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長崎奉行所（立山役所）の発掘調査
と花十字文瓦との出会い

2002～2003年長崎歴史文化博物館建設 5600㎡
・奉行所（1673年～） 石垣、石段、礎石建物
・山のサンタ・マリア教会：1594年～1614年
明確な遺構は未確認 花十字文瓦５点出土



キリシタン考古学とは
今野春樹2013『キリシタン考古学』ニューサイエンス社
「日本におけるキリスト教文化の痕跡を考古学的手法に基づいて
研究する分野」

キリシタン遺物 南蛮物との違い
「キリスト教の祭具や信仰の実践に用いる物」
瓦、十字架、鐘、メダイ、ロザリオ、祭具、墓碑など

キリシタン瓦
・十字架を文様とする瓦（軒丸瓦、軒平瓦、鬼瓦）
・九州島内 長崎、福岡、熊本、鹿児島から出土
・16世紀末～17世紀初頭

・矢部城跡（熊本県山都町） 光背付十字架文軒丸瓦
・久留米城下両替町遺跡（福岡県久留米市）十字架文軒平瓦
・秋月城跡（福岡県朝倉市） 罪標付十字架文軒丸瓦
・長崎遺跡群（長崎県長崎市） 花十字文軒丸瓦

●秋月城

●久留米

●矢部城
●長崎



西暦 事項

中世末期 阿蘇氏により築城（詳細不明）

1588 ～
1600年

小西行長の領国 城代 結城弥平治

1589年 ファンカン・レアン修道士の来訪

1593年 クリストヴァン・モレイラ師の来訪

1599年 「修道院」の再建、「司祭館」、
「教会」の建設

1600年
～

熊本藩（加藤清正）の支城

1612年 廃城

矢部城跡（熊本県山都町）

結城弥平治（洗礼名ジョルジ）1544年―？
悲運のキリシタン武将
・河内岡山城の家老、1564年に受洗。
・都南蛮寺の造営に参加。高山右近に仕る。
・小西行長のもとで矢部城代。
・1602年有馬晴信に招かれ金山城主。
・晴信死後の1613年長崎へ追放。
以後の消息不明。

宣教師の記録
結城弥平治は司祭の常駐を願っており「1599年～1601年日本諸国記」によれば
1599年には司祭、修道士が常駐するようになり、「修道院」の再建、「司祭館」、
「教会」の建設がなされた。



表採瓦
光背付字架文軒丸瓦 ５点
巴文軒丸瓦 ２点
尾部の先端がつながり圏線状になる

丸瓦 ２点 コビキA

著者撮影山都町2012



著者撮影



コンテンツス・ムンヂ 1596年天草サルバトール・ムンヂ 1598年長崎

天理図書館1973



久留米城下町両替町遺跡（福岡県久留米市）

西暦 事項

1587年 豊臣秀吉の九州国分により毛利秀包が筑後３
郡を支配（～1600年まで）
久留米城を築城

1600年 レ ジ デ ン シ ャ （ 司 祭 館 ） 、 聖 堂 の 新築
関ケ原の戦いで敗北。領地没収。
田中吉政が入国、筑後一国を支配（柳川藩）

1620年 有馬豊氏が入部、久留米藩21万石が成立。
以後、幕末まで有馬家の支配

毛利秀包（洗礼名シモン・フィンダナオ）
1561年―1601年

・毛利元就の九男。妻は大友宗麟の娘（マセン
シア）。小早川隆景の養子。
・1587年の九州国分により筑後を支配した小
早川隆景より筑後３郡を分け与えられる（～
1600年まで）。
・久留米城を築城。文禄・慶長の役に出兵する。
関ケ原の戦い後、もとの毛利姓を名乗る。長門
国にて死去。

宣教師の記録
教会関係の記事は「1600年度イエズス会年報」にレジデンシャ（司祭館）の設立、「神父の
ための住院と聖堂を新しく建てさせた」、「フィンダナオが城のそばに建てた教会堂のほか、
町のキリシタンなどがもう一つ建てた」とある。



