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Ｌはじめに

ラテン・アメリカでは人種偏見が絶無とはいえないまでも非常に少ない，と

いう認識が日本では一般化しているように思われる｡日本は単一人種，少数を

除き民族的にも単一という人口鱒成の島国であるから，異人種，異民族が肩を

すワ合わせて生存することによって嫌々な社会関係が発生している南北アメリ

カ大陸諸国の状況を日本人が共感をもって理解することは難かしい。とかく北

に対しては評点が辛く，南に対しては甘い，という傾向がある。ラテン・アメ

リカの人種関係に対する好意的な評価はアンクロ・アメリカのそれと比較して

の相対評価として出ているようにも思われる。

一口にラテン・アメリカといっても，スペイン語系諸国が１８カ国，ポルト

ガル系か１カ国，フランス語系か１カ国，計２０カ国に達し，人極および民族

の分布にも地域差があるから，そこにおける人種関係も一様ではない、人翻分

布を基礎とするラテン・アメリカの亜分類には，征服者のシェアを基礎とする
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スペイン系アメリカ（Hispano-Am6rica），ポルトガル系アメリカ（Portugues

-Am6rica），またはルーソ・アメリカ（Luso-Ame「ｉｃａ），の大分類のほかに

人口における被征服者のシェアを基礎とする，インド・アメリカ（Ｉｎｄｏ－

Ａｍ６ｒｉｃａ）およびメスティーソ・アメリカ（Ｍｅｓｔｉｚｏ－Ａｍ６ｒｉｃａ）がかつてア

フリカから強制移住させられた黒人の人口のジェアを基礎とするアフロ・アメ

リカ（Afro-Am6rica）またはプランテーション・アメリカ（ＰＩａｎｌａｔｉｏｎ－

Ａｍ６ｒｉｃａ），ヨーロッパ移民が優勢のユーロ・アメリカ（Euro-Am6rica）な

どの中小分類がある。また人類学的な慨念としてのメソ・アメリカ（Ｍｅｓｏ－

Ａｍ６ｒｉｃａ）もあるか，それはインド・アメリカに慨ね一致するであろう。

第１２回ラテン・アメリカ政経学会研究会の際，雛者は「ラテン・アメリカ

社会における人櫨と階級の相関」というテーマで口頭研究発表したが，このう

ちポルトガル系アメリカについては「ブラジルにおける人欄と階級の相関」と

題して分離論文化したので（神奈川大学人文学研究所機関誌く人文学研究所報

＞応10所収），本稿ではスペイン系アメリカのそれに絞り考察することとす

る。便宜上，スペイン系アメリカという大枠の分類をとるが，本稿のなかにお

いては，前記のような中小の亜分類に反映される地域的な多様性も勘考し，表

題の相関性に接近を試みることとする。

２用語の定義

本題に入る前に，本稿のなかで使用する「人極」「民族」「増級」「カース

ト」のような用語の意味をはっきりさせて置きたい。今日における社会学にお

ける通説として，「人種（race）」とは，皮膚の色，毛髪，容貌の特徴，その

他の身体的な特散に華づいて社会的に類別された集団であり，「民族（ｅｔｈｎｉｃ

ｇ｢oups)」とは,服装，宗教，言語，その他の社会的文化的な特徴に基づいて

社会的に類別された集団である（注’）。代表的な人類学者の定義も似たよう

なもので，フランスのヴァロワ（Ｈ・ＭＶａｌｌｏｉｓ）は，人穂を「言語，風俗，国

籍のいかんを問わず，共通の遺伝的な身性（フイゾーク）の諸特徴の－全体を

示すところの自然的群」と定義しており（注2J，遺伝を強調している点だけ

が前記の定義と異なるが，身体的特徴は遺伝されるものであろうから，結果的

には厩ね同じことになるであろう。また，ヴァロヮか「言語，風俗，国籟のい
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かんを問わず…」と断わっているのは文化的な厩念である民族および法律的な

概念である国民と生物学的な厭念である人種とを区別するためのものであろう。

本稿においては，「人種」と「民族」の意'朱を如上の原則的な定義に沿って使

いわけるよう努力する所存であるが，通常この二つの用語がかなり混同されて

いることを否定できない。同じ論者の同じ論文のなかにおいてすら混同のある

ことがある。また，日本語には少数民族という言葉はあっても少数人極という

用語はなく，人稲関係という甲語はあっても民族関係という用語はなく，国際

結婚という用語はあっても人種間結婚あるいは民族間結婚という用語がない。

このため原語の用語の邦訳に窮することが騒々ある。

地球上の人櫨を大分類すると，モンゴ･イト．（黄色人種あるいは類蒙古人種）

ネクロイト．（黒色人種あるいは類黒人種）コーカソイト．（白色人種あるいは

類コーカソイド人種）の三分法とこれにオーズトラロイト．（類オーストラリア
ストブク

人種）を加える四分法かあることは周知のところであるが，これは系株と呼ば

れるもので，このほかに小分類としての地域的人種および'｣､地理的人極の存在

が否定されるものではない（注３）。インディオが系株としてのいずれの人種

に属するかについては，アジア起源説，アメリカ大陸起源説，アトランティス

起源説のいずれをとるかによって異なるが，今日ではアジア起源説か最有力で

あるから，同説をとればモンゴロイドということになる。従ってラテン・アメ

リカにおける日本移民とインディオは同一人樋だが異民族ということになる。

また，インディオのなかでも，ケチニア族とアイマラ族は同一人種だが異民族
一

ということになる。ラテン・アメリカ共通の公I'ナの祝祭日10月１２日のＤｉａ

ｄｅｌａＲａｚａがある。言うまでもなく，１４９２年１０月２日のコロンブスの大

陸発見の日に因むものでＤｉａｄｅＩＩｎｄｉｏとも呼ばれる。しかし，Ｄｉａｄｅ

ｌａＲａｚａを「人種の日」と邦訳することにはどことなく抵抗がある。むしろ

「民族の日」と邦訳した方が語意に近づくように思われる。スペイン系アメリ

カにおいてインディオは別人種とみられているが，それは異なる身体的特徴に

よるよりもヨーロッパ化された国民生活一般にとけ込まない文化的社会的な位

置を固守しているためである，という説かある（注４）。ブラジルの方ではそ

の」､地域社会において身体的特徴による人種区分か行なわれているのだが（注

５），現代のスペイン系アメリカ社会でば，「人種」という用語の具体的内容

が「民族」の語義に近くなっていることを念頭に置かねばならないであろう。
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例えば，チカーノ（Ｃｈｉｃａｎｏ）と呼ばれる在北米のメキシコ系アメリカ人は，

明らかに民族なのだが，Ｉａｒａｚａと自称している。これもスペイン系アメリ

カの人種既念の影響を受けているのであろう。とも角，「人種」と「民族」と

は，常に画然と区別できるわけでないことを踏まえて，できるだけ原則通りの

定義によりたいと思う。

「潜級」という用語はマルキシズムの文献のなかで使用されることが最も多

く，マルクシズムの独占用語のようにすらなっている。マルクシズムでいう「

階級」は生産手段を所有するもの（支配階級）とそれを所有しないもの（被支

配階級），即ち生産手段の所有と非所有（→生産関係）によって区別される

対立的な社会集団をさす。従って，人種的要因は捨象されることになろう。ビ

エール゛Ｌ・ヴァン･ダン・ペルジ（ＰｉｅｒｒｅＬ・ＶａｎｄｅｎＢｅｒｇｈｅ）による

と，このようなマルクス，エンゲルスの階級分析は人檀を等しくする西ヨーロ

ッパの工業化社会を背景としたものであるか，もしくは’９世紀の中葉から末

葉にかけては人種翻争よりも階級闘争の方が際立っていた当時の西ヨーロッハ

社会の所産である，という（注６）｡たしか[置かれている時代と場所を異に

していた場合，マルクス，エンゲルスが同じような階級観をもったかどうかは

わからない。本稿においては，ラテン・アメリカという風土的条件の下におい

て，「階級」は生産関係のみならず，政治的あるいは人櫨的要因の作用によっ

ても決定され得るという弾力的な立場をとることとする。

インド原産の「カースト」という用語は，当初ポルトガルを通じヨーロッハ

に導入され，西，葡語ではカースク（ｃａｓｔａ）になった。インドにおけるそれ

が職業の世襲化を伴なぅ閉鎖的な身分階層であることは周知のとおりであるが

イペリアの語義は単に動物もしくは人間の特種グループを指す広義なものにな

った（注７）。これがスペインの植民地社会に適用されたときには，後述のよ

うに，混血を指す場合と非インディオ全体を指す場合とがある。しかし，この

ような使い分けは独立以降には持ち越されていない。

混血は人頓か民族か，であるか，人種と人種の混血であるから，ある混血形

態が集団化した場合は「人種」とみてよいであろう。因みにメキシコの哲学者

ホセ・パスコンセロス（Jos6Vasconcelos）の「宇宙的人極一イベロ．アメ

リカ人種の使命一（ＬａＲａｚａＣｏｓｍｉｃａ－Ｍｉｓｉ６ｎｄｅｌａｒａｚａｉｂｅｒｏ－

ａｍｅｒｉｃａｎａ－）」は，１９２０年代に，アングロ・サクソンの純血の保持の
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限界を予見し，人極間の混血を許容して形成されたラテン・アメリカ人が明日

の世界を担う宇宙的人種であると混血を礼讃した（注８）。論旨に飛願はある

が，部分的に傾聴に値するものがある。

（注１）ＰｉｅｒｒｅＬｏｖａｎｄｅｎＢｅｒｇｈｅ，。Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ園，ｉｎＰｉｅｒｒｅ
ＬｏｖａｎｄｅｎＢｅｒｇｈｅ(ｅｄ．）：ＣＩａｓｓａｎｄＥｔｈｎｉｃｉｔｙｉｎＰｅｒｕ

