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＜文化財の種類 有形文化財（歴史資料）＞ 

名 称 満所
マンショ

（ＭＡИＴＩＯ）キリシタン墓碑
ぼ ひ

 

員 数 １基 

所在地 八尾市千塚三丁目 180番地の 1（八尾市立歴史民俗資料館） 

所有者 八尾市 

年 代 安土桃山時代（天正十年五月二十六日の銘がある） 

説 明 
〇概要 

本作は、碑面上段に十字架と、イエス・キリストをあらわすアルファベットである「ＩＨＳ」

を、下段には「天正十
（ 1 5 8 2 ）

〈壬／午〉年／満所 ＭＡИ
（N）

ＴＩＯ／五月二十六日」という被葬者名お

よび没年を刻したキリシタン墓碑である。砂岩製で、台座まで一石にて彫り出しており、最大横

幅 51.2㎝、最大高 89.1㎝（台座高 22.1㎝）、最大奥行 21.1㎝の堂々とした姿をなす。形状は舟形
ふながた

とも蓮弁形
れんべんがた

ともいいうる優美な尖頭形をし、銘文中の十字架やアルファベットはその輪郭を縁取

ることで形を彫出するとともに、それらの先端部には炎のような突起を付して蝋燭
ろうそく

の如き意匠を

施すなど、同時期のキリシタン墓碑と比して高い装飾性を有す。 

 

〇製作年代 

本墓碑は、八尾地域（八尾市）に伝えられたもので、碑面に刻された銘文から天正 10年（1582）

5月 26日に没した洗礼名「満所（ＭＡИ
（N）

ＴＩＯ）」のために作られた墓碑といえる。これは、本

府域内のみならず日本国内に現存する最古のキリシタン墓碑とみなしうる天正９年（1581）の

田原
た わ ら

礼幡
レイマン

墓碑（府指定有形文化財（歴史資料）千光寺
せんこうじ

跡
あと

出土
しゅつど

田原礼幡キリシタン墓碑）に次ぐ古

さの、造立年代が確実に判明するキリシタン墓碑と位置づけられる。本作は、周辺地域に伝わる

中世の砂岩製の石造物と同じく、きめの細かな濃い灰色の砂岩製という特徴を有しており、これ

らの石造物が和泉山脈より産出された石材を用いているとみなされていることから、本作に用い

られた石材も同地域より産出されたものと考えられる。 

 現在、日本国内において、16 世紀半ばから 17 世紀半ばまで註１に製作されたキリシタン墓碑

は少なくとも 192基確認されており、そのうち 8基が本府域内に存在する註２。この 8基のうち、

16世紀に造立された墓碑は本作と田原礼幡キリシタン墓碑の 2基のみであり、のこりの 6基は

17世紀初頭の製作である。なお現時点において、日本国内に現存する 16世紀に製作されたキリ
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シタン墓碑は、本府域内に伝存するこの 2基のみである。 

 

〇中世河内地域のキリシタン 

 天文 18年（1549）にフランシスコ・ザビエルらによって日本へと伝えられたキリスト教は、

永禄 3年（1559）、ガスパル・ヴィレラが三好長慶や足利義輝から畿内での布教許可を得たこと

で大きな広がりをみせる。河内地域においては、永禄 6年（1563）、三好長慶がヴィレラやロレ

ンソ了斎に、長慶が居城とした飯盛
いいもり

城
じょう

下での布教を許可、キリスト教の保護を命じたことで、

翌７年には飯盛城で 73人もの長慶家臣がヴィレラより洗礼
せんれい

を受けた。これを嚆矢として、同年

だけでも総勢 500名が受洗
じゅせん

、入信
にゅうしん

したとされる註３。この時に、長慶の家臣である河内地域のお

もだった城主が入信したことで、以降、河内地域においてキリスト教が広く受容されていくこと

となる。また教会も次々と建てられており、史料上からは、永禄 7年に飯盛城下や砂（四條畷市）、

三ケ（大東市）、天正 4年（1576）に若江（東大阪市）、翌 5年（1577）に岡山（四條畷市）な

どにてその存在を確認することができる。八尾にも天正 8 年（1580）頃に、小聖堂 2 か所が建

立されている註４。 

このように河内地域では、1560年代から 80年代にかけての約 30年間が、キリシタンの数の

最も増加した時期といえ、例えば天正 9年（1581）には岡山領内の民 3500人すべてがキリシタ

ンであり、三ケでは 1500人、八尾では 800人がキリシタンであると記録されている註５。そして

本墓碑が伝えられた八尾では、永禄 7年に飯盛城にてキリシタンとなった長慶家臣池田丹後守教

正註６が八尾城に入った天正 8 年頃から、教正が羽柴秀吉によって美濃に転封された天正 11 年

（1583）までの数年間が、キリスト教受容の最盛期であった。天正 10年（1582）の銘が存する

本墓碑は、八尾地域そして河内地域においてキリスト教信仰が最も高揚した時期の作といえる。 

 

