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１．福岡県 

明治日本の産業革命遺産 三池炭鉱  

平成 29年 3月 1日大牟田市は市制百周年を迎えた。 

もし大牟田で石炭が発見されていなかったら、一つの小さな寒村のままであったかもしれない。 

 日本の石炭鉱業は日清・日露戦争、第 1次大戦に伴うブームがあった。しかし 1920年の戦後反動

恐慌から「満州事変」の翌年までは石炭不況が続き、憮順炭などの輸入炭に圧迫された。「満州事変」

以降、日本経済は回復過程へ入り重化学工業化が急速に進行して石炭需要は激増した。しかし太平洋

戦争末期には石炭の戦時生産体制の崩壊状態に陥った。 

1950 年には朝鮮戦争に伴う特需景気が生まれ、再び石炭ブームになった。しかし 1950 年代半ば

から 60年代にかけてエネルギー革命と呼ばれる石炭から石油への転換が急激に進行した。 

1959年石炭鉱業合理化事業団のスクラップ・アンド・ビルド政策により大量の人員整理が行われ、

炭坑失業者の救済を訴える黒い羽根運動が全国に広まった。合理化を進める石炭企業と日本炭鉱労働

組合（炭労）との対立で 1959～60年に三池争議がおきた。 

 1963年三池炭鉱三川鉱で炭塵爆発により 458名が死亡する大事故が発生した。 

そして 1997年三池炭鉱は閉山した。 

 

（大牟田市石炭産業科学館  三池炭鉱関連資産のガイダンス施設） 

 

下記の記述は三池炭鉱の歴史について書かれたものであり、先人達の厳しい苦労により現在の日本

が、大牟田があることがわかる。 

畠山秀樹「三池炭鉱の近代化と団琢磨」より引用加工した。 

 

三池炭鉱の官収 

 三池炭鉱の発見は遠く室町期に遡ると伝えられる。江戸期には西から東へ稲荷山、平野山、生山の

順に並んで深掘されていた。中央の平野山は柳河藩領、稲荷山・生山は三池藩領であった。ところが

平野山と生山は相接していたため境界争いが絶えなかった。 

 事態を憂慮した工部省は、1873 年これらを没収し、小林秀和を最高責任者に任命して、工部省所

属三池炭鉱として経営を開始した。財政難の明治政府は当初金、銀、銅以外に関心は薄かったが、外

国人技師ムーセの高評価によりその石炭輸出による外貨獲得を策した。このため 1876年を境として
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三池炭鉱の積極的開発に乗り出した。 

 なお、この年新政府は三池炭の輸出増進のため三井池物産にその一手販売権を与え当時外国人に握

られていた商権の回復にも期した。 

 また、明治初期の官営鉱山では御雇外国人技師に経営の全権を掌握され彼等の思い通りに運営され

ているが、三池の事例ではむしろ外国人技師をコンサルタント的立場に置き、最終の意見決定は日本

人が行うようになっている。 

 

第 1次三池近代化投資―大浦第 1坑の開鑿（かいさく）― 

 深掘が地下に広がると、出炭坑道に蒸気巻揚機が、また湧水を処理するために蒸気排水喞筒が設置

され、中央蒸気汽缶から蒸気が送られる。蒸気鉄管が坑道に通されると、蒸気鉄管は高熱を発し、坑

内を灼熱地獄と化すが、一方で上昇気流を強め、自然通気での通気量確保を可能とする要因となった。 

しかし、さらに採掘が深部に広がり大規模化すると、出炭坑道とは別に通気循環用の排気坑道を開

鑿する必要に迫られた。呼吸のための新鮮な空気の確保、爆発性ガスの排気、坑内温度の上昇による

坑夫の能率低下、坑内照明用の大量の灯火の油煙による空気汚濁等を改善するためである。 

 また、事故の際の避難通路としても必要で、出炭・入気と排水・排気の坑道として機能分化した複

数の坑口を一組として構成されるようになる。 

 大浦第 1 坑の工事に火薬が使われ、これは三池では始めてである。また支坑道にレールを敷設し

て炭車を導入し、手押しから馬匹運搬に切り替えられた。採炭法では整然とした残柱式採炭法（落盤

を防ぐために一部石炭を残す採炭法）が始まった。 

 