（ＬｅｉｄｅｎＥ.』・Ｂｒｉｌｌ，１９７４），ｐ,４．

（注２）寺田和夫「人種とは何か」，（１９６７年，岩波新審）５頁より
再引用。

（注３）寺田和夫，前掲書９２頁。

（注４）リチャート．．Ｎ・アダムス他，井上爾丸訳「現代ラテン・アメリ
カにおける社会的変化」所収，ジョン・Ｐ・ギリン「政策のため

の若干の道標」（１９６３年，農林水産業生産性向上会議）ｌ９
－２Ｕ頁。

（注５）拙稿「ブラジルにおける人樋と階級の相関」，『人文研究所報
妬ｌＵ』１９７６６，神奈川大学人文学研究所，１０～11頁。

（注６）ＰｉｅｒｒｅＬ・ｖａｎｄｅｎＢｅｒｇｈｅ，ｏＩｎｔｒｏｄｕｃｃｉ６ｎ”，ｉｎ
Ｐｉｅ「ｒｅＬｖａｎｄｅｎＢｅｒｇｈｅ(ｅｄ．）；ｉｂｉｄ，ｐ､１．

（注７）ＭａｇｎｕｓＭ５ｒｎｅ「：ＲａｃｅＭｉｘｔｕｒｅｉｎｔｈｅＨｉｓｔｏｒｙｏｆ
ＬａｔｉｎＡｍｅｒｉｃａ（Ｂｏｓｔｏｎ，１９６７），ｐ､５３．

（注８）Ｊos6Vasconcelos8LaRazaCosmica-Ｍｉｓｉ６ｎｄｅｌａ
ｒａｚａｉｂｅｒｏａｍｅｒｉｃａｎａ－(Ｍａｄｒｉｄ，１９６７），ｐ､３２－３６．

スペイン植民地社会における相関性3．

米国の人類学者Ｃ・Ｓ・クーン（Ｃｓ・Coo､）が描いた１５世紀の世界の人

種地図と２０世紀のそれとを較べると実に対照的である（注【）。この５世紀

の間に，世界的にみてモンゴロイドかいかにその生活領域を締められ，締め出

されたかが歴然とするが，ことにアメリカ大陸は，南も北もモンゴロイドー色

の大陸であったものが，コーカソイドか発見し，征服し，植民し，３世紀にわ

たる統治の間に奴隷貿易を通じてアフリカからネクロイドを強制移住させ，白

『11,黄色の入り乱れる多人種社会に塗り変えたことをあらためて実感する。コ

ーーカソイドの至り来前に，このモンゴ。イト゛の大陸にはアズテカ，マヤ，インカ

のような文明が存在していたのであるから，発見ということ自体がヨーロッハ
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中心の世界観であり，そこにキリスト教の強制布教を十字軍的な使命感をもっ

て実行し，他国の領土とその地下資源を勝手に王冠領に編入したことはヨーロ

ッパ的な独善といわなければならない。そこに形成された社会が，上層を白人

植民者が独占し，下層にインディオ，黒人か釘付けにされる二極臓造化したこ

とは当然すぎる程当然であろう。それは階層間の可動性を欠くカースト的騨造

であった。白人とインディオおよび黒人の中間層に大雑把にいってメスティー

ソ（Ｍｅｓｔｉｚｏ），ムラート（ｍｕｌａｔｏ），サン領（zambo）等が緩衝地帯として

存在し，混血人ロの造成は本国の人口過小の邪情の反映ともいえるか（注２）

新大陸の征服か現地女性の征服を含むものであることかわかる。当時，カトリ

ック教会は教区住民の出生，結婚，死亡届を登戦する戸籍簿を握り，独立に至

るまで戸籍業務は教会所輔に属していたが，戸鞠法には，スペイン人用，イン

ディオ用，カースタ用の三種類があった（注３）。この場合のカースタは混血

を指している。しかし，人口統計上は，前述のように，インディオに対する非

インディオ全部を総括するためにｃａｓｔａｓが使われることがある（注４）。

中間層的な存在とはいえ，混血は白人よりも一段も二段も下に処遇されたの

は，人種偏見ばかりではなく，その出生原因からいって私生児が圧倒的に多か

ったからである。従って，上層との開きは大きく，下層には非常に接近してい

たといえるであろう。スウェーデン人のラテン・アメリカ史の研究家であるマ

クナス・メルナー（ＭａｇｎｕｓＭｉｊｒｎｅｒ現在はニューヨーク市立大学クイーン・

カレッジの歴史学教授）は，当時の人種別階層順位を法律的条件（ＬｅｇａＩ

ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ）と社会的地位（ＳｏｃｉａＩＳｔａｔｕｓ）に分けて，下表のように対照

している。

Ａ・法律的条件Ｂ、社会的地位

1スペイン人（Ｅｓｐａ７ｉｏ］）１ベニスラール（ＰｅｎｉｓｕＩａｒ）

２インディオ（Ｉｎｄｉｏ）２クリオーゾョ（ＣｒｉｏｌＩｏ）

ａメスティーソ（Ｍｅｓｔｉｚｏ）３メズティーソ（Ｍｅｓｔｉｚｏ）

４．解放黒人．ムラート．サンポ４．ムラート．サンポ．解放黒人

ａ奴隷５奴隷

６インディオ（カシーケＣａｃｉｑｕｅ
を除く）

出所ｇＭａＲｎｕｓＭ５ｒｎｅｒ，ＲａｃｅＭｉｘｔｕｒｅｉｎＴｈｅＨｉｓｔｏｒｙｏｆＬａｔｉｎ
Ａｍ６ｒｉｃａ，１９６７，（Ｂｏｓｔｏｎ），ｐ、６０．
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彌称ペニスラール（本国生れ）もクリオージョ（現地生れ）も，植民地官庁

における昇進で実際上クリオージョが大きな差をつげられたとはいえ，法的に

は平等のスペイン人である。言い換えれば人間としての権利能力，行為能力に

は全く差がなかった。また，官職以外には本国人と職業上の差別はなかった。

その法律的条件と社会的地位が著しく異なるのはインディオである。この隔

差はインディオの法律的な地位と現実の処遇の乖離を示すものである。１５１９

年カルロス1世（Ｃａｒｌｏｓｌ）が行なったインディアス諸王国のスペイン王国へ

の併合宣言（Ｌａｉｎｃｏｒｐｏｒａｃｉ６ｎｄｅｌｏｓＲｅｉｎｏｓｄｅｌａｓｌｎｄｉａｓａｌａ

ＣｏｒｏｎａｄｅＣａｓｔｉｌｌａ）では本国と植民地の－体性が強調され，従ってイン

ディオはスペイン国王の臣民（ｖａｓａｌＩｏ）であり，インディアスは植民地では

なかったという見解もでてくるのであるが（注５），といってインディオに本

国法が全面適用されるわけではなく，本国の七部法典は補充法であって，イン

ディアス審議会を通じて公布される歴大な勅令（ＲｅａｌＣ６ｄｎｌａｓ）が優先適用

される仕組みになっていた。この勅令に重複あるいは撞着するものが多くなっ

たので，１６８０年，インディオ法令集成（Ｒｅｃｏｐｉｌａｃｉ６ｎｄｅｌａｓｌｅｙｅｓ

ｄｅＩｏｓＲｅｙｎｏｓｄｅｌａｓｌｎｄｉａｓ）に統合，体系化された。征服当時の１５００

年６月２０日付勅令ではコロンブスかその発見した島喚において行なった奴隷

狩りが非難され，インディオはカスティーリャ王冠領の自由な臣民である旨か

布告されたのだが，正当な戦い（ｊｕｓｔａｇｕｅｒｒａインディオの方から仕掛け

てきた戦い）で捕虜になったインディオ（Ｉｎｄｉｏｃａｕｔｉｖｏ）の奴隷化を許容す

る抜け道があったので，多数のインディオか奴隷にされていた。その後，正当

な戦いで捕虜になったインディオの奴隷化も禁止する勅令が１５２６年，Ｕ５３０

年，１５３２年，１５４０年，１５４２年，１５４８年に公布されており，そ

れが１６８０年の法令集成に統合されている（注６）･同趣旨の勅令がこれだ

けの回数公布されたということは，本国の指令が現地でなかなか遵守されなか

った証拠であろう。アラウカ族（ａｒａｕｃａｎｏ）がスペインの統治に頑強に反抗し

たチリーにおいては，１６７９年に至って漸くインディオ奴隷化の全面禁止令

が公布され，翌年法令集成に編入されたのだが（注７），とも角１６世紀の末

頃まではインディオの奴隷がいなくなったものと推定される。全部自由民とな

ったインディオは，法的に権利能力はとも角としても行為能力には明らかに制

限が加えられたものと解される。インディオは古いカスティーリャ法における
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ルスティコ（ｒｄｓｔｉｃｏ荒くれ者）もしくはメノール（menｏｒ単に未成年者の

