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学部長

あと１年
卒業式が終わり、わたしの学部長としての１年が終わった。あと１
年残すのみである。停年まで４年しか残さないわたしは、少しでもゆっ
たりと時が過ぎるのを待ちつつ、自分の研究の不足分を補って、数冊
の著作として完成させたいと考えていた。しかし、そう強く思いながら、いっぽうでは、
早く時が過ぎることを願わざるを得ない状態となり、矛盾した条件のもとで呻吟している。
といいながら、なかなか無事にとはいいかねるが、なんとか半分を終えることができた。
あと１年も、早く過ぎることを願いつつ、ゆっくりと自分の時間を使う努力をしないとい
けない。長く、かつ短い１年を。フィールドを東北アジアにおいている関係上、そこでの
新しい情報を吸収する必要があり、たびたび現地を訪れる必要もある。その繰り返しで今
日まで来たわけであるが、それにいくぶん制約がついた。その点については、ぜいたくだ
と言われそうな気もする。他大学の同じ条件の人からすると、結構自由があるほうのよう
である。そうした現状とは関係なく、いまは停年となり、研究費を手にできない境遇に対
する準備が必要になっていることも痛感する。文系の研究には停年がなく、蓄積も必要で
あるので、ようやく地に足がついてきたように思える。今後がますます重要であるので、
とりあえずは現段階までの整理をすすめなければならない。所蔵する本も、すでに研究室
からはみ出したのは古いことであるが、いっそう行き場がない。そのことも頭の痛いとこ
ろで、しかし年限は迫っているという状況である。予定したようにはなかなかいかず、こ
の１、２年で行き先を決めないといけないと思っている。ともあれ、入学式を迎え、礼服
を身につけて参席すれば、あとひとやま、という気になるであろう。
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論文

戦後日本社会のメンタルヘルスにおける
精神科診療所をめぐるいくつかの論点について
中

村

好

孝

人間文化学部人間関係学科

一

問題の所在

戦後日本社会のメンタルヘルスや精神医療につい
て、あまり重ならない二つのことがよく言われてい
る。
第一は、日本の精神医療の入院中心主義である。
諸外国と比べると、文字通り桁違いに在院日数が長
く、精神科病院１）の入院設備（病床数）が多い。そ
の理由としては、精神科病院の多くが民間経営であ
ることなどが指摘される。そして「受入条件が整え
ば退院可能な」入院患者約７万人（2004 年「精神保
健医療福祉の改革ビジョン」）の「社会的入院」の
解消を、政策的に目指すとされてきた（図１）。
精神科病院に対しては、人権観点からも繰り返し
批判が行なわれてきた。たとえば 1970 年に、朝日
新聞の記者の大熊一夫が、「ルポ・精神病棟」を連
載し、1973 年に『ルポ・精神病棟』として出版し
た。また 1984 年には、看護助手らの暴行によって
患者が死亡などした宇都宮病院事件が起こった。21
世紀になっても、この方向の議論は、ジャーナリズ
ム等でもよく行なわれている。

図１
出典

2

精神病床の病床数（対人口 1000 人）
OECD Health Data 2013をもとに作成
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これらは精神科病院における精神医療について問
題とするものである。日本の文脈ではないが、社会
学における古典的研究としてはゴッフマン『アサイ
ラム』がある（Goffman 1961）
。
よく言われていることの第二は、メンタルヘル
ス、精神医学的な知や実践が、精神科病院の外、さ
らにはこれまで精神医学の範囲外だと思われていた
領域に、拡張・普及しているのではないかという指
摘である。こちらは社会学的な議論も多い２）。医療
化論（Conrad & Schneider 1992）は、それまで医療
の対象でなかった何らかの行為や逸脱が、医療の対
象（病）と解釈され、治療の対象となるような現代
社会の傾向を指摘してきたが、この論を精神医療領
域に援用した（あるいは援用の当否を問う）議論だ
と言える。
精神医療やメンタルヘルスに関する、この二つの
議論は、いずれも現代日本の精神医療について言わ
れていることのはずだが、しかし従来、関連づけて
論じられることがなく、あたかも無関係な現象のよ
うに扱われる傾向があった。この二つがどうつな
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がっているのかを考える必要がある。本稿は、その
ために注目すべき対象として、精神科診療所を指摘
するものである。

二

先行研究

そのために、具体的に二つの先行研究を紹介する
ことで、同じ問題について別の言い方をしてみよう。
第一は、20 世紀の（精神医療に限定しない）医
療 全 般 に つ い て の 猪 飼 周 平 の 議 論 で あ る（ 猪 飼
2010）。猪飼によれば、20 世紀とは先進国で医療シ
ステムが病院を中心に構築された時代である。猪飼
はこの時期を「病院の世紀」と呼び、そして病人を
病院で診るという 20 世紀の仕組みが終焉に向かい
つつあることを示唆する。
病院の世紀、つまり 20 世紀は、「治療に対する大
きな社会的期待を背景に、医療供給システムがその
期待に適合的に再編成されていく時代として成立」
（猪飼 2010：206）した。それは、治療医学的な意味
における治癒を究極目標として、医療システムをそ
の目標のために再編・構築していった特異な世紀で
あった。
猪飼は、先進国の医療システム発展の型を、身分
原理（イギリス）
、所有原理（日本）、開放原理（アメ
リカ）に整理しているが、『病院の世紀の理論』の
主要な記述対象は日本である。日本の医療システム
の所有原理は、開業医が病床を所有・経営する仕組
みであり（2000 年時点、一般病院に占める開業医比
率は 70.8 ％）
、猪飼によれば、フリーアクセスの医
療、病院と診療所が競合する医療機関、専門性の高
い開業医のいる医療職といった日本の医療制度の特
徴は、かなりの程度、所有原理から説明できる。そ
の所有原理型医療システムの原型が作られたのは明
治期であり、20 世紀前半に専門医化が進展する。
つまり、医学教育の水準が向上し、一定期間の勤務
医経験を経て開業するという医学校卒業者のキャリ
アパターンへの変化が起こった。
しかし猪飼によれば、今日、QOL を究極目標と
する生活モデルが、医学モデルを凌駕することで、
病院の世紀は終焉に向かいつつある。病院の世紀に
おいては、治療に対する社会的期待があり、それに
応えるために医療システムが発展した。しかし、長
寿命化や、治療が QOL の増進という目標に貢献す
る手段として位置づけ直されるという背景のもと、
治療という手段の社会的評価が低下した。すると、

医療システムの基礎が脅かされ、ヘルスケアは地域
包括ケア化をめざすようになる。
ヘルスケアの地域ケア化のポイントは三点であ
る。⑴有効な支援＝生活ニーズは多様である。した
がって、ケアを供給する側も資源の多様性が必要で
あるが、それに応えることができるのは病院ではな
く地域社会である。⑵生活ニーズに関する情報は当
事者の生活環境に集積している。それに対して医学
モデルでは、情報は病院／診療所において検査や診
察から得られた。⑶地域ケアにおいては、元々の生
活環境の要素を引き継ぐことができる。
この猪飼の議論を精神医療に当てはめるならば、
病院の世紀の入院中心の精神科医療が終焉をむか
え、地域生活支援へと移行する可能性が示唆されて
いる。
この猪飼の病院の世紀の理論そのものは、特に精
神医療を対象とした理論ではないが、猪飼は『精神
医療』という雑誌に、病院の世紀の終焉後につい
て「地域包括ケア」という用語を使って議論する論
文を書いている（猪飼 2013）。この『精神医療』誌
は、「東大精神科医師連合」の機関誌として 1970 年
に創刊された雑誌である。彼らを中心に、当時の日
本の精神医療の中の「造反派」による論争を整理し
たのが立岩真也である（立岩 2013）
。立岩は、彼ら
「造反派」と、彼らに批判され反批判した「反造反
派」の対立という構図を提示して、基本的には造反
派の主張に理が有ったと主張している。
立 岩 の 言 う 造 反 派 と は、1968 年 の 大 学 闘 争、
1969 年の日本精神神経学会金沢大会で、当時の精
神医療を批判した人たちである。立岩によれば、彼
らは、しばらく主導権を握って学会改革を行なった
が、結局うまくいかなかった、と通常理解されてい
る。逆に、造反派に批判され、反批判した反造反派
は、良心的で革新的だと自認していた人たちであっ
た。
造反派と反造反派の対立の論点を、以下に三点挙
げる。
⑴良心派を自認していた人たちは、リハビリテー
ション、社会復帰、社会への適応を肯定していた
が、造反派はそれが問題だとした。
⑵この対立で「反精神医学」という言葉が用いら
れたが、それは、反造反派が造反派を反批判すると
きのレッテルだった。造反派は社会的なものを問題
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にしたのだが、反造反派はこれを病を否定している
と反批判した。しかし立岩の主張によれば、造反派
も病の存在は否定していたわけではない。造反派
は、社会だけが病気をつくっているという一面的な
理解をしていたわけではなかった。
⑶生活療法や生活臨床をめぐる対立があった。生
活療法とは、生活指導、作業、リクリエイションを
病棟の日課にして患者に施す治療活動である。これ
は、少なくとも志としては、診察と処方で終わら
ず、長く広く積極的に患者と関わろうとしたもので
ある。しかし造反派は、生活療法は秩序を重んずる
思想であり、生活指導の思想だとして、これを激し
く批判した。彼らによれば、生活療法は、薬物療法
と一体となって管理を推し進めるものでもあった。
以下の引用（最初に出てくる台は、反造反派の中心
人物の一人の名前）は、立岩が結局いつも最終的に
帰ってくる主張でもある。
 この辺りに台（たち）の「偏り」がある。つ
まり、自然な社会状態といったものが暗黙のう
ちに想定されていて、そこでの生存可能性が考
えられている。その自然な社会状態は、独力で
生きていくのが前提とされるような「原初的」
状態でもあり、
（「迷信」などが消滅した）
「合
理的」な社会でもあるようだ。
（立岩 2013：
265）
三つの論点で立岩が一番問題にしているのは、反
造反派は十分に社会モデルではなかったということ
であり、造反派はそれを問うたということである。
立岩は、造反派の一つの展開は精神科「病院」で
はない精神科「診療所」（病院と診療所の違いは第
三節で述べる）の設立であったと述べている。ま
た、精神科診療所設立の中心人物であり、造反派の
一人であった浜田晋についても、「浜田は「造反派」
を支持し、暗くなり、大学をやめ、後に上野に診療
所を開くことになる」（立岩 2013：202）などの言及
がある。たしかに、浜田晋ら精神科診療所の実践
と、立岩の主張との相性は悪くない。浜田が、病院
と診療所は違うと（珍しく戦闘的な）言い方をして
いる文章を読むと、それはまさに、造反派による、
当時の入院中心の精神医療に対する批判と重なって
いることがよく分かる。
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 診療所医療は病院医療（精神病院医療及び総
合病院医療）とは基本理念が違う。病院医療は
「病気」がまずあり、
「その病気を治すこと」が
課題であり、訪れる患者および連れてこられる
患者を対象とする。診療所医療は「人間の社会
内生活」がまずあり、
「それが何らか障害され
ていることを、私達がかかわりつつ、どこま
で彼らの生活を守れるか」が課題（浜田・重松
1977：891）
であった。要するに、社会の中で精神病患者を診
るというのが、精神科診療所が当初掲げたテーマで
あった。
以上、病院中心の医療から地域におけるケアへと
変化するのではないかという示唆（猪飼）と、1960
～ 70 年代の日本の精神医療における造反派と反
造反派の議論の紹介（立岩）を見てきた。この二つ
は、互いに無関係に論じられた、別の分野の議論で
あるし、互いへの言及もない。しかしいずれの議論
も、精神科診療所の今日的重要性を示唆していると
言えよう。つまり、精神科診療所は、時代的には病
院の世紀において、地域における包括的なケアを先
駆的に行なった試みであり、また当時の精神医療に
おける造反派の展開の一つであった。精神科診療所
は、精神科病院に対する批判から、社会の中で患
者の生活を守る試みとして出てきたものであり（立
岩）、同時に、病院から地域生活支援へという変化
には一定の社会的根拠が見られる（猪飼）
。
また精神科診療所は、第一節で挙げた二つの論点
を重ねたところにある。つまり、当初は入院中心の
精神医療とは違った精神医療の試みとして開始され
たものであり、同時に、精神科診療所はその試みの
副産物として、精神医療に対する敷居を低くしたの
である。
以下、本論では、精神科診療所の諸特徴を整理す
ることで、精神科診療所が今日の精神医療の主要な
動向を考えるための不可欠な位置を占めていること
を明らかにする。

三

 療所・クリニックの定義と、精神科診療
診
所の基本的な動向

まず、精神科に代表されるような、メンタルヘル
ス関連の診療科に限定せず、医療施設全般の診療所
と病院の区別について確認しておこう。医療法第一
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条の五は以下のように定めている。
 「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又
は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場
所であつて、20 人以上の患者を入院させるた
めの施設を有するものをいう。
 「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆
又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う
場所であつて、患者を入院させるための施設を
有しないもの又は 19 人以下の患者を入院させ
るための施設を有するものをいう。
つまり法的には、入院施設が 20 床以上ある医療
施設を病院（
「～病院」
）、入院施設が 19 床以下ある
いはまったくない医療施設のことを診療所（「～診
療所」「～クリニック」「～医院」など）と呼ぶ。
病院と診療所のこの区別は、精神医療にかぎった
区別ではない。しかし、精神医療の場合の入院は、
必ずしも患者の意思によらず（措置入院や医療保護
入院）、しばしば非常な長期にわたり、しかも全制
的施設として一般生活から切り離され統制された生
活を患者に強いる。これは、精神医療に対する今で
もきわめて重大なポイントである。それゆえ、精神
医療においては、病院と診療所の区別は特に注目に
値するのである。
それでは次に、精神科診療所をめぐる基本的な動

図２
出典

向から確認しよう。精神科病院における社会的入院
の解消が政策目標になっているが、精神科病床数は
大きく減ってはいない（増えてもいない）。精神科
病院の数もほぼ横ばい状態である。他方で、精神科
診療所の数は顕著に増加している（図２）
。この増
加傾向だけを見ても、精神科診療所が今日注目に値
することが分かるだろう。
もちろん、精神科診療所と精神科病院の違いは、
量的動向だけではない。数の多さはアクセスのしや
すさの一部と考えることができる。精神科診療所
は、精神病患者を病院ではなく地域で支えようとす
る志から始まった。精神科病院と比べた際の、精神
科診療所のアクセスのしやすさ、通いやすさという
特徴を、空間、時間、看板から説明しよう。
空間
4 4
まず、精神科病院 は都市部には少ない。たとえ
ば東京都の精神科病院は市部（多摩地区）に集中し
ている。人口１万人あたりの病床数は、区部が 8.7
に対して、多摩地区は 37.9 である（東京都立多摩
総合精神保健福祉センター広報援助課広報計画係
2012：4）
。
精神病床は都道府県間の格差も大きい。人口 10
万人あたりの精神病床数が多い都道府県から挙げる
と、鹿児島県 585.4、長崎県 563.9、宮崎県 516.3、佐
賀県 508.7、徳島県 506.4。逆に少ない都道府県は、

精神科病院と精神科診療所の数の推移
厚生労働省『医療施設調査』をもとに作成
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神奈川県 152.4、滋賀県 171.4、愛知県 178.6、東京都
184.4、静岡県 189.8、等となっている（厚生労働省
2011：下巻、統計表９）。
そして逆に、精神科診療所は都市部に偏在してい
る。神谷によれば、日本精神神経科診療所協会の会
員のうち、六大都市に 35 ％が開業している（六大都
市の人口は日本の 15 ％）
。さらに細かく見ると、商
業地区、繁華街指向、ターミナル駅指向が強まって
おり、逆に住宅街やオフィス街には少ない。これを
神谷は、精神病患者への誤解や偏見から説明してい
る。つまり患者から見ると、ターミナル駅周辺は通
勤通学途中に立ち寄りやすく、利便性や匿名性を確
保しやすく、同僚やコミュニティの人から通院を隠
しやすいため、抵抗が少ないのである（神谷 2002）。
また精神科診療所の多くの医師も、以下のよう
に「人目につき過ぎず、かつ至便な場所」（篠田
1985：51）を開業場所として選んだと述べている。
 このビルが雑居ビルであり、ほかの医療機関
も入っているということが魅力でした。それ
は、雑居ビルであるが故に、誰かがこのビル
の入り口を入ったとしても、あるいはエレベー
ターである階まで行ったとしても、それだけで
は、その人が何処に行こうとしているのか分か
らないで済むという、患者さんのプライバシー
に関わるメリット（篠田 1985：125）

図３
出典
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各標榜科の診療科の数の推移
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があったと言う。
時間
精神科診療所は精神科病院と違い、患者が社会生
活を営みつつ、はたらきながら、あるいは通学しな
がら、通院する医療施設である。ということは、平
日の昼間以外の診療時間が重要になる。夜間診療や
休日診療の重要性を指摘する精神科診療所の医師も
多い３）。
 筆者は開院以来26年にわたり夜間診療を行っ
ているが、夜間に受診する患者の約７割は就業
している分裂病患者である。また筆者のクリ
ニックに受診している就労分裂病患者のかなり
の方々が夜間診療に現れることを考えると、ク
リニックの夜間診療が分裂病患者の就労を支え
るという重要な役割を演じていると思われる。
また彼らのほとんどは、自ら職をさがして病気
であることをかくして就労している患者である
（一般就労）。このことがまた夜間クリニック
の存在が必要なゆえんともなっている。
（安斎
1997：1049）
また歴史的に見ても、戦後の最も初期の精神科
診療所の一つの形は、「ナイトクリニック」であっ
た。それは、1955 年に堺脳病院（現、浅香山病院）
において、統合失調症患者のアフターケアとして自
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然発生的に始まった夜間診療所が、1959 年にナイ
トクリニックという形を取るにいたったものである。
このような時間的な通いやすさもまた、地域で生
活する精神病患者を支えるという診療所の狙いか
ら、必然的に出てくる特徴である。
通いやすい看板
精神科診療所のアクセスのしやすさの三点目は、
掲げる看板である。ここで標榜科という言葉を説明
する必要がある。標榜科とは、医療施設が開業時に
届け出たり広告をしたりする時の、「～科」のこと
である。これは医療施設の側の自称であるが、その
選択肢は医療法施行令で定められる。この標榜科
は、戦後、以下のように推移してきた（図３）。
精神医療関連の診療所の出発当初、一番多かった
のは「神経科」であった。これは、睡眠障害、てん
かん、神経症などを診た診療所が原型としてあった
ことによる。次に1985年代後半から、神経科を「精
神科」が上回るようになる。そして 1996 年、「心療
内科」が標榜科として認められ、心療内科を標榜す
る診療所が増加する。2008 年、「神経科」が標榜科
から外れる（これまで標榜していた病院・診療所は
引き続き標榜できる）。
さらに、保健所に届け出る診療科目と、看板に出
す科目は、しばしば異なっていたというデータがあ
る。つまり、保健所には精神科と届け出て、看板に
はそれを出さないということが行なわれていた。以
下の表１は日本精神神経科診療所協会の会員のアン
ケート調査のデータである。
表１

届出と看板の違い
届出

看板

精

神

科

106

33

神

経

科

115

104

科

82

74

内
神

経

内

科

12

15

心

療

内

科

0

3

出典

塩入円祐（1983）

これについても回想を一つ引用しておく。同趣旨
の発言は複数ある４）。
 私達が診療所を開設した頃は、精神科は病院
に患者さんを入院させることが主であり、診療
所に精神科を標榜することは却って患者さんが

診療を受けにくく、神経科診療所とか神経内
科、心療内科と看板をあげなければ経済的にも
やって行くことが出来ず（松川 2002：67）
このように、看板がなぜ重要なのかというと、た
とえば患者は次のように考えるからである。「少し
の勇気を持って初めて心療内科と名の付くクリニッ
クを訪れた。大丈夫。ここは精神科ではないと言い
聞かせた」（上西 2007：64）。現代において、病院
ではなくクリニック５）、精神科ではなく心療内科を
名乗ることによって、精神病患者が通いやすくな
り、その地域生活を支えるために、役に立つ場合も
ある。
通いやすさの結果としての、対象の拡張
以上のような通いやすさの追求は、敷居が高く、
偏見を持たれやすい精神科病院ではないところで、
精神病患者の地域生活を支えようとしたための工夫
である。それは、とりわけ初期においては、具体的
には統合失調症患者を地域でケアするためであった。
しかしそうして地域に定着していった結果、ある
意味で意図せざる帰結と言えることが起こることに
なる。精神科病院とは違う新しい種類の患者が来院
するようになり、統合失調症から神経症やうつ病へ
と対象疾患が多様化した。ニーズを掘り起こしたわ
けである。
 精神科で開業してみると、こんなに多くの人
達が神経症や軽うつ状態で苦しんでいたのかと
思うほど、神経症やうつ病の人達は多い。大学
病院や大病院の精神科、また精神病院などには
行きにくく、我々市井の開業医なら、風邪引き
の治療のついでに相談してみようということに
なる。
（小池 1997：39-40）
同趣旨の発言をもう一つ引用する。
 この地理的・外延的診療圏の拡大とともに、
私が強調したいのは、より気軽に受診する場が
できたことで病院とは違った新しい層のクライ
エントが自発的に来るようになったということ
です。……精神病院でずっと働いていた私に
とって、最大の悩みは、心の病に罹り苦しんで
いる人たちが、なかなか自分から進んで病院を

人間文化●

7

戦後日本社会のメンタルヘルスにおける精神科診療所をめぐるいくつかの論点について

受診したがらないことでした。……この点で街
のなかに一般の診療所と同じようにつくられた
クリニックは、跨ぐ敷居が遙かに低くなりまし
た。その結果が先にみたような人たちの医療の
場をつくったのだと思います。（島 1997：36）
これはさらに、そもそも医療的な訴えとは言いが
たいものにまで拡張される。これも、「大衆食堂に
近い感覚のサービス業」（菅野 1991：355）、「我が
診療所の（目指すべき）特徴を挙げてみると、ただ
の「よろず屋」
」
（三田村 1992：228）など、精神科
診療所を始めた医師の多くが述べることである。そ
してこれこそ、本稿冒頭で述べたような、入院中心
の精神科病院とまるで無関係であるかのような駅前
メンタルクリニックが広まる基盤に他ならない。
「一 問題の所在」で述べたように、今日、メン
タルヘルス・精神医学の知・実践が拡張していると
指摘されることはしばしばある。単純な量的増加だ
けを見ても、精神科（あるいは心療内科）診療所、
「～メンタルクリニック」がその一つの要素である
ことは間違いない。そして、従来近づきにくいもの
であった精神医療を地域生活のなかで利用できるよ
うにするという精神科診療所の試みの結果、従来想
定されてきた精神医療の対象（伝統的にはその中心
は統合失調症患者であった）よりもはるかに広い対
象の流入が起こっている。
しかしだからといって、「一 問題の所在」で言
及したもう一つの傾向、つまり精神病床の多さ、平
均在院日数の長さ、という従来からの日本の精神医
療の問題は、（改善されていないわけではないが）
かなりの程度残っているということを軽視してはな
らない。精神科診療所自体がこの二つの傾向のそれ
ぞれを表わすかのように二極化している兆しもある
からこそ、なおさらである。

四

結論と今後の課題

本稿ではまず、現在の日本の精神医療について、
精神科病院の入院中心主義と、精神医学の知と実践
の普及・拡散という二つのことが、互いに関わりを
持たないままに主張されていることを指摘した。そ
して、その精神科診療所に注目することによって、
その関わりについて一つの仮説を示そうとした。つ
まり、患者の生活を社会の中で支える試みとして始
まった精神科診療所は、それゆえ、患者からのアク
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セスを良くすることを心がけた。それが今度は、従
来の精神科病院の医師が対象としてこなかった様々
な患者の様々な訴えを集めることになり、従来精神
医学の対象ではなかったものまで含む、多様な問題
に対処せざるを得なくなっていった。これは少なく
とも精神科（心療内科なども含む）診療所の内部で
起こったことではあると考えている。
しかしこの仮説は、戦後日本の精神科診療所の歴
史的展開から、跡づける必要がある。⑴薬物療法の
進展によって、先駆的な診療所が出現した時期。⑵
主に統合失調症を対象とした、精神科病院との関係
が自明の論点であった時期。⑶診療所が果たすべき
プライマリケアや専門分化についてが主要な議論の
対象となった時期。この⑶の時期においては、もは
や精神科病院との関係が争点とならないような精神
科診療所も現われ、診療所の多様化がいっそう進展
する。同時にこの時期は、統合失調症の人の生活を
地域で支えるという、戦後の先駆的な精神科診療所
の問題意識から分離した診療所が増加した時期でも
ある。だからこそ、駅前にあるような「メンタルク
リニック」が、再び入院施設である精神科病院と無
関係であるかのような、議論が行なわれることにも
なった。このような歴史的展開の詳細は、稿を改め
て整理したい。
［注］
１）本稿の引用では、
「精神病院」
（現在は精神科病
院）
、
「分裂病」
（現在は統合失調症）などの旧来
の呼び方が出てくるが、そのまま引用した。
２）たとえば産業精神保健について（荻野 2010）
（荻
野 2011a）
（荻野 2011b）
。
３）他にも、
（浜田 1976：88）
（浜田 1982：48）
（藤
田 1982：1053）など。また佐藤・山田は、都市型
の診療所は夕方以降に混むが、上尾で開業すると
午前中の患者が増えたと述べている（佐藤・山田
2006：45）
。
４）たとえば 1966（昭和 41）年に開業した松田孝治
の以下の発言。「私は 41 年に開業いたしました。
患者さんの抵抗が少しでも少ないように内科神経
科クリニックという名前でスタートしました」
（秋
本ほか 1982：1109）
。
５）ちなみに、今日の日常用語において「メンタル
クリニック」は精神科診療所とほぼ同義語となっ
ているようであるが、日本で初めて「メンタル・
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クリニック」を名乗った診療所は 1976 年に開業
した自分の診療所であると、篠田は述べている
（篠田 1985：52）。
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志摩地方のムラの盆行事と総位牌
湯

