活を守ったのであった。

88 CO, 101/17:72
89 CO, 101/17:68 / CO, 101/17:87

こうして一つ戦争が終結した。この戦争が終

わった翌年の 1774年、島の南西部に、1217人

の白人、1万 391人の黒人奴隷、数十人のレッ

ド・カリブがいた。そして、島の北東部のブラッ

ク・カリブ居住域には、約 5500人のブラック・

カリブのほか、約 1000人の逃亡奴隷がいた90。

イギリス人たちは、島の半分を支配し、いつま

た暴動をおこすかもしれないブラック・カリブ

に怯えながらの生活が続いた。

1772年から 1773年にかけてのイギリス帝国

海軍のセント・ビンセント島への遠征は、後に

「第一次カリブ戦争」First Carib Warと呼ばれ

るようになった。

3 まとめ

以上、ガリフナ（ブラック・カリブ）の歴史過

程の一部としてカリブ海小アンティル諸島セン

ト・ビンセント島でのイギリス・フランスの中立

地帯の時代 (1660–1763)からイギリスによる領

有 (1763)を経て第一次カリブ戦争 (1769–1773)

までの状況を叙述した。

第一次カリブ戦争とは、イギリス側からみれ

ば国益の中心である砂糖産業のための土地接収

を目的に実施した軍事作戦であり、ブラック・

カリブ側からみれば、自分たちの生き方を守る

ための戦いであった。いくらイギリス軍が熱帯

ジャングルにおける戦闘に不慣れだったとはい

え、ヨーロッパの大国イギリスと、石器時代の

文化を引き継ぐブラック・カリブとでは、潜在

的な軍事力では、圧倒的にイギリスが勝ってい

た。にもかかわらず、イギリス側が、開戦の目

的である土地接収を果たすことなく、ブラック・

カリブ側の要望を受け入れるかたちで平和条約

を締結したのは、1772年末にイギリス議会で議

90 CO, 260/4
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論された停戦要求が影響していたとみるべきだ

ろう91。また、その背景には、当時のイギリス

における人権意識の高まりや、新世界の先住民

を「高貴な野蛮人」として理想化していたこと

も見逃せない。そして、本国に一時帰国して財

務大臣と折衝するなど平和的な問題解決のため

に奔走したウィリアム・ヤング卿の個人的な思

いと努力も大きくかかわっていたといえよう。

第一次カリブ戦争が終わると、ウィリアム・

ヤング卿は本国政府に働きかけ、志願兵として

戦った島の住民たちに勲章を授与しその労をね

ぎらうとともに92、ブラック・カリブの酋長で

あるジョセフ・サトゥエと親交を持ち、サトゥ

エの子を預かって自らの子とともに育てたので

ある。

本稿が扱った 17世紀半ばから第一次カリブ

戦争 1769–1773にいたるブラック・カリブ（ガ

リフナ）の歴史は、「列強と植民」、「奴隷と砂糖」

「人権」といった世界史上の最重要事項と直接

結びつきながら展開した出来事であったのだ。

第一次カリブ戦争の後、世界が、米国独立

91 Taylor, C. 2012, p.80
92 Narbeth, 2002, p.17

1776、フランス革命 1789-、ハイチ革命 1791–

1804、と激変するなか、セント・ビンセント島

では、1795年に再びイギリスとブラック・カリ

ブ間の「第二次カリブ戦争」1795–1797が起き、

敗退したブラック・カリブは 1797年に中米の

ホンジュラスに追放された。こうしたセント・

ビンセント島におけるブラック・カリブ（ガリ

フナ）の経緯は、列強支配に抗し、自由を求め

て戦った人々の一つの歴史として理解されるべ

きことだろう。
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＜ APPENDIX-1＞

イギリス―カリブ　平和条約　 (1773年)

