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アメ リカ音楽文化 を創造 したヨーロ ッパ とは何 か
一 旧世界と新世界の避近 と融合 における歴史的―考察 ―
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序
ある文化 の歴 史を描 くにあ たって最 も困難 をきわめるのは、その起 源 に関 してであ り、
アメリカもまた例外ではない。そ もそ もアメリカ大陸 と先住民が培 っていた諸文明

(ア

ス

テカ、 マ ヤ、 イ ンカ、イ ロコイ等 )は 、 コロ ンブス が 1492年 に「発見」す る以前 よ り存
在 して いたので あ って、
「 アメ リカ」 とい う名称 と理 念 は、 ヨーロ ッパ 人が後か ら新たに
つ くりあげた もので ある。
現在 われわれの言 う ところの「アメ リカ」 とは、強引に言 えば、 ヨーロッパ が半ば力づ
くで見知 らぬ他者 を征 服 し再形成 させた「新 ヨーロ ッパ」 とい う意味 での「新世界」 にほ
かな らないのだ。 アメリカとは ヨーロッパ 人が

発見 "し た ものではな く、 発明 =捏 造

invent"し た ものだ と主 張す る歴 史家群 の代表格 Eオ ゴルマ ンは次 の よ うに述べ てい る。
「 アメリカの示 した歴 史的存在 は、 当時 のキ リス ト教的基準 によれば、精神 的意味の不足
のために拒 否 された。 アメリカは一つの潜在力 にす ぎず、 ヨーロッパ文化 の理 想 と価値 を
受け入れ遂行す ることによって実現 されるだろう。実際アメリカは、 もう一つの ヨーロッ
パ になった と き初めて歴史的意義 を獲得 で きた。それ こそ、ア メリカのために発明 された
精神的ない し歴史的な存在であった。新 しい陸地 の歴 史的存在 をこ うい うふ うに考 える方
法 は『新世界』 とい う名称 の 中に表現 されて い る

1。

J

したが ってアメ リカとは、 ヨーロッパ が「新世 界」 とい う鏡 におのれのイメー ジを投射
し変容 を くりかえす ことによって再生 しつづ ける、 もう一つの新 しい ヨーロッパ像 と、言
い換 える こと もで きる。 この試論 における私の 目的は、ア メ リカと ヨーロッパ を分離 させ
て個 々に考察す るとい うよ りもむ しろ、二つの世界 の避通か ら生 じたグ ローバ ル な文化現
象 を概 観 して俯隊的に描 くことにある。それは、過去形で描かれる対象 でな く、常 に躍動
感あふ れるもの として綴 られる 歴史 =物 語

"で もある。

ヨーロッパ音楽文化 は、いかに して「新世界」 に移植 され再構築 されて いったのか。 ま
た逆 に「新世 界」 の出現 は、 ヨーロッパ にどの よ うな衝撃 と影響 をもた らしたのか。 この
小論は、私 自身の長期 にわたる欧米滞在 と個人的体験 に基 づ く大西洋史観的な視点に立 っ
た うえで、 ヨーロッパ とアメリカ相 互の音 楽文化融合 と交流 の本質 をなす ものを明 らかに
しようとす る試み である。
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今回発表す る第一部 では、新大陸「発見」 を導 い た 15〜 16世 紀 ヨーロッパ を、 さらに
次回か ら第二 部以降 では 16〜 18世 紀 アメ リカ植民地 時代 を中心 に考究す る予定 である。
物語 の 第 1ペ ー ジは、「旧世界」 と「新世界」が道遇す る きっか けを促 した大航海 時代 ま
で さかのぼる。

第一部

ヨーロ ッパ 大航海時代

0第 1章
*ヨ ー ロ ッパ の イ タ リア人 ネ ッ トワー ク
イタリア ・ル ネサ ンスの影響が 14世 紀 頃か らヨーロ ッパ 各地 に広 ま り、やがてキ リス
ト教信仰 を中心 に動 い てい た 中世社会か ら人間 ―個人 一の 自由意志 を尊重す る人文主義時
代が は じまると、探検家や航海家な ど新 しい「個人業」 に従事す る人 間が歴 史の舞台上 に
登場 して きた。
古代 ローマ 時代 よ り 地球の中心の海 "も しくは

われ らの海 (マ レ・ ノス トルム)"

とヨーロ ッパ 人か ら呼ばれ親 しまれて きた地中海。 13世 紀か ら 14世 紀 にかけて、 この海
の覇権 をか けて争 ったのが、二つ の強大 な海洋国家 ヴェネッィアとジェノ ヴァである。特
に 15世 紀初頭 ヴェ ネッィア共和 国の海軍力 と領土 の広 さは頂点 に達 し、
「静誰 この うえな
き共和 国

(ラ

・セ レニ ッシマ)Jと 尊称 されるほ どの繁栄 ぶ りを極 める。その東地中海全

域 を支配下 とす る海軍 の強大 さは ヨーロ ッパ 随―で、45隻 の大型 ガレー船、300隻 の大型
帆船、3000隻 の小型帆船 を所有 し、
総勢 3万 5000人 を越 える船員 を雇用 してい たほ どだっ
た

1。

一 方 ジェノ ヴァは主 に西地 中海圏に勢力 を伸 ば し、 13世 紀 には「ジェノヴァ人は数が
多 く、世界中に散 らばってい るので、彼 らは行 く先 々で新 しい ジェノヴァを建設す る」 ほ
ど、商人たちは敵対関係 にある諸 国にあ って も、海上や 陸上 とを聞 わず ヨーロ ッパ 各地 で
活動 して いた

2。

15世 紀 にはアラ ゴ ン国エ アル フォンソ五 世 (1396‑1458:在 位 1416‑58)

治下 のバ レンシアやバ ルセロナ、そ してナポ リやシチ リアにいた る領土内で、 ジェノヴァ
人の勢力は最高潮 に達する。 さらに 15世 紀半 ばには「 メデ ィチ銀行」子会社網が ヨーロッ
パ経済 の主要地点におかれ、メデ ィチ家 に結 びつい たフィレンツェや ピサの トス カー ナ人
が大規模 な商取引 を行 っていた 3。 これ ら先人たちの布石 によって探検家 コロンブスの夢
は実現化 して い くのだ。大航海時代 よ りはるか以前 よ り、イタリア人の世代 を重ねた広大
な地縁 ネッ トヮー クが ヨーロ ッパ諸国で形 づ くられてい た事実 を念頭 にお い てお くことは、

15世 紀か ら 16世 紀 にかけての ヨーロ ッパ とい うもの を理解す る うえで重 要 で ある。
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*ポ ル トガルの合頭
大航海時代 の幕開け を促 した立役者の一 人が、ポル トガル国王 ジ ョアンー世 (1357‑1433:
在位 1385‑1433)と イギ リス 国王 エ ドワー ド三世 の孫娘 フィリパ の三男 として誕生 したエ
ン リケ (1394‑1460)で ある。 エ ン リケ王子 は、その生涯 を探検航海 ―海路 で東洋 に到達
す る とい う航海政策 の促進 に力 を尽 くした。 1415年 ジ ョア ンー 世 は、古来

