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I はじめに
本稿は、「ガリフナの歴史 1～3」冨田

(2016,2017,2018)に続くシリーズとして、1797

年の「上陸」の後、トルヒーリョでの定住と
モスキティア地方への拡散の過程を叙述する。
ガリフナ (Garifuna/ Garinagu/ Garinago/ Black

Carib など)1とは、カリブ海小アンティル諸島
のセント・ビンセント (St. Vincent)2において
イギリス軍との長年の戦いに敗北し、1797年、
中米ホンジュラス沖のロアタン島 (Roatán) に
連れてこられた約 2000人の人たちとその子孫
である。経験の共有は、人々の共同体意識を形
成する。特に、カタストロフとよびうる過酷な
経験の共有や、エクソダスとよびうる集団的な
人々の移動は、キリスト教の成立過程などにみ
られるように、ことのほか人々の共同体意識を
強化するとともに、宗教などの文化の成立の契
機になりえる。本稿は、長年にわたる過酷な経
験の末、新天地の中米地域に「上陸」したガリ

1呼称の変遷については、冨田, 2017 に詳しい。
2「追放」の直前約半年間は、セント・ビンセント島近

くのバリゾー島に幽閉されていた。本稿では、一つの島そ
のものをいうとき「セント・ビンセント島」とし、周辺の
島々を含むときは「セント・ビンセント」とする。現在の
国名は「セント・ビンセント及びグレナディーン諸島」。

フナが、その後の数十年間をどのように生きた
かを記述したものである。

2001 年、ユネスコは、第一回「世界無形文
化遺産」(Intangible Cultural Heritage)3に「ガ
リフナの言語、舞踏および音楽」(The Garifuna

Language, Dance and Music) を宣言した。以
下、ユネスコによるガリフナ紹介文である。

世界無形文化遺産「ガリフナの言語、舞踊
および音楽」（ベリーズ、グアテマラ、ホン
ジュラス、ニカラグア）
カリブ海の先住民とアフリカの複数の集団

の文化要素が混交した起源をもつ人々である。
ガリフナは、18世紀にカリブ海のセント・ビ
ンセント島を追放された後、中央アメリカの
大西洋岸に沿って居住している。現在、ガリ
フナのコミュニティは主にホンジュラス、グ
アテマラ、ニカラグアとベリーズにある。
ガリフナ語はアラワク言語のグループに属

し、何世紀にもわたる差別と言語の支配を乗
3正式名称は、Proclamation of Masterpieces of the Oral

and Intangible Heritage of Humanity (人類の口承及び無形
遺産の傑作の宣言)、登録は 2008年。後に、Representative
List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity (人類の
無形文化遺産の代表的な一覧表) に継承された。
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り越えてきた。それは、もともとは通夜や大
規模な集会の間に唱えられる語り（ウラガ）に
おいて豊かである。メロディはアフリカとア
メリカインディアンの要素を一つにまとめた
ものである。そして、そのテキストは、例え
ば、キャッサバ栽培、漁労、カヌーづくり、焼
いた土の家の建設というようにガリフナの歴
史と伝統的な知識の真のリポジトリである。
また、これらの曲にはかなりの量の風刺が込
められており、様々な太鼓と踊りがともない、
みる者を引き込むであろう。
これらの伝統は、ガリフナの人々の生活と

存続にとって依然として非常に重要である。
長老たちは、儀式、祭り、そして口頭の伝統
の多くを保持している。しかし、経済的移住、
差別、学校制度からのガリフナ語の完全な欠
如は、その存続を危険にさらしている。その
言語は未だ広く話されているが、現在、一つ
の村でしか教えられていない。4

学術界においてガリフナが最初に取り上げら
れたのは、アメリカ人類学会誌に、エドワード・
コンゼミウスが民族誌を報告した 1928年であっ
た5。その後、ダグラス・テーラー、ルイ・コエー
リョ、バージニア・カーンズ、ナンシー・ゴン
ザレスといった米国の財団から助成を受けた人
類学者たちが、ガリフナ研究を深化させていっ
た6。こうした 20世紀におけるガリフナ研究の
流れは、国内の探索に一区切りをつけた米国人
類学界が、米国が「裏庭」にした中米地域に触
手を伸ばしたことによる。これら 20世紀のガ
リフナ研究では、それぞれの調査時における民

4 https://ich.unesco.org/en/RL/language-dance-and-
music-of-the-garifuna-00001より筆者が邦訳。

5 Conzemius, 1928
6 Taylor, D., 1951/ Coelho, 1955/ Kerns, 1983/ Gonzalez,

1988

族誌は描かれているものの、それに至る過程は
あまり描かれていない。「前史」としてセント・
ビンセントにおけるイギリスとの戦いとその結
果としての 1797年の「追放」およびホンジュ
ラスへの「上陸」は紹介されているが、その後
の 150年以上の時間の経緯は詳述されることは
なく、あたかも忽然と現れたかのように、それ
ぞれの民族誌的現在へと飛んでいる。
再び、ユネスコによるガリフナ紹介文をみる。

この文では、ガリフナのウラガ (uraga)という
伝統話芸の「メロディはアフリカとアメリカイ
ンディアンの要素を一つにまとめたもの」とし
ている。実際のウラガは、日本の講談のような
もので調子をつけて語られるものの、音楽学的
な意味でメロディといえるものはない。この文
は、ウラガのメロディなるものにガリフナ文化
を象徴させて、ガリフナ文化を「アフリカとア
メリカインディアンの要素を一つにまとめたも
の」としているのだ。
このように、ガリフナ文化をセント・ビンセ

ント島においてカリブ海先住民のものとアフリ
カからのものが混交して成立したものが中米に
移植されて現在まで続いているものとみなす見
方は、コンゼミウス、テーラー、カーンズ、ゴ
ンザレスといった 20世紀の人類学者たちが構
築してきたものである。こうした従来のガリフ
ナ研究においては、1797年にガリフナが中米地
域に「上陸」した後に、いかなる他者と出会い、
接触、交流をすることにより現在に至るガリフ
ナ文化が形成されたかという視点は含まれてい
なかった。

1969年、人類学者メアリー・ヘルムズは、米
国『エスノロジー』(Ethnology)誌に発表した論
文において「コロニアル・トライブ」(Colonial

Tribe)という概念を創出した。ヘルムズは、「コ
ロニアル・トライブ」の定義を、「植民地政治の
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直接的な結果として認識できる存在を起源とす
る社会」7とした。「コロニアル（植民地）」とは、
ある国からの移住者によって開発され、本国の
領土として従属する地域のことであり、近代化
を先に成し遂げた側が、それ以前の地域や人々
を近代化の渦中に巻き込むことである。そして
「トライブ（部族）」とは、近代化以前もしくは
近代化を拒否する比較的小さな民族集団を指す
ときに使われる。
「コロニアル・トライブ」の概念を創出した
ヘルムズは、その例として、ガリフナの隣接民
族のミスキート (Misquito)を挙げた。ミスキー
トは、スペイン植民地下のホンジュラスからニ
カラグアにかけてのカリブ海沿岸において、黒
人逃亡奴隷がアメリカ先住民の集落に逃げ込ん
で形成された民族集団である。17世紀半ば、イ
ギリスが傀儡国家「モスキート王国」(Mosquito

Kingdom)をつくり、スペイン官憲と対立した。
現在、ホンジュラスとニカラグアの辺境部にあ
るミスキート人コミュニティには、学校をはじ
めとする近代制度がさほど浸透していない。つ
まり、ヘルムズは、「近代化が生んだ未開社会」
という、パラドキシカルな状況をミスキートに
見出し、その状況を表すために「コロニアル・
トライブ」という概念を創出したのだ。

1990年、米国の人類学者のレベッカ・ベイト
マンが、ヘルムズの「コロニアル・トライブ」の概
念を引き継ぎ、その例として、ガリフナとフロリ
ダのブラック・セミノール (Black Seminoles)8

7 Helms, 1969, p.76
8ブラック・セミノールとは、16 世紀から 19 世紀にか

けてスペイン領下のフロリダに逃げ込んできた様々なアメ
リカ先住民の集団と黒人逃亡奴隷とが混交して形成された
民族集団である。1822年にフロリダが米国に併合されると
プランテーションから逃亡した黒人奴隷とフロリダに逃げ
込んできたアメリカ先住民との混交が進むとともに、自ら
の土地を守るため幾度となく米国軍と戦うが、度重なる戦
争の過程で米国内のフロリダ州、オクラホマ州、テキサス
州のほか、メキシコ北部やカリブ海諸島のバハマなどに飛

を加えた9。
現在、ガリフナとブラック・セミノールの大

半が、彼らが居住するそれぞれの国家の国民と
して教育を受けた識字者であり、未開状況にあ
るわけではない、ガリフナやブラック・セミノー
ルを、ベイトマンは、なぜ「トライブ」とみな
したのだろうか。
ミスキート、ガリフナ、ブラック・セミノー

ルの三つの民族集団の共通点は、「列強諸国の植
民地政策の結果として逃亡奴隷とアメリカ先住
民とが混交して形成された民族集団であり、か
つ、国家による支配を拒絶し戦いを起こした歴
史をもつこと」である。「トライブ」という用語
には、「近代化以前もしくは近代化を拒否する」
といった「未開」の意味が含まれているが、ベ
イトマンが使う「トライブ」は、実際の状況で
はなく、近代化を代表する制度である国家に抗
い戦争を起こした歴史を示しているのだ。
「ミスキート」や「ガリフナ」という固有名詞
が、公式に使われだしたのは 20世紀後半になっ
てからのことである。宗主国であったイギリス
やスペインの記録には「ミスキート」「カリブ」
などと記されたが、中米諸国の独立以降は、ミス
キートはサンボ (zambo / sambo)とよばれ、ガリ
フナはモレーノ（moreno）やネグロ（negro）と
いう一般名詞でよばれることが多かった。米国
スミソニアン協会による『サウス・アメリカ・イ
ンディアン・ハンドブック』(Handbook of South