I　全ての敵意ある活動は中止され、平和と友

好が確立し、持続される。

II　カリブは、（イギリス）王権をセント・ビ

ンセント島の正統な統治者として認め、王への

絶対的な服従と忠誠を誓う。

III　カリブは、（イギリス）政府に従いその法

を守る。知事は、民衆の利益と便利のためにさ

らなる制度を定める権利をもつ。すべての新

しい制度は、その実行の前に、イギリス政府に

よる承認が必要である。

IV次に記す土地は、カリブの居住のためにあ

てがわれる。一方は、ベイラ川からスペイン岬

まで、もう一方は、アナリボ川からスペイン岬

まで。境界は、山脈の水源からイギリス王権の

測量師が引く線に従う。それ以外の土地は全

て（イギリス）王権に帰属する。

V　上記の土地は、譲渡、売買、貸出すること

はできない。ただし、イギリス王権によって正

当に認められた人はそれを受け取ることがで

きる。

VI　道路、港、要塞、連絡所を、（イギリス）

王権の意のもとにつくることができる。

VII　フランス領の島との過度ではない交流は

認められる。

VIII　カリブは、所有する逃亡奴隷を引き渡

すとともに新たな発見と捕獲に努める。また、

今後、奴隷の逃亡を助けたり、隠したり、受け

入れたりする者は、島から追放される。

IX　死罪をいいわたされていた者は恩赦さ
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れる。

X　危機状況の時は、（イギリス）王権を助け、

その敵に対抗する。

XI　三つの鎖（セント・ビンセント島、ドミ

ニカ島、セント・ルシア島を指しているものと

思われる）は、（イギリス）王権にひき続き属

する。

XII　イギリス王権もしくはその政府に対する

あらゆる陰謀や策略は、政府もしくは文官に知

らせなければならない。

XIII　必要ならば、家族、財産、移動の協力者

とともに、この土地を離れることができる。

XIV　逃亡奴隷の追跡者やその案内人は、カ

リブに与えられた区域を自由に通行すること

ができる。

XV　（イギリス）王権の臣民の逃亡者やフラ

ンス領からの逃亡奴隷は、それぞれの主人のも

とに帰るように引き渡されなければならない。

XVI　各地区のリーダーは、各地区の居住者

の名前と人数を記したものを提出しなくては

ならない。

XVII　居住者のリーダーと他のカリブは、（イ

ギリス）王権の命による知事を案内しなくては

ならない。

XVIII　イギリスの法のもとに、カリブの生産

物が販売され、イギリス領の島と交易されるよ

うに可能なかぎりの便宜が図られる。

XIX　セント・ビンセント島の海岸と近隣の

小島付近における漁猟は完全に自由である。

XX　カリブが、他のイギリス臣民もしくは、

他の人に傷つけられた場合には、法もしくは文

官もしくは、国民である仲介人に従って、自衛

すること、もしくはイギリス王権の負担により

ふさわしい処置をうけることができる。

XXI　見知らぬ者ではない者もしくは白人は、

知事の書面による許可なしに、カリブ人居住域

の周囲に住むことができる。

XXII　この書面とその監視者によって、カリ

ブは、イギリス王権から与えられる財産が守ら

れ、過去のあやまちは忘れられる。

XXIII　この条約の締結の後、いずれかのカリ

ブが、その状況の観察を断るなら、その者たち

は両方の側からの敵とみなされ、粛清される。

XXIVカリブは、以下を誓う。

　私たちは、不滅の神とイエス・キリストの名

において次のことを誓います。私たちはグ

レート・ブリテン、フランス、アイルランドの

王であり信頼の保護者であるところのジョー

ジ三世に真の忠誠を尽くします。私たちは、グ

レート・ブリテン王国とセント・ビンセント島

の法に従います。イギリス王権とカリブの間

で締結されたこの条約のすべての条項に従い

ます。私たちは、イギリス王権を正統な君主で

あると認めます。セント・ビンセント島の全

て、カリブが保持する土地を含む、はイギリス

王からの賜りであります。

注：原典は英語、日本語訳は冨田による。

出典： Colonial Office of British Government,

CO, 101/17

＜ APPENDIX-2＞

起源説としての難破船

無人島に漂着した主人公の冒険を描いたダニ

エル・デフォーの小説『ロビンソン・クルーソー』

1719では、食人をおこなう近隣の島の捕虜を助

け出すシーンがある。これは「食人」すなわち、

「最も人間らくしない人間」という当時のヨー

ロッパに流通していた野蛮人としてのカリブ・

イメージをモチーフにしたものだ。この「難破

船から逃げ出し辿りついた島で最も人間らしく

ない人間と出会う」という、空想冒険小説の手法

は、17世紀はじめのシェイクスピアの『テンペ
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スト』1612以来の定番プロットであり 18世紀

