
長崎スペイン世界友の会 設立8周年記念講演
2020.11.8 日本二十六聖人記念館ホール

スペイン帝国と長崎
―「複雑怪奇」を「複雑怪奇」のままに―
椎名 浩（熊本学園大学他 非常勤講師）



左右反転した長崎の図？
＊北アフリカのセウタ（ブラウン、ホーフェンベルフ『世界都市図帳』、1572年刊）
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Braun_Ceuta_UBHD.jpg
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セゴビア（17世紀の銅版画）
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Segovia_16xx.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Segovia_16xx.jpg


セゴビアに海水が侵入⁉



マラッカ港（18世紀のオランダ統治時代の銅版画）
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antique_Map_Valentijn_M
alacca.jpg
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マカオ（1665年頃）
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AMH-6030-
NA_Bird%27s_eye_view_of_the_city_of_Macao.jpg
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川原慶賀「長崎港図」
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kawahara_Nagasaki.jpg
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講演の概要

 今からちょうど450年前、長崎が海外貿易港としての歴史を歩み始めた
時代はスペイン帝国の全盛期、フェリペ2世の時代であり、天正遣欧使
節の一行もマドリードでフェリペ2世に謁見している。

 ただ一般に、「当時の大国スペイン」という言い方がされる場合、
往々にしてその機能・内実やそもそもの枠組みなど、「近代的」にと
らえられがち。まずは現代の我々からすると、容易には理解しがたい
構造や価値観に、虚心に向き合うことが必要。

 その上で、当時の日本に関する記述を読むと、洋の東西は異なりなが
ら、450年前の価値観に生きる者同士が、相手の把握・同国人への説明
に関して結構「応用がきいていた」ことがうかがえる。

 そうした観点から、当時の長崎について記述したカスティーリャ語
（スペイン語）文献についても紹介したい。



講演の流れ

I. スペイン・イスパニア・南蛮

II. 威風堂々たる寄り合い所帯―「スペイン帝国」の
実態と理念

III. 「複合君主政」的発想の応用と相互理解―他者イ
メージの交差

IV. スペイン語史料に見る都市長崎―いわゆる「長崎
譲渡状」を中心に



今回主に用いる史料（スペイン語）

 A.ヴァリニャーノ『日本諸事要録』（1583年）

⚫ 松田毅一他訳『日本巡察記』平凡社東洋文庫、1973年。

長崎譲渡（寄進）状（1580年）

⚫ （五野井隆史訳） 大村市史編さん委員会編『新編大村市史』第２巻
（中世編）（大村市、2014年）、513-514頁。

⚫ 以上2点のスペイン語文は、いずれも下記に掲載のものを参照した。

Alejandro Valignano S. I., Sumario de las cosas de Japón (1583). 
Adiciones del Sumario de Japón (1592). Ed. por José Luis Alvarez-
Taladriz, I.Tokyo, Sophia University, 1954.



『新訂版 高校日本史B』（実教出版、2018年）

「大航海時代の東アジア」

15世紀後半のヨーロッパ人は大航海時代をむかえ、スペイン（イスパニア）・
ポルトガル両国は、アジアに進出した。東アジアでは、16世紀に朝鮮や日本で銀
の産出がさかんとなり、明（中国）の生糸や朝鮮の木綿との交易がさかんになっ
た。しかし、明は周辺諸国との朝貢貿易のみとし、民間貿易を禁じた（海禁政
策）ので、後期倭寇による民間貿易が活発化（ママ）になった。

倭寇は、明の取り締まりに対抗するため武装化し、東シナ海周辺の各地域にまた
がる民間貿易にたずさわった。日本では肥前の五島列島や平戸にも根拠地をつく
り、戦国大名や博多商人などとも活発に貿易をおこなった。（102頁）

「南蛮貿易とキリスト教の伝来」（102―103頁）の注④

日本では南方からきたポルトガル人や、のちに来航するスペイン人を南蛮人と
よび、彼らによる貿易を南蛮貿易という。スペイン人の日本来航は1484（天正
12）年が最初であった。（103頁）



「イスパニア」（＝スペイン）＋ポルトガル＝南蛮



西川如見『華夷通商考』（初版1695、増補1708）

⚫ イスパニヤ并ポルトガル、カステラ

是則南蛮切支丹国也。海上日本自り一万二千余里なる由。此国世界の
繪図を以見るときは、唐土日本よりは西方に当れる国也。然るに南蛮と
号するは、此国の手下、亜媽港呂宋等、唐土日本の南方に当れる故に南
蛮と号する者也。一説には南海より往来する故に南蛮と号すると云。此
説は非ならん。

