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16世紀ペルーにおけるタキ・オンコイの
政治・社会的背景をめぐる試論

真鍋周三 (Shuzo Manabe)

はじめに

16世紀初頭、ペルー・シエラ中央部のワマン

ガ（Huamanga）地方1からタキ・オンコイ（Taki

Onqoy. ケチュア語で「踊る病」を意味する）とい

う千年王国的運動（un movimiento milenarista）

が発生し広範囲に拡大しはじめたとされる2。タ

1植民地時代のワマンガ地方はリマ、クスコ、ポトシとい
う大都市を結ぶ道路が通過する商業上の中間地点としてま
ことに恩恵に浴した地域というイメージが濃厚である。と
同時に、新インカ国家の反乱者が立てこもるビルカバンバか
らの予測される攻撃を制止するために設けられた辺境の地
というイメージがある。これらのイメージに関してはあな
がち間違ってはいないけれども、とくに前者のそれに関し
ては時代面での条件が付されてしかるべきである。という
のも、前者の状況は、後者のうち、新インカ国家が滅亡した
あとになって出現した事柄だからである。新インカ国家滅
亡以前のワマンガ地方はペルー副王領において比較的開発
が遅れた地域であったと解すべきである。換言するならば、
スペイン市場経済の浸透が滞った地域だったのである。こ
れから述べようとするタキ・オンコイ運動が台頭したのは
1560年代のワマンガ地方（現アヤクチョ県、ワンカベリカ
県にほぼあたる。以下、「ワマンガ」と略称する）において
であり、当時のワマンガはまことに辺境の地であって、産業
としては、小規模な金・銀鉱山の開発か零細な農牧畜業が想
起されるくらいである。唯一の突発的事項としての大鉱業
の台頭は、ワンカベリカ水銀鉱山の発見（1562 年）に由来
する。またビルカシュワマンを中心に織物業が出現するの
は 1570年代のことであった。Miriam Salas de Coloma, Es-
tructura colonial del poder español en el Perú: Huamanga
(Ayacucho) a través de sus obrajes, siglos XVI-XVIII (Tomo
I) (Lima: Pontificia Universidad Catórica del Perú, Fondo
Editorial, 1998), p.29. Steve J. Stern, Peru’s Indian Peoples
and the Challenge of Spanish Conquest. Huamanga to 1640
(Madison: The University of Wisconsin Press, 1982), pp.4-
5. 参照。

2ペドロ・ピサロ、オカンポ、アリアーガ（旦敬介訳・注、
増田義郎訳・注）『ペルー王国史』（「大航海時代叢書」第 II
期、第 16 巻、岩波書店、1984 年）667 頁。

キ・オンコイの運動はスペインの支配やキリス

ト教を否定し、アンデスに特有の土着の神々で

ある「ワカ（las huacas/las guacas、先住民にとっ

て聖なるもの）3」の復活と新しい世界の到来を

待望するペルー先住民による宗教的抵抗運動で

あった。それは 1564年 8月もしくは 9月ごろ

から数年間にわたって、クスコ司教区（Obispado

de Cuzco）ワマンガ南東部のパリナコチャス地

区（Repartimiento de Parinacochas）（地図 1参

照）4を中心に広がった「偶像崇拝」現象であっ

たとされる。およそ 8000人の先住民がこれに

関与したとして告発され、彼らは集団改宗を強

いられた。タキ・オンコイ運動（以下、一般に

「タキ・オンコイ」と略称する）の拠点はワマン

3「ワカ」の概念については、Lexus Editores, Historia del
Perú (Barcelona: LEXUS, 2007), p.313. 中央アンデスにお
けるワカの地理的分布については、Rafael Varón Gabai, ”El
Taki Onqoy: las raíces andinas de un fenómeno colonial.”
en El retorno de las huacas. Estudios y documentos del siglo
XVI, por Luis Millones（comp.）(Lima: Instituto de Estudios
Peruanos-Sociedad Peruana de Psicoanálisis, 1990), pp.351-
353. 参照。

4 Alejandro Melgar Vásquez, Ranulfo Cavero Carrasco,
El Taki Onqoy (Lima: Ediciones Altazor,2007), pp.1-
17,p.36,p.40. Pedro Guibovich Pérez, “Cristóbal de
Albornoz y el Taki Onqoy.” en Histórica, Vol.XV,
No.2(diciembre de 1991), p.205. Stern, Peru’s Indian Peo-
ples……, p.xvii. Enrique Fernández García,SJ, Perú cris-
tiano primitiva evangelización de Iberoamérica y Filipinas,
1492-1600, e historia de la iglesia en el Perú, 1532-1900
(Lima: Pontificia Universidad Catórica del Perú, Fondo Edi-
torial, 2000), p.112.
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ガのパリナコチャスであったが、このほかにワ

マンガのほぼ全域、フニンやリマ、アレキパ、

プーノ、クスコ、そしてアルトペルー（現ボリ

ビア）のチュキサカ（Chuquisaca）やラパスに

までも拡大したといわれている。

タキ・オンコイの報告者としてはスペイン人聖

職者クリストバル・デ・アルボルノス（Cristóbal

de Albornoz）が有名である。この運動の取り締

まりを契機としてスペインはその後、植民地時代

を通じて偶像崇拝根絶（extirpación de idolatría）

を強力に推し進めることになる。研究者はこれ

まで、タキ・オンコイの千年王国的運動の特徴

に着目してきた5。運動の継続においては指導

者が不可欠であるが、タキ・オンコイの指揮者

のひとりは、フアン・チョクネ〔Juan Chocne、

フアン・チョケ（Juan Choque）との表示もあ

る。カシケ（cacique.先住民共同体の首長）に

してシャーマン〕であったといわれている6。

5 Melgar Vásquez, Cavero Carrasco, op. cit., pp.12-13.
Luis Millones, “Un movimiento nativista del siglo XVI: el
Taki Onqoy” en Ideología mesiánica del mundo andino. An-
tología de Juan M. Ossio A. (Lima: Edición de Ignacio Prado
Pastor, 1973), p.87. Steve J.Stern, “El Taki Onqoy y la
sociedad andina(Huamanga, siglo XVI).” Allpanchis XVI,
no.19(1982), p.50. 谷口智子「タキ・オンコイ、憑依、民俗
芸能」『愛知県立大学外国語学部紀要』(第 41号、2009年)、
1-3 頁。Nathan Wachtel, “Rebeliones y milenarismo.” en
Ideología mesiánica del mundo andino. Antología de Juan
M. Ossio A. (Lima: Edición de Ignacio Prado Pastor, 1973),
pp. 120-121,p.136. 西欧における「千年王国運動」に関する
これまでの著作の多くは、中世や近代におけるキリスト教
世界内部での立場上の争い、例えば「正統」と「異端」の闘
争、「カトリック」と「プロテスタント」間での、あるいは
それぞれの宗派内での争いを背景としてきた。それに対し
て「先進諸国の人々の宗教であるキリスト教」が「発展途
上地域の人々の土着宗教」を支配するという背景から出現
した「千年王国運動」をめぐる著作としては、例えば、ピー
ター・ワースレイ（吉田正紀訳）『千年王国と未開社会 メ
ラネシアのカーゴ・カルト運動』（紀伊國屋書店、1981 年）
がある。またブラジルのカヌードスの反乱に言及した E.J.
ホブズボーム（青木保編訳）『反抗の原初形態　千年王国主
義と社会運動』（中央公論社、1971 年）も興味深い。中で
もワースレイの著作は、ヨーロッパ人対メラネシア人とい
う構図の中で論点をあぶりだしており、タキ・オンコイの
ようなアンデス地域の「千年王国運動」を考えるうえで示
唆に富む。

