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【はじめに】 

播磨地方では 1613年（慶長 18年）全国に禁教令が出されると、全国的にキリシタン

弾圧が厳しくなった。姫路でも 1617年（元和 3年）本田忠政の時代から厳しくなった

といわれている。一方では 1625年(寛永 2年)姫路に住んでいたポルロ神父から 112名

が受洗したという記録もあり、特異な地域であったといえる。姫路地域ではキリシタン

遺跡が少ないと思われ、このような研究は進んでいない。そこで我々はまちづくりの新

しい素材を提供することになると考え、姫路のキリシタン遺跡の調査研究を行ったが、

2014年度に実施した外国人へのアンケート調査で我々が予測していた以上の結果がで

たので、キリシタンの歴史を発掘することだけで

はなく、姫路の観光資源につながることを確信し

た。そこでこのような調査研究を継続することに

した。 

このアンケートは京都・奈良、姫路を訪れた外国

人観光客にアンケートを実施した。国別等何項目

かに回答してもらったが、この結果（回答者 134

名）を見ると、京都・奈良、姫路を訪れる外国人

の半数以上は観光目的であり、また、姫路近郊の  図 1.キリシタン遺跡訪問について[1] 

キリシタン遺跡を訪問したいと回答した人が図 1のように京都・奈良で 44％（36名）

姫路で 62％（32名）であった。 

 

【本年度の調査研究】 

本年度は次のような調査を行う計画を立てて実施した。 

（1）観音寺について未発見の新たな遺跡がないか再調査する。 

（2）キリシタンと関連があった土居家、佐伯家、尾上家、速水家、広岡家の関連に 

ついてどのような関連があるか調査する。 

（3）山田町牧野の裏山の調査と豊富町神谷の再調査をする。 

（4）太尾地区はキリシタン取り調べで獄死者が出たところであるので調査する。 

（5）香寺町のうち昨年度未調査となった地域の調査を行う。                                          
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（1）観音寺の再調査 

