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　中世のイベリア半島が、かの有名な「レコンキスタ」の舞台となったことは、よく知られてい
よう。この「闘争」の動機が宗教的なもののみに起因していたことを、現在の研究潮流は、否定
あるいは修正してきた。このような「新たな」歴史解釈は、北のキリスト教諸国研究、南のアン
ダルス（イスラーム・スペイン）研究の双方によって実証的にも裏付けられてきている。とはい
え、西欧すなわちラテン・キリスト教世界が勃興して、外的な拡大を志向し始める 11 世紀、そ
れまで世俗的な色彩の強かった「レコンキスタ」は、同世紀の末からの聖地十字軍運動と同一視
されて、宗教的な戦いへと変貌を遂げていった、このように指摘されてきた 1。
　中世を通じて、「レコンキスタ」の遂行を王権の支配正当化の基盤としていくカスティーリャ・
レオン王国（13 世紀以降カスティーリャ王国として統合）では、この戦いを、いわゆる聖地十
字軍とは別のものとして理解していた。「レコンキスタ」理念は、我々が想像する十字軍思想と
は一線を画しており、同じ半島に居住する「敵」としてのアンダルスを、歴代のカスティーリャ
王は駆逐すべき異教徒と認識していなかった。将来的に併合すべき領域としてのアンダルスは戦
相手ではあるが、この併合を達成するためにはアンダルスのムスリムを受容することを厭わな
かったからである。こうしてムデハル（残留ムスリム）共同体が、イベリア半島の諸王国に多数
成立していくこととなる。
　本史料翻訳は、このイベリア半島固有の「レコンキスタ」と、ラテン・キリスト教世界で推進
された十字軍との関連性の是非を明らかにすることを目的として、先に執筆した拙稿に深く関連
する史料を邦訳したものである 2。以下に、本稿で訳出した史料の背景と解説を行なっておきたい。

1 A. Barbero and M. Vigil, Sobre los orígenes sociales de la Reconquista, Barcelona, 1974 の先駆研究のみを紹介
しておきたい。E. Manzano Moreno, La frontera de al-Andalus en época de los Omeyas, Madrid, 1990 は、後
ウマイヤ朝期のアンダルス研究で、いかに当時のキリスト教徒勢力が、アンダルス辺境域と婚姻関係を含
めた合従連衡関係にあったかを明らかにしている。「レコンキスタ」の十字軍化に関しては、R. Fletcher, 

“Reconquest and Crusade in Spain, c.1050-1150,” Transactions of the Royal Historical Society, 5th series 

37(1987), pp.31-48; J. F. O'Callaghan, Reconquest and Crusade in Medieval Spain, Philadelphia, 2003 を参照。
2 甚野尚志、踊共二編『中近世ヨーロッパの宗教と政治――キリスト教世界の多元性――』ミネルヴァ書房、
2014 年 3 月刊行予定に所収の拙稿「十字軍としての『レコンキスタ』？――中世カスティーリャ王国におけ
る対異教徒戦争――」323-344 頁とあわせて本稿を参照されたい。

中世カスティーリャ王国における「レコンキスタ」と「十字軍」

黒田　祐我

はじめに

――関連史料訳――
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１．「レコンキスタ」と十字軍の開始
　聖地十字軍遠征がひとまずの成功を収めた 12 世紀の前半、これを主導した改革教皇権は早く
もその公会議で聖地へ向かう者達すなわち十字軍士と、イベリア半島（Hispania）内に滞在して

「モーロ人」すなわちアンダルス勢力と戦う者らとを同一視していることがわかる。しかしかつ
ての西ゴート王国の首座トレードを征服したことで名高いカスティーリャ・レオン王アルフォン
ソ六世（在位 1065-1109）が、自領域の防衛のため、聖地への想いに駆られる王国臣下の出立を
思いとどまらせるために、教皇に事前から打診していた。このことを、二つの教皇書簡から窺い
知ることができる 3。

２．家臣の十字軍への想い
　しかし聖地への出立を望む王国家臣は後をたたなかった。12 世紀半ばにカスティーリャ・レ
オン王アルフォンソ七世（在位 1126-1157）の治世を描いた同時代史料『皇帝年代記』から、二
つの事例を訳出した。王国の重要役職である伯位を保持した大貴族ロドリーゴ・ゴンサレスは、
国王の不遇をかこち、聖地へと旅立つことを選択した。しかし彼の波乱万丈な生き様は、聖地へ
の憧れが、異教徒たるムスリムへの憎悪と結びついていたわけではないことを明らかにしてくれ
ている。ガリシア出自のムーニョ・アルフォンソは、当時アンダルスを支配していたムラービト
朝勢力に対する最前線拠点トレードの城主として、遠征と防衛に活躍したことで名高い。自身の
犯した重い罪に対する贖罪への意識から聖地へ赴くことを希望したが、自身の地で「サラセン人」
と戦うことを勧められた彼は、戦死するまでトレードを守り続けたのである 4。

３．「レコンキスタ」の独自性
　13 世紀初頭、攻勢を強めるムワッヒド朝に対抗するため、国際的な十字軍がイベリア半島で
準備された。ラテン・キリスト教世界の各地で説教が行なわれ、主として南仏からの多数の十字
軍士を加えて 1212 年、伝説的なラス・ナバス会戦に勝利した。「キリスト教世界」は、イスラー
ム勢力の侵略を食い止めることができたとされる。しかし実のところ半島外から来訪した十字軍
士は、この会戦に参加することなく帰路についている。イベリア半島でのムスリムやユダヤ人と
の「共生」を理解できず、また半島中央部の過酷な暑さにも慣れていない彼らの姿を、13 世紀
の二つの歴史書『カスティーリャ王年代記』『第一総合年代記』と、上記の「十字軍」の出立地

3 Decrees of the Ecumenical Councils. Volume One: Nicaea I to Lateran V, N. P. Tanner S. J. ed., London, 1990, 

pp.191-192, 201; Paschalis II, Gelasii II, Calixti II romanorum pontificum epistolae et privilegia. Patrologae cursus 

completus. Series latina t. 163, J. P. Migne ed., Paris, 1893, col. 45, 64-65. 
4 Chronica Adefonsi Imperatoris, Chronica hispana saeculi XII parsI, A. Maya Sánchez ed., Turnhout, 1990, 

Liber Primus, ch.48, pp.172, 237.
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となった都市トレードの『編年史』から訳出した 5。

４．中世後期の「レコンキスタ」と十字軍
　13 世紀半ばをもって、「戦相手」としてのアンダルスはナスル朝グラナダ王国領域を残すのみ
となった。ナスル朝の初代君主ムハンマド一世（在位 1238-1273）は、1246 年にカスティーリャ
王フェルナンド三世（在位 1217-1252）と臣従協定を結んだとされ、事実、次代の王アルフォン
ソ十世（在位 1252-1284）治世期以降、多数の国王証書の証人欄で、グラナダ王は「王の家臣（vasallo 

del Rey）」として登場する。これは、既に 11 世紀という「レコンキスタ」運動の初期から、異
教徒たるアンダルス臣民を取り込む必要性に駆られていた王権の政策の到達点といえる。また、
中世盛期から後期への「レコンキスタ」理念の継承をここに見出すことができる。この「家臣」
としてのグラナダ王の扇動によって勃発した大規模なムデハル反乱の鎮圧のため、アルフォンソ
十世は 1264 年、十字軍説教を王国内で展開するよう命じた。しかしこの「十字軍」では、対異
教徒戦争としての側面は重視されず、むしろ「家臣」の裏切りを罰する目的が強調されている。
14 世紀前半は「海峡戦争」と呼ばれる、ジブラルタルをめぐる戦争と外交が宗教の別なく展開
され、この中でアルフォンソ十一世（在位 1312-1350）も、十字軍の「お墨付き」を得てナスル
朝グラナダ王国、北アフリカ側のマリーン朝と戦いを繰り広げた。14 世紀のカスティーリャ為
政者の考える十字軍は、王族ファン・マヌエルの君主鑑の記述が示すように、世俗的な争いであ
りながらも、信仰上の対立でもあるという、今の我々からみれば一見矛盾したイメージで認識さ
れていたことが分かる。さて、アルフォンソ十一世の治世の後、十字軍は長らく宣言されること
がなかった。既にナスル朝が息を引き取ろうとしている 15 世紀、「レコンキスタ」理念が再び喧
伝され、断続的に対グラナダ戦争が勃発する。これらの戦いもまた十字軍ではあったが、先に見
たのと同じく、カスティーリャ王権の勢威発揚に利する形をとっていた。エンリケ四世（在位
1454-1474）が、当時計画されていた対オスマン十字軍に家臣らを参加させないために、十字軍
特権を教皇から得ようとしていた点に、これが明白に示されている 6。

5 Primera Crónica General de España que mandó componer Alfonso el Sabio y se continuaba bajo Sancho IV en 

1289, R. Menéndez Pidal ed., Madrid, 1906, pp.688-689; Chronica latina regum Castellae, L. Charlo Brea ed., 

Turnhout, 1997, p.58; Anales Toledanos I, II, III, in España sagrada, theatro geographico-histórico de la Iglesia de 

España. Tomo XXIII, E. Florez ed., Madrid, 1767, pp.395-396.
6 Diplomatario andaluz, M. González Jiménez ed., Sevilla, 1991, n.286, pp.313-316; Don Juan Manuel, El libro de los 

estados, Madrid, 2007, Primera parte: Capítulo XXX, pp.491-492; Documentos de Enrique IV de Castilla (1454-1474): 

Fuentes Históricas Jerezanas, J. Abellán Pérez ed., Sevilla, 2010, n.127, pp.245-247.