唐日本に来れる外夷の船、南海より往来せずと云事無し。皆南蛮と言
可理なし。此国の類国にイスハニョウ、ノウハイスパニヤ等之れ有由聞
伝ふ。人物いずれも阿蘭陀に似たりとぞ。（岩波文庫、161―2）



寺島良庵『和漢三才図会』（1710）

巻十四 外夷人物

以西巴爾亜

万国の図を以つて之れを観る。其の国阿蘭陀の西に有りて、日本自り
凡そ一万二千余里西方に当たる。相伝へて云ふ、此の国耶蘇宗（今に云
ふ、切死丹宗）の本にして其の法南蛮に伝はると。天文二十年始めて南
蛮より来り邪法を弘めて人を惑す。文禄年中秀吉公、伴天連六人其の党
類二十余人を捕へて京都大坂を渡し、長崎に送り悉く之れを磔にす。慶
安明暦の比に至りて、其の宗門の残党之れ有れば。悉く探し、捕へ刑罰
せらる。今時根を絶つも尚其の改め厳重。

⚫ 遠藤静雄編『和漢三才図会』一（日本庶民生活史料集成』28）、三一
書房、1980年、272頁。



村井昌弘『耶蘇天誅記』前録（18世紀前半）

耶蘇宗門制禁之大旨上

（…）或は交易の為めに渡来すと称し、或は風波の難に遭ひて漂着
すと云ひ、彼是事に託し、まれは其故有が如しといえども、五度が
中三四度は西夷南蛮西夷とは應周寃亜[イスハンヤとルビ、以下同]、諳厄利
亜[イギリス]、阿蘭陀[ヲランダ]の類をさす。南蛮とは咬𠺕吧[シャカタラ]、呂
宋[ルソン]、莫卧爾[モウル]、阿媽港[アマカハ]の類をさす。等の国より出た
る賊の舩にして、切支丹の邪法弘通の詳略を蓄へて来れる者なりし
とかや。其巨細徃々下に記す。

https://www.digital.archives.go.jp/das/image/M201507071121
1055360

https://www.digital.archives.go.jp/das/image/M2015070711211055360


故に西夷は、ヨーロッパの旧新教三国（スペイン・イギリ
ス・オランダ）を、南蛮については南・東南・東アジアの諸
国（ムガール・ジャワ・ルソン・マカオ）となる。日本開教
に大きな関係を保持したポルトガルの名は書中に見えず、阿
媽港国に一括しているごとくである。

（清水紘一「江戸中期のキリシタン研究―村井昌弘『耶蘇天
誅記』前録から―」森安彦編『地域社会の展開と幕藩制支
配』名著出版、2005年、447－8頁）



 ローマ帝国の属州名ヒスパニアHispaniaのロマンス語読みからくる
「イスパニア」は、本来イベリア半島全体を指し、したがってポルト
ガルを含んでいた。

 だが15世紀末～16世紀初頭に、その大部分（カスティーリャ・アラゴ
ン・ナバラ）に君臨する王権が登場し、これを「イスパニア王」ある
いは各国語で「スペイン王」とよぶ傾向もでてきた（例：マキャベリ
『君主論』）

 とはいえ、地理概念としてポルトガルを含む「イスパニア」の概念は
根強く残る。加えて、南北アメリカおよびフィリピンでは植民者の出
身地・制度・文化などカスティーリャの要素が極めて強い。

 よって、次ページのように図式化できる、西川如見らの理解は間違っ
ていないばかりか、漢訳テキストをつうじて当時のヨーロッパ人の一
般的理解を正確に読み取っている。



イスパニア＝「スペイン」（≑カスティーリャ）＋ポ
ルトガル＝南蛮



1630年出版の世界地図帳に掲載された
「イスパニア諸王国図」

（『ブラウの世界地図 17世紀の世界』同朋舎出版、1992年、124－125頁）



 現在（ある時代以降）の国名と、本来の地理的呼称がずれている、広
がったり狭まったりすることは、考えてみれば多々あること。

 ドイツとオーストリア、インドとパキスタン、オランダ（ネーデルラ
ント王国）と歴史的呼称としての（ベルギーを含む）ネーデルラント、
アメリカ（大陸と合衆国）、イングランドと「イギリス」、「アジ
ア」、「アフリカ」等々。

 ちなみに江戸時代の文献（オランダ風説書等）で「ドイツ」「ドイ

チ」は、ほぼ神聖ローマ帝国≒ハプスブルク家≒オーストリアをさす。
地理上のドイツは「ゼルマニア（germaniaのポルトガル語読み）



 一方「南蛮」とは、伝統的には中華から見て南の諸地域。16世紀半ば
以降は、その付近にヨーロッパ人が築いた拠点（「ヨーロッパ・プ
ラットホーム」）、ひいては拠点を築いた国・人を指すようになる。

