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「スペインのフィリピン群島占領と住民の抵抗」 

梅原弘光（本学名誉教授） 

 

梅原：私の報告は、日本の戦国時代後半、特に織田信長のころの話であることを念頭にお聞き

いただければと思います。16 世紀に島嶼部東南アジアにやってきたスペインが、数ある島々の

中でなぜフィリピン群島を占領し植民地化したのかという点の追究を課題としました。これは

一つには、16 世紀半ばのスペイン到来時に現在フィリピンと呼ばれる島々はどんな地域から構

成されていたのかという、地域区分論と大きく関係します。私はこれまで農村実態調査を中心

に据えてフィリピン研究を続けてきましたが、これをフィリピン全体にどう位置付ければいい

のかを考える過程で、地域区分に興味を持つようになりました。フィリピンの地域区分につい

ては、政府が広域行政効率化の立場から広域行政地区区分をしていますが、2010 年現在全国を

17 区分しております。1950 年には 8 区分でした。アメリカが植民地支配を開始した当初全国

を 6 区分しています。あるアメリカ人地理学者は 1960 年代に 5 区分 23 小区分を発表していま

す。スペインは 17 世紀にカトリック布教のために司教管区を 4 管区に分けています。そこで

もともとどうだったのか、スペイン到来時の群島にはどのような地域が分布あるいは点在して

いたのかという点に興味を持つようになりました。 

もう一つは、フィリピン人の対スペイン人感情が悪いとは決していえないのはなぜかという

疑問からです。私が 1960 年代初めにフィリピン大学に留学したころ、フィリピン人学生は皆

キリスト教徒（クリスチャン）でかつ英語が堪能で、それを大変誇りにしていました。キリス

ト教はフィリピン人にとって現在でも自負、自信の源泉です。なぜならキリスト教イコール文

明と考えるからです。キリスト教化したことにより文明化が大いに進んだ、そのキリスト教を

フィリピンにもたらしたのは他でもないスペインでした。フィリピン人の対スペイン人感情が

決して厳しくないのは、そのためではないかと思われます。 

スペイン人植民地行政官は、植民統治の初期に、フィリピンの民衆を前にしてよく「われわ

れは諸君を魑魅魍魎の世界から解放した」といいました。しかし、16世紀前半にラテンアメリ

カであのように荒々しい占領、植民地化を進めたスペインが、20～30年遅れてやってきたフィ

リピンでそれとは逆に穏やかで優しい植民地化を進めたとは考えられません。これまでのフィ

リピン史研究でも、スペインの占領と初期の植民地化過程について相対的に議論が少なかった

ように思われます。私はこの点を自分自身で少し探ってみたいと考えまして、次のような問題

設定をしました。①スペインが海域東南アジアの島々の占領を思い立ったとき、それがなぜフ

ィリピン群島だったのか。ボルネオ島でもスラウエシ島でも、またサンギヘ諸島でも良かった

ではないか。②どのように占領したのか。占領の仕方、過程はどうだったのか。③住民はそれ

にどう対応したのか、この 3 つです。 

その場合の史資料ですが、スペインに出掛けてオリジナルの史資料に当たって歴史研究を進

めることができるような時間的余裕は、私にはもはや残っておりません。ただ幸いなことに、

スペイン政府文書、法令、国王書簡、植民地官僚の記録など公文書の英語訳が、Blair and 

Robertson eds. , The Philippine Islands; 1493-1898, vols. 55（以下『フィリピン諸島誌』と呼

ぶ）が手元にありますので、これをベースとして既存の研究成果を利用すれば、私でもこの課

題に対してある程度まで接近可能ではなかろうかと考えています。 
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フィリピン側からの研究が少ないところで、植民地支配をした側の公的文書中心に研究を進

めると、スペイン側＝占領した側の論理に圧倒されて占領された側、つまりフィリピン群島住

民の側の論理、主張が見落とされ、はなはだ不公平な認識に到達する危険はないか、という疑

問が出てくるかと思われます。この点は非常に重要で、十分注意して史料を読んでいくことが

必要です。唯一の救いは、兵士達の占領行動に対するキリスト教聖職者からの批判の存在です。

それが国王宛書簡となって本国に送られましたが、『諸島誌』にはそれら手紙類も編集され所収

されています。ですから、それらを丹念に読むことによって、ある程度、別の角度からの見解

も見えてくるのではないかと考えています。 

本日は、皆さんに私の報告を聞いていただき、いろいろご意見、コメントをいただける貴重

な機会と受け止めて鋭意努力を重ねてきましたが、研究の進展は牛歩の如くで、今日報告でき

るのは先程申し上げた 3つの課題のうち①のフィリピン群島占領の理由と②の占領の仕方、過

程までです。③の住民の対応は、別の機会にでも報告させていただく他ありません。 

 

Ⅰ 西方諸島をめぐる航路開拓（スペインはなぜフィリピンに来たか？） 

１．西方諸島と香料群島 

この時代のスペインを語る場合に忘れてならないのは、イベリア半島の国土回復戦争

（reconquista）です。ギリシャ時代に半島東部のエブロ川流域にイベリア人が住み着いていた

ことからそう呼ばれるようになったといわれていますが、紀元後 711 年に西ゴート系のキリス

ト教徒の住む半島部に、アフリカ大陸北西部からムーア系とベルベル系のイスラーム教徒がジ

ブラルタル海峡を超えて侵入、数年のうちに地中海沿岸部からメセタと呼ばれる中央台地まで

占拠しまた。北部カンタブリカ山脈まで追いやられたキリスト教徒は、以後 15 世紀末（1492

年）までの 8世紀間にわたり国土回復戦争を戦うことになります。この戦争がイベリア半島住

民の歴史を深く特徴付けるものとなりました。住民の戦闘能力の向上、武器の発達、強大な王

権の形成、他国に先駆けての国民国家形成、征服地の経営ノウハウ、などがそれです。 

半島最西端のポルトガルは、13 世紀半ばに国土回復戦争を完了、14 世紀後半には国民国家

を形成、東隣の強国カスティリャ王国の圧力に対抗するために早い時期から海外への膨張政策

を採用、大西洋諸島へ進出して、漁業はもとより、入植や商業活動を開始しました。15 世紀に

入るとモロッコの商業都市セウタを攻略、1460 年ころまでにはアフリカ西海岸沖のマデイラ、

カナリア、カーボベルデ諸島に進出、88 年にはアフリカ南端の喜望峰に到達、98 年には遂に

喜望峰回りインド航路を発見します。 

1469 年のカスティリャ王女イサベルとアラゴン皇太子フェルナンドの結婚、やがてそれぞれ

が王位を継承してイサベル女王、フェルナンド 2世となり、ここに両王権が漸次融合・統合さ

れて強大なイスパニア（＝スペイン）王国が誕生します。そうして 1492 年 1 月にはグラナダ

王国を倒して長年の国土回復戦争に終止符を打ちました。同じ年の後半にはカスティリャ王室

が支援したコロンブスの新大陸発見のニュースが飛び込みます。国土回復戦争を戦ってきたコ

ンキスタドーレスが新に開けた活動の場を求めて新大陸に向かい、かなり荒っぽい手口で新大

陸の原住民社会を破壊し、入植と植民地化を進めます。 

大航海時代のスペインには西方諸島（Las islas del poniente）という言葉がありました。こ

れは一体どこのことを指す地域概念でしょうか。現在の地域呼称でいうと島嶼部東南アジアと

その周辺地域で、日本、中国からカンボディア、タイなどが含まれます。それなら西方ではな
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く東方諸島ないし諸国ではないか、とお考えになられても不思議ではありません。英語のオリ

エントという言葉は、14 世紀末ないし 15 世紀初めころから用いられるようになったといわれ

ますから、東方諸国、東方諸島という概念は既にあったはずです。事実、ポルトガルは同じ時

期にこれら地域を東方諸国と呼んでいます。 

ではなぜこれらの島々がスペインにとって西方諸島なのでしょうか。これには二つのことが

関係しているように思われます。一つは、島嶼部東南アジア、特にモルッカ諸島、フィリピン

群島の地理的位置がヨーロッパから見た場合地球のほぼ対蹠地に近いことです。つまり、東回

りで行くと最東端、西回りでは最西端に位置するからです。他は、当時のスペイン人の意識に

深く関わると考えられます。15 世紀末から西回りで新大陸に進出し、16 世紀半ばにはフィリ

ピン群島を植民地に加えて一大帝国を築いたスペイン国王は、「余の領土において太陽は没せず」

と豪語しました。こうした認識のスペインにおいて、マドリッドよりも 8 時間前にマニラで夜

明けを迎えるとは考えにくかったのです。そうではなくて、マドリッドから 7 時間遅れてヌエ

バエスパニャ（現メキシコ）で夜明けを迎え、さらに 9 時間遅れて、つまりマドリッドから 16

時間遅れてマニラで夜が明ける、とスペイン人は考えました。事実、スペインが 16 世紀後半

に持ち込んだ暦ではフィリピンの日付が 1 日遅れでした。これが修正されるのは実に 19 世紀

半ば（1844 年）、マニラの開港から 10 年後のことでした。このように、島嶼部東南アジアの

地理的位置とスペイン人の意識から西方諸島という独特の地域呼称がスペイン人によって使わ

れていたと考えられます。 

 

