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キリシタン迫害に関する新たな展望

―Baltasar de Torres S.Jの書簡（1614－1626）―

ノゲラ・ラモス　マルタン

最初に問題提起として、所謂キリシタン時代に関心

をもつ日本人の学者が和訳の在日イエズス会年報及び

フロイスの「日本史」などを利用できるのに対して、

日本で活躍した宣教師の書いた資料の過半数が未だ翻

訳されていない。在日イエズス会年報のすべての和訳

が出版されているのに対してイエズス会士の書簡は極

めて多いため出版されていない。例えば、結城了悟神

父が自著にBento Fernandes S.Jの書簡及び報告などを
載せたように１無論、キリシタン時代の宣教師に関す

る研究書においては書簡が載っている。また、Schutte
神父は多くの書簡をラテン語で翻訳し「Introductio ad 
historiam societatis iesu in Japonia」２という本に載せた。
しかし、迫害の下に編集されたイエズス会士の書簡は

未だ十分に利用されていないように思われる。ヨー

ロッパ中に広く普及した年報は利用されているもの

の、年報は特に殉教を重視しており、また、年報にお

いては書簡より教化の面がより強調されている印象が

ある。私の博士課程の論文は迫害下のキリシタン共同

体についてであるため、利用する資料が大抵日本語で

書かれているが1614年から1630年にかけて西欧語で

書かれた資料の重要性も指摘できる。そのため、以下

に述べるように三人のイエズス会士の書簡を研究する

ことにした。

名前はBaltasar de Torres, Matheus de Couros, Giovanni 
Battista Porroである。私が知っている限り、この三人
の宣教師の書簡の多くが在バチカンイエズス会の資料

館で保管されている３。この三人は長く迫害の下に生

き残り自らの活躍について様々な手紙を書いたため、

彼等の書簡を通じて1614年から1630年にかけての日

本キリスト教徒の状況を詳しく研究することが可能で

ある。

今回の発表では特にTorres神父の書簡を紹介してみ
たい。1614年から1626年にかけてのTorres神父の書
簡は Jap.sin 37 219-239 Jap.sin 38 240-277という古文書
コードに相当している。1601年に長崎に到着したバ

ルタザー・デ・トレスは、日本に永住し1626年に殉教

した。1614年から1620年にかけては中央日本のイエ

ズス会の布教を担当し、1626年まで長崎に任命され

た。この発表では今まで伝わった迫害初期のイメージ

を相対化する事を目的とし、迫害の時期的及び地方的

な差異について紹介したい４。

１．反キリシタン迫害の時期的区別の試み（1614-1626）

9月にバチカンで見つけたTorres神父の書簡は26書
に過ぎない。ラテン語で書かれた一つの書簡以外はす

べての書簡がポルトガル語及びスペイン語で書かれて

いる。1615、1624、1625年を除いて毎年、Torres神父
はヨーロッパにいたイエズス会長に自分の活躍につい

て手紙を送っており、彼の書簡には全国のキリスト教

について様々な事が記されている。

*1614-1621

カトリックの歴史家は多く殉教者の英雄的性格を重

視したことから、反キリスト教の措置が非常に緩やか

に実施されたという事実があまり触れられていない。

1616年１月18日のイエズス会長に送られた手紙にお

いて、大阪夏の陣に関するTorres神父の言葉が次のよ
うに記されている－「秀頼を支援するキリスト教徒の

世話をするのにGiovanni battista Porroと私が大阪に向
かった。：（…）勝利者の槍と刀の間に私たちが生き

残れたのは神様の摂理である。私たちは宣教師だった

ため、殺されなかった。私たちの服を脱がせたため、

生まれたときの姿になってしまった５。」このことか

ら、死刑になるはずだった宣教師が、将軍の家来に

よって処刑されないのみならず自由に大阪から出るこ

ともできたのだと分かる。同じ書簡においてTorres神
父の同宿が殺されたことも書かれているが、その理由

は説明されていない。私が考えるに、同宿は日本人で

あったので、唯の反対者と見なされたのではないか。

Torresは布教の困難を数回語っている。1618年１月の
書簡によると、礼拝を行うことは非常に難しく、毎月

一回しか行うことができないことが分かる６。しかし、

1623年までの各書簡によると洗礼及び告解という秘

蹟は頻繁に授けることができている。Nosco氏による
と1614年から1624年にかけて17000人の日本人が洗礼

を受けているが７無論、その数よりも1600年から1614

年にかけて洗礼を受けた日本人の数の方が多いことに

変わらない。「伴天連追放令」によって宣教師の数は
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極めて少なくなり、追放令から1623年にかけてのイ