 実際に交渉があった時代、「イスパニア」あるいは「カステイラ」、
ポルトガルといった国々があり、それらがマカオ、マニラ経由でやっ
ていていることは当然知っていた。

 しかし当時の関心は「何者かが来航している」「彼らはどこ（日本へ
の直接航路）からきているか」であり、その本国がどこにあり、どう
いう国であるかは知らないか、関心の外。

 17・18世紀の交ころに、かつて「南蛮」経由で来航してその名で呼ば
れた人々と、万国地理の知識中ヨーロッパの西端にある国々が、認識
の上で連結した節がある。

 ちなみに江戸期の地図には、伝統的「天竺」と、現実のインド亜大陸
にかかわる「モウル」「インデア」「ベンガラ」等が併記。



スペイン継承戦争の開始（1701年）を伝える
元禄15年オランダ風説書（1702年）の記事

南蠻國とフランス國と軍發り申候に付、阿蘭陀國も近國之儀に御座候
故、用心として兵船貳百拵、阿蘭陀領分之所々え遣し置申候由、阿蘭陀
本國ゟ咬𠺕吧え申越候事

⚫ 日蘭学会編、上、203頁。



ヨーロッパ
「イスパニア」

カスティーリャ
ポルトガル

マカオ ルソン

日本

「南蛮」

万国地理に基く認識

交渉があった時代の認識



サン・フェリペ号乗組員を取り調べて作成された海図



（反転して北を上にしたもの）



（概念図）



 ヨーロッパでも17世紀前半に再独立したポルトガルの地位が確定し、
18世紀初頭にスペインが半島外の領地を手放し、内部的にも中央集権
化を進めたことなどが影響して、おおむね18世紀中に、現在の「スペ
イン・ポルトガル」というとらえ方が定着。日本にも、蘭学の摂取と
いう形で伝わる。

 地形の描写などには、なおイスパニア＝イベリア半島の表現残る。



新井白石『西洋紀聞』（18世紀前半）

イスパニヤ、ヲゝランドの語には、イスパンヤとも、スパンヤともいふ。漢に訳して伊斯把你亜
とも、伊西把你亜とも云ふ、即此也。ポルトガル・フランスイヤ等と、地を接て、其属
国十八あり。またソイデ・アメリカの地を併せて、新たに国を開き、ノーワ・
イスパニヤと号す。ノーワとは、此に云ふ新也。我俗に、ノヲバイズパンヤといひし、これ也。
其後、また、アジア地方、ロクソンをも、併せ得たりといふ。ノーワイズパニヤ、
ロクソンの事、等、下に詳也。

按ずるに、慶長年間、此国始て来聘す。そのゝち、呂宋・新伊斯把你亜等の商
船、来る事絶ず。これら皆、此国人の来れる也。番舶来る事を止められしに及
びて、来らず。寛永元年の春、再び聘を修す。これを黜けらる。

カステイリヤ、カステイラともいふ。漢に訳して、加西郎といふ。むかし、我国に聞こえしカ
ステアンといふ、これ也。イスパニアの東南にありて、共にこれ与国也といふ。

按ずるに、此国、むかしより、我に通ぜし事聞こえず。但し、我国に始めて天
主教を弘めし、フランシスクス・サベイリウスといひしは、此国の人也しとい
ふ。

⚫ 同じ白石の『采覧異言』では、「イスパニヤ 伊斯把儞亞」概論に続き、
「ポルトガル 波爾杜瓦爾」「アンダルシヤ 俺大魯西亞」「ガラナアタ
瓦辣那達」「カステイラ 加西蝋」「ナハラ 那勿蝋」の順に各地を記述。



朽木昌綱『泰西與地図説』（1789年）

⚫ ポルトガリヤ

此国、エウロツパの西方の端にして、昔時アメリカの大州を未見出さざり
し時は、此地を以て世界の極西と思へり。其地古はヒスパニヤの属州にして、
別の一国にてはあらざりしが、近歳分れて自ら政事を執するの王国とはなれ
り。故に古への地図にはヒスパニヤの内に入て別国となさず。