紹

玲

人間文化学研究科地域文化学専攻博士後期課程

第１章

序章

第１節 盆行事研究の現状と問題点
柳田國男の『先祖の話』以来、イエの盆行事につ
いては先祖祭として数多くの研究成果が蓄積されて
きたが、ムラの盆行事は等閑視されていた。近年、
ムラの盆行事はようやく民俗文化財として重要視さ
れるようになったが、その変化については不明瞭で
ある。ムラの盆行事は現在無縁仏・新仏を祭祀対象
としているが、それは普遍的なものなのか、あるい
は変遷してきたのか、本研究ではムラの盆行事の祭
祀対象を検証しながら、ムラの盆行事の変遷を明ら
かにすることを目的とする。
第２節 研究視点と調査地
本研究では、ムラの盆行事に使われる祭祀用具か
ら、ムラの盆行事の変遷を明らかにしたい。ムラの
盆行事では、精霊の送迎のために、松明を燃やした
り、精霊舟を流したりすることが多く、歴史的な証
拠が残りにくい。しかし、三重県志摩地方では、現
在に至るまでムラで大念仏をおこない、紙・木で作
られる巨大な総位牌１で死霊を合同的にまつってい
る。行事が終わると、総位牌から三界万霊・新亡２
の戒名を書いた紙を剥して流したり、焼いたりして
処分するが、総位牌の枠組は残し翌年に使う。その
ため、総位牌は祭祀用具として伝承されていく。こ
れはムラの盆行事の研究資料が少ない中、有力な歴
史的物証となりうるものである。したがって、本研
究では三重県志摩地方を調査地にし、総位牌に着目
してムラの盆行事の歴史変遷をさかのぼっていくこ
ととする。
本研究で取り扱う総位牌とは、志摩地方における
ムラごとの大念仏行事で死霊を合同的にまつるため
に、三界万霊・ムラの新亡全員（複数の新亡）の戒
名を列記する紙・木によって作られる大きい位牌の
ことである。
研究内容は次の通りである。①総位牌の分布状態
と形態を把握して類型化する。②それらの各類型の
変遷を解明する。③総位牌の成立要因を追及する。
④総位牌とムラの盆行事の関連を解明する。それら
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の結果に基づき、ムラの盆行事の変遷を明らかにす
る。
志摩地方ではムラによっておこなわれる大念仏が
盛んである、という報告はいくつかみられるが、大
念仏の場で中心となる総位牌に着目する研究はな
かった。また文献資料の中には、具体的な記録も少
なく、総位牌の形態ならび変遷を解明するのが容易
ではない。現地調査では、資料館などだけではな
く、これまでに公開されていない個人所蔵の資料も
調査対象とした。
第３節

総位牌と大念仏 ─志摩市阿児町甲賀を例
に─
まず、総位牌は志摩地方でどのようにまつられて
いるのかを紹介する。志摩地方では８月 13 日から
15 日の間に、ムラごとに大念仏をおこない、新亡
を盛大にまつる。次に 2012・2013 年に調査した志
摩市阿児町甲賀の大念仏を中心に、一般のイエ・新
亡のイエ・ムラそれぞれの盆行事にわけて説明する。
甲賀では見宗寺、妙音寺、福満寺という三つの檀
家寺がある。大念仏は三つの寺の檀家が合同でおこ
なわれるが、イエの盆行事は檀家寺の所属によっ
て、その作法が若干異なる。ここでは見宗寺の檀家
を例にする。
一般のイエは７月末から墓掃除をはじめる。７月
末から８月末までの１か月間に墓参りをする。８月
７日に見宗寺の境内の笹を取り、それぞれ笹舟を
作って海に流す。これを精霊迎えとする。12 日に
寺で塔婆３をもらって仏壇に飾り、その前に供物を
出す。13 日、14 日にも同様に供物を供える。15 日
午後に塔婆、供物、線香を持って浜田の海辺で精霊
を送る。
新亡のイエは、新亡供養のために７日から家の床
の間に階段式の祭壇を組み、両側にキリコ灯籠、
蓮華などを飾り、供物も一般のイエより種類が豊
富で華やかにする。15 日に供物、線香などを持っ
て浜田の海辺で精霊を送る。そのほかに、新亡連
中４は、７日に寺の境内に合同で一基の高灯籠を作
る。以前、各新亡のイエはそれぞれの屋敷地に高灯
籠を立てていたが、一般のイエの人々が新亡の家に

志摩地方のムラの盆行事と総位牌

写真１．甲賀の大念仏（2012・筆者撮影）

参る習慣があり、そのたびに車が混雑し、新亡のイ
エの接待も大変であった。そのため、14・15 年前
から見宗寺の境内に合同で一基の高灯籠を立てるよ
うになった。現在、７日が高灯籠参りの日と決まっ
ている。午後、各新亡の遺族たちは高灯籠の横に並
んで、参りに来る人々を接待する。高灯籠参りが終
わると、新亡の親戚たちが簡単な念仏を唱える。10
年前までは高灯籠の前に茣蓙を敷いて念仏をおこ
なったが、今は寺の座敷でおこなうようになった。
高灯籠は 20 日に新亡連中によって焼却される。
ムラでは、12 日に寺の施餓鬼会があり、檀家全
員が参加する。施餓鬼会は新亡供養を中心にするた
め、新亡の親戚縁者も集まる。同日に公民館で総
位牌の開眼という法事もある。総位牌の真ん中に
は「三界万霊諸精霊等」と書いてあり、まわりに新
亡の戒名を列記してある。住職が総位牌の前で読経
し開眼儀式をおこない、ムラの役員・新亡の遺族が
列席する。13 日午後に浜田の砂浜で大念仏がおこ
なわれる（写真１）。櫓の中に総位牌を設ける（写真
２）
。午後４時ごろ、まず婦人会の念仏団が詠歌を
あげ、新亡・先祖を迎えるという。次にジバヤシ５
という行事がある。少年たちは高張灯籠、供花、カ
サボコ６を持って行列を組んで総位牌に向かって進
む。新亡の遺族たちは喪服の姿でジバヤシの行列の
両側に立つ。白色裃姿の小学６年生男子が総位牌の
前で「祭文」と新亡の戒名を読み上げる。これは
な のり
名乗という。名乗が終わると、鼓踊７がおこなわれ
る。19 時ごろ、新亡の遺族たちが一斉に総位牌の
前に進んで焼香する。次に一般のイエの人が焼香す
る。焼香が済むと、次に夜の盆踊の準備が始まる。
15 日午後４時前に一般のイエ・新亡のイエの人々
は塔婆、供物、線香を持って浜田の砂浜の波打際に
挿して精霊を送る。その次に、ムラ全員が同じ場所

写真２．総位牌の櫓（2012・筆者撮影）

で大念仏をおこなう。この日の大念仏は送り念仏と
もいう。総位牌・櫓・自治会のテントは 13 日の大
念仏と同じように設置されるが、波打際の近くに６
個の焼香台が並べられている。新亡の遺族たちはま
た喪服姿で参列する。太鼓、ホラ貝、鉦の音に合わ
せ、各寺の総代が新亡の戒名を読みあげる。戒名を
読み終わると、三つの寺の住職が、各イエ・新亡の
イエの人たちによって波打際に挿された塔婆と供物
の周辺を回りながら経をあげる。同時に新亡の遺族
たちは一斉に焼香台の前に進んで焼香する。一般の
イエの人たちは少し遅れて両側から焼香台の前に進
んで焼香する。焼香が終ると、全員解散する。ムラ
の役員と当番の人が現場を片付け、また精霊送りの
塔婆と供物を回収して海辺で燃やす。これで盆行事
が終わる。
大念仏は志摩地方のムラの代表的な盆行事であ
る。その盛大さや新亡の象徴とされるカサボコにつ
いては、すでに報告されてきた。しかし、新亡の戒
名を列記するモノ、ムラにまつられるモノ、ムラ・
イエを結びつけるモノとしては注目されてこなかっ
た。今回、文献資料と筆者のフィールドワークに
よって確認された志摩地方の一番古い総位牌は甲賀
のもので（写真３）、高 142 ㎝、巾 88 ㎝、奥行 59 ㎝
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写真３．甲賀の総位牌（正面）

写真４．甲賀の総位牌（側面）

（2013・小林仁司提供）

（2013・小林仁司提供）

写真５．甲賀の総位牌の墨書
（2013・小林仁司提供）

である（写真４）。その本体部の裏に「安政三辰年
七月日 見宗寺現住十世宗叟代」という墨書がある
（写真５）
。それは今まで確認できた唯一の墨書があ
る総位牌である。本研究では、甲賀のものを中心
に、志摩地方の総位牌を論じていく。

第２章
写真６．坂手島の総位牌と精霊舟（2013・筆者撮影）

総位牌の分布と類型化

第１節 総位牌の分布
志摩地方全域には現在ムラは 64 か所がある（「角
川 日 本 地 名 大 辞 典 」 編 纂 委 員 会 1983 1240・
1411）。総位牌の分布について、文献資料 ８ および
筆者のフィールドワークで確認できたのは 46 か所
である。総位牌の有無を、
「あり」
・
「なし」
・
「不明」
という三つの項目にわけて図１で示す。総位牌の有
無が文献資料で確認できず、あるいは記載されてい
ないムラを「不明」で示し、図１では 16 か所であ
る９。これらのムラは沿海部より山間部に多いこと
がわかる。また文献資料やフィールドワークで確認
し、確かにないというムラを「なし」で示し、図１
では７か所となった 10。これらのムラは志摩地方全
域にみられる 11。総位牌があるムラを「あり」で示
し、図１では 23 か所となる 12。これらのムラは沿海
部、特に太平洋沿海部に濃密に分布していることが
わかる。
第２節 総位牌の形態と類型化
図１で示した「あり」の 23 か所のうち、筆者の
フィールドワークで実際に集めたデータは 16 か所
である 13。一つのムラに１基、あるいは一つのムラ

図１．志摩地方の総位牌の分布図

12

●人間文化

に数基（複数の檀家寺がある場合に寺ごとに１基）
の場合がある。今回 16 か所において 20 基のデータ
を収集した。これらのものによって志摩地方の総位

志摩地方のムラの盆行事と総位牌

図２．基本構造図

図４．直方体型の側面

牌を類型化する。
⑴

総位牌の基本構造─基壇・本体部・屋根
志摩地方の総位牌の基本構造を簡単な図面で示す
（図２）。図２のように、総位牌の構造は基壇・本体
部・屋根にわけられ、組立が必要である。高さはい
ずれも１メートルから２メートルの間である。特に
1.3 から 1.5 メートルのものが多い。基壇には重層の
段がある。本体部は方柱の形で、真正面は和紙で仕
上げられ、新亡の戒名を書く。中には火を灯す空間
が設けられている。屋根は、ついているものとつい
てないものがある。屋根の有無を図面で示すと、図
３のとおりである。屋根がないものは志摩地方の南
北端でのみみられる。
⑵

総位牌の形態─ 直方体型・平板型
総位牌の形態は屋根を考慮しなければ、基壇・本
体部の部分が直方体型と平板型にわけられる。直方
体型は、基壇・本体部の部分が立体的に作られ、特
に本体部の中には火を灯す空間が設けられるのが特
徴である（図４）
。平板型は一枚の板で作られ、火
を灯す空間はない。直方体型は材質によって重量が
それぞれであるが、置く場所を取り、移動しにく
い。平板型は構造が簡単で軽くそれほど場所を取ら
ず、移動しやすい。
⑶

形態・材質による分類
志摩地方の総位牌の材質は紙・木材・金属・ガラ
スなどあるが、紙と木材で作られるものが大半であ

図３．総位牌の屋根型分布

る。分類の際に、紙と木材それぞれの使用量の差を
主・副でわけて示す（表１）
。屋根と装飾物を除き、
基壇・本体部の形態と材質だけをとらえ、Ａ・Ｂ・
Ｃ・Ｄの四種類に分類した（表１）。次にそれぞれ
の類型を説明する。
Ａ型は、紙と木で作られるものであるが、主要材
料は紙で、副材料は木である。細い木の棒で骨組が
作られ、本体部の真正面の戒名を記入する部分だけ
ではなく、本体部・基壇のまわりにも和紙を貼り付
ける。基壇を鮮やかな色紙の蓮華や花模様の切り絵
で飾る。火を灯すと、基壇・本体部はすべて鮮やか
な色が透けて見える。毎年盆送りの時に、基壇・本
体部の紙をすべて剥して流したり、焼いたり処分す
るが、木の棒の骨組は収納して翌年に使う。すべて
処分して年ごとに作り直す場合もある。Ａ型は使い
捨てる性格が強く、持続性が求められていない特徴
がある。事例は志摩市波切・浜島・立神・御座・鳥
羽市菅島・答志島・和具が挙げられる（図５－Ａ１
～Ａ９）
。

表１．総位牌の分類表
形態／材質

紙（主）＋木の棒（副）

木の板（主）＋紙（副）

直方型

Ａ

Ｂ

金属（主）＋紙（副）＋ガラス（副）
Ｃ

平板型

該当例なし

Ｄ

該当例なし
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A型

Ａ１．志摩市波切

Ａ５．志摩市立神
（新亡碑）

Ａ２．
志摩市浜島
（龍江寺）

Ａ６．志摩市御座

Ａ３．
志摩市浜島
（極楽寺）

Ａ４．
志摩市立神
（三界万霊碑）

Ａ７．鳥羽市菅島

Ａ８．鳥羽市答志島
（潮音寺）

Ｂ２．志摩市安乗

Ｂ３．志摩市志島

B型

Ａ９．鳥羽市和具

Ｂ１．志摩市甲賀

Ｃ型

Ｂ４．志摩市檜山路

Ｂ５．鳥羽市坂手島

Ｄ型

Ｄ１．志摩市越賀

Ｄ２．志摩市和具
図５．総位牌の各類型
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Ｃ１．志摩市片田

Ｃ２．志摩市船越

志摩地方のムラの盆行事と総位牌

Ｂ型は、主要材料は木で、副材料は紙である。本
体部の真正面に戒名を記入する部分だけを紙で貼り
付け、本体部・基壇のまわりは木の板で作られる。
火を灯すと、戒名の紙の部分だけが透けて見える。
毎年盆送りの時に、戒名を記入する紙だけを剥がし
て処分する。基壇・本体部の枠組は収納して翌年に
使う。枠組には 20 年ごとに漆を塗り替える。Ｂ型
は使い捨てる形ではなく、漆を塗るなどの方法で養
生して長期間に使うことが求められている。事例は
志摩市甲賀・安乗・志島・檜山路・鳥羽市坂手島が
挙げられる（図５－Ｂ１～Ｂ５）。
Ｃ型は、全体的に金属製で、本体部の真正面にガ
ラスが加えられ、戒名を記入する紙はそのガラスに
貼りつける。直方体型で本体部の中には火を灯す空
間が設けられる。基壇の重層には蓮華の模様があ
り、屋根には鈴が吊るされ、装飾が一層豪華に見え
る。Ｃ型は金属製で潮風で錆びやすく重いため、室
内に適した形だと考えられる。事例は志摩市片田・
船越が挙げられる（図５－Ｃ１・Ｃ２）。
Ｄ型は、木の平板で作られ、戒名を記入する紙は
直接本体部の真正面に貼りつける。毎年盆送りの時
に、紙だけを処分し、本体部と基壇は収納して翌年
に使う。Ｄ型の特徴は構造が簡単で丈夫である。長
期間連続で利用することだけではなく、使用や収納
の手間はそれほどかからないため、４種類の中で利
便性が一番高いものだといえる。事例は志摩市越
賀・和具が挙げられる（図５－Ｄ１・Ｄ２）。
今回調査した 20 基の総位牌は以上の４種類に分
類することができた。各類型の分布は図６のとおり
である。鳥羽市の事例は少ないが、総位牌の分類に
よって志摩市と鳥羽市の地域差がわかる。類型化し
たＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ型の総位牌は志摩市ではすべてみ
られる。それに対して、鳥羽市にはＢ型もみられる
が、主にＡ型である。
第３節 製作と収納
志摩地方の総位牌は盆だけに使われ、行事が終わ
るとすぐ片付けられる。種類によって製作と収納の
方法はさまざまである。そのため、総位牌の製作と
収納に少し触れておく必要がある。
Ａ型は、毎年すべて作り直す場合と紙の部分だけ
貼り付け直す場合がある。毎年作り直す場合には、
業者に頼むことが多い。それに対して、紙の部分だ
け貼り付け直す場合には、檀家寺の住職に任せるこ

とが多い。
例１（志摩市波切）は、ムラの規模が大きく 1000
軒以上の家がある。大念仏も非常に盛大である。昭
和 30 年以前にはムラの年寄五人衆によって主催さ
れていたが、後に五人衆がいなくなり、寺の住職が
大念仏の指導者に、新亡連中が主催者となった。総
位牌の製作もムラの五人衆からムラ内の業者に頼む
ようになった。業者は毎年総位牌を大念仏の主催者
に貸す。行事が終わると、新亡の遺族たちが戒名の
部分を剥して盆送りとするが、業者は総位牌の骨組
を海で洗って回収し、翌年にまた大念仏の主催者に
貸す。総位牌の製作と収納は業者の仕事である。ム
ラの人々にとって、総位牌は毎年賃借するものであ
り、製作と収納にはあまり関与と関心がないようで
ある。
例２（志摩市立神）では、「三界万霊」と書いてあ
る位牌（図５－Ａ４）と新亡の戒名を書いてある位
牌（図５－Ａ５）は別々に作られる。２基が同じ薬
師堂 14 でまつられる。基壇の紙の花柄や切り絵の部
分は、技術や外観が要求され、着物の型紙を作る家
に頼んでいる。骨組は薬師堂の倉庫に収納されてい
る。骨組が壊れた場合は修理してまた使う。
例３（鳥羽市答志島・和具）では、現在毎年松阪
市の仏壇屋に注文して作ってもらう。行事が終わる
と、すべて焼いて処分する。使い捨てる形である。
Ｂ型は、戒名を記入する部分だけを貼り付け、住
職に任せることが多い。
例４（志摩市甲賀）では、現在使われる総位牌は
見宗寺に所属していたものである。以前は見宗寺に
収納していたが、三つの寺の檀家が合同で大念仏を
おこなうようになって以後、収納場所は公民館の倉
庫に変わり、日常の管理も住職からムラの役員に変
わった。
例５（志摩市安乗）では、現在の総位牌は話者（60
代）が知っている２基目のものである。１基目は 40
年前に処分された。２基目は檀家が寄付したもの
で、この 40 年の間に一回漆を塗り替えたことがあ
る。総位牌の組み立ては新亡の遺族がするが、戒名
の記入は住職がおこなう。20 日に新亡の遺族たち
が戒名を記入した紙を海に流す。枠組はまた新亡の
遺族によって寺の倉庫に収められる。
Ｃ型は、志摩地方の太平洋側の片田・船越にあ
る。金属の材質からなるもので、普段は木の箱に入
れられて寺の倉庫や本堂の奥に収められている。
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例６（志摩市片田）では、三つの寺があり、元屋 15
になるイエの檀家寺で総位牌をまつる。毎年の組み
立てと収納は新亡の遺族たちの仕事である。収納場
所は毎年変わる。その年は当番寺に預かるが、翌年
は新しい当番寺に移す。毎年移動しなければならな
いため、壊れる場合もある。この時には新亡会が修
理する。この総位牌については、70 代の話者は子
どもの時から変わっていないと語っている。
例７（志摩市船越）では、現在の総位牌は 40 年前
に作り直したものである。収納場所は寺の本堂の奥
である。新亡の遺族たちによって総位牌の準備と収
納がおこなわれる。
Ｄ型は、志摩地方の太平洋側の越賀・和具に存在
する。普段はムラの倉庫に収まっているが、盆行事
の時に新亡の遺族たちによって準備される。
以上のように総位牌の分布・類型化の作業をおこ
ない、それに各類型の製作と収納も触れたが、各種
類の関係やその変遷は次章に譲る。

図６．総位牌の類型分布図
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第３章

総位牌の各類型・形態の変遷と関係性

第１節 各類型・形態の変遷
⑴ Ａ型からＢ型へ
今回収集した 16 か所の総位牌のうち、Ａ型は７
か所、Ｂ型は５か所、Ｃ型が２か所、Ｄ型が２か所
である。Ａ型とＢ型は合計で全体の 75 ％を占めて
おり、志摩地方の代表的な総位牌といえる。各類型
の分布（図６）をみると、一番多いＡ型は志摩地方
の南北両脇によく分布している。Ｃ型とＤ型は志摩
地方の南端しかみられないが、それに対して、Ｂ型
は志摩地方の中南部に密集している。各類型の関係
性を明らかにするには、総位牌の変遷を解明する必
要がある。
前述したように、Ａ型とＢ型は紙と木の使用量に
よってわけられ、Ａ型は紙を中心に、Ｂ型は木を中
心に作られている。資料の記載が限られているた
め、聞き取りで把握したＡ型とＢ型の関係を次の例
で検討する。
例８（志摩市志島）では、以前は基壇にすべて紙
を貼り付けたが、後に紙のかわりに格子で基壇を固
定させ、本体部の戒名を書く紙だけを貼り付けで済
むようになったという。使い捨てる部分が減少し、
使い残す部分が増加してきたと言えるだろう。この
ように、志島の総位牌はＡ型からＢ型に変わったこ
とがわかる。
例９（鳥羽市坂手島）では、十数年前まで毎年Ａ
型の総位牌をそのまま精霊舟に乗せて流していた。
しかし、毎年作ることが煩雑であったため、基壇は
木の板で固定するようになった。現在でも精霊舟に
乗せる真似をするが、実際には流さず、戒名を書く
紙の部分だけを処分するようになった（写真５）
。
坂手島の現在の総位牌もＡ型からＢ型に変遷してき
たものだとわかる。
例 10（志摩市御座）では、30 年前に住職が毎年基
壇・本体部の紙をすべて貼りつけていた。近年手間
を省くために、戒名以外の紙の部分をプラスチック
の白紙で貼りつけ、見た目は紙であるが、実際には
非常に丈夫で毎年貼り付けなくても済むようになっ
た。その結果、使い捨てる部分が次第に減少し、翌
年にもそのまま使えるようになったことで、利便性
が高まってきたと考えられる。御座の総位牌は今も
Ａ型に属しているが、Ｂ型に移行しつつあることが
うかがえる。

志摩地方のムラの盆行事と総位牌

図７．出 典：大王町文化財調査員秀森典嶺など 1979『大
王町の年中行事』大王町教育委員会 Ｐ 44

図８．出 典： 南 山 大 学 文 化 人 類 学 研 究 会 村 落 調 査 サ ー ク
ル 1973『大王町船越第二次民俗調査 中間報告 そ
の２』南山大学文化人類学研究会 Ｐ 50

以上の事例でＡ型とＢ型の関係を検討し、Ａ型か
らＢ型に変遷していることがわかった。Ａ型は使い
捨てる性格があるため、モノが残りにくい。それに
対してＢ型は使い残す性格があり、モノとして継承
していく特徴がある。

図８の総位牌を 40 年前に処分した経験を持ってい
る。したがって船越出身の調査員が書いたものはよ
り古い形で戦前のものだとわかった。
図７の説明は次のとおりである。「新亡の家では
キリコを一対、精霊棚の前に飾る。又灯籠には新亡
者の全戒名が書いているので総牌と云って元屋にま
つる。総牌灯籠の中には照明が入れられる」（大王
町文化財調査委員秀森など 1979 44）。図７および
説明から船越の総位牌は直方体型で、基壇が低く設
けられることがわかる。高さ・幅を換算すると、
121 センチ・55 センチとなる。また総位牌をまつる
場所は前浜から祥雲寺の境内に変わったこともわか
る（大王町文化財調査委員会秀森など 1979 45）
。
図８の説明は次のようである。「８月 13 日の午後
４時頃から、寺（祥雲寺）の境内において、シンモ
の家族、親戚によっておこなわれる。
（中略）本堂
では、僧がシンモの戒名が全部書いてある紙製の大
きな位牌に向かって読経する」（南山大学文化人類
学研究会村落調査サークル 1973 51）。図８およ
び説明から船越の総位牌が変化したことがわかる。
まず、図８からみると、基壇が高くなり、また屋根
が加えられたことがわかる。材質の変化はわからな
いが、紙製のものという。外観は変化したが、ムラ
の全ての新亡の戒名を書く機能は変わっていない。
図７と図８および説明から考察すると、船越では
戦前の総位牌・40 年前の総位牌は、筆者が類型化
したＡ型とＢ型のどちらなのか判断しがたい。し
かし、処分の仕方を確認すると、
「以前は、その後
（大念仏の後）で紙製の位牌の魂抜きをして浜で焼