6 Melgar Vásquez, Cavero Carrasco, op. cit., P.32.

本稿では、1560年代（10か年間）にワマンガ

において展開されたタキ・オンコイの政治的社

会的局面を明らかにし、タキ・オンコイの発生理

由や背景を探りつつ、運動の歴史的意味を考察

する。タキ・オンコイの宗教的・イデオロギー

的な部分の記述については、紙幅の関係から必

要最小限にとどめる。また本稿では、ペルー植

民地時代初期におけるキリスト教権力（以下、

「教権」と略称する）の始まりとその展開にふれ

ることも狙いとしている。

本稿の構成は以下のとおりである。第 I章で

は、ペルー副王領における教権支配の初期段階

と新インカ国家について考察し、第 II章では、

タキ・オンコイ出現の背景について検討する。

第 III章では、タキ・オンコイの鎮圧すなわち

偶像崇拝根絶の推進についてみていく。そして

最終章で結論を述べる。

Iペルー副王領における教権支配の初期段階と

新インカ国家

16世紀ペルーでは世俗権力（以下、「俗権」と

略称する）と教権からなるスペイン植民地支配

が成立してゆく。キリスト教の布教は先住民の

精神的征服が目的であった。本章では、タキ・

オンコイの考察にあたり、まず、ペルー副王領

における教権の関連部分をみておく。クスコに

誕生した教会参事会に注目する。そして、教会

10分の 1税不払い問題とアルボルノスの登場、

ビルカバンバの新インカ国家に言及していく。

1. 教権のスタート

ペルーにおいて最初に創設された教会管区（la

Provincia Eclesiástica）はクスコ司教区（Dióce-

sis u Obispado de Cuzco）（1537 年創設）で

あった。これに続いて 1541年にはリマ司教区

（Diócesis u Obispado de Lima）〔1546年には大
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司教区（Arzobispado de Lima）に昇格された〕

が、1552年にはラプラタ（チャルカス）司教区

〔Diócesis u Obispado de La Plata（Charcas）〕

〔1609年、大司教区（Arzobispado de La Plata

o Charcas）〕に昇格〕が創設された。布教活動

は各派修道会宣教師〔レグラール（regular）〕な

らびにカトリック教会直属の教会組織に所属す

る聖職者〔セクラール（secular）〕によって行わ

れることになった。しかしながら、先住民への

布教が事実上開始されるのは 1550年代 10か年

間のうちの後半期からと言ってよいだろう7。

ところで、セクラールの部門であるが、司教区

が設置され、大聖堂が設立されると、同時にその

教会参事会〔Cabildo Eclesiástico.司教座（聖堂）

参事会ともいう〕なるものが創設された。これ

は永続的な常設の審議会であり、司教に仕える

義務のある聖職者集団の機構であった8。1550

年代の後半期は俗権レベルで言うと、およそ 16

年間におよぶ内乱9─その最後のものは、王権に

7 Valentín Trujilio Mena, La legislación eclesiástica en el
Virreinato del Perú durante el siglo XVI (Lima: Editorial
Lumen,1981), pp.36-37,p.40,p.42,p.45,p.77.クスコ司教区の
初代司教は、ドミニコ会士のビセンテ・バルベルデ（Fr.Vicente
Valverde. 在位 1537-1542）。第 2 代司教はフアン・ソラノ
（Fr.Juan Solano.1563 年 1 月 1 日にソラノは辞職）。第 3
代司教はセバスティアン・デ・ラルタウン（Sebastián de
Lartaún.在位 1573～）。1563年から 1573年にかけての 11
年間、クスコ司教は欠員状態にあった。この期間、聖堂参
事会員が司教代理を務めた。その他、16世紀ペルーにおけ
る教権の成立については、拙稿「16 世紀ペルーにおけるス
ペイン植民地支配体制の成立をめぐって」『人文論集』第 39
巻，第 3・4 号，神戸商科大学学術研究会，2004 年 3 月，
328-330 頁参照。

8 Pérez (1991), op. cit., p.206.
9スペイン人征服者間の争い、スペイン人征服者とそれを

抑圧しようとするスペイン王権との間の争いに限定した場
合、主要なものは以下である。ラス・サリナスの戦い（1538
年）、チュパスの戦い（1542年）、ゴンサーロ・ピサロの反乱
とキトの戦い（1544-46年）、アニャキトの戦い（1546年）、
ペドロ・デ・ラ・ガスカ（王権）とピサロ派（征服者）の戦
い（1547-48 年）、ハキハワナの戦い（1548 年）、エルナン
デス・ヒローンの反乱（1553-54 年）と続く。全体的にみ
ると 16年間におよぶ。その一方では、先住民の抵抗運動：
インカの反乱と新インカ国家による国土回復戦争（1536-72
年）（約 36年間におよぶ）が続いていた。拙稿（2004年）、
314-318 頁、322-324 頁参照。

対するエルナンデス・ヒローン（征服者）の反乱

（1553-1554年）─が終結したあとに就任した、

第 3代ペルー副王アンドレス・ウルタド・デ・

メンドーサ、カニェーテ侯（Andrés Hurtado de

Mendoza, marqués de Cañete,在位 1556-1560）

の統治期である。ペルーにおけるスペイン植民

地支配はこの時期から事実上始まったのである。

ポトシ銀山の銀「5分の 1税 (quinto real)」の徴

収記録が 1556年から残されていることからも、

このことが理解されよう。またコレヒミエント

（corregimiento.地方行政官であるコレヒドール

による各「地方」の支配体制）が植民地ペルー

に公式に導入されはじめるのは 1565年以降の

ことである10。スペイン人聖職者は自ら先住民

語（ケチュア語やアイマラ語）を習得し、これ

を使用して先住民にたいしてキリスト教の布教

（evangelización）を行うのであった。

リマの初代司教にして後に大司教となった

ヘロニモ・デ・ロアイサ師（fray Gerónimo de

Loaysa,Primer Obispo-Arzobispo de Lima.在位

1541-1575）によって開催された第 1回リマ教

会管区公会議（el Concilio Provincial Limense

I,1551～1552年）では、とくに各派修道会士に

よる先住民の教化が半ば強制的に行われたこと、

しかも形式だけの布教となっている点が問題と

された。また 1567年に同大司教によって召集

された第 2回リマ教会管区公会議（el Concilio

Provincial Limense II,1567-1568年）では、教会

組織や秘蹟のあり方が定められたほか、偶像崇

拝の根絶ならびに異端審問所の設置が決定され

た11。その決議文（actas）は請願書としてスペ

イン国王に届けられた12。スペイン王室はこれ

10同上拙稿、 318 頁。
11 Fernández García, SJ, op. cit., p.116. 詳しくは全 122
条（capítulos）中、95 条から 107 条参照。Trujilio Mena,
op. cit., pp.327-329. Lexus Editores (2007), pp.591-592.

12 Fernández García, SJ, op. cit., p.115.
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に応えて、1569年に異端審問官（los primeros

inquisidores）ふたりをペルーに派遣した。その

結果、1570 年 1 月、リマ市に異端審問裁判所

（Tribunal del Santo Oficio）が設けられた13。さ

らに 1582年に第 2代リマ大司教トリビオ・ア

ルフォンソ・デ・モグロベホ（Toribio Alfonso

de Mogrovejo, segundo arzobispo de Lima,在位

1581-1606）によって召集された第 3回リマ教

会管区公会議（el Concilio Provincial Limense

III,1582-1583年）では、前回の公会議で布告さ

れた偶像崇拝根絶が正式に実行に移されること

になった14。またこの公会議では、先住民語（ケ

チュア語、アイマラ語）による先住民教化のた

めの手引き書の作成が決められた15。

2. 10分の 1税をめぐる訴訟とクリストバル・

デ・アルボルノスの登場

司教区が設立されると同時にその教会参事会

〔＝司教座（聖堂）参事会〕（Cabildo Eclesiástico.

以下、クスコのそれを「クスコ聖堂参事会」と略

称する）が創設された。これは司教区の権益を

守るための永続的な常設の審議会であり、複数

の司教座聖堂参事会員（canónigos.以下、「聖堂

参事会員」と略称）によって構成される機関で

あった。聖堂参事会員はさまざまな特権をもっ

ていた。とくに重要だったのが 10分の 1税（los

diezmos.農産物の１割を先住民生産者が教会に

納める税）16を主とする司教区収入の徴収・配

13 2 人の異端審問官は副王トレドに同行してペルーに向
かったが、1人は途中で病没。ペドロ・ピサロ他前掲書、365
頁。増田義郎の解説。Pérez (1991), op. cit., p.229.

14以後 250年間におよそ 3000件の裁判が行われた。Fer-
nández García, SJ, op. cit., p.126.