ヘ ラクレス

の柱 "と 称 されるジブラルタル海峡 の北側 に位置 し、地中海 と大西洋 の十字路 ともい うべ
く海路 の重 要地点 で も北 アフリカの町セ ウタを攻略。ポ ル トガルが ヨーロ ッパ 海上交易覇
権 を握 ろうと画策 をは じめた ところか ら、大航海時代の幕 は切 つて落 とされる。 エ ンリケ
が 航海"王 子 とい う名 を後世 に遺すゆえんは、
航海探検 開拓 の舞台 を地中海か ら ヨーロッ
パ の境界 である ヘ ラクレスの柱 "を 越 えて大西洋 の大海原へ 、 さらに南下 してアフリカ
西沿岸部南方へ と拡大 させ た点にあ る。 しか も、王子が収集 した膨大 な地図 コ レクシ ョン
の うちイス ラム教諸国が作製 した海図は、地中海以外 の海路 に不案内だった当時のキ リス
ト教徒 ヨーロッパ 人 を未知の世 界へ と誘 うに十分 の説得力があ った

4。

15世 紀半 ばになる と、 ヨーロッパ 全体が アフ リカ探検 に本腰 を入れ出す。が、 エ ン リ
ケ亡 き後 も、ポ ル トガルの航海熱 はお とろえる ところを知 らない。 この大叔父 の意志 を継
いだのが アフリカ航路 開拓 へ の 関芯お よび地理 学 に造詣が深か ったジ ョア ンニ世 (1455‑

1495:在 位 1481‑1495)だ 。彼 の支援 の もと、パー ソロ ミュー ・ デ イアズ (1450頃

1500)

が 1488年 アフリカ大陸西海岸 を南下 して喜望峰に到達、 1498年 にはヴアス コ・ ダ・ ガマ
(1469‑1524)が アフリカ経 由の イ ン ド航路 を開拓す る。 さらに 1511年 に第 二 代 イ ン ド提
督 アフォ ンソ ・デ ・ アルブル ケ (1453‑1515)の 艦 隊が交通 の要衝 で あ ったマ ラ ッカ王 国
を滅ぼ し東方進出の拠点 としたことによ り、その後百年間ポ ル トガルは アジアヘ の航路 を
独 占、交易 ネッ トワー クを拡大す る。 イ ン ドの ゴア と中国のマ カオを植民地 とし、 日本の
「発見」した ヨーロッ
長崎に も多数のキ リス ト宣教師 を送 りこんだ。 ちなみに 日本 を最初 に
パ 人 こそ、戦国時代末期 の 1542年

(日

本 の記録 では 1543年 、天文 12年 )に 種子 島に漂

着 したポ ル トガル人であ り、鉄砲伝来すなわち ヨーロッパ式小銃 (火 縄銃 )を わが祖先達
にもた らした。
しか も航路 だけでな く陸路遠征 に も成功す る。 ペ ドロ・ ダ・ コ ヴイリャ ン (1450頃 ―

1545)が 商人 として、 カイ ロ、アデ ン、そ してイ ン ドのカラカッ トまで足 を延ば し、東ア
フリカ沿岸 を経 由 して帰国 したのだ。 こ うしてポル トガルはアフリカか ら多 くの先住民 を
奴隷 として 自国に輸入 し、黒人奴隷史の第 1ペ ー ジを開い た。真偽 はともか く、ブラジル
とポル トガル両国の見解 によると 1500年 4月 22日 ポル トガル人ペ ドロ・ アルヴァレス ・
カブ ラル (1467/68‑1520)が 最初 にブラジルに到達 した と言 われて い る。 ちなみ に 1513
年 にはスペ イ ン人バ ス コ・ヌ ーニェス ・デ ・バ ルボア (1475‑1519)が 大平洋 を「発 見」、
また 1519年 にはポル トガル人 フェルナ ンデ ・マガ リヤ ンイス (英 語名マ ジェラン)(1480
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‑1521)が 、エンリケの甥にあたるスペ イン国王カルロスー世

(神 聖 ローマ帝国皇帝 カー

ル五世 :1500‑1558:在 位 1516‑1556)〔 以下、カール五世 と記す〕の命で世界周航 に臨ん
でVヽ る。
*ス ペ インの台頭
大航海

黄金"時 代 を築 き、東か らの「 イ ン ドヘ の道J開 拓 とい う大偉業 をな したポル

トガルだが、じきにスペ イ ンにその座 をゆず ることになる。 15世 紀末頃 のイベ リア半 島 は、
カステ イー リャ・ イ・ レオン、アラ ゴン、ナバ ラ、グラナダ、ポル トガル とい っ 5つ の王
国に分割 されて い たが、 ここではポル トガルを除 く4王 国の総称 としてスペ イ ンの呼称 を
用 い ることにす る。それでは、ポ ル トガルにかわ り、 16世 紀 スペ イ ンが最 も積極的 に長
期 にわたって新大陸征服事業 を推 し進めることがで きたのは、 い かなる理由か らなのか。
車

まず、十字軍精神 を基盤 とした 事的伝統が、中世 スペ イ ン (厳 密 にはカステ ィー リヤ・
イ ・ レオン王 国)に で きあが っていたこと。 さらに、イベ リア半島全体が航海上の豊かな
経験 と伝統 を培 っていたことがあげ られる。 しか も、新大陸に進 出す るための絶好 の実験
場 をスペ イ ンはす でに確保 してい た。ポル トガルに対 して、ギ ニ ア、 フェズ王 国、マ デイ
ラ諸 島、 アブ レス諸島に独 占的な権利 を保持す ることを認めるかわ りに、 スペ イ ンはカナ
リア諸島 とい う最初 の海外領土 を得 たのである。 カナ リア諸 島 は新大陸航路 にお いて地理
的に非常 に有利 な場所 に位置 してお り、実際 に コロンブスの船隊は計四回の航海探検 とも
カナ リア諸 鳥 で途 中停泊 して い る。 ちなみ に 14世 紀初頭 カナ リア諸 島 を最初 に「発見」
したのは コロ ンブスの先達 であるジェノヴァ人ラ ンッァロ ッ ト・マルチェ ッロだった。 そ
ののちノルマ ンデ ィー人ジャ ン・ ド・ベ タ ンクール (1360頃 ‑1425頃 )に よる征服 をへ て、

15世 紀初頭 に同諸 島 はカステ ィー リャ・ イ・ レオ ン王 国に併合 される 5。 この よ うな過程
で、カナ リア諸 島 はスペ イ ンが海外植民活動 を始める うえで、格好 の経由地 となった。
またスペ イ ン領土の拡大発展 も拍車 をか ける ことになる。 アラ ゴン国王 フェル ナ ン ド
(1452‑1516)と カステ ィー リャ・イ・ レオ ン国女王 イサ ベ ル (1451‑1504)― カ トリック両
王 一の結婚、そ してカール五世 の 出現 によって「旧世 界」 か ら「 新世界」 にまたが る広 大
な帝国建設が可 能 となる。 カー ルエ世 は、カ トリック両王の娘であ リカステ ィー リャ・イ・
レオ ン王 国継承権 を持 つ母 ファナ 狂女王 "(1479‑1555)か ら、ス ペ イ ン、サ ルデ ィエ ア、
シチ リア、ナポ リ王国、アフリカや新大陸 の植民地 を、そ してブル ゴーニュ公家出身 の父
フイリップ美公 (1452‑1516)か らは、 フランス北部 と西部、 ネー デル ラ ン ドや ルクセ ン
l聖 ローマ 帝国皇帝 マ
ブルクの相続権 を引 き継 ぐ。 さらに、ハ プスブルク家出身の祖父、イ
Ⅲ

