
〔 基 調 講 演 〕
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１．長期の考察

イベリア社会の帝国的性格を理解するためには、植民地構造の展開の場としてのラテンアメリカに注目

することができる。今日、そのような試みは、つねに豊かな二つの政治的現実に帰着することになる。そ

れは、一方では、ジェームズ・モンロー・ドクトリンの、以後２世紀間においてあたえた影響であり、こ

れはとくにかつてスペインとポルトガルの君主政に統合された地域とのかかわりにおいて重要である。イ

ベリア植民地帝国にかかわる論議では、ラテンアメリカ諸国・社会がアメリカ合衆国と保持した緊張関係

が永遠のテーマとなっている。モンローの反ヨーロッパ主義は、連邦国家の拡張主義的な仮面でしかない。

メキシコ帝国を犠牲にした合衆国の領土的征服とルイジアナ、フロリダ、テキサスの併合がそれを示して

いるように思われる。この記憶と推測がつねにアメリカ大陸内部での諸関係に存在する。ラテンアメリカ

の指導者によってもたらされた一般的な支持は、保守主義者のものを含めて、カストロ兄弟の体制におい

ても、目覚ましい結果としてとどまっている。それゆえ、今日、ラテンアメリカの「帝国的」問題は、ア

メリカ合衆国の帝国主義との力関係の問題として、包含される危険性がある。社会内部での所得や規程の

かなりの不平等性に関する、古い内部における起源についての討議よりも尊重されるのである。

他方、植民地帝国の歴史家によって提示された問題がある関心を引き起こすときがある。その場合は、

ラテンアメリカ社会の植民地構造は、３世紀ものあいだこの社会に形態をあたえてきた諸帝国の崩壊とと

もに消滅したという考え方をいっそう強化することになる。独立した主権的な国民国家は、植民地社会を

発生させないであろう。それゆえ、不平等の法外な性格は、ヨーロッパ的な極めて悪い遺産に帰するもの

である。しかし、この社会の基本的に奴隷制度擁護的な性格は、独立達成してから何十年も存続した。民

族的な階層は憲法体制下で強固となり、はじめて国民の全体的規模での市民集団と、インディオや黒人と

の統合・排除の問題を提示したのである。一言でいえば、その社会は20世紀まで、明確にポスト奴隷制度

擁護者と民族主義者を保持したが、それは、主権国家を引き継いだ体制であり、古い本国とは何ら関係を

もたず、本国は19世紀初め以降、古い植民地にいかなるものも押し付けることはできなかった。ラテンア

メリカ諸国家と政治的指導者に支配的な社会カテゴリーは、社会的な不均衡性をヨーロッパ植民地主義の

持続に負うものでは決してない。とにかく、諸帝国の歴史研究は、それに便利なアリバイを提供するべき

ではない。

ラテンアメリカが、いかに16世紀から19世紀の間に形態をあたえた帝国的構造に負っているかを理解す

るためには、これらの２つのアプローチとは切り離すことである。反帝国主義のレトリックあるいは従属

理論が意味するところの「帝国主義」の問題ではなく、ラテンアメリカ社会の運命に対する旧宗主国の永

遠の罪状の問題でもない。そのかわりに帝国的諸制度の枠内での植民地社会300年間の発展が、諸社会を

深く構成したのであり、この社会が大陸としては1820年代の、そしてキューバやプエルト・リコの場合
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1898年における独立を達成することになった。そういうわけで、私は、アメリカのイベリア帝国的諸制度

のグローバルな分析を長期にわたっておこないたい。また、ヨーロッパの中世に起源をもつ、何世紀もの

あいだの歴史的つながりのなかで、この帝国的歴史を把握することにしたい。

実際、ヨーロッパ的な帝国的事実の歴史のなかで、イベリア諸国の場合が独自の立場を占めている。ま

ず、最初は年代的なプランについていえば、彼らの帝国が、他のヨーロッパ社会の植民地計画に先行して

おり、カナリア諸島の征服、アフリカにおける拠点の設立、コロンブスの航海が行われた。またこの帝国

は、1974年のアンゴラやモザンビークの戦闘、1999年のマカオのポルトガル管理の終結など植民地解放を

受け入れた最後のものである。セウタやメリーリャにおけるスペイン支配の継続を別にしてもそうであ

る。次に領土的なプランについていえば、ブリテン帝国の黄金時代の前に、アメリカ、アジア（セイロン、

フィリピン）におけるイベリアの領土征服は、港市の拠点網と同様、もっとも強力であった。スペイン、

ポルトガルによるアメリカの帝国問題を考察することは、より大きな背景を考慮にいれることに他ならな

い。

一方で、この帝国の歴史は、長期の時間のなかで記載される。他方、大陸間的なプロセスはラテンアメ

リカの進化を支配した。イベリアの二つの帝国的発展とラテンアメリカの植民地的建設は、分離できない

ものである。しかし、さらに規模の大きな他の諸現象が、イベリアアメリカの軌道をくっきりと描き出し

た。第一に、それは、黒人売買貿易が押し付けた、アフリカ人口の莫大な移動である。カリブ海やアメリ

カにおいて征服された地域では征服の最初から、アフリカ人の存在が認められた。この現象は大量であり、

アフリカから到着したアフリカ黒人奴隷1,300万人のうち８割が、イベリア支配のプランテーション、町、
鉱山に導入された。典型的に帝国的な枠内においては、領土的な境界の不確実な性格を考慮しなければな

