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19世紀パラグアイの新聞にみるナショナリズム表象の変遷

田島久歳 (Hisatoshi Tajima)

城西国際大学国際人文学部

はじめに
パラグアイに初めて印刷機が導入されたのは

カルロス・アントニオ・ロペスが正式に大統領
となった 1844 年である。その翌年の 1845 年
には最初の新聞À『エル・パラグアヨ・インデ
ペンディエンテ』(El Paraguayo Independiente)

が大蔵省の印刷部から発行された。これを皮切
りに 1870年までには Á『エル・セマナリオ・
デ・アビソス・イ・コノシミエントス・ウティ
レス』(El Semanario de Avisos y Conocimientos

Utiles)、Â『エコ・デル・パラグアイ』(Eco del

Paraguay)、Ã『ラ・エポカ』(La Epoca)、Ä『ラ・
アウロラ』(La Aurora)、Å『エル・センティネラ』
(El Centinela)、Æ『カビシュイー』(Cabichui)1、
Ç『カシケ・ランバレー』(Cacique Lambare)、
È『ラ・エストレジャ』(La Estrella) の各紙が
次々に発行された（表 1参照）。
上記 9紙の中では、Áの第 4期以降、Å、Æ、

Ç、Èはパラグアイがブラジル・アルゼンチン・

1「カビシュイー」は cabichui のグアラニー語読み。16
世紀初頭にフランシスコ修道会士やイエズス修道会士らが、
キリスト教を布教する手段として、南米南部地域で広く使
用されていたグアラニー語を共通語として用いた。その際
に標準語化されたグアラニー語のローマ字表記が現在でも
使用されているため、本論考でもグアラニー語表記はこの
表記法を用いている。

ウルグアイと戦った三国同盟戦争中 (以後、戦
争と表記)の 1864年から 1870年の間に発行さ
れ、平時より戦時中に新聞発行が全盛期を迎え
たことがわかる。本稿では、1845年から 1867

年半ばまでを前期、それ以降の 1870年までを
後期と分類して、それぞれの期間の新聞の特徴
を分析する。
前期の政府発行の新聞において、ナショナル・

アイデンティティ表象は古典ギリシャ・ローマ
に起源を求めているのに対し、後期の戦争が激
化する 1867年半ば以降からは国民の大半が理
解できるような、「公的な」歴史においては埋
もれていた先住民的な伝説や神話を積極的に活
用した。それに加え、キリスト教図像をも駆使
する複雑な折衷をはかり、国民の大半が理解す
るグアラニー語をも新聞に掲載し、三国同盟諸
国に対抗するための国民の一体化をはかるメッ
セージが発せられた。この戦争をパラグアイは
文字通り国民総動員体制による総力戦で敵に向
かい合ったが、それが可能になったのは、かな
りの程度の国民国家形成・ナショナリズム高揚
政策が功を奏していたからだといえるだろう。
本稿では、ナショナリズムに関するアンダー

ソン、ホブズボウム、ロウ&シェリングらの研
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（表１）三国同盟戦争終結までのパラグアイの新聞

新聞名 発行年・発行期間 発行頻度（曜日） 発行者
Àエル・パラグアヨ・インデペンディエンテ 1845・4・26～1852・9・18 週刊 (土) 政府
Áエル・セマナリオ 1853・5・21～1868・11・14 週刊 (土) 政府
Âエコ・デル・パラグアイ 1855・4・19～1857 (詳細不明) 週刊 (木) 政府
Ãラ・エポカ 1858・2・12 月刊 政府
Äラ・アウロラ 1860・10・1～1861 (詳細不明) 月刊 政府
Åエル・センティネラ 1867・4・25～12・26 週刊 (木) 政府
Æカビシュイー 1867・5・13～1868・7・24 週 2回 (月、木) 軍
Çカシケ・ランバレー 1867・7・24～1868・6 月 2回 (木) 政府
Èラ・エストレジャ 1869・2・24～1869・7 週 2回 (水、土) 政府
（出典：筆者作成）

究を踏まえ、19世紀においてパラグアイで発行
された新聞の表象の変遷を通して、政府や知識
人がいかなるナショナル・アイデンティティ形
成を目指したのかを、具体的な新聞史料に基づ
き明らかにすることを目的とする。
ベネディクト・アンダーソンは、新聞や小説と

いった出版物は、共通言語による同一情報の大
量生産・印刷出版により同一共同体のメンバー
として認識を促し、遠隔地に居住する人々のあ
いだに連帯感を生み出すことによって想像され
た社会集団としての国民形成・ナショナリズム
構築に大きく貢献したと考えた (アンダーソン
2007)。エリック・ホブズボウムらは近代国民
国家形成に苦慮したアメリカ諸国やヨーロッパ
の国々は、歴史上の象徴を掘り起こし、または
捏造して「伝統を創り出」し、国民共通の象徴
表象として広範囲の領土に散在する国民に共有
させることよって国民形成が可能になったと解
釈する (ホブズボウム&レンジャー 1994, トレ
ヴァー=ローパー 1994:29-72)。さらに、ロウ&

シェリングはラテンアメリカにおける独立運動
に代表されるナショナリズムの高揚が広く民衆
の参加によって支えられた背景には、文字化さ
れた情報の共有だけではなく、むしろ民衆の間
で共有されてきた口頭伝承や図像に依拠してい

たと考え、アンダーソンの図式を批判的にとら
えている（ロウ&シェリング 1999）。
本稿では、19世紀パラグアイの 1870年まで

のナショナリズム表象を新聞史料に基づいて分
析することを主な目的としており、当時の政治
経済状況や国民が置かれた社会文化的状況も含
めたさらに詳細なパラグアイにおけるナショナ
リズム研究に資することが目指される。

I．1845 年から 1867 年半ばのパラグアイにお
ける新聞の目的と役割

19世紀の新聞は 4面または 6面からなるも
のが多く、紙面の大きさもそれぞれ異なるが、
今日我々が一般的に目にするものより小さい。
世界的にみても、当時は同様のサイズの新聞が
多かった。
政府の印刷所は首都アスンシオンに設置され

ていたが、戦争が激化するに伴い、臨時首都と
なったルケ、サン・ホセ・デ・ロス・アロヨス、
そしてピリベブイーに次々と移された。『カビ
シュイー』と『ラ・エストレジャ』を除く全て
の新聞はこの政府の印刷所で印刷された。
一方、軍も印刷所を導入し、戦争中は前線総

司令部の置かれていたパソ・プクーに設置され
たが、戦線の後退と共にサン・フェルナンドに
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移動した。軍の印刷所では 1867年以降『カビ
シュイー』が発行された。1870年までは上記二
つの印刷所において新聞が発行され、全紙を政
府または軍が印刷した。これらの新聞は、1870

年の戦争終結後に民間の印刷所が導入されるま
では、公文書と同一印刷所で発行されていた。
これら 19世紀パラグアイの新聞を論じると

き、二つの時期に区分して考えることができる。
第一期の新聞としては、À～Ä『エル・パラグア
ヨ・インデペンディエンテ』(以後『インデペン
ディエンテ』と表記)、『エル・セマナリオ』(以
後『セマナリオ』と表記)、『エコ・デル・パラ
グアイ』(以後『エコ』と表記)、『ラ・エポカ』
『ラ・アウロラ』が挙げられる。
まず、『インデペンディエンテ』（「独立パラ

グアイ」の意）だが、その紙名から明らかなよ
うに政治的独立を内外に喧伝し、諸外国の独立
の承認を得るのが主な目的であった。
パラグアイは植民地期を通してリオ・デラプ

ラタ副王領の一地方としてアルゼンチンの一部
とされていた。そのため 1810年にアルゼンチ
ンから、翌 1811年にはスペインからの独立を
宣言した。しかし、パラグアイがアルゼンチン
から分離するのを認めなかったアルゼンチン政
府（正式名称にアルゼンチンという国名が使用
されるのは 1825年からである）はこれを承認し
なかった。それどころかパラグアイが独立宣言
した直後に、アルゼンチンはベルグラノ率いる
討伐軍を派遣したほどだった。結局、アルゼン
チン軍はパラグアイ領南部地域で戦火を交えた
後、敗退し、パラグアイを併合するという目的
を達成できず、帰路についた。それ以降、ヨー
ロッパを始めとした内外に独立を訴え、最終的
にはアルゼンチンによる独立承認を得る必要性
があった。『インデペンディエンテ』はそのプロ
パガンダの道具であったといえる。表紙の上部

