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「日本で殉教した（1597 年）メキシコ人フェリーペ・デ・ヘスス」
歴史史料としての聖フェリーペ図像
川田

玲子（滋賀大学、日本）

私の方の発表では、
「日本で殉教したメキシコ人フェリーペ・デ・ヘスス」、この人物が描かれた図像を比較・
分析しながら、その崇敬の歴史を見ていくことにします。お話しする内容は画面に映っておりますように、は
じめに、1）フェリーペ・デ・ヘスス及びその崇敬とは、2）聖フェリーペ図像、まとめです。2）の図像につ
、② 18 世紀の聖画（5 点）、③独立前夜の版画（6 点）、④ 1897 年の聖画（1 点）
いては、① 17 世紀の版画（4 点）
の 4 項目に分けて、展開させていきます。

はじめに
フェリーペ・デ・ヘスス、以下、フェリーペと呼ばせていただきますが、彼はメキシコ出身のフランシスコ
会修道士、1597 年に長崎で生じた殉教事件に巻き込まれた人物で、長崎 26 聖人のひとりです。26 人の内訳
は 20 人が日本人信徒で、6 人が外国人修道士といわれています。その外国人修道士の一人がフェリーペとい
うわけです。ちなみに本発表は、この殉教事件そのものを考察の対象とするものではありません。殉教事件後、
メキシコではじまった聖フェリーペ崇敬を考察の対象としています。

1、フェリーペ・デ・ヘスス及びその崇拝とは
ただいま話題にしておりますフェリーペという人物およびその崇敬はメキシコ以外ではあまり知られていな
いと思いますので、最初にその生涯と崇敬の特徴に関して簡単に説明させていただきます。
先ほど申しましたように、フェリーペは長崎 26 聖人のひとりで、出身はヌエバ・エスパーニャ（現メキシコ）
です。この人物に関しては青年に達するまでの状況はほぼ不明。つまり誕生、洗礼、幼少期などを明らかにす
る史料は発見されておりません。とはいえ、メキシコ・カトリック教会は、フェリーペが 1597 年に 25 歳く
らいであったと記された記述が存在することを理由に、次のような計算、すなわち、1597 − 25 ＝ 1572 をし、
誕生年を 1572 年と定めております。
青年期から亡くなるまではと言いますと、まずフェリーペは若くしてフランシスコ会に入会しますが、すぐ
に還俗してしまいました。その後フィリピンへ渡り、理由は不明ですが、マニラで再びフランシスコ会に入会
しました。二度目の修道会での生活では真面目に日課をこなし、そのおかげで修道士名を与えられました。し
かし当時マニラには叙階式をおこなう司祭が滞在しておらず、生国メキシコへの一時帰国が許されることにな
ります。その際乗船した船が遭難し、日本漂着、殉教（1597 年）という運命を辿ったのです。
死後、フェリーペは 1627 年に列福、もちろん、ともに殉教した 25 人の仲間も同様です。その後二世紀半
ちかくのち、フェリーペらは 1861 年と 1862 年に分けて列聖され、正式に聖人となります。この列聖に関し
てですが、その列聖式が翌 1862 年に執りおこなわれていることから、一般には「1862 年列聖」と認識されて
いるようです。
ここまでの話で気付かれるかと思いますが、フェリーペは、管見の限りでは、殉教以外生前取り立てて語る
べきことは何もしておりません。殉教し、福者となり、その結果彼を対象とした崇敬がメキシコではじまった
ということになります。
つぎに崇敬の特徴です。聖フェリーペ崇敬は時代によりその意味合いを変化させ今日に至っております。少
し長くなりますが、図像と関係しますので説明させていただきます。ここではその特徴を 5 点あげ、それぞれ
について簡単に解説していきます。
まず、1 点目はキリストとの類似性の強調です。これは「キリストと同様の磔刑姿、胸の三つの傷跡」つま
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り、十字架による磔刑と「三」という数字に基づくもので、列福直後から話題にされてきました。2 点目は聖
書の中の出来事とフェリーペに関わる出来事を重ね合わせ、フェリーペの様々な聖なるイメージが語られる点
「ク
です。主に 17 世紀後半以降の創作イメージです。こういった行為はすべて、メキシコ生まれのスペイン人、
リオージョ」と言いますが、彼らがおこなったと考えております。
ここでクリオージョに関する説明をさせていだだきます。スペインによるメキシコ征服がはじまった 1519
年から征服後しばらくの間、メキシコに滞在していたスペイン人はひとつのまとまった集団でした。しかし