15 Lexus Editores(2007), p.600, pp.606-607. ペドロ・ピサ
ロ他、前掲書、366頁。増田義郎の解説。谷川義美「ペルー
とメキシコにおける宣教活動の一考察」（『南山短期大学紀
要』33 号、2005 年）1-2 頁。

16「10 分の 1 税」に関しては、拙稿（2004 年）、329 頁
参照。

分を執り行ったことである。また司教が死亡し

たときとか不在となったさいには司教の代理を

務めた。司教区に属する司祭の禄（capellanías）

の運営者でもあった。彼らは定期収入として、

集められた 10 分の 1 税のうちの 4 分の 1 と

いう莫大な聖職禄を享受した。また教会巡察使

（visitador eclesiástico）として司教区内の地方

を視察した場合は臨時収入が入ったから、彼ら

は自分たちを巡察使に指名してもらおうとクス

コ聖堂参事会に懇願するのが常であった17。

ペルーにおいて最初に設立された司教区はク

スコ司教区であった。1537 年の設立当時それ

はヌエバ・グラナダからチリにまでおよぶなど

広大な領域を含んでいた。後になって、リマ、

リオ・デ・ラプラタ（Río de la Plata）、サンティ

アゴ・デ・チレ（Santiago de Chile）、ポパヤン

（Popayán）、キト（Quito）、チャルカスの司教

区がクスコ司教区から分かれて設立されると、

クスコ司教区の管轄区域は当然ながら縮小され

た。しかしクスコ司教区の管轄区域はクスコ、

ワマンガ、ラパス、アレキパなどペルー副王領

の主要な地域を含み、収入の点では南米大陸に

おいて最も豊かな司教区のひとつであることに

かわりはなかった。

クスコ司教区にとって最も重要な収入源は疑

いもなく 10 分の 1 税であった。しかし 10 分

の 1 税の徴収は歴代の司教にとって頭痛の種

であった。初代司教ビセンテ・デ・バルベルデ

（Fray Vicente de Valverde）やその継承者である

フアン・ソラノ（Fray Juan Solano）は、このこ

とでクスコ、ワマンガ、アレキパのエンコメン

デーロ（エンコミエンダの主）たちと争い続け

た。というのも、エンコメンデーロは常に 10分

の 1税の支払いを拒んでいたからである。この

17 Pérez (1991), op. cit., pp.206-207.
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税金を彼らに支払わせる方策が当時は欠落して

いた。聖堂参事会員は、エンコメンデーロが先

住民から徴収していた 10分の 1税を教会に支

払うよう要求した。ソラノ司教は 1551年 2月

8日付けの国王宛書簡において、同司教区内の

エンコメンデーロが 10分の 1税を支払わない

ために訴訟を起こす方針であると述べている18。

翌 1552年にクスコ聖堂参事会は、本件につい

て国王に請願書を提出するとともに、リマのア

ウディエンシア（Audiencia.王立聴訴院。植民

地の行政・司法の最高機関）に提訴した。裁判

は 10年以上にわたって続けられた。1564年に

なってようやく判決が下った。クスコ聖堂参事

会側の勝訴であった。

しかしそれにもかかわらず、エンコメンデー

ロは以後も 10分の 1税の支払いを拒んだ19。ペ

ルーではエンコメンデーロと植民地政府（王権）

間の対立が根本的に存在しており、1560 年代

に入ると「エンコミエンダの永続性（世襲制）

（perpetuidad de encomiendas）」をめぐって争議

が起きる。王権は、エンコミエンダ制20に代わっ

てコレヒドール（Corregidor de indios）制の導

入による新たな体制づくりを目論んでいたので

ある。1561年 3月 24日付けで植民地政府（第

4 代副王ディエゴ・ロペス・デ・スニガ・イ・

18 Ibid.,pp.207-208.
19リマのアウディエンシアへクスコ聖堂参事会の代理人
として出席した聖堂参事会員はバルタサル・デ・ロアイサ
（Baltasar de Loayza）。Ibid., p.208.

20エンコミエンダ制とは、新大陸征服の過程でスペイン王室
が征服者に一定数の先住民の支配・管理を委託した制度であ
る。エンコミエンダの主はエンコメンデーロ（encomendero）
とよばれる。エンコメンデーロは配下の先住民にキリスト
教を布教し先住民を保護しなければならなかった（義務）。
そしてその見返りとして先住民から貢納（tributo）や労働力
の提供（mita）を受けた（権利）。エンコメンデーロは本質
的に「事業主」「経営者」である。聖職者がエンコメンデー
ロを兼ねるケースは珍しいことではなかった。例えば、ド
ミニコ会士で、1532 年 11 月のカハマルカにおいてアタワ
ルパ王と会見し、その後、初代クスコ司教に就任したバル
ベルデ神父、リマ大司教ロアイサ師もまたエンコメンデー
ロであった。拙稿（2004 年）、302 頁、312 頁、329 頁。

ベラスコ、ニエバ伯 Diego López de Zúñiga y

Velasco, Conde de Nieva, IV Virrey の統治期/

在位 1561-64）は、各地方のカビルド（cabildo.

市参事会）21に書簡を送り、「永続性」について

審議を行うよう公式に通達した。それは聖職者

やカシケをも巻き込んで一大騒動に発展する。

「永続性」に反対する考えが優勢となるや、1563

年にはこれに反発して、クスコにおいてエンコ

メンデーロの蜂起が起きた。ペルーにおいてコ

レヒドール制が導入され始めるのは 1565年 4

月以降（ロペ・ガルシア・デ・カストロ Lope

García de Castro, Cuarto Gobernadorの統治期/

在位 1564-69）である22。その結果、ワマンガ

にもコレヒドール制が出現する23。

1568年にクスコ聖堂参事会は、「ワマンガの

先住民がエンコメンデーロに支払った 10分の 1

税を速やかに徴収せよ」との最終的な指示をリ

マのアウディエンシアから受け取った。同年 10

月、「判決」を実行に移す任務にあたる人物をワ

マンガに派遣する旨が決定され、そこで選ばれ

たのがアルボルノスであった。彼は 1567年初

頭にヌエバ・グラナダからピウラを経由してク

スコに到着しており（その途中で彼は第 2回リ

マ教会管区公会議に出席）、1568年にはアレキパ

地方を巡察していた24。そして翌 1569年、アル

ボルノスはワマンガの巡察に出向く。彼はクス

コ異端審問所委員（comisario de Santo Oficio）

でもあった。それから数年間にわたり、パリナ

コチャスとアンダワイラス（Andahuaylas）両

21カビルドについては、拙稿（2004 年）、327 頁参照。
22 Varón Gavai, op. cit., pp.384-387. Millones, El retorno

de las huacas……, p.21. ニエバ伯は 1564年 2月 19日に死
去。ガルシア・デ・カストロがペルーに到着したのは 1564
年 10 月 25 日のこと。

23とはいえ、ワマンガの場合、エンコミエンダやエンコ
メンデーロは排除されず存続する。つまりエンコメンデー
ロとコレヒドールの両者は共存する。

24アルボルノスの履歴については、Pérez (1991), op. cit.,
pp.210-211. 参照。
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地域を中心に任務に就くのであったが、そのと

き遭遇したのがタキ・オンコイであった。

タキ・オンコイはこの時点ですでにワマンガ

の大半のエンコミエンダに拡大していた。1570

年にアルボルノスは副王トレド宛の（偶像崇拝を

めぐる）『功績報告書（Informaciones de méritos

y servicios）』をワマンガにおいて記した。そ

の情報源をパリナコチャスの場合は当地の司祭

ルイス・デ・オルベラ（Luis de Olvera, clérigo

presbítero, cura de la Santa Yglesia. タキ・オ

ンコイの最初の目撃者25）に、またチョコルボ

ス（Chocorvos）、ルカナス（Lucanas）、ソラス

（Soras.ソラスはルカナス地域に所属しており、

ルカナス地域東部に位置）の場合はアマドール・

デ・カブレラ（Amador de Cabrera.「ワンカベリ

カ水銀鉱山の発見者」として有名。ペルーの歴

史上の人物26。後述）らの証人に負うたが、『功

績報告書』では「偶像崇拝」の発見を自らの功

績と広言していた27。

1571年、アルボルノスはワマンガからクスコ

に戻り、同年、クスコにおいて副王トレドに謁

見した。1575 年にはクスコ司教セバスティア

25パリナコチャスの主任司祭はクリストバル・デ・モリー
ナ（Cristóbal de Molina. クロニスタ。後述するオルベラ司
祭の上司）であり、オルベラはモリーナにタキ・オンコイ
についてまず報告し、モリーナがこれを正式に公開したと
の説もある。

26ワンカベリカ水銀鉱山はアンガラエスのカシケが 1563
年に、アコリアとワンド（両村はいずれも現ワンカベリカ市
の北方近郊に位置する）のエンコメンデーロであったアマ
ドール・デ・カブレラに辰砂（cinabrio）の大規模な鉱床を
教えたことに始まる。1564年 1月 1日、アマドール・デ・
カブレラはワマンガ市長に対しサンタ・バルバラ鉱山の採
掘権の申請を行ったことから、彼は「ワンカベリカ水銀鉱
山の発見者」として知られるところとなった。拙稿「植民
地時代ペルーにおけるワンカベリカ水銀鉱山と水銀汚染問
題─植民地時代前半期─」（『京都ラテンアメリカ研究所紀
要』No.6、京都外国語大学、2006 年）、23-24 頁。

27 Luis Millones, Taki Onqoy. El largo camino del mesia-
nismo andino (Lima: Sarita Cartonera, 2007), p.48. Pérez
(1991), op. cit., p.211. Gabriela Ramos, “Política eclesiás-
tica y extirpación de la idolatría: discursos y silencios en
torno al Taqui Onqoy.” Revista Andina, año 10, no.1 (julio
de 1992), p.151, p.155.

