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はじめに

16世紀の記録者アロンソ・デ・ゴンゴラ・マ

ルモレホ (Alonso de Góngora Marmolejo) は、

その地形から、チリを抜きはなった剣になぞら

えたが (Marmolejo 1960 [1575]: 79)、この喩え

はその後のチリの歴史を考えるとき、非常に象

徴的なものとなった。16・17 世紀のチリ、と

りわけ現在の国土のほぼ中央を流れるビオビオ

川 (Bio Bio)以南の「アラウカニア (Araucanía)」

と呼ばれる地は、スペイン人と先住民 (現在は

マプーチェ〔mapuche〕と呼ばれる) が干戈を

交える前線地域 (frontera)として知られていた。

長期化するにつれ、抗争は私費で参戦する征服

者たち (conquistadores) の手に負えなくなり、

17 世紀初頭には、ついにスペイン王室が軍隊

(ejército)を置くに至った。歴史家に「アラウコ

戦争 (Guerra de Arauco)」と呼ばれるこの戦争

は、有名なエルシーリャ (Alonso de Ercilla)の

『ラ・アラウカーナ (La Araucana)』をはじめと

する数々の叙事詩にうたわれ、チリのみならず

スペイン本国でも広く知られることとなった。

しかし、実際に前線地域で日常的に繰り広げ

られてきたのは、文学のテーマとなるような、

血で血を洗う戦闘ばかりではなかった。水面下

では、スペイン人たちと先住民のあいだで、婚

姻や交換など、さまざまなかたちでの異文化接

触も行われていた。戦争はそうしたコンタクト

の一側面にすぎなかったことが、とりわけ 1980

年代の後半以降、数々の研究で明らかにされて

いる1。

本稿の主題であるスペイン人と先住民のパル

ラメント（parlamento「会合」）も、そうした異

文化接触の一形態である。会合の場ではチリ総

督と先住民の間で和平をめぐる話し合いがなさ

れ、取り決め (tratado)が交わされた2。対話を

目的とした類似の会合は、ラ・プラタのパンパ

1この点については、セルヒオ・ビジャロボス (Sergio
Villalobos)の単著 (Villalobos 1995)と、彼を中心として 80
年代に編まれた論集で詳しく論じられている (Villalobos et.
al 1982, 1985)。ビジャロボスの議論は、チリ先住民の主体
性と先住民社会の変化を考慮に入れていない点で欠落があっ
たが、90 年代から 2000 年代にかけては、先住民の社会動
態を視野に入れた研究が数多くなされている。León(1991,
1999, 2001)、Boccara(2007)、Zavala(2008) などが挙げら
れるが、いずれもエスノヒストリーや人類学の手法を取り
入れた労作である。

2同時に、先住民への饗応や様々な儀礼がおこなわれる
場でもあった (Méndez 1982;千葉 2006; Zavala 2008)。
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(Pampa)、グラン・チャコ (Gran Chaco)、北ア

メリカのスペイン領など、スペインアメリカ各

地で行われていた。いずれもスペイン領が諸外

国 (イギリス、フランス、ポルトガル)の植民地

と境を接する、戦略的に重要な辺境地域におい

て、集権的な社会構造を持たず植民地体制に服

属しない先住民との間で会合が催されている3。

各地の会合を多角的に比較研究したカルロ

ス・ラサロ・アビラ (Carlos Lázaro Ávila)によ

ると、反抗的な先住民を会合によって鎮める政

策は、ヌエバ・エスパニャで勃発したチチメカ

戦争 (Guerra Chichimeca 1550―1600 年) にお

いて本格的に実施された。17世紀になるとそれ

がチリでも導入され、紆余曲折を経て 1641年に

ようやくキジン (Qullín)のパルラメントでチリ

先住民との和平が成立した4。キジンの和平は

印刷物などを通じてスペイン本国でも知られる

ようになり、そこで交わされた取り決めは、18

世紀に編纂された条約集にも採録されている5。

このパルラメント以降、17 世紀後半から、前

述した各地域で頻繁に会合が行われるようにな

ることから、キジンのパルラメントがそれらの

原型となった可能性も指摘されている (Lázaro

2005: 159)。

キジンのパルラメントを筆頭に、チリのパル

3各地域の比較研究は多くない。代表的なものとして
は Levaggi(2002) のほか、より新しい網羅的な研究とし
て Lázaro(2005)が挙げられる。ラサロの研究については本
文でも詳しく触れる。なお、和平会合そのものは、史料中
では parlamento、paz、junta、congreso などと、その呼称
が時代・地域によって異なるが、チリのものは「パルラメ
ント」と呼ばれることが多く、歴史研究者もこの言葉を頻
用するので、本稿では「会合」あるいは「パルラメント」と
呼ぶことにする。

4チチメカ戦争の展開については Powell(1977)に詳しい。
ヌエバ・エスパニャからチリに和平政策が導入される過程
については Zapater(1992) を参照。17 世紀初頭のチリで和
平政策がどのように試みられたかについては本稿第 4 節で
触れるつもりだが、Zapater(1985)で詳しい経緯が分析され
ている。なお、キジンはキリン (Quilín) と表記されること
もある。

5 Bengoa(2007) を参照。

ラメントは先住民に対する植民地当局の敗北あ

るいは譲歩の象徴であるかのように解釈されて

きた6。もちろん、講和の場であることは否定

できないが、近年、個別の会合の詳細な研究に

よって、話し合いに参加する各集団の背景に、

和平以外の様々な利害が存在していたとの指摘

がある (Láon 1999)。また、植民地行政側が先

住民を「文明化 (civilización)」し、体制下に組

み込む手段として会合を利用していたことも指

摘されており (Boccara 2007)、パルラメントの

政治性・権力性が徐々に明らかになってきた7。

そもそも先住民との和平は、スペイン人にとっ

ては征服 (conquista)を実現する手段だった。16

世紀末に書かれた兵法指南書『インディアス戦

争への手引き (Milicia indiana)』には、先住民と

の和平はスペイン国王の強い意向であり、必ず

応じなければならないと書かれているが、その

わけは「その和平のもとで福音が説かれ、イン

ディオが臣従を誓って服属し、君主に進んで税を

差し出すから」8であった (Vargas Machuca 1994

[1599]: 100)。この記述からわかるとおり、和平

を通じてスペイン人たちが目指していたのは、

実は布教であり支配であり搾取であった。武力

行使は征服という政治的目的の道具であるとい

6一例として、エイサギルレ (1998: 250-251) を挙げて
おく。

7 León(1999) はアイリャパンギ (Ayllapangui) という先
住民首長をめぐる植民地当局と先住民社会の動きを考察し
た研究である。アイリャパンギはスペイン人と小規模な抗
争を繰り返し、そこで得た戦利品の再分配によって先住民
社会で頭角をあらわしつつあったが、パルラメントを通じ
て手を結んだ植民地当局と他の先住民首長らによって討ち
取られた。当局はアラウカニアの治安維持のため、首長た
ちは自分たちの権力維持のため武力行使に出たとレオンは
分析している。Boccara(2007) はパルラメントの取り決め
に盛り込まれた各条項を、フーコーの権力論を理論的枠組
みとして使いながら分析し、植民地当局がヨーロッパ的な
規範を先住民社会に滑り込ませようとしていたと指摘して
いる。