American Indians, 6, 1950)や、ホンジュラスに
おける民俗学の定本となっている『ホンジュラ
スの先住民とガリフナ』(Rivas, Ramón, Pueblos

indígenas y Garífuna de Honduras, 1993) にみ
られるように、ミスキートはアメリカ先住民集
団の一つとみなされている。一方、1797年にホ

散した。
9 Bateman, 1990
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ンジュラスにやってきたガリフナは、先住民と
みなされることはあまりなく、その形質的特徴
から、アフリカ系黒人とみなされる傾向にある。
つまり、ベイトマンが、「コロニアル・トラ

イブ」の事例としてミスキート、ガリフナ、ブ
ラック・セミノールの三つの民族集団を示した
ということは、これまでアメリカ先住民のミス
キートと、アフリカ系黒人のガリフナというよ
うに、それぞれ起源の異なる別系統の集団とみ
なされがちであったが、その歴史を大局的にみ
れば共通性があり、その共通性は、ミスキート、
ガリフナ、ブラック・セミノールの三事例を除
けば、世界でも他に類をみつけづらい極めて特
異な状況であったことを示したのである。

20世紀の人類学者たちが中米地域に暮らすガ
リフナを「忽然と現れた人たち」として表した
ことには理由がある。1797年の「上陸」以降の
ガリフナ人に関する記録は、わずかながら上陸
まもない時期の記録がスペインのグアテマラ総
督府によるものがある程度であり、その後は、
ほとんど残されない時代が長らく続いたからで
ある。それは、1821 年の中米諸国の独立以降
の国民国家建設のなかで、ガリフナは、彼らが
居住する各国家から等閑視されてきたからであ
り、また、ガリフナ自身が文字文化に親しんで
いなかったからである。このようななか、「イ
ギリス中米土地会社」(British Central American

Land Company)で副局長を務めたトーマス・ヤ
ングが、1839年から 1841年にかけてホンジュ
ラスのモスキティア地方にあったブラック・リ
バー入植地に滞在し、ガリフナ人集落を含むモ
スキート海岸のかなり詳細な記録を残している。
以下、本稿は、トーマス・ヤング『モスキー

ト海岸滞在記』(Narrative of a Residence on the

Mosquito Shore,1842)に加え、ガリフナの中米
地域での拡散過程を調べたグアテマラの人類学

者アルフォンソ・アリビリャガの研究、ガリフ
ナの最初の居住地となったトルヒーリョの通史
を書くとともに 18世紀末に移住してきたガリ
フナ人とスペイン人の文化適応を比較したマッ
ク・テーラーの研究10など、ガリフナに関する
近年の個別研究を総括することにより、これま
で空白に近かったガリフナの「上陸」以降の歴
史を埋めていく。そして、16世紀以来この地域
を支配していたスペインとスペインから独立し
た中米諸国政府、17世紀はじめにこの地域に進
出をはじめたイギリス、ガリフナの隣接民族で
あるミスキート、タワカ、ペッシュといったガ
リフナを取り巻いていた諸勢力との関係のなか
で、ガリフナがどのように現在につながる文化
を形成していったのかを描写する。

II 背景：ガリフナ「上陸」以前の中米地域カリ
ブ海沿岸
II-I ホンジュラス最初の首都トルヒーリョ
現在、50 ほどのガリフナ人のコミュニティ

が点在する中米地域のカリブ海沿岸は、先スペ
イン期においては先住民人口の希薄なところで
あった。
中米地域におけるガリフナ人の最初の定住地

となったホンジュラスのトルヒーリョ (歴史名
Truxillo/現 Trujillo)は、天然の良港に築かれた
スペインの港湾要塞都市であり、イギリス、フ
ランス、オランダの軍隊や海賊との争奪戦が幾
度も繰り広げられたところである。
この地に最初にやってきたヨーロッパ人は、

コロンブス一行であった。コロンブスの第四次
航海 (1502-1504)において一行はトルヒーリョ
の近くに上陸してミサをおこなった。
その後、スペインの征服者エルナン・コルテ

10 Arrivillaga, 2007/ Taylor, M., 1997, 2011
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スの遠征隊が 1524年にトルヒーリョに到達し、
この土地のスペイン併合を宣言した。スペイン
は、トルヒーリョに官憲をおき、眼下に港を見
下ろす高台にサンタ・バルバラ要塞 (Fortaleza

de Santa Bárbara)を建設した。1538年になると
カトリック教会の司教区が設置され、トルヒー
リョはスペイン領ホンジュラスの最初の首都に
なった。

1544 年、ホンジュラスは、自治権が保たれ
ながらスペイン領グアテマラ総督領 (Capitanía

General de Guatemala)に統合された。
スペイン人は、マラリアの不安などから高温

多湿なカリブ海沿岸での居住を避けるとともに、
ホンジュラスの内陸高地で発見された金や銀の
採掘を本格化させ、1557 年にホンジュラスの
首都を内陸部のコマヤグア (Comayagua) に移
した。植民地期初期における中米地域のカリブ
海沿岸のスペインの要塞都市は、トルヒーリョ
に加えホンジュラス西部のプエルト・カバリョ
ス (Puerto Caballos,現在のプエルト・コルテス
Puerto Cortés)があったが、プエルト・カバリョ
スは 1603年のイギリス軍の攻撃によって放棄
された。その後、1644 年に建設がはじまるグ
アテマラのサン・フェリーペ城 (Castillo de San

Felipe de Lara) と、1752 年にプエルト・カバ
リョスの近郊のオモア (Omoa)にサン・フェル
ナンド要塞 (Fortaleza de San Fernando)が建設
されるまでは、中米地域のカリブ海沿岸のスペ
インの都市はトルヒーリョだけだった。

16世紀に世界の覇権を握ったスペインであっ
たが、17 世紀に入ると陰りがみえるようにな
り、イギリス、フランス、オランダといったヨー
ロッパの新興国がカリブ海域に進出してきた。
このときカリブ海域のスペイン支配に抗う先兵
となったのが海賊 (pirate/ buccaneer)であった。
新興各国の王たちは、敵国の船を攻撃、略奪す

ることを海賊に認めた私掠船 (privateer)をカリ
ブ海域に送り込んでスペイン帝国を脅かすよう
になった。こうした海賊たちが、1602年に、ニ
カラグアのカリブ海沿岸につくった町がブルー
フィールズ (Bluefields)である。

17世紀は、海賊の全盛期であり、スペインの
港町トルヒーリョは、各国の海賊たちの絶好の
攻撃対象となった。こうしてイギリス、オラン
ダ、フランスの海賊が、トルヒーリョを頻繁に
攻撃し、1663年にスペインはトルヒーリョを放
棄した。

II-ii イギリスの進出と「モスキート王国」
一方、17 世紀初めのイギリスでは、その後

の清教徒革命 (1642-1649)に向けて、イギリス
国教会と清教徒との対立が深刻化し、1620 年
のメイフラワー号11をはじめ、清教徒たちが新
天地を求めてアメリカ大陸に向かうようになっ
た。こうしたなか、清教徒のロバート・リッチ・
ウォリック伯 (Robert Rich, 2nd Earl of War-

wick, 1587-1658）が創設したプロビデンス島会
社 (Providence Island Company)が、1630年か
ら、イギリス人植民者を、中米ニカラグア沖のプ
ロビデンシア島 (英 Providence/西 Providencia,

現在はコロンビア領)に入植させるようになっ
た。プロビデンシア島のイギリス人は、この島
を拠点に中米本土への進出を試み、1634 年に
はココ川の河口、岬の近くにグラシアス・ア・
ディオス岬 (Cape Gracias a Dios)入植地12を築
いた。
先住民人口の希薄な中米地域のカリブ海沿

岸であったが、ホンジュラス東部からニカラ

11 1620 年、ピルグリム・ファザーズとよばれる清教徒ら
約 100 人が、メイフラワー号に乗ってイギリスから新大陸
に渡った。現在、米国の始祖として象徴化されている。

12現在のホンジュラス、グラシアス・ア・ディオス県イ
ルラヤ (Irlaya) 地区
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グアにかけてのカリブ海沿岸のモスキティア
地方 (Mosquitia) には、かねてからタワカ人
(Tawahka/ Sumu) やペッシュ人 (Pesh/ Paya)13

といった先住民が暮らし、ある程度の人口があっ
た。スペインは、熱帯雨林が生い茂るモスキティ
ア地方を放置していた間、この地域の先住民の
なかに、プロビデンシア島のイギリス人や、こ
の地にやってくる海賊たちと交流して、銃やナ
イフなどを手に入れて武装した人たちがいた。
彼らは、周辺のタワカ人やペッシュ人の集落を
襲い、捕まえた人々を自らの集落に連れ帰った。

1638年、ウォリック伯の命のもとプロビデン
シア島のイギリス人は、オールドマン (Oldman,

?-1687)と記録される人物をイギリス本国に連れ
ていき、イギリス国王チャールズ一世（Charles

I, 1600-1649,在位:1625-1649）に接見させた14。
また、プロビデンシア島のイギリス人は、同じ
1638年に、グアテマラのカリブ海沿岸、現在の
ベリーズ (Belize, 歴史名 Balize)への入植をは
じめた。