ン・デ・ラルタウンがクスコからワマンガの巡

察に出発するが、そのさいラルタウンはアルボ

ルノスを司教代理に任命し、自分の不在期間、

司教の仕事をアルボルノスに委ねている28。

3. ビルカバンバの新インカ国家

クスコ聖堂参事会の利益を侵害したのはエン

コメンデーロだけではなかった。ビルカバンバ

〔Vilcabamba.クスコ市から北西に約 500キロの

奥地。アマゾン源流部（セルバ）のジャングル地

帯にあった。現クスコ県ラ・コンベンシオン郡〕

に築かれていた新インカ国家（Estado neo-Inca

de Vilcabamba.1533-1572年）による抵抗もま

た見過ごすことはできない。新インカの先住民

は、渓谷部や道路を定期的に占拠することによっ

てスペイン人に敵対してきた。ビルカバンバか

ら放たれた先住民ゲリラ軍が、クスコ地域とワ

マンガを通過する幹線道（Camino Real.「王の

道」、別名「銀の道 Camino de Plata」）を繰り返

し攻撃した。この幹線道はポトシとリマを結ぶ

もので、銀をはじめとする商品・物資の交易路

であり、植民地政府当局、スペイン王室にとっ

てきわめて重要な存在であった29。新インカの

ゲリラ軍はスペイン人の所持品の一部、とりわ

け武器や馬といった軍事用品を略奪や取引を通

じて入手した。植民地政府にとって、クスコ地

域北西部からワマンガ南東部にかけての一帯で

は俗権、教権ともにその力が大きく損なわれて

いた。クスコ聖堂参事会にとってビルカバンバ

地方の平定は重大な関心事であった。1566 年

10月下旬にクスコ聖堂参事会は聖職者ペドロ・

デ・ミランダ（Pedro de Miranda）を選出し現

地に派遣した。新インカ王ティトゥ・クシ・ユ

パンキ（Titu Cusi Yupanqui、在位 1560-71）と

28 Pérez (1991), op. cit., pp.212-213．
29拙稿（2004 年）、322 頁。
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その配下の人々に公教要理を授けるためであっ

た30。

ところで、ビルカバンバにおける新インカ王

の抵抗を封じ込めようとする俗権レベルでの対

策は早くから行われてきた。1544年、スペイン

人はマンコ・インカ（Manco Inca.在位 1533-44）

を殺害。1548年頃、リマ・アウディエンシア議

長ペドロ・デ・ラ・ガスカ（Pedro de la Gasca.在

位 1547-50）はサイリ・トゥパック（Sayri Túpac.

在位 1544-60）に使節を送り、スペイン国王への

帰順を促した。第 3代副王カニェーテ侯（在位

1556-1560）のとき、数度にわたる交渉の末、サ

イリ・トゥパックとの和解が成立。しかし、サ

イリのあとを継いだ弟のティトゥ・クシはスペ

イン人の支配を拒んだ。副王代理ロペ・ガルシ

ア・デ・カストロは新たに使節や布教団を送っ

て、ティトゥ・クシの懐柔を開始した。先述の

ビルカバンバへのミランダの派遣はこの流れの

一環をなす。その結果、ティトゥ・クシは、1567

年、スペイン国王に忠誠を誓い、翌 1568年に

は洗礼を受け入れた。しかし再度にわたるガル

シア・デ・カストロの呼びかけにもかかわらず、

ティトゥ・クシはビルカバンバの奥から姿を現

すことはなく、和平交渉は行き詰まる。1571年

5月に彼は病死する31。

こうした新インカ国家対策から見えてくるの

は、植民地政府当局が新インカの抵抗に悩まさ

れ、マンコ・インカの殺害後は、「武力鎮圧」に

よるのではなく「懐柔策」を選択している点で

ある。その理由はいったい何だったのか？その

答えは、第 1に、当時の植民地政府にこれを鎮

圧するだけの軍事的力がなかったこと、第 2に、

30 Pérez (1991), op. cit., p.209-211. ティトゥ・クシ・ユパ
ンキの証言に関しては、邦訳がある。ティトゥ・クシ・ユ
パンギ（染田秀藤訳）『インカの反乱　被征服者の声』（岩
波書店、1987 年）。

31拙稿（2004 年）、322-323 頁。

ポトシ市（やクスコ市）とリマ市を結ぶ交易路

（幹線道）（インフラ）が危機に晒さらされたた

め、ともかくその維持・保全を最優先すること、

にあったと考えられる。

ティトゥ・クシとの和平交渉に臨んだ人に植

民地政府役人フアン・デ・マティエンソ〔Juan de

Matienzo,1510～1579.チャルカスのアウディエ

ンシアのオイドール（聴訴官）〕がいる。マティ

エンソは法律家にして事業主でもあり、植民地

政府官僚としてポトシ銀山の運営・管理をはじ

め、植民地建設に情熱を注ぐ人であった。1567

年に『ペルーの統治（Gobierno del Perú）』を上

梓し、自己の政治的見解を表明している32。マ

ティエンソは新インカ国家の脅威を排除しよう

とした33。ハウハにおいては 1565年頃ワンカ人

（los Huanca）による反乱計画が発覚し、副王領

辺境では敵対的な先住民集団による襲撃が繰り

返されていたこともあり、当局は窮地に追いや

られていた。マティエンソはティトゥ・クシと

の交渉によって、1566年には和平条約の締結に

までこぎつけはしたものの、しかし結局、目的を

果たすことができなかった。マティエンソの懐

柔策は失敗に終わり、また当時深刻になってい

た中部山岳地帯における先住民人口の減少34に

歯止めをかけることもできなかった。ペルー植

民地の政治・経済を維持するうえで「コレヒドー

ル」の配置や「ミタ（mita.強制労働）」の必要

性を痛感するにとどまった35。

最後に、ワマンガにおける 10分の 1税不払い

問題に関して追記しておく。エンコメンデーロ

32 Juan de Matienzo(Edition et Etude préliminaire par
Guillermo Lohmann Villena), Gobierno del Perú (1567)
(Lima, Paris: Instituto Francés de Estudios Andinos, 1967).

33マティエンソによる新インカ対策の動機には、ポトシ
とリマを結ぶ幹線道の安定・保全をはかる意図があったも
のと判断される。

34拙稿（2004 年）、311 頁。
35 Stern, Peru’s Indian Peoples……, p.72,p.74. ペドロ・ピ
サロ他、前掲書、666-667 頁参照。
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による 10分の 1税の不払いはワマンガに限ら

れたことではなく、その原因は、当時のペルー

全般における社会的混乱にあったと判断される。

すなわち、植民地支配体制はいまだ成ってはお

らず、俗権はもとより教権の脆弱性にあった。

とくにワマンガの場合は、スペイン植民地支配

に抵抗する新インカ国家と隣り合わせの場所に

位置しており、新インカ国家の影響による社会

的混乱の増幅という要因を加味しておかねばな

らないだろう。

IIタキ・オンコイ出現の背景

本章では、タキ・オンコイ出現の背景を検討

する。その過程においてワマンガにおける鉱山

の存在が浮上する。とりわけ、ワンカベリカ水

銀鉱山における労働の危険性、すなわち水銀中

毒症の恐怖を指摘する。そしてタキ・オンコイ

がもたらした社会的影響について述べる。

1. ワマンガ先住民の生存環境の悪化

タキ・オンコイが発生した当時のペルーを地

域別に俯瞰したとき、ワマンガに暮らしていた

先住民の社会的生存環境はどうであったのだろ

うか。まずは人口動態からみてみよう。1560年

時点におけるワマンガの先住民人口（278,724

人）は、1530年時のそれ（445,726人）に比べて

63％に減少していた36。主要原因はスペイン人

の征服ならびに流行病の発生に伴う先住民人口

の減少37である。しかしこの減少状況は、ワマ

ンガにのみ特有のものではない。エルニーニョ

現象や地震38についても同様のことがいえる。

36 Millones, Taki Onqoy el largo camino…, p.27.
37 16 世紀ペルーにおいて蔓延した流行病については、

Noble Dabid Cook, “El impacto de las enfermedades en el
mundo andino del siglo XVI.” en Histórica, Vol.XXIII, No.2
(diciembre de 1999), p.346. 参照。