⑵

Ａ型からＣ型へ ─志摩市大王町船越を例に─
これまでに志摩地方の総位牌の形態を図面で示す
研究は少なかったが、幸いなことに、志摩市船越の
総位牌が図面で記録されているものがあった。それ
らの図面によって船越の戦前・戦後の変化がわか
る。本節では志摩市船越の総位牌を例にして、総位
牌の類型の変遷を明らかにしていく。
船越は太平洋に面しており、総位牌が濃密に分布
する志摩地方南部に位置する。大念仏で総位牌をま
つる風習は周辺のムラと類似している。総位牌を図
面で記録している資料は 1973 年の南山大学文化人
類学研究会の『大王町船越第二次民俗調査』と、
1979 年の大王町文化財調査員によって編纂された
『大王町の年中行事』がある。二つの資料の調査時
期はそれほど離れていないが、図面に記載されてい
る総位牌の様子が著しく違っている。二つの記録の
違いをムラ人に聞くと、『大王町の年中行事』に載
る図面は船越出身の調査員によって書かれたもの
で、より古い形を復元しているものだと考えられる
（図７）。『大王町船越第二次民俗調査』の図面は南
山大学の学生がその当時の形を書いたということで
あった（図８）
。また話者（60 代）に確認してもらっ
た結果、話者が図７の総位牌を見たことがないが、
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却した」という記録がある（南山大学文化人類学研
究会 1973 54）。したがって、船越以前の総位牌
はＡ型だと考えられる。
しかし、現在の総位牌はＣ型の金属製のものと
なっている（図５－Ｃ２）。それは話者（60 代）がお
よそ 40 年前に図８の総位牌を処分したとともに、
名古屋の仏壇屋で特注して作ってもらったものであ
る。基壇・本体部・屋根はすべて揃い、全体的に金
箔・金属製で金色となっている。基壇の層数・花柄
は明らかに増やされ、屋根も図８より一層豪華に
なった。しかし、どのように変化しても、本体部に
はまた火を灯す空間が設けられ、真正面にムラの新
亡の戒名を書くことは変わらず、新亡をまつるため
の機能は継承されている。
総位牌の高さ・幅は、図７の 121 センチ・55 セン
チから現在の 160 センチ・70 センチに変わった。紙
製である図８の総位牌の重さは不明であるが、現在
の総位牌は 160 キロあり、行事の時に４人の大人に
よって移動される。その変化により、総位牌を長期
的に使うことを求め、後世に残していく意識がうか
がえる。以上の変化を表２で整理することができる。
船越の総位牌の変遷は次のようにまとめることが
できる。
１．時代が進むとともに、台が高く作られ、巨大
化している。
２．屋根がないものから屋根があるものへ、材質
は紙・木材から金属・金箔・漆と華美化して
いる。
３．複雑な構造、重たく作ることによって、浜辺
に移動しにくくなり、室内への固定化してい
る。
４．費 用が高くなり、伝承していく意識が強ま
り、Ａ型からＣ型へ変遷し、使用年数の長期
化が期待されている。
⑶

Ａ型からＤ型へ ─志摩市志摩町和具を例に─
次に利便性が最も高いＤ型の変化をみる。本研究

で確認できたのは２か所しかない。ここでは、平板
型がどの型から変化してきたのかを資料で確認し
ていく。志摩市志摩町和具の総位牌については、
岩田資料 16 の中に次のような記述がある。
「旧７月
13 日早朝、（中略）前の浜にて大念仏をおこなう。
この行事にはその年の最高年齢者の男の新亡を出し
た家が施主となり、宿ともなう。前の浜の茶屋には
新亡の一同の戒名を記した２個の灯籠がつられる。
１個は施主から、１個はほかの新亡の家一同から出
る。これらには香華そのほかの供物が供えられる。
灯籠は精霊送りの日に焼き捨てられ、骨組だけ毎年
用に保存される」
（岩田 1969 130）
。岩田が書い
た施主の灯籠と新亡一同の戒名を記した灯籠は、総
位牌のことだと考えられる。盆送りに焼き捨てら
れ、骨組だけが保存される形をとることから、その
当時の総位牌はＡ型の可能性が高いと考えられる。
現在、和具の大念仏でも２基の総位牌がまつられ
ているが、施主個人用のものはなくなり、両方と
も新亡の戒名を書いてある（図５－Ｄ２）
。以上よ
り、和具の総位牌はＡ型からＤ型に変わったことが
わかる。
第２節 小結─各類型の関係と伝承性
各類型の関係を整理すると、次のようである。
１．資料の初出はＢ型であるが、Ａ型はＢ型より古
い形態だという可能性がある。
２．Ａ型からＤ型に変わったことにより、平板型は
直方体型から変化してきたものだとわかった。
３．志摩地方の総位牌は、①Ａ型からＢ型へ・②Ａ
型からＣ型へ、③Ａ型からＤ型へという変化を
してきたことがわかった。Ｂ・Ｃ・Ｄ型は、Ａ
型から使用年数の長期化が求められたことによ
る結果である。どの型に変わっても新亡の戒名
を貼り付ける機能は継承されている。
４．高齢化と過疎化の影響で、現存しているＡ型は
利便性に加え、恒久性が求められ、今度はさら
にＢ・Ｃ・Ｄ型に変化していく可能性がある。

表２．船越の総位牌の変遷
時代・項目

屋根

大きさ

～戦前

なし

121・55㎝

不明

不明

Ａ型

前浜

戦後～ 1970年代まで

あり

不明

紙製という

不明

Ａ型

前浜から寺の境内・本堂へ

1970年代以降～

あり

160・70㎝

金属＋紙

160㎏

Ｃ型

寺の本堂のみ
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類型

まつる場所
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第４章

総位牌の成立要因─安政大地震の津波

⑵

甲賀と安政大地震
三重県の太平洋側は、江戸期に地震や津波によく
おそわれた地域である。近くの紀伊地方では宝永大
地震（1707 年）で大きな被害が出た。その時の教訓
を覚えていた紀伊地方では安政大地震にそれほど被
害が出なかった。それに対して、宝永大地震で大き
い被害がなかった志摩地方では、安政大地震（1854
年）で甚大な被害を蒙ったという（中田 1978 ２
～４）。安政大地震は、実際は嘉永７年 11 月４・
５日に発生したものであるが、同月の 27 日に「安
政」と改元されたため、一般的にはこの大地震の
ことを「安政大地震」と呼んでいる（志摩市歴史
民俗資料館 2013 64）。記録によると、安政元年
11 月には日本全国で三回の大地震が発生し、死者
の数は１万六千人に達するというこれまでにはな
かった大きな被害となった（浜島町史編さん委員
会 1989 131）。
甲賀は太平洋側に面する漁村として、地震の際に
おそわれることもあった。甲賀では以前宝永地震に
よる津波の被害も発生したが、最も被害を受けたの

嘉永七年 地震津波ニ
付願書諸事控帳
（ 前 略 ）一、 流 死 人 凡 拾
壱人 内 宗七・丁兵衛・
丁 五 郎・ 角 蔵・ 同 人 弟 丁
四郎・源四郎・直吉・みか、
源 四 郎 女 房 小 か ん、 嘉 蔵
りさ 外ニ番人女房壱人
（中略）右流死仕候者死骸
見 付 候 而 よ り、 初 而 驚 入
申 候 儀 御 座 候、 全 火 急 之
事 故、 大 津 浪 ニ 押 流 さ レ
候事ニ相違無御座候 御
尋ニ付申候処偽り不申上
候 右死骸勝手ニ葬候様
被仰付被下置難有奉存
候 以上
寅十一月十日

第１節 総位牌の初出記録─甲賀の総位牌を例に─
⑴ 甲賀の概況
本章では、志摩地方の総位牌がいつから、どのよ
うな要因で生まれたのかを検証する。第１章で述べ
てきたように、志摩市甲賀の総位牌は文献資料と筆
者のフィールドワークで確認できた志摩地方の一番
古いものである。本体部の裏の「安政三辰年七月
日、見宗寺現住十世宗叟代」という墨書により、そ
の総位牌は安政元年の大地震と津波でなくなった人
の霊をまつるために作られたものだという言い伝え
がある。本節では安政元年の大地震と津波の記録か
ら甲賀の総位牌の成立要因を考察する。
甲賀は志摩市阿児町に属し、志摩市のほぼ中央部
の太平洋側に位置する。北に国府、南に立神と志島
に接する。近世にはカツオ漁が盛んであった（阿児
町史編纂委員会 2000 155）。ムラは橋本区・浜田
区・奥区にわけられている。江戸期から村政の中心
を浜田区に置き、奥区は農家が多く、橋本区は漁業
者が多いため、半農半漁の村民性も異なり、江戸期
から昭和初期まで村政が難しいムラとされていた
（阿児町史編纂委員会 2000 205）。

がこの安政元年の大地震であった。それに関する記
録は甲賀自治会所蔵の「嘉永七年 地震、津波ニ付
願書諸事控帳」と、妙音寺境内に明治 24 年に建て
られた「地震津浪遺誡」という石碑があげられる。
明治 24 年の「地震津浪遺誡」は地震が発生してか
ら 38 年目に作られたもので、後世の人に津波の被
害だけではなく、復興を進めてきた先人たちの苦労
を忘れず、津波への警戒意識を喚起するものであ
る。本稿では碑文の内容を省略する（志摩市教育委
員会 2007 31）
。次に「嘉永七年 地震、津波ニ
付願書諸事控帳」の内容を見る。

出典：鳥羽市海の博物館『海と人間』18

1991

46

「嘉永七年 地震津浪ニ付願書諸事控帳」による
と、甲賀では 11 人の流死者が出たという。最後に
「右流死仕候者死骸見付候而より、初而驚入申候儀
御座候」
、
「右死骸勝手ニ葬候様被仰付被下置難有奉
存候」の部分では、死骸が発見された時に驚き、死
骸を勝手に葬る許可を求め、流死者はムラによって
葬られるようになったという。この資料は大地震が
発生した６日後に書かれたもので、ムラでは難渋者
を調査して鳥羽藩に被害状況を報告し、救済支援を
求めていた文書だと思われる。
さらにほかの資料で被害・復興の状況を把握す
る。甲賀では、当時全戸数 247 軒のうち、35 軒が流
され、遭難者は 77 軒、427 人に達していた（阿児町
役場 1977 108）
。救済と復興に、同年度の 12 月
に鳥羽藩を通じて松阪の一嶋庄三郎から無利子・無
期限の金百両を借用した。そのほかに鳥羽藩から沢
手米 182 俵、近村の見舞い金で 14 俵の米を買い、被
害者に分配した、という記録が残っている（阿児町
役場 1977 108）
。当時、甲賀の奥地区の家屋はほ
とんど流されてほぼ壊滅的な状態となり、一時期山
小屋生活を余儀なくされたこともある。奥地区は現
在よりさらに海岸付近にあったが、その後、津波を
恐れて山手へ移住するものが多く、現在の奥地区を
形成するようになったと伝えられている（（阿児町
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役場 1977 109））。安政大地震が甲賀の人々の生
活に大きな影響を与えていたことがうかがえる。

対して、明治以後に建てられたものは地震や津波へ
の警戒を喚起するためのものである 17。ここでは安
政大地震の直後（安政年間）に建てられたものだけ
を検討する。
志摩地方の３基に、同様安政年間に建てられた
周辺地域の２基も加え、所在・碑文（人的な被害
だけ）
・建立年月をあげる（表３）
。表３の例による
と、安政大地震が発生した安政元年に建てられた供

第２節 津波供養塔と総位牌の建立年月の一致性
甲賀の11人の流死者はムラによって葬られたが、
後にどうやってまつられてきたのか文書記録には一
切書かれなかった。甲賀の総位牌は安政３年に作ら
れたものであり、安政元年の大地震と２年間の差が
見られる。それを同じ安政大地震におそわれた太平
洋沿岸に建てられた供養塔の建立年月と併せて検討
する。
三重県の太平洋沿岸に安政元年の津波に関する
供養塔・石碑は合計 15 基があり、志摩地方に分布
しているのは７基である（海の博物館資料室・平
賀 1995 ２）
。それらの供養塔・石碑は建立年月
によって建立意図が違う。そのうち、鳥羽市浦村の
大江寺門下にある「大津浪塩先地」と刻された石柱
は、安政元年の津波の高さを記しているが、建立年
月は不明である（中田 1978 ４）。残る６基のう
ち、３基が安政大地震の直後（安政年間）に、３基
が明治以降に建てられたものである。大地震の直後
に建てられたものは、地震や津波による人的・物的
な被害を記録し、流死者を供養するものであるのに

養塔は一つもなかった。すべてその２、３年後のも
のであった。碑文からそれらの石塔は流死者を供養
するものだとわかる。安政元年には、村人が鳥羽藩
に被害状況を報告し、救済活動に奔走していた。地
震が発生した２、３年後に救済支援・復興が落ち着
いたころ、ようやく流死者を弔う供養塔を作る余裕
ができたのではないかと考えられる。以上の供養塔
の建立年月によって、甲賀の「安政三辰年」にでき
た総位牌は、安政大地震が発生した２、３年の後に
流死者のために作られたものだと考えられる。
また表３の⑤では、安政大地震よりおよそ 150 年
前の宝永大地震で溺死者 60 数名を、前浜において
大施餓鬼を営み、ムラ人たちが金銭を施し合同で供
養する祭祀形態を示している。村中に合同で流死者
を供養する祭祀形態は安政大地震以前にもみられ

表３．安政津波の供養塔
番号

20

場所

碑名

碑文

建立年月

①

鳥羽市本浦
清岩庵境内

津波の碑

②

鳥羽市国崎
常福寺境内

津波流失塔 維時安政元寅霜月四日五ツ時、大地震、
（中略） 安政４巳年
流失六人、右為永世此処エ立置、諸人者見之
可有心得事書記畢。

③

出典
1978

4

中田四朗

1978

４

志摩市越賀
大蔵寺境内

津波流倒記 維持嘉永七、安政改元甲寅十一月四日辰下刻、 安政２乙卯５月日 中田四朗
大地震ニ付
（中略）
、
溺死三人、
（中略）
恐ハ後世人、
予微志の拙を傍し給ん事を顧す、爰に誌置もの
也。
（前略） 本州神島村漁舟拾七艘、当浦入津
之所、津波ニ而拾六艘破船、溺死拾四人有之、
役所様江御届之上、当村江葬候事（省略）
。

1978

６

④

度会郡紀勢町錦
金蔵寺境内

津浪流死塔 嘉永第七甲寅年霜月四日辰下刻大地震 直巳 安政２乙卯７月
之上刻津波入 此時貮丈余満 以後大地震有
之節者 火事 津波ホ可得心者也 （省略）

海 の 博 物 館 資 料 室・
平賀 1995 10

⑤

度会郡旧南島町贄浦 津浪供養塔 （左側面）宝永四年丁亥十月四日 有突浪 村 安政３丙辰10月
最明寺山門下
人溺死者六十人余 今年値一百五十年忌 依之
拝請隣刹之老尊宿等 於前浜修大施餓鬼以営追
福 村中善男女亦施浄財以助其供養者也 （右
側面）嘉永七年寅十一月四日巳刻大地震 又有
突浪 溺死者三人 民家六十余戸流出破損不
知数也 有大地震則有突浪古今相同 後人宣
知之也（省略）

海 の 博 物 館 資 料 室・
平賀 1995 ８
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嘉永七年甲寅十一月四日、天気陰惨、卯時大 安政５戊午年５月 中田四朗
地震、（中略）男女老少只以免死為幸。
（中略）
諺曰震動之後、海嘯必至。今果遭是灾（災）。
因記大略以示将来者。
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る。甲賀の総位牌は流死者をまつるために作られた
ものなら、それはムラ人が合同で流死者をまつる祭
具でもあり、供養塔ともいえるだろう。

は流死者をまつる総位牌は安政３年から明治 33 年
の間に変化し、新亡をまつるようになったと推測さ
れる。

第５章

第２節 新亡供養の総位牌の普及
現在、志摩地方では、総位牌で新亡をまつるムラ
が大半であるが、総位牌で新亡を合同にまつる歴史
はいつまでさかのぼれるのだろうか。今回の文献調

第１節

ムラの盆行事と総位牌

 死者供養から新亡供養へ─甲賀の新亡祭
流
祀の改定─
甲賀の総位牌は津波の流死者を供養するために作
られたものだと明瞭になった。しかし、現在の総位
牌は新亡を合同に供養するためのものである。甲賀
では、以前新亡がどうやってまつられていたのかに
ついて、志摩市立図書館所蔵「明治参拾参年旧盆
改 盆祭大念仏酒盛取扱規則」では、次のように書
いてある（甲賀双愛社東組・中組 明治 33 年）。
「當甲賀お旧盆祭は往昔ヨリ現今ニ至る迄該年新
亡仲間中には經費分擔し諸事執り仕候處近来諸物価
騰貴且ツ酒價ハ特別の高價ニテ新靈該當者少数の時
ハ各自負担重きこと實ニ見るに不忍為メニ昨年以来
両郷老分其他有志の者相謀り旧第○○金を以テ別賦
取扱金ニ宛テ将来両郷新亡者の惟持並ニ經費を慮リ
明治参拾参年旧七月ヨリ實施する所以也。
盆祭大念仏酒盛取扱規則
第壹條 酒壹樽買入左ノ方法ニヨリ取り扱フ事
第貮條 酒取扱ハ双愛社両郷役員ニテ諸般準備ノ
事 但し取扱ニ関シテハ老分二名指揮ヲ
受クベシ
第参條 十三日総拜開眼ノ義ハ見宗寺法事濟次第
（見宗派・妙音寺）両寺ヲ追繕塲へ招待
シ讀經ヲ乞フ事
（中略）
第六條 酒取扱除クノ外ハ肴其他ハ従前ノ通該年
新亡連中ニ於テ諸般準備取扱フモノト
ス （省略）」
以上の内容より次の三つのことがうかがえる。
①物価の高騰で、新亡のイエが各自の酒盛の経費
を負担することができないため、酒盛の経費が一つ
にまとめられ、新亡の合同祭祀は経費の理由でさら
に進んでいたことである。
②ムラの経費は新亡供養に使われるようになり、
新亡供養はムラの責任の一部に入ってきたことが反
映されている。
③第参條の「総拜開眼」の記事から、「総拜」は
新亡をまつる総位牌のことだと考えられる。甲賀で

査で、甲賀以外の６か所の総位牌の成立年代・要
因を把握することができた（表４）
。表４に基づい
て、総位牌が志摩地方で普及した年代・要因を以下
の三つにまとめることができる。
⑴

明治・大正の倹約法の実施
明治末期・大正にかけて、ムラでは倹約法を実施
するため、新亡のイエの個別灯籠が禁止され、ムラ
で合同に総位牌で新亡をまつるようになった。これ
は当時の経済状況が反映されており、イエで単独で
新亡供養をすることより、ムラによって合同で新亡
供養をされるほうが経済的に助かるためであったと
思われる。
鵜方では明治 36 年に「鵜方村贅費節約規程」が
制定された。各新亡のイエの灯籠・酒盛が禁じら
れ、「燈籠切籠」はムラによって準備され、酒盛は
ムラで共同におこなわれるように改定された（志摩
郷土会 1968 56）
。
安乗では、以前各新亡のイエは「座敷で紙燈籠の
位牌」をまつっていたが、倹約法によって大正末期
から寺で合同燈籠という形でまつるようになった
（志摩郷土会 1968 67）
。
坂手島では、大正二年の資料によって従来初盆の
各イエは燈籠を各自持参したが、なんらかの理由で
仲間燈籠として一つに調製し、ムラの新亡全員の戒
名を全体で記載することになったことがわかる。坂
手島の総位牌は大正二年ごろにできたと考えられる
（林昌寺「年中行事」1913 坂手島町林昌寺所蔵）
。
⑵

昭和初期までのイエの格差の解消
この時期には、イエの格差がなくなり、一般のイ
エの新亡がムラの祭祀対象となったことが次の例か
らうかがえる。
立神では、「大正時代は新亡者の内会合葬の亡者
はキリコ燈籠と位牌を、普通の葬の亡者はキリコ
燈籠を大念仏に飾りつけた」
（中岡 1980 238）
。
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菅島

坂手島

相差

安乗

鵜方

立神

鳥羽市

鳥羽市

志摩市

志摩市

志摩市

ムラ名

鳥羽市

市名
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不明

平成（現在）

昭和16年以前各イエがキリコ灯籠を 不明
つけて大念仏に参加したが、その後、
年齢順による共同精霊塔を作った（志
摩郷土会 1968 47 ）。

寺の本堂に設けられ、大念仏や水向
けの時に浜辺へ持って行く。十数年
前に精霊舟に載せて流したが、今は
残して流さない（湯 2013 聞き取
り）
。

毎年の盆の時期に寺の倉庫から取り
出 し て、 大 念 仏 の 時 に 初 盆 灯 籠 を
本 堂 の 出 口 に 出 し て ま つ る。
（湯
2013 聞き取り）
。

大正時代は新亡者の内会合葬の亡者
はキリコ灯籠と位牌を、普通の葬の
亡者はキリコ灯籠を大念仏に飾りつ
けた（中岡 1980 238）。

①15日の大念仏に新亡者一同の位牌
を 据 え る（ 岩 田 1969 37）。 ②14
日夕方に薬師堂の中には新亡の戒名
を書いた位牌型の灯籠と三界万霊と
書いた灯籠が置いてある（小松・金丸
1975 15）。

11日午後８時より新亡霊位灯籠の開
眼供養がおこなわれ、新亡者のイエ
はこの供養に列席する。15日午後よ
り合同精霊送りをする。この合同精
霊送りは昭和34・35年ごろからおこ
なわれているようである（志摩郷土会
1968 54）。

盆の時期になると、薬師堂の前には
総牌と呼ばれる墓石型をした新亡の
戒名を前面に記した燈籠が据えられ、
その隣には、これも燈籠になってい
る「三界萬霊十方至聖」とかかれた
位牌が置かれる（三重県教育委員会
2005 29）
。

現在初盆のイエは寺にて高灯籠を入
れる。本堂の中に戒名を書いている
総位牌がある。13日に寺で迎え念仏
をする。
（湯 2013 聞き取り）
。

昔新亡の家の座敷へ紙灯籠の位牌を 念仏講があって、寺の新亡合同法要 現在毎年７日から12日までの夜に寺
まつったが、倹約法によって大正末 の時も、新亡の灯籠位牌の前で念仏 で合同的に新亡供養をする。その時
期 に 寺 で 合 同 灯 籠 で ま つ る よ う に する（志摩郷土会 1968 67）。
に本尊に向かて左側に総位牌が設け
なった（志摩郷土会 1968 67）。
られる（湯 2013 現地調査）
。

不明

昭和
①初盆の家、以前は個々に燈籠を作っ
たが、今は寺で１本にまとめて作り、
７日より火を入れる（志摩郷土会
1968）。②初盆灯籠は昭和21年に寺
が出費して作ったもので、現在の住
職（62歳）の先々代の話である（湯
2013 聞き取り）。

表４．総位牌の普及年表
大正

「盂蘭盆會中十三日夜濱念仏ニ持チ 不明
行ク。燈爐ハ従来、初盆者各家ニ持
チ行キ、踊台四方ニ釣りテ照火供養
せ シ ガ、 其 都 合 の 種 々 粗 忽 ア リ シ
タ メ、、 仲 間 燈 爐 ト シ テ 一 個 に 調 製
シ、戒名全躰ヲ記載スル事ナリ、其
夜初盆連中ヨリ、住職へ謝儀、金壱
円、酒肴料五十銭、燈爐、蝋燭、手
数料等壱円五十銭ヲ納付スルコト（省
略）
」（林昌寺 1913「林昌寺 年中
行事」 林昌寺所蔵）。

不明

「鵜方村贅費節約規程 第五条 第 不明
三号 灯籠切籠ハ村備品ヲ用フル一
体ノ外各自ノ宅二備付クベカラザル
コト。第四号 前号供養ノ節ハ共同
酒盛ノ外自宅二於テ饗応ヲナスベカ
ラザルコト。」明治三十六年一月に鵜
方村農会で発行されたもの。（
「鵜方
村贅費節約規程」志摩郷土会 1968
56）。

不明

不明

不明

不明

明治
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し か し、 昭 和 初 期 に は、
「15 日 の 大 念 仏 に 新
亡 者 一 同 の 位 牌 を 据 え る 」 こ と に な っ た（ 岩
田 1969 37）。以上から立神では大正までは「新
亡者一同の位牌」ではなく、「新亡者の会合葬」と
「普通の葬の亡者」に区別をつけてまつられたこと
がわかる。立神では「普通の葬」は地葬だと呼ば
れ、地葬はムラの臨済宗の両寺院の僧だけを招いて
おこなうものである。会合葬は七名以上、半会合は
五名程度の僧によっておこなわれる（阿児町史編纂
委員会 2000 571）。「新亡者の会合葬」は一部の
富貴層や在地の有力者層だけに限られている。ささ
ら踊りも土地の有力者が亡くなった時にしかおこな
われていなかった（橋本 2005 29）。これは当時
のイエの格差と関係していると考えられる。後にイ
エの格差がなくなり、「新亡者一同の位牌」ができ
るようになったと考えられる。
相差では、昭和16 年以後年齢順による共同精霊塔
（総位牌）が作られ、新亡が年齢順によって戒名を記
されるようになった（志摩郷土会 1968 47）。こ
こにも家格の平等化の動きがみられる。

第３節 結論 ─ムラの盆行事と総位牌から─
以上の分析より次のようなことが考えられる。
①志摩地方の総位牌は津波の流死者をまつるために
作られたもので、いわゆる正常死を遂げなかった
死霊（無縁仏）をまつるためのものであった。これ
はムラの盆行事の本来の意味を示す可能性がある。
②ムラによってまつられる対象は、正常死を遂げな
かった死霊（無縁仏）から新亡へ中心に変化した
ことが志摩地方の総位牌の歴史変遷を通じて明ら
かになった。
 ムラの大念仏行事では新亡の個人灯籠をやめ、
合同灯籠を作ることはただの利便性のみならず、
それは新亡の合同祭祀が重要視され、ムラの盆行
事の祭祀対象が無縁仏から新亡へ中心に変化する
ことを反映している。総位牌の巨大化・華美化・
使用年数の長期化は、新亡供養がムラの盆行事の
中心に位置付けることを示しており、ムラの盆行
事の室内化も反映している。今後、室内化されて
いるムラの盆行事は室内でのイエの盆行事との間
にどのような変容を遂げるのか注目すべきである。