クシ ミリア ンー世 (1459‑1519)の 売去後、オ ー ス トリア とボヘ ミアが カール五 世 の膨大
な遺産 に追加 される。 シャルルマ ーニュ
帝国の誕生だ。

050
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カー ル五世 に嫁 したイサベ ルはポル トガル王マヌエ ルー世 (在 位 1495‑1521)と カ トリッ
ク両王の娘 マ リアの子でカールの従姉妹。 さらにマ ヌエ ルー世が後 にカー ル五世 の姉 レオ
ノー ル と再婚す るので岳 父かつ義兄 で もあるとい う両国の錯綜 した緊密 な血の交 わ り方 は、
す でにポル トガルがスペ イ ンとの一体化 に同調す る兆 しで もある。現実 に、カー ル五世 と
イサ ベ ル妃の嫡男 スペ イ ン王 フェリペ ニ世 (1527‑98:在 位 1556‑98)が ポル トガル王女 マ
リア・マヌエ ラを妻 とした こと も要 因の一 つ とな り、1580年 スペ イ ンは ポル トガルを合
併す る。 これによって従来の スペ イ ン支配領 ネ ーデルラン ド、ルクセ ンブル ク、 ミラノ、
ナポ リ、シチ リア、メキシ ヨ、ベ ネズエ ラ、チ リ、ペ ルー、アルゼ ンチ ン、 カリフォルニ
ア、 フ ロ リダ、 フイリ ピンに加 えて、ポル トガル領 ブラジル、 マ ラッカ、 マ カオ、 ゴ ア、
セイロン、アフリカ諸都市 まで懐 に転が りこんで きた とい うわ けだ。
余談にな るが、 フェリペニ世 とマ リア・マ ヌエ ラ王妃の息子 は祖父

(カ

ール五世 )の 名

に因み「カル ロスJと 名づ け られ、後 にヴェルデ イの傑作 オペ ラ『 ドン・カル ロ』 のモデ
ル となった人物 である。 しか し実際は異常 なまでの血の濃 さゆえか 身心 とも先天的に脆弱
な王子で、晩年 は父に反逆 した罪で逮捕監禁、 自殺未遂の末に牢内で病死 とい う悲惨 な最
期 を遂げた。

*カ ール五世の大帝国
カール五世 はその生涯の大半 (約 40年 間)を ヨーロ ッパ 、ア メ リカ、アジア、アフ リ
カに領土 を有する「太 陽 の没す ることのない帝国」巡幸の旅 に費や し、
少 な くともヨーロ ッ
パ における自分の支配する領土 には足 を運 んで い る。 もっと もカールの頭 にあった帝国思
想 は、彼 の帝国自体 がそ うであったよ うに、あ くまで もヨーロ ッパ 的な ものであ り、実際
に新大陸の領土 (西 イ ン ド諸 島お よびヌエバ 。エ スパーニ ャ [現 メキシ コ])の 帝位 を称
す ることにはなんの興味 も示 さなかった

6。

とぃ ぅの も、その国力の源泉が圧倒的 に ヨー

ロ ッパ にあったか らで、 1521年 か ら 1544年 にかけては、ハ プスブルク家 の世襲地 にある
鉱 山は、新大 陸産銀全体 のほぼ四倍 もの銀 を産 出 して いた。 この 数字が逆転 したの は、
1545年 か ら 1550年 代 の カール晩年 にかけての ことだった 7。 そ して 1560年 か ら 1640年
におい ての 80年 間スペ イ ンは、
東 の世界 イス ラム教 圏お よび西 の世界キ リス ト教圏に とっ
て も、 ヨーロッパ最強 の大帝国 として世界 の 中心 に君臨する ことになる。 この時期 におけ
る新大陸 ―アメリカ ーは、 帝国主 義 とい う 16世 紀 ヨーロッパ の最初 の偉大 な冒険 をは じ
めてス ター トさせた要因ではなかったに しろ、 ともか くそれを維持せ しめた要 因ではあっ
た

8。

カー ル五 世 は音楽 を非常 に愛好 した皇帝で もあ り、 1516年 即位 した時 に、お気 に入 り
の音楽家 で特 にモテ ッ ト作 曲家 として高名 なニ コラス ・ ゴンベー ル (1500頃 ‑56)を

フ

ラ ン ドルの聖歌隊 cappilla namenca"と 共 にブル ゴーニュの宮廷 か らスペ イ ンヘ 連れて
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いった ほどだった。ちなみに ゴンベール と袂 を分かちあっていた 同世代 のネーデルラ ン ド
地方 出身の音楽家が、 ヴェ ネッィア楽派 の 開祖 となるア ドリア ン・ ヴィラー ル ト (1490
頃‑1562)で ある。 ネー デルラン ド出身の音楽家たちはスペ イ ンで も大 きな影響 を及 ば し
たが、かれ らと並んで多 くのスペ イ ン人音楽家が活躍 してい たこと も記 しておかなければ
な らない。ア ン トニ オ・デ 。リベ ラ、 フアン・エ スバ リノ、 ペ ドロ 。フェルナ ンデス、 そ
して ゴ ンベ ー ル や ヴィラ ー ル トと同水準 に達 した 楽匠 ク リス トバ ル ・デ 。モ ラー レス
(1500‑1553)が 出現 した

9。

このモ ラー レスの弟子 たちが、後 に新大 陸 スペ イ ン植民地 に

お い て ヨーロ ッパ芸術音楽 を広める源泉 となってい く。
新大 陸が「発見」 された 1492年 、当時の ヨーロ ッパ 政界 を席巻 した ロ ドリー ゴ・ボル
ジア

(ス

ペ イ ン語名 ロ ドリゴ・デ ・ ボルハ )(1431‑1503)と い うアラ ゴン王 国バ レンシア

地方出身のスペ イ ン人貴族が、 カ トリック両王の強 い後押 しもあって ローマ教皇ア レッサ
ン ドロ六世 (在 位 1492‑1503)に 選 出された。翌年 には、改 宗化 を 目的に新大陸 をスペ イ
ンとボル トガルに分割す ることを許可 した教皇太勅書

(「

イ ンテル ・ カエ テラ」)が 発行 さ

れ、地球の反対側 までの全域がスペ イ ンの もの となるだろ う。 しか し、ポル トガルが黙 っ
ているはずがない。 ジ ョアンニ世 は領域 の境界線 の移動 を求めてスペ イ ンとの交渉会議 を
トリデ シリャスの地で開 く。その結果、 トリデシ リャス条約が 1494年 に発 令。 スペ イ ン
はこの条約でアジア =「 イ ンデ ィアス」 を獲 得 した と考えているが 、実際に得た領土 は境
界線 の西側 に位 置す る新大陸 と広大 な海 一大西洋 一なのだ。 一方、ポ ル トガルは境 界線 の
東側 に位置す る現 ブラジルとそ こに至 るまでの航路、つ ま リア フリカ、イ ン ド、中国、東
南 アジアを獲得するのである。