8以下、史料を翻訳する場合は「インディオ」という言
葉を使うが、本稿筆者に差別的意図はないことを明記して
おく。
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えようが9、実は和平の内にもそれと同じ目的意

識が込められていたのである。もちろん、時代

や地域によってスペイン人のスタンスに相違は

あろうが、和平の原点に支配への欲求が存在し

ていたことは見逃せないし、新世界におけるス

ペイン勢力―先住民間の交渉史を研究するうえ

で、和平という行為が含みもつ根源的な暴力性

を無視することはできまい。さらに言えば、先

住民がスペイン人の意図に無自覚だったとは思

えないし、彼らには彼らなりの和平への動機づ

けが存在したとも考えられるのである。

本稿ではこのような立場から、1651年にチリ

のアラウカニアで行われたボロア (Boroa)の和

平会合に着目し、その背景にどのような利害が

存在していたかを明らかにしていく。ボロアの

会合は、歴史的には先に紹介したキジンのパル

ラメントに連なるものとして捉えられる。最近

の研究から、キジンのパルラメントの裏にも当

事者の様々な思惑が存在していたことがわかっ

てきた。実は先住民は、天災によって起こった

飢饉に対処するため、和平とひきかえに植民地当

局に食糧援助を求めていた (Gascón 2007)。一

方、キジンのパルラメント後、チリ植民地当局は

1647年にも同じ場所で会合を行っているが、そ

れら 2度にわたるパルラメントの目的は、交渉に

よって先住民と手を結び、植民地の防衛体制を

強化することにあったのだ (Inostroza 1994-95)。

このような利害の一致によって成立したスペ

イン人と先住民の「同盟関係」は、1651年のボ

ロアの会合によってチリ総督領の全土に及ぶこ

ととなった。この年開かれたボロアの和平会合

に、チリ総督領全域から先住民が参加し、植民

地当局と和平を結んだからである。これによっ

9「戦争は、政治的行為であるばかりでなく、政治の道具
であり、彼我両国のあいだの政治的交渉の継続であり、政
治におけるとは異なる手段を用いてこの政治的交渉を遂行
する行為である」(クラウゼヴィッツ 1968: 58)

て先住民との抗争は終結の日をむかえた。しか

し、ボロアに至る交渉プロセスを分析するなか

から見えてくるのは、パルラメントの暴力的側

面であり、会合が単なる和解の場ではなかった

ことが改めて明らかになるだろう。

おもな情報源としては、17世紀のイエズス会

士ディエゴ・デ・ロサレス (Diego de Rosales、

以下「ロサレス」)の残した記録 (crónica)を用

いる (Rosales 1878 [1674])10。以下では時系列

にしたがって、次のような構成で議論を進めて

いく。第 1節では、パルラメントの背景となっ

た当時の状況を分析する。第 2節、第 3節では

パルラメントがどう行われたのかを見ていく。

特に、取り決めの内容や会合での議論に注目す

ることで、植民地当局と先住民それぞれの関心

がどこにあったのかを分析する。第 4節ではパ

ルラメントの影響について検証し、結論へとつ

なげたい。本稿が 17世紀半ばの植民地勢力と、

チリ先住民の関係性を理解する一助となれば幸

いである11。

1. パルラメントが行われた背景

1643年、先住民の反抗に手を焼くチリの植民

地当局を震撼させる出来事が起こった。ヘンド

リック・ブラウアー (Hendrik Brouwer)率いる

オランダの船団が、マゼラン海峡を渡ってチリの

太平洋岸に来襲したのである。ブラウアー一行

は、チロエ島 (Chiloé)の主邑カストロ (Castro)

10パルラメントを研究するうえで重要な史料として、交
渉の内容を記した公式記録 (acta) がある。本研究で筆者は
ボロアのパルラメント公式記録を入手できていないが、ロ
サレスの残した記録は、公式文書にはあまり記されること
のないパルラメントの準備過程や、和平が成立するまでの
出来事などが詳しく書かれている。出来事の全体像を知る
うえでは非常に有益な史料であり、詳細な分析に値すると
考える。

11以下のページで「チリ」という場合はチリ総督領を指す
ものとするが、一次史料では「チリ王国 (Reino de Chile)」
と記されることが多いため、翻訳の場合のみ後者の表現を
使っている。



24 中満和大

を焼き払い、その後バルディビアに上陸し、先

住民と手を結んで同地を占領しようと企てた。

チリ植民地当局にとっては幸いなことに、こ

の企ては、ブラウアーの死亡と現地先住民の離

反によって失敗に終わり、オランダ船はチリを

離れていった。この事態を受け、外国勢力と「反

乱」先住民の結託という、スペインアメリカ植民

地全体にとって最悪の危機を未然に防ぐため、当

時ペルー副王を務めていたマンセラ侯 (Marqués

de Mancera)は、巨費を投じて船団を組織し、急

遽バルディビアに砦を建設して現地の防備を固

めさせた。1645年のことである12。この動きと

平行して、チリ総督はアラウコ戦争の橋頭堡と

もいえるコンセプシオン市 (Concepción)と、バ

ルディビアの砦を陸路で結ぶべく行動を開始し

た (Inostroza 1994-95:148, 155-156)。

折しも 1640年には、ビジャリカ (Villarica)で

火山が噴火し、この天災によってアラウカニアの

敵先住民は社会・経済的に大打撃を受けていた。

飢饉に対処するため、先住民の首長たちは和平の

見返りに食糧援助を求めてチリ総督のもとを訪

れるようになる。これをきっかけに、1641年に

当時の総督バイデス侯 (Marqués de Baides)が

キジンのパルラメントで先住民と和平を結ぶと、

その後任となったマルティン・デ・ムヒカ総督

(Martín de Mujica)も続いて先住民とパルラメ

ントを行い (1647年)、和平を更新した (Gascón

207: 34-35)。さらにムヒカは、和解した先住民

(indios amigosや nuevamente reducidosと呼ば

れる)13の協力を得てボロアに砦を建設し、アラ

ウカニアを南北に縦断する軍路を建設するとこ

ろまでこぎつけたのであった (Inostroza 1994-

12バルディビア再建については、同時代の資料である
Aguirre(1923[1647]) が詳しい。

13一次史料ではビオビオ川流域に住む古参の友軍が indios
amigosと呼ばれ、1640年代に新たに和解した、アラウカニ
ア南部の先住民が nuevamente reducidos と呼ばれている。