⑶

戦後の変化─利便性・周辺地域の影響・新亡の
合同祭祀の安定化
戦後、個別の灯籠をやめ、新亡を合同で総位牌を
用いてまつることは志摩地方でさらに普及してい
た。総位牌を一つだけ作って済むという経済的理由
以上に、利便性が求められるようになった。また周
辺地域からの影響を受けていたことも考えられる。
菅島では、大念仏は以前浜辺でおこなわれ、各新
亡のイエは個別の燈籠を持参したが、後に大念仏の
場所は浜辺から寺の本堂に変わり、現住職の先々代
が各新亡のイエが灯籠を持参する手間を配慮し、昭
和 21 年に自ら費用を出して１本にまとめて作った
という。菅島の総位牌はその当時の住職が周辺地域
のものを見て作った可能性も高いと考えられる。
以上より、志摩地方では総位牌で新亡を供養する
歴史はそれほど古くないことがわかった。総位牌の
普及は明治後半・大正以後のことである。時代に
よって総位牌の成立要因も違う。以上の事例を図９
で示すと、総位牌が志摩地方の南から北へ普及して
いった方向性がみられる。総位牌の普及は、新亡の
合同祭祀の普遍化並びに安定化を示している。
図９．総位牌の普及
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③こ れまでの研究では、新仏は無縁仏と同じよう
に不安定な性格を持っており、無縁仏とともに
ムラによってまつられるという結論が多かった
が、本研究によって、必ずしもそうではないこと
がわかった。すなわち、新仏・無縁仏の性格の類
似性より、当時の社会的な状況から強く影響して
いる。経済の窮迫によってイエで新亡をまつりき
れない場合、ムラで合同にまつる形に変化してい
た。明治・大正の倹約法の実施により、新亡の共
同祭祀がさらに進められた。
④イエの格差がなくなったことも、ムラが一般のイ
エの新亡を祭祀対象とする契機の一つといえる。
⑤ムラの盆行事において、新亡を中心にまつるよう
になったのは明治後半・大正からのことであると
判明した。
今後の課題は、ほかの地域に総位牌のようなもの
が存在しているのか、ムラの祭祀対象が無縁仏から
どのように新亡へと変化するのか、その過程をさら
に実証的に解明することである。
謝辞：2012 年・2013 年夏、志摩地方で盆行事の
調査をおこない、志摩市東治紀様、小林仁司先生、
鳥羽市橋本好史先生をはじめ、地元の方々のご援助
のおかげで、総位牌の調査を進めてきました。総位
牌はいつでも見られるものではなく、盆行事という
短時間に一人で数多くのムラを訪問するのが困難な
ことです。地元の方々は総位牌の写真・資料をご提
供いただき、温かい言葉で励ましてくださり、無事
に総位牌の調査を一段落終えることができました。
拙稿を以て、志摩地方の方々に心より御礼を申し上
げます。
注
１

総位牌については、これまでの文献資料の中
では、さまざまな名称がみられる。「初盆灯籠」
（田中 1992 215）・「位牌形の灯籠」（小松・金
丸 1975 15）
・
「新亡の戒名を一同記した大灯籠」
（岩田 1969 128）・「紙灯籠の位牌・新亡の灯籠
位牌」（志摩郷土会 1968 67）・「総牌」（志摩郷
土会 1968 69）・「総牌とよばれる墓石型とした
新亡の戒名を前面に記した灯籠」（三重県教育委
員会 2005 33）・「総位牌」（筆者 2013 聞き
取り）などである。文献に登場している一番多い
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のは「総牌」であるが、本研究では、総位牌とい
う名称に統一して論じる。
２ 昨年のお盆から今年のお盆までの一年間になく
なった死者のことである。
３ 甲賀の塔婆は薄い白木で作られ、手持ち程度の
30 ㎝の長さで、檀家の「○○家先祖代々」を書
いたものである。
４ 新亡連中は新亡のイエからなる組織である。新
亡が出たイエは新亡連中に入り、その年の新亡供
養の行事を合同につとめる。
５ 名乗の子ども、高提灯二人、カサブク二人、鼓
打ち二人、太鼓打ち二人、笛五～六人、付添い五
～六人で列を組んで、総位牌に向かって進行し、
そしてその前に縦隊に並ぶ。ジバヤシの文句は省
略する（阿児町史編纂委員会 2000 596）
。
６ カサブクは傘のまわりを布で隠し、中には新亡
の遺品である鏡、メガネ、筆箱などを吊るすもの
である。以前は新亡のイエごとに出したが、今は
簡略化で、全体で一、二くらいを出すようになっ
た。
かん こ
７ 甲賀の鼓踊は大念仏の名乗の後に、羯鼓打（３
かん こ

名）を中心に円形に並び、男女 20 名あまりが羯鼓
と音頭に合わせて踊る。また棒振り、ホラ貝吹き
などの鬼や山伏姿の若者も踊り、非常に賑やかな
行事である（阿児町史編纂委員会 2000 597）
。
８ 総 位 牌 の 有 無 を 確 認 す る た め に、 次 の
文 献 資 料 を 利 用 し た。（ 赤 池 1987）、（ 岩
田 1969）
、
（ 磯 部 町 教 育 委 員 会 1995）
、
（大野
木 1985）
、
（ 皇 學 館 大 学 郷 土 研 究 会 1970・
1972）
、
（ 小 島 2000）
、
（ 小 松・ 金 丸 1975）
、
（ 鈴 木 1969）
、
（ 酒 井 1947 ～ 1952）
、
（ 田
中 1992）
、
（ 田 辺 1980）
、
（中京大学文学
部 1968）
、
（東京女子大学民俗調査団 2005）
、
（ 中 岡 1980）
、
（南山大学文化人類研究会村落
調 査 サ ー ク ル 1973）
、
（ 郷 土 志 摩 会 1968）
、
（三重県教育委員会 2005）
、
（萩原 1973）
、（秀
森 2007）
（迫子記念誌刊行委員会 1979）
、
（大
王町文化財調査員秀森など 1979）、（三重県埋
蔵 文 化 財 セ ン タ ー 2006）
、
（ 山 下 1934）
、
（山
本 1972）
、
（ 和 歌 森 1965）
、
（鳥羽市教育委員
会 2010）
。
９ 総位牌の有無が「不明」なところ：志摩市の神
明、国府、下之郷、上之郷、恵利原、築地、山
原、山田、穴川、迫間。鳥羽市の小浜、船津、河
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内、安楽島、千賀、畔蛸。
総位牌が「なし」のところ：志摩市の塩屋、飯
浜。鳥羽市の堅子、桃取、神島、岩倉、松尾。
11 総位牌が「なし」のところでは、どうやって
新亡を供養するのか。志摩市塩屋では、大念仏
の行事をダンボといわれる。新亡のイエでは、
７日からラントウ（位牌）のキリコ灯籠に戒名を
貼って座敷に飾る。13 日に新亡の遺族がラント
ウのキリコ灯籠をダンボの場へ持って行って供養
する（迫子記念誌刊行委員会 1979 209）
。鳥羽
市神島では大念仏のかわりにハッポーデンとい
う行事がおこなわれる。新亡の遺族が個人用の
牡丹灯籠を持参してハッポーデンに参加する（篠
原 1973 87・93）。
12 総位牌が「あり」のところ：志摩市の御座、越
賀、和具、布施田、片田、船越、波切、名田、畔
名、志島、甲賀、立神、安乗、鵜方、桧山路、浜
島。鳥羽市の答志島、和具、坂手島、石鏡、国
崎、相差、白木。
13 筆者が集めた総位牌のデータ：志摩市の甲賀、
安乗、片田、桧山路、波切、志島、浜島、立神、
船越、御座、越賀、和具。鳥羽市の菅島、坂手
島、答志島、和具。図５の中では実測がおこなわ
れたものは寸法が示されている。
14 立神では 2010 年に薬師堂が火事で焼失した。
火事以後から 2012 年まで大念仏の場所と祭具の
収納場所はムラのふれあいセンターに移された。
のちに薬師堂が再建され、2013 年に大念仏の場
所と祭具の収納場所が薬師堂に戻った。
15 新亡が出たイエは新亡連中に入り、合同でその
年の新亡供養の行事を勤める。現在、新亡の最年
10

長者のイエは新亡連中の代表として選ばれる。新
もと や
やど もと
さか もと
亡連中の代表はムラによって元屋・宿元・酒元・
おや もと

やど や

親元・宿屋などさまざまな名称がある。
16 岩田準一は三重県志摩郡鳥羽町（現鳥羽市）の
出身で、昭和４年から昭和 19 年にかけて志摩地
方で民俗調査をしていた。全域では 13 例にまと
められ、ムラごとに記録されている。盆行事の内
容については、精霊送り・大念仏が重点的に記録
されている。
17 明治以後に建てられた３基の石碑の所在、碑名
と建立年月は次の通りである。甲賀妙音寺境内に
ある「地震津浪遺戒」・「明治廿四年十一月」、越
賀大蔵寺境内にある「神嶋墓」・「明治十三年甲辰

八月建」
、
「神島海難者供養塔」
・
「昭和四十九年七
月 神島漁業協同組合建之」
（海の博物館資料室・
平賀 1995 ４～６）
。安政元年に神島の漁船 17 艘
は熊野灘沿岸紀州領海域に延縄漁に旅稼ぎをし、
帰村する途中越賀浦に入港し、11 月４日の大津
波に遭ったため、68 人の漁師の中、14 人が溺死
した。越賀は藩庁の許可を得て、村の共同墓地に
埋葬した（中田 1991 80）
。そのため、越賀に
は神島の漁民の供養塔がある。
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Comment
市川

秀之

人間文化学部地域文化学科教授

正月とならんで盆は日本の代表的な年中行事であ
る。しかしながら正月と同様に盆の意味を問われて
明確に回答できる人は少ない。柳田国男は 1946 年
に『先祖の話』を著し、先祖祭祀を日本人の精神文
化の中心に据える見解を明らかにした。当然のこと
ながら柳田は盆に帰る霊の性格を自身の論理の中軸
として用いている。しかしながら盆にはイエの先祖
をまつる以外にもさまざまな性格が混在している。
七日盆・餓鬼棚・施餓鬼・盆踊り・地蔵盆などいま
も見られるさまざまな慣行についても、イエの先祖
を中心とする柳田祖霊説だけでは十分に説明できな
いのである。
湯氏は中国出身の留学生であるが来日以来、盆行
事に深く関心を抱き、ことにイエの盆行事に収斂し
えない盆行事の諸要素について研究を進めてきた。
ムラレベルでの盆行事とイエレベルでのそれとの関
連性に着目するのが彼女の研究の特色である。本論
では三重県志摩地方をフィールドに、これまで先行
研究が皆無であった総位牌について考察を進めてい
る。総位牌とはムラレベルで盆行事で用いられる祭
具である。志摩地方では主として海岸部のムラに多
くみられる。湯氏は現在も使われている総位牌の行
事における祭祀方法や、その形態の類型化を進める
とともに、文献資料の収集を進め、総位牌の初発が

地震に際してこの地をおそった津波による被害者の
慰霊にあったことを明らかにした。まずは交通手段
の乏しいこの地域でつぶさに調査を進めた努力を評
価しておきたい。
これまで盆行事研究の歴史的研究が進展しなかっ
た理由の一つとして、それが文献に記されることが
稀で、また祭具も一年ごとに焼却されたり流される
ものが多く、モノとしての研究が困難であったこと
があげられる。総位牌というモノへの着目はムラレ
ベルでの盆行事の歴史的研究に向けて新たな視点を
提供するものといえるだろう。またそれを活用して
津波被害者の慰霊から、ムラレベルへの新亡（前年
の盆以降になくなった死者の霊）の供養へと行事の
性格が変容することを明らかにしたことも大きな成
果である。本論文が停滞気味の盆行事をはじめてと
する民俗行事研究に一石を投じるものであることは
間違いがないだろう。
総位牌は全国的に分布するものではない。このよ
うな民俗行事の研究はいかに詳細に事例分析を進め
たとしてもその地域における論理の抽出にとどまる
ことが多い。今後の湯氏に対してはフィールドをさ
らに広げ、各地域の比較研究によって今回対象とし
た総位牌の相対化にとりくみ、総合的な盆行事研究
の進展に寄与することを期待したい。
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論文

三階蔵の増築とその技法について
久保奈緒子
人間文化学研究科地域文化学専攻

１．三階蔵研究の現状
１－１．先行研究にみる三階蔵
三階蔵の発生は、伊藤鄭爾氏による天正～慶長年
間説が通説である（伊藤鄭爾『中世住居史』p.252、
東京大学出版、1973）
。一国一城令の発令などによ
り仕事を失った城大工たちが、町に降りて町家や蔵
の建築に従事するようになると、二階の上に、櫓の
ような突出した部分のある建物が見られるようにな
る。三階蔵の起源はこの、二階建て建築に天守閣と
同様の手法を用いた櫓建築を載せた建物であるとさ
れている。
慶安２年（1649）、江戸で三階建ての建築が規制
される。中村利則氏はこの時の規制に関して、土
蔵だけは三階建てが許されたとしている（中村利則
「京の町家考」
『京の町家』p.169、淡交社、1992）。
これを受けて丸山俊明氏は、江戸で出された規制は
京都でも同様に有効であったと捉え、京都において
も土蔵に限って三階建てが許可されていた可能性
があるとしている（丸山俊明「17 世紀の京都の町並
景観と規制：江戸時代の京都の町並景観の研究（そ
の１）」『日本建築学会計画系論文集（581）』pp.167173、2004）。そして宝永大火（1708）の実録『音無
川』では、三階蔵が焼け残った様子が記されてお
り、この年代まで三階蔵が存在していたことを指摘
している（丸山俊明、前出）。
三階蔵に関する議論は様々に述べられてきたとこ
ろではあるが、三階蔵は富の象徴である、とするの
が共通認識である。ただその根拠となるのは、「三
階蔵」という表現の最古の記述と言われる、井原西
鶴の『日本永代蔵』である。「一に俵、二階造り、
三階蔵を見渡せば、都に大黒屋といへる分限者有り
ける。」（佐藤亮一発行 村田穆校柱「才覚を笠に着
る大黒屋」『新潮日本古典集成 日本永代蔵』pp.6061、新潮社、1977）と記されている。またこの表現
は模倣したと見られる「二階作りの家を建て、三階
の土蔵四方にならべ、龍野屋六郎右衛門とてかくれ
なし」（北京散人月尋堂「子孫大黒柱」『徳川文藝類
聚（十二巻）教訓小説 第二』pp.512-514、国書刊行
会、1970）など、日本永代蔵と類似の言い回しが見
つかっており、それぞれ刊行された当時、「三階蔵」
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＝「富の象徴」というイメージが一般的であった可
能性が窺える。
ただ、『日本永代蔵』に描かれているのは、少な
くとも刊行年である貞享５年（1688）までの江戸の
ことである。現存事例の大半は江戸時代後期以降の
ものであり、到底、先行研究が論拠としている文献
や絵画史料では追い切れていないはずである。
１－２．
三階蔵に見る内部の設えの変遷
現存する三階蔵の大半は幕末から明治時代にかけ
てのもので、その内部の設えを見ると、その建築の
意図や意味は変化しているように思われる。例え
ば、天和年間（1681 ～ 1683）に建てられた滋賀県近
江八幡市の旧西川利右衛門家の三階蔵では、後世に
とりつけられた吊戸棚は見られるが、当初建築時に
造りつけられた棚は元より存在しない（図１）
。収
蔵品の整理は基本的に長持ちなどの「箱」によって
おこなわれ、箱を重ねることで収納空間を有効活用
していたと考えられる。しかし明治時代以降、徐々
に内部に棚を造りつけるように変化していく。大正
７年（1918）に建てられた新潟県加茂市にあるＩ家
の三階蔵は、内部を２室に区切り、１‐２階の階段
と２‐３階の階段をそれぞれの室に割り振るという
計画的な動線をもち、さらに全ての内壁に棚を造り
つけるという、まったく無駄のない計算された収納
空間となっている（図２）。こうして比較すると、
江戸時代に建てられた三階蔵と近代化以降に建てら
れた三階蔵とでは、収納空間に対する認識の違いは
歴然としている。また、こうした収納空間の計画性
は階段にも影響を与えている。造り付けの戸棚など
を配置した計画的な収納空間では、固定された階段
の方が機能的であるが、各階を一つの空間として捉
え、自由度の高い空間使用をおこなう場合、階段は
固定でない方が便宜上よいと考えられる。つまり、
前述の造りつけの戸棚同様に階段も、時代を遡るほ
ど、造りつけのものより、取り外しや移動が容易な
梯子状の階段を用いていた可能性が高いのである。
梯子状階段は明暦２年（1656）建築の小林家住宅ほ
か、造り付けの戸棚の無い三階蔵では多く見られ
る。階段はその特性上、非常に傷みやすく、現状で
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図１．旧西川利右衛門家土蔵各階平面図

は取り替えられてしまった例も多いが、聞き取りか
ら、かつて梯子状の階段を使用していたと判明した
三階蔵が数例ある。もちろん、収納棚を兼ねて箱階
段を使用している場合もあるが、これまでの実測調
査では梯子状階段を使用している、あるいは使用し
ていた、という事例が箱階段を上回っているのは確
かである。なお、後述するＡ家三階蔵には、２階－
３階の昇降設備として、半間の柱間に横木を打ち付
けた、垂直に登る梯子状の昇降設備が残っている

図２．Ｉ家住宅三階蔵各階平面図

（写真１）
。これは、梯子状の階段よりも単純な形式
のものである。
三階蔵は平屋建てや二階建ての蔵よりも昇降にか
かる労力が大きい。その分、そこに反映される時代
ごとの特徴も多くなる。「三階蔵」を外観的特徴だ
けでなく、内部の設えに着目して見ていくことは、
収納空間に対する意識の変化を紐解くことにもつな
がっている。
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写真１．Ａ家三階蔵２－３階旧昇降設備の痕跡

１－３．富の象徴ではない三階蔵
ひと括りに「三階蔵」と言っても、その歴史は長
く、時代背景や地理的な環境という要素を一つ一つ
の現存事例について見ていくと、三階蔵が必ずし
も「富の象徴」というわけではないということもわ
かってきた。例えば、埼玉県桶川市にある島村家土
蔵には、飢饉に見舞われた農民の救済策として建て
られた三階蔵だという伝承が残っており、そうした
背景から「お助け蔵」と呼ばれ親しまれている。ま
た静岡県清水市の蒲原宿に建つ渡邊家土蔵の場合
は、太平洋に面した立地であるために、洪水や津波
被害に度々見舞われた。そうした天災から蒲原宿の
重要な史料を守るために蔵を三階建てとし、上層階
に史料を納めた、という伝承が残る。
１－４．三階蔵の研究における課題
これまでの三階蔵に関する論述の多くは、洛中洛
外図屏風や家作制限に関する史料を元に展開されて
いるわけだが、それらが示す場所は、京や江戸がほ
とんどである。政の中心地であった京と江戸に関す
る史料は、必然、他の地域よりはるかに多く残って
いるわけだが、現在の京都と東京において、江戸時
代に建てられた現存事例は今のところ１棟も見つ
かっていない。要因としては、地震や戦災、そして
近代化が考えられる。しかし、京・江戸以外の地方
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に目を向けてみれば、三階蔵について記された明確
な文献史料は見られない一方で、現存事例は多数存
在する。先行研究で述べられてきた、江戸や京にお
ける三階蔵の規制その他の状況が、果たして地方に
残る現存事例についても同様に言えるのだろうか。
先行研究では、1600 年代前半には洛中洛外図屏風
に三階蔵が見られなくなるとされているが、この時
期に建てられた三階蔵が現存事例の中にはある。こ
れまでに収集した現存する三階蔵の史料や現地調査
の結果からは、地方のまち（概ね旧城下町）におけ
る三階蔵をとりまく状況が、江戸や京におけるそれ
とは異なっていた可能性を示唆するものもある。
三階蔵に関する先行研究において課題と考えられ
るのは、以下の点である。
◦洛中洛外図屏風や家作制限を論拠とした先行研究
は、地方の状況を勘案せずに京・江戸の普請作事に
関する事象のみを捉えて、三階蔵に対して「富の象
徴」などの定義をおこなっている。
◦現存事例が単発の調査報告ばかりで、構造的な特
徴の比較考察や、立地および建築年代に関する特定
条件などの、体系的な研究がなされていない。
◦現存事例について調査を実施したところ、江戸時
代建築の三階蔵はいずれも地方に現存し、それらの
地域と京・江戸とが、家作制限などの禁令などに関
して、同じ状況であったかは定かでない。
◦現存事例の中には「富の象徴」以外の意味をもつ
三階蔵も存在する。
以上より、現存する三階蔵に則した、地域および
年代の文献研究は今後の課題である。

２．現存する三階蔵について
これまでの調査の結果、全国に現存する三階蔵は
71 棟あることがわかっている。ただし、これまで
に戦災や自然災害などによって姿を消した三階蔵は
数知れず存在すると考えられる。現存数を把握する
ための情報収集段階においても、中越地震で被災し
取り壊しを余儀なくされた新潟県柏崎市の旧二宮家
の三階蔵の例がある。資料を遡れば、東京市史稿に
記されている、明治 14（1881）年時点で東京府下に
おいて実施された家屋の種類に関する調査結果に、
「倉庫（土蔵造り）」の「三階建て」が 1168 棟との記
載がある。これによると、日本橋区（東京府下 15 区
当時）が最も多く、全体の半数近い 485 棟があった
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ことがわかる。１棟当たりの坪数の平均値が 9.95 坪
（≒ 32.8 ㎡）で、これはおよそ現存事例の規模と比
較しても平均的と言える。しかし東京は震災や空襲
の影響を受けており、三階蔵と思しき建物や記述など
を、現在の日本橋界隈に見ることはできない。東京に
限らず、日本の各地で地震や戦争による被害を受けて
きた経緯がある。そのため、現状で三階蔵を確認でき
ない地域について、遡ってもそこに存在しなかった
とは限らないということを念頭においておきたい。
地域別の現存事例数では、30 の都道府県におい
て１棟以上の三階蔵を確認している。内訳は多い方
から、滋賀県に 11 棟、長野県に７棟、埼玉・石川・
福井の各県に各６棟、新潟県に５棟、大阪府に４
棟、東京都に３棟、茨城県に２棟、山梨県に２棟、
北海道・秋田県を含む計 19 の県において各１棟を
確認している。
建築年代別に見ると、江戸時代の建築が 18 棟、
明治時代が 18 棟、大正以降が 12 棟、不明が 23 棟で
ある。文献史料による三階蔵の定義と比較するため
に、研究対象として用いる事例は江戸時代建築のも
のに限ることとする。ただし、建築年代不明の事例
の中に、主屋との関係などから江戸時代建築の可能
性がある事例も含まれている。そのため、建築年代
不明の事例についても、古い特徴を示していると思
われた場合には、参考としている。
現存事例の収集は、先行研究論文や全国各地の町
なみ報告書、文化庁の「文化財データベース」、聞
き取り調査などを元に行っているが、滋賀県の事例
の多くは文化財登録などされていない事例であり、
現地踏査によって見つかっている。この特性上、11
棟のうち８棟について建築年代不明であるが、特徴
からみて、江戸時代建築が疑われる事例もある。
江戸時代建築の三階蔵は、江戸時代前期の明暦
２年（1656）、次いで天和年間（1681 ～ 1683）に１棟
ずつ、江戸時代中期の宝暦３年（1753）に１棟であ
り、江戸時代建築のほかの三階蔵はいずれも 1830
年代から幕末にかけてのものである。最古の事例で
ある明暦２年のＫ家三階蔵は旧城下町の兵庫県たつ
の市にある。

３．増築による三階蔵
直近の現地調査において、増築によって三階蔵に
なったという事例が相次いで見つかった。本章で
は、増築によって三階蔵となった３棟の三階蔵につ

いて取り上げる。
2014 年３月末日現在、滋賀県において 11 棟の三
階蔵を確認している。内訳としては、大津に１棟、
近江八幡に３棟、彦根に２棟、長浜に４棟、高島に
１棟である。近江八幡の３棟のうち、２棟は旧八幡
町の中に位置している。また、長浜の４棟の三階蔵
のうち３棟は旧城下町の地区内にある。残る１棟は
移築されて現在は農村地域にあるが、移築元は長浜
の市街地内と伝わっており、建築当初は旧城下町の
地区内にあった可能性もある。
滋賀県内に確認している三階蔵 11 棟のうち、旧
城下町である近江八幡の旧八幡町にて１棟、長浜に
て２棟、二階建てから三階建てに増築したとみられ
る三階蔵が見つかった。いずれも建築年代および増
築年代は不明である。
以下、増築によって三階建てになったとみられる
三階蔵について、増築の方法及び特徴の考察をおこ
なうものである。増築の経緯、年代や、増築三階蔵
がもつ意味を考える。
３－１．Ａ家三階蔵について
滋賀県近江八幡市にあるＡ家は、江戸時代に栄え
た近江商人の家系である。Ａ家には多くの文書が残
るが、三階蔵に関しては、建築年代をはじめ未だ不
明な点が多い。
３－１－１．矩形でない平面形
Ａ家三階蔵は、切妻造り本瓦葺きで妻入りの蔵で
ある（写真２）。規模は桁行３間半、梁行３間、棟
高は約 9.2 ｍである。入り口がある南側の妻壁に対
して、両平壁は直角を形成しているが、入り口と反
対側、北側の妻壁は両平壁に対して直角ではなく、
わずかに角度を振って接している。そのため、東側
の平壁が西側の平壁と比べて短くなっている。現存
する三階蔵の事例において、平面形が矩形でない三
階蔵はＡ家のほかには見つかっておらず、非常に珍
しいと言える。Ａ家三階蔵は、南側にある主屋と、
北側にある八幡堀の間に立っている。南側（入り口
側）の妻壁は主屋の棟方向と平行に、北側（八幡堀
側）の妻壁は堀の石垣と平行になっている（図３）。
このように、敷地形状に合わせて建てたことから、
柱間の一定しない部分も見受けられる。
ちょう な
内部の床材に手斧ではつった痕があること、窓に
内開き戸を採用していること、また別の窓につく漆
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八幡堀
堀沿い
の通路

