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〈論　　文〉
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 1））

真　鍋　周　三

II　植民地政府によるポトシ銀山運営への関与

1555年に「内乱」の時代が終わると植民地支配体制が築かれ始める。植民地政府（王権）はペ
ルーの原住民を支配するため，1565年からコレヒミエント制〔corregimiento，地方行政官コレヒ
ドール（corregidor）による「地方（provincia）」支配の体制〕を導入していく。原住民はしだい
にコレヒドールの支配下に置かれるようになった。原住民はまた教区に位置づけられ司教や司祭
の管理下に入る。原住民は俗権レベルでは貢納（tributo, 16世紀において貢納は，最初は「物納」
であったが，やがて「銀納」となる）とミタ（mita, 賦役）の義務を課せられた。貢納とミタが，
原住民を植民地の労働市場に引き出すカギとなった。貢納の徴収とミタの徴集を実行するうえで
不可欠だったのが原住民人口の掌握である。そのために原住民の集住政策であるレドゥクシオン
（reducción）が行われた。レドゥクシオンは第 3代副王アンドレス・ウルタド・デ・メンドーサ，
カニェテ侯（Andrés Hurtado de Mendoza, Marqués de Cañete, III Virrey, 在位 1556－60年）統治
期の 1557年に始まり，第 5代副王フランシスコ・デ・トレドの統治期の 1570年代前半に完了する 2）。

キーワード
ポトシの富の山（el Cerro Rico de Potosí），物資供給（los abastecimientos de mercancías），

水銀アマルガム法（la amalgamación con mercurio），産業コンビナート（el complejo 

industrial），ミタ制（el sistema de mita）

Resumen

El presente estudio tiene dos partes. La primera parte que aparece en el número 

anterior estudia sobre la historia socio-económica de las minas de plata de Potosí en la 

primera mitad de la época colonial, especialmente la formación del mundo económico 

del mercado de Potosí y examina el abastecimiento de mercancías a Potosí por la costa 

del Océano Pacífico y por el Río de la Plata. Las mercancías eran esclavos y productos 

provenientes de la región noreste de la actual Argentina. La segunda parte que aparecer 

en el presente número trata sobre la intervención del poder real a través del gobierno 

colonial en Potosí, centrándose en el quinto virrey peruano Francisco de Toledo y analiza 

la construcción y el mantenimiento de las bases de la ciudad de Potosí, la reforma del 

departamento de refinación, la reorganización de la mita minera, y el mantenimiento de los 

caminos de tráfico, etc. En el apéndice se presentan los españoles, negros, e indígenas que 

participaron en el desarrollo de Potosí.
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ポトシ銀 5分の 1税（quinto real）の徴収額は，1560年代後半から 1570年代初めにかけて著し
く下落した。そこで，この国庫の減少に歯止めをかけるためスペイン本国がポトシ銀山経営に介
入し始める。国王フェリペ 2世（Felipe II）の命をうけて，1569年 11月 26日，フランシスコ・デ・
トレド（Francisco de Toledo y Figueroa, Conde de Oropesa）がスペインからリマに到着し，第 5

代副王（V Virrey, 在位 1569－81年）に就任した 3）。副王トレドは，フェリペ 2世の命令によって
1572年 12月にポトシを巡察し，状況を把握した。その結果，トレドはポトシ市の都市基盤づくり，
銀生産のためのインフラ整備を手始めに，構造改革に乗り出した。各種「不正」の取り締まりも
あわせて行う。
ポトシ市内にはレゴシホ広場（Plaza Mayor o del Regocijo）が設けられ，教会が建てられ，街
区や道路が整備された。これに，精錬法の改革，水銀の確保と水銀輸送体制の構築，精錬装置
の建設，人造湖（人工湖）の設置ならびに動力源としての水力エネルギーの確保，水路の整備，
ミタ制の再編成が続く。副王庁やリマとチャルカス（Charcas）両アウディエンシア（la Real 

Audiencia, 王立聴訴院）によって交通路の整備も進められた。
こうした諸政策の結果，銀 5分の 1税徴収額は著しく上昇を遂げたのであった（第 1図参照）4）。
以下では，植民地政府によるポトシ銀山の運営，つまり副王トレドによる新体制の構築に向け
た諸政策からみていく。

1．ポトシ市の都市基盤の構築・整備
1553年セビーリャで出版されたシエサ・デ・レオン（Pedro Cieza de León）の『ペルー年代記

（Crónica del Perú）』にはポトシの町の景観図（第 2図参照）が描かれている。これを見ると，東
に位置するカリカリ山塊からセロ・リコ（Cerro Rico, 「富の山」）の山麓を西に流れるラ・リベラ
川（Río de la Ribera）に沿って建物が築かれている。副王トレドはポトシ市を南北 1,000メートル，

出所：  Jeffrey A. Cole, The Potosí Mita 1573－1700（Stanford: Stanford University Press, 1985），p.16./ 拙編
著（2006年），224頁。

第 1図　1556－1700年におけるポトシの銀 5分の 1税（quinto real）徴収額の推移



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

─ 3 ─

東西 1,500メートルの範囲に計画的に構築・整備した。一方でトレドはミタ制の再編成を行うが，
それはこの都市計画にも反映する。ポトシ市は原住民労働者の居住区とスペイン人の居住区とに
二分され，労働者住宅は市の 70パーセントを占めた。16世紀末，そこには 10万人の原住民が住
みついていたといわれている。（ポトシ市における人々の居住形態は第 3図参照。）
トレドの指令によって市の中心をなす中央広場はレゴシホ広場と命名され，祝賀行事を行
う空間ができた。広場の周りにはマトリス教会（Iglesia Matriz），市参事会の施設（Casas de 

Cabildo），カサ・デ・モネダ（Casa de Moneda, 造幣局），王立病院（Hospital Real）が配置された〔そ
の後 1649年には広場中央にラ・ミセリコルディア教会（Iglesia de la Misericordia）が建てられる〕。
またもうひとつの重要な広場はクアツ広場（Plaza del Qhatu）であり，原住民によく利用された。
そこでは原住民が獲得した銀やコカが売買された。サン・ロレンソ教会（Iglesia de San Lorenzo）
の脇にはアルカセル広場（Plaza del Alcacer）〔＝ラ・セバダ広場（Plaza de La Cebada）］がで
き，またガジナス広場（Plaza de las Gallinas）やカルボン広場（Plaza de Carbón）も設けられた。
1580年にはラ・メルセ修道院（Convento de la Merced o Santo Domingo）ができた。グレミオ（gremio 

de mineros, 鉱山業者同業組合）の集会とかコフラディア（cofradía, 信徒会）の行列の際によく利
用された。市内の街路は碁盤目状に整えられ，通りはまっすぐに整備された。町の中心部は東西
に 20の通り，南北に 24の通りによって区画整備された。街区（cuadra）はスペイン人の街区，

出所：  Juan Marchena Fernández, “Alabanza de corte y menosprecio de aldea. La ciudad y Cerro Rico de 

Potosí.” Juan Marchena Fernández（compilador）, Potosí plata para Europa（Sevilla: Universidad de 

Sevilla, Fundación El Monte, 2000）, p.41.

第 2図　1553年，ポトシの町の景観図（ポトシ市とセロ・リコ）
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原住民の街区からなった。飲料水はサン・イルデフォンソ湖から水道管によって住民に届けられ
た 5）。

17世紀のポトシの町は賭博師 800人，売春婦 120人を擁し，歓楽街として賑わった。鉱山主の
妻クララ女史の豪華な暮らしぶりが伝えられている。彼女の住む家はアジア産の贅沢品でいっぱ

出所：  Peter Bakewell, Silver and Entrepreneurship in Seventeenth-Century Potosí, the Life and Times of 

Antonio López de Quiroga（Albuquerque: University of New Mexico Press, 1988）, p.33.

第 3図　17世紀ポトシ市の市街図
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いだったという 6）。

2．精錬部門の改革─水銀アマルガム法の導入と複合施設の建設
（1）水銀アマルガム法の導入とワンカベリカ水銀鉱山からの水銀供給体制の確立
ポトシの銀の精錬は当初からワイラス法〔las huayras, huayra（waira）とはケチュア語で「風」

の意味。山腹に設置された竈の中で銀精錬を行う方式〕によって行われてきた。穴の空いた土鍋
状の竈（ワイラ，風炉）の中に，銀鉱石の粉末を入れ火であぶる。風力によって火力を上げ，粉
末を溶かすというものであった。原住民の技術者ワイラドーレス（huayradores o guairadores）
がこれを操作した 7）。しかし鉱質の低下に伴い，1570年頃にはこのワイラス法が暗礁に乗り上げ
てしまう 8）。そこでこれに替わって登場したのが水銀アマルガム法（el sistema de amalgamación 

con mercurio, 粉砕した銀鉱石と水銀を混交し銀を抽出する方法）である。以後，植民地時代を通
じてこの精錬方法が用いられる。水銀アマルガム法は，ワイラス法によっては精錬できず破棄さ
れていた低品位鉱石（ganga o colas o desmontes）からの銀抽出を可能にした。
水銀アマルガム法による銀の精錬はヨーロッパでは早くから知られていた。1554，55年頃に

バルトロメ・メディーナ（Bartolomé Medina）によってそれはヌエバ・エスパーニャ（Nueva 

España, 現メキシコ）のパチューカ鉱山（la mina de Pachuca）に導入され，新大陸においても知
られるところとなった。水銀アマルガム法がポトシに導入されるきっかけとなった理由は，パコ
（pacos）として捨てられていた低品位の鉱滓に適用してみたところ銀の抽出に成功したためであ
る 9）。水銀はワンカベリカから運ばれた。というのも，ワンカベリカでは水銀鉱山が 1560年代に
発見されていたからだ。この鉱山はやがてスペインのアルマデン（Almadén）や現イタリア北東
部のイドリア鉱山（Idria）と並んで世界で最大級の水銀生産を誇ることになった。
ワンカベリカ水銀鉱山〔las minas de mercurio de Huancavelica, 別名サンタ・バルバラ水銀鉱
山（las minas de mercurio de Santa Bárbara）〕の開発 10）は，1563年にアンガラエス（Angaraes）
のひとりのカシケ〔cacique, 原住民共同体の首長。「クラカ（curaca）」ともいう〕が，アコリア
（Acoria）とワンド（Huando）のスペイン人エンコメンデーロであったアマドール・デ・カブレ
ラ（Amador de Cabrera）に辰砂の大規模な鉱床発見の情報を伝えたことに始まる。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・バルバラ水銀鉱山の「採掘権の申
請」を行った。カブレラや他のスペイン人たちはその辰砂の鉱床を競って採掘し始めた〔同年に
はエンリケ・ガルセス（Enrique Garces, ポルトガル人）が別の水銀鉱脈を発見している〕。採掘
された水銀鉱石は坑道の出口まで運ばれ，そこからリャマによって町（後のワンカベリカ市）の
はずれにある溶鉱炉に運ばれ，そこで精錬された。当初，労働力はサンタ・バルバラ鉱山南方 2.5

キロのところにある渓谷に住んでいた原住民に求められた。最初，水銀はメキシコの銀鉱山に販
売された。メキシコでは銀の精錬業者たちは銀鉱石を混汞するのに当時すでに水銀を用いていた
からである。1572年，ポトシでとれた銀鉱石の精錬に水銀アマルガム法が適用されるに至って
11），ワンカベリカ産の水銀需要が高まった。〔1572年 8月 5日，ビジャ・リカ・デ・オロペサ（la 

Villa Rica de Oropesa）の名の下にワンカベリカ市（現ワンカベリカ県の県都であり，標高 3680メー
トルの高地に位置する）が設立された。ワンカベリカ市には財務府（Caja Real）が設けられ，そ
の長官（superintendente）を始め鉱山判事（alcalde de minas）などの役職者が任命された。ワン
カベリカ地域にコレヒミエントが設置されたのは 1601年のことであった（アンガラエス地方の誕
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生）。〕12）

ワンカベリカ鉱山は新大陸唯一の水銀産地であり，その水銀生産量は多く，例えば 1575年には
年間に 6,000キンタル〔キンタル（quintal）は重量の単位。1キンタルは 46キログラム〕を上回っ
たといわれる。1571年から 1701年にいたる水銀生産の推移は第 4図の如くであった。1580年以
降ポトシの銀精錬業者の大部分が水銀アマルガム法にもとづく精錬に転じた。そして水銀の供給
源をこのワンカベリカ産水銀に依存することになった。17世紀のペルー副王領における銀鉱山と
してはポトシの他にオルロ（Oruro），カストロビレイナ（Castorovirreyna），カイリョマ（Cailloma），
セロ・デ・パスコ（Cerro de Pasco）などの銀山が存在した（地図 1参照）が，銀産出量の面で
はポトシが圧倒的であった。よって水銀消費量においてもポトシが他を圧倒したのである。例え
ば 1618年の各銀山における水銀消費量をみると，ポトシが 5,000キンタル，オルロが 700キンタル，
カストロビレイナが 200キンタル，その他が 100キンタルであった。
副王トレドは国庫財源としてワンカベリカ鉱山の重要性をただちに察知した。トレドは国王の
名においてワンカベリカ鉱山の採掘を国家独占事業とした。鉱脈（yacimientos）の所有権はすべ
てスペイン王権（Corona Española）の下に置かれた（18世紀の鉱山閉鎖時までスペイン王室が
所有）。しかし鉱山の実際の運営・管理は植民地政府の統率のもと，鉱山業者同業組合（グレミオ
と呼ばれた。当初グレミオの構成員は鉱山の発見者 6名からなった。18世紀にはその構成員は約
30名に増えていた）に委任された。副王トレドは水銀鉱脈採掘権の統制，鉱石の採掘量や水銀販
売価格の管理，ポトシへの水銀輸送システム〔ワンカベリカの精錬所において生産された水銀は
羊皮の容器に詰められ，何千頭もの役畜に背負われて陸路で太平洋沿岸のチンチャ港（puerto de 

Chincha）へ運ばれ，そこから海路でアリカ港（puerto de Arica）へ，そしてそこから陸路でポト

出所：  Alberto Rubina y José Barreda, Atlas del departamento de Huancavelica（Lima: desco Centro de 

Estudios y Promoción del Desarrollo, 2000）, p.9.

第 4図　ワンカベリカ水銀鉱山における水銀生産高の推移（1571－1701年）
（単位：キンタル＝ 46キログラム）
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出所：  Franklin Pease G. Y., Perú, hombre e historia entre el siglo XVI y el XVIII（Lima: Ediciones EDUBANCO, 

1992）, p.244.

地図 1　17世紀ペルー副王領における鉱山の所在地（主要都市を含む）
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シへ輸送された〕を確固たるものにした。植民地政府はまた水銀の独占販売体制を敷いた。この
ことは事実上，ポトシにおける銀精錬を王権（政府）の統制下におくことを意味した 13）。

（2）精錬法の変更に伴う新技術の導入：複合施設の建設
ポトシ市の東方近郊に標高 5,200メートルのカリカリ山塊（la serranía de Kari-kari）がある。
この山塊は降雨量が多く，また氷河のある渓谷部は貯水池（人工湖）の建設に好都合であった。
そこからの水は，山から運んできた鉱石を水の力によって碾く動力源となり，また市民にとって
は生活用水となった。
水銀アマルガム法の導入は，新たな精錬装置（水力式）の建設に拍車をかけた。産業コンビナー
ト（el complejo industrial）の構築である。それは 3つの要素からなった。鉱石を碾く機械（los 

molinos）を動かす動力源である水を貯めておくための貯水池（las lagunas），精錬工場（精錬装置）
（los ingenios）まで水を引くための水路（la ribera），鉱石の粉砕ならびにアマルガムのための精
錬工場（精錬装置）である。このシステムを稼働させるためには，雨期に降った雨水を貯蔵して
おき，年間を通じて精錬工場（精錬装置）に水を供給するための装置の建設が求められた。水源
はカリカリ山塊であった。カリカリ山塊は町の東方近郊にせり上がり，町に向けて強い傾斜度を
もっていた。氷河を抱く渓谷があるカリカリ山塊は町に繋がる西方山麓に貯水池（ダム）を建設
させる好条件をそろえていた。峡谷から流れ出る水をせき止めて貯水池が作られた。貯水池の建
設は 1573年以降のことである。1585年にはすでに 7つの貯水池ができあがっていた。また 1621

年には最大限 32の貯水池が完成していた。水量は一定に保たれた。この貯水池システムによって
鉱石の粉砕が年中可能となった。しかし時々，貯水池からの水の供給が期待通りにいかない状況
も発生した。貯水池に堆積物が貯まり，貯水池の能力を麻痺させる事態が起きたからである。ま
た堤防の強化がおろそかにされると，貯水池の破壊が起きた。
最初に建設された人工湖はチャルビリ貯水池（la primera laguna de Chalviri）である。1574年
には 4つの精錬工場（機械装置）に水を供給した。長さが 238メートル，深さ 8メートル，周囲
4キロ以上におよぶ防壁が張り巡らされていた。300万立法メートルの水を貯めておくことがで
きた。チャルビリ湖はイリマニ湖（la laguna de Illimani）のような他の貯水池と連結されていた。
長さが 27,000バラ（varas, 長さの単位。1バラは 83.59センチゆえにこれは 22キロ 569メートル
の長さ）ある水路に排水がなされた。1576年にはカリカリ（Kari-kari）湖が作られ，それはサン・
イルデフォンソ（San Ildefonso）湖（ポトシの人工湖の位置については，地図 2参照）とも呼ばれた。
16世紀末から 17世紀初めにかけて人工湖が沢山建設され，それらは植民地時代新大陸における
最大の水工学施設の先駆となった。数千人の原住民労働者が巨大な施設で働いていた。水の総貯
蔵能力は 600万から 1,000万立方メートルにのぼった 14）。
貯水池から精錬所に水を送るにあたり，カリカリ山塊から流れ出る河川が水路として使われた。
水路の中で最大のものがサント・クリスト・デ・ラ・ベラクルス精錬装置水路（Ribera de los 

Ingenios del Santo Cristo de la Veracruz）であった。長さが 5キロ，幅が 10バラあり，石の防壁
で囲まれていた。精錬工場は 1572年以降，町を横切ってタラパヤ（Tarapaya）15）に延びる 2レ
グア（legua, 距離の単位。1レグアは約 5.6km）以上のこの水路沿いに建設された。各精錬工場は
様々なパティオ（patio, 平土間）からなった（付録 2参照）。粉砕された銀鉱石に水銀，塩，硫酸
塩が混ぜ合わされ銀が抽出される仕組みであった。精錬所における労働力はミタ労働者とミンガ
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（mingas, 賃金労働者）からなった。精錬所の数についてルイス・カポーチェは，16世紀末には
108の精錬所が機能していたと証言している。また 1610年には 140の精錬所が，1624年には 124

の精錬所が稼動していた。しかしその後，精錬所の数は減少していき 1654年には 68にまで落ち
た 16）。
植民地時代を通じて精錬所所有主・精錬業者（azogueros）はポトシ政財界のエリートを形成し
た 17）。その代表はポトシ精錬業者組合のメンバーである。80人以上いたことがわかっている。ま
たスペインのビスカヤから入ってくる鉄は，精錬装置（設備）や製錬工程に使用する器具類（la 

maquinaria de los ingenios, reactivo en la amalgamación o para la construcción de herramientas）の
作成には欠かせないものであった。しかしその一方で，（坑内での労働はもとより）精錬所におけ
る労働の過程で不具になったり，珪肺症や水銀中毒などの病気に苦しんだ後，死亡する原住民の
数は決して少なくはなかった 18）。

3．労働部門の改革─ミタ制の再編成
（1）ミタ制の再編成以前
セロ・リコの開発は当初は，ワイラス法の技術を有する原住民（ワイラドーレス）によって行
われた。銀鉱脈所有リストに名前を連ねたスペイン人が労働したわけではない。鉱山主は，この
ワイラドーレスに依存して鉱業を推進した。ワイラドーレスは労働者を鉱山や精錬部門に配置し

　出所：  Mariano Baptista Gumucio（Selección, Prólogo y Notas）, El mundo desde Potosí, vida y reflexiones 

de Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela (1677－1736)（Santander: Banco Santa Cruz, Grupo 

Santander Central Hispano, 2000）, p.21.

地図 2　セロ・リコ，ポトシ市，人工湖（ダム）等の位置関係

＊＊

① サン・イルデフォンソ水系　② サン・セバスティアン水系　③ 南（チャルビリ）水系　④ 北水系
⑤ タラパヤへの道　＊スペイン国王の鉱山精錬所
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て銀生産にあたった。労働力の需要が高まるのに伴い，各地のエンコメンデーロやカシケは「ミ
タ」の名目によって配下の原住民をポトシ鉱山に動員した。ワイラドーレスのほかに，鉱山のソ
カボン（socavón, 坑道。空気抜きの横穴をさす場合もある）や精錬所での作業に熟練した「バラス」
と呼ばれる原住民（indios Vara/Varas）の存在も知られる。このバラスもまた鉱山主に雇われた。
バラスはヤナコナ（yanaconas, 鉱山の専属労働者）としてインカ時代から鉱業に従事してきた人々
である。当時バラスは各地のエンコミエンダに分散していたが，鉱山開発が進むにつれてポトシ
に集められた 19）。

（2）ミタ制の再編成以降
ミタは原住民労働力を一定期間強制的に徴集する制度であった。1573年に副王トレドはレドゥ

クシオン（原住民の集住政策）を行うことによってアルティプラノの 16地方，すなわち北はクス
コから南はタリハに至る山岳地帯

4 4 4 4

〔北西から南東方向にかけての「楕円形」（un imaginario anillo 

geográfico）空間〕に住む原住民
4 4 4 4 4 4

の人口を掌握し，ミタの徴集を断行する。ポトシではアルカル
デ・マヨール・デ・ミナス（alcalde mayor de minas,鉱山の大判事）がミタ徴集を管轄した。いっ
ぽう各地方の原住民共同体側にはカピタン・ヘネラル・デ・ラ・ミタ（capitán general de la mita,

ミタ行政官）が配置された。アルカルデ・マヨール・デ・ミナスは，鉱山業者とミタ徴集地域と
の調整にあたった。鉱山業者からミタヨ（mitayo, ミタ労働者）の必要人数一覧表を提出させ，他
方，ミタの対象地域に対しては，原住民がポトシに送られる 2か月前に当該地域の責任者である
コレヒドールら 20）に，心身に欠陥のある者やカシケを除く 18歳から 50歳までの成年男子人口の
名簿を作成・提出させた。この 2つの情報に基づいてミタの徴集が行われた。徴集人数は，当該
地域の原住民成年男子人口を基礎に決められた。「カピタン・ヘネラル・デ・ラ・ミタ」は原住民
カシケに課せられた臨時の義務（las obligaciones extraordinarias）であった 21）。
被徴集人名簿の作成にはカシケがあたった。そして 1575年まで実験を試みた後，1576年から
しばらくは，1回の徴集人数は 1万 3,500人となった。これは 4,500人ずつ 3グループに編成され，
各グループは 1日 8時間労働で 1週間ずつ働かされた。また労働期間については，鉱山部門（採鉱・
搬出）に 4か月，精錬部門に 2か月の合計 6か月とされた。よって，1万 3,500人は半年ごとに徴
集されたことになる。そして 1578年までには，この一括徴集と労働期間および労働時間帯は改変
されていた。従来の 6か月毎に徴集されていた 1万 3,500人が 1年毎の徴集に変わった。そして
その 3分の 1の人数である 4,500人が 4か月毎に徴集される仕組みになった。また労働期間は 4

か月，労働時間は 1日につき 8時間となり，毎日 4,500人のうちの 3分の 1にあたる 1,500人が 3

交替で終日労働に従事した。1590年代になると，ミタヨ（ミタ労働者）1人当りの 1日の労働時
間は 12時間に延長され（従来の 3交替制は 2交替制へと変化），しかも交替時間削減のためにい
ちど鉱内に入れられると，1週間の間地下へ釘づけされることになった 22）。

1585年時点でのミタ徴集地域とその規模はルイス・カポーチェの記録『契約と帝国都市ポトシ
の総括的報告』23）（やコール，セーニュの研究 24））に詳しい。第 1表の通りである。これを検討
すると，地方別のミタ徴集規模はチュクィート地方（la Provincia de Chucuito）が最大であったこと，
これにパカヘス（Pacajes），パリア（Paria），オマスーヨス（Omasuyos），チャヤンタ（Chayanta）
の地方が続くことがわかる 25）。
ミタ制の再編成以前から再編成以降にかけてのミタ徴集の規模などをチュクィート地方の場合
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について検証してみる。「再編」以前の 1559年から 1567年までの徴集人数は年間 500人であっ
た。「再編」以降の「実験期」では年間提供数は 1,100人に増大していた。1576年からは年間 2,200

人となった。チュクィート地方の場合，カピタン・ヘネラル・デ・ラ・ミタを勤めた人物として
ポマタ（Pomata）のアナンサヤ（Hanansaya）のディエゴ・チャンビーリャ（Diego Chambilla）
が知られている。少なくとも 1618年と 1626年の 2度にわたってルパカ人全体のミタ（la mita de 

todos los lupaqa）の徴集を行った 26）。1618年の場合，彼は地元ポマタに親類縁者とともに住み，
息子のフェルナンド（Fernando）をポトシに住まわせてミタを仕切った。〔フェルナンドはスペ
イン人の服装を身に纏いスペイン語の読み書きができるラディーノ（ladino）であった。「公務」
を終えたディエゴ・チャンビーリャは翌年（1619年）からポトシにおいて商売を展開するように
なった。1619年から 1624年にかけてしばしばアヒ（ají ＝トウガラシ）を販売した（企業家・商
人としてのディエゴ・チャンビーリャについては，後の［補遺］で敷衍する）〕27）。
副王トレドのミタ再編成政策によってポトシのミタを強いられた原住民共同体やミタに選出さ
れた者にとってミタはたいへん大きな負担となった。ポトシに移動するだけでも原住民にとって
はかなりの経済的負担であった。そのため，ミタに徴集された原住民が共同体と縁を切り，ミ
タの適用範囲の外に逃亡するという現象が起きた。フォラステーロ化である。「フォラステーロ
（forastero）」とは「よそ者」の意味であり，もともと所属した共同体を離脱した原住民をさす。（ほ
かにミタ免除金を支払うことでミタの義務を回避するという選択肢もあった。）原住民にとって

第１表　16地域（地方）におけるポトシ銀山のミタへの原住民徴集数（1585年）
地域（地方）名 徴集数（単位：人） 全体に占める割合（単位：％）

チチャス 20 0.2

ポルコ 378 3.0

チャヤンタ 929 7.4

パリア 1,253 10.0

カランガス 1,003 8.0

シカシカ 357 2.8

パカヘス 1,462 11.7

オマスーヨス 975 7.8

パウカルコーリャ 565 4.5

チュクィート 2,202 17.6

コチャバンバ 593 4.7

ランパ 873 7.0

アサンガロ 876 7.0

キスピカンチス 162 1.3

カナス・イ・カンチス 760 6.1

コンデスーヨス 135 1.1

合計 12,543 100.0

出所：  Jeffrey A. Cole, The Potosi Mita 1573－1700, Compulsory Indian Labor in the Andes（Stanford: 

Stanford University Press,1985）, p.17, pp.73－76./ Thierry Saignes, “Ayllus, mercado y coacción 

colonial: el reto de las migraciones internas en Charcas（siglo XVII）.” en La participación indígena en 

los mercados surandinos estrategias y reproducción social siglos XVI a XX, por Olivia Harris, Brooke 

Larson, Enrique Tandeter（compiladores）（La Paz: Centro de Estudios de la Realidad Económica y 

Social, 1987）, pp.148－153.
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ミタへの服従，そしてポトシでのさまざまな経験は，彼らの行動様式に変化をもたらすとともに，
ミタを強いられた原住民共同体は社会変容を強いられてゆく。ミタは原住民共同体からその成員
をもぎ取ったために共同体の農牧畜業面での生産力が落ちるとともに，貢納の支払いに大きな障
害をもたらしたからである。共同体からの原住民の逃亡や移住は加速の一途を辿った。ポトシ市
に残留して流民となる者，アシエンダ（hacienda, 大農園）やオブラヘ（obraje, 織物工場）に移
動してそこの専属労働者〔＝ヤナコナ（yanacona）〕になる者が続出した。もしくは異郷の共同
体や都市に移動してそこに身を潜めるといったケースが頻繁化した 28）。

4．交通路の整備
（1）ペルー副王領内の交通
ポトシを中核とする道路網の整備によって商品の流通，人々の移動がスムースに行われるよう
になった。ポトシは植民地行政中枢と連結する道路をもつに至る。インカ時代に作られた道路網
を基礎に道路が整備され，生産や商業上の拠点と結ばれた。輸送面での刷新は，高低差の大きい
道路とか遠距離の通行に耐えうるラバの出動要請へと繋がった。伝統的に道路の維持・管理や補
修工事は，その道筋にある原住民共同体に責任が課せられた。道路は季節の影響を受け，とくに
雨期になると発生する洪水によって通行できなくなるなどの事態にそなえて，道路の維持・管理
が求められた。
以下では，ポトシを起点に主要な交通路を取り上げて，それぞれの特徴をみていこう。
①北西方向に延びるルート
ポトシとリマとを結ぶ幹線道路である。ポトシからリマへの道は 300レグア（1670キロ）以

上の距離があった。ペルー副王領政府の政治中枢である首都リマとの交通は，商業面でとくに重
要であった。チャルカスのアウディエンシア（Audiencia de Charcas）の本拠であるチュキサカ
市（Chuqusaca, La Plata, 1539年に設立された都市。現スークレ市）とも結びついていた。いく
つかの山塊を横断し，人口の密集するアルティプラノに入り，オルロ市（17世紀に出現した鉱
業都市）やラパス市を結ぶ道路を進む。その道はやがてティティカカ湖西岸の寒冷な土地チュ
クィート地方を通過する。そこからクスコやワマンガ（現アヤクチョ市）に至る。リマへはハウ
ハ（Jauja）から海岸に向かって下って行く。他方で，アルティプラノからアンデス西部斜面をア
レキパ（Arequipa）やモケグア（Moquegua）方面に下るルートも整備された。こうして，ポト
シとリマを結ぶ道路を基軸として「幹線道（＝カミノ・レアル Camino Real）」が誕生する 29）。
とくにティティカカ湖沿岸地域を始めアルティプラノには原住民が密集しており，そこからポ
トシ鉱山向けの労働力が得られた。またこのルートを経てクスコ・ユンカ（yunca de Cuzco）や
ラパス・ユンガス（yungas de La Paz）産のコカ，アレキパやモケグア地方産のぶどう酒，チュクィー
ト地方のラクダ科家畜（los caméridos sudamericanos domésticos）（その産品を含む）などがポト
シへ大量に運ばれた。

1548年のこと，王権の命を受けてペドロ・デ・ラ・ガスカ（Pedro de la Gasca，リマのアウディ
エンシア議長。在位 1547－50年）は，この道路を利用してポトシの銀 5分の 1税をリマに送って
いる。すなわち銀の延べ棒 7,771個が 100人のスペイン人監督と 1,000人の原住民アリエロ（arriero, 