95:159-160)。こうして、両者の利害が一致した

ことによって植民地当局の軍事政策は一応の成

功をみたのである。

ところが一方で、それまで続いていた戦争と

農牧畜業の不振がチリの前線地域に置かれた軍

を弱体化させており、当局幹部たちの悩みの種

となっていた。1650 年に作成された報告書を

見てみよう。この報告書は、ペルー副王に増援

を求めるため、ムヒカの後任となったアントニ

オ・デ・アクーニャ・イ・カブレラ総督 (Antonio

de Acuña y Cabrera、以下「アクーニャ」)の指

示で書かれたもので、前線に務める将校ら複数

の証言によって構成されている14。

上級曹長 (sargento mayor)のアムブロシオ・

デ・ウッラ (Ambrosio de Urra)は、戦死傷者が出

ているにもかかわらず、リマで兵員の募集が数

年にわたって行われていないため、軍の兵員数

が減少していると訴えている。しかも、少なく

なった兵士が前線各地に点在する拠点に分散し

ているため、守りが手薄になっているという15。

野戦隊長 (maestre de campo) のフェルナン

ド・ミエレス・イ・アルセ (Fernando Mieres y

Arce)は、軍の予算である王室からの補助金 (Real

Situado)の支払いが滞っているため、兵士に給

金も支払えない状態にあると述べている16。

同じく野戦隊長のフランシスコ・ピネダ・イ・

バスクニャン (Francisco Pineda y Bascunan)に

よれば、小麦などの農産物が不作に見舞われた

うえ、家畜の大量死が起こり (原因は書かれて

いない)、軍だけでなくコンセプシオンとその管

轄区域全体が食糧難に陥っているという17。

さらに、スペイン勢力に友軍として協力する

14 “Información del estado en que se halló el Reino de
Chile.” 1650. BN.MM. t.141. doc.2633.

15 Ibid., f.60v.
16 Ibid., f.63v.
17 Ibid., ff.67r-67v.
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先住民集団 (indios amigos および nuevamente

reducidos)の疲弊も著しかった。ゴンサロ・ゴ

ンサレス・デ・メンドサ隊長 (Gonzalo Gonzalez

de Mendoza)によると、先住民たちは野草や軍

馬まで口にせねば生きていけないほど飢えてい

た。野戦隊長のペドロ・バリエンテ・デ・ラ・

バッラ (Pedro Valiente de la Barra)も、メンド

サ隊長と同じ内容の証言をしている18。

この報告書からわかるのは、1650年当時、チ

リ前線地域のスペイン勢力 (具体的には軍)がか

なり弱体化していたということである。では、

ペルーや、あるいはチリ総督領の首府であるサ

ンティアゴ市 (Santiago)からの支援は期待でき

なかったのか。

実はペルーは 1650年にクスコで起きた大地

震のため、チリを援助できる状態にはなかった。

その 3年前には、サンティアゴ市も大地震に見

舞われて大きな被害を受け (1647年 5月 13日)、

当時はまだ復興していなかった (Gascón 2005)。

1649年には、被災者の救済を目的として、国王

が総督領内でのすべての税の徴収を一時的にや

めるよう、勅令を発したほどであった19。加え

て、当時のチリの人々は軍に非協力的だった。

前線に送られるのを嫌がって山に逃げ込んでし

まう者も多く、兵員の徴募すらおぼつかないあ

りさまであった20。

報告書は、1650年当時のバルディビアの様子

にもふれている。それによると、守備隊の間で

は食糧不足に加えて疫病が蔓延し、砦の運営は困

難を極めていた。バルディビアの総督として現

地の守備隊を統括していたディエゴ・ゴンサレ

ス・デ・モンテロ (Diego Gonzalez de Montero)

18 Ibid., ff. 82r y 85r.
19 “Real Cédula”. Madrid, Junio 1 de 1646. AN.CS. RC.

Vol.11, ff.126v-127r.
20 “Carta de Acuña y Cabrera al virrey del Peru”. Octubre

31 de 1651. BN.MM.t.309.doc.84, ff.54r-54v.

は、兵士たちを「物乞い」のようだ、と副王宛

の書簡に記している21。

しかも、砦周辺の地域に住む先住民集団クン

コス (cuncos)は、バルディビアのスペイン人た

ちに敵対的だった。クンコスは 1647年のパル

ラメントにも参加しなかった。1649 年にはバ

ルディビアで兵士 11名を殺害し、10名以上を

捕虜にして連れ去った。その翌年には、クンコ

スと和平交渉を試みるためにバルディビアの総

督が派遣したイエズス会士と、その護衛の兵士

たちを拉致するという事件を起こしている22。

チリ植民地の東方でも、混乱が広がりつつあっ

た。チリのアンデス地方では、もともと同地に住

む先住民集団プエルチェス (puelches)とペウェ

ンチェス (pehuenches)が対立していたが、その

混乱に乗じて、軍の兵士たちがプエルチェスを

勝手に攻撃し、捕虜を奴隷にするという事件が

起こった。これよってプエルチェスの間にも動

揺が広まったのである (Rosales 1991[?]: 203)。

戦略的に見れば、チリの植民地当局は、外国

勢力の攻撃を受ける可能性のあるバルディビア

を孤立状態に置くわけにはいかなかった。支援

のためには敵対するクンコスを何らかのかたち

で鎮め、コンセプシオンからの陸路を切り開く

必要がある。その第一歩となったのが、この節

の冒頭でふれた 1641・1647年の 2度の和平と、

ボロアの砦の建設だった。

しかし、1650年当時、疲弊した植民地当局は

クンコスを一気に平定することはできず、せいぜ

い小競り合いによって彼らをじわじわと圧迫す

ることくらいしかできなかった。当然、プエル

チェスを相手に戦線を拡大することは難しかっ

たはずである。しかも、そもそもプエルチェス

21 “Carta de Montero al virrey del Peru”. Marzo 17 de
1654. BN.MM.t.309.doc.84, f.84v.

22 “Información del estado...” doc. cit., f.87v.
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に対する攻撃は、チリ総督から見れば何ら正当

性のないものだった。

こうした情勢下では、アラウカニアの先住民

との和平を更新するとともに、クンコスやプエル

チェスと和解を図るのが最も現実的な政策だっ

た。実際、この困難な局面に立たされたアクー

ニャは、機を逃すことなく新たなパルラメント

を実行するのである。

2. パルラメントの準備

チリ総督に着任したばかりのアクーニャに

とっては幸いなことに、1650年ごろには、先住

民の側からもスペイン勢力との和平を求める声

があがり始めていた。

バルディビアでは、モンテロ総督がオソルノ

(Osorno) 地域一帯を代表する首長コビアンテ

(Cobiante)から、和解の申し入れを受けていた。

コビアンテは、反対する同胞を武力で脅しつけ

て、和平に向けての意思統一を図ったという。

必死で和平を進めようとした様子がうかがえる。

このコビアンテの申し入れは、すぐさま書簡に

まとめられてアクーニャ総督のもとへ届けられ

た23。

また、バルディビアのさらに南に位置するチ

ロエ島からは、ブエノ川 (Río Bueno)以南に住

むクンコスが和平を申し入れてきた。現地でこ

れらの先住民に対応したのは、イグナシオ・デ・

ラ・カレラ (Ignacio de la Carrera) だった。カ

レラは、拉致された捕虜を解放するため、クン

コスの集落に攻撃を仕掛けたが、そこで被害を

被った先住民がおそれをなし、和解を申し入れ

てきたのだった (Rosales 1878[1674]: 428)。

こうした動きを受けたアクーニャは、和平を申

し入れてきた先住民の真意を確かめるとともに、

23 “Carta de Montero a Acuña y Cabrera”. Julio 10 de
1650. (Rosales 1878[1674]: 426-427)