38 Pérez (1991), op. cit., p.58.

当時のワマンガを特徴づけていたものにエン

コミエンダ制の浸透がある。ミリョネスの研究

によると、1565年のワマンガには 23のエンコ

ミエンダが存在していた39。ペルー副王領全体

のエンコミエンダ数は 274 であったから、そ

れは全体の約 8.4％にあたる。平均値を少し上

回っていることがわかる。次に、各エンコミエ

ンダが擁した先住民の労働力人口すなわち成年

男子（＝ tributarios）人口についてみると、副

王領の平均は 1エンコミエンダ当り「500人以

下」であった。ワマンガの場合、36.6％のエン

コミエンダがこれを上回り、1エンコミエンダ

当り「500人以上 1000人以内」であった40。し

かしながら、こうしたことをワマンガにおける

先住民の生存環境悪化に直接結びつけることは

できない。

ワマンガのうちとくにルカナスやソラスでは

キリスト教布教が停滞気味であった。布教に従

事する聖職者の数が比較的少なかったことや、

先住民語（ケチュア語、アイマラ語）41による布

教の困難にもよるであろう。ところで、当時の

ワマンガでは教区司祭（doctrineros）や修道会

士など聖職者の側に大きな問題があった。彼ら

の多くが日常的には「事業主」「商人」であっ

て、先住民への布教には熱が入らなかったにち

がいない。彼らは農牧場の経営や物資の輸送に

従事するなど、聖職者らしからぬ位置にいたの

である。教会や修道院を隠れ蓑に無償労働奉仕

39 Millones, El retorno de las huacas……, p.20.
40事業主としてのエンコメンデーロの収入源としては、鉱
山業以外では農牧畜業があった。配下の先住民労働力を自
己の大農園（hacienda）や牧畜用地（estancia）に投入する
ことで、食糧品、毛織物、コカ、獣脂（ろうそくの原料）等
を入手し、それをリマやクスコ市、ポトシの大市場に提供し
た。また織物工場の経営や輸送業、幹線道沿いにある宿泊
施設の運営にも手を染めた。Stern, Peru’s Indian People…,
pp.36-37.

41ワマンガの先住民語としてはケチュア、アイマラの両言
語が使われていた。Millones, Taki Onqoy el largo camino…
, p.50.
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を先住民に強いた42。司祭による先住民の虐待

という事件も起きていた43。教権内部の抗争も

あった。例えば、パリナコチャスにおける在俗

司祭と修道会（ドミニコ会）との対立である44。

しかしながら、こうしたこともまたワマンガに

限ったことではなかった。

結論を先に述べると、ワマンガにおける先住

民の生存環境が 1560年頃から急激に悪化した

のは、鉱山での労働強制が原因だったのである。

というのも、タキ・オンコイ発生当時のワマン

ガは鉱山（鉱業）ブームの渦中にあり、先住民に

科せられた鉱山労働の厳しさやその恐怖の程度

は類をみないほど高かった。エンコメンデーロ

（や聖職者）の命令によって、1560年以降、先

住民がワマンガのアトゥンスーリャ銀鉱山（el

cerro de las minas de Hatunsulla o Atunsulla）、

ワンカベリカ水銀鉱山（las minas de mercurio de

Huancavelica）、ルカナスの諸鉱山─チュンビー

リャ銀鉱山（la mina de plata de Chumbilla）やグ

アリャリパ金鉱山（la mina de oro de Guallaripa）

─で働かされはじめたときから、彼らの生存環境

は著しく悪化しはじめた45。すなわち鉱山ミタ

（鉱山での強制労働）が元凶だったのである46。

とくにルカナスやソラスの人々は、地元の鉱山

42 Stern, Peru’s Indian Peoples…, p.46. Millones, Taki On-
qoy el largo camino…, pp.25-26.

43 Melgar Vásquez, Cavero Carrasco, op. cit., p.58.
44パリナコチャスでは、1568 年にサン・クリストバル・
デ・パウサ修道院（Convento de San Cristóbal de Pauza）が
建設され、ドミニコ会もまた先住民の布教にあたっていた。
Pérez (1991), op. cit., pp.226-227. 網野徹也「植民地体制と
インディオ社会」〔『近代世界への道』（東京大学出版会、1995
年）、150 頁も参照。

45 Stern, Peru’s Indian Peoples……, p.37, p.47.
46 Melgar Vásquez, Cavero Carrasco, op. cit., p.56-57. そ
の他、Millones, Taki Onqoy el largo camino…, p.27. 貢納と
ミタは連動していた。先住民が鉱山ミタあるいは鉱山労働に
従わざるをえなかった動機の一つは貢納を稼ぐ必要があった
ことである。Mariana Eguren, Carolina de Belaunde y Ana
Luisa Burga(coms.), Huancavelica cuenta: temas de histo-
ria huancavelicana contados por sus protagonistas (Lima:
Instituto de Estudios Peruanos, 2005), p.44.

はもとより、ワマンガからはるか南方に位置す

るポトシ銀山におけるミタ労働をも強いられて

いたという47。

ワマンガのこれらの鉱山の中でとくに衆目を

集めたのが、1562年にはすでに発見されており、

1564年から本格的に開発がはじまったワンカベ

リカ水銀鉱山であった48。銀や金など貴金属の

精錬に必要な水銀を生産するために、ワンカベリ

カ鉱山で働く労働者はとくに危険な状態におか

れた。この時期における水銀の主な供給先はメ

キシコの銀鉱山であった。また地元のアトゥン

スーリャ銀鉱山では、ワンカベリカ産水銀による

銀の精錬が 1562年から行われていた可能性が

ある（ポトシ銀山への供給が始まったのは 1572

年のこと─後述）49。当時は労働環境の保全とか

労働者の人権が問題とされることはまだなかっ

た。ワンカベリカ水銀鉱山はやがて「死の鉱山

（la mina de la muerte）」とか「先住民の墓場（el

sepulcro de indios）」と呼ばれるようになる。鉱

山労働者の多くが、とくに水銀中毒症を煩い、こ

とごとく死亡したからである50。そしてこの鉱

山ミタの徴集対象地域が、まさにワマンガの全

地域であったことに注目したい。すなわち、ア

ンガラエス（Angaraes）、ワンタ（Huanta）、チョ

コルボス（カストロビレイナCastrovirreina）、ビ

ルカシュワマン（Vilcashuamán）、ルカナス、ア

ンダワイラス、パリナコチャスから先住民が徴

47拙著『トゥパック・アマルの反乱に関する研究─その
社会経済史的背景の考察─』（神戸商科大学研究叢書 LI，神
戸商科大学経済研究所，1995 年）、16 頁。

48 Modesto Bargalló, La amalgamación de los minerales
de plata en Hispanoamérica colonial (México: Compañía
Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, 1969), p.164.

