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柳田 和久（やなぎだ　かずひさ）

郡山市文化財保護審議会
委員　　　　　　　　　

第15回　近世　二本松藩領の
　　　　　　　　　キリシタンと類族

キリシタン大名
　天文18年（1549）にフランシスコ・ザビエルが
鹿児島に上陸しキリスト教が伝えられた。戦国大
名等は、貿易による利益のため、キリスト教の布
教を認めた。そのためキリスト教は急速に広まっ
た。⑴

　戦国大名のなかには自
みずか

らキリスト教の信者と
なった者もいる。高山右

う

近
こん

・小西行
ゆき

長
なが

・蒲生氏
うじ

郷
さと

・黒田孝
よしたか

高・大友義
よしむね

統・大村純
すみただ

忠・有馬晴
はる

信
のぶ

・
内藤忠

ただとし

俊、女性では細川忠
ただおき

興夫人（ガラシャ）等
である。⑴

キリスト教の禁止
　日本が全国統一に向かうと、日本の封建思想と
キリスト教は相容れないものとなった。キリスト
教は神デウスが唯一であり、デウスの教えを信仰
することである。また、生命軽視を戒め、自殺の
禁止、純潔貞操の観念を教え、一夫一婦制、離婚
の禁止、育児の義務等を説いた。日本では神仏信
仰が重んじられ、君主への忠誠が求められ、主君
に対し命を捧げることが美徳とされた。そのため、

キリスト教を禁止し邪
じゃしゅう

宗と見なした。⑴

　キリスト教の禁止を最初に触れたのは豊臣秀
ひでよし

吉
である。秀吉は、天正15年（1587）に伴

ば て

天連
れん

追放
令を発しキリスト教を禁止した。しかし、貿易を
認めたため、キリスト教の禁止を徹底することは
できなかった。⑵

　秀吉の跡を継いだ徳川家康は暫く信仰を黙認し
ていたが、同17年（1612）に幕府直轄領（天領）
にキリスト教の禁止令を出し、翌18年には禁止令
を全国的に拡大し、同19年に高山右近や内藤忠俊
をはじめ宣教師等148名をマニラ・マカオに追放
した。⑶

　以後、徳川幕府は貿易を統制して鎖国を断行す
る一方、キリシタンに対して徹底的な弾圧を加え
たのである。

会津領のキリシタン弾圧
　天正18年（1590）にキリシタン大名である蒲生
氏郷が会津に入封した。氏郷は領内にキリスト教
を奨励したため信者が急速に増加した。しかし、
徳川幕府がキリスト教の禁止とキリシタンの検挙
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キリシタン類
るい

族
ぞく

であったため、二本松の北
ほう

條
じょう

谷
たに

屋敷に蟄
ちっ

居
きょ

となった。町野権右衛門の祖父十左衞
門は会津の蒲生氏の家臣であった。⑹ キリシタン
家臣は事件を起こしても追放とはならず、常に藩
の監視下に置かれたのである。

領内村々のキリシタン
　二本松藩領内には多くの古キリシタン・転

ころび

キリ
シタンがいる。二本松藩領内の、古キリシタン・
転キリシタンは第１表のとおり18名である。⑺ 古
キリシタンは転宗しなかった信徒で、転キリシタ
ンは転宗した者である。
　村別に見ると、古キリシタンは白岩村に５名、
大槻村に２名、稲沢村に１名。転キリシタンは白
岩村に５名、大槻村に４名、片平村に１名である。
この他に、大槻村の清三郎、郡山村の孫左衛門、
本宮村の甚之允・吉兵衛がおり、転キリシタンで
ある。⑻ キリシタンは白岩村・大槻村に多い。

キリシタンの密告
　古キリシタンである大槻村の甚右衛門・市兵衛、
白岩村の助左衞門・四郎左衛門・源左衛門・七郎
右衛門・清蔵、稲沢村の八郎兵衛の８名は牢死し
た。⑼ 拷問にあっても転宗しなかったのである。
牢死すると白岩村金礼寺、二本松大隣寺に埋葬さ
れた。⑼