パルラメントで交わす取り決めの内容を前もっ

て先住民側に伝えるため、主席査察吏 (veedor

general)のフランシスコ・デ・ラ・フエンテ・ビ

ジャロボス (Francisco de la Fuente Villalobos)

を、クンコスへの使者として派遣した (Rosales

1878[1674]: 431-438)。

ビジャロボスはサン・クリストバル (San

Cristóbal)やアラウコ (Arauco)など、古くから

植民地当局に友軍として協力してきた先住民の

首長たちをともなって出発し、ボロアで同地方

の首長であるアントニオ・チカグアラ (Antonio

Chicaguala)らと合流した。そしてボロアから各

地に伝令を発して、ペレカギン (Pelecaguin)と

いう場所で会合を開くとクンコスに伝えた。ロ

サレスによると、このペレカギンでの会合には、

1647年までに植民地当局と和平を結んでいた先

住民が参加したほか、今回 (1651年)新たにパル

ラメントに参加するクンコスも出席し、取り決

めの内容に賛同したという。パルラメントが開

かれる場所はボロアに決められた。ロサレスが

記すところによれば、自らバルディビアを視察

したいというアクーニャの意向に加えて、クンコ

スとの和平を仲介することとなったバルディビ

アの総督 (前出のモンテロ)の顔を立てるための

措置でもあったという。パルラメントの日取り

は 1月 24日と決められた (Rosales 1878[1674]:

428-430)。

このようなクンコスへの対応の一方で、アクー

ニャは、プエルチェスとの和解を求めて、ディエ

ゴ・デ・ロサレス (本稿で主に依拠する記録を残

した本人)を交渉のために派遣した。ロサレス

は、植民地当局とプエルチェスとの和解だけで

なく、ペウェンチェスとの諍いを仲裁するよう

にも依頼されていた。彼は奴隷にされていたプ

エルチェス 44名を連れ、護衛をともなって山地

に分け入った。プエルチェスの居住地では、首
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長たちをまじえての会合の席で捕虜を返還した

ところ、大いに喜ばれた。さらに、ペウェンチェ

スの居住地に赴いて、プエルチェスとの抗争を

やめるよう説得を試みて成功させている。この

一連のはたらきかけによって、プエルチェス、ペ

ウェンチェスの両集団は、パルラメントへの参加

を決めている (Rosales 1878[1674]: 431-438)。

ビジャロボスとロサレスが行ったのは、いわ

ば「根回し」であった。つまり、総督との会合

の前に予備交渉が行われていたのだが、そうし

た準備段階を経て、いよいよパルラメントが開

かれることになった。

3. ボロアのパルラメント (1651年)

ディエゴ・デ・ロサレスによると、ボロアで

パルラメントが開かれたのは、1651年 1月 27

日のことであった (予定されていた日付より遅

いが、この点については説明がない)。

ボロアの砦の外には会合場所が設けられた (史

料では ramadaと表現されている)。最初にチリ

総督がそこに入り、次いで軍の将校が席に着い

た。次に、ボロア、トルテン (Toltén)、インペ

リアル (Imperial)、マケグア (Maquegua)など各

地方のトキ24(toqui)7名と、カシーケ 137名が

そこに加わった。

続いて会合場所にやってきたのは、プエルチェ

スの首長たちであった。アクーニャは彼らを古

参の友軍の傍らに座らせた。さらに、根回しにあ

たっていた主席査察吏のビジャロボスと、イエズ

ス会士フアン・デ・モスコソ (Juan de Moscoso)

にともなわれて、クンコスの首長たちが会合場

所に到着した (一部の参加者の名前がロサレスに

よって書き残されている。次頁表を参照)。クン

24チリ先住民社会の軍事的指導者のことを先住民語でこ
う呼ぶ。トケ (toque) と書かれることもある。

コスの首長たちは、カネロ (canelo)25の枝を手に

していた。アクーニャはクンコスを、友軍の向

かい側に座らせた (Rosales 1878[1674]: 440)。

全員が集まったところで、まずボロアの首長

アントニオ・チカグアラが発言した。チカグア

ラの演説は、クンコスの首長に対して行われた。

長いので要約にとどめるが、おおむね次のよう

な内容であった。すなわち、我々 (＝チカグア

ラたち)は平和の大切さに気づき、スペイン人と

和解してその軍の庇護のもと、安全に暮らして

いる。クンコスがスペイン人に敵対してチロエ

島やバルディビア、マリキナ (Mariquina)を襲

うならば、我々はスペイン人の側につくであろ

う。ここに古参の友軍が加われば、クンコスに

勝ち目はない。だが、友好関係を結べば、プエ

ルチェスのように、スペイン人からの恩恵に与

れるはずだ26。この場で提起される取り決めを

受け入れるかどうか、よく考えて決めるとよい。

そしてチカグアラは、「話し終えると演説の結

びに、同胞たちのほうを向いてオウと声をあげ

た。それに対し全員がオウと応えて、述べられた

ことに賛成の意を示した」(Rosales 1878[1674]:

441-442)。

チカグアラの演説に対し、返答に立ったのが

首長デウカマン (Deucaman)であった。デウカ

マンはカネロの枝を手にして場の中央に立つ

と、話を始めた。その内容は、ロサレスが要約

するところによれば次の 3点にまとめられると

いう。まず、クンコスが犯した「過去の罪 (los

delitos pasados)」を赦し、会合に参加させてくれ

たチリ総督と、ボロアの先住民たちへの感謝の言

葉。今回は平和を守るという約束。そして、主

席査察吏によって事前に伝えられた取り決めの

25チリ原産の Drimys winteri のこと。先住民の精神世界
と象徴的に深いつながりを持つ植物で、平和の象徴として
用いられることもある。Bacigalupo(2007) に詳しい。

26ここでは捕虜の返還などを指している。
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表 ボロアのパルラメントに出席したペウェンチェス、プエルチェス、クンコス

ペウェンチェス、プエルチェス
名前 居住地または属性
ピトゥリャンカ Pitullanca
マロパラMalopara 〔プエルチェ〕
グイヌビル Guinubilu 〔ペウェンチェ〕
チェイネ Cheine
パイネカルキン Painecalquin
アグアヤマ Aguayama
マリポブトゥンMaripobtun

