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はじめに

インカの反乱、植民者や王室官吏の専横、経済

の停滞など、いわゆる「1560年代の危機」を救

うべく、第 5代副王としてペルーへ派遣された

フランシスコ・デ・トレド (Francisco de Toledo)

は、なにより王室歳入を増加させることを目的

に、強権を発動して改革を行い、植民地支配体

制を作り上げた。トレドは、1570年から 5年が

かりでそれまでにない大規模な総巡察をペルー

全土にかけて行い、人口調査に基づいて租税を

査定し直した。また、銀産出量の増加を目指し、

1573年ポトシ鉱山にミタ1を導入し、ポトシ周辺

17地域のインディオを鉱山労働へ送りこんだ。

トレドの巡察については、現在まだその報告

書の断片と租税査定記録によってしか知ること

はできない (Julien 1998: x)。各地の租税査定で

は、各納税品目の総量、総額が定められた後、ク

1インカ王へ提供される労働力や共同体内での公共事業
への労働力を組織した輪番制労働システム。植民地時代、
鉱山労働のほか、宿駅（タンボ）やスペイン人の私邸での
家内労働などにもミタの名のもとに労働力が徴発された。

ラカ2と呼ばれる首長が、コレヒドール3との調

整のもと振分けを行ったため、共同体内での租

税分割は記録に残らなかった (Julien 1998: xvi,

xvii, Toledo 1986: 45)。しかし、王室直轄領で

あったチュクイト地方では、巡察使が租税の振

分けを詳細に行った上で、クラカの義務や特権

も細部にわたって規定した。それゆえ同地方の

租税査定記録は、トレドの植民政策におけるク

ラカの位置づけを知るには大変有意義な史料で

ある。

植民地統治下、クラカがスペイン王室とイン

ディオ共同体の仲介役となり、その結果変容を

強いられたことは知られている4。先述の租税査
2スペイン人の記録には、カリブ海のアラワク族の言葉を

借用し、カシケ (cacique)と記されることがある。チュクイ
ト地方では、アイマラ語でマルク (mallku) と呼ばれていた
が、本稿では、ペルーで一般的に用いられるクラカ (curaca)
というケチュア語の名称を使用する。

3コレヒドール・デ・インディオス。1565 年、インディ
オを管理するために特別に設けられた役職。インディオだ
けでなく、エンコメンデロや聖職者に関しても調査を行い、
不正を監視する役割を担い、インディオ共同体の生活全般
に関して管理義務を負った。しかし、徴税の責任者という
立場を利用し、二重帳簿を用いて暴利を貪る者や、禁止さ
れた商業活動を行い、自らインディオを搾取する者もいた。
(Lohmann 2001: 281, Spalding 1974: 129-130)

4植民地時代におけるクラカの変容については、Pease
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定記録を含むチュクイト地方関連の史料を編纂

した歴史学者キャサリン・ジュリアン (Catherine

Julien)は、次のように述べている。「新しい租

税制度が、クラカと納税者の間に伝統的に築か

れていた絆を断絶することになるとは、トレド

は予想していなかった。新しいシステムは、両

者の関係に強く依存していたのだから」(Julien

1998: xvi)