エズス会士の数は30人前後を留め続けた。1614年か

ら1623年にかけて宣教師の殉教が有ったのは言うま

でもない。先に触れた1618年1月の書簡においては次

のように書かれている。《長崎から出た在日ドミニコ

会長のAlonso de NavaretteとHernando de San Josephと
いうアウグステイヌス会士は聖なる競争心で自らの修

道会において殉教者を出す事にした。大村藩の村に

行って、公に告解と礼拝を行い始めた。大村殿はこ

れを知り、宣教師の首を切るように命令した８》この

場合においては大名大村氏が政策を取るべきだった。

その二人の宣教師は信者の教化の目的に死を望んだ。

Tertullianusが書いた通り殉教者の血はキリスト教徒の
種である《sanguis martyrum semen christianorum》。

1620年まで意図的な殉教の例はかなり多くなる。し

かし、1618、1619年からは長崎において迫害の強化

が見られる。司祭を見つけた人に報酬を与えたりし

て、長崎奉行がより積極的に宣教師を探し始めたので

ある。例えば、Carlo Spinolaというイエズス会士は長
崎のある家に身を隠した際に捕まった。それにも拘ら

ず、1620年10月の書簡に「新しい改宗と、嵐のはじめ

に棄教した信者の後悔によって日本キリスト教会は前

進し続けた９」。さらに、大村藩に留置されたSpinola
神父の処遇は、決して厳しいものではなく、1621年の

書簡においてそれまで自由に書簡などを書くことがで

きたことが読み取れる。 

*1622／1623年からの迫害の強制へ

1622年には前年と比べて殉教者の数が増加し、

1622年11月までに120人程が信仰のために亡くなって

いることがわかる。その中の14人がイエズス会に属し

ていたが、宣教師であったのは４人だけであった。し

かし、1623年９月の書簡においてTorres神父は当年に
殉教は少なかったとを語る10。ひとりのポルトガル人

宣教師が捕まったのだが、滑稽なことに彼は意図的に

自首したのである。：《最終的に、彼自身が異教徒に

自首しようと試みた。異教徒が彼を捕まえたくなかっ

たらしい。大村でやっと彼の望みが叶った11。》！

Torres神父の研究の弱点が1624、1625年の書簡が
残っていないことである。リスボンの資料館かあるい

はマドリードにおいてTorresの書簡を手に入れること
ができるかもしれないが、確かでない。1626年２月

の書簡には、長崎及びイエズス会士が多くいた有馬で

迫害を強化することが書かれている。1625年12月17

日に在日イエズス会長のPacheco神父と二人のイエズ
ス会士、また彼らを泊めた熱心な信者が口之津及び

島原で捕まった。Torres神父によるとイエズス会とキ

リスト教徒に対する有馬大名の寛大さが幕府に知られ

たため、咎を免れるために彼が宣教師を逮捕せざるを

えなくなったようである12。同じ書簡に、街の雰囲気

の変化について次のようにある－《その後、彼ら（長

崎奉行等）は長崎やその辺りにある村の疑わしい家

を捜索した。二ヶ月間、一時間の安息も無い程捜索は

厳しかった。13》。長崎でTorres神父自身が捕まりそう
になった事件が同じ書簡において語られる。「次の日、

夜に隣人の信者の告解を聞くため家から出た。直ぐそ

の後、私が告解を聞いている内に、裁判所の役人が群

集と共に宣教師を逮捕するために通りに入った。托鉢

修道士を泊めた家や私がいた家にも入った。（…）修

道士の家では何も見つけられなかったが、彼らは私の

家で礼拝の祭具や本などを手に入れた。捜索が行われ

る時私は穴の中に隠れられる時間があり、この穴で一

夜を過ごしたために、彼らは家に入ったとき私を見つ

けることができなかった。14」事件の一ヵ月後、３月

15日、長崎の近くにあった村で彼は逮捕された15。

２．迫害の地方的差

次に、迫害の地方的差について述べたい。先ず迫

害における長崎の位置づけに触れてから、次に1622、

1623年にかけてイエズス会による活躍の地理的拡大

の点について話を進める。

*長崎－嵐の中心

1619年２月の書簡においてTorres神父は宣教師が多
かった長崎の特徴について以下のように記している

－「長崎という港においては他より迫害がもっと厳し

かった。キリスト教徒が多いためではなく、市内に

多くの宣教師が隠れているためである16」。Torres神父
の書簡を以ってドミニコ会とアウグステイヌス会の

托鉢修道士が長崎とその辺りに滞在したことが分か