みでなく広義の未熟者と解される）という無能力者の概念をあてはめられ，後

見人（ｔｕｔｅｌａ）が必要ということになったのである。その後見人がエンコメン

デーロ（encomendero大土地受託者）であり，レパルテバエン卜（ｒｅｐａ「ｔａ－

ｍｉｅｎｔｏ）の主人（due荷ｏ）であるというような搾取騨造であった。レバルティミ

エント制において，インディオは農耕に，畜類の管理に，鉱山労働に，その他

公共土木の労働に，その主人たるスペイン人の植民者の間に分配（ｒｅｐａｒｔｉｒ）

された。エンコミエンダ制（ｅｎｃｏｍｉｅｎｄａ委託の意）において，成年者，未成

年者を含むインディオの幾家族ものクループは，それの頭領たるカンーケ

（ｃａｃｉｑｕｅ）あらとも，エンコメンデーロの支配に服した。エンコメンデーロ

は受託インディオを保護し，お抱えの僧侶をして宗教教育を施す義務を負う－

万，インディオから労役の奉仕および責租の納付をうける権利を獲得した。そ

の後，本国におけるパルトロメ・デ・ラス・カサス（Ｂａｒｔｏｌｏｍ息ｄｅｌａｓ

Ｃａｓａｓ）などのスペインの良心によるエンコミエンダ制廃止運動が効を奏し，

１５４２年以降，エンコメンデーロは植民地当局が評定した責租（ｔｒｉｂｕｔｏ）

の支払だけ徴求でき，労役の奉仕の方は廃止されることになったが，実際は廃

止が何回か延期になった。すべてのインディオがエンコミエンダまたはレバル

ティミエントに編入されたわけではなく，伝統的なインディオ村落共同体

（Comunidadlndigena）も残存したが，今ひとつの搾取方法にミータ(ｍｉｔａ）

があった。ミータはインカ帝国に存在していた徴用労働の制度であり，それを

スペインの植民地当局が吸収したのである。ヌエーパ・エスパーニャ副王領で

はミータのことをクワテキル（ｃｕａｔｅｑｕｉｌ）といった。ミータには，鉱山，農

業，牧畜，家内労働などがあり，徴用期間は労働の種類によって異なる。ミタ

ーヨ（initayoインディオ徴用労働者）は銭引きで決められた。綾引きにはカ

ンーケが介入した。エンコミエンダに編入されるインディオもカシーケがとり

しきる銭引きによって決められた（注８）。上掲のように，マクナス・メルナ

ーが，カンーケを除くインディオの社会的地位を奴隷より下位に置いているの

は極端ではあるがそれなりの理由かあるといえる。

ペルーにおいて，黒人奴隷はスペイン人に連れられ入ってきた。征服者たち

は対インディオ征服戦争に黒人を利用した。インディオ側からみると白人も黒

人も外部からの侵略者であったから両者を同一視した。征服戦争に参加した故
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に，そしてスペイン語を話せたが故に，当初,黒人はペルーのシェラ（Ｓｉｅｒｒａ山岳地帯）
におして優越する地位を占めていた。この優位I±長続きはしなかった。コスタCbsta海岸

地帯）に砂糖栽培の需要か起きると黒人はそのプランテーション労働のため引

き降ろされ，インディオに対する相対的優位は崩れた（注９）。これはペルー

副王領にみられた現象であるか，－体にスペイン植民地における奴隷は北米の

ような完全奴隷ではなく，かなり緩和された部分奴隷であったという醜がある。

それを最初に唱えたのは，米国におけるラテン・アメリカ地域研究の重鎮であ

るブランク・タンネンパウム（ＦｒａｎｋＴａｎｎｅｎｂａｕｍ）である。タンネンパウム

の著欝「奴隷と市民(SIave＆Citizen，1946>Iは新薔版クラスの小著であ

るが，その後米国でその是非をめぐって甲鯰乙駁の譲論を捲き起こした。タン

ネンパウムによると，古代奴隷制が終えんした農，中世ヨーロッパでは奴隷制

が途絶えたのだが，イベリアではムーア人との戦争があったため，戦争の捕虜

としての奴隷が発生し，宗教，法制の両面から比較的に寛大な奴隷制が存続し

ていた。万人は神の前に平等であり，たとえ奴隷の身体は主人の所有物であっ

ても霊魂まで所有するわけにゆかない，とするカトリック思想，それをとり入

れて１２６３年から１２６５年にわたワ縄纂された七部法典（ＳｉｅｔｅＰａｒｔｉｄａｓ）

には奴隷の処遇に係わる寛大な規定が折り込まれた。例えば，奴隷は主人の意

志に反して結婚できる。結婚してから夫婦か分離売買されることばない。かり

に結婚した同志が別の主人に所有されていて距離があるため同棲できない場合

教会はどちらか一方の主人が他方に奴隷を売るように説得しなければならない。

何れも説得されないときは，近くの教会は同棲できるように一万を買取ってや

らねばならない｡夫婦の分離売買の禁止は人間の権禾U能力に含まれる家族権を

認めることになろう。この外，一定の事項に関する奴隷の告訴権，法廷におけ

る証言を許容している（注１０）。また自力解放の道も開かれており，とくにキ

ューバにおいて採用された。アルタスィオン（ｃｏａｒｔａｃｉ６ｎ）という制度では

奴隷が裁判所に自分の価格の公示を要求する樋利を有し，かつその価格の月賦

払によって自分を解放する権利を有する，というものである。では奴隷は金銭

を持っていたのか，という疑問が生ずるであろうか，日曜，祭日の労働には賃

金が支払われ，またコヌーコ（ｃｏｎｕｃｏ主人が奴隷に無償使用を認める,｣､農

地）から挙がる収極代金などは自分の所得にすることができたのである。即ち，

この制度の前提としては人間の権利能力の一部をなす財産権が奴隷にも部分的
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に認められていた，ということである。当時のキューバ植民地における就労日

は年２９０日であり，爾余は日曜，祭日であったから，勤勉であれば自己解放

が可能であった。仮りに裁判所の公示価格が２０ｏ米弗相当であるとすれば，

頭金か５０弗相当，あとを２４回払位で月賦払すれば完全に自由を買取れると

いう仕組みであった（注１１）。タンネンパウムは，七部法典の奴隷に関する規

定が植民地でも補充適用され，さらに’７８９年に現地に正式の奴隷法が制定

されるか，それは伝統的な法の要約のようなものであると強調する（注’２）。

メルナーの順位で解放黒人は，白黒混血のムラート，黒黄混血のサンポと共に

法律的条件においても社会的地位においても，奴隷より一段上に位履づけられ

ている。白黄混血のメスティーソは更に－段上に位置づけられている。

次掲のように，ポリヴィアの社会学者にして農地法学者であるアルトウーロ・

ウルキーディ（ＡｒｔｕｒｏＵｒｑｕｉｄｉ）は，スペイン植民地社会における職種と人

種の相関性を図表化した。ウルキーディは，ラテン・アメリカ史の時代区分に

は唯物史観の影懇を強く受けていると思われる学者であるか，ラテン・アメリ

カにおける階層分化については生産関係だけでは割り切れず，人種的要因も勘

考しなければならない，という見解を持っている（注１３）。

スペイン植民地時代の職種と人極の相関表

産業別 所有者資質，生産手段それらの被搾取者 人櫛別

地主（市民・聖職者）－レバルテバエント

（ｒｅｐａｒｔｉｍｉｅｎｔ）の主人一大土地受託者

（Encomemero）－エスタンンア所有者(Estan-

ciero）－アシエンダ所有者(Hace㎡ado）－牧

場主(Garndero）－教会領主（教会･修道院）

封建地主層

（ＳｅｌＴｏｒ

ｆｅｕｄａｌ）

スーQイン本国人

(LpaibIeSl

クリオーゾョ

(CrioIIo現地

生れのスペイン人）

ヤナコーナ（yzmacona）－ウワンポンゴ(Huasi-

pou旧o）受託インデオ（Indioencomemado）．

奴隷一半奴隷のペオン（熱帯作目を対象）

農夫，農奴

奴隷

慶乾業 インディオ

(Ｉｍｉｇ巳､a）

黒人一インディオ

インディオ

エヒード成員（Ejidatario）一世襲制の共同体

成員（ａｙｌｌｕ－ｃａＩｐｕＩｉ）

共同体成員 インディオ

賃本家：鉱山圭一企業主奴隷制論者

･I､プル渚ワジ

スペイン本国人

クリオージョ

鉱業｜隷従鉱夫 ミターヨ（Mitavo:ヤナゴーナー霊モインディオ） インディオ
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出所：ＡｒｔｕｒｏＵｒｑｕｉｄｉ：ＥＩＰｅｕｄａＩｉｓｍｏｅｎＡｍｅｒｉｃａＬａｔｉｎａｙ
ＲｅｆｏｒｍａＡｇｒａｒｉａＢｏｌｉｖｉａｎａＤＣｏｃｈａｂａｍｂａ，１９６６，ｐ、１４４．