２．大航海時代の陸地、島々の「帰属」問題 

周知のように、1492 年にはスペイン国王の支援を得てインドを目指し大西洋を西進したコロ

ンブス隊が新大陸を「発見」します。これを機にポルトガルとスペインが、新に到達した陸地

や島々の帰属あるいは領有をめぐって争い、衝突が起こるであろう事が明白になってきました。

そうした事態の回避をねらって急遽公布されたのが教皇勅書であります。当時のヨーロッパ・

キリスト教世界には、「教皇権力の完全性（fulness of our apostolic power）」とか「全世界を

支配する者（ドミヌス・トティウス・オルビス）」といった教皇至上主義の言説があって、これ

まで未知であった陸地や島々を教皇は勅書によりスペインやポルトガル国王に下賜または贈与

できる、という認識がありました。教皇は、勅書でアゾレス諸島もしくはカーボベルデ諸島の

西 100 レグア（約 560km）の地点に南北の境界線（子午線、以下これを第 1 子午線と呼ぶ）

を引き、それを境に東側をポルトガル国王、西側をスペイン国王の領有と認めよう、としまし

た。 

勅書は３回公布されますが、最後の勅書の表現にポルトガルの権利を否定したように読み取

れるところがありました。そこで翌（1494）年、ポルトガルがスペインと直接交渉して締結し

たのがトルデシリャス条約です。そこでは、第 1子午線をアゾレスもしくはカーボベルデ諸島

からではなく、明確にカーボベルデ諸島の西とし、そこからの距離を 100レグアにかえて 370

レグア（約 2,000km）に伸ばしました。当時の世界地図は図１に示したようなものでした。ま

だ新大陸の認識はなく、ユーラシア大陸の東の果てには東アジア大半島があり、それと西のイ

ンドシナ半島・マレー半島の間にシヌス・マグヌス（大湾）があり、ジパングやモルッカ諸島

はこの大湾の中にあると考えられていました。そうして、プトレマイオスの考えにもとづいて

アフリカ北西岸沖のカナリア諸島から東アジア大半島西側のカティガラ（比定不詳）までが 180
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度とされました。第 1 子午線はカーボベルデ諸島の西 2,000km の地点（カナリア諸島から 30

度西方と後にいわれる）に設けられましたが、正確には誰にもその位置が分かりませんでした。

当時は未だ経度の測定が困難だったからです。1500 年にはポルトガルが南米大陸のブラジルに

到着、そこはまだ第 1 子午線の東側と判断されて、ポルトガルの領有になりました。 

トルデシリャス条約から 20 年と経たないうちに、ポルトガルは東回りでモルッカ諸島に、

やや遅れてスペインも西回りでここに辿り着きます。そうしてスペインは、モルッカ諸島を含

む西方諸島はトルデシリャス条約でいう第 1子午線の西側のスペイン国王の領有範囲と主張し

ますし、ポルトガルは先占の事実と共にモルッカ諸島まではポルトガル国王の領有範囲と主張

して譲りません。ここで明確にしなければならないのが、第 1 子午線の裏側の第 2 子午線の位

置です。この第 2 子午線がどこを通過しているかが明確になれば問題は一気に氷解します。両

国はこの問題を何とか平和的に解決しようとして 1524 年にスペインのビトリア、続いて両国

国境に近いバダホスで専門家会議を開きしますが、両者の主張は平行線を辿るばかりでした。

スペインの主張の根拠は、15 世紀ころから再評価されていたプトレマイオスの考えにもとづく

もので、第 1 子午線がカナリア諸島から 30 度西ならカティガラの西 30度はガンジス川河口で

あるという認識でした。したがって、双方が納得のいく結論を得られるわけがありません。そ

こで 1529 年に再びスペインのサラゴサで会議を開きますが、その会議の結論がサラゴサ条約

です。条約のポイントは、①スペイン国王はモルッカ諸島と周辺の島々、および海域の領有に

関するあらゆる権利をポルトガル国王に対して買い戻し権付きで売却する（抵当設定する）こ

と、②以後スペイン国王は、同上地域での活動を自制すること、③ポルトガル国王は、これに

対してスペイン国王に 35万ドゥカットを支払わなければならない、というものでした。なお、

サラゴサ条約では第 2 子午線はモルッカ諸島から東方 297.5 レグア（約 1,780km）の地点を通

過するということで双方が合意したことになっています。ただし、プトレマイオス説に依拠す

るスペインとしては、合意はしたもののそれを全く信じてはいなかったようです。 

 

３．モルッカ諸島への西回り航路開拓 

こうしてスペインが、一旦、モルッカ諸島から手を引くことで問題の決着をみました。1530

年代半ばまでにはチドール島のスペイン部隊は撤退し、条約締結後 10 年余りの間スペインの

モルッカ遠征隊派遣は一切なくなりました。しかし、最初に見た夢はなかなか忘れられないよ

うで、イベリア半島からモルッカ諸島への西回り航路開拓がその後も続けられます。 

ところでモルッカ諸島といえば、ご存じのように、香辛料のクローブ、ナツメグ、メースの

原産地です。17 世紀まではここが地上唯一の産地でした。というのも、クローブとナツメグの

樹は、世界広しといえどもこのモルッカ諸島にしか自生していなかったからです。18 世紀にな

ってフランスがクローブの樹の苗をモーリシャス諸島に持ち出して産地独占が破られ、現在で

はアフリカ大陸東岸、タンザニアのザンジバル島、ベンバ島が主要産地となっています。クロ

ーブ、ナツメグ、メースは、中国、インド、ヨーロッパでは古くから医薬品、調味料として珍

重されてきましたが、それらの消費地では産地がどこかよく分かっていませんでした。マレー

人がモルッカからスマトラ、ジャワ島の市場に運び出し、そこに中国人、インド人、アラブ人

商人がやって来て買い付け、北の中国、西のインド、さらに西方のアラビア、ヨーロッパに運

んでいたからです。ヨーロッパでは 15 世紀頃から香辛料としての利用が進んで需要が一気に

高まりますが、産地から遠く離れているため、その入手にはマレー人、インド人、アラブ人、
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さらにベネチア人など多数の商人の手を経なければならず、価格が非常に高騰しました。モル

ッカでの価格の何十倍、否何百倍にもなりました。そこで直接産地にアクセスしようとの衝動

から、まずポルトガルがアフリカ大陸南端経由でインド・アジアへの航路発見に動き、少し遅

れてスペインが西回りでアジアへの到達を試みるようになります。大航海時代の幕開けです。 

ポルトガルはインド航路を発見、カリカットに到達後、1510 年にはゴアを占領、翌（1511）

年にはアルブケルケ隊がマレー半島のマラッカを占領、次の年にはアブレウ隊がモルッカ諸島

を目指します。しかし同隊はモルッカには到達できず、バンダ諸島から引き返しますが、途中

に遭難した遠征隊員の一部がその年にテルナテ島にたどり着きテルナテ王の軍事顧問となりま

した。ポルトガルが公式にモルッカ諸島を訪れるのは 1514 年で、ここから交易関係が成立し

ます。他方、西回りでアジアを目指したスペインは、1521 年 3 月にフィリピン群島、同年 11

月にモルッカ諸島のチドール島に到着します。以後両国は、モルッカ諸島の領有をめぐって半

世紀以上にわたり激しい争いを繰り広げることになります。 

スペインが同国の港から派遣した西回りのモルッカ諸島遠征隊は、最初がセビリヤから発っ

たマゼラン隊（1519～1522）、次がコルーニャ港からロアイサ隊（1525～1526）、さらにサン

ルカール・バラメーダ港を出発したカボット隊（1526～1527）の 3 回です（資料１）。うち最

後のカボット隊はラプラタ川河口まででしたので、モルッカに到達したのは最初の 2 つの遠征

隊だけです。マゼラン隊は大西洋から太平洋に抜ける海峡の存在を知らないまま出発したので、

その発見と通過に大変苦労しました。5 隻の船隊は、途中反乱を起してスペインに引き返すも

の、暴風に煽られて難破するものがあり、1520 年 11 月（出発の 1年３ヶ月後）にマゼラン海

峡を無事通過して太平洋に出たのは 3隻のみでした。その後４ヶ月に及ぶ長くて不安な太平洋

横断航海の末の 1521 年 3月、マゼラン隊の 3隻はサマール島南端（北緯 11 度）に到着しまし

た（図２の①）。航海中に大勢の乗組員を失った上に、セブ島での不祥事（セブ王によるスペ

イン人招待客の闇討ち）もあって、出発時に 300 人近かった乗組員がセブ島出発時には 120 人

程度にまで減少していました。3 隻のうち老朽化の進んだ 1 隻をボホール島西岸沖で焼却処分

して、残る 2 隻がボルネオ経由で同年 11 月にモルッカのチドール島に到達しました。しかし

その北のテルナテ島には既にポルトガル部隊がいて、スペイン隊の即時退去を迫りました。そ

こで大洋航行不能となったトリニダッド号と数十人の兵士をチドール島に残して、ビクトリア

号だけが 1521 年 12月に西回りでスペイン帰還の途につきます。幾多の苦難を乗り越えて翌年

9 月にセビリャ港に到着、世界周航の偉業達成となりました。しかし生きて帰ったのは 18 人の

みでした。 

ビクトリア号のスペイン帰還は、スペイン王室の香料貿易への期待を大きく押し上げました。

その結果王室は、1525 年 7 月、カスティリャ貴族出身でローデス騎士団隊長のガルシア・ホ

フレ・デ・ロアイサを総司令官とする、7 隻、乗組員 450 人からなる大遠征隊を、スペイン北

西部ガリシア地方のコルーニャ港からモルッカ諸島に向けて送り出します。しかし、ロアイサ

隊は航行中に幾多の不運にも見舞われて初期の期待に応えることが出来ませんでした。太平洋

上で総司令官を病死で失った上に、7 隻中反乱船が 2 隻、難破船 1 隻、離散船 3隻も出て、旗

艦のみが、1526 年 11 月、ミンダナオ島東岸（8度 45 分のリアンガ湾）を経由してモルッカに

到達、その時乗組員数は 105 人に減っていました（図２の②）。 

マゼランがモルッカ諸島遠征に出て途中フィリピン群島に立ち寄っている頃、エルナン・コ

ルテスは中米メキシコのアステカ王国を征服、スペインの新植民地、ヌエバエスパニャが誕生
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します。以後中南米地域が次々と征服されてスペイン植民地となります。こうなってくると、