98

（史料訳）7

１．「レコンキスタ」と十字軍の開始

I.  第一ラテラーノ公会議該当箇所（1123 年）
   エルサレムへ出立し、キリスト教徒を守護して異教徒の暴威と戦うべく有益なる助力を提供し
た者らに対し、彼らの罪の赦免を授与する。また、家屋、家族、全ての彼らの財産は、我等が父
で主君たるウルバヌスが規定したところに従って、祝福のペテロとローマ教会の保護下に置かれ
るものとする。よってかの旅の途上にある間に、それらを敢えて破壊したり、横領したりする者は、
誰であれ破門の罰を受けねばならない。エルサレムあるいはイベリア半島へ向かうために十字架
を自身の衣服に付けた後、それを放棄したことが認められる者は、再度十字架を身に纏い、至近
の復活祭から続く次のそれ［＝復活祭］までの間に旅を完遂するよう、使徒の権限によって命ず
る。そうでないならば、その者らに教会へ入ることを禁じ、自身の地の全土において、子の洗礼、
臨終の改悛を除く秘蹟を受けることを禁止する。

   Eis qui Hierosolymam proficiscuntur et ad christianam gentem defendendam et tyrannidem 

infidelium debellandam efficaciter auxilium praebuerint, suorum peccatorum remissionem 

concedimus et domos et familias atque omnia bona eorum in beati Petri et Romanae ecclesiae 

protectione, sicut a domino nostro papa Urbano statutum fuit, suscipimus. Quicumque ergo 

ea distrahere vel auferre, quamdiu in via illa morantur, praesumpserint, excommunicationis 

ultione plectantur. Eos autem qui vel pro Hierosolymitano vel pro Hispanico itinere cruces sibi in 

vestibus posuisse noscuntur et eas dimisisse, cruces iterato assumere et viam ab instanti paschua 

usque ad sequens proximum pascha perficere, apostolica auctoritate praecipimus. Alioquin ex 

tunc eos ab ecclesiae introitu sequestramus et in omnibus terris eorum divina officia praeter 

infantium baptisma et morientium poenitentias interdicimus.

　
II.  第二ラテラーノ公会議該当箇所（1139 年）
　恐るべき悪であり、最悪の荒廃をもたらす放火を、神と祝福の使徒ペテロとパウロの権限によっ
て嫌悪し、また全面的に禁止する。かの破壊的で敵意ある荒廃は、他の全ての略奪行為を凌駕す
る。それは、神の民にとってこの上なく有害であり、また魂と肉体にこの上なき損害をもたらす
ため、決して看過すべきではない。ゆえに、かような災難と破滅が、民の安全のために根絶され

7 本史料邦訳では、ラテン語あるいは中世カスティーリャ語原文箇所では、刊行史料の記載に合わせて（ ）と［ 
］を用いている。1264 年、アルフォンソ十世の発布した書簡内に挿入されている教勅の邦訳は省略し、作成
教皇名と日時のみを訳出した。邦訳箇所では、（ ）で中略箇所を示し、［ ］で邦訳者の補足箇所を示した。
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て消滅されるように立ち上がり、あらゆる手段でもってそう努めねばならない。もしこの我々の
禁令の布告の後に、悪意、憎悪あるいは報復のために火を放ったり、放たせたり、あるいは放火
犯へ意図的に助言と助力を授けた者は、破門されるべし。もし放火犯が死亡したとしても、キリ
スト教徒としての埋葬は許されない。まず自身の力に応じて損害の回復がなされて、以後放火を
なさない事を誓約しなければ、破門は解かれない。さらに、神への奉仕のため、一年間にわたっ
てエルサレムあるいはイベリア半島に滞在することで、その者に罪の赦しが与えられる。

　Pessimam siquidem et depopulatricem et horrendam incendiorum malitiam, auctoritate Dei 

et beatorum apostolorum Petri et Pauli, omnino detestamur et interdicimus. Haec etenim pestis 

et hostilis vastitas omnes alias depraedationes exsuperat; quae quantum populo Dei sit damnosa 

quantumque detrimentum animabus et corporibus inferat, nullus ignorat. Assurgendum est 

igitur et omni modo laborandum, ut tanta clades tantaque pernicies pro salute populi eradicetur 

et extirpetur. Si quis igitur post huius nostrae prohibitionis promulgationem, malo studio sive 

pro odio sive pro vindicta, ignem apposuerit vel apponi fecerit aut appositoribus consilium vel 

auxilium scienter tribuerit, excommunicetur. Et si mortuus fuerit incendiarius, christianorum 

careat sepultura. Nec absolvatur nisi prius, damno cui intulit secundum facultatem suam 

resarcito, iuret se ulterius ignem non appositurum. Poenitentia autem ei detur, ut Hierosolymis 

aut in Hispania in servitio Dei per annum integrum permaneat.

III. 1100 年 10 月 14 日付教皇書簡　於メルフィ
　神の僕の僕で司教たるパスカリス二世が、その親愛なる息子でイベリア半島の王アルフォンソ
六世に対して挨拶と使徒の祝福を。
　貴君の繁栄をわが事のように喜び、貴君の困難からの解放を憂慮している。貴君の王国、そし
て貴君の近隣の諸王国の目的に配慮して、余は貴君の兵らがエルサレムに向かうことを禁止する。
この禁止に加えて、貴君の王国内と支配域内で戦う者に対して罪の赦しを授与する。キリスト教
徒らの捕囚に関して貴君が伝えてきた点に関して、余は甚大なる同情を示す。またコンポステー
ラ［司教］の選出に関して貴君が懇願した者を余は拒絶しないことを宣言する。マグロンヌ司教
を司教位へと叙階することを命じ、もしこの者が死去したのであれば、余の下に置かれているブ
ルゴス司教が召喚されるものとする。全能の神が、教会と貴君に敵への勝利をお与えになられん
ことを。
　メルフィにて作成。10 月 14 日。

　P. episcopus, servus servorum Dei, charissimo filio suo A., Hispaniarum regi, salutem et 

apostolicam benedictionem.

　Sicut de tua, ut nosti, prosperitate gaudemus, sic profecto tua de adversitate afficimur. Unde 
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regni tui, et proximorum tuorum finibus providentes, milites tuos quos vidimus ire Jerosolymam 

prohibuimus. Litteras insuper hoc ipsum prohibentes, et peccatorum veniam pugnatoribus in 

regna vestra comitatusque mandavimus. Porro quod de captivitate Christianorum significasti, 

vehementius affecti sumus, et quod idem super electo Compostellano petisti non negare 

decrevimus. Magalonensem enim episcopum ad eum in episcopum consecrandum litteris 

ire praecipimus, qui si forte defecerit, Burgensis episcopus qui nostri juris est, advocetur. 

Omnipotens Dominus Ecclesiae et tibi de inimicis suis victoriam largiatur.

　Datum Melfiae II Idus Octobris.

　
IV. 1101 年 3 月 25 日付教皇書簡　於ラテラーノ
　神の僕の僕で司教たるパスカリス二世が、アルフォンソの王国に居住する聖俗の者らに対して、
挨拶と使徒の祝福を。
　貴殿らが使徒の座の命令を軽視したことで、貴殿らの安全に多大なる損失がもたらされている。
すなわち、かつて余は、貴殿らがエルサレム遠征への参加によって貴殿らの地を放棄することの
ないようにと通告した。というのも同地が、モーロ人やモアブ人によって日々侵攻に晒されてい
るからである。貴殿らの出立によって、彼らが西方諸地域で猛威をふるうことを余は大いに恐れ
ている。そこで余は、貴殿らの地の聖俗の者らのうちで直接対面することのできた者に対して、
エルサレムへの出立を思いとどまり、自身の祖国へ帰還するように命じた。ここに臨席して、書
状を届けるムーニョ、ディエゴ、ヌーニョと彼らの従者らが、余の強制によって帰還することを
知るべし。貴殿らへの愛を抱きつつ余は以下のように命ずる。帰還のゆえに彼らを敢えて侮辱す
ることのないよう、また他の災いのある手段によって彼らに敢えて危害を加えることのないよう。
貴殿ら皆に、再度の命によって余は命ずる。すなわち、貴殿らの地に留まって、全ての者らとと
もにモアブ人、モーロ人と戦うべし。同地において、鷹揚なる神によって貴殿らの改悛を完遂す
るよう。同地にて聖なる使徒ペテロとパウロ、彼らの使徒教会の赦免と恩寵を獲得するよう。
　ラテラーノにて作成。3 月 25 日

　P. episcopus, servus servorum Dei, clericis et laicis AL[defonsi] regnum habitantibus, salutem 

et apost. benedict.