1641年、スペイン軍がプロビデンシア島を奪
還しイギリス人植民者はベリーズに避難した。
また、おそらく 1641年にポルトガルの奴隷船
が、おそらく 1652年にイギリスの奴隷船が、グ
ラシアス・ア・ディオス岬の付近に漂着し、逃
亡した黒人たちは、先住民の集落に逃げ込んで、
村の住民と混血していった15。
イギリス人は、こうした混血の先住民を

ミスキート16という一つの集団として扱い、
彼らの居住域をモスキート海岸 (Mosquito

Coast/ Mosquito Shore/ Misquito Coast/ Mis-

13タワカとペシュは、南米大陸に起源をもつマクロ・チ
ブチャ (Macro-Chibcha) 系言語集団。

14ヒューム, 1995(1986), p324
15 Conzemius, 1932, pp.17-18
16表記は、miskitu/ miskito/ misquito/ mosquito など。語
源については、地名、マスケット銃、蚊、など諸説ある。
Strangeways, 1822, p.3

quito Shore) とよんだ。1650 年にイギリスか
ら帰国したオールドマンは、イギリスの力添え
によってモスキート (ミスキート）の初の王に
なった。イギリスは、アフリカ系黒人とアメリ
カ先住民との混血者であるミスキート人をアメ
リカ先住民とみなした。それは、元来の住民で
あるアメリカ先住民をスペインによる残忍な征
服から保護するという名目のもと、この土地に
おける支配を正当化しようとするイギリスの政
治的レトリックであった。

1655 年にジャマイカ島を占領したイギリス
は、この島を拠点にして中米地域へのさらなる
進出に挑んだ。イギリスの中米地域進出の目的
は、高級木材のマホガニー (mahogany)、ゴムの
木の樹液、ロッグウッド (logwood)の樹液から
とる染料17、ジャガーやシカなどの野生動物の
毛皮といった天然素材の入手が主だった。イギ
リス人植民者は、黒人奴隷を引き連れて、スペ
インによる守備の手薄なところに入っていった。
1687年、イギリスは、初代モスキート王オール
ドマンの息子をジャマイカに連れていき、モス
キート王ジェレミー 1世 (Jeremy I)として戴冠
式をおこなった。こうしてイギリスは、ニカラ
グアのカリブ海沿岸に傀儡国家「モスキート王
国」(1687-1894)をつくり、イギリス保護領にし
た。ジェレミー 1世は、ココ川河口の南約 60キ
ロメートルのサンディ・ベイ (Sandy Bay）18に
居を構えた。1705年、イギリスはブルーフィー
ルズに官憲をおいて、モスキート王国を統治し
た。ミスキート人は、イギリスの庇護のもと、北
はベリーズから南はコスタリカまでのカリブ海
沿岸をいき来して先住民や逃亡奴隷を捕まえて
奴隷労働力としてイギリス人に売った。また、

17羊毛を青、黒、灰に染める。イギリスの繊維産業の発
達にともない需要が高まる。

18現在のニカラグア、北大西洋自治地域ニナヤリ (Nina
Yari) 地区あたり。
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ン・ドマング（ハイチ）に飛び火した。1791年
8月 22日、サン・ドマングの黒人奴隷たちが奴
隷主であるフランス人植民者に対して一斉に蜂
起すると、隣のサント・ドミンゴ（イスパニョー
ラ島のスペイン植民地）のスペイン軍が、サン・
ドマングに侵入して黒人たちの暴動を煽った。
1796 年、スペインは、トルヒーリョの労働力
不足解消のために、イスパニョーラ島で行動を
ともにしたサン・ドマングの黒人 306人をトル
ヒーリョに送った。彼らは、トルヒーリョで町
や砦の建設にあたった23。その他、トルヒーリョ
の町には、約 700人のメスティーソおよび白人
と約 40人のイギリス植民地からやってきたと
みられるイギリス黒人がいた24。また、1801年
の統計ではトルヒーリョ近郊にジャマイカから
きたとみられる 300人のイギリス黒人が記録さ
れている25。

III 「上陸」(1797)以降のガリフナ人
III-i ガリフナ人のロアタン島上陸とトルヒー
リョへの移住
カリブ海小アンティル諸島セント・ビンセン

トからの 1ケ月間の航海の末、1797年 4月 12

日に、ホンジュラス沖のロアタン島に到着した
イギリス艦隊は、当面の生活物資や食糧などと
ともに 2026人（男 664人、女 1362人）のガリ
フナ人を残して、5月 1日、ロアタン島を出て
いった26。
当時、ホンジュラス沖合のロアタン島などの

バイア諸島は、実際の統治は及ばないものの、
スペイン植民地の一つであるグアテマラ総督領
に含まれていた。イギリス軍がロアタン島にそ
れなりの数の人々をおいていったことを知った

23 AGCA, A2.4/02268/120/ Houdaille, 1954
24 Vallejo, 1889
25 Iglesias, 2007, p.181
26 WO, 1/82

グアテマラ総督は、イタリア人探検家のホセ・
ロッシ・イ・ルビ (José Rossi y Rubí)を現地に
派遣した。

1797年 5月 18日、ロッシ一行は、ロアタン
島に上陸し、約 200人のガリフナ人集団と会っ
た。ロッシは、ラム酒やタバコを振り舞いなが
ら、ガリフナ人と交流した。ガリフナ人のなか
にはフランス語を話せる者もおり、両者はフラ
ンス語で会話した。ジャックとよばれるガリフ
ナ人リーダーの以下の言葉が記録されている。

私は、イギリス人ではなく、フランス人で
もなく、スペイン人でもない。そして、これ
らの何かになりたいのでもない。私は、カリ
ブ人である。誰からの束縛も受けない。27

ガリフナがおき去りにされたロアタン島の
ポート・ロイヤルから対岸のホンジュラス本土
までの距離は約 50キロメートルで、互いに目視
できる。ガリフナたちは、ロッシに、対岸のトル
ヒーリョに連れていくように頼んだ。しかし、
ロッシ一行の船は小さく連れていくことはでき
なかった。ロッシは、ガリフナたちのトルヒー
リョへの移送をスペイン官憲に求め、3ケ月後、
スペイン本国から国王カルロス 4世 (Carlos IV,

1748-1819, 在位:1788-1808）の勅命を受けた。
こうして 1797年 9月 23日、ロアタン島にいた
大半のガリフナ 1465人 (男性 496人、女性 547

人、子ども 422人)がトルヒーリョに渡った28。
スペイン側がガリフナたちをトルヒーリョに移
送した理由は、スペイン官憲が、町の再建や防
衛のための人員を求めていたことに加え、ガリ
フナがイギリスと組むことを恐れていたからで

27 Gaceta de Guatemala, 26 de junio de 1797
28 AGCA, 23 de septiembre de 1797. A3.15 194-2025
/AGCA, 16 de octubre de 1797. A3.16 194-2025, fols. l-
3v/ Taylor, C.2012, p.167/ Taylor, M., 2011, p.184



カタストロフと文化の再生 37

あった。ニカラグアのカリブ海側では、イギリ
スと結託したミスキート人が、内陸にあるスペ
イン人の町を盛んに攻撃していたのである。
トルヒーリョのスペイン官憲は、ガリフナた

ちを自分たちの仲間としてもてなすとともに、
ガリフナ人をトルヒーリョの町の一角に留めた。
スペイン官憲は、ガリフナ人の居住地として、

トルヒーリョの町の西側海岸部のクリスタレス
地区 (Barrio Cristales)と東側海岸部のリオ・ネ
グロ地区（Río Negro）を提供し、ヤギ、ブタ、
ニワトリといった家畜やコメやトウモロコシな
どの食糧、そして衣服や日用品を与えた。
一方、ロアタン島に残ったガリフナ人29は最

初に上陸したポート・ロイヤルを出て島の北側
へと移り住んだ。現在、ロアタン島のガリフナ
人集落は、ロアタン島の北側カリブ海側にある
プンタ・ゴルダ (Punta Gorda)の 1ケ所である。

III-ii 最初の定住地トルヒーリョ
1797年 9月、トルヒーリョのクリスタレス

地区とリオ・ネグロ地区に約 1700人のガリフ
ナ人が暮らしはじめた。リオ・ネグロ地区は狭
く、トルヒーリョのガリフナ人の大半はクリス
タレス地区に暮らした。クリスタレス地区のガ
リフナ人たちは、自分たちがいきついた場所の
ことを、ガリフナ語で、「ガリフナの場所」を意
味する「ガリバル」(Garibalu）とか「向こう側」
を意味する「ロウバ」(louva)とよんだ。ロウバ
とは、セント・ビンセント（ガリフナ語でジュ

29グアテマラ総督領の記録によるとロアタン島に残ったガ
リフナは、1797年 10月の段階で、男性 83人、女性 70人、子ど
も 53人の計 206人だった (AGCA,A3.16Leg.194exp.2025/
Gonzalez,1988,p.21)。ただし、1802年にはイギリス官憲の
誘いのもと約 150 人のガリフナ人がロアタン島からベリー
ズのダングリガ近郊へ移動し、1832 年には別の 150 人の
ガリフナ人がベリーズのプンタ・ゴルダに移住しているこ
とから、1797 年 10 月のグアテマラ総督領の調査ではみつ
からなかったガリフナ人の集団がロアタン島にいたものと
考えられる。