⚫ ヒスパニヤ

此国、ラテン語にてヒスパニヤと云いフランス語にてヱスパク子と名づく。
其地、ドイツラント及イタリヤの正西ニ当れり。昔時、ラテン語にて此国を
ヘスペリヤと云いしことあり。是西の国と云へる言ばにて、則長庚をも呼て
ヘスペリユスといふなり。キリイケンラントにては、今尚ヘスペリユスと云
へり。これキリイケンラントよりも正西に当るか故に其名あり。東はフラン
カレイキ、西はポルトガリヤ、南北は浜海にして、其国の形ち牛皮を剖きて
濶げたるが如しと云ふ。



http://www.tanigawa17.com/leather/info_leather/leather_parts.html

http://www.tanigawa17.com/leather/info_leather/leather_parts.html


『訂正増訳采覧異言』（1802年）に掲載された
西ヨーロッパ7カ国図



久米邦武『米欧回覧実記』（1878年）

⚫ 第八十九巻 欧羅巴洲政俗総論

英国 四箇国の連邦なり

英倫 威爾斯 蘇格蘭 愛蘭

蘭国 二箇国に分る

白耳義 荷蘭佗

西班牙[スパニヤ] 四箇国なりしに、四百年来は、二箇国に合す。

西班牙 葡萄牙[ポルチュガル]

（岩波文庫、5巻、147－8頁）



スペイン帝国形成の歩み

⚫ 1474 イサベル、カスティーリャ女王に即位

⚫ 1479 フェルナンド、アラゴン王位に即位

⚫ 1492 グラナダ征服、コロンブス出航

⚫ 1512 ナバラ征服

⚫ 1516 カルロス1世即位

⚫ 1519 神聖ローマ帝国帝位につく（カール5世）

⚫ 1521 メキシコ征服

⚫ 1533 ペルー征服

⚫ 1543 [鉄砲伝来]

⚫ 1549 [ザビエル来航]



⚫ 1556 カルロス退位、フェリペ2世即位（オーストリア、
皇帝位は王帝フェルディナントが継承）

⚫ 1561 マドリードに都を定める

⚫ 1570 フィリピン征服[長崎開港決定]

⚫ 1571 [長崎にポルトガル船入港]

⚫ 1580 ポルトガル併合

⚫ 1582－90 [天正遣欧使節]

⚫ 1624 [スペイン船来航禁止]

⚫ 1639 [ポルトガル船来航禁止]

⚫ 1640 ポルトガル再独立

⚫ 1641 [平戸オランダ商館、出島へ]













https://commons.wikimedia.org/wiki/File:King_PhilipII_of_Spain.jpg
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これはカルロスが君臨していたころの、ヨーロッパの政治地図。





https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/Empire-Roman-Emperor-Charles-V.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/Empire-Roman-Emperor-Charles-V.jpg


各領域が各々の制度・慣習・文化の独自性を維持しながら、
共通の王冠に「紐づけ」されているというに近い。



カスティーリャ

レオン

アラゴン

シチリア

グラナダ

前回も紹介した、フェルナンドとイサベルの紋章。
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Queen_Isabella_of_Castile_(1

492-1504).svg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Queen_Isabella_of_Castile_(1492-1504).svg


カルロス1世の紋章
出典：ウィキメディア・コモンズ
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Greater_Coat_of_Arms_of_Charles_I_of_Spain,_Charles_V_as_Holy
_Roman_Emperor_(1530-1556).svg

前ページの、フェルナンドと
イサベルの紋章から引き継い
だ部分

ジブラルタル海峡を象徴する
「ヘラクレスの柱」

神聖ローマ帝国を象徴する
「双頭の鷲」

オーストリア

フランドル伯

ブルグント王国

ブルゴーニュ公国

ブラバント公国

チロル

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Greater_Coat_of_Arms_of_Charles_I_of_Spain,_Charles_V_as_Holy_Roman_Emperor_(1530-1556).svg


1580～1668年のスペイン王家紋章

出典：ウィキメディア・コモンズ
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Royal_Coat_of_Arms_of_Spain_(1580-1668).svg

フェリペ2世は神聖ローマ
帝国の皇帝位は引き継がな
かったため、帝国に関連する
意匠は取り除かれた一方、
1580年以降君臨することに
なったポルトガルの紋章が加
わる。
＊ポルトガルは1640年に再

独立するが、1668年に条約を
取り交わすまでは紋章に残る。

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Royal_Coat_of_Arms_of_Spain_(1580-1668).svg


統治の次元 統治の単位、統合のベクトル 日本への適用

君主権monarquía いわゆる「スペイン王」Monarquía Hispánica 天下(tenca)

現在では共和政に対する君主政。 信長、秀吉、徳川家

corona（原義は「王冠」） ポルトガル王 カスティーリャ王 アラゴン王

複数のreino、señoríoにわたって君臨す
る王権、およびその支配する領域。

大友氏「5ヶ国の王」
島津氏「3か国の王」

王国reino(←rey) ナバラ 肥前、肥後

本来は1人の王が君臨し、独立した1国
になりうる領域（トレド、セビーリャ
等は、実質的にはカスティーリャの1地
方）。

ポルトガル レオン、カスティーリャ、 アラゴン
アルガルベ トレド、コルドバ、セビーリャ（…） バレンシア
東インド グラナダ、メキシコ、ペルー ナポリ、シチリア