池状遺構
幅約４ｍ、東西14ｍ以上、
深さ1～1.8ｍ
16世紀末～17世紀初頭陶磁器
（唐津、明青花磁器）
十字架文軒平瓦６点
変形沢潟文（毛利家紋）の鬼瓦

建物跡（教会？）
池状遺構の直ぐ北に位置
東西棟建物
4列の柱穴が並ぶ
南北幅8.25～8.50ｍ、
東西幅17.7ｍ

久留米市2006



十字架文軒平瓦 ６点
横木が中心より上にあるラテン式
脇は下向２反転、上向１反転の唐草文
瓦当部の凹面側
中央部を中心に幅広の面取り
（1.5～２cm）
顎部は貼付、顎部裏面は強めナデ

著者撮影



秋月城跡（福岡県朝倉市）

西暦 事項

1557年 大友氏により一度滅亡するも、秋月種実により再興

1569年 ルイス・デ・アルメイダ修道士による宣教

1582年 最初の教会の設立

1587年 豊臣秀吉の九州国分秋月種実は日向国高鍋に移封
その後、筑前・筑後に小早川隆景（熱心な仏教徒）が
入部。

1600年 福岡藩が成立
秋月12000石は黒田長政の叔父黒田直之が支配。

1604年 レジデンシャ（司祭館）の設置
（ガブリエル・デ・マトス神父、日本人修道士ジョアン・
ヤマが赴任）

1607年 聖堂の新築

1609年 黒田直之没

1623年 黒田長興に秋月５万石を分知して立藩

秋月種実（1545-1596）
秋月氏を再興。
毛利氏の九州侵攻に協力。
その後、大友氏側、豊前や筑後にも勢力
を広げる。
1578年島津氏が大友氏に日向耳川の合
戦で勝利すると、以後、島津氏の大友攻
撃に参加。
1587年豊臣秀吉の九州侵攻、降伏。
日向高鍋藩へ移封。
キリシタンではないが宣教師や布教に対
しては好意的対応。

黒田直之（1564－1609、ミゲル）
黒田孝高（官兵衛【洗礼名ドン・シメオ
ン】）の弟、福岡藩主、黒田長政の叔父。
秋月12000石を分知される。



宣教師の記録
1582年 最初の教会の設立
「殿は教会を城の下に築くことを望み、親戚の一人が所有する甚だよい地所を与えた」
1604年 レジデンシアの設立
「この年に秋月にレジデンシア（司祭館）が始まり」
1607年 聖堂の移築
「秋月の聖堂が移築された。（中略）新築は惣右衛門殿ミゲルがその費用」
罪標付十字架文軒丸瓦
秋月城跡に位置する秋月中学校の改築に伴い出土。１点のみが確認されている。
基部はカルワリオ十字架は上に罪標の横木を表現。

著者撮影



長崎遺跡群（長崎県長崎市） １ トードス・オス・サントス（諸聖人）教会
1569年創建 イエズス会 （春徳寺）

２ 被昇天の聖母（サン・パウロ）教会 岬の教会
1571年創建 イエズス会 （長崎奉行所西役所）

３ ミゼリコルディアの家及び附属教会
1583年創建 イエズス会 （本博多町）

４ 聖ラザロ病院 サンジョアン・バプチスタ教会
1591年創建 ミゼリコルディアが運営 （本蓮寺）

５ 山のサンタ・マリア教会
1594年以前 信者（ポルトガル人）の寄付
（長崎奉行所東役所）

６ サン・フランシスコ教会
1608年創建 フランシスコ会 （桜町）

７ サント・ドミンゴ教会
1609年創建 ドミニコ会 （勝山町）

８ サン・アントニオ教会
1612年創建 村山等安の寄付 （本大工町）

９ サン・ペドロ教会
1611年創建 村山等安の寄付 （外浦町）

10 サン・アウグスティン教会
1612年創建 アウグスチノ会 （本古川町）

11 サン・ティアゴ病院と教会
1603年創建 イエズス会 （酒屋町）

山崎2015



花十字文軒丸瓦の分類

点数 総数133点
長崎市内123点、市外10点
勝山町遺跡85点

宮下分類
・ Ⅰ類 圏線あり Ⅱ類 圏線なし
・ 花十字の形状からＡ～Ｄ類に細分
・ Ⅱ類は、花弁の間の珠文数から
２～５類としている

・ ⅡB３類72点、 ⅡB４類27点、 ⅡB５類13点

宮下2018



万才町遺跡

・1993年 長崎県庁新別館建築に伴い調査（620㎡）を実施。
・調査地の南200ｍに被昇天の聖母（サン・パウロ）教会の推定地が所在する。
・４～５枚の整地層や火災層により1571年の町建てから幕末まで５期の区分が可能。
・各面で町屋跡が確認された。
花十字文軒丸瓦はⅡ－１期（1601～1610年代）1601年の火災層以降で初期伊万里
を含まない時期の土坑（SK128）から出土した。

