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東洋の使徒  フランシスコ・ザビエル

とを誓いました。東洋への布教活動に尽力したザビエル
の生涯はトルセリーニを始めとする多くの歴史家たちに
よって研究され、様々な伝記が著されました。また、ザ
ビエルの遺骸は「聖遺物」としてインドのゴアに安置さ
れています。現代でも、ザビエルは多くのキリスト教信
者たちに慕われ続けています。

　1549（天文 18）年 8 月 15 日、ザビエル一行は鹿児
島に上陸しました（キリスト伝来）。ザビエルが日本への
布教を志したのは、マラッカでの日本人アンジロー（ヤ
ジロウ）との出会いがきっかけでした。
　アンジローと面会したザビエルは、日本人は知識欲が
旺盛であり高い文化を持っていると感じ、日本にとても
興味を持つようになりました。
　鹿児島に上陸した後、ザビエルは平戸・山口・京都を
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ザビエル日本上陸、そして来豊

ザビエル肖像
▲トルセリーニ
『東洋の使徒フランシスコ・ザビエルの生涯』
（大分市歴史資料館所蔵）

▶ティセラ『日本図』（大分市歴史資料館所蔵）

フランシスコ・ザビエルの生涯（略年表）
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　東洋に初めてキリスト教を布教したフランシスコ・ザ
ビエル。彼は後に「東洋の使徒（キリストの教えを伝え
るための使者）」と讃えられました。
　ザビエルが活躍した 16 世紀、西洋と東洋の交流が盛
んになった大航海時代を迎えていました。ザビエルが創
設者の 1 人として関わったイエズス会は、当時強大な勢
力を誇っていたスペイン・ポルトガルの支援を受けて、
世界各地で布教活動を精力的に行っていました。ザビエ
ルは、インド・東南アジア・日本へと活動の範囲を広げ、
多くの信者を獲得しました。
　後に「聖人」に列せられたザビエルですが、当初はナ
バラ王国の滅亡とともに没落した実家のザビエル家を再
興するために、高位の聖職者を目指していました。しかし、
パリ大学にてイグナティウス・ロヨラと出会い、彼の人
柄や生き方、思想に感化されたことにより、ザビエルは
それまで抱いていた聖職者として出世する道を捨て、ロ
ヨラとともに修道会をつくって信仰の道に生きること、
そしてキリスト教の東方への布教にその身をささげるこ



護のもとでキリスト教の信仰が盛んになりました。大友
氏の本拠地である府内では教会や病院、育児院といった
キリスト教の施設が立ち並び、日本で初めて演劇や西洋
音楽の演奏が行われました。南蛮文化が花開いた府内で
は、教会が建てられてから 2 年後には 1500 人もの人々
がキリスト教に改宗したと言われています。
　その一方で、大友家内部では宗麟の正室奈多氏を始め
とする仏教・神道を重んじる派閥とキリスト教を信仰す
る派閥との抗争が激しくなりました。大友家の名将、戸
次道雪は自らの書状の中でキリスト教によって国が混乱
していることを嘆いています。
　1587( 天正 15) 年５月、宗麟がこの世を去ると、保
護者を失った豊後国内でのキリスト教信仰は次第にその
勢いを失いました。さらに、豊臣秀吉が伴天連追放令を
発布したことを契機にキリスト教の信仰は全国的に禁止
されていきます。

　日出藩初代藩主木下延俊 (1577 ～ 1642) の周囲には
キリシタンになった人々がいたとされています。延俊の
実兄の勝俊 (1569 ～ 1649) は関ヶ原の戦いの後、1604
( 慶長 9) 年に改宗して「ペトロ ( ペドロ )」という洗礼
名を授かりました。また、細川忠興 ( 延俊の義兄 ) の妻
である玉 ( 玉子 ) は、夫との不仲や逆臣明智光秀の娘で
あることへの負い目がきっかけとなり、天正 15(1587) 
年に改宗して「ガラシャ」という洗礼名を授かりました。

訪問しながら各地で布教活動に励み、（天文 20）年 9 月、
周防国山口から日出の青柳港にたどり着きました。メン
デス・ピントの『航海探検廻国記』やルイス・フロイスの『日
本史』などヨーロッパ人が書いた文献によれば、ザビエ
ルは山口から六十里 ( レグア ) もの長い道のりを徒歩で
移動し、体調不良に悩まされながら日出の青柳港にたど
り着いたとされています。
　青柳港にたどりついたザビエルを、ドゥアルテ・ダ・
ガマのポルトガル船は彼のために四度も祝砲をあげまし
た。大友義鎮（後の宗麟）はこの轟音にとても驚いたそ
うです。
　日出の港でポルトガル船に出迎えられたザビエルは大
友義鎮からの招きを受けて謁見に臨むことになりました。
ガマ船長たちが用意した豪華な衣装に身をまとい、弦楽
器や奏楽器の演奏に合わせて府内の町をきらびやかに行
進しました。ここに、豊後国のキリスト教の歴史が幕を
開き、日出の地はその出発点となったのです。