らない。まず、スペイン人とポルトガル人の関係に関する不確実性である。しかし、これはまた、オラン

ダ、イギリス、フランス、そして、デンマーク人の、とくにカリブ海における、植民地的存在についても

あてはまる。　

この報告では、領土的ひろがりや年代的な長さを考慮にいれる必要がある。このようなアプローチは、

非常に一般的なある型にはまった話になってしまうが、しかし、モノグラフ的な追究では到達が難しいか

もしれない諸現象を明るみに出してくれるのである。最初に問題となるのは、15世紀から18世紀のラテン

アメリカの領域において形成された帝国的モデルである。次いで、さまざまな植民地における帝国の実際

について、注目することになろう。

２．競合する帝国モデル

トルデシリャス条約（1494年）とともに、スペインとポルトガルの交渉者たちは真に知的な革命を生み

出した。教皇庁の庇護の下で、二つの君主政（モナルキア）は、未発見の征服地を、数学的な座標に基づ

いて、不定の時期にわたって分割した。領土交渉規則の経験的性格によって、これは大きな断絶を達成し

た。結局、分割は二つの要因に正当性を与えることになった。教皇と幾何学である。建設中の帝国は、中

世的な伝統に属すると同時に、ある種の近代性を生み出したと言えよう。

帝国史の問題は、スペイン、ポルトガルの君主政に一つの主たる疑問を提示した。すなわち、これらの

発展の帝国的性格は、植民地発展の結果であるのか、それとも原因であるのかという問題である。という

のは、アメリカにおける帝国建設の最初の段階がとられたとき、スペインの王権はすでに帝国的な構造の

なかで、形成されていたからである。1500年生まれのヘントのカルロスは、1516年にはカスティーリャ・
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アラゴンのカルロス１世となり、1519年にはカール５世となって受け継いだ王国と公国は、ジョン・Ｈ・

エリオットの古典的な表現によれば、「複合君主政」であった。この「複合君主政」のモデルは、同様に

ブリテン諸島の拡大するイギリス君主政をも描きだす。カスバート・タンスタルが、ヘンリー８世につい

て「イングランドの王位は、それ自身一つの帝国である」と述べた有名な言葉を信ずるならばそうである。

この二つの発展の比較は、長い間気づかれなかったが、今日では、大きな歴史研究の範囲の中で、比較研

究の場となっている。より一般的にいえば、ヨーロッパ全体は、スペイン君主政の複合的性格とそれが近

代に到達した権力との間の諸関係について、熟考することとなる。このモデルは、いくつかの特徴のうえ

に基礎づけられる。これは中央権力の周囲で承認された領土全体に関わることであり、そのためには３つ

の道が可能である。王朝的な血縁（相続と婚姻）と交渉と征服である。君主政的な構造への入り口が、承

認された領域と支配的な首都との関係の性格を規定する。血統と交渉は、自治領が自立的なものにとどま

る可能性を開くことになる、すなわち、本来の法的秩序に基づく自立性を維持することである。アラゴン

がカスティーリャと結んだ関係や、よりあとには、スコットランドがイングランドと結んだ関係がその例

である。それに反して、征服によって、自治領の法的あるいは慣習的な体系を決定する権利は廃止される。

アイルランド領土や、アメリカ征服がその例である。

集合のプロセスは、同様に領土拡大でもある。その正当化は、摂理的な性格を帯びた議論の史料体系の

なかから取り出される。フランスのように王権は、「教会の長女」とみなされる。イベリア君主政の場合、

「レコンキスタ」として知られる継続した戦争は、十字軍の史料体系を引き継ぐ。この肩書きの下で、カ

スティーリャ、アラゴン、ポルトガルの王たちは特別に神秘的なオーラの恩恵の下でその企てに加わった。

イサベルとフェルナンドの結婚によるアラゴンとカスティーリャの二つの王国の合併は、半島の統一を知

らせるものであり、イスラームの領土的存在は、今やグラナダ王国だけに限定されていた。一例ではある

が、ポルトガル王朝のアイデンティティの神秘的な基礎付けは、アフォンソ・エンリケス王子のオーリッ

ケの戦いでのムラービト朝に対する勝利におかれる。1139年におけるポルトガルのキリスト教王子とイス

ラーム軍との対決のエピソードは、こののち長いあいだポルトガルの本来の正当性の無限の根源となっ

た。つまり十字軍的な運動に立脚しているのである。

しかし、十字軍だけが、唯一の引き出された史料ではない。主権の概念によって、ヨーロッパの主要な

王冠の保持者は、「上位者を認めない」ものとして提示される。この性質によって、かれらは自分の領地

で皇帝と自称する。かくして、フランス王は12世紀以来、「自らのインペリウムにおける皇帝（imperator 
in Imperio suo）」と自任する。一方、カスティーリャとレオンのアルフォンソ７世（1126年～1157年）は、「全
イスパニア皇帝」の称号をもった。アラゴン王については、地中海における海洋的な成功が、イスラーム