　大部分のキリシタンは転宗した。転宗すると
次々に信徒を密告した。大槻村では、三九郎は彦
左衞門を、星弥

や え も ん

右衛門は
大槻村の相楽庄

し ょ う べ え

兵衛を、
茂介は市兵衛を、市兵衛
は甚右衛門を密告した。
白岩村では、彦兵衛は林
持四郎右衛門を、平左衞
門は助左衞門を、本宮村
の甚

じんのじょう

之允は白岩村の与
惣左衛門を、与惣左衛門
は四郎左衞門と源左衞
門を、片平村の八兵衛は大槻村の与市郎を密告し
た。⑼

を命じると、会津領では弾圧が行われた。
　寛永元年（1624）に会津藩ではキリシタンの追
放・投獄が行われ、秋田藩ではキリシタン33名が
処刑された。同３年にはコスモ林主計が会津若松
で斬首され、同８年にはキリシタン14名が会津大
塚山で火刑に、翌９年には仙台藩でキリシタンの
大検挙が行われた。また、同年には白河で13名が
火刑・斬首に、二本松・若松では42名が火刑・斬
首に処せられた。同10年には江戸でキリシタン15
名が穴吊りに、同12年に若松で宣教師・信者60名
が処刑された。⑷

宗
しゅうもん

門奉
ぶぎょう

行の設置
　寛永17年、徳川幕府は井上政

まさ

重
しげ

を宗門奉行に任
命した。政重は厳刑に処することを改め、以後は
懐柔策や誘惑策を用いて転

てんしゅう

宗を計った。⑸

　転宗するとキリシタンは帰村が許されたので、
転宗した町人・農民の監視が緊急の問題となった。
幕府は寛文４年（1664）に各藩にキリシタン 改

あらため

役
やく

人
にん

の配置を命じた。二本松藩では同年12月に宗
門奉行を設置した。⑹

二本松藩のキリシタン家臣
  元禄２年（1699）、二本松藩の家臣が博奕を行い、
家臣20名が処罰される事件が起きた。博奕の頭

とう

取
どり

であった太田茂右衛門は死罪、星田作二右衛門等
６名は追

つい

放
ほう

、堀卯右衛門等11名は改
かい

易
えき

となった。
町野権右衛門・新市之介は追放となるべきところ、
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第１図　キリシタン殉教の地（猪苗代町）

第２図　キリシタン碑
（郡山市　如宝寺）
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密告者には扶
ふ

持
ち

米
まい

を給付
　キリシタンを密告した者は、転キリシタンとし
て二本松藩領に帰村することが許され、村

むら

預
あず

けと
なった。
　白岩村の与惣左衛門を訴えた本宮村の甚之允は、
密告した褒美として毎年扶持米を給付された。甚
之允は本宮村に居住するのを憚かり、郡山村に住
むことを願い出て許された。⑽ 大槻村の相楽庄兵
衛は、寛永６年に捕縛されたが、寛永20年（1643）
に猪苗代の城代岡越

えち

後
ご

の家臣星弥右衛門に再び密
告された。庄兵衛は信徒を密告したため許された。
幕府の宗門奉行井上政重は二本松藩へ褒美として
扶持米を給付するよう命じた。⑾

類族
　寛政元年（1789）には、二本松藩領内に125名
の類族（曾

そう

孫
そん

・玄
げんそん

孫）がいる。白岩村に69名、大
槻村に11名、長屋村に10名、初森村に８名、湖南
の舘村・上伊豆島村・平岩村・三春領笹山村に４
名ずつ、鍋山村・多田野村・和田村・二本松城下
松岡町・三春領鬼生田村に２名ずつ、郡山村に１
名である。⑿