　ザビエルとの出会いは、まだ青年であった大友義鎮 ( 
宗麟 ) に大きな影響を与えました。会見の前年に勃発し
た「大友二階崩れの変」で父の義鑑や義母、弟の塩市丸
を亡くしており、精神的に疲れていた宗麟にとってザビ
エルの言葉は癒しになったとされ、後にキリスト教に改
宗した宗麟は自ら洗礼名をザビエルのファーストネーム
をとって「フランシスコ」としたと言われています。
　ザビエルが日本を去った後、豊後国では大友宗麟の保

ザビエル日本上陸、そして来豊

 信仰に生きた福者
      ー 加賀山一族の殉教とキリシタンｰⅡ

キリシタン大名大友宗麟と豊後

豊後キリシタン史（略年表）

メンデス・ピント『航海探検廻国記』（大分市歴史資料館所蔵）

初代藩主木下延俊と関わったキリシタン
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　踏絵とはキリスト教が禁止された江戸時代において、
キリスト、マリアの像を踏むことでキリシタンでないこ
とを証明する制度のことをいいます。寛永年間（1624 
～ 1645 年）初期に長崎で始まり、その発案者について
は諸説あり、現在でもわかっていません。
　当初、踏絵の目的はキリシタンに対してキリスト教棄
教を強要することや、転びキリシタンが棄教を継続の有
無を確認することにありましたが、後に藩の全領民に対
するキリシタン摘発の手段へとその目的は変わって行き
ました。
　踏絵の際に用いられる踏絵板は、最初はキリシタンか
ら没収した聖画類やメダル類などが用いられていました
が、破損や踏絵の制度化・普及化によって踏絵板が不足
するようになりました。
　この事態に対して、長崎奉行所では従来から管理して
いた踏絵板 ( 金属製鋳造レリーフ聖画像を板にはめこん
だもの )10 枚に加えて寛文 9(1669) 年に萩原祐佐に命
じて真鍮踏絵 20 枚を作らせました。
この 30 枚の踏絵板を長崎奉行所は諸藩へ貸出すことに
より、九州におけるキリシタン取締りに関する権限の掌
握を図ったと思われます。
　踏絵制度は安政 5(1858) 年の日米修好通商条約の締
結によって廃止されましたが、その後もしばらく続けら
れたことが各地に伝わる踏絵帳によってわかります。

－日出藩における禁教の歴史と踏絵－
■「豊後崩れ」での日出藩の動き
　寛文 5(1665) 年、日出藩領山香郷の上川内村吉野にて、
八蔵というキリシタンが摘発されました。『山香郷図跡考』
によれば、八蔵は長崎に送られて入牢した後に亡くなっ
たとあります。禁教を破った罪は八蔵の父である自然や
伯父の義蔵にも及びました。この出来事は当時の豊後国
で起きた「豊後崩れ」と呼ばれるキリシタンの大量摘発
事件の中で起こったことであり、これを契機にして豊後
の各藩に対して長崎奉行所の主導のもとにキリシタンの
取締りが行われることになりました。
■長崎奉行所が管理した踏絵
　九州におけるキリスト禁教を管轄するようになった長
崎奉行所では 30 枚の踏絵を常備して、各藩に貸し出し
ていました。しかし、寛文 11 年 (1671)、岡藩が長崎奉
行所から借用した 2 枚の踏絵をもとにして無断で鋳造し
ていたことが発覚しました。このことを知った長崎奉行
所は岡藩に対して踏絵を勝手に鋳造したことを咎めた上
で、岡藩で鋳造した踏絵をすべて没収して破壊しました。

この他、延俊の家臣の中には、細川家から来た加賀山半
左衛門のようなキリシタン武将もいました。
　延俊自身も親族にキリシタンがいたためか、キリスト
教やキリシタンに対する偏見は無かったものと思われ、
1613（慶長 18）年 9 月 3 日の日暮れに延俊のもとを訪
れたイルマンと対面しています (『木下延俊慶長日記』)。
イルマンとは司祭を補佐する宣教師のことであり、当時、
日本人イルマンが極めて少数であったことから延俊に面
会したヨーロッパ人であったと推測されています。
　前年の慶長 17 年に幕府は直轄領に対してキリスト教
禁止令を発布しており、次第にキリスト教に対する風当
たりが強くなりつつある時勢の中での対面でした。