の冒頭には独立を勝ち取る主張のキャッチ・フ
レーズが大きく書かれており、国庫の紋章と「独
立か死か」(Independencia o Muerte) の標語が
入っている (『インデペンディエンテ』1号～14

号)(田島 2004: 21)。15号以後は、その主張は
強化され、「パラグアイ共和国万歳、独立か死か」
(Viva la República del Paraguay, Independencia

o Muerte)と書き足され、1852年 6月 19日の
113号までつづいている。その後の新聞は「パ
ラグアイ共和国万歳」という表記になった。
では、いかなる理由でスローガンが 1852年 7

月 24日 114号から変わったのだろうか。その
答えは、同年 9月 18日最終号の 2ページから最
後のページにあたる 4ページ目に掲載された記
事から読み解くことができるだろう。それによ
ると、カセロスの戦いの結果、パラグアイはア
ルゼンチンから独立承認を得ることができ、領
土交渉も合意にいたって確定したとある（『イン
デペンディエンテ』1852年 9月 18日 118号）。
ウルキサ (Justo José de Urquiza)率いる北東

部コリエンテスおよびエントレ・リオスはアル
ゼンチンのロサス (Juan Manuel de Rosas)に反
旗を翻し、反乱を起こした。これに乗じてパラ
グアイ、ブラジルとウルグアイが加勢して 1852

年 2月 3日にカセロの戦いでアルゼンチンのロ
サスに勝利した。その結果、戦勝国の意向を受
けたアルゼンチン新政府が同年 7月にパラグア
イの独立を承認した。独立の承認を勝ち取り、
国境線交渉も行って領土も画定したパラグアイ
において、もはや『インデペンディエンテ』紙
の掲げていた目的は達成されたため、1852 年
9月で廃刊となった（『インデペンディエンテ』
1852年 9月 18日 118号）。

1845 年に 4 面から 6 面で構成される (号に
よって異なる)『インデペンディエンテ』復刻
版を出版するに当り、パラグアイの歴史家フル
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トス (Julio César Frutos)は、同紙の目的を 3つ
挙げているが、いずれも対外的政策に関わるも
のである。一つ目は、上述した諸外国によるパ
ラグアイ独立の承認を勝ち取ること。二つ目に
念願のパラグアイの国境線を確定すること。最
後に、アルゼンチン領内を通るパラナ川の自由
航行権を獲得することであった（Frutos 1985:

Nota Editorial）。
第一の目的は『インデペンディエンテ』の創

刊号の最初の記事からうかがえる。それは 1845

年 1月 15日発行のアルゼンチンの『ラ・ガセ
タ・メルカンティル・デ・ブエノス・アイレス』
に掲載された記事を批判するものである。その
内容は「パラグアイ共和国の独立は、国民の幸
福を得るために不可欠の条件であり、（中略）ア
ルゼンチン政府は、我々の独立承認を批准する
ことを拒むだけでなく、他の国々が承認するこ
とを阻止しようとしている」と非難するもので
ある（『インデペンディエンテ』1845年 4月 26

日 1号）。
諸外国からの独立承認を得るための道具とし

ての『インデペンディエンテ』の口調は、1850

年 3月 23日発行の第 90号以降さらに激しさを
増し、第一面に「自由への勝利から 41年目、ブ
エノス・アイレス政府による明示の承認を得て
から 40年目、国家独立から 38年目」の標語が
書き加えられ、1851年 12月 16日発行の 111

号までつづいている。111号では、それぞれの
数字が 42年、41年、39年となっている。

1852 年のアルゼンチンによる独立承認後、
1853 年にはサルデニャ王国、フランス、アメ
リカ、イギリスとヨーロッパ諸国から次々と承
認さた (Nogués 1969-70: 48)2。これを受け、パ

2パラグアイは 1810年にアルゼンチン、1811年にリオ・
デラプラタ連合州からの独立を宣言した。当初ブエノス・
アイレス (アルゼンチン) 政府は黙認していたが、パラグア
イはブエノス・アイレスの一地方であると主張してベルグ

ラグアイの近代化をすすめるために外国からの
専門技術者の導入、軍の近代化、武器の購入、貿易
の拡大、諸外国からの資金調達が可能となった。
上述したようにフルトスが指摘した『インデ

ペンディエンテ』による国家の意志を示すため
の対外政策上の言説表明以外に、同紙には国民
国家建設上の大きな役割があったと考えられる。
つまり、それまでパラグアイはアルゼンチンや
スペインからの独立を宣言して以降、国家とし
ての行政機構の整備は進んできていたものの、
首都アスンシオンの数少ない知識人を除けばパ
ラグアイ人としてのアイデンティティ意識さえ
なかった。そのため、アルゼンチンという外の
敵＝脅威を創造し、対抗意識を生み出すことに
よってナショナル・アイデンティティを構築す
ることが目指された。パラグアイは植民地期を
通して長きにわたりアルゼンチンも含むリオ・
デラプラタ副王領の一地方だったことから、ア
ルゼンチンを他者として位置づけて、新たにパ
ラグアイ人としての国民意識をもたせる必要が
あったといえるだろう。つまり、対内的な国民
むけのメッセージとしても解釈できよう。
その後、発刊されたのが『セマナリオ』であっ

た。同紙も『インデペンディエンテ』同様に官
報としての位置づけは変らなかった。官報とは
いえ、カルロス・アントニオ・ロペス (以後、ア
ントニオ・ロペスと表記)大統領の意に添う内
容であった。ただし、『セマナリオ』はその副題
<広告と有益な知識・情報>から察することがで
きるように、主に首都アスンシオンの出来事を
広く伝える、平時の新聞として民間企業の広告
も多く掲載するものであった。同紙は 1855年
から 57年の間は『エコ』の発行を受け休刊と

ラノ率いる討伐軍を派遣した。パラグアイ南部で強い抵抗
に合い、討伐軍は敗退した結果、パラグアイは事実上独立
国となっていた。
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なっていたが、その後再発行された。戦時中は
断続的に休刊になったようだが、戦争が激しさ
を増すまでは発行されつづけ、1868年に廃刊と
なった。『セマナリオ』にはパラグアイの知識層
を代表する著名なヘリ (Juan Andrés Gelly)、ベ
ルメホ (Ildefonso Antonio Bermejo)、ベニテス
(Gumersindo Benítez)といった面々が編集に従
事していた (Warren 1983: 484)。
『セマナリオ』と並んで 1855年以降に『エ

コ』が発行された。同紙は廃刊となる 1857年
までに全 108号が発行された。『エコ』は基本
的に『セマナリオ』に類似しているが、異なる点
を挙げるならば、その第 1号以降の副題に〈政
治・工業・商業・文学情報紙〉(periódico político,

industrial, comercial y literario)と掲げているよ
うに、幅広い分野の情報紙であったということ
だろう。しかもそれぞれの分野において唯一の
編集者のベルメホの個人的な思想や考えを強く
表明するものだった。そのためベルメホ個人の
新聞といっても過言ではない。
第 1号に掲載された「教訓」と題する最初の

記事では、ヨーロッパの古典・古代の歴史から
学ぶべき教訓について解説している。また「師
範学校創設計画を行政府に提案した書簡」の記
事では、パラグアイの子どもたちに宗教、道徳、
スペイン語の読み書き、算数、地理、歴史といっ
た教科を体系的に教える必要性を訴えている。
また、「外国の時事」ではヨーロッパの政治状
況、「地方の時事」では近隣諸国の政治状況と
いった内容に加え、「首都の時事」においては
国内の地方および首都の情報といった内容が掲
載されている。さらには、上流階層の社交活動
に関する記事、世界文学についてのベルメホの
意見を反映した「文学時事」解説、絹の効用と
いった「雑学」の欄までも見られる。『エコ』に
は時折「フォジェティン」と題する庶民的な恋

愛物語の連続掲載や有料の広告（美容院や商店）
が挿入されたり、あるいは輸出入品の価格に代
表される経済情報も掲載されていた。ときおり
政府の制定した新たな法令や改定された法律お
よび大統領令を掲載し、官報の役割も果たして
いる (『エコ』 1855)。

1858年に発行され、短命に終わった『ラ・エ
ポカ』は、基本的にはベルメホが主催していた哲
学塾の学生が表現する場となっていた (Warren

1983: 484)。その役割は 1860年から 1年ほど
続いた『ラ・アウロラ』に引き継がれた。それ
らの新聞に関する資料は乏しく、現在、記事内
容について知る由がない。
これまでみてきたように、第一期のパラグア