馬方）によって，2,000頭のリャマを使用してリマに送られた（それから積み荷は両大洋を経てア
ンダルシアの港に届けられた）。
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ペルー副王領に入ってきた膨大な輸入品は，リマからこのルートを通じてポトシへと運ばれた。
途中でその一部はクスコ，ラパス，オルロなどにも投下された。輸送距離に比例して商品価格が
高騰した。
②南東方向へのルート
535レグア（約 2,981キロ）先のブエノスアイレス（Buenos Aires）に向かう道路である。ポト
シはこのルートによって大西洋沿岸のブエノスアイレス港と結びつく。パンパ（Pampa, 現アルゼ
ンチンの大草原）を踏破するもので，トゥピサ（Tupiza），フフイ（Jujuy），サルタ（Salta），トゥ
クマン（Tucumán），コルドバ（Córdova）を経由して大西洋岸に至る。この道路の完成に伴い，
リオ・デ・ラ・プラタ（Río de la Plata, 現パラグアイ）も孤立した地域ではなくなる。ポトシとトゥ
クマンの間にはチャコ地方（la región de Chaco）に隣接したタリハ（Tarija）の肥沃な地帯があり，
タリハもまたポトシに地元産品（los productos de la tierra）を大量に供給した。鉄やアフリカか
らの黒人奴隷がこの道路を利用してポトシに運ばれた。コルドバやトゥクマンからチャルカスに
至る道路の輸送にはラバが重要な役割を果たす。鉱物の輸送を長距離輸送するにはラバが最適で
あった。ラバはしだいにリャマに取って代わっていく。1580年以降このルートは機能し始めた。
③東方（オリエンテ）へのルート
サンタクルス・デ・ラ・シエラ（Santa Cruz de la Sierra）とアマゾン川流域の熱帯低地に向け
て道路が伸びた。開発された地域と未開発地域からなる。このルートからアンデス地域へは大量
の農牧畜産品が提供されたほか，とくにコチャバンバ（Cochabamba）とミスケ（Mizque）の渓
谷部からは食糧品─トウモロコシ，小麦，果物，家畜，野菜，保存食品─が供給された。サンタ
クルス（Santa Cruz）からは砂糖や綿布が運ばれた。
④西方ルート
アルティプラノからアリカ港に下る道である。アリカからは太平洋海路（カヤオ，チンチャ，
チリ方面）に繋がっていた。チャルカス（現ボリビア）から太平洋沿岸部を結ぶ最短ルートであ
る。距離にして 500キロから 400キロあり，高低差は約 4,000メートルあった。1575年頃このルー
トは副王トレドの指示によって完成する。アリカとオルロが結ばれたことによってその沿線地域
が経済的に統合された。1587年アリカに財務府（Caja Real）が置かれるまでは，このルートを経
て 5分の 1税未払いの不法な銀が大量に流出したようである。アリカ港はチンチャ港から送られ
てくる水銀の積み下ろし港としてもまた栄えた 30）。

（2）大陸間の交通
大陸間の交通路としては太平洋と大西洋を経由するものがある。
①太平洋沿岸から中米地峡大西洋沿岸までのルート 31）

ポトシの銀は当初は陸路でリマまで運ばれていたが，やがてアリカ港を経由する海路が採用さ
れるようになった。陸路よりも海路のほうが障害も少なく，またこちらの方が輸送費も安くなっ
た。アリカ港に送られたポトシの銀はフロータ（flota, 船）に積まれ，太平洋岸を北上しリマの外
港であるカヤオに届けられた。カヤオから北へはさらに海路でパナマに輸送された。そこからは
パナマ地峡を横断しカリブ海側にある港ポルトベリョ（Porto Bello/Portobelo, 現コロンの西方約
49キロの地点に位置した）〔1584年頃まではノンブレ・デ・ディオス（Nombre de Dios）。ノンブレ・
デ・ディオスはポルトベリョの東方に位置〕に運ばれた。そしてここから新大陸とスペインを結
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ぶフロータ船団（las naves de la flota）に積載されてスペインに輸送された。
②大西洋沿岸からのルート
16世紀半ばにフロータ船団とガレオン船（galeones）による輸送体制が築かれた。新大陸から

の商品は大西洋を渡ってセビーリャに運ばれた。今度はスペイン側からこの海路を逆に辿ってみ
よう。セビーリャから 2つの艦隊が新大陸に向けて派遣された。ガレオン船の艦隊は 8月に出発
し，その目的地はパナマ，アンティーリャス諸島（las islas de Antillas），カルタヘナ・デ・インディ
アス（Cartagena de Indias）であった。またフロータ艦隊は 4月に出発し，プエルトリコ，サン
トドミンゴ，キューバ，ベラクルス，ホンジュラス海岸を航行した。両艦隊はアメリカで冬を過
ごした。ハバナはスペインに帰る際の両者の合流点であった。航海中は護送船団が伴われ海賊と
か私掠に対し安全が保証された。護送船団によるフロータ船団保護の費用は高騰した。ポルトベ
リョがこの商業の拠点であった。冬になるとポルトベリョではヨーロッパ産品とアメリカ産品と
を交換するために定期市が開かれた。ポルトベリョから荷役用ラバに積まれた商品がパナマ地峡
を横断してパナマ市に運ばれ，そこで太平洋沿岸を南下する艦隊に積み込まれた。そしてペルー
のカヤオ港（あるいはアリカ港）へと輸送された 32）。
③ブエノスアイレスからスペインに至る大西洋ルート
1580年にフアン・デ・ガライ（Juan de Garay, 1528－1583年，バスク出身）によってブエノス

アイレスが開港されるにおよび，スペインとの明確な海上ルートが開かれたといえる。〔このこと
は 1580年にスペインがポルトガルを併合した（1640年まで）ことと関係が深いように思われる〕。
だがこのルートの整備は密貿易を煽る結果に繋がり，大量のポトシ銀がこのルートからヨーロッ
パへ不法に流れた 33）。スペインから新大陸へは，拙稿〔2011年（本稿の前編）〕の第 1表に端的
に示されているように，さまざまな品物（黒人奴隷を含む）が運ばれたが，帰りには銀やタバコ
を始め新大陸産の品を満載した船がスペインに戻ったのである。
最後になったが，ポトシ銀山の操業が開始された 16世紀はまだ探検の時代であった。未知の部
分がたくさんあった。例えば，ケチュア人やアイマラ人といっても，南アメリカ大陸に住んでい
た原住民全体からみれば，それは一部に過ぎなかった。チャルカスのアウディエンシア内に限っ
てみても，辺境はいたるところにあり，植民地支配を受けていない原住民の方が，植民地支配を
受けている人々よりも多いくらいであった。ポトシという中核の出現は人やモノの移動に拍車を
かけた。南アメリカ大陸南部において太平洋と大西洋間の交易ルートが繋がったのは 1580年代以
降になってのことである 34）。

本章では，ポトシ市の都市基盤の構築・整備，精錬部門の改革すなわち水銀アマルガム法の導
入とワンカベリカ水銀鉱山の開発，ワンカベリカ鉱山からの水銀供給体制の確立，精錬をめぐる
複合施設の建設〔利水を目的とする人造湖（人工湖）の建設，人工湖から精錬所まで水を引くた
めの水路の整備，精錬工場（精錬装置）の設立〕，労働部門の改革〔レドゥクシオン（原住民の集
住政策）の実施に続く貢納徴収体制の整備，ミタ制の再編成〕，ペルー副王領内の幹線道路はもと
より太平洋と大西洋の航行（沿海区域から遠洋区域まで）を含む交通網の整備について考察した。
これらのいずれをとってみても，フェリペ 2世によってペルーに送り込まれた副王トレドの関与
するところが大であったことがわかる。そうしてみると，ポトシの銀鉱業は私企業（もしくは私人）
とスペイン王権による官民混合事業であったということができる。
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結語

ポトシ銀山を中核とする市場経済は，新大陸はもとより世界全体に大きな影響をもたらした。
ポトシには世界中からありとあらゆる物資が集まってきた。太平洋沿岸およびラプラタ川方面経
由によるポトシへの物資の供給品は，遠大な輸送距離を介するものであり，ポトシ市場において
最大限の利益をあげることができる奢侈品や黒人奴隷であった。これに対して，ポトシ周辺部地
域から供給された物資は，大半が生活必需品であった。16世紀末から 17世紀初めにかけての，
銀生産が絶頂期にあったポトシには 12万人から 16万人もの人々が暮らしており，消費される物
資の規模も半端なものではなかった。例えば，ポトシ市場における食糧品の年間売上額（1603年）
を大きい方から順にみると，第 1位が小麦粉（164万ペソ），第 2位がチチャ酒（102万ペソ），第
3位がぶどう酒（50万ペソ），第 4位がコカの葉（36万ペソ）であり，これに，トウモロコシ（28

万ペソ），ジャガイモ（12万ペソ），チューニョ（12万ペソ），オカ（12万ペソ），果物（11万ペソ）
が続いた。
ポトシの銀鉱業は，私企業（もしくは私人）とスペイン王権による官民混合事業の典型である。
鉱山主は王権と協約を結び事業独占権を下付された。スペイン国王とその諮問委員会であるイン
ディアス枢機会議が上から命令を下す。これを受けて副王とアウディエンシアがペルー副王領の
統治にあたった。地方レベルで原住民を統治したのがコレヒドールである。〔征服時代から植民地
時代初期にかけては一般にエンコメンデーロ（エンコメンデーロはコレヒドールのように行政官
ではない。民間人であった）が原住民を支配した。〕コレヒドールは原住民共同体の首長であるカ
シケを介して原住民を統治する。原住民共同体はカシケと共同体成員よりなったが，両者の関係
は先スペイン期からの互恵的な伝統に基づいており，スペインによる支配体制とは質的に異なる
ものであった。しかし，とくにポトシ銀山のミタが植民地政府によって再編成され，富の獲得に
むけて私企業と王権が手を携えて疾走するのに伴い，カシケと共同体員の関係はこれまでにない
変容を強いられることになった。「出世する原住民富裕層」の台頭に対し，他方で「逃亡する原住
民フォラステーロ」の増加という構図は，原住民社会変容の端的な表れである。
ポトシ銀山とその巨大市場の出現は，俗権のみならず教権をも巻き込んでいく。司教や司祭（セ
クラール），各派修道会（修道院）や修道士（レグラール）にとっても無関係ではいられなかっ
た。またこのほかに，現ペルー南部からアルトペルーにかけての地域，リオ・デ・ラ・プラタな
どの各都市にできたカビルド（市参事会）やレヒドール（市参事会議員）にとってもポトシの影
響は決して小さくはなかった。民間人にとっても同様である。ポトシは，アメリカ大陸植民地の
あらゆる人々，それに外国人にも影響を及ぼした。植民地時代の歴史の底流には常にポトシが存
在していたのである。ポトシ産の銀の流出先としては，直接的には，拙稿〔2011年（本稿の前編）〕
の第 1表，第 2表に示されている内外からの物資の「供給地」35）が挙げられよう。

［補遺］混沌の時代を生きた人々
ここでは，ポトシに関わった人々についてみていく。すなわち，チャルカスやリオ・デ・ラ・プラタ

に足跡を残すことになった異色のスペイン人征服者フアン・オルティス・デ・サラテ，アフリカの地よ
りアンデスに到着して苦難の道を歩まざるをえなかった黒人たち，そしてスペイン人による抑圧，搾取
の中をたくましく生き抜いた原住民をめぐる。
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1．フアン・オルティス・デ・サラテ
フアン・オルティス・デ・サラテ（Juan Ortiz de Zarate, 1521－1576年，バスクの貴族家系の出身）は，チャ

ルカスのアウディエンシアの聴訴官（oidor）であったフアン・デ・マティエンソ（Juan de Matienzo, 

1510－1579年）とともに，16世紀に大西洋と太平洋とを結びつける仕事に尽力した。彼は鉱山主・農
場経営者・牧畜業者・商人であったが，その経済的基盤はとりわけポトシから得た富である。リオ・デ・
ラ・プラタの総督（adelantado o gobernador）として新天地の征服・植民地化をはかった。フアン・オ
ルティス・デ・サラテは 1521年にスペインのビスカヤ，オルドゥーニャ（Orduña）に生まれた。フラ
ンシスコ・ピサロ（Francisco Pizarro）を総指揮官とするペルー征服軍に加わる。1536年リマ市〔別名
「諸王の都（la ciudad de los reyes）」〕の建設（1535年 1月から開始されていた）に参加する。同年 5月
に発生したマンコ・インカ（Manco Inca）の反乱（1536－37年）に際しては，ゴンサーロ・ピサロ（Gonzalo 

Pizarro）とともにインカ軍と戦う。チャルカスと関わることになったきっかけは，エルナンド・ピサ
ロ（Hernando Pizarro）と共にコヤオの原住民反乱を鎮圧するため当地に赴いたことである。その後
ベニ川流域への遠征隊にも参加。ディエゴ・デ・ロハス（Diego de Rojas）やペドロ・デ・カンディア
（Pedro de Candia）に従いトゥクマン経由でラプラタ川方面に遠征し，2年間にわたってチリグアノ人
（los chiriguanos）36）と戦う。〔先スペイン期のリオ・デ・ラ・プラタでは原住民がインカ人による征服
を断固としてはねつけていた。スペイン人によるインカ征服後においてもこの地域の原住民は，スペイ
ン人征服者の侵入を頑強に拒絶していた。このことはチリ南部におけるマプーチェ人（los mapuches）
の抵抗の形態と類似している。〕この遠征によってオルティス・デ・サラテはその地域に魅了されるこ
ととなった。リマ市においてディエゴ・デ・アルマグロの遺子（Almagro, “el mozo”）が 1541年 6月に
フランシスコ・ピサロを襲撃・殺害した際，フランシスコ・ピサロの警護に尽力したことが伝えられて
いる。1544年には，14歳の甥フアン・デ・ガライ（将来 1580年にブエノスアイレス開港に務めるこ
とになった人物）をつれてペルー初代副王ブラスコ・ヌーニェス・デ・ベラ（Blasco Núñez de Vela, 在
位 1544－46年）の従者となる。これを契機にオルティス・デ・サラテは，征服者側から王権側に転向
したと考えられる。この頃からチュキサカに居住し，ポトシの銀の取引に従事する商人となる。と同時
に，コチャバンバやタリハのエスタンシア（牧畜用地）で家畜の飼育を始める。ゴンサーロ・ピサロ率
いるエンコメンデーロと副王率いる王党軍との戦いの際には，王党軍の側に身を投じ，ペドロ・デ・ラ・
ガスカ（Pedro de la Gasca, ペルーの統治者。リマのアウディエンシア議長。在位 1547－50年）の指揮
下で戦った。その後チュキサカ市の都市基盤の整備にあたる。やがてポトシ市の住人となる。ポトシに
おけるセバスティアン・デ・カスティーリャ（Sebastián de Castilla），エガス・デ・グスマン（Egas de 

Guzmán）による騒乱の間，王権側に味方して鎮静化に尽くす。征服者フランシスコ・エルナンデス・デ・
ヒロン（Francisco Hernández de Girón）の反乱の際にも王権側で戦う。1554年 5月のチュキンガの戦
い（la batalla de Chuquinga）では反乱軍に勝利するが，自身は負傷する 37）。
次に，所有した財産についてみてみよう。国王への貢献と忠誠が幸いしオルティス・デ・サラテはリ

マの副王宮廷において特権と縁故を手に入れる。まずラプラタ地域における財産としては，製粉所とオ
ブラヘ（毛織物と綿織物が製造された）のある農地（そこではアフリカ人奴隷が働いていた），雌牛の
群れるトクソパヤ（Tocsopaya）農場，4ヘクタールの広さを持つ 2つの土地，果樹や大麦の育つ土地，
カチマヨ農地（chacara Cachimayo, チュキサカから 25キロの地点カチ川流域に位置した），数軒の住居
などであった。次に彼のエンコミエンダについてみてみる。王権に対する貢献によりペドロ・デ・ラ・
ガスカは，トトラ（Totora），カランガス（Carangas）の原住民を彼に委託した。このエンコミエンダ
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からの年間収入は 2,000ペソであった。その後ヤンパラスやチャルカの原住民の委託を受ける。タリハ
においてもエンコミエンダを有した。タリハでは農場を所有しており，そこには膨大な数の家畜が飼育
されていた。ポトシ銀山において彼はラ・メンディエタ採掘坑やビバ鉱脈等に所有権を有す。最終的な
契約によって彼は国王の鉱山の運営をも任された。ポトシとポルコ両鉱山においてオルティス・デ・サ
ラテが 5分の 1税として王権に納めた額は 30万ペソ以上にのぼるといわれている。ポトシ市内ではラ・
メルセ修道院の向かいに複数の住居を持っていたほか，さらに 2軒の家屋と 2軒の商店を所有していた。
チュキサカのエンコメンデーロであった兄弟ロペ・デ・メンディエタ（Lope de Mendieta）の財産の永
代相続人となったほか，スペイン本国のセビーリャにおいても財産を有していた。オルティス・デ・サ
ラテは指折りの資産家であった 38）。
次にリオ・デ・ラ・プラタの総督兼カピタン・ヘネラル（capitán general, 軍司令官）就任にまつわ

る話を紹介する。
リオ・デ・ラ・プラタ（アスンシオン）では総督ドミンゴ・マルティネス・デ・イララ（Domingo 

Martínez de Irala）の死去によって権力争いが見込まれる事態が起きていた。リマのアウディエンシア
はアスンシオンのカビルドから，新総督の選出に力を貸して欲しいとの依頼の書簡を受け取った。ロ
ペ・ガルシア・デ・カストロ〔Lope García de Castro, リマのアウディエンシア議長（在位 1564－69年）。
副王不在のこの期間，ペルー副王代理を兼務〕は，オルティス・デ・サラテをリオ・デ・ラ・プラタの
総督に推薦する。だがサラテの総督就任には，インディアス枢機会議の承認が必要であった。そこで，
サラテはこの承認を受けるべくスペインへ行かなければならなくなった。その間アスンシオンは副責任
者フェリペ・デ・カセレス（lugarteniente Felipe de Cáceres）の指揮下におかれた。
インディアス枢機会議はオルティス・デ・サラテの総督就任を検討し，フェリペ 2世が総督就任を

認めた。スペインにおいてサラテはリオ・デ・ラ・プラタ総督就任の準備を始める。関係者や家畜を事
前にリオ・デ・ラ・プラタへ送り込むよう手配した。1572年 10月 17日サンルカル港よりラプラタ川
河口に向けて大西洋海路で帰国の途につく。ラプラタ川に到着した後，アスンシオンまでの行程も容易
ではなかった。当地の原住民であるチャルア人（charrúas）がサラテの一行を攻撃してきたからである。
アスンシオンにおける総督就任後もサラテは，マルティネス・デ・イララの後の長期に及ぶ総督不在期
に端を発した関係者の権力闘争に悩まされる。当地のエンコメンデーロとの対決も待ち構えていた。彼
の目指す改革案はなかなか軌道に乗らなかった。だがチュキサカとアスンシオン間に 2つの町が設立さ
れたほか，牛，羊，ヤギ，馬などの家畜類がチュキサカ方面からリオ・デ・ラ・プラタに運ばれ，当地
に牧畜業が根付いた。1576年 1月 26日アスンシオンにおいてサラテが死去すると，アスンシオンは再
び後継問題で紛糾する 39）。

2．黒人
ポトシ銀山における労働は当初からアルティプラノの山岳地帯に住む原住民成年男子が対象とされ

た。まず，ポトシ周辺部のエンコミエンダの労働力が動員されたことは既に述べた。ところが，鉱山で
は労働力が莫大な富を生むことが知られるにつれて，原住民以外の労働力にも注目がなされる。1554

年ごろからチャルカスの鉱山労働に黒人奴隷を動員してはどうかという考えが浮上してきた。インディ
アス枢機会議もこのことによって得られる収益に注目し始める。問題は奴隷獲得の費用とチャルカスま
での長距離に及ぶ輸送とその費用であった。安価な原住民の労働力と高価な黒人奴隷の労働力が比較さ
れた。しかし問題はほかにもあってそのことが議論された。つまり労働現場が 4,000メートル以上の高
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地にあり，そこは空気が薄くしかも寒冷であるという条件が待ち構えていることだった。まず何人かの
鉱山業者がそのことを確認した上で，黒人奴隷を実際に鉱山で労働させてみた。しかし，黒人労働者は
短期間の内に病気になり死んでしまった。「鉱山労働に従事した者はすべてこの土地から消え，ひとり
として残った者はいなかった」との記録が残されている。ポトシの鉱山労働に黒人は不向きだったこと
がよくわかる記録である。しかし以後もこの案件は王権側から何度か噴出する。そのつどチャルカスの
アウディエンシアはその考えを否定した 40）。
しかしチャルカスの東部や南東部に位置する農業部門には 16世紀半ばから黒人労働者が組み込まれ

ていった。そこは亜熱帯・温帯気候区であり，黒人の居住・労働環境からはそれほど外れていなかった
からである。1556年にペルー副王は征服者のひとりマルティン・デ・ロブレス（Martín de Robles）に
黒人の使用を促している。そして彼の農地では 7人の黒人奴隷が，またポトシとチュキサカにあった彼
の家でも同数の黒人奴隷が働いていた。コチャバンバの谷からはその温和な気候，肥沃な土壌のせいで，
ポトシ市場に小麦，トウモロコシ，野菜類が供給されていたが，1630年の記録では原住民の他に黒人
労働者の存在が記されている。16世紀末アルトペルーの農業部門では黒人の存在はごく普通のことで
あった。そして奴隷以外に自由人の黒人も多数存在していたのである 41）。
アルトペルーへの黒人奴隷の輸送経路は，16世紀末まではスペインの商業システムによって固定さ

れたルート，すなわちまず，イベリア半島やアフリカからノンブレ・デ・ディオスに運ばれ，そこから
パナマ地峡を横断し，パナマから太平洋を南下してカヤオ港もしくはアリカ港まで輸送された後，アル
ティプラノに至るというものだった。しかしトゥクマン市の建設と植民化，パラグアイのスペイン人の
チュキサカ到着，そして 1580年のブエノスアイレスの開港以後は，大西洋から直接アルトペルーの鉱
業地帯に至る輸送路へと転換する 42）。黒人の輸送にとってこのルートの採用には大きな利点があった。
黒人はセビーリャを経ずにアフリカ（現アンゴラとコンゴ）からまずブラジルに輸送された後，ブエノ
スアイレスを経て輸送されたため，輸送期間が短縮され，輸送の途中で死亡する奴隷の数が減ったから
である。しかしその後，王権によって再びパナマ経由の太平洋南下ルートの通行が義務づけられたこと
もあった。だがしかし，ブエノスアイレスからアルトペルーを結ぶルートが排除されることはなく，以
後も黒人は大抵このルートからアルトペルーに輸送された 43）。チャルカスのアウディエンシアが，ブ
ラジルからブエノスアイレス経由でトゥクマンに黒人奴隷を運ぶことを認可したこともある。これには
免税措置がとられた。また 16世紀末から 17世紀初めにかけてゴメス・レイネル（Gómez Reynel）と
王権との契約により年間に 3,500人の黒人奴隷が，セビーリャ，リスボン，アフリカからカナリア諸島
経由で新大陸に運ばれることになり，このうちブエノスアイレス港に運ばれたのは年間 600人であった。
1601年の記録ではこのうちの 50人がポトシに送られ，途中での奴隷の死亡率が 6％だったこと（この
死亡率は太平洋岸経由の輸送に比べて著しく低い），その代金として 1万 1,000ペソが支払われたこと
がわかっている 44）。〔奴隷貿易に従事していた商人の中にシモン・デ・アコスタ（Simón de Acosta, ポ
ルトガル人）がいた。ポトシに邸宅を持っており，ポトシ総督ディエゴ・デ・ゴンゴラ（gobernador 

Diego de Góngora）の仲間として知られ，ブエノスアイレス，トゥクマン，リマに親戚を配置し合法，
非合法を問わず手広く商業を営んでいた。また 1619年から 1622年にかけて 3人のポトシ市長（alcalde）
が副次的な仕事として奴隷貿易に関与していたこともわかっている〕45）。1603年にポトシではおよそ
6,000人の黒人がいたが，彼らは都市部では手工芸品づくりや靴職人，家内労働者として，またチャル
カスの東部や東南部では農業労働者として働いた 46）。
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3．原住民
原住民共同体はカシケと共同体成員よりなったが，両者の関係は先スペイン期以来の互恵的な伝統に

基づいており，スペインによる支配体制とは質的に異なるものであった。しかし，ポトシ銀山のミタ（賦
役）が植民地政府によって再編成され，富の獲得にむけて私企業と王権が手を携えて疾走するのに伴い，
ポトシ周辺部の原住民社会はこれまでにない変容を強いられることになった。政治的経済的に力を蓄え
た権力者があらわれる反面，昔から共同体を統率してきた権力者がこの時期になって表舞台から消える
といった事態が起きた。共同体を離脱する者の姿も目撃されるようになった。
ポトシ周辺部の原住民が経済力を身につけるうえで，一番よい方法はポトシ銀山に投資し銀の生

産に参加することであった。1583年の記録からチュクィート地方のカシケ・プリンシパル（cacique 

principal, 大首長）のクシ（Cusi）がポトシのディエゴ・プーマ鉱脈（Veta de Diego Puma）に投資して
いたことがわかる。当時，チュクィート地方のカシケや原住民がポトシ銀山に投資を行い鉱業に参加す
るという方式がよく見られた。例えば，ポマタの原住民であるディエゴ・アコ（Diego Aco）は，1583

年にポトシ銀山の 2つの鉱脈に投資していたし，同じくポマタの原住民ディエゴ・グゥアカ（Diego 

Guaca）やユングヨの原住民ドミンゴ・キンタ（Domingo Quinta）もまたポトシ銀山に投資していた。
またポトシ市場に積極的に参入し大規模な商業や輸送業を営むことによって蓄財をはかる原住民も現
れた。例えば，先にも名前の上がったポマタのアナンサヤのカシケ，ディエゴ・チャンビーリャのケー
スである。チャンビーリャはポトシ市場においてアヒやぶどう酒，チューニョ，リャマの毛で作った衣
類（ropa de awasca, 原住民が使用）などを大量に商った。彼はまたリャマの飼育用に 15から 20ものエ
スタンシア（牧畜用地）を所有・運営しており，それは莫大な富をもたらした。またアンデス山脈西斜
面から太平洋沿岸部にいたる場所に「飛び地」を運用し，そこからの産物をシエラの都市に運び販売し
た。ロクンバ渓谷（el valle de Locumba）においてはブドウ収穫用の農地を，またサマ渓谷（el valle de 

Sama）ではアヒの育つ農地を所有・運営していた（こうした農地からの収益は 5万ペソから 6万ペソ
に達したと言われている）。こうした地所の所有・運用はティティカカ湖から太平洋海岸，アンデス東
部斜面に点在する「生態学的列島（el archipiélago ecológico）」の観念に基づく。産物はとくにポトシ
に運ばれた。ディエゴ・チャンビーリャはポトシにおいて息子のフェルナンドとともに大規模な商業を
営み，大金を懐に収めたのである 47）。こうした原住民富裕者の台頭は，なにもチュクィート地方だけ
に限ったことではない。ラパス近郊ヘスス・デ・マチャカ（Jesús de Machaca）のカシケ，ガブリエル・
フェルナンド・グアラチェ（Gabriel Fernándo Guarache）やカラマルカ（Calamarca）のカシケ，ペドロ・
チパナ（Pedro Chipana）らの事例 48）にもみられるようにアルティプラノの各地で起きていた現象だっ
たのである。
一方，先スペイン期からこの地方（昔は「ルパカ王国」と呼ばれた）に君臨してきた 2人のカシケ・

プリンシパル（大首長）の「カリ（Cari）」と「クシ」49）は，1577年から 1618年のころになると社会
的威信をすっかり喪失していて昔日の面影はなかった（1567年のガルシ・ディエスによる巡察時点で
さえ，両者はチュクィート一村のカシケにすぎなくなっており，先スペイン期に比べると，権力の著
しい低下が見られた）。1620年になると，クシの末裔であるフアン・クシ（Juan Cusi）はもはやカシケ
ではなくなっていた 50）。世代交代が進む中でかつての社会的上位者が下位者に転落するという状況は，
17世紀初めにはもう珍しいことではなくなっていた。またその一方で，「逃亡する原住民フォラステー
ロ」が続出する。ポトシのミタに対する抵抗の形態であった 51）。
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注

１）本研究は前編と後編からなる。今号（後編）では「II章・補遺・結語・参考文献」を掲載する。「はじめに・
I章」は前号（前編）に掲載している。

２）Thierry Saignes, Pierre Morlon, “Del archipiélago étnico al minifundio.” en Comprender la agricultura 

campesina en los Andes Centrales, Perú y Bolivia por Pierre Morlon（compilador y coordinador）（Lima: 

IFEA y CBC, 1996）, p.140./ スペインによるアルトペルーの征服，植民地支配体制の構築については，
拙編著『ボリビアを知るための 68章』（明石書店，2006年）210－220頁参照。

３）フランシスコ・デ・トレドについての詳細は，José María González Ochoa, Quién es quién en la América 

del descubrimiento（1492－1600）（Madrid: Acento Editorial, 2003）, pp.390－392.参照。
４）José de Mesa, Teresa Gisbert, Carlos D.Mesa Gisbert, Historia de Bolivia（Quinta edición actualizada y 

aumentada）（La Paz: Editorial Gisbert y Cia S.A., 2003）, pp.120－121.

５）Juan Marchena Fernández “Alabanza de corte y menosprecio de aldea. La ciudad y Cerro Rico de Potosí.” 
en Potosí plata para Europa, por compilador de Juan Marchena Fernández（Sevilla: Universidad de 

Sevilla, Fundación El Monte, 2000）, pp.56－57, p.59./ Laura Escobari de Querejazu, Cacique, yanaconas y 

extravagantes, la sociedad colonial en Charcas s.XVI-XVIII（La Paz: Plural editores/ Embajada de España 

en Bolivia, 2001）, pp.64－69.

６）Consuelo Varela, “El magnetismo de Potosí. la Babilonia Americana.” en Potosí plata para Europa por Juan 

Marchena Fernández（compilador）（Sevilla: Universidad de Sevilla, Fundación El Monte,2000）, p.183.

７）Mariano Baptista Gumucio（Selección, Prólogo y Notas）, El mundo desde Potosí, vida y reflexiones de 

Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela（1677－1736）（Santander: Banco Santa Cruz, Grupo Santander 

Central Hispano, 2000）, p.21./ ホセ・デ・アコスタ（増田義郎訳）『新大陸自然文化史』上，岩波書店，
1966年）245－346頁 / 拙編著（2006年），225頁。ルイス・カポーチェ（Luis Capoche）は，1570年
以前には 6,500基のワイラスがあったと述べている。

８）  ポトシ銀山ではいずれの鉱脈においても，地下に掘り進むにつれて鉱質が低下を辿った。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）12頁。

９）Juan Carlos Garavaglia, “Plata para el rey. Tecnología y producción en el Potosí colonial.” en Potosí plata 

para Europa, por compilador de Juan Marchena Fernández（Sevilla: Universidad de Sevilla, Fundación El 

Monte, 2000）, pp.128－129. 水銀アマルガム法が導入されてから 10年後には，ワイラスの大半が破棄さ
れた。

10）ワンカベリカ水銀鉱床の一部は先スペイン期から採掘されていた。辰砂（硫化第二水銀，赤色硫化水銀）
を得るためであった。辰砂は，戦士の身体に塗られたり，またインカ王妃を始めとする高貴な女性の
ための顔料・化粧品として，また性病の治療薬として使用された。

11）これは，1572年副王トレドによるポトシ巡察の際にペドロ・フェルナンデス・デ・ベラスコ（Pedro 

Fernández de Velasco）によって行われた。Lewis Hanke, Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela’s History of 

Potosí（Providence: Brown University Press, 1965）, p.31./ アコスタ，前掲書，250－357頁。/ Modesto 

Bargalló, La amalgamación de los minerales de Plata en Hispanoamérica colonial（México, D.F.: Companía 

Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, 1969）, pp.166－172.

12）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，23－30頁。

13）同上拙稿（2006年），28－29頁。
14）Marchena Fernández, “Alabanza de corte …”, p.29./ その他，Catherine J. Julien, “Las lagunas de Potosí 
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en tiempo de don Pedro de Lodeña; documentos del Archivo de Indias.” Historia y Cultura, Vol.24, pp.13－
22.参照。水銀アマルガム法導入後，精錬所の鉱石粉砕機（水力式）を動かす動力源である水を大量に
供給する目的で，多くの人工湖（ダム）がつくられた。これらの人工湖と精錬所は水路で結ばれた。

15）  ポトシ市の西方に位置するタラパヤには有名な人工湖タラパヤ（la famosa laguna de Tarapaya）が築かれ，
その水は鉱石粉砕のための甚大なエネルギー供給源となった（付録 1参照）。人工湖タラパヤの様子は，
歴史家アルサンス・デ・オルスーア・イ・ベラ（Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela）によって描かれ
ている。また温暖なタラパヤの谷にはトウモロコシ，ジャガイモ，野菜が育ち，そこは保養地でもあっ
た。Hanke, op.cit., pp.26－27.参照。

16）Marchena Fernández, “Alabanza de corte …”, p.33, p.37./ その他，Laura Escobari de Querejazu, “Ingenios 

e inventos, el beneficio del mineral de plata en Potosí, Bolivia, siglo XVI.” Historia y Cultura, Vol.25, 1999, 

pp.33－46.参照。
17）1545～ 1738年におけるポトシのコレヒドールの一覧がグンナル・メンドーサによって示されてい

る。Gunnar Mendoza, “Lista preliminar de gobernadores de Potosí, 1545－1740.” en Historia de la Villa 

Imperial de Potosí（edit. Por Gunnar Mendoza y Lewis Hanke, 3 vol.）（Providence: Brown University 

Press, 1965）, pp.479－487.