クンコス
名前 地位 居住地
デウマカン Deumacan 大トキ Toqui General ブエノ川北岸 Banda norte del río Bueno
デウマカンの子 hijo de Deumacan ブエノ川南岸とオソルノ Banda sur del río Bueno

y Osorno
グアルマイウ Gualmaiu 大トキ クンコ Cunco
グエマピジャン Guemapillan 〔バルディビアの〕平野部 Llanos [de Valdivia]
カニウタロ Caniutaro 〔バルディビアの〕平野部
グアイキニャンコ Guaiquiñanco 〔バルディビアの〕平野部
ミジャカルキンMillacalquin 大トキ ガレラ岬 Punta de Galera
カビアンテ Cabiante オソルノ Osorno
ピジャレビ Pillalebi 大トキ 下クンコ Cunco el baxo
リンキグエノ Linquigueno リャンギリャンギコ Llanguillanguico
トゥプアンカ Tupuanca トゥマレ Tumare
ミレンMirén プブリカン Publican

出所：いずれの表も Rosales 1878[1674]: 437-438, 440-441の記述をもとに作成。ここに挙げた他にも多く
のペウェンチェス、プエルチェス、クンコスが出席していたとロサレスは記している。

内容に従いたい、ということであった (Rosales

1878[1674]: 442)。

こうした演説の様子や、各先住民集団が座っ

ていた位置を見ると、パルラメントは異なる先

住民集団間の対話の場としても機能していた (あ

るいは、スペイン人によってそのように整えら

れていた)ことがわかる。さらに、チカグアラの

行動から、話された内容は参加者の総意によっ

て承認されていたことが見てとれる。その発言

内容からは、クンコスがおかれていた危うい立

場もうかがえよう。彼らは、スペイン人だけで

なく、その味方となった先住民集団からの軍事

的脅威にもさらされていたのである。

デウカマンの言葉がおわると、今度はアクー

ニャが、通詞のシモン・デ・ソト (Simon de Soto)

を通じて、先住民が和平を受け入れ、スペイン

国王の臣民となるのを喜んで認めると伝えた。

そして、1647年にムヒカ総督が先住民と交わし

た取り決めの内容を伝えた27。さらに、クンコ

スのみに適用される新たな取り決め事項を付け

加えた。その内容を要約すると、次のようにな

27この場面から、1650 年の取り決めは、植民地当局・先
住民いずれにとっても、1647年のそれを更新する意味合い
を持ったと言える。ここで 1647 年の取り決めを詳しく分
析する紙幅はないが、巻末の参考史料 1 にその項目を挙げ
た。エンコミエンダ制に関する言及がないところから、植
民地当局にはクンコスとそれ以外の先住民を差別化する意
図があったと思われる。
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る (Rosales 1878[1674]: 442-444)28。

1. 逃亡者や捕虜を引き渡す、あるいは解放す

ること。

2. 先住民を国王または個人に委託する。

3. ただし、マリキナなど、バルディビアの守

備隊に友好的だった先住民は委託しない。

4. 山地に隠れて住むのをやめ、平地で耕作に

従事すること。

5. 武器を棄て、今後は総督の許可なく使わな

いこと。

6. キリスト教を信じ洗礼を受けること。

7. 給金とひきかえにバルディビアの砦で労務

につくこと。

8. 居住地や軍事拠点の建設に協力すること。

9. スペイン人の土地で暮らそうとする先住民

の移住を妨げないこと。

10. バルディビアの守備隊に提供する農作物を

作ること。ただし、農具や家畜は支給する。

11. この和平に加わらなかった先住民集団に対

する戦争に協力すること。

12. 行軍のために道を切り開き、橋や船など必

要な交通手段を整えること。

このように、取り決めは全 12項目から成っ

ていたのだが、このうち第 2～12項から、取り

決めを結ぼうとする植民地当局の意図が垣間見

える。まず、第 2項、第 3項は「委託」と和約

したが、原文を見るといずれでも “encomender”

という単語が使われていることから、これはエ

ンコミエンダ制の導入を意味していると判断し

てよい。これらとあわせて第 6項と第 9項を考

慮に入れると、植民地当局はクンコスと和解す

るというより、彼らを従属下におこうとしてい

ることがわかる。その理由は、例えば第 4、7、
28番号は本稿筆者による。なお、原文を＜参考史料 2 ＞
として本稿末尾に掲載。

8、10項に見られるように、クンコスを人的資

源として活用するためであった。その向けられ

る先は、以下のようにまとめられよう。

・物資供給 (第 4項、第 10項)

・軍事体制強化のための土木作業と交通の

　円滑化 (第 7項、第 8項、第 12項)

・植民地当局の指揮・監視下での軍事協力

　 (第 5項、第 11項)

これに加えて、取り決めの中で 3度にわたっ

てバルディビアに触れているところから、取り

決めを結ぶ植民地当局の関心は、クンコスを統

治下に組み込んでバルディビア地域の軍事態勢

を強化することにあったと考えられる。

これら 12項目の取り決めに対し、クンコス

はすべての項目に同意したが、唯一、第 2項に

ついては申し立てを行った。

そのわけは、エンコミエンダとその保有者 (ve-

cinos)による圧迫が〔クンコスが〕反抗する原

因だったからである。この点については議論

となったが、総督が、むこう 10年間は委託を

保留することとし、この件を国王陛下にお伝

えしてご判断をあおぐことに決めた (Rosales

1878[1674]: 444)29。

この決定をもって話し合いは終わった (かわ

された議論の詳細は記されていない)。こうして

パルラメントが終わると、取り決めの内容を周

知するため、アクーニャはイエズス会士モスコ

ソをクンコスの住む地へ向かわせた。和平が成

立したとの知らせは、いずれへ行っても喜びを

もって受け入れられ、モスコソの派遣は成功裡

に終わった (Rosales 1878[1674]: 445)。

29引用文中の〔　〕内は本稿筆者による補足。以下同。
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4. ボロアのパルラメントの意義