第 2次三池近代化投資―七浦第 1坑開鑿― 

 三池炭の販売は好調で輸出は香港・上海等のアジア市場に向けて激増していた。七浦第 1 坑は起

工途中激しい湧水のため難工事となったが、長崎、神戸、赤羽の各工作分局で製造された蒸気ポンプ

を多数投入して 5 年後ようやく竣工した。これらの蒸気ポンプが、汽缶はヨーロッパの模倣制作品

であるが、国産品であった。 

 七浦坑は第 1 坑を出炭・入気坑、第 2 坑を排水・排気坑、第 3 坑を人道坑とする機能分化した三

つの坑道を有する近代的な独立坑となった。また、1884年七浦坑にボタ（硬）、塊炭、粉炭を選別す

る汽力選炭機が設置された。 

 七浦第 1 坑が竣工した年に大浦坑で苛酷な労働に対して囚人坑夫による大暴動が発生し、坑内に

放火され文字通り灰煁に帰してしまった。大浦坑に避難用坑道がなかったので囚人坑夫 24名、一般

坑夫 22名の犠牲を出した。七浦坑でも操業と同時に囚人坑夫を使用していたので事態はきわめて深

刻であった。 
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（宮浦坑跡の煙突 現在は宮浦石炭記念公園） 

 

団琢磨の三池炭鉱赴任 

 団琢磨は 1884 年三池炭鉱に技術陣の最高責任者として赴任し、翌 85 年開坑長に任ぜられた。同

年に勝立坑（かっだちこう）が起工された。しかし湧水量が多く三池炭鉱のポンプを総動員したが、

湧水は増加した。 

団は渡米して多くの炭鉱を視察し、イギリスに渡ってデーヴィーポンプは勝立坑の湧水を処理しう

ると確認して翌 88年帰国した。しかしこの時既に三池炭鉱は三井払下げが決定していた。 

 

三池炭鉱の払下げ 

官営三池炭鉱は 1888年三井に払下げが決定し、翌 89年三井が経営を引き継いだ。 

きわめて経営優良な三池炭鉱が 455 万 5 千円の超高価格でなぜ払下げられたかわからないが、三池

炭鉱は三井の「ドル箱」として財閥形成を支えることになった。払下げの結果、多くの人が辞めたた

めに小林一家的体制が一掃され、団としては活躍し易い場所となり、三井三池炭鉱事務長になった。 

団は、1890年イギリス人鉱山技師ジョン・アーウィンを招いて最新の洋式技術導入を図った。 

 

勝立坑水没問題 

 団は、約 40万円という巨額のデーヴィーポンプの購入はしばらく見合わせ勝立坑開鑿には手許に

あるポンプの増設で間に合わせようとした。ところが払下げから半年を過ぎたころ、三池地方を襲っ

た大地震のため湧水が大幅に増加し、多数のポンプとともに勝立坑は水没してしまった。このため団

は開鑿を一時延期し「三井創業時大工事」とよばれた。 

横須浜船渠開設、大牟田川口水路拡張、宮浦～横須浜間汽車鉄道布設の工事に全力を注いだ。1891

年に三大工事が竣工し坑外運搬と積出能力ともに飛躍的に高まった。 

 1892 年世界最大のデーヴィーポンプ 2 台が大牟田に到着し、93 年排水運転に入り無事完遂した。

この結果 95年ついに 9年の歳月を要する難工事となった勝立第 1坑が竣工した。デーヴィーポンプ
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は湧水の激しい三池炭鉱の経営史上画期的意義を有し、以後三井各坑に普及し、1902年には 9台も

設置された。 

 1894 年三井物産トップの益田孝は団を三井鉱山専務理事という同社トップの地位に抜擢した。こ

のため団は勝立第 1坑の竣工を見届けて翌 95年上京した。 

 