18）Marchena Fernández, “Alabanza de corte …”, p.37.

19）Ibid., p.44. 1545年から 1549年までにかけて多くのエンコメンデーロが配下の原住民をポトシに送り込
んだけれども，それはやがて当局によって禁止された。ポトシ鉱山を調査する任務を帯びて，ポーロ・デ・
オンデガルドがペドロ・デ・ラ・ガスカによって現地に派遣された。初代コレヒドールとなる（任期
は 1545－49年）。1545年から 1561年までのポトシのコレヒドールについては，José A. Fuertes López, 

“1545－1561: el asiento minero de Potosí.” CASA DE MONEDA, Año2, No.2, enero, 2000, p.49.に詳しい。
1550年にポトシで労働していたエンコミエンダからの原住民労働者 5,000人の実態が報告されている。
130人以上のエンコメンデーロが配下の原住民をポトシに送り込んでおり，原住民の大半が家族と共に
ポトシに居住していたという。

20）16世紀後半のこの時点では，コレヒドールによる支配体制（コレヒミエント）が成立していなかった
地域も多く存在しており，その場合は，アウディエンシアの聴訴官の指示のもとでカシケがミタの手
配をしたものと考えられる。

21）カシケ（los curaca o mallku andinos）は植民地支配体制に組み込まれると，共同体原住民の統治者
（gobernantes）に変わった。商品を交換したり入手するために市場に出入りするようになった。貢
納を徴収し，カピタン・ヘネラル・デ・ラ・ミタとしてポトシのミタ徴集にたずさわった。Roberto 

Choque Canqui, “Los caciques aymaras y el comercio en el Alto Perú.” en La participación indígena en los 

mercados surandinos, estrategias y reproducción social siglos XVI a XX, por compiladores de Olivia Harris, 

Brooke Larson, Enrique Tandeter（La Paz: CERES/SSRC, 1987）, pp.357－358.

22）拙著（1995年），15－16頁。
23）ルイス・カポーチェは 16世紀ポトシの鉱山主であり，ポトシにおける銀山の採掘契約や帝国都市ポト

シの記録を残した最初のクロニスタ（年代記作者）。ルイス・カポーチェは 1585年にこれを書く。こ
のとき彼は 38歳であった。1613年まで生存。副王エルナンド・デ・トーレス・イ・ポルトゥガル，
ビリャル伯（Hernando de Torres y Portugal, conde de Villar, 在位 1585－90年）にあててなされたこ
の報告は，ポトシの最初の 40年間の状況を知る上で重要である。これを読むと，鉱山主（鉱山業者）
の詳細な一覧や原住民ミタ労働者の状態，採掘技術や精錬所の仕事，銀の圧延，人工湖の建設，興
奮に満ちた町の生活などが見て取れる。Luis Capoche, “Relación general del asiento y villa imperial de 

Potosí（introducción de Lewis Hanke）.” en Biblioteca de Autores Españoles（B.A.E.）, tomo CXXII（Madrid, 

1959）.
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24）Jeffrey A. Cole, The Potosi Mita 1573－1700, Compulsory Indian Labor in the Andes（Stanford: Stanford 

University Press, 1985）./ Thierry Saignes, “Ayllus, mercado y coacción colonial: el reto de las migraciones 

internas en Charcas（siglo XVII）.” La participación indígena en los mercados surandinos estrategias y 

reproducción social siglos XVI a XX, Olivia Harris, Brooke Larson, Enrique Tandeter（compiladores）（La 

Paz: Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, 1987）.
25）拙著（1995年），17頁。/ Thierry Saignes, op.cit., pp.148－154.プロビンシア（「地方」）設置の実質的

な開始は 1565年〔ロペ・ガルシア・デ・カストロの統治期（1564－69年）〕であり，1585年時点でプ
ロビンシアはまだ形成途上にあったと考えねばならない。1585年時のミタ徴集をめぐるカポーチェの
記録には，地域（地方）名の箇所に民族名が併記されていたり，あるいは民族名だけのものも多い。
もしくはインカ時代の地域名がそのまま使われている（「コンデスーヨス」の例）。「チュクィート地方」
のように，はじめからエンコミエンダ制が導入されなかった地域では，例外的にかなり早い時点〔第
3代副王カニェーテ侯の統治期（1556－59年）〕でプロビンシア（地方）が形成された。

26）チュクィート地方の歴代のカピタン・ヘネラル・デ・ラ・ミタとしては，フアン・バウティスタ・ビルカ・
アパサ（Juan Bautista Vilca Apaza，在位 1593－96年），ペドロ・クティーパ（Pedro Cutipa，在位
1596年以降）が知られる。Luis Miguel Glave, “Trajines, abastecimiento y mercado: Potosí, siglos XVI-

XVII.” en Potosí plata para Europa, por compilador de Juan Marchena Fernández（Sevilla: Universidad de 

Sevilla, Fundación El Monte, 2000）, p.170.
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　タラパヤ湖はポトシの町から数キロの場所にある。温泉があった（ある）ことで知られる。1軒のタンボ（宿
泊所）と数軒の風呂屋が，ポトシの最も知られた保養施設の一つであった。その近くをラ・リベラ川が流れる。
そこに排水がなされた。
　図内の説明：1宿泊所，2温泉のあるさまざまな施設に流れる別の湯，3第 1水門，4第 2水門，5ドン・ラファ
エルの石，6ルラード，7残存物から出る排水溝，8ポトシから来る道，9タラパヤ教区に行く道，10ポトシ
の精錬所のラ・リベラからの川。ラプラタ川支流の一つ，11タラパヤ谷の教区と村，12ポトシからの道。ミ
ラフローレスの保養地に至る。
出所：  Juan Marchena Fernández, “Alabanza de corte y menosprecio de aldea. La ciudad y Cerro Rico de 

Potosí.” Juan Marchena Fernández（compilador）, Potosí plata para Europa（Sevilla: Universidad de 

Sevilla, Fundación El Monte, 2000）, p.32.

付録 1　タラパヤ湖
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　アルサンスによって描かれた精錬所における仕事の図解。左上部分には精錬機械が見える。ラ・リベラ川
は精錬所の厚い塀に沿って流れている。鉱石を粉砕する石割り用ハンマーが際だっている。もう一つの水路
からの水が水槽を洗う。アマルガムの漏斗形の網をもつパティオは空間の大部分を占める。別の仕切りでは
ほかの仕事が行われている。また炉や低い小屋が見える。礼拝堂や倉庫，山からの鉱石を積んだリャマの群
れが出入りする門なども配置されている。
　図内の説明：1水源の装置，2鉱石精錬用の銅，塩，リャマの糞，石灰などを保存する場所，3鉱石の箱を
洗う大きな水槽，4箱の鉱石を精錬するための装置のある小屋，5銀塊を攪拌する小屋，6精錬のために鉱石
を攪拌する炉，7ミサを行う礼拝堂，8銀と水銀の貯蔵所，9湿った鉱石を取り出す場所，10正門，11原住
民が鉱石の箱を掃除する場所，12トポとよばれる測定の場所，13漏斗形の網 /精錬のために箱が準備される，
14精錬所所有主の館，15別の漏斗形の網 /そこでは原住民が足で鉱石を清掃する，16鉱石を篩にかける金網，
17石割り用ハンマーが鉱石を碾くさいの石 /モルテロ（mortero, 臼）とよばれる，18モルテロ，19鉱石置き
場，20山から下ろしてきた鉱石を保管する倉庫
出所：  Juan Marchena Fernández, “Alabanza de corte y menosprecio de aldea. La ciudad y Cerro Rico de 

Potosí.” Juan Marchena Fernández（compilador）, Potosí plata para Europa（Sevilla: Universidad de 

Sevilla, Fundación El Monte, 2000）, p.35.

付録 2　精錬装置の構造の一例
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〈論　　文〉
O surgimento do governo do Partido dos Trabalhadores e a 

evolução da democracia no Brasil

Ikunori Sumida

要　　旨
民主主義を反映した，ルイス・イナーシオ・ルラ・ダ・シルヴァ（Luiz Inácio Lula 

da Silva 1945年生，以下，ルラと略す）政権が 2003年に誕生した。しかし 20世紀の
1980年代すでに，法制度の面において民主主義に有利な改革が実現していた。すなわ
ち軍政の権威主義に代わるものとして，1969年憲法の立憲体制に大幅な変更をなした，
民主主義的新憲法が，1988年に公布されていた。このように，制度上は社会格差の是
正や社会正義の獲得に配慮した仕組みが完成するものの，実際の運用においてはエリー
ト重視の状況が続いた。この点において，格差是正を目指したルラ政権誕生の展開を
評価しうるのである。本稿では，I．新指導者ルラ PTと諸政党の系譜，Ⅱ．大統領選
挙とルラのカリスマ性，Ⅲ．2010年大統領選挙の地域性の順に，新指導者ルラに注目
して，労働者党（PT）政権誕生とブラジルの民主主義の展開について論じた。ルラの
政治姿勢の特徴は以下の諸点に要約できる。まず第 1に，政治の専門家の助言をよく
聞く。ルラ大統領の前大統領特別補佐官のクシンスキや外交問題担当のガルシア，報
道官であったシンジェルが異口同音にこれを挙げている。第 2には，卓越したコミュ
ニケーション能力の持ち主であること。これは，過去に例のない政治家ルラの特別な
経歴によるところが大きい。3つ目は，仲介者としての能力に優れている点である。
上記の 1と 2にも関連しているが，国内外において立場を異にするグループ間の調整
役としての実績である。顕著な例は金属労組委員長としての体験である。4つ目は，
選挙運動におけるマーケティングの有利さが幸いしたこと。ITとテレビに支えられた
広報の勝利であったとも形容できる。第 5は，「社会正義」や「格差是正」に道を開い
たこと。これを後続の政治家が実現することが期待されている。第 6は世界に対して，
先進「中心」諸国ではなく，新興「周辺」諸国を重視し，ブラジルが後者の債務国で
はなく，債権国として協力する，という姿勢を強調したこと。最後に，ルラは北東部
住民に対してはポピュリストとしての性格を指摘できるが，ブラジル国民全体に対し
ては，過去の政治家のヴァルガスの内陸部開発志向の「ブラジリダーデ」やクビシェッ
キの「開発優先主義」を感じることができる点である。政治家ルラの歴史的評価を行
うには時期尚早であるが，ルラの PT政権を継承したディルマは 2011年 4月の中国訪
問し，BRICs首脳会談において，貧困や格差と闘う新興国ブラジルの現状をアピール
したように，「ルラが開いた道」を着実に歩もうとしている。1988年憲法において理
念上は民主主義の体制が整い，選挙制度の定着によって国民の信頼も確保され，資源

キーワード
Partido dos Trabalhadores（労働者党），democracia（民主主義），novo líder Lula

（新指導者ルラ），carisma（カリスマ性），eleições presidenciais（大統領選挙），
diferença（格差）
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Introdução

A presidente Dilma Rousseff (doravante denominada Dilma, nascida em 1947), que 

sucedeu o governo do Partido dos Trabalhadores (doravante denominado PT), depois de 

Luiz Inácio Lula da Silva (doravante denominado Lula, nascido em 1945), em janeiro de 

2011, desembarcou em Pequim na manhã do dia 11 de abril do mesmo ano e, no dia 12, foi 

recepcionada pelo Presidente da China, Hu Jintao. Já no dia 15, discursou na 3ª Reunião 

de Líderes do BRICs
 1）

, realizada em Sanya, na China. Relatou a situação atual do Brasil, 

um país emergente que luta contra a pobreza, e mostrou ao mundo que existe uma relação 

estreita entre o Brasil e a China, países que apresentam um crescimento acelerado.

Há exato meio século, em 13 de agosto de 1961
 2）

, o então vice-presidente João Goulart 

(conhecido como Jango, doravante denominado Goulart, nascido em 1918 e falecido em 

1976, filiado ao Partido Trabalhista Brasileiro, doravante denominado PTB) do governo 

de Jânio Quadros (doravante denominado Quadros, nascido em 1917 e falecido em 1992), 

visitou a China, foi recepcionado pelo premier Zhou Enlai e pelo presidente Liu Shaoqi, 

e, na ocasião, pronunciou um discurso que proclamava a amizade entre as duas nações. 

Um ano antes, em 1960, Goulart havia visitado a União Soviética como vice-presidente do 

governo de Juscelino Kubitschek (doravante denominado Kubitschek, nascido em 1902 e 

falecido em 1976), quando demonstrou enfaticamente a importância que atribuía à relação 

diplomática com o bloco comunista, que se encontrava sob égide da estrutura da guerra 

fria, instalada logo após a revolução cubana. Isto faz lembrar o multilateralismo (Horisaka, 

2011, p. 118 a 125) atual do Brasil, do governo do PT. Mas na época, pouco antes do 

retorno do vice-presidente Goulart da China, o presidente Quadros renunciou, e sob 

pressão dos EUA, essa situação culminou no nascimento do governo militar em 1964. Ou 

seja, embora há meio século tal política tenha se resumido em fracasso, hoje, no século 21, 

a situação mundial sofreu grandes mudanças: a postura do multilateralismo, que considera 

igualmente importante tanto a relação com a China como a com os EUA, é bem sucedida.

Deste modo, a aproximação com o bloco comunista já havia sido feita no passado por 

um vice-presidente pertencente ao PTB, e na postura multilateral democrática do governo 

Lula do PT, pode-se observar a tradição da política externa multilateral do passado, e neste 

sentido, há uma clara consciência de sua continuidade. Ao mesmo tempo, no intervalo 

de meio século, os países emergentes ganharam força e houve uma grande alteração no 

cenário mundial. Ainda, neste período, não havia aparecido a figura do Lula, filho de uma 

família de agricultores pobres, e nem do PT, que mobilizou o povo, e é justamente neste 

ponto que se pode identificar a importância de se estudar o Lula e o PT.

を活用した経済発展も着実に国民生活の向上に繋がり始めている。これからは，いか
に実効的に民主的な資源大国の道を歩むのか，ルラ以後の新しい指導者にその手腕が
問われている。
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Quanto à situação política da época, do ponto de vista democrático, em março de 1964, 

ocorreu o golpe de estado imposto pelos militares, e o governo nacionalista esquerdista 

de Goulart foi derrubado, surgindo, assim, um governo autoritário que priorizava o 

desenvolvimento da nação. O governo militar pró-americano e anticomunista permaneceu 

por um período de 21 anos. Tratava-se de um governo liderado pelo exército, sendo 

todos os seus presidentes militares, foi um período marcado pelo lado obscuro, como 

supressão dos direitos humanos entre outros casos. O general Humberto de Alencar  

Castello Branco (doravante denominado Branco, nascido em 1897 e falecido em 1967), 

que comandou o golpe de estado em abril de 1964, tomou posse da presidência. Através da 

promulgação do Ato Institucional Nº 2 em 1965, reestruturou o sistema político partidário 

do Brasil, com dissolução dos partidos políticos existentes e a criação de dois grandes 

partidos: o partido governamental Aliança Renovadora Nacional (doravante denominado 

ARENA) e o par tido de oposição Movimento Democrático Brasileiro (doravante 

denominado MDB). Em 1967, quando Arthur da Costa e Silva (doravante denominado 

Silva, nascido em 1902 e falecido em 1969) tomou posse da Presidência, entrou em vigor 

a nova Constituição preparada por Branco, mas em 1968 o presidente Silva publicou 

oficialmente o Ato Institucional Nº 5 e aprovou o poder supremo extraordinário do 

presidente que não estava previsto na Constituição de 1967 (Sumida, 2000, p. 204 e 205).

No governo Lula, que adentrou no século 21, já vigorava, desde a década de 1980, no 

século 20, a reforma do sistema legislativo para favorecer a democracia. Ou seja, em 1988 

foi promulgada a nova Constituição de cunho democrático, com grandes alterações no 

sistema constitucional da Constituição de 1969, substituindo o autoritarismo do governo 

militar (Yatani, 1991, p. 14 a 38). Deste modo, em termos de sistema, foi instituído um 

mecanismo que leva em conta a correção das diferenças sociais e a conquista da justiça 

social, mas em termos práticos, o elitismo ainda continuou sendo priorizado e, neste 

sentido, o que chama a atenção no governo Lula, é a busca pela diminuição dessas 

diferenças.

Levando em conta o ponto de vista acima, aprofundei a pesquisa entrevistando 

personalidades importantes do governo, Lula diretamente no Brasil, com o objetivo de 

concluir a pesquisa sobre a trajetória do governo do PT e a evolução da penetração do 

neoliberalismo no Brasil.

Inicialmente, dos dias 7 a 28 de agosto de 2009, estive em São Paulo, Brasília e Rio de 

Janeiro e realizei uma pesquisa baseada em entrevistas sobre o tema: “Brasil, a composição 

do partido do governo Lula e dos partidos de oposição ̶ sobretudo a evolução das forças 

políticas em torno do PT”. Na Universidade de São Paulo, encontrei o professor Bernardo 

Kucinski (doravante denominado Kucinski, nascido em 1937), assessor especial do ex-

presidente Lula; em Brasília, obtive uma entrevista com o assessor especial da Presidência 

da República para Assuntos Internacionais Marco Aurélio Garcia (doravante denominado 

Garcia, nascido em 1941).
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Em 2010, ano das eleições presidenciais, visitei o município de São Bernardo do 

Campo, na região do ABC Paulista, e a Central Única dos Trabalhadores (doravante 

denominada CUT: Sindicado unificado central, sede unificada dos trabalhadores), locais 

que foram a base das atividades do movimento operário. Assim, estudei o cenário das 

atividades políticas de Lula desenvolvidas no passado.

No dia 04 de agosto de 2011 estive no gabinete de estudos da Universidade de 

São Paulo, onde entrevistei o atual professor da USP André Vítor Singer (doravante 

denominado Singer, nascido em 1958), ex-porta-voz da Presidência da República do 

governo Lula que disputou as eleições presidenciais de 2010. Perguntei a sua opinião 

sobre a doutrina Lula do PT e sobre a plataforma deste partido com relação ao pós-

neoliberalismo. Além disso, no dia 8 de agosto de 2011, entrevistei o ex-presidente da 

República Fernando Henrique Cardoso (doravante denominado Cardoso, nascido em 

1931), político filiado ao partido de oposição, Partido da Social Democracia Brasileira 

(doravante denominado PSDB), criador da oportunidade que tornou viável a prática de 

justiça social dentro da política brasileira. Perguntei-lhe sobre o seu parecer acerca da 

penetração do neoliberalismo no Brasil e ações afirmativas.

Com base nesses dados, gostaria de realizar um apanhado sobre o nascimento do 

governo do Partido dos Trabalhadores e a evolução da democracia no Brasil.

I. O novo líder Lula do PT e a genealogia dos partidos políticos

A vitória de Lula, presidente de honra do PT e filho de lavradores pobres da região 

Nordeste, nas eleições presidenciais de outubro de 2002, foi a prova de que o povo 

brasileiro estava em busca de uma mudança. Após a Segunda Guerra Mundial, Getúlio 

Dornelles Vargas (doravante denominado Vargas, nascido em 1882 e falecido em 1954) se 

candidatou às eleições pelo PTB e foi eleito, mas o governo de Lula foi o primeiro de um 

partido que ergueu a bandeira dos “trabalhadores”.
O Brasil é um país de sistema presidencialista. A Constituição de 1988, que consagrou 

a democracia, sofreu uma revisão na ocasião do governo Cardoso em 1997, nove anos 

após a sua promulgação. Tornou-se possível a reeleição do Presidente da República por 

mais um período, e o mandato foi diminuído de 5 para 4 anos. Devido a isso, em janeiro 

de 1999, o presidente Cardoso tomou posse de seu segundo mandato, que se encerrou no 

fim de 2002. Lula perdeu as duas eleições disputadas contra Cardoso, mas em 2002 venceu 

José Serra (doravante denominado Serra, nascido em 1942), filiado ao PSDB, o mesmo 

de Cardoso. Além disso, em 2006 foi reeleito. Em 2010, obedecendo à determinação da 

Constituição, não tentou uma revisão desta para conseguir o terceiro mandato, e conduziu 

a vitória da Dilma do PT.

Lula tem uma habilidade excepcional de comunicação e tem uma experiência de vida 

de extrema pobreza, algo sem precedentes nos Presidentes que se sucederam ao longo 
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da história (segundo entrevista com Singer, 04/08/2011, na USP), e ele exerce sobre o 

povo um fascínio cativante. O PT do presidente Lula completou seus 30 anos de fundação 

em 10 de fevereiro de 2010. O general Ernesto Geisel (nascido em 1907 e falecido em 

1996) assumiu a Presidência da República em 1974 sob o regime militar e iniciou o 

processo de abertura política, que alcançou maiores dimensões através do seu sucessor, 

o general João Figueiredo (nascido em 1918 e falecido em 1999). Em 1979, foi aprovada 

a nova lei que admite a formação de partidos políticos, e dentre os dois grandes partidos 

existentes durante o governo militar, o partido governamental ARENA transformou-se no 

Partido Democrático Social (PDS), e o partido de oposição MDB tornou-se o Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). Naquela época, Lula, o líder do sindicato dos 

metalúrgicos de São Bernardo do Campo da região do ABC paulista, fundou o PT tendo 

como base as forças socialistas que se opunham ao Partido Comunista Brasileiro (PCB) 

e ao Partido Comunista do Brasil (PC do B), além de contar com bases também na Igreja 

Católica e na classe média.

Além disso, renasceram também o Partido Democrático Trabalhista (doravante 

denominado PDT) e o PTB da época do segundo governo Vargas. Tendo como cenário 

o desdobramento da política que caminhava para uma época de transferência para o 

governo civil, o sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo, revoltado contra 

a manipulação da taxa de elevação do custo de vida por parte do governo, iniciou um 

movimento trabalhista reivindicando revisões salariais. Em 1978 e 1979, o movimento 

evoluiu para greves em grandes proporções, com a participação de milhares de pessoas, e 

o presidente do sindicato dos metalúrgicos, Lula, foi consolidando a posição de liderança. 

A peculiaridade deste movimento trabalhista da região do ABC paulista estava no fato de 

ser relativamente independente da nação, ter uma taxa de sindicalização alta e ser livre da 

influência dos partidos comunistas (PCB e PC do B), cujos líderes eram tradicionalmente 

esquerdistas. O movimento operário iniciado por Lula na região do ABC paulista, hoje, 

está despontando para uma nova fase de evolução, diante do aumento do papel econômico 

e político do Brasil no palco do cenário mundial. A época em que o movimento se limitava 

apenas a greves e reivindicações de aumento salarial chegou ao fim, a negociação entre o 

capital e o trabalho requer forma e método que sejam mais eficientes. O que se necessita 

de maior preparação é a garantia dos direitos da camada pobre da população, como os 

moradores de favelas das capitais e os agricultores sem terra das regiões agrícolas.

Há 31 anos, em agosto de 1981, foi realizada a 1ª Conferência Nacional das Classes 

Trabalhadoras (CONCLAT), reunindo diversos representantes de movimentos operários e 

movimentos populares que lutavam contra o governo militar. Posteriormente, em 1983 foi 

fundada a CUT que priorizava o movimento operário da região do ABC paulista do PT, e em 

1986 foi fundada a Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT. Aliança geral do trabalho, 

central geral dos trabalhadores), sob a iniciativa dos dois partidos comunistas (PCB e 

PC do B) e do sindicato dos metalúrgicos de São Paulo. Estes dois novos órgãos criados 
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passaram a disputar o poder como central nacional dos sindicatos dos trabalhadores. 

Depois disso, em 1991 foi criada a Força Sindical (FS) sendo o presidente originário 

do sindicado dos metalúrgicos de São Paulo, e em 2007 foi criada a União Geral dos 

Trabalhadores (UGT) a partir da CGT, mas dentre todos estes, é a CUT quem desenvolve 

os movimentos mais ativamente
 3）

. De qualquer forma, em 1985 chegou ao fim o regime 

de ditadura militar que durou 21 anos, e iniciou-se um governo democrático através das 

eleições indiretas. Mas diante dessas eleições, em 1983, o PT realizou um movimento 

levantando a questão de priorizar a eleição direta para a Presidência da República, e em 

janeiro de 1984, conseguiu reunir mais de 200 mil pessoas em São Paulo (Fausto, 2000, p. 

379 a 382).

As eleições diretas para a Presidência não se concretizaram, mas em 15 de janeiro de 

1985 foi realizada a eleição presidencial contando com a votação de 686 representantes, 

somando membros do Congresso Nacional e da Assembléia Legislativa Estadual. O 

resultado foi de 480 votos a 180, fora as 26 abstenções e ausentes, elegendo Tancredo 

de Almeida Neves (doravante denominado Neves, nascido em 1910 e falecido em 1985), 

de 74 anos, representante da força opositora ao governo. Ele venceu a disputa contra o 

candidato paulista Paulo Maluf (doravante denominado Maluf, nascido em 1931), apoiado 

pelo PDS, para sucessão do regime militar autoritário. Foi uma vitória que contou com 

o apoio da mídia, como a TV Globo, e também dos partidos de oposição como o PMDB, 

e de uma parte do partido governamental. No entanto, antes mesmo da posse, Neves 

veio a falecer repentinamente, e diante da vacatura da Presidência, o vice-presidente José 

Sarney (doravante denominado Sarney, nascido em 1930), natural do Maranhão, na região 

Nordeste, e uma espécie de chefe regional, tomou posse do cargo. Na época do regime 

militar, Sarney era presidente do PDS, uma frente do Partido da Frente Liberal (doravante 

denominado PFL), mas na época das eleições presidenciais ele se tornou partidário do 

PMDB, e assim, os dois grandes partidos da época do regime militar, o de oposição e o 

governamental, passaram a caminhar na mesma direção.

Sarney, que era um político do partido governamental na época do governo militar, 

respeitava o direito à cidadania, e em maio de 1985, quando tomou posse do cargo, aprovou 

a lei que restaurava a eleição direta para presidência e aprovou também o direito de voto 

dos analfabetos. Algo que marcou época para os trabalhadores, como já mencionado 

na introdução, foi à promulgação de uma nova Constituição pelo governo Sarney em 05 

de outubro de 1988, ampliando o direito dos trabalhadores. A nova Constituição nasceu 

substituindo a Constituição de 1967 que endossou o governo autoritário do regime militar 

no passado, e a Constituição de 1969 que se estabeleceu como uma revisão da anterior. A 

Constituição de 1988 ainda tinha resquícios da influência do poder político conservador 

do governo militar, mas foram tomadas medidas de proteção à camada dos trabalhadores 

e tratamento preferencial ao capital nacional. O “decreto presidencial” existente até então 

foi proibido, sendo os poderes do presidente reduzidos, e em contraposição, os poderes 
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do Congresso Nacional foram aumentados. Sobretudo, houve avanço no que se refere aos 

direitos sociais e culturais das minorias, que envolvem os pobres, os nativos, os moradores 

da aldeia Quilombo dos escravos fugitivos, entre outros (Yatani, 1991).

Deste modo, a abertura política iniciada pelo general Ernesto Geisel em 1974 foi 

ampliada pelo seu sucessor, o presidente João Figueiredo; em 1979 entrou em vigor uma 

nova lei que aprovou a formação de partidos políticos, e os dois grandes partidos do 

regime militar, o partido governamental ARENA tornou-se o Democrático Social (PDS), e 

o partido de oposição MDB transformou-se em PMDB. E decorridos 14 anos, em 1988, a 

abertura gerou o seu fruto no formato de uma nova Constituição democrática. No entanto, 

embora o sistema tenha se estabelecido, problemas como a diferença entre pobres e ricos, 

a corrupção política e a troca de favores continuaram existindo. De fato, o real valor da 

democratização do País poderia ser extraído somente pelas soluções encontradas para 

estes problemas. Baseando-se nas forças do socialismo, que contrapunha aos partidos 

comunistas brasileiros (PCB e PC do B), o PT é formado nessa época por Lula.

Cardoso escreveu em uma de suas publicações: “Os termos ‘socialista’ e ‘democrático’ 
utilizados pelos partidos políticos no Brasil têm significados diferentes, conforme a época. 

Os jovens que almejam ingressar na política devem compreender este fato e escolher o 

partido político de maneira flexível” (Cardoso, 2006, p. 88 a 90).

Realmente, na ocasião da transição para um governo civil em 1985, Sarney, que na 

época do governo militar era presidente do PDS, o formato anterior do PFL, filiou-se ao 

PMDB nas eleições presidenciais, e como já foi mencionado, por fim, os dois grandes 

partidos da época do regime militar, o partido governamental PDS e o partido de oposição 

PMDB uniram-se em uma mesma corrente. Além disso, o PSDB, partido de oposição do 

governo Lula também foi fundado com base no PMDB, por Cardoso e outros. Após a época 

de Vargas, quando havia um partido nacional, os partidos políticos do Brasil repetiram as 

suas convergências e cisões até chegarem nos dias de hoje, e o PT é um partido nacional 

novo que nasceu em um cenário de  movimento operário popular
 4）

.

O primeiro presidente com base no regulamento da Constituição de 1988 do governo 

Sarney foi Fernando Collor de Mello (doravante denominado Collor, nascido em 1949). 

Assim como Sarney, Collor era filiado à ARENA e ao PDS durante o período de governo 

militar, e após a transferência para o governo civil, ao PMDB. Entretanto, quando se 

candidatou à Presidência da República, fundou o Partido da Reconstrução Nacional 

(PRN) e foi eleito após derrotar o candidato esquerdista Lula que era o presidente do 

PT, fundado em 1979, ainda na época do governo militar. Na época de sua posse (março 

de 1990), Collor, natural da região Nordeste, tinha 40 anos, sendo o mais novo dentre os 

presidentes brasileiros; a sua entrada no cenário foi de maneira dramática. No segundo 

turno das eleições, Lula obteve o apoio de Mário Covas (nascido em 1930 e falecido em 

2001), governador de São Paulo e tido como sucessor de Cardoso, mas que veio a falecer 

por doença em 2001, além de Leonel de Moura Brizola (doravante denominado Brizola, 
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nascido em 1922 e falecido em 2004), governador do Rio de Janeiro por dois mandatos e 

pertencente ao PDT. Mas devido também ao fato de a TV Globo, um meio de comunicação 

poderoso detentor da maior audiência do Brasil, realizar ataques contra o Lula, este acabou 

perdendo para Collor
 5）

. Foi considerado que a campanha veiculada na televisão exerceu 

uma grande influência no resultado das eleições e, por isso, esta eleição foi chamada 

como a eleição presidencial dos tempos da televisão. Fazia 29 anos que não era realizada 

uma eleição direta para presidência com votação da população, desde 1960, quando Jânio 

Quadros (nascido em 1917 e falecido em 1992) do populismo foi eleito.

Collor, apesar de deixar ainda os resquícios da reforma moderada do governo 

Sarney, apresentou a sua plataforma política conhecida como o “Plano Collor” que 

visava uma reforma econômica própria para promover a abertura econômica. Devido 

às suspeitas de corrupção, em dezembro de 1992, foi afastado repentinamente, mas a 

reforma de liberalização denominada neoliberalismo que teve início no governo Collor teve 

continuidade no governo Itamar Franco (doravante denominado Itamar, nascido em 1930 e 

falecido em 2011), e posteriormente também pelo governo Cardoso.

Devido ao afastamento de Collor, quem subiu à Presidência foi o vice Itamar, filiado 

ao PMDB e nascido no estado de Minas Gerais, que tradicionalmente exerce uma forte 

influência no mundo político central. Durante o governo Itamar (dezembro de 1992 

a dezembro de 1994), foi apresentado no final de 1993 o “Plano Real” que objetivava 

solucionar a inflação, e em 1994 nasceu à nova moeda Real, criada pelo Ministro da 

Fazenda Cardoso, para controlar a inflação. O Brasil conseguiu se transformar de um país 

com inflação para um país sem inflação.

Em 1994, Cardoso, na qualidade de líder da reforma econômica de combate à inflação, 

obteve o apoio do PSDB e do PFL, derrotou o Lula do PT, elegeu-se presidente e tomou 

posse em janeiro de 1995. No início do governo civil, Cardoso era uma figura de liderança 

do partido governamental PMDB, mas como citado anteriormente, em 1988 ele participou 

na formação do PSDB, uma ramificação daquele partido.