スペインの港を出帆して大西洋横断、新大陸南端まで下がってマゼラン海峡を経由、太平洋を

横断してモルッカ諸島に到達するのではなく、ヌエバエスパニャ西岸から直接太平洋に出てモ

ルッカに向う太平洋横断航路が浮上しました。そうすればモルッカまでの航行日数の大幅短縮

のみならず、航行中に遭遇するであろう数々の危険も大幅に縮減できます。 

 

４．新大陸西岸から西方諸島への太平洋横断航路 

スペイン王室の要請を受けた総督コルテスは、1527年 10 月末、3隻の船と 105 人の乗組員

からなるサアベドラ遠征隊を、ヌエバエスパニャ西岸のシワタネホ港からモルッカ諸島に向け

て送り出しました。新大陸から西方諸島に向かう最初の太平洋横断の試みです。途中、暴風に

襲われて 2隻が離散、旗艦のみが翌年（1528 年）2月にミンダナオ島南東部のシアルガオ島（10

度）、3 月末に目的地のチドール島に到着しました（図２の③）。出発から到着までの所要日数

は丁度 5 ヶ月、14～16 ヶ月かかったヨーロッパからの航路に比べて格段の時間短縮です。 

モルッカ諸島にやって来る目的は、そこでクローブ、ナツメグ、メースを大量に買い付けて

ヨーロッパに持ち帰ること、同時にそれを恒常的に行える貿易体制の確立です。それには貿易

拠点の確保と帰還航路の確立が不可欠となります。風向きに頼る帆船時代には、往路と帰路が

場合によっては大きく異なるのが普通です。太平洋を東から西へ移動するには北緯 10 度付近

の偏東風、つまり貿易風帯に乗るしかありません。しかし、西から東に移動するには北緯 30

～40 度の偏西風帯に頼るのが一番確かです。赤道直下に近いモルッカ諸島から偏西風帯に入る

ためには、赤道無風帯（doldorums）、貿易風帯を通過しなければならず、これが結構難題です。

サアベドラはこの帰還ルートを開拓するべく 1528 年 6 月と 29 年 5 月に 2 度挑戦しますが、

いずれもニューギニア島北岸を東進して途中から北上、偏西風帯に入る手前で失敗しました。 

このころ本国ではサラゴサ条約が結ばれ、スペインがモルッカ諸島から手を引くこととなり

ます。サアベドラ隊以後モルッカ遠征隊派遣はしばらく自粛されますが、1540年代になると再

び西方諸島遠征隊派遣計画がヌエバエスパニャ副王（アントニオ・デ・メンドサ）とグアテマ

ラ総督（ペドロ・デ・アルバラード）の間で検討されます。この計画が実行に移されたのが、

1542 年 11 月にヌエバエスパニャ西岸のナビダッド港から出帆したビリャロボス遠征隊です。

目的は西方諸島のいずこかに根拠地を建設すること、西方諸島からヌエバエスパニャへの帰還

航路を確立することの二つでした。ここで始めて根拠地としてフィリピン群島が注目されるよ

うになるのです。ビリャロボス隊が到着したのはミンダナオ島東岸のカテエール湾（7 度 40

分）でした（図２の④）。 

ビリャロボスは、モルッカ諸島に一番近いミンダナオ島南端の小島サランガニ島に本拠地建

設を進めましたが、周辺の島々での食料調達がままならず、食料を北方のタンダヤ・アブヨ（サ

マール・レイテ）島に大きく依存するようになります。1543 年 8 月にサランガニ島からヌエ

バエスパニャへの帰還船派遣に挑戦しますが、船は途中レイテ島に立ち寄り、そこで航海に必

要な食料を積み込まなければなりませんでした。その時ビリャロボス隊の食料調達船がレイテ

島まで帰還船に同行しますが、ビリャロボスがこの時、食料豊富で幸運の島、タンダヤ・アブ

ヨ島を当時のスペイン皇太子フェリペの名に因んで Las islas de Felipinas と命名しました。こ

れがフィリピンという地名の語源です。やがてレイテ島に本拠地を移すため 11 月にサランガ

ニ島の本拠地を放棄します。しかし、強い北東風に行く手を阻まれて北上できず、隊員の食糧
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が逼迫する中、万止むを得ず禁断のモルッカに向かい、チドール島の王に支援を要請しました。

そこでも帰還を試みますが失敗します。こうして本拠地建設と帰還ルート確立に失敗したビリ

ャロボスは、ついにテルナテ島のポルトガル部隊に降伏、ポルトガル船でインドに向かう途中

アンボン島で客死しました。 

以上からも明らかなように、スペインは最初からフィリピン占領を目指していたわけではあ

りません。目標はあくまでモルッカ諸島でしたが、それがポルトガルとの関係で思い通りにな

らなかった。ためにスペイン王室の狙いが、1542 年のビリャロボス隊派遣のころから、西方諸

島全般との交易、そのための交易拠点確保と航路確立に移って行ったと考えられます。その場

合、貿易風に乗って太平洋を東から西に横断すると必ず到達する北緯 10 度前後のフィリピン

群島東岸が注目されるようになり、ここに根拠地建設が想定されるようになってきました。 

 

Ⅱ レガスピ隊のフィリピン群島占領 

        （スペインはどのようにしてフィリピンを占領したか） 

１．遠征隊のフィリピン群島到着 

ビリャロボス隊のヌエバエスパニャ帰還失敗と同隊のポルトガル隊への降伏によりスペイン

のモルッカへの夢は半ば断たれたかの感がありました。事実、以後 20 年近く西方諸島への遠

征隊派遣はありませんでした。しかし、王室上層部には派遣計画が密かに継続していた、とい

われています。カルロス国王は 1556 年に執権を息子のフェリペ皇太子に委譲して退位します

が、新国王フェリペ 2 世は即位後間もない 1559 年にヌエバエスパニャ副王に対して西方諸島

遠征計画の早期実施を明確に命じています。その結果編成されたのが、ギプスコア出身で当時

メキシコ市会事務長をしていたミゲル・ロペス・レガスピを総司令官とする西方諸島遠征隊で

す。このとき国王からの秘密命令として伝えられたのがフェリピナスに永久居留地を建設せよ

との遠征目的でした。つまりこれはフェリピナス遠征隊でした。 

乗組員 480 人が 4 隻に分乗したレガスピ隊は、1564 年 11 月 21 日にヌエバエスパニャ西岸

のナビダッド港をフェリピナス向けに出帆、途中 1隻を失いますが、残りの 3隻と乗組員約 300

人が翌年 2 月初旬にサマール島東岸（12 度 10 分）に到着しました（図２の⑤）。その後スリ

ガオ水道からレイテ湾に入り、レイテ島、ボホール島などを経由して 4月下旬にセブ島に上陸

します。 

レガスピがセブ島に本拠地建設を決心するのはボホール島においてでした。島の南部、ルボ

ック川河口のロアイ湾にしばらく停泊してミンダナオ島北岸、ネグロス島、セブ島などを探査

した上でセブ港が、その地理的位置の良好さ、港の設備および集落規模の適切さ、マゼラン隊

との因縁などから本拠地に最適と判断したからです。 

スペイン到来時のフィリピン群島には、7 つの主要言語集団の占拠する地域が分布（点在）

していました（図２の破線）。ルソン島北部にはパンガシナン語、イロコ語、カガヤン語を話

す人々の集住する地域があり、中央部にはタガログ語と一部にカパンパガン語を話すマニラ

湾・バタンガス・ミンドロ地域、南東部にビコラノ語を話すビコールの 3 地域がありました。

ミンダナオ島には北東部のブトゥアン人、カラガン人の住むブトゥアン･カラガ地域と南西部の

マギンダナオ語を話すマギンダナオ人の占拠するマギンダナオの 2地域があり、スールー諸島

はそれ自体が１つのスールー地域を形成していました。ルソン島とミンダナオ島の間にあるの

がビサヤ地域で、セブ島を中心としてビサヤ語を話すビサヤ人の集住地域です。住民生活は基
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本的にそれぞれの地域内部で完結し、地域を越えての相互交流はごく稀で、それぞれが他国、

外国に等しかったと推察されます。地域ごとに言語が異なったからです。 

各地域にはそれぞれ中心集落があって、そのいくつかは中国の記録に 10 世紀ころから朝貢

国家として名前が記されています。こうした地域と地域をつないだのは交易商人で、タガログ

人、ビコール人、中国人、ブルネイ人、シャム人などした。レガスピ隊が上陸して居留地建設

をしようとしたのは、このような群島状況下のビサヤ地域のセブ島だったのです。 

 