  昨年度観音寺ゆかりの土居家と観音

寺にある背面十字架地蔵について建立者

の調査や土居家の歴史について調査した。

本年度は再調査して、「南無阿弥ゼツ仏」

と書かれた墓石を新たに発見した。ここ

に刻まれている「阝へんに色」の字は諸

橋轍次の著になる代表的な漢和辞典を引

いても出てこない文字である。中山道が

通っていた岐阜県可児郡御嵩町の街道か

らそれた山村で昭和 58年町道の拡幅工事の際多くの     図 2.観音寺の墓地 

キリシタン遺跡が発見されている。その中に「南無阿

弥絶仏」と書かれた傘塔婆や「南無阿弥ゼツ仏」と刻

まれた墓石がある。御嵩町の墓石に「南無阿弥絶仏」

と「南無阿弥ゼツ仏」があることから推測するとキリ

シタンが「絶」の字を用いたが「糸偏の絶」はすぐに

わかるので、「南無阿弥陀仏」と見間違えするような「阝

偏に色」と創作文字をつくったことが推測できる。観

音寺のこの墓石も同様であると考える。またこの「ゼ

ツ仏」の意味については普通に考えると「仏を絶つ」

と解釈できるが、当時イエスキリストを「ゼスキリス

ト」と表記していたので、「ゼツ」は「イエス」を表す

意味で使われたと考える研究者もいる。すでに発見し

ている網干の善慶寺の「南無阿弥ゼツ仏」墓石は角型

で相当な年月が経っているが、この墓石は石材の痛み

はあまり見受けられない比較的新しいものと見受けら

れる。この墓石を見て驚くべきことは墓石の台    図 3.「南無阿弥ゼツ仏」墓石 

石に「當山〇〇上人」と刻まれていることである。 

〇〇の部分は一見「會誉」とも読めるが確認作業が必要

である。ともかく「上人」と呼ばれる僧の墓石にこのよ

うな字が彫られているのは非常に珍しい。観音寺は浄土

宗のお寺であるが背面十字架地蔵があり、キリシタンと

思われる法名のついた墓石や浄土真宗の戒名が付いた

墓石があることから見ると、他宗にも寛大なお寺と見え

たが、今回の再調査で相当キリシタンとも関係があった

お寺であると言える。     図 4.右 図 3の台石 



姫路のキリシタン遺跡の調査研究Ⅱ 

（2）土居家、佐伯家、尾上家、速水家、広岡家の関連について 

まず佐伯氏とのつながりについて赤松氏の系図を見ることにした。その結果土居家も佐

伯氏も赤松氏の子孫で、深いつながりがあったことがわかった。土居家は 1346年姫山に本

格的な城を築いた春日部赤松貞範（1393～1447？）の子孫である。貞範の子顕則は山崎の

篠ノ丸城を築き全盛期を迎えるが、将軍義持が赤松滿祐を追放して持貞に 3 か国の守護職

を与えようとする噂がひろまり、長子持貞が自殺に追い込まれた。あとを継いだのが貞村

で貞村の弟家貞から数えて 4 代目の赤松宗貞が土居家の先祖であると土居家系図に記され

ている。次にキリシタンと関係があるとおもわれる、姫路と関係深い尾上家、速水家、広

岡家の 3家の関連について調査することにした。加西市の教育委員会の研究によると、 

① 尾上家は尾上祐悦が加西郡北条で医業を開業。享保 7年（1722年）没 

代々医業を継ぐが、尾上佐仲は長崎で蘭方・諸学を学び、両親がキリシタンで殺

害されたおふさを妻にして帰郷している。 

尾上佐仲は速水寛二の子で、帰郷後加西郡笠原で医業を開業している。 

② 速水家は速水寛二が尾上家の養子となって医業を継いでいる。 

寛二の子速水勇治は岸村で開業している。 

勇治の弟は上記の尾上佐仲。 

速水家は加西の喜田墓地に十字架地蔵を建立している。 

③ 広岡家は姫路藩のキリシタン取調べで獄死者をだしている。この事件は尾上家を

護るため獄死したと推測されている。 

これらの各家の系図の詳細な調査も加西市で行われているが、我々は赤松氏全体の中で

どのような位置づけになるのかを調べてみた。 

尾上家は播磨・備前・美作 3ケ国を支配し、赤松氏本城となっていた置塩城の城主赤

松義村の子孫で、赤松惣領家につながる家であった。 

広岡家は赤松七条家の一家であった。そして調査すると 3家とも赤松氏の子孫である

ことがわかった。 

赤松氏の系図は「尊卑文脈」や「群書類聚」等膨大な数で存在しているが、嘉吉の乱の

首謀者赤松滿祐の父が赤松義房になっているものが多く、また赤松政元のように史実とあ

わない実在したかどうか分からない人物が記載されているものもある。そこで最も信憑性

があると思われる赤松円心の菩提寺である「法雲寺」に伝わる系図をもとにしている上郡

町の資料等で調べた。赤松氏の系図にはどれを見ても佐伯惟繁の名は見当たらない。父赤

松則繁は善防城主で嘉吉の乱により九州へ落ちのび、その後河内で討死している。則繁の

子惟繁は側室の子で大分の佐伯氏に育てられ、佐伯を名乗ったということもあり、系図に

記載されなかったものと思われる。そこで惟茂の系統を付け加えて赤松氏の系図を作成し

た。 
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図 5.赤松氏系図（佐伯氏を付け加えた。） 
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（3）山田町の調査                 

本年度も牧野について調べて

みると、牧野は江戸時代初期に

は温泉が湧き、金や銀が採掘で

き、加西や姫路との往来も盛ん

で大変賑わっていた村であるこ

とが分かった。そして光景寺の

背後の山に多くの羅漢があり、

ここにもキリシタンに関係があ

ると思われる石像があるか調査

した。光景寺は黄檗宗の寺院で   図 6.光景寺 

「郷土山田村の歴史」に「山号は牧

野山。本尊の両脇に木造十六羅漢像

（高 45 ㎝）が安置されている。地蔵

堂内に祀られている延宝 6年（1678）

銘のある石地蔵には、寺の盛衰にまつ

わる説話が伝承されている。背後の山

1 腹には百体の観音石仏が、山麓の小

祠には青面（しょうめん）金剛絵像図

が祀られている。」[2]と説明されてい

る。そして「ひめじ明治のかたりべ集

（上巻）」に「寺の盛衰にまつわる説

話」[3]が記されていた。要約すると

次のようになる。「後醍醐天皇元享の

ころ牧野村東の山に温泉がわき大変

賑わっていた。ある日都から一人の和

尚がやってきて、湯谷の入り口に観音

菩薩を安置して光景寺を建立した。と

ころが姫路藩の時代になってから、温

泉もでなくなり、金や銀も掘りつくさ

れいつとはなしに人が寄りつかなく

なり、代々続いた住職も離れ、本堂や

庫裡も傷んだが村人も放置したまま

で獣の住処となって荒れ果てた。慶応 図 7.左上 図 8.右上 図 9.左下 図 10.右下 

二年（1866）湯谷の奥から山津波が押     光景寺裏山の百羅漢の一部 

し寄せ田畑がことごとく流され、村人 
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たちが光景寺の観音様を粗末にしたた