に面した海洋的なひろがりの君主、摂理的なオーラをまとった王をつくりあげた。16世紀半ばの「靴直し

のバンダラ」に帰する予言的な詩句の明白な成功は、イベリア社会における政治制度のメシア的提示の有

効性を示す兆候である。一言でいえば、ローマやキリスト教国の遺産としての帝国概念の制度的、精神的

な史料記録が、ヨーロッパのさまざまな国の、国王としての正当性の言説をつくりだした。それは、いか

なる植民地的な拡張が始まるよりも前のことである。

複合君主政の概念が、つねにスペイン的な君主政をあらわすのに適しているように思われるのに対し

て、それは、ポルトガルには少しもあてはまらないと強調する歴史家もいる。実際、この場合、建設途上

の帝国の本国は、法的には、ひとまとまりのものである。それゆえ、ポルトガルとブラジルの歴史家たち
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は、今日、「複大陸的な君主政」という概念を好んで使用する。ポルトガルの航海者が、ペドロ・アルヴァ

レス・カブラルの指揮の下で1500年にブラジルへ到達したとき、王の称号はすでに王権の帝国的性格を表

明していた。それは「神の恩寵によるポルトガルとアフリカにおける海の両側のアルガルヴェの王、ギニ

ア公、エチオピア、アラビア、ペルシア、インドの征服・航海・商業上の公」であり、諸王の王という表

現、すなわち皇帝であった。

15世紀以降、カリブ湾やアメリカにおいて莫大な征服を指揮したスペイン、ポルトガルの政治的な権威

は、すでに一種の帝国であったけれども、おそらく西半球における彼らの領土的征服の次元は、摂理的な

イデオロギーを確認するとともに豊かにもし、そのイデオロギーが皇帝という称号における君主の主張を

育成した。フェリペ２世が、父親のカール５世の神聖ローマ帝国の帝冠を受け継がなかったにしても、彼

の権威の帝国的、摂理的な性格はそのことから影響を受けなかった。時につれて、アメリカの継承、つづ

く1581年のポルトガル王国との連合が、「日の沈まない」この帝国の基盤となった。神聖ローマ帝国の制

度は、全ヨーロッパが普遍的な君主政を切望したことの責を負わせている、この国王フェリペ２世には、

何の影響ももたらさなかったのである。

イベリア社会の長い歴史では、帝国的な構造に固有の複雑性は、征服の過程において獲得された。半島

のイスラーム社会を犠牲にして獲得された領土はあらゆる形態をとった。諸侯やアミールとのあいだの同

盟は、二つの世界の対決に区切りを入れた。スペインのキリスト教徒の象徴的な叙事詩「我がシッドの歌」

の劇的なあらゆる衝動は、この二つの現実のうえにおかれる。そこに、コンキスタドールとアメリカ社会

のあいだで他に対抗するために結ばれた同盟が、16世紀における新しい現象ではなかったことを理解する

ための重要なポイントがある。中世スペインとポルトガルにおいては、併存しながらもほとんど混ざるこ

とのない社会の共存がしばしば平和的なものとなり、時には暴力の爆発で区切られた。イスラーム領域が、

内部でのキリスト教徒やユダヤ人社会の存在を認めただけではない。カスティーリャやアラゴンの諸侯に

よって征服された地域においても、分離された地区においてではあるが、ユダヤ人やイスラーム人の共同

体の存在が、集団的な追放が行われるのちの時代まで認められた。その点で、ヨーロッパ社会と植民地ア

メリカ本来の「インディオの共同体」との併存は、中世スペインのなかに一種の原型をみいだしたと考え

ることが充分できるのである。結局、イベリア半島のイスラーム社会を犠牲にした、キリスト教徒による

征服地の利用は、新しい領主や再入植の戦略のための、肥沃地の収用という形態をとった。バレンシア地

域、あるいはバレアレス群島において、イスラーム権威が払しょくされたのちにおきた変化はその例であ

る。征服地の変化のプロセスを、植民地状況と同様のものとして特徴づけることをためらわない歴史家も

いる。

かくして、スペインとポルトガル君主政は、15世紀、16世紀の大遠征によって植民地帝国を築く前に、

帝国的な形態で政治的、領土的な形成を指導していた。そのときに関わった社会的、制度的な過程は、

ジェーン・バーバンクやフレデリック・クーパーの定義によると「帝国的なレパートリー」に属するもの

である。内部の多面性、仲介者の動員、境域における閉鎖と浸透とのあいだのあいまいな管理、プラグマ