*ブ ル ゴーニ ュ公 国 の 宮廷文化 とネーデル ラ ン ド楽派
ブ リュッセルか ら電車 に乗 って 30分 ほ ど北上 する と、ブル ゴーニュ公国首都 だったメッ
ヘ レン (マ リーヌ)に 到着す る。 ヨーロッパで最 も美 しい響 きと称 されるカリヨンの まろ
やかな音紋があた りい ちめん漂 うなか、街 中をぶ らぶ ら歩 い てみる。 ここは、観光化の邪
気 にまだ汚 されてい ない無垢 な素朴 さに包 まれてい て、それが また この世 の もの とは思 え
ない夢 の ような雰囲気 と相 まって、幻想的空間を生み出 して い る。
大航海時代のブルゴーニ ュ公国宮廷 には優 れた音 楽家や画家や文学者達が集 い、 メ ッヘ
レンは薫 り高 い芸術の都 として栄えた。 と りわ け 15・ 16世 紀 ヨーロッパ音楽 と言 えば「 ネ
ーデルラン ド

(フ

ラ ン ドル)楽 派Jと 称 されるほどに、ブル ゴーニ ュ公国が領有す るネー

デルラ ン ド地方 (現 在 のベ ルギ ーやオラ ング地方)出 身の音楽家達 はヨーロ ッパ 中で華 々
しく活動 してお り、かれ らの影響 はやがて新大陸へ も拡大 してい くことだ ろ う。当時 ブル
ゴーニユ宮廷 を中心 に活躍 して い た代表的作 曲家達 (ブ ルゴーニ ュ楽派 とも称 される)が 、
ギ ョーム ・デュファイ (1400頃 ‑74)や ジル ・バ ンシ ョワ (1400頃 ‑60)、 そ して司 祭兼詩
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人で もあ ったアン トワー ヌ ・ ビュノ ワ (1430頃 ‑92)で ある。
ここで注 目すべ き点は、15世 紀か ら 16世 紀 にお い て国境 をまたいで活躍 してい たネー
デルラ ン ド人によっては じめて、音楽における全 ヨーロ ッパ 的性格 とい うものが形成 され
て きた とい うことで ある。 ル ネサ ンス音楽 の権威 フリー ドリヒ 。ブルー メによると「多声
音楽は、 この うえな く幅広 い、それ以前 にはその よ うな ものに触 れた ことがなかった よ う
な階層 に浸透 したのであ り、音楽史にお い ては じめて、学者 と著述家、造詣芸術家 と都市
呆護者 としてであれ、みずか ら倉1造 者 として、
貴族 などの姿 をした一種 の教養市民が、学芸イ
ある役割 を演 じは じめる。音楽の消費量 は異常 なほ ど大 きく、諸国民、諸宗派、社会の諸
階層、公的ならびに私的な機関の音楽育成、新作創作お よび演奏 へ の 関与 は、中世 とは比
較 にな らぬほ ど著 しか った。 したが って創作 し演奏する音楽家 に課 された使命 は、何倍 に
Ю
も増大 したのである 」。
現在 われわれが

クラシ ック音楽 "と 称 して い る ものは、狭義 における 18・ 19世 紀 の

主にオース トリア・ ドイツ圏 ヨーロッパ音楽 を意味するが、 この 自律 した ヨーロ ッパ芸術
音楽 とい うものが 、 15世 紀か ら 16世 紀 にかけて主 にネーデルラン ドお よびイタリアにお
い て萌芽 した事実 を見逃 してはな らない。 さらに、それ らは新大陸征 服お よび植民事業 の
発展 に伴 う数多 の ヨーロッパ 人によって「新世界Jに 移植 され、のちにアメリカ芸術音 楽
として形成 されて い く基底音 ともなったのである。

0第 2章
*コ ロンブスとはイ
可者か
ここでヨーロ ッパがアメリカを 発明 =捏 造"し てい くきつかけをもたらした男に登場
してもらおう。通称 クリス トファー・コロンブス。イタリアではクリス トフォロ・コロン
ボ =鴻 と名乗 る。末息子 フェルナン ドは父親の偉業 を次のように書 き残 した。
「新世界の
数多 くの国に精霊 をもたらした鳩。救済者イエスが、洗礼の 日にや って きた鳩に神の子だ
と告げ られるまで自分の使命 を知 らなかったように、これらの国々 もみずか らにめざめて
いなかったのである 1」 。またスペ イ ンでは、クリス トバ ル・コロン=小 作人 と名乗 る。フェ
ルナ ン ドいわ く「イ ンディアンたちを悪魔 の手か ら解放 し、天国の小作人に導 いた2Jら
しい。ちなみにコロンは植民者 とい う意味 もあるか ら、なかなか暗示的な名の選択 だ。な
んとも名前か らしてカメレオ ンのごと く、人を喰 つたような演出ぶ り。旅する者の守護聖
人クリス トフォロス にちなんで名づ けられたこの男 こそ、歴史上 もっとも有名な旅人の一
人 となるだろ う。
コロンブスの素性が謎に包まれているがゆえに、今 まで数え切れないほどの伝記や研究
書が著され各国語に翻訳出版 されてきた。出生地ひとつ をとって しても、イタリア、スペ
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イ ン、イギ リス、ギ リシャ、アルメニ ア、 ドイツ、ポル トガル、スイス、スカンデ ィナヴィ
ア等 々い ろい ろ取 り沙汰 される くらい だ。 一 般的 には、 ジェノヴァあ るい はその近 郊 で
1451年 の 8月 26日 か ら10月 31日 の 間に生 まれ、1506年 5月 20日 スペ イ ンのバ リャ ドリー
で亡 くな った とい う説 に落 ち着 い てい るよ うで ある3。 さらに コロンブスにはユ ダヤの血
が流れてい るとい う説 もかな り根強 い。 もしか りにそ うだ とした ら、なかなかお もしろい
推察が で きる。 コロ ンブスが イザ ベ ラ女王 に航海案援助 を受けるために 申 し出た 1485年
頃のスペ イ ンは、キ リス ト教徒以外 の異教徒追放の動 きが急激 に強 まって きた時期 と重 な
る。 1478年 には異端審問所が設置 され、悪名高 き初代大容問官 トマス・デ・トル ケマ ダ (奇
怪 な矛盾であるが彼 自身 もユ ダヤ系 だった)が 常 にユ ダヤ人の動静 に 目を光 らせ ていてい
た。 とはいえ、過去の何世代 に もわた リキ リス ト教徒 を装 い 、地位 と財 を築 き上 げて きた
ユ ダヤ人