49 Ibid., p.165.
50ワンカベリカ水銀鉱山におけるミタや先住民労働者の
労働の実態については、拙稿（2006 年）参照。ワンカベリ
カ水銀鉱山に関しては、ローマン・ビジェナの著作（1949
年）が知られる。近年に復刻版が出た。Guillermo Lohmann
Villena, Las minas de Huancavelica en los siglos XVI y XVII
(Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 1999).
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集されたのであった51。タキ・オンコイによっ

てスペイン人支配が精神的に拒絶される一方で、

とくにビルカシュワマン、パリナコチャス、ソ

ラスにおいては先住民による武装蜂起への動き

があったともいわれている52。

タキ・オンコイに参加した先住民は現実世界

から離脱していった。このことはワマンガにお

いて社会的混乱を深めた。とりわけ先住民間に

労働意欲の喪失を招き、大規模な先住民のサボ

タージュ（労働の忌避）を生み出した。

IIIタキ・オンコイの鎮圧：偶像崇拝根絶の推進

ワマンガにおけるタキ・オンコイの鎮圧すな

わち偶像崇拝根絶に向けての作業は、1569年初

頭から教会巡察使アルボルノスの先導によって

着手された。本章では、まずワマンガのエンコ

メンデーロに言及する。そしてワマンガにおい

てアルボルノスが遭遇した政治的局面とワマン

ガ市参事会勢力の動向を考察する。その後で、

聖俗両権力による偶像崇拝撲滅に向けてのとり

くみ、すなわち、ワマンガ市参事会や教権の対

応、副王トレドの改革政策についてみていく。

1. ワマンガのエンコメンデーロについて

16 世紀ワマンガにおけるエンコミエンダに

関して、サラス・デ・コロマは 29のエンコミエ

ンダの所在を特定している（地図 1参照）。エ

51拙稿（2006 年）、22-23 頁、30-31 頁。拙稿「18 世紀
ペルーにおけるフアン・サントス・アタワルパの反乱の社
会経済的背景」(『京都ラテンアメリカ研究所紀要』No.10、
京都外国語大学、2010 年、104 頁。Jürgen Golte, Repar-
tos y rebeliones. Túpac Amaru y las contradicciones de la
economía colonial (Lima: Instituto de Estudios Peruanos,
1980), p.76.タキ・オンコイが拡大した地域がワンカベリカ
水銀鉱山のミタの影響を被った地域と一致するとの指摘は、
ルイス・ミリョネスも行っている。Millones, El retorno de
las huacas……, p.16. その他、Carlos Contreras, La ciudad
de mercurio: Huancavelica, 1570-1700 (Lima: Instituto de
Estudios Peruanos, 1982), p.94. 参照。

52 Millones, Taki Onqoy el largo camino…, p.50.

ンコメンデーロの性格については先に述べた。

エンコメンデーロが本質的に事業主であり経営

者であるというのはワマンガの場合においても

例外ではなかった。事業主としての彼らの業種

は、農業、牧畜業、手工業、鉱業、商業があげ

られるが、いずれの業種においてもエンコメン

デーロにとっては、配下にいた先住民の労働力

が頼みの綱であった。ペルー各地域のエンコメ

ンデーロは、それぞれの地理的・地域的特性に

応じて配下の先住民労働力を、それぞれの業種

に投入した。1570年以前におけるワマンガの場

合、とくに鉱業に触手を伸ばすエンコメンデー

ロが圧倒的に多かった。例えば、ワマンガ市長

（alcalde ordinario）でもあったアントニオ・デ・

オーレ（Antonio de Oré）の場合を見ると、彼は

ビルカシュワマンのアナン・チルケス（Hanan

Chilques）のエンコメンデーロ（地図１：K）であ

り、ルカナスのチュンビーリャ銀鉱山を経営して

いた。また後には、ワンカベリカ水銀鉱山の経

営にも着手している53。彼らは、1539年にワマ

ンガ市建設の主体となり、また 1540年 4月にお

けるワマンガ市参事会（Cabildo de Huamanga.

以下、「市参事会」と略称する）形成の主役とも

なった。市参事会員（regidor）の要職を彼らは

独占し、市参事会を牛耳った。

16 世紀ワマンガでは 5 つのコレヒミエント

（＝「地方（Provincia）」）─ワンタ、ビルカシュ

ワマン、アンガラエス、ルカナス、カストロビ

レイナの 5地方─が誕生していた。1609年に

ワマンガ司教区（Obispado de Huamanga）がク

スコ司教区から分離して誕生したのと同時に、

コレヒミエント数は８つの「地方」に増え─先

述の 5地方にワンカベリカ、パリナコチャス、

カンガリョ・イ・アンダワイラス（Cangallo y

53 Salas de Coloma, op. cit., P.44.
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Andahuaylas）の 3地方が加わった─、この「8

地方」は固定化され、18世紀まで変わらずに維

持された。17世紀初頭以降、ワマンガにおいて

エンコメンデーロの勢力は削減されていったも

のと判断されるが、それ以前では、彼らの勢力

はまことに強力であった54。

2. ワマンガにおいてアルボルノスが遭遇した重

大局面とワマンガ市参事会の動向

当初、クスコ聖堂参事会によってアルボルノ

スがワマンガに派遣された理由は、同地域にお

けるエンコメンデーロの 10分の 1税不払い訴

訟において、リマのアウディエンシアが下した

判決を執行するというものであった。しかし、

現地入りした彼がそこで察知したものは、深刻

な事態を迎えていたタキ・オンコイであった。

エンコメンデーロに 10分の 1税を支払わせる

どころではなかった。それよりも、タキ・オン

コイの鎮圧すなわち偶像崇拝撲滅の推進が先決

問題であった。そして本来の目的は置き去りに

されてしまった。その証拠に、聖堂参事会員エ

ステバン・ビリャロン（Esteban Villalón）の証

言によれば、1570年 11月時点で、ワマンガの

エンコメンデーロに 10分の 1税を支払わせん

とする合意には至ってはいなかった。10分の 1

税の徴収は二次的な問題に変わってしまった感

がある55。こうした背景にはいったい何があっ

たのだろうか？

巡察の期間、アルボルノスは単独で行動した

のではない。市参事会の協力と支援を得ていた

のである。ワマンガの場合、市参事会員の大半

がエンコメンデーロや鉱山業者（と言っても、

両者は重複するケースが多かった）であった。

市参事会は彼らの利益を代表していた。1560年

54 Ibid., p.36, p.41, p.44.
55さらに詳しくは、Pérez (1991), op. cit., p.232. 参照。

代 10か年間の後半、ワマンガでは小規模な金・

銀鉱山のほか、とりわけワンカベリカ水銀鉱山

の開発がすでにはじまっていたが、鉱山業者は、

先住民労働力が急激に不足するという深刻な事

態に陥った56。その主要原因は、疫病の流行に

よる労働力人口の減少もさることながら、タキ・

オンコイに参加した先住民のサボタージュ（労

働の忌避）にあった。

鉱山労働者不足の事態が深刻化し、とりわけ

その労働力の徴集が著しく滞るに至って、市参

事会員の間では危機意識がいちだんと強まった。

そうした中で、1569年 9月 12日、ルカナス・ア

ンダマルカス（Lucanas Andamarcas）の先住民

が鉱山で働くことを拒絶する、すなわち鉱山ミ

タを拒否するという事態が発生した。市参事会

はこの状況を放置すべきではないとの決定を下

す。鉱山ミタを否定する先住民の抵抗を打破す

べしというのが、ワマンガ市在住のコレヒドー

ル兼司直（corregidor y justicia mayor）アント

ニオ・デ・オスナヨ（Antonio de Hoznayo）と、

先住民労働力を鉱山に配分する職責を担ってい

た判事のロドリゴ・トーレス・ナアロ（Rodrigo

Torres Naharro）の方針であった。

9月 27日に召集された市参事会では、タキ・

オンコイの鎮圧に向けてアルボルノスへの協

力が市参事会員に訴えられた。市参事会は、も

うひとりの市長でありルカナス・アンダマルカ

スのエンコメンデーロであったフアン・ベラス

ケス・ベラ・ヌーニェス（Juan Velázquez Vela

Núñez）（地図１：R）を代表者に選出し、教会

巡察使に協力して事態の打開をはかることにし

56 Ibid., p.227. Millones, El retorno de las huacas……,
p.278. Sändra Lee Allen Henson, “Dead Bones Dancing:
The Taki Onqoy, Archaism, and Crisis in Sixteenth Century
Peru.”(Johnson City: A thesis: Master of Arts in History
presented to the faculty of the Department of History of East
Tennessee State University, 2002), p.49. Dabid Cook, “El
impacto de las enfermedades…”, p.346.
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た57。偶像崇拝根絶に向けての施政として市参