「66か国に分かれた、
多数の島嶼からなる
地」

所領señorío(←señor) ブルゴーニュ公国 ミラノ公国 バスク地方 バルセロナ伯領 国衆(cunixu)

王より格下の貴族（公爵、伯爵等）の
領地。

↑事実上reinoと同格の領域。
reino内の国王直轄領、貴族所領、教会・修道院所領
国王も、その直轄地に対しては「領主señor」。

大村純忠「肥前国の中の
領主の一人、侯爵のごと
きもので、多くの都市、
城塞、村落を有してい
る。」

市町村pueblo,自治体 municipo 国王直轄領の市町村、貴族所領の市町村、教会所領の市町村

住民が編成され、統治される最小単位。
その権利・地位によって「都市」
ciudad・「町」villa・「村」(lugar, 

aldea)に区別。
通常、都市は国王に直属し、他の領主
等から拘束を受けないという意味での
「自由」を享受。

ciudad                        ciudad
villa       villa villa        villa villa

lugar aldea aldea lugar lugar aldea aldea lugar lugar aldea lugar

ciudad, villaが管轄（裁判権）下においたlugar, aldeaとそれに付随する領域をtierraとよんだ。

府内、博多、山口、
堺、京、安土の6か所
を ciudad と形容。
長崎は puertoでは
あるが、puebloとし
か形容されず。



 1630年代、カスティーリャの制度をイベリア半島の他の諸
王国に「全国化」する試みがなされるが、カタルーニャの
反乱、ポルトガルの再独立を招き、いったん挫折。

 1700年のブルボン朝成立、それに続くスペイン継承戦争を
経て、中央集権化―カタルーニャほかの「カスティーリャ
化」―があらためて推進される。



[日本は]66ヶ国に分かれた多数の島嶼から成る地方。

una provincia de diversas islas, repartida en sesenta y seis reinos .

⚫ 『日本諸事要録』１章（松田訳、5頁。ed. Alvarez, p. 4.）



オルテリウス『世界地図帳』1595年版に掲載された日本図
（いわゆる「テイシェイラ図」）

https://kutsukake.nichibun.ac.jp/obunsiryo/map/001572916/

https://kutsukake.nichibun.ac.jp/obunsiryo/map/001572916/


豊後の国王、すなわち屋形（…）は多年五カ国[豊後、豊前、筑前、筑
後、肥後]を支配し、その他の地も掌中に収めていった。

… el rey o yacata de Bungo, (...) por mucho tiempo señoreó cinco
reinos y iba alcance de los demás otros ... 

⚫ 『日本諸事要録』5章（松田訳、40頁。ed. Alvarez, pp. 101―105.）

薩摩の国王（…）は三カ国[薩摩、大隈、日向]を獲得し、第四番目の国
[肥後]を入手しようとしている。

(…)el rey de Sacçuma(…) tiene por suyos tres reinos enteros y va
en alcance del cuarto.

⚫ 『日本諸事要録』4章（松田訳、40頁。 ed. Alvarez, ）



36ヵ国の領主であり、日本の君主である信長

Nobunanga, que es señor de treinta y seis reinos y de la monarquía
de Japón .. 

⚫ 『日本諸事要録』5章（松田訳、43頁。ed. Alvarez, p. 121.）

彼は新しい公方[足利義昭]を追放し、前記諸領主をことごとく殺戮し、
日本でそれまで五百年間における最大の支配権を獲得するに至った。

Desterró el cubo nuevo y mató todos los dichos señores, 
quedándose ellos con el mayor mando que haya habido de 
quinientos años a esta parte de Japón ... 

⚫ 『日本諸事要録』24章（松田訳、131頁。ed. Alvarez, p. 279.）



シモには諸国中、肥前と称する国があり、これが11か12のクニ、すな
わち支配地に分かれている。それらの中には[…]大きいものも小さいもの
もあるが、その領主は、正に我等の公・侯・伯爵に相当する。

En el Ximo, entre otros, hay un reino que llaman Figen, que está

esparcido en once o doce cunis o señoríos ... unos son mayores

que otros, u los señores de ellos son propriamente como nuestros

condes, marqueses y duques .

⚫ 『日本諸事要録』４章（松田訳、33-34頁。ed. Alvarez, pp. 74-75.）



[大村純忠は]侯爵のごときもので、数多くの城塞や、都市、村落を領している。
（四章、三四頁）

…que es como un marqués, señor de muchas fortalezas y lugares.  