16 世紀半ばにもなると、この集団は二つのグループに区分されるようになっていました。ひとつはスペイン
本国から渡ってきたスペイン本国人グループ、もうひとつはメキシコ生まれのスペイン人グループで、
「クリ
オージョ」と呼ばれる人々です。
この二つのグループの間に摩擦が生じるようになります。スペイン本国人はクリオージョを軽んじ、クリ
オージョは自分たちの能力の高さと誇りを示す必要性を感じていました。17 世紀の初めは、まさにクリオー
ジョが、自分たちが何者なのかを模索し、自分達のアイデンティティを具現化しようとしていたときと言えま
す。そういった時期に「メキシコ市出身のクリオージョ、フェリーペが列福された」という知らせが届いたの
です。当然のごとくフェリーペは注目され、
「クリオージョのシンボル」として受け入れられていきました。
これが 3 点目の特徴です。
次に 4 点目の特徴として、独立後の崇敬に触れることにします。メキシコは 1821 年に独立します。独立後、
メキシコの住民は全員メキシコ人となり、そこではもはやクリオージョという概念は消失していきます。しか
しかつてクリオージョ階層に属した人々が突然いなくなるわけではありません。彼らは独立後もメキシコに住
み続け、その中には政治に携わる人々もおりました。その一部が保守派を形成し、かつてのようにフェリーペ
に関心を寄せます。実際、独立直後のメキシコ社会で聖フェリーペのイメージは保守派の旗印のように扱われ
ています。
その一方で、19 世紀半ば過ぎになりますと崇敬にひとつの変化が訪れます。先ほど、フェリーペを紹介し
た際に「殉教以外語ることは何もしていない」と申しました。もちろん、奇蹟などありませんでした。奇蹟な
どなかったフェリーペの人生に突然奇蹟と呼ばれる話が加わります。これが 5 点目の特徴の奇蹟の「イチジク
伝説」です。
どんな話かと言いますと、フェリーペの家には枯れたイチジクの古木があった。それがある日芽吹く。そこ
に至るまでの内容は、
「フェリーペは手に負えない程のいたずら好きで
日々フェリーペのいたずらに手を焼いていた黒人女中は、
イチジクの古木に向かって愚痴る。
『フェリーペ坊ちゃんが聖人（santo）になるより、
この枯れたイチジクの古木が芽を吹く方が先さ』
時が流れ、ある日イチジクの古木が芽を吹いた。
それはフェリーペが殉教した（santo になった）、まさにその時のことであった」
というものです。
実はこの話は、もともと今お話しした内容ではありませんでした。最初は「フェリーペの家には青々と生い
茂るイチジクの木があった。その木がある日突然枯れた」という語りでした。それが舞台化されると、
「完全
に枯れた古木が突然芽吹いた」と変わっていきました。青々と生い茂る木が枯れるより、完全に枯れたイチジ
クの古木が突然芽吹く方が奇蹟としてふさわしかったのかもしれません。この伝説はメキシコの人々に好ま
れ、聖フェリーペ崇敬は奇蹟の「イチジク伝説」を持つ崇敬へと変容していきます。
以上、5 つの特徴でした。
ところでこの 5 つの特徴は現在の聖フェリーペ崇敬にも受け継がれているのでしょうか。メキシコ国内のい
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ろいろな地域で話を聞いてみますと、現在聖フェリーペは、日本で殉教したメキシコ人で、最初のメキシコ人
聖人、さらには若者の聖人、と言われているようです。それと先にあげた特徴のひとつ、「イチジク伝説」、と
りわけこの伝説が人々の関心を得ていることがわかってきました。
ただし、
「イチジク伝説」が流布し始めたのは 19 世紀半ば以降で、イチジクの木がフェリーペと関連付け
て描かれるようになるのは 20 世紀に入ってからのことです。そのため、本日選択した図像の中にはイチジク
の木が添えられた作品は含まれておりません。

2、聖フェリーペの図像
ここからが本題です。図像を見ながらこの崇敬の歴史について説明していきます。ただいま見ていただいて
いる図像が本日扱う作品で、対象となるのは版画と聖画です。