２．上陸・居留地建設・和平交渉 

まず、セブ島上陸の過程はどうだったのでしょうか。レガスピ隊が、1565 年 4月 27 日、セ

ブ港に入港すると間もなく、1 人の現地住民がカヌーで旗艦に近づき、「セブ王は今町にいるの

でやがて会いに来るであろう」といって立ち去る。しばらくすると王の名代と称する別の者が

マレー語通訳を連れてやって来て、「王は司令官に会う用意が出来たので、その日のうちに他の

首長同伴の上面会に来る」と告げました。レガスピ総司令官は、1 日中王がやってくるのを待

ちますが、だれも現れません。ふと港の集落を眺めると、住民は家財道具をまとめて家から運

び出そうとしているし、男たちは武装している様子です。港の護岸の方に目を向けると、集ま

ってきた援軍を含めて約 2000 人の兵士がすでに戦闘準備に入っていました。これを見たレガ

スピ総司令官は、住民と一戦交えるのはもはや避けられないと判断、兵士に戦闘態勢を取らせ

て港の護岸に近づけると、住民側の兵士が弓矢や投槍で襲ってきました。スペイン側が大砲の

轟音と共に火縄銃を発射したところ、住民兵士は驚愕して敗走し、住民も集落に火を放って一

斉に山地に向った、といわれます。2000 人もの兵士がそう簡単に引き下がったとは思われませ

んが、スペイン側の記録ではそうなっています。 

レガスピ隊は、こうして住民が逃げて空っぽになった港集落に入り、グアダルーペ川河口左

岸の、防衛上最適と思われる場所に、要塞であり部隊宿営地でもある居留地用敷地を確保しま

した。そして、上陸から 10 日余り後の 5 月 8 日に早々とセブ島占領条例（Act of taking 

possession of Cebu）なるものを公布しました。条例の中身は、①今レガスピ隊がいるセブの

町は海のそばにあって、住民が放棄した町であること、②総司令官はスペイン国王の名の下に

ここを占領、その範囲をセブ島とその属島としたこと、③占領を証明するために総司令官は、

ここでミサを挙げ、これから建設される教会の地点を指し示し、ある地点から別の地点まで歩

いて占領行動をとったがどこからも異議申し立ては出なかったこと、の３点です。書かれた事

実を重視するヨーロッパ独特の文書主義の反映と思われます。また、「住民が放棄した町・・・」

という表現からも、スペインがいかに占領の正当化に懸命であったかが分かります。 

占領条例公布後直ちに居留地建設を始めました。レガスピ隊が選んだ居留地予定地は、東を

セブ港、南西をグアダルーペ河口に面した三角形の土地でした。まず陸地が続く北西部を頑丈

な矢来で囲み、河川に面した部分に堡塁を築き、内部に教会、修道会の建物、交易商品などを

保管する倉庫、多目的大型家屋、兵舎、住宅の建設、飲料水確保のための井戸掘削が 3箇所で

進められました。 

セブ島上陸後続けてきた帰還用サンペドロ号の修理・整備も 1 ヶ月程度で終わり、6 月 1 日

には通算 6度目となるヌエバエスパニャ向け帰還の試みが実施されました。セブ港を出たサン

ペドロ号は、一気に北緯 30 度過ぎまで北上して偏西風に乗り、9 月下旬にロサンゼルス沖に到

達、10 月上旬にアカプルコに帰還しました。待望の帰還成功であり、西から東に向けた太平洋
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横断航路の確立であります。これによりその後 250 年間続いたマニラとアカプルコを結ぶ中継

貿易、通称ガレオン船貿易の開始となりました。 

総督が次に急がなければならなかったのが、住民との和平交渉です。和平交渉といっても、

それはスペイン側が住民側に対して一方的に「平和と友好（la paz y la amistad）」提案を行い

それに同意を求めるものでした。住民が「イエス」といえば、「では、お前らは今日からスペイ

ン国王の臣民だ。これからは我々がお前らを守ってやる」といい、間髪を入れずに、だから「国

王に貢納トリブトを支払え」と迫ります。「ノー」と答えたものは攻撃されるだけです。こうし

て住民に無理やり「イエス」といわせ、スペイン人兵士が金製品、宝石、各種装身具などを貢

納として取り上げて、和平成立となります。 

なぜこうも荒っぽいことが出来たのでしょうか？それは新大陸でのインディオ征服を正当化

するための降伏勧告状（requerimiento）と呼ばれる文書に由来すると考えられます。1513 年

に編纂された同勧告状は、インディオの前で読み上げられました。内容は、聖書にもとづいて

世界の創造を説き、世界の支配者であるローマ教皇が 1493 年の教皇勅書でインディアスをス

ペイン国王に授与、譲渡、委託されたと述べ、したがってインディアスの支配者としてのスペ

イン国王に服従するよう説得します。もしインディオが服従を拒否した場合、スペイン人はイ

ンディオの領土に侵入し彼らを捕らえて殺害し、土地・財産を奪い、できる限りの害を加える

ことができる、とあります。 

言葉は違いますが、スペインのいう“平和と友好”提案＝和平交渉がこの降伏勧告状の論理

と全く同じであることは明白です。群島住民はこうしてスペイン国王の家臣となり、国王の命

を受けてこの地にいるレガスピ総督（後に植民地政府）の活動に協力し、毎年貢納を支払い続

けることを義務付けられたのです。 

上陸から 1ヶ月経っても一向に退去する様子のないレガスピ隊に対し、セブ王の側も対応を

変えざるを得なかったものと思われます。6 月後半に入ったある日セブ王トゥパスは、総督の

呼びかけに応じて、数人の首長と 50 人ほどの従者を引き連れ居留地に現れました。その時王

が何を考えていたか知る由もありませんが、そこで総督は直ちに王たちと和平交渉に入り、平

和と友好提案に同意を取り付け和平成立の運びとなりました。交渉の最終段階で居留地を取り

上げ、スペインが港集落の住民から無理やり奪い取ったのではなく、住民側がそれを友好の証

として進んで提供してくれたことしてしまいました。しかし、こうして無理やり「イエス」と

言わせただけの和平ですから、和平がいつどこで崩れても不思議ではない、不安定なものでし

た。しかも王とか首長の権威の及ぶ範囲が限られているため、セブ島内でも南部では和平は未

成立でしたし、いわんや別の島々ではもちろん未成立のままでした。したがってスペインにと

っては、これから先、行き先々で武力を背景に和平提案をする必要がありました。 

 

３．食糧調達とポルトガルの脅威 

群島に到着して以降も一向に解決しないのが食糧問題です。屈強な成人男子約 300 人からな

るレガスピ隊の食料需要は、住民集落 3 ～4 ヵ村分（当時１ヵ村辺り人口は 150～300 人）に

も相当する規模と推定されます。群島住民とレガスピ隊の物理的力の差（弓矢・槍・短剣 vs.

大砲・火縄銃）は歴然でしたが、住民には食糧供給の拒否・妨害といった最強の「武器」が残

っていました。首長がスペインとの和平に同意した集落ではともかく、それ以外の集落ではレ

ガスピ隊の食料調達を拒否したのです。そこで遠征隊の食糧不足は深刻を極めました。レガス



 

 - 138 - 

ピ総司令官はしばしば兵士に武器携帯による食料の自己調達を許可したといわれます。お腹を

空かして武器を携行するスペイン兵が、住民に何をしたか想像に難くありません。しかし、居

留地建設に入り、和平交渉を開始した今、そのような食料調達は居留地周辺では許されません。 

食糧不足が深刻化する中で実施されたのが、近隣諸島への食料調達遠征であります。隊長以

下 50～70 人程度の兵士に和平成立集落の住民協力者を同行させ、かなり露骨な食料調達をや

りました。行く先々の集落でまず住民に和平を提案して食料供給を要請、拒否されれば襲撃と

なります。こうして遠征隊派遣はビサヤ諸島全域からミンダナオ島北岸各地に及び、そこの制

圧を進めました。 

レガスピ隊がセブ島を拠点に食料調達遠征を繰り返しているころ、それに気付いたポルトガ

ルは同隊に対して、フィリピン群島での活動を直ちに停止してそこから立ち去るように強く働

き掛けます。理由は、フィリピン群島もモルッカ諸島と共にカルロス国王がサラゴサ条約でポ

ルトガル国王に対して抵当権設定した地域に含まれるのでスペインがここに入ってくる権利は

ない、というものです。ところが、スペイン側は今更「はい、そうでした」といって撤退する

わけには行かず、そのまま居座ります。たまりかねたポルトガルは、1568 年 9 月にセブ港海

上封鎖という実力手段に出ました。スペイン側は、港を封鎖されると食料が入ってこなくなり、

窮地に立たされました。実力でポルトガルに抵抗したり封鎖を解除したりするだけの軍事力を

持っていなかったからです。しかし、スペインにとっては全く幸運にも、海上封鎖していたポ

ルトガル艦隊の船上で伝染病（腸チフス？）が発生、翌年 1月、封鎖していた艦隊が突如撤退

を始め封鎖が解除されたからです。 

スペイン側はこの一件に懲りて、1569 年 7 月、ポルトガルの再攻撃を回避するためパナイ

島パナイ川の河口、現カピス市近くに本拠地を移しました。移動先がなぜパナイ島かという点

ですが、ここは以前から食料が豊富といわれスペインが早くから食料調達で大きく依存してき

た地域であったこと、河口が二股に分かれていて海上封鎖が難しいことでした。しかし、大河

川の河口ということは大湿地帯であって健康的ではありませんし、加えて丁度そのころパナイ

島一帯でのイナゴ大発生により食料供給力が大幅に下がっていました。ためにレガスピ隊の食

料事情がまたまた深刻化し、隊員の多くがネズミを捕って食べるという状態となりました。隊

員の健康状態は日に日に悪化して、再度本拠地移動を考えなければならないという状態に陥り

ました。丁度そのころ、ボルネオからスールー諸島を経て、ビサヤ諸島西部、ミンドロ島西側

のイリン島、マンブラオ町からルバン島を経てマニラに向う、ブルネイ-マニラ貿易ルートのあ

ることが分かりました（図２の太矢印）。この交易ルート沿いで海賊行為がよく起こるので助

けてほしい、という住民からの要請を受けて、レガスピ総督は遠征隊をミンドロ島に派遣、モ

ロ住民の抵抗が激しかったマンブラオとルバン島を攻撃して、住民の平定に成功しました。 

 

４．マニラ進駐と各地制圧 

この遠征で初めて、マニラが本拠地移動先としてレガスピ総督の視野に入ってきます。情報

を集めてみると、マニラの方がセブよりも港集落の規模が大きく、中国船の入港もより頻繁で

あること、日本船、ブルネイからの貿易船も入ってくることなどが分かったのです。そこでレ

ガスピ総督は、1570 年 5 月に、大隊長（マエストロ・デル・カンポ）のマルティン・デ・ゴ

イチを司令官として、兵士 100 人、ビサヤ人協力者 200 人が 2隻のフリゲート船と 14～15 隻

のプラウ、バランガイからなるマニラ遠征隊を派遣しました。ゴイチ司令官は、当時 3人とい
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われたマニラの王達のうちソリマンとマタンダの二人の王と面会、いつものようにスペインと