ルメイ Yurumei）の「向こう側」であり、ロア
タン島の「向こう側」であり、トルヒーリョの
スペイン人が暮らすセントロ地区から丘を降り
て川の「向こう側」という意味であった。スペ
イン人入植者にとっては不慣れで過酷な中米地
域カリブ海沿岸の気候であったが、ガリフナ人
にとっては、その気候、地形、植生は、出身地
のセント・ビンセント島と似ていて快適だった。
そもそも湿潤な熱帯低地に暮していたガリフナ
人は、マラリアなどの病気に抵抗力があった。
生活に必要な、太刀（マチェテ）、斧、ノコギリ
などの農具や工具、釣り具など、衣服や生活用
品、そして当面の食糧などは、イギリス軍がお
いていったものに加え、スペイン官憲がキュー
バのハバナやメキシコのカンペチェから取り寄
せた30。こうして、ガリフナ人は、トウモロコ
シやインゲン豆といったメキシコ～中米地域の
食習慣を自文化に取り込むようになった。
ガリフナ人の祖先にあたる小アンティル諸島

のカリブ人は、海沿いか川沿いに暮らしていた。
男は複数の妻をもち、それぞれの妻がその子ど
もたちと暮らす家々を周囲に建てて、三十人ほ
どの家族で一つの集落を形成していた。それぞ
れの集落には共用の大きな建物があり、そこで
集会などをおこなった。31

新天地のトルヒーリョ、クリスタレス地区の
ガリフナ人は、サロンとよばれる集会所をこの
地区の拠点となる場所に建て、海沿いの川に近い
ところにこじんまりとした家々を建てた。家々
は、はじめは、セント・ビンセント時代のよう
にヤシの丸太や葉でつくったが、次第に、タワ
カやペッシュといったこの土地の先住民のもの

30例えば、1802 年のグアテマラ総督府の記録にメキシ
コ、カンペチェからトウモロコシの粉、小麦粉、米、イン
ゲン豆などを取り寄せたことが記されている。Gaceta de
Guatemala,Tomo.6,1802,p.309/ Gonzalez,1988,p.109

31 Tertre,1654
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を模したアドベ（adobe, 日干し泥レンガの壁）
づくりになった。家のなかは土間で、その一角
に土でかまどをつくり、灌木やココヤシの実の
殻を燃料にした。寝具は、セント・ビンセント
時代からのハンモックに加え、この土地の先住
民が使う草などを編んだペタテ (petate)などを
使うようになった。男たちは、セント・ビンセ
ント時代と同じように、山から木を切り出して
丸太でカヌーをつくり海に漁に出た。この海域
は、各種魚のほか、ロブスター、コンク貝などが
いる豊かな漁場だった。女たちは、裏山の麓に
畑をつくり、セント・ビンセントからもち込んだ
キャッサバ芋の茎を植えた。キャッサバは、こ
の地域の気候や土壌と相性が良かった。ガリフ
ナたちは、成長の早いキャッサバを間もなく収
穫することができた。そして、アマゾン～カリ
ブ海先住民から伝わる毒抜き法によりキャッサ
バ芋を摩り下ろし、センベイ状にして焼き上げ
て主食とする保存食キャッサバ・パン (ガリフナ
語でエレバ ereba)をつくった。そして、キャッ
サバ・パンづくりに欠かせない、キャッサバ芋
をすり潰すための小石を木の板に打ち込んだ擦
り板（ガリフナ語でエギ egui)や、すり潰した
粉から毒素の入った水分を絞り抜くための巨大
なヘビ状のカゴ（ガリフナ語でルグマ ruguma)

などを、アマゾン～カリブ海先住民と同様の方
法でつくった。そして、キャッサバ芋の毒抜き
過程の際にとれるしぼり汁を発酵させたドゥマ
リ (dumari)という調味料やヒユ (jiyu)という醸
造酒もつくった。
ガリフナの女性たちは、自らの畑でとれるバ

ナナ、オレンジ、マンゴ、パパイヤ、アボガド
などをトルヒーリョの市場で売った。海岸に生
えるココヤシは共有された。ココヤシの丸太や
葉が家の材料や寝具になるとともに、その実が
食糧や飲料となり、さらに実を包む繊維が、ホ

ウキ、タワシ、ロープなどの材料になり、殻は
かまどの燃料になった。背後の山から流れ入る
川が澄んだ水を運び飲用や生活水となった。
庭では、スペイン人から提供されたヤギ、ブ

タ、ニワトリなどが飼われてその肉や卵が食さ
れた。
現在、ガリフナの食文化として知られ、1797

年の「上陸」後まもなく、ガリフナの食生活に加
わったであろうものに、ココナツ・ミルクで小
麦粉を溶いて焼いたパンであるココナツ・パン
と、バナナを煮たものを杵と臼でついたフドゥ
トゥ（judutu/ hudutu,スペイン語 machuca）が
ある。
ココヤシ（ココナツの木）とバナナは、コロ

ンブス以前の新大陸にはなく、16 世紀にアメ
リカ大陸の熱帯に広がった。ココナツとバナナ
が、18世紀のセント・ビンセント島を含む小ア
ンティル諸島で栽培され食されていたことは、
アゴスティーノ・ブルニアス (Agostino Brunias,

1730–1796)の風景画からも確認できる32。
一方、熱帯のセント・ビンセントでは小麦は

育たない。一部のイギリス人植民者が、本国か
ら輸入した小麦粉をもっていただろうが、イギ
リス人植民者と対立していたブラック・カリブ
（セント・ビンセント時代のガリフナの呼称）が、
小麦粉を食文化に取り込むことはなかった。ガ
リフナが小麦粉でパンをつくるようになったの
は、1797年、イギリス軍が約 2000人のガリフ
ナ人とともに約 70トンという大量の小麦粉を
ロアタン島においていったことによる33。小麦

32ブルニアスは、1770年にウィリアム・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
ルバドス島などの風俗を油絵にする。彼が描いた風景の大
半にココヤシが描かれているとともに West Indian Man of
Colour, Directing Two Carib Women with a Child と題され
た作品にプランテン・バナナを運ぶカリブ人女性が描かれ
ている。Bagneris,2018,p.235

33 WO,1/82
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粉は、そのままでは食用に適さず、水分を加え
て火を通す必要がある。ロアタン島に「上陸」
したガリフナ人にとって、最大の問題は水の確
保であった。ロアタン島に川らしき川はない。
ガリフナ人は、ロアタン島の海岸に自生するコ
コヤシの実からとったココナツ・ミルクを小麦
粉に加えて練ったものを、鉄板（グリル）の上
で焼いてパンにした。イギリス軍はロアタン島
に 21 個のグリルをおいていった34。このココ
ナツ・パンの製法は、現在では、ドラム缶をグ
リルにして、ガリフナ社会で継承されている。
ガリフナ人の祖先にあたる小アンティル諸島

のカリブ人35の調理法は、柵の上において焼く
バーベキューが主だった36。一方、ガリフナ人
が中米地域にやって来た頃、ミスキート人は、
プランテン・バナナ（食用バナナ）を煮て食べて
いた。また、ミスキート人にとって杵と臼は必
携の家財道具であり、さまざまな穀物を杵と臼
でついて食用にしていた。ガリフナ人は、隣接
民族であるミスキート人の「煮る」「つく」とい
う調理法を自らの食文化に取り入れ、プランテ
ン・バナナを煮たものを臼と杵でついたフドゥ
トゥという料理を生み出した。バナナをついて
餅状にしたフドゥトゥは、トウガラシや煮魚を
加えたココナツ・ミルクのスープとともに食さ
れる。37

記録によると 1797年 9月、トルヒーリョに
やってきたにガリフナ人は 1465 人 (男性 496

人、女性 547人、子ども 422人)だった。それ
までの過酷な経緯により老人や乳幼児など体の
弱い者はすでにいなかった。トルヒーリョに到

34 WO,1/82
35小アンティル諸島のカリブ人（アイランド・カリブ）と
ガリフナ（ブラック・カリブ）との関係は、冨田,2016を参
照のこと。

36 Tertre,1654
37ガリフナの衣食住については冨田,1994bを参照のこと。

着後の最初の 1年で 500人以上の新生児が生ま
れた38。出産可能なガリフナ人女性のほぼ全員
が出産したのだ。定住 4年後の 1801年には、ト
ルヒーリョのガリフナ人は、約 4000人になっ
た39。戦争や災害などで集団が大きな苦難を受
けた後に出生率が増加することは、第二次大戦
後に起きた世界的なベビーブームなどで知られ
ている。トルヒーリョに暮らしはじめたとき、
ガリフナは男性 (496人)より女性 (547人)のほ
うが多かった。ガリフナ人の祖先にあたる小ア
ンティル諸島のカリブ人が一夫多妻であったこ
とに加え40、敗戦、幽閉、追放といった一連の
過程によって、かつての親族組織や社会階級が
限りなく破壊されたのちに、新天地での暮らし
をはじめことから、カリブ人社会にあった外婚
制などにとらわれずに自由な性交がおこなわれ
たからであろう。
現在、ホンジュラスには、ハイチからやって

きた黒人の子孫を自認したり、古いハイチ語を
話したりする黒人集団はない。1826 年にトル
ヒーリョに立ち寄ったオランダ人旅行家の記録
に「この地区の住民のほとんどはセント・ビン
セント出身であるが、一部サント・ドミンゴ出
身者が含まれている」41とあるように、ガリフナ
がトルヒーリョにやってくる以前からトルヒー
リョにいたハイチからきた約 300人の黒人たち
の多くがガリフナ人と家族をつくったりしなが
らガリフナ社会に溶けこんでいった42。一方、現
在、トルヒーリョ近郊にあるラ・コロニア集落
の漁師たちは、自らをガリフナではなく、ジャ
マイカからきたイギリス黒人だと自己認識し、

