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おわりに

１．前提的知識
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キリシタン史の時代区分
Ⅰ 発展の時代（1549年～）
九州地方、畿内を中心に信徒が増加

Ⅱ 殉教と潜伏の時代（1614年～）
厳格な禁教と弾圧
→⾧崎県下を中心に信徒が潜伏（「潜伏キリシタン」）

Ⅲ 復活とかくれの時代（1865年～）
①カトリック教会へ復帰

1865年、⾧崎・大浦天主堂でプチジャン神父に浦上のキ
リシタン農民が信仰表白（「信徒発見」／復活）
→江戸幕府と明治新政府の弾圧に抵抗→1873年禁教令停止
②「かくれキリシタン」へ移行
「信徒発見」後も宣教師の指導下に入らず、潜伏時代の

信仰形態を固守した集団
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［片岡弥2010］
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昨日の12時半頃……私がほん
の少しだけ祈った後、40歳な
いし50歳くらいの女性が私の
すぐそばに来て、胸に手をあ
てて言いました。「ここにい
る私たちは皆、あなたと同じ
心です。」（1865年3月18日
付プチジャン書簡）
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かくれ・潜伏キリシタンの系統と分布 5 潜伏キリシタンの信仰要素①

浦上・外海系
 「日繰帳」（教会暦）を中心とする
 組織と役職者（帳方・水方など）
 年間行事（戸内）
 オラショ（無声）をとなえる
 浦上周辺では教理書が伝来する
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「ぱあてる・なうすてるのおらしょ」（上段1600年本／下段五島伝来）

 天にまします我等が御おや
てんにましますわれらがおんおや

 御名をたつとまれ給へ
みなもたつとつたまえ

 御代きたりたまへ
みよきたりたまえ

 天におひておぼしめすまゝまるごとく、地にをひてもあらせたまへ
てんにおいておぼしめしままなるごとく、ちにおいてはあらせたまう

（中略）
 我等をてんたさんにはなし給ふ事なかれ

われらてんとーにはなしたまうことなかれ
 我等をけうあくよりのがしたまへ

きょーあくよりはのがしたまえ
 あめん

あんめんじょーす
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平戸・生月系
 「納戸神」を中心とする
 組織と役職者（御爺役など）
 年間行事（野外）
 オラショ（有声）
 口伝のみ（教理書がない）

潜伏キリシタンの信仰要素②

２．潜伏信仰の先行研究と課題の設定
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先行研究整理①:信仰変容説

・正統なカトリシズムとはみなされず、「伝統的に固有な仏教と神道およびひろく民
間信仰と民衆の慣行と、中世的ロマン・カトリシズムとの特異習合形態、すなわちシ
ンクレチズム」 ［古野1973］

・重層信仰・祖先崇拝・現世利益主義・儀礼中心主義など、日本宗教への変容が認め
られる ［宮崎1996］

・日本の伝統的家・ムラ共同体の宗教、宣教師への「忠孝」の感情 ［中村2000］
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先行研究整理②:信仰共存説
・日本の在来宗教との共存状態［中園2015］

・潜伏キリシタンは複数の属性を持ち、時と場
合により使い分けていた（社会的には「異端」
化した存在）［大橋2017］

＊①②共通の問題点
・潜伏信仰が外側からどう見えるか・位置づく
かを問題にしている
・信仰の系統の違いを重視せず一律に把握
→近代の現象（なぜ自ら復活したのか／しない
のか）がうまく説明できない

11 課題設定:
浦上潜伏信徒はなぜ「復活」したのか?

研究視角
・浦上潜伏キリシタンの思想的側面（信仰の内側）に着目

→＜潜伏→復活＞の行動原理を解明する
研究方法
・浦上・外海系のみに伝来した教理書に着目
・先行研究では、伝来文書の教えが潜伏信徒の良心、殉教精神を
培ったと評価［片岡弥1972］［片岡千2012］

→難解な教理書を信徒の立場で読み直す必要性
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３．伝来文書の分析

13 （１）『こんちりさんのりやく』

・日本司教ルイス・セルケイラ著
・1603年⾧崎（島原町）刊行
・司祭不在の場合の告解のマニュアル本

14

《本文の一部》
「どのような罪科であっても、（神が）御
名代とお定めになった「こんゑそうる」に、
教えのままに達して「こんびさん」を申し
た場合、あらゆる罪科をことごとくお赦し
になる事は、何の疑いがあるだろうか」