八幡堀

主屋

表通り

主屋
近江八幡市現況平面図に加筆

図３．Ａ家三階蔵配置図
写真２．Ａ家三階蔵外観

喰の外開き戸の取り付け方（壺金物が窓横の側柱を
貫通して室内に突出しており、これは施工後の整備
を簡単にするための工夫と考えられる（写真３））を
鑑みて、Ａ家三階蔵は、少なくとも江戸時代の建築
である可能性が高い。また、Ａ家の三階蔵には独
立した棟持ち柱、通称「独立柱」がある。梁行の
距離が３間（約 5.5 ｍ）を超える二階建て以上の蔵は
独立柱をもつとする先行研究の報告がある（平山育
男「長岡市山古志東竹沢関家住宅土蔵：新潟県にお
ける土蔵の独立した棟持柱について」日本建築学会
北陸支部研究報告集（51）、pp.425-428、2008）。こ
の内容を受けて、独立柱を持つ三階蔵についても同
様に言えるのか考察をおこなった（拙稿「独立柱を
持つ三階蔵について」日本建築学会関東支部研究報
告集（83）、pp.677-680、2013）。考察の結果、独立
柱をもつ要因は梁行の規模だけでなく、建築年代の
古さも少なからずあるのではないか、という結論に
至った。もし梁行の規模のみに影響されるのであれ
ば、梁行３間以上であるにも関わらず独立柱を持た
ない事例に対して理由の説明がつかない。梁行が３
間以上でも、明治時代以降の三階蔵では独立柱は持
たない。反対に、梁行が３間以下であるにもかかわ
らず独立柱を持つ唯一の例が、最古の三階蔵事例で
ある兵庫県たつの市にある小林家の三階蔵である。
このことから、独立柱を持つ要因として、梁行の規
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写真３．Ａ家三階蔵２階窓につく壺金物

模とともに、建築年代の古さも一要素として勘案す
べきであると指摘した。Ａ家三階蔵が独立柱を持つ
ことは、建築年代の古さも勘案するに値すると考え
る。

三階蔵の増築とその技法について

図４．金輪継ぎ

図５．寄せ蟻
写真５．Ａ家三階蔵１－２階階段横の柱

写真４．Ａ家三階蔵の独立柱と金輪継ぎ

３－１－２．柱の継ぎ痕
つぎ て
し ぐち
材の継ぎ方には、
「継手」と「仕口」の二種類が
ある。
「継手」は、同じ材を延ばすために、長手方
向に継ぐことを指す。一方「仕口」とは、二つの材
をある角度をもって接合することである。「仕口」
くみ て
さし ぐち
はさらに二種類、「組 手 」と「差 口 」に分けられ
る。
「組手」とは同じ材を直角や斜めの角度をもっ
て組むもので、「差口」は柱に横物の材を差しこむ
ように、別の材と組み合わせるものである。
これらの継ぎ方のうち、Ａ家三階蔵で確認できた
のは、継手のひとつ「金輪継ぎ」（図４）と、仕口
のひとつ「寄せ蟻」
（図５）である。「金輪継ぎ」は
柱に、「寄せ蟻」は桁と柱の接合部で確認すること

ができた。なお、仕口「寄せ蟻」は、異なる材（桁
と柱）を継いでいるため、
「組手」ではなく「差口」
にあたる。
以下、それぞれの材の継ぎ方について詳述する。
Ａ家三階蔵には、前述の通り「独立柱」がある。
本来、独立柱は棟木下（地棟下）まで届いていなけ
ればならないが、Ａ家三階蔵における独立柱は、２
階天井で止まってしまっている（写真４）
。よく見
ると、２階の天井付近で途切れるよりも下方に、金
輪継ぎの痕跡が確認できる。当初建築が二階建てで
あったとするならば、屋根の勾配を考えると独立柱
はもう少し高かったと推測され、途中で切断された
と考えるのが自然である。
側柱について見れば、東側の平壁に３本、西側の
平壁に１本、南側の妻壁に３本、北側の妻壁に３
本、合計 10 本の柱に継ぎ痕が見つかった（図６）
。
継ぎ方は、東側の平壁の１本を除く９本については
いずれも「金輪継ぎ」であることがわかる。残る１
本については、表面的には凹凸型の接合線が見え
ているが、金輪継ぎかどうかは判断が難しい（写真
５）
。金輪継ぎの場合、
「斜めの線」が見える面と
「凹凸の線」が見える面とがあり、９本の柱に関し
ては「斜めの線」が見えていることから金輪継ぎで
あると断定できた。しかし、表面に凹凸の線があっ
た１本に関しては、もし金輪継ぎであれば柱側面で
あっても「斜めの線」が見えるはずなのだが、その
ような線が見えるべき深さに至っても、接合線は水
平なまま延びている。よって、この柱に用いられて
いる継手は金輪継ぎではないと考えられる。
柱には、金輪継ぎされている以外にもう一点、別
の継ぎ痕が見つかっている。金輪継ぎされている部
分よりも上方、２階床上から 1.2 ｍの高さという中
途半端な高さに桁が回されており、しかも明らかに
桁の上下で柱の使用材が異なる。ここに用いられて
いるのが、横架材である桁に穴をあけ、上から新た
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継ぎ痕のある柱（階別）
図６．Ａ家三階蔵平面図・断面図
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写真６．Ａ家三階蔵２階桁に見られる「寄せ蟻」

な柱を落とし込む「寄せ蟻」である（写真６）。寄
せ蟻は、風圧で上方に引っ張られやすい屋根などに
おいて、引っ張りに抵抗する仕口として用いられる
ことが多い。妻壁に関しては、１本を除いて２階と
３階では柱筋が通っておらず、３階の柱は明らかに
１、２階とは異なる柱が立てられていることがわか
る。一方、平壁に関しても、桁の上下の柱が、壁か
ら異なる出になっており、明らかに桁を境に使用材
が違うことがわかる（写真７）。二階建ての蔵の柱
を継いで、さらにその上方、３階床のすぐ下の部分
に桁を入れ、その桁に新たに柱を立てている。金輪
継ぎされている箇所というのは、大半が２階の床か
ら上方に 50 ㎝～１ｍの高さにかけて接合線が見ら
れ、これを二階建てから三階建てに増築する際に継
がれたもの、と考えるにはいささか不自然である。
というのも、金輪継ぎの上側の材は、桁より上で用
いられている材と比べると古いものであり、むしろ
金輪継ぎの上下の材が年代的に同程度に見えるから
である。以上を考慮に入れると、当初の二階建ての
蔵の時点ですでに金輪継ぎは施されており、のちに
三階建てへ増築された際に、側柱頂部を桁で留め、
２階途中から３階にかけての柱を寄せ蟻を用いて新
たに継いだと考えられる。

写真７．Ａ家三階蔵の２階桁の上下の柱

３－１－３．Ａ家三階蔵の増築に関する考察
柱を継ぐ際には、強度を上げるための工夫とし
て、継ぐ高さ、方向を変えるなど様々な方法が取り
入れられることが多い。Ａ家三階蔵について見てみ
れば、金輪継ぎされた柱８本のうち、継ぎ手の接合
線が右上から左下に向かっているものが６本、反対
に、左上から右下に向かっているものが２本、また
金輪継ぎとは別の継手と思われる、凹凸型に切られ
たものが１本あった。それぞれ、継がれている位置
に高低差が生じており、少しでも強度を上げようと
試みられている。
柱の継ぎ方に着目した結果、Ａ家三階蔵は、当初
の二階建て建築時より柱を継いでいたとみられ、ま
た三階建てへ増築する際に、桁を用いて側柱頂部を
留め、新たに桁の上に柱を立てて増築したとみられ
ることがわかった。当初建築の金輪継ぎに使用され
ている材はいずれも古材で、コストの削減を計った
と思われる。その一方で、わざわざ二階建ての蔵を
三階建てへと増築した経緯が何であったのか、不明
な点が残る。旧八幡町には、現存・非現存含め、複
数の三階蔵や三階建て建築が存在する。八幡商人は
商人同士の結びつきも強かったことから、Ａ家のよ
うな大店の商人の間で、三階建て建築が流行したと
いう可能性も十分ある。Ａ家三階蔵は表通りから
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写真８．
八幡堀側から見たＡ家三階蔵

は見えないものの、蔵の背面が八幡堀に面してい
る。堀に面した妻壁には、各階１つずつ窓を設け、
一目で三階建てを意識させる外観となっている（写
真８）。往時には陸路以上に賑わいを見せた八幡堀
の、行き交う舟や、あるいは堀に架けられた橋から
見られることを承知の上で建てたところをみるにつ
け、Ａ家にとっての象徴的建物である可能性は高
い。敢えて二階蔵を三階蔵に増築したこの事例は、
三階蔵の意味を考えていく上で重要な資料である。
３－２．長浜のＢ家およびＣ家三階蔵について
滋賀県長浜市の中心市街地、旧城下町の一帯に含
まれる場所に、相次いで３棟の三階蔵が見つかっ
た。３棟のうちの２棟について実測調査を行った結
果、どちらも増築によって三階建てになった蔵であ
ることが判明した。残る１棟については、実測調査
の承諾が得られていないため、内部の仕様について
は一切不明である。ただ、３棟は非常に近接した場
所に存在していることから、他の２棟と同様に増築
による三階蔵である可能性は高い。
３－２－１．Ｂ家三階蔵
Ｂ家三階蔵は、旧城下町の区域内、大通寺門前に
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写真９．Ｂ家三階蔵外観

ある（写真９）。当家は角地であるため、主屋の奥
に建つ三階蔵も、側面は、往時には主要な通りとし
て多くの人が行き交ったであろう通りに面して建っ
ている。窓はＡ家同様縦に３つ並んでおり、一目で
三階建てであることがわかる。
切妻造り桟瓦葺き平入りの蔵である。規模は、桁
行２間半、梁行２間、棟高約８ｍである。地面から
１階床までが 55 ㎝と比較的高いが、これは、敷地
のそばを流れる水路の増水を想定したためと考えら
れる。建築年代は不明だが、聞き取り調査と主屋の
建築的特徴から考えて、江戸時代の建築である可能
性が高い。
Ｂ家は長浜市街地の土蔵に多く見られる特徴を有
している。室内の壁を、竹小舞が露出したままの状
態にしておく仕様である（写真 10）。木材、竹小舞
などの使用材は、上から土や漆喰で塗り込めるのが
蔵内部の仕様としては一般的だが、湿気を懸念し
て、このように竹小舞などを露出させておく方法も
あり、長浜ではこちらの方が一般的なようである。
Ｂ家では１階のみ板壁で覆い、２階と３階は竹小舞
が露出している。
Ｂ家三階蔵の２階天井付近には、四方すべての面
について不自然な高さに桁が回されており、その桁

三階蔵の増築とその技法について

写真 10．Ｂ家三階蔵内壁

写真 11．Ｂ家三階蔵の２階に見られる桁

を境に、明らかに上下の柱材が変わっている。桁で
柱材が継がれていることを確認できたのは、平壁の
柱５本と妻壁の柱３本の、合計８本である。平壁に
通された桁と妻壁に通された桁は、高さが異なって
いる（写真 11）
。妻壁の桁は上面が３階の床板と同
じ高さで、桁で柱が継がれていることを確認しにく
い。一方、平壁の桁は妻壁の桁よりも低い位置に通
されているため、桁で柱が継がれていることがよく
わかる。ただし、四隅の柱は桁の上下でも継いでお
らず、通し柱である。四隅の柱は他の柱と比べると
いずれも細い材を使用しており、新しい材に見える
ことから、二階建てから三階建てに増築する際、取
り換えて通し柱にされた可能性が高い。
四隅の柱を通し柱としていること、妻壁と平壁で
桁の高さを変えて柱を継いでいることは、いずれも
増築部分（三階）の脆弱化を防ぐ目的によるものと
考えられる。
３－２－２．Ｃ家三階蔵（長浜）
Ｃ家は、Ｂ家から 50 ｍほどの距離にあり、Ｂ家
同様に呉服店を営んでいる。Ｃ家三階蔵は、建築年
代不明、切妻造り妻入りの蔵で、規模は桁行３間、
梁行２間と、平面積ではＢ家三階蔵よりも大きい

写真 12．Ｃ家三階蔵外観

（写真 12）。棟高は未測定のため不明である。内部
の仕様を見ていくと、こちらも内壁を漆喰で塗り込
めることなく、竹小舞を露出させている。柱の継ぎ
方は、Ｂ家同様に四方の壁に桁を回し、桁を境に柱
を継いでいる。
３－２－３．長浜における増築三階蔵に関する考察
長浜における２棟の三階蔵に用いられている増築
の技法が同じであることから、当該地域において、
三階蔵が流行した時期が存在すると考えられる。Ｂ
家とＣ家の違いは、主屋との関係および入口の向き
である。Ｂ家三階蔵は、主屋に対して棟方向は平行
で、主屋が面する通りに対して直行する通りに、蔵
の妻壁を見せている。一方、Ｃ家三階蔵は、主屋と
は直行方向に棟方向を向けて立っている。表通りか
らはもちろん、横の通りからも確認することはでき
ない。近年、Ｃ家の裏にあった家屋が取り壊され、
そちら側の通りから視認できるようになったもの
の、元来は通りから見えない位置にある。こうした
敷地内での配置の違いは、多くの場合、通りとの位
置関係による差である。角地の場合は例外的に通り
に面する部分が増えるため、変則的になりがちであ
る。よって、Ｂ家についてもこの角地ゆえの変則的
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な建て方と考えられる。ただ、Ｂ家三階蔵が面して
いるのは大通寺の表通りである。Ａ家三階蔵同様、
それなりの人通りがあったと考えられる面に、窓を
各階１つずつ、縦に３つ設けている。目的が単なる
採光であったのか、それとも意図的に三階建てに見
せるためのものであったのか。いずれにせよ、３棟
もの三階蔵が近接して建つことは、近江八幡同様、
商人たちの間に三階蔵に対する何らかの思い入れが
あったためと考えられる。

４．三階蔵の増築について
近江八幡のＡ家三階蔵は、二階建て当時の段階で
金輪継ぎを用いて建てており、その後、現在の２階
床から 1.2 ｍ上方に桁を回して旧来の側柱を留め、
３階に新たに柱を建てて増築三階蔵としている。一
方、長浜のＢ家およびＣ家三階蔵は、Ａ家同様に２
階天井付近に桁を回して１－２階の側柱を留めて、
３階の柱を新たに建てているが、平壁と妻壁とで、
桁の高さが異なる。また、四隅の柱は増築時に通し
柱に入れ替えたと見られる。
３棟の増築された三階蔵はいずれも桁を用いて下
階の側柱を留めている点では共通しているが、妻壁
と平壁とで桁の高さを変えるといった工法は用いて
いない。増築の経緯については、長浜の２棟に関し
ては現在の所有者には伝わっておらず、遡ることは
困難であるが、近江八幡のＡ家に関しては、当家に
残された膨大な量の文書の中に、普請作事に関する
史料が残されている可能性があり、調査を依頼して
いる。
今回は詳述しなかったが、明治 15 年（1882）に二
階蔵として建てられ、のちに三階建てに増築された
三階蔵が新潟県長岡市にある（この事例は当初建築
が明治 15 年と判明していることから、研究対象事
例からは除外している）。増築の経緯について、現
当主によれば、当家を描いた古い絵図に、背の高い
蔵が描かれていたことから、それを復元する目的で
二階蔵を三階蔵に増築したとのことであった。本稿
で挙げた３例がどういった経緯で増築したのか定か
ではないが、長岡市の三階蔵の増築経緯は、近代化
以降の増築例においても「三階蔵」という建築物へ
の憧憬が残っている。
本稿で取り上げた滋賀県における３棟の増築三階
蔵は、いずれも商家に伴う蔵である。商いを生業と
する人々にとって三階蔵が特別な意味を持つ建物で
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あると考えられる。近江をはじめ、京・江戸以外の
地域における三階蔵の史料研究は、今後の課題であ
る。
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Comment
濱崎

一志

人間文化学部地域文化学科教授

三階蔵は近世初頭に出現し、禁令をかいくぐるよ
うに建てられ続けてきた。三階蔵は蔵が本来もつ貴
重品の保管・収納という機能だけでは語れない要素
を持っている。保管・収納だけを目的とするなら、
不安定な梯子や箱階段による物の上げ下ろしは非効
率である。階段の配置も無駄に長い動線がとられて
いる事例が多い。三階蔵を１棟建てるより、二階蔵
を２棟建てる方が、長い目で見ると使い勝手は良い
とも考えられる。こうしたことから三階蔵は単なる
保管・収納のためのものではなく、「富の象徴」と
しての意義があるとされてきた。中には救済事業と
しての「お助け蔵」や、津波や洪水対策の三階蔵も

あったと伝えられている事例もあるが、確たる史料
はないままである。
こうした中で三階蔵の実測調査中に、二階蔵に三
階部分を建て増し、三階蔵に改築した事例を３棟確
認した。本論文はこの３棟を精査し、二階蔵をあえ
て三階蔵に改築した理由や時期などを探ることによ
り、三階蔵の持つ意味の再考を試みたものである。
これまで報告のなかった三階蔵の改築の技法につ
いての調査・研究は貴重なものである。しかし、所
有者が変わり史料の残っていない家もあるものの、
残っている家の史料整理を進め、建築年代や改築年
代の特定を早急に進めるべきである。
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研究ノート

堅田の宮座

─人間文化学部地域文化学科購入古文書の紹介─
東幸代・市川秀之
人間文化学部地域文化学科

はじめに

１

人間文化学部地域文化学科では、2013 年度に古
文書３点を購入した。これらは、戦国時代末期、お
よび近世（江戸時代）前期に起筆され、明治初年ま
で書き継がれた本堅田村（現大津市本堅田）にかか
わる古文書である。東京の古書店で販売されていた
ものであるが、滋賀県内の歴史資料の県外流出を惜
しむ声が四方から寄せられ、本学で購入することと
した。
その内容は、本堅田村の神社である伊豆神社（堅
田大宮とも称される）の宮座に関係するもので、そ
れぞれ、①「序成座着次第」（天正 12 年＝ 1584 年起
筆）
、②「本堅田小長帳」
（元和８年＝1622年起筆）、
③「本堅田番頭帳」
（元和８年＝ 1622 年起筆）の表
題が付されている。宮座とは、一般に、特権的な神
社祭祀組織を指し、神事担当者の頭屋や年齢階梯性
組織の内包を特色とする。

堅田は、琵琶湖の最狭部に位置し、平安時代から
湖上交通の拠点として成長を遂げてきたといわれ
るⅰ。また、伊豆神社は、平安前期の９世紀末（寛

写真１ ①「序成座着次第」
（上）
、②「本堅田小長帳」
（右
下）
、③「本堅田番頭帳」
（左下）

本稿では、これら史料の紹介を行う。

（東）

伊豆神社と本堅田村

平年間）に本堅田宮ノ切に建立されたという社伝を
有する。堅田には、現在の本堅田を中心として、
堅田庄と呼ばれた荘園がおかれ、その荘園鎮守社
となったのが伊豆神社である。中世における堅田庄
は、宮ノ切・東ノ切・西ノ切の「堅田三方」に、今
堅田を加えた「堅田四方」と称される４地域から総
荘が構成されていたが、近世に入ると、堅田庄は村
切りがなされ、宮ノ切・東ノ切・西ノ切からなる本
堅田村と、今堅田村（現大津市今堅田）とが成立する。
中世の堅田は、湖水を引き込んだ環壕都市的景観
を有していたといわれるが、こうした景観は近世に
も引き継がれた。図は、文政８年（1825）段階の本
堅田村の様相を示す絵図のトレースである。近世後
期においても、壕がめぐる景観が広がっていたこと
が理解できよう。図中の「陣屋」は、この地の領主
であった大名堀田氏の陣屋であるが、隣接して伊豆
神社がみえる。
『新修 大津市史』によれば、伊豆
神社の氏子は、近世の本堅田村を構成する町の内、
大道町・中村町・東の切町・宮の切町・野々内町・
外輪町の６ヶ町であった。また、祭礼は、陰暦４月
の初巳の日であり、氏子から構成される宮座によっ
て執行されたという。
村の行政機構には独自性があり、６ヶ町には、各
町ごとに複数の町年寄と組頭という町役人がおかれ
ていた。そして、町年寄の上に、２名から４名で構
成される本堅田村庄屋と呼ばれる一群の人々がお
り、堅田惣中を代表していたようである。このこと
は、領主とのやりとりなどが、庄屋を取次として行
われていたことなどからうかがえる。
本堅田村の総村高は、
17世紀半ばの延宝検地以降、
1760 石２斗７升９合であったが、そのうち 10 石分
は伊豆神社の除地（年貢免除地）であった。 （東）

２

購入史料について

①・②・③の古文書は、相互に関連性をもってい
る。まず、①は、本堅田村の村人が、宮座の構成
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には「南座」とあり、南北二座があったことがわか
る。そして、多くの人名の脇には、
【写真２】のよ
うに、後筆で「小長」や「番頭」という役の名と、
年が書き込まれている。
これらの後筆は、座入りした構成員が、記載の
年に「小長」や「番頭」に昇格したことを示して
いる。「小長」就任者のうち、元和８年から明治３
年（1870）にいたる就任者を年代順に書き留めてい
る史料が、②にあたる。②の裏表紙には、「小長
成 子ノ極月二日ニ参斗三升ニて相究申候」と記さ
れており、年代がはっきりしないものの、就任に際
して３斗３升の供出（おそらくは米であろう）の義
務がともなっていたことがわかる。
また、①と同様に、②の人名表記の脇には、後筆
で「番頭」と年が記される人物がいるが、これが
「番頭」の就任者であり、それを元和８年から明治
４年まで書き留めたのが、③の史料である。なお、
③の史料には、ごく一部の人名の脇に、後筆で「一
和尚」になるという記載がある。ほとんどの「小
長」が「番頭」へ昇格するのと異なり、「番頭」か
ら「一和尚」への昇格人員は限定される。また、特
に近世後期になると、③には「卒」、すなわち死亡
年が記されることが多く、「番頭」が宮座の最高齢
層であることがわかる。
【写真２】の居初平蔵の場合、宝暦６年（1756）に
図 本堅田村の町割と伊豆神社の位置
『新修 大津市史』第３巻より転載

②

③

員として座入りした年に、各人の名前を記した名
簿である。写真１に見られるように、上下二段に分
けて人名が記されているが上段には「北座」、下段

写真２ 「序成座着次第」内の居
初平蔵の記載
右から、
「宝暦六年子四月／居
初平兵衛子／居初平蔵／（後筆）
安永八亥年小長成ル／（後筆）天
明六午年番頭ニ成」と記される。

写真３ ②「本堅田小長帳」と③「本堅田番頭帳」内の居初
平蔵の表記
②「安永八年亥年／居初平蔵／（後筆）天明六午年／（後筆）番
頭ニ成」
③「天明六午年／居初平蔵（別筆）延実」
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座入りを果たし、その後、安永８年（1779）に「小
長」に就任し、さらに天明６年（1786）に「番頭」
に就任している。
【写真３】は、②と③における居
初平蔵の表記である。
なお、①には、人名の前に「───子」という表
記によって親の名前が示されている。これらは、②
や③には見られない特徴であり、座入りに際して、
家筋が重視されたことをうかがうことができる。
以上のように、①～③は、個別に存在しているの
ではなく、３点がセットで機能していた史料なので
ある。
（東）

３

宮座の内部構成

①に記される座衆の姓は、【表１】の通りである。
表１

座衆の姓

北座 猪飼（野）
・木村・三宅・四方・簗瀬・辻・黒山・藤井・
吉田・中村・居初・大橋・池見・浜・竹内
南座 向（井）
・隅田・藤井・馬場・林・西方（片）
・小川・木村・
池見・戸崎・大橋・三宅・今西・竹内

これらの人々は、中世以来の地侍の家筋であり、
「郷士」と呼ばれた。そして、彼らの一部は、近世
には村の支配を担う庄屋をつとめる家柄であった。
前掲文政８年の図には、同年８月と同９年３月の
「本堅田村庄屋」の名前が記されている。文政８年
の庄屋が、木村喜兵衛・居初祐七・辻平右衛門・中
村五郎左衛門・簗瀬半之助であり、同９年が、辻平
右衛門・柳瀬半之助にかわって、河村勝治・柳瀬市
右衛門が加わっている。彼らが、それぞれ宮座にど
のように関わるのか【表２】でみておこう。
表２
庄

屋

名

木村喜兵衛
居初祐七

辻平右衛門

座内での庄屋
年

座

役名

寛政９年（1798）

南座

番頭

文政９年（1827）

卒

文化14年（1817）

北座

文政４年

北座

番頭

天保６年（1835）

北座

一和尚
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日

小長

天保10年

卒

文化８年

北座

小長

文化15年

北座

番頭

文政11年

卒

中村五郎左衛門 寛政11年
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月

北座

小長

文化８年（９年）
簗瀬半之助

北座

番頭

文政９年

卒

文政11年

北座

小長

同年

北座

番頭

河村勝治

①・ ②・ ③ と も に 記 載
なし

簗瀬市右衛門

文化15年

北座

小長

文政11年

北座

番頭

嘉永６年（1853）

卒

まず指摘できるのは、座入り後、
「小長」
・
「番頭」
・
「一和尚」とも、同一の座内で昇格していることで
ある。また、この両年の庄屋は、著しく北座の番頭
に偏っている。唯一、河村勝治の名前が①・②・③
内にみられないが、河村家は西ノ切の郷士であり、
伊豆神社の宮座とは無関係な家である。この家は、
宝暦年中（1751 ～ 64 年）以降、庄屋や大庄屋に任じ
られるようになる、いわば新興勢力であった。
史料①・②・③をみると、座入り、あるいは「小
長」・「番頭」の就任月が、多く４月と記されるこ
とが注目される。前述のように、伊豆神社の祭礼
日は、陰暦４月の初巳であり、この一致は、座入り
や、
「小長」や「番頭」などへの就任が、神社祭礼
と密接にかかわることを示している。
各役の人数構成については、永禄５年（1562）
「堅
田大宮社中年中諸役并下行儀式」という史料に、
「番頭」が北座７人、南座７人の 14 名から構成され
ることが記されているⅱ。北座を例に、②と③の帳
面が書き起こされる元和８年の体制をみると、以下
の通りである。
「小長」
（７名）： 猪飼忠左衛門尉・辻市兵衛・
居初久右衛門尉・猪飼加右衛門
尉・吉田孫右衛門尉・猪飼一管
斉・居初藤左衛門尉
「番頭」
（７名）： 猪飼道仁・居初甚右衛門尉・
大橋助左衛門尉・西片又兵衛・
黒山九兵衛・藤井五郎兵衛・猪
飼宗理
前述のように、
「小長」のほとんどは、
「番頭」へ
と昇格していくのであるが、空席になった「小長」
は、座の構成員から補充される。元和８年の「小
長」のうち、のちに半数が「番頭」となっている
が、
【表３】に示すように、②と③によれば、その
「番頭」就任年月日と、後任者の「小長」就任年月
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日とが一致する。
また、これらの役の就任年数を、②をもとに北座
の「小長」について分析したが、その年数は一定では
なく、20年近く「小長」をつとめた後に「番頭」に
なる人物もいれば、
「小長」になった同年に「番頭」
になる人物もおり、区々であった。空席ができれば順
次昇格していったと考えるのが妥当であろう。 （東）