　Magnum vestrae salutis dispendium facit, quod apostolicae sedis praeceptis obedire 

contemnitis. Scripsimus enim vobis praeterito tempore ne Hierosolymitanae expeditionis 

occasione partes vestras desereretis, quae Maurorum et Moabitarum quotidianis incursionibus 

impugnantur; non parum enim in discessu vestro illorum tyrannidem occidentalibus partibus 

formidamus. Quare nos partium vestrarum, tam clericos quam laicos, quos videre potuimus, a 

Hierosolymitana profectione desistere, et ad patriam suam redire praecipimus. Latores quoque 

praesentium Munionem, et Didacum, et Nunonem cum sequatibus suis a nobis coactos redire 
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sciatis. Unde etiam vestrae dilectioni praecipimus ne quis eos pro reditu hoc infamare, aut 

calumniis aliquibus praesumat impetere. Vobis ergo omnibus iterata praeceptione praecipimus 

ut in vestris partibus persistentes Moabitas et Mauros totis viribus impugnetis; ibi largiente Deo 

vestras poenitentias peragatis: ibi sanctorum apostolorum Petri et Pauli et apostolicae eorum 

Ecclesiae remissionem et gratiam percipiatis.

　Datum Laterani VIII Kal. Aprilis.

　

２．家臣の十字軍への想い

I. ロドリーゴ・ゴンサレスの遍歴（1137 年〜）
　伯であるロドリーゴ・ゴンサレスは、王の手に接吻をして自身の従者と友人に挨拶をした後、
エルサレムへと出立した。彼は同地でサラセン人との戦闘の多くに参戦し、アスカロンに面した
トロンという名の要害を建造して、騎兵、歩兵と食糧でもって防備を施した後に、テンプル騎士
修道会へと譲渡した。続いて伯はアドリア海を渡ってイベリア半島へ帰還したが、王に謁見せず、
またカスティーリャで父祖伝来の相続地に迎え入れられることなく、バルセローナ伯ラモン、パ
ンプローナ王［＝ナバーラ王］ガルシアの下に逗留した。この後、彼はサラセン人でバレンシア
の将イブン・ガーニヤのもとに出立し、彼と数日の間、ともに過ごした。しかしサラセン人らは
彼に毒盃を与えたため、彼はらい病に感染した。肉体が変質していくのに気付いた伯は、再度エ
ルサレムへ向かい、自身の死ぬ日まで同地に滞在した。

　Comes uero Rodericus Gundisalui, postquam osculatus est manum regis et gentibus et 

amicis suis ualere dixit, peregre profectus est Hierosilimis, ubi et commisit multa bella cum 

Sarracenis fecitque quoddam castellum ualde fortissimum a facie Ascalonie, quod dicitur Toron, 

et muniuit eum ualde militibus et peditibus et escis tradens illud militibus Templi. Deinde 

comes transfretauit mare Barense et uenit in Hispaniam, sed non uidit faciem regis neque 

receptus est in Castella in hereditatibus patrum suorum, sed moratus est cum Raymundo, 

comite Barcinonensium, et cum Garsia, rege Pampilonensium. Deinde abiit ad Auenganiam, 

Sarracenorum principem Valentie, et fuit cum eo per aliquot dies, sed Sarraceni dederunt ei 

poculum et factus est leprosus. Sed postquam cognouit comes quod corpus esset mutatum, 

iterum abiit in Hierosolymam et fuit ibi usque ad diem mortis sue.

　
II. ムーニョ・アルフォンソによる異教徒戦争（1130 年代）
　トレードの城主として我々が十二分に記憶しているムーニョ・アルフォンソと彼に付き従う者
らは、神に対してなした甚大な罪のゆえに死去した。というのも彼は、正式な妻との間にもうけ
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た自身の娘を、或る若者との交際が原因で殺してしまったからである。彼は、神があらゆる戦い
においてそれを行なう者にお見せになるように、自身の娘に対して憐みの情をみせず、姦通を犯
した女性を心に留めることがなかった。書かれているように、パリサイ人の律法者らが主を前に
して投石を行なおうとした際に、彼らに向けて主は「あなたがたの中で罪のない者が、まずこの
女に石を投げつけるがよい」と述べられた。
　ムーニョ・アルフォンソはこの罪を生涯にわたって日々嘆き、エルサレム巡礼を望んだ。しか
し巡礼に旅立たせるべきではないという皇帝［＝カスティーリャ・レオン王アルフォンソ七世］
の嘆願を受けたトレードの教会の大司教ラモンと他の司教や聖職者達は、彼に罪の贖いとして次
のことを命じた。すなわち上述のごとく、彼がサラセン人によって殺されるまで、彼らと戦い続
けるように、と。

　Mortuus est autem Munio Adefonsi, quem alcaydem Toleti satis memorauimus, et omnes 

uiri bellatores qui cum eo erant pro peccato magno, quod fecit contra Deum, scilicet quia occidit 

suam filiam, quam habebat legitime coniugis, quia ludebat cum quodam iuuene, et non fuit 

misertus sue filie, sicut Dominus misericors erat illi in omnibus preliis quecumque faciebat, 

neque fuit memor mulieris deprehense in adulterio, quam scribe et pharisei statuentes ante 

Dominum uoluerunt lapidare, quibus et dixit Dominus: "Qui uestrum sine peccato est, primus in 

illa mittat lapidem". Sed Munio Adefonsi planxit hoc peccatum cunctis diebus uite sue et uoluit 

peregrinari Hierusalem, sed Raymundus, archiepiscopus Toletane ecclesie, et ceteri episcopi 

et clerici rogati ab imperatore ut non peregrinaretur, preceperunt ei pro penitentia ut semper 

debellaret Sarracenos, sicuti fecit, usquequo ab eis occisus est.

３．「レコンキスタ」の独自性

I. ラス・ナバス会戦へ向けて（1212 年）
　上述の事件の後、歴史書が語るところによれば以下のように推移した。前年が終わり、王達が
遠征に出立する時期になるや、高貴なる王アルフォンソ殿は、自身の臣民に招集をかけた。彼ら
は武器と糧食、その他戦闘のための必需品、そして何よりも敵に対する戦闘のために活性化され
て高められた闘争心をもって参集した。彼らは迅速に王と合流して、士気高らかに都市トレード
に至った。同都市は、彼ら皆に必要となる物資をこの上なく提供したため、必要なものを調達す
るのに困ることは何もおきなかった。当時、その都市トレードの大司教であるロドリーゴ殿、そ
してこの戦争に関して［他の］地へ派遣されていた使節たちが、この時に使命をもって派遣され
ていた先から都市トレードに帰還した。こうして王の都市［トレード］は人々で溢れかえり始め、
必要な物資で満たされ、また皆が光に満ち溢れて武器で溢れかえり、同都市に集結した多くの人々
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によって多くの言語が飛び交って、新たに集結する外部からの来訪者が増えるにしたがって様々
な衣服で満たされた。というのも、この度トレードにはヨーロッパのほぼあらゆる地域から、こ
の戦いへの愛のゆえに人々が集結したからであり、必要となる物資の不足を理由に諍いをおこす
者は存在しなかった。都市はあらゆる物資で溢れかえり、さらに王国の地域や土地からの物資が
行き交っていた。これに加えて、いと高貴なる王アルフォンソ殿の鷹揚な手で、全ての者に必要
なもの全てが分配された。この戦いの名声に最初に引き寄せられて来訪した者らの到着は、［1212
年の］2 月に始まった。少しずつ数が増えて、さらに増えて多数の軍団を都市内に収容すること
ができなくなるほどとなった。多様な地から来訪する人々は、様々な習俗、服装と言語に分け隔
てられて一致できなかったが、王の喜ぶことに当時、大司教が都市トレードに逗留していたため、
彼の知識によって意思の統一ができなかった者らの間の誤解が解消されて、合意、平穏と親愛へ
と至った。このようにして、神の恩寵によって他国の者達のためにその徴が示されて、たとえ人
類の敵である悪魔によって幾度となく妨害が試みられたにせよ、戦いを妨げうるいかなる不和や
騒擾もそこで生じないように、全てが秩序付けられたのであった。日が経つにつれて来訪する人々
の数が増えて、彼らは自身の体に主の十字架の印を身にまとって、既に戦いへと赴く十字軍士の
ごとくであった。彼らは都市の狭さに急きたてられたため、高貴なる王アルフォンソ殿は、彼ら
のためを思って、市壁外のタホ川流域に面する大小の菜園や他の果樹園を彼らに提供し、そこで
寝食を行なわせた。これらの菜園は、王権が都市に逗留して外出したい時に自ら寝食を行なうた
めに作らせたものであった。彼らに菜園を自由に利用させて、暑さの中、果樹や他の樹木の影で
休息し、戦いへ出立するまでの間、家屋で寛がせた。これら全てを、王アルフォンソ殿が、自身
の出費でもって必要なものを考慮した。我等が主たる神がキリスト教の律法と契約するため聖霊
を使徒にお送りになった、キリスト教世界での聖なる祭日　―我々はこの祝祭を五旬節と呼んで
おり、復活祭すなわち四旬節の五十日後であるが―　の八日後、高貴なるカスティーリャ王アル
フォンソ殿の忠実な友であるアラゴン王ペドロが、先の約定に従い、加勢のためにクエンカを経
由した後、そこからトレードへ向けて出立していた。それは王に相応しくない速さでの巡行であっ
た。かの定められた日に彼はトレードに滞在するアルフォンソ王殿のもとに到着したのであるが、
これこそが来訪を急いだ理由であった。［トレード］大司教と全ての聖職者らは、彼を出迎える
べく盛大な行列を挙行し、それは荘厳なものであった。彼は以下のように迎えられた。王の果樹
園と呼ばれる場で天幕を設置して華美なる準備を行い、彼と彼の家臣らの来訪が待たれたのであ
る。

　Despues desto que dicho auemos, assi acaesçio de como cuenta la estoria: passado ell anno que 

era et ueniendo el tiempo en que los reyes suelen salir a sus huestes, el noble rey don Alffonsso, 

llamadas sus yentes, et ayuntadas con sus armas et sus uiandas et todos los otros guisamientos 

que aduzien como era mester pora la batalla, et sobre todo los coraçones de todos abiuados et 

alçados pora la batalla contra los enemigos, cogieronsse todos apriessa con su rey noble et bien 
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andant, et dieron conssigo en la çipdad de Toledo. Et esta çipdad sola dio a todos abondo de 

las cosas que mester les eran, de guisa que non fallesçio nada a ninguno de lo que mester ouo 

que y non fallasse complimiento de lo que mester le fuesse. Entretanto don Rodrigo, arçobispo 

dessa çipdad de Toledo, et otros menssaieros que fueron enuiados por las tierras sobreste fecho, 

tornaronsse aquella ora pora la çipdat de Toledo de muchas partes do fueran con aquel mandato. 