Cardoso é um sociólogo bastante conhecido também no Japão como um dos principais 

teóricos da “Teoria da Dependência”, e criticava as diferenças regionais e sociais existentes 

no Brasil, mas ao assumir o governo, levantou a bandeira da abertura econômica, 

permitindo a livre concorrência, atraiu proativamente o capital estrangeiro, e buscou um 

Brasil que pudesse ser competitivo frente à concorrência internacional. Sobretudo, a sua 

habilidade em recuperar a confiança no governo e controlar a inflação foi bem avaliada. 

Quanto ao desdobramento do cenário após a transferência para um governo civil, o período 

de transição marcado pela “desordem” terminara, e a partir de Cardoso, entrou para a fase 

da “estabilidade” (Horisaka, 2011b, p. 92 a 106).

O rumo a ser tomado por uma nação e as suas ideologias é indicado pela sua 

Constituição. No Brasil, diferente do Japão, o conteúdo da Constituição promulgada é 

revisado de uma maneira relativamente flexível. A Constituição de 1988 veio sofrendo 
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pequenas revisões durante todos os anos, a partir de 1992, durante o governo Collor. Uma 

grande alteração foi a redução do tempo de mandato do Presidente de 5 para 4 anos, e a 

aprovação da reeleição do Presidente, dos Governadores e dos Prefeitos. Em junho de 

1997 o Presidente Cardoso obteve a colaboração das forças de apoio ao governo, executou 

a revisão, passou pelas eleições, e em janeiro de 1999, tomou posse de seu segundo 

mandato como Presidente reeleito.

Embora a quantidade de partidos políticos reconhecidos oficialmente no Brasil 

em 2010 chegasse a 27
 6）

, os partidos mais influentes do final do século 20, na época do 

governo Cardoso, no caso de partido governamental eram: com mais força no Senado, 

PMDB; mais forte na Câmara dos Deputados, PFL; além do PSDB que tinha poder tanto 

no Senado como na Câmara dos Deputados. Fora destes havia uma convergência para 

outros partidos como o Partido Progressista Brasileiro (PPB), o PTB, além dos partidos 

de oposição, como o PT, o PDT, o Partido Socialista Brasileiro (PSB), o Partido Popular 

Socialista (PPS), antigo Partido Comunista Brasileiro (PCB), o Partido Comunista do 

Brasil (PC do B), entre outros.

Na ocasião das eleições municipais de 2000, havia 5.559 municípios oficiais no país. 

Ou seja, essa era a ordem de grandeza envolvida na disputa travada entre os partidos 

políticos pelas cadeiras de prefeitos. Os partidos políticos mais influentes do governo 

elegeram: o PMDB, 1.256 prefeitos; o PFL, 1.026; o PSDB, 987; o PPB, 618; e o PTB 396 

prefeitos, monopolizando as 5 primeiras posições. Nos capitais estaduais, o PMDB elegeu 

em 4 deles, Fortaleza, João Pessoa, Campo Grande e Rio Branco. Entre os partidos de 

oposição influentes, o PDT elegeu 288 prefeitos, o PT, 187, o PPS, 166 e o PSB, 131. Entre 

os partidos de oposição, destaca-se o PT que elegeu prefeitos em 6 capitais: São Paulo, 

Porto Alegre, Recife, Belém, Goiânia e Aracaju. Essa situação pôde ser indiscutivelmente 

definida como um progresso extraordinário.

Este rápido progresso do PT, partido de oposição ao governo Cardoso, pode ser 

explicado pelo fato de que o povo passou a priorizar mais o dia a dia da sua vida do que 

propriamente a ideologia política. Sobretudo, no caso da capital paulista, fatores como a 

ampla cobertura da mídia sobre o caso de suspeita de desonestidade por parte de políticos, 

somado à popularidade pessoal da candidata Marta favoreceram o salto do PT.

Na ocasião das eleições presidenciais de 2002, apesar de presidente Cardoso, ser 

filiado ao PSDB, e destacar a necessidade de manter uma coalizão entre os partidos do 

governo: PSDB, PFL e o PMDB, na realidade, o PSDB se dispunha apoiar a candidatura do 

Ministro da Saúde Serra, o PFL, da governadora do Maranhão, Roseana Sarney (doravante 

denominada Roseana, nascida em 1953), e o PMDB pretendia apoiar Itamar, governador 

do estado de Minas Gerais; ou seja, cada partido lançaria uma candidatura. Foi destaque, 

na ocasião, o fato de Itamar, governador de Minas Gerais, Brizola, ex-governador do Rio 

de Janeiro filiado ao PDT, e Ciro Gomes (doravante denominado Ciro, nascido em 1957), 

ex-governador do Ceará, ex-ministro e filiado ao partido de oposição PPS, terem realizado, 
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em conjunto, uma coletiva de imprensa em agosto de 2001, um ano antes das eleições, 

para anunciar a cooperação (aliança) eleitoral entre os três para se confrontar com Lula, 

cuja popularidade, registrara o primeiro lugar de acordo com a pesquisa de opiniões. Em 

janeiro de 2002, o Ministro da Saúde Serra que rapidamente conseguiu a indicação para 

sua candidatura do PSDB, começou a sondar a possibilidade de conseguir uma cooperação 

(aliança) eleitoral com Roseana, que estava cotada para se candidatar pelo PFL. Roseana 

é filha do ex-presidente Sarney do PMDB. O PFL era um partido conservador com base 

na região Nordeste e presidido pelo ex-presidente do Senado Antônio Carlos Peixoto 

de Magalhães (nascido em 1927 e falecido em 2007), considerado um chefão político na 

região Nordeste. Houve especulações de que se este partido indicasse Roseana, haveria a 

possibilidade de ser eleita a primeira presidente mulher no Brasil, mas devido às suspeitas 

de desonestidade de seus familiares, ela desistiu de sua candidatura.

Agora que a democratização está estabilizada, entre todos os partidos políticos 

brasileiros, o PT e o PMDB são tidos como os partidos governamentais, e o PSDB e o 

DEM compõem as principais forças dos partidos de oposição. O PT de Lula que nasceu 

baseando-se nos movimentos dos sindicados dos trabalhadores deixou de lado a sua 

postura vaga que tinha até então e abriu o caminho da política esquerdista ao propor em 

primeiro plano a justiça social e a correção das desigualdades.

II. As eleições presidenciais e o carisma do Lula

As eleições de 2002 chamaram a atenção por ser uma votação eletrônica que 

contou com mais de 100 milhões de eleitores. O número de votos válidos nas eleições 

presidenciais somava 84.928.204 para os 6 candidatos do primeiro turno, e Lula tinha 

46,44% destes votos, somando 39.443.765. No segundo turno, o total de votos foi de 

86.164.103, e Lula obteve 61,27% desse número, totalizando 52.793.364 votos
 7）

.

Pode-se notar através deste resultado que foram as eleições marcadas pelo salto 

do Lula do partido de oposição PT, e que trouxe o sopro de novos ventos que poderiam 

ser chamados de neopopulismo
 8）

, contra o candidato Serra apoiado pelo par tido 

governamental PSDB que ostentava a bandeira do neoliberalismo. O PT é um partido 

relativamente novo fundado em 1980 tendo Lula como presidente. Apesar disso, Lula 

que disputava pela quarta vez a presidência, “era um líder que por natureza transmitia às 

pessoas a sensação de satisfação por estar trabalhando devotadamente para ele, ou seja, 

é uma pessoa de natureza carismática (Weber, 2006, p. 10 a 11 e 55)”. Estrategicamente, 

escolheu como seu vice-presidente José Alencar Gomes da Silva (nascido em 1931 e 

falecido em 2011), figura do mundo dos negócios e filiado ao PMDB. Esta escolha foi 

intencional, principalmente para obter o apoio da classe abastada da população.

Em 05 de julho encerraram-se as inscrições das candidaturas, e de 20 de agosto a 03 

de outubro foram veiculadas as propagandas eleitorais gratuitas na televisão e no rádio. 
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No Brasil, onde o índice de analfabetismo da população é alto e não existe um jornal de 

âmbito nacional, o papel da televisão é grande. A divisão do tempo de apresentação da 

campanha eleitoral segue um método imparcial
 9）

 baseado na lei eleitoral, e é de acordo 

com a quantidade de representação na Câmara dos Deputados de cada um dos partidos. A 

campanha eleitoral exige carisma, e no primeiro turno do dia 06 de outubro os escolhidos 

foram Lula e Serra.

Houve um período em que Roseana, prevista para se candidatar pelo PFL tinha 

provocado o “Furacão Roseana”, mas ela recusou a sua candidatura, e para o segundo 

turno do dia 27 de outubro, personalidades a começar por Roseana, ex-presidentes Sarney 

e Itamar, além dos candidatos do 1º turno, como Ciro, e Anthony William Garotinho 

Matheus de Oliveira (nascido em 1960), ou seja, todos exceto Serra manifestaram apoio a 

Lula do PT.

Órgãos de pesquisa de opinião pública como Datafolha, IBOPE (Instituto Brasileiro 

de Opinião Pública e Estatística) e Vox Populi apresentaram pesquisas de intenção de voto 

do eleitorado de maneira minuciosa, e estes números foram amplamente divulgados pelos 

canais de televisão e jornais, portanto, o papel dos marqueteiros que fazem a imagem do 

candidato foi também avaliado como sendo muito importante. Foi notável, sobretudo, a 

orientação minuciosa de Duda Mendonça (José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, nascido 

em 1944), coordenador de campanha eleitoral muito talentoso que estudou nos EUA
 10）

. O 

modelo de eleição direta pela população fazendo uso eficiente da televisão parece até uma 

festa como o carnaval
 11）

. O resultado foi à vitória de Lula com uma popularidade que veio 

como um “ciclone”, e assim ele foi escolhido como o próximo Presidente da República
 12）

.

Em meio às mudanças como a globalização pós-guerra fria e a revolução TI com 

o uso da internet, o povo brasileiro começou a tomar consciência das ditas normas 

internacionais, e passou a participar ativamente da política. Pode-se dizer que está 

ocorrendo uma verdadeira mudança na sua consciência, frente à liberalização, à 

desregulamentação e à privatização. Ainda, é possível interpretar que a vitória de Lula do 

PT foi preparada pelo governo Cardoso, e a transição pacífica do governo é a prova de 

que a democracia realmente se implantou no Brasil. Isto pode ser considerado como uma 

dádiva resultante de uma mudança pela qual passou a história.

Tenho em mãos as imagens do debate público do segundo turno de 2002 e 2006
 13）

 

para tomar conhecimento da capacidade de comunicação de Lula, e abaixo apresento uma 

parte da minha observação.

Primeiramente, ao analisar o debate público realizado antes do segundo turno entre 

Lula e Alckmin (TV Globo, outubro de 2006), os pontos avaliados como negativos no 

discurso de Lula foram “português grosseiro” e “língua presa”, mas isto se deve ao sotaque 

da região Nordeste, local de sua origem.
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O que deveria ser “polícia” se torna “pocia”.
O que deveria ser “damos” se torna “damo”.
O que deveria ser “mesmo” se torna “memo”.
O que deveria ser “Petrobrás” se torna “Petrobráis”.
O que deveria ser “Nós” se torna “Nois”.
O que deveria ser “olhando” se torna “oiando”.

Além disso, quanto à fala e à voz, é apenas um “modo de falar como em um discurso 

provocativo”, e supõe-se que a voz baixa é devido à rouquidão causada “pela bebida e pelo 

fumo”. Ainda, a conversa no estilo bate-papo de bar é criticada como “fala sem fundamento” 
e “fala atrevida”, mas pelo contrário, é algo que poderia ser avaliado de maneira positiva, 

como uma comunicação mais familiar, interativa.

Falando concretamente, o discurso de Lula usa “um português compreensível para 

o povo comum”, e ainda contém “o linguajar do povo”, mais próximo principalmente dos 

moradores da região Nordeste. Esta familiaridade cria nos seus eleitores o sentimento de 

satisfação por estar “fazendo algo pelo Lula”, aumentando ainda mais o seu carisma.

Durante o debate público, ele chamou os apresentadores da TV Globo e os 

entrevistadores de maneira familiar, como “Fátima”, “você”, “caro Bonner”, “Querido”, 
“filha”, mas quando Lula utiliza estes termos, é algo que flui naturalmente. E quando Serra 

o fez em 2002 e Alckmin em 2006, soou como algo forçado. Parece que esta habilidade de 

comunicação de Lula serviu também para formar laços de confiança e amizade no cenário 

das relações internacionais.

O famoso filme dirigido por Glauber Rocha, “Antônio das Mortes (O Dragão 

da Maldade contra o Santo Guerreiro)” (1969) mostra a pluralidade e a mobilidade, 

características da sociedade brasileira. Ou seja, o jagunço pode se tornar cangaceiro, assim 

como o contrário. Os donos de terra que são tradicionalmente os dominadores podem 

vencer contra o povo, mas há casos também em que o povo que não possui terras vence 

os donos de terras. Neste filme, quem vence no final é um Santo Guerreiro negro que era 

praticamente um escravo, e o punido foi o Dragão da Maldade que era o dono das terras. 

Durante esta campanha eleitoral, o candidato Ciro se autodenominou o Santo Guerreiro e 

assegurou “lutar contra o Dragão da Maldade”.
O autor deste trabalho teve a impressão de ver na figura do Ciro a pluralidade e 

a mobilidade características da política brasileira. Pois ele alterou sua postura política 

engenhosamente de acordo com a tendência da época, e apesar de ter perdido no primeiro 

turno das eleições presidenciais de 2002, entrou para o governo Lula como Ministro da 

Integração Nacional.

O PT passou de partido de oposição para partido governamental em 2002, e dentre os 

36 ministros, secretários e presidentes escolhidos pelo presidente eleito Lula, 19 nomes, 

ou seja, mais da metade eram do PT. Para vice-presidente colocou José Alencar, partidário 
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do PMDB. Deste modo, o PT sustenta o governo como partido governamental, juntamente 

com o PMDB que passou de partido de oposição da época do regime militar para partido 

governamental após transferência para o governo civil.

Embora o PT tenha passado de partido de oposição para partido governamental 

em 2002, entre os 36 ministros, secretários e presidentes escolhidos pelo presidente 

eleito Lula, 19 nomes, ou seja, mais da metade eram do PT. Para vice-presidente colocou 

José Alencar, partidário do PMDB. Deste modo, o PT sustenta o governo como partido 

governamental, juntamente com o PMDB que passou de partido de oposição da época do 

regime militar para partido governamental após transferência para o governo civil.

III. O caráter regional das eleições presidenciais de 2010

É possível explicar o cenário da popularidade dos candidatos do PT, principalmente 

da candidata à presidência Dilma, durante as eleições gerais brasileiras de 2010, 

reportando-se à popularidade de Lula, vindo de uma região agrícola pobre do Nordeste, 

e a característica regional do eleitorado. Com base nos resultados das eleições de 2002 já 

estudados, gostaria de fazer uma análise da tendência das eleições de 2010.

O antigo governo republicado brasileiro (1889 a 1930) passou por uma fase de elitismo 

regional denominado “Café com leite”: os fazendeiros de café de São Paulo representavam 

o “café” e os fazendeiros de gado leiteiro de Minas Gerais representavam o “leite”, e a elite 

destas duas regiões tomavam posse da presidência alternadamente, em um regime de 

oligarquia. Mas isto foi terminantemente negado pela ditadura de Vargas (1930 a 1945). 

Pode-se dizer que a influência de Vargas na história moderna da política brasileira terminou 

no governo Cardoso da década de 1990, quando o sistema de eleições democráticas foi 

firmado. Entretanto, nas eleições presidenciais de 2010, pode-se notar uma clara tendência 

dos estados nordestinos apoiarem Dilma e os estados das regiões Sul e Sudeste apoiarem 

o candidato Serra. Isto mostra o novo regionalismo democrático, diferente da política 

comandada pelos chefes regionais no passado (Referência: Tabela 1 – A divisão regional do 

Brasil e a distribuição populacional dos municípios).

No segundo turno das eleições presidenciais de 2010, a disputa foi entre a candidata 

Dilma do PT que tem como símbolo a cor vermelha, e o candidato Serra do PSDB que 

ostenta a cor azul e o tucano como símbolo. O esquema do confronto foi igual ao de 2002, 

mas em 2010 houve um forte contraste do caráter regional entre os eleitores. Ou seja, o 

Lula tinha um apoio amplo e uniforme, mas no caso de Dilma, notava-se nitidamente o 

apoio dos pobres e da região Nordeste.

No caso das eleições para governador, nota-se que em Minas Gerais e São Paulo e nos 

estados da região Sudeste, o partido de oposição PSDB é mais forte. Nas eleições de 2010, 

o PSDB conseguiu eleger governadores em 8 estados, a começar por São Paulo e Minas 

Gerais, dois estados influentes, além de Paraná, Goiás, Tocantins, Pará, Roraima e Alagoas. 
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Dos partidos governamentais PT e PMDB, o PT conseguiu se eleger em 5 localidades 

incluindo o Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Bahia, Sergipe e Acre, e o PMDB se elegeu 

também em cinco estados, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e 

Maranhão. Mas em eleições presidenciais, com votações do eleitorado em nível nacional, a 

Dilma do PT mostrou uma força esmagadora, graças ao apoio do Nordeste.

Segundo a pesquisa de intenção de voto para as eleições presidenciais do Brasil, 

realizada pela Datafolha em 27 de setembro, antes das eleições do dia 03 de outubro de 

2010, o resultado englobando todo o Brasil era de 46% para Dilma, 28% para Serra e 14% 

para Marina Silva (Maria Osmarina Marina Silva Vaz de Lima, doravante denominada 

Marina, nascida em 1958). Dividindo por região, na região Nordeste era 59% para Dilma, 

19% para Serra e 11% para Marina; nas regiões Norte e Centro-oeste, 44% para Dilma, 30% 

para Serra e 17% para Marina; na região Sudeste, 41% para Dilma, 31% para Serra e 17% 

para Marina; na região Sul, 39% para Dilma, 35% para Serra e 10% para Marina. Ou seja, 

na região Nordeste, mesmo somando juntas as porcentagens de Serra e Marina não 

era possível chegar aos 59% da Dilma, mas na região Sul, Serra e Marina somavam 45%, 

ultrapassando os 39% de Dilma. Isto reflete as diferenças regionais, deixando clara tal 

divisão, mostrando que as regiões mais abastadas apoiavam Serra e as regiões mais pobres 

preferiam Dilma.

Segundo as pesquisas de intenção de voto para as eleições presidenciais brasileiras 

realizadas antes das eleições, nos dias 28 e 29 de setembro pela Datafolha
 14）

, as intenções 

de votos válidos tirando os votos em branco, inválidos e indecisos apontavam 52% para 

Dilma, 31% para Serra e 15% para Marina, havendo a possibilidade de ser decidida já no 

primeiro turno. Englobando todo o Brasil, esses percentuais eram de 47% para Dilma, 28% 

para Serra e 14% para Marina, mas em termos regionais, no Nordeste, 59% para Dilma, 21% 

para Serra e 10% para Marina; nas regiões Norte e Centro-oeste, 43% para Dilma, 31% para 

Serra e 19% para Marina; na região Sudeste, 43% para Dilma, 30% para Serra e 17% para 

Marina; na região Sul, 42% para Dilma, 35% para Serra e 10% para Marina; tornou-se claro o 

ligeiro aumento dos números de Dilma e o esforço de Marina.

Esta tendência estava nítida também nos resultados das pesquisas de opinião 

realizadas pela Datafolha entre os dias 1 de outubro (sexta-feira) e 2 de outubro (sábado), 

logo após o último debate às vésperas do primeiro turno das eleições presidenciais, 

realizado pela TV Globo no dia 30 de setembro (quinta-feira), às altas horas da noite, com 

duração de 2 horas. Em termos nacionais, os números eram 47% para Dilma, 29% para 

Serra e 17% para Marina, e em termos regionais, na região Nordeste, 61% para Dilma, 19% 

para Serra e 12% para Marina; nas regiões Norte e Centro-Oeste, 44% para Dilma, 32% para 

Serra e 18% para Marina; na região Sudeste, 41% para Dilma, 31% para Serra e 19% para 

Marina; na região Sul, 40% para Dilma, 38% para Serra e 12% para Marina.
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Tabela 1 –   A divisão regional do Brasil e a distribuição populacional dos municípios (ano 

2000)

Divisão 

Regional

N° de Municípios 

por Estado

N° de Municípios 

por Região

(%) População 

(pessoas)

(%)

Região 

Nordeste

BA=415, PB=223, 

PI=221, MA=217, 

PE=185, CE=184, 

RN=166, AL=101, 

SE=75

1.787 32,4 47.741.711 28,12

Região 

Sudeste

MG=853, SP=654, 

RJ=91, ES=77

1.675 30,4 72.412.411 42,65

Região 

Sul

PR=399, SC=293, 

RS=467

1.159 21,0 25.107.616 14,79

Região 

Norte

PA=143, TO=139, 

AM=62, RO=52, AC=22, 

AP=16,

RR=15

449 8,1 12.900.704 7,60

Região 

Centro-

oeste

GO=242, MT=126, 

MS=77, DF=1

446 8,1 11.636.728 6,85

O país 

inteiro

5.516 5.516 100,0 169.799.170 100,00

Fonte: Elaborado pelo autor com base no recenseamento do IBGE do ano 2000.

Siglas dos Estados: Acre=AC, Alagoas=AL, Amazonas=AM, Amapá=AP, Bahia=BA, Ceará=CE, 

Distrito Federal=DF, Espírito Santo=ES, Goiás=GO, Maranhão=MA, Minas Gerais=MG, Mato Grosso 

do Sul=MS, Mato Grosso=MT, Pará=PA, Paraíba=PB, Pernambuco=PE, Piauí=PI, Paraná=PR, Rio de 

Janeiro (doravante abreviado Rio)=RJ, Rio Grande do Norte=RN, Rondônia=RO, Roraima=RR, Rio 

Grande do Sul=RS, Santa Catarina=SC, Sergipe=SE, São Paulo=SP e Tocantins=TO.

Foi possível verificar a tendência do regionalismo a partir de 1 mês antes do primeiro 

turno. A pesquisa da Datafolha que previa a intenção de voto por região para os principais 

candidatos ao primeiro turno, realizada nos dias 8 e 9 de setembro em 414 Municípios, 

totalizando 11.660 pessoas, mostrou os seguintes resultados:

Região Nordeste: 63% para Dilma, 18% para Serra e 8% para Marina.

Regiões Norte e Centro-oeste: 47% para Dilma, 29% para Serra e 14% para Marina.

Região Sudeste: 46% para Dilma (obs. do tradutor: deve ser erro do número), 29% para 

Serra e 13% para Marina.

Região Sul: 43% para Dilma, 35% para Serra e 9% para Marina.

Pode-se notar que na região Nordeste Dilma é forte, e na região Sul Serra se reforçou, 
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mas este caráter regional continua mesmo no segundo turno, confirmando que não se 

trata apenas de um fenômeno momentâneo, mas sim de uma tendência mais contínua. Nas 

eleições do dia 03 de outubro (domingo), os votos da Dilma não alcançaram 50% (total da 

contagem dos votos das eleições presidenciais: 11.192.908 votos. Dilma: 47.651.434 votos, 

46,91%. Serra: 33.132.283 votos, 32,61%; Marina: 19.636.359 votos, 19,33%. Plínio: 886.816 

votos, 0,87%.), e por isso, seria disputado o segundo turno com Serra.

A proporção dos votos do primeiro turno separados pelos 26 Estados e 1 DF, segundo 

o TSE encontra-se na tabela 2.

Tabela 2 –   Proporção dos votos do primeiro turno de 2010 separados pelos 26 Estados 

e 1 DF (%).

Dilma Serra Marina

AC 23,92 52,12 23,45

AL 50,92 36,46 11,50

AP 47,38 21,36 29,71

AM 64,98 8,47 25,71

BA 62,62 20,98 15,74

CE 66,30 16,36 16,36

DF 31,74 24,30 41,96

ES 37,25 35,44 26,26

GO 42,23 39,48 17,18

MA 70,65 15,09 13,59

MT 42,94 44,16 12,00

MS 39,86 42,35 16,88

MG 46,98 30,76 21,25

PA 47,93 37,70 13,39

PB 53,21 28,43 17,64

PR 38,94 43,94 15,91

PE 61,74 17,37 20,30

PI 67,09 20,93 11,41

RJ 43,76 22,53 31,52

RN 51,76 28,14 19,16

RS 46,95 40,59 11,33

RO 40,74 45,39 12,70

RR 28,72 51,03 18,77

SC 38,71 45,77 13,99

SP 37,31 40,66 20,77

SE 47,67 38,05 13,26

TO 50,98 27,99 20,56

Fonte:   “Eleições 2010” Folha.com

http://eleicoes.folha.uol.com.br/2010/1turno/apuracao-presidente.shtml

(Acessado em 09/10/2010)
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Dos 7 estados das regiões Sul e Sudeste, a percentagem dos votos obtidos pela Dilma, 

em ordem crescente, foi 37,25% no Espírito Santo, 37,31% em São Paulo, 38,71% em Santa 

Catarina, 38,94% no Paraná, todos na casa dos 30%, e 43,76% no Rio de Janeiro, 46,95% 

no Rio Grande do Sul e 46,98% em Minas Gerais. Na região Nordeste, foram 70,65% no 

Maranhão, 67,09% no Piauí, 66,30% no Ceará, 62,62% na Bahia, 61,74% em Pernambuco, 

na casa dos 60%, além dos 53,21% na Paraíba, 51,76% no Rio Grande do Norte e 50,92% em 

Alagoas, mostrando um contraste marcante. A alta percentagem no Maranhão deve ser 

reflexo do fato de o estado ser a base do ex-presidente Sarney, partidário do PMDB. Em 

todo caso, pode-se supor que as diferenças regionais influenciaram diretamente os votos 

obtidos

Esta tendência se mostrou igual também no segundo turno do dia 31 de outubro de 

2010 (domingo). No Brasil como um todo, Dilma teve 56,05% e Serra 43,95% dos votos, 

elegendo Dilma. Já nos 26 Estados e 1 DF, as porcentagens se dividiram conforme tabela 

abaixo.

Os números em negrito entre parênteses são os resultados
 15）

 da votação do segundo 

turno de 2002.

Tabela 3 –   Comparação da votação entre os segundos turnos de 2010 e 2002, divididos 

em 26 estados e 1 DF.

Ano 2010 Ano 2002

Dilma Serra Lula Serra

AC 30,32 69,68 59,94 40,06

AL 53,64 46,36 56,39 43,61

AP 62,66 37,34 75,51 24,49

AM 80,57 19,43 69,88 30,12

BA 70,85 29,15 65,69 34,31

CE 77,35 22,65 71,78 28,22

DF 52,81 47,19 62,26 37,74

ES 49,17 50,83 59,36 40,64

GO 49,25 50,75 57,08 42,92

MA 79,09 20,91 58,48 41,52

MT 48,89 51,11 54,46 45,54

MS 44,87 55,13 55,14 44,86

MG 58,45 41,55 66,45 33,55

PA 53,20 46,80 52,65 47,35

PB 61,55 38,45 57,02 42,98

PR 44,56 55,44 59,22 40,78

PE 75,65 24,35 57,07 42,93

PI 69,98 30,02 60,73 39,27

RJ 60,48 39,52 78,97 21,03

RN 59,54 40,46 58,64 41,36

RS 49,06 50,94 55,84 44,16
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RO 47,37 52,63 55,56 44,44

RR 33,44 66,56 65,55 34,45

SC 43,39 56,61 64,14 35,86

SP 45,95 54,05 55,39 44,61

SE 53,56 46,44 57,50 42,50

TO 58,88 41,12 54,03 45,97

Fonte:   Folha online “ELEIÇÕES 2002”
http://www1.folha.uol.com.br/folha/especial/2002/eleicoes/

(Acesso no dia 01/11/2002)

“ELEIÇÕES 2010” FOLHA.com.

http://eleicoes.folha.uol.com.br/2010/2turno/apuracao-presidente.shtml

(Acesso no dia 01/11/2010)

Nas eleições de 2010 também, excetuando os 60,48% no Rio de Janeiro e os 58,45% 

em Minas Gerais, a percentagem dos votos obtidos por Dilma nos outros 5 estados das 

regiões Sul e Sudeste foi baixa, principalmente em Santa Catarina com 43,39%, Paraná com 

44,56%, São Paulo com 45,95%, Rio Grande do Sul com 49,06% e Espírito Santo com 49,17%, 

não chegando aos 50%. Por outro lado, em todos os estados do Nordeste a percentagem 

ultrapassou os 50%, com 79,09% no Maranhão, 77,35% no Ceará, 70,85% na Bahia, 75,65% em 

Pernambuco, 69,98% no Piauí, 61,55% na Paraíba, 59,54% no Rio Grande do Norte e 53,64% 

em Alagoas. Os resultados das eleições mostraram a predominância de Dilma no Norte e 

de Serra no Sul.

Algo muito interessante é que nas eleições presidenciais de 2002, Lula ganhou de 

Serra em todos os 26 Estados e 1 DF. Não se observou um fenômeno ligado às diferenças 

regionais como o que ocorreu desta vez, em 2010. Esta situação permite avaliar que o 

referido fenômeno comprova que a maioria da população brasileira estava em busca de 

mudanças, levando Lula, o presidente de honra do PT na época, e filho de lavradores 

pobres da região Nordeste, a vencer as eleições presidenciais de outubro de 2010. Desta 

vez, ficou clara a composição que apontava que o eleitorado das regiões abastadas apoiou 

Serra e aqueles das regiões pobres apoiaram Dilma. Para o Partido dos Trabalhadores, 

este desdobramento mostrava claramente a consistência da doutrina Lula.

Havia uma diferença no comportamento eleitoral em relação à candidata Dilma do 

PT e ao candidato Serra do PSDB, de acordo com as diferenças no nível de escolaridade. 

A pesquisa de intenção de voto de acordo com o nível de escolaridade realizada pela 

Datafolha
 16）

 em 26 de outubro de 2010 teve o seguinte resultado:

Graduados no ensino fundamental:

Dilma 55%　　Serra 32%

Graduados no ensino médio:
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Dilma 47%　　Serra 41%

Graduados no ensino superior:

Dilma 39%　　Serra 49%

Deste modo, a diferença na camada social criou o contraste no apoio aos dois 

candidatos. Este deve ser o cenário ligado à popularidade do presidente Lula. Por exemplo, 

durante a guerra eleitoral foi decidido que o filme “Lula, o filho do Brasil”, que conta 

a história da vida de Lula que viveu na pobreza extrema, mas que cresceu recebendo 

o amor da mãe e mais tarde se tornou presidente do Brasil, seria indicado ao Oscar 

do ano seguinte, representando o Brasil na categoria de melhor filme estrangeiro
 17）

. 

Além da eficácia da política do governo Lula, é extremamente engenhosa a estratégia 

de apresentação da doutrina Lula. Era possível perceber tal engenhosidade também na 

propaganda eleitoral. Na publicação de domingo do jornal “Folha de S. Paulo” 18）
 do dia 22 

de agosto de 2010, foi mencionada a situação abaixo descrita sobre a propaganda eleitoral 

na televisão, acerca da pesquisa de intenção de voto por renda da população.

Rendimento: até 2 salários mínimos:

 30% assistem à propaganda eleitoral da TV, 70% não assiste

 49% apóiam Dilma, 29% apóiam Serra

Rendimento: de 2 a 5 salários mínimos:

 35% assistem à propaganda eleitoral da TV, 65% não assiste

 49% apóiam Dilma, 31% apóiam Serra

Rendimento: de 5 a 10 salários mínimos:

 46% assistem à propaganda eleitoral da TV, 54% não assiste

 46% apóiam Dilma, 28% apóiam Serra

Rendimento: acima de 10 salários mínimos:

 45% assistem à propaganda eleitoral da TV, 55% não assiste

 28% apóiam Dilma, 41% apóiam Serra

É interessante o resultado que mostra que 49% da camada da população de baixa 

renda apóiam Dilma e 41% da população de alta renda apóiam Serra.