の「平和と友好」関係樹立を提案しました。これに対しソリマン王が、「自分はスペイン人と友

人になれて嬉しい。しかし、モロ（自分達）は刺青をした住民（ビサヤの人びと）とは違うこ

とを、スペイン人は理解しなければならない。モロは他の住民が遭ったようないかなる虐待、

凌辱にも耐えることが出来ない。それどころか逆に、モロの尊厳あるいは自尊心を汚したもの

には、最小限でも死をもって償ってもらうであろう」と啖呵を切りました。そうして、王に対

して貢納を要求しないことを条件にスペインの提案に同意、和平協定は成立しました。その後

2 人の王と司令官の 3 人は、地元の慣習に従ってそれぞれ自らの腕から少量の血を抜き取り、

ワインに混ぜて互いに飲み合います。こうして協定は、確固不抜の血盟となりました。 

これで万事成功裏に終ったかに見えましたが、翌朝、遠征隊が僚船に合図として発射した一

発の大砲が仇となってソリマン王のモロ兵が大砲 3発を打ち返し、戦闘勃発となりました。ス

ペイン兵は瞬く間に矢来を破って要塞に突入、砲手を投げ飛ばして大砲を機能不全にし、集落

に入って火を放ちました。この戦闘でマニラの集落は焼失しますが、ゴイチ司令官はその後 2

日間河口に船を停泊してモロ兵からのメッセージを待ちます。何の音沙汰もないので、帰途の

風向きが逆風に変わるのを恐れて急いでマニラを離れました。 

帰途の船上で作成されたと見られる「ルソン島占領条例」が 6 月 6 日付で公布されました。

その内容の要点は、①大隊長は部下と共にマニラ川河口に漕ぎ出し、2 人の王と和平を確認し

たこと、②しかし、マニラの王は裏切りの戦争を仕掛けてきて、われわれの住民協力者を拉致

し負傷させ、われわれの方に向けて要塞から大砲を発射、2 発が旗艦に命中したこと、③大隊

長は、モロから身を守り、部下を傷つけるのを止めさせるため、モロの要塞を急襲、攻略、占

領したが、これは正当な戦争であり、それによってマニラの町が獲得されたこと、④モロによ

ると、マニラはルソン島の町々の中心ということであるから、大隊長は国王陛下の名において

ルソン島とそこにある港、町を、事実上、所有、占領したこと、以上 4点です。こうしてマニ

ラおよびルソン島は、あっという間にスペインのものとなりました。 

ゴイチ大隊長のマニラ遠征からほぼ 1 年後の 1571 年 4 月、レガスピ総督は周到なマニラ進

駐準備の後に、修道会士、大隊長、諸隊長、火縄銃士、その他乗組員を含む大勢のビサヤ人協

力者と共に、大小合わせて 26～27 隻におよぶ大艦隊を率いて、マニラ向けパナイ川河口を後

にしました。5 月中旬、レガスピ総督の大艦隊がマニラ港に到着すると、マニラの王の 1 人、

ラカンドゥら王がやってきて総督に 1年前のモロ兵の不始末を詫び、他の二人の王についても

赦しを請い、和解しました。総督はその後提案されたパシッグ川河口左岸の三角形の砂洲をス

ペイン人居留地として受け入れ、直ちに居留地建設に取り掛かり、6 月には早々とそこにマニ

ラ市制を敷きました。現在のイントラムロス地区がそれです。そこが、以後 330年に及ぶスペ

イン植民地支配の中枢となります。 

マニラの王は早々とスペインを受け入れましたが、収まらないのはマニラ周辺地域の首長た

ちと住民です。マニラ北西部パンパンガ州マカビビから 2000 人のモロがトンドに結集して気

勢を上げるし、マニラの北方数キロの地点にあるブータス村では近隣住民が集まってスペイン

との和平拒否を叫びました。やや遅れてパシッグ川上流、バイ湖に近いカインタの町でも、住

民の和平拒否が力強く表明されました。マカビビの西方のベティスの町でも同じような住民の

盛り上がりが起こりました。これらに対して総督は、100 人前後のスペイン兵にパナイ島から

連れてきた大勢の住民協力者を加えて和平拒否集落に送り込み、武力により制圧しました。マ
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ニラ周辺部の制圧が終ると、さらに北部ルソン、東南部のビコールへ遠征隊を送り、ルソン島

全体の制圧を進めました。 

それに対して群島住民は、直接の応戦はもとより、待伏せ、裏切り、闇討ち、海賊行為など

で反撃し、食糧供給拒否といった形で抵抗を続けます。 

また、1571 年にはコンキスタドーレスに対する報償としてエンコミエンダの譲渡が始まりま

した。委託する、頼むという意味の「encomendar（動詞）」を語源とするエンコミエンダとは、

もとは国土回復戦争で功績のあった私的個人（コンキスタドレース）に王室が与えた権利で、

エンコミエンダ近くに住み、住民を守り、住民に精神的世俗的安寧を与える義務と住民から貢

納を徴集する権利がセットになっていた、といわれます。しかし、コロンブスがエスパニオラ

島で始めたものは、労働奉仕を期待して原住民を植民者に充当あるいは委託したものでした。

したがって、フィリピンでもエンコミエンダは王室が委託する特定集落もしくは範囲の住民で

した。高官になるほど充当される住民数は多く、4000 人、6000 人となりますし、少ないもの

でも 1000 人規模の住民が与えられました。そうして、住民を守る代わりに、貢納を国王に代

わって徴集し、無償労働力の提供を受けることが許されました。これがエンコメンデロの奔放

な搾取の温床となり、その後大問題となりました。それについては、時間も来ているようなの

で、機会を改めて報告させていただきたいと思います。 

 

むすびにかえて 

最後に、設定した課題に対する暫定的答えを簡単に付け加えさせていただきます。スペイン

がなぜフィリピン群島を占領したかという問題に対しては、第 1 に、フィリピンの地理的位置

（貿易風帯）が大きく作用したと思います。マゼランがセブ島にやってきたのも、この東風が

もたらしたものにすぎませんし、その後のモルッカ遠征隊が目的地に到達する前に悉くフィリ

ピン群島東岸に接岸したのも、貿易風帯にあるからです。第 2に、スペインがモルッカ諸島の

香料をめぐるポルトガルとの競争に敗れたことです。その結果太平洋横断航路開拓によるヌエ

バエスパニャ・西方諸島間交易確立に方針転換したことが大きく作用したと思われます。スペ

イン植民地支配開始と同時に始まり、その後 250 年間続いたガレオン船貿易がその実現形態で

す。第 3 にフェリペ 2 世の国王即位です。彼が帝国建設の野望を持っていたこと、西方諸島の

中でも特にフェリピナスに注目したことです。 

どう占領したかという問題については、上陸、居留地の確保・建設、占領条例公布、「平和と

友好」提案の押し付け、和平・制圧行動を伴う食料調達、それに遠征隊派遣による武力制圧、

と整理出来ます。制圧行動に際してスペインは、常に、多数の住民協力者（一般には住民志願

兵と呼ばれている）を動員しています。住民協力者は、通常、その前に制圧された地域の住民

です。レイテ島制圧にはセブアノを、マニラ制圧にはパナイ島のヒリガイノンを、北部ルソン

のイロコス制圧にはタガログを、といった具合です。制圧が行われる集落の状況は、戦国時代

の日本の戦場と同じで、勝利した方が負けた側の全て、物から人までの全てを戦利品として持

ち去ります。ですから、住民協力者はこの戦利品分配のおこぼれに預かれるわけです。藤木先

生のお書きになった『雑兵たちの戦場』と同じ状況が繰り広げられます。少数のスペイン人砲

手と火縄銃士が飛び道具で敵対者を圧倒すると、応戦していた群島住民は最後には大抵逃げ出

します。そこに同行した住民協力者（よそ者）が襲いかかり、殺戮、略奪、婦女子の拘束など

やりたい放題をし、戦利品を掻き集めます。住民協力者は、この戦利品分配のおこぼれに与れ
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るのです。このように、スペインの兵力不足を補うために群島住民を上手く利用したのも、占

領過程の特徴の一つです。 

以上です。 

 

上田：はい。どうもありがとうございます。それでは、事実確認の質問等があればお願いした

いと思いますが、いかがでしょうか。 

 

聴講者 A：本田勝一さんの『マゼランが来た』っていう本が朝日新聞出版から 1988 年に出て

いて、それを読んでショックを受けました。マゼランはフィリピンで戦死するわけですけど、

それまで行ったところで何をやったのかをかなり検証している。印象的だったのは、今はマゼ

ランを倒した戦いが祭になっているのです。その写真なんかもいっぱい載っていて、非常に参

考になりました。そのところで、現地の屈強な若者が「今彼らが来たら、おれがぶっ殺してや

る」と言ったといいます。フィリピンは非常に親スペイン的だといいますが、マゼランの開戦

が祭になっている。これはフィリピンのナショナリズムの高揚などと無関係ではないと思いま

す。その辺はどうでしょう。 

 

梅原：これには両面あります。ナショナリズムに立てば、やはりスペインがけしからんとなり

ます。したがって、マゼランを倒したマクタン島首長ラプラプは英雄となり、銅像建立となり

ました。これは確かマルコスの時代の 1979 年だったと記憶しています。あのころフィリピン

ではナショナリズムが強くなり、マルコス大統領はこのナショナリズムをうまく使おうとしま

した。それ以前に、あそこのラプラプ像の裏側というか後方にマゼランの塔が建てられていま

す。そこにはスペインを評価する碑文が書かれています。それは 19 世紀、あるいは 18世紀の

建立です。フィリピン人にとって実に悩ましいところです。 

 

上田：なるほど。今の政治ともだいぶいろいろ絡んでいるのですね。また後半で、いろいろ議

論したいと思います。 
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図１ エンリクス・マルテルスの世界地図（1489年ごろ） 