38 Gonzalez,1988,p.118
39 Vallejo,1884,1893
40 Tertre,1654
41 Haefkens, 1969 (1827), p.286/ Gonzalez,1988, p.53, 63,

119
42金澤,2018
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彼らの文化はガリフナのものではない。ラ・コ
ロニア集落の漁師たちは、1801年の調査で記録
された約 300人のイギリス黒人の子孫たちなの
だろう。
こうしてガリフナ人の人口は急増した。この

ガリフナ人口の急増は、ガリフナより 10年ほ
ど前にトルヒーリョにやってきたスペイン人植
民者の人口急減と対照的であった43。
トルヒーリョのガリフナ人は、カヌーによる

漁労や、キャッサバなどの農耕といった小アン
ティル諸島のカリブ人につながる伝統的生業を
おこなうとともに、男たちがトルヒーリョのスペ
イン官憲による町の建設や防衛に携わったり、女
たちが自らの畑から得た農産物をトルヒーリョ
の市場で販売したりして現金収入を得た。セン
ト・ビンセント時代のガリフナ（ブラック・カ
リブ）は、男たちはフランス人などの他者と共
同で戦ったし、女たちは自らつくった農産物を
市場で販売していたのである。

1799 年、イギリス軍が再びトルヒーリョを
攻撃するが、約 100人のガリフナ人男性がスペ
イン軍とともに戦い、イギリス軍を撃退した44。
ガリフナ人は有能な兵士として名声を上げた。
こうして、セント・ビンセントからの過酷な

旅を終えたガリフナ人は、ホンジュラスのトル
ヒーリョで新たな暮らしを軌道にのせた。ガリ
フナ人は、セント・ビンセント時代の慣習をあ
る程度は残しつつも新たな環境に適応してゆく
なかで、スペイン人、ハイチから来た黒人、メ
スティーソ、イギリス人、ミスキート人、タワ
カ人、ペッシュ人など、新たに出会ったさまざ
まな他者たちと交流し、彼らの文化を吸収しな
がら自らの文化をつくっていった。

43 Taylor,M,2011
44 Gaceta de Guatemala, 18 de junio, 1799/ Burdon, 1933,

p,71-72/ Gonzalez,1988,p.129

〈写真 1〉エギを使ってキャッサバ芋をすり下ろす。
キャッサバ・パンの調理法はアマゾン～カリブ海先
住民と同じである。（筆者撮影）

III-iii祖先崇拝儀礼ドゥグの成立
ガリフナたちは、死者がでると太鼓とマラカ

スを鳴らしながら一晩中踊りつづけて弔った。
また、ブージェイ (buyei)とよばれるシャーマ
ンが祖先霊との交信のもとさまざまな儀礼をお
こない人々の病や苦しみを癒した。ブージェイ
とは、小アンティル諸島にヨーロッパ人がやっ
てきた 17世紀の史料にも記録されているカリ
ブ人の霊的職能者である45。
そもそもガリフナは、セント・ビンセント時

代からフランス人宣教師によるカトリックの影
響を受けていた。スペイン領下のホンジュラス
は、カトリックが国教とされすべての住民にカ
トリックへの帰依を強いていた。カトリックは、
ガリフナたちの死者観念やそれにともなう各種
儀礼を否定することははく、その継続を黙認し
た。ホンジュラスにやってきたガリフナたちは

45 17 世紀中ごろに小アンティル諸島のカリブ人と交流を
もったフランス人宣教師ジャン・バプティスト・テルトル
神父による博物誌にカリブ人の宗教と宗教的職能者ボジェ
（boye / boyez）に関する詳細な記録がある。テルトル神父
の記録にみられるカリブ人のボジェと、現在のガリフナ人
の宗教的職能者ブージェイ (buyei) は共通するところが多
く、現代ガリフナ人のブージェイは、小アンティル諸島の
カリブ人のボジェが今日まで継承されてきたものと考えら
れる。Tertre,1654,pp.393-465
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カトリック教徒として教会に通った。
現在、ガリフナ人は、キリスト教カトリックに

祖先崇拝とシャーマニズムを融合させた独自な
宗教体系をもち、ドゥグ (dugu)をはじめとした
大規模な憑依儀礼をおこなっている。一方、セ
ント・ビンセント島のブラック・カリブや小アン
ティル諸島のカリブ人を記録した史料をみると、
現在のガリフナに繋がるシャーマンの呼称や歌
唱法に関する記述はみつけられても、現在のガ
リフナ社会でおこなわれているようなカトリッ
クと習合した大規模な憑依儀礼の記録は見当た
らない。長年にわたる過酷な経験の後に、スペ
イン官憲によってホンジュラスのトルヒーリョ
に安住の地を得たガリフナ人は、やはりスペイ
ン官憲のもとにいたハイチからきた黒人たちを
自集団に取り込んだ。ハイチからやってきた黒
人たちとガリフナは、ともにスペイン官憲のも
とにいただけでなく、フランス語系クレオール
語を話すことや形質的な共通性があった。ガリ
フナたちはハイチのブードゥー (vodou)の儀礼
や宗教観を自分たちのものと習合させて、祖先霊
のもとに親族を結束させるガリフナ独自の儀礼
群と宗教体系をつくりだした。こうしてガリフ
ナがつくりだした各種の儀礼と宗教体系が、一旦
は絶滅に瀕したガリフナを再生させる力になっ
た。現在もトルヒーリョには複数のブージェイ
がいる。彼らはトルヒーリョからガリフナの各
集落に出向いて各種儀礼をおこなっている。46

III-iv トルヒーリョから近郊への拡散
ホンジュラス、トルヒーリョのクリスタレス

地区とリオ・ネグロ地区に暮らしはじめたガリ
フナ人であったが、まもなく急増する人口に対
しこの地区だけでは手狭になった。ガリフナの

46ガリフナの祖先崇拝儀礼ドゥグについては冨田,1995を
参照のこと。

男たちは、カヌーに乗ってカリブ海沿岸を往来
しながら新天地をさがした。ガリフナ人が暮ら
すためには、海に面して漁ができること、飲み水
や洗濯などのための川があること、キャッサバ
芋などの畑になる土地があることが求められた。
当時のホンジュラス北部カリブ海沿岸は、ほと
んどが手つかずの自然が残る大地だった。ガリ
フナたちは、リーダーのもと数十人のグループ
になってカヌーに乗ったり、海岸線を歩いたり
して、移動していった。
トルヒーリョ湾は、北西に開いた入江であり、

東側は砂州が形成されてカヌーで湾の外側に出
ることは困難である。一方、トルヒーリョ湾の
西側は砂浜が続き容易に沿岸を移動できる。
こうして、まず、トルヒーリョ近くの湾内に、

サンタ・フェ (Santa Fé/ガリフナ語Giriga)、サ
ン・アントニオ (San Antonio/ガリフナ語Mar-

guruguru)、グアダルーペ (Guadalupe/ガリフナ
語 Funda)といったガリフナ人集落ができた47。
また 1808 年には、さらなる西にトリンフォ・
デ・ラ・クルス (Triunfo de La Cruz/ ガリフナ
語 Dufigati)とサン・フアン (San Juan/ ガリフ
ナ語 Durubuguti)の集落がつくられた。

III-v トルヒーリョからモスキティア方面への
拡散

1800 年、ミスキート人が、シコ川河口のス
ペイン人入植地リオ・ティント（ブラック・リ
バー）を襲撃して住民を虐殺する事件が起きた。
ガリフナたちがトルヒーリョ湾の外に出て、

東に向かってモスキティア方面へと居住域を広
げたのは 1803年以降のことであった。その後、
シコ川（歴史名リオ・ティント, 英語名ブラッ
ク・リバー,ガリフナ語 Intintu）までのカリブ海

47 Davidson,1984,p.16



42 冨田晃

沿岸にチャパグア (Chapagua/ガリフナ語 Cha-

paua)、アグアン (Aguan /英語名Monkey Ap-

ple Town/ ガリフナ語 Lawan Wairiti)、リモン
(Limón/英語 Lime/ガリフナ語 Limun)、リオ・
サルコ (Río Zarco)、プンタ・ピエドゥラ (Punta

Piedra)、クスナ (Cusuna/ガリフナ語Gusunau-

gati)、シリボヤ (Ciriboya/英語Sereboyer)、イリ
オナ (Iriona/英語 Zachary Lyon Point/ガリフナ
語 Iriuna)、サン・ホセ・デ・ラ・プンタ (San José

de la Punta)、サングレラヤ (Sangrelaya/ガリフ
ナ語 Sangaraya)、コカリート (Cocalito/ガリフ
ナ語 Falumarugu)、トカマッチョ (Tocamacho/

英語 Cape River/ ガリフナ語 Dugamachu)、サ
ン・ペドロ (San Pedro)、バタリャ (Batalla)、プ
エブロ・ヌエボ (Pueblo Nuevo)、ブエナ・ビスタ
(Buena Vista/ガリフナ語 Buiti Arihini)、プラプ
ラヤ (Plaplaya) の集落が次々につくられた48。
この、トルヒーリョ湾の外側東の約 100 キロ
メートルのカリブ海沿岸は、トルヒーリョなど
スペイン人の町からのアクセスが困難で、スペ
イン人よりもブラック・リバー入植地のイギリ
ス人やミスキート人との関わりが大きかった地
域である。この一帯は、一つの文化領域として
コスタ・アリバ (Costa Arriba)とよばれるよう
になった。
コスタ・アリバ最東端のガリフナ人集落プラ

プラヤは、ミスキート人の集落パラシオス（元の
ブラック・リバー入植地およびリオ・ティント
入植地）とシコ川を隔てて隣接する。ガリフナ
人は、モスキート王による招きのもとプラプラ
ヤの集落をつくり、ミスキート人やイギリス人
が暮らすパラシオス（ブラック・リバー入植地）
の労働者として働いた。シコ川から東は「モス