ティズムと普遍的拡張の夢とのあいだのイデオロギー形態の複雑性などである。このような特色のすべて

は、アメリカの征服の前夜において、イベリア的な経験のなかで存在した。年代的な順序においては、イ

ベリア君主政の最初の大西洋的な拡張が、アメリカ植民地化の最初の一歩を画した。デビッド・アブラ

フィアは、カナリア諸島への獲得遠征を、適切に「人類の発見」と特徴づけた。なぜなら、もしヨーロッ
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パ人が決して語ることを望まなかった人々との接触―あるいはその破壊―を大発見とするのであれば、そ

れが始まったのはカナリア諸島だからである。最初の遠征が行われたのは14世紀以後であり、体系的な征

服が15世紀を通して行われ、16世紀初め以降植民地社会が形成され、ヨーロッパによる大西洋的な大拡張

のサイクルが開かれた。大西洋諸島すなわちアゾレス、マデイラ島やカーボベルデ諸島の利用とともに規

模が大きくなったのは奴隷の輸送の問題であった。そこでもまた、サハラ、地中海、ヨーロッパの大西洋

沿岸と諸島とのあいだの黒人奴隷売買網が活発になるためには、アメリカ征服を待つ必要はなかった。ポ

ルトガル、ジェノヴァ、アラゴン商人が、奴隷の大規模な売買手続きを確立した。彼らは、16世紀から19

世紀までの大西洋という大きな枠組みにおけるシステムの基礎を形成したのである。

さて、アメリカのイベリア帝国の中世的な最後の遺産は、宗教的な非妥協性である。実際、15世紀にお

けるイスラーム領域征服とアフリカ沿岸に沿った航海のダイナミズムとは、イベリア半島のキリスト教

徒、ユダヤ人とイスラーム教徒とのあいだの関係の深層における変化と時期的に一致する。グラナダの陥

落、ユダヤ人の追放、コロンブスの航海によって特徴づけられる1492年の象徴的な契機は、15世紀を通し

て交叉する一連の諸現象の到達点であった。カリブ海やアメリカ大陸に足を踏み入れたコンキスタドール

は、キリスト教社会の浄化への欲求によって特徴づけられる政治文化の担い手であった。血の純血の規則

と異端審問の手続きが同じ目的を共有した。すなわち、キリスト教に改宗した子孫によって構成された集

団を周縁化し、除去することである。そのような社会文化的関係の表現をともなって、アメリカの最初の

征服者はアメリカのインディオ社会と衝突した。その事実が、新しいアメリカ社会の形成を特徴づける諸

現象全体を理解するためには根本的なものなのである。

３．帝国の実際

スペインとポルトガルの二つの帝国は、かなり異なるものとみなされている。主な相違は、一方の大陸

的征服と領土支配にかんするカスティーリャ的な実践と、他方のポルトガルの海洋制覇的なありかたとの

あいだの対立にあるように思われる。このような分析枠はあまりに一般的すぎて、この両帝国の展開を理

解するのには有効ではない。せいぜい、カスティーリャのコンキスタドールの領土的野心がアステカ、イ

ンカの帝国的拡張を引き継ぎ、その持続性において結びつくことに注目できることぐらいである。同様に、

不連続な海洋帝国というポルトガルのモデルは、アフリカ東部から中国までの商業的、政治的、宗教的な

ネットワークを模倣したのである。

もし、この二つの君主政のアメリカにおける所有の問題にとどまるならば、この古典的な対立は、何ら

意味をもたない。一方では、ためらいがちな最初の世紀のあと、ポルトガルの植民地化は、領土的な拡張

の様相を帯びたが、それは16世紀以降のバイーア湾岸地域やペルナンブーコ内部においてでしかなく、そ

のあと17世紀におけるサンパウロ住民の南部後背地への流入やアマゾンのマラニョンの征服、18世紀のミ

ナス・ジェライス地域の組織化が行われた。反対にスペインの制度は、支配権を要求したにもかかわらず、

その地域全体を長いあいだ制御することができなかったことを思い起こすことが重要である。メキシコ湾

北部の全地域、アマゾン地域、あるいはパラグアイ高地がその例である。かくして、スペインの制度はア

メリカ大陸において不連続な領土とするすべを学んだ。

大虐殺と疫病による比類のない人口的なカタストロフという背景のなかで、地方社会は労働賦役（ミタ）
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と奴隷の大量使用によって建設された。奴隷現象の普遍的かつ圧倒的な性格を無視したり、矮小化するよ