最上段の農業において実体的には大地主同然であったレバルティミエントの主

人やエンコメンデーロ，植民地時代の１８世紀後半において名実共に大地主と

なったエスタンシア所有者（Ｅｓｔａｎｃｉｅｒｏ）とアシエンダ所有者（Hacendado）

などが列し，原始共産制を基調とするインカ，アズテカ，マヤの先スペイン時

代から舞台がスペイン植民統治に変わづて±地私有制度が導入されたことを示し

ている。その士地に対してインディオか労役奉仕と責租の支払いを譲務づけら

れる農奴という関係で縛り付けられているのであるから，ウルキィディはこれ

を典型的な封建制であると指摘している。そして，完全な，直接的な農奴制は

「レバルティミエント」であり，潜在的，かつ間接的な農奴制が「エンコミエン

タ･」であるというのである。エンコミエンダに配属された農奴が受託インディ

オ（Ｉｎｄｉｏｓｅｎｃｏｍｅｎｄａｄｏｓ），その他の農奴をベルーではヤナコーナ（Ｙａｎ３－

－４５－

１１１

産業別 社会階級 所有者資質生産手段それらの被搾取者 人種別

鉱業 ペォナーヘ

(半奴隷の

賃労働者）

応募労働者(Mir唱ado:契約労働者又は自由

応募者）

イン冠オ一黒人

Ｐ一ソ

工房

ゾー

隷属職工

ペオヘーナ

（半奴隷の

の賞労働者）

資本家：工房主一企業主

ミターヨ(Mitaw：ヤナコーナー受託ｲﾝ宗イオ）

応募労働者（Ｍｉ堰ado：契約労働者又は自由

応募者）

スペイン本国へ

クリオージョ

インデ イ オ

イン元オー黒人

－メステイーソ

－ムラート

職人

親方(Ｍ⑧estro）

職人(OficiaI）

徒弟

(Apraldice

仕事場の所有者(DuefbdetalIer）

親方見習（Aspiranteamaestm）

丁稚（Iniciado）

翻刻躯》》＋｛
ン
１
Ｊ
ヨ
ス
｜
ブ
イ
０

『髄》桿昼緋

商業

窟業ブルジョワジ

ー(輸出入商）

．]、商人

独占商人一犠午商人(Asimtista)－奴隷商

人一密輸商人

行商人一露天商人一Ｊ､亮商人

スペイン本国へ

－クリオージョ

－外国人

メステ

インデ

イ

イ

－ソー

オ



ｃｏｎａ）といい，現在のエクアドルにあたる地方ではウァンポンゴ(Ｈｕａｓｉｐｏｎ

と呼ぶ。しかし，キューバ，プエルト・リコ，ペルーの海岸地帯の砂糖，キュ

ーバの煙草，ヴェネヅエラのココア，その他各地の綿の栽培には熱帯適応性の

高い黒人奴隷を使役するプランテーション経営や，その一方でインディオの村

落共同体も細々と存続したり，少数ながらインディオの,j､自作農もいたのだか

ら，植民地全域が封建制であったわけではない。しかし大きな特徴を掴むなら

ば封建制であった。

鉱業においても，鉱山主になれるはスペイン本国人かクリオージョに限られ

る。農業における農奴にあたる隷従鉱夫（Ｓｉｅｒｖｏｓｅｓｃｌａｖｉｚａｄｏｓ）という

べき者はミターヨ，次にヤナコーナ，受託インディオであり，いずれも人種的

にはインディオである。それに対してミンガード（ｍｉｇａｄｏ）と呼ばれる自由労

働者はインディオ，黒人，メスティーソ，ムラートなど多彩である。悪名高き

ポトシ銀山に例をとると，近隣１３９村の住民の７分の1かミターヨとして敵

弔された。建前としてインディオは往復の旅費を支給され，1週間働けば２週

間休み，ミターヨの日給は４レアーレス，ミンガードのそれが１２～１６レア

ーレスということになっていた。しかし実際には過重労働を強いられ，ベオナ

ーヘ特有の割高な物品を掛売りされ債務奴隷化されてそこから動きかとれなく

なる制度に縛られ，生きて帰れないので，「ミターヨのインディオは死んだイ

ンディオだ（ｉｎｄｉｏｍｉｔａｙｏｅｓｉｎｄｉｏｍｕｅｒｔｏ）」といわれ，村を出る前に

葬式を済ませたと伝えられる｡

工房（ｏｂｒａｊｅ）はインカやアステカの織物技術の上に建てられた,j､規模な織

物の工房である。スペイン重商主義も植民地における工業の勃興を抑える立場

をとっていたから工場といえるようなものは育たなかった。やはり労働は渦重

予定日まで完成しないときは苛酷な罰か加えられ，賃金は名目程度，そこから

貢租をとられる。ベオナートヘは鉱山と同採である。人種騨成も同然である。

職人(Artesan7a）には職種による人柧鰯成かあり，例えば金銀細工師は親

方から徒弟に至るまでスペイン人で固めた。ここに金銀に対するスペイン人の

並々ならぬ執着が窮われる。それ以外の職種ではスペイン人はむしろ少数で混

血に大きく門戸か開かれていた。ヌエーパ・エスパニヤとペルーの両副王領で

職人階級は大きなシェアを持つ階層であワ，すでにギルド（ｇｒｅｍｉｏ）か形成さ

れていた◎

ンボンゴ（Ｈｕａｓｉｐｏｎｇｏ）

－４６－



商業においては，スペイン王冠が加えた極々の抑制措置に拘わらず，城内交

易，対外貿易は漸次ウェイトを増してゆき，商人階級が形成された。しかし，

要するに商業資本の域を出ることはなかった（注１４）。

植民地時代の白人は，原則として，スペイン人しか居住を認められなかった

のだが，漸次，密輸入商を含め外国人か登場してくる。スペイン王位継承戦争

の終結にあたり１７１３年３月２７日ユトレヒト条約が締結された前日の３月

２６日にスペインは英国に奴隷を輸入する特権（ａｓｉｅｎｔｏ）を供与した。これ

までもスペインは奴隷輸入特権をフランドル人，ポルトガル，フランスに一定

期限を付して供与してきたが，英国に対するそれか前例と異なるのは，３０年

という長い期限を与えたこと，奴隷の輸入以外に年間一船の貨物輸入を認めた

こと，の二点である（注１５）。この相関表に出ている特許商人(Ａｓｅｎｔｉｓｔａ）

とはこのようなＡｓｉｅｎｔｏの恩恵に浴した者であろう。一体に商業ブルジョワ

ジーは，御用商人，政商という性格か強く出ている。ヨーロッパの封建体制を

突き崩したパワーのひとつは商工ブルジョワジーであった筈であるか，スペイ

ン植民地社会のなかで成長したブルジョワジーは対外貿易拡大の意欲は持って

いたので，本国による貿易規制には反発していたが，封建制を崩す力にはなら

ず，独立戦争は市民革命としての側面を持ち得なかった。それは同じスペイン

人であるペニスラールとクリオージョの争いの表面化であったことは定評のあ

るところであり，封建制の澗算が行なわれないままに大小の独立国家に分裂し

ていったことにラテン・アメリカの後進性の一因かあるといえよう。

本節の末尾に，職種との直接の相関性はないか，付け加えて置く必要を感ず

るのは，この時代における混血の特殊な位硬づけてある。混血の名称にはメス

ティーソ，ムラート，サンポのような大枠の分類を含めて，副王領(Ｖｉｒｒｅｉ－

ｎａｔｏ）別に木目の細かい細分類があった。次掲のように，ヌェーパ・エスパーニ

ヤ副王領に１６，ペルー副王領に１４，の混血の色々な組合せによる名称があ

った。

ヌエーパ・エスパーニヤ副王領

１スペイン人とインディオの混血はメスティーソ（ｍｅｓｔｉｚｏ）

２メスティーソとスペイン女性との混血はカスティーソ（ｃａｓｔｉｚｏ）

３カスティーソの女性とスペイン人の混血はスペイン人（ｅｓｐａＨｏｌ）

４スペイン人女性と黒人との混血はムラート（ｍｕｌａｔｏ）
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５スペイン人とムラート女性との混血はモリス。（ｍｏｒｉｓｃｏモーロ人風）

６モリス。女性とスペイン人との混血はアルピーノ（ａＩｂｉｎｏ白ぃ変種）
’

7．スペイン人とアルピーノ女性との混血はトルナ・アトラス（ｔｏｒｎａａｔｒａｓ

格落ち）

８インディオとトルナ・アトラス女性との混血はローポ（ｌｏｂｏおおかみ）

９ローポとインディオ女性との混血はサンパイゴ（ｚａｍｂａｉｇｏ七分黒）

10サンパイゴとインディオ女性との混血はカンフーホ(cambujo赤黒）

11カンフーホとムラート女性との混血はアルパラサード(albarazadog鑓ら）

12．アルパラサードとムラート女性との混血はパルスイーノ（ｂａｒｃｉｎｏ）

１３パルズィーノとムラート女性との混血はコヨーテ（ｃｏｙｏｔｅメキン。おお力み）

１４コヨーテ女性とインディオとの混血はチャミーバｃｈａｍｉｓｏ）

１５チャミーソ女性とメスティーソとの混血はコヨーテ・メスティーソ（ｃｏｙｏｔｅ

ｍｅｓｔｉｚｏ）

１６コヨーテ・メズティーソとムラート女性との混血はアイ・テ・エスタス（ａｈｉ

ｔｅｅｓｔＡｓ）

ペルー副王領

1．スペイン人とインディオ女性の混血はメズティーソ(ｍｅｓｔｉｚｏ）

2．スペイン人とメスティーソ女性の混血はクワルテロン・デ・メスティーソ

（ｃｕａｒｔｅｒ６ｎｄｅｍｅｓｔｉｚｏメスティーソの４分の１）

３スペイン人とクワルテロン・デ・メスティーソ女性の混血はキンテロン・デ・メス

ティーソ（ｑｕｉｎｔｅｒ６ｎｄｅｍｅｓｔｉｚｏメズティーソの５分の１）

４スペイン人とキンナロン・デ・メスティーソ女性との混血はスペイン人または

レキンテロン・デ・メズティーソ（ｒｅｑｕｉｎｔｅｒ６ｎｄｅｍｅｓｔｉｚｏメスティーソ

の第２の５分の１）

5．スペイン人と黒人女性との混血はムラート（ｍｕＩａｔｏ）

6．スペイン人とムラート女性との混血はクワルテロン・デ・ムラート（ｑｕａｒｔｅｒ６ｎ

ｄｅｍｕｌａｔｏムラートの４分の１）

7．スペイン人とクワルテロン・デ・ムラート女性との混血はキンテロン・デ・ムラ

ート（ｑｕｉｎｔｅｒ６ｎｄｅｍｕｌａｔｏムラートの５分の１）

８スペイン人とキンテロン・デ・ムラート女性との混血はレキンテロン・デ・ムラ

ート（ｒｅｑｕｉｎｔｅｒ６ｎｄｅｍｕｌａｔｏムラートの第２の５分の１）
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9．スペイン人とレキンテロン・デ・ムラート女性との混血は白人