48ここでのスペイン語集落名は、1859 年のココ川以西の
モスキティア地方のホンジュラス併合以降につけられたも
ので、それ以前は英語の別名だったところが多い。Strange-
ways,1822/ Young,T.,1842

キート王国」の支配地であり、ガリフナ人はそ
の先には進めなかった49。また、ホンジュラス
の独立後、中米諸国の統一を目指したホンジュ
ラスの武将フランシシコ・モラサン（Francisco

Morazán Quezada, 1792-1842）は、1832 年の
ニカラグアおよびコスタリカへの派兵などにお
いて、コスタ・アリバのガリフナ人男性を傭兵
とした50。

III-vi 英米の駆け引きと「ポヤイス国」事件
トルヒーリョ湾の外、東側のモスキティア地

方は、イギリス保護領モスキート王国であった
が、1786 年のロンドン条約により、イギリス
は、この地域から一旦は撤退した。ミスキート
がイギリスの後ろ盾をなくした隙に、ニカラグ
アのスペイン勢力がこの地域を支配しようとす
るが、ミスキートたちは反発してスペイン支配
地への襲撃をくりかえした。

1803年にはヌエバ・グラナダ（後のグラン・
コロンビア、現在のコロンビア）が、ニカラグア
領であるココ川以南のモスキティア地方を自国
領とした（1831年、グラン・コロンビア解体に
より解消）。1807年、イギリスは人道主義運動
の高まりのもと奴隷貿易を廃止し、それまでミ
スキート人がおこなってきた人さらいや人身売
買も許されなくなった。ヨーロッパでのマホガ
ニー需要が高まるなか、それを伐採する労働力
不足がイギリス人植民者の深刻な問題になった。

1811 年にはじまるスペインからの独立戦争
の混乱のなか、ジャマイカを拠点とするイギリ
スが、再びニカラグアへの進出をはじめ、1816

49 19 世紀はじめモスキート王の誘いのもとガリフナ人は
パトゥーカ川河口に集落をつくるが、間もなくハリケーン
により壊滅し住民はプラプラヤに移住した。一方、19 世紀
末には、イギリス官憲の誘いのもと、ニカラグアのパール・
ラグーン湖畔にガリフナ人集落ができた。

50 Gonzalez,1988,p.130
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〈地図 2〉中米地域のガリフナ人集落

*中米地域のガリフナの集落は、地図外のニカラグア、パール・ラグーン湖畔にもある。（Michael Crawford
(ed.), Black Caribs a Case Study in Biocultural Adaptation, 1984, p.20を参考に筆者作成）

年、ココ川以南のモスキティア地方（現在のニ
カラグア領）に傀儡国家モスキート王国を再建
した。

1820 年頃、ラテンアメリカ諸国が次々とス
ペインから独立していくなかで、すでに産業革
命を果たしていたイギリスは、自国の工業製品
の輸出先を求めてラテンアメリカ諸国に進出し
ようとした。一方、1797年の建国以来、確実に
国力を高めていった米国は、1823 年の年次教
書においてヨーロッパ諸国の旧スペイン植民地
への不介入を求める「モンロー主義」(Monroe

Doctrine) を打ち出してヨーロッパ諸国を牽制
した。こうして、中米地域を巡るイギリスと米
国の争いが激しくなった。この頃、世界の列強
諸国は、中米地峡を横断する運河の建設を画策
していた。地峡の幅のもっとも狭いパナマと、
湖を使うことができるニカラグアの二つのルー
トが有力視された。

1822年、イギリス、ロンドンにてキャプテン・
トーマス・ストレンジウェイズ (Captain Thomas

Strangeways, 本名グレガー・マクレガー Gre-

gor Macgregor, 1786–1845) と名のる人物によ
り『モスキート海岸のスケッチ：ポヤイス領地
を含む』(Sketch of the Mosquito Shore: Includ-

ing the Territory of Poyais)が出版された51。ポ
ヤイス (Poyais)とは現在のホンジュラス領モス
キティアに想定された架空の国である。本の内
容は、すでに知られていたモスキティア情報に
加えて、「ポヤイスでは、金や銀がそのままみえ
る状態の鉱石があちこちに転がっている。動物
と魚はとても豊富で、一日の狩りや魚釣で、一
週間家族を容易に養うことができる。その土壌
はとても肥沃で、トウモロコシは年３回を収穫
でき、砂糖やタバコなどの換金作物が労せずに
育つ。首都には、舗装された並木道に大邸宅が
並ぶ。劇場、オペラハウス、ドーム型大聖堂、
銀行、国会議事堂、王宮があり 2万人が住む」
といった夢物語を加えたものであった。ストレ
ンジウェイズことグレガー・マクレガーは、イ
ギリス軍人としてベネズエラの独立戦争に派遣
されたときの経験や、ロンドンで読んだ文献な

51 Strangeways,1822
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どをもとに理想国「ポヤイス」をねつ造したの
だ。それは、架空の国への入植者を募り、事業
への投資金を集める詐欺だった。イギリスの名
だたる名士たちが投資に加わるとともに、1822

年から 1823年にかけて約 250人のイギリス人
やフランス人が大西洋を渡って、ミスキート人
が暮らしていたブラック・リバー入植地（スペ
イン語でリオ・ティント、現在のパラシオス）に
入植した。入植者は、すぐに騙されたことに気
が付いた。約 40人がブラック・リバーに残る
が、大半が脱出してベリーズ経由でイギリスに
帰国したが、生還した者は 50人に満たなかっ
た。マクレガーが架空の国をでっちあげて資金
を集めるとともに多くの人々を死に追いやった
この件は、新聞が盛んに報じてスキャンダル化
し「イギリス史上最大のペテン事件」とよばれ
ることになった。52

現在、プラプラヤのガリフナ人は、何代か前
のおじいさんはフランス人だったという。おそ
らく、このときブラック・リバーに入植したフ
ランス人のことだろう。

III-vii トーマス・ヤングの記録にみるガリフナ
人の暮らしと異文化吸収

1823 年頃のイギリスを騒がせた一大スキャ
ンダル「ポヤイス国事件」から 15年ほどが過
ぎた 1839年、イギリス政府は「イギリス中米
土地会社」を設立して、1786年のこの地域から
の撤退後、改めてココ川以西のモスキート海岸
（現在のホンジュラス領）への進出を図った。
イギリス中米土地会社の副所長トーマス・ヤ

ング (Thomas Young)は、1839年から 1841年
にかけて、ブラック・リバー入植地を拠点にモ
スキート海岸に滞在した。トーマス・ヤングは、

52 Dozier, 1985, pp.30-51/ Sinclair,2004/ヒッチング, 2017
(2016), pp.190-193

コスタ・アリバの各ガリフナ人集落のほかトル
ヒーリョ、スタンクリーク（現在のダングリガ）
のガリフナ人コミュニティを訪問し、帰国後ま
もなく滞在記を出版した。以下、トーマス・ヤ
ング著『モスキート海岸滞在記』1842からの抜
粋である。原文では、ガリフナ人のことをCarib

と記してあり、ここではカリブ人とした。

現在、モスキート海岸に住むカリブ人は多
い。モスキートの王の一人が、カリブ人の先
祖にブラック・リバーの西側とパトック53の
一部を与えた。そしてカリブ人が入植し栄え
た。北風がパトック入植地を破壊し、その住
民はブラック・リバーの西側に合流した。彼
らは、穏やかで、フレンドリーで、器用で、勤
勉である。彼らは、着こなしがとても愛くる
しいことで有名である。飾り帯のように腰に
は赤いベルトをして、ストローハットを知っ
たかぶりのように折り返し、清潔な白いシャ
ツとフロック、長くて細身のズボンを身につ
けて、手には傘、キビ、剣をもつ。そして、ベ
リーズの白人役人の誰かの恰好をまねて、楽
しそうに気取って歩く。実際、彼らの着こな
しの全てがとても愉快である。
カリブ人の女性は、色のついたビーズをさ

まざまに下げて自らを飾るのが大好きである。
自分たちの畑で獲れたものを売りにいくとき
は、キャリコ54のベストと派手な色合いのス
カート、髪にはハンカチーフを巻いて、後ろ
に垂らしている。家にいるときは、彼らはさ
ほど特別ではなく、ほぼ自然の装いである。
しかし、白人が近づいてくると、彼らは一旦
恐ろしさで逃げるが、まもなく、おしゃれな
いで立ちで現れる。

53現在のパトゥーカ川 (Río Patuca) のこと
54東インド産の目の細かい綿布
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カリブ人をハンサムな民族と認識すること
はできない。しかし、彼らは強く運動能力が
高い。彼らの肌色は幾分注目に値する。ある
者は石炭のような黒色で、ある者はサフラン
のようにほとんど黄色である。しかし、彼ら
は一つの民族としてブラック・カリブとよば
れている。彼らはとても清潔づきであり、言
語習得能力がとても高い。男性のほとんどが
カリブ語とスペイン語と英語を話すことがで
きる。そしてなかには、クレオール・フラン
ス語とミスキート語までもできる者もいる。
そして、聞いたところではある女性は、カリ
ブ語、スペイン語、フランス語、とか、カリブ
語、英語、スペイン語といったように、確かに
彼らの言語の現れ方は不思議である。一夫多
妻は彼らにとって一般的である。ある者は 3・
4人の妻をもつ。ただし夫は、それぞれの妻
に家と畑を与えなければならない。ある妻に
何かをプレゼントをするには、他の妻にも同
じ価値のものを与えなければならない。そし
て、彼の時間を妻たちに平等に分け与えなけ
ればならない。一週間はある妻と、次の一週
間は他の妻と、といったように。一人のカリ
ブ人が妻をもつとき、妻のために畑を切り開
き、家を建てる。妻は、それを管理する。夫
は、次の畑を開く翌年までは紳士でいる。妻
は、畑をとても丁寧に根気よくスキルをもっ
て管理する。それを 12から 15ケ月間かけて
おこなう。生産物は妻のものである。妻は、
妻の夫と家族のための分を家にとっておいて、
残りは、服やそのほか必要な物を買うために
手放す。クリスマスの直前、女性たちは、さま
ざまな仕事をする。米、豆、ヤム芋、バナナを
トルヒーリョやベリーズまで運ぶ。そして、
船乗りである夫を雇う。週につき 2ドルを夫
に払うことは、女性が畑で必要な仕事をこな