万田坑（まんだこう）の開鑿 

 日清戦後石炭需要は大幅に拡大していたために新たな開坑が行われた。宮原坑（みやのはらこう）

七浦坑の南部に 1895年第 1坑が起工し、98年竣工した。99年第 2坑が起工、1901年竣工した。宮

原坑は第 1 坑を出炭・入気・排水坑、第 2 坑を排気、排水坑とする機能分化した複数の坑道を有す

る近代的独立坑であった。注目すべきは第 1 坑、第 2 坑ともに排水坑とされ、各々デーヴィーポン

プ 2 台が設置され、七浦坑、宮浦坑の湧水を宮原坑に集めて集中排水し、排水コストを大幅に削減

した。 

 一方、荒尾市では東洋一の大立坑と謳われた巨大な万田坑建設計画が進められていた。万田第 1

坑は 1897 年、第 2 坑は翌 98 年起工し、順に 1902 年、08年に竣工した。坑深は第 1 坑 272m、第

2坑 267mに達した。大型巻揚機 2台を設置し竪坑櫓は鉄骨を使用した。 

坑内運搬設備も 18 インチ木製炭車に代えて 24 インチ鉄製炭車に一新された。そのため馬匹運搬に

代え電車を導入した。1906 年にはインガーソルランド社のリトルワンダーロックドリルも導入され

た。 

 

（宮原坑の竪坑櫓  万田坑にも同様な竪坑櫓がある） 

 

三池製作所の濫鬺（らんしょう） 

 様式技術の導入は高価な外国製機械の輸入増加を招き短期的には大きな負担となった。また、三池

がそれまで機械類の製作は工部省の長崎、神戸の各工作分局に依頼していたが、それらが三菱長崎造

船所や神戸川崎造船所の各政商に払下げられたため従来と同じ関係が維持できなくなった。 

 そこで団は、1889 年三菱長崎造船所より熟練職工十数名を引き抜き、また同年製作科のもとに各

坑所属の修繕工場を統合して機械技術のレベルアップを図った。 

 1890 年製作科はウォーシントンデュープレックスポンプの模倣製作を行い、デーヴィーポンプを

上回る高揚程のものがあった。 

 1891年大浦第 1坑の蒸気巻揚機をエンドレスに改造し、巻上げられた炭車が戻って来るまでの待
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ち時間がなくなった。 

 さらに 1891年選炭機の改善を行い、92年宮浦坑、七浦坑に設置した。1894年には小型蒸気動力

坑口扇風機を製作し勝立第 1坑に設置した。 

 1896 年従来の規模を大幅に拡充した新鋭機械工場が竣工した。必要な機械の設計・製作を含み三

池炭鉱の「中央鉄工所」として機械製作ならびに大修繕に専念するようになった。 

やがて三井三池製作所として独立の企業となる。 

 

鉱山電化 

 三池炭鉱において電気の利用は 1894年七浦第 1発電所の竣工に始まる。小規模火力発電であった

ため坑内外の電灯用に過ぎなかった。1907年七浦第 2発電所が竣工すると本格的な動力電化の時代

を迎えることになった。しかし万田坑、三池港の竣工は従来の発電能力をはるかに超える見通しとな

り、低コスト、高効率の新鋭大規模中央発電所プランが浮上し、1907 年四山（よつやま）発電所が

竣工した。四山発電所は当初、蒸気タービン直結 1000kw 交流発電機 2 台を装備していたが、同型

機を翌 08 年 1 台、1901 年 2 台増設し、総出力は 5000kwに増加した。その後、コークス工場の副

生ガスを利用して 1903年 2080kwガス発電所が完成している。 

 四山発電所が稼働すると電気機関車の導入も相次いだ。1907 年三池炭鉱専用鉄道用に GE 製 20

トン電気機関車が購入され、さらに翌 08年万田坑内にトロリー式電気機関車 4台が使用開始された。

また、1910年万田坑、宮浦坑にシーメンス社電機ドリル各 1台を購入した。 

 三池炭鉱における主要なエネルギー利用形態は、開坑以来の人力から 1880～90年代の馬力・蒸気

併用時代、1900 年代の蒸気力・電力併用時代、四山発電所完成後の電気力時代とほぼ段階的な発展

を示してきた。 

 

（炭鉱電車  三川鉱跡に 4台展示してある） 

 

三池築港 

 有明海は干満の差が激しく、5～6m に達する。そのうえ三池の沖合ははるか遠浅となっているた

め船舶の出入りは満潮時に限られており、それも小型船しか利用できなかった。このため石炭は団平

船とよばれる小舟で島原半島の口之津まで運ばれここで大型汽船に積み替えられて国内外に送られ

た。 大型船への積替作業は“ヤンチョイ”とよばれ、当時与論島出身の労働者が担っていた。しか

し、船積能力の限界に達することが予想され、東アジア市場を保持し続けるためには最も合理化の遅
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れている三池～口之津間輸送と積替費用の問題が遡上にのぼってきた。 