Començo estonçes la real çipdad a enllenarsse de pueblos, et a seer muy complida de las cosas 

que mester eran, et ennoblesçersse todos et complirse de armas et enssennarsse de muchas 

lenguas departidas de las muchas yentes que alli eran ayuntadas, et demudarsse en tantas 

maneras de uestidos en quantas maneras eran las yentes estrannas ayuntadas alli de nueuo; ca 

por amor desta batalla fascas de todas las partidas de Europa fueron yentes ayuntadas en Toledo 

daquella veç, et non era quien se achacar pudiesse que falta fallasse y de ninguna cosa que mester 

ouiesse: tanto era abondada de toda cosa la çipdad; demas que corrien alli los abondos de las 

cosas de todas las partes del regno et de las tierras, et demas sobre tod esto, que la larga mano del 

muy noble prinçep rey don Alffonsso daua a todos todas las cosas que auien mester. Et ell acorro 

et la uenida de los que a la fama desta batalla uinieran primero, començosse en febrero; et poco 

a poco fue cresçiendo et todauia mas, tanto que la muchadumbre de las compannas non cabie 

ya en la villa. Et porque eran las yentes de muchas tierras et departidas por costumbres, et en las 

maneras del uestir et por los lenguaies desacordauan, et porque plazie al rey, ell arçobispo de la 

çipdad de Toledo moraua estonçes y, porque por la su sabiduria se amanssasse el desacuerdo 

daquellos que desacordauan et se tornasse en acuerdo et en paç et en amor. Et assi fue, que por 

la graçia de Dios, que faziendo sus sennas a las yentes extrannas, ordenaua todas las cosas de 

guisa que ninguna discordia nin ningun turuiamiento non nasçio y, que pudiesse enbargar el 

fecho de la batalla, magar que por ell enemigo del humanal llinnage, et aquel es el diablo, fuera 

muchas uezes ensayado de estoruarsse. Et porque de dia en dia cresçie mas la cuenta de las 

yentes que uinien, et trayen en sus cuerpos las sennales de la cruç del Sennor, esto es que uinien 

ya cruzados a la batalla, et porque en las angosturas de la çipdad non fuessen ellos apremiados, 

ell noble rey don Alffonsso, queriendo pensar de la pro dellos, dioles fuera de la çipdad en la 

ribera del rio Taio huertas et huertos et otros uergeles de deleycte en que tomassen solazes et 

sabores, que el fiziera criar pora si pora tomar la su real maiestad sabores et solazes quando ell en 

essa çipdad fuesse et quisiesse salir a andar, et diogelo todo a sabor de si et soltogelo pora fazer 

y como quisiessen, et folgar y a las sombras en las calenturas, et fiziessen de çimas et de ramos 

de los fruteros et de los otros aluoles cuberturas et tiendas so que estudiessen a plazer de si fastal 

dia que saliessen pora yr a la batalla. Et en tod esto penssaua dellos el rey don Alffonsso en sus 

espenssas de quanto auien mester. Et all ochauo dia despues de la fiesta en que la cristiandad 

onrra sanctidad del dia en que Nuestro Sennor Dios enuio el su Spirito Sancto sobre los apostolos 
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por firmar la ley de la su cristiandad - et a esta fiesta llamamos çinquaesma, et es a L dias del dia 

de pascua mayor, la de quaraesma - aquel dia ochauo despues del dia de çinquaesma, Pedro, 

el rey de los aragoneses, fiel amigo del noble rey don Alffonsso de Castiella, segund la postura 

que fizieran, fue en Cuenca que uinie en su ayuda, et dalli tomo el comienço de llegar a Toledo, 

et dalli fizo sus jornadas mas apressuradas que non conuinie a rey; mas en el dia puesto ueno 

ell et lego a Toledo al rey don Alffonsso, et esta era la entençion de la priessa de la su uenida. Et 

salieronle a reçebir ell arçobispo et toda la clerezia con grand procession et muy onrradamientre. 

Et ell reçebido dellos desta guisa, aca, en el vergel que dixiemos del rey, fincauan las sus tiendas 

et guisauanlo todo muy apuestamientre, esperando la su uenida et de su yent pora reçebirle y.

　
II. 遠征の開始と十字軍士の退却（1212 年）
　［トレードに集結した十字軍士らは］主イエス・キリストの名の下に出陣して、マラゴン城砦
へ進軍した。瞬きの一瞬のうちにモーロ人の手からこれを奪取して、同城砦で目に付く者皆を理
由なく殺害した。この後、彼らはカラトラバ城砦に接近して、これを Auencalem という名のモー
ロ人の手から奪還したのであるが、同地に居住する男女は助命された。彼らはさらにベネベントゥ
ム、アラルコス、カラクエルを奪取した。しかし温暖な地域で、木陰で普段生活しているピレネー
以北の人々は、過度の暑さで大地が焼けるのを目の当たりにして、不平不満を吐露しだした。自
分達は、説教で聞いたごとくにマラケシュ王に対して戦争を行なうために来訪したのであって、
マラケシュ王と対面しないのであれば、何としても帰国したいと言い出したのである。これを聞
いた全てのキリスト教徒らは、生じてきた退却に嘆き悲しんだ。帰国した者とは、約千名の武器
に熟達した勇壮の騎士らと、約六万名の武装歩兵であり、ボルドー大司教が彼らの長としてふる
まっていた。高貴なる王は、アラゴン王とともに彼らを引きとめようと努めたものの、徒労に終
わった。王の財を消費して多大な厚意を受け取っていたのであるから、辛辣な言でもって彼らを
恫喝すべきであるとの助言が高貴なる王になされた。しかし王は、上述の助言に同意することを
望まず、彼らが退去するのを平和裏に許可して、ボルドー大司教に贈り物と［帰国の］費用を提
供した。ちょうどその時、マラケシュ王の軍は、キリスト教徒の軍から二日の行程しか離れてい
なかった。驚異の神はイベリア半島、とりわけ卓越したカスティーリャ王国に、かように驚くべ
き御業において、ピレネー以北の者らを退却させてかの有名な戦闘における勝利の栄光を、ピレ
ネー以北の者らではなく、イベリア半島の者らに帰されたのであった。

　Mouientes igitur castra in nomine Domini Iesu Christi profecti sunt uersus Malagon, quod 

in momento et uelud in ictu oculi rapuerunt de manibus Maurorum, concidentes in frustra 

quotquot ibi reperti sunt. Deinde apropinquantibus illis ad Calatrauam, redita est ei per manum 

Mauri, qui dicebatur Auencalem, reseruata uita uiris et mulieribus qui reperti sunt ibidem. 

Ceperunt tunc Beneuentum, Alarcos et Caracuel. Videntes autem Vltramontani, qui solebant in 
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umbris degere in temperatis regionibus, estum nimium et feruorem solis, ceperunt murmurare 

dicentes quod ad bellum uenerant contra regem Marroquitanum, sicut eis fuerat predicatum, 

quem cum non inueniebant, uolebant modis omnibus repatriare. Quo audito dolebant omnes 

Christiani de recessu quem parabant. Erant etenim fere mile milites nobiles, in armis strenui 

et potentes, et fere sexaginta millia peditum armatorum, quorum quasi caput et princeps erat 

archiepiscopus Burdegalensis.

　Laborauit rex nobilis cum rege Aragonum ut eos retineret, sed istud nullatenus efficere 

potuerunt. Licet autem consultum fuisset regi nobili ut eos terreret uerbis asperis atque minis, 

quia sua consumserant et ab eo munera multa receperant, noluit tamen acquiescere predicto 

consilio, sed in pace permisit eos abire, donans archiepiscopo Burdegalensi munera et expensans 

[sic.]. Tunc autem exercitus regis Marroquitani non distabat ab exercitu Christianorum per dietas 

duas. Mirabilis Deus in sanctis suis, qui tam mirabiliter prouidit Yspanie et precipue regno 

Castelle, ut recedentibus Vltramontanis gloria uictorie belli famosi Yspanis, non Vltramontanis, 

atribueretur. 