　島津氏との豊薩戦争や豊臣秀吉による大友家除国の影
響によって豊後国のキリスト教信仰は勢いを失い、教会
などの施設も荒廃していました。
　慶長 6 (1601) 年に日出藩が成立すると、延俊の家老
を勤めていた加賀山半左衛門を中心にしてキリシタンた
ちの活動が再び盛んになりました。半左衛門 ( 洗礼名バ
ルタザル ) は元細川家の家臣で朝鮮出兵では虎退治をし
たほどの猛将でした。また、徴税などを受け持つ収入役
を任されるなど財政に明るい人物でもありました。
　キリシタンになったのは最初の主であった摂津国高槻
( 現大阪府高槻市 ) の領主であった高山右近の影響をう
けたからであり、従兄弟の加賀山隼人や娘婿の小笠原玄
也を始め加賀山氏は一族を挙げて敬虔なキリシタンとな
りました。
　元和 5 (1619) 年、幕府の禁教令を受けて日出藩でも
キリシタンへの弾圧が始まりました。半左衛門の才を惜
しんだ延俊は、再三にわたってキリスト教から改宗する
よう説得し続けました。しかし、半左衛門は自らの信仰
するキリスト教の教えに殉ずる道を選択し、息子ジャコ
モ ( 別名︓ディエゴ ) とともに処刑されました。半左衛
門の殉教以後、寛文 5 (1665) 年に山香郷にてキリシタ
ンが摘発されたのを最後に、日出藩におけるキリスト教
信仰はその痕跡を消してしまうのでした。

 禁教・禁制の世
      ー   取り締まる幕府、隠れ潜む信者  ーⅢ

加賀山半左衛門と日出のキリシタンたち

バルタザル加賀山半左衛門と
息子ディエゴ加賀山の像

（カトリック大分司教区所蔵）
天正 10 年日本年報

（大分市歴史資料館所蔵）

踏絵-日本独自のキリシタン取締制度
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日出町歴史資料館・日出町帆足萬里記念館
　【開館時間】9：00～ 17：00　※入館は16：30まで
　【休 館 日】月曜日（祝日の場合はその翌日）
　　　　　 　 年末年始（12月 29日～1月3日）
　【住　　所】  大分県速見郡日出町2602番地1
　【住　　所】TEL0977－72－6100　FAX0977－72－6103
　　　　　　　　　■所管課　日出町教育委員会文化・スポーツ振興課（文化財係）
　　　　　　　　　　　　　　〒879-1506 大分県速見郡日出町 3891 番地 2
　　　　　　　　　　　　　　TEL0977－73－3222　FAX0977－72－8680

　1549（天文 18）年、フランシスコ・ザビエルが日本
に伝えたキリスト教は豊臣秀吉によりその信仰を禁じら
れたものの、17 世紀初頭には数十万人の信者がいたと
もいわれています。しかし、江戸時代における徳川幕府
の徹底した弾圧により、キリスト教徒は全滅に等しい苦
境に立たされました。加賀山一族にみる殉教はそのよう
な禁教の時代で起きた一つの悲劇でした。
　しかし、日本が国を開いて国際社会に踏み出した近代
以降、キリスト教の布教は再び拡大し、カトリック系・
プロテスタント系をはじめ、様々な教派・教団（宗教法人）
が信仰を今日に伝えています。
　中・近世を通じて日出に刻まれたキリスト教史はその
記録を今日に伝えるに止まらず、現代でも新たな歴史の
1 ページを創り出しています。2008（平成 20）年、イ
エズス会本部（イタリア・ローマ）より大分トラピスト
修道院（大字南畑）への「ザビエル右腕の皮膚片」が寄
贈されるともに、バチカンによってバルタザル加賀山半
左衛門とその息子ディエゴは「福者」として認定されま
した。この出来事は日出町の歴史や文化が日本国内のみ
ならず、海を通じて世界の各地域と交流していたことを
現代に生きる私たちに示しています。