〔増田義郎『マゼラン―地球をひとつにした男』（原書房、1993 年）より報告者加筆〕 
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図２ スペイン到来時のフィリピン群島 
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資料１ スペインのフィリピン占領年表 

 

大航海時代初期 

1469 カスティリヤ女王イサベルとアラゴン王フェルナンド 2世の結婚によりスペ

イン王国成立 

1488 バルトロメ・ディアス、喜望峰到達 

1492 コロンブス（1451-1506）、西インド諸島に到達 

1493・05・04 教皇勅書 

1494・06・07 トルデシリャス条約 

1497～98 バスコ・ダ・ガマ、喜望峰回りインド航路発見 

1500 カブラル、ブラジル到達 

1503 イサベル女王、セビリヤに通商院Caza de Contratacion 設立 

1509 ポルトガル艦隊、インドのディーウ沖でエジプトーグジャラティ艦隊を撃破 

1510 アルブケルケ（アルメイダの後任副王）、インド・ゴア占領 

1511・07 アルブケルケ隊（マゼランも加わる）、マラッカを包囲（6 週間）、占領（8

月）、部下に 3 ヶ月間市内の略奪を許す 

1512 アブレウ隊モルッカに向かうが、バンダ、アンボン、セラム島まで、同隊か

らはぐれた Francisco Serrano が初めて香料群島（テルナテ）に到達 

1513 バスコ・ヌニェス・デ・バルボア、南米ダリエン山頂からもう一つの大海（太

平洋）を確認 

1514 ポルトガル船が初めてモルッカに到着、貿易を開始 

 

Ferdinando Magellan遠征隊（1519～22） 

1519・ 08・10 マゼラン遠征隊（５隻、総トン数 480t、兵士・乗組員 277 人）、モルッカ諸

島の香辛料を求めて、セビリヤを出発、(Trinidad, San Antonio, Concepcion, 

Victoria, Santiago） 

 09・20 サンルカール・デ・バラメーダ出発 

 09・26 カナリア諸島（Tenerife 島）到着、ここで生鮮食料(肉・魚)・水・木材を積

み込み、10・03 同島出発 

 11・29 サンアグスチン岬（ブラジル）沖通過 

 12・13 ベルチン（リオデジャネイロ）港に到着、12・26 同港出発 

1520・ 01・12 リオデラプラタ河口に到着、河川を遡上して太平洋への抜け道を探る 

 03・31 サンフリアン湾に入り約 5ヶ月間ここに留まる。この間、反乱発生、鎮圧 

 08・24 同湾を出ると同時に暴風に遭遇、急遽、サンタクルス河口に退避、10・18 同

河口を出る 

 11・01 マゼラン海峡入口に到達、水路発見までに 20 数日を要す。この間、サンチ

ァゴ号沈没、サンアントニオ号失踪 

 11・28 マゼラン海峡を抜けて太平洋に出る（3隻のみ） 

1521・ 03・07 ラドロネス(現マリアナ)諸島 

 03・16 現サマール島南端(北緯 11 度)に接近、浅瀬が多くて投錨できず、ホモンホン

島に上陸、約 1 週間停泊、 

 03・28 リマサワ島沖に停泊、7日間滞在、03・31 ここで最初のミサを行なう 

 04・04 リマサワ島をセブ島に向けて発つ 

 04・07 セブ港に到着、セブ王入港税支払いを要求、マゼラン拒否 

 04・09 セブ王との間に友好・和平協定成立 

 04・14 セブ王以下約 800 人を洗礼 

 04・27 マゼラン、セブ王に従わない首長ラプラプ征伐のため 40 人の兵士を率いて



 

 - 145 - 

マクタン島に向かう、総勢 1500 人を超えるラプラプの兵士と戦い戦死。 

 05・01 王に招かれた 24 人が闇討ち、残る隊員（約 120 人）は直ちにセブ港出帆 

 05・02 ボホール島西部でコンセプシオン号を焼却、ボホール海峡南下サンボアンガ

半島のキピット、カガヤン・スールー、パラワン、ボルネオ島に向かう。 

 07・09 ブルネイ港入港、07・15 ブルネイ王の歓待を受ける 

 07・27 ブルネイからバンギ島に行き、42日間かけて船の修繕を行う 

 09・27 バンギ島を発ってカウイット、シバゴ、カバルソ、サンギル、タラウドを経

て 11・08 チドール島着 

 12・21 老朽化の進んだトリニダッド号を残してビクトリア号のみが、西回りでスペ

イン帰還の途に付く 

1522・ 01・08 マルア島、01・25 ティモール島を経て、ケープタウンに向かう 

 04・06 トリニダッド号、中米ダリエン地峡向け帰還を試みる。北東方向に進みグア

ムを過ぎて東に向を変えたら東風に阻まれ、北緯 43 度まで北上したが、食

料が底をつき航行を断念、10 月初めモルッカに戻る 

 05・06 ビクトリア号、ケープタウン沖を通過、07・09 カーボベルデ諸島、 

 09・08 Victoria 号と乗組員 18 人、セビリヤに帰還 

 12  ポルトガル、テルナテ島に要塞建設 

1524 末～1525 初め ポルトガル、モルッカ全体を統制下に置くためチドール島攻撃 

 

Garcia Jofre de Loaisa 遠征隊（1525～26） 

1525・ 04・05 ロアイサ、モルッカ遠征隊司令官、モルッカ地区知事に任命される 

 07・17  ロアイサ船隊（７隻、総トン数 1212 トン、兵士・乗組員 450 人）、ガリ

シア地方の Coruna 港をモルッカ諸島向け出帆（Victoria, Santi Espiritus, 

Anunciada, San Gabriel, Parral, San Lesmes, Santiago） 

 08・02 カナリア諸島ゴメラ港着、肉、薪、水を積み込み 08・14 出帆、アフリカ西

海岸を南下 

 10・20 ギニア湾のAnnobon 島に立ち寄り新鮮な水と薪を確保、破損船の修理 

 12・05 リオデジャネイロ沖通過 

 12・28 旗艦が消息を絶つ。5 隻が 2 日間捜索するが見付からず 

1526・ 01・19 （南東からの）強風発生、Santi Espiritu 号難破、02 初旬にAnunciada と

San Gabriel 逃亡 

 02・24 Victoria、サンタクルス河口に引き返して他船を待つ、集まったのは Parral, 

Lesmes, Santiago の 3 隻 

 03・23 旗艦の修理と Parral, Lesmes, Santiago の補修完了、河口を離れて海峡通過

再挑戦 

 04・05 4 隻が海峡入る、12日には第 3 海峡近くで逆風で前進不能、05・06 最終地

点に近づくが押戻される 

 05・26 悪戦苦闘の末、マゼラン海峡通過、4 隻がそろって太平洋に出る 

 05・31 南緯 47度地点で猛烈な暴風雨に遭遇、船隊離散、06・08暴風か静まって気

付けば旗艦のみ（Santiago は後述、Parral はそのまま西進してミンダナオ

島東岸にたどり着き、サンギヘ諸島で遭難） 

 07・30 暴風以後死者続出、ロアイサ司令官死去、08・06 後任の司令官デル・カノ(元

マゼラン隊員)も死去 

 08 中旬 ロアイサ隊からはぐれたサンティアゴ号、南米チリ沖から北上してテワンテ

ペック近くに漂着、アリエサガ、コルテスと面会、一部始終を話す 

 09・04 Victoria、グアム島に到着、食料・水を補給して 09・10 に出発 

 10・06 ミンダナオ島東岸の Lianga 湾(8 度 40 分)に到着、食料不足深刻化 

 10・15 同湾をセブ島向け出発、しかし北東風に阻まれて南下、モルッカに向かう 
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 11・03 Victoria、ハルマヘラ島北部の Zamafo に到着 

1527・ 01・01 チドール島に移る、スペイン要塞建設 

 01・17 ポルトガルとの小競合い続く、ポ軍の攻撃でビクトリア号被弾・損傷➝唯一

の大洋航行可能船を失う 

 05  メネセス、スペインにモルッカからの退去命令 

 

Sebastian Cabot隊の遠征 （1526～31） 

1526・ 04・13 カボット隊、船 4 隻と兵士・乗組員 150 人で、ロアイサ隊支援とモルッカ諸

島占領のためサンルカール港出発、カナリア諸島経由ベルデ岬諸島、ブラジ

ルの San Agustin 岬を目指す。 

1527・ 02・27 ラプラタ川河口の小島に船を泊めて同河川上流部、奥地に入り銀鉱を求めて

探検・調査（4 年間） 

   カボット、帰国。直後 4年間オラン（アフリカ北岸）に追放、1557 年他界 

 