うなアメリカ社会に関する歴史的アプローチでは、社会、政治、文化的な領域の本質を理解することはで

きない。大西洋を横断する黒人奴隷貿易と先住民の大陸内奴隷貿易は、ラテンアメリカの植民地的、帝国

的趨勢を理解するのに不可欠な社会構造上の現象である。アフリカからの人口移動はヨーロッパの移民と

は比べられないほどである。貿易によって犠牲になったアフリカ人1,200万～1,300万人のうち８割が、ラ
テンアメリカの植民地で売られた。この時代を通して、彼らは都市部、プランテーション、ヨーロッパ人

の主人の住居、開拓地や鉱山に遍在する。彼らの存在は、植民地システムの不可欠な燃料であると同時に、

既存の秩序に対する不変の脅威でもあった。たとえば黒人奴隷の脱走についての強迫観念が、二つの帝国

のヨーロッパ臣民にとっての共通の植民地体験であった。

かくして、異端審問権力や血の純血に関する規則や、奴隷女性から生まれた子供の身分を正当化するイ

デオロギー上の必要が交叉することによって、アメリカの植民地社会は、人口管理上の人種分類を発達さ

せた。最も古い例は、メキシコの有名な「カーストの絵」にみられ、これは、18世紀末と19世紀初頭にお

けるブラジルの町の画像表現にも相当するものがある。

入植者、管理者、宣教師の社会は、奴隷労働の体系的な動員の上におかれている。そして、この現実は

スペインとポルトガルの君主政の帝国的諸制度よりも堅固である。実際、奴隷制度と貿易は自由主義時代

の独立によっても廃止されなかったし、それどころではなかったのである。リベルタドールのシモン・ボ

リバルは、人種戦争を危惧してそれを回避するため、奴隷制廃止の一般原則を支持したにもかかわらず、

ジョージ・ワシントンやトーマス・ジェファーソンと同じように、奴隷の保有者であった。大西洋の空間

で、ブラジルはキューバのスペイン植民地とともに奴隷制と奴隷貿易が廃止された最後の国であり、前者

は1888年、後者は1886年であった。

二つの帝国の制度的輪郭をそれぞれ分析することが残されている。スペインとポルトガルは16世紀から

18世紀までのあいだ、イベリア君主政の有名な多元合議制とよばれる、専門分化した高位顧問会議の増加

に基づいた、かなり類似した統治システムを実現した。18世紀の第２三半期の時代まで、統治モデルは伝

統的な制度であった。その名の示すとおり、顧問会議は、国王の決定遂行において、国王を補佐すると同

時に、その名のとおり機能した。というのは、それは、裁判を委託されたからである。このようなやりか

たの統治は、形式的には国王の下におかれた問題に対して、国王の権威があたえた判断に基づくものであ

る。この機構は法律の専門家、聖職者や顧問会議に集まった貴族階級によって構成されていた。システム

を単純化すれば、二つの国の多元合議制を一つの描写で提示することができよう。両国ともに、システム

の要石は、君主政の複数の顧問会議や裁判所全体に法的な凝集性を保障する、一つの顧問会議であり、そ

れは最終審機能をもっていた。すなわち、カスティーリャ顧問会議と宮廷控訴院（デセンバルゴ・ド・パ

ソ）である。ついで、個別の顧問会議がある。外交関係や帝国の統合（国家顧問会議）、財政問題（財政

顧問会議）、軍事問題（軍事顧問会議）、宗教問題（騎士修道会会議と異端審問会議）、海外（インディア

ス顧問会議、海外顧問会議）そして、スペインの場合だけは、多領域の問題を扱う顧問会議（アラゴン、

ナバーラ、イタリア、フランドル、ポルトガル）があった。

カスティーリャのインディアスやフィリピンに関する問題は、16世紀の末以降はインディアス顧問会議

（Real y Supremo Consejo de Indias）で扱われた。その活動は、二つの面をもった。一方では、カスティー
リャの王権の司法権の拡張として、顧問会議は、行政的な通常の業務や他の顧問会議の法的な理論づけの
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様式から切り離されてはいなかった。古くからの君主政における、アーカイブのこのときの爆発的増加に

よって、セビーリャにインディアス顧問会議の書簡（インディアス総文書館）が別に保管されたことは、

この顧問会議がスペインの多元合議制の中に深く統合されていることをわかりにくくしている。インディ

アス顧問会議の集会は、マドリードのアルカサルを始めとする君主政の他の高位法廷と同じ場所で実施さ

れた。顧問会議に列席した行政官は、他のなんらかの部署において、彼らのキャリア（cursus honorum）を
始めていたかもしれないし、キャリアを別のかたちで辿ることもできた。アメリカ領域に関するすべての