この岡藩の事件は全国で例がない踏絵を無断で鋳造した
事例であるとともに、長崎奉行所が厳重に踏絵を管理し
ていたことを示しています。
■日出藩における踏絵の借用と使用
　日出藩第 11 代藩主木下俊懋の享和元年 (1801) 日記
には踏絵借用を担当した日出藩士の井上登の動きが記さ
れています。井上は 1 月 21 日から 2 月 2 日にかけて長
崎への踏絵借用の旅に赴いています。しかし、その月
の 26 日には井上は踏絵返却のために長崎へ出発してい
ます。このことから、日出藩内の全領民に対する踏絵
が短期間のうちに実施されていたことがわかります。

■三浦梅園と『五月雨抄幷追腹考』
　『五月雨抄幷追腹考』は、杵築藩で江戸家老などを歴任
した加藤家に伝来した文書の一つ。三浦梅園が著した『五
月雨抄』と『追腹考』( 著者不明 ) が一つになった写本
です（天明 4 年）。
　『五月雨抄』は三浦梅園（1723 ～ 1789）62 歳の時
の著書で、梅園は織田信長が宣教師と会見して教会設立
を許可してから島原の乱平定までの歴史を述べ、日本で
のキリスト教信仰に関する様々な物語などを交えながら
その弊害を説いています。
　そして、梅園はキリスト教信仰について「君父の外に
ひとつの尊きものをたて、極刑にあひても、君にそむき
ても、我死後のうまき楽にかへじといふ様なる教はあら
ず。」と結論付けています。
　江戸時代には『五月雨抄』のような排耶書が多く著され、
知識人によるキリスト教の批判や排撃が行われていまし
た。島津氏との豊薩戦争や豊臣秀吉による大友家除国の
影響によって豊後国のキリスト教信仰は勢いを失い、教
会などの施設も荒廃していました。
■帆足萬里と「原教付録」（『入学新論』）　
　「原教付録」は、帆足萬里（1778 ～ 1852）の著書『入
学新論』（天保 14 年）の中に収録された章の付録です。
　萬里は「原教」の章にて述べた「権」の教えとして、
キリスト教を始めとした世界各地で信仰されている様々
な宗教を紹介しています。
　この書物は、幕府から禁止されているキリシタン用語
を用いキリスト教について記したため、萬里は本書が世
に知られることを強く警戒して、ごく親しい者以外に本
書は見せなかったようです。
　この著書からは世界情勢に関する情報が乏しかった江戸
時代において、萬里が世界各地の宗教に関する知識を収集
して学んでいた様子がうかがえます。萬里にとって学ぶこ
との対象は、幕府の禁制すらも超越していたのです。

 先哲のまなざし
      ー   梅園と萬里に映るキリスト教信仰 ーⅣ

現代に息づくキリスト教信仰
      ー   聖者と福者が再び日出を結ぶ ーⅤ

大分トラピスト修道院とザビエル右腕の皮膚片（展示室）

現代に刻まれる日出のキリスト教史
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［主な展示資料］　　※順不同、所蔵者・所蔵機関別
　★ティセラ『日本図』/大分市歴史資料館所蔵
　★トルセリーニ『東洋の使徒フランシスコ・ザビエルの生涯』/大分市歴史資料館所蔵
　★メーデス・ピント『航海探検廻国記』/大分市歴史資料館所蔵
　★『天正１０年日本年報』/大分市歴史資料館所蔵
　★真鍮踏絵（複製品）/大分市歴史資料館所蔵
　★ザビエル右腕の皮膚片/厳律シトー修道会 お告げの聖母修道院（大分トラピスト修道院）所蔵
　★バルタザル加賀山半左衛門とその息子ディエゴ加賀山像 /大分カトリック教会大分司教区所蔵
　■『五月雨抄幷追腹考』/きつき城下町資料館所蔵
　★キリシタン高札（慶応 4年 3月）/ 個人所蔵
　■『木下延俊慶長日記』/個人所蔵（日出町歴史資料館・日出町帆足萬里記念館寄託）
　■「延俊公御代御知行衆士」/日出町歴史資料館・日出町帆足萬里記念館所蔵
　■『入学新論』（原教付録）/日出町歴史資料館・日出町帆足萬里記念館所蔵
　■『木下俊懋寛政 12 年日記』/日出町歴史資料館・日出町帆足萬里記念館所蔵
　■『山香図跡考』/日出町歴史資料館・日出町帆足萬里記念館所蔵
　■『コウロス徴収文書』/上智大学キリシタン文庫所蔵（パネル）
　■『使崎嶴録』/早稲田大学図書館所蔵（パネル）
　（註）★は 9月 14 日より原品を公開

さみだれしょうならびにおいばらこう

み う ら ば い え ん

は い や し ょ

ほ あ し ば ん り

と し ま さ