〇形状 

本作の形状は舟形とも蓮弁形ともいいうる尖頭形の立
たて

碑
び

で、頂上部から台座部にいたるまでの

輪郭はなだらかな曲線にて形づくられる。碑面は、ノミ状の道具を用いて全面を細かく丁寧に叩

くことで平滑に整えるとともに、碑面中央部へ向かってゆるやかに膨らむ曲面とする。背面は、

周縁部を湾曲させて舟形としており、仕上げは荒削りのままとする。底面には、矢穴と考えられ

る窪みが 2つ存在する。 

日本国内に現存する 16 世紀半ばから 17 世紀半ばまでに製作されたキリシタン墓碑の形状を

分類すると、立碑と伏
ふせ

碑
び

に大別でき、伏碑は 17世紀に入ってからの出現となる。造立年の判明

する 16世紀のキリシタン墓碑は、本墓碑と田原礼幡キリシタン墓碑の 2基のみで、いずれも立

碑である。17 世紀以降に製作された立碑のほとんどは円頭形をしており、本作のような蓮弁の

如き尖頭形立碑は他に類例がなく、また本作の前年に造立された田原礼幡キリシタン墓碑の形状

も、将棋の駒のごとく直線による五角の圭頭形立碑で、同じく類例がない。これら 16世紀に造
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立された墓碑の形は、従来から存した石塔や石仏の造形から生み出された、日本列島におけるキ

リシタン墓碑の初発的な形状と考えられる。 

 このような独特な形状に加えて、本作には、蝋燭と炎のごとき意匠を施した十字架および IHS、

籠字のように文字の輪郭を陰刻の単線にてなぞったアルファベット、碑面の周囲に沿って彫られ

た陰刻単線の縁取りなど、細やかな彫刻がなされており、当該期のキリシタン墓碑と比較しても

装飾性が高い註７。 

 また本墓碑の大きさも特筆され、16世紀半ばから 17世紀半ばまでに日本国内で製作された立

碑型キリシタン墓碑のなかで、高さ、幅、奥行き、それぞれが最大であり、堂々とした存在感を

有している。 

 

〇「満所 ＭＡИＴＩＯ」 

本墓碑は、碑面に被葬者の洗礼名である「満所」を漢字で書すとともに、「ＭＡИＴＩＯ」と

アルファベットにて記すことも注目される。これは、日本語音をローマ字で表記した現存最古の

文献である『諸聖徒の御作業の内抜書』（『Sanctos no Gosagveo no vchi Nvqigaqi』）が天正 19

年（1591）成立であることからも、本墓碑はアルファベットを刻した日本国内の金石文として、

あるいは漢字とその語音をローマ字にて併記した金石文として、最古級の資料といえる。 

また本墓碑は、昭和 8 年（1933）の「発見」時、八尾市の西郷共同墓地の北西隅に存し、他

の墓石と墓石との間に挟まれた状態にあったという註８。この西郷墓地は江戸時代初期に整備さ

れたとみなしうることから、天正 10年の銘を持つ本墓碑の本来の設置場所は不明とせざるをえ

ない。しかし本墓碑を遠隔地よりわざわざこの場所へ移してきたとは考え難く、また前述のよう

に当該期の八尾地域にはキリシタンが多数存在していたことから、当初より八尾もしくは近隣地

域に設置されていたと考えられる。なお、被葬者である満所については、人物を同定できる確実

な史料が無いため、どのような人物であったのか不詳である。 

 