イ新聞の特徴は、スペイン語のみで記述されて
おり、いわゆる教養主義的 (cultismo)な側面を
強く帯びていたことである。『インデペンディ
テンテ』や『セマナリオ』はいずれもヨーロッパ
的な言説が多用され、まるでパラグアイがヨー
ロッパの国であるかのような印象を与える。少
数のエリート階層のみが解するスペイン語新聞
が、国民のほとんどがグアラニー語話者である
国家において、どれだけ国民統合の手段として
役立ったのかは大きな疑問が残る。むしろ、国
民を啓蒙しつつ、ヨーロッパ文化を基盤とした
ナショナル・アイデンティティ形成を促す役割
が期待されたという評価が妥当であろう。

II.三国同盟戦争の激化と新聞にみるナショナリ
ズムの高揚

1. 戦争中の新聞発行状況と『エル・センティネ
ラ』『ラ・エストレジャ』
第二期の新聞はいずれも三国同盟軍が南部か

らパラグアイ領土内に侵攻し、戦争が激化した
後に発行が開始されたものである。
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第二期には『エル・センティネラ』(「歩哨」
の意。以後『センティネラ』と表記)、『ラ・エス
トレジャ』(「星」の意。以後『エストレジャ』
と表記)、『カシケ・ランバレー』(「ランバレー
首長」の意。以後『ランバレー』と表記)、『カ
ビシュイー』(「蜂の一撃」の意）が発行された。
これらの新聞は大まかにみて戦線の新聞である
といえる。米国におけるパラグアイ史研究の先
駆者であるウォレンは「（戦争前の新聞より）価
値は低いが、とても興味深い戦争新聞」だと表
現している (Warren 1983: 484)。たしかに興味
深いという点ではウォレンは的を得ているが、
戦争前の新聞より価値が低いという指摘は不当
であろう。狭義の意味の新聞として事実に基づ
く情報を社会に伝達する役割を果たすという視
点からの評価だろうが、もっと広い観点からみ
た場合、これらの新聞の言説やカリカチュアを
図像学的に考察すると、国家の思想や価値観を
社会に伝達し、ナショナリズム高揚を通した国
民としての「パラグアイ人」形成の手段として
は非常に大きな意味をもったといえるのではな
いか。その文脈では、第一期の新聞に匹敵する
か、もしくはそれらを超える価値を見出すこと
ができる。
本節では『エストレジャ』を除く、三紙を分

析する。その理由は以下のとおりである。三国
同盟軍の激しい進撃の結果、1869年 1月初めに
首都アスンシオンを占領され、略奪された。そ
の直前の 1868年末にパラグアイ政府はアスン
シオンを放棄してルケに首都機能を移した。し
かし、その後、いよいよ戦況が終盤を迎えると
山間部ピリベブイーに首都を再移転した。その
地で 1869年 2月 24日から発行されたのが『エ
ストレジャ』である。同紙は、深刻な物資不足
のなか、細々と発行された。こうした理由によ
り『エストレジャ』に関する資料がほとんど残

存していないのである。
いずれにせよ、第二期に発行された新聞は『エ

ストレジャ』に限らず多大な困難の中で制作・発
行されている。1867年 8月以降はますます戦闘
が激しくなり、上質の紙の生産が困難になると、
植民地期から伝統的に生産されていた繊維質の
カラグアター (caraguata)やイブラー (ibyra)と
グアラニー語で呼ばれる植物の葉の繊維を加工
して製作した紙が用いられた。全 36号発行さ
れた『センティネラ』は初期においては一般の
新聞紙が使用されていたが、この時期から上記
植物繊維の紙が使われた。『ランバレー』も同
様に、遅くとも 1868年以降からは上述の紙が
使用されたと考えられる。
『センティネラ』は、基本的には 4ページか
らなり、毎週木曜日にアスンシオンで発行され
た週刊紙であるが、1867年 7月 24日の 14号だ
けは水曜日に発行されている。それは、フラン
シスコ・ソラノ・ロペス大統領 (以後ソラノ・ロ
ペスと表記)の生誕日に合わせての発行だった
のではないかと考えられている。つまり、生誕
特別号だったといえる。これを裏づけるように
記事の多くは、ソラノ・ロペスを称える内容と
なっているほか、挿入絵の図像も二人の天使が
勝利の月桂樹をシーザーの胸像に似たソラノ・
ロペスの胸像の頭上にいただく構図となってい
る。さらに、『ランバレー』もまるでソラノ・ロ
ペスの生誕日に合わせたかのように、1867年 7

月 24日に発行が始まった。しかし、同号と戦
争が激しさを一層増す 1867年末以降の幾つか
の号を除けば全て木曜日に発行されている。そ
の記事の内容のほとんどが、16世紀のスペイン
による侵略に抵抗したとされる首長ランバレー
が偉大な指導者ソラノ・ロペスを称える記事と
なっている。また、基本的には月曜日と木曜日
に発行される『カビシュイー』も不規則に 22
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号だけが同年 7月 24日水曜日に特別号として
発刊されている。同紙の記事においてもやはり
ソラノ・ロペスの生誕を祝し、偉大なる指導者
として称えているほか、戦場で敵がソラノ・ロ
ペスの姿に脅えおののく姿が描かれた挿絵が 2

ページにもわたって挿入されている。
『センティネラ』は、グアラニー語表記の詩
歌がいくつかの号で掲載さているものの、基本
的にはスペイン語紙であり、全号を通して、戦
争はパラグアイの破壊をもくろんだ悪人のブラ
ジル皇帝やカシアス（同盟軍陸軍戦線司令官）、
ミトレ・アルゼンチン大統領陸軍総司令官、フ
ロレス・ウルグアイ大統領によってしかけられ
たものであると一貫して主張している。この戦
争は聖戦であり、勇敢で女神のご加護を授かっ
たソラノ・ロペス大統領の懸命な指導の下にあ
るパラグアイ軍は、英雄的に数々の戦闘に勝利
していると伝えている。そうした主張は、新聞
の記事だけでなく、挿入されている木版画でカ
リカチュアとして描かれている。敵は黒人で愚
か者であり、病弱な敵将とその兵士として描か
れ、それとは対照的にソラノ・ロペスを女神の
代弁者で善として表象しているキリスト教的図
像等で紙面が飾られている。しかし、実際の戦
闘では、クルパウテゥーの戦闘を除き、1867年
の中旬から敗退して、徐々に北部への撤退を開
始している。

79点を数える『センティネラ』の挿絵のなか
には、縦横 5センチメートルほどの「歩哨に付
くパラグアイ兵」の挿絵が 20点含まれている。
こうした挿絵は同一象徴の繰り返しによって、
読者にその象徴を「自然に」受け入れられるこ
とを目指したレプリカになっている。同様なこ
とが『カビシュイー』に掲載された「ポピアン
ス」の図柄である蜂＝パラグアイ人・兵にもい
える。いずれも、パラグアイ兵を象徴する重要

な挿絵とみなしうるが、『センティネラ』の「歩
哨」が明らかに陳腐なのに比較して、『カビシュ
イー』の「蜂」による象徴は先住民的文化を有
効に活用したオリジナルな表現になっているの
ではないだろうか3。

２．『ランバレー』と『カビシュイー』にみるカ
リカチュアとアレゴリーの最盛期
『ランバレー』は全記事グアラニー語で表記
され、『カビシュイー』はスペイン語とグアラ
ニー語を併用している。こうした新聞の歴史的
な評価や表紙の図像の解釈については、拙稿「カ
ウンター・アイデンティティを創造する小国パ
ラグアイ―1867年半ば以降の戦争激化と〈先住
民的〉象徴・表象の再評価―」において既に考
察しているが、本稿では、それらの新聞記事の
内容の特徴をさらに詳細に分類して分析したい
(田島 2004：18～35)。
『ランバレー』では、挿絵がほとんど使われて
いない。表紙に描かれたランバレー首長の木版
画以外は、同一図柄の少版画が 11回登場する。
唯一のカリカチュアは 5号 (1867年 9月 26日
発行)に掲載された挿絵である。版画の構成は、
気球に乗る黒人（ブラジル皇帝ペドロ 2世）と
白人の父に黒人女性が従える裸の黒人子ども 5

人（内赤子 2人）となっている。敵を揶揄する
版画であり、ペストのようなブラジル黒人がマ

3アンダーソンはナショナリズムの分析をした著作にお
いて、宗教的な聖地には特有のアウラがあるのに対して、そ
れを模して作られる国民的英雄の記念碑にアウラがないと
いうことはレプリカとしていくらでも複製および代替が可
能になるからだと分析して、ナショナリズムが系列に回収
され凡庸化する後期ナショナリズムの困難について述べて
いる (アンダーソン 2005: 77～97)。そうした観点から『セ
ンティネラ』の「歩哨」の図柄は、凡庸化しているように
みえるのに対し、『カビシュイー』の「蜂」＝勇敢なパラグ
アイ人・兵の挿絵は、もともとグアラニー語話者にとって
凡庸な日常の光景を、逆に公的な人々の注目を集める新聞
の表紙に活用したことが、国民にナショナリズムを意識さ
せることを可能にした要因なのかもしれない。
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ト・グロッソで増えているとの説明書きがある。
『ランバレー』の記事内容は以下のように分
類できる。