⚫ 『日本諸事要録』４章（松田訳、34頁。ed. Alvarez, pp. 75-76.）

この地は常に他の土地の間にあってもっとも主要なものであったから、その統治者
は屋形の名称をもって、その国[肥前]全体を支配するに至った[…]この管轄地は高来と
称せられ、肥前国の中でもっとも主要なクニである。

Este fué siempre entre otros todos los otros el más principal, de manera que 
llegó a señorear todo aquel reino con título de yacata (...) La tierra de este
señorío se llama Tacacu , que es un cuni más principal de este reino (p.82). 」

⚫ 『日本諸事要録』４章（松田訳、36頁。ed. Alvarez, p. 82.）



フェリペ4世の没後、ルイ14世がスペイン（カルロス2世）に対し南ネーデルラントの領有権を
主張して起きた紛争（1667年）を伝える、寛文8年オランダ風説書の記事。

イスパニヤと申國之守護に、女子壹人男子壹人御座候、姉娘をフランスと申國の守護に
緣邊を相定申候、其刻イスパニヤ國之内フランゴロと申所を聟引出物に遣し可申と約束仕、
祝儀爲致申候、然る處に、無程イスパニヤ國之守護父相果申候 、其後姉聟ゟ右約束之領
地を急度相渡申候様にとイスパニヤ國え申遣候得共、弟方ゟ相渡不申候に付去年春之頃ゟ、
イスパニヤ國とフランス國と軍を始、唯今㝡中仕候、されども未だ勝負知れ不申候由承申
候

⚫ 日蘭学会編、上、47－48頁。



 『日本諸事要録』では、博多、府内、山口、堺、京、安土の6か所が
「都市」ciudadと形容されている。

⚫ 博多

富裕で広大な博多市（４章、松田訳38頁） la ciudad de Facata, 

que era muy rica y grande (ed. Alvarez, p. 94)」

⚫ 府内

豊後の主要な都市la principal ciudad de Bungo（…）ここの住民は
8,000名で、新国王[大友義統]が居住し、彼がこの首都を統治している。
（５章、松田訳41頁） que es de ocho mil vecinos, donde habita el 

rey nuevo, que gobierna con su corte. (ed. Alvarez, p. 114)

⚫ 山口

豊後から30レーグア、都から60ないし70レーグア離れた一国にある山
口市（５章、45頁） la ciudad de Yamanguchi, que está en otro

reino trenta leguas de Bungo y como sesenta de Miaco (ed. 

Alvarez, p. 130)



⚫ 京

日本の中央にあり、すべての都市の中で最も主要である都市ミヤコ la 

ciudad de Miaco, que está en el medio y es la más principal de 

todas... (ed. Alvarez, p.10)

⚫ 堺

この堺市は（…）、きわめて安全で主要な街であるから、幾年も前に
（司祭館を）設置すべきであった。（５章、松田訳45頁）la ciudad de 

Sacai, que por ser tan seguro y principal lugar ha mucho que 
debía estar hecha ... (ed. Alvarez, p. 128)」

⚫ 安土

信長の主要な都市、すなわち城下（５章、松田訳43頁）。la ciudad y 

fortaleza principal de Nobunanga (ed. Alvarez, p. 120)



 「都市」ciudad

⚫ 諸法と一つの統治に従いながら、ある一ヶ所に住む人々の集落であり、
主君たる王が、その働きに報いて住民たちに付与することに努めた、
一定の特権や免除の権利を享受する。Poblacion de gentes

congregadas a vivir en un lugar, sujetos a unas leyes, y a un 

gobierno, gozado de ciertos privilegios y excenciones, que los 

senores Reyes se han servido de concederlas segun sus servicios.

⚫ あるものは王国の首都であり、ブルゴス、トレド、レオン、セビー
リャ、その他がそうである。他の諸都市はコルテス[身分制議会]に代表
権をもち、既に挙げた諸都市に加え、バリャドリード、サラマンカ、
クエンカ等がそうである。Unas son cabezas de Reino, como

Burgos, Toledo, Leon, Sevilla, etc. Otras tienen voto en Cortes, 

como las referidas, y Valladolid, Salamanca, Cuenca, etc.



⚫ 目に見える形のものとしては、市壁、塔、その他、その都市を形作る
諸施設を意味する。Materialmente significa los muros, torres y 

demas edificios de que se compone.

⚫ 市当局、市参事会、コルテスの代議員あるいは代表者、すなわち彼ら
に与えられた権限に則って、彼らを派遣する都市の代表権と発言権を
持つ人々をも意味する。Significa tambien el Auntamiento, o 

Cabildo, y los Diputados, o Procuradores de Cortes, que en virtud

de los poderes que les otorgan, tienen la representación y voz

de la Ciudad que los envia.

(Diccionario de Autoridades I, pp. 363-4.)