 団は、三井鉱山時代最大の事業となる三池築港を立案した。三池築港工事が 1902 年起工、08 年

竣工した。以後三池炭は直接海外輸出が可能となった。１万トン級船舶３隻を同時に係留できる渠内

を有し、港の開門はイギリス式のシングルゲート方式が採用された。満潮時に船舶は出入りし、干潮

時にはゲートを閉じて内港の水位を保持した。そして三池式快速船積機を２台装備した。 

 
（船渠閘門（せんきょこうもん））  

奥は船渠、手前は内港。船幅 18m未満の船が入港できる。 

この日は満ち潮で閘門が開いていた。 

 

急速な近代化の要因 

 三池炭鉱は官収以後、近代的炭鉱に急成長を遂げたが、その要因は、 

まず第１に三池炭鉱は炭層、炭質、埋蔵量、地理的条件に恵まれていた。三池港は香港や上海におい

て塊炭も粉炭も最上位炭として取引された。 

第 2 に三池炭鉱は一炭田一炭鉱として経営されたが、経営主体が常に大資本を有していて鉱区を

分散させることなく経営する能力を有していた。そして連続する巨額の近代化投資を続行した。 

第 3 に小林秀和、ポッター、団琢磨に代表されるように人的要素に恵まれた。団は三池炭鉱の最

高経営責任者となり、技術者としての視点から次々と近代化プランを立案していった。 

 第 4に三井物産による海外市場の開拓があったことで近代化投資を可能にしていた。 

 第 5に囚人労働に象徴的に示される低廉な労働力を利用できた。三井払下げ後も長らく利用され、

低コストと労働人員の確保を保証するものであった。 
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（旧三井港倶楽部 現在はレストラン・結婚式場として活用） 

 

（五月橋より大牟田川をさかのぼり、中央奥に三井化学 J工場が見える） 

 

財閥指導者への道 

 三池炭鉱は 1900年代にはわが国最大の近代的巨大炭鉱として完成の域に達し、三池炭鉱の生み出

す豊かな利益は三井鉱山会社を三井銀行、三井物産と並ぶ地位にまで押し上げ、三井財閥の形成に決

定的な役割を果たすことになった。 

 三井鉱山は 1910～20 年代にかけて豊富な三池炭を利用して大牟田において化学工業や金属精錬

を起点とする多角的重化学工業を推進した。これらの事業は第 1 次大戦期に急膨張を遂げ大牟田コ

ンビナートが形成された。三井物産自体が三池炭の販売を通じて海外に大きく発展したのである。 

 団は 1909年三井財閥の本部となる三井合名会社が設立されると同社惨事の要職に就いた。そして

1914年益田孝が同社顧問を辞任すると同社理事長という三井財閥の最高ポストに就任した。 

1932年団はファシズムの嵐の吹き荒れるなか三井本館前で右翼テロにより悲劇的な最期を遂げた。 

団の大きな全身像が九州新幹線新大牟田駅の構内に立っている。 
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（九州新幹線新大牟田駅に立つ団琢磨像） 

 

２．佐賀県 

明治日本の産業革命遺産 三重津海軍所 2017.3.28 

 JR久留米駅前広場に田中久重、儀右衛門親子が作ったからくり時計が軽やかに時を刻んでいた。

この親子実は佐賀藩三重津の海軍所で日本初の蒸汽船「凌風丸」を製造していた。 

 

 ウイキペディア 三重津海軍所より引用 

 国を護るために佐賀藩鍋島直正はいち早く行動を起こし最先端の造船ドックを作った。1808 年佐

賀藩が長崎港警備の当番の年にオランダ船を装ったイギリス船が長崎港に侵入し、オランダ商館員を

人質にした「フェートン号事件」により警護の責任をとり長崎奉行や家老が切腹。佐賀藩主鍋島斎直

は謹慎処分となる。 

 さらに 1853 年ペリー黒船来航により開国を迫られ、不平等条約締結突きつけられ江戸幕府は、

1855年に長崎海軍伝習所を設けた。多くの佐賀藩士は航海術や造船技術を学び 

1858 年に藩独自で三重津にドライドックを設け、造船に力を注いだ。わずか 7 年で 1865 年に日本

初の蒸汽船「凌風丸」を完成させた。 

 外国の脅威を身にしみて感じていた佐賀藩は外的に対して佐野常民の招きで東芝創業者の田中久

重、儀右衛門親子を迎え、蒸気機関で動く列車や船を考案し、その後は洋式艦船の造船や建造した蒸

汽船の操船などに磨きをかけていった。 

 