マ ラー ノ"(ス ペ イ ンで キ リス ト教 に改 宗 したユ ダヤ人呼称 )は 、結婚 によっ

て貴族 とのつ なが りを強化 し、当時 のスペ イ ン各 王 家 を含 む貴族 の家系で、ユ ダヤ人の血
の「痕跡」が まった く見 られない者 はほ とん どいなか った 4。 ヵ トリック両王 フェル ナ ン
ドで さえ祖母か らユ ダヤの血 を受け継 いで い る くらい だ。
そ こで考 えられるのが、ユ ダヤ人のための早急 の新 しい移住先の探求 と確イ
呆で ある。 コ
ロンブスの西方 ルー ト「 イ ン ドヘ の道J開 拓案計画 に五年以上 も回答 を出 し渋 ったスペ イ
ンの諮問委員会が いったん援助 を断った ものの、急返一転 して計画 を受け容れ るとい う ど
んでん返 しをやったのは、 ど うや らユ ダヤ人が絡 む複雑 な裏の駆 け引 きがあ った らしい。
スペ イ ン宮廷が、ユ ダヤ人追放令 を布告す ると同時に、 コロンブス との交渉が成立。 コロ
ンブス率 い る探検船隊 (計 三 隻)へ のユ ダヤ人乗船許可 (出 国法令 )、 聖職者 (キ リス ト教 )
が同乗 しない とい う異例 の事態。 なんと奇妙 な同時性。権力 をもったマ ラー ノが 、 コロ ン
ブスを影 で支援 しユ ダヤ新天地 を見出させた真 の黒幕 だった 一とい ろい ろ想像 を膨 らます
のはなん とも楽 しい ものだが、勝手気 ままな憶測 はここまでに しよう。
今 コロンブス を描 い た と言われる七枚 の 肖像画 を見 てい る。生 前 に描かれた信憑性 の高
い 肖像画 とい うのは、一枚 もない。特 によく知 られて い るのは、 リ ドルフ ォ・ ギ ル ラ ンダ
イ ヨ作 の 肖像画だろう。あ との大作 品は作者不詳だが、 どれ もコロンブス初老 の 頃 ―新大
陸「発見」直後 ―を描 い た もの と思われる。憂 い を帯 びた表情、険 しく鋭 い眼光、 はげあ
が った広 い額、大 きなワシ鼻、薄 い唇 に固 く閉 じあわされた回元、ふ さふ さと長 く垂れ下
が る白髪

(も

とは燃 えるよ うな赤毛 だった らしい)・ ・・。 肖像画以外 に も、私 は彼 一彫

像 ―に出会 ったことがある。 一度 目はスペ イ ンのバルセロナ、三 度 目はプエ ル トリコのサ
ン・ フアンで。 いずれの地で もコロ ンブスは、堂 々たる姿勢 で海 の彼方 のはるか遠 くを見
つ めて い た。
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*コ 回ンブスの時代
コロンブスが生 まれた 15世 紀半 ばの ヨーロ ッパ は、中世 末期か らルネサ ンス とい う新
しい時代 に移 り変 わろ うとす る端境期 にあたる。すでにアジアでは、明 の鄭和 (1371‑1434)
が ヨーロッパ大航海時代 をさきがけて三万人弱の大船 団 を率 いて海原にの りだ してお り、
1404年 か ら 33年 にかけて七回にも及ぶ南海 ・イ ン ド洋遠征 を試みていた。 この時代 にすで
にジャワか らアフリカ東岸 までの三十以上 もの国が、明 と通商貿易 を行 っていたので ある。
古代か ら中世 にかけて世界貿易の中心 は、 中国が交易実権 を握 っていた環 イ ン ド洋 一南 シ
ナ海圏にあ り、なかで も中国経済 の画期的な高度成長 を促 したのが宋代 (960‑1279)と 元
代 (1279‑1368)で あ った

5。

元す なわちモ ンゴルは内陸ア ジアの遊牧民であるが、南宋 に

対抗す るために水軍編成 に努め、 これを 1279年 に減亡 させ る と南 シナ海か らイ ン ド洋 に
至 る広大 な海域 を手中に治める一大海上 帝国 となる。 さらに中国内部では大逗河が補4分 さ
れ、ユー ラシア大隆を横断す る陸路 と海上 の道が有機的に結 びつ け られて、中国南 部 の泉
6。
マルコ 。ポ ーロ (1254‑1424)が 訪れ て眼 を見張 った光
州 は未代以上 に繁栄 をきわめた
景 は、 まさに この泉州 の港 であ り、『東方見聞録』 にお い て「 ア レクサ ン ドリアには、キ
リス ト教国に供給す るための胡椒 を積 んだ船が一隻入港す るのにたい して、 このザ イ トン
(泉 州 )に

は百隻以上 の船が入港 す る

7Jと

驚嘆 して いる。 とすれ ば大航海時代 の幕 開け

を切 るのは鄭和 の大船団 ―中国 ―であつて もおか しくなかったのだが、 どうい うわ けか現
実 に世 界 の海 を制覇す るのは、その頃 はまだ弱小国 ヨーロッパで あ った。
それでは、 コロンブスが生 まれ育 ったジェノヴァとは どの よ うな街 だったのだろ うか。

15世 紀 におけるジ ェノヴァとヴェ ネツイアは「 ヨーロ ッパ 資本 主義 の心臓部」 (ブ ローデ
ル)で あ り、旅人が驚嘆 して忘我す るほど壮麗 な都市 だったよ うだ。 と りわ け ジェノヴァ
は、イタリアのほ とん どの主要都市が経済 の停滞 に悩 み苦 しんでい た時期 に、拡大 と進取
を先駆 け る根 っか らの斬新的な

冒険"気 質に恵 まれてい た。 しか もペ ス ト大流行後 に出

生 率 は うな ぎ上 り、 スペ イ ンや フランスか らの移民 も増大 して 15世 紀末 までには人口 10
8。
その うえ ジェノヴァは当時 ヨーロ ッパ にお い て もっ とも
万 もの大都市 に成長 してい た

通貨取引が 自由な場所 であったか ら、 イタリアにお いて抜群 の経済的成功 をお さめるのは
必然であ り、その後 もしば らく「心臓部」 として大 い に栄 えるのである。
とはいえ、最大 のライヴアルである 東 の雄 "ヴ ェネツィア商人 とは姑照的な性格 を示
す。ヴェ ネツィア人が約ナユ
豪奢 で官能 主義的な生活 を好 んだのに対 し、西 の雄 "ジ ェノ ヴァ
l車