トレドはその “絆”をどのように理解してい

たのだろうか。アンデス住民の習慣を理解して

はいたが、ジュリアンが言うように、意図せず

共同体内の “絆”の断絶を招いたのであろうか。

それとも、アンデスの社会経済システムの破壊

を目的に、西洋的システムを押し付けたのであ

ろうか。

本稿は、租税査定記録の分析を通じて、トレ

ドの植民政策におけるクラカの位置づけに関し

て若干の考察を行うものである。

1.クラカと共同体

クラカとは、アンデスの農村共同体を代表し

た権力者である。クラカ領にはヒエラルキーが

存在し、民族集団全体を代表する有力クラカは、

それぞれ複数のアイユ5の長を従えていた。

クラカの地位は完全な世襲ではなく、後継候

補者の中から共同体の有力者に承認された者が、

儀礼的手続きを経て就任した。クラカは、共同

体の社会経済システムの管理責任者として、人々

の生活を保障する義務を負った。また、宗教行

事を司ると同時に、宗教儀礼の対象になりうる

神聖な存在でもあった (Pease 1992: 21, 39-40,

Martínez Cereceda 1995: 48-55)。

クラカは、それぞれのレベルにおいて義務や

1992, Spalding 1974 など。
5アンデスの社会組織の基本単位であり、農村共同体の

基盤となる。親族関係、姻族関係で結ばれた一種の血縁集
団。

責任を負う代わりに、配下のインディオから租

税を受け取る特権を有していた。貨幣のなかっ

たアンデス社会の租税とは、本来、労働力の提

供であった。クラカは、所有する私有地の耕作

に共同体の成員を動員し、衣類や必要物資の提

供を受け、家内労働や家畜番にインディオを使

役した。しかし、そのような特権は自動的に享

受できるものではなかった。クラカは適時、ア

イユの長や配下のインディオに儀礼的手続きを

経て労働を依頼し、労働期間中の飲食物を振舞

うことで、労働力を動員できた。アンデス社会

では、互恵関係、相互扶助の関係が成立しなけ

れば、何も機能しなかったのである。

インカ帝国の拡大も、互恵再分配のシステム

を拡大することで実現した。クラカは、インカ

王との関係を維持し、インカ王からの要求に対

応し、租税として供出する労働力を管理する一

方、民族集団内では伝統的な権威を保ち続け、独

自の地方経済を維持し、臣下のインディオを治

めていた (ロストウォロフスキー 2003: 307)。

クラカは、自らのため、共同体のため、イン

カ王のために労働力を徴発する権力を有した。

配下のインディオは、その伝統的権威を承認す

るがゆえ、互恵関係に基づく動員に応じた。言

い換えれば、クラカの動員命令がなければイン

ディオは働こうとしなかった。それゆえクラカ

は、インカ王と共同体の間、そして、植民地政

府との間でも、労働力徴発、さらには徴税のた

めの仲介役として機能したのである。

2.チュクイト地方に対する税政策

(i)チュクイト地方

チュクイト地方は、ペルーとボリビアにまた

がるチチカカ湖南西岸のほぼ全域に及び、アイ

マラ人の国、ルパカ王国が栄えたところである。
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標高約 3800ｍの高地で、農作物はじゃがいもな

どに限定されるが、人々は、異なる生態学的地

帯に点在する飛び地に入植者を派遣し（垂直統

御）、海岸部でとうもろこしや綿花、熱帯地方で

コカや材木などを手に入れていた (Murra 1975:

71-80)。また、大量に飼育されるリャマが富の

源であった。リャマは、毛を利用するだけでな

く、他の物資や農産物との交換に使われ、旱魃

への備えにもなった。

チュクイト地方は、チュクイト6、アコラ、フ

リなど 7つの主邑 (cabecera)から成り、各主邑

が地̇区̇ (parcialidad)7、アナンサヤとウリンサヤ

に分かれていた。一つの地̇区̇を一人のクラカが

治め、地̇区̇内のアイユを統轄した。地方全体で

は、チュクイトのクラカが他の 6主邑全てを統

轄し、各主邑のアナンサヤはチュクイトのアナ

ンサヤに、ウリンサヤはチュクイトのウリンサ

ヤにそれぞれ従属していた。各地̇区̇のクラカの

下で副官 (segunda persona) が補佐にあたって

いた。

アイマラ人の他に、ウロ人がいた。彼らは湖

岸で生活し、貧しく家畜を持たず、アイマラ人

より劣った人々として行政記録などに記されて

いる (Diez de San Miguel 1964: 14) 。彼らは、

トレド統治期以前は納税者の数に含まれていな

かった。

世帯数8は、インカ時代末期には、アイマラ人と

ウロ人を合わせて約 2万世帯を数えた (Diez de

San Miguel 1964: 64-66)。チュクイト地方は、

その豊富な人口と家畜ゆえに豊かな地域とみな

され、征服後最初の王室直轄領とされた (Murra

6本論では、7つの主邑をあわせた地方全体を “チュクイ
ト地方” と呼び、主邑 “チュクイト” と区別する。

7一つの行政単位を二つに分ける双分統治。主邑を二つ
に分けた単位のそれぞれを、ここでは便宜上「地̇区̇」と呼
ぶ。主邑フリは例外的に 3 分割されていた。

8インカ時代、納税者として数えられたのは成人既婚男
性のみ。つまり、1 世帯 1 納税者。

1975: 71, 72, 198)。つまり、スペイン人個人に

委託されず、スペイン王室に税を直接納めるこ

とになった。そして王室官吏から特別に指導さ

れ、トレドによるミタの導入以前から、ポトシ

にミタヨ9を送っていた。それゆえ他の地方と

異なり、早期から食料による納税をなくし、銀

と衣類による納税に制限されていた10。

(ii)トレドの税査定

トレド以前にチュクイト地方で巡察が行われ

たのは 1567年、査定された租税は、銀 2万ペ

ソ、衣類 1600枚であった (Diez de San Miguel

1964: 272)。1574年、トレドの指示を受けて行

われた査定は、銀換算で 8万ペソ（衣類 7823

枚含む）、そこに認められる顕著な特徴は、銀

納の大幅な増額であった（下表の衣類以外はす

べて銀納）。さらにトレドは、ウロ人や、海岸

部と熱帯地方のミティマエ (mitimae)11にも納税

義務を課すことで納税人口を増やし、納税者の

労働能力や生活環境に応じて異なる税を課すな

ど、税の確実な徴収に向けて様々な対策を打ち

出した。

チュクイト地方から離れて居住する者は、ミ

ティマエのほかにフォラステロ (forastero)の人

数も把握された。フォラステロとは、生地の共

同体を離れ、より良い生活環境を求めて別の土

地に移り住んだ者のことで12、鉱山労働や他のミ

9ミタ（輪番制労働システム）に徴発される人々。
10 1559年、第 3代副王カニェテ侯による査定では、53年
にアウディエンシアのオイドールが定めた税から、食料に
よる納税と荷運搬などの労働力提供をなくし、銀と衣類で
の納税に転換された（銀 1 万 8000 ペソと衣類 1000 枚）。
銀での納税額は 2000 ペソから大幅に増額された。この 1
万 8000 ペソの銀を稼ぐため、ポトシに 500 人のミタヨが
送られていた (Diez de San Miguel 1964: 18-19, 138-139,
171-177)。

11またはミトマクナ。垂直統御により多様な資源を獲得
する目的で、帰属する民族集団により飛び地へ派遣された
植民者。もしくは、インカにより、生産活動や軍事戦略上
の理由で移住させられた人々。ここでは前者。

12フォラステロの定義については、Wightman 1990: 19-20,
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（表）1574年の租税査定 (Gutiérrez Flores 1998a: 22-37より作成)

税区分 対象者 一人当たり 合計 注

ポトシのミタ 1,000人 24ペソ 24,000ペソ 補填に 100人(1)

衣類 15,646人 半枚 (1.5ペソ) 23,469ペソ 免税対象 2,133人(2)

ミティマエ (5地域合計) 726人 2.4～5ペソ 1,844ペソ
富裕者 1,000人 5ペソ 5,000ペソ リャマを多数所有(3)

銀（３区分合計） 14,737人 0.5～1.9ペソ 25,385.5ペソ アイマラ人＋ウロ人の能力別(4)

リャマ売却 1,000頭 2ペソ/一頭 2,000ペソ

計 12区分 17,779人 81,698.5ペソ

注 (1)死亡者や病人が出た場合に備えて 100人を余分に送り不足分を補わせた。
　 (2)ポトシのミタヨ 1100人、ミティマエ、クラカ、一部のウロ人、計 2133人が衣類の税を免除された。
　 (3) 50頭以上のリャマを所有する者は “富裕なインディオ (indios ricos)”として区分され、別に銀が課さ
　　　れた。ポトシのミタは免除されたが、衣類の税は課された。79年の改定で廃止。
　 (4)免税対象者 2133人と富裕者以外のアイマラ人。ウロ人は、労働能力や生活環境により 3種類に分け
　　　られ、能力に応じて税額が査定された。

タ労働は免れたが、納税義務を逃れられなかっ

た。共同体は相互扶助の基盤であり、祖先伝来

の信仰対象が存在する場所でもあった。それゆ

えフォラステロは、他の土地に住んでも、心の拠

り所である出身共同体との繋がりを絶たず、クラ

カは彼らの居場所を把握していた。王室は、両

者のこの繋がりを利用し、クラカに税の徴収を

義務づけた。フォラステロは、数の上ではチュ

クイト地方に居住するアイマラ人に含まれたが、

より良い環境に自ら移り住んでいるとの理由で、

余分に銀を支払い、衣類の税も銀納するよう定

められた。

査定は 8万ペソだが、不足に備えて余剰が設

定された。上表では 1698.5ペソが余剰として算

出されているが、ポトシに追加で送られる 100

人分や、フォラステロが余分に払うべき銀など

を合わせると、余剰は 4852.5ペソとなった。

その査定は 79年に修正されたことから、ト

レドが描いたようには税が徴収されなかったこ

とが推測される。修正後の査定額は 8万ペソで

45-73.