る。1615年から1623年にかけての書簡は托鉢修道士

のテーマに多く触れている。例えば、1621年３月の書

簡においては次のようにある「托鉢修道士の過半数が

長崎、またその周辺に身を置いている17」

ドミニコ会とアウグステイヌス会はその通り長崎に

多かったのに対してフランシスコ会士は仙台藩にもい

たが、先に触れたように、長崎においては奉行が報

酬などによって宣教の迫害を促進した。Torres神父の
書簡の分析でも長崎が迫害の中心となったことがわか

る。1621年10月の書簡でもTorresは長崎に滞在する困
難さについて話す「 特に長崎で宣教師が非常に厳し
く捜索されたため、この町のキリスト教徒を助けるこ

とさえできない18」。長崎における国際港の開港以来

この町にいたイエズス会士は、迫害の下にあっても多
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くの熱心なキリスト教徒に頼ることができた。にも拘

らず、反キリシタンの迫害が長崎に集中したので、次

のような結果となった。：《八年間の迫害の間、私た

ちは日本の他のところでも活躍したのに一人の宣教師

も逮捕されることがなかった。全ての宣教師が長崎か

その辺りで逮捕された19》。しかし、いかに迫害が強

くても長崎は日本カトリック教の中心だったので、イ

エズス会士はその町のキリスト教徒と接触する必要

があった。 そのため、イエズス会の日本布教区長が
長崎の天領に隣接した有馬藩に赴いた。1622年３月

の書簡においてTorres神父はその状況について書く－
「パチェコという日本布教区長とその前任の布教区長

（Couros）が有馬藩の二つの村にいた。この二つの村
は長崎の近くにあるため、日本布教区長は職務を果た

すことができる20」。同じ手紙においてTorresは大名が
キリスト教布教の状況をよく知っていたことを説明す

る。その百姓の過半数がまだキリスト教徒だったので

ある。しかも、Torresによると有馬大名とその家臣が
改宗する可能性もあった。

*布教地域の拡張へ？

1614年に日本で活躍していたイエズス会士の過半

数が追放された後、在日イエズス会は布教地域を小さ

くするどころか、意外にも布教地域を拡張した。「毎

年、キリスト教徒がいるほとんどすべての地方で伝道

できる。非常に危険だが、実りの多い活動である21」

と1620年３月の書簡に書かれている。同様に、江戸

にも伝道した事がわかる。平和であった時期のように

洗礼を授けたり告解を聴いたりできることが1621年

10月の書簡において説明されている。一方で、礼拝に

ついてはかなり難しかったようである。Torres神父に
とって迫害はプラスの要素も持っていた：「伝道につ

いての状況は、以前よりずっとよくなった。居所や家

などがないので、宣教師がもっと自由に運動できる22」

ということが同じ書簡に記されている。一番特筆すべ

き点は本州の北部の伝道であると思われる。Torresの
書簡に出羽及び奥州の新しい布教地域がよく触れられ

ている。例えば1619年２月には「（出羽と奥州が）非

常に孤立した地方であるため、この国を支配する人々

にとってはそこで活躍している宣教師がいることなど

想像もできない23」とある。津軽にも都から追い出さ

れた身分の高いの日本人が布教していたことがわか

る。

３．結論

今回の発表では伝統的迫害のイメージの相対化を試

みた。1623年までも迫害の存在は確かに否定できな

いが、迫害には連続性及び全国規模の一貫性はなく、

今まで言われてきたキリシタン迫害のイメージは極端

ではないだろうかと私は思う。追放令の後、イエズス

会士は布教の仕方を目立たぬように変える必要があっ

た。Torres神父の書簡を通じてこのことの困難さがよ
く現れている。書簡の分析では、多くの大名がキリシ

タンを全く迫害していなかったことも読み取れる。指

摘すべき点として、17世紀の始めに外国人がほとんど

いない日本において、外国人宣教師が密かに活動する

ことは困難であった。しかし、多くの藩においては、

宣教師は人目を避けて活動したならば、迫害される

可能性が低かったのである。今後の研究においては、

CourosとPorroの書簡分析をもとに、キリシタン迫害
に関する詳しい時期的区分及び迫害地図を作成した

い。
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泰『キリシタン民衆史の研究』（東京堂出版、2001年）。