10メスティーソとインディオ女性との混血はチョーロ（ｃｈｏＩｏ）

１１ムラートとインディオ女性との混血はチーノ（ｃｈｉｎｏ）
／

12．スペイン人とチーノ女性との混血はクワルテロン・デ・チーノ（ｃｕａｒｔｅｒｏｎ

ｄｅｃｈｉｎｏチーノの４分の１）

１３．黒人とインディオ女性との混血はサンポ・デ・インディオ（ｓａｍｂｏｄｅ

ｌｎｄｉｏ）

１４黒人とムラート女性との混血はサンポ（ｚａｍｂｏ）

出所：ＭａｇｎｕｓＭ６ｒｎｅｒ：ｉｂｉｄ．，ｐ、５８－５９．

上掲の混血の組合せから色々な背景か読みとれる。まずスペイン人の人種観

である。ヌエーパ・エスハーニャにおいて白人とインディオの組合せの場合，

白人の血が０８７５に達すればスペイン人に戻れる。黒人との混血の場合にはも

う－段階の白人の血の濃度を要求される。ペルー副王領の場合は，インディオ

との混血も黒人との混血も，スペイン人に先祖帰りするためには，ヌエーハ．

エスパーニヤよワそれぞれ一段階づつ余計に白人の血の擾度を必要とされる。

しかし，それにしても，一滴でも白人以外の血が混入していれば非白人（ｎｏｎ－

ｗｈｉｔｅ）に分類するアングロ・サクソン流の人概観に比較すればスペイン人の

それは寛容ということになろう。イベリヤ半島におけるモーロ人との混血体験

が然らしめたものであろうが，また異人種と混血済みであったにしては，この

スペイン人であることの基準は厳しいともいえる。

次にこのような混血の細分類かでてきた社会的背景についての解釈であるが，

=説ある。メクナス・メルナーはこの多彩な混血の名称を深刻にとることばな

いという解釈である。今日，メキシコ，マドリット.，ウィーンの美術館に残っ

ている絵画にはこの混血を表題とするものがあり，また当時の文学作品のなか

にも屡とでてくる。要するに作家や画家の創造であり，人工的なものである。

それらはインディオの社会的現実を訴えるというような類のものではなく，１８

世紀のエグゾティシズムを濃厚に潔わしているものである，というような解釈

を下している。

これに対してスペイン人であるニコラス・サンチェス・アルポルノス

（Nicol5sSanchezAlbornoz）は，混血は当初こそインディオ社会解体の
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なかにあって中間的階層として重宝がられたのか，’８世紀半ばになると，そ

の多産系のために混血人口が増え，次第に白人優位体制に対する脅威と化して

きた。そんなときに，このような混血の細分類がでていることに着目し，単な

る芸術家の所産とはみていない（注１６）。たしかに１８世紀後半あたりから１９

世紀以降の独立期を通じてラテン・アメリカ社会における混血集団の価値は下

降気味であった。

(注１）寺田和夫，前掲轡，９０～９１頁所収。

(注２）拙稿「ラテン・アメリカにおける入国移民と社会階層の分化」，

『ラテン・アメリカ論集７～８合併号』，１９７４，ラテン・ア

メリカ政経学会，５頁。

(注３）ＮｉｃｏＩ５ｓＳａｎｃｈｅｚ－ＡＩｂｏｒｎｏｚ：ＬａＰｏｂＩａｃｉ６ｎｄｅＡｍ２ｒｉｃａ
Ｌａｔｉｎａ－ＤｅｓｄｅＩｏｓｔｉｅｍｐｏｓｐｒｅｃｏｌｏｍｂｉｎｏｓａＩａ行０

２００Ｕ－，(Ｍａｄｒｉｄ，１９７３），ｐ、１５６

（注４）ＮｉｃｏｌａｓＳａｎｃｈｅｚ－Ａｌｂｏｒｎｏｚ：ｉｂｉｄ．，ｐｏｌ３２

（注5.）ＭａｒｉｏＨｅｒｎａｎｄｅｚＳａｎｃｈｅｚ－Ｂａｒｂａ：ＴｅｎｓｉｏｎｅｓＨｉｓｔｏｒｉｃａｓ

ＨｉｓｐａｎｏａｍｅｒｉｃａｎａｓｅｎｅＩＳｉｇＩｏ）Ⅸ，(Ｍａｄｒｉｄ，１９６３），
ｐ、１７３．西侯昭雄・石井陽一共訳「イスパノ・アメリカ
－２０世紀の歴史的緊張一」０７５頁。

（注６）ＭｉｎｉｓｌｅｒｉｏｄｅＴｒａｂａｊｏｙＰｒｅｖｉｓｉ６ｎ：Ｓｅｌｅｃｃｉｏｎｄｅ

ＩａｓＬｅｙｅｓｄｅｌｎｄｉａｓ（Ｍａｄｒｉｄ，１９２９），ｐ､１Ｕ８．

（注７）ＭｉｎｉｓｔｅｒｉｏｄｅＴｒａｂａｊｏｙＰｒｅｖｉｓｉ６ｎ：ｉｂｉｄ．，ｐ、１１３．

（注８）Ｊｏｓ５ＭｇＯｔｓｙＣａｐｄｅｑｕｉ：ＨｉｓｔｏｒｉａｄｅｌＤｅｒｅｃｈｏ
ＥｓｐａｌＹｏｌｅｎＡｍｅｒｉｃａｖｄｅＩＤｅｒｅｃｈｏｌｎｄｉａｎｏ(Ｍａｄｒｉｄ，
１９６９），ｐ、２０６－２０９．

（注９）ＤｅｎｖｓＣｕｃｈｅ８ＰｏｄｅＴＢｌａｎｃｏｖＲｅｓｉｓｔｅｎｃｉａＮｅｇｒａｅｎ

ｅｌＰｅｒｈ（Ｌｉｍａ，１９７５），ｐ、２３－２４．

(注ｌｕ）FrankTannenbaum8Slave＆Ｃｉｔｉｚｅｎ－ＴｈｅＮｅｇｒｏｉｎ

ｔｈｅＡｍｅ「ｉｃａｓ－（ＮｅｗＹｏｒｋ，１９４６），ｐ、４６－５１．

(注11）ＨｅｒｂｅｒｔＳ,Ｋｌｅｉｎ：ＳＩａｖｅｒｖｉｎｔｈｅＡｍｅｒｉｃａｓ－Ａｃｏｍｐａ－

ｒａｔｉｖｅＳｔｕｄｙｏｆＣｕｂａａｎｄＶｉｒｇｉｎｉａ－(Ｃｈｉｃａｇｏ，１９６７）

ｐ･’９６－１９７．

(注【２）ＦｒａｎｋＴａｎｎｅｎｂａｕｍ：ｉｂｉｄ．，Ｐ､５３

(注１３）ＡｒｔｕｒｏＵｒｑｕｉｄｉ：ＥＩＦｅｕｄａｌｉｓｍｏｅｎＡｍｅｒｉｃａｖＬａ

ＲｅｆｏｒｍａＡｇＴａｒｉａＢｏｌｉｖｉａｎａ（Ｃｏｃｈａｂａｍｂａ，１９６６），

ｐ・’４３．
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(注１４）ＡｒｔｕｒｏＵｒｑｕｉｄｉ：ｉｄｉｄ．，ｐ､’３５－１４１．

(注１５）ＣｈａｒｉｅｓＧｉｂｓｏｎ(ｅｄ．）：ＴｈｅＳｐａｎｉｓｈＴｒａｄｉｔｉｏｎｉｎ
Ａｍｅｒｉｃａ（ＮｅｗＹｏｒｋ，１９６８），ｐ、２Ｕ５．

(注１６）ＮｉｃｏＩｉｉｓＳ３ｎｃｈｅｚ－ＡＩｂｏｒｎｏｚ：ｉｂｉｄ．，ｐ、１５０－１５１．

４独立に伴なう人穂別地位の変化

独立戦争を解放（ｅｍａｎｃｉｐａｃｉ６ｎ）と通称するか，誰か誰から解放されたの

であろうか。解放の第一の受益者かクリオーソョであったことは異論のないと

ころであろう。ヒエラルキーの頂点かペニスラールからクリオージョに移行し

た。独立戦争の主役がクリオージョであったのだからある程度止むを得ない。

インディオか主役を演じた独立戦争であったなら独立後の社会はインディオか

大陸の主人公としての復権を果たし得たであろう。インカ帝国の再興を図ろトウ

パク・アマルの反乱（Ｌａｓｕｂｌｅｖａｃｉ５ｎｄｅＴｕｐａｃＡｍａｒｕｌ７８ｕ－８１）を

はじめ，植民地時代の若干のインディオおよびメスティーソによる復権の反乱

があったが，その何れも挫折している。しかし，クリオージョによる独立戦争

においても人種解放の側面はあり，独立当初においてはその初志がある程度具

体化されている。解放者（Ｌｉｂｅｒｔａｄｏｒ）であったシモン・ポリーヴァル

(SimonBoI1var）はその曾祖母がムラートであったともいわれ（注，），血

統上僅かな曹１１合であったとはいえ，人極問題は他人事ではなかったようである。

独立戦争そのものにはインディオ，黒人，混血が政府軍，革命軍の双方に使わ

れていたか，革命軍の兵力の主力はメキシコでもリオ・デ・ラ・プラ

ータでもインディオと黒人で，クリオーソョはその指揮に当たっていたのが実態

であった（注２）。従って，独立後，インディオ，黒人，混血の側からその地

位向上の期待かあって当然である。独立後のインディオ，黒人，混血の処遇の

変化および新たに流入してきた外国移民との関係については，個別に考察を要

する。

（１）インディオ

独立の父ジモン．ポリーヴァルは，１８２１年クラン・コロンビアにおいて

インディオに対する貢租（ｔ「ｉｂｕｔ。）の制度を廃止し，インディオの期待に応
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えた。しかし早くも１８２６年，ペルーにおいて原住民負担金（ｃｏｎｔｒｉ－
’