変わらず、富裕者の区分の廃止以外、税区分の

変更もなかったが、衣類の枚数が減らされ、銀

が大幅に増額された。トレドは、ポトシのミタ

ヨ一人あたりの負担額 24ペソを、16～18ペソ

へ減額した代わりに、人数を 1100人から 2200

人へと倍増し、合計額を 3万 8800ペソに増額

した (Toledo 1998: 146-148)。彼が最も重視し

たのは、ポトシで得られる銀に他ならなかった。

3.クラカの義務と待遇

トレドがペルー全土で行った査定では、租税

の用途として、施療院の費用、教区司祭や王室

官吏の俸給、そして、クラカの俸給が定められ

た。それらを差し引いて、王室やエンコメンデ

ロの取り分が計算された13。チュクイト地方の

査定では、俸給のほか、クラカが共同体から受

け取る租税も仔細に定められ、クラカの地位継

承やクラカの人数についても規定された。

13トレドがペルー各地で行った税査定については、Cook
1975.
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(i)免税特権

インカ時代には、100世帯以上を治めるクラ

カは、インカへの納税義務、つまり労役義務を

免れていた (ワシュテル 1984: 118)。チュクイ

ト地方では、1567年の巡察時に免税特権を得て

いたのはわずか 36人のみであったが14、74年

の査定では、徴税義務や管理責任を負う 202人

が租税を免除されることになった。各地̇区̇のク

ラカや副官の他、新たに設けられた官職に就く

者、教会で働く者、さらに免税対象となる職に

就く者の後継者、所謂「嫡出の長男」もその特

権を得た (Gutiérrez Flores 1998a: 54-57)。

アイユの長は、配下のインディオから租税を

徴収し、従属する地̇区̇のクラカに納め、インディ

オの逃亡を防ぐ義務を負う代わりに、ミタ労働

のみ免除された (Gutiérrez Flores 1998a: 57)。

(ii)俸給

俸給として、チュクイトのクラカには、アナ

ンサヤに 350ペソ、ウリンサヤに 330ペソが支

給された。地方全体を管轄するクラカであるた

め、彼らには他の主邑のクラカより俸給が高く

設定された。他の主邑のクラカへは、平均する

と一人 150ペソ、副官へは 50ペソが支給され

た。クラカへの俸給は、彼らが権威を保持でき

るように、貧困に窮し配下のインディオからの

尊敬を失うことのないように、支払われるもの

とされた (Gutiérrez Flores 1998a: 68-72)。

(iii)共同体からの租税

地̇区̇のクラカ全員と一部の副官に対して、配

下のインディオから納められる租税、つまり奉

仕のインディオの人数、衣類や卵、魚などの数量

14この 36人については「税を納められていたカシケ」と
しか記されていない。つまり、共同体からの税を受け取る権
利を有したクラカであるが、詳細は明らかではない。(Diez
de San Miguel 1964: 206)

が査定された (Gutiérrez Flores 1998a: 79-87)。

インカ時代末期、チュクイトのクラカに対し、

家畜番や家内労働のために、男女計 246人のイ

ンディオが供出されていた。1567 年の巡察時

には、約 60人のインディオが奉仕労働を行って

いた (Diez de San Miguel 1964: 21, 23)。しか

し、トレドの査定で規定された奉仕労働者は 30

人足らず、しかも、納税年齢を過ぎた老人か、女

性や子供に限定された (Gutiérrez Flores 1998a:

79-80)。

アイユの長には、配下のインディオを私有地

の耕作に使役することが許可されたが、その畑は

3トポス15までと規定された。さらに、各アイユ

の長は一人に限定され、長が複数存在する場合

は罷免すべきとも定められた (Gutiérrez Flores

1998a: 57)。

1567年の巡察では、各地̇区̇のクラカが受け取

る租税のみが査定され、アイユの長の租税は査

定されず、私有地での労働奉仕も長の人数に関

しても規制はされなかった (Diez de San Miguel

1964: 221-222)。しかしトレドは、それらを規

制し、クラカ領のヒエラルキー末端にまで介入

しようとしたのである。

(iv)クラカの義務

クラカには俸給と租税が定められたが、俸給

の支払いには条件が設けられた。租税を徴収し

て共同体の金庫に納めるまで、クラカに俸給は

支払われなかった。さらに、租税徴収を怠るク

ラカは、コレヒドールに罷免されることになっ

た (Gutiérrez Flores 1998a: 71)。また、クラカ

への租税を査定する一方で、トレドは、彼らが

査定された租税以外のものをインディオから徴

15トポとは、ひとりの成年男子、もしくは一世帯が生活
するのに必要な糧を生産できる土地の面積。土地の条件に
より広さは異なり、絶対的単位ではない (Murra 1970: 57)。
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収することを禁じた。違反者は、徴収物の 4倍