研究は、このように帝国の行政ネットワークの再構成を行うものである。こうして、本国と海外の問題の

深い相互浸透が見出されるのである。

他方、アメリカ領土のコミュニケーションの距離・時間やその特異性ゆえに、土着民やアフリカから来

た奴隷を遠隔から管理することをはじめ、海外の問題とスペインの問題の扱いを混同することが禁じられ

た。この違いは非常に目立つものであったので、特別な法学が誕生し、それは17世紀以来Derecho Indiano
という名において、最初の編纂者フアン・ソロルサノ・ペレイラにより始まった。征服の最初の時代から

アメリカの管轄区域の大きな裁判所（サント・ドミンゴは1516年、メキシコは1527年、パナマは1538年、

ガテマラは1543年、リマは1543年、グアダラハーラは1548年、ボゴタは1548年、キトは1563年、チャルカ

スは1559年、チリは1565年、カラカスは1786年、クスコは1787年）が、その決定によって、インディアス

特有の法学をつくりあげた。

ポルトガルの場合は、明確に異なっている。ポルトガルの王権とスペイン君主政の合同（1581年～1640

年）以前に、「インディアス顧問会議」に相当する高等裁判所は存在しなかったし、スペインのアウディ

エンシアと比較しうる法廷もなかった。合同の体制のもとで、断続的なインディアス顧問会議が1604年と

1641年のあいだにはじまった。ポルトガル・ジョアン４世の称号のもとでのブラガンサ公による新しい体

制とともに、安定した「海外顧問会議」がついに1641年にはじまった。それはスペインに対する反抗運動

やブラジル砂糖生産の北東部のオランダ支配という背景においてうまれ、統治と戦闘の機関であった。ポ

ルトガルアメリカの裁判所の状況は、スペインアメリカのそれとなかなか比較できない。ポルトガル君主

政がスペインのアウディエンシアに相当する高位裁判所をかなり遅れて西半球に設置したという限りにお

いてのことであるが。フェリペ３世の治世期に、バヒアのRelacao が創設されるには1609年をまたなけれ
ばならなかった。同様に、宗教審問裁判所がアメリカに設置されたとき（メキシコ、リマは1569年、イン

ディアスのカルタヘナは1610年）、ブラジルの場合はリスボンの法廷に従った。同じ指摘は、大学とみな

されるものが帝国の経営に不可欠な神学者や法律家を養成する場合にもあてはまる。スペイン君主政は、

30の大学の設立を奨励したが、その最初は、サント・ドミンゴの1538年、リマとメキシコの1551年、ボゴ

タの1580年であった。

これに対して、同じ時期を通じて、大学で学びたいと望んだブラジルのヨーロッパ系住民はコインブラ

大学まで学位を取得しに行かなければならなかった。同様に、最初の印刷機がメキシコで1539年に動いた

一方で、印刷所がブラジルで機能するようになるには、ポルトガルの王室がリオ・デ・ジャネイロへ1808

年に「移住」するのを待たねばならなかった。したがって、ブラジル人の地域における裁判権の整備はス

ペイン人のそれよりもかなり遅れ、そしてより希薄なものだった。その結果ポルトガル君主政は、固有の

あるいは一般法から分離したインディアス（アメリカ）判例法を生み出さなかった。

反対に、二つのアメリカのイベリア帝国は、団体社会として形容できる単一の政治社会的母体を共有し
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ている。この中世イベリア社会から受け継がれた性格は、アメリカ植民地社会の形成によって白紙に戻っ