ｂｕｃｉ６ｎｄｅｉｎｄｉｇｅｎａ）という別名の下に責租カミ復活している。２年後コロ

ンビアで同様の措置が鋼ぜられた。しかし，ペルーでは１８５４年に国家財政

がグアノの輸出好調に支えられて潤沢になった際，ときのカスティーリャ首相

が原住民負担金を廃止している。ポリヴイアでは，独立した１８２５年に政

令により貢租を廃止したが，１８２９年にはやはり原住民負担金という名の

下に復活している。（注３）ポリーヴァルの自由主義的な政策に反動勢力が

反駁したからである。責租よりもつと重要なのは伝統的なインディオ村落共同

体に対する措置である。土地の共有は経済的自由主義の精神に合致しない。

１８２１年，責租廃止と同時にクラン・コロンビアにおいては，インディオ村

落共同体の土地を５年以内にインディオの個人財産に分割することを命ずる法

律が制定された。新しい所有権は10年間譲渡不能という条件の下ではあった

が，この法律は１８３０年代有効であった。ペルーにおいても，１８２４年，

ポリーヴァルは村落共同体の土地の分割を命ずろ政令を公布した。始め新しい

インディオの土地所有者は１８５０年まで譲渡禁止ということになっていたが

この予防措置は間もなく廃止された。そして白人やメスティーソは契約，地権，

登記などの知識を欠くインディオの弱点につけ込み，土地の収奪に成功したの

である。

ウルキーディは，ポリーヴァルの農地政策の欠点は，大地主の土地の接収と

分配を行なわずに，インディオ村落共同体の解体とその成員の個人所有権化を

通じて中小自作農を育成しようとしたことにあった，と指摘している（注４）。

ボリビアにおいては，少し遅れて，悪名高いカウディーリョであるメルガレ

ーホ（ＭｅＩｇａｒｅｊｏ）の政権が，１８６６年３月２０日付政令により，国有地で

あるところのインディオが占有している土地は，土地の等級に従い，２５ペソ

以上100ペソ未満の手数料を支払うことによりインディオに完全な地権が与

えられること，同政令公布後６０日以内に当該手続をとらなかったインディオ

はその土地を取り上げられ公開競売に付されること，を公布した。これは同政

権の財政赤字を償うための手数料収入を見込んだ措置であり，インディオとし

ては先祖代と自分達の士地と信じ込んでいたものを買わされる破目になった。

釈然としないまま手続を怠ったり，白人名儀で何時のま’てか手続されていたり

競売に付されたりして，土地の所有権を失うことになった。メルガレーホの乱
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暴な諸措置は次期政権で制度的には修正されたが，すでに手遅れであり，多く

のインディオは土地の所有権を回復できなかった。アルト・ペルー（独立後の

ポリヴィア）は，植民地時代，白人かポトシを含む鉱山開発に専念した地域で

あるから，農地にはあまり手を着けておらず，インディオの土地は独立後に収

奪されたのである（注５）。

メキシコでも，１８５６年のレルト.法がインディオ村落共同体と教会の集団

的土地所有を禁止し，類似の方式によりインディオの自作農形成を図ったが，

やにワラティフンディスタによる一層の±地集中を容易にするという逆効果

を招いた。しかし教会領に手を着けたことはメキシコ特有の英断であるといえ

る。それでもレルト.法の体制の下において，インディオ村落共同体の約４０筋

が１９１７年の革命発生当時まで持ちこたえた（注６）。ラテン・アメリカに

おける法とその実施のずれを示す一例といえよう。レルド法の先駆となる「ホ

アレス法」やレルト．法を強化拡大した１８５９年の「レフオルマ法」の立役者

はインディオ出身のペニート・ホアレス大統領であった。インディオ出身者が

大統領に立身したことは独立後のインディオの地位向上を物語るものであろう

か。たしかにお隣ワの米国では考えられないことだが，西欧自由主義志向のホ

アレスはインディオの選手であっても標単ではない。

「土地と自由（ＴｉｅｒｒａｙＬｉｂｅｒｔａｄ）」を求めて，インディオの農民運動

家であるエミリアーノ・サパータやパンチョ・ヴィーニャの率いる血なまぐさ

いゲリラ活動の末，メキシコ革命のなかから１９【５年の農地改革法，1９１

７年のケレタノ憲法が形成され，ラテン・アメリカで最初の自力による農地改

革の輪郭が漸次形成された。メキシコ農地改革は，１９３０年代の後半，カル

デナス大統領の時代，集団エヒート゛を核として盛り上りをみせるが，１９４０

年代以降後退し，農民の現状は依然として貧しい。１９６０年代において２５０

万人以上の鰹民か士地問題を抱えており，そのうちの５０万人以上が半ヘクター

ル以下の零細農地を持っているに過ぎず，爾余は土地なき民であるか，農業不

適地を抱いている力､の，いずれかという状況である。１９６４年現在における

メキシコの農民は６９０万人であり，全就業人口の５２７易を占めている（注

７）。感触としてメキシコの農民といえばインディオを連想するが，農民のな

かでインディオはどの位のシェアを占めているであろうか。最近ははっきりと

した人種別人口統計を欠いているか，インディオ人口を推定する一つの手掛り
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として使用言語による人口分類がある。それは，部族語しか出来ないインディ

オ（Indfgenamono1inogUe),部族語とスペイン語の双方が出来るが未だ国

民生活に統合されていないインディオ（IndigenabelingiIe)，スペイン語

人口（Ｐｏｂｌａｃｉ６ｎｄｅｈａｂｌａｅｓｐａＨｏＩａ〕に三分類されている。部族語しか

出来ないインディオの全人口に対する比率は，１９３０年８４９６，１９４０年

3.8冊，１９５０年３．６冊，１９６０年３８鰯，と３０年代と鮫ぺれぱ４０年

代は減少して，以後一定率を保った恰好になっているか，絶対数では１９３Ｕ

年1,190.0Ｕ0人，１９４０年】､240,0Ｕ0人，Ｉ９５Ｕ年800.0Ｕ0人，１９６０年

1.104.000人であって，減少していない。部族語とスペイン語の双方か出来るが

国民生活に未だ統合されていないインディオの全人口に対する比率はｌ９３Ｕ

年７．６妬，１９４０年７．５筋，１９５０年７６筋，１９６０年６４筋であって，

最近になって少し減ってきたかにみえるか，絶対数では１９３０年1.070,0Ｕ０人，

ｌ９４Ｕ年1,250.000人，１９５０年1,650.000人，１９６０年1.930.ＯＵＵ人とむ

しろ増加している（注８）。この二つの言語人口は，Ｉ９６Ｕ年をとってみる

と３００万人余に達する。恐らくは，孤立した自給自足的なインディオ村落共

同体の住民であろうか，言語人ロなので５才以上を対象とした統計であり，就

業人口としての農民はその３分の１か４分の1程度のものであろう。６９０万

人の全国農民のなかには，このほか，エヒードや市場経済に編入された自作農，

借地農，アシエンダのべオンなどに相当数のインディオかいるものと推定ざれ

下層農民におけるインディオのシェアは高いと思われる。

メキシコの政治学者パプロ・ゴンサレス・カサノパ（ＰａｂＩｏＧｏｍｚａＩｅｚ

Ｃａｓａｎｏｖａ）によれば，独立戦争は植民地時代に優勢であった人種差別思想に

対しすべてのインディオは法の前に平等であるという自由主義思想の原則を導

入して一歩前進したか，反動的なポルフィリオ・ディアス体制（Ｐｏｒｆｉｒｉｓｍｏ）

の人種差別思想やダーウィン主義に対してメキシコ革命がこれに挑戦し，さら

に－歩前進しているという通説，国民文化を身につげたインディオはその経済

的，政治的，職業的な地位によって差別感を抱くことかあり得るかも知れない

が人種的原因によって差別感を覚えることばないという人類学者の通説は厩ね

是認できるとしても，それが特徴のすべてではないという保留を付している

（注９）。すなわち，カサノパは，メキシコ社会かラディーノ（注10）のメキ

シコ（ｅｌＭ６ｘｉｃｏｌａｄｉｎｏ）とインディオのメキシコ（ｅＩＭ６ｘｉｃｏｉｎｄｉＲｅｎａ）
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より形成される二虚社会であり，両者は持てる者と持たざる者，参加できる者