 「町」villa

⚫ [原義は農村における有力者の邸宅あるいは荘園であるが、 ]現在では、
何がしかの特権を保持して、それにより市民の扱いを受けて村と区別
され、かつ都市とは別個の裁判権を有している集落を指す。Se llama 
oy la población, que tiene algunos privilegios, con que se 
distingue de la Aldea, como vecindad, y jurisdicción separada
de la Ciudad.

⚫ 同地を統治するレヒドール[参事会員]、司法官の機構をも意味する 。
Se toma tambien por el cuerpo de los Regidores, y Justicias, que 
le gobernan.

(Diccionario de Autoridades III, p. 486.)



 「村」lugar

⚫ [「場所」という本来の意味に加え、]市町村[一般]も指す。 Vale 

tambien Ciudad, Villa, o Aldeas.

⚫ 狭義では、Lugarという言葉で、villaよりは小さいが、aldeaよりは大
きな小集落の意味に解される。si bien rigurosamente se entiende

por Lugar la Poblacion pequeña, que es menor que villa, y mas 

que aldea.

(Diccionario de Autoridades II, p. 437.)



 「小村」aldea

⚫ カスティーリャの法によれば、自前の裁判権を持たず、町のような特
権も持ち合わせない小村落。そして、その住民はそこを管轄、管区、
裁判権下に置く何らかの町、市の市民である。El lugar corto, que no 

tiene jurisdicción sobre sí, ni Previlegio de Villa, segun las leyes de 

Castilla: y sus moradores son vicinos de alguna Villa, o Ciudad, 

en cuyo districto, termino y jurisdicción.

(Diccionario de Autoridades I, p. 187.)



この地[長崎]は優れた安全な海港であり、数年前[…]400軒の家屋から成
る海浜の町が造られた。[…]通常ポルトガル船がこの港に来航するので、
当市は日々拡大していった。

Nangasaqui, que es un puerto de mar muy bueno y seguro, en el 

cual se hizo (...) de pocos años a esta parte un pueblo de mar de 

cuatrocientas casas de los cristianos (...) y porque ordinariamente

la nave de los portugueses suele venir a este puerto se hace cada

día mayor.

⚫ 『日本諸事要録』4章（松田訳、34頁。ed. Alvarez, pp. 77-78.）



「周囲がほとんど全部海に囲まれているほど海に突き出している高い岬
があるので、この長崎港はよく保護されている。陸地に続く方面は、要
塞と堀によって強化され、この岬の先端に我等の修院があり、それは町
の他の部分から離れて要塞のような状態になっている。

Es este puerto de Nangasaqui muy fuerte porque tiene una punta
de tierra alta que se extiende tanto por la mar que queda casi por 
todas partes rodeada de mar, y por la parte que se continua con 
la tierra está muy fortalecida con sus baluartes y cava, y en el 
cabo de esta punta está nuestra casa, que es como una fortaleza, 
apartada de lo demás del pueblo.

⚫ 『日本諸事要録』4章（松田訳、35頁。 ed. Alvarez, pp. 79-80. ）



[長崎の]住民はすべて、工人や商人であるから、当市の人々は高尚ではないが、

この地はきわめて平穏であり爽快である。

Este lugar es muy apacible y fresco, aunque la gente de él no es noble, 

porque son todos mecánicos y mercaderes. 

⚫ 『日本諸事要録』4章（松田訳、35頁。ed. Alvarez, p. 80.）

新たな地方や新たな事業に適切な評判を得て着手するためには、もっとも主要
な町や市でなければ、司祭館や修院を設立することは適当でない。…シモの海港
で、既述のような方法で提案された新しい布教を始めることは、現在では信頼を
失う動機となるであろう。すなわち、通常それらの場所は、町人[マチジン]と称
せられる下層の人々が居住するところであって、領主達は、主要な城下や、町の
中で、キリスト教徒や教会をつくることを好まないからである。

... no conviene aceptar residencias ni casas si no es en los lugares y 

ciudades más principales, para entrar en los reinos y en las empresas que 

de nuevo se ofrecen con la reputación que conviene (...) fuera mucho 

descrédito comenzarlas ahora en los puertos de mar que en el Ximo de 

esta manera se ofrecen, por ser común mente habitados de gente baja, 

que ellos llaman matixines, no nos quriendo dar lugar para hacer 
cristiandad y iglesia en sus principales fortalezas y lugares 。

⚫ 『日本諸事要録』19章（松田訳、106頁。ed. Alvarez, p. 215.）



長崎譲渡（寄進）状（1580年）

⚫ 日本語訳〉（五野井隆史訳） 大村市史編さん委員会編『新編大村市
史』第２巻（中世編）（大村市、2014年）、513-514頁。

⚫ 〈スペイン語文〉José Luis Alvarez-Taladriz, “Introducción”, pp. 70-

71, (Alejandro Valignano S. I., Sumario de las cosas de Japón

(1583). Adiciones del Sumario de Japón (1592).I.Tokyo, Sophia 

University, 1954.)