人は質実岡1健 で現実主義的な生 活 を好 んだ。す なわち、他の諸国が学芸文化 を主 に奨励 し
培 ってい く一 方 で、ジェノヴァはその情熱 をひたす ら貿易 ―海 ―にかけて生 き抜 くので あ
る。 大航海時代 に活躍す る貿易商人や探検家 を数 多 く輩 出 した 15世 紀 ジェノヴァには、
人 々が海 と親密 に結 びつい た特有 な空気が町中に沸 々とみなぎってい た。
実際に 15世 紀 か ら 16世 紀 にかけて コロンブスをは じめ とす る数多 の航海探検家が命が
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けの 冒険 を試みた事実 には非常 に心 打 たれる ものがある。新大陸「発 見」者 を挙 げるだけ
で も、 ファン・ポ ンセ 。デ 。レオ ン、デ ィエ ゴ・デ ・アルマ グ ロ、デ イエ ゴ・ベ ラスケス・
デ ・ クエ リカル、 フア ン・ セバス テ イアン・エ ルカー ノ、パ ンフ ィロ ・デ ・ ナ ルバエス、
ガルシア・ホフレ 。デ ・ロアイサ、エ ルナ ン ド・デ・ソ ト、ア ン ドレアス・デ ・ウルデナ ー
ダ、 フランシス コ・エ ル ナ ンデス ・ デ・ ゴル ドバ 、 セバス テ ィア ン・デ・ベ ラルカサル、
フランシス コ・バス ケス・デ・ コロナ ド、 トリス タン・デ・ クーニ ャ、 フア ン・デ ィアス・
デ・ソリス、ジ ョアン・フェルナ ンデス・ラヴラ ドール、ジ ョヴァ ンニ・ダ・ヴァラッツァー
ノ等 々、圧倒的にイベ リア半島出自の探検家が 目立つ。かれ らは、狂お しい までの情熱 と
野望 を抱 い た人間を激 しく欲 した 15・ 16世 紀 とい う時代 の 申 し子 だったのだろ うか。命
がけの冒険 を試みたのは、 ヨーロ ッパ 人だけではなかった。 この時期す でに多 くの名 も知
れぬ 日本 (倭 )人 航海探検家お よび商人たち も、メキシ ヨや イ ン ド、そ して東南 アジアに
かけての広 い海域 で活躍 してい たのである。

0第 3章
*コ ロンブスとスペ イン
コロ ンブスが提案 した新航路 は、貿易風 によって驚 くほ ど容易 に航海で きたため 1、 短
期間で大勢のスペ イ ン人が新大陸に渡 ることがで きた。 この西側か らの新 しい航路 を開拓
す るために、 コロンブスは 10年 もの歳 月を費や し2、 実現す るにはさらに 8年 かかった。
その入念 に練 らされた計画 は、は じめ 1484年 ポル トガルのジ ョア ンニ世 に提出 されたが、
諮問委員会 はその航 海柔 の正 当性 を疑 い、即座 に しりぞける。そ こで コロンブスは弟 バ ル
トロ メウをイギ リスのヘ ン リー七世 (1457‑1509:在 位 1485‑1509)に 派遣す る。が、色 よ
い返事 は得 られない。しかたな くコロンブスはカステ ィー リヤに住 む妹 の もとへ 赴 く。ち ょ
うどその 頃スペ イ ンはポル トガルに対抗 して西側ルー トか らアジア、すなわち「 イ ンデ ィ
アス」 までの新 しい航路 を模索 中だ った。 16世 紀初頭 までの スペ イ ンは、ポル トガル と
香辛料獲得 の最短航路 をめ ぐって激 しい火花 を散 らしあって い たのである。
とはいえ、 スペ イ ン王室か らの認可 はなか なか下 りない。 1491年 しびれ をきらした コ
ロンブス はフラ ンスの シャルル八 世 (1470‑1498:在 位 1483‑1498)の もとへ 弟 を派遣 す
るが、再 び挫折。ポ ル トガルのスパ イか もしれない一介 の異邦人 の 申 し出を、 スペ イ ン王
室 は 10年 間に もお よぶ グラナダ陥落 (国 土再 征服運動 )を 待 っていたかの よ うに、 1492
年 1月 に受け容れ る。 このコロンブスの「 イ ンデ ィアス」事業提案 を積極的に支持 したの
は、カ トリック両王の うちイサベ ル女王であ り、共 にフラ ンシス コ会第三会員 とい う篤 き
信仰 の 同志 だったことも幸 い した。
長 きにわたる レコンキス タの戦 い で国庫 の底が つ き、巨万の富 を喉か ら手が出るほ ど欲
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していたスペ イン王室は、 コロンブスとい う男の野望にこたえるべ く大 きな賭けに出たと
い うわけだ。が、そこで当てた一捜千金なる獲物は、 コロンブスの大 いなる誤解 による産
物 でもあった。すなわち 18世 紀にいたるまでスペ イ ンは 自らが統治する新大陸領土を
「イ
ンデイアス」 (イ ンデイアスの諸王国もしくは植民帝国 Los reinos las lndias)と い う名
で呼 び続けたのである。これは コロンブスが到達 した「新大陸」を古代地理の大イ ン ド(イ
ンデイア・マ ジョール)と 同一視 した大いなる誤解にもとづいてい る3。 今 で も日本語

(カ

タカナ英語)で アメリカ先住民 を「イ ンディア ン」や「イ ンディオ」 と呼ぶのはここに由
来す るが、現在 これらの表現は特にアメリカ合衆国においては人種差別用語 とみなされる
ため、「ネイディブ・アメリカ ン Native American」
「 カリフォルニア
前 の由来 と言えば、

と呼 ばれるのが一般的である。名

(女 勇士 アマ ゾネスの女王 カラフイアが住 んでいる

断崖絶壁に囲まれた島 とい う意味)」 や「アマゾン (=女 勇士アマゾネス)」 など、スペ イ
ン人が中世的幻想 を新大陸に託 して命名 した名残は現在においても数 々 目にすることがで
きる。

*ス ベ インの新大陸征服事業
スペ イ ンの イサベ ル女王 とい う絶大 なる支持者 を得 た コロンブス を、 もはや新大陸 ―イ
ンデ イアス ー到達 のための新航路開拓 へ の情熱 と栄光 の夢か ら覚醒 させ ることはで きない。
彼 自身が語 つているところによると、キ リス ト

(カ

トリック)教 布教 を兼ね てインデ ィア

スの資金 の島「 ジパ ング」で発掘 される金銀財宝 を元手 に、エ ルサ レムをキ リス ト教徒 の
地に取 り戻す とい う、かつ ての十 字軍 の延長 の よ うな構想 を も抱 い て い た よ うだ

4。

十字

史徒 の聖地奪回 (エ ルサ レム解放 )に あ ったが 、実際にはそれ
軍 の遠征 目的 も、キ リス ト孝
を口実 に東地中海沿岸 に領土 を拡 大 して植民化す るとい う営利 目的が強 く後押 しして い た
ことは否定 で きない。
そ の もっと もわか りやす い例が、 1204年 の コンス タ ンテ ィノー プル掠奪 だろ う。 ビザ
ンツ帝国 (東 ローマ帝国)の 首都 コンス タンテ イノー プルは、西 ローマ 帝国滅亡 (476年 )
後 も東西交通の要衝 として様 々な物質が集 まる市場 を多 く擁 してい たが、そこか らあがる
税金や商業 の利益 はビザ ンツ帝国の経済力 をいっそ う高 め、約 700年 もの間における東地
中海で の商業 的首位 の座 は揺 るが なか った。 この 安定 した情況が悪化 しは じめたのは、

1096年 に始 まった第一 回十年軍以降で あ り、商権上 ビザ ンツ帝国 と大猿 の仲 であったヴェ
ネツィア商人によって支援 された第四回十字軍 によって 1204年 ビザ ンツ帝国 は一 時的に
減亡、ラテ ン帝国

(フ

ラ ン ドル伯 ボー ドワ ンー世が皇帝 として帝位 につ くが、東 ローマ帝

国再興 を望む旧帝室残党 によって 1261年 に滅亡 )を 成立 させ た。以後、ジェノヴァ人、ヴェ
ネッィア人、 ピサ人 といったイタリア商人 さらにオスマ ン・ トル コの東地中海 における活
動が盛 んにな り、 つい に 1453年 にはオス マ ン軍 によって ビザ ンツ帝国 は完全 に減 びるこ
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とになる5。
西 ヨーロ ッパ世界 の反 ヘ レニ ズム感情が十字軍遠征 によって最高潮 に達 した とはいえ、