 司馬遼太郎は「歴史を紀行する」体制の中の反骨精神で次のように述べている。この驚嘆すべき産

業力に幕府は着目し、幕府が外国から買い入れる艦船の修理については一部を佐賀藩にまかせたほど

であり、この時期佐賀藩はスエズ以東におけるもっとも先進的な国家といえるであろう。      
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有田焼 人間国宝 酒井田柿右衛門 2012.11.29 

 御船山楽園が真っ赤な紅葉に彩られる 11月、有田市の柿右衛門窯を訪れた。広大な敷地内に柿右

衛門窯の工房や葦伏きの家屋が並び、玄関付近の池には錦鯉が泳ぐ。十四代柿右衛門さんが亡くなる

半年前で柿右衛門さんには会えなかったが、古陶磁参考館を見物することができた。 

江戸時代から連綿と続く名門柿右衛門窯の概略年譜を下記する。 

1596 初代柿右衛門生まれる 

1616 朝鮮陶工季参平 有田泉山に白磁鉱を発見 

1646 初代柿右衛門 赤絵物を長崎にて売り始める 

1647 日本の磁器が始めて輸出される 

1659 オランダ東インド会社による日本磁器輸出本格化 

1725 ドイツマイセン窯にて色付絵に成功。その後ヨーロッパ各地で柿右衛門写しが多く造られる 

1971 「濁手」（にごりて）が国の重要無形文化財総合認可を受ける 

1982 十四代柿右衛門を襲名 

2001 十四代柿右衛門 色絵磁器の重要無形文化財保持者（人間国宝）に認定される 

2013.6.15 直腸癌、肝腫瘍のため死去。JR九州の「ななつ星 in九州」の洗面台に使用 

     される洗面体が遺作となった。 

2014.2.4 十五代柿右衛門を襲名 

 

 筒井ガンコ堂のガンコスタイル「柿右衛門」のことより引用 

 

柿右衛門は言うまでもなく世界中に知られ日本を代表する磁器ブランドで 370 年の歴史をもってい

る。その特徴は 1.端正な器形 2.濁手（米の研ぎ汁のような乳白色の素地）3.赤をはじめとする豊かな

色彩 4.余白を生かしたデザインといえよう。 

 濁手は先々代と先代の柿右衛門が江戸中期以後、長らく絶えていたのを第 2次大戦後に復活した。

有田泉山の陶土のほか二カ所の陶土を混ぜてつくるが、土クセが悪く、成形以下の作業が難しい。 

また、赤は「柿右衛門」を象徴する色だが、酸化鉄の粉を水に溶かして摺って赤絵具をつくるには、

気の遠くなるような根気のいる作業が必要。 

 そういった精妙な技術の集積が現在に伝わる柿右衛門様式で、当代がいわば総指揮者を務め数十名

の職人さんが、ろくろ、型打ち、絵付け、窯焚きとパーツを専門的に担って「柿右衛門」がつくられ

ている。 

 

 

３．長崎県 

対馬 朝鮮通信使 2011.9.17～18 

 対馬には 500m級の山がいくつかあるが、その中で洲藻白嶽（すもうしらたけ）511mが九州百名

山に選ばれている。対馬にはフェリーが行っていないので、福岡空港から飛行機で渡った。多くの韓

国人旅行者が対馬から釜山を見てみようと訪れ、厳原空港は混雑していた。万松院には第 19代義智

公から第 32代義成公までの墓がある。 

 対馬は宋氏が鎌倉中期から幕末までおよそ 600 年にわたって統治してきた島で、朝鮮通信使の応

対や江戸までの警護を任されていた。1607年から 1811年まで 12回行われた。 

 H29.10.31 世界の記憶（世界記憶遺産）に朝鮮通信使に関する記録として日韓両国にある 111 件

333点が登録された。 
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 学校が教えない朝鮮通信使より引用加工 

 