の返還と、クラカ職の剥奪をもって罰せられる

とされた (Gutiérrez Flores 1998a: 88)。

さらに、フォラステロからの租税徴収に関し

ても、逃亡者とその家族、未納額のリスト作成な

どの規定が設けられた (Toledo 1998: 158-159)。

クラカが毎年必ずフォラステロのもとへ租税

徴収に赴かなかったことから、トレドはクラカ

を怠慢であると批判している (Gutiérrez Flores

1998a: 37)。

ポトシでの租税徴収も滞っていたため、ミタ

ヨの人数を把握し、現地で徴税にあたる人物が

必要であった。そこで、クラカの中からカピタ

ン・デ・ミタ (Capitán de Mita)が選出された。

カピタン・デ・ミタは、チュクイト地方からポ

トシへ向けて供出されるミタヨ全員について管

理責任を負った。彼らには、俸給とは別に 200

ペソが支払われることになった (Toledo 1998:

166-167)。

そうして、クラカにはあらたな義務が課せら

れた。徴税の全責任を負わされたクラカは、配

下のインディオに動員命令を出し、過剰な負担

を強いることを余儀なくされたのである。

4.アンデス住民の慣行に関するトレドの認識

(i)ポロ・デ・オンデガルド

トレドは、アンデス古来の社会的慣行を理解し

ていたのであろうか。その疑問に答えるために

は、トレド時代の代表的なクロニスタの一人、ポ

ロ・デ・オンデガルド (Juan Polo de Ondegardo)

が残した情報を検討することが不可欠であろう。

法学者でもあるポロは、トレドに政治手腕を

認められ、クスコやポトシを管轄するチャルカ

スで要職を歴任した。彼は、アンデス古来の風

習や政治経済システムに詳しく、その著作のひ

とつ「インディオの習慣を守らないことにより

生じる明らかな弊害について」16は、当初の植民

政策がインディオ社会に及ぼした害についての

報告であり、トレドからの要請に応じて執筆さ

れた (Pease 1995: 40)。

その記述によると、インカ時代に査定はなく、

インカ王から適時要求された租税の振分けは、

等分されるのではなく、各地域の生産物や労働

力に応じて行われていた。ポロは査定について

の見解を述べ、征服直後、租税が査定される以

前は、エンコメンデロが各地の特性を無視し、

意のままに物資を要求していたが、その後実施

された査定は、インディオの労働能力や各地の

生産物を考慮したものだと評価している (Polo

de Ondegardo 1990: 114-116, 121-125)。

また彼は、労働力提供に関するインディオの考

え方が分かる興味深い事例を挙げている。チャ

ルカスのある村のインディオは、毎週 500マル

ク (2000ペソ)をエンコメンデロに納めていた

が、滞納することはなかったにもかかわらず、

減税を求めてリマに直訴した。しかも、鉱山で

働いていた 600人は一人 1マルク納めていたの

で、100マルク余っていたのだ。しかしクラカ

によると、その 100マルクは常に生じる不足分

の補填や、アイユの長を招いて行う宴に必要で

あった。その村の全アイユから徴発されたミタ

ヨに、30 人の長が同行していたのである。ポ

ロはその習慣を理解し余剰の必要性を認め、結

局週 400マルクに減税した。すると、ミタヨは

500人に減少した。

それゆえポロは、クラカの直訴に応じて減税

することに異議を唱えている。彼らは、減税前

と同数のミタヨを残し、減税により増加した余剰

を活用しようとはしない。一人当たりの負担額

16 “Notables daños de no guardar a los indios sus fueros”
en Polo de Ondegardo 1990.
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を減らすのではなく、村全体の負担を軽減するこ