初頭にはジョナサン・スウィフトの『ガリバー

旅行記』1726に引き継がれながら、ヨーロッパ

の人々を熱狂させた。

1980 年代からホンジュラスの演劇人ラファ

エル・ムリリョ博士 Rafael Murillo, 1934–が公

演するガリフナ歴史劇「ロウババグ」Loubavagu

の冒頭は、難破した奴隷船から漂着した黒人が、

ジュルメイ（セント・ビンセント島）の先住民

に助けられるシーンから始まる。ムリリョ博士

は、難破船からの漂着という物語としての定番

手法を使いながらも、漂着するのはヨーロッパ

人ではなく、アフリカからきた黒人であり、未

知の地で出会う先住民を、「最も人間らしい人

間」にすることによって、混血としての自分、

すなわちクレオール性を打ち出したのだ。この

難破船からの漂着という起源説は、歴史学者で

もあるムリリョ博士が、下記の史料をもとに創

作したものであった。

黒人、または今日言うべきところのブラック・

カリブ（ガリフナ）とは、アフリカから来た奴隷船

の積荷の子孫で、（西アフリカの）ギニア湾からバ

ルバドスに向かう途中、1675年頃、難破してベキ

ア島の海岸に打ち上げられた。ベキアというのは

セント・ビンセントの南約 5 km の地点にある小

島である。カリブ人は、この狭い海峡で漁をする

のを常としていたが、やがてこれらの黒人を発見

し、ベキア島が食料と、とりわけ水に乏しく、大

いに困窮しているのをみて、誘いをかけるとすぐ

にのってきたので、カヌーに乗せて海峡を渡った。

（中略）今日、ブラック・カリブの名で知られる一

つの国を形成した。93

これは、1763 年からイギリス政府の官吏と

93 Young, 1971 (1795), pp.6-8

してドミニカ島やセント・ビンセント島に駐在

したウィリアム・ヤング卿が残した記録をもと

に同名のその息子が 1795年に記した『セント・

ビンセント島におけるブラック・カリブの報告

書』の一部である。

セント・ビンセント島へのヨーロッパ人の入

植は遅れ、1675年頃は、島の出来事を文字とし

て記録する人はいなかった。セント・ビンセン

ト島にヨーロッパ人が住み出すのは、1719 の

年フランス人による入植以降のことであり、正

式にはパリ条約によって、この島がイギリス領

となり、官吏としてヤング（父）がやってきた

1763 年からのことである。つまり、この記述

は、ウィリアム・ヤングが、セント・ビンセント

島にはじめてきた 1763年の状況をもとに、過

去にあったであろう出来事を想像したことによ

るものだろう。一方、こういった史料もある。

インディアンと 1635 年に二隻のスペイン船か

ら逃げ出した黒人94

この史料は,『イギリス国家年表：アメリカと

西インドの植民地 1661–1668』の 1667年の項

の欄外に記載されているものである。アカデミ

ズムの立場からガリフナ（ブラック・カリブ）を

研究したイギリス人の人類学者ダグラス・テー

ラーは、この記録をもってガリフナの起源である

ことを示唆したが95、1635年の逃亡に関する他

の史料はなく、この記録の信憑性は危ぶまれる。

また、カリブ海域にいったことのあるユグノー

牧師チャールス・ロシェフォートが 1658年に

出版した『アメリカ、アンティル諸島の自然史

と道徳』には次の記述がある。ちなみに、この

本は、1640年から通算 6年にわたりフランス

領カリブ海小アンティル諸島に暮らしたフラン

94 CSP, Vol.5 (1661–1668), p.533
95 Taylor, D.1951, p.18
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ス人宣教師ジャン＝バティスト・デュ・テルト

ルの著作をロシェフォートが剽窃し、自らの知

見を加えて書いたものである。

セント・ビンセント島とドミニカ島のカリブ人

のなかには、多くの黒人を奴隷として所有してい

る者がいる。彼らのなかには、イギリスのプラン

テーションからやってきた者や、漂着したスペイ

ン船から逃げてきた者がいる。彼らは、とても従

順であり、指示されたことを敬意をもっておこな

う。それは、あたかも、世界で最も文明化されて

いるかのようである。96

このことから、1650年頃のセント・ビンセン

ト島では、カリブ人の集落に、カリブ人の奴隷

として黒人がいたが、当時はまだ、カリブ人と

黒人との混血はすすんでいなかったこと。黒人

奴隷のなかには、スペイン船から逃げてきた者

もいたようだが、近くのイギリス領の島から逃

げてきた者もいたことがうかがわれる。

アメリカ大陸のアフリカ系の人々のアフリカ

文化の残存状況を調べた米国の人類学者ハース

コヴィッツは、ガリフナの芸術および言語を「ア

フリカ的慣習の痕跡のみ、あるいは不在」とみ

なした97。実際、現在のガリフナ文化をみると、

ガリフナの太鼓や彼らのリズム感にこそ、西ア

フリカの文化的影響を感じられるが、キャッサ

バ栽培やカヌーによる漁労といった生業のあり

方や、ガリフナの言語にアフリカ的要素をみつ

けることは難しい。奴隷船は、積み出し港や積

み出し時期によって、ある特定の部族が大半を

しめることが多い。もしアフリカのある特定の

部族が集団でやってきて、セント・ビンセント

のカリブ人の集落に溶け込み、その結果、現在

のガリフナの基層文化が形成されたのならば、

96 Rochefort, 1658, p.439
97 Herskovits, 1966, p.53

ガリフナ語に、アフリカのいずれかの言語の影

響が残るはずだし、ガリフナの太鼓やリズムに

しても、アフリカのいずれかの部族の太鼓やリ

ズムと、具体的な共通性がみられるはずである。

しかし、実際には、ガリフナとアフリカの特定

の部族の間に、そのような具体的で個別な共通

性をみつけることはできない。つまり、まずは

「1635年に二隻のスペイン船」なり、「1675年

頃に難破した船」なりが実際にあったかどうか

定かでないし、もし当該の出来事が実際にあっ

たとしても、いずれかの船から逃げ出した黒人

だけを、ガリフナのアフリカ側のルーツとして

理解するには無理がある。 □■