４

伊豆神社の宮座の性格

中世から近世にかけての堅田の宮座については、
これまで森龍吉、小栗栖健治によって研究が行われ
ており、そのなかで今回の購入古文書についても取
り上げられている。ここでは、これらの先行研究を
紹介しながら、伊豆神社の宮座の性格について説明
をしていきたい。
森龍吉氏は、堅田に所在する諸文書を調査し、中
世堅田に関する論考をいくつか発表しているが、
「宮座の消長をめぐる環境と条件」において、堅田
の宮座の歴史的推移を次のように整理しているⅲ。
先述のように中世の堅田は空間的には近世の本堅田
村にあたる宮ノ切・東ノ切・西ノ切および近世の今
堅田村の四つに区分され、また階層的には殿原衆と
全人衆にわかれていた。このうち堅田大宮の宮座を
構成したのは禅宗寺院の檀家である殿原衆であり、
浄土真宗門徒からなる全人衆は宮座からは排除され
ていた。森氏は「本福寺旧記」の記事に注目し、中
世の伊豆神社の宮座は、本村・神主村・大村・新村
からなっていたとし、これが、永禄期以降に本史料
に記される南北二座に再編されたことを述べる。森
氏の見解は中世の４宮座が近世には２つの宮座に再
編成されたことを強調するものであり、その見解は
宮座研究の古典ともいえる萩原龍夫氏の『中世祭祀
組織の研究』ⅳにもそのまま引用されている。
これに対して、小栗栖健治氏は大津市史編纂にあ
たって調査された居初家文書「居初氏記録」に記載
された「宮座由緒書」（寛政５年・1793）および「座
配記録」
（寛政６年）をもとに、森氏の見解に修正
を加えているⅴ。これらの史料には神主村・大村・
新ノ村（神納村）
・幣ノ村の４座が記されており、
そのことから小栗栖氏は中世に存在した４座は名称
を変えながらも近世に継続されたことを述べてい
る。そうなると問題になるのは、北座・南座との関
係であるが、小栗栖氏は、神主座などの４座は惣庄
の宮座であり、北座・南座は本堅田のうち宮ノ切・

東ノ切が祭祀した惣村の宮座であるとした。また北
座・南座はすでに中世に存在し、それが永禄期以降
に再編成のうえ復活したものとしている。小栗栖氏
の見解は、惣庄・惣村という宮座の重層性を述べた
もので、また中世から近世への宮座の連続性を強調
するものといえるだろう。
小栗栖氏の見解は近世後期の史料をあらたに見出
し、中世以降の宮座の性格をとらえ直した点で高く
評価すべきであるが、同時にいくつかの疑問も残
る。一つは、神主座などの４座は惣庄の宮座である
としながら、寛政期の史料に記された宮座の構成員
は、北座・南座と同様に宮ノ切・東ノ切の住民に限
定され、家レベルでも惣村宮座と重複するものが多
い点である。惣庄・惣村の重層的な宮座は中世史料
にも多く登場し、またその歴史的な流れを引くと思
われる祭祀組織は現在でも滋賀県のみならず近畿地
方に多く存在する。惣庄の鎮守にほど近い地域（そ
れはその地域の中心地とみなすことができる）にお
いて、その鎮守をより限定された地域の村の神とし
てまつる、すなわちその地域において惣庄鎮守と惣
村の神が同一である事例は他の地域でもみられるの
で、堅田の宮ノ切・東ノ切が伊豆神社を村の神とし
て祭祀していたとすることには十分首肯できる。し
かしながら、惣荘宮座の構成員については、今堅田
や本堅田西ノ切を含むより広域に分布するのが一般
的な形ではないのかという疑問が残る。
また森氏や小栗栖氏が引用された永禄５年
（1562）作成の「堅田大宮社中年中諸役并下行儀式」
は、中世末期の神社および宮座の年中行事を記した
史料で、小栗栖氏が作成された表によってその大略
を知ることができる。これには各行事をだれが担当
するのかが記されているが、その中には北座や南座
の「一和尚」
・
「番頭」
・
「小老」
（
「小長」か）などは
度々登場するものの、神主村など４座についてはほ
とんどみられない。永禄５年の段階で行事の主体を
北座・南座が担っていたのだとすると、小栗栖氏が
想定されたように惣庄宮座とされた４座が寛政期ま
で永続した理由を再考する必要があるだろう。いず
れにせよこれらの疑問は将来的に他の史料の調査を
進めるなかで解消されるべきものであろう。
（市川）

おわりに
簡単に紹介を行ってきたが、以上のように、この
度の購入古文書は、地域社会における祭祀組織のあ
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表３ 「小長」の就任状況
人名

「番頭」就任
→

中村五郎左衛門尉

寛永２年７月２日

猪飼加右衛門尉

寛永３年４月８日

→

猪飼作右衛門尉

寛永３年４月８日

猪飼一管斉

寛永４年８月吉日

→

梁瀬清三郎

寛永４年８月吉日

居初藤左衛門尉

寛永６年７月７日

→

居初甚二郎

寛永６年７月７日

注
ⅰ 『 新 修 大 津 市 史 』 第 ７ 巻 北 部 地 域（1984
年）。以下、多くを本書とともに『新修 大津市
史』第３巻 近世前期（1980 年）によっている。
ⅱ 小栗栖健治「在地支配の構造と宮座」（『芸能史
研究』68 号、1980 年）。後に同氏『宮座祭祀の史
的研究』（岩田書院、2005 年）に所収。
ⅲ 森龍吉「宮座の消長をめぐる環境と条件」（『日
本史研究』22 号、1954 年）。
ⅳ 萩原龍夫『中世祭祀組織の研究』
（吉川弘文館、
1962 年）。
ⅴ 小栗栖前注論文。
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「小長」就任

寛永２年７月２日

り方を解明するために重要な史料である。本学で
は、今後、学生の教育等にこれらの古文書を活用し
ていく予定である。また、地域の皆様方におかれて
も、将来的に活用していただけると幸いである。な
お、保管場所は、本学図書情報センターである。

（東）
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研究ノート

彦根市荒神山古墳群の調査成果
─単独墳と群集墳および年代に関する新知見─

大西遼・樫木規秀・谷口哲也・中川永・馬場将史
愛知県陶磁美術館（大学院博士前期課程２回生）／草津市教育委員会／大学院博士前期課程２回生／
大学院博士後期課程２回生・日本学術振興会特別研究員 DC1 ／人間文化学部地域文化学科４回生

１．はじめに
彦根市荒神山古墳群の本格的な調査・研究は、彦
根市史考古部会の 2004 年の報告（彦根市史考古部会
2004）以来徐々に進展しつつある。彦根市史考古部
会の報告では、古墳群の分布（高橋 2004）や群集墳
である山王谷支群の報告・分析（早川 2004）がなさ
れた。その後、新たな古墳の発見に伴い、主に横穴
式石室に関する報告・分析（仲田・大西 2012）、単
独墳である荒神山古墳群Ｂ号墳の報告・分析（樫木・
大西 2013）がなされた。
本稿は、新発見の単独墳（荒神山古墳群Ｆ１号
墳）と、新発見の群集墳（荒神山古墳群Ｇ区）の調査
報告と分析・検討作業を行うことを目的とする⑴。


（大西）

２．単独墳の調査
─Ｆ１号墳とその周辺の調査─
⑴

調査に至る経緯
Ｆ１号墳は現在、東屋（2009 年建設）が建ってお
り、市民の憩いの場となっている場所である（図
１）
。この東屋が建っている場所で、須恵器片が確
認され、墳丘状隆起も認められたことから測量調査
を行った。
Ｆ１号墳はこれまでの調査では報告されておら
ず（仲田・大西 2012、樫木・大西 2013）、新出の資
料である。同時に、このＦ１号墳が単独墳であるの
か、群集墳であるのかを確認するため、Ｆ１号墳周
辺の一定範囲（図１）の分布調査を行った。（谷口）
⑵

Ｆ１号墳墳丘測量の成果
立地等についての分析は後述し、ここでは測量成
果を述べる。図２がＦ１号墳の墳丘測量図である。
東側から北側にかけての、比較的明瞭に隆起が認め
られる範囲から、復元ラインを想定すると、墳丘は
円形を呈し、復元直径は約 17.5 ｍの大きさになる。
石室などの埋葬主体は現在確認できない。
また、図２のＡ点において、倒木の根元から須恵
器片を表採している。おそらく、下層にある古墳に
副葬されていた須恵器が、根により撹乱を受け、表
出したと考えられる。これについても、この墳丘状

隆起が古墳であることの証左の一つといえるだろ
う。
（谷口）
⑶

Ｆ区分布調査の成果
次に、Ｆ区周辺の分布調査成果について述べる。
2014 年１月に分布調査を行った（図１）。結果を先
に述べれば、Ｆ１号墳と同じ尾根上で、標高約 220
ｍの地点に墳丘状隆起（Ｆ２号墳、図１）を１基確
認することができた。このＦ２号墳は、現状から、
自然の斜面を削平した後、盛土を行うことによって
造られたものと推測できる。直径約 10 ｍの円墳で
あり、周囲には１ｍ前後の長方形の石材が数点確認
できた。これらが石室を構成する石材であるかは定
かでない。石室構造や開口方向も現状からは判断で
きない。
F 区内で、現状確認できた墳丘状隆起は、この１
基だけである。これは後述するＧ区と比較して、圧
倒的に少ない。このことは、Ｆ区とＧ区では、造墓
集団や古墳築造の背景が異なるためだろう。
しかしながら、Ｆ１号墳より南側の範囲など、分
布調査が完了していない箇所が残っているので、今
後の調査で古墳が多数発見された場合、評価が変わ
る可能性があることに注意したい。
（谷口）
⑷

Ｆ１号墳表採須恵器について
Ｆ１号墳墳頂部に所在する東屋の周辺２ｍ程度の
範囲、および先述の墳丘上Ａ点（図２のＡ点）で、
古墳時代後期の須恵器片が一定量表採された（図
３）。
図３の１～３・５～７・12 は杯蓋、４・８・９・
13・14 は杯身、10 は短頸壺蓋、11 は短頸壺である。
10 は 11 の短頸壺とセットである可能性が高く、杯
ではなく短頸壺の蓋と判断した。なお、６と９もそ
れぞれセットであると考えられる。
この中で杯蓋はＡ類とＢ類に分類することができ
た⑵。Ａ類は、天井部と体部を区画する稜が鋭さを
残していることを指標とする（図３－１～３）
。Ｂ
類は、上述の稜が丸く、鋭さを失っていることを指
標とする（図３－５～７）。一方、杯身はａ類とｂ
類に分類することができた。ａ類は立ち上がりが高
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図１

荒神山東南部を中心とした遺跡分布図

いもの（図３－４）で、ｂ類はこれが低いもの（図３
－８・９）である。
こ の 分 類 を 大 阪 府 陶 邑 古 窯 址 群 の 編 年（ 田 辺
1981・山田 2011 など）に対応させると、杯蓋Ａ類と
杯身ａ類は MT15 型式～ TK10 型式⑶、杯蓋Ｂ類と
杯身ｂ類は MT85 段階となる。実年代観について
は研究者によって相違があるだろうが、ここでは杯
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蓋Ａ類・杯身ａ類を６世紀前半、杯蓋Ｂ類・杯身ｂ
類を６世紀中葉と位置付けておきたい。
以上、Ｆ１号墳表採須恵器を２時期あるものと捉
えてきたが、この時期差に関しては以下の４点の可
能性が考えられる。一点目は横穴式石室における追
葬の可能性である。ただし、Ｆ１号墳周辺には石室
石材となりそうな石材は少ない。荒神山には中世～

彦根市荒神山古墳群の最新成果

図２

図３

Ｆ１号墳墳丘測量図

Ｆ１号墳表採須恵器実測図
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近世・近現代の採石地が存在しており（樫木・大西
2013）、後世の採石によって石室石材が取り去られ
てしまった可能性はあるが、石室石材が確認できな
い現状から判断すれば、横穴式石室墳ではなく、木
棺直葬墳であった可能性も否定できない。木棺直葬
墳の場合、横穴式石室墳のような追葬ができないた
め、追葬によって須恵器の時期差を説明することは
できない。ただし、木棺直葬墳の中には、埋葬施設
を複数持つ例も見られるという⑷。しかし、発掘調
査を行っていないため、詳細は不明である。
二点目は追善供養の可能性である。三点目は、Ｆ
１号墳を含め周辺の遺構が後世に撹乱されたため、
時期差のある須恵器が混入した可能性である。ただ
し、Ｆ１号墳周辺では、後世の撹乱によって遺物が
混入するほど近接した遺構を想定することは難し
く、この可能性も難しいであろう。
四点目は、同時代において古相の須恵器と新相の
須恵器が生産され、もたらされた可能性である。こ
の中には、古相の遺物を長く所有しており、埋葬時
に新相の遺物と合わせて、所有していた古相の遺物
を副葬した可能性も含めておく。
Ｆ１号墳の場合には二点目・四点目の可能性が高
そうであるが、あくまで表採資料のためこれ以上の
推測は避け、今後の調査の進展を期待したい。いず
れにせよ、Ｆ１号墳の年代として、表採資料から６
世紀前半から中葉を想定できる事を確認しておきた
い。
（大西）
⑸

Ｆ１号墳の立地と眺望を巡って
Ｆ１号墳の特徴の１つとして眺望の良さが挙げら
れる。当古墳は、荒神山における最高所付近の一角
に位置し、前期の首長墓である荒神山古墳には劣る
が、琵琶湖や愛知・犬上郡域を広く見渡すことがで
きる。
ここではそうした環境に着眼点を得て、所属時期
である古墳時代後期（６世紀前半から７世紀前半）
の周辺遺跡との関係や、古墳群内での位置付けにつ
いて若干の考察を行いたい。
まずＦ１号墳の眺望について整理したい。図４
は古墳時代後期の周辺遺跡について（本田 2008、田
中 2011a・2011b・2012）を中心に整理し、加えて現
地踏査成果や地形図から、Ｆ１号墳・Ｂ号墳の眺望
について示したものである。ここから明らかな通
り、Ｆ１号墳は非常に広い可視領域（約 275 度）を有
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している。特に愛知・犬上郡域への眺望は極めて良
好で、ほとんどの集落遺跡および古墳・古墳群を見
渡すことができる。加えて今回は図示できていない
が、北方の坂田郡以北についても見渡すことができ
る。逆に眺望できない範囲では、僅かに２遺跡があ
るのみである。一方で琵琶湖方面に目を移すと、多
景島・沖の白石・竹生島といった島々を眺望するこ
とができるが、対岸の湖西平野部は山裾の陰に僅か
に見える程度である。
続いてＦ１号墳と同様に古墳時代後期の単独墳で
あるＢ号墳について状況を整理したい。
同古墳は琵琶湖方向に開けた可視領域（約 170 度）
をもち、湖上の全ての島々を見渡すほか、対岸では
湖西平野や比良山系の山々を一望することができ
る。一方で愛知・犬上郡域への眺望は極めて貧弱で
あり、視認できる遺跡は首長墓とされるゲホウ山古
墳のみである。
以上の状況から、Ｆ１号墳は愛知・犬上郡域、Ｂ
号墳は琵琶湖方面への眺望がそれぞれ顕著であり、
相反する環境に立地することが分かる。こうした眺
望の差異は何を意味するのであろうか。
先に大西はＢ号墳について、①琵琶湖を望む位置
に立地し、②湖上交通の指標及び祭祀場である多景
島・竹生島を結ぶ延長線上に位置すること、また③
石室開口部から沖島を望むことを指摘し、被葬者が
湖上交通における何らかの役割を担った人物である
可能性を述べている（樫木・大西 2013）
。
同様の視点から考えると、Ｆ１号墳は平野部の環
境、すなわち集落や墓域を重視した立地と解釈する
べきではなかろうか。当地域においては古墳時代後
期以降、集落経営や耕地開発を活発化することが知
られており（用田・山田 1991 ほか）
、こうした社会
構造の変化が古墳の立地にも影響した可能性があ
る。つまり、従来湖上交通を要として発展してきた
社会構造の中に、当地域の開発を担う構造が成立
し、その結果生じた新たな権力構造の結果の一つと
して、当古墳が築かれたと考えたいのである。
また翻って、Ｂ号墳周辺には母体となる集落遺跡
が確認されず、居住域を意識した立地とは考え難
い。つまり琵琶湖に面することを大前提としてお
り、従来型の社会構造に連なる古墳と捉えることが
できる。これにより、先に述べた大西説を補強する
こともできよう。
ところで、Ｆ１号墳は直径約 17.5 ｍ、Ｂ号墳は直
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図４

Ｆ１号墳・Ｂ号墳の眺望と周辺環境

径約 11 ｍもしくは約 14 ｍの円墳としてそれぞれ復
元されている。つまり墳丘規模を権力の大きさを示
す一指標として捉えた場合、前者の被葬者の社会的
地位が相対的に高いことになる。あくまで推論の域
を出ないが、この時期では湖上交通の発展以上に、
耕地開発が重視されていたことを示す状況として捉
えることも可能ではなかろうか。
（中川）

３．群集墳の調査─Ｇ区の調査─
⑴

Ｇ１号墳～Ｇ４号墳の地形測量調査
Ｇ区は荒神山南斜面に位置する（図１）
。荒神山
の中ほどにあたる、標高約 190 ｍから 200 ｍの範囲
に古墳が分布しており、眼下には宇曽川や愛知・犬
上郡域を望むことができる。
分布調査の結果、まとまった４基の古墳（Ｇ１号
墳～Ｇ４号墳）を確認し、その後測量調査を行なっ
た（図５）
。成果報告の前に、まずは各古墳の特徴
を述べる。なお、表１はこれらの属性のみをまとめ
て提示したものである。
Ｇ１号墳は丘陵斜面に位置している。上部斜面に
観察される傾斜変換点から見て、斜面を掘削しその
土を利用して古墳を築造したようである。墳丘盛土
の流出が著しく、天井石や側壁とみられる石材が露
出している。墳丘規模は周溝や傾斜変換点から推測
して直径約 10 ｍで、やや角ばった円形を呈する。
墳丘の高さは墳丘裾と天井石との比高差から、3.0
ｍ以上と推定される。
Ｇ２号墳はＧ１号墳と同様に丘陵斜面に位置して

おり、墳丘規模は傾斜変換点から見て、直径７ｍほ
どと推定される。墳丘の高さは 1.5 ｍ以上と推定さ
れる。
Ｇ３号墳も同様に丘陵斜面に位置しており、天井
石と思われる石材が露頭している。墳丘規模は墳丘
下部斜面の傾斜変換点と東側のくびれから見て、直
径８ｍほどで墳丘の高さは1.5ｍ以上と推定される。
Ｇ４号墳はＧ３号墳に近接する。今回測量した範
囲では、唯一の谷筋に位置する古墳である。天井部
の隙間から石室内部が確認できる。墳丘規模は周溝
や傾斜変換点から見て直径約 11 ｍと推定され、や
や南北に長い楕円形を呈する。墳丘の高さは 3.5 ｍ
以上と推定される。
以上のように、今回測量を行った古墳のうち、３
基は丘陵斜面に互いに近接して分布しており、Ｇ４
号墳のみが谷筋に位置している。Ｇ４号墳は立地か
ら見ると、特殊であり、何らかの階層性が示されて
いるのかもしれない。
古墳同士の切り合いが確認出来るのはＧ１号墳と
Ｇ２号墳のみであり、Ｇ１号墳の周溝がＧ２号墳の
墳丘裾を切っている様子が観察できた。このように
古墳同士が近接し、築造順が推定できるような例
は、荒神山古墳群では今回まで報告されていない
（彦根市史考古部会 2004、仲田・大西 2012、樫木・
大西 2013）。一方、Ｇ３号墳はＧ４号墳に伴う周溝
が互いの境界となっている。
これら４基の古墳は周囲に、より築造に適した緩
斜面があるにもかかわらず、急斜面に密集して築造
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図５

Ｇ１～Ｇ４号墳地形測量図

表１
古墳番号

立地

Ｇ１号墳
Ｇ２号墳
Ｇ３号墳
Ｇ４号墳

丘陵斜面
丘陵斜面
丘陵斜面
谷筋

形状
円墳
円墳
円墳
円墳

Ｇ１～Ｇ４号墳の属性

高さ
3.0ｍ＋
1.5ｍ＋
1.5ｍ＋
3.5ｍ＋



されている。このことから、被葬者たちが古墳を築
造する場所を選ぶ際に、何らかの制限を与えた上
級権力の存在が想定できるだろう（辰巳 1983）。た
だ、丘陵斜面上に築造することで、墳丘規模を大き
く見せようとした可能性も考えられる。
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墳丘
規模（推定）
10ｍ
7ｍ
8ｍ
11ｍ

周溝
○
×
×
○

現状
墳丘流出
─
墳丘流出
墳丘流出

石室
天井石露出
─
天井石露出
横穴式石室

※高さは墳丘裾と石材及び墳頂との比高差から算出した。

また各古墳の推定される墳丘規模に目を向ける
と、概ね直径６～ 11 ｍ程であり、Ｇ２号墳がやや
小さいものの、突出した規模の古墳は見られない。
したがって、各古墳の間には明確な階層差は見受け
られず、一つの古墳を核にして他の古墳が群集して
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図６

Ｇ４号墳横穴式石室実測図

いる訳ではないようである。このような特徴は現在
荒神山で確認されている他の古墳群にも看取される。

（樫木・馬場）
⑵

Ｇ区分布調査成果
測量調査と合わせて行った分布調査では、測量調
査範囲より上部斜面にも近接して墳丘状の高まりを
確認しているため、これら４基以外にも未確認の古
墳が存在する可能性が高い。
また、Ｇ区斜面を下って行くと、こちらでも複数
の墳丘状の高まりが確認できた。墳丘が削平を受け
石室が露出している古墳も２基確認された。これら
についてはＧ区と同じ単位として認識するべきかど
うか検討の余地があるが、今後の調査成果に期待し
たい。
（樫木・馬場）
⑶

Ｇ４号墳の横穴式石室について
今回地形測量を行った範囲において、Ｇ４号墳の
み横穴式石室内部に入ることができたため、石室の
実測作業を行った（図６）。なお、奥壁から数えて
二つ目の天井石が落石しているため、可能な部分の
み実測を行っている。
石室の主軸は真北から約５度西に振り、ほぼ真南
に開口する。現状の規模は、全長 3.4 ｍ、玄室長 2.8
ｍ、玄室幅 1.2 ｍ、玄室高 1.2 ｍを測る右片袖式の石
室である。玄室の横断面形は台形状で、左右側壁は

場所にもよるが、比較的強めに持ち送り、天井石は
現状３石で構成される。石室の縦断面形も台形状に
なると考えられ、奥壁も緩やかに持ち送る。これら
の特徴から、畿内型（系）石室の範疇として捉えう
るものと考えられる。
左右側壁はそれぞれ最低でも５段⑸が確認でき、
３段目ほどから持ち送りがより顕著になる。奥壁は
図６で示すように、石材①（大型）と石材②・③（小
型）で一段、石材⑥（大型）と石材④・⑤（小型）で
一段と考えると、最低でも４段が確認できる。１・
２段目の大型石材と小型石材の配置は千鳥状になっ
ており、特徴的な配石方法をとる。また、奥壁を背
にした右奥隅の上段部において、奥壁と右側壁に架
ける形で設置されている石材がいくつか存在する。
左奥隅にはこのような配石方法は見当たらない。
袖石は現状で１段を確認できる。図６では袖石の
南南西脇に存在する石材も図化したが、羨道の想定
ラインからは外れるため、原位置を留めていないと
判断した。羨道については、天井石の崩落と土砂堆
積のため袖石以外図化できず、詳細な説明をするこ
とができない。
（大西）
⑷

Ｇ４号墳石室とＢ号墳石室の比較
先にＧ４号墳石室が右片袖式の畿内型（系）石室
である事を示した。ここでは、同じく右片袖式の畿
内型（系）石室であるＢ号墳石室（仲田・大西 2012）
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との若干の比較検討を行う⑹。
Ｂ号墳は玄室長 3.2 ｍ、玄室幅 1.9 ｍで、Ｇ４号墳
と規模に大きな差異がないことから比較対象として
好例である。まず、石室構造上の類似点として、双
方とも奥壁および両側壁を比較的顕著に持ち送るこ
とが挙げられる。これに関しては、同じ荒神山内に
存在する、荒神山古墳群山王谷１号墳（早川 2004）
や同じくＥ号墳（仲田・大西 2012）などの穹窿頂持
送り式石室との技術的交流が想定できる可能性もあ
るのではないだろうか。また、先に述べた、奥壁を
背にした右奥隅の上段部において、奥壁と右側壁に
架けるような配石がＧ４号墳とＢ号墳で共通し、何
らかの技術的あるいは精神的関係性を想定できると
思われる。
次に石室構造上の相違点として、側壁の石材に関
してＢ号墳の方がＧ４号墳よりも横長石材の使用が
多い点が挙げられる。また、奥壁に関しても、Ｇ４
号墳が比較的大型の石材を用いてそれを埋めるよう
に小型の石材を用いているのに対し、Ｂ号墳では、
奥壁の残存率が低いものの、現状で横長石材を積み
上げる形で奥壁を構築していると考えられる。これ
らの点から、Ｇ４号墳はＢ号墳よりも相対的に新し
いと考えられる。
（大西）