と疎外された者（ｅＩｐａｒｔｉｃｉｐａｎｔｙｅＩｍａｒｇｉｎａｌ），に二極分解しており

ことにインディオ村落共同体は，超マーソナルな，持たざる社会であって，自

国内植民地（ｃｏＩｏｎｉａＩｉｓｍｏｉｎｔｅｒｎｏ）とでも呼称するのにふさわしい，と

いうのである。インディオ社会の疎外の原因として，カサノパはメキシコの新

聞普及率の極端な都市集中性，それによる地方のインディオ社会の備報疎外，

各種の公職遇挙に対するインディオの高い棄権率，などを数字を挙げて立証し，

メキシコの人口の約５Ｕ儲かメキシコ・デモクラシーの圏外で生存していると

桔論している（注Ｉ【）。ラディーノに上るインディオの搾取は，自営農民のべ

オン化もしくは賃労働老化，同一労働に対する賃金差別，言語の違いによる差

別，などの形で依然として継続しており，それ故に自国内植民地ともいわれう

るのだが，それが海外植民地と違うところは，若干のインディオが地方のイン

ディオ社会を物理的かつ文化的に脱出して都市に転住し，そこになんらかの場

を確保することができることであり，多くは貧民窟住いだが若干の圏手も出て

それが白人やメズティーソ並みの社会的上昇の機会を得ることができることで

ある，という（注１２）。その選手の頂点に立つ象徴的英堆がペニート．ホアレ

スということになろう。

このメキシコの二重社会欝造は，多数のインディオ人口を擁する中米および

アンデス諸国におけるそれに多かれ少なかれ共酌するものであい疎外され，

あるいは自閉的であるインディオ社会の取扱に関する政策にも相通ずるものが

多い。

しかし，そういう類推が通用しないのは白人国を看板としているアルゼンチ

ンであろう。恐らく，独立後インディオか最大の受難を豪ったのはアルゼンチ

ンにおいててあり，南部のパタゴニア地方，南部，中央部のチャコ地方に有史

以前から棲息していたインディオの諸部族は約900万ヘクタールの土地を収

奪されて’約４ＵＵ人の白人大地主の手中に集中されることになり，その上，パ

タゴニアでは皆殺しにされた部族も少なくなかった。そのような軍事的征服を

経て生き残り，不毛地帯に追い込まれて生存しているインディオおよびインデ

ィオの農民は今日でも５０万人を数えるが，政府は「もはやインディオは存在

しない」と宣伝しているため，公表数字が２Ｕ万人を上廻ることは決してない

という（注１３）。今日プエノス・アイレスでインディオに出会うことは＝＝＿
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ヨークやワシントンでインディアンに出会うことよりも稀であろう。

（２）黒人

前述のように黒人は独立戦争に兵士として参加したのだが，独立後の解放は

まず奴隷制の廃止から出発する筈のものであった。しかし，独立後のラテン・

アメリカ諸国はいずれも独立と同時に奴隷制を廃止したわけではない。チリー

が１８２３年，中米連合（当時）か１８２４年，メキシコが１８２９年に廃止

の先鞭を付し，２０年余遅れてコロンビアか１８５１年，ペルーとベネズエラ

が１８５４年，とこれに続くか，【８９８年の米西戦争時までスペイン領であ

り，かつ熱帯作目のプランテーションへの依存度が高いプエルト・リコが１８

７３年，キューバが１８８６年に至って漸く廃止に踏象切っている。

奴隷制廃止の背景には国際的要因と国内的要因とか作用している。国際的要

因としては，当時世界一の工業国，工業製品の輸出国忙のし上がった英国の外

圧かあり，英国としては他国における無償労働力を使用しての競争力を許容で

きなかったこと，および奴隷を雇用労働者化して工業製品の新市場を創出しよ

うとしたこと，の二つの動機にもとづき，ラテン・アメリカ諸国に奴隷制廃止

の圧力をかけたのである。商業貸本段階では有数の奴隷貿易国であった英国か

産業資本段階ではその廃止を他国に迫るようになった。変れば変るものである。

国内的要因としては，人道的見地からの廃止運動，独立当時は遠からず廃止さ

れるものと期待して平穏を保っていた黒人奴隷の期待外れによる反乱の暴発，

奴隷使用者側による奴隷労働の非経済性の自覚（非能率性，投下資本の固定化

そのための近代的設備への転換の遅れ，ｅｔｃ．）などが挙げられる（注１４）。

以上の国際的要因と国内的要因の複合的な作用によってこれ以上の維持か困難

になったときに，’９世紀のいずれかの時点において，各国か廃止に至ったの

である。

解放後の奴隷は喜びと不安にさらされた。

ペルーを価|にとると，１８７６年における黒人の全人口に対する比率は９３

妬であるか（注１５），南部海岸地帯における黒人は相変らず，砂糖，綿，ぶど

うの大農園のべオンとして就労しており，その生活条件はいっこうに改警され

なかった。リマでは，地方から都会へ農作物や煉瓦，石灰などを運搬する荷馬

車の馬子，鉄道駅の赤帽，水運搬夫，野犬狩りの捕渡手，その他の筋肉方働に
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従事していた。工場労働者は僅小であり，１９０８年のリマの人口統計でも工

業および手工業就労の労働者ＩＯＵ0人につき黒人は６３人を数えるに過ぎな

かった（注１６）。いずれにせよ，社会の最下層で就労していたことかわかる。

インド・アメリカにおける黒人は白人に対してもインディオに対しても少数

民族（厳密にいえば少数人種）の立場にあるか，白人か支配する社会に対する

適応性に限っていえばインディオよりも高いということかできる。それは，奴

隷貿易かアフリカとの紐帯を断ち切っているので，インディオのように過去の

文化や社会組織へのこだわりかないからである（注１７）。これは北米の黒人と

インディアンについていえることであろう。また黒人の持つ天賦の音楽の才能

も白人社会への接近を容易にする－つの要素といえるであろう。

アフロ・アメリカ（もしくはプランテーション・アメリカ）に属するプエル

ト・リコやキューバの黒人はどうであろうか。黒人は多数ではあるか，その大

部分は経済的には最も貧しく社会的には最も地位か低い。農民でいえば小作人

か農業労務者である。そのなかから少数のエリートはでる。プエルト・リコに

おいて，高等教育をうけ，経済的地位と政治力を兼備する黒人エリートと雛も政

治的なカクテル・パーティーに招ばれることはなく，知事公邸における常連の

訪問客になることはなく，上流階級の子女の結婚式に招待されることもない。

カストロ革命前のキューバの都市生活において，各種のクラブかカラー・ペ

ースで組織されていた。とくにヨット・クラブの会員は白人に限定されていた

という（注１８）。

（３）混血

アフロ・アメリカにおいてもイント゛・アメリカないしメスティーソ・アメリ

カにおいても，混血は，その評価に対する時代的消長はあるが，白と黒あるい

は白と黄色との間の中間層としての地位は一貫して保持している。

プエルト・リコや革命前のキューバにおいて少しでもコーカソント゛の身体的

特徴の強い混血か上流社会に受け入れられ易い。とも角混血であれば社会的上

昇の機会を掴み易いか，純粋のネグロイト．,土その機会を極めて限定される。黒

と白の桔婚は稀であるか，ムラートはそのいずれとも結婚できる。しかし，少

しでも漂白する方か社会的上昇か有利になる。革命前のキューバにおいて，地

主の数の比率は白人の間でもムラートの間でも同率であったが，黒人は地主と
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いう階層から疎外されていた（注１９）。

しかし，ペルーにおいては，１９世紀末のことだが’同じ混血でもムラート

の地位はメスティーソより低く，極く少数か肌の色を利用して社会的に上昇し

たとはいえ，大多数は黒人と同類とみなされ，黒人と同じ職種に就労していた

（注２０）。

独立後のペルーなどで，インディオから土地を収奪したのは白人とメスティ

ーソであった（注２１）。メスティーソには私生児が多かったとはいえ，片親か

白人であることによりインディオより教育の機会には恵まれていたので，登記，

地権などの一応の知織に通じていたのであろう。従って独立後のメスティーソ

の一部は地主という階層のなかに上方移行してきたわけである。

メズティソには白人志向性とインディオ志向性という二つの相反する引力か

内在し，人によってその何れかか強く出てくるのではないかと思われる。とか

く白人志向性の方か強く出るのは人情としては止むを得ないであろう。その白

人志向性か最も強いメズティソの代表的なタイプかポルフィリオ･ディアスな

のであろう。メキシコ革命にはそのポルフィリオ体制の白人志向性，欧化思想

に反発する－面かあったか，メキシコのインディヘニズモには先スペイン文化

を誇るという以上に先スペイン文化とスペイン文化との融合の上に成立した第

３文化を誇る気風か強い。その場合メスティソは文化変容の体現として再評価

される。因みに，１９２０年代のメキシコ・ナショナリズム，インディヘニズ

モの高揚に大きな影響を与えた，前掲のホセ・ヴィスコンセロスの「宇宙的人

種」は，純血を重んずるアングロ・サクソンに対し混血を許容し，奨励するラ

テン．アメリカ人の未来における世界の指導性を強調しているか，インカおよ

びアステカ文化の起源をアジアとせずに西洋文化の源泉でもある，失われたア

トランティス大陵の一部としているところに強い白人志向性か潜在しているよ

うに思われる（注２２）。

このようなメスティソ再評価の背景の下に，メキシコ革命以降メキシコのメ

スティソはその社会的地位を漸進的に向上した。前述のように，カサノパは，

ラディーノのメキシコという慨念とインディオのメキシコという慨念を対歴さ

せているか，このラディーノの概念には白人とメスティーソを含めている｡イ

ンディオ村落共同体をめぐる関係で例示すれば，そこには二つのタイプの行政

当局か支配している。一つは伝統的な行政当局，具体的にはインディオ自らの
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政府であり，今一つは憲法上の行政当局，具体的には郡政府である。前者は共

同体の成員によって民主的に選出される。後者は白人とメズティーソを代表す

る組織であるか，その大部分はメスティーソかi牛耳っている。また共同体にイ

ンディオのカンーケか存在する場合は事情は少し異なり’郡政府は共同体の

政治的かつ経済的な支配のためカンーケの介入を利用する。

植民地時代の混血の細分類はなくなワ，今日では記憶している者もいない位

であり，マクナス・メルナーに言わせれば，独立後の社会において混血の魔念

は人種的なものから社会的なものに変化した（注２３）。

（４）外国移民

独立後のラテン・アメリカ諸国は，緩急の差はあれ，ヨーロッパ大陸からの

移民の受入れに門戸を開放した。移民か入り易いように信仰の自由を認めた程

である（注２４）。ペルーの場合，白人移民の受入動機は経済的動機ばかりでは

なく，ペルーの人種織成における白人のシェアの引上げか強い動機になってい

たか（注２５），それは多かれ少なかれ他の諸国にも相通ずるものがあるであろ

う。

これに対し東洋系移民の導入には経済的動槻か際立っている。キューパ，ペ

ルーにおける「クーリー貿易」と通称される中国移民の導入は奴隷制の廃止に

作なう代替労力の確保かその動機になっている。

中産階級を欠いていたラテン・アメリカの社会に，ヨーロッパ移民か主とし

て都市に，日本移民か主として農村に，それぞれ中間層を形成した経緯につい

ては，ラテン・アメリカ譲集７～８合併号所収の拙稿に記述したところである

のて本稿では割愛する。
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(注７）ＰａｂｌｏＧｏｎｚＡｌｖｅｚＣａｓａｎｏｖａ：ＬａＤｅｍｏｃｒａｃｉａｅｎＭ６Ｘｉｃｏ，