(1)全号の冒頭がプロパガンダ
全紙が冒頭記事においてプロパガンダを掲載

している。その内容は、戦争を戦い抜く国民の
誓い、戦闘において勇敢に戦って勝利し、正義
を守る勇敢な姿勢を貫く宣言などである。

(2)ソラノ・ロペスの賛美
聖戦を戦い抜く上で、女神のご加護を授かっ

たソラノ・ロペス大統領が賢明な決断によって
パラグアイ兵や国民を正しく導き、敵と戦って
いるという記事。

(3)ソラノ・ロペス元帥からの種々のメッセー
ジ
大統領が兵や国民に対し、国家の記念日に際

しての訓辞や励ましの言葉、あるいは敵を殲滅
させるのにしばらくの忍耐が必要だという記事。

(4)英雄的な首長カシケ・ランバレーからの
種々のメッセージ
ソラノ・ロペスがパラグアイ最初の英雄ラン

バレー首長の化身であり、かつてランバレーが
スペイン人征服者と戦ったように、ソラノ・ロペ
スはその戦いを勝ち取るといったメッセージ。

(5)戦況報告
「大本営発表」であり、戦況の事実を伝える
内容ではない。史実は 1867年半ばからパラグ
アイ軍は敗走をつづけているが、記事の内容は
そうした事実を伝えるものではない。勇敢に戦
う兵士は輝かしい戦果を上げているか、あるい
は戦略的な撤退をしているといった内容となっ
ている。あまりにも現実離れした記事として、5

号に掲載された「クルパウトゥーの戦いにおい
て敵軍は 8,000人が死んだのに対し、パラグア
イ軍はたったの 50人を失い、そのなかには大
尉が 1人含まれている」といった記事がある。

(6)手紙の投稿のかたちの連載記事
「捕虜の報告」と題する記事が多くの号で連
載されており、パラグアイに捕らわれた同盟国
兵捕虜が、パラグアイに対して同盟国が仕掛け
た戦争が非道である上、パラグアイ国民を悲し
ませ、パラグアイの権利を蹂躙していると訴え、
パラグアイの人々に同情して嘆き悲しんでいる
内容となっている。また「捕虜から親愛なるラ
ンバレー首長への手紙」のかたちの記事もあり、
数々の悪事をはたらいたミトレの死、同盟軍将
校や兵士による数々の悪事の内容を告発するか
たちの記事も見られる。

(7)愛国主義的な内容及び兵士を鼓舞するメッ
セージ

1号掲載の「パラグアイ万歳、唯一無二の我が
大統領、臆病者ブラジルに死を、黒人と奴隷に
死を」の記事のように愛国主義を鼓舞して、最
大の敵国と対峙することをうたっている。3号
では、「愚か者の王」と題し「インディオを愚か
者呼ばわりすると不機嫌になることはわかって
いる。ミトレもフロレスも愚か者の王である」
と述べ、インディオをブラジルの皇帝にたとえ、
アルゼンチン大統領、ウルグアイの大統領をも
愚か者呼ばわりして、賢者としての自らを対峙
し、称えている。

(8)敵を嘲笑う
4号には「ハ、ハ、ハ、風船に載って丘を越え

る臆病者のブラジル人が。船や車 (馬車)に載っ
て来ると我々が全滅させるのが恐ろしいだろう」
との記事。

(9)農作物の豊作を伝える農民からの報告
戦争に参加している男たち（夫や子）に代わっ

て、女性たちが豊作の畑で働いている姿を描い
ている。農民たちからの便りで豆、カボチャや
家畜が豊作で、食料が満ち足りて豊かであると
する記事が最も多い。
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(10)女性たちからの情報と献身的な女性たち
の賛美
多くの新聞に掲載されている記事である。

1867年 10月 24日 6号では、元帥（ソラノ・ロ
ペス）に女性たちが送る感謝の手紙を掲載し、
他の多くの新聞では戦線の勇敢な兵士に衣服や
食料を贈呈していることを述べている。

(11)聖人の日や国家の祝祭日の数々の豪華な
祭りの報告

6号にみられるように、まるで緊迫した戦争
中にあることを否定するかのように、豪華なセ
レナタ、劇場での演劇の開演、家々が喜びに満
ち溢れている様子を報告する内容である。

(12)他の新聞との対話や声援
『エル・センティネラ』、『カビシュイー』、『セ
マナリオ』に声援を送る記事が多くみられ、他
の新聞を擬人化し、その勇敢な戦いぶりを鼓舞
している。

(13)聖人の日の祝い、祝祭日
神々が聖なるパラグアイを祝福し、祝祭日に

おいては敵を追撃できていることを賛美する
ニュース記事となっている。

(14)勇敢な軍人の死を悼む
喪に服する記事が数号で取り上げられ、その

勇敢な死の代償を敵に払わすための士気高揚の
内容となっている。6号で取り上げられている
ナタリシオ・タァベラ司令官をはじめ、ディア
ス大将、アギラル少尉、ガルシア少尉などが殉
教者として神格化されている。

(15)道徳規範について
聖母の庇護の下にあるパラグアイとその国民

は常にキリスト教的道徳的規範に従って、正し
い行いをしていることを強調する内容となって
いる記事が多々見られる。

(16)レヒオン・パラグアヤを売国奴として批判
敵に魂を売り渡したとして、スペイン内戦時

代の第五列に喩えられるレヒオン・パラグアヤ
を批判する記事がみられる。レヒオン・パラグ
アヤとは、資本家階層でリベラル思想のパラグ
アイ人たちで、かつてロペス父子に迫害され、
余儀なくアルゼンチンに亡命していた人々であ
る。彼らは、ソラノ・ロペス打倒を訴えていた
ことから、戦争がはじまるとアルゼンチン軍の
一翼を担っていたいわば「第五列」と称された
者である。

(17)他の記事
各地の読者の投稿記事や愛国的な詩などが掲

載されている。
最後に、表紙の版画を解説しておこう。1号

～3号は、平原の小高いランバレーの丘が描か
れ、その麓に椰子の木があり、ランバレー首長
が四角い地中の穴を指さしている構図となって
いる。それはランバレーが死後の世界 (地中)か
ら甦ったことを表している。4号以降の表紙の
挿絵には、尻尾に気球を付けた三頭龍が小高い
丘から姿を現す姿が描かれている。地上のラン
バレー首長がこれを射る構図になっている。さ
らに、丘の麓に椰子の木と目を見開いた座像の
ライオンが一頭描かれている。そして、丘の右
側には川 (パラナ川またはベビクアリー川)があ
り、船が描かれている。左側 (首長側)には汽車
(近代化の象徴)が描かれている。
このような記事の掲載が可能になった背景と

して、1867年 5月に新聞のグアラニー語によ
る表記を行うことを決定するソラノ・ロペス大
統領主導の政府の会議が行われたことを指摘し
ておかなければならない。その結果、スペイン
語を解さないパラグアイ人にも理解できる言語
による新聞が発行されるようになった。とはい
え、当時のパラグアイ社会統合や国民意識統合
における新聞記事の効果や役割の程度は未知数
である。ただし、当時の新聞は仲間うちで文字
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の読める者が読めない大多数の兵士や国民に対
して読み上げるかたちで戦意高揚に貢献してい
たことは推測される。重要なことは、スペイン
語ではなく、先住民の言語で公的メッセージを
伝えるために用いたという事実であり、パラグ
アイという国にとっての歴史的な転換点であっ
たといえるだろう。
さらには、スペイン語はもとより、グアラニー

語が読めない人々にとっては、「一見は百聞にし
かず」という諺があるように、木版画の挿絵を見
ることによって、記事が伝えようとしたメッセー
ジに共感することができただろう。それによっ
て、パラグアイ人としての意識を共有でき、戦
中・戦後を通してアンダーソンのいう「想像の共
同体」としてパラグアイという国民国家の形成に
貢献したと考えられる (アンダーソン 2007)。そ
うした意味において興味深いのは『ランバレー』
よりも挿絵を多用している『カビシュイー』で
ある。
そこで、次に『カビシュイー』をみてみよう。