○評価 

本作は、日本国内で製作されたキリシタン墓碑として最古期のものであり、とても重要である。

また、国内の他のキリシタン墓碑と比して装飾性に富むとともに、非常に丁寧かつ優美な造形で、

形状も類例が無く、貴重である。さらに碑面には被葬者名だけでなく、没した年月日を刻すこと

から製作年代が明らかであり、当該期の基準作例として位置づけられる。加えて、漢字とその語

音をローマ字にて表した、最古級の金石文資料といえる。 

中世河内地域におけるキリスト教信仰受容の最盛期の作である本墓碑は、西洋文化の受容を考

える上で意義深く、宗教史上、対外文化交流史上において極めて価値が高い。また、河内国や摂

津国などの地域史理解の上でも、非常に重要な資料である。以上より本作は本府指定有形文化財

に相応しい。 
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註１ 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天文 18年（1549）から、江戸幕府

によってキリシタンの信仰が全国において禁止された慶長 18年（1613）年ごろまでを、その対象とした。 

註２ 『日本キリシタン墓碑総覧』によると、現在、大阪府内では本墓碑を含めて８点のキリシタン墓碑が報告

されている。銘文に刻された年代順に並べると以下の通りである。 

    「（田原）礼幡」キリシタン墓碑（天正九年八月七日の銘がある）（四條畷市） 

    「満所」キリシタン墓碑（天正十年五月二十六日の銘がある）（八尾市） 

「佐保カラヽ」キリシタン墓碑（慶長六年四月一日の銘がある）（茨木市） 

「上野マリヤ」キリシタン墓碑（慶長八年正月十日の銘がある）（茨木市） 

「せにはらまるた」キリシタン墓碑（けい長十五年十月十一日の銘がある）（茨木市） 

「□源左衛門」キリシタン墓碑（慶長十八年五月廿四日の銘がある）（茨木市） 

「くほまりや」キリシタン墓碑（慶長の銘がある）（茨木市） 

「某氏」キリシタン墓碑（茨木市） 

註３ ルイス・フロイス『日本史』「第十四章（第一部三八章）」、一五六四年十月九日付平戸発イルマン・ジョ

アン・フェルナンデズより支那の某パードレに贈りし書翰（『耶蘇会士日本通信』）など。 

註４ ルイス・フロイス『日本史』「第十四章（第一部三八章）」、「一五六四年七月十五日付都発パードレ・ガス

パル・ビレラよりポルトガルのパードレ・イルマンに贈りし書翰」（『耶蘇会士日本通信 上』）、「一五七

七年七月二十八日付都発パードレ・ジョアン・フランシスコより当時豊後に在りしパードレ・ルイス・フ

ロイスに贈りし書翰」（『耶蘇会士日本通信 下』）、「一五七九年十二月十日付口ノ津発パードレ・フラン

シスコ・カリヤンより耶蘇会の総長に贈りし書翰」（『耶蘇会士日本通信 下』）、「一五八一年の日本年報、

一五八二年二月十五日付長崎発パードレ・ガスパル・クエリヨよりイエズス会総会長に贈りたるもの、河

内のレジデンシヤとキリシタンについて」（『イエズス会日本年報 上』）など。 

註５ 「一五八一年の日本年報、一五八二年二月十五日付長崎発パードレ・ガスパル・クエリヨよりイエズス会

総会長に贈りたるもの、河内のレジデンシヤとキリシタンについて」（『イエズス会日本年報 上』）。 

註６ ルイス・フロイス『日本史』「第十四章（第一部三八章）」など 

註７ 例えば、田原礼幡キリシタン墓碑は、碑面の輪郭内側をめぐる線や IHS、漢字による被葬者の洗礼名およ

び没年を彫りの深い陰刻の単線にて刻すものの、装飾性は低い。また 17 世紀以降に造立された墓碑は、

墓碑の周囲を縁取る彫りや、碑面下部に蓮台のような稚拙な装飾を有するものも存するが、基本的には十

字架と被葬者の洗礼名および没年を彫りの浅い陰刻の単線にて記している。このように本府域内に存する

他のキリシタン墓碑と比しても、本作は装飾性が非常に高いといえる。 

註８ 本墓碑は「発見」後、昭和 10年に重 要
じゅうよう

美術品
びじゅつひん

（建造物）の認定を受け、現在に至る。 
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満所（ＭＡИＴＩＯ）キリシタン墓碑 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

満所（ＭＡИＴＩＯ）キリシタン墓碑 拓本 
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実測図 
（村上始氏作図、大石一久編『日本キリシタン墓碑総覧』より転載） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