せないときの慣習である。女性は、生産物を
小枝で編んだカゴにいれて運ぶ。そして畑ま
で相当な距離があっても移動する。私は、モ
ンキー・アップル・タウン55からウエリント
ン城塞56までの 40マイルの距離を、塩やキャ
リコや食料のはいったカゴを担いで歩く人た
ちを知っている。女性たちの交易の旅に男性
が供をする。しかし、男たちは決して荷物を
運ぼうとしない。乾季になると女性たちは薪
を集め覆いのあるところに保管をして雨季に
備える。勤勉さと思慮深さがカリブ人女性の
際立った特徴である。つまり、女性たちは必
要かつ的確なことをする。
男たちは、伐採、植栽、狩り、漁、快適な家

づくり、素晴らしい舟づくり、航海などをす
る。ある者は立派な仕立屋を営み、ある者は
有能な大工である。みな自らがもっている能
力をうまく生かしている。彼らは、しばしば、
トルヒーリョやベリーズのロマン川やライマ
ス川でのマホガニー関連の仕事にいって伐採
に従事する。力強い彼らはこの仕事に向いて
いる。5・6カ月間ときにはそれ以上の間、月
あたり 8から 12ドルで働く。すばらしい力
を発揮しマホガニー伐採の全ての工程を理解
して、月あたり 15・16ドル稼ぐ何人かのカ
リブ人を私は知っている。雇用期間が終わる
と、彼らは、役に立つ品々をどっさりもって、
お決まりの装いで、それぞれの家に帰る。私
はベリーズから帰ってきたばかりのケープタ
ウン57出身の一人のカリブ人をみた。彼の装
いは、布のブーツと白いハットと、黒いコー
ト、白い半ズボン、ファンシーな色のシャツ、

55現在のサンタ・ロサ・デ・アグアン (Santa Rosa de Aguán)
のこと

56ブラック・リバー入植地内のイギリス人居住地区のこ
と

57現在のバタリャ (Batalla) のこと
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輝いたズボン吊りという出で立ちで手には傘
をもっていた。彼のコートは、とても引き締
まっていて、着心地が悪そうにみえた。私た
ちは彼にパイナップルを切り分けるように頼
んだ。彼は何回かの果敢な挑戦の末、それを
成し遂げた。58

この文章から、1840年頃のガリフナ人の暮ら
しぶりが以下のように読み取れる。

・男性は、イギリス人植民者から提供されるマホ
ガニー伐採の仕事で半年ほどの出稼ぎをして、
かなりいい現金収入を得ていた。
・男性が、複数の妻をもつことは一般的であった。
・妻たちは、それぞれの家と畑をもっていた。
・夫が出稼ぎで不在の間、女性が自給用の農産
物を生産するとともに、余剰物を換金して収入
を得ていた。
・夫と妻は、家計を別にしていた。
・夫は、各妻の家に何日かに分けて出入りして
いた。
・おしゃれ好きであった。

こうしたガリフナ人の生活ぶりは、17世紀の
フランス人宣教師ジャン・バプティスト・テル
トルが記録した小アンティル諸島のカリブ人59

や現在のガリフナ人に通じるところが多い。
ヤングの『モスキート海岸滞在記』には、現在、

代表的なガリフナ人の伝統舞踊の一つとしてみ
なされているジョン・カヌー（英語 jone canoe/

junkanoo/ jonkonnu、ガリフナ語ジャンクヌー
jankunu,ワナラグア wanaragua、スペイン語：
マスカロ mascaro）が、ミスキート人の習俗と
して描かれている。

年の終わりには、ある種のダンスであるジョ
58 Young,T.,1842,pp.122-124
59 Tertre,1654

ン・カヌーを楽しむ。（中略）それぞれの衣装
の上部はノコギリザメのノコギリが正確に表
現されていて、さらに赤、黄、黒の斑点が塗
られている。二人の男たちが、カニのような
動きで前や後ろに動く。ときどき、彼らのか
さばったヘッドギアのついた頭を互いに儀式
ばって曲げる。しかし、それはとてもコミカ
ルなしぐさなので大きな笑いを引き起こす。
それは、ほとんど単音の彼らの唄によって、
盛り上がる。「ヤプテ　タラ　ヤプテ　タラ
　プネ　ヤプテ」（おばあさん　おばあさん　
素敵なおばあさん）インディアンたちは、口
に小さなチューブを加えて、気ままに、奇妙
な長い音を出す。ジョン・カヌーの男たちが
疲れると、次の二人に交代する。60

ジョン・カヌーとは、18 世紀前半にアフリ
カ西海岸でジョン・カヌー (January Conny /

John Kenu / Johann Kuny / John Conrad / Jo-

hann Cuny / Jean Cunny / January Konny / John

Conni, ?-1724)とよばれた実在の人物に由来す
る舞踊である。アハンタ民族の首長であったカ
ヌーは、周辺民族を捕まえてヨーロッパの奴隷船
に売ることで利益を得るとともに、現在のガー
ナ、プリンセス・タウン（Princes Town, 当時
Fort Fredericksburg）の独立を保ち、約 20年間
にわたりオランダをはじめとするヨーロッパの
覇権勢力と戦い続けた。1724 年のカヌーの死
後、約 2万人の彼の軍はイギリス軍に敗北した。
カヌーの従者たちは、イギリス軍に拘束されて
奴隷としてイギリス領アメリカ各地に送られた。
彼らは、ジョン・カヌーの戦士であったことの
誇りを、カーニバルやクリスマスといった移送
された地における年中行事において舞踊にして
あらわした。

60 Young,T.,1842,pp.30-31 　原文は英語、筆者が邦訳。
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現在、ジャマイカやバハマで伝わるジョン・
カヌーは、仮面やコミカルな衣装でいくつかの
キャラクターに扮した踊り手が太鼓と笛の伴奏
をともなって一群をつくり踊りながら練り歩く
ものである61。そして、ヤングの記録から分か
るように、1840 年頃にはジャマイカと同じく
イギリス支配下にあったモスキート海岸のミス
キート人にもジョン・カヌーは伝わっていた。
一方、現在、ガリフナ社会においてジョン・カ

ヌー（ガリフナ語ではジャンクヌーもしくはワ
ナラグア）62は、ガリフナの代表的な伝統芸能の
一つとみなされているが、ミスキート社会には
伝えられていない。そして、ホンジュラスのガ
リフナ社会のジャンクヌーの衣装は、派手な色
のスカートとブラウス、白人を模した仮面、無
数の貝殻をつけた膝当て、そしてパペル・チノ
（中国紙）とよばれるお花紙で装飾された頭飾
りをかぶる。その頭飾りには、ヤングが記録し
た「ノコギリザメのノコギリが正確に表現」の
特徴があるように、ホンジュラスのガリフナ社
会のジャンクヌーは、ミスキート人のジョン・
カヌーが伝わったものだと考えられる。素材が
パペル・チノになったのは、19世紀後半に中国
人移民が中米諸国にやってきてからのことだろ
う。一方、現在、ダングリガをはじめとするベ
リーズのガリフナ社会に伝えられているジャン
クヌーの衣装は、19世紀はじめのヨーロッパの
兵士をイメージさせる軍服調のものである。そ
れは、かつてベリーズに駐在したイギリス軍の
服装を模したものだと考えられる。
ホンジュラスおよびベリーズともにガリフナ

のジャンクヌーを伴奏する楽団に太鼓は必須で
あるが、ジャマイカやバハマのそれのように笛

61 Bettelheim,1988
62ガリフナのジャンクヌー（ワナラグア）については冨
田,1994a を参照のこと。

をともなうことはない。また、リズムと舞踊の
様式も、ジャマイカやバハマのものとは異なり、
ガリフナ独自のものである。また、ガリフナの
口承伝承では、ジャンクヌー（ワナラグア）は
「セント・ビンセント島においてイギリス人に
抵抗するため酋長のサトゥエが白人女性に扮し
て戦ったことにはじまる」とされている。この
語りは、実際の舞踊とあいまって、祖先の英雄
譚として現在まで伝えられている。このように
ガリフナ文化には、外部から持ち込まれた芸能
を自集団継承のための神話として取り入れるし
たたかな柔軟性がある。
現在、ガリフナの伝統音楽において最も大切

だと認識されているのが、ガリフナ語でガラオ
ン (garawon)とよばれる大小一組の片面太鼓で
ある。ヤングの『モスキート海岸滞在記』には、
ガリフナ人出稼ぎ労働者がおこなう娯楽を描写
した太鼓ガラオンの構造や奏法に関する以下の
記述がある。

ウエリントン城塞で働いているときの彼ら
の夕方の楽しみは、歌と踊りである。松明の
もとに集まって数時間はげしく歓楽に浸る。
空の粉の樽の頭部をシカの皮で覆い、小棒で
きつく張ったものを低音太鼓として使ってい
る。（中略）これらは、平手で演奏され、そ
の結果は、驚くべき一つの音楽である。（中
略）彼らのなかには、イギリスのドラマーの
ように細かなロールを叩ける人がいる。彼は
ベリーズでそれを習得し、人々からうらやま
しがられている。それはこの海岸一帯に普及
しつつある。63