No mesmo jornal
 19）

, no dia 27 de agosto de 2010 foi publicado que o desempenho da 

Dilma (PT) era superior na sua campanha eleitoral. Havia o comentário de que “até a base 

dos tucanos, que são do partido de Serra, avaliaram  bem a habilidade da campanha de 

Dilma”, e foram apresentados os seguintes números:

“Qual a melhor propaganda eleitoral”
20/08→ 23 e 24/08

○   Resposta das pessoas que apóiam Dilma:
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Dilma 71→ 77%, Serra 12→ 9%, Marina 4→ 4%

○   Resposta das pessoas que apóiam Serra:

Dilma 19→ 22%, Serra 63→ 61%, Marina 6→ 4%

○   Resposta das pessoas que apóiam Marina:

Dilma 34→ 32%, Serra 11→ 18%, Marina 32→ 37%

Ou seja, a maioria esmagadora da camada em situação de extrema pobreza que não é 

influenciada pela propaganda eleitoral da televisão apóia a Dilma. Por outro lado, a camada 

da população com rendimento acima de 10 salários mínimos assiste à propaganda eleitoral 

pela televisão e apóia Serra. Através do comportamento eleitoral destes eleitores é possível 

perceber que a camada que apóia Dilma tem confiança no ex-presidente Lula e no PT, e 

assim, é possível apontar o significado de se prestar atenção na evolução passada e futura 

do PT que sucederá a “doutrina Lula”.
Em 2010, foram eleitos 513 deputados federais pelas eleições gerais, mas segundo o 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE), uma das particularidades que marcou essas eleições 

é o fato de que os estados de origem de 264 deputados, correspondentes a 51,4%, são os 

seguintes: 67 de Minas Gerais, 66 de São Paulo, 50 do Rio de Janeiro, 41 da Bahia e 40 

do Rio Grande do Sul. Percebe-se que os estados do café (São Paulo) com leite (Minas 

Gerais) do regime elitista regional do período do antigo governo republicano, o gaúcho (Rio 

Grande do Sul) da época de Vargas e as antigas capitais Bahia e Rio de Janeiro são fortes.

O PT elegeu 89 deputados em 2010
 20）

; e essa quantidade foi dividida por 513, e 

o resultado é 17,3% de deputados do partido governamental PT. São 383 deputados 

originários da própria localidade, então a porcentagem chega a 74,7%. Ainda segundo 

os dados abaixo, em todos os 26 Estados e 1 DF a percentagem de deputados eleitos na 

sua própria localidade é alta, e isso permite observar que a atuação do PT mostra um 

desdobramento em âmbito nacional.

Tabela 4 – Quantidade de deputados do PT nos 26 Estados e 1 DF

Total de eleitos (quantidade de deputados da própria localidade) / Partidários do PT

ＡＣ 8（６）／ 2 ＰＢ 12（11）／ 1

ＡＬ 9（７）／ 0 ＰＥ 25（22）／ 4

ＡＭ 8（５）／ 1 ＰＩ 10（８）／ 2

ＡＰ 8（５）／ 2 ＰＲ 30（25）／ 5

ＢＡ 39（33）／ 10 ＲＪ 46（35）／ 5

ＣＥ 22（21）／ 4 ＲＮ 8（４）／ 1

ＤＦ 8（１）／ 3 ＲＯ 8（１）／ 1

ＥＳ 10（８）／ 1 ＲＲ 8（３）／ 0

ＧＯ 17（８）／ 1 ＲＳ 31（30）／ 8
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ＭＡ 18（14）／ 1 ＳＣ 16（11）／ 4

ＭＧ 53（44）／ 8 ＳＥ 8（５）／ 1

ＭＳ 8（５）／ 2 ＳＰ 70（50）／ 16

ＭＴ 8（４）／ 2 ＴＯ 8（４）／ 0

ＰＡ 17（11）／ 4 Total 513（383）／89

Fonte:   G1 “Eleição 2010”
http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/mais-da-metade-dos-eleitos-

para-camara-nasceu-em-5-estados.html

(Acessado no dia 09/10/2010)

Quanto aos Senadores, a distribuição dos partidos filiados ficou conforme a lista 

abaixo. O PT tem aumentado a sua influência como um partido nacional também no 

Senado
 21）

.

AC PT＋ PMN

AL PP＋ PMDB

AP PSOL＋ PMDB

AM PMDB＋ PCdoB

BA PT＋ PSB

DF PMDB＋ PSDB

ES PMDB＋ PR

GO PDT＋ PSB

MA PMDB＋ PMDB

MT PR＋ PDT

MS PT＋ PMDB

MG PSDB＋ PPS

PA PSDB＋ PSOL

PR PT＋ PMDB

PE PTB＋ PT

PI PT＋ PP

PR PT＋ PMDB

PE PTB＋ PT

PI PT＋ PP

Agora será analisada a distribuição dos eleitores que apoiaram no segundo turno 

das eleições presidenciais nas grandes cidades, como a cidade do Rio de Janeiro, antiga 

capital
 22）

.
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Na cidade do Rio, em termos gerais, o resultado foi de 60,48% para Dilma e 39,52% 

para Serra, mas nas regiões abaixo houve a liderança de Serra. Seja como for, trata-se da 

refinada zona sul, onde há pouca população de baixa renda.

Tabela 5 – Percentagem e número de votos por zona eleitoral das eleições 2010

[% (número de votos)]

Zona eleitoral (o bairro e a zona eleitoral 

não coincidem) 

Dilma Serra

Maracanã/Tijuca 45,76（ 8.113） 54,24（ 9.615）
Andaraí/Tijuca/Vila Isabel 49,61（17.682） 50,39（17.960）
Tijuca 48,04（10.661） 51,96（11.529）
Tijuca 41,51（20.013） 58,49（28.201）
Grajaú/Vila Isabel 47,94（11.810） 52,06（12.825）
Alto da Boa Vista/Barra/Itanhangá 30,72（15.744） 69,28（35.503）
Jd. Botânico/Lagoa 34,54（ 6.318） 65,46（11.976）
Cosme Velho/Laranjeiras 44,41（15.006） 55,59（18.780）
Flamengo 38,97（11.229） 61,03（17.583）
Botafogo/Urca 41,52（ 9.795） 58,48（13.797）
Botafogo/Humaitá 42,66（14.386） 57,34（19.333）
Copacabana/Leme 40,98（ 9.798） 59,02（14.110）
Copacabana 38,45（ 7.829） 61,55（12.531）
Copacabana 39,67（ 9.000） 60,33（13.688）
Copacabana 34,88（ 7.043） 65,12（13.150）
Copacabana 38,87（11.683） 61,13（18.374）
Ipanema 27,16（ 5.606） 72,84（15.038）
Leblon/Gávea 30,64（10.749） 69,36（24.330）
Barra/Camorim/Recreio/Vargem

Grande/Vargem Pequena

39,70（24.530） 60,30（37.266）

Fonte:   “POLÍTICA” ESTADAO.COM.BR

http://www.estadao.com.br/especiais/o-2-turno-na-cidade-do-rio-de-janeiro-zona-a-

zona,123646.htm

(Acessado no dia 01/11/2010)

A maior parte é da região do Rio conhecida como Zona Sul, e excetuando estes 

bairros, em todos os outros a Dilma liderou. Entretanto, em comparação a Serra, não foi 

na Zona Sul, mas sim na Zona Norte e na região central, com uma maior quantidade de 

população de baixa renda que Dilma obteve mais de 50% de votos. No Brasil como um todo 

foi possível observar uma diferença regional entre o norte pobre e o sul rico, e na antiga 

capital Rio de Janeiro existe tal diferença entre norte e sul dentro do próprio perímetro 

urbano, e isto influenciou o comportamento de votação dos eleitores.
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Pode-se supor que o motivo da camada da população de baixa renda da antiga capital 

Rio de Janeiro ter votado na Dilma deve ter sido em reconhecimento à política de auxílio 

aos pobres do governo Lula, e a expectativa no governo do Partido dos Trabalhadores dali 

em diante. É grande o significado do fato de Dilma ter tido mais de 50% dos votos em todos 

os bairros da Zona Norte, incluindo as comunidades. Isto é também uma prova de que a 

estrutura “Dilma = Lula = PT = aliado dos pobres” fixou-se de forma ampla entre a camada 

da população de baixa renda.

Em outras grandes capitais como São Paulo embora também houvesse uma tendência 

da classe mais abastada apoiar Serra, os resultados das eleições presidenciais de 2010, 

Dilma Rousseff do PT que sucederia a “doutrina Lula” foi a eleita. Dos 166.006.214 votos, 

Dilma obteve 55.752.529 (56,05%) os 43.711.388 (43,95%) votos de Serra (PSDB)
 23）

.

Nas eleições presidenciais de 2010, em nível nacional, as regiões mais pobres 

do Nordeste, e nas capitais, como no caso da antiga capital Rio de Janeiro, as áreas 

residenciais com população de baixa renda apoiaram Dilma. Já as regiões mais ricas, Sul 

e Sudeste, além dos moradores de bairros mais refinados das cidades deixaram nítida 

sua postura anti-Dilma. Pode-se supor que a vitória nas eleições foi graças à consistência 

da poderosa doutrina Lula. Isto se assemelha à expressão otimista dirigida à população 

brasileira, no passado, pelos políticos considerados carismáticos, Vargas e Kubitschek. Era 

uma política de exaltação, da “brasilidade” de Vargas, e dos “50 anos em 5” de Kubitschek. 

O que Lula apresentou foi o avanço de um Brasil orgulhoso, em que ricos e pobres 

vivessem juntos na fartura. A realidade do ambiente BRICs, o fato de ser uma potência em 

recursos naturais, assim como o aumento da classe média conduziram ao crescimento de 

sua popularidade. É possível afirmar que não foi, em absoluto, somente a política voltada 

aos pobres que foi bem sucedida.

Conclusão

Desde a revolução de Vargas em 1930, o Brasil percorreu seu caminho de “Ordem 

e Progresso” como um país industrial. Em 1988 foi promulgada uma Constituição 

democrática que possibilitou o surgimento de presidentes populares como Cardoso e Lula, 

e graças a eles o Brasil passou a escolher o caminho da “justiça social”. É a política que 

visava à reforma agrária, a distribuição de renda mais justa, a ampliação das oportunidades 

de estudos para a população de todo o país, o fornecimento de moradia, entre outras 

coisas. Por exemplo, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) é uma “estratégia 

para a construção de uma sociedade melhor”, e a sua bandeira é a da “justiça social”. Após 

sua reeleição em 2006, o presidente Lula passou a usar na lapela de seu terno um distintivo 

com a bandeira do Brasil, enaltecendo o lema “Ordem e Progresso”. Através deste ensaio 

realizei um estudo sobre a ideologia e a realidade do governo do PT de Lula que priorizou 

a “justiça social” como uma escolha política, mas ao mesmo tempo veio seguindo uma 
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linha realista orientada ao nacionalismo voltado para o desenvolvimento deste grande país 

multiétnico localizado no continente sul-americano.

É possível resumir as características da postura política de Lula nos seguintes itens:

1.   Escuta os conselhos dos especialistas em política. Este é o parecer unânime de 

Kucinski, ex-assessor especial da presidência de Lula, Garcia, responsável pelos 

assuntos diplomáticos e Singer, porta-voz,

2.   É dono de uma habilidade excepcional de comunicação. Isto se deve em grande parte 

à carreira deste político sem precedentes, o Lula.

3.   É um grande mediador. Isto se associa com os itens 1 e 2. Acumulou resultados 

positivos como coordenador dentro de grupos com pessoas de diferentes posições, 

tanto no cenário nacional como no internacional. Um exemplo notável é ter sido 

presidente do sindicato dos metalúrgicos.

4.   Teve vantagem no marketing da campanha eleitoral. É descrito que foi uma vitória do 

marketing, com o apoio da televisão e da TI.

5.   Abriu o seu caminho através da “justiça social” e da “correção das diferenças”. Espera-

se que seus sucessores as tornem realidade.

6.   Deu impor tância aos países emergentes (periféricos), ao invés dos países 

desenvolvidos (centrais) no cenário mundial, e destacou a postura de que o Brasil 

contribuiria com países em desenvolvimento como país credor deles, e não como país 

devedor.

7.   Lula pode ser visto como populista em relação aos moradores do Nordeste, mas 

em relação à população brasileira em geral, é possível sentir uma similaridade 

com políticos do passado, como Vargas, que desejava o desenvolvimento do 

interior, com o seu lema da “Brasilidade”, e Kubitschek com o seu lema de “política 

desenvolvimentista”.

Pode ser prematuro realizar uma avaliação do político Lula. Na introdução mencionei a 

visita de Dilma, sucessora do governo do PT de Lula, à China em abril de 2011, e durante a 

Reunião de Líderes do BRICs ela apresentou a situação atual do Brasil, um país emergente 

que luta contra a pobreza e as diferenças. Esta foi uma postura que mostrou que é possível 

ter esperanças na política do Brasil que trilha de forma consistente o “caminho aberto por 

Lula”.
Através da Constituição de 1988, em termos ideológicos, foi preparado o sistema 

democrático, e através da implantação do regime eleitoral foi garantida a confiança da 

população. Assim, o desenvolvimento econômico fazendo uso dos recursos naturais tem 

começado a contribuir de forma consistente para a melhoria da vida da população. De 

agora em diante, há de se pensar sobre o uso eficaz destas ferramentas, e é neste ponto 

que a competência dos novos líderes depois de Lula será testada.
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Notas

１）Palavra criada a partir da primeira letra dos seguintes países: Brasil, Rússia, Índia, China e África 

do Sul (South Africa). Em novembro de 2001, quando a Goldman Sachs, dos EUA, introduziu este 

termo, a BRICs representava 4 países emergentes.

２）Foi uma estada de 10 dias, até o dia 23 de agosto. Referência: documentário “Jango”. Produzido em 

1984. Duração: 117 min. Narração: José Wilker, de “Bye bye Brasil”. Direção: Silvio Tendler. Música: 

Wagner Tiso e Milton Nascimento. A música “Coração de Estudante” da trilha sonora torna-se a 

música-tema das “Diretas Já”. Quantidade de espectadores: 1 milhão.

３）Em 06 de agosto de 2010 visitei a central da CUT acompanhado da professora Dilma Silva da 

Universidade de São Paulo, e obtive as explicações sobre as diretrizes das atividades responsáveis 

pelos serviços administrativos. Na parede estava estampada a seguinte frase para a reunião do Dia 

dos Trabalhadores daquele ano: “Todos unidos pela integração regional, trabalho decente, contra o 

neoliberalismo e xenofobia”, deixando explícita a postura “anti-neoliberal”.
４）Goulart e Neves do PTB eram políticos que sofreram influências de Vargas, mas o Lula do PT 

não pertence a esta corrente. Pode-se observar uma continuidade do passado por considerar 

importantes os trabalhadores, mas o PT vem mostrando uma nova faceta da política brasileira. É 

uma tendência do político Lula que contraria a corrente elitista e recebe o apoio de organizações de 

movimento operário que vem de baixo.

５）O debate televisivo que induziu os votos contra Lula e o conteúdo dos programas de noticiário foram 

denunciados no formato de documentário. DVD: Muito além do cidadão Kane: um documentário 

sobre a formação do império televisivo de Roberto Marinho (Foi televisionado na rede de TV 

inglesa Channel Four em 1993, mas na época o mesmo documentário foi proibido de ser transmitido 

no Brasil).

６）As siglas dos partidos políticos inscritos no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em outubro de 2010 

para as eleições presidenciais foram: PMDB, PTB, PDT, PT, DEM, PCdoB, PSB, PSDB, PTC, PSC, 

PMN, PRP, PPS, PV, PTdoB, PRTB, PP, PSTU, PCB, PHS, PSDC, PCO, PTN, PSL, PRB, PSOL e PR. 

Quanto à quantidade de filiados, o 1º era o PMDB, com 2.316.053 filiados, o 2º era o PT com 1.390.000 

filiados, o 3º era PP com 1.360.000 filiados, e o 4º era o PSDB, com 1.310.000 filiados. Os candidatos 

para o segundo turno nas eleições de 2010 foram do PT e do PSDB para a presidência, e do PMDB 

e do DEM para a vice-presidência.

７）Resultado da votação do primeiro turno das eleições presidenciais (09/10/2002) (Folha de S. Paulo 

online)

Lula (PT) 39.443.765 votos (46,44%)

Serra (PSDB) 19.700.465 votos (23,20%)

Garotinho (PSB) 15.175.729 votos (17,87%)

Ciro Gomes (PPS) 10.167.597 votos (11,97%)

José Maria (PSTU) 402.040 votos (0,47%)

Rui Costa (PCO) 38.608 votos (0,05%)

Resultado da votação do segundo turno das eleições presidenciais (27/10/2002) (Folha de S. Paulo online)

Lula (PT) 52.793.364 votos (61,27%)

Serra (PSDB) 33.370.739 votos (23,20%)

Total de votos válidos 86.164.103 votos (100%) (término da apuração dos votos em 29/10)
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８）Singer, que foi o porta-voz da campanha eleitoral que levou Lula à vitória, não vê Lula como um 

populista. Ele o considera uma personalidade com uma habilidade excepcional de comunicação 

como um mediador (segundo entrevista concedida em agosto de 2011).

９）Referência: página da resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para as eleições de 2002:

 http://www.tse.gov.br/eleicoes/eleicoes2002/instrucoes/inst_2002.html

 O tempo de transmissão da campanha eleitoral dos candidatos à presidência do Brasil é de 100 

minutos por dia, divididos em duas vezes, 50 +50 minutos. Metade destes minutos são divididos 

igualmente entre os candidatos. O restante é dividido de acordo com a representação na Câmara 

dos Deputados na época. Como resultado, a divisão dos 4 principais candidatos ficou da seguinte 

maneira:

 Serra: 20 minutos 46 segundos por dia

 Lula: 10 minutos 38 segundos por dia

 Ciro: 8 minutos 34 segundos por dia

 Garotinho: 4 minutos 26 segundos por dia

10）Em 14 de agosto de 2009, o autor deste trabalho entrevistou o assessor especial Garcia na residência 

oficial da presidência em Brasília, e fez a seguinte pergunta: “É verdade que a vitória de Lula se deve 

em grande parte a Duda?”, e a sua resposta foi: “Foi bom tê-lo como nosso aliado, no sentido de que 

ele não colaborou para os candidatos oponentes”.
11）Curiosamente, nos resultados da votação do segundo turno por estado, Lula ficou em 1º colocado no 

Rio de Janeiro, terra do Carnaval (Folha de S. Paulo online)

  Lula (PT) 78,97%

  Serra (PSDB) 21,03%

    Total de votos válidos: 8.000.576 votos (100%) (finalização da contagem dos votos em 28 de 

outubro)

12）É possível conhecer detalhadamente as circunstâncias da campanha eleitoral no documentário 

“Entreatos” que registrou os 30 dias de 25/09/2002 a 27/10/2002, o dia do segundo turno que 

elegeu Lula. Lançamento: 2004. Duração: 117 minutos. Direção: João Moreira Salles.

13）Resultado do segundo turno das eleições presidenciais de 29/10/2006:

  Lula (PT) 58.293.345 votos (60,83%)

14）FOLHA.com

 http://www1.folha.uol.com.br/poder/806922-dilma-para-de-cair-tem-4-pontos-a-mais-que-soma-dos-

rivais-e-2-turno-e-incerto.shtml

 （Acessado no dia 01/10/2010）
15）Folha online. “ELEIÇÕES 2002”
 http://www1.folha.uol.com.br/folha/especial/2002/eleicoes/

 (acessado no dia 01/11/2002)

16）“ELEIÇÕES 2010” FOLHA.com.

 http://www1.folha.uol.com.br/poder/820722-exposicao-de-serra-em-cinturao-tucano-e-ineficiente-e-

dilma-mantem-12-pontos-de-vantagem.shtml

 (Acessado no dia 27/10/2010)

17）“Brasil escolhe ‘Lula’ para competir por indicação no Oscar” G1-globo.com.

 http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2010/09/brasil-escolhe-lula-para-competir-por-indicacao-no-

oscar.html
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 (Acessado no dia 01/10/2010)

18）Baseado no artigo publicado no jornal “Folha de S. Paulo” do dia 22/08/2010.

19）Artigo publicado no jornal “Folha de S. Paulo” no dia 27/08/2010.

20）Abaixo está a distribuição das principais forças por partido dos senadores e deputados, de acordo 

com o resultado das eleições de outubro de 2002 (2003 a 2006). (Folha de S. Paulo online)

Senado Federal Câmara dos Deputados

Partido Quantidade Partido Quantidade

PMDB 19 PT 91

PFL 19 PFL 84

PT 14 PMDB 73

PSDB 11 PSDB 72

PDT 5 PPB 49

PSB 4 PTB 26

PTB 3 PL 26

PL 3 PSB 24

PPS 1 PDT 21

Outros 2 PPS 15

PC do B 12

PSL 1

Outros 19

Total 81 Total 513

21）G1 “Eleição 2010” http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/ (Acessado no dia 09/10/2010).

22）“POLÍTICA” ESTADÃO.COM.BR

 http://www.estadao.com.br/especiais/o-2-turno-na-cidade-do-rio-de-janeiro-zona-a-zona,123646.htm

 (Acessado no dia 01/11/2010)

23）Os resultados das eleições de 2010 foram: número de votos 166.006.214; número de votos válidos 

99.463.917 (93,30%); votos em branco 2.452.597 (2,30%); votos inválidos 4.689.428 (4,40%); abstenção 

29.197.152.

 Por outro lado, os resultados de 2002 (27/10/2002) foram: Lula (PT) 52.746.341 (61,28%); Serra 

(PSDB) 33.324.881 (38,72%); votos inválidos 3.769.223; votos em branco 1.726.826; abstenção 

23.531.545.
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〈論　　文〉
メキシコ市参事会における旗手をめぐる考察

（1528年－1650年）1）

立　岩　礼　子

キーワード
メキシコ植民地史，メキシコ市，メキシコ市参事会，王旗，旗手

Resumen

Este trabajo tiene por objetivo analizar las responsabilidades del alférez real de la 

ciudad de México durante el siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII, a fin de poder 

examinar la fidelidad que guardaban la ciudad y su cabildo hacia el monarca, ausente 

del territorio americano.  El alférez real de la ciudad de México tenía la función 

honorífica de alzar el estandarte real en las fiestas cívicas que organizaba la ciudad 

y se encargaba de los preparativos de dichas fiestas, lo que le exigía unos gastos 

considerables. Como el cargo era rotatorio, las quejas de los regidores del cabildo de 

la ciudad de México fueron creciendo hasta tal punto que se decidió vender el cargo. 

A pesar de que aparecieron algunos compradores, la venta nunca llegó a realizarse 

debido a la oposición del monarca.

Con el propósito de analizar los problemas que se suscitaron en torno al oficio 

de alférez, en el primer capítulo definiremos su función y en el segundo recogeremos 

las voces de los regidores que rehusaban aceptarlo. Finalmente, en el tercer capítulo 

examinaremos las cargas económicas que soportaba el alférez, las medidas de 

financiación para suavizar dichas cargas y la decisión de optar por la venta del oficio.  

Como conclusión, hemos llegado a descubrir un posible abandono o cierta actitud 

de desinterés por parte de los capitulares en mostrar, aunque de forma simbólica, su 

fidelidad hacia la corona alzando el estandarte. Este distanciamiento tuvo lugar en los 

años posteriores al primer centenario de la conquista de México, lo que supone un 

indicio del cambio o de la transición en la mentalidad de aquellos vecinos de la ciudad 

de México.

La principal fuente de nuestra investigación han sido las Actas de Cabildo de la 

ciudad de México, conservadas en el Archivo Histórico de la Ciudad de México. Para 

poder consultarlas hemos obtenido la subvención Grants-in-Aid for Scientific Research 

del JSPS (Japan Society for the Promotion of Science) con el número de proyecto 

24520845.
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はじめに

中世スペイン以来，王旗（el estandarte real / el pendón real）は王権を象徴するシンボルの 1

つであった 2）。例えば，アルフォンソ 10世の即位にあたり，スペイン各都市では王旗を掲げて祝っ
ている。つまり，中世末期，王旗を掲げる行為は王に忠誠を誓う証でもあったのである 3）。14世
紀のトレドでは「王旗のもとに戦う」と言って，たとえそれが王が命じた戦いであっても，それ
ほど地位の高くない貴族のもとで戦うことを拒否することがあった 4）。つまり，王旗を掲げて進
軍することのほうが名誉であったのである。そして 15世紀から 17世紀にかけて，この王を象徴
する旗が戦場を離れ，あらゆる公式行事に登場することになった 5）。その際に，王旗を掲げる役
目が旗手（alférez mayor）であった。スペイン史上において旗手はもともと軍隊に属する職務であっ
た。スペインの約 800年に及ぶ長いレコンキスタの歴史の中で，旗手には，征服した都市に王旗
を掲げて入場するという極めてシンボリックな儀式を執り行う役目が付与された。そのため，こ
の旗手に選出されることがいかに名誉であったかということと同時に，いかに重大な責務を果た
したかという点に注目せざるを得ないのである。
しかも，スペイン国王不在の新大陸の領土においては，どのような状況だったのであろうか。
おそらく，王旗は王印（el sello real）と並んで，スペイン国王の存在を可視化する重要なものであっ
たに違いない。王権のシンボルとしては，本国以上に重要視されていたかもしれないのである。
そして，その王旗を様々な儀式において掲げる任を負った旗手の地位も特別のものであったと推
測される。実際，スペインが支配したアメリカ大陸の植民地の各都市には，公式行事の際に王旗
を掲げて行列の先頭を行く王室付き旗手（alférez real）という任務が存在した。そこで本稿では，
スペインのヌエバ・エスパーニャ副王領メキシコ市における王室付き旗手（以下，旗手と略す。）
の実態を検証する。まず第 1章では旗手という任務を定義する。第 2章においては，メキシコ市
参事会における旗手の選出をめぐる議論を分析する。そして第 3章で旗手に課せられた負担につ
いてを考察し，旗手の実態を検証する。旗手に関する資料はメキシコ市参事会議事録に集中して
いるため，同議事録を中心に分析を行う 6）。

1．旗手の任務

1．1　征服時
ペルーのクスコ征服の凱旋の折には，ヘロニモ・デ・アリアガ（Jerónimo de Aliaga）という名

のスペイン人が王旗を掲げて入場した 7）。残念ながら，メキシコ征服については，その記述がない。
テノチチトラン陥落の詳細はエルナン・コルテスの書簡集，フランシスコ・デ・ゴマラやベルナル・
ディアス・デル・カスティーリョの記述にもある。しかし，メキシコ市建設中にスペイン人たち
が拠点としたコヨアカンから正式にメキシコ市に凱旋した時の記録は残っていない。コルテスの
秘書のゴマラの記述にも見当たらない。当時コルテスは遠征中であったことから，本人も記録し
ていない。ディアス・デル・カスティーリョもコルテスに同行していたためか，メキシコ市凱旋
時について書き残していない。
新大陸における君主不在での征服事業において，少なくとも副王制度が導入されるまで，王旗
はスペイン国王を可視化する重要な存在であったと考えられる。ヌエバ・エスパーニャの最初の
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副王が任命されたのが 1535年であるから，1521年から 1535年までのおよそ 15年間に注目する
必要があると思われる。とくに 1521年から 1527年までの 7年間については，征服者エルナン・
コルテスの存在を無視できないと思われるが，現状ではこの点を解明できる資料がない。ただ，
漠然と，当時は王旗ではなくコルテスの旗を掲げたということが 18世紀に至っても信じられてい
たことが確認できている 8）。
メキシコ市の旗手に関する記述が資料に登場するのが，1528年のメキシコ市参事会議事録であ

る。そこには，フアン・ハラミーリョ（Juan Jaramillo）が旗手に任命されたことが記してある 9）。
彼は，コルテスと共にメキシコに上陸した 13隻のうちの 1隻の船長であり 10），メキシコ征服後
にはホンジュラス探検にも参加した。コルテスの通辞であったマリンチェを娶って，マリアとい
う女子を授かっている。つまり，コルテスが信頼を寄せる人物であったとも言える。1528年以前
の議事録が存在しないため，ハラミーリョ以前に誰が旗手を務めたかについては不明である。

1．2　任務
旗手は，メキシコ市参事会が慣例としている全ての儀式に出席するものとされていた 11）。17世
紀においては，次の 10の祝祭が出席の対象となっていたことになる。すなわち，メキシコ市在住
のスペイン人たちの信仰対象であり，雨乞いのために祈ったレメディオス聖女の行列，聖体の日，
メキシコ征服を記念する聖イポリトの日，地震対策の聖グレゴリオ・タウマトルゴの日，疫病退
散を祈った聖ニコラス・デ・トレンティノの日，16世紀に教会に大きく貢献した聖テレサ・デ・
ヘススの日と聖イシドロの日，ヌエバ・エスパーニャ出身初の殉教者となった聖フェリペ・デ・
ヘススの日，1552年に中国で殉教し，1622年に列聖された聖フランシスコ・ハビエルの日，1671

年にアメリカ領初の聖女に列聖された守護聖女リマの聖女ロサの日である。このうち 16世紀から
祝われていたものは，最初の 3つの祝祭―レメディオス聖女の行列，聖体の日，聖イポリトの日
―である。無論，国王の即位式をはじめとした特別な儀式の際にも，旗手が登場したであろう。
任命を受けた後には，旗手は以下の事項をはじめとした諸々の約束事を守らなければならな
かった。

1）  任期中はメキシコ市にとどまること 12）。儀式や祝祭の準備を最優先するため，メキシコ市
の外に所有するアシエンダを経営している場合であっても，他の市の職務を兼任している場
合であっても，メキシコ市を留守にすることは許されなかった。ただし，特別の許可が申請
されれば，短期間の留守を認められることはあった。

2）  王旗を管理すること。当初，王旗は旗手の自宅にて保管されていたようである。参事会の建
物が完成してからは，そこへ移管されたようである。

3）  参事会から補助金を受け取り，管理すること。儀式や祝祭に必要な費用は旗手の個人負担で
あったが，議員たちの要請で，参事会から一定の金額が提供された。その補助金は，参事会
が管理していたテナント料もしくは治水費用から充てられた。

4）  儀式のみならず，祝祭行事にも参加すること。儀式そのものも長時間に渡り，祝祭期間は数
日あるいは数週間にわたったが，その前後の行事の準備のみならず参加も義務づけられてい
たようである。とくに馬上槍試合への参加は強く求められた。

ただし，旗手は 1人だけで準備をするのではなかった。補佐役として祭事係（diputados de 

fiestas）が 2人配されていた。彼らの任期は 1年であった。やはり，メキシコ市内に居住してい
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ること，法律関係の仕事をはじめとした王室の仕事によってメキシコ市を離れることがないこと
が条件であった。

1．3　条件
旗手としての条件は特に設けられていたわけではなく，明示されてもいない。しかしながら，
資料の分析から，以下の事項が条件となりうることが判明した。

1）メキシコ市参事会議員であること。
2）在職中であっても犯罪の罪に問われていないこと。
3）犯罪の容疑で出廷している身分にないこと。
4）祝祭に係る費用を負担するだけの経済的余裕があること。
5）メキシコ市の名誉を傷つけない人物であること。
これらの条件を満たす人物が，メキシコ市が威信をかけて執り行う行事の旗手として選出され
たのであった。

2．選出をめぐって

2．1　選出方法
旗手は参事会議員（regidorあるいは capitular）から選出された。先述のように，メキシコ市の
記録に残る最も古い資料から，1528年にハラミーリョが選出されたことがわかっている。メキシ
コ市参事会の初期の主要メンバーは征服者の面々であった。彼は翌年の 1529年も，翌々年の
1530年も旗手として選出されている。ただし，いずれも聖イポリト祭の時期にメキシコ市を不在
にしていたため，実際には旗手を務めなかったようである。しかし，代わりに誰が務めたかは不
明である。
本来であれば，旗手は王もしくは総司令官から任命される地位であろう。しかし，当時は新大
陸の統治がまだ始まったばかりで，王室の意向は反映されていなかった。また，ヌエバ・エスパー
ニャではアウディエンシアの長であったヌーニョ・デ・グスマンと征服軍を指揮したコルテスが
統治の実権を巡って反目していたこともあり，おそらくは王旗掲揚をどちらの勢力の人間が担当
するかは重大な問題であったと考えられる。
メキシコ市は 1530年に王室から市であることを認められ，紋章を授けられた。これによって
メキシコ市参事会にも正式な地位が与えられ，紋章入りのメキシコ市の旗も整えることができた。
いよいよメキシコ市として王に忠誠をあらたにする機会となったことは言うまでもない。メキシ
コ市は新大陸における主要都市としての地位を確立し，その地位にふさわしい旗手を選出して王
旗を掲げることは，むしろ義務ともいうべき責務となっていったのであろう。メキシコ市参事会
から旗手を選出することは，国王への忠誠を誓うだけでなく，メキシコ市の威信を維持する重要
な役割として受け止められ，旗手はその期待に応える必要があった。
また，旗手は軍人として優秀かつ功績を積んだ人物であることも求められ，メキシコ市の防衛
を象徴する人物でなければならなかったと思われる。当時メキシコ市のスペイン人居住区は，先
住民居住区に周囲を包囲され，いつ報復を受けてもおかしくない状況にあったことを忘れてはい
けない。従って，1528年から 3年連続で，コンキスタドールとして武勲のあったハラミーリョが