『カビシュイー』の特徴はいくつか挙げられる
が、その発行場所はアスンシオンではなく、総
司令部が置かれていたパラグアイ南部のパソ・
プクーで発行（1868年 3月末に撤退してサン・
フェルナンドに移設）された。さらに、兵士に
わかりやすい版画をこれまでにない頻度で掲載
したことは同紙の役割を知る上で重要である。
筆者が確認できた版画は、表紙に繰り返し使用
されているランバレー首長のデザインを除き、
フィデル・マイス神父 (Fidel Maíz)（以後マイ
ス神父と表記）のグアラニー語詩歌「ポピアン
ス」(Popiãs、グアラニー語で「蜂の針」の意）の
標題部分の花にとまる蜂の姿の装飾を含め、大
小合わせて 485点ある。つまり、この時期の新
聞の挿絵が最も洗練されたものとなっている。
それでは、『カビシュイー』の編集に関わった

人々はどのような経歴を持っているのかをみて
みよう。戦前イギリスなどヨーロッパ諸国に 5

年間留学した経験があり、帰国後は数学、フラン
ス語、英語の教師の職に就いていたセントゥリオ
ン (Juan Crisóstomo Centurión)、当時の政府に
対する背信者として 1862年から 66年 9月まで
投獄され、同月 8日に釈放されたマイス神父をは
じめ、ベキ神父 (Bechi)、オルティス (Domingo

Ortiz)、シルベロ (Víctor Silvero)といったよう
な人々が携っていた (Centurión 1976: 15)。同
紙の編集長は J.アキノ (Julián Aquino)だった。
また、役職は不明であるが、編集部にはトリス
タン・ロカ (Tristán Roca)なる人物がいたこと
がわかっている。J.アキノとロカの両氏は 1868

年半ばにパラグアイ政府への背信者の罪をきせ
られてサン・フェルナンドにて処刑された。こ
の事件が関係するかは定かではないが、同時期
に『カビシュイー』は廃刊となった。これ以後、
版画家 G.リオスを除けば同紙の編集に携わっ
た者の行方は知られていない。
さて、『カビシュイー』の大きな特徴である木

版画による挿絵について解説しよう。それらは
先住民的モチーフやキリスト教的図像によるカ
リカチュアとアレゴリーの二種類に分類するこ
とができる。
まず、そうした木版画制作に携わっていた

人々がどのような背景をもっているかみてみ
よう。版画の制作には基本的には次の 9 人が
携っていた。G. アキノ (Gregorio Inocencio

Aquino)、ペリナ (S. M. Perina)、オカンポス
(Francisco Ocampos)、アコスタ (Gregorio Bal-

tasar Acosta)、カセレス (Gerónimo Gregorio

Cáceres)、バルガス (J. Bargas)、ベラスコ (Fran-

cisco Velasco)、J. B. S.、リオス (Saturio Ríos)

であった。戦時中は陸軍大佐として戦い、生き
残って戦後は政治家としてパラグアイで活躍し、
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自叙伝を『回顧録』を書き残したセントゥリオン
(Juan Crisóstomo Centurión)の「前書」を執筆し
たゴンサレスによると、コルンガ (Colunga)な
る負傷軍曹も木版画家として活躍していたこと
が知られている。コルンガの正確なフルネーム
は知られていないが、戦闘で負傷し、版画用の絵
描きを始めたと言われる (Centurión 1976: 15)。
彼らは、戦時中の欠乏生活を強いられ、木版画用
の絵を描いたり、木版画を掘るための道具にも
事欠いたと言われ、「粗雑なナイフ、突き棒のよ
うな両刃のナイフ、錐」を利用した (Centurión

1976: 15; Plá 1984)。コルンガはアスンシオン
で発行されていた『センティネラ』紙上で絵を
書き始めた。その後、戦闘に加わって負傷した
ため、前線で発行されていた『カビシュイー』に
挿絵を掲載するようになった。したがって、コ
ルンガが版画にする絵は、経験者の絵描きによ
るものを見習いながら、多少の指導を受けて『カ
ビシュイー』に掲載したと考えられる。『カビ
シュイー』においては絵を描く専門家としてリ
オスやガルシアがおり、なかでもリオスはヨー
ロッパに留学した経験があった。こうした経験
豊かな専門家が 2人いながら、コルンガのよう
な素人がなぜ絵を描いたかは不明である。いず
れにせよ、主にこの 3人が絵を描き、他の者が
木版を掘ったとされるが、印刷工のアキノや木
版画家のリオスの指導の下、他の者も版画の制
作を手がけていたと考えられる。
リオスの署名の入った版画は『カビシュイー』

全号を通して 1867 年 6 月 10 号に掲載された
「パラグアイ：民主主義の論理と三国同盟」の一
つのみ確認可能であり、それをみるとカリカチュ
ア的な側面はなく、教養主義的なアレゴリーの
イラストだといえる。
アキノの作による版画には G. I. Aquino あ

るいは単に Gr.または Cioとの署名が確認でき

挿絵 1

る。アキノは鋭くアイロニカルなデザインを、
単純な線で掘っているが、「新吟遊詩人」(Nuevos

Trobadores)という題で 1867年 12月 12日 64

号に掲載された絵にみられるように、ときには
驚くような細部にわたる細工を施す技を持ち合
わせており、木の枝などを必要以上といえるほ
ど丁寧に描くこともあった。また、絵の配列や
バランスが極めて均衡のとれたものである【挿
絵１】。「新吟遊詩人」の絵ではカシアス、山羊、
亀に囲まれ、鬱そうな鳥が飛びまわる木の下で
竪琴を演奏するミトレの姿が描かれている。類
似の絵に、怠惰の象徴でもある竪琴を傍に置いて
「お恵みをください」と懇願するミトレの姿の挿
絵がある（1867年 11月 25日 59号）。アキノは
キリスト教図像のアレゴリーに基づく絵も描き、
フリーギア帽と棕櫚を片手に真剣な表情で女神
がパラグアイの国旗＝運命をソラノ・ロペス大
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挿絵 2

統領にゆだねる場面の挿絵が代表的である (El

Mariscal López recibiéndose de la magistratura

suprema de la República)【挿絵２、1867年 10

月 16日 47号】。『カビシュイー』の表紙を飾る
作品は彼の手によるものだと考えられる。
カセレスの個性がよく表現されているのは

1867年 6月 17日 11号の挿絵である。同盟軍
の兵士から上官へ「敵は近くにいる。逃げて、
逃げて、カシアス男爵閣下」と声をかけている
場面である。カシアスは自分がまだこの世の者
かあの世の者かと怯えている。その構図はとて
もユーモラス、アイロニカルであり、記事の内
容とピタリと一致し、わかりやすいモチーフと
なっている。
ペリナは、1867年 7月 1日 15号の挿絵「ヘ

リ、オベスとアキノの会話」でみられるように植
民地期にイエズス会士が建設したグアラニー・
ミッションで制作された彫刻の聖人の衣装にみ
られるプリーツ（折り目、畳み目）をつけ、簡
素でバロック調の作品を描いている。これはか
つてのミッションの彫版のモチーフを継承した
ものといえるだろう。
オカンポスは 1868年 1月 23日 76号に優雅

で繊細、動的で軽快な構成の挿絵を掲載してい
る。同年 2 月 13 日 82 号に掲載された「トゥ

リ・トゥリ・バルシノ」(Tuli, tuli, Barcino)と
題する版画の表現は挿絵全体に描かれている人
物の装飾とマッチしている。この版画から解釈
できるのは、戦時下のこの版画家・絵描きは常
に状況に対応し、学習を重ねていき、初期の煩
雑な絵から徐々に洗練され、自由な発想のもと
でかなり高い芸術のレヴェルにまで到達しつつ
あったということである。

J.B.S.の版画はミッションのバロック調の彫
刻の残存とも受け取れる典型的な例であり、作品
は反転して描かれている。J.B.S.の署名の入っ
た絵は 1つだけであり、多くの版画を描いて上
達する機会に恵まれなかったのか、線に硬さが
みられ、粗雑で特徴に欠ける。
アコスタ作による「サリダ・イ・エントラダ・

カシアス」(カシアスの出入り)(1868年 1月 27

日 77号掲載)は、線の煩雑な点がみられるもの
の、ユーモラスで自由で豊かな発想力による絵
を描いている。社会的なモチーフに基づく版画
を描く一方、極めて個人的なテーマの版画も描
いている。カリカチュアを用いてフォーマルな
状況や場面を批判的にとらえ、実際のかたちを
崩して描く表現方法が興味深い。
バルガスは簡素で軽快な版画を掲載している。