　類族とは、親が転宗した後に生まれた子、また
は本人同前の子と、孫・曽孫・玄

やしゃご

孫・耳
じ

孫
そん

（来
らい

孫
そん

）である。本人同前とは親が転宗する以前に生
まれた子である。
　類族は、出生・死去した時は直ちに宗門奉行に
届け出ること、他領へ出ることの禁止、領内でも
他村に行く時は許可を得ること、縁組をする時は
直に届け出ること。類族の明細書を提出すること
等が定められており、その監視は村役人があたり、
監視を怠った村役人は罰せられたのである。⒀

　　　註
⑴　吉川弘文館『国史大辞典』４
⑵　註１
⑶　註１
⑷　『切支丹風土記　東日本編』
⑸　姉崎正治『切支丹宗門の迫害と潜伏』
⑹　『二本松市史』５
⑺ 　寛政元年11月「陸奥国二本松領古切支丹類族存命

帳」東北大学附属図書館所蔵
⑻　郡山市大槻　安斎家文書村２、『二本松市史』５・６
⑼　註７
⑽　註６
⑾　註７
⑿　註７、『福島県史』10（上）
⒀　郡山市大槻　安斎家文書村２
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第１表　二本松藩領内の古・転キリシタン

村　名 古キリシタン
転キリシタン 名　　　前 捕縛年月日 訴　人　名 死亡年月日 死亡

理由 埋葬寺名

大槻村 転キリシタン 彦左衛門 加藤明成の時
正保２年 大槻村三九郎 元禄14年７月27日 病死 大槻村天台宗普門寺

大槻村 転キリシタン 相楽庄兵衛 加藤明成の時
寛永20年 星弥右衛門 貞享４年10月14日 病死 大槻村曹洞宗長泉寺

大槻村 古キリシタン 甚右衛門 正保２年 大槻村市兵衛 正保４年９月７日 牢死 二本松曹洞宗大隣寺
大槻村 古キリシタン 市兵衛 正保２年 大槻村茂介 慶安元年５月11日 牢死 二本松曹洞宗大隣寺
大槻村 転キリシタン 市兵衛嫡男市十郎 正保３年６月 不明 天和２年10月27日 病死 大槻村曹洞宗長泉寺
大槻村 転キリシタン 与市郎 正保３年 片平村八兵衛 貞享２年５月19日 変死 大槻村天台宗普門寺
白岩村 転キリシタン 林持四郎右衛門 加藤明成の時 白岩村彦兵衛 正保元年10月20日 病死 白岩村天台宗金礼寺
白岩村 古キリシタン 助左衛門 寛永21年 白岩村平左衛門 慶安元年10月24日 牢死 白岩村天台宗金礼寺
白岩村 転キリシタン 与惣左衛門 寛永21年４月 本宮村甚之丞 万治３年９月25日 病死 白岩村天台宗金礼寺
白岩村 古キリシタン 四郎左衛門 寛永21年 白岩村与惣左衛門 正徳３年12月26日 牢死 白岩村天台宗金礼寺
白岩村 古キリシタン 源左衛門 寛永21年 白岩村与惣左衛門 慶安２年３月19日 牢死 白岩村天台宗金礼寺
白岩村 転キリシタン 根岸四郎右衛門 寛永21年 不明 万治元年11月27日 病死 白岩村天台宗金礼寺
白岩村 転キリシタン 助右衛門 寛永21年 不明 明暦２年２月23日 病死 白岩村天台宗金礼寺
白岩村 古キリシタン 七郎右衛門 正保２年 正保４年10月５日 牢死 白岩村天台宗金礼寺
白岩村 転キリシタン 弥七郎 正保２年 寛文10年11月８日 病死 白岩村天台宗金礼寺
白岩村 古キリシタン 清蔵 正保４年 慶安５年正月19日 牢死 白岩村天台宗金礼寺
片平村 転キリシタン 八兵衛 寛永21年 不明 寛文７年 病死 片平村曹洞宗広修寺
稲沢村 古キリシタン 八郎兵衛 加藤明成の時 不明 牢死 不明

寛政元年11月「陸奥国二本松領古切支丹類族存命帳」（東北大学附属図書館所蔵）