1204年 ビザ ンツ帝国 (東 ローマ帝 国)首 都 コンス タ ンテ ィノー プルを掠奪、暴行、虐殺
とあ らんか ぎりの野蛮なふる まいで、千数百年 もの歴史を誇 る洗練 された高 度 な文化や芸
術 に彩 られた都 を破 壊 してい く様 は、その三世紀後にバ ル トロ メ・デ・ラス・カサスの 『イ
ンデ ィアスの破壊 につい ての簡潔な報告」(1552)に 述べ られるフランシス コ・ピサ ロ (1470
頃‑1541)や エ ル ナ ン・ コルテ ス (1485‑1547)ら 征服者 たちの姿 にそっ くりその まま反映
されるよ うだ。いずれにせ よ、スペ イ ンの新大陸征服事業 は、 中世か ら引 き継 ぐ十字軍の
東方征服理念 の完遂、あるい は帝国主義 と植民地主義 とい う新 しい二つ の概念 の発端 を象
徴す る大 イベ ン トだった として も過言ではない。強引 に言 えば、新大陸が 「発見」 された

1492年 "と は、キ リス ト教的 ヨーロ ッパ全体のあ らたなアイデ ンテ ィティ確 立 ―近代 の
は じま リーであ り、キ リス ト教的 ヨーロ ッパ 人にとっては、かれ らの記憶 の 内部 に深 く刻
み込 まれるに しかるべ く極めて衝撃的かつ 象徴的年号 なのである。
とはいえ、15世 紀後半 になるまでスペ イ ンは、711年 か ら続 い たイスラム教徒 の支配か
ら完全 に逃れることはで きなかった。 イサ ベ ラ&フ ェル ナ ン ド・カ トリック両王 とい う従
兄妹 同士 の結婚 に よって 1479年 に スペ イ ン王 国が誕生 した後、長 年 にわた ったムー ア
(サ

ラセ ン)人 を相手 とした レコンキス タは、 1492年 にイス ラム教徒最後 の拠点 グラナダ

王 国を陥落 させて よ うや く終結 したのである。ちなみに当時 この グラナダ征服 はカ トリッ
ク両王 による 15世 紀 の十字軍的行為 と評 された。

800年 間にわたる長 きレコンキス タが終 わったの ちに、 多 くのスペ イ ン人が「征服」 と
い う職 を失 い、その後 コロ ンブス によってあ らたに「発見」 された「インデ ィアス」 とい
う東方 の地に向けて渡航 す る許可 を得 よ う と殺到 した 5。 ャ、
ゎゅる、 これ らスペ イ ン人た
ちは「征服」 を職業 とするプ ロ軍国であ つて、 イベ リア半 島か ら新大陸へ と活躍 の場 を移
しかえただけなのだ。実際に新大陸征服 とレコンキス タの 間には明白な類似点が 見 られる

とい う説がある。つ まり新大陸の征服を企てる 阜 人や冒険家たちは王室の許可を取 り付け、
「協約」を結べ ば、その後は自己の責任 の もとで遠征 に出発 した。一方、イベ リア半島南
部において、イスラム教徒に占領 された地方 を奪還するために志願 して兵籍に入った人々
もまった く同 じようにカスティー リャの君主 と契約を結び、その契約に基づいて、土地が
解放 されるのに応 じて、その土地の植民地化 を許可されたのである6。
閑話休題。 日本で も関ケ原の戦 いののちに、いわゆる職無 しとなった 戦 いの プロ"こ
と浪人武士たちを、徳川家康が国 (領 地)外 にどんどん放出 した ことがある。これ もスペ
インの「征服」事業 と背景が似ていておもしろい。
新大陸へ渡 った多 くのスペ イン人 コンキスタ ドールは、郷土

(イ

ダルゴ)と 呼 ばれる貧

しい小貴族の出身者だった。特にカスティー リャの貴族は長子限嗣相続制が確 立 していた
ために、久男以下の子弟 ―コルテスや ピサ ロのような軍隊経験のある多 くの独身の若者た
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ちが、一旗あげ よ う と未知 の世界 に飛び込んで いった。 これ ら荒 くれ男 どもは、た くま し
く、果断 で、危険 をもの ともせ ず、 しか も頑 固で短気 なところ もあ り、時には、度 を過 ぎ
たことをする手に負 えない性格 の持 ち主であ った

7。

小貴族 よ りもさらに下級 出身の男 たちにとつては、新大陸へ行 くことは、土地 も財産 も
ない民衆 の「 うさ晴 らしJの 手段 のひ とつ であ り、貴族 に仲 間入 りす る手 っ取 り早 い方法
で もあ った 8。 セルバ ンテス も語 るよ うに、 スペ イ ン人は金銭 よ りもまず富や名誉 を重 ん
じる。 この辺 りに今 日にお い て も資本主義的な思潮 に完全 に染 まらない理由があるような
気がす るが、 どうだろ うか。 いずれにせ よ、スペ イ ンにとって遠隔地 に領土 を得 たことは、
そ こが不遅の輩 にとつて余剰 エ ネルギ ーのはけ場所 とな り、内紛 の危機 を軽減 させ ること
となった。古代 ローマ帝国の例ではないが、 これが植民地 とい うものの もっている基本的
9。
な機能のひとつ で ある ことはよ く知 られている

16世 紀 カール五世 と世嗣 フェリーペニ世 の治世 になると、新大陸 で征服 した土地は「個
人」の世襲財産 として与 えられるかわ りに、そ こか ら得 られた収穫物の利益 の 5分 の 1を
スペ イ ン王家 に税金 として納 めることが 義務付 け された。 これによって スペ イ ン王 国 は、
百年に も続 く征服 と栄華 の時代 を維持で きる収益 を得 たのであった

10。

こ うした ローマ教

皇以上の権力 と財 力 を誇 ったスペ イ ン大帝国 を後 ろ盾 とした新大陸植民地 におけるカ ト
リック教会の威力が、 どれほ どの強大 な ものであ ったか想像 で きよう。あ ま りに輝か しい
光 は黒 々と した暗 い影 を差す。「黒 い伝説 Leyenda negtlrが