1868年 6月 22日 91号の絵は「ラ・レシデン
タ」のエピソードを描いている。この事件はバ
ルバラ・アレンとドロレス・カバジェロなる女
性 2人が豹と格闘するもので、バルガスはその
光景を具現化している。彼は豊かな教養の持ち
主とまでは言えないが、一定程度の知識を持つ
者であったことを垣間みることができる。バル
ガスの繊細な作品を眺めていると、祈願成就の
感謝の表現といった民衆の民間信仰を思い起こ
させるモチーフを用いて自由な発想で描いてい
ることに気づく。バルガスに対し、ベラスコの
作品は単純な物で、まるで子どもの手によるも
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のにみえる。
ここで幾つかのモチーフを紹介しておきたい。
まず古典ギリシャ・ローマの竪琴、神話的人

物やキリスト教図像に基づくアレゴリーと民衆
的な寓意の表象をみてみる。

1867 年 11 月 14 日 56 号のバルガス作の挿
絵は、痛風の注射器を手にする「クロンボ」カ

挿絵 3

挿絵 4

挿絵 5

シアスにおべっかを使って喜ばせようと竪琴と
ギターを演奏するアルゼンチン、ウルグアイの
姿が描かれている。さらに、犬に擬人化したミ
トレ大統領が七面鳥カシアスを喜ばせるために
竪琴を演奏する姿が描かれているオカンポス作
の挿絵もみられる（1867年 12月 23日 67号）。
1868 年 1 月 9 日 72 号ではガウチョ姿のミト
レが草をむさぼり食う山羊に竪琴を演奏する挿
絵や、1868 年 2 月 6 日 80 号では巨大な皇帝
蛙が子分の小蛙を見守っている姿、ギリシャ神
話に因んだパリス（牡蛙）とヘレネ（牝山羊）
が亀の乗り物を降りて椅子に涼み、部下が怒っ
ている姿 (1868 年 2 月 13 日 82 号)【挿絵３】
(Paris y Elena)、同号に亀（グアラニー語でカル
ンベー）に乗って、それを手助けする部下とし
ての蛙の姿やサン・フェルナンドに前戦が移っ
た後も蛙や亀の姿が挿入されている【挿絵４】
(Caxias domando su suevo carumbe)。
サン・フェルナンドに撤退してから発行され

た 1868年 5月 13日 85号以降は、キリスト教
図像に基づく表象が多くみられる。69号 (1868

年 6月 8日)には木の枝から光り輝く真実の目
が、女神 (パラグアイを象徴)が正義の天秤を秤
に乗せ、秤のもう一方の受け皿に恐れおののく
ブラジル皇帝がぶら下がっている姿が描かれる
絵画が挿入されている。同様な挿絵としては、
1867年 5月 13日 1号の挿絵がある。パラグア
イを象徴する正義の女神と銃剣を手に進む猿＝
ブラジルのカシアス、犬＝ミトレ・アルゼンチ
ン大統領、ロバ＝フロレス・ウルグアイ大統領
の絵になっている【挿絵５】(Flores Mitre Pedro

II La triple Alianza)。パラグアイ南部テビクア
リー川を挟んで、天使に見守れたソラノ・ロペ
ス大統領がライオン（勇敢・勇者の表現）を伴
い、パラグアイを守る（国旗）ための歩哨につ
いている姿が描かれている 1868 年 5 月 13 日
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挿絵 6

85号の版画も、キリスト教図像に基づく表象で
ある【挿絵６】。
民衆的なモチーフの表象としては、腹を上向

きに甲羅を地面にひっくり返る亀の姿や（1868

年 2月 10日 81号）、グアラニーの神話で悪魔の
化身とされる蛙は同年 12月 30日 69号に初め
て登場する。ミトレが蛙を追いかける姿のカリ
カチュアとなっている。また、1868年 1月 16

日 74号には黒い蛙カシアスが蝿を飲み込む姿
が描かれている【挿絵７】(1868年 2月 6日 80

号)(El sapo imperial fecundado)。西欧社会にお
いてコウモリは悪霊の化身と考えられ、蛙はグ
アラニーの伝説では悪魔の化身とされることか
ら、先住民的モチーフと西洋的なそれの折衷で
あることがわかる (Montoya 1989: 79)。
上記の版画家たちが制作した『カビシュイー』

の作品の特徴は、彼らが自らの感性によってそ

挿絵 7

れまでの生活経験に基づく感覚的なモチーフを
用い、まるで「絵画」のような作品群となって
いるところにあるといえる。
最後に既に拙稿で触れているが、表紙につい

て解説しておきたい (田島 2004: 29)。
全号の表紙をかざる図版画は、先住民的なモ

チーフとキリスト教的な図像の混合となってい
る。まず、蜂の大群が頑丈な岩の前で杖を片手
にうろたえる裸の黒人を襲撃する構図に、両端
に二本の木が描かれている。蜂（カビシュイー）
は攻めてくる敵を襲撃する勇敢なパラグアイ兵
を、惨めに逃げ惑う杖の黒人は敵であるブラジ
ル人を表している。これらは民衆文化および伝
統に依拠した先住民的なモチーフの借用である。
多くの蜂によって表現されているパラグアイ兵
がブラジル兵を果敢に襲撃する姿をビジュアル
的に表現し、表象したものである。さらに、黒
人ブラジル兵の背後に描かれた一枚岩はキリス
ト教図像においてキリスト教会の象徴であり、
パラグアイに喩えているアレゴリーだと解釈で
きる（マタイの福音書 16: 18、Ferguson 1961:

44）。
ブラジル兵やブラジルの皇帝はしばしば黒人
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挿絵 8

奴隷として描かれる。ブラジルでは、黒人奴隷
に従軍した後の解放を約束して徴兵したことや、
有力者の子弟の代理として黒人奴隷が従軍した
ことから、ブラジル軍には多くの黒人が参加し
ていた。そのため、戦時中パラグアイの新聞で
は、黒人を使ってブラジル人・兵を表象した。
これらの裸体の黒人奴隷兵は、「文明化」して
いない「野蛮で粗野なブラジル人」として表現
していると思われる。1868年 1月 20日 70号
に掲載されたポルトガル語（ブラジルを揶揄）
で標題がつけられた「よく知られた昆虫 バッ
タ」(Gafanhotos: insectos conhecidos)という挿
絵は、気球に乗る黒いバッタ（＝ブラジル）と
してユーモラスに描かれている【挿絵８】。
ブラジルでも、カシアス元帥が先頭に「ブラ

ジル兵よ！私に続け！と号令をかけたところ、
後についていたのは全て黒人だった」、とする
大衆の逸話が残っているほど、当時のブラジル
兵の多くが黒人であったことはよく知られてい
る。ただし、言うまでもなくカシアス自身は白
人エリートだった。

さて、『カビシュイー』の表紙の分析に戻る
と、両側に描かれている二本の木は熱帯多雨の
パラグアイ東部地域（パラグアイ川左岸）に多
く繁茂する巨大なパラナ松を描いたものだと考
えられ、岩の右側の低木は乾燥地帯のパラグア
イ西部地域（チャコ地域と呼ばれるパラグアイ
川右岸はサバンナ気候帯）に繁るブッシュを表
していると考えられる。パラグアイ領土の空間
的、気候的な特徴の表象として、こうした草木
が用いられているのだろう。
版画に加えて、先住民的文芸要素を表現する

記事としては、グアラニー語での詩歌の掲載が
ある。三国同盟戦争時には、戦いの演劇 (piezas

guerreras)として後に知られるようになった民
衆の生活文化やフォークロアのなかで親しまれ
たモチーフを用いた軍歌が作られ、音楽として歌
われる民衆芸能としても演じられた (Carvalho

Neto 1996: 32)。それはパラグアイ人の団結や
ネーションとしての意識形成に大いに貢献した
と考えられる。ここでそのうち 2つを紹介して
その特徴をみることとする。下記詩歌はタラベ
ラ (Natalicio de María Talavera) 作で、グアラ
ニー語で表記され、1867 年 5 月 20 日 3 号の
『カビシュイー』に掲載された。

Caí, Yaguá, Jha Mbopí 猿、犬、蝙蝠

Mbojhapy añá rymbá 悪魔使いの三匹の獣は

Co Yvy ári ndaye oí, この地上に生きているという

Oyoguá va jháangá その動物はまるで

Caí, yaguá, jha mbopí. 猿、犬、蝙蝠の姿である

Pedro Segundo el caí 猿のペドロ二世

Bartolo Mitre el yaguá, 犬のバルトロ・ミトレ

Venancio Flores mbopí, 蝙蝠のベナンシオ・フロレス

La Triple Alianza guá. 彼らは三国同盟だ
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Mbojhapy vé oñó moiru 三人とも吼える