５　Jap.sin 36 222.223v 1618年1月18日「 Avianse juntado con 
Fideyori grande numero de Cristianos (...) y para ayudar a esta 
gente nos hallamos en Ozaca dos dela Compañia, el Padre 
Baptista Porro y  yo (...) Fue grande providencia de Nuestro 
Señor escapar con la vida por medio de las lanças y catanas de 
los vencedores, que por ser religiosos nos dieron las vidas, mas 
quitaronnos los vestidos dexandonos como nuestras madres 
nos parieron」。

６　Jap.Sin 36 224-225v 1618年1月17日。
７　NOSCO Peter 「 Early modernity and the State s policies 

toward Christianity in 16th and 17th century Japan」（『Bulletin 
of Portuguese Japanese Studies』5、2003）

８　 同 書 簡 「Salieron de Nagazaqui el padre fray Alonso de 
Navarette superior de Santo Domingo en Japon y el padre 
Fray Hernando de San Joseph de San Augustin (...) parece 
que con santa emulacion , de que ubiese tambien martyres de 
su religion, y se fueron a unas aldeas de las mismas tierras de 
Omura y se pusiero a confesar y dezir missa publicamente. 
Lo que sabido por el tono, los mando tambien degollar a los 
primeros del siguiente mes de Junio」。

９　Jap.Sin 36 238-239v 「 Con tudo a Christandade  vay por 
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diante con novas conversões e arrependimento dos que cayrão 
no principio desta tempestade.」。

10　Jap.Sin 38 270-271v 1623年9月24日「 Nossa perseguição 
esta como dantes, ainda que este anno cansados os gentios de 
derramar sangue de Martyres (...) este anno ate agora não tem 
martyrizado a ninguem.」。

11　 同 書 簡「Em fim elle mesmo se foy a entregar algumas 
vezes aos Gentios, os quaes o não quiserão prender, ate que se 
foy a Omura, a onde alcançou o que pretendia.」。

12　Jap.Sin 38 274-275v 1626年2月25日。
13　同書簡「Depois derão busca a todas as casas desta cidade 

duvidosas, e as aldeias ao redor della com tanto rigor, e tantas 
vezes, que por  espaço de dois meses não tivemos hua hora de 
quietação」。

14　同書簡「O dia seguinte jà de noite sahi eu da minha casa 
a hua confissão de hum vezinho da mesma casa; e em espaço 
de três credos, estando eu confessando, entrarão os ministros 
da justiça na rua com grande tropel para buscar religiosos, e 
derão juntamente em hua casa dos frades (...) Na dos frades 
não acharão nada, na minha acharão os ornamentos da missa, 
meus livros (...) Em quanto isso passava tive eu tempo pera 
me esconder em hum buraco, e quando vierão a buscar a casa 
aonde eu estava, não puderão dar conmigo, e estive no buraco 
aquella noite, e o dia seguinte」。

15　Jap.Sin 37 237-238v 1626年10月5日(Matheus de Courosの
書簡）。

16　 Jap.Sin 36 229-230 1619年2月6日「 En el puerto de 

Nagazaqui fue mayor la persecucion que en las otras partes; no 
tanto por ser Cristianos los de aquella ciudad, quanto por tener 
Padres escondidos.」。

17　Jap.Sin 38 242-243v 1621年3月17日「(...) e quasi todos os 
seus estão neste Nagazaqui e em seu contorno 」。

18　Jap.Sin 38 249-250v 1621年3月21日「 Vay tanto rigor 
em buscar, e prender os religiosos particularmente neste 
Nagazaqui, que nem acudir podemos em esta cidade 
Christãos」。

19　 同 書 簡「E em todos estes 8 annos de perseguiçam com 
ter corrido os nossos todo Japão (...) nunca prenderão nenhum 
nosso, nem de outra religião. Todas as prisões se fizerão neste 
Nagazaqui.」。

20　Jap.Sin 38 251-252v 1622年3月3日「 Elle, e o Provincial 
passado se estão em duas aldeas das terras de Arima, que 
por  estarem perto deste porto, e cidade de Nagazaqui, pode o 
provincial milhor dar aviamento as negoceos」。

21　Jap.Sin 36 234-235v 1620年3月15日「 Todos los años se 
hazen missiones a quasi todas las Christiandades de Japon con 
grandes peligros mas con grande fruto.」。

22　Jap.Sin 38 249-250v 1621年10月10日「 E no que toca as 
missões, agora milhor que nunca, porque como não temos 
residências, nem casas, a que acudir de ordinario, ficão os 
Padres mais livres para correr as outras partes.」。

23　Jap.Sin 36 231-232v 1619年6月2日「 Que por estar tan 
apartados, y no imaginan los que goviernan, que pueden andar 
alla Padres.」。
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