てしまわなかった。エンコミエンダ制とアシエンダ制は封というかつての母体と関連して、おそらく、領

地の管理に関して手に入れた労働力についての支配の分担を革新したに違いない。いずれにせよ、都市参

事会や司教座聖堂参事会の団体的・位階的構造は、修道院的な集まりを拡大したかたちで、カビルドとい

う通称のもとで発展することで、独立期に至るまでイベリア的アメリカという政治社会システムのまさに

根幹であり続けた。教区活動を取り巻く信心会、病人や貧民を受け入れる施療院、学院や大学がそこにあ

る。そしていずれの団体も位階と合議に基づいて創設されている。

それゆえ、アメリカのイベリア帝国社会は、それぞれが固有の権利や特権をそなえた諸団体の凝集ある

いは集合として把握される。とはいえ、アメリカの貴族の地位はヨーロッパにおけるようなものではな

い。アメリカにおけるヨーロッパ系入植者と多少なりとも混血したその子孫の社会は、都市と教会の共同

団体のもとで組織されていた。ヨーロッパとのもう一つの大きな違いとして、人口の大多数、行政活動に

組み込まれていなかったアメリカ先住民やメスティーソと同様に、アフリカあるいはアメリカ大陸自体か

ら来た奴隷は、社会生活における政治機能の外に位置していた。ポルトガルの総督やスペインの副王は、

都市や地方、同様に宣教師の責任下におかれたレドゥクシオンにおいて、「インディアスのレスプブリカ」

に定められた物理的・社会的空間をつくりだした。二つの君主制のアメリカのすべての住民についてまさ

に、彼らが自らの国王陛下と、ローマ・カトリック教会の唯一で疑いようのない真理を識別するように求

められたのである。ヨーロッパの生活のある種の構造は全く縁遠いものではなく、特に信心会に関しては、

アフリカ系の奴隷や解放奴隷によって構成されていたものと同様に、インディオによってつくられていた

ものがあった。

このようなシステムは、スペインやポルトガルの王の権力のもとでアメリカに定住した入植者たちにか

なりの度合の自治をもたらした。一方で、国王裁判権は、大部分がアメリカで生まれたアウディエンシア

や都市参事会の役人に委任された。他方で、王の決定や王宮で発布された法令の登録は、折衝の対象と

なったり、無期限に停止されることもあり得た。アメリカの当局者たちは素早く中世の法的格言、「服従

せよ、されど応じるなかれ」《obedézcase pero no se cumpla》を隠れ蓑としたのだった。これこそ、スペイ
ン系アメリカの専門家の間で重要な議論の一つが、近年、「折衝絶対主義」の概念に注目した理由であり、

この矛盾語法は本国の命令欲求と、地域社会の交渉能力との間にある緊張を表現しているのである。全体

としてシステムは、二つの本国に対する植民地社会の非常に大きな柔軟性と自律性のもとに構築されてい

た。この自律性の度合は時期によってさまざまであって、スペインではカルロス３世の大臣たちによって、

そしてポルトガル王に関してはポンバル候によって導入された諸改革が、ヨーロッパからアメリカへの命

令の鎖を引き締めたという考え方で、大多数の歴史家たちは一致している。

しかしながら、帝国制度の政治的効率性を評価することはコンセンサスの対象を生み出していないどこ

ろか、そこから程遠いのである。それは例えば、アンシャン・レジームにおける制度の機能分析について、

ブラジル史学上の激しい論争が示している通りである。出発点はフェルナンド・ノバイスによって、「ポ

ルトガル植民地の旧制度」について重要な分析の一般的枠組みが定式化されたことだった。この命題は、

アメリカの天然資源とアフリカ系奴隷人口を収奪する植民地経済の有り方について、本国、そして同盟国

イギリスに、ほとんど排他的な責任を認めていた。ブラジルにおけるポルトガル王権の活動能力は、独立
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以前の時期に植民地国家が完成されていたということを前提としている。この枠組みに反対して、後の世

代のブラジル史家たちは、アンシャン・レジームのヨーロッパ君主政の機能についてヨーロッパでなされ

た批判によって、アメリカ地域においてこの業績を現象過程の解釈に供することができなくなった点を強

調してきた。彼らは、とりわけ、ポルトガルの歴史家、アントニオ・マヌエル・エスパーニャの業績を支

持したのだが、彼は18世紀の末まで、どれほどポルトガル王権の制度が近代的なタイプの行動手段、すな

わち自律的に活動する行政を欠いていたかを例証したのだった。この制度的なアプローチは同様にポルト

ガル君主政の帝国的としてのかたちとも関わっている。

これらの状況において、かつて考えられていたほど本国が推進や命令をできなかったという考えからポ

ルトガル・アメリカの社会発展についての研究を再開することが急務となった。この対抗モデルは今で

は、「熱帯地方におけるアンシャン・レジーム」という呼び名で知られている。それは、（植民地の新たな

首都としてのリオ・デ・ジャネイロについての、何よりもクレオール商人のネットワークについての）説

得的な個別研究調査と、より近年のポルトガル－スペインの史料批判を基礎に構築されてきた。今日で

は、奴隷制が重要な役割を果たした社会もまた、ヨーロッパの歴史家たちが理解している意味でのアン

シャン・レジーム社会として分析対象となりうるのではないかという問題が提示されている。いずれにし

ても、帝国的な枠組みにおいてブラジルのような植民地社会を分析するという問いが、今日非常に激しい

論争の対象であって、問題系全体が従属理論のブラックホールによっても、発展途上という評価によって

も吸収されてしまうことはなかったというしるしがあるとわざわざ強調することは不要であろう。

それにもかかわらず依然として、どのようにこれら全体が３世紀以上の間解体せずに保持されてきたの

かについて理解する必要が残っている。他の多くの帝国の場合と同様に、制度的構造の柔軟性は、凝集し

た全体の持続性を大部分において説明している。アンシャン・レジームにおいて、政治的実践の現実は、

本質的に、行為者が制度装置において同意するところの投資にかかっている。別の言い方をすれば、帝国

システムは、個人、家族、ネットワーク、そしてグループが、彼らに活力と利益を与えるために提供され

たその枠組みをとらえている限りにおいて機能するのである。西欧の周縁に位置するイベリア半島の二つ

の帝国はしたがって、16世紀から18世紀まで、行政官、教会人、商人、兵士を引き付け、彼らの活動や固

有の目的追及は、帝国制度を生かすのに貢献してきた。

宣教師たちのキャリア（cursus honorum）は、例えばインディペタエ（indipetae）、すなわちイエズス会の
神父たちによって作成された遠方での宣教を願う請願状についての研究が示しているように、これらの修