A rymbá vai-vai この醜い獣たちは

Jha o yapó-mi el contratoパラグアイを征服するために

O ipyjhyvo el Paraguái. 契約を結ぶ

O guerú i cambá cuéra 彼らはクロンボウを従えて

O mbo jhasá Paraná, パラナを渡河し

O jhupyty vo Bellaco ベジャコに着いたところ

Opaité ma o ñe moná. ウンコまみれになる

O guerú la ygaratá 蒸気汽船

Aipó mentado coraza, いわゆる船艦を持ってきて

Jha o guajhé Cupupayty-
pe

クルパウテゥーに着き

Oye’oi yguype en masa. 皆上陸する

Pero ña ne Presidente しかし、我らの大統領は

O jhechaucá umí tendá, それらの場所を指して言う

Jha jhe i ichupe cuéra: 言う：クロンボウどもよ

“Nda pejhasairí cambá!” ここからは通さない、と

Jha no tiri co añá cuéra, この悪人どもは恥知らず

I pituvá co nación, おしゃべりで

Jha jheí ra’e o jhuáivo, 言う：ここに来て

Yaipyjhyta la Asunción. アスンシオンを占領すると

Ni añá me re mandá rõ 悪魔の力を借りても

Carayá tuyá pirú: 痩せた老猿は

Asunción nda pe
jhecháiri,

アスンシオンを見ることはで
きない

Cambá ky’á tayasú. 薄汚い豚クロンボウ
(筆者仮訳)4

その特徴は、まず敵を嘲笑い、下等動物に喩
えている。それに対しパラグアイ人は優れてい
るという二項対立的表象となっている。敵は弱
く、弱腰であり、悪魔あるいは悪として表現し

4パラナとは、パラナ川。ベジャコ (Estero Bellaco)はパ
ラグアイ南部ニェエンブクー県に広がる湿地帯。クルパウ
テゥー (Curupayty) はパラグアイ南部にあり、リアチュエ
ロの北部に位置する。同名の川に沿う地名で、同地に建設
された要塞名でもある。三国同盟軍が 1866 年 9 月に戦争
最大の敗北を喫した戦場となった。

ている。それとは逆に、自己＝自軍は強く、神
のご加護を受けている善であり、神の理に叶う
正義の戦いを行っているとした聖戦であると位
置づけている。猿はグアラニーのフォークロア
に登場する動物で、犬はジャガーの代理である。
蝙蝠はキリスト教では悪魔の使いとしてのアレ
ゴリーである。戦時中、兵士や民衆が口ずさん
で歌ったとされる。

1867年 6月 6日 8号掲載の「青空」(Cielito)

の歌詞は、スペイン語混じりの歌ではあるが、
内容は上述の「猿、犬、蝙蝠」に類似している。
次に紹介するのは「青空」の一節である。

“Cielito” 青空

Allá va cielo y más cielo, 空が行く、流れて行く

Cielo de Curupayty; クルパウトゥーの空が

Acã-verá o córóró bode アカーン・ヴェラーが雄
叫びで

Los cambá opa ocuarúky. クロンボウどもはおもら
しをする。

O poti vaí, 汚いウンコをする

Umí carayá, この猿どもは。

Ha mbo cuarú アカーン・ヴェラーは猿
どもを

El Acã-verá. おもらしさせる。
(筆者仮訳)5

上記、いずれの詩歌もユーモラスでリズミカ
ルであり、民衆の心をとらえるようなモチーフ
が有効に活用されていることが分かるだろう。

おわりに
以上、1845 年の最初の新聞の発行から始ま

り、戦争が激化するなかで前戦新聞として発行
された、いわば戦意高揚、国民統合、ナショナ
ル・アイデンティティ形成を目的とした新聞の

5 Acã-verá(アカアン・ヴェラー) の意味には諸説あるが、
その 1 つにアルマジロの頭という説がある。
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中身を第一期と第二期に分けて詳細にみてきた。
前者がヨーロッパ的なモチーフを中心に、パラ
グアイ国民がまるでヨーロッパのどこかの国民
であるかのような描写や思想の掲載をしてきた
のに対し、後者になると次第に変化し、先住民
的なモチーフを駆使してグアラニー語やグアラ
ニー民族の偉大さを強調するようになったこと
を確認できた。
戦時中のパラグアイ国民の様子について、プ

ロシア軍人であるフォン・フェルセンの評価を
みてみよう。1860年代の欧州では当時の世界的
にみて稀な総力戦を繰り広げるソラノ・ロペス
の戦略が注目されていた。プロシア皇帝の許可
を得て三国同盟戦争の視察にパラグアイに入っ
たフェルセンによると、国民教育は教会と政府
（国家）の一体となった方針の下に行われ、義務
教育が組織化され、92の行政区の長官は学校で
教授される教科やその内容を規定し、「全てのパ
ラグアイ人は読み書き、算数ができた」と述べて
いる (von Versen 1976: 52)。フェルセンは具体
的な根拠は示しておらず、多分に誇張された表
現として解釈するべきではあるが、フランシア
期やアントニオ・ロペス期を通して国民教育の
普及政策が重要視され、多くの学校が建設され
ていたことを考えると、あながち大幅に外れて
いたとはいえないだろう。植民地期にカトリッ
ク修道会により、グアラニー語という共通語の
文法や表記の統一が行われたことにより、先住
民のみならずメスティソやクリオーリョも含め
た兵士の意志疎通がグアラニー語によって円滑
に行われたと思われる。だからこそ、戦意を高
揚させるための新聞においてグアラニー語を使
用することが選択されたといえるだろう。それ
ほど、グアラニー語を共通言語とした国民形成
が進行していたということでもあるだろう。
ラテンアメリカの民衆文化に注目した研究を

展開したロウ&シェリングは、ラテンアメリカ
のナショナリズムの基礎として識字を前提とし
ているアンダーソンの図式の弱点について指摘
している。それは、民衆文化を省略したことに
由来するとして、独立運動における民衆参加の
広がりの要因を次のように述べている。「（前略）
民衆の参加が識字ではなく口頭伝承や図像に依
拠していたという事実や、民衆のアイデンティ
ティが必ずしも国民やその国家としての境界線
に対応していた（いる）わけではなく、むしろ
それ以外の宗教的、民族的、階級的な性質の忠
誠心に関連していたかもしれない」(ロウ&シェ
リング 1999：46)。時代が異なるが、こうした
指摘は戦争時のパラグアイの状況にも当てはま
るだろう。
グアラニー語による民俗的口頭伝承や先住民

的な神話・物語に基づくモチーフを多用した版
画を掲載した新聞は、前戦で戦う多くのパラグ
アイ兵たちの戦意を大いに鼓舞したであろう。
総力戦のなかで階級が相殺されていた点は独立
運動とは性格を異にしていたが、宗教的（カト
リック）、民族的（グアラニー）な性質を共有し
たパラグアイ国民としての義務を果たす行為と
して戦争に従事したと考えなければ、同戦争に
おいて払われた犠牲の大きさを理解することは
極めて難しい。三国同盟戦争においては、戦争
が始まった当時のパラグアイ人口約 45万人が、
終戦時には 15万人にまで激減した。そのうち、
成人男性は 2万人弱と推計されている（Whigam

& Potthast 1999: 179,184）。
1870年に戦争に勝利した同盟国は、戦後処理

のなかで、ソラノ・ロペスの記憶をパラグアイ
史から抹消する方針を徹底しようとした。そう
したことから、パラグアイでは公の場において
は、戦争の英雄たちが歴史の闇に葬り去られて
いた。しかし、1910年以降、ソラノ・ロペスや
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戦争の英雄たちが再評価されるようになった。
1954年から 1989年までつづいたストロエスネ
ル独裁政権下では、消極的ではあるが、戦争の記
憶や象徴が公的な場に呼び戻されるようになっ
た。1967 年に完成したランバレーの丘の英雄
たちの像がその一例である6。
現代パラグアイでは 1967年憲法にグアラニー

語が国民言語として位置づけられたが、特別な
バイリンガル政策はとられなかった。1992 年
憲法 140条ではスペイン語とグアラニー語が公
用語として認定され、バイリンガル教育が義務
教育レベルで実施された。2010年末にはグアラ
ニー語にとどまらず、少数民族諸言語の義務教
育レベルでの使用が認められるようになった。
さらに、同年政府内に言語政策局とグアラニー
語アカデミーが創設された (Verón 2017)。
なお、2002年のセンサスによるとパラグアイ