III. 都市トレード民からみた十字軍士（1212 年）
　サルバティエラが征服された際、アルフォンソ王は大司教ロドリーゴをフランスとドイツ、そ
してローマ教皇のもとに派遣した。教皇は早急に全ての［参加する］者達の罪が全て赦されるよ
うに取り計らった。というのも、マラケシュの王が全世界で十字架を信仰する者達全てと戦うと
宣言したからであった。そこでピレネー向こうの者達が動員され、五旬節の日にトレードへと集
結した。彼らは皆トレードへと引き返し、ユダヤ人の多くを殺害したため、トレードの騎士達は
武装してユダヤ人らを守った。八日後、アルフォンソ王殿とアラゴン王がトレードへ入場し、全
イベリア半島とピレネー以北の者らの大軍勢が集結した。彼らは王と城主の菜園を刈りとり、ト
レードに多大なる害悪をもたらしつつ、同地に長らく滞在した。その後、王らは自軍を率いて出
陣し、マラゴンを剣でもって奪取して、カラトラバで激しい戦闘を降伏するまで実施した。アラ
ルコス、ベナベンテ、ピエドラブエナ、カラクエルを奪取してムラダール渓谷を通過し、フェラッ
トを奪取した。マラケシュ王が自身の全軍とともに来訪してロサを奪取して彼らの通過を妨害し、
渓谷を荒らしつつ通過して、ラス・ナバス・デ・トロサに陣取った。モーロ人の王はキリスト教
徒の周囲で軍を展開して、彼らに四日間にわたって挑戦を挑んだ。月曜の夜明け、ディエゴ・ロ
ペス殿が自身の騎士の全てを整列させ、五つの王国の王ら皆が前線で参戦した。ナバーラ王は右
側面、アラゴン王は左側面、カスティーリャ王は残り全ての軍勢を率いて後列に陣取った。モー
ロ人の王は自身の戦列を準備し、ディエゴと王達の列と衝突した。モーロ人らは、第一列を動員
し、ナバーラ王が彼らと戦闘にはいったが、持ちこたえることができなかった。アラゴン王も参
戦するが、持ちこたえることができず、動きもままならなかった。この後、カスティーリャ王が
後列の全てを率いて参戦し、神の御業によってモーロ人らは撃破され、馬の足で逃亡した者を除
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き、同地で皆死亡した。バエサと他の多くの拠点の者らはウベダへ逃亡した。キリスト教徒の王
らは、ウベダへ向かってこれを征服し、六万人以上の男女を捕囚した。この後、王はビレブ、バー
ニョス、トロサ、フェラットに入植させた。この戦い全てに、ピレネー向こうの者達は攻囲に参
加せずに、カラトラバから引き返し、トレードを裏切りによって征服しようとした。しかしトレー
ドの民は城門を閉めて、彼らを不忠者、裏切り者、破門者であると叫んで侮蔑した。

　Quando se perdió Salvatierra envió el Rey D. Alfonso al Arzobispo D. Rodrigo à Francia, è 

Alemaña, è al Apostoligo de Roma, è dió el Apostoligo à tal soltura por tod el mundo que fuesen 

todos soltos de sus pecados : è este perdon fue porque el Rey de Marruecos dixo que lidiarie 

con quantos adoraban Cruz en todo el mundo, è movieronse los dultra puertos, è vinieron à 

Toledo en dia de Cinquesma, è volvieron todo Toledo, è mataron de los Judios dellos muchos, 

è armaronse los Caballeros de Toledo, è defendieron à los Judios: è despues à VIII. dias entró 

el Rey D. Alfonso, è el Rey Daragon en Toledo, è ayuntaronse grandes gientes de toda España, 

è de toda ultra puertos, è cortaron toda la huerta del Rey, è de Alcardet todo, è ficieron mucho 

mal en Toledo, è duraron y mucho: despues movieronse los Reyes con las huestes, è prisieron 

à Malagon por espada, è lidiaron mucho à Calatrava, hasta que se dieron, è prisieron Alarcos, è 

Benavent, è Piedrabuena, è Caracuel, è pasaron el Puerto del Muradal, è prisieron à Ferrat. E vino 

el Rey de Marruecos con toda su huest, è prisó la Losa, è non los dejaba pasar, è derrompieron la 

Sierra, è pasaron, è fueron posar en las Navas de Tolosa, è paró el Rey Moro las azes aderredor 

de los Christianos IV. dias, è dioles grandes torneos: è Lunes amanecient parose D. Diego Lopez 

con todos sus Caballeros, è todos los Reyes de los cinco Regnos à las primeras feridas. E el Rey 

de Navarra era la costanera diestra, è el Rey de Aragon era la siniestra, è el Rey de Castiella 

tenia la Zaga con todas las otras gientes del mundo. E paró el Rey Moro sus azes, è ferió la haz 

de Diego, è de los Reyes, è movieron los Moros à la primera az, è ferió el Rey de Navarra sobre 

ellos, è non los pudo sofrir, è ferió el Rey de Aragon sobre ellos, è non los pudo sofrir, ni los 

pudo mover. Despues ferió el Rey de Castiella con toda la zaga, è plogó à Dios, que fueron los 

Moros arrancados, è murieron y todos: si non los que escaparon por pie de Caballo, è fugieron 

los de Baeza, è de otras Villas muchas para Ubeda. E fueron los Reyes Christianos prender à 

Ubeda è prisieron muchos cativos e cativas mas de LX. mil. Despues pobló el Rey à Bileb, è 

Baños, è Tolosa, è Ferrat. E en toda esta facenda non se acercaron y los omes de Ultrapuertos, 

que se tornaron de Calatrava, è cuidaron prender à Toledo por trayzon. Mas los omes de Toledo 

cerraronles las puertas, denostandolos, è clamandolos desleales, è traedores, è descomulgados.
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４．中世後期の「レコンキスタ」と十字軍

I. ムハンマド一世による「封建反乱」と十字軍説教（1264 年 6 月 20 日付書簡 於セビーリャ）
　神の恩寵によりカスティーリャ王、トレード王、レオン王、ガリシア王、セビーリャ王、コル
ドバ王、ムルシア王、ハエン王、アルガルベ王たるアルフォンソ［十世］から、同じく恩寵によ
りクエンカ司教たる貴殿ペドロに対し、余が愛し、全幅の信頼を置く者のごとくに挨拶を。
　貴殿に以下のことを知らせるものである。すなわち、余がトレードにて帝国の案件に関して身
分制議会を開催した際、余はグラナダ王にも信頼していたところの臣下として、また友として、
この件における助言をなすようにと要求したのである。そこでグラナダ王が、書状にて余に返答
し助言することには、もし［神聖ローマ］帝国が余の偉大なる誉れと利益に適う形で得られない
のであれば、かの地に赴くべきではなく、むしろこの地［＝アンダルス］へと来訪するべきであっ
て、彼は余を助力し、かのもの［＝神聖ローマ帝国］よりはるかに偉大で良き帝国を如何に獲得
しうるのかを示すつもりであるとのことであった。
　この件に関して彼が、余は他のいかなることよりもこの地へと来訪することを優先すべきであ
り、同地にて長く逗留すべきと述べたため、余はハエンへと赴いた。彼は同地に滞在する余を訪
問したため、余は余に約すと述べ伝えたところの事とは何であるかと尋ねた。彼が余に言うには、
余がセウタを獲得するため助力をなすとのことであり、［これによって］余の助けとなるであろう、
そしてかの地を征服するため、余が望むことを実行してくれるであろうところの海の向こうの多
くのモーロ人達を友として与えるつもりであるとのことであった。
　そこで余は彼に以下のように伝えた。この件を成功させるべく、余は余の船舶を逗留させるた
めにアルヘシラスとタリファという海港が必要となるのであり、これらはセウタとの戦いをうま
く推移させるため、そして海向こうに渡るために適切な出航地であるから、彼に同地を譲渡して
くれるように懇願したのである。彼が余に述べるには、心からそれを喜ばしく思っており、余に
譲渡するつもりであると言い、彼自身、余に譲渡するための期間として 30 日を設定した。しか
しこの期間が過ぎ、さらに 30 日が過ぎても、彼はそれを実行しなかった。その後彼はセビーリャ
に逗留する余を訪問して以下のように述べた。すなわち、モーロ人［の臣下達］が彼にそれを実
行しないようにと助言しているため、余への譲渡のために彼の息子を派遣するつもりである、と。
　そこで余が良く遇して多くの栄誉を与えたところの友として、そして臣下として彼がこれを実
行に移すと信頼し、また余に奉仕して忠実に余を愛するために多くの恩義を余に感じていると考
えていたのであるが、彼は自身の心に抱くところの偽りと裏切りをもって、その約定［の実行］
を引き伸ばしていった。余に約した事柄を実行するばかりか、彼はチュニス王に伝えて彼の臣下
へと鞍替えをなし、また自身の使節を彼［＝チュニス王］や、余が思うに余を憎悪している全て
の者達に派遣して、彼らと友愛を契ったのである。これらの行為を余に言葉で伝えてきたが、余
には彼の真意を何も理解させないようにと命じていたのであり、というのも彼が為すことすべて
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は余への奉仕のためであり、余の家に［利益を］もたらすはずであって、余の命令は全て実行す
るつもりであり、余の望みを実行しないままで余から離れることはない［と伝えてきた］。そし
てこの件に関し彼は余に使節を派遣して、彼と余に対する奉仕について協議せねばならないと述
べてきた。
　書簡にて、あるいは使節の派遣によって、彼が可能なこと全てを常に余に確約していたのであ
るが、これを余に伝達する一方で彼は、秘密裏に余の都市や城砦に居住しているモーロ人らと接
触して、皆で彼とともに定められた日に蜂起するように伝えていたのである。彼は可能な限り海
の向こうから人員を渡海させて、全ての準備を整え、また余がより平穏で安心しきっており、さ
らには余が最も少数の随員でもってこの地に来訪すると判断した時、彼は余に使節を送り、もは
や余の臣下ではないと伝えてきたのである。
　彼の使節らが余のもとから退去する前に、余の地に侵入して、余の城砦を攻撃し余の臣民を殺
害した。そして今も、彼は自身の権力と海の向こうの力でもって、可能な限りの戦争と害悪を余
にはたらいている。
　しかし余は神を信頼して、彼はかほどに甚大なる裏切りをかかる方策でもって暴露したのであ
るが、全ては彼と彼の追従者らの損害と崩壊へと転向を遂げるであろうし、またそれは神への大
いなる献身、キリスト教信仰の称揚、余の相続領域と余の王国の全ての民の栄光と利益となるで
あろうと考えている。というのも、これは神に誓って、彼こそが余と保持していたところの約定
をかように不正にも破棄したのであるからであって、今やその償いを彼に要求すべき正当性が余
にあるからである。
　［戦争が］開始されて後、もし余が助言を求めなかったとしたら、かかる事態は、余の地にお
ける蜂起、余の領地の相続放棄と縮小、信仰の低下につながるわけであり、大きな損害と甚大な
る危険を招来するであろう。ゆえに余は、可能な方策を総動員し余の力を彼に対して結集するこ
とを決意した。
　余はグラナダ王が深刻な偽りと裏切りを余に対して為すことを放置するつもりはなく、余は教
皇インノケンティウス［四世］とアレクサンデル［四世］からの書状を得ている。この書状には、
もし仮に余がカスティーリャとレオン［王国］の国境に位置するイベリア半島のモーロ人に対し
て戦争を実施せねばならない事態が生じた場合、余を助けて余自身あるいは余の任ずる者らとと
もに参戦する全ての者が、聖地へ赴く全ての者に与えられるところの罪の赦しを獲得するであろ
うことが記されている。
　上記の教皇書簡は、以下のように作成されている。