前節までで、ボロアのパルラメントで取り決

めがなされるまでのプロセスを見てきたが、た

とえその場で約束がなされたとしても、それが

守られないとすれば、パルラメントは無駄だっ

たということになるだろう。ボロアの取り決め

に実効性はあったのだろうか。

結論から書いてしまうと、この和平は 1655年

に先住民の一斉蜂起によって破られてしまうの

だが30、わずか 4年という短い期間ではあるも

のの、取り決めが守られたことの意味は、スペイ

ン人にとっては大きかった。チリでは 17世紀

初めの時期に、イエズス会の主導で先住民との

停戦・和解が試みられた時期があった (1612―

1626年)。史料に Guerra Defensivaと記されて

いるこの政策は、ルイス・デ・バルディビア神父

(Luis de Valdivia)によって推進されパルラメン

トも行われたが、取り決めは守られず 1626年に

撤回される。そして撤回後は、以前にも増して激

しい抗争が再燃することとなった (Zapater1985,

1992)。その後、戦争が全くなかった時期は、最

初のキジンのパルラメントの前後 (1638―1641

年)と、ボロアのパルラメントの後 (1651―1653

年)の 2度しかなかった (Villalobos 1995: 37)。

平穏な時期というのは、それほど稀なものだっ

たのである。

さらにボロアのパルラメントで実現した平和

は、チリ総督領全域に及ぶ大規模なものだった。

パルラメントを行ったアクーニャ自身が、和平

の実効性を身をもって証明している。ボロアの

パルラメントの直後、総督は少数の供のみをつ

れて、視察のためにボロアからバルディビアま

で陸路で向かった。軍のトップでもあり、植民

地行政の長でもあるアクーニャの、この軽率な

30この蜂起については拙稿を参照 (中満 2011)。

行動には、眉をひそめる者も多かった。過去に

同じようなことを試みて、敵先住民の不意打ち

により殺害された総督もいたからである。しか

し、こうした懸念にもかかわらず、アクーニャ

は無事にバルディビアにたどりつき、帰還する

ことができた (Quiroga 1979[1690]: 385-386)。

和平の成功は、同時代の人々に強いインパク

トを与えた。パルラメントについて詳細な記録

を残したロサレスは、和平が成った日をチリに

おいて記念すべき日だと記しているが、その理

由は、「コピアポ (Copiapo)からチロエに至るま

でのチリ全土が平和になり、〔チリ〕王国には交

戦状態にあるインディオも地域もなくなった」

からであるとし、「他の総督の時代にも和平が結

ばれたが、必ずいくつか、交戦状態にある地域

が残ったものである。ところがこの度のパルラ

メントでは、参加しない者や、神と国王陛下に帰

順しない者はなかった」と書いている (Rosales

1878[1674]: 444)。この記述は他の記録によっ

ても裏付けられる。例えば軍人で記録者でもあ

るホセ・バシリオ・デ・ロハス・イ・フエンテス

(José Basilio de Rojas y Fuentes)は、パルラメ

ントの結果、「52年にわたる血なまぐさい戦いの

末に、〔チリ〕王国全体が安定し、コンセプシオ

ンとチロエの間の交通も開かれた」と書き残し

ている (Rojas y Fuentes 1878[1672]: 174-175)。

少し後になるが、神父のロレンソ・アリサバロ

(Lorenzo Arizabalo)も、スペイン国王宛の報告

書で、パルラメントが行われた後の時期、アン

デス地方からチロエまでチリ全土が平和になっ

たと記している (Arizabalo 1897[166?]: 299)。

以上の言動から、その有効期間の短さにもか

かわらず、ボロアの取り決めによって訪れた平

和が当時のチリの人々に強い印象を残したのは

確実と思われる。さらにその影響は、後の時代

にまで広く及んでいる可能性がある。ボロア後
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の時代に目を向けてみると、1655 年の先住民

反乱をきっかけとしてアクーニャは総督の座を

失うが、その後を継いだペドロ・ポルテル・カ

サナテ (Pedro Porter Casanate) は、1658 年 8

月 8日に 500名をこえる先住民と会合を行って

いる (Herize y Salinas1879[1658]: 316)。カサ

ナテの後任となったアンヘル・デ・ペレド総督

(Ángel de Peredo) も、1662 年 12 月 2 日から

4日にかけ、実に 3日間にもわたる会合を先住

民と開いている。さらにそれ以降、歴代のチリ

総督によって、1663年、1665年、1671年......

と、比較的間をおかずにパルラメントが繰り返

されるようになっているところから、ボロアを

含む 1640・50年代に行われた一連のパルラメ

ントにより、会合の有効性が植民地当局に認識

されるようになったと考えられる (Lázaro1996:

283)31。

では、先住民たちは和平をどのように捉えて

いたのだろうか。残念ながら、彼らの証言は断

片的にしか伝わってこない。1655 年にボロア

の和平が破られた後に作成された、ある報告書

によると32、先住民は彼らに対するスペイン人

の接し方を、和平を守るか否かの基準にしてい

た様子がうかがえる。この報告書の中でディエ

ゴ・デ・ロサレスは、「スペイン人が虐待しなけ

れば平和でいる」と、先住民が言うのを何度も

耳にしたと述べている。また、メルチョル・ゴ

ディネス (Melchor Godines)という人物は、ア

31ラサロ・アビラは 1641年のキジンのパルラメントの成
功事例のみに着目し、それが影響を与えたのではないかと
示唆しているが、本稿筆者は 1641・47・51 年と、間をお
かずに行われた一連のパルラメントにより、曲がりなりに
も植民地当局の軍事政策が実を結んだことが大きかったの
だと考えている。

32この報告書は巡察吏 (visitador) のアルバロ・デ・イバ
ラ (Álvaro de Ibarra) によってスペイン国王宛に書かれた
ものである。イバラは 1655 年に先住民反乱が勃発した後、
ペルー副王に命じられてチリで反乱の原因の調査にあたり、
膨大な証言を収集した。その証言を要約して作成されたも
のを引用している。

ラウカニアの先住民たちが「［スペイン人の］対

応がよければ和平を維持するが、対応が悪けれ

ばそれを破る」と言うのを耳にしたと証言して

いる (Ibarra 1988[1658]: 322-323)。ここから、

アラウカニアの先住民にとっては、戦争もスペ

イン人による虐待もない安寧こそが、会合に参

加する目的だったと思われるのである。おそら

くはクンコスも、同じ目的をもって会合に臨ん

だのだろう。であるならば、広範囲にわたる平

和を実現したボロアのパルラメントは、先住民

にとっても大きな意義があったはずだ。ただし、

スペイン人の出方次第で、再び武器をとる意志

を垣間見せている点を見逃してはなるまい。

おわりに

1651年に行われたボロアのパルラメントは、

チリに大きな影響をおよぼした。このパルラメ

ントによって、一時的にせよ、チリにおけるス

ペイン勢力と先住民の抗争は終結したのである。

しかも平和になった地域は、南北はコンセプシ

オンからチロエまで、東西は太平洋岸からアン

デス山脈をこえる地域までという、広範なもの

だった。複数の記録者の証言と、コンセプシオ

ンからチロエまでの交通路の開通がその証左と

なろう。この交通路の開通は、1641年以来続け

られてきた、植民地当局の軍事政策が成功した

証でもあった。

ボロアのパルラメントが行われた時期、スペ

イン側は社会経済的に困窮してはいたが、先住

民 (とくにクンコス)に対しては優位に立ってい

たと考えられる。例えば、パルラメントの場所

を選定するにあたっては、植民地当局の都合が

優先された様子がうかがえた。会合において演

説に立ったチカグアラは、スペイン人の軍事力

に言及しつつクンコスに和平を勧めていた。さ

らにチリ総督は、クンコスにはエンコミエンダ
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制の導入を含む取り決めを提示していた。エン