メキシコ市参事会における旗手をめぐる考察

─ 67 ─

選出されたのもうなずける。議事録には，彼が旗手に「ふさわしく，申し分ない」と記されてい
る 13）。
しかし，王室は，国王不在の新大陸にあって，旗手の選出を現地の参事会の決定に任せたまま
にしたわけではなかった。1530年に女王が勅令を出し，旗手は議員年数が最も長い者とするとし
た 14）。その任期は 1年であった。しかし，議員職には任期がなかったため，これでは議員歴が長
い者が辞職しない限りは，その人物が長期にわたって旗手を務めることになる。そこで，議員歴
が長い者から短い者へ自動的に 1年で交代すると解釈された。
植民地統治が進展すると，メキシコ市に集中していた議員たちは，副王領や近郊の都市の統治
機関の職にも就くようになった。そして，議員以外の仕事や地理的な距離を理由に，旗手の任務
を辞退するようにもなった。メキシコ市参事会は順番が乱れることによって 1530年の勅令を遵守
できない事実を重く見て，「これ以上混乱が生じないように」，副王に旗手の任務を免除されるケー
スを定めてもらうよう依頼するまでの事態にまで発展した 15）。

2．2　任命時期
当初，任命は聖体の日の後，およそ 6月中旬頃の参事会で行われていた。従って，聖体の日に

は旗手は参列していないことになる。つまり，教会主導の行事には参加しないということである。
旗手は任命から 2ヶ月後の聖イポリト祭に向けて早々に準備を始めなければならなかった。
その後，参事会議員の様々な任務を決定する毎年 1月 2日に任命されるようになった。参事会

では旗手の順番が確認され，任命はその場で認められた。持ち回り制であったため，たいていの
場合は投票することなく承認された。旗手に選ばれた議員が参事会に欠席していた場合は，自宅
へ知らされた。順番を狂わせないように最大限の配慮がなされた。任命が早まったことで，年始
から 8月 13日の聖イポリト祭の間までに，半年以上の準備期間が確保されたのである。しかしな
がら，次に分析するように，辞退する者が出た。なお，1528年から 1650年までのメキシコ市に
おける旗手の一覧は，資料 1として文末に掲げる。
参事会においては，旗手の任命は聖イポリト祭の旗手として任命されている。本稿 1.2に示し
たように合計 10の公式行事に旗手としての任務を与えられたということであれば，聖イポリト祭
以外の祝祭における旗手の役割を調査する余地が残されているということになる。

2．3　辞退
2．3．1　病気
病気を理由に旗手の任務を辞退する議員は当然いた。しかしながら，参事会ではなかなか認め
られなかった。そもそも旗手の担当順番が狂う事を非常に嫌った。例えば，1627年にフランシス
コ・デ・カルバハル（Francisco de Carvajal）が辞退した際，カルバハルの次に議員歴が長い人物
に担当させることをせず，参事会は解決策を副王に頼んだほどであった。旗手の人選に副王の介
入を求めるほど重要な案件であったと考えられる。最終的に副王は「このような理由で拒否する
ことのない別の人物を選出するように」と命じ，これによって，病気の場合は，あらたな候補を
選出することが 1つの指針として示されたことになった 16）。
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2．3．2　任務の重複
2．3．2．1　メキシコ市参事会議員としての任務の重複
議員には，メキシコ市参事会での問題を直接本国の宮廷へ出向いて国王に訴えるという特使と
しての任務（procurador de la Corte）もあった。1年の長期出張となり，その任務を与えられた
議員は旗手を引き受けることは不可能であった。この場合は，旗手を帰国後に担当した 17）。

2．3．2．2　メキシコ市参事会議員以外の任務との重複
多くの議員はメキシコ市参事会の議員職以外の職も持っていた 18）。1618年アロンソ・サン
チェス・モンテモリン（Alonso Sánchez Montemolín）がヌエバ・エスパーニャの受託業務担
当（depositario general）を担当していたが，前年に旗手を務めたルイス・パチョ・メヒア（Luis 

Pacho Mejía）の次に議員歴が長いとして旗手を務めることに決まった 19）。議員たちが「国王陛下
にお仕えしているため忙しい」と兼務職を理由に辞退することが多かった。しかし，フアン・デ・
フィゲロア（Juan de Figueroa）やディエゴ・デ・モンロイ（Diego de Monroy）が裁判所での仕
事を持ちながらも，それぞれ 1624年と 1625年に旗手を引き受けたことは評価され，しばらく続
いていた辞退の連鎖に小休止を打つことになった 20）。しかし，1627年にフランシスコ・デ・ソリ
ス（Francisco de Solís）がソチミルコのコレヒドールの職を理由に辞退した際に，勅令にあるよ
うに，いかなる理由があっても旗手を務めることが改めて確認された 21）。同様に，1628年，プエ
ブラの市長（alcalde）の職にあったフェルナンド・トレホ・デ・カルバハル（Fernando Trejo de 

Carvajal）も順番通りに旗手を務めることが投票によって決議された。

2．3．3　経済的な困窮
議員のなかには，経済的困窮のために辞退せざるを得なかったケースもあった。クリストバル・
デ・モリーナ（Cristobal de Molina）がこれに当たる。1624年，モリーナはスペインへ出張を任
じられ，その旅費及び滞在費を捻出するために，年間 8,000ペソの収益があったアシエンダを売
却した。1626年に帰国すると，不在中に当番であった旗手の任務に当たることになったが，「食
べるにも困っている」ほど困窮していると言って，旗手を辞退した 22）。参事会では投票を行った。
結果は，出席者全員が投票し，白票及び無効票なしで，3票がモリーナの辞退を認め，11票が認
めないというものであった。これを不服に思ったモリーナはアウディエンシアに訴え 23），アウディ
エンシアは旗手としての責任を免除する判決を下した 24）。

2．3．4　処罰を受けている場合
本人の申し出を待たずに，免責の対象となることもあった。これは明らかに議員が任務を果た
せない場合である。1624年のペドロ・デ・バレラ（Pedro de Varela）のケースである。彼は管財
主任（procurador mayor）だったが，副王によって流罪とされていた。財産を没収され，非常に
困窮しており，「王旗掲揚の責務を果たし，しかるべくメキシコ市の役に立つことは不可能」であ
ると確認された 25）。

2．3．5　拒否した場合
旗手を引き受けない場合は処罰の対象となった。1545年には，議員としての資格停止と 500ペ
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ソの罰金が定められた 26）。

3．旗手の負担

メキシコ市でもっとも旗手の任務が重大であったのは聖イポリト祭であったとはいえ，ほかの
祝祭への出席も義務づけられていたことを考えると，その負担は決して小さくない。また祝祭は
1日で終わりではなく，前後 1週間にわたって祝われたことも考慮する必要がある。こうした負
担がゆえに，旗手という任務が，王家の旗を掲げて行列の先頭を行くという名誉に見合う責務と
次第に受け止められなくなっていったとしても無理からぬことと言える。

3．1　聖イポリト祭の準備
旗手は，式典に必要な準備を執り行う事が義務づけられていた 27）。しかし，その内容について
の規定はなく，当時の慣例にならっていたと理解される。メキシコ市の聖イポリト祭の場合，16

世紀の議事録を分析した結果，以下のような項目を抽出した。
1）祝祭に出席する副王に招待状を出し，食事を振る舞うこと。
2）メキシコ大司教に招待状を出すこと。
3）祝祭の当日にアウディエンシア長官を迎えに行くこと。
4）儀式後の馬上槍試合に参加すること 28）。
おそらく，聖イポリト教会でのミサの段取りをつけたり，市中の飾り付けや山車についての指
示を出したり，楽団を雇ったりと様々な準備を請け負った。さらに，闘牛のための牛を 100頭を
購入してプラサ・マヨールに囲ったり，闘牛士を雇ったり，馬上槍試合に出場する自分のチーム
の衣装を揃えたりと諸々の準備を整えなければならなかった。もちろん，自分の旗手としての衣
装そして供の者の衣装も支度しなければならなかった 29）。
祝祭には「メキシコ市にふさわしい品格と華やかさ」が求められた。旗手の負担の一端を理解
するために，ここでフランシスコ・ロドリゲス・デ・ゲバラ（Francisco Rodríguez de Guevarra）
の証言を引用する。ロドリゲス・デ・ゲバラは，「30年以上もこの参事会に出席し，すべての副
王や大司教，視察官をはじめとした高官の歓迎式典にも市をあげて不必要に華美に飾り付けて出
席した。馬上槍試合や馬上戦闘にもチームを率いて出席した。このために多額の私財を投じたが，
市からの援助金は出ていない。ほかの場合にも援助はなく，18年間にわたって聖イポリト祭やほ
かの異なることでも多額の出費をしてきた」と証言している 30）。

3．2　費用
実際に祝祭にかかったの費用については，議事録からではその全体を明らかにすることは困難
であるが，1626年の議事録からいくつかの手がかりを得ることができた。
まず，1626年に困窮を理由に旗手を辞退したモリーナは，辞退が認められない場合に 1,500ペ
ソの補助金を求めていたことから，旗手が祝祭の準備に必要とした総額の目安となり得る額だと
考えられる 31）。1584年の時点では 500ペソかかったという議員ギリェン・ボンダット（Guillén 

Bondat）の報告もある 32）。単純計算であるが 33），祝祭の費用が 42間年で 3倍になったということは，
少なくとも都市の拡大とともに祝祭の規模も大きくなり，費用負担も増えていったということな
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のだろう。祝祭に 1,500ペソが必要であったと仮定し，17世紀前半の議員の給料は 36ペソ 34）であっ
たことを考えると，月給のおよそ 14倍の費用を一議員が負担するのは厳しかったと言えそうであ
る。
市からの補助は 1584年時点で 100ペソ 35），1601年時点で 200ペソであった 36）。さらに，市か
ら旗手の衣装代 200ペソ 37）が支払われていたことが明らかにされている 38）。1601年末に補助金
の額を検討することになった 39）。この 200ペソとは別に，メキシコ征服 100年にあたる 1621年
の聖イポリト祭には，1,000ペソが旗手の指示に従って使われることになった 40）。おそらく，こ
の 1621年をきっかけに補助金が増額され，1627年の聖イポリト祭では衣装代に 1,330ペソ，600

ペソが花火，ロウソク，聖イポリト教会の装飾などに支給された 41）。しかし，この額を超えて使っ
た場合は，逆に 1,000ペソの罰金が課されるとのことであった 42）。
一方で，支出の削減も行われた。1627年に副王が以下を定めている 43）。
1）旗手は，前夜祭と本祭において同じ衣装をつけること。
2）供の者の衣装も馬の飾りも，前夜祭と本祭とで，同じものにすること。
3）いずれの衣装も金，銀，金糸の刺繍，金の生地を使わないこと。
4）旗手の衣装は絹で作ること。
5）旗手の衣装に宝石を縫い付けたり，金の鎖をつけたりしないこと。
6）供の人数は 8人までとすること。
7）供の衣装はウール地とすること。
8）供の衣装には飾り，ボタン，袖，絹のベルト，金や銀のものをつけないこと。
こうした条例が効を奏したかどうかは定かではないが，以後しばらく負担額についての議論は
されていない。再燃するのは約 50年後の 1690年である。しかもメキシコ市に補助を求めたので
はなく，直接，王室に求めたのであった。メキシコ市参事会の代表（procurador de la Corte）と
してマドリードの宮廷へ派遣されていたフアン・ヒメネス・デ・シレス（Juan Jiménez de Siles）は，
補助の増額を要請したが，王室からは 2度にわたって拒否された 44）。

3．3　公職売買
16世紀末，旗手にかかる負担額の解決法として，メキシコ市参事会は旗手の職を売却する可能
性を探っていた。1559年 6月 24日付けで王室が旗手の数を増やすことを決定している 45）。しかし，
旗手の職を公職売買の対象として許可したため，逆に多くが売却されたようである 46）。旗手とい
う名誉な地位を売却することも購入することも，どちらも魅力のあるものであったと考えられる。
しかし，メキシコ市の旗手の職は議員による持ち回り制であったため，売却の対象とするのは
難しかった。副王モンテレイ伯爵は，メキシコ市の旗手の職に関心を持っている者たちがいるこ
とを確認してはいたが，議員たちに売却を思いとどまるように説得にかかった。しかし，議員た
ちは 1602年，アロンソ・バルデス（Alonso Valdéz）をメキシコ市参事会代表としてスペインに
派遣し，旗手を公職売買の対象にしてほしいと要請した。しかし，王室は 1602年 47）と 1611年 48）

の 2度にわたって，これを了承しなかった。
1626年に再び公職売買の可能性が浮上した。その頃，メキシコ市参事会議員の数が減少し，議
員職に 7席空きがあり，参事会の機能が低下し，種々の出費に対応できないというのである。と
くに出費が多い旗手の職を売却し，利益の半分を王室に納め，残りの半分でメキシコ市の負債の
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返済に充てることをデ・モリーナが提案した 49）。この提案に基づき，参事会では 1年をかけて旗
手に関する書類を検討した結果，売却ではなく，1,500ペソの補助を要求することにした 50）。お
そらくこの金額は受け入れられなかったようである。その後 1628年，アンドレス・バルマセダ
（Andrés Balmaceda）から，メキシコ市の旗手選考を国王に委ね，メキシコ市の権威を高める人
物としてオリバーレス公爵に依頼することまでも提案された 51）。参事会はこの案に同意し，フラ
ンシスコ・デ・ソリア・イ・バラサ（Francisco de Solía y Barraza）は旗手の座をオリバーレス公
爵とその一族に委譲することを提言した 52）。そして，オリバーレス公爵がメキシコ市参事会のメ
ンバーに名を連ねることによって，空席となっている議席が埋まるように，オリバーレス公爵が
メキシコ市参事会の旗手として議員職を引き受けることを副王から王に進言してもらうことを決
めた 53）。しかし，国王の宰相を務めるオリバーレス公爵がこのような要請を受け入れるはずもな
く，メキシコ市参事会の要望が叶うことはなかった。
しびれを切らした参事会は売却を敢行した。その結果，3人の候補があがった。ディエゴ・デ・
オレホン・オソリオ（Diego de Orejón Osorio），フアン・デ・オルドゥニャ（Juan de Oruduña），
フアン・デ・サルセド（Juan de Salcedo） であった。オレホン・オソリオは 2,000ペソ，サルセド
が 60,000ペソを提示した。副王はサルセドへの売却を許可したが，売却成立の正式決定が出ず，
立ち消えとなった 54）。その後，1647年にガルシア・デ・バルデス・オソリオ（García de Valdés 

Osorio）が購入することになったが，メキシコ市参事会に対して 200,000ペソを支払うほか多く
の条件を提示したため，最終的にこの売買は成立しなかった。

おわりに

今回の分析では，16世紀および 17世紀前半までの植民地時代のメキシコ市における旗手につ
いて，メキシコ市参事会議事録を主たる資料として，議員の発言や旗手決定の採決の経過をもと
に，旗手という任務を再構築することを試み，その実態を明らかにした。
今回の分析を通して，議員にとって旗手の任務は経済的にも精神的にも負担になっていたこと
が明らかになった。例えば，ロドリゲス・デ・ゲバラは 1597年から議員を務め 55），30年以上も
その地位にあった。その間，旗手を務めたのは，1605年と 1628年の 2度である（資料 1を参照）。
すでに紹介したとおり，彼は聖イポリト祭のみならずメキシコ市が主催する様々な祝祭に多額な
出費をしたと証言している。また，やはり議員歴が長く，征服者一族の血を引くメキシコ市の有
力者の一人であったトレホ・デ・カルバハルは，1628年に，「重病を患っていたために旗手を今
日まで引き受ける事ができなかったが，命の危険を冒してでも」56）責任を果たすと約束している。
このことが語っているように，旗手の任務は並大抵でなかったことが伝わってくる。
しかしながら，資料 1の旗手の一覧表を見ても，頻繁に旗手の役目が回ってくるわけではなかっ
た。それにもかかわらず，議員たちは「多額の出費で破産した。アシエンダを売却せざるをえなかっ
た」57）と訴え，メキシコ市の旗手の座を経済的余裕があるスペイン本国の有力者に売却しようと
画策した。メキシコ市の旗手という地位は，スペイン国王の権威の象徴である王旗を掲げるとい
う特別な地位であったとはいえ，名誉職であり，武器を携帯することも許されておらず，特別な
政治権限を与えられたわけでもなかった。従って，議員たちにとってのメリットは少なかったと
考えられる。また，行事が華美になってくると，その華やかさに相応しい旗手像が求められ，馬
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や衣装代などに高額を投じることを余儀なくされた。つまり，議員たちの経済的負担は大きくな
る一方であった。そのため議員たちが旗手を辞退したため，メキシコ市参事会は毎年のようにそ
の対応に追われたのであった。しかしながら，メキシコ市において旗手という地位が廃止になる
ことはなく，必ず誰かが引き受けなければならなかった。メキシコ市参事会は 1530年の勅令を順
守すべく，様々な対策を講じて旗手を選出し，王権の威信のみならずメキシコ市の体面を保たな
ければならなかった。しかし，参事会を構成していた肝心の議員たちは，旗手を拝命することに
消極になっていたのであった。つまり，議員たちはメキシコ市の代表としてスペイン国王に忠誠
を誓い，王権の威信を保つことに関心を示さなくなり，さらにはメキシコ市という自らの地位を
正当化することすら半ば放棄したかのようであった。こうした態度は 1620年代後半に顕著であり，
1621年というメキシコ征服 100周年を迎えた後に当たる。ヌエバ・エスパーニャの首都メキシコ
市におけるこの変化は，本国と植民地との関係に変化が生じた事例として提示できるのではない
だろうか。
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資料

「メキシコ市の旗手一覧（1528年から 1650年まで）」
（メキシコ市議事録および Antonio de Robles, Diario de sucesos notables (1665－1703), 3 vols., Porrúa, 

México, 1946より抽出。）
1528年 フアン・ハラミーリョ
1529年 フアン・ハラミーリョ
1530年   フアン・ハラミーリョ不在のため，クリストバル・マルティン・デ・ガンボアに依頼するこ

とを決定。
1531年 ディエゴ・エルナンデス・デ・プロアーニョ
1532年 ディエゴ・エルナンデス・デ・プロアーニョ
1533年 ベルナルディーノ・バスケス・デ・タピア
1534年 フランスシコ・デ・サンタ・クルス
1535年 アトランサス地区行政官（氏名不明）
1536年 不明
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1537年 ゴンサロ・ルイス
1538年 不明
1539年 ルイ・ゴンサレス
1540年 ルイス・デ・カスティーリャ
1541年 アントニオ・デ・カルバハル
1542年 フアン・デ・サマノ
1543年 ぺドロ ・デ・ ビリェガス
1544年 ベルネルディーノ・デ・ アルボルノス
1545年 フランシスコ・バスケス・デ・コロナド
1546年 ゴンサロ・デ・ サラサール
1547年 アンドレス・デ・バリオス
1548年 ペドロ・デ・マディニーリャ
1549年 アロンソ・デ・メリダ
1550年 アロンソ・デ・ ビリャヌエバ
1551年 アロンソ・デ・ ビリャヌエバ
1552年 ベルナルディーノ・バスケス・デ・タピア
1554年 ゴンサロ・ルイス
1555年   ルイ・ゴンサレスが病気のため ルイス・デ・カスティーリャに交代し，最終的には病気が

回復し，ルイ・ゴンサレスが担当。
1556年 ゴンサロ・ルイス
1557年 ルイス・デ・カスティーリャ
1558年 アントニオ・デ・カルバハル
1559年 ベルナルディーノ・アルボルノス
1560年 フアン・ベラスケス・デ・サラサール
1561年 フアン・デ・ サマノ
1562年 ペドロ・ロレンソ・デ・ カスティーリャ
1563年 ベルナルディーノ・パチェコ・デ・ボカネグラ
1564年 ディエゴ・アリアス・デ・ソテロ
1565年 アロンソ・ダビラ病気のため，フランシスコ・デ・メリダに交代。
1566年 アロンソ・ダビラからヘロニモ・ロペスに交代。
1567年 アントニオ・デ・カルバハル
1568年 ホルヘ・デ・メリダ不在のため交代。交代者の氏名は不明。
1569年 ホルヘ・デ・メリダ
1570年 ルイス・デ・ベラスコ
1571年 メルチョール・レガツピ
1572年   マルティン・デ・アブルーサが病気のためベルナルディーノ・アルボルノス（経費負担はル

イス・デ・カスティーリャ），最終的にマルティン・デ・アブルーサが病気から回復して担当。
1573年 不明
1574年 ガルシア・アルボルノス
1575年 ヘロニモ・ロペス
1576年 アントニオ・デ・カルバハル
1577年 ペドロ・ロレンソ ・デ・カスティーリャ
1578年 ルイス・デ・カスティーリャ
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1579年 ルイス ・デ・ベラスコ
1580年 アロンソ・バルデス・ボランテ
1581年 アンドレス・バスケス・デ・アルダマ
1582年 ルイス・フェリペ・デ・カスティーリャ
1583年 アロンソ・ゴメス・デ・セルバンテス
1584年 ギリェン・ボンダット
1585年 不明
1586年 アロンソ・ゴメス・デ・セルバンテス
1587年 アントニオ・デ・ラ・モタ
1588年 不明
1589年 不明
1590年 フランシスコ・デ・ベラスコ
1591年 フランシスコ・デ・ラス・カサスからゴルディアン・カサノに交代 。
1592年 アントニオ・デ・ラ・モタ
1593年 ヘロニモ・ロペス
1594年 ガスパール・ペレス
1595年 フランシスコ・デ・ラス・カサスからアロンソ・デ・バルデスに交代。
1596年 アロンソ・ゴメス
1597年 ギリェン・ボンダット
1598年 フランシスコ・ゲレロ・デ・ルナ不在のため，フアン・ルイス・デ・リベラに交代。
1599年 フランシスコ・ゲレロ・デ・ルナ不在のため フランシスコ ・デ・ラス・カサスに交代。
1600年 ガスパール・デ・バルデス
1601年 フランシスコ・ゲレロ・デ・ルナ不在のため，バルタサール・エレラに交代。
1602年 フランシスコ・トレホ・デ・カルバハルからペドロ・デ・カルバハルに交代。
1603年 ペドロ・ヌーニェス・デ・プラド
1604年 フランシスコ・エスクデロ・デ・フィゲロア
1605年 フランシスコ・ロドリゲス・デ・ゲバラ
1606年   フランシスコ・エスクデロ・デ・フィゲロアあるいは フランシスコ・トレホ・デ・カルバ

ハルあるいはヘロニモ・ロペス・デ・ペラルタ
1607年 フランシスコ ・デ・トーレス・サンタレム
1608年 ルイス・マルドナド・アセトロ
1609年 フランシスコ・デ・ブリビエスカ
1610年 フランシスコ・デ・ソリス・バラスカ
1611年 アロンソ・ディアス・デ・ラ・バレラ
1612年 アルバロ・デ・カスティーリョ
1613年 フアン・デ・ カルバハル
1614年 フアン・デ・トーレス・ ロランカ・イ・アセタ
1615年 アロンソ・デ・リベラ・イ・アネダーニョ
1616年 レオネル・デ・セルバンテス不在のため，アロンソ・テーリョに交代。
1617年 ルイス・パチョ・メヒア
1618年 アロンソ・サンチェス・モンテモリン
1619年 メルチョール・デ・ベラ
1620年 フェルナンド・デ・ラ・バレラ
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1621年 フェルナンド・デ・アングーロ・レイノーソ
1622年 ペドロ・デ・ラ・バレラ流罪のため，ゴンサロ・コルドバに交代。
1623年 ペドロ・デ・ラ・バレラ流罪のため，アンドレス・デ・バルマセダに交代。
1624年   ペドロ・デ・ラ・バレラ流罪のため，クリストバル・デ・モリーナに交代するもスペイン出

張のため , フアン ・デ・ フィゲロアが交代。最終的にフェルナンド ・デ・アングーロ・レイノー
ソあるいはアンドレス・デ・バルマセダが担当。

1625年 ディエゴ・デ・モンロイからフアン・デ・フィゲロアに交代。
1626年   クリストバル・デ・モリーナが経済的な困窮のために辞退することが認められる。フランシ

スコ・ロドリゲス・デ・ゲバラに交代。
1627年   フェルナンド ・デ・トレホからフランシスコ・エスクデロあるいは フランシスコ・デ・ソ

リスに交代し，最終的にシモン・エンリケスが担当。
1628年 フェルナンド・デ・トレホ
1629年 不明
1630年 フランシスコ・デ・ソリス・イ・バラサが罰金刑のため，ルイス・オアチョ・メヒアに交代。
1631年 不明
1632年 不明
1633年 不明
1634年 不明
1635年 フアン・フランシスコ・ベルティス
1636年 フアン・カバリェロ
1637年 フアン・デ・オルデーニャ
1638年 フアン・デ・マラヤ
1639年 フアン・デ・アルコセール
1640年   クリストバル・バレロからフアン・デ・アルコセールに交代したが，最終的にはクリストバ

ル・バレロが担当。
1641年   フランシスコ・デ・カスティーリャ死去のため，ニコラス・バラオーナに交代し，最終的に

は フランシスコ・デ・ソリスが担当。
1642年   アノトニオ・デ・モントーヤが収監中のため，フランシスコ ・デ・ セルバンテス・カルバハ

ルに交代。
1643年 アントニオ・デ・モントーヤが収監中のため， ディエゴ・デ・オレホンに交代。
1644年 アントニオ・デ・モントーヤが収監中のため，交代。交代者名は不明。
1645年 不明
1646年 不明
1647年 不明
1648年 不明
1649年 不明
1650年 不明
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〈論　　文〉
チャルコの農民，フリオ・ロペスの反乱 1）

山　﨑　眞　次

キーワード
チャルコ，フリオ・ロペス，農民反乱，プロティノ・ロダカナティ，社会主義，無政

府主義

Resumen

Cuando México logró la independencia y empezó a construir una nación nueva 

a principios del siglo XIX, el número de rebeliones campesinas aumentó en todo el 

país. Sugerimos que una causa del aumento de las rebeliones emana de la relación 

relativamente estable de tres actores (gobiernos, hacendados y campesinos) durante la 

época colonial que se convirtió en una relación inquietante. La alianza entre los gobiernos 

y los hacendados se reforzó para ganar más tierra y obtener más uso del agua y pasto, 

aislándose el sector agrícola. Para probar esta hipótesis, este artículo analiza la rebelión 

ocurrida en Chalco en el siglo XIX. El líder de esta rebelión es Julio López, un peón de una 

hacienda. Los estudiosos han tenido interés por Julio López porque éste se alzó contra los 

hacendados influenciado por la idea socialista de Carlos Fourier y las ideas anarquistas de 

Pierre Proudhon y Mijail Bakunin. En aquel entonces no había ninguna rebelión basada en 

dichas ideas en México. Entonces ¿por qué un campesino simpatizó con ideas socialistas 

y anarquistas? Hasta hoy día las monografías que han sido publicadas, están fundadas en 

las firmes influencias de las ideas de Fourier, Proudhon y Bakunin. Sin embargo, hay unos 

artículos que nieguen dichas influencias.

El primer investigador que empezó a analizar el caso de Julio López fue José Valadés, 

quien afirmó en un artículo publicado en 1924 que la rebelión de López era anarquismo. 

Después varios historiadores e ideólogos han hecho públicas sus opiniones como Díaz 

Ramírez (1936), García Cantú (1969), John Hart (1976), Leticia Reina (1976), Marco 

Antonio Anaya (1998) y Romana Falcón (2002) basándose en el dictamen de Valadés. Pero 

John Tutino (1990) analiza que López se rebeló, aprovechando la situación debilitada del 

Estado para reivindicar la tierra comunal de los campesinos.