たりにちがいないと叫び、荒れ果てた

寺を再建し、光景寺の裏山に百羅漢を

お祀りして、明治のはじめ頃元どおり

の豊かな村になった」と語られている。

これらの記録から背後の山の羅漢は幕

末につくられたことがわかった。現在

も多くの地蔵菩薩を裏山で見ることが

できる。しかし、最初に設置してある、

地蔵菩薩は他のものと明らかに異なっ

ていた。他の地蔵菩薩の背面は原石の

ままであるが、この地蔵菩薩のみ背面

に彫刻がされている。地元の人に聞く

と、もと温泉の近くにあったがここに 図 11.地蔵菩薩正面  図 12.地蔵菩薩背面 

移されたということであった。この地蔵菩薩の背面には十字架の縦棒が通っているよう

に見える。背面十字架地蔵は享保年間から造立されるようになり、背面の十字架は時代

がたつにつれ、縦の部分が短くなっている。それを考えると、享保時代に造立されたも

のと思える。今後も他の地域で発見されている背面十字架地蔵と比較してもう少し詳し

く調べる必要があると感じた。 

 

豊富町神谷の調査  

昨年度豊富町神谷（こだに）地区の細野の墓地を調査した。この地区は加西の大柳町

と接しており、中世にすでに姫路から加西への道として知られていた地域である。 

ここには田圃にある地と、山裾の墓地がある。山裾の墓地は土葬の上に石を載せただけ

の墓もあり、

江戸時代の

初めにはこ

の墓地が存

在していた

と思われる。

江戸時代前

期の墓は多

数の石が積

み重ねられ

ているが、

それ     図 13. 「同會」の墓石  図 14. 「同會」の墓石  図 15「鐵」の墓石 
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以前は河原で拾ってきた石を載せるだけであったからである。この 2か所の墓地に「同

會」や「鐵」の墓石があり、また

背面十字架地蔵があったので、本

年度再調査したが、風化が著しく

すすんでおり、いつ頃造立された

のかは判別できなかった。しかし、

この地域のキリシタンの墓石は

姫路の他の地域より早くから存

在していた可能性がある。 

           

（4）太尾地区の調査 

太尾は江戸時代南山田から加西

へ行く街道の中心部に位置し、北

へ行く道の分岐点にでもあった。

江戸時代の絵図を見ると右記の

絵図のように幕末まで主要道路

の一つであった。明治には「馬車  図 16.「播磨の國絵図」弘化 3年（本学図書館蔵） 

道」が通っている。この村はキリ  

図 17.「〇」墓石       図 18. 「同會」墓石    図 19.「鐵」墓石 

シタンとして姫路藩に捕らえられ、獄死者を出した広岡家と関係のある地域でもある。

そこで本年度 3回にわたって調査を行った。この墓地を調査したところ、この墓地でも
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キリシタンの者とみられる墓石を発見することができた。「○」「鉄」の彫られた墓墓石

や特に今まで見たものと違い、「同會」に十字架を刻んだ鮮明な墓石をみることができ

た。「同會」に十字架を刻んでも縦の線が少し突き出ているものが多いが、誰がみても

「同會」に十字架が刻まれているのがわかる墓石であった。 

図 20.一般の「同會」図 21.に十字架 図 22.拡大 図 23.「同會」比較文字 

 

（5）八徳山の墓地調査 

香寺町で昨年度調査した地域で

はキリシタン的な遺跡は見当たら

なかった。そこで慶長時代や江戸時

代の播磨の國の絵図を調べること

にした。本学所蔵の寛延時代の地図

にも弘化時代の地図にも記載がな

いので分からなかったが、慶長時代

から江戸中期まで、香寺町相坂から

八徳山の東のふもとを通り、矢田部

から久畑へ行く道が主要な道であった   図 24.八葉寺 

ことが判明した。慶長時代の絵図にも記されていたという研究家の証言を得たので、八

徳山を調査することにした。現在では八徳山のふもとの相坂から矢田部へ行く道は通行

できなくなっているが、八徳山への道は現在も通行できるように整備されていた。八徳
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山八葉寺は天台宗の寺院で、行基の手により開基したと伝わっている。江戸時代は池田 