 朝鮮通信使とは室町時代から江戸時代にかけて李氏朝鮮より日本へ派遣された外交使節団である。

朝鮮通信使のそもそもの趣旨は室町将軍から使者と国書に対する返礼であり、1375 年に足利義満に

よって派遣された日本国王使に対して信（よしみ）を通わす使者として派遣されたものが始まりであ

る。 

 15 世紀後半からしばらく途絶えて安土桃山時代に李氏朝鮮から豊臣秀吉が朝鮮に出兵するか否か

を確認するため秀吉に向けても派遣されている。しかしその後の文禄・慶長の役によって日朝間が国

交断絶となったために中断された。 

 その後、江戸時代に再開された。広義の意味では室町時代から江戸時代にかけてのもの全部を指す

が、一般に朝鮮通信使と記述する場合は狭義の意味の江戸時代のそれを指すことが多い。 

 使節団は対馬から日本へ入り、対馬藩が朝鮮との外交交渉を担った。対馬藩の努力によって 1607

年江戸時代始めての通信使が幕府に派遣され江戸にて将軍秀忠が国書を奉呈し、帰路に駿府で家康に

謁見した。日本側からの国書による回答（謝罪）を求め、日本に連れ去られた儒者、陶工などの捕虜

を朝鮮へ連れ帰るのを目的とした使いであった。徳川幕府は国書を送った形跡はないが、対馬藩は国

書の偽造を行って関係を修復しようとした。 

 

 

（対馬市 万松院） 
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（朝鮮国王より寄贈された三具足） 

 

 

４． 大分県 

木浦鉱山 女郎の墓  2014.3.22 

 大分県宇目町の宮崎県との県境近くにある黒門山 1037mに登った。県道 6号まで下りて来た時女

郎の墓の標識が目に入った。このような山奥にどうして女郎の墓があるのか不思議だったが、かって

この付近の山からは錫や鉛などを産出した木浦鉱山があった。 

  

 ウイキペディア 木浦鉱山より引用 

 木浦鉱山は江戸時代岡藩の管轄下にあり、乙名や組頭とよばれる役人が管理していた。17 世紀後

半の最盛期は 60 の鉱山に 1000 人の労働者が集まり、年間で 1.2 トンのスズや 2.4 トンの鉛を産出

し、佐渡金山、石見銀山、生野銀山と並ぶ日本の四大銀山とよばれるほどであった。しかしながら新

たな鉱脈の発見は進まず経営は不安定であり、しばしば藩から財政支援が行われた。 

 1873年官営となったが、安価な輸入鉱石に押されるなどして休山状態となった。1887年から三菱

が引き継いだものの 1894 年に休業している。第 1 次大戦後に亜ヒ酸の製造が行われた。1926 年英

国人の経営で東洋鉱山が設立され、1939 年には 554 トンのスズを産出するまでになったが、1944

年に発令された錫鉱業整備令によってスズ部門が休止となり、終戦とともに総て休山となった。 

 戦後は再開発が試みられたが、鉱石の品位が低く、1957 年に中止となった。その後 1961 年にエ

メリー鉱の鉱床が発見され、1967年から採掘が行われていたが、1999年には採鉱を終了した。 

 

 木浦鉱山から木浦～藤河内線を 3km 余り行くと大切峠がある。この峠から 1km 下った所の雑木

林の中に石塚が 15基ばかり散見される。これが女郎の墓である。 

案内板には以下のように書かれていた。お墓は川石の一つを真中に立て、1m四方を同じような石で

囲んだ集積墓である。これらの人々は小規模鉱山ゆえに生活は苦しく、一般的にテレビや映画で見る

女郎とはイメージが全く違い、極めて貧しい人達であった。 

したがって死去した時は葬式の埋葬など論外でこのような雑木林の中に打ち捨てられるか廃坑に埋

められるかであった。このように埋葬したところに申し訳程度に川石で簡単に墓碑らしきものを作っ

ているものが多く、人間の集落としては極めて悲哀を感じるのである。 
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（木浦内 女郎の墓） 