ガリフナ太鼓ガラオンは、西アフリカとアマ
ゾン先住民の太鼓の特徴をかねそなえているが、

63 Young,T.,1842,p.135
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具体的な楽器の形状、大きさ、構造、奏法とな
ると、ガラオンはあくまで独自であり、アフリ
カ系やアマゾン先住民の他の太鼓に同様のもの
は見当たらない。ガリフナ太鼓ガラオンは、木
製の円筒状の胴の側面に穴をあけそこにロープ
を通して、ロープを小棒でねじりまわすことに
よって皮を張る。そして、打面の中央直径に紐
や針金の響き線が張られビリビリという粗雑音
が加わる。アゴスティーノ・ブルニアスによる
小アンティル諸島の 18世紀の風景画に描かれ
た現地住民の太鼓は64、大きさ、形、奏法、紐
の響き線などが、ガリフナ太鼓ガラオンと似て
いるものの、皮の張り方が異なり、ロープに小
棒を挟んでそれをねじりまわす構造ではない。
トーマス・ヤングは、ガリフナ太鼓の材料と

構造を「空の粉の樽」「小棒できつく張った」と
記している。1797年のガリフナ「上陸」の時、
ガリフナ人は太鼓をもっていなかった。当時、
樽は袋よりも取り回しが容易でネズミに強く帆
船での食料移送に使われていた。イギリス軍が
当面の食料と生活資材としてロアタン島に残し
た品々のなかには小麦粉をはじめ樽摘の物が多
かっただろう。ロープは、イギリス軍がロアタ
ン島にプリンス・ウイリアム・ヘンリー号を乗
り捨てたので、この帆船の備品であったロープ
を入手することができた。また、イギリス軍は、
太鼓製作に必要な各種工具やマスケット銃もロ
アタン島においていった65。ガリフナ人は、イ
ギリス軍がおいていったマスケット銃で野生の
シカをしとめて太鼓の皮とし、イギリス軍が小
麦粉などの容器としておいていった樽を太鼓の
胴にした。太鼓の皮を張るには、イギリス軍が

64例えば、Natives Dancing in the Island of Dominica, Fort
Young Beyond (1779)/ Negroes Dance in the Island of Do-
minica (1779)/ The Handkerchief Dance (1780) と題された
作品群に描かれた太鼓。Bagneris, 2018, p.33

65 WO,1/82

乗り捨てていった帆船のロープを使った。セン
ト・ビンセント島からロアタン島までの移動の
間、ガリフナ人は奴隷として拘束されていたわ
けではなく比較的自由であった。その間にガリ
フナ人は船員たちがおこなうさまざまなロープ・
ワークをみていただろう。ガリフナ人は、「上
陸」後、その場で手にいれられるものを材料とし
知恵と工夫を凝らして現在まで継承されること
になるガリフナ太鼓ガラオンを考案したのだ。
ガリフナ太鼓ガラオンは通常、大小組で演じ

られる。一人の奏者が一つの太鼓を両手の素手
で叩く。大きいほうの低音ガラオンが基本リズ
ムを担当し、小さいほうの高音ガラオンが即興
的な独奏を演じる。低音ガラオンには木綿の紐
の響き線が、高音ガラオンには針金の響き線が
つけられている。高音ガラオンの聴かせどころ
であり奏者の腕のみせどころの演奏技法に、打
面を高速で連打して持続音を出すロール奏法が
ある。このロール奏法は、イギリス軍楽隊の小
太鼓が多用する奏法である。軍楽隊には、戦時
における指示の役割があり、小太鼓には音をよ
り目立たせるため皮面にビリビリとした音を出
すための金属の響き線 (スネア）が付けられて
いる。イギリスの軍楽隊は、このスネア・ドラ
ムにおけるロール奏法を多用する。上記のウエ
リントン城塞（ブラック・リバー入植地）で働
くガリフナ人を記録したものに「彼らのなかに
は、イギリスのドラマーのように細かなロール
を叩ける人がいる。彼はベリーズでそれを習得
し、人々からうらやましがられている。それは
この海岸一帯に普及しつつある」とあることか
ら、現在、ガリフナ太鼓ガラオンの演奏技法と
して定着しているロール奏者や、高音ガラオン
につけられた針金の響き線は、ベリーズに駐在
したイギリス軍楽隊のスネア・ドラムからの影
響であると考えることができる。現在のガリフ
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〈写真 2〉ガリフナ太鼓ガラオンを叩く。ガラオンの
構造や奏法にはイギリス軍楽隊の影響がみられる。
（筆者撮影）

ナ太鼓ガラオンの胴は、樽ではなくて、アボガ
ドなどの丸太をくり抜いたものである。66このよ
うに、ガリフナ太鼓ガラオンの構造と奏法は、
ガリフナたちが、1797年の「上陸」後の比較的
短い期間に、その場で手にいれられるものを繋
ぎあわせてつくりあげたものであった
従来のガリフナ研究では、ガリフナ文化は、

かつてセント・ビンセント島において成立した
ものが、「追放」によって中米地域に移植され
たものだと考えられがちで、「上陸」後に中米
地域においてどのように変容もしくは新たに形
成されたのかが検討されることはなかった。し
かし、トーマス・ヤングの記録を読み解くこと
から、ガリフナの年中行事ジャンクヌー（ジョ
ン・カヌー）やガリフナの太鼓ガラオンにみら
れるように、現在、ガリフナの伝統文化と一般
に考えられているもののなかには、1797 年の
「上陸」以降、ホンジュラスをはじめとする中米
地域において成立したものが少なくないことが
分かった。

66ガリフナ太鼓ガラオンの構造、製作法については冨田,
1994を参照のこと。また、CD『カリブ海ガリフナ族の歌』
(1994) にワナラグア（ジャンクヌー）をはじめとするガリ
フナ太鼓の各リズムや奏法が収録されている。

IV まとめ　カタストロフと文化の再生
本稿において、1797年のガリフナの「上陸」

からトルヒーリョでの定住およびモスキティア
方面への拡散の過程を叙述してきたことにより、
以下のガリフナ文化の諸要素が、1797年の「上
陸」以降の比較的短い期間にホンジュラスのト
ルヒーリョをはじめとする中米地域で成立した
ものであることが分かった。

・ガリフナの祖先崇拝儀礼のドゥグは、ホンジュ
ラスのトルヒーリョにおいて、先着のハイチ人
の宗教ブードゥーと、後着のガリフナ人のシャー
マニズム、さらにキリスト教カトリックとが習
合することにより現在までつづくものに成立し
たこと。
・ガリフナの伝統的な年中行事の一つであるジャ
ンクヌーは、ジャマイカ起源のジョン・カヌー
が、19世紀の初めにイギリス人と接触の多かっ
たモスキート海岸のミスキート人に伝わり、そ
の後、ガリフナ社会に伝わったものであること。
・ガリフナ社会で伝えられているジャンクヌー
の起源に関する口頭伝承は、自集団継承のため
の神話として創作されたものであること。
・ガリフナの食文化の一つであるココナツ・パ
ンは、1797年にイギリス軍がロアタン島におい
ていった大量の小麦粉に端を発していること。
・ガリフナの食文化の一つであるバナナを煮て
杵と臼でつくフドゥトゥは、隣接民族であるミ
スキート人の杵と臼をガリフナ人が取りいれた
ものであること。
・ガリフナ太鼓ガラオンは、1797年の「上陸」
時に、イギリス軍がおいていった樽とロープを
組み合わせて考案されたものであること。
・ガリフナ太鼓ガラオンの奏法に、19世紀はじ
めにベリーズに駐在したイギリス軍楽隊の影響
があること。
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ガリフナ人は、セント・ビンセント島におい
て長年にわたるイギリス人との戦いの後、1796

年 7月から半年間にわたりバリゾー島という極
めて小さな島に一同で幽閉され、その間約半数
の同胞と死別しながらも助け合いながら生き延
び、さらに１ケ月にわたる船での移動の末、中
米地域にたどりついた。1797年の「上陸」時に
おいて約 2000人であった彼らは、各個人の顔と
人格を認識し合っていたであろう。イギリスの
人類学者のウインストン・ブラウンは「同じ経
験をもつことによって人間がどれほどひとつに
結ばれるか、それをブラック・カリブの歴史は
示している。」67という。カタストロフといえる
すさまじく過酷な経験を共有してきた人々が、
生まれ育った場所を追い出されて、新天地の中
米地域にたどりついた。多くの同胞を失いなが
らもともに乗り越えた辛苦の経験が、彼らの共
同体意識を強固にした。そして、長年の過酷な
状況によって、かつての文化や慣習の多くを喪
失していた彼らは、「上陸」後の新天地において
新たに出会った他者の文化を盛んに取り入れる
ことによって自らの文化を再生させた。フラン
スの人類学者クロード・レヴィ＝ストロースは、
その場で手に入れられるものを組み合わせて目
前の目的を達成しようとする人間の原初的な取
り組みを「ブリコラージュ」とよんだ。19世紀
初頭におけるガリフナ文化の再生は、一旦は、
カタスロフによってさまざまなものを失った人
たちが、強い共同体意識をもって日々を生き抜
き、そして、今をより楽しくしようとするなか
で新たにつくりあげたブリコラージュであった
といえよう。

67「ブラック・カリブ」は 20世紀の人類学者が用いたガ
リフナの呼称。ブラウン, 1979 (1973), p.104
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