としか考えない。それゆえ、増税したために貧し

くなることはなく、減税したからといって豊かに

なるわけでもないのである (Polo de Ondegardo

1990: 132-134)。

アンデス古来の租税は労働力であった。それ

ゆえ、共同体から供出されるミタヨの人数が多

いほど、ミタによる徴発の頻度が高いほど、税

は重く感じられたのであり、クラカの目的は、

動員の回数やミタヨの人数を減らし、共同体の

負担を軽減することにあったのである。

(ii)トレドの意図

トレドが執筆要請した著作の中で、ポロがア

ンデスの租税について詳述したということは、

トレドがアンデスの社会経済システムをある程

度理解していたと考えるのが妥当である。総巡

察後の査定は人口調査に基づいて行われたが、

トレドは、租税の振分けをクラカが習慣に従っ

て行うよう指示した (Toledo 1986: 45)。しか

し、王室財政の要であったチュクイト地方の査

定は、完全に人頭税方式であった。トレドは、

アンデス住民の習慣は増収に結びつかないと考

え、それを是正しようとしたのである。一律に

税を課すのではなく、労働能力や居住地の特性

に従って細かく査定を分けたことは、ポロの進

言と一致している。しかし、79年の修正査定で

は、ポロが挙げた事例とは全く逆のことを行っ

た。つまり、ポトシのミタヨの人数を倍増し、

一人あたりの負担額を下げたのである。

人頭税を課すからには、納税人口の確保が必

要であった。トレドは、ウロ人を納税者に含め

たほか、クラカの奉仕にあたるインディオを納税

者以外に制限した。またクラカには、査定され

た税以外の物資徴収を禁じた。ただし、それは

あくまで法令であり、実態はその通りではなかっ

た。トレドの査定から約 40年後、150人のイン

ディオに囲まれ、伝統的権威を保ち続けるチュ

クイトのクラカの姿が報告されている (Saignes

y Loza 1984: 39-41)。

そのようなクラカもいれば、過剰な動員命令

により互恵関係を存続させることができず、権

威を失ったクラカもいた。多くのインディオが

ミタ労働を避けるため逃亡し、共同体とのつな

がりを断ち切った。フォラステロからの徴税責

任者であるクラカは窮地に陥ることになった

(Espinoza 1982: 437-450)。トレドは、クラカ

がフォラステロの居場所を把握していることを

知り、その “絆”の強さを過大評価し、クラカに

徴税を義務づけたのであるが、ジュリアンが言

うように、その “絆” が簡単に断絶されるとは

予想していなかったのであろう。トレドは、ク

ラカの権威が絶対ではないことを理解していな

かった。それゆえクラカに多大な労働力供出を

課し、ひたすらクラカに刑罰を与えたのである。

ポロは、クラカがアイユの長を招いて宴を行

う習慣について報告しているが、その宴は、ア

イユからの労働力供出を依頼するためのもので

あった。クラカは動員命令を出すが、それには

儀礼的手続きや見返りの提供が必要であり、互

恵関係が崩れるとクラカの権威は失墜したので

ある。クラカへの俸給は、その支給理由として

彼らの尊厳保持が謳われているが、徴税義務を

果たすまでは支払われなかったことから、職務

執行に対する報酬という性格が強く、トレドがク

ラカの権威存続を真剣に考慮したとは思えない。

また、クラカへの罰則として「罷免」が頻出

することから、トレドがクラカを一官職として

捉えようとしたことが分かる。彼はコレヒドー

ルに、義務を怠るクラカの地位を剥奪し、代わ

りの者を据えるよう命じたが、その地位は、ス

ペイン人が介入することのできない神聖なもの
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であり、また、トレドが考えるような絶対権力

を伴うものでもなかったのである。

おわりに

クラカは宗教行事を司る者であり、時には自

身が宗教儀礼の対象にもなる存在であった。そ

のようなクラカの権威の宗教的要素は、偶像崇

拝撤廃を目指す植民政策においては排除される

べきものであった。それゆえ、トレドがクラカ

の伝統的権威失墜を意に介さなかった、もしく

はそれを目論んだとしても不思議ではない。彼

は、クラカという存在の邪魔な要素は排除し、

彼らを王室官吏として取り込み利用しようとし

たのである。

そうしてクラカには新しい義務が課され、彼

らは変容し多様化していった。二つの世界が対

立し融合していく中で、彼らは生存方法を模索

したのである。彼らの生存戦略において、逆に

スペインの植民政策がどのように利用されたの

か。これは今後の研究課題とすべきであろう。
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