・プチジャンの証言（1865年5月29日付書
簡）
「彼らは、例えば、“パーテル ノナキ コ
ンビソン” “コンイェソーロ”の意味をまっ
たく理解していません」
「私たちが彼らの霊父であり、また彼らが
その同じ本の中で、“コンビソン ノ サガ
ラマント”と呼んでいる聴罪（の秘蹟の）師
であると知って、大変喜んでいます」
→少なくとも「こんゑそうる」が神の「御
名代」であり、ゆるしの権能を持つ存在で
あることを理解していた

15 （２）『ルソンのオラショ』
・1591年に教皇グレゴリウス14世が与えた免償を潜伏中
伝承したもの
・「⾧崎で得た報告によれば…今でも故老は暗誦している
そうである」［姉崎1926］

《本文の一部》
「どの道からであっても、ルソンの「キリシタンタアテ」
の繁盛があるように力を添えるならば、（また）その（ル
ソン）国へ渡って協力しようと決心するならば、ルソンの
「キリシタンダアテ」は繁盛の身となる。その身にこの国
に渡海しようという人の心を起こしたまえと、デウスを
頼って「コロワ」をひとくり申すたびごとに、「インツル
センシヤ」「ベレナレヤ」を被るのである」
→外国のルソンの「キリシタンタアテ」が繁盛し、日本に
渡海するように神に祈ればよいことがある、ということ
→救いの道において外国に相互に協力し得る仲間がいる
（共同体意識の形成）
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（３）『天地始之事』
・浦上・外海系の潜伏キリシタンが口伝と写本（1827年
頃）で伝えた聖書物語
・昭和6（1931）年、91歳のもと潜伏キリシタンは、内容
を全部暗唱していた ［田北1970］

・「その本自体は、最初に考えたほど貴重であるとは思え
ません。かなりの伝説がたくみに織り交ぜてあるからです。
とはいえ、この本の根底はキリスト教です」（1865年5月1
日付プチジャン書簡）
・「聖書と絵入りのカトリック要理を手に、私は彼らに、
天地創造、人祖、人祖の罪、ノアの大洪水、それから私た
ちの救い主の秘儀、その御誕生、み教え、使徒たちなどを
説明しましたが、主題を話す度に、彼らは「はい、私たち
も家庭では、同じことを聞かされています。“スコシモ
チガイマシェヌ”と叫ぶのでした」（1865年5月2日付プチ
ジャン書簡）
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《本文の一部》
「（御身は）三日目に御親である天帝の御右座にお着き
になり、それより生きたる人、死したる人をお助けにな
るため天から下らせたまい、「さんた‐ゑきれんじや」
の寺にまします。……

御弟子頭の「ぱつぱ」という人、御功力の御門まで御
向えに出て、この所に四十日の御逗留ましまして、御世
の助かりを教えたもう」
[海老沢他校注;404頁]

→＜天帝－御身－御弟子頭ぱつぱ＞
（神－イエス－ローマ教皇） の関係性
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伝来文書
→カトリック共同体（教会）への帰属意識を
形成

天帝／御親
神

御弟子頭ぱつぱ
ローマ教皇

こんゑそうる
司祭

信徒
自己
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「そもそもカトリックとは公同性を意味する語で、教会
（エクレシアEcclesia）とは人種・民族・言語・風習の
差を超えて同一の信条に立ち、キリストを頭とする共同
体なのである。そして構成員である信徒は、使徒・教
父・証聖者らの教説・信仰、その生活態度に倣い、連綿
と伝統・伝承を受け継ぎ、殉教者の血が奉教人の種子と
なって発展してきた超歴史的な公同の教会の一員であり、
兄弟姉妹なのである」 ［海老沢1991］

おわりに

・伝来書物によるカトリック世界観の形成
キリストを頭とする共同体（＝カトリック教会）の一構成員であるとの自

己認識が涵養される

→浦上の潜伏キリシタンがプチジャン神父に「同じ心」と打ち明け、カト
リック信徒へとスムーズに移行しえたゆえん
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