Albaro de Saavedra 遠征隊（1527～28） 

1526・ 06・20 コルテス、王室布令によりトリニダード号と乗組員、ロアイサ隊、カボット

隊、モルッカ諸島情勢の情報収集のためヌエバエスパニャから遠征隊を出す

よう命令される 

1527・ 05 コルテス、従兄弟のアルバロ・デ・サアベドラを遠征隊司令官に任命 

 10・31 サアベドラ遠征隊(3 隻の船―Florida, Victoria, Brig.―と兵士・乗組員 105

人)、メキシコ西海岸の Zihuatenejo 港を香料群島向け出帆、数日と経たない

うちに Florida 号の漏水が始まる 

 12・15 強烈な暴風に遭遇、船隊ばらばら、旗艦 Florida のみとなる 

 12・29 Ladrones 諸島が視界に入る、2日後ヤップ島に投錨、8 日間滞在 

1528・ 02・01 ミンダナオ島と周辺の島々が視界に入る、翌日シアルガオ島(9 度 50 分)に投

錨、天候不良でここに 3 週間滞在、この間、Florida を浜に引き上げ海水漏

入部分を修理、住民とのトラブルもあり 

 02・23 モルッカ諸島に向けてシアルガオを出発 

 02・28 南下の途中、カテエール湾でロアイサ隊 Parral 号乗組員を発見 

 03・03 食糧補給にサランガニ島に立寄る。奴隷にされた 2人のロアイサ隊員を発見、

身代金を支払って解放 

 03・20 モルッカに向かう、03・30 Zamafo, Gilolo を経てチドール島に着く 

 06・14 サアベドラ、ヌエバエスパニャ帰還を目指してチドール島を出発（迂回によ

る食料使い果たしとグアム島東方での強烈な北東風に阻まれて、10・19チド

ール島の戻る） 

1529・ 04・22 サラゴサ条約（①ス国王がモルッカ諸島をポ国王に抵当設定、②トルデシリ

ャス条約の第 1 子午線の反対側に第 2子午線を設ける） 

 05・03 サアベドラ、再び帰還に挑戦するも、北緯 30 度付近の北東風に阻まれ、12・

08 サマフォに戻る 

 10 サアベドラ、死亡 

 10・28 ポルトガル、チドール島のスペイン要塞を占領、デ・ラ・トーレ率いるスペ

イン隊はサマフォに撤退 

1534・ 02 デ・ラ・トーレと 9 人、インド経由スペインに帰国 

1535  ウルダネタ他スペイン人全員がインド経由スペイン帰国 
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Ruy Lopez de Villalobos 隊（1542～46） 

1542・09・18 副王から遠征隊に対する指令：①西方諸島に拠点確保、②帰還ルート確立 

 11・01 ビリャロボス遠征隊、船６隻（Santiago, San Jorge, San Antonio, San Juan, 

San Cristobal, San Martin）、兵士と乗組員合わせて約 400 人で西海岸の

Puerto de la Navidad を出帆 

1543・ 02・02 ミンダナオ島東岸、北緯 7 度 40 分のカテエール湾に到達、しかし北東風に

よってBaculin湾まで押し流される、約 1 月間そこに滞在 

 03 初め リマサワ島に根拠地建設を目指して出帆、北東風と天候不良に北上を阻まれ

る、食料不足、栄養失調で病人が続出、 

 03 下旬 北上を断念、食料を求めて南下するが集落は見付からず、結局サランガニ島

に到着。住民の強い敵意と食料販売拒否に遭い、ビリアロボス武力行使を承

認、一戦を交え島民を追い出し家財や食料を略奪 

 04・02 島の先端部に居留地建設、しかし食糧難は解消せず、隊員の飢餓、疾病が進

行、死者続出 

そんな最中に、コタバト川一帯に食料豊富地域ありとの情報が入り、直ちに

食料購入のため San Juan 号を派遣するも、住民の敵意に直面、撤退を余儀

なくされる。サランガニへ引き返す途中 Bimian で収穫途中の水田を襲いコ

メを確保、その後もここで略奪を繰り返し自分たちの生命維持を計った 

 07 ころ 太平洋ではぐれた San Cristobal 号がレイテ、リマサワ経由でサランガニ到

着、友好的住民と豊富な食料の情報をもたらす。司令官は食糧確保のため南

のサンギル島に向かい、途中の小島（Kawio 諸島の一つ？）に投錨、住民と

戦争になり皆殺し、間もなくして暴風に遭い San Antonio 号座礁・難破する 

 08・04 ヌエバエスパニャ帰還のための San Juan 号が、食料積み込みのためタンダ

ヤ・アブヨ（現サマール・レイテ）に向けて出発、それにガリオットの San 

Cristobal が同行、このときタンダヤ、アブヨ島を、ビリアロボスが当時の

スペイン皇太子フェリペに因んで Las islas de Felipinas と命名、後に全群島

に適用されるようになる 

 08・26 San Juan 号、ナビダッド向けレイテ島出帆（北緯 30 度付近まで北上、強風

に遭遇、船が小さいために航行不能、11 月初めにレイテに戻る） 

 10 末  San Cristobal、大量のコメをレイテ島からサランガニに持ち帰る 

 11 ころ ビリアロボス、レイテ島に根拠地建設を決心、出帆するが、船は途中北東風

に阻まれて前進できず、マヨ湾に避難してチャンスを伺う。そこに先発のSan 

Gabriel が現われ、前進不能を告げる 

1544・ 01 度重なる不運に疲れたビリアロボス、北上を諦め南の香料群島に向かう 

 03 ビリアロボス、サマフォからチドール島に移る 

1545・ 05・16 San Juan、帰還のためチドール島を出発、逆風に遭い航続を断念、10・03

チドールに帰る 

1546・ 02・18 ビリアロボス、ポルトガル船でインドに向かう途中、アンボン島で死す 

 

Miguel Lopez de Legaspi遠征隊（1564~1565） 

1554  Lavezaris、Council of Indies において、Felipinas（レイテ、サマール）が

アジアからヌエバエスパニャ西海岸への帰還計画拠点およびモルッカのポ

ルトガル対抗拠点としての適切性を強調、その強奪と占領を助言する 

1556  カルロス 1世、執権を息子 Felipe に移譲 

1559・09・24 フェリペ 2世、副王ベラスコに西方諸島遠征計画の早期実施を命じる 

1560・05・28 ウルダネタ神父、次回遠征計画参加要請を受諾 

1561・02・09 べラスコ、遠征隊司令官にレガスピを推薦 
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1562～63 ポルトガル-テルナテ混成隊が食料を求めて周辺の島々を襲撃、住民がヨーロ

ッパ人を極度に憎悪し怖がるようになる 

1564・08 末 Audencia の秘密会議にレガスピを招き、国王の命令(フェリピナスに永久居

留地建設)を告げる 

 11・21 レガスピ隊、４隻(San Pedro, San Pablo, San Juan, San Lucas)、総トン数

1020ｔ、兵士・乗組員 380 人で Puerto de la Navidad 出帆、最初南西方向

に進み北緯 9～10 度まで下がって真西に 50 日間航行、途中、ミンダナオ島

着を避けるために 13 度付近まで北上、航行は極めて順調（ただし、San Lucas

は 12・01 に姿を消し、翌年 08・09 ナビダッドに戻る） 

 11・26 幹部会議で遠征の目的地が明かされる 

1565・ 01・21 ラドロネス諸島のグアム島に投錨 

 02・01 ころ フェリピナスが視界に入る、同日午後サマール島東岸Oras(Tubabao 島

の奥、12 度 10 分）湾に投錨、食料を求めて 7～8日間滞在、失敗 

 02・09 同湾を発ち、食料が豊富とされる Tandaya（サマール）、Abuyo（レイテ）

島を探す 

Cagiungo（Hinunangan）湾に停泊、ボートで川沿いにCabagnon 村まで遡

行、住民は敵対的 

 03・05 Cavalian 湾に入り湾岸集落のある首長の息子と血盟関係を結ぶが、住民はこ

こでも敵対的、食料買付けに失敗、ウルダネタ神父が武力行使を容認、100

人以上の乗組員が村を襲って食料、家財を略奪 

 03・11 Canuguinen（Camiguin）島東北沖に停泊して様子を伺うが、ここでも住民

は敵対的 

 03・15 外国船の出入りがあるといわれるButuan に向かったが、風向きと潮流が逆

のため流されて Bohol 島南岸 Loay に着く。ボルネオの貿易船長の仲介で首

長Cicatuna およびCigala と血盟による友好関係樹立。ここを拠点に旗艦の

ボート（fragata）で周辺を偵察、セブ島行きの準備をする。 

 03・19 San Juan 号をブトゥアンに向かわせ、首長に会う（04・04 Loay に帰る） 

 04・12 遠征隊幹部会議で、ヌエバエスパニャ帰還に San Pedro 号を使うことと、居

留地建設地点をレイテ島カバリアンに決定（肥沃で食料豊富、帰還の出発点

として位置の良好さ、スーゴッド湾に良港あり） 

 04・20 遠征隊総会で居留地点再考、最終的にセブ港に決定 

 04・22 レガスピ隊、ボホールを発ってセブに向かう 

 04・27 セブ港に入港、直ちに通訳を海辺に送り来訪の目的と首長との面会を要請 

 04・29 1 日半待ったがセブ王は現れず。そこで総督は、大隊長、公証人、神父、通

訳を派遣してセブ王に遠征隊の意図（和平と友好）を伝え、受容れ要請。し

かし住民のあるものは家財をまとめて運び出し、別のものは武装して戦闘準

備、付近の島々からの援軍を含めて住民約2000人が港の護岸に立ち並んだ。

戦闘開始、遠征隊の大砲の轟音と破壊力に住民は驚愕、山地部に向かって逃

亡、直後に集落で火災発生 

 05・08 セブ島占領条例公布、居留地建設開始 

 06・01 San Pedro 号、ウルダネタ神父を乗せてヌエバエスパニャ向け出発（10・08

アカプルコに無事帰還） 

 06・02 住民との本格的和解交渉始まる 

 06・04 Tupaz 王と数人の首長および従者（50 人以上）、要塞を訪ねて和解成立 

 09 末 食糧確保のためDe Saz、Goiti 隊長と兵士 100 人、地元協力者をネグロス島

に派遣、成果ゼロ 

 11・27 食料不足と耐乏生活に耐え切れない乗組員、反乱を計画、実行直前に発覚。

総督、部下の武力行使容認 
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1566・ 04 サゴやし集めにDe Saz をブトゥアンに派遣、成果なし。06 急遽パナイ島に