図 25.「播磨の國細見図」寛延二年（本学図書館蔵）に 

江戸初期の道を書き加えた。（赤線部分） 

輝政から朱印状を与えられ、五院十三房寺

院を有した格式のある寺院で、多くの人が

参拝していたと思われる。調査をしてみる

と、地元から預かっているという無縁墓の

中で「同會」に十字架を刻んだ鮮明な墓石

を発見した。そしてここでも「南無阿弥ゼ 図 26.八葉寺墓地階段状の墓地が無縁墓石 
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 ツ仏」の墓石を見ることができた。さらに、無縁墓の中に今まで姫路市内では見たこ

ともなかっ

た地蔵を発

見した。剣

道用語に

「地蔵肩に

不動腰」と

いう     

ことばがあ

るが、これ

は地蔵さん

のように脱

力したなで

肩で、腰は

不動であれ    図 27.普通の地蔵菩薩 

  図 28.左 図 29中. 図 30.右いずれも「いかり肩」地蔵 

ということをうたったものであるが、ここには反対に肩の角ばった地蔵菩薩が 4体ある

ことを発見した。これはキリシタン的な地蔵といわれているものである。そしてその中

の一体は錫杖（しゃくじょう）と呼ばれる遊行僧が携帯する杖の紋様が異なっていた。

他の地蔵菩薩の錫杖には見られない紋様でキリスト教の「三位一体」を表すものである

とされている。 



池田武弘 木原 裕 日下部愛子 福西 章 

この地域では墓地の移転等でキリシタン的な遺跡はまったく分からなかったが、今回の

調査で香寺町にもキリシタンが相当数いたことが推測できた。 

   

 図 32.「いかり肩」地蔵 

  図 31.左の拡大図 

 

 

 

 

 

 

 

   図 31. キリスト教の三位一体を 

表す錫杖を持った「いかり肩」地蔵 

図 33.「南無阿弥ゼツ仏」墓石 
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【おわりに】 

加西にはキリシタン的な石像が約 800体あり、姫路のキリシタンが加西方面に逃れた

と考えられており、姫路市内にはキリシタンの遺跡はほとんど見当たらないと思われて

いた。しかし、昨年度の調査で観音寺、牧野の墓地、神谷地区の墓地で調査を行い、本

年度は太尾の墓地、八徳山の墓地を調査し、観音寺と牧野の再調査を行った。その結果 

「背面十字架地蔵」を観音寺で１体、細野墓地で２体、牧野で１体計４体を確認した。

また「南無阿弥ゼツ仏」と刻まれた墓石を網干の善慶寺、観音寺、八葉寺墓地で発見す

ることができた。そして「同會」に十字架を刻んだ墓石は各墓地に存在していた。 

本年度の調査で観音寺の「南無阿弥ゼツ仏」と刻んである墓石に「上人」とあるのに

は衝撃的な発見であった。また「いかり肩地蔵」や、キリスト教の父（神）と子（イエ

ス・キリスト）と聖霊の「三位一体」をあらわす錫杖を持った地蔵を発見できたことも、

驚くべき発見であった。このような遺跡は全国的にもめずらしいキリシタン遺跡である

と言える。以上の調査により、姫路市内にも多くのキリシタンがいたことを推測できる

までにいたった。 

観光資源というと神社、仏閣、名勝、温泉、祭などがあげられるが、最近の観光資源

はそれだけではない。冒頭で「キリシタン遺跡があれば訪問したい」という外国人が多

いことは旅行者の意識が変化したことをあらわしている。松井一郎氏が新しい観光資源

の考え方として地域に残されている埋もれた歴史を発見し、これを説明できる人材育成

をすることをあげている[4]。我々も今後もこのような調査研究を継続し、姫路で新し

い歴史的な価値を創造し、同時に姫路の観光資源の素材にしたいと考えている。 

最後に加西市石像文化研究会、山田町多田の上田倫範氏、舟津町三又の福永強氏に謝

意を表したい。 
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