道士たちの全人生にわたる本国から植民地への往還の上に成り立っていた。同様に、ポルトガルの行政官

や軍の指揮官の場合も、有能な人々のキャリアは植民地時代の終わりに至るまで、大陸間をまたがるもの

であり続けた。商人のネットワークもまた、アメリカ地域とヨーロッパ諸港のあいだで結ばれた交渉や家

族の関係を基礎に成り立っていた。二つの帝国はすでに強調したように、同じ行政的側面を示してはいな

い。アメリカにおけるスペイン系の地域は異端審問所を備えていたが、ブラジルには存在しなかった。異

端追求に関する異端審問所の効率性については、一方においても他方におけるのと同様に激烈なもので

あった。独立の直前に、二つの帝国は、明らかに相反する二つの特徴によって目立っていた。一方で、本

国からやってきた教会、司法、軍事、行政の幹部の役割は非常に重要なものであった。その結果しばしば

競合的な状況がもたらされたが、アメリカ生まれの名家との結婚を含む同盟活動もまたそこにおいてもた
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らされたのである。他方で、アメリカの家門の地域的な権力はますます堅固に自律的になる傾向があった。

それなくして独立期における「クレオール」による権力の奪取は理解されないだろう。

19世紀初頭を待たずして、二つの帝国におけるアメリカのヨーロッパ系住民の活動能力や政治的決断が

白日の下に現れた。二つの例によってそれを示すことができる。一つ目は17、18世紀において、リオ・デ・

ラ・プラタの商人組織によって王室の貿易独占枠が大規模に転換したことであろう。二つ目の例として、

17世紀半ば、オランダ人によるペルナンブーコとアンゴラの占領への反抗に、本国の軍事援助に頼らずブ

ラジルの有力者たちが成功したことが挙げられるかもしれない。植民地時代を通じて、クレオール社会の

自律性はまた、スペイン帝国とポルトガル帝国との間の地理的境界に対する一般化した侵入について示さ

れた。1640年のスペイン君主政からのポルトガルの分離から、19世紀の独立に至る時期において、それぞ

れの王の臣下は他方の帝国の領地には居住していないと考えられていた。けれども、ブエノス・アイレス

からリマとキトを経てメキシコで、「ポルトガル人」のプレゼンスは非常に重要なものであった。まった

く同様に、邪魔されず、サンパウロにスペイン語系住民が存在した。二つの君主政の境界という問題につ

いても、とりわけアマゾン地域とアンデス山麓において、18世紀を通じて大きな流動性の傾向があり、人々

とその家族は、複雑なアイデンティティをやりくりし、自然な帰属と無関係に居住地を選んでいた。まさ

にこの点において、ブルボン家とポンバル候の改革は、それがあたかも輝かしかったようであっても、二

つの王権の臣下たちによる境界線の内在化を真に効果的なやりかたで押し付けることはなかった。

＊

私はアメリカという側面において、イベリア帝国制度の枠組みの中で機能している基本的な政治的プロ

セスの一覧を作成しようと試みてきた。結局、ラテンアメリカという観念が押し付ける地域の切断という

部分的に人工的な性格に関してあまりこだわっても無駄であろう。帝国の制度的なシステムは、本国の機

構や当局、社会との密接で恒常的な相互関係の上に基礎を置いている。結果、いかなるアンシャン・レ

ジームのラテンアメリカについての研究も、少なくともアメリカ－ヨーロッパという枠組みにおいて書か

れなければ説得的ではないだろう。けれども、イベリア－アメリカ社会の形成に関して言えば、アフリカ

のファクターが欠けていること、すなわち西アフリカ・中央アフリカ社会の歴史との少なからず密接な相

互関係が受け入れられていないことは、完全に学問的な欠陥である。それ以上に、多くの歴史家たちは、

イベリア帝国の枠内において、アメリカの諸現象を、現代のアジアにおけるヨーロッパ勢力の植民地的・

商業的な大きな企てとつなげることがどの程度不可欠なのか示してきた。

そのほか、今日のラテンアメリカ諸国の人々は、この長い歴史、そしてこの多地域的な歴史において、

どれほど古い遺産が彼らの国々に、それらが主権国家となった後も影響力を持ち続けているかという点を

理解するための材料を見出すかもしれない。あるいはこれは非常にありそうな仮説に取り組む好機かもし

れない。すなわち、これらの社会は、その人々を支配のそして植民地の制度に服従させながら同時に、自

由主義国家の制度的枠組みを用意したかもしれない、という仮説である。しかしこのことは別の歴史、す

なわちポスト帝国の歴史である。
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