回り大量のコメを持ち帰る 

 10・08 マドリッドで国王召集の専門家会議開催、モルッカ、フェリピナスがトルデ

シリャス条約の分割子午線の内側か外側か、またフェリピナスはサラゴサ条

約の抵当設定範囲に入るか否かついて慎重審議 

 10・15 ヌエバエスパニャからガレオン船 San Geronimo がセブ港到着、サンペドロ

号の帰還成功を告げる 

 11 初旬 De Saz、ミンダナオ島 Kawit にシナモン買付けに出掛けるが、カウイット

沖でポルトガル艦隊に出会い急いでセブ港に引き返す、11・19 ポルトガル

船、セブ港付近にも出没 

1567・ 02 デ・サス、シナモン調達（次回帰還船の土産）にカウイットに向かう。6 週

間後帰りの船で病死 

 07・10 支援要請状をもってデ・ラ・イスラ、San Juan 号でヌエバエスパニャ向け

出帆（11 月、無事帰還） 

直後に、ポルトガル船 2 隻が総督宛書状をもって到着（内容：フィリピン諸

島はカルロス 1世によりポルトガルに対して抵当設定された範囲にあるため

直ちに撤退して、テルナテに来られたし） 

 08・20 San Pedro と San Lucas 号、アカプルコからセブ港に到着、兵士、武器、弾

薬、必要装置が補強される 

1568・ 03・21 セブ王トゥパス、キリスト教に改宗 

 07・01 San Pablo、セブ港出帆、途中グアムに立ち寄り暴風に遭遇、船体損傷、セ

ブに引き返す 

 09・28 ポルトガル艦隊、セブ港を封鎖（西口のみ） 

 10・15 レガスピ総督とペレイラ司令官の直接対決 

 10・21 ペレイラ、3日以内の群島からの撤退を要求（完全封鎖の最後通告） 

1569・ 01・01 突然、封鎖解除（ポルトガル艦隊で腸チフス蔓延のため） 

 06・07 San Lucas、ヌエバエスパニャ向け出発、11月にアカプルコ着、 

 07 中旬 根拠地をセブからパナイ島パナイ川河口付近（現カピス市）に移す 

このころブルネイ王の命令によりスールー諸島のモロがセブ島南部の 20 ヶ

村を襲撃、首長他大勢を拉致 

 

隊長 J.サルセドのミンドロ島遠征 

1570・ 01  パナイ島北西部の首長、総督にミンドロ島海賊襲撃からの防御を嘆願 

 04・20～05・01 サルセド隊長、兵士 40 人と共にバランガイ船 14～15 隻で遠征 

   ミンドロ島西南部のイリン島、北西部のマンブクラオ町、ルバング島のモロ

要塞を破壊、住民平定 

 

大隊長ゴイチのマニラ遠征 

1570・ 05・08 大隊長、兵士 100 人、現地住民 200 人と共に、２隻の Fragata と 14～15 隻

のバランガイでマニラ向けパナイ川河口出発 

 05・13 ミンドロ島東岸Bato（Butas?）川河口 Lumang Bayan(?)に停泊中の中国船

2 隻を襲撃、略奪（後に隊長が弁済） 

 05・14 ミンドロ港着、住民、遠征隊と睨み合いの後和平に同意、貢納を支払う 

 05・16 バラヤン湾奥バラヤン町手前で後続の船を待つ 

 05・18 マニラ湾に入り Sangley Point 辺りで船を止め、伝令を送ってソリマン王と

友好関係樹立を要請 

 05・21 同意の返事が返る 

 05・22 ゴイチ大隊長が下船、ソリマン王と面会、王は「スペイン人と友人になれて
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嬉しい。ただし、我々は刺青をした現地人(ビサヤ人)とは違うことをスペイ

ン人は理解しなければならない。我々は別の人たちが遭っているようないか

なる虐待、凌辱も許容せず、我々の名誉に関わる最も小さなことでも、犯し

たものには死をもって償ってもらうであろう」と啖呵を切った。周辺のモロ

は武器をもっていつでも戦闘態勢に入れる雰囲気であった。 

 05・23 王の使いが伝言を持参。内容は、スペインが王に対して貢納を要求するので

あれば、スペイン人のパシッグ川への入港を認めない、というものであった。

それを聞いた大隊長は、それは要求していない、直ちに会う必要があるとい

って下船、要塞に入って王に面会、事情を説明した後、伝統的方法による友

好協定(血盟)を結んだ。しかし、パシッグ川右岸河口のラカンﾄﾞｩラ王がスペ

イン撃退に動いており、最初の雨を合図にスペイン襲撃が始まるとの情報が

流れた。スペイン側も全員戦闘態勢に入った。 

 05・24 午前 10 時、はるか彼方に多くの船がこちらにやってくるのを見て大隊長は

偵察のためにプラウを送った。しかし、小船はタパケ(非戦闘用)であること

が分かりプラウが攻撃しないように合図として大砲 1発を海に向けて発射し

た。これに驚いたモロ兵達は直ちに大砲 3 発を打ち返してきた。うち 1発が

スペイン船に命中、反撃に出る。瞬く間に矢来を突破、要塞に入って集落に

火を放った。1000人をこえるモロ兵は火縄銃、大砲の威力に圧倒され、海上

もしくは陸上を遁走した。集落は全焼、戦死者 100 人、捕虜 80 人、その他

多数が逃走中の船上で死亡した。 

鎮火後要塞で大砲、鋳造所、粘土と蝋の鋳型、17フィートの大砲銃身などが

見付かる、全て没収 

 05・31 大隊長ゴイチ、マニラ焼失後 2 日間、河口に停泊してモロからのメッセージ

（全面降伏）を待つが音沙汰なし、風向きが変わるのを恐れて急いでパナイ

島への帰路につく。負傷しているサルセドを先に返し、ゴイチは貢納未徴収

分を徴集のためミンドロ島に立ち寄る。 

 06・23 デ・ラ・イスラ、国王からレガスピ宛の手紙を持ってパナイ島に戻る（アカ

プルコを 03・09 発）、内容は、フィリピン占領、エンコミエンダ分与を国王

が正式承認、兵士・支援物資、支援継続の知らせ 

 06 下旬 ゴイチ大隊長一行、パナイ島に帰る 

 07・27 大隊長のマニラ遠征成功と国王の占領承認に触発されて更なる勢力拡大を

視野に入れたレガスピは、国王からの更なる支援と協力を要請するため、

デ・ラ・イスラを再びヌエバエスパニャ向け出航させる 

 

レガスピ総督のマニラ進駐 

1570・ 11・17 総督、居留地のスペイン人町（Santisimo Nombre de Jesusu）切替えのた

めセブに向かう。パナイ島に帰ってからはマニラ進駐の準備 

1571・ 04・20 レガスピ総督、エレラ師、大隊長、隊長、230 人の火縄銃士と共に約 300人

のビサヤ人協力者、26～27 隻の大艦隊を率いてパナイ川河口を発つ 

 04・22 ミンドロ島着、ここに 15～16 日間滞在、05・07 ミンドロ港発 

 05・16 マニラ湾のカビテ港に停泊、すると 2隻のバンカがパシッグ川河口から現わ

れて船団に近づき検閲。 

 05・17 知り合いの男が小船に乗って総督のいる旗艦を訪ねる。彼によると、2 人の

王は和平に賛成だが、3人目のソリマン王は抵抗する様子とのこと。 

 05・18 レガスピの大船団が河口に近づくと、それを見たマニラの住民は集落に火を

放ちパシッグ川対岸のラカンドラ王の村に渡った。夕方になり、ラヤ王とラ

カンドラ王とが小船に乗って総督の旗艦に近づき、歓迎の意を表明、ソリマ

ン王に代わってスペインとの友好を懇願、前年の大隊長に対して部下の働い
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た不始末を詫び、赦しを乞う。これに対し総督は、自分たちの進駐の趣旨と

居留地の必要を述べる。 

 05・19 総督一行はマニラに下船、3 人の王と会談、友好関係とスペイン人居留地を

確認、その後パンパンガのマカビビから 2000 人の回教徒が 40 隻の小船でト

ンドに集結、3 日間威嚇を続ける。 

 06・03 ソリマン、ゴイチとのバンクーサイの戦いに敗れて死亡 

  マニラ周辺のブータス村の征伐 

  パンパンガ州Betis 村の反抗と鎮圧 

 06・24 スペイン法にもとづきマニラ市設立（1573 年、新市に関する条例制定） 

 08・15 パシッグ川上流カインタの反乱鎮圧 

  ゴイチ、マニラの北部(湾岸)地域を征服。サルセド、マニラの南部(バイ湖岸、

バタンガス)地域を征服 

 08 下旬 San Juan およびEspiritu Santo、兵士、補給物資を運んでパナイ島着 

1572・ 05・20 サルセド、1年かけて北部ルソンを征服 

 06 ガレオン船Espiritu Santo、アカプルコからマニラに到着 

 08・12 Santiago、San Juan 号、アカプルコ向けマニラを発つ 

 08・20 レガスピ総督、心臓発作で倒れ、翌日死去 

 08 下旬 ラベサリス、総督代理に就任、以後エンコミエンダを積極的に分配、悪評を

買う 

 12 強大なスペイン・住民混成軍をパンガシナンとイロコスに巡回派遣、大量の

金を調達➝強奪巡回と非難 

1573・ 02 サルセド、ルソン島南部制圧命令を受けスペイン人兵士 120 人と住民志願兵

を引き連れて出発、5 ヶ月でビコール地方制圧、カタンドゥアネス島の海賊

本拠地粉砕に成功 

1574 前半 イロコスにスペイン人居留地建設を命令➝Villa Fernandina（現ビガン）誕

生 

 11・29 中国人海寇リマホン、活動拠点確保のために 70 隻の大型ジャンクでマニラ

沖（バタアン半島マリベレス）に現れる。翌朝、600 人の精鋭部隊でマニラ

を急襲、応戦中ゴイチ大隊長殺害される 

 12・01 1500 人を送り込んで再攻撃、イロコスから急遽引き返したサルセド隊が参戦、

形成が一変する 

 12・02 リマホン、マニラ占領を諦めてリンガエンに戻る 

1575・ 03 下旬 サルセド隊長率いる大遠征隊、リマホンを追ってリンガエンに向かう 

 03・31 リンガエン到着、要塞攻撃開始 

 08・03 リマホン逃亡 
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