0

10 ㎝
（S＝1/3）

図７

⑸

Ｇ区Ｂ地点表採須恵器実測図

Ｇ区Ｂ地点表採須恵器について
Ｇ区内の図１－Ｂ地点で須恵器高杯の脚部を表採
した。透孔は２方向残存し、それらが成す角度から
当初は三方透孔であったと考えられる。また、上部
で透孔を上下に区切る２条の凹線とそれよりなる相
対的な凸帯が確認できることから、長脚二段三方透
孔の高杯に復元できる。
大阪府陶邑古窯址群では、TK209 型式で長脚二
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段二方透孔の高杯が登場する（山田 2011）ようで、
本資料はその前段階にあたる TK43 型式に相当する
と考えられる。ただし近江地域においては、TK209
型式併行期以降も長脚二段三方透孔高杯が、長脚二
段二方透孔高杯と併存するようで（角 1998）、本資
料も TK209 型式以降の可能性を残している。
Ｇ区の古墳群の年代を決定するには、表採資料の
みでは限界があることは言うまでもないが、ここで
はＧ区の古墳群の年代的定点の一つとして TK43 型
式～ TK209 型式（６世紀後葉～７世紀初頭）を示し
ておきたい。
（大西）

４．おわりに
古墳時代後期に営まれた荒神山古墳群には、単独
墳と群集墳が存在する。今回の報告では、単独墳１
基（Ｆ１号墳）、群集墳４基（Ｇ１～Ｇ４号墳）の調
査報告を行い、それぞれに異なる性格が内包されて
いることを明らかにした。そして、表採資料ではあ
るが、本古墳群の年代決定に寄与する須恵器片が多
数得られたことは重要である。これまでも、年代決
定の資料として、伝荒神山古墳群出土遺物が報告さ
れていたが（早川 2004b）
、実際遺物の採集地点が明
確な資料としては今回が初めてだからである。
先にも述べたが、本稿も含め、荒神山古墳群に関
する資料は徐々に蓄積し、愛知・犬上郡の中での歴
史的位置付けが可能となりつつある。しかし、未報
告の資料や、分布調査が完了していない地点も多
く、課題は多く残されている。また、今回の分布調
査で中近世の採石地に関する情報も得られたが、具
体的な報告を行えていない。古墳群・採石地など考
古学的な視点から荒神山の歴史的位置付けを行い、
さらには地域史復元の資料とするためには、今後の
調査の進展を待たねばならない。
（大西）
謝辞
今回調査を行うにあたり、以下の方々・機関から
ご協力いただきました。末筆かつお名前を列挙する
形であり恐縮ですが、深く感謝申し上げます。
大久保貴氏、定森秀夫先生、田中重雄氏、中井均
先生、林昭男氏、吉川秀樹氏（以上五十音順）、清
崎町自治会、荒神山神社、慈光寺、彦根市農林水産
課（以上五十音順）
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［註］
⑴ なお、荒神山古墳群における未報告の古墳・古
墳群に関しては、未だ正式な古墳名・支群名が決
定されていない。今後、荒神山全体の分布調査を
完了した後、彦根市教育委員会との検討をもっ
て、正式名称を決定したいと考えている。本稿
では、仮称として、荒神山古墳群Ｆ１号墳（以下
Ｆ１号墳）
、Ｆ１号墳周辺をＦ区、荒神山古墳群
Ｇ区（以下Ｇ区）などの語を用いる。また、Ｆ区
内、Ｇ区内の各古墳についても、Ｇ１号墳、Ｇ２
号墳などのように仮称を用いている。詳しくは図
１および各報告を参照されたい。
⑵ Ｆ１号墳表採須恵器については、田中清美氏に
おおよそ MT85 段階におさまるとの御教示をい
ただいた。その際に、やや MT85 段階よりも古
相を示す杯蓋の一群（本稿における杯蓋Ａ類）が
存在することが問題となったが、これらは MT85
段階期においてやや古い手法が残っていたもの
で、MT85 段階の範疇で考えて問題はないとご教
示頂いた。しかしその後、後述する杯身ａ類の資
料が表採されたことから、杯蓋・杯身をそれぞれ
二つに分類することにした。
⑶ 陶邑古窯址群の編年では、MT15 型式までは
杯身の口縁端部に内傾する段を持つが、TK10 型
式以降は口縁端部丸く収めるようになる（田辺
1965・山田 2011）。ａ類である図３－４の杯身を
見ると、口縁端部に内傾する段を持つことから、
MT15 型式に位置づける方が妥当と考えられる。
しかし、図３－４はこの段がかなり退化してお
り、確認はできるものの不明瞭となっている。ま
た、やや古い様相が次の型式まで残っていた可能
性などを加味すると、MT15 型式と TK10 型式の
過渡期、あるいは TK10 型式の範疇を想定してお
くことも必要であろう。
⑷ 豊岡市立出土文化財管理センター・仲田周平氏
のご教示による。
⑸ 「段」は横穴式石室の壁に見られる横目地のこ
とを指し、下から順に１段、２段、３段、…と呼
ぶ（仲田・大西 2012 に準ずる）。
⑹ ここで登場するＧ４号墳以外の石室に関して
は、紙数の都合上、本文中に示す各文献を参照さ
れたい。

［調査期間・調査参加者］
◎Ｆ１号墳墳丘測量調査・Ｆ区分布調査
◦調査期間：2013 年 11 月 17 日～ 2014 年１月 27 日
◦調査参加者：中川永（2013 年度Ｄ１）
、大西遼、
谷口哲也（以上 2013 年度Ｍ１）
、岡山仁美、黒田
昂嗣（以上 2013 年度３回生）
、伊藤航貴（2013 年
度２回生）
、小栗里菜（2013 年度１回生）
◎Ｆ１号墳測量図トレース
谷口哲也（2013 年度Ｍ１）
、伊田匠（2013 年度１回
生）
◎Ｆ１号墳表採遺物実測
樫木規秀（2013 年度Ｍ２）
、大西遼（2013 年度Ｍ
１）
、馬場将史（2013 年度３回生）
、仲田周平（岡
山大学大学院Ｍ２）
◎Ｆ１号墳表採遺物トレース
大西遼（2013 年度Ｍ１）
◎Ｇ区測量調査・Ｇ区分布調査・Ｇ４号墳石室実測
調 査 期 間：2013 年 11 月 16 日 か ら 2014 年 １ 月 27
日
調 査 参 加 者： 中 川 永（2013 年 度 Ｄ １）、 樫 木 規
秀（2013 年度Ｍ２）、大西遼、北森光、谷口哲也
（以上 2013 年度Ｍ１）、宇野里美、岡山仁美、荘
林純、馬場将史、深尾遊野（以上 2013 年度３回
生）、伊藤航貴（2013 年度２回生）、伊田匠、小栗
里菜（以上 2013 年度１回生）
、仲田周平（岡山大学
大学院Ｍ２）
◎Ｇ区地形測量図トレース
馬場将史（2013 年度３回生）
◎Ｇ４号墳石室実測図トレース
大西遼（2013 年度Ｍ１）
◎Ｇ区表採遺物実測・トレース
大西遼（2013 年度Ｍ１）
［参考文献］
◦ 一 瀬 和 夫 2004「 古 墳 群 と 群 集 墳 」 一 瀬 和 夫・
福永伸哉・北條芳隆編『古墳出現と展開の地域
相 古墳時代の考古学２』同成社
◦樫木規秀・大西遼 2013「彦根市・荒神山におけ
る考古学的調査─後期古墳と採石地の調査─」
『人間文化』第 34 号 滋賀県立大学人間文化学部
◦角健一 1998「古墳時代における須恵器変遷とそ
の背景」『考古学雑誌』第 83 巻第２号 日本考古
学会
◦高橋美久二 2004「荒神山周辺の遺跡分布調査」
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彦根市史考古部会『『新修彦根市史』編さんにと
もなう彦根市内遺跡・遺物調査報告書』彦根市教
育委員会
◦ 辰 巳 和 弘 1983「 密 集 型 群 集 墳 の 特 質 と そ の 背
景─後期古墳論（1）─」『古代学研究』100 号 古
代学研究会
◦田中勝弘 2011a「古代集落と地域開発（1）─愛知
川左岸低地─」『琵琶湖と地域文化─林博通先生
退任記念論集』サンライズ出版
◦田中勝弘 2011b「古代集落と地域開発（2）─愛知
川右岸旧河道域の古墳・寺院・条里─」『淡海文
化財論叢』第三輯 淡海文化財論叢刊行会
◦田中勝弘 2012「古代集落と地域開発（3）─犬上川
流域とその周辺における開発経緯の諸相─」『淡
海文化財論叢』第四輯 淡海文化財論叢刊行会
◦田辺昭三 1965『陶邑古窯址群Ⅰ』平安学園
◦田辺昭三 1981『須恵器大成』角川書店
◦ 仲 田 周 平・ 大 西 遼 2012「 彦 根 市・ 荒 神 山 古 墳
群横穴式石室の基礎的研究」『人間文化』第 32
号 滋賀県立大学人間文化学部

◦早川圭 2004a「荒神山古墳群山王谷支群の測量調
査」彦根市史考古部会『『新修彦根市史』編さん
にともなう彦根市内遺跡・遺物調査報告書』彦根
市教育委員会
◦早川圭 2004b「荒神山古墳群ほか出土資料」彦根
市史考古部会『『新修彦根市史』編さんにともな
う彦根市内遺跡・遺物調査報告書』彦根市教育委
員会
◦ 林 部 均 2004「 終 末 期 古 墳 の 様 相 」 一 瀬 和 夫・
福永伸哉・北條芳隆編『古墳出現と展開の地域
相 古墳時代の考古学２』同成社
◦彦根市史考古部会 2004『『新修彦根市史』編さん
にともなう彦根市内遺跡・遺物調査報告書』彦根
市教育委員会
◦本田洋 2008『大岡高塚古墳』多賀町教育委員会
◦山田邦和 2011「須恵器の編年 ①西日本」
『古墳
時代の考古学１ 古墳時代史の枠組み』同成社
◦用田政晴・山田友香子 1991「群集墳の特質と展
開─犬上川左岸扇状地の場合─」『多賀の文化財
考古・美術工芸品』多賀町教育委員会

Comment
定森

秀夫

人間文化学部地域文化学科教授

滋賀県立大学考古学研究室では、2011 年より荒
神山所在の遺跡に対する考古学的調査を断続的にで
はあるが実施している。その成果は本誌32号に「彦
根市・荒神山古墳群横穴式石室の基礎的研究」、34
号に「彦根市荒神山における考古学的調査─後期古
墳と採石地の調査─」として報告してきた。この調
査は、大学院生が主導して地域の歴史を掘り起こし
ていくという地道な作業であると同時に、学部生の
考古学的実地訓練も兼ねている。
今回は、昨年 11 月から開始したＦ１号墳の測量
調査、Ｇ区古墳群の測量調査およびＧ４号墳横穴式
石室実測調査の報告である。
Ｆ１号墳では須恵器が表採されていて、古墳の時
期が推定された。そして、測量を担当した執筆者か
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らこのＦ１号墳に関する歴史的な問題などが提起さ
れている。Ｇ区古墳群測量調査とＧ４号墳実測調査
も、荒神山での古墳群の在り方、横穴式石室の問題
など新たな問題点が出てきている。
調査を実施することで、現場に立つ。そうする
と、調査中にいろいろな問題点が浮かび上がってき
て、その問題点をどう解釈していくのか試行錯誤が
続く。測量調査なので、明確な答えは出ないが、今
後の調査の方向性が見えてくる。某国首相が喧伝す
る実態とは乖離した今はやりの「○○好循環」を使
えば、
「調査好循環」と言えよう。
2015 年度には、これまでの調査成果を『調査報
告書』として刊行する予定で、院生を中心に準備を
進めている。頼もしい限りである。

研究ノート

内モンゴルにおける
地下資源開発の調査報告
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人間文化学研究科地域文化学専攻博士後期課程

はじめに

の調査が行われた。その時は本プロジェクトの代表
者である棚瀬慈郎教授をはじめとする滋賀県立大学
の教員５名、大学院生４名によって、世界最大級
の金・銅の埋蔵量を誇るといわれるオユートルゴ
イ（Ою Толгой）鉱山と開発中の炭鉱として世
界最大規模とされるタワントルゴイ（Таван то
лгой）炭鉱などにおいて調査を行った。この内容
についてはすでに『人間文化：滋賀県立大学人間文
化学部研究報告（33）
（
』2013年３月）で報告している。
今年度（2013 年度）は本プロジェクトの二年目に
あたり、調査は二つのチームに分かれて行われた。
一つは昨年の調査の継続として人間文化学部島村一
平准教授をはじめとしたチームはモンゴル国で調査
を行った。もう一つは新たに中国・内モンゴルの地
下資源開発について調査をした。人間文化学研究科
博士後期課程に在籍する筆者と木下光弘氏の二名
は、人間文化学部ボルジギン・ブレンサイン准教授
が主導する内モンゴルでの調査に同行する機会を得
た。本稿はその際の調査報告である。2013 年 09 月
13 日から 24 日までの約 10 日間にわたって行われた

近年、経済発展やエネルギーの需要の拡大に伴
い、世界各地において地下資源開発が積極的に行わ
れている。その一方で、資源開発は環境や社会な
ど日常生活にもいろいろな影響を及ぼしている。こ
うした状況を受けて滋賀県立大学重点領域研究プ
ロジェクト「内陸アジア地下資源開発による環境と
社会の変容に関する研究─モンゴル高原を中心とし
ての調査」は、モンゴル高原における地下資源開発
による環境と社会の変容を明らかにすることを目的
としたものである。かつてのモンゴル高原は「牧畜
業」を中心としていたが、最近は鉱物資源の宝庫と
して知られるようになってきた。そのため、モン
ゴル国、中国・内モンゴル自治区（以下は内モンゴ
ルと略す場合もある）を問わず中国の企業はもちろ
ん、世界中の企業がモンゴル高原の地下資源開発に
関心を寄せている。
こ の よ う な 背 景 を も と に、 本 プ ロ ジ ェ ク ト は
2012 年度からスタートした。まず、同年８月 29 日
から９月 10 日にわたってモンゴル国において最初

2013 年夏、内モンゴルにおける地下資源開発の調査日程表
日次

日

時

１

９／ 13

金

通遼市

調査地とルート

午後

時

間

帯
調査メンバーの合流
調査出発の準備

備

考

２

９／ 14

土

通遼市

午前
午後

内モンゴル民族大学での交流
通遼市内の見学

３

９／ 15

日

通遼市～チャブガ鎮

午前～夜

開魯県の元代佛塔の見学
シラムレン河の見学

４

９／ 16

月

チャブガ鎮～バヤンウンドル・ソム 朝～午後
バヤンウンドル・ソム～チャブガ鎮 午後～夜

満洲国時代に調査したバヤンウンドル村の調査
道路事情によりチャブガ鎮に戻り宿泊

５

９／ 17

火

チャブガ～バヤンファ鉱産～バラガ 午前～夜
ル・ゴル鎮

本調査の目的地の一つであるバヤンファ炭鉱の調査

６

９／ 18

水

バラガル・ゴル鎮～シリンホト市～ 午前～午後
スニド左旗

シリンホト市周辺における鉱産地の調査

７

９／ 19

木

スニド左旗～エレンホト市

午前～夜

モ・中国境の町エレンホト市を見学

８

９／ 20

金

エレンホト市～パオトウ市

午前～夜

エレンホト市近くの驛站遺跡の見学とパオトウ市へ
の移動

９

９／ 21

土

パオトウ市～フフホト市

午前～午後

パオトウ市博物館の見学
フフホト市の見学

10

９／ 22

日

フフホト市

午前～午後

文献調査

11

９／ 23

月

フフホト市

午前～午後

文献調査

12

９／ 24

火

フフホト市

午前～午後

文献調査
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内モンゴル自治区の位置

フルンボイル市

モ

ン

ゴ

ル

パオトウ市
アラシャー盟

バヤンノール市

烏海市

図１

オルドス市

ヒンガン盟

ル盟
ンゴ
シリ

フフホト市

凡例
○ 市旗県鎮
△ 調査鉱産地
・・・調査ルート

調査地の位置及び調査ルート（筆者作成）

今回の調査は内モンゴル東部の通遼市からスタート
し、中西部のフフホト市までおよそ 2300 ㎞の距離
を移動し、その間６つの盟・市の約 10 の旗・県１を
踏破した。
そのなかでも主として資源開発が急激に進んでい
るシリンゴル（SilinGool ／錫林郭勒）盟西ウジュム
チン（baraGun OjUmUcin ／西烏珠穆沁）旗のバヤ
ンファ（bayanquwa ／白音華）炭鉱やもっと早い時
期から開発されたパオトウ（boGutu ／包頭）市バヤ
ンオボー（bayanobuG-a ／白雲鄂博）鉱山における
地下資源開発の現状を調べることが目的であった。

１、通遼市から赤峰市オンニュード旗まで
今回の調査は内モンゴル民族大学が置かれている
通遼市ホルチン区からはじまった。通遼市は旧ジリ
ム（jirim ／哲里木）盟を 1999 年に「市」に改めたも
ので、ここでいう「市」は自治区の次に位置する地
方行政単位である。地理的には内モンゴルの東部
に位置し、人口は約 300 万人を有し、そのうち、モ
ンゴル族２は約 140 万人を占める。内モンゴル自治区
の総面積の１／ 30 にすぎないこの地域には、内モン
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ゴルに暮らす全モンゴル族人口３の１／３が集中し
ており、さらにこの数はモンゴル国総人口の１／２
にも相当する。つまり、内モンゴル東部の通遼市はモ
ンゴル族が最も集住する地域といえる。だが、この
地域の自然環境や生活様式は昨年度の我々が訪れた
モンゴル国とはまったく異なっている。モンゴル国
の場合、特に大規模な資源開発が進んでいる南ゴビ
県はその名のとおりゴビ地帯４であり、人口は希薄
で、生業は牧畜を中心としている。これに対し、通
遼市及び周辺に居住するモンゴル族は農耕を生業と
し、定住家屋で生活している人々がほとんどである。
通遼市の都市部から赤峰市オンニュード
（ongniGud ／翁牛特）旗に向うと、道路の両側には
延々とトウモロコシ畑が広がる。ここはかつて「ホ
ルチン草原」として知られる遊牧民族の活動舞台で
あったが、19 世紀末ごろから急激に農耕化が進ん
だ。現在、これらの耕作地はモンゴル族によるもの
だけでなく、漢族によるものも多い。村々の地名も
モンゴル語に由来するものだけではなく漢語に由来
するものも少なくない。一見すると、ゲルや大草原
などといった一般的に想像され得る「モンゴル的」
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なイメージを喚起させるものはまったくと言ってい
いほどない。
通遼市を西方に向かって出発し約 30 ㎞走ったと
ころ、道路の傍には近現代内モンゴル史にてよく知
られるモロイン・スム（moroi-yin-sUm-e ／集寧寺）
の復興現場が見られた。そこをさらに西進すると通
遼市の開魯県に入る。1908 年に設置されたこの県
は、アルホルチン旗（aru qorcin ／阿魯科爾沁）、
ジャロード（jarud ／扎魯特）左翼旗、ジャロード右
翼旗の３旗の南部、シラムレン（siramuren ／西拉
沐淪）河沿いの一続きの土地を払い下げでできたも
のである。開墾によって牧草地を失ったモンゴル人
は他所へ移住し、現在の開魯県では極少数のモンゴ
ル族が暮らしているようである５。県所在地である
開魯鎮の白塔公園には中国革命の象徴である人民英
雄記念碑と元朝時代に建てられたといわれる仏塔が
あたかも当該地域の今昔を物語っているように並び
立っている。このように通遼市及び周辺の多くの土
地は農耕化され、本市に属する数少ない牧畜地域で
ある北部のジャロード旗地域においても、中華人民
共和国建国後は、生産建設兵団によって開発が行わ

れ、現在は炭鉱都市─ホーリンゴル（quulinGool ／
霍林郭勒）市となり、やはり「モンゴル的」なもの
の姿は極端に少なくなっている。なお、この都市の
建設過程やそれによる地域社会の変容に関しては、
昨年度私たちとともに調査を行ってきた包宝柱氏に
よって博士論文６が提出されている。
開魯県からシラムレン河を渡って、通遼市と隣接
する赤峰市の領内に入った。赤峰市といえば、450
万人を有し、内モンゴル自治区のなかで人口規模が
一番多い市（盟）に数えられるが、モンゴル族の人
口は上述の通遼市より少なく約 82 万人に止まって
いる。1980 年代以降、内モンゴルにおける「撤盟
設市」
（盟を廃して市を設置する）或いは「撤旗設県」
（旗を廃して県を設置する）の動きのなかで 1983 年
にいち早く元のジョーオダ（jou uda ／昭烏達）盟か
ら赤峰市に改められた。現在、赤峰市は中国で中華
文明の一つの発祥地、いわゆる「紅山文化」７ の中
心地としてもよく語られている。我々が、この「紅
山文化」の象徴となる玉龍の出土地─赤峰市東部に
位置するオンニュード旗を通過した。まずは本旗の
東部に位置し、通遼市の開魯県と隣接するバヤンタ
ラ・ソム（bayantal-a somu ／白音塔拉蘇木）８に入っ
た。この辺りは漢族住民もいるのだが、モンゴル族
住民は多数を占めている９。しかし、生業は通遼市

図２ 開魯鎮の白塔公園で並び立つ元代仏塔と人民英雄記念
碑（撮影：筆者）

で見た状況とほぼ同じく、農耕が中心である。さら
に興味深いことには、トウモロコシ畑のすぐ傍で羊
を放牧している者を散見されるが、尋ねてみると彼
らのほとんどが漢族であった。よく語られてきた放
牧生活は「モンゴル人的」であり、農耕生活は「漢
人的」であるというイメージが、ここでは完全に逆
転しており、内モンゴルの多様性について実感され
た一場面である。またこの地域においてもう一つ注
目したいことがある。それはソム政府所在地にある
シン・スムというチベット仏教の寺院についてであ
る。寺の玄関を入ったところ、右側にコンクリート
製のゲルがあり、そのなかにチンギス・ハーンの彫
像が置かれ、その向い側の漢式の建物には『三国
志』の英雄である関羽が祭られている。このように
モンゴル人の英雄であるチンギス・ハーンと道教の
神である関羽がチベット仏教の寺院にて共に祭られ
ていることは内モンゴルにおけるモンゴル族の信仰
の多様性を物語っている。
バヤンタラ・ソムからシラムレン河沿いに西へ
向かって行くと沙漠地帯が中心のゲルサン・ソム
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図３ バヤンタラ・ソムにおけるあるモンゴル族の定住家屋
の様子（撮影：筆者）

（gerseng somu ／格日僧）に入る。この沙漠は内モ
ンゴルの東部を東西に横断するホルチン沙漠の最西
端といえ、地元の人たちはアリチーン・ベルヘとい
う。この地域のモンゴル語でいう「ベルヘ」とは植
物がたくさんしげた地帯を指す。そこはオンニュー
ド旗でもモンゴル族の割合はもっとも多く、旗内で
も残されている数少ない牧畜を中心とする地帯であ
る。周知のように、沙漠地帯は交通の便が悪く、さ
らに農耕にも適さない。このような自然の特徴は、
この地域に牧畜業を維持させる空間として残され、
農耕化の波からある程度逃れることができたのでは
ないだろうか。この地域に対してもう一つ注目した
いことは、モンゴル族のなかでもオーハン（auqan
／敖漢）旗出身の人々が多くいることである。オー
ハン旗とはゲルサン・ソムから南に 30 ㎞を離れた
ところに位置し、行政上には赤峰市に属する。1891
年 10 月、本旗に漢人よりモンゴル人に対して行わ
れた虐殺事件が発生した。近現代内モンゴル史にお
いて大きな出来こととなるこの「金丹道暴動」は
当時清朝の支配下に置かれていたジョスト盟及び
ジョーオダ盟シラムレン河以南の各モンゴル旗に行
われ、暴動に何万人のモンゴル人が犠牲となり、故
郷を離れた。ゲルサン・ソムにいるオーハン旗モン
ゴル人のうちはこの暴動から逃亡し、或いは暴動を
きっかけに破産して北上した人々の子孫が多い。彼
らの祖先たちは上述したアリチーン・ベルヘ沙漠に
隠れて命を助けてもらったと沙漠に対して感謝の気
持ちをもって語っていることをフィールドワークで
わかった。沙漠とはモンゴル人にとってどのような
存在であるのか。内モンゴル環境問題のシンボルと

58

●人間文化

してよく取り上げられる沙漠はここでモンゴル人の
伝統的な牧畜業を守り、人々の命まで助けるものと
して存在していることが興味深い。
上述したように、自然環境状況は人間の生活、生
業と深く関わり、さらには民族集団の運命にも影響
する。17 世紀半ばから 20 世紀初頭まで清朝の支配
下に置かれていたモンゴル諸部族のうち、最南端に
位置する内モンゴルの各部族は万里の長城から近い
という意味で漢人移民を数多く受け入れた。それと
対照的にハルハ・モンゴルは万里の長城から遠く、
大興安嶺やゴビ沙漠 10 という障壁があったため漢人
の大規模な移住に至ってない。
ゲルサン・ソムから西に向かって 50 ㎞走るとハ
イラソ（qailasu ／海拉蘇）鎮に着く。この辺りは赤
峰市区から約 200 ㎞離れる東北に位置し、バーリン
（baGarin ／巴林）右旗と隣接する地帯である。1980
年代初期ごろ、中国における少数民族政策の見直し
に関して考えていた社会学者の費孝通氏がここに
ある「海金山種牛場」という牧場を訪れたことが
よく知られている。「海金山種牛場」とはハラジン
という山の麓に牛の種畜牧場を設置したことに由
来する。最初は、1951 年にジョスト盟中学（1949.81951.8）の牧場として設立された。ジョスト盟中学
とは、内モンゴル自治区の指導者であったウランフ
（ulaGankUU ／烏蘭夫）が校長を務めていた内モン
ゴル自治学院（1946.3-1949.8）を前身とする学校であ
る 11。この牧場は設立の翌年にオンニュード旗政府
に移管され、
「海金山種牛場」と改称される。1980
年代から中国でよく知られる「草原紅牛」という改
良牛のブランドがこの牧場で育てられたと言われて
いる。このように現代内モンゴルの政治と経済に深
く関わる牧場を訪問したことは後に誕生する費孝通
氏の少数民族関連の研究や理論に少なからず影響を
与えただろう。現在、「牧場」という名は依然とし
て残っているが、牧畜としての営業業は行われてお
らず、漢族による農場となっている。