事会は先住民の断固たる統率と支配を決議した。

この決議に際しては、アンガラエスのエンコメ

ンデーロ・ワンカベリカ水銀鉱山の鉱山主・市

参事会員であったアマドール・デ・カブレラ（地

図１：B2）を筆頭に、市長アントニオ・デ・オー

レ（先述）をはじめ、ディエゴ・ガビラン（Diego

Gavilán.アンガラエスのエンコメンデーロ）（地

図１：C）、フアン・デ・マニュエコ（Juan de

Mañueco.ビルカシュワマンのエンコメンデー

ロ）（地図１：F）、バルタサル・デ・オンティベ

ロス（Baltasar de Hontiveros.チョコルボスのエ

ンコメンデーロ）（地図１：B1）、フアン・パロ

ミーノ（Juan Palomino.ビルカシュワマンのエ

ンコメンデーロ）（地図１：H）、クリストバル・

ペーニャ（Cristóbal Peña.ワンタのエンコメン

デーロ）（地図１：E）らが賛同の意を表明した。

こうしてワマンガでは、偶像崇拝撲滅の推進

に向けて市参事会当局ならびにエンコメンデー

ロ・鉱山業者がアルボルノスを支援することに

なった58。こうした俗人によるアルボルノス支

援の動機は本質的には、鉱山労働力の確保が主

な狙いであった。1570年の『功績報告書』には

上記のエンコメンデーロたちが証人として登場

し、アルボルノスの才能を褒め称え、偶像崇拝

撲滅の実現に賛成していた59。俗人（市参事会

員）と教権（アルボルノス）の利益が一致した

のである。この「決議」は 1571年 1月、副王

トレドによって追認され、ワマンガにおける鉱

山労働力確保の重要性が改めて鉱山業者、エン

コメンデーロ、聖職者に伝えられた60。

57 Pérez (1991), op. cit. p.227. Millones, El retorno de las
huacas……, pp.59-60,p.93, p.163.

58 Pérez (1991), op. cit., p.228. Millones, El retorno de las
huacas……, p.67.

59 Ibid., pp.59-69, p.74, pp.78-79, p.81, pp.83-84, p.93,
p.101, p.111, p.158, p.163.

60 Pérez (1991), op. cit., p.228.

3. 偶像崇拝根絶の推進に向けて

ワマンガにおいてタキ・オンコイを察知した

アルボルノスら教権は断固たる処置をとること

になった。すなわち、偶像崇拝参加者の処罰（懲

罰）、偶像崇拝禁止の説得（説教・勧告）、偶像

崇拝防止の敢行（被疑者の隔離・再教化）など

である。偶像崇拝者や偶像の隠匿者には自白を

強いたほか、密告という方法もとられた。偶像

が発見されると、その焼却や破壊が行われた61。

処罰は、儀礼への参加の程度に応じて変化し

た。「被告人」はまずいくつかのグループに分

けられた。例えば、土着儀礼の説教師（predi-

cadores）、儀礼に参加した先住民（indios cóm-

plices）、偶像を隠したカシケ（curacas encubri-

dores）、ワカの神官（sacerdotes de huacas）、呪

術師などである。処罰は、居住区からの追放（流

刑）をはじめ多岐におよんだ。ワマンガ市の施

療院（el hospital）や村の教会での労働奉仕、福

音伝道（evangelización）用に特設された家に幽

閉するといったものもあった。「犯罪人」を示す

衣服の着用、土着信仰の棄教宣誓、教会での労働

強制、むち打ち、剃髪、罰金などの処置もとられ

た。タキ・オンコイの指導者や神官には厳罰が

下された。偶像を隠匿したカシケにたいする処

罰はさまざまであり、教会建造物修築費用の分

担（これは罰金刑にあたる）が科せられたりもし

た。先住民への見せしめとして処罰は公然とな

された62。懲罰基準は、リマ大司教管轄下の異

端審問所（la Inquisición metropolitana）におけ

る「犯罪人」の場合とほぼ同じであった。当時

流通していた異端審問手引き書（los manuales

inquisitoriales）に準拠していた63。

61 1570年の功績報告書。Millones, El retorno de las hua-
cas……, p.94 ,p.159. Pérez (1991), op. cit., p.224, pp.228-
229.

62 Ibid., pp.225-226.
63 Ibid., p.226. Millones, El retorno de las huacas…, p.289.
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1569年後半期、アルボルノスの巡察が行われ

ていたとき、フランシスコ・デ・トレドと最初の

異端審問官（inquisidor）がペルーに到着した（同

年 10月 30日）。第 5代ペルー副王に就任した

トレド（Francisco de Toledo、在位 1569-1581）

はおよそ 1年間をリマで過ごした後、1570年

10月末にリマを発ち、1575年までの 5か年間

にわたってアンデス各地を巡察する。トレドが

ワマンガを訪れたのは、1571年 1月のことで

あった。その際、ワマンガ市においても複数の

勅令（las Ordenanzas）を発布している。その

勅令の一つは、先住民に対して踊りを踊ること

（taquis）や酩酊を禁止していた64。

「1571年 1月 22日のワマンガ市民への訓辞」

の際にトレドは、市参事会の建物に 22名余りの

要人を集合させた。そのなかには、ワマンガの

コレヒドールのアントニオ・デ・オスナヨ、2人

のアルカルデ（ワマンガ市長）（フアン・ベラス

ケス・ベラ・ヌーニェスとアントニオ・デ・オー

レ）、そしてワンカベリカ水銀鉱山の 2人の主要

な鉱山業者であるアマドール・デ・カブレラとエ

ンリケ・ガルセス（Enrique Garcés.）65が含まれ

ていた。エンリケ・ガルセスは 1564年にカブレ

ラとは別に、ワンカベリカ水銀鉱山において水

銀鉱脈を発見した人物である。その後、彼は水

銀アマルガム法（amalgamación de azogue）を

ポトシ銀山に導入する計画や、ワンカベリカ産

水銀をポトシに適用する案をトレドに勧めた可

能性がある。また興味深いことに、チュクィー

ト地方（ティティカカ湖西岸）を巡察し、1567

64 Francisco de Toledo (introducción de Guillermo
Lohmann Villena/transcripción de María Justina Sarabia
Viejo), Disposiciones gubernativas para el virreinato del
Perú 1575-1580 (II) (Sevilla: Escuela de Estudios Hispano-
Americanos de Sevilla, 1989), p.257, pp.412-413. Pérez
(1991), op. cit., p.231. ペドロ・ピサロ他、前掲書、366-370
頁。増田義郎の解説。

65エンリケ・ガルセスについては、Bargalló, op. cit., p.162.
拙稿（2006 年）、24 頁参照。

年に「地方巡察文書」を残したことで知られるガ

ルシ・ディエス・デ・サン・ミゲル（Garci Diez

de San Miguel）の名前もそこに見える66。これ

らのことは、スペイン植民地支配がまさに始ま

ろうとしていた当時のペルーにおいて、エンコ

メンデーロや鉱山業者、官僚といった白人支配

者のヨコの繋がりが密接であったことを物語っ

ている67。

トレドの事績としては、コレヒミエント〔先

住民をコレヒドール（地方行政官）の支配下に

置いて統治する政策〕の整備68、レドゥクシオン

（reducción. 先住民の集住政策）の確立があげら

れる69。またワンカベリカ水銀鉱山を国有化す

るとともに同鉱山のミタを王権サイドから再編・

掌握したこと（1571年 8月）70や、水銀アマル

ガム法をポトシ銀山に導入するとともに、ワン

カベリカ産水銀のポトシへの供給体制を構築し

たことがあげられる71。ワンカベリカ水銀鉱山

66 Francisco de Toledo (introducción de Guillermo
Lohmann Villena/transcripción de María Justina Sarabia
Viejo), Disposiciones gubernativas para el virreinato del
Perú 1569-1574 (I) (Sevilla: Escuela de Estudios Hispano-
Americanos de Sevilla, 1986), p.101.

67例えば、アマドール・デ・カブレラの履歴は興味深い。
彼は、後に第 3 代ペルー副王になるカニェーテ侯の従者
（criados）の一人として 1555年にペルーに到着。その 4年
後には、ワマンガ市参事会員に就任。ワンカベリカ水銀鉱
山の発見者となり、「デスクブリドール」鉱を所有。スペイ
ン人征服者の娘と結婚している。Lohmann Villena, op. cit.,
p.24.

68ペルー副王領におけるコレヒミエント（コレヒドール
制）の最初の導入は 1552 年のチュクィート地方であっ
たが、その一般的導入は 1565 年からである。リマのアウ
ディエンシア議長ロペ・ガルシア・デ・カストロによって
行われた。拙稿（2004 年）、301 頁。 Stern, Peru’s Indian
Peoples…, p.75. Carlos Gisbert (dirección), Enciclopedia
del Perú (Barcelona: OCEANO, 2000), p.537. また「イン
ディオのコレヒドール」については、ペドロ・ピサロ他、前
掲書の増田義郎の解説（654-656 頁）が有益である。その
他、Lexus Editores(2007), p.585. 参照。

69先住民集住政策（レドゥクシオン）は第 3代副王カニェー
テ侯の統治期である 1557年に始められていた。拙稿（2004
年），327-328 頁参照。

70拙稿（2006年）、29頁。 Stern, Peru’s Indian Peoples…
, p.79. Toledo (1986), pp.77-78. Contreras, op. cit., p.22.