SK128出土資料

山崎2008



花十字文軒丸瓦
・花弁は肉厚で、ⅠＡ類に分類される
・花弁の周りには圏線が認められる
・丸瓦部先端のキザミが瓦当裏面に凸状に残る
・裏面は不定方向のナデである

著者撮影



勝山町遺跡
（サント・ドミンゴ教会跡）
・2000～2001年、小学校建替に伴い調査（5000㎡）
・16世紀初頭の石敷や排水溝
・85点の花十字文軒丸瓦が出土
・勝山町には、かつて1609年創建、
1614年に破壊されたドミニコ会の教会
・その後、長崎代官（末次家→高木家）の屋敷
遺構・遺物が確認されている。
・サント・ドミンコ教会跡資料館として保存・公開

著者撮影



著者撮影



著者撮影 長崎市2003



キリシタン瓦の特徴
１ 時期 16世紀末葉から17世紀初頭に限定
■1587～1600年まで
・矢部城（1599）と久留米城下町（1600）

■1600～1609年
・秋月城（1604・1607）

■17世紀初頭～1614年
・長崎

２ 地域 西北九州（長崎・熊本・福岡）

３ 文様 地域により異なる
矢部城 光背付十字架
久留米 ラテン式十字架
秋月城 罪標付十字架
長崎 花十字文十字架

４ 技法
■軒丸瓦 接合式

裏面の外周を強くナデるものがある
■軒平瓦 顎部 貼付け

瓦当部の凹面側に幅広の面取り

※当時、流入した李朝あるいは李朝系瓦に
みられる軒丸瓦の瓦当裏面の布目痕や、丸・
平瓦部の取り付けが鈍角になるような特徴は
認められなかった。

近接した時代・地域だが、文様が多様である
理由は？



キリシタン墓碑変遷表
田中裕介（日本キリシタン墓碑総覧）

彫出十字架分類表 森脇あゆみ（日本キリシタン墓碑総覧）

形状 立碑状、伏碑状に区分 さらに伏碑では、半円形、板状
文様 ラテン十字で11種 ギリシア十字で８種



大石編2012

墓碑と瓦の十字架文

キリシタン墓碑について

所在地
・４０・４５ 熊本県
・その他 長崎県

紀年銘
・⑤1610年
・⑨1610年
・㉓1605年
・㉕1604年
・㉘1614年
・㉙1621年

特徴
・時期は17世紀初頭
・長崎と熊本では
文様が異なる
・長崎でも
花十字だけでない



市万田磨崖十字架碑（大分県豊後大野市）

ガブリエル・デ・マトス神父（1571－1634年）
1604～1609年まで秋月教会の主任。ポルトガル生まれ。1588年イエ
ズス会入会。1600年入国（長崎？）、1602年長崎のトードス・オス・
サントスの修練院の監事。1604年秋月教会着任。1609年有馬のセミナ
リオへ転任。1614年国外退去。

宣教師の動き

同時期の瓦

変形沢潟文（毛利家紋）の鬼瓦
久留米城下町両替町遺跡池状遺構

桐文飾板
宇土城

万才町遺跡SK128
橘文 輪宝文



その後の花十字文軒丸瓦

外縁を打ち欠く資料
興善町遺跡（長崎市）、深堀遺跡（長崎市）
三城城下跡（大村市）
教会破壊後に十字架の祭具として利用された可能性

花十字文を削り取る資料
出島、勝山町遺跡、興善町遺跡（長崎市）
花十字の文様のみを削り取る。珠文は削っていない。
出島と勝山町の資料は丸瓦部が残る。

・建物への再利用説
・十字架文の聖遺物説
・出島 ８点出土 他は花十字文が残る

著者撮影



終わりに