（Ｍ６ｘｉｃｏ，１９６５），ｐｏｌ３７ｏｐｏ２９８．

（注８）ＰａｂＩｏＯｏｎｚ３ＩｖｅｚＣａｓａｎｏｖａ８ｉｂｉｄ.，ｐ､９８－９９．ｐｏ２８２。

(注９）ＰａｂＩｏＯｏｎｚＡＩｖｅｚＣａｓａｎｏｖａ８ｉｂｉｄ。，ｐｏＩＵ３。

(注10）ラデイーノの原義は，１５０２年から１５０９年にかけて，スペイン本国か
ら新大陸へ移送されたスペイン語を話す黒人奴隷を指すものであ

る。当時のスペインでもポルトガルでも既にアフリカから輸入し

た黒人奴隷を使役していた（ＭａｇｎｕｓＭ５ｒｎｅｒ：ｉｂｉｄ.，ｐ，１６．）。

インディオからみた場合外来者を指すため，現在のメキシコおよ

び中米では非インディオ人口全部に対して用いられている。

(注１１）ＰａｂｌｏＧｏｎｚａｌｖｅｚＣａｓａｎｏｖａ：ｉｂｉｄ．，ｐ､９８ｐｏＩｌ４．

(注１２）ＰａｂＩｏＧｏｎｚ３ＩｖｅｚＣａｓａｎｏｖａ：ｉｂｉｄ．，ｐ、105．

(注１３）ＡｄｏｌｆＣｏＩｏｍｂｒｅｓ(Ｐｒ６１ｏｇｏｙｎｏｔａｓ北ＰｏｒｌａＬｉｂｅｒａ－
ｃｉ６ｎ‘土ＩＴＩ'１１．ｇｅｎａ－ＤＤｃｕｍｅｎｔｏｓｙＴｅｓｔｉｍｏｎｉｏｓ，

（ＢｕｅｎｏｓＡｉｒｅｓ，１９７５），ｐ・’８３－１８４．

(注１４）ＤｅｎｉｓＣｕｃｈｅ：ｉｂｉｄｏ，ｐ、２９－３１．

(注１５）ＤｅｎｉｓＣｕｃｈｅ：ｉｂｉｄ．，ｐ、１８．

(注１６）ＤｅｎｉｓＣｕｃｈｅ：ｉｂｉｄ．，ｐ、７１－７５．

(注１７）ＤｅｎｉｓＣｕｃｈｅ：ｉｂｉｄ．，ｐ､６７．

(注１８）（注１９）Ｈ・Ｈｏｅｔｉｎｋ８ＣａｒｉｂｂｅａｎＲａｃｅＲｅｌａｔｉｏｎｓ－Ａ

ＳｔｕｄｙｏｆＴＷｏＶａｒｉａｎｔｓ－，（Ｌｏｎｄｏｎ，［９６７），ｐ､３９－４Ｕ・

(注２ｕ）ＤｅｎｉｓＣｕｃｈｅ：ｉｂｉｄ．，ｐ・ｌｌｏ－ｌｌｌ．

(注２１）ＭａｎｕｓＭ５ｒｎｅｒ：ｉｂｉｄ．，ｐ・ｌｕ４．

(注２２）Ｊｏｓ６Ｖａｓｃｏｎｃｅｌｏｓ：ｉｂｉｄ．，ｐ､２０．ｐ，３Ｕ、

(注２３）ＭａｇｎｕｓＭ５ｒｎｅｒ：ｉｂｉｄ．，ｐ、102

(注２４）ＮｉｃｏｌらｓＳ５ｎｃｈｅｚ－ＡＩｂｏｒｎｏｚ：ｉｂｉｄ．，ｐｏ１７ｕ．

(注２５）ＤｅｎｉｓＣｕｃｈｅ：ｉｂｉｄ．，ｐｏｌ１１．

むすび5．

植民地時代は，スペインという一国の植民地であったから，その社会鬮造の

メカニズムは比轄的に把握し易い。独立後のスペイン系アメリカは１８カ国に

分解される。同じ母体から出ているとはいえ，時代の推移と共に国別の個性か
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出てくることは避け難い。地域全体の巨視的な把握と国別単位の微視的な分析

をどのように調節するかはラテン・アメリカ地域研究のあらゆる分野につきま

とってくる問題である。インド・アメリカ，メスティーソ・アメリカ，メソ・

アメリカ，アフロ・アメリカ（またはプランテーション・アメリカ），ユー。

・アメリカのような人種分布を基礎とした地域の亜分類はこの調節に幾分とも

役立つように思う。

ウルキーディか作表したスペイン植民地時代の職種と人種の相関表は，ユー

ロ・アメリカを除く今日のスペイン系アメリカ社会のそれを把握するためにも

示唆に富むものがある。あの相関表のなかでなにが変わり，なにが変っていな

いか。Ｐパルティミエン卜，エンコミエンダ，奴隷，ミターヨなどは現存しない。

しかし，インド・アメリカやメスティーソ・アメリカに属する，人口３～４百

万で，工業化の遅れている小国の場合，あの相関表はまだかなりの妥当性を保

っているのではないであろうか。インディオにしてアセンダードに昇進したも

のはいないであろう。インディオはペオンであるか，古くからの村落共同体の

成員であるか，零細自作農であるか，のいずれかであろう。農業のなかにおけ

るインディオの地位はあまり変っていない。都市化の波に乗って都市に流出す

るインディオの居住地域は，都市を囲む外緑の貧民窟である。かつて植民地時

代の都市においてスペイン人とインディオの居住地域は区別され，市内のスペ

イン人は外縁のインディオから家内労働をミータとして徴用することができた

わけだが，それ以来の都市の人種地図は今日まで尾を引いているといえよう。

都市のインディオ社会からも少数のエリートは輩出する。少数の社会的上昇を

許容するのはインディオの不満を幾分なりとも緩和する安全弁であり，どこの

国でも人種政策上使う手であるか，白人支配体制を脅かすようなものにはなり

得ない。

独立戦争か，クリオージョの，クリオージョによる，クリオージョのための

戦争であったから，独立後の社会か白人優先の体制になったのは当然である。

しかし，白人かすべて上流か，中流の上に属しているわけではない。能力や運

に個人差かある以上，白人も上・中・下の各階層に分布されてばいるか，上・

中が多数であワ，かつ階層間の可動性に恵まれているので上方移行がより容易

である。植民地時代あるいは独立当時に大面穣の土地を入手した祖先をもつ白

人は，数次にわたる相続を鰹て分解しているとはいえ，依然として費童家であ
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D，名家である。同じ白人でも外来の移民は零から出発するから，成功者と不

成功者の間の階層の幅が広い。

メズティソは，独立当初インディオの土地収癒の余恩をうけるかラティフン

ディスタにまで上昇したとはいえない。カリプ海域におけるムラートの方かよ

り地主層にまで上昇しているように思われる。経済的地位は若干向上したとは

いえ，メズティーソにせよ，ムラートにせよ，白人，インディオ，黒人のいず

れからも本当には受け入れられない淋しい存在である。スペイン語には白と黄

色，白と黒，黒と黄色の混血を示す弔露はあっても，白と曰との混血を示す用

語はない。麟者は脊年時代，日本に留学していたアルゼンチン人の建築家夫妻

からスペイン語の個人教授を受けていたことかある。この夫妻は夫かスペイン

移民とイタリア移民の子息であり，夫人はドイツ移民と日本移民の子女，とい

う配偶であったか，夫人か自分はメスティーソであるか主人は混血ではない，

白と白の間には混血がない，と言っていたことを思い出す。このことにメステ

ィーソやムラートの特殊な人櫨的，社会的地位と白人優位の画然とした，カラ

ー・ラインを感ぜずにはいられない。

ユーロ・アメリカと呼ばれる南の地域，とくにアルゼンチンの大都市あたり

では上・中・下の各階層に白人か広く分布している。上も下も単人種か占めて

いるということは，大雑把にいって，人種と階級との関連か断たれているとい

えよう。そこにはウルキーディか作表したような相関表か成り立たない。工業

化の進行と共に資本主義的な生産関係か派生し，人種関係よりもその方か目立

ってくる。勿論，そのなかにおいても，奥地のインディオは専ら自給自足的な

農民に身分固定されているか，それは白人社会とは体系を異にする別世界であ

る。また，日本移民も，－世の段階では，その大部分がプエノス・アイレスに

おける洗溜業か近郊の花作りへの専業を余儀なくされているか，それは２万人

余の社会であり，大勢からみれば例外に属する。

ユーロ・アメリカと亜分類される地域は，ラテン・アメリカとしての特色か

薄れ，ヨーロッパの出店のようでもある。ラテン・アメリカのヴァイタリティ

は，諸人種，諸民族か肩をすり合わせ，その人種関係，民族関係の相互影靭ト

相互文化変容を重ねてゆくところにあるのではないであろうか。アルゼンチン

の近時の停滞は，その白人世界の保守と無関係ではないように思われる。
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