71拙稿「植民地時代前半期のポトシ銀山をめぐる社会経
済史研究─ポトシ市場経済圏の形成─（後編）」、『京都ラテ
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の水銀生産量を示す公式記録は 1571年から始

まっており、生産が開始された 1564年 1月から

1570年までの記録は残されていない72。ポトシ

銀鉱石の精錬に水銀アマルガム法が適用される

ようになったのは 1572 年のことである73。以

後、ワンカベリカ産水銀の大半がポトシに運ば

れることになった。ポトシにおける銀の精錬に

とって水銀は必要不可欠なものとなった。ワン

カベリカ水銀鉱山はポトシ銀山とともに植民地

ペルーを支える経済的支柱となっていく74。ま

たトレドはビルカバンバを平定した。すなわち、

ビルカバンバに討伐軍を差し向け、新インカ国

家最後の王トゥパック・アマル（Túpac Amaru.

在位 1571-72）を捕え、クスコ市に連行したの

ち処刑したのであった（1572年 9月 24日）75。

これによってワマンガやクスコでは先住民の力

が大きく削がれるとともに、ワマンガを通過す

る幹線道にも安寧が戻ったであろう。

ところで、時は少し前に戻るが、アルボルノス

は 1571年の半ばに巡察の仕事をいったん打ち

切り、ワマンガからクスコ市に帰還した。クス

ンアメリカ研究所紀要』No.12、京都外国語大学、2012年、
5-8 頁。

72 Lohmann Villena, op. cit., pp.484-487. 拙稿（2006年）、
29 頁。

73ポトシ銀の精錬に水銀を用いる試みは、1564年、65年
ごろから何度か行われていた。しかし成功していなかった。
例えば、1564年にポトシに行って実験を行ったメキシコの
鉱夫のうちのひとりは水銀中毒症に罹って死亡した。ポー
ロ・デ・オンデガルド（Lic.Polo de Ondegardo.ポトシの初
代コレヒドールを務める。マティエンソとともに副王トレ
ドの側近官僚の一人となり、ポトシ銀山の運営に尽力）ら当
局者にとっても早くから関心の的であった。フェルナンデ
ス・デ・ベラスコ（Pedro Fernández de Velasco）がようや
くそれに成功し、そこでトレドの出番となった。Bargalló,
op. cit., p.162, pp.166-167. 拙稿（2012 年）、5 頁。

74植民地時代ペルーにおけるワンカベリカ水銀鉱山の（経
済的）重要性は、1940年代から指摘されていた。ローマン・
ビジェナの著書やバレンタイン・コブの論考が想起される。
Lohmann Villena, op. cit. Gwendolin B. Cobb, “Potosi and
Huancavelica Economic Base of Peru, 1545-1640.” (Berke-
ley: Ph.D. dissertation, University of California, 1947).

75 Stern, Peru’s Indian Peoples…, pp.76-77. 拙稿（2004
年）、322-323 頁。

コ市において彼は副王トレドに謁見した。『功績

報告書』として纏められたワマンガにおける巡

察記録は副王に伝えられ、高い評価を受けた76。

そして 1571、72年以降、ワマンガにおけるタ

キ・オンコイは下火となった77。

トレドによってアルボルノスとモリーナは再

度巡察使に任命され、両者は偶像崇拝撲滅政策

を続行する。彼らは、偶像崇拝に関与した疑い

のある先住民を「犯罪人」として追跡し捕えた。

その様子は、1577年と 1584年に記された『功

績報告書』に描かれている。偶像崇拝の容疑者、

罰せられた魔術師、破壊されたワカの名前とそ

の数が列挙されている。「容疑者」はカトリッ

ク教義の再教育を強いられた78。

IV結び

アンデスの先住民社会は元々一枚岩的に形成

されてはおらず、それどころかきわめて多様化

した社会であった。先スペイン期のペルーでは、

地域的民族的に異なった先住民社会がインカ国

家によって統合されていたのである。インカ国

家が征服され、その後、スペイン植民地支配がは

じまると、ワマンガの先住民は、先スペイン期と

は著しく異なる従属的状況下におかれる。彼ら

はエンコミエンダ制の下に組み込まれ、スペイ

ン人エンコメンデーロによって貢納の支払いや
76 Pérez (1991), op. cit., p.228. ペドロ・ピサロ他、前掲
書、309 頁。増田義郎の解説。

77 Sabine MacCormack, Religion in the Andes: Vision and
Imagination in Early Colonial Peru (Princeton: Princeton
University Press, 1991), p.185. タキ・オンコイのごときワ
カの復興運動はその後も各地で頻発する。Melgar Vásquez,
Cavero Carrasco, op. cit., p.55. Waldemar Espinoza Sori-
ano, “Un movimiento religioso de libertad y salvación na-
tivista. Yanahuara-1596.” en Ideología mesiánica del mundo
andino. Antología de Juan M. Ossio A. (Lima: Edición de
Ignacio Prado Pastor, 1973), pp.143-152. Wachtel, “Rebe-
liones y milenarismo.”, p.123. 参照。

78 Millones, El retorno de las huacas…, pp.259-296.谷口
智子「植民地ペルーにおける「偶像崇拝・魔術」撲滅巡察
史」『愛知県立大学外国語学部紀要』（第 39 号、2007 年）、
249-250 頁、252 頁。
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鉱山ミタ、とくに恐怖に満ちたワンカベリカ水

銀鉱山における強制労働を強いられた。またキ

リスト教による支配がはじまると、信仰の自由

を奪われていった。先住民はたいへんな搾取・

収奪・抑圧に晒されることになったのである。

ペルーにおいて事実上スペイン植民地支配が

始まったのは、第 3代副王カニェーテ侯による

統治期（1556～60年）である。タキ・オンコイ

は、スペイン植民地支配が始まった直後のまさ

に時代の転換期、そしてビルカバンバにおいて

新インカ国家による抵抗運動が継続されている

不安定な社会状況下で出現した。タキ・オンコ

イはスペインの征服による先住民社会の危機や

破壊を反映しており、先住民によるスペイン支

配からの解放の期待を例証するものであったと

いえる。16 世紀の征服直後からアンデスの先

住民は、奪われた自治の回復に向けて強い抵抗

の意思を表明した。タキ・オンコイはスペイン

人たちの侵略に直面したペルー先住民による政

治・社会的抵抗運動であった。

1564年以降 8年から 9年間にわたってタキ・

オンコイが広がったワマンガのすべての地方が、

ワンカベリカ水銀鉱山のミタに人員を提供して

いた地域にぴったりと一致したことはとくに注

目に値する。ワンカベリカ水銀鉱山と水銀汚染

問題を前にして、水銀中毒症に関する知識をも

たない人々は、その脅威をどのように解釈した

のだろうか。2014年 7月、南山大学主催による

国際学会において、ルイス・ミリョネス教授より

興味深いコメントをいただいた。それは、タキ・

オンコイに参加していた先住民の多くが身体に

辰砂（cinabrio.硫化第二水銀、赤色硫化水銀）

を塗っていたというものである。ワマンガ市参

事会員や白人事業主（エンコメンデーロ・鉱山

業者たち）の間では経済ばかりが優先され、こ

のときも水銀中毒症の問題は無視されてしまっ

たように思われる。

タキ・オンコイの鎮圧にむけた、関係者の対

応や方針は、とくに副王トレドによるペルー植

民地改革に収斂されていく。タキ・オンコイを

契機に植民地政府は、先住民の分断支配政策を

強力に押し進めてゆくことになる。とりわけコ

レヒミエント（コレヒドール制）による俗権体

制ならびにセクラールによる教権体制の早急な

構築・整備という課題が浮上する。偶像崇拝撲

滅政策が開始されると、先住民間の「結びつき」

はしだいに阻まれることになる。

タキ・オンコイの解明においては、これまで

ほとんど指摘されなかったことであるが、「16

世紀ワンカベリカ水銀鉱山と水銀汚染問題」の

理解が必要であろう。今後の課題として、水銀

鉱山と水銀汚染問題との関係からタキ・オンコ

イをめぐる議論を深めることが可能なのではあ

るまいか。 □■