5．熊本県 

天草教会群 崎津天主堂 2017.9.25 

天草の崎津集落を世界遺産へ！より引用 

 崎津・今富の文化的景観を形成する要素の中には、目に見えない要素である信仰や民族も関係して

いる。富津は 16世紀以降、アルメイダ修道士によるキリスト教の布教から、現在まで複数の信仰が

共存し継続している地域である。 

禁教下において、潜伏キリシタンは洗礼やオラショをひそかに伝承し、禁教令が解かれるまでの 250

年以上もの間、信仰を守り続けた。 

 なかでも崎津の潜伏キリシタンは、メダイやロザリオのほかにアワビやタイラギ貝など 

海に関するものを聖遺物として信仰したことが特徴である。 また潜伏キリシタンが発覚した「天草

崩れ」では崎津諏訪神社が異仏取調べの舞台となった。信者は寺社へ参詣したときにも「あんめんり

うす＝アーメンデウス」と唱えていた。 

 崎津教会は、長崎の建築家・鉄川与助により設計されたゴシック様式の教会で、昭和 9 年に建て

られた。建てられた土地は崎津教会の神父であったハルブ神父の強い希望で、弾圧の象徴である絵踏

みが行われた吉田庄屋役宅跡が選ばれている。この絵踏みが行われた場所に、現在の祭壇が配置され

たと言われている。教会内部は国内でも数少ない畳み敷きで、畳に座ってミサを行うことは、日本と

西洋の文化の融合を示している。 

 崎津では禁教下の潜伏から、仏教への転宗、その後の教会への復活という歴史がある。禁教下にお

いて、仏教や神道へ転宗していた崎津の信者は、潜伏キリシタンとして信仰を継続し、明治期のキリ

スト教解禁以降には、今富に建てられたといわれるカトリック教会が、現在の崎津諏訪神社横に移さ

れ、信者も教会に帰依するようになった。このようにキリスト教復活と共に潜伏としての信仰は途絶

え、今日まで複数の信仰が共存している。 

 1805 年の天草崩れでは潜伏キリシタンの一斉検挙により、信仰内容や代表者信者数、信仰対象地

など文献に記載されていたため、当時の様相を伺うことができる。 解禁後、復活せずにかくれの道

を選んだ今富集落は、仏教や神道を継続したため、キリスト教は途絶えたものの、年中行事を行う際

には、キリシタンの要素を含む装飾をするなど「かくれ」信仰が根付いた地域で、今日までその痕跡

を見ることができる。 



14 

 

 

（天草市崎津天主堂） 

 

五家の荘 平家落人伝説 2010.10.16 

国道 445 号を左折して県道 159 号へ入り五家荘（ごかのしょう）樅木方面へ向かう。にがこうべ

谷を通り峰越登山口より九州百名山白鳥山 1639mに登った。途中、少し開けた雑木林の中に「平家

残党左中将 平清経住居跡」という標識が現れた。当時は余り気に留めなかったが、この稿を書き出

して 9 年前に歩いたことを思い出した。御池といわれる池も出てきたが、水が涸れて湿地帯になっ

ていた。 

 

（平家残党 左中将平清経住居跡） 

五家荘八代の秘境に出会う渓谷美より引用 

 

九州の中央部を南北に縦断する九州中央山地。その深く険しい山あいに、五家荘はある。しかし、

地図上に五家荘という地名はなく、実際には八代市泉町にある久蓮子、椎原、仁田尾、葉木、樅木の

5地域の総称となっている。 五家荘には平家落人の伝説が残っており、伝承によると壇ノ浦の戦い

に敗れて源氏の追討を逃れた平清経（平清盛の孫）が、白鳥山の麓にある御池という場所にたどり着
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いて緒方姓を名乗り、清経のひ孫の代に里を作ったといわれている。 

 年々、五家荘の道路事情は良くなってきているものの、ほとんどは道幅の狭い山道。車で走ってい

ると、鹿や猪などの野生動物に出会うこともある。まるで外部からの侵入を拒むかのように険しい

山々が重なり合う地形を見ると、平家の落人たちがこの地に隠れ住もうと考えたこともうなずける。 

 さらに遡って延長元年（923）には、京の都から政敵藤原一族に追われた菅原道真の子菅宰相が、

左座太郎（ぞうざたろう）と改名して仁田尾に逃げ延びたといわれている。 

その後は左座氏が代々、仁田尾地域を治めていたといわれ、現在も五家荘には緒方氏や左座氏ゆかり

の屋敷が残る。 

 平清経の子孫が代々暮したという屋敷は「緒方家」として、また菅原道真の子孫の住居跡は「左座

家」として公開されている。どちらも茅葺き屋根を持つ重厚な造りの建物で、緒方家の 2 階には隠

し部屋があり、左座家には客人の身分によって使い分ける三つの玄関が見られる。 

 

 