コミエンダは自ずと「征服」を想起させるが、こ

こに端なくも、状況を巧みに利用して抜け目な

く先住民を従属下に置こうとする植民地当局の

姿勢が垣間見えているとはいえないだろうか。

一方、先住民にとってボロアのパルラメント

は、生存のための手段だったと考えられる。1640

年代に植民地当局とパルラメントを行った先住

民 (indios amigosと nuevamente reducidos)は、

天災による被害から立ち直るため取り決めを更

新した。先住民の中でも、クンコスは、植民地当

局とその友軍からの軍事的圧迫を避けるために

パルラメントに参加した。そのことは、和平の

申し入れがクンコス側から行われていることや、

当時の状況などから明らかであろう。この点で、

クンコスは会合において不利な立場にあった。

にもかかわらず、会合は決して一方的に行わ

れたわけではなかった。チリ総督は、わざわざ

使節をたて、パルラメントに参加を予定してい

た先住民らと事前に接触している。さらに会合

の場では、クンコスに異議申し立てを許したう

え、彼らの意見を受け入れてエンコミエンダの

実施を保留している。

なぜこのような交渉の余地が生じたのか。チ

リを外国の私掠船から守るには、バルディビア

を中心とする地域の防衛を強化する必要があっ

た。軍の疲弊が著しい中、植民地当局は先住民

(とりわけクンコス)の労働力と軍事力を何とし

ても取り込む必要があった。当局の目的は、取

り決め内容の詳しい検討から明らかであろう。

また、外国勢力と先住民の結託を予防しておく必

要もあったのである。そのような当局側のニー

ズが、クンコスにとっては有利な要素として働

いたはずである。

ボロアのパルラメントは、植民地当局と各先

住民集団が平和的関係を構築するのを可能にし

た。だが、それは現象の一面にすぎず、実は植

民地当局も各先住民集団も、それぞれ異なる動

機や思惑を抱いて会合に参加していた。そして

当時、彼らがおかれていた歴史的状況を背景に、

一方は征服と支配のため、他方は抵抗と生存の

ため、少しでも有利な立場を獲得するための交

渉が行われていた。この点でボロアのパルラメ

ントの実態とは、単純な和解の場というより、

様々な利害関係が交錯するかけひきの場だった

といえよう。

なお、本稿では史料上の制約から、先住民たち

が和平をどのように見ていたかについては詳し

く論じることができなかった。この点を解明す

るには一層の調査が必要となろうが、それは別

稿に向けての課題とし、ひとまず筆をおきたい。

参考史料 1. 1647年の取り決め (Aguirre 1923

[1647]: 85-87, 105-107)

Primeramente han de oir la dotrina cristiana y

enseñanza de la Fe Católica con toda reverencia

a los religiosos que fueren a este efecto, y cuan-

do les pareciere estar catequizados como convie-

ne, han de recibir el santo bautismo, y los niños

y niñas de menor de edad se han de bautizar lue-

go con gusto de sus padres y los han de llevar o

enviar a oir la dotrina, siempre que fueren llama-

dos.

Que ha de quedar a arbitrio del Gobernador de

Chile el poblar en la parte que juzgare más con-

veniente al Real servicio, sin que ningún toque

general, cacique, ni otro indio, pueda ni se atre-

va a hacer resistencia algúna, y que ellos hayan

de ayudar a formar las poblaciones en lo que se

les encargare personalmente, sin réplica, ni po-

ner dificultad.

Han de ser obligados a abrir paso capaz de
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marchar con el ejército para llegar a Toltén por el

bosque, talando la parte que fuere menester para

hacer camino, o allanando pasos si se puede ir

por otra parte, aunque sea con algún rodeo.

Han de ser amigos de buen corazón de todos

los que fueren nuestros amigos, y enemigos de

los que fueren nuestros enemigos, maloqueán-

doles y haciéndoles la guerra con los mayores

daños que les fuere posible.

Si algunos caciques o indios, de cualquier ca-

lidad, solos o con sus familias, quisieren venir a

vivir entre nuestros indios amigos, les hayan de

dar paso franco, sin ponerles ninguna dificultad.

Si algunos caciques o indios de los que es-

tán hoy en nuestras reduciones quisiereren pa-

sar a las tierras dellos, no los hayan de admitir

por ningún caso, sino es que vayan con licencia

firmada de mano del Gobernador, sino que les

prendan luego y se les remitan.

Que todos los españoles y españolas que vi-

nieren prisioneros les hayan de dar libertad.

Que todos los indios con sus familias que hu-

biere entre ellos parientes o amigos de nuestros

indios amigos que gustaren de venir a vivir entre

éstos, les hayan de dejar venir libremente.

Si algún toque general, cacique o indio de pre-

sunción, intentare algún rebelión con solicitud

de palabra o pasando la flecha a su usanza, cual-

quiera a quien de palabra o con la flecha llegare

y no le acusare luego para poner remedio, se dé

por traidor, aunque no acete la propuesta, y ten-

ga pena de la vida igualmente, como el traidor,

que incitan a la conspiración.

Si algún toque general en su ilaregua o algún

cacique en su jurisdición, o algún indio rico con

sus amigos, intentasen en algún tiempo faltar a la

paz con traición, hayan de ser degollados gene-

ralmente, toques, caciques, indios viejos, mozos,

niños, mujeres y niñas, sin perdonar a ninguna

edad ni sexo de cuantas fueren de sus jurisdicio-

nes aunque no sean consencientes ni sabidores,

y pónese esta pena para que todos estén adver-

tidos y con cuidado con sus superiores, porque

inocentes no vengan a padecer la pena que ellos

merecían; y este capítulo se publicara fielmen-

te con toda claridad, a mayores y menores com-

prehendidos en la paz, como el más esencial pa-

ra asegurar sus corazones con el recelo común

de todos sus familias.

Todos los toques, caciques e indios se obli-

guen de buen corazón a tomar las armas contra

los que intentaren traición, para que se ejecute el

castigo que se señala en el capitulo décimo, sin

excusarse ni retirarse, aunque fuesen contra sus

padres o hermanos, siendo los primeros al casti-

go, como fieles vasallos del Rey.

Han de vivir los toques generales, caciques y

indios entre ellos, como buenos amigos, en paz y

quietud, sin hacerse daño unos a otros, ni hurtar

nada, pena de que será castigado el culpado. Y el

toque general o el cacique a quien sus subditos le

pidieren justicia y no la administrare rectamen-

te, también será gravemente castigado; porque la

intención del Rey es que vivan todos con igual

justicia, paz y quietud, como los mismos espa-

ñoles de su Corte.

Ningún toque general, cacique principal, ni

indio particular, mayor ni menor, en ninguna ila-

regua, fortaleza, ciudad, ni pueblo sea osado de

comprar ni conchavar caballos, armas de ningún

género, ni cosa de hierro, pena de que será cas-

tigado el que vendiere y el que comprare igual-
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mente, como lo tengo publicado por bando ex-

preso, y no se les prohibe otro género ninguno

para sus conchavos.