（1246 年 5 月 25 日付インノケンティウス四世による教勅の挿入）
（1259 年 8 月 27 日付アレクサンデル四世による教勅の挿入）
　
　そしてこれがより遠方まで、またより十全に実施されるよう、余の領域の全土においてグラナ
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ダ王に対する十字軍の説教をなし、上記の理由において余が赦しを得ていることを通達すること
を余は決意している。
　よって、貴殿に以下のことを要請するものである。すなわち、余の援助へと来訪するもの全て
に対し、上記の教皇による赦しが授与されると説教を行なって欲しい。要請されたならばこの余
の書状の写しを送り、如何になすべきかを命ずるように。
　また上記の教勅に関して疑いを挟むことがなきよう、余はセビーリャ大司教ラモン殿、コリア
司教フェルナンド殿に、上記に教皇印が付されていたことを見せ、その証として自身の印をこの
書状に押すように要請した。
　セビーリャにて。王が作成を命じ、これは［ヒスパニア暦］1302 年［＝西暦 1264 年］の 6 月
20 日金曜に作成された。
　［書記］アルバル・ペレスが作成。

　Don Alfonso, por la gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, de Seuilla, 

de Córdoua, de Murcia, de Jahén e del Algarue, a uos don Pedro, por esa misma gracia obispo de 

Cuenca, salut assí como a aquél que queremos bien e en que mucho fiamos.

　Fazemos uos saber que quando fiziemos nuestras cortes en Toledo sobre fecho del Imperio, 

embiamos demandar conseio al rey de Granada que nos conseiasse en este fecho assí commo 

uassallo e amigo en que fiáuamos. E él embiónos dezir por su carta que nos conseiaua que si 

el Imperio non nos diessen, en manera que fuesse a grant nuestra onrra e nuestro pro, que non 

fuéssemos y, mas que uiniéssemos a esta tierra e que él nos ayudaríe e nos mostraríe commo 

ouiéssemos muy mayor e meior imperio que aquél.

　Et sobresto que nos dixo uiniemos a esta tierra más que por otra cosa ninguna, e estidiemos 

y grant tiempo, e de sy fuemos a Jahén, e él uino y a nos, et dixiémosle qué era quello que nos 

enbiara prometer. Et él díxonos que nos ayudaríe que ouiéssemos Cepta, e nos ganaríe muchos 

moros de allent mar por amigos, que seríen en nuestra ayuda e faríen lo que nos quisiéssemos 

para conquerir la tierra.

　Et nos dixiémosle que pora se fazer meior esto ouiemos mester los puertos de Gizirat al-Adra 

e Tarifa en que touiéssemos nuestros nauíos, que eran logares onde podríemos meior guerrear 

Cepta e auer la passada pora allent, e rogámosle que nos lo diesse. Et él díxonos quel plazíe muy 

de coraçón e que nos los daríe, e él mismo puso plazo de treynta días a que nos los diesse. Et 

passó este plazo e el otro, e non lo fizo. Et de sy uino a nos a Seuilla e díxonos que los moros non 

le conseiauan que lo fiziesse, mas que embiaríe su fijo que nos lo diesse.

　Et nos, fiando en él que nos compliríe esto assí commo amigo et uassallo a quien fiziemos 

mucho bien e mucha onrra e que le endebdáramos mucho pora seruirnos e amarnos lealmente, 

con la falsedad e con la traición que tiene en su coraçón, fuénos alongando el pleyto, e en logar 



111

de complir los que nos auíe prometido, enbiósse tornar uassallo del rey de Túnez e enbiól sus 

mandaderos a él e a todos los otros que entendíe que nos desamauan e puso su amor con ellos 

teniéndonos a palabra e diziendo que non nos fiziessen dél entender ninguna cosa, ca quanto él 

fazíe todo era para nuestro seruicio, e que uerníe a nuestra casa e faríe quanto nos mandássemos, 

e non se partiríe de nos a menos de complir nuestra uoluntad. Et sobresto enbiónos dezir que 

enbiássemos nuestro mandadero, que auíe de fablar con él cosas que eran a nuestro seruicio. Et 

sobresto enbiónos dezir que enbiássemos nuestro mandadero, que auíe de fablar con él cosas que 

eran a nuestro seruicio.

　Et asegurándonos siempre quanto él podíe por sus cartas e por sus mandaderos, e enbiándonos 

dezir esto, fizo fablar encubiertamentre con los moros que morauan en nuestras uillas e en 

nuestros castiellos que se alçassen todos con él a día sennalado. E a la sazón que él ouo passado 

quanto poder pudo de allent mar e guisadas todas sus cosas e entendió que nos estáuamos más 

assossegado e assegurado e con más poca companna deque a esta tierra uiniemos, enbiónos dezir 

que non eran nuestro uassallo.

　E ante que los sus mandaderos se partiessen de nos, corriónos la tierra e combatiónos los 

castiellos e matónos los uassallos, e fázenos agora quanta guerra e quanto mal puede con su 

poder e el de allent mar.

　Pero fiamos en Dios que esta trayción tan grande que él en tal guisa descubrió contra nos 

que todo se tornará a danno e a quebranto dél e de los suyos, e será a grant seruicio de Dios 

e a exalçamiento de christiandad e a onrra e a pro e a heredamiento de nos e de los omnes de 

nuestros regnos, ca tenemos que esto por Dios uino en quebrantar él tan falsamente los pleytos 

que auíe connusco e agora auemos derecho de gelo demandar.

　Et porque este fecho podríe uenir a grant danno e a grant peligro si conseio non tomássemos 

luego en començamiento, commo cosa que es alçamiento de nuestra tierra e nuestro 

desheredamiento e menguamiento de nuestro sennorío e baxamiento de la fee, tenemos por bien 

de ayuntar nuestro poder en quantas maneras pudiéremos contra él.

　Et commoquier que nos non aguardássemos que el rey de Granada faríe tamanna falsedad e 

trayción contra nos, ganamos cartas de Innocencio papa e de Alexander en que dizen que si por 

auentura acaesciesse que nos ouiéssemos de mouer guerra contra los moros de Espanna, que son 

en la frontera de Castiella e de León, que todos aquellos que fueren connusco en nuestra ayuda o 

con aquéllos que nos mandáremos, que ayan essos mismos perdones que son otorgados a todos 

aquellos que uan a la tierra de Ultramar.

　Et las cartas de los Apostóligos sobredichos son fechas en esta guisa:

　(Insertada la bula de cruzada a 1246-05-25 en Lyon)

　(Insetada la bula de cruzada a 1259-08-27 en Anagni)
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　Et porque esto se faga más ayna e más complidamientre, tenemos por bien de fazer predicar la 

Cruzada por toda nuestra tierra contra el rey de Granada, e de fazer saber los perdones que nos 

teniemos sobresta razón.