上段が 17 世紀の作品、中段が 18 世紀、下段が独立前夜（18 世紀の最後の四半世紀頃＋αです）となって
おります。そして、画面右側上部の絵が、かなり時が経ちますが、1897 年殉教 300 周年の際に奉納された聖
画です。
では、① 17 世紀の版画から見ていきます。出典など関連情報に関しては、レジュメをご覧いただくという
ことにし、画面には年代のみ記してあります。該当するのは上段の版画 4 点で、これらはフェリーペが十字架
に処せられた場面が描写されています。共通のモチーフとして、磔刑姿、傷跡と流血、槍、処刑人が指摘でき
ます。
ここで 1632 年の作品と中央の二作品（1640 年と 1652 年）を比較してみてください。1632 年の作品は、磔
刑姿のフェリーペと一人の処刑人。他の二作品では、処刑人が増え、二人になっていますし、イバラの冠、シュ
ロの葉が付加されています。また 1652 年の作品では、それ以前の二作品では存在しなかった天使が十字架の
横棒の左右にそれぞれ一人ずつ置かれています。その手元を見ると、シュロの葉とイバラの冠を持っているこ
とに気付きます。さらに下部に二つの紋章が並んでいます。右がフランシスコ会の紋章で、左がサボテンの上
に鷲が止まり蛇を喰らう図柄、この左側の図柄はメキシコ市章を意味します。これら二つの紋章はなぜ添えら
れたのでしょうか。フェリーペがフランシスコ会の殉教者であることと、メキシコ市生まれの殉教者、すなわ
ち、クリオージョの聖人であることを知らしめるためのように思えます。メキシコ市章に関してはのちほどご
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説明します。
ここまでを整理しますと、傷跡の大きさと流血の量、処刑人の人数の増加、処刑人の姿を日本的にしようと
する努力などから殉教の印象が徐々に深まっていくように感じられます。殉教のシンボルであるシュロの葉と
イバラの冠および天使の図柄の有無から見ても、崇敬を形成・普及させようとする意欲が次第に高まる傾向が
見てとれます。
もう一点、右端の作品は、1682 年印刷のフランシスコ会殉教者に関する歴史書の中表紙として挿入された
版画の一部で、このフェリーペは胸に三本の槍を受けています。崇敬の特徴で触れましたが、三つの傷跡で
「三」という数字が強調されていました。ここではその「三」という数字を三本の槍で認識させようとしてい
ます。ちなみに報告者が知る限りでは、この作品は三本の槍が描かれた最も古いものになります。
このようにご覧いただいている 4 点の 17 世紀の版画を通じて、聖フェリーペに対する関心が徐々に高まる
様子が確認できます。事実、これらの作品が添えられた説教録を読みますと、聖フェリーペ崇敬をより聖なる
ものにしようとする熱意が次第に高まっていく状況が伝わってきます。図像の変化は、まさに説教録の記述に
見られる変化と重なっていることがわかります。
つぎに② 18 世紀の聖画 5 点です。これらは、描き方などから 18 世紀に制作されたと言われる作品です。
先ほど 17 世紀の版画作品からフェリーペに対する関心が次第に高まる過程が伝わってくる点を指摘しました
が、こちらの作品は、ひとつのメッセージを共有しているかのようです。「殉教者フェリーペ、聖フェリーペ
崇敬は殉教者の崇敬である」というようなメッセージです。そこには聖フェリーペ崇敬への称賛が込められて
いるようにも受け取れます。
ここでの共通のモチーフは、磔刑姿、イバラの冠とシュロの葉、天使といったものです。実際、17 世紀に
聖性を高める作業がかなり進められており、18 世紀にもなるとその聖性がある程度定着する傾向にあったの
ではないでしょうか。そうして定着した聖性をもとに望まれたさらなる崇敬の普及、それこそが、聖画がもつ
目的ではないでしょうか。その際全面的に出したかったのが、「キリストの磔刑に用いられたと同じ形状の十
字架で磔刑に処せられた聖フェリーペ」のイメージだったのでしょう。
ここからは③独立前夜の版画です。これらの版画にはこれまで見てきたものとは異なった点があります。そ
れは下部の図柄です。最初の作品では、祝典の日の宗教行列の模様が描写されています。1629 年以降、2 月 5
日が聖フェリーペの祝日とされ、宗教行列付きの盛大な祝典が開催されてきました。その行列の光景で、町中
を練り歩いた長蛇の行列が最後にメキシコ市大聖堂内へ入る場面です。大空には一羽の鷲が大きく翼を広げ
舞っています。それは鷲が優雅に大空を旋回する情景を想像させます。鷲は聖フェリーペ崇敬に対する栄誉と
誇りを伝えているように思えます。
そのほかの作品の主に下部に描出された図柄に関して、特に紋章を比較していくことにします。これらの紋
章はメキシコ市章として用いられています。ここでメキシコ市章について簡単に説明させていただきます。メ