Que no puedan juntarse a borrachera ningu-

na sin licencia mia, por los desordenes que re-

sultan de ellas, siendo ocasión de muchos daños

entre ellos y de las traiciones que tantas veces

han intentado, y algúnas ejecutado, además de

ser acción afrentosa el emborracharse, porque,

de hombre de juicio, se hace bestia, incapaz de

razón, sujetándose a que se burlen dél, y aún a

que al más valiente le pueda matar un niño, es-

tando borracho.

Los capitanes o otras personas que yo pusiere

en su gobierno a cada uno en la jurisdicción que

se le señalada, le hayan de obedecer y respetar

en mi nombre, acudiendo a él con todo lo que se

les ofreciere, para que me dé cuenta, si él no lo

pudiere remediar, y han de cuidar de que nadie

se le atreva a perder el respeto, pena de que será

castigado, y el cacique o caciques que no le die-

ren favor y ayuda en semejante caso. Y si esta

persona que les gobernare en mi nombre les hi-

ciere algún agravio a ellos o a sus mujeres, sin

perderles el respeto a él, me avisarán dello, para

que yo lo remedie y lo castigue muy bien, si lo

mereciere.

A los religiosos que les dieren para su ense-

ñanza y dotrina cristiana los han de respetar so-

bre todo lo demas, y mucho más que a mí mes-

mo, asistiéndoles y sirviéndoles con reverencia y

humildad, sin faltar a cosa ninguna de las que les

enseñaren, que en esta obediencia con puntuali-

dad y amor consiste el celo del Rey N.S., como

tan piadoso cristiano y deseoso de la salvación

de sus vasallos; y en el cumplimiento deste úl-

timo capítulo consiste vuestro mayor bien y la

duración de las paces que en su Real nombre os

doy, y fío en la divina misericordia de Dios N.S.,

de quien pende todo, que nos ha de dar la gracia

a todos para que en sana paz y quietud le acerte-

mos a servir.

参考史料 2. ボロアでクンコスに提示された取

り決め (Rosales 1878: 442-444)

Hanse de obligar los indios de Osorno y Calla-

Calla, y todas las demas provincias rebeldes que

de nuevo ofrecen la paz necesitados de susten-

to y demas comodidades que carecen, a restituir

todos los prisioneros que estuvieren en su po-

der, fugitivos o cogidos en la guerra, españoles,

indios o negros de ambos sexos, y de qualquiera

calidad o edad que sean, assi los que han tomado

prisioneros en el tiempo presente, como los de la

antiguedad y alzamiento general en que debela-

ron las ciudades de este Reyno.

Hanse obligar a ser encomendados en cabeza

de su Magestad o de las personas benemeritas a

quien se hiciere merced, quando yo lo dispusiere

o qualquiera de mis sucesores en este gobierno,

y las dichas encomiendas se han de hacer con

las mismas calidades y condiciones que las de

los actuales domesticos de este Reyno.

Han de ser libres de ser encomendados los ca-

ciques e indios de las reducciones de Mariquina

y demas provincias que se han conservado fieles

en dicha plaza de Valdivia, en satisfacción y pre-

mio de su lealtad y memorable privilegio de que

no deben gozar los que conspiraron.

Hanse de obligar a salir de los montes y as-

perezas en que están retirados y poblarse en los
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llanos, en parte descubierta y en las mismas pro-

vincias de que son naturales y en que estaban

antiguamente, de manera que formando pueblos

se les pueda administrar justicia y los conserven

en paz, y en las partes donde se poblaren se les

daran a los toquis, caciques y personas princi-

pales y a los demas indios que estuvieren a su

orden, las ojas de tierras que hubieren menester

para sus sementeras y chacaras, aventaxadamen-

te a los que gozan los demas naturales de estas

provincias, como lo experimentarán, sin que de

esto deban tener recelo alguno.

Han de rendir las armas y no usar de ellas en

ninguna manera en poblado ni fuera de él, si no

es aquellos a quien yo o mis sucesores las permi-

tiere para castigo de los que no vinieren en esta

paz o de los que conspiraren contra ella, pena de

que serán tenidos por sospechosos y castigados

como traidores.

Han de oir la doctrina christiana y enseñan-

za de la fe catolica, para que instruidos en ella

puedan ser bautizados los que voluntariamente

pidieren con viva fe este sacramento. Y los hi-

jos menores de edad de éstos que se bautizaren

los han de dar sus padres para que assimismo se

bauticen, por ser conforme a lo que dispone y

nos manda la Santa Madre Iglesia, y los hijos de

los que no fueren bautizados se han de obligar a

embiarlos a oir la doctrina christiana los dias y

las horas en que se dispusiere para que con esta

educación puedan ser bautizados quando fuere

conveniente y lo pidieren.

Hanse obligar a dar cien indios de mita a la

población y fortificaciones de Valdivia, para lo

que se ofreciere en ella en cada un ano, prorra-

tandose entre las parcialidades, de suerte que sea

igual el trabaxo, a los quales se les pagará el que

tuvieren conforme a la real tasa y como se les

paga a los demas domesticos de este Reyno, en

cuya puntualidad se pondrá especial cuydado, y

los dichos cien indios se han de mudar por ter-

cios en cada un año, porque no se les grave en

mas de lo que deben ni se exceda en lo que su

Magestad manda.

Ha de quedar a mi arbitrio el hacer las pobla-

ciones de ciudades o fuertes que pareciere con-

venientes al real servicio y a la conservación de

la paz, para cuyo efecto, corte de maderas y su

conducción y otros géneros necesarios, han de

trabaxar y ayudar voluntariamente los mismos

indios, lo qual han de fomentar los toquis y caci-

ques con su asistencia, sin que ninguno se atreva

en todo ni en parte de lo referido a hacer resis-

tencia por su persona ni por otro medio, pena de

ser tenidos por enemigos declarados y como ta-

les se procedera al castigo de los culpados.

Hanse de obligar a dar paso franco a todos los

indios y indias grandes y pequenos que de su vo-

luntad quisieren venirse a vivir solos o con sus

familias a las reducciones de estas fronteras o a

los pueblos de estos partidos entre los españoles.

Hanse de obligar a hacer cercas, guardas, y

defender las sementeras que se dispusieren de

trigo, cebada y otros géneros de menester y le-

gumbres, para el sustento y el abasto de la plaza

y fortificaciones de Valdivia, para cuyo efecto se

les dará el apero necesario de bueyes, puntas y

arados, a que han de acudir fiel y gustosamen-

te, sin permitir su ciudado y vigilancia el menor

hurto ni daño en ellas.

Asimismo se han de obligar a mantener la

guerra, los que dexare con armas, contra los
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enemigos que rebeldes no vinieren a esta paz,

y han de salir a las facciones cada vez que se les

ordenare y en la manera que se dispusiere por mí

o por los ministros que les han de asistir a cuyo

cargo estuviere su gobierno.

Hanse de obligar a abrir paso en los caminos

capaz de marchar por él, talando los montes, ha-

ciendo puentes y canoas en los rios y esteros en

que fueren necesarias.
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