En este artículo, primero, voy a presentarles la historia de Chalco y luego, examinar 

la rebelión misma y la infiltración de los pensamientos socialista y anarquista en México, y 

finalmente les presento mis conclusiones.
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初めに

19世紀のメキシコにおける農民反乱の激増は，植民地時代から続くアセンダド（大農園主）に
よる土地強奪や搾取，人口増加による土地不足，連邦政府が 1865年に公布した「永代所有財産解
体法」（レルド法）による土地喪失，白人と先住民間の人種対立の 4つが主要因であると主張され
てきた。だがそれら 4要因に加え，土地所有権に関して政府，アセンダド，農民の 3者間の均衡
が崩れたことも紛争激増の一因であろう 2）。安定した三角関係が歪な 2極間関係へ変質したので
ある。
これまで 3者間の関係変質についてメキシコの他地域での調査研究を行ってきたが，本稿もそ
の一環であり，今回はメキシコ市郊外に位置するチャルコ地域における農民反乱を分析する。チャ
ルコの反乱の指導者はフリオ・ロペスという，アシエンダ（大農園）のペオン（小作人）である。
ロペスが研究者から注目されてきたのは，彼がシャルル・フーリエの社会主義的理念，ピエール・
プルードンとミハエル・バクーニンの無政府主義に影響を受け，アセンダドに対して武装蜂起し
たと言われているからである。当時のメキシコにおいて社会主義的，無政府主義的思想に依拠し
て反乱を起こした例はない。ではどうしていち農民であるロペスが当時のヨーロッパ思想に共鳴
したのか。これまでフリオ・ロペスに関する研究はフーリエ，プルードン，バクーニンの思想の
影響を前提として論じられてきたが，ロペスがフーリエの自由と秩序を調和させるファランジュ
の思想やプルードン・バクーニンの無政府主義思想に通じていたという文書はないと，ロペスの
反乱とこれらの思想家との関連性を否定する研究論文もある 3）。
ロペス研究の先鞭をつけたのはホセ・バラデスである。バラデスは 1924年に発表した小論文で

ロペスの反乱を無政府主義と断じた 4）。その後のロペス研究はバラデス論文に依拠して発表され
た。ディアス・ラミレス（1936年）はチャルコの農民反乱を社会主義的共産主義と考え，ガルシア・
カントゥ（1969年）はキリスト教的無政府主義，ジョン・ハート（1976年）は社会主義と無政府
主義のカテゴリーに農地改革主義を加えた。レティシア・レイナ（1976年）とマルコ・アントニオ・
アナヤ（1998年）は農地社会主義，ロマナ・ファルコン（2002年）は農地改革主義と見なしたが，
ジョン・トゥティノ（1990年）は，チャルコの農民は弱体化し分裂したかに見えた国の政治・経
済エリートの状況を失地回復の機会だと捉え，反乱したと分析した 5）。
本稿では，まずチャルコの歴史を述べ，次にロペスの反乱を検証した上で，フーリエ，プルー
ドン，バクーニン思想の導入と影響を明らかにし，最後に結論を提示する。

1．チャルコ

現在のメキシコ市はかつて湖であった。北方から渡来したアステカ族は，1325年頃，メキシコ
盆地の中央を占めるテスココ湖にあった小島に定住した。その後小島周辺を埋め立て，土地を拡
張し帝国の首都テノチティトラン（現在のメキシコ市）を建設した。現在は湖が埋め立てられ当
時の面影はほとんど残っていないが，市南部のソチミルコは運河を利用した舟遊びの場所として
今でも観光客の人気を集めている。市南東部に位置するチャルコは，かつてはテスココ湖につな
がるチャルコ湖を介してソチミルコやメキシコ市と結ばれていた 6）。チャルコ湖周辺からイスタ
シワトルとポポカテペトルの両火山の麓に広がる平原にはチャルコをはじめ，トラルマナルコ，
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テナンゴ，アメカメカ，チマルワカン等の集落が点在している。チャルコ湖には魚類，軟体類，
甲殻類，両生類が豊富で，鶴，家鴨，雁，ペリカン等の鳥類の生息地や渡来地でもあった。20世
紀初めまでは古代の運河を利用してチャルコからメキシコ市まで農産物が運ばれていた。チャル
コはアステカ王朝時代からスペインの植民地時代を経て 20世紀初頭のメキシコ革命まで湖を利
用した水上交易の要衝であった。チャルコは水運の便に恵まれていただけではない。メキシコ盆
地の南東部という立地条件によって盆地外に続く東部のプエブラや南部のモレロスにつながる陸
上交通の要でもあった。プエブラ地方のトウモロコシや小麦と亜熱帯気候のモレロス地方で生産
される砂糖，蜂蜜，果実がチャルコに集積された後，舟でメキシコ市に移送されたのである。ま
た，チャルコは農業の盛んな地でもあった。イスタシワトルとポポカテペトルの両火山の融水が
流れ込み，チャルコ低地には無数の川が形成された。火山から運ばれる水は養分に富み，チャル
コ一帯を肥沃な耕地にした。この沃野には先スペイン期にはトウモロコシ，豆，カボチャ，アボ
ガドが栽培され，植民地時代にはスペイン人が小麦，リンゴ，ナシ，マルメロ，モモ，イチジク，
クルミ，スモモを導入した 7）。周辺の山地に広がる森林には杉，樫，松，樅，サイプラスが茂り，
伐採された木材は建築資材，舟建材，薪，炭として地元やメキシコ市に供給された。
このようにチャルコは交通の要路，農作物生産地，木材供給地として古代から重要な地位を占
めた。植民地時代に利用価値のある土地をめぐる紛争が先住民とスペイン人入植者の間に起こる
のは火を見るよりも明らかであった。征服直後の 1524年に創設されたメキシコ市の聖フランシス
コ修道院は，修道院建築に必要な木材や燃料用の薪をチャルコの森から供給される権利を獲得し
た。チャルコ，トラルマナルコ，ミルパの先住民たちは同修道院に建材と薪を収めている 8）。首
都の拡大に伴い建材と燃料用薪の需要が上昇し，メキシコ市周辺の森林が浸食されたので，1538

年，木材の伐採に関する禁止規定が発令された。不法な木の伐採者に対しては罰金が科せられ，
その半分は市に収められ，残りの半分は告発した役人のものとなった。だが，不法伐採に歯止め
をかけることはできなかった。そのため伐採地域が限定され，まず，首都から 10レグア（1レグ
アは約 5.6km）地帯が伐採禁止地区となり，さらに 15レグア以内が禁止区域に指定され，チャル
コ地方も含まれた 9）。チャルコ地方では先スペイン期に建設されたアヨツィンゴの船着き場が水
上交通の要となっていた。先住民チャルコ族は植民地初期には船着き場を中心とする交易ルート
の権益を守った。だが，17世紀にアウグスチヌス会が王室からアヨツィンゴの船着き場の権利を
獲得したことによって先住民の船着き場の権利が脅かされることになった。アウグスチヌス会は
独占権益を守るため新たな船着き場の建設を妨害した。1634年，既存の船着き場を所有するウイ
ツルシンゴの先住民たちは，船着き場の賃貸をめぐりアウグスチヌス会と訴訟になり，アヨツイ
ンゴの修道院長は修道会を支持したが，訴訟は先住民側に有利な判決が下された 10）。
メキシコ中央高原の先住民は主に疫病の頻発によって征服直後の 1,100万の人口が 1690年には

120万人へと十分の 1に激減した 11）。そのため植民地政府はレパルティミエント制（先住民の割
り当て制度）を導入して労働力を補充しようとしたが，先住民は拒否した。人口の少ない先住民
に発言力があったのである。チャルコの先住民農民も政府が要求した労働力の派遣を拒否してい
る 12）。この人口減少傾向が増加傾向に転じるのは 18世紀後半である。1743年の『地誌報告書』
によれば，チャルコには 46の先住民共同体が存在し，先住民たちは農業，漁業，運搬人（馬子），
舟の漕手として様々な経済活動に従事していたことがわかる。1769－1770年の『地誌報告書』に
は 1743年より 12村増えたことが記載され，18世紀後半の人口増を証明している。新村は既存の
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村の一部であったバリオ（地区）がアシエンダから土地を取戻し村に昇格したものである。前述
の 2つの『地誌報告書』を比較すると，1743年から 1769－1770年までに全人口は 5,026人から 7,983

人へ増加している。その内，先住民は，4,754人から 6,836人へと 30％増加し，非先住民（スペイ
ン人，メスティソ，ムラト）は 272人から 1,147人へと大幅に人口が増え，27年間に急速な人口
増が見られる。1743年に存在した 46村のうち 30村が先住民の村，16村は人種混合村であるが，
1770年には純粋な先住民村は 20に減少し，混合村が 23に増えた 13）。統計からチャルコに外部か
ら人が移住し，先住民とスペイン人やメスティーソとの混血化が進行していることが明らかであ
る。
人口増に起因し 18世紀後半には，水・土地の権利と森の使用権をめぐり先住民とアセンダド間
の裁判が増加し，新たな村が生まれた。サンフアン・アツァクアロヤがバリオから村へ昇格した
事例はその好例である。1791年，ディエゴ・アレホ・ドミンゴが所有していたサンタ・クルス・
アシエンダの一部が村の所有となり，サンフアン・アツァクアロヤはバリオから村へ昇格した。
この土地は 1789年からサンフアン・アツァクアロヤ村の所有とされていたが，1791年，ハラ伯
爵がアツァクアロヤの住民に土地 600バラ（1バラは 83.59cm。1バラの長さの竿が土地の測量に
用いられた）を奪われたと裁判所に訴えた。判決は村所有を認めたが，1793年，裁判所は，申請
された 600バラの住民の土地はなかったと，判決を覆し，村はバリオに逆戻りした。それに対し
て村人は控訴し，同年サンフアン・アツァクアロヤ村に土地は戻された 14）。1776年，チャピンゴ・
アシエンダ周辺の農民は，アシエンダに帰属する森林で薪用の木を伐採した際に，アシエンダ側
に使用料を要求されたので，旧来の木材伐採権を主張し裁判所に訴えたところ，裁判所は農民に
有利な判決をくだした 15）。以上のアセンダドと農民の種々の紛争はチャルコ周辺の例であるが，
同様の紛争は植民地全体で起こった。植民地時代，裁判所はアセンダドと農民間の訴訟に関して
アセンダド側に有利な判決を下す傾向があったが，それでも比較的中立的立場を保ち，調停機能
を果たしていたと言える。

2．反乱の兆し

1824年憲法は，メキシコ連邦共和国を 20の州と 4つの直轄領に分割し，チャルコはメキシコ
州の 1自治体となった。1827年，メキシコ州の州知事に選任された自由主義者のロレンソ・デ・
サバラは回顧録の中で，不公平な土地配分によって日雇い農民は惨めな状況におかれ，その 5分
の 3は粗末な掘っ立て小屋に住み，文明の原則に悖る野蛮な生活を送っていると嘆いている 16）。
農民の窮状を懸念したサバラは 1833年，モンテレオネ公爵の不動産を接収し，メキシコ州の農民
に分配した 17）。1849年，メキシコ州知事のマリアノ・アリスコレタはアセンダドから不当に農民
共同体の土地を奪われたというハナカテルコ村の訴えに対処しようとして，不在アセンダドたち
をメキシコ市に招集して，アシエンダに帰属しない係争中の土地を農民に付与しようとした。そ
の提案に対して，アセンダドたちはそのようなことをすれば，要求がエスカレートし，反乱が起
こるとして反対した。アセンダドたちは知事の提案を否認し，アシエンダを守るために武装し，
お互いに助け合うことを決定した。農園主たち，アンドレス・キンタナ・ロー，マリアノ・イカ
スバルセタ，ガブリエル・デル・イエルモ，フランシスコ・イトゥルベ，イグナシオ・コルティナ・
チャベスの圧力に屈し，知事は辞任に追い込まれた。同時期にキンタナ・ローはアルモロヤ村と
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もウエホカルの水利権をめぐり対立した。裁判所はキンタナ・ローの勝訴としたが，村民は納得
せず，非武装で道路に横たわり通行を妨げ湧水地までの進路を阻んだためにキンタナ・ローは湧
水地を確保できなかった。キンタナ・ローは知事のアリスコレタに軍隊を派遣するように要請し
たが，知事は軍隊が撤退すれば同じ妨害行為が繰り返されるから軍隊の派遣は無意味であると回
答した 18）。
アセンダドがこのような強硬な手段に訴えるのは，彼らが経済的に疲弊したことに加え，農民
労働人口が減少したからである。独立戦争によってメキシコ社会は大混乱に陥った。スペインと
メキシコ両軍による徴発と襲撃によってアシエンダはその機能を低下させ，放棄されるアシエン
ダも出た。さらに米墨戦争がアセンダドの衰退に拍車をかけた。一方，1833年と 1850年にチャ
ルコではコレラが流行し，植民地末期に上昇傾向にあった農民人口増加は鈍化した。農民は人口
減少によってアシエンダとの労働交渉において優位に立った。そのため日雇い労働者の日当は植
民地時代の 2レアルから 3レアルへと上昇した 19）。1849年，リバ・パラシオが所有するアスンシ
オン・アシエンダでは，共有地の農民が彼らの収穫が終了するまでアシエンダで働こうとしなかっ
たために，収穫が遅れた。アスンシオンの管理人はアシエンダの住人 8名が罹患し，2名が死亡
したと報告している。疫病が流行すると，十分な労働者を確保できず，耕地は放棄された。チャ
ルコ農民は疫病で人口が減少したが，労働力を必要とするアシエンダとの交渉力は増した 20）。
米墨戦争（1846－1848）の敗北によってエリートの経済的衰弱は深刻となり，何らかの改善策
への着手を迫られた。チャルコでは 1849年から 1856にかけて収穫を上げ収入源を確保するため
に牧畜と新しい水利技術の導入が試みられた。6つのアシエンダが牛乳製造に乗り出した。牛乳
製造には人手がかかるが，乳牛を購入し，アルファルファを作付した結果，牛乳販売は定期収入
を増やし，高利の貸し付けの必要性が減じた。また，牧畜は灌漑を必要としたので，アセンダド
は水の供給を確保しなければならなかった。アスンシオン・アシエンダは 1849年，外国人技師の
指導によって新堰と灌漑堤防を建設し，また地下水の探査も行った。しかし，このようなアセン
ダドの水利事業は農民共同体との新たな紛争を誘発し，農民共同体との関係を悪化させた 21）。
経営が逼迫したアシエンダはその打開策のひとつとしてアパルセリアという制度を発案した。
アパルセリアとはアシエンダが共同体の農民に土地を貸し，農民は借りた土地を耕し，その結果
生まれた収穫を両者で折半する制度である。分益小作契約とも呼ばれる。アセンダドは自前の労
働力を供給する必要はなく遊休地を貸すだけで，豊作であれ，不作であれ，収穫の半分を手にす
ることができた。だが，小作農民は不作のとき，提供した労働に見合うだけの果実を手にするこ
とはできなかった。それでもチャルコの農民がアパルセリアを受け入れたのは，農地の管理裁量
権があり，最低限の食料が入手できたからである。アパルセリアはアセンダドの切迫した問題を
多少は和らげた。チャルコではアスンシオンで 1856年に実施された。アセンダドはアパルセロ（分
益小作人）と利益を分担するようになっていた。アパルセロは個人農家ではなく共同体の農民で
あった。豊作の年は問題ないが，不作のときは，飢餓に苦しみ痩せた非灌漑地を耕作させたアセ
ンダドへの不満が募った。アセンダドは地味豊かな土地で収穫できていたからである。アパルセ
リアでの飢餓は自然災害ではなく社会問題であった 22）。

1849年以降，中央や南部で一連の連携化しない広範な抗議が続発した。クエルナバカ，クアウ
トラ，チャルコを囲む低地は激しい闘争の舞台となった。農民は判決を無視し，国家に承認され
た所有権の尊重を否定し，賃料を払わず，労働意欲がなかったと記録されている 23）。このような
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緊張関係を解決するためにチャルコのアセンダドたちは州知事，地方長官，軍司令官と組織的に
連携し，農民の不穏な動きを抑圧しようとした 24）。

1849年，サンフランシスコ・アクアウトラの農民はソキアパンのアシエンダと水を巡り対立し，
耕作地，牧草地，森林を失った。農民側は裁判に持ち込んだが，アシエンダに有利な判決が下さ
れたので，実力行使に訴えた。農民が自分たちの所有であると主張する放牧地に放牧した家畜を
アシエンダが捕捉し，その返還をめぐり小競り合いが元でアシエンダの管理人が死亡した。チャ
ルコの地方警察隊が出動し，農民 36名を逮捕し，不穏な動きを鎮静化したが，土地や水をめぐる
根本的問題は解決されないままであった 25）。1850年，アスンシオン・アシエンダはかつて農民共
同体と共有していた水をトマココのアルファルファ灌漑地用に強奪した。1851年にはアメカメカ
の集落は，有利な判決を勝ち取ろうと古い訴訟を再開し，1855年まで続けた。同じく 1850年，リバ・
パラシオは堰を建設しチャルコ，テママトラを浸水させ，土地を占拠したので，農民たちは堰を
破壊すると脅迫し，堰の上流に堤防を建設したが，最終的にアシエンダが灌漑地を耕作した 26）。

1865年，チャルコ北西に位置するチマルワカンの農民は二人の地主が共有地の安寧を脅かして
いると，マキシミリアン皇帝が創設した「困窮者保護委員会」に助けを求めた。フアン・フロレ
スという地主は共有地に帰属する土地を奪い，もう一人の地主フェリペ・ガルシアは村に水を供
給する湧水地の土地を買い取り，村人の湧水地への接近を禁じた。委員会は，フロレスに対して
村民に帰属する土地の返還を求め，ガルシアに対しては，共有地の伝統的水利権を尊重するよう
に命じた 27）。1868年 3月，トラルマナルコの長官，フランシスコ・バスケスは州知事のリバ・パ
ラシオに無法な反乱者たちが土地を分配すると約束して，農民を煽っていると報告した 28）。この
ようにチャルコ地方では 1849年以降，土地，水，牧草地をめぐるアシエンダと農民の紛争が絶え
なかった。

3．フリオ・ロペスの反乱

メキシコの他地域の農民反乱同様，チャルコの反乱も 1856年に公布された永代所有財産解体
法（通称レルド法）の影響が大きい 29）。レルド法の主目的は教会不動産の接収であったが，同時
に，植民地時代から維持されてきた先住民共同体を廃止し，共同体の成員に共有地を分割した私
有地を分配する法律でもあった。その意図は死蔵された共有地を私有化することによって土地の
流動性を高め，資本主義経済を導入することである。農民は共同体の連帯基盤である共有地を解
体されたことで，連帯意識が分断され，アセンダドとの土地や水・山野利用権をめぐる闘争が弱
体化した。アセンダドはレルド法の公布でより早くより簡単により安く土地を獲得できるように
なった。レルド法を公布した連邦政府にはアセンダドの土地寡占化を幇助する思惑があった。レ
ルド法が農民共同体の解体を促進する法律であることは紛う方なき事実であるが，新国家建設直
後から共有地の私有化は試みられている。1820年代，ハリスコ，ミチョアカン，プエブラ州など
12の州で共有地の分割が承認された。だが，独立後の政治的混乱や経済的停滞によって連邦・州
の権力基盤は脆弱で法律を施行するだけの強制力はなかった。自由主義派も保守主義派もフラン
ス軍も治安維持のためにアセンダドに特別献金や強制的貸付を要求した。自由主義政権が国内を
曲がりなりにも統一して初めてレルド法という強圧的法律を実施できたと言える。フアレスがマ
キシミリアン帝政を打倒し，政権を掌握した 1867年までは権力の空白を利用して農民たちはある
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程度，共有地を維持できたのである。フリオ・ロペスの反乱はまさしくフアレスが権力者として
その地位を不動のものとした直後に起こった。
フリオ・ロペスの正確な生年はわかっていないが，1840年ごろ，チャルコのイスタパルカ区の
サンフランシスコ・アクアウトラで生まれたとされる。アクアウトラ，コアテペック，ソキアパ
ンのアシエンダのペオンとして働いた後，自由主義陣営に志願し，大佐の称号を得る。1865年に
チャルコに設立された「光と社会主義」学校に出席し，文字，祈祷，社会主義の組織学と理念を学び，
この学校で学んだ知見と経験を生かして二つの反乱を指揮した 30）。

1867年末，フリオ・ロペスは連邦共和国大統領ベニト・フアレスに対して以下の宣言（エル・
モニトル・レプブリカノ紙の抜粋）を発表し，チャルコ農民の窮状を訴え，土地問題に政府の適
切な介入を懇願した。

大統領閣下。…何人も他者に奉仕するために生れたのではないと，言われています。…惰性
的政党は犯罪的沈黙で悪魔的罪を許容しています。エゴイズム，卑劣さ，恥ずべき無知によっ
て常に破廉恥な法を受け入れます。それ故，多くの民が貧しさに苦しみ，その中でも赤貧に打
ちひしがれているのがわれらインディヘナであります。アセンダドに簒奪された祖先の土地所
有権を主張いたします。…インディヘナの土地，水，山野の権利をご承認ください。それらを
守るためなら，最後の血の一滴まで流す覚悟であります。裁判所巡りにはほとほと疲れ果てま
した。幾多の犠牲を払い，何年も問題を提起してきましたが，アセンダドへの依怙贔屓や屁理
屈は目に余るものでした。金と時間の無駄でした。貧しい住民を慈悲の目でご覧ください。ア
センダドはわれらのもので楽しみ，富を蓄えましたが，それで満足しないばかりか，われらを
貪り，破壊し，滅ぼそうとしています。アセンダドに奪われた土地が一刻も早く住民の手に戻
るように適切な措置をお取りいただきたい。政府が早急に措置を取られない場合は，武力でわ
れらの土地を取り戻すために反乱するつもりです。…カスタ戦争のレッテルを張らないで頂き
たい。われらの政府に戦争をしかけるつもりは毫もなく，われらは政府の忠実な支持者であり，
将来もそうあり続けるものです。…憲法はわれらにすべての保証を明白に謳っています。憲法
第 1章第 7条はいかなる件であれ文章を執筆し発表する自由は侵害できない，と言い，また，
第 8条は平和的かつ丁重な手段で執筆された嘆願書の権利は侵害されないと，言っています。
独立，自由，祖国，民の声。1867年 12月 31日。31）

フアレスはこの宣言にどのように対応したかは史料が残されていないので，推量の域を出ない
が，恐らく，苦々しい思いで読み捨てたのではないかと思われる。フアレスがロペスの調停要請
を拒否したことから 32），ロペスは反乱の準備を進め，仲間を募り始めた。ロペスの主な動きを国
防省所蔵の軍報告書概要（1868年 2月－3月）から追ってみよう。

2月 18日。  チャルコ長官：サン・マルティニト村で陰謀が発覚したので，50名の竜騎兵を要請
した。

2月 23日。  フリオ・ロペスによって認められた書状（攻撃すると脅迫する）が司令官ゴンサレ
スへ渡される。

3月 3日。  ならず者たちを追跡するためにアブラハム・プラタ大佐にチャルコ地区への出動命令。
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  3月 14日。  ロペスからプラタ大佐への書状：アセンダドへの武装蜂起であって，政府が相手で
はない。

3月 18日。チャルコの長官がパラ軍の駐留を要請する。
3月 19日。  チャルコの長官：ロペスが25人の手下と（降伏のために）出頭し，手下たちは家に戻る。
3月 20日。  ロペスへ通行許可書の発行。

21日。パラ軍，首都へ戻る。1868年の軍報告書概要 33）

軍の記録を読む限り，これは反乱というよりむしろお上に対する抗議・強訴と言えるのではな
いか。軍が出動し，武器を携帯した農民集団と衝突したが，深刻な事態には陥っていない。しかし，
政府が土地の返還を解決していない状況でロペスが武器を置き投降したことを，素直に政府への
恭順と受け止めるかは意見の分かれるところである。ロペスは 1か月後に大規模な反乱を企てる
からである。反乱の賛同者が予想より少なく，また，参加者から離脱者が出たことで計画が狂っ
たために，運動の立て直しと再編成を図るための時間稼ぎと考えることもできる。
では，次にチャルコの農民の動向について報道した首都の各紙の記事を見てみよう。エル・グ
ロボ紙（1868年 2月 27日）は，「少数の盗賊団の頭，フリオ・ロペスという某が，富裕者のアセ
ンダドに対して土地を先住民に分配せよと要求し，チャルコ地区の数か所を徘徊している」と伝
えている。エル・グロボ紙（1868年 3月 6日）は，「ロペスは先住民にアシエンダの土地の分配
と富者に対する戦争を宣言したが，改革戦争時と外国干渉戦争時に共和国兵士として奉仕したロ
ペスに率いられた革命的行動は，地域の役所が後ろ盾となったアセンダドの専横に因を発する。
メキシコ州の当局に彼らの大義を喚起したい。チャルコで起きていることは単なる混乱と見なす
べきではなく，住民を苦しめる悪を根絶する措置を取るべきである」と農民の反乱を支持する記
事を掲載した。エル・モニトル・レプブリカノ紙（1868年 3月 14日）は，「先住民たちの言い分
に理はあるが，武装蜂起は秩序を乱し，カスタ戦争を国内に誘発する危険がある。チャルコで発
生した危険な状況は，武力ではなく分別によって解決できないか」と先住民の反乱に一定の理解
を示している。エル・シグロ・ディエシヌエベ紙（1868年 4月 2日）は，「反乱の首謀者フリオ・
ロペスは 17日（ママ）午後 3時半，連邦政府の慈悲を求めて，彼の部下たちとともに武器を置いた」
と追い詰められた反乱者たちが恩赦を求めて投降したと報道している。
新聞各社は，1868年 2月から 3月にかけては反乱の原因を探り，農民たちの正当性を支持し，
ある程度公平な記事を掲載している。ロペスが略奪と暴力を固く禁じていたことも彼に好意的記
事を書いた理由であろう。
しかし，軍報告書と新聞記事はチャルコの反乱では重要な役割を果たすラファエル・クエジャ
ル将軍のことには触れていない。クエジャルは連邦政府の要請を受け，2月中旬に 50名の兵を率
いてチャルコ地区に進駐し，反乱者たちを追撃している。ロペスは 3月 12日，クエジャルと会談し，
自説を主張したが，クエジャルは受け入れず，ロペス農民軍を追い詰めていった。チャルコの農
民は反乱を支持しようとしたが，訓練を受けていなかったために軍隊との対決に生命をかけよう
とはしなかった。そのためチャルコの反乱では大規模な動員は生まれなかったと，リバ・パラシ
オ文書を調査したトゥティノは分析している 34）。
しかし，4月の播種が終わると，ロペスは「メキシコ並びに世界のすべての非抑圧者と貧困者

への宣言」を発表し，フアレス政府への全面的反乱を呼びかけた。



チャルコの農民，フリオ・ロペスの反乱

─ 87 ─

メキシコ市民よ！奴隷が人間として蜂起する日がきた。権力者によって踏みにじられてきた
人間の権利を要求しよう。兄弟よ，畑から邪魔者を排除し，われらに要求してきた者たちから
清算するときがきた。彼らの権利だけを欲してきた者たちに義務を課す日である。血を賭した
闘いに出向こう。血を流すことなど何でもない。流す血はわれらの大地の糧となり植物が豊か
に実るであろう。疲労，貧困，無知，暴政によって何年も何世紀も苦難の道を歩んできたことか。
われらの額の汗，目の涙，腕の疲労，足の疲労，心の苦悩は誰のための利益なのか？収穫物を
すべて強奪されることを考えたことがあるのか？われらの肉体的，精神的，知的弱点を利用し
たのは，アセンダドである。強奪されたのはプロレタリアートやペオンである。アセンダドは
われらペオンに大きな越権行為を行った。われらが人生を享受できないように搾取する制度を
定めた。われらの両親は一日 1レアルの労賃でアシエンダに買われた。1レアルでは生きてい
けない。アシエンダの市場ではわれらの手で生み出した品物を過剰な値段にわれらに売りつけ
る。年々，借金は膨らむばかり。この世に生れ出た瞬間にすでにわれらは祖先の借金を負って
いる。奴隷のごとく，同じ場所で同じシステムの下，働かされる。…教会は偽善的使命で現世
ではなく精神的救済という嘘を紡ぐ。われらは悍ましい状況を救済してほしいがためにあらゆ
る聖人に祈りを捧げる。だが，すべては無駄である。彼らによれば，われらは嘆きの谷で苦しみ，
来世で諦めを付与されることを待たなければならない。奇妙なことは，われらに諦めを説く者
たちが苦しい存在に最も甘んじようとしないことである。巨大な所有物を獲得し，われらの額
の汗から豪勢に食した。司祭たちは偉大なキリストの教えを冒涜しわれらを騙し，ユダの役割
を果たした。教会ではなく宗教の支配を！司祭の支配など願い下げだ。司祭たちはトウモロコ
シの 1粒 1粒をわれらの罪を赦す代償として持ち去った。そしてアシエンダと結託しわれらを
窮乏に追い込んだ。司祭が悪なら，支配する者はすべて悪である。…フアレスは共和国主義者
であり，教会の敵であると言われているが，保守主義者で専制者である。すべての政府は悪で
ある。であるから，われらは今あらゆる政体に対して反乱する。平和と秩序を望む。われらは
土地を請い，フアレスはわれらを裏切った。耕す一片の土地も持てないのか？…アセンダドは
帝国の庇護にあったので共和国の勝利は民の本当の勝利だと思った。だが，これらのアセンダ
ドは共和国の庇護のもとに入った。…
われらは社会主義を望む。これは社会的共存の最も完璧な形態である。自由，平等，博愛の
揺るぎない 3理念を包含する真実と正義の哲学である。貧しい者を非難し，一方で富と幸福を
享受する者がいる搾取の悪習を徹底的に破壊したい。搾取システムを廃止して，平和的に土地
に播種し，平穏に収穫したい。年貢を払うこともなく，最も心地よい場所に播種するために，
あらゆる人に自由を与えたい。最も適切だと信じられる集合形態の自由を与えられ，命令した
り罰したりする者たちが必要ではない，共通の防衛のために監視される大小の農業共同体を形
成する。われらは専制的なあらゆる政体を廃止し，博愛と互助の社会に生き，調和に満ちた普
遍的共和国を確立する。…
追跡され蜂の巣にされるかも知れないが何ほどのことか。われらの胸には希望が脈打つ。政
府と搾取の廃止を！社会主義，万歳！自由万歳！チャルコ，1869年 4月 20日 35）

1867年末のフアレスに向けた宣言文と内容も語調も全く異なる。前文が大統領に農民の窮状を
訴え，行政の介入を仰いでいるのに対して，今回の宣言は，アセンダドと教会を非難するばかりか，
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フアレスを裏切り者と糾弾している。激怒した社会主義者が武器を取り，土地を奪取したのであ
る。特筆すべきはあらゆる政体を否定し社会主義を支持している点である。フリオ・ロペスの反
乱にフーリエの社会主義とプルードンやバクーニンの無政府主義の思想が影響を与えていると論
じられてきたのは，正にこの「メキシコ並びに世界のすべての非抑圧者と貧困者への宣言」の存
在による。
では，宣言表明後のロペスの動きを軍報告書と新聞記事から追ってみよう。

軍報告書：
4月 22日。ラファエル・クエジャル将軍：ゴメス大佐が 100名の騎兵と出兵。

29日。チャルコ長官：州政府に 50名の兵士の支払いを要請。ロペス，再び反乱。
6月 2日。ホセ・マリア・バルガス大佐へ命令：ロペス盗賊団を追跡すべし。
6月 9日。プエブラ州知事：ロペスがテスメルカンに侵入。

 9日。  カンフナー将軍，ロペス軍にリオ・フリオで敗北。クエジャル，ロペスの敗北を報告。
プエブラ州知事：クエジャルがロペスを破る。ウエショツインコで逃亡者の逃げ道
を塞ぐ。

11日。クエジャル：ロペスをアソルコ・アシエンダで攻撃し，3名が死亡。
12日。プエブラ州知事：サン・サルバドルから 4レグア地点のロペス軍は 100名。
13日。クエジャル，盗賊に対する作戦を報告。
18日。クエジャル：捕虜の移送。
20日。クエジャル：プエブラ州知事へ；ユカタンへ戦争捕虜の移送を要請。

 アシエンダへ：捕虜移送費用の支払いを命じる。（ベラクルスの）広場に着き次第
ユカタンへ乗船させるべし。

24日。エギルス将軍の軍隊はチャルコを平定し，トラルパンへ戻る。
既婚者の捕虜は解放するが，再犯した場合は厳罰に処す。

 25日。  クエジャルへの命令：メキシコ州知事が引き渡す 12名の捕虜を受け取り，ユカタ
ンへ移送すべし。

27日。捕虜は第 5師団に徴兵。
28日。捕虜の 14名がユカタンへの移送を拒む。

7月 7日。ロペスをサン・ニコラス・デル・モンテで捕縛。
8日。アントニオ・フロレス大佐，ロペスの捕縛を報告。回答：法令に則り，処刑すべし。
9日。決議：ロペスの身元確認と処刑執行を確認。

 13日。  フランシスコ・エレリアス，ティブルシオ・リベラ，フリオ・カスタニェダと他 4

人を捕縛。回答：エレリアスとカスタニェダは裁判のために首都の司令部に送るべ
し。

 18日。  チャルコ長官：首都監獄に収監された 2名の捕虜の扱いについて。決議：クエジャ
ルに送り，ユカタンに送る捕虜たちに合流させよ。

22日。アデライド・アルナスの捕縛。回答：処刑。
8月 3日。フアン・アカティトラとラモン・アルコスを放免。
9月 3日。プエブラ州知事：明日，囚人はユカタンへ移送。
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30日。プエブラ州知事，ユカタンへ行く囚人のベラクルスへの到着を連絡。
10月 2日。ベラクルス州知事：囚人のユカタンへの乗船連絡。（1868年の軍報告書概要）36）

軍報告書には，連邦軍を率いるクエジャル将軍がロペス軍を徐々に追い詰めていく過程が記録
されている。ロペスは 7月 7日に捕虜となり，翌日，国防大臣イグナシオ・メヒアの命令で処刑
されている。トゥティノによれば，フアレスはロペスの処刑を承認し，捕虜の軍隊への徴兵とユ
カタンへの追放に対して恩赦を求める要望があったが，それらの要望を拒否した 37）。連邦軍は捕
虜を兵員補充のために強制的に入隊させ，また，ユカタンへ強制移送している。軍報告書には記
載されていないが，これらの捕虜はユカタンのアシエンダに奴隷として売られたのである。当時，
反乱した農民を捕虜とし，労働力が不足するアシエンダに人身売買することは習慣化していた。
そのため，反乱に無関係な農民まで捕らえられ，売買される深刻な事態も発生していた。軍人に
とって農民反乱は金になる捕虜を獲得する絶好の機会でもあった。軍報告書にはロペスの「宣言」
に表明された社会主義という語彙は見当たらない。軍としては，社会主義者とか共産主義者といっ
た思想犯ではなく，政府に楯突く盗賊団として反乱者を討伐したという見解であろう。では，新
聞各紙はロペスの再反乱に関してどのように伝えたのであろうか。
エル・グロボ紙（6月 1日）は「ロペスは約 60名の手下を率い 38），いくつかのアシエンダを襲
い，武器と馬を奪った」と報道し，エル・シグロ・ディエシヌエベ紙（6月 2日）も「ロペスの
盗賊団が再び現れ，ブエナビスタ・アシエンダを襲い，すべての馬を略奪した」とロペスの略奪
行為に言及し，今回の反乱が前回より過激化していることが紙面より窺える。ラ・レビスタ・ウ
ニベルサル紙（6月 4日）は「ロペスはアシエンダの土地を農民に分配した」とロペスがアシエ
ンダから奪った土地を反乱参加者に分配したことを報じている。
ラ・オピニオン・ナショナル紙（6月 16日）は「反乱はカスタ戦争や共産主義に陥っている」，エル・
モニトル・レプブリカノ（6月 17日）は「トゥニョン・カニェドがこれら先住民の共産主義者た
ちを鎮圧するために首都から出兵した」，エル・シグロ・ディエシヌエベ紙（6月 20日）は「共
産主義者のリーダーの力は衰え，今では 6～ 8人の手下と山へ逃亡した。州知事のマルティネス・
デラ・コンチャがチャルコに兵を率いて入り，政府軍との連携で輝かしい結果を出し，平和と秩
序が回復した」と共産主義や共産主義者という言葉が紙面に踊っている。新聞はロペスの反乱の
意図がアシエンダから奪回した土地の分配という共産主義的運動であることをある程度認識して
いたことになる。農民たちは共産主義について理解している者はほとんどいなかったが，支配者
階級からみれば，秩序と所有権を脅かす状況を表現するには適切な言葉であった。
エル・グロボ紙（6月 27日）：「収穫期にクエジャルとフロレスの兵が徘徊し，農民は仕事がで
きない。アセンダドはこの機を逃さず，裁判中の土地の権利を申し立て，お祝い気分だ。人々は
罪を犯したこともなく，反乱に加担してもいないのに，憲法で守られた自由を奪われ兵役に駆り
出された」，エル・モニトル・レプブリカノ紙（6月 21日）：「チマルワカンではわれらを反乱軍
の一味と見なした」，ラ・レビスタ・ウニベルサル紙（6月 29日）：「憲法は遵守されず，種と馬
が奪われ，徴兵された」，エル・グロボ紙（7月 11日）：「テスココ長官フロレスの職権乱用がフ
アレスに報告され，フアレスは調査を命じた」と，各紙は反乱のどさくさに紛れて，軍が職権を
乱用し，またアセンダドが不法な土地占拠を行っていることを告発している。