キシコ市章には二つの図柄があります。スペイン性を持つものとメキシコ性を持つもの。スペイン性を持つ市
章は、征服直後の 1523 年にスペイン国王カルロス一世がメキシコ市に授与した紋章で、「湖に浮かぶ島、岸
と島を結ぶ 3 本の橋、島に建てられた城、立ち上がり城を支える二頭のライオン、周辺を飾る 10 枚のウチワ
サボテン」の図柄となります。ここでは城とライオンがスペイン性を示すことになりますが、こちらが、現在
に至るまで、正式なメキシコ市章となっています。一方、メキシコ性を持つ市章は「サボテンの上に鷲が止ま
り、蛇を喰らう」図柄の紋章で、主に 17 世紀以降にクリオージョが市章として好んで用いた図柄ですが、こ
れは正式なメキシコ市章ではありません。
これらの点に留意し、それぞれの紋章をご覧ください。この時代の版画にはスペイン性とメキシコ性が示さ
れていることがわかります。
まず、左から二つ目の作品では蛇は見えませんが、サボテンの上に鷲が止まっている図柄で描かれています。
これもメキシコ市章を意味するものと言えます。もちろん、メキシコ性を感じさせるメキシコ市章です。この
図柄は十字架と一体化して、さほど目立ってはおりません。三つ目の作品では下部で福者フェリーペの説明を
していますが、その中央で鷲が紋章に寄り添っています。それは大切なものをことさら大事そうに守ろうとす
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る姿のように映ります。よく見ると、そこには、先に指摘した、スペイン国王カルロス一世がメキシコ市に授
与した市章があり、その上に大きな王冠が飾られています。王冠はスペイン王家を意味するので、紋章の図柄
と王冠の双方でスペイン性が際立っていると言えるでしょう。
四つ目の作品は他の作品と構図が異なり、紋章が中央の図柄の一部を構成しています。これはサボテンの上
に鷲が止まり、蛇を喰らう図柄でメキシコ性を持つメキシコ市章です。その大きさ故にメキシコ性を描写する
だけでなく、ことさらに強調しようとする強い意志が推察されます。五つ目の作品は 18 世紀後半のものと考
えられる作品です。紋章は下部中央に見られます。豪華な羽飾りをつけた「サボテンと鷲と蛇」の図柄で、メ
キシコ性を持つ紋章と言えますが、鷲の頭上には星が置かれ、さらに紋章の上に王冠が飾られていることから、
この版画に描かれたメキシコ市章は、スペイン性とメキシコ性を同時に持っていると理解できます。
ところでこれらの作品からは以前のような崇敬の形成や普及というイメージは沸きません。伝わってくるの
は、当時の人々のメキシコ市、あるいは、メキシコに対する意識です。これらの聖フェリーペ図像はまさしく
独立前夜の空気を表しているのではないでしょうか。
この時期のものでもう一点、1802 年の作品があります。これはそのほかの五点と違い、磔刑姿のフェリー
ペではありません。十字架から降りた姿です。私が知る限り、版画としてはこれが最初の「立ち姿」ですが、
実はこういった立ち姿は、18 世紀に教会堂に奉納されたフェリーペ像の多くに用いられています。
最後に④ 1897 年の聖画 1 点です。ここでの聖フェリーペはこれまでには見られないポーズ、「十字架の道
行き」で表現されています。この年メキシコ市内のかつてフランシスコ会修道院があった区画の一角に聖フェ
リーペの名を冠する教会堂が建立され、その主祭壇に納められた作品です。実のところ、この聖画で「キリス
トとの類似性」の模索が完結すると言えます。「十字架の道行き」「磔刑姿」「立ち姿（これを復活とすれば）」
という三つのテーマを図像に持つことで、フェリーペのイメージはキリストのイメージと完全に重ねられたこ
とになるからです。
こののちの聖フェリーペ崇敬は普遍的な崇敬へと変容していきます。本日、崇拝の特徴を説明したときに触
れたように、現在は、三つの傷跡についても、かつてクリオージョのシンボルとされていたことも語られませ
ん。現在は「日本で十字架に処せられなくなったメキシコの最初の聖人で、奇蹟のイチジク伝説を持つ聖人」
と理解されています。
図像の紹介は以上です。

まとめ
ここでもう一度本日紹介しました図像を見ながら、発表を終えたいと思います。本報告では、聖フェリーペ
の図像 16 点に着目し、それらに関する個別の比較からその時代における崇拝の状況を把握し、また時代ごと
の比較を通じ、前後の時代の崇拝動向や崇拝と社会の繋がりの移り変わりを明らかにすることができたかと思
います。
最後に、本日紹介した図像は美術作品としてではなく歴史史料として扱ってまいりました。聖フェリーペの
図像の歴史史料としての意義を一言で申しますと、「図像が視覚を通して崇拝に関する歴史的理解を促す」ひ
とつの模範的な例になる。そのように言えるのではないでしょうか。
本日はご清聴ありがとうございました。
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