の総人口 516万人のうち、グアラニー単一言語
話者は 27%(139万 9220人)、グアラニー語・ス
ペイン語バイリンガル 33%(172万 1200人、グ
アラニー語主言語)、スペイン語・グアラニー語
バイリンガル 26%(133万 810人、スペイン語主
言語)、スペイン語単一言語話者 8%(41万 1780

人)、ポルトガル語 2.4%(12万 2520人)、ドイ
ツ語、日本語、韓国語話者合わせて 0.9%(計 4

万 3220人)、先住民諸民族言語 1.8%(8万 7099
6近年、パラグアイのナショナル・アイデンティティ形成

にグアラニー語の果たした役割についての議論が深まって
きている。『センティネラ』『ランバレー』『カビシュイー』で
使われているグアラニーの神々、ソラノ・ロペス、敵の別称
が表れる頻度から、新聞記事の性質を読み解こうとするハン
ナ (Nicole Lea Hanna) や、植民地時代から引き継がれた先
住民言語としてのグアラニー語がパラグアイ・ナショナリズ
ムにおいて果たしてきた役割や意義についてコウチョナル・
カンシオ (Ana Inés Couchonnal Cancio) の研究などを挙げ
ることができる (Hanna 2017, Couchonnal Cancio 2017)。
また、ブラジル側からの研究として、シルヴェイラは、三

国同盟戦争時の第二帝政期ブラジルの宮廷風刺新聞 7 紙の
挿絵を分析し、パラグアイ側とは異なるソラノ・ロペス大
統領やパラグアイ兵の表象のされ方を紹介しているが、パ
ラグアイの新聞におけるほど有効なカリカチュアにはなり
えていないとして批判的にとらえている (Silveira 1996)。

人)、その他非先住民言語 0.1%(3960人)となっ
ている (Verón 2017: 113)。ここから国民の86%

はグアラニー語を解することがわかる。グアラ
ニー語とスペイン語のバイリンガルが 59%と人
口の半分以上を占め、国民言語としてのグアラ
ニー語の重要性がわかる (田島 1996: 7-16)。
パラグアイ以外のスペイン・アメリカ諸国と

は明らかに異なるこうした現状が何故にもたら
されているのかを考察するためにも、19 世紀
パラグアイの新聞にみるナショナリズム表象の
分析は重要なステップと言えるのではないだろ
うか。

【新聞史料】
『エル・パラグアヨ・インデペンディエンテ』(El

Paraguayo Independiente) Editorial El Foro,

Asunción, 1985(復刻版)。
『エル・セマナリオ・デ・アビソス・イ・コノシミエ
ントス・ウティレス』(El Semanario de Avisos

y Conocimientos Utiles) Biblioteca Nacional,

Asunción,貴重本保管庫。
『エコ・デル・パラグアイ』(Eco del Paraguay)

Biblioteca Nacional, Asunción.

『ラ・エポカ』(La Epoca) Biblioteca Nacional,

Asunción.

『ラ・アウロラ』(La Aurora) Biblioteca Nacional,

Asunción.

『エル・センティネラ』(El Centinela) Fondo

Editorial Paraquariae, Universidad Católica

Nuestra Sra. De la Asunción (筆者はウサテ
ィ・小中学校の図書館所蔵本をコピー)

『カビシュイー』（Cabichui）Museo del Barro,

Asunción, 1984 (復刻版).

『カシケ・ランバレー』(Cacique Lambare）Im-

prenta Nacional, Asunción, 1995 (復刻版)。
『ラ・エストレジャ』（La Estrella）



19世紀パラグアイの新聞にみるナショナリズム表象の変遷 19

【引用文献】
Bermejo, Ildefonso A. (1973) Vida paraguaya

en tiempos del viejo López, Buenos Aires,

EUDEBA-Editorial Universitaria de Buenos

Aires (初版は 1873 年に Imp. de R. Labajos

より出版).

Carvalho Neto, Paulo de (1996) Folklore del

Paraguay, Asunción, El Lector.

Centurión, Juan Crisóstomo (1976) Memorias o

reminiscencias históricas sobre la Guerra del

Paraguay. tomo I, Asunción, Editorial Casa-

Libro.(『回顧録』は 1888年以降に書かれ、初
版はその直後に出版された)

Couchonnal Cancio, Ana Inés (2017) Donde

nací como tú –Perspectivas en torno a la ar-

ticulación de un sujeto político en Paraguay,

Asunción, Editorial Tiempo de Historia.

Ferguson, George (1961) Signs & Symbols

in Christian Art, London-Oxford-New York,

Oxford University Press.

Frutos, Juan Manuel (1985) “Nota Editorial”, El

Paraguayo Independiente, Edición Facsimilar

1, Asunción, El Foro.

Hanna, Nicole Lea (2017) We are Paraguayan:

Construction of Paraguayan National Identity

through Guarani Language use, 1814–1870,

in partial fulfillment of the requirements for

the degree of Master of Arts in Latin Ameri-

can History, The University of North Carolina

at Charlotte.

Montoya, Antonio Ruiz de (1989) La conquista

espiritual del Paraguay, Rosario, Equipo Di-

fusor de Estudios de Historia Iberoamericana,

Colegio Salesiano San José (1ª. Edición

1639).

Nogues, Alberto (1969-70) “El General López

en Roma”, Historia Paraguaya, Asunción,

Anuario de la Academia Paraguaya de la His-

toria, vol. 13, pp. 47–63.

Plá, Josefina (1984) “El grabado, instrumento de

la defensa”, Cabixui –Periódico de la Guerra

de la Triple Alianza, Asunción, Museo del

Barro.

Silveira, Mauro César (1996) A batalha de papel

–A Guerra do Paraguai através da caricatura,

Porto Alegre-São Paulo, L&PM editores.

Verón, Miguel Angel (2017) “Paraguay: una

nación pluricultural con dos lenguas ofi-

ciales”, Revista de Llengua I Dret, versión

WEB, no. 67, pp. 106–128 (2018年 4月 15

日閲覧)

von Versen, Max (1976) História da Guerra do

Paraguai, Belo Horizonte, Editora da Univer-

sidade de São Paulo, Livraria Itatiaia.

Warren, Harris Gaylord (1983) “Journalism in

Asunción under the Allies and the Colorados,

1868–1904” The Americas, Vol. 39, No. 4,

pp. 483–498.

Whigham, Thomas L. & Potthast, Barbara

(1999) “The Paraguayan Rosetta Stone:

New Insights into the Demographics of the

Paraguayan War, 1864–1870”, Latin Ameri-

can Research Review, Vol. 34, No. 1, pp.

174–186.

アンダーソン,ベネディクト (2007)『定本 想像
の共同体―ナショナリズムの起源と流行』（白
石隆・白石さや訳）書籍工房早山（原題：Imag-

ined Communities –Reflections on the Origin

and Spread of Nationalism, VERSO, London-

New York, 1993)



20 田島久歳

アンダーソン, ベネディクト (2005)『比較の
亡霊―ナショナリズム・東南アジア・世界』
（糟谷啓介他訳）,作品社（原題：The Spectre

of Comparisons: Nationalism, Southeast Asia

and the World, Reprinted 2002 (first edition

1998), VERSO, London-New York）。
田島久歳 (1996)「グァラニー語・スペイン語バ
イリンガル社会の形成」『ラテンアメリカ・カ
リブ研究』第 3号, 7～16頁。
田島久歳 (2004)「カウンター・アイデンティティ
を創造する小国パラグァイ―1867年半ば以降
の戦争激化と〈先住民的〉象徴・表象の再評
価―」『史境』第 48号, 18～35頁。
トレヴァー＝ローパー,ヒュー (1994)「伝統の
捏造―スコットランド高地の伝統―」『創ら
れた伝統』（エリック・ホブズボウム&テレン
ス・レンジャー編）（前川啓治・梶原景昭他
訳）紀伊國屋書店（第二刷）（原題：The Inven-

tion of Tradition, Cambridge University Press,

Cambridge, 1983), 29～72頁。
ホブズボウム,エリック&テレンス・レンジャー
編 (1994)『創られた伝統』（前川啓治・梶原景
昭他訳）紀伊國屋書店（第二刷）（原題：The

Invention of Tradition, Cambridge University

Press, Cambridge, 1983）。
ロウ, ウィリアム&ヴィヴィアン・シェリング

(1999)『記憶と近代』（澤田眞治・向山恭一訳）
現代企画室（原題：Memory and Modernity,

VERSO, London-New York, 1991） □■