1868年 2月～ 3月の記事には用いられなかった共産主義やカスタ戦争という語彙が使用され，
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ロペスの「新宣言」に目を通した記者たちが，反乱を単なる農民の突発的土地回復運動ではなく，
社会主義的・共産主義的思想が反映されたものと見なした。しかし，記事は一方的に農民反乱を
非難するのではなく，反乱を利用して農民を徴兵し，また捕虜を売買する軍隊の横暴ぶりとアセ
ンダドの不法行為も書き記している。以上，ロペスが起こした 2回の反乱の概要である。

4．社会主義と無政府主義の影響

1868年のチャルコの農民反乱が他の農民反乱と異なる点は，指導者のフリオ・ロペスがフラン
スの思想家シャルル・フーリエ（1772－1837）とピエール・プルードン（1809－1865），さらに
ロシアのアナーキスト，ミハイル・バクーニン（1814－1876）の影響を受けていたとされるから
である。メキシコにフーリエとプルードンの思想を初めて紹介したのは，メルチョル・オカンポ
である。自由主義者のオカンポはニューオーリンズに亡命中，フランスの思想家の書物を紐解き，
独裁者サンタ・アナ政権打倒の糸口にしようとした 39）。そして，プルードンの『貧困の哲学』第
8章をスペイン語に翻訳した 40）。だが，実質的にメキシコに社会主義思想と無政府主義思想を導
入したのは，ギリシャ人，プロティノ・ロダカナティである。ロダカナティは 1828年，アテネに
生まれた。医者であった父の影響を受けウィーンで医学を学び，その後ベルリンでヘーゲル哲学
に心酔する。1848年のハンガリー動乱に参加した記録も残っている。1857年，パリでプルード
ンに出会っているが，その後メキシコに渡るまでの期間，彼の足跡は判然としない 41）。ロダナカ
ティは，メキシコ大統領コモンフォルトが公布した移民促進法に触発されて 42），1861年 2月，メ
キシコにやってきた。だが，その当時にはすでにそのプロジェクトは忘却されていた。ロダカナ
ティは同年（1861年），早速，シャルル・フーリエ主義の基本教材，『社会主義読本』を発行した。
1863年には実践の場として「ファランステール」校を設立した。この学び舎にはその後のメキシ
コの社会主義と労働運動を担うことになるフランシスコ・サラコスタ，エルメンヘヒルド・ビジャ
ビセンシオ，フアン・ビジャレアル，サンティアゴ・ビジャヌエバが参集した。1865年 6月，サ
ラコスタとビジャヌエバが関係した紡績・織物労働組合がストライキを実施したが，帝国当局に
よって直ちに鎮圧された。一方ロダカナティは，1865年 1月，農業法に基づき封建主義を打破し
所有の再組織化を図ることで国家との経済契約の解決を目指し，社会主義を導入するためにチャ
ルコに農業コロニーの建設を開始した 43）。このコロニーにサラコスタやビジャヌエバが合流した。
ロダカナティが来墨した理由がメキシコ政府の推進した農業コロニーへの入植であったことを考
えれば 44），彼の農村への移住は自然な成り行きであった。コロニー建設は実現できなかったが，
読み書き，祈祷，社会主義を教える「光と社会主義」学校を建設した。そこにペオンのフリオ・
ロペスが参加したのである。ロペスは少数の過激なインテリグループに感化され農民の権利を強
く意識するようになった。だが，革命的暴力を否定し，目的達成には説得を採用するロダカナティ
は過激化する弟子や農民に違和感を覚え，チャルコを去るが，その後を継いだのがフランシスコ・
サラコスタである。その後，ロダカナティは首都に戻り，1871年 3月にその後のフーリエ主義者
たちの活動の拠点となる「ラ・ソシアル」というクラブをメキシコ市に創立し，「職人組合」や
「繊維組合」の結成に貢献した。「ラ・ソシアル」では 1872年から 1873年にかけて『共和国』を
執筆した 45）。1879年 11月にはモルモン教に改宗したが，ロダカナティが信者を社会主義のプロ
ジェクトに参加させようとしたために両者の関係は悪化し，ロダカナティはモルモン教から離脱
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した 46）。1886年（58歳）にヨーロッパへ戻ったが，モルモン教徒の口承記録によれば，1890年
代にメキシコに戻ったと言われる 47）。
ロダカナティの思想を理解するには，著書の『社会主義読本』（以下，『読本』と省略する）を
読み解くのが早道であろう。『読本』は全 9課から構成され，問答形式で書かれている。序文は「18

世紀前，イエスの教えを説いた 12使徒の雄弁で高貴な声を聞くと，人類は感動するが，その教義
は社会主義である」と始まり，「この小冊子はメキシコの労働者と農民階級に社会主義に依拠する
真の科学原理を理解してもらうため執筆された」と続き，「メキシコ国民がいつの日か金権政治の
恐ろしいくびきから共同体を介して解放されることを希求する」と結ばれている 48）。第 1課のテー
マは社会問題で，個人と民衆による普遍的共同体の実現を主張し，第 2課では，人間は生来悪で
はなく，社会制度の不備によって悪に染まるという見解を展開する。第 3課では，かつて人類史
において一度も実現されたことのない社会主義に依拠する社会を建設し，それは，村，町，国家，
全大陸を包含する地球上の全民族に受け入れられるべきであると説き，第 4課では，社会主義学
派はどのような政府の権威や意見にも依存せず，それどころかあらゆる政府や政党を超越する権
威に賛同すると力説し，第 5課では，秩序と自由の条件に関して，教義を押し付けず，実践的，
地域的試みを推奨する。第 6課では，法と社会改革に触れ，倫理的，物理的に自由への抑圧的強
制を人間に押しつける法は，秩序を維持する目的としては，存在理由が失われると説く。第 7課
では，フーリエは，悪の根絶，善の規則的生産，秩序の絶対的保障の問題を解決するために，自
由について思索し社会的関係の連帯を決定する作業に従事し，自由と人間の感情は常に秩序の維
持に関係すると，述べる。第 8課では，秩序と自由の絶対的関係と結合について語り，最も不完
全な虚偽的社会形態は，秩序と自由の間に最大の非互換性を作り上げることであり，最も正当で
完璧な社会形態は，秩序と自由の間に最大の互換性を確立することであると断言する。第 9課では，
フーリエと彼の弟子たちは，人間関係を連携させるために新しいメカニズムを社会に提案すると
き，われらは新機械を発明する技師のポストを占めるのか，という問いに対して，われらは社会
的技師であり，彼らは独自の新しいメカニズムを現代人に示したと答え，秩序と自由の新しい規
定は，いつかあらゆる不完全で矛盾した規律上の法を取り換えるだろうと予言した。そして社会
的悪のメカニズムを暴力的に破壊する要求は控えると明言している 49）。
『読本』に一貫して流れる思想は，社会主義によって生み出される自由と秩序が調和的関係を保
つ理想的共同体（ファランジュ）の創出である。ロダカナティは平和と秩序の構築を願い，土地
の自由な開発と農業社会創設に賛同した。そして人間搾取に反対し，調和の普遍的共和国の再建
設を推進した。ロダカナティは断固たる社会主義建設者であり，宗教は尊重するが教会と司祭は
農民の敵であると考えていた。そのためにはあらゆる政府や政党を超越し，フーリエが提唱する
正当で完全な社会形態を実現させる必要性が不可避と唱える。直接的にメキシコ政府を打倒すべ
きという過激な表現はないが，序文で言及しているように「金権政治の恐ろしいくびきからの解
放」はメキシコ政府に対する痛烈な批判である。ロダカナティは政府の打倒よりもファランジュ
の創設を重視した。ファランジュが創設され社会制度が改善されれば，生来善なる人間は悪から
脱却できると考えた。バラデスが指摘しているように，ロダカナティの目標は大衆の反乱ではな
く，フーリエの社会主義に啓発された選別された社会集団の組織化にあった 50）。暴力的破壊に懐
疑的であったことを勘考すると，無政府主義者というよりフーリエ主義的社会主義者である。
では，ロダカナティのフーリエ主義はロペスにどのような影響を与えたのであろうか。その影
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響は，第 3節で引用した 68年 4月 20日の「世界のあらゆる被抑圧者と貧困者への宣言」（以下「貧
困者への宣言」と省略する）に明白に表れている。「われらは社会主義を望む。これは社会的共存
の最も完璧な形態である。自由，平等，博愛の揺るぎない 3理念を包含する真実と正義の哲学で
ある」や「われらは専制的あらゆる政体を廃止し，博愛と互助の社会に生き，調和に満ちた普遍
的共和国を確立する」という表現は『読本』の言葉そのものであり，搾取された貧しいペオンで
あるロペスが農民の権利を尊重する社会主義に強く共感し，普遍的共和国建設を望んでいたこと
がわかる。だが，「血を賭した闘いに出向こう」や「追跡され蜂の巣にされるかも知れないが何
ほどのことか」のような政府転覆を目論む過激で戦闘的表現は『読本』にはない。とすれば，こ
のような過激な言い回しは誰の影響であろうか。ラ・ソシアルでは，ロダカナティは理論派だが，
サラコスタは行動派であり，無政府主義者として革命のために暴力も容認していた 51）。また，サ
ラコスタはメキシコにおける「インターナショナル」の創設に関わり，書記を務めていたことを
考えれば 52），ロダカナティとチャルコに赴き，「光と社会主義」学校を率先的に運営したサラコ
スタの影響が大きいと思われる。サラコスタはロダカナティからフーリエ主義だけではなく，プ
ルードンやバクーニンの無政府主義の教えも受けていた。ガルシア・カントゥもロダカナティは
彼の弟子のサラコスタのような激しい行動派の無政府主義者ではなくキリスト教的社会主義者と
見なしている 53）。フーリエとプルードンは，自由な個人の連帯と協同に基づく交換を基本とした
秩序を想定したが，両者の思想は国家の存在，教会の意義，所有の概念について根本的違いがあっ
た。フーリエは新キリスト教的社会主義を信奉し，社会本位の所有を認め，目的達成には革命的
暴力を否定し説得を採用するが，プルードンは宗教における神，政治における国家，経済におけ
る所有を拒否すべきと 54），主張する無神論者且つ，無政府主義者であり，また，土地の不平等な
占有権に基づく所有否定論者である。プルードンから思想的影響を受けたバクーニンはブルジョ
ア文明と国家の破壊のなかから新しい世界が誕生するという過激なアナーキズムを提唱した 55）。
ロダカナティとサラコスタは師弟関係にあったが，両者間には思想的乖離があった。ロダカナティ
はフーリエを信奉し，サラコスタはプルードンとバクーニンの思想に傾倒した。この二人の齟齬
こそ，ロダカナティがチャルコを去った原因ではないのか。そして「光と社会主義」学校の運営
を任されたサラコスタの影響を受け，反乱に向かうのがロペスである。そう考えれば，「貧困者へ
の宣言」における過激な表現や痛烈な教会批判も理解できるのである。サラコスタはロペスの反
乱が鎮圧された後も，メキシコ各地を訪ね，地元の農民リーダーと関係を築くとともに，「コミュー
ン中央委員会」の創設に関わった。1879年，無政府主義を標榜し社会主義政府の樹立と農民議会
の創設を掲げる「バランカ計画」の起草に参加した 56）。このようにメキシコにおける無政府主義
の中心的存在はサラコスタと言えるのである。
ロペスはロダカナティ一派がチャルコに移動した 1865年からおよそ 2年間の指導で社会主義思

想を学び，1867年末に最初の「宣言」を発表した。そして最初の「宣言」とはかけ離れた過激な「貧
困者への宣言」が投降後わずか 2か月で発表されたのは，穏健派のロダカナティがチャルコを去
り，無政府主義者のサラコスタが「光と社会主義」学校の指導者となったからであろう。サラコ
スタの関与に関しては残された史料が限られているので，サラコスタのロペスへの影響の程度に
ついては実証できないが，ロペスの 2か月間での急激な変貌にはロダカナティの去就が大きく関
連していると推測する。さらに 2か月という短期間で体系的国家・社会批判が記された「貧困者
への宣言」がロペスに執筆できる可能性は低い。恐らくロペスが大まかなアイデアを盛り込んだ
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素案を練り上げ，サラコスタと他のロダカナティの弟子たちがその素案を添削し最終的に「貧困
者への宣言」を仕上げたのであろう。あるいは「貧困者への宣言」を執筆したのはサラコスタた
ち都市のインテリで，彼らに感化されたロペスは単に「宣言」を公表しただけかも知れない。フー
リエとプルードン・バクーニンの思想がロダカナティとサラコスタを介して透明化された「貧困
者への宣言」に提示され，あらゆる政府を抑圧者であると非難し，また，あらゆる政体への反対
が表明された。
チャルコが農業コロニーの実践地として，また「光と社会主義」学校の建設地として選ばれた
理由は判然としないが，ロダカナティの活動拠点はメキシコ市だったので，市の近郊という地理
的要因，もうひとつは，フーリエのファランジュ適地論に従ったのであろう。フーリエは，理想
的には，ファランジュは 1平方里の敷地をもつ小高い丘が望ましく，そこは水が豊富で，土壌や
気候は広範な種類の作物を栽培するのに適していたほうがよいと考えていた 57）。ロダカナティに
とって，チャルコこそフーリエが提示した理想郷建設に適合した土地であったと，考えられる。
ロダカナティは 1876年の「ラ・ソシアル再結成」における演説で，地域銀行を創設して土地分配
の円滑化を図り，先住民の生活を改善する農業法の制定を強く望んでいた 58）。また，人間は自然
状態の原始の源を忘れ，摂理の使命から外れ，家族を結びつける平等を認識せず，人類の大家族
の連帯の絆を破壊し，原始的平等を忘れ不公平な分配の所有という愚かな理論に変えたと 59），原
始的共産社会こそ人類のあるべき姿だと強調している。この思想は，先住民中心の秩序が保たれ
た集団的農業コロニーである “ 偉大なテノチティトラン（アステカ族の都）を新エルサレムに変
える ”という表現にも表れている 60）。1878年 1月 1日の新年の祝宴でロダカナティは，社会主義
の導入は，愚かで無能な政府や利己的階級の存在や社会の抑圧にもかかわらずメキシコの運命を
変えると，演説した 61）。ロダカナティは，集団は社会関係の基礎的形態であり，完全に自由な結
合から構成される調和集団こそ健全な社会であると言うフーリエの教えを実践しようとした。

結語

チャルコは古来より豊かな水資源，豊饒な土地，交通の要路という恵まれた環境にあった。そ
の豊かさゆえに外来者を引き付け，地元民は紛争に巻き込まれた。先スペイン期から居住する先
住民農民はスペイン人植民者と植民地期には対立し，独立以降はアセンダドとの土地・水・牧草
地の所有を巡って熾烈な闘いを強いられた。植民地時代より新国家建設以降に農民反乱が急増し
た原因のひとつは農民，アセンダド，政府の 3者間の均衡が崩れたからである。植民地時代の農
民とアセンダドの土地紛争には政府や裁判所が介入し，調停者としての役割を果たしていたが，
独立以降はアセンダドの利益を政府が代弁し，調停者の役割を捨て，農民を抑圧する側に回った。
均衡していた三角形が歪な 2極間関係に変質したのである。新生メキシコ国家は，建国当初から
農民共同体を解体し土地の流動化を図ろうとしたが，為政者たちの権力闘争が国家を弱体化し，
自由主義的土地分配を実現できなかった。だが，フアレスが改革戦争に勝利を収め，その後干渉
してきたマキシミリアン帝政を打倒し，実質的に国家を統一すると，自由主義的改革が断行され，
農民共同体の私有化がレルド法によって実施された。レルド法に異議を唱える農民反乱がメキシ
コ各地で勃発し，チャルコも例外ではなかった。その反乱を率いたのがフリオ・ロペスである。
農民反乱の指導者は概して地方のカウディージョや軍人や自由主義者が多いが，ロペスはメキシ
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コの身分社会では最下層に属するペオン（小作人）である。そのような貧しい農民であったが，
ロダカナティと彼の弟子たちの影響を受け，フアレス政権に対して無謀ともいえる武装蜂起をし
た。チャルコの反乱はロペスの処刑で幕を閉じたが，ディアス政権でも他地域では農民反乱が続
き，やがてそれは 20世紀初頭のメキシコ革命へとつながる。ロペスに思想的影響を与えたロダ
カナティは無政府主義者というよりキリスト教的社会主義者である。ロダカナティはヨーロッパ
でフーリエ，プルードン，バクーニンの思想を学んだが，彼の著作や言動から判断すると，政府
の転覆を画策する無政府主義者ではなく，フーリエが考案したファランジュの建設を目指す社会
主義的共同体主義者である。ロダカナティのロペスへの思想的影響力は計り知れないが，ロペス
に革命的反乱の考え方を伝授したのはサラコスタであろう。サラコスタは彼の言動からフーリエ
的共同体主義者というよりむしろプルードンとバクーニンを信奉する無政府主義的行動派であっ
た。本稿は，サラコスタに感化されたフリオ・ロペスが 2回目の反乱を起こしたと推測する。

注

１）ガルシア・カントゥは正式名を「フリオ・ロペス・チャベス」としているが，本稿では呼称化さ
れた「フリオ・ロペス」を用いる。

２）Tutino（1990）, p.103

３）Tortolero Villaseñor, p.23. ロペスは社会主義者でも無政府主義者でもなく，烏合の衆であった農
民兵たちを騎馬の武装集団に一新した農民リーダーである。彼は土地，水，牧草を住民へ回復す
る要求に依拠し，村の土地を強奪しようとするアセンダドの攻撃を抑制するために当局と折衝で
きる農民運動を組織化した例外的に辣腕の農民であった。

４）メキシコで初めて自由の真の勝利のために政府の廃止が叫ばれた。Valadés, 1924

５）Tutino（1990）, p. 139. トゥティノはリバ・パラシオ文書館の史料の調査に依拠して，バラデスが
1869年としたロペスの反乱を 1868年に訂正した。だが，トゥティノはロペスの署名入り文書「メ
キシコ並びに世界のすべての非抑圧者と貧困者への宣言」の存在には言及していない。

６）Palerm, p.192－193. アステカ族が埋め立て手段として採用したチナンパ（水上農園）はチャルコ
地方に由来する。

７）Jalpa, p.23

８）García Icazbalceta, p.184

９）Actas de cabildo, lib.6, p.499, lib.7, p.144

10）Jalpa, p.32

11）Bora, p.15, p.17. バルドビノスはメキシコ盆地の先住民の人口変動を以下のように算定した。征
服直後の 150万人は 1570年には 325,000人に減少し，17世紀半ばには 70,000人にまで激減した。
1742年に 120,000人に回復し，1800年には 275,000人に上昇した。Valdovinos（1993）, p.269

12）Tutino（1990）, p.99

13）Artís Espriu, pp.203－205. 残り 3村の人種構成については不明。
14）Rodríguez, p.81, pp.123－125

15）Semo, p.23

16）Valdovinos（1990）, p.59

17）Ibid., p.62

18）知事が軍隊の派遣を躊躇したのは，政府が米墨戦争への軍隊派遣を優先していたからである。
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Arizcorreta, 1849

19）Anaya Perez, p.71. 1833年，チャルコでコレラが流行したが，疫病による人口減は農民にエリー
トとの交渉力を高めた。月曜日に働かないペオンに賃金を払うのは不正義だが，そうでもしない
と人手が集まらなかった。

20）Tutino（1993）, p.373. 1794年 35,634人，1800年 38,804人，1870年 47,184人，1877年 54,940人，
1890年 64,113人，1900年 70,192人。1800年から1870年の70年間に20％しか人口は増えていない。

21）Ibid., pp.106－107

22）Ibid., p.122

23）Reina, pp.157－170

24）Falcón, p.1011

25）Anaya Pérez, p.100

26）Tutino（1990）, p.113

27）Powell, pp.116－117

28）Ibid., p.144

29）山﨑，pp.110－115

30）Anaya Pérez, pp.98－99

31）Valdovinos（1990）, pp.125－127

32）Falcón, p.1036

33）Reina, pp.66－67

34）Tutino（1990）, p.124

35）García Cantú, pp.58－61. ロペスが銃殺されたのは 1868年 7月 9日であることは史料によって明
白なので，文書の日付，1869年 4月 20日は 1868年 4月 20日に訂正されている。Valdovinos（1990）, 
p.136, Anaya Pérez, p.116

36）Reina, pp.67－71, ADN, Exp.XI /481.4/9750

37）Tutino（1990）, p.134

38）バラデスはロペス軍を 1,000人（Valadés, 1924），ディアス・ラミレスは 1,500人としているが（Díaz 

Ramíres, pp.69－70），ロペスの軍勢は最大でも 100名ほどであろう。
39）Faure, p.201

40）García Cantú, p.146

41）Valadés（1970）, p.11

42）Valdovinos（1993）, p.285.「植民者用に 100区画に分割した 11,000エーカーをメキシコ人あるい
は外国人に付与し，後者には一連の免税を与え，区画を申請時にメキシコ人と見なす（1856年 7

月 11日）」
43）  Hart（1980）, p.32. ロダカナティがいつチャルコに移ったのか研究者によって時期が異なる。ハー
トは 1865年 1月，アナヤ・ペレスは 1868年 3月（Anaya Pérez, p.117）としているが，1868年
では，ロペスは「光と社会主義」学校で学ぶ時間はほとんどなかったことになる。ロダカナティ
が 1865年初めに移り，労働運動で挫折したサラコスタらの弟子たちが 1865年 11月に合流した
と考えるのが合理的であろう。また，ロダカナティは 1865年にサラコスタ宛の書簡で雄弁に演
説する青年フリオ・チャベス（ロペス）について触れている。（Hart, 1974, p.55）

44）Pani, p.159

45）Illades, pp.76－79

46）Ibid., p.100

47）Ibid., p.129
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48）Rhodakanaty, pp.9－11

49）Ibid., pp.15－58

50）Valadés（1970）, p.35

51）Illades, p.88

52）García Cantú, p.423

53）Ibid., p.176

54）佐藤，p.11「アナルシー，主人，最高権者がいないこと，こうしたことこそ，日々われわれが近
づいて行っている政体のかたちなのだ」。p.251「宗教における神，政治における国家，経済にお
ける所有，これこそ人類が，それによって自分自身にたいして他人になり，たえず，自らの手で
自己を引きさき続けてきた三つの形態なのである。このようなことは，今日では拒否されねばな
らない」。

55）バクーニン，p.27「いま一つは，労働者は，憎むべき，多年の 絆を，最終的に振りおとし，ブルジョ
ア的搾取と，これにもとづくブルジョア文明を根本から破壊するかということである。このこと
は，社会革命の勝利，国家と呼ばれるものすべての破壊を意味する」。p.36「広範で熱情的な破壊，
有益で成果のある破壊がなければ，革命はありえないからであり，ほかならぬこの破壊のなかか
ら，また破壊を手段として，新しい世界が誕生し，発生するからである」。

56）Illades, p.88, pp.112－113

57）ビーチャー，p.214

58）Rhodakanaty, p.65

59）Ibid., p.60

60）Illades, p.96

61）Rhodakanaty, p.76
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めるものとする。
　　　　　　和文原稿
　　　　　　　Ａ．論　　　文 50枚程度
　　　　　　　Ｂ．研究ノート 20枚程度
　　　　　　　Ｃ．研究展望・動向 10枚程度
　　　　　　　Ｄ．書　　評 8枚程度
　　　　　　　Ｅ．その他（資料紹介など） 8枚程度
　　　　　　欧文原稿
　　　　　　　Ａ．論　　文 8000語程度
　　　　　　　Ｂ．研究ノート 3000語程度
　　　　　　　Ｃ．研究展望・動向 2000語程度
　　　　　　　Ｄ．書　　評 1200語程度
　　　　　　　Ｅ．その他（資料紹介など） 1200語程度
⑶　寄稿者は原稿が上記区分のいずれかに属するものか，自己申告すること。
⑷ 　上記種類別 A・Bには横書き 400字程度（欧文原稿の場合，200語程度）の要旨とキーワー
ドを 5語程度付すこと。Aについては要旨も本文とともに掲載する。また採択決定後，和文原
稿の場合は欧文要旨を，欧文原稿の場合は和文要旨を作成願う。
⑸ 　和文原稿の場合，文中において外国の固有名詞を欧字のまま記さない。初出の外国の固有名
詞は，片仮名で書き，括弧して欧字を記すことが望ましい。但し，一般的な語の場合はその限
りではない。固有名詞の片仮名標記は，原則として原音に即すること。
⑹ 　複数の語からなる外国の固有名詞（地名や人名など）における表記の方法，および国名の表
記は執筆者に一任する。
⑺ 　文中において注を付ける場合，文章の右上方に　）をつけた番号を記し，文末に注をまとめ
ること。
⑻ 　出典については引用箇所の終わりに（著者名，出版年，ページ数）を記し，文末に文献リス
トを記すこと。和文文献は 50音順に，欧文文献はアルファベット順にまとめること。
⑼　参考文献の表記は以下の通りである。
　　　例）単著本：（著者姓名）（出版年）（書名）（出版社）（出版地・・・但し和文文献の場合は不要）
　　　　　田中　高
　　　　　1997 『日本紡績業の中米進出』，古今書院。
　　　　　León, Trigueros

　　　　　1955 Perfil en el aire, Ministerio de Cultural, San Salvador.
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　　　例）雑　誌：（著者姓名）（出版年）（論文名）（雑誌名）（巻・号）（ページ数）
　　　　　Lozoya, Xavier

　　　　　1999  “Un paraíso de plantas medicinales”, Arqueología Mexicana, vol. VII, núm. 39, 

pp. 14－21.

　　　例）論文集： （著者姓名）（出版年）（論文名）（所収書名）（編者名）（ページ数）（出版社）
（出版地…但し和文文献の場合は不要）

　　　　　Martínez Marín, Carlos

　　　　　1996  “El registro de la historia”, Temas mesoamericanos, Sonia Lombardo y Enrique 

Nelda (coords.), pp. 397－425, INAH, México.

　　　例）訳　書： （著者姓名）（出版年）（書名）（訳者名）（出版社）（出版地…但し和文文献の
場合は不要）

　　　　　ガルゼス，ジョアン　E．
　　　　　1979 『アジェンデと人民連合』，後藤政子訳，時事通信社。
　　　例）著者が複数の場合：2人目からは名・姓の順で表記すること。
　　　　　Cabrera, Rubén, Ignacio Rodriguez, and Noel Morelos

　　　　　1982 Teotihuacan 80-82: Primeros resultados, INAH, México.

⑽ 　挿図は黒インクでトレースする。地図，実測図などにはスケールを記す。原則として原図は
B4大を限度とし，縮小した場合にその説明文を含め，縦 20.5cm，横 13.5cm以内に収まるもの
とする。
⑾ 　本文中初出の挿図，表には⑻の方式に従って，典拠を明記すること。筆者自身が作成した原
図の場合，その必要はない。
⑿　写真は鮮明なものに限る。⑾と同様に典拠を明記すること。
⒀ 　和文原稿には欧文タイトルを付け，執筆者名をローマ字で記すこと。欧文原稿には和文タイ
トルをつけ，執筆者名を片仮名で表記すること。
⒁ 　MS－DOSテキスト形式（＋改行）あるいは “WORD”ソフトで原稿を作成し，フロッピーディ
スクとともに打出し原稿を提出すること。
⒂ 　原稿が以上の規定を満たすものであれば，Eメールによる投稿も受け付ける。但し，Eメー
ルで投稿する場合は打出し原稿を必ず郵送すること。
⒃ 　原稿申し込み期限は 9月 15日，原稿提出期限は 10月 15日とする。
⒄ 　指定された提出期限に従い，完成原稿は下記に送付すること。なお，完成原稿の末尾に氏名・
現職名・住所・電話番号を明記すること。
　　　送付先）615-8558

　　　　　　　京都市右京区西院笠目町 6

　　　　　　　京都外国語大学
　　　　　　　京都ラテンアメリカ研究所
　　　　　　　E-mail：ielak@kufs.ac.jp

⒅ 　原稿の採否は編集委員会によって決定される。場合によって編集委員会より原稿の修正を願
うことがある。原稿は採否にかかわらず原則として返却しない。
⒆  　原稿の掲載は，当該号の投稿論文数・その他の事情により，次号に繰り越す場合がある。そ
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の場合，編集委員会は投稿者に連絡し，協議するものとする。規定に則しない長文および特殊
印刷の場合は，編集委員会と執筆者による協議を行い，内容を変更することがある。
⒇ 　掲載原稿のうち，⑴のＡ・Ｂについては抜刷 50部と掲載誌 3冊を贈呈する。50部を超える
場合はその分だけ執筆者の自費負担とする。
21　執筆者校正については初校のみとし，その際の大幅な加筆や内容変更は原則として認めない。
22　その他，必要な事項については編集委員会で決定する。

Normas de presentación de artículos 

para Boletín del Instituto de Estudios Latinoamericanos de Kyoto

１）Los artículos deben tratar temas sobre Latinoamérica. 

２）El idioma oficial en el Boletín es japonés, español, portugués e inglés.

３） Los artículos pueden ser trabajos de investigación (8,000 palabras aprox.), estudios preliminares 

(3,000 palabras aprox.) o reseñas (1,200 palabras aprox.).

４） En caso de trabajo de investigación o estudio preliminar se adjuntarán un breve resumen del 

artículo de 200 palabras y 5 palabras claves.

５） Los trabajos deben entregarse en formato de procesadores de “archivo de texto” o Word, 

prefelibremente con su copia impresa. 

６）La fecha límite de entrega del artículo es el último día de octubre.

７）El Consejo de Redacción decidirá sobre la idoneidad del artículo para ser publicado.

８）El trabajo impreso y su disquete entregados no serán devueltos al autor.

９） El autor del trabajo de investigación o estudio preliminar tiene derecho a recibir 3 ejemplares 

del Boletín y 50 separatas. 

10）Los trabajos deben entregarse al Instituto de Estudios Latinoamericanos de Kyoto:

　　　　6, Kasame-cho, Saiin, Ukyo-ku, 

　　　　Kyoto 615-8558, Japón 

　　　　ielak@kufs.ac.jp
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編　集　後　記

学園創立65周年になった今年は，個人的にも大変充実した1年だった。着任2年目ということで，
まだまだ大学内部の仕組みなどわからないことが多いということもあって確かに右往左往，慌た
だしかったという気持ちもあるが。
一方，当研究所の創立 65周年記念国際シンポジウム関連催事として開催した小野正昭元駐メキ
シコ大使の写真展は，私が預かる国際文化資料館としても大変責任の重い仕事であったが，長く
勤めていた博物館での展覧会事業もそうであったように，現場＝フィールドのおもしろさ，人と
人とのつながりの大切さをあらためて感じた展覧会となった。手伝ってくれた多くの学生さんも，
博物館のおもしろさを少しでも実感してもらっていたらいいなあと思う。
また，新しく中米での考古学調査の準備も開始できた。故大井邦明先生が本学で築いてこられ
た中米での研究成果を踏まえ，「考古学と博物館」，「博物館を接点とした地域研究」という私なり
の視点を加え，あらたなフィールド調査を続けていきたいと思う。そして，学生がこうしたフィー
ルド活動に主体的に関われるよう，教職員の方々にもご理解と協力をお願いしていきたい。
さて，個人的なことはこのあたりとして，京都ラテンアメリカ研究所もこの 65周年記念事業を
一区切りとして，加えてこの成果を踏まえ，来年からはさらに活動を充実させていくことになる。
今回のシンポジウムの成果は，やはりラテンアメリカ地域の安定と発展が日本にとっても大変重
要であり，さらに世界平和にもつながるということであろう。そのために日本がどのような役割
を果たしていくか，現地との連携の重要性をあらためて確認できた。京都外国語大学・京都ラテ
ンアメリカ研究所が，こうしたテーマに積極的に関わる研究活動をリードしていくことを大いに
期待している。

（南）
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