1」

(ス

ペ イ ンと敵対す る諸 外

国が、異端審問や新大陸事業 におけるスペ イ ン人の残虐的行為や不寛容 を捏造 し誇張 して
伝 えた反 スペ イ ン感情 )は 、栄華 を極めたスペ イ ン大帝国が乃
子 んだ間 の 申 し子である。
他 の ヨーロッパ諸国が文学、音楽、建築、彫刻、絵画等 に豊かなルネサ ンス文化 を開花
させ たとす るな ら、 スペ イ ンでは新大陸征服事業が まさにル ネサ ンス (再 征月
Rと い う意味
にお い て)そ の ものだった。征服者たちは中世的な人間で もル ネサ ンス 人で もな く、境界
穆
領域 の人々である 。個人 の真理 の眼が開 き、それ までの権威が崩壊 して精神世界が解 き
放 たれ、あ らゆる ものが変形 して水平線が広 く拡大 した大航海時代。すでにルネサ ンス に
晩鐘が鳴 らされ、新 しい旋風 ―バ ロ ック ーが吹 き荒れる寸前 だ。バ ロ ックが、壮大 な時空
の広が りと無限的な るものを愛す るのは、地球 のすべ ての海が征 服 され、 ヨーロッパ 人の
宇宙 ・世界観が大 きく膨張 された ことと関係 してい るだろ う。
イギ リスが新大陸に関心 を持 つ よ うになったのは、スペ イ ンか ら遅れることお よそ百年。
当時 の 国王 エ リザベ スー世 (1533‑1603:在 位 1558‑1603)治 下、絶対王政の最盛期 を迎 え
たイギ リスは、西側の北米大 陸 よ りも東狽Jの イ ン ドに 目を向けて い た よ うで、 1600年 に
東 イ ン ド会社が設立 されたの も北米へ の植民地設立 よ りも早 い時期 である。北米大陸にイ
ギ リス最初 の植民地 (ヴ ァー ジエ アのジェー ムズ タウン植民地 )が 設立 されたのは、スペ
イ ン最初 の北米植民地

(フ

ロ リグの セ ン ト・ オー ガステ イ ン植民地 )よ り42年 後 の 1607

年 で あ り、本格 的 にイギ リス植民地設立が増加す るのは 17世 紀 に入 ってか らの ことで あ
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る。 とはいえ、実は、 スペ イ ンが コロンブスを送 り出 したわずか 5年 後 にチ ュー ダー朝最
初 の 国エ ヘ ンリー七 世 の命 で、ジェノヴァ出身のジ ョヴァンニ・カボー ト (英 語名 ジ ョン・
カボ ッ ト)(1450‑1498)が 、1497年 と 1498年 の三 度 にわたって、現在の カナ ダ東海岸域
ニ ューフ ァウン ドラ ン ドお よびニ ュー イ ングラン ド地方到達 に成功 してい る。 この
「発見」
が、その後の北米大陸におけるイギ リス植民地政策 の優位 な展 開に大 い に影響 した ことは
い うまで もな い。 また、 イギ リス とい う島が大西洋 をは さんで北米大 陸側 か ら見 た ヨー
ロ ッパ の玄関口に位置 してい ることも、地理 的に有利 に働 い た。
1492年 10月 12日 。コロ ンブス は、フロ リダ南 東沖にあ るバハマ諸島のひ とつ の小 島 (グ
アナハ ナ)に 上 陸す る。彼 はこの 島を「サ ン・サルヴァ ドール (救 世主 )」 と名付 ける (英
名 はワ トリ ング島)。 バハマ諸島を「イ ンデ ィアス (=イ ン ド)」 、キ ューバ お よびエ スパ
ニ ヨー ラ (現 ハ イチ &ド ミニ カ)島 を「ジパ ンゴ (=日 本 )Jと コロンブスは死ぬ まで信
じて いた。彼 はその後 1503年 にかけて計三 回遂行 した探検航海 によって、プエ ル トリコ、
ジヤマイカ、 トリニ ダー ドなど西 イ ン ド諸島 と中南米大陸 を「発 見」す る。新 しい陸地 を
エ メラル ドグリー ンに輝 く海原 の水平線 上 に見出す たびに、スペ イ ンの航海者 たちはひざ
まづい て祈 り合唱 した。そのころの船乗 りは、聖職者 を除 い て もっと も信仰心が篤か った
らしく、 どの船 も当番の若者が夜明けに聖歌 を歌 うことになって い た。
「 日の あか りに祝
爵
福 あれ 聖 なる十字 架 われ らは うた う J。 西 へ 西 へ と進路 をとる間に うたわれる半時
間 ごとの歌 は次 の よ うな ものだった。「みんなで神 に祈 ろ う よ
高みにおわ します

よき航 海 を授 けてほ しい

HJ。

*「 アメリカ」 という名の由来
コロンブスは、「発見」 した島 々にスペ イ ンに由来す る名を次 々に付 けていった。イサ
ベ ラ、マルガリー タ、サ ンタ・クルス、プエル ト・プラタ、 ロス・サ ン トス、ソンブレロ、
モン トセ ラ ト、グア ドゥループ、 ドミニ カ・・・。現在で もこの名前 の もとに人 々は暮 ら
し、大勢のバ カンス客でひしめ きあうカリブ海の島々。 しか し、運命は皮肉なものだ。新
大陸に名付けられるのはコロンブスの名ではな く、フィレンッェ人航海探検家アメリゴ 。
ヴェスプッチ (1459‑1512)の 名である。アメ リゴのラテン語名「アメリクスJに あやか っ
て、アジアや ヨーロッパやアフリカと同 じ女性形の「アメリカ」 とい う名が、新 しく「発
見」された大陸に名付けられた。
では、命名される対象 となった人物が、なぜ コロンブスではな くヴェスプッチだったの
か ?こ の理由としては、 コロンブスは大陸でなくカ リブ海の島に到達 したのであって最期
まで「イ ンデ ィアス (=ア ジア)」 と信 じていたのに射 し、ヴェス プッチは実際に大陸に
到達 してアジア以外 の新 しい大陸だと初めて見究めた航海探検家 だったからとい う説が一
般的である。 またヴェス プッチの書 き記 した新大陸に関する報告書が各国語に翻訳 されベ
o6o

アメリカ音楽文イしを創造 したヨーロッパ とは何 か

ス トセ ラー とな り、 ヨーロッパ 中の多 くの人 々に読まれたゆえに、著者名 『アメ リカ』が
新大陸の名前 として人 々の間に普及 したとも言 われている。が、 コロ ンブスが記 した新大
陸について報告 した最初の手紙は 1500年 までに二十版 を重ね、また他 の探検家や征服者
達の報告書が当時の人々にむさぼるように読まれたとい う事実か らすれば、なにもあえて
新大陸にヴェスプッチゆか りの「アメリカ」を名付ける必然性は全 くない。 ここで重要な
のは、 コロンブスの到達 した地が「イ ンデイアス

(イ

ン ドもしくは東洋 の地)」 とは全 く

異なる、それまでヨーロッパ人には知 られていなかった新 しい第四番 目の大陸であること
を、ヴェス プッチが 自らの人文主義知識 を駆使 して合理的かつ客観的に認識 した最初の
ヨーロッパ人であったとい うことである。
ヴェスプッチー族 と懇意だった レオナル ド・グ・ヴィンチは 1514年 に「アメリカ」 と
い う名 を用 いているが、16世 紀半 ばにはフラン ドル地方か ら北 ヨーロ ッパ、そ してイギ
リスと ドイツで「アメリカ」呼称が正式に認め られてい る。一方スペ イ ンは「インデイア
ス」 とい う名に最近まで固執 していた。スペ イ ンが「アメリカ」 とい う呼称 を認めるには、
19世 紀 になるまで待 たなければならない。 また「ア ングロサクソ ン・ アメリカ」 と姑す
る意味での名称「 ラテ ン・アメリカ」 を正式 に用 い るようになったのは、20世 紀 に入っ
てか らのことである る。
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