これは大村の領主ドン・バルトロメウが茂木と長崎の2カ所について行った寄進の内
容である。

大村の領主であるドン・バルトロメウとその息子サンチョは、コンパーニャ（イエズ
ス会）のパードレたちに多く尽くさなければならないところを考慮して、前期コンパー
ニャおよびそのパードレ・ビシタドール（巡察師）に、長崎の町を、その境界に接する
すべての田畑一切を含めて永久に無償で贈与する。かくて、私は今からそれを譲渡する。
したがって、コンパーニャの前記パードレたちは、彼らが望む者を、その管理のために
前記土地のカピタンとして配置することができる。私は彼らによって選ばれた者には誰
にせよ、その土地の良き統治のために必要な裁きをし、同地の法を破る者を罰し殺すこ
とのできる権限を与える。また、私はポルトガル人たちの船が前記港に碇泊している期
間にいつも支払っているものを永久に譲渡し与える。その港の関税と、前記港に到着す
るすべての船の税（入港税）は自分のために保留する。私はそれらを私の役人たちに
よって徴収するために〔彼らを〕派遣する。彼らはその土地の統治あるいは裁判に関わ
るいかなることにも介入しない。このため、私は永久にパードレたちに茂木の土地を、
これに付属するすべての田畑とともに付与する。前記寄進を将来にわたって決して変更
しない印として、しかし、末長く価値あるものとするために、私は私と私の息子サン
チョによって署名されたこの書状を作成する。天正8年4月27日。

ドン・バルトロメウ

ドン・サンチョ



Esta es la sustancia de la donación que hizo Don Bartholomeu, señor de Omura, 

de los dos lugares Mongui y Nangasaque.

Don Bartholomeu, señor de Omura, y su hijo Sancho, tenendo respecto a lo mucho 

que devemos a los Padres de la Compañia, hago livre donación para siempre a la 

dicha Compañia y al Padre Visitador della del pueblo de Nangasaque, con todas 

las tierras y campos que son en sus confines sin quedar nada, y asy doi desde agora 

la posse de ellas, y asi los dichos Padres de la Compañia podrán meter por Capitán 

del dicho lugar quien ellos quisieren y tirarlo del cargo, y a qualquiera que fuere por 

ellos elegido doi facultad para poder matar y hazer toda la justicia necessaria para 

el buen govierno de la tierra y castigo de los que quebrantaren las leyes della. 

También entrego y doi para siempre lo que suele pagar la nave de los portugueses 

por el tiempo que está en el dicho puerto, reservando para mi los derechos della y 

de todos los más navíos que llegaren al dicho puerto, los quales yo mandaré 

recaudar por mis officiales, los quales no se entrometerán en ninguna cosa que 

toque a la justicia o al govierno del dicho lugar. Y de la mesma manera doi para 

siempre a los Padres los lugares de Mongui con todas las tierras y campos que a ellos 

pertenece. Y para senal que nunca avra mutacion de la dicha donación, mas será 

perpetuamente valiosa, hizo esta carta asignada por my y por mi hijo Sancho,a los 

27 de la 4a luna del octavo año de Tenxo.

Don Bartholomeu

Don Sancho.



 開港後約10年を経た長崎は、貿易港として非農業的機能を発達させ、
人口も増やしているものの、法的・制度的にはいまだciudadはもとよ
りvillaともみなされない、領主支配の強いpuebloないしlugar。

 反面住民の階層分化はあまり進んでおらず、ヴァリニャーノの言う
「高貴な人々」、のちの町乙名につうじる、西洋風に言えば「都市寡
頭層」は形をとっていない模様。

 死刑を含む裁判権を持った俗人の行政官たるcapitán（字義通りには
武官）に、イエズス会士が自らなるわけにはいかず、自分たち以外の
誰かを選ぶしかない。



 capitánで連想されるポルトガル人商人は、不定期にやってきて商売
をして帰る人であり、長崎の中のポルトガル人居住区を別として、長
崎の在地社会に何かやれる立場ではない。従来の在地役人（大村氏の
家臣？）を追認した可能性。大村氏の徴税権も留保。

 とはいえ、原則として大村氏が統治に介入できない旨一文をとってお
り、超地域的教会組織のもとに就くことで、「自治」への重要な一歩
といえる。

 秀吉による「没収」さらに天領化も、この文脈で再検討すべきでは。