　Onde uos rogamos que prediquedes que les son otorgados los perdones de los Apostóligos 

sobredichos a todos aquellos que uinieren en nuestra ayuda. Et embiat el traslado desta mi carta 

a aquéllos que la pidieren, e mandatles commo fagan.

　Et porque non pueda uenir dubda sobre las cartas sobredichas, rogamos a don Remondo, 

arçobispo de Seuilla, e a don Ferrando, obispo de Coria, que las uieron bulladas, que pusiessen 

en esta carta sus seellos en testimonio.

　Dada en Seuilla, el rey la mandó, uiernes XX días andados del mes de junio, en era de mill e 

trezientos e dos annos.

　Aluar Pérez la fizo.

　

II. 聖戦かつ正戦としての「レコンキスタ」理念
　また、イエス・キリストが磔刑に処せられてからはるか後、名をムハンマドという疑わしき男
が登場してアラビアにて説教を行ない、無知なる者らに神の預言者であると信じ込ませました。

（中略）彼を信奉する者は多数にのぼり、彼らは多くの地を奪い、さらに我がものとして、現在
においても保持しているのですが、その土地は使徒たちによってイエス・キリストの信仰へと改
宗したキリスト教徒のものでした。このゆえに、キリスト教徒とモーロ人との間には戦争が存在
し、それはモーロ人により力ずくで奪われた地をキリスト教徒が奪い返すまで継続することで
しょう。というのも、彼らモーロ人が保持するところの法によっても、宗派によっても、両者の
間に戦争は生じないからです。なぜなら、イエス・キリストは彼の法に属させるためにいかなる
者も殺害してはならず、また強いてはならないとお命じになっており、また神は強制された奉仕
をお望みにはならないのであって、自身の意図で、自発的になされたことをお望みになるのです。
しかし良きキリスト教徒らは、モーロ人らから、かくも多くの害悪を被ったことを神が同意なさ
る理由を保持しており、そのゆえに、この戦争で亡くなった者らが、聖なる教会の命を果たした
のであるから殉教者となり、かの殉教によって彼らの魂が為した罪から解放されるよう、彼らと
正当にも戦争をなすべき理由を持っているのです。

　Otrosí, a muy grand tiempo después que Jesucristo fue puesto en la cruz, vino un falso omne 

que avía nombre Mahomad, et pedricó en Aravia, et fizo crer âlgunas gentes necias que era 

profeta enviado de Dios. (...) Et tantas fueron las gentes quel creyeron que se apoderaron de 

muchas tierras, et aun tomaron muchas, et tiénenlas oy en día, de las que eran de los cristianos 

que fueron convertidos por los apóstoles a la fe de Jesucristo. Et por esto, á guerra entre los 

cristianos et los moros, et abrá fasta que ayan cobrado los cristianos las tierras que los moros les 
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tienen forçadas ; ca, cuanto por la ley nin por la seta que ellos tienen, non avrían guerra entre 

ellos. Ca Jesucristo nunca mandó que matasen nin apremiasen a ninguno porque tomasen la su 

ley, ca Él non quiere servicio forçado, sinon el que [se] faze de buen talante et de grado. Et tiene[n] 

los buenos cristianos que la razón por que Dios consintió que los cristianos oviesen recebido de 

los moros tanto mal, es porque ayan razón de aver con ellos guerra derechureramente, por que 

los que en ella murieren, aviendo complido los mandamientos de santa Eglesia, sean mártires, et 

sean las sus ánimas, por el martirio, quitas del pecado que fizieren. 

III. 対オスマン十字軍と「レコンキスタ」（1464 年 8 月 6 日付書簡　於セゴビア）
　神の恩寵によりカスティーリャ、レオン、トレード、ガリシア、セビーリャ、コルドバ、ムルシア、
ハエン、アルガルベ、アルヘシラス、ジブラルタルの王であり、ビスカヤ、モリーナ領主たるエ
ンリケ［四世］から。貴殿すなわち尊敬すべきキリストの教父であるわが王国教会の大司教、司
教へ。貴殿、すなわちプラセンシア伯で余の廷臣、大法官アルバロ・デ・ストゥニガと、余の廷
臣ら、余の法廷の聴罪官ら、余の王国と支配領域のうちでアンダルシーア王国、アストゥリアス
太子領、ギプスコア域、ビスカヤ伯領、他の余の王国と支配領域で陸海を介した全ての都市、町、
拠点の法官、執吏とあらゆる法官職の者らへ。また、ガレー船、ナオ船、フスタ船などあらゆる
船舶の所有者と船長へ。そして上述の余の港の公租と関所に関する権限を委譲された者へ。貴殿
らのうちでこの余の書状あるいは公書記によって捺印されたその写しを目にした者ら全てに対し
て、平安と恩寵を。
　以下のことを知るように。神と余への奉仕、余の王国と支配領域の公なる善、そして余の臣下
と王国出自の者らにかなうと考え、貴殿らに以下の命令を書き送った。すなわち、上述の余の臣
下と王国出身者に対して続けられ、また以後も続けられると思うところの天界と俗界における甚
大な損害と危険を避けねばならない。というのも、我等の聖なる父によって授与された贖宥に関
してよく知らずに、我等が正統信仰の敵たるトルコ人に対する戦争に参戦する者が、この贖宥を
得るにあたって満たさねばならない条件と資格を知らない。このため彼らは失望し、あるいは騙
されて、上記の贖宥に関する然るべき方策についてよく知らずに、実際には上記の教勅に含まれ
ていない多くの点を言って確約しつつ、公示し説教を行なった幾人かの説教師に魅了されたので
ある。これは彼らの魂に甚大な危険をもたらし、上述の余の臣下と王国出身者で、既に出立した
者と今後上述の対トルコ人戦争に出立するであろう者にとって、この上なき損失となろう。そこ
で余は上述の我等のいと神聖なる父に、以下の点を懇願した。すなわち、上述のトルコ人に対す
る十字軍と十全なる贖宥と同等の条件と資格を、余と余の命令によってグラナダ王国の聖なる信
仰の敵たるモーロ人に対抗する全ての者達にも授与されて認められることを。そして上述のトル
コ人と戦うために、騎馬と徒歩のいかなる者も、上述の余の王国と支配域から退去することに同
意せず、また許されないように。なぜなら、上述の余の王国と支配領域に、近々、上記の［対ト
ルコ］十字軍に授与されるのと同等の恩寵と贖宥が、上記の通りに［教皇から］与えられると思
われるからであり、このゆえに、また上記の我等のいと神聖なる父は余に対して以下の点をお知
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らせになったからである。上記の［対トルコ十字軍］の遂行のために、既に出立し、あるいは出
立しようとしていた者らの大部分が、向かう方策を知らず、また上述の贖宥のための期間を過ご
すための能力も出費ももたずに、道に迷って騙された。彼らの多くは到達する前に疲弊して道に
迷い、また病気のために上記のトルコ人の地への出立をとりやめ、さらにはキリスト教徒の王と
諸侯らは上述の［対トルコ人］戦争へ参加せず、返答もよこさなかったのである。そこで彼［＝
教皇］は、上述の余の王国に帰還するように命じ、以後は上記の理由、そして余が懇願していた
ところの上述のモーロ人に対する上記の教勅と贖宥を余へ送ったことを彼らに伝えて、出立しな
いようにと命令をお発しになった。上記の対トルコ十字軍の遂行のために出立した者らの大部分
は、既に余の王国へと帰還している。しかし未だに我等のいと神聖なる父が、余にお知らせになっ
た上記の点を知らない聖俗の者達が多く存在している。彼らは自身の教会、修道院、妻、息子を
放置するにまかせて、上述のトルコ人に対抗するために出立すると言って余の王国の外へ日々出
ようとしている。このため余と、上述の余の王国の公なる善、そして上述の余の臣下と王国出身
者に対する不誠実と損害が続いている。さらにこれを越えて、これまでに増大してきた［この害
悪］のために、余はこの書状を貴殿らと貴殿らの各々に送るように命じた。
　この書状によって、余は敬意を表すべき聖職者、高位聖職者たる貴殿らに対し以下の懇願を行
なう。すなわち、貴殿らの教会、大司教区、司教区においてこれを宣言させ、公示させるよう。
また貴殿ら皆と各々に以下の命令をなす。すなわち、この書状あるいは捺印されたその写しに従
い、上記の点のゆえに、以後、騎馬と徒のいかなる者も、上述の都市や町、あるいは拠点から出
立することに同意せず、またその余地を与えないよう。また余の王国の港を通って海から、また
は陸から出立する場合には、彼らを登記し違反させず、彼らに余地を与えずに、またそれに同意
せず、彼らを乗せず、また乗船させないよう。
　余はこの書状によって、上述の余の港湾で発見した、それでもって出立するために準備された
全てのナオ船［の出港］を差し止める。貴殿らはこれに違反した者らの身体を拘束すべし。彼ら
が自身の財を売却、あるいは購入すること、あるいは両替商や他の者らが彼らにドブラ貨、フィ
オリーノ貨、エンリケ貨または他の貨幣を貸与すること、両替商らが上述の余の王国から出立し
上記のこと［＝対トルコ十字軍］を遂行するために質に入れたり交換することに同意せず、また
その余地を与えないよう。余の望みとは、（判別不可能）同様に上記の我等が聖なる信仰の敵た
るモーロ人に対する贖宥［に従うことである？］。またこれを実行に移して達成し、もし違反し
た場合、保持している特権は失われ、余の国庫へと全財産が没収されることとなる。これが守ら
れない場合、それは余に対する甚大なる不誠実となろうし、またそれは上述の余の王国と支配領
域にとっての損害と人口の流出につながる。よって余は、上述の余の判官らに以下の命令をなす。
すなわち、皆がこの通告を目にして、幾人かがこの余の書状を知らないと言い張ることができな
いよう、公示させるべし。貴殿らがこれに違反するか、他のものが違反した場合、余の望みと、
その者の財の没収と職の罷免という罰則の下に、いかなる者もこれに反してはならない。違反者
は、余の国庫のための没収をこうむるものとする。さらに余は、貴殿らによってこの余の書状あ
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るいは捺印されたその写しを提示された者に対して、以下の命令をなす。すなわち、貴殿らに示
された 15 日間の間に、上述の罰則を伴って、どこに在しようとも余と余の宮廷の面前に出頭せ
ねばならない。同じく、同罰則を伴って、余はこのために召喚されたあらゆる公書記に対して、
以下の命令をなす。すなわち、命令が如何に達成されたかを余が知られるように、捺印と証言を
貨幣の付いていない形で［？］提示すべし。
　都市セゴビアにて作成。我等が主イエス・キリスト生誕の年 1464 年の 8 月 6 日。王たる余。
我等が主君の王の執吏たる私、アルフォンソ・デ・バダホスが、王の命令によって作成を命じた。
登録済。文書書記その他の印。

　Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Galizia, de Sevilla, 

de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarve, de Algezira, de Gibraltar, e señor de Vizcaya e de 

Molina. A vos los reverendos padres in Chripto, arçobispos e obispos de las yglesias de nuestros 

reynos, e a vos don Alvaro Destuñiga, conde de Plasençia, mi justiçia mayor e del mi consejo, 

e a los del mi consejo e oydores de la mi abdiençia e alcalldes e alguaziles e otras justiçias 

qualesquier de todas las çibdades e villas e lugares de los mis reynos e señorios que son en el mi 

reyno de Andolozia e en el mi prinçipado de Asturias e en la provinçias de Guipuscoa e condado 

de Vizcaya e de los otros mis reynos e señorios, asy por mar como por tierra, e a qualesquier 

patrones e maestres [de qual]esquier galeas e naos e fustas e navios, e a los mis arrendadores 

de los [mis] diezmos e aduanas de los dichos mis puertos e a cada uno dellos e a cada uno o 

qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della synado d[e] escrivano 

publico, salud e graçia.

　Bien sabedes que yo entendiendo ser asy [c]onplidero a serviçios de Dios e mio e al bien 

publico de mis reynos e señorios e de mis subditos e naturales dellos por otras mis cartas vos 

enbie mandar que por evitar los grandes daños e peligros, asy espirituales como tenporales que 

a los dichos mis subditos e naturales se siguian e esperavan seguir para adelante porque no bien 

ynformados de la yndulgençia por nuestro santo padre otorgada a los que fuesen a la guerra 

quel fazia contra los turcos enemigos de nuestra santa fe catolica ni de las condiçiones e calidades 

en ella contenidas que devian fazer e cunplir aquellos que la quisiesen ganar, los quales asy por 

esto como por se deçebtos e engañados e atraydos por algunos predicadores que no entendiendo 

la dicha yndulgençia segund devian la avian publicado e predicado diziendo e afirmando [mu]

chas cosas que no se contenian en la dicha bulla en gran peligro de sus animas e daños ynmensos 

de los dichos mis subditos e naturales que fasta aqui son ydos o de aqui adelante fuesen contra 

los dichos turcos, yo enbie suplicar al dicho nuestro muy santo padre que la misma cruzada e 

yndulgençia plenaria que avia otorgado contra los dichos turcos aquella mesma quisiese dar 

e otorgar con las mismas condiçiones e calidades que en ella se contenian e contienen a todos 
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aquellos que comigo e por mi mandado fuesen contra los moros del reyno de Granada enemigos 

de la dicha santa fe que no dexasedes ni consyntiesedes salir de los dichos mis reynos e señorios 

gentes algunas de cavallo ni de pie contra los dichos turcos, pues que en los dichos mis reynos 

e señorios se esperavan muy en breve conseguir las mismas graçias e yndulgençías que eran 

otorgadas en la dicha cruzada por la manera que dicha es, por lo qual e asy mesmo porquel 

dicho nuestro muy santo padre me enbio notificar como muy grand parte de la gente que yva 

o esperava yr en presecuçion de lo susodicho yvan perdidos e engañados, asy por no saber la 

forma en que yvan como por no tener facultades ni expensas para estar el tienpo en la dicha 

yndulgençia contenida e porque la mayor parte dellos antes que allegasen estavan muy gastados 

e perdidos como porquel avia sobreseydo en su yda al dicho turco por la yndispusiçion de su 

persona como porque los reyes e prinçipes cristianos le no avian acudido e respondido para yr 

a las dichas guerras les avia mandado que se bolviesen para los dichos mis reynos e que se no 

pasasen ni fuesen adelante por la qual dicha cabsa e asy mesmo porquel dicho nuestro santo 

padre les mando noteficar como me enbiava la dicha bulla e yndulgençia que por mi le fuera 

enviado suplicar que me otorgase contra los dichos moros, muy gran parte de las dichas gentes 

que asy yva en prosecuçion de lo susodicho son bueltos e torrnados a los dichos mis reynos e 

porque no seyendo sabidores de lo susodicho por el dicho nuestro muy santo padre a mi enviado 

noteficar muchas gentes de los dichos mis reynos, asy esclesiasticos como seglares dexa[ndo] 

[desan]parando sus yglesias e monesterios e sus mugeres e fijos se yrian e v[an de cada] dia 

fuera de los dichos mis reynos diziendo que van contra los dichos t[urcos de lo] qual a mi se 

syguiria deserviçio e daño al bien publico de los dichos [mis rey]nos e a los dichos mis subditos 

e naturales dello e asy allende de lo que f[asta aqui se a] recreçido, mande dar esta mi carta para 

vos e para cada uno de vos.

　Por [la qual ruego] a vos los reverendos padres, perrlados que lo fagades asy predicar e 

pub[licar por] vuestras yglesias e arçobispados e obispados, e mando a vos todos los sobred[ichos 

e a] cada uno de vos que luego que con ella o con el dicho su traslado synado como [dicho es,] 

vosotros e cada uno de vos fueredes requeridos que dende en adelante no [consyntedes] ni 

dedes logar a que presona ni presonas algunas asy a cavallo como a pie [sal]gan ni vayan fuera 

desas dichas çibdades e villas e lugares ni de al[gunas] dellas ni por los dichos puertos de los 

dichos mis reynos por mar [ni por tierra] so cabsa ni color de lo susodicho, antes gelo registredes 

e contrariedes [e les no] dedes lugar a ello ni gelo consyntades y les enbarguedes e fagades 

enbargar. [E yo] por la presente pongo enbargo en todos e qualesquier naos que en los dichos 

[mis puer]tos fallaredes que estan prestos para en que ayan de yr, e prendades los cuerpos [a 

qualesquier] presonas lo contrario fizieren e les no consyntades ni dedes lugar que ven[dan ni] 

podades vender ningunos ni algunos de sus bienes ni le sean conprados por presona [o pre]sonas 
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algunas ni que los canbiadores ni otras presonas algunas les prestedes [doblas] ni florines ni 

enrriques ni otra moneda ni que los canbiadores fagan trueco ni [cambio dello] para yr fuera de 

los dichos mis reynos a prosecuçion de lo susodicho, e es mi me[rçed] [roto] asy mesmo la dicha 

yndulgençia contra los dichos moros enemigos de nuestra santa fe, e que lo asy fagan e cunplan 

so pena de perder la naturaleza que han e tyenen en [mis reynos e] de confiscasion de todos 

sus bienes para mi camara, por quanto faziendose [lo contrario seria] e es grand deserviçio mio 

e daño e despoblamiento de los dichos mis reynos e señorios [lo qual] mando a vos las dichas 

mis justiçias que fagades asy pregonar publicamente porque ven[ga] a notiçia de todos e dello 

no puedan pretender ynorançia, e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna 

manera so pena de la mi merçed e de privaçion de los ofiçios [e de] confiscasyon de los bienes 

de los que lo contrario fizieredes o fizieren, los quales por el memso fecho faziendo lo contrario 

ayan seydo e sean confiscados e aplicados para la mi camara e fisco, e demas mando al ome que 

vos esta mi carta mostrare o el dicho su traslado synado como dicho es que vos enplaze que 

parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que vos enplazare fasta quince 

dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escrivano publico que 

para esto fuere llamado que de ende la que vos la mostrare testimonio synado con su signo syn 

dineros porque yo sepa en como se cunple mandado.

　Dada en la çibdad de Segovia a seys dias de agosto, año del nasçimiento del Nuestro Señor 

Jhesuchripto de mill e quatroçientos e sesenta e quatro años. Yo el Rey. Yo Alfonso de Badajoz, 

secretario de nuestro señor rey, la fiz escrevir por su mandado. Registrada, chançeller e otras 

señales.

【本稿は、平成 25 年度科学研究費助成事業科学研究費補助金（特別研究員奨励費）による研究成果の一部である。】
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