２、アルホルチン旗から林東鎮まで
ハイラソ鎮から北の方へ向かってシラムレン河に
かかる橋を渡り、バーリン右旗に入った。シラムレ
ン河によって南北に隔てられたこの二つの旗は、自
然状況も大きく異なる。バーリン右旗に入った途端
にトウモロコシ畑があまり見られなくなる。大規模
の耕作地は所々見られるが、そこでは乾燥地に適
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したコーリャン（高粱）を栽培していることが多い。
また、耕作地ではない広い牧草地も多く、そこにはた
くさんの牛や羊の群れが見られた。通遼市とオン
ニュード旗で見てきた景色と違ってここは牧畜と農耕
が並存するいわゆる「半農半牧」地域のイメージが強
く感じられる。通遼市を発った初日は、このように長
距離を移動したが、アルホルチン旗の旗政府所在地
であるチャブガ（cibaG-a ／天山）鎮に着く頃には、
すっかり夜になっており、そこで泊まることなった。
翌朝、チャブガ鎮を北上してチンギス・ハーンの
血統を引く北元の最後の皇帝─リグデン・ホトグ
ト・ハーン（皇帝）の最後の拠点とされるチャガン・
ホト（caGan qota ／査干浩特）遺跡を見学した。こ
の遺跡はチャブガ鎮から北の方 75 ㎞離れるところ
にある。チャガン・ホトは 1616 年に建て始めたが、
1634 年に満洲人の攻撃を受けて、リグデン・ホト
グト・ハーンはそれを捨てて青海へ逃亡したことに
より、廃城となったことがよく知られている。この
攻撃時に満洲人がチャガン・ホトに放火している。
その痕跡であろうか、黒い瓦の欠片らしきものが
所々に散乱していた。現在中国においてもこの遺跡
の発掘作業が進んでないようである。モンゴル人の
歴史上において興亡或いは遊牧と定住を連想させる
この遺跡は現在アルホルチン旗もしくは内モンゴル
自治区から文化資源として注目されつつある。
この遺跡からさらに北のバヤンウンドル
（bayanUndOr ／巴彦温都爾）ソムの小バヤンウン
12
ド ル・ ガ チ ャ ー（GacaG-a ／ 嘎 査 ）
へ 向 か っ た。
1939 年に満洲国興安西省に属していたこの村（当時
はハラトクチン村）は、後に内モンゴル自治区の副
主席となったハフンガー（qafUnG-a ／哈豊阿）氏を
班長とする興安局調査団の一班が非開放蒙地の一つ
として調査している 13。これらの一連の調査報告に
ついては最近ボルジギン・ブレンサイン氏によって
『戦前期モンゴル社会関係実態調査資料集成』（ボル
ジギン・ブレンサイン監修・解説、全 11 巻＋別巻
１、近現代資料刊行会、2013.12）として出されてい
る。これらの調査報告書は調査対象地域の社会、経
済などの多方面において詳細に記録されており、内
モンゴルの近現代史、とりわけ急激に変遷する内モ
ンゴルの地域社会を研究するうえで極めて貴重な文
献資料と位置づけられている。現在、本村は 70 年
前の調査当時に比べれば大きく変容しているが、未
だに牧畜を中心とする生活 14 を送っているところが

特徴的である。これは農耕化された内モンゴル東部
地域においてはあまり見られない事例であろう。私
たちはこの村からさらに北上し、大興安嶺を超えて
地下資源開発が盛んに行われている西ウジュムチン
旗へ行く予定であったが、道路事情が悪く私たちが
レンタルした車では大興安嶺を超えることが不可能
であると言われて、やむを得ず再びチャブガ鎮に戻
り、翌日に林東鎮を迂回して再度北上することにし
た。ちなみに、旗政府に務めているあるモンゴル族
関係者に「なぜ大興安嶺を超えるまっすぐな道路を
つくらないのか」と尋ねると、「西ウジュムチン旗
には炭鉱が多く、舗装道路をつくると、大型トラッ
クばかりが通り、当旗の牧草地が破壊されるから
だ」と答えた。それを聞いて意図的に道路整備をし
ないという消極的な姿勢を取ることによって地域社
会を守ろうとしていると感じ興味深い。

図４ アルホルチン旗北部における牧畜地域の様子（撮影：木
下光弘氏）

こうしてチャブガ鎮に二泊することになったが、
翌日に西に向かい、バーリン左旗経由で大興安嶺を
越えることにした。バーリン左旗は隣のバーリン右
旗より早く農耕化し、漢族が圧倒的に多く、全人口
35 万人のうちの８割以上を占めている。本旗政府
所在地である林東鎮はかつて北方民族の契丹人がつ
くった遼の上京─臨潢府があった場所であるため、
ここでは地域おこしのために建てられた契丹文化を
象徴する彫塑が乱立している。本鎮に入ってからも
う一つ注目されるのは、道路沿いにある集落の看板
のあちらこちらはロバに関する広告が見られる。こ
のようにどうやらバーリン左旗では、ロバの飼育が
盛んに行われ、地域経済の一つの柱として位置づけ
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ているようである。

３、西ウジュムチン旗からエレンホトまで
私たちは本旗の西北部付近から大興安嶺を越えて
シリンゴル盟西ウジュムチン旗へ行く道をとった。
西ウジュムチン旗に入ると、これまでとは全く異な
る世界が目の前に現れた。そこは農耕地がほとんど
なく、地平線まで続く広々とした大草原地帯であ
る。９月中旬ということもあり、気温が急に下が
り、一気に肌寒くなってきた。ここでは集落が少な
く、定住型のゲルや移動型の伝統的なゲルもある。
大興安嶺を跨って西と東では自然も、人々の生業も
大きく異なることをここで実感できた。本旗の全人
口は８万人で、シリンゴル盟のなかで人口は比較的
多い地域に数えられる。そのうち、モンゴル族人口
はおよそ４万人を占める。
私たちは正午ごろに、大規模な地下資源開発が
行われている現場であるバヤンファ炭鉱 15 に到着し
た。この炭鉱は主に露天掘りで、旗政府所在地であ
るバラガル・ゴル（balGarGool ／巴拉嘎爾高勒）鎮
から東北方向に約 80 ㎞離れた場所に位置する。内
モンゴルの十大炭鉱区の一つで、シリンゴル盟内で
も第二位の産出量をほこる。この炭鉱は四つの鉱区
から構成され、そのうち 2003 年から第一炭鉱区が
正式に開発されるようになる。その総面積は 17.82
㎢で、埋蔵量は 7.38 億トンとされる比較的新しい大
規模な炭鉱である。
シリンゴル盟における地下資源開発については、
2011 年に発生したモンゴル族による抗議デモが日
本でも報道されその存在は広く知られるようになっ

図５ バヤンファ炭鉱周辺に整備された舗装道路の様子（撮
影：筆者）
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た 16。その事件を簡単に振り返ってみたい。2011 年
５月 11 日にモンゴル族牧畜民が、バヤンファ炭鉱
の石炭を積む漢族が運転するトラックにひき殺され
るという事件が発生した。石炭を積んだトラックは
使用権が牧畜民の手に渡っている牧草地を昼夜問わ
ず無断で走行しており、このトラックを阻止しよう
として、ある若いモンゴル族牧畜民がトラックの前
に立ちふさがったが、漢族運転手は彼をそのままひ
き殺し逃げた。この事件をきっかけに内モンゴル各
地ではモンゴル族による抗議活動が相次いで行われ
ることになった。こうした抗議活動は、内モンゴル
だけにとどまらずモンゴル国をはじめ、世界各地で
も中国政府に対するモンゴル人らによる抗議デモが
行われた。政府側は事件が発生した西ウジュムチン
旗党書記を解任し、抗議デモに対しては治安部隊を
出動させる一方で、当時の自治区トップの胡春華書
記は５月 27 日に西ウジムチン旗に入り「ひき逃げ
事件は悪質で、民の憤りは大きい」と述べ 17、沈静
化に向けて速やかに動いた。さらに殺されたモンゴ
ル族牧畜民の家族への賠償金の支払いも命じ、漢族
運転手に対しては２週間余りの異例の速さで逮捕、
起訴し、死刑判決を下している 18。こうした事件の
影響もあろうか、私たちが旗政府所在地であるバラ
ガル・ゴル鎮に滞在中、深夜でも何台ものパトカー
が街を巡回し緊張した雰囲気に満ちていた。
また鉱山地帯の管理も厳しく、去年モンゴル国で
行った調査のように炭鉱施設内に直接入ることがで
きなかった。そのため、接触することが出来た限ら
れた人々から、資源開発に関する問題を探るほかで
きなかった。彼らの話によると、地下資源開発に
よって多くの牧畜民の土地が鉱産開発業者に占領さ
れたという。一部の牧畜民には旗政府所在地の都市
に集合住宅が与えられたようだが、住宅に移り住む
牧畜民は少ないという。私たちも夜間に新設された
集合住宅街近くを散策したが、その際点灯していな
い部屋が実に多いことを確認できた。なぜ牧畜民が
集合住宅への移住を嫌うのだろうか。その理由を直
接確認することはできなかったが、牧畜民たちの草
原での暮らしは、炭鉱開発によって大きな被害が出
ているようだ。例えば、採掘場からの粉塵が人や家
畜の健康に被害を及ぼしていることが挙げられる。
そのうえ石炭を運ぶトラックが草原を走り、広大な
面積の牧草地が破壊されているようである。また地
下資源開発にともない他の地域から来る労働者や開
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発業者が生活するための新しい都市─バヤンファ鎮
が誕生し、拡大の一道をたどっている。この鎮は採
掘場の南西部に位置し、現在の人口は２万人程度だ
そうだ。こうした新たな都市住民のなかには、炭鉱
周辺に居住する地元の牧畜民の家畜を盗んで売る者
もいるという話も聞いた。このような状況を鑑みる
と、これまでと同じような牧畜業が行えているとは
考えにくい。限られた調査環境ではあったものの、
地下資源開発によってこの地域は環境や社会におい
て大きな変容に直面していると感じた。ただし、原
住民であるモンゴル族牧畜民の生活が地下資源開発
によって具体的にどのように変容しているのであろ
うか。この点については今後の調査に委ねたい。
バラガル・ゴル鎮に一泊して翌日の９月 18 日に
シリンゴル盟の中心都市であるシリンホト市へ発進
した。途中である料金所を無料で通過した。平時は
料金を徴収することをわかっていた私たちはこれに
疑問を持ち、徴収員に原因を尋ねると、「今日は国
恥記念日からだ」と答えた。周知のとおり、９月
18 日とは 1931 年に発生した日本の関東軍によるい
わゆる「満洲事変」の発生日であり、中国では「国
恥日」として位置づけられている 19。こうした日中
関係悪化のなかで行われた調査も「国恥日」に当っ
たということで日本から調査にきた我らに一層緊張
した雰囲気をもたらした。シリンホト市周辺にはい
くつもの規模の異なる露天炭鉱があり、都市部に近
いということから人々の日常生活や健康への影響は
否定できないと思われる。
シリンホト市からアバガ（abaG-a ／阿巴嘎）旗を
経由して西に行くと、スニド左旗に入る。その時は

図６

シリンホト市周辺にある露天炭鉱の様子（撮影：筆者）

大雨が降っていたため、旗政府所在地であるマンダ
ラト（mandaltu ／満都拉図）鎮に一泊することにし
た。本旗の人口は約４万人で、そのうちにモンゴル
族が半分を占めているという。自然は西ウジュムチ
ンのように広い牧草地ではなく、ゴビ地帯が中心で
ある。家畜としては羊や駱駝のほうが多い。ここの
羊肉は特に有名で、それはゴビ地帯に生える野生
韮（中国名は沙葱）を食べているから肉は美味しい
といわれている。私たちは翌朝にスニド博物館とそ
のすぐ隣にあるチャガン・ゲゲン記念館というとこ
ろを見学した。博物館の一階には内モンゴル各地に
ある博物館のように、モンゴル族の生業道具や生活
用品をはじめとする「伝統的」なものを、二階には
革命史や地域建設の成果を含む「現代的」なものを
展示している。博物館のすぐ東隣に置かれるチャガ
ン・ゲゲン記念館は 2008 年に建てられた。この建
物はその名のとおり元中国仏教協会初代名誉会長、
「著名愛国人士」と言われるチャガン・ゲゲンとい
う活仏を記念するためつくられたものであり、本旗
の「愛国主義教育基地」とされている。記念館の前
に立てられているチャガン・ゲゲンは毛沢東にハ
ダックを差し上げている様子の彫塑が興味深い。そ
れは 1950 年 10 月の中華人民共和国建国一周年祝典
に毛沢東はチャガン・ゲゲンを接見している様子を
取材に塑像したものであった。モンゴル族の尊敬を
集める活仏が国家主席に頭下げている様子は、中国
の内モンゴル支配を象徴するようなものであろう。

図７ 活仏は国家主席にハダックを差し上げている様子の彫
塑（撮影：筆者）

人間文化● 61

内モンゴルにおける地下資源開発の調査報告

４、国境の町エレンホト市からパオトウ市、そ
してフフホトへ
スニド左旗を正午ごろに出発して西進するとモン
ゴル国との国境の町であるエレンホト（eriyenqota
／二連浩特）市に着く。本市は現在モンゴル国と中
国の国境における重要な貿易都市であり、ウラン
バートルと北京からそれぞれ約 700 ㎞離れたところ
に位置している。ここは、歴史的にも貿易拠点とし
て栄え、1820 年に中国本土からフレー（現在のウラ
ンバートル）に至る駅站の拠点としてエレン・ウル
テ（eriyen OrtUge ／伊林駅站）が設置されていた。
その遺跡を「復元」した建物は市中心地から東北に
約９㎞の距離を離れる場所に「伊林駅站博物館」と
いう名で存在している。1899 年に現在の河北省張
家口からモンゴル国のウランバートルまでの電話線
が繋がり、さらに 1918 年に自動車運送線が通り、
エレンはこの線における要点であった。1956 年に
ウランバートル行き列車は正式に開通してから当時
小さな町であったエレンは拡大し、徐々に現在のよ
うにモンゴル国と中国の国境における重要な貿易都
市となっていく。
現在エレンホト市の流動人口と非流動人口は合
計 10 万人に達し、そのうちモンゴル族の常住人口
は２万人に過ぎないが、モンゴル国から買い物に来
る人々も街中で多くみられた。私たちも、市内でモ
ンゴル国のナンバープレートの付けた車が多く走っ
ている様子をよく目にした。市内の看板も漢字と伝
統的なモンゴル文字に加えて、モンゴル国で使われ
ているキリル・モンゴル文字が併記されていること
がほとんどである。これは内モンゴルの他の地域と

図８ エレンホト市の北にある中国とモンゴル国の国境線
（撮影：筆者）
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は、大きく異る点であり、まさに中国とモンゴル国
の国境の町だと感じさせられた。
我々は国境線のすぐ隣に設置された「国門観光
地」を見学することができた。鉄製囲いによって隔
てられる国境の南からモンゴル国のほうへ眺めると
広大なゴビ地帯が延々と広がり、モンゴル人の故郷
であるこの土地が無理矢理に分断されていることに
寂しく感じられた。国境線のすぐ北側約４㎞離れる
ところにモンゴル国の国境の町─ザミンウドが見え
る。同じ国境の町でありながらも、エレンホトとザ
ミンウドの規模の違いに驚かされる。
エレンホト市に一泊した翌日にパオトウ市に向
かって南下して走ると、道路沿いには恐竜の彫塑
が あ ち ら こ ち ら 見 ら れ る。 そ れ を さ ら に 南 進 し
て 行 く と、 ス ニ ド 右 旗 の 領 内 に 入 る。 ス ニ ド 右
旗 と は 1930 年 代 か ら 1940 年 代 に 渡 っ て 内 モ ン ゴ
ルの独立を目指した徳王─デムチュクドンロブ
（demcUgdongrob ／徳穆楚克棟魯普）の故郷であ
り、かつて内モンゴル独立運動の舞台であったこの
地域は７万人を有し、そのうちモンゴル族は僅か
２万人を占めている。道路の両側に所々鉱山へ行く
道の案内が設置されていることからもここも地下資
源開発が盛んに行われていることがわかる。ちなみ
に、軍人出身で無口であった運転者が広大なゴビの
なかに孤立して設けられたある施設をみて、急に饒
舌になった。彼の話によると、彼はかつて軍人とし
てこの辺りによく来ていたという。この辺りは中ソ
冷戦時期に軍隊が駐在していた事実が印象付けられ
た。
そこからさらに南に向かってウランチャブ
（ulaGancab ／烏蘭察布）市のドルベド（dOrbOd ／
四子王旗）旗とフフホト市の武川県を通過し、陰山
山脈を下っていわゆる「トメド平原」に入る。陰山
山脈を跨るこの地域は大興安嶺の東西のように農耕
地帯と牧畜地帯の区別がはっきりせず、山の北側に
あるドルベド旗と武川県にも農耕地帯が多く見られ
る。陰山山脈の麓を西進して行くと内モンゴル自治
区の指導者であったウランフの出身地であるいち早
く農耕化したトメド（tOmed ／土黙特）左旗の領内
に入る。私たちはそこを西進してバヤンオボー採掘
場へ向かう予定であったが、チャターした車の事情
でそこまで向かうことは困難だと判断し、今回の調
査ではパオトウ市区とまりとなってしまった。
実は、パオトウ市は元々我々が調査の予定であっ
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たバヤンオボー鉄鉱床の発見をきっかけにスタート
した地下資源開発によってつくられた都市である。
それにここは中国少数民族地域のなかでも最初に建
設された工業都市でもある。このように、地下資源
開発によく関わるパオトウ市の建設過程について簡
単に振り返ってみたい。
中国で漢字表記しか見られない「パオトウ」とは
元々モンゴル語で、「鹿のいる場所」を意味する言
葉であり、昔この周辺は自然豊かな場所であったこ
とが想像される。現在市中心部に立つ三匹の駆け回
る鹿の彫刻がパオトウ市のランドマークとなってい
る。
ここは 19 世紀末 20 世紀初頭に中国西北地域にお
ける毛皮の取引が盛んになっていた小さな町であっ
た。1927 年に中華民国の西北科学調査団が現在の
パオトウ市政府所在地から約 180 ㎞北に位置するバ
ヤンオボーに鉄、銅、アルミなどの金属鉱床の存在
を発見した 20。その後、日本人もこの辺りで鉱物調
査を行い、鉄鉱や稀土類を発見するが、本格的な開
発が実施されないまま終戦を向いた。中華人民共和
国が設立した初期にソ連の専門家を含む再調査を行
い、バヤンオボーの鉱物をパオトウに運び、製鉄を
するということで 1954 年に包頭鋼鉄公司が設立さ
れる。その後、包頭鋼鉄公司は国家の重要な建設プ
ロジェクトとして位置づけられ、鉄鋼、機械、発電
所などの企業は次々と設置され、かつて毛皮の取引
をしていた小さな町から工業都市へ発展していっ
た。そして 1950 年代ごろ人口規模が８万人であっ
たパオトウは 1962 年になると 100 万人に達していっ
た。これらの人々の多くは中国各地からパオトウ市
の建設を支援するため移住してきたもので、そのな
かには山西省など中国本土から土地改革や自然災害
より逃れてきたものも少なくないと言われている。
2010 年に全市の人口は 219 万人で、そのうちモンゴ
ル族は僅か３％しか占めない状況である。このよう
な人口の割合からもパオトウ市における資源開発は
原住民であるモンゴル人の縁のないものであること
がわかる。
こうして中国の鉄鋼産業の柱として位置づけられ
たパオトウ市は「草原鋼城」として全国的に知られ
るようになった。それに加えてバヤンオボー鉱山に
はレアアースの埋蔵量も豊富であり、それをもとに
一時期は全世界のレアアース生産量の 80 ％をここ
で生産してパオトウ市は「草原鋼城」だけではな
く、
「稀土之城」とも知られていた。

パオトウ市に一泊して翌日に博物館を見学し、そ
れから東へ向かってフフホト市に戻った。そこで文
献調査などを行い、今回の内モンゴルにおける地下
資源開発調査を終えた。

おわりに
以上は今回の調査状況をルート順に紹介したもの
である。元々内モンゴルにおける地下資源開発のた
めの調査であったが、交通事情や日中関係の悪化な
ど様々な制約からその実態を十分に把握することが
できなかった。しかし、調査地の現状をある程度理
解できた点は次回の調査に少しでも役に立つであろ
う。今後さらなる調査を続けていきたい。

図９ 「釣魚島（尖閣諸島）を守ろう」と書かれたライター（フ
フホト市にて筆者撮影）

今回の調査で、内モンゴルの東部から中西部まで
移動することができたのは私にとってもこれらの地
域の歴史や現状を理解するための貴重な機会となっ
た。そのなかで特に、内モンゴルにおける地域的多
様性について実感することができた。
内モンゴルといえば、多くの人々にとってモンゴ
ル人による草原暮らしだというイメージもあるが、
最近になって内モンゴルは農耕化されたイメージも
強くなった。内モンゴルの半農半牧地域出身の私も
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内モンゴルの多くの地域は農耕化されたと考えてい
た。今回の調査で内モンゴルの地域的な多様性はそ
のいずれの見方も成り立たないことがわかる。内モ
ンゴル東部地域は東北から南西へ延びる大興安嶺に
よって東西に分断されて両側の自然環境や生業など
が大きく異なる。東南麓地域は農耕に適する温暖
で、湿度の高い気候をもつ。北西側は牧畜に適応す
る寒冷、乾燥の気候である。こうしたことで同じモ
ンゴル族が居住する場所であっても東南麓のほうが
農耕を中心に、北西のほうが牧畜を中心となって
いった。だが、これらをもって安易にこの二つの地
域を「農耕地域」と「牧畜地域」と極端に分類する
ことができない。それは、上述したように大興安嶺
の東南麓のほうは農耕を主とするが、同時に牧畜も
あり、いわゆる「半農半牧」的な地域も多く存在し
ている。同様に、大興安嶺の北西のほうは牧畜を中
心とするが、一部地域に農耕地域も見られる。内モ
ンゴルとは、このように「農耕地域」といわれる地
域に牧畜も存在したり、「牧畜地域」といった地域
に農耕が存在したりする複雑な地域である。これは
私が今回の調査で実感した内モンゴルの地域の「多
様性」である。
注）
１ 「盟・市・旗・県」とは中国における行政単位
である。そのなかで、「盟・旗」は内モンゴル地
域のみに使われている行政単位である。「盟」と
「旗」は中国行政単位の「市」と「県」に相当す
るものである。元々「市」と「県」は中国本土よ
り導入されたものであったが、現在内モンゴルに
は「盟」と「旗」に併用している。
２

本稿では「モンゴル族」「漢族」と使用する場
合は、中華人民共和国建国以後の中国国内の「エ
スニック・グループ」の一つという意味で用い
る。それ以外に民族名を表記する場合は「モンゴ
ル人」「漢人」とした。
３ 内モンゴルの総人口は 2453 万人（2010 年）で、
そのうちモンゴル族は約 424 万人である。モンゴ
ル国の総人口は約 287 万人（2012）である。
４ このゴビは単なる沙漠地帯ではなく家畜を飼育
できる程度の草も生えている。
５ 開魯県の全人口はおよそ 26 万人、そのうちモ
ンゴル族は１万人にも満たない。
６ 包宝柱『中国少数民族地域における地下資源開
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発と地域社会の変動─内モンゴル自治区炭鉱都市
ホーリンゴル市の建設過程を通して─』 滋賀県
立大学大学院人間文化学研究科地域文化学 博士
論文 2013.9。
７ 「紅山文化」とは、紀元前 4700 年頃から紀元前
2900 年頃に中国河北省北部から内モンゴル東南
部、遼寧省西部に存在していた新石器時代の農業
を主とした文化（また遊牧文化或いは半農半牧に
よる文化という議論もある）だと見なされている。
８ ソムとは内モンゴルにおける行政単位の一種で
あり、モンゴル族が集中的に居住する地域に使わ
れている。中国本土の「郷・鎮」に相当するもの
である。
９ なお、このソムには約 60 人程度の朝鮮族がお
り、彼らは満洲国時期にオンユード左旗の旗長の
土地で稲作をするため東北から招聘してきた人々
の子孫たちである。また、10 人にもならに極少
数のチベット族もいるが、その来歴は不明である。
10 モンゴル国と内モンゴルを跨る沙漠地帯であ
る。総面積は約 130 万㎢で、世界で５番名の大き
さを誇る。
11 当時本学校は熱河省教育庁の管轄下に置かれて
いた。1951 年８月に「熱河省立赤峰蒙民初級中
学」
、翌年８月に「赤峰蒙民中学」と改めた。熱
河省の廃止によって 1956 年にジョーオダ盟は内
モンゴル自治区に編入され、同年に「赤峰蒙民中
学」は「赤峰第一中学」となった。1957 年８月
～ 1980 年まで「赤峰蒙古族学校」と名称し、そ
れ以後は「赤峰蒙古族中学」として現在に至って
いる。
12 ガチャーとは、内モンゴルに使用されているソ
ムの下位にある行政単位である。中国本土の村民
委員会に当るものである。
13 1935 年に満洲国政府は遊牧と農耕が存在する
内モンゴル東部地域において「地籍整理事業」を
開始する。そして開墾状況や政治状況に応じて
「開放蒙地」
（モンゴル旗の土地に県が設置された
蒙地）
、
「錦熱蒙地」
（錦州・熱河省の蒙地）
、
「非
開放蒙地」（興安省に組み込まれた蒙地）の三つ
に分けられ、それぞれの土地政策を立案していっ
た（それに関しては広川佐保著『蒙地奉上─「満
洲国」の土地政策─』汲古書院、
2005が詳しい）
。
そのために行われた「非開放蒙地」実態調査に関
しては吉田順一氏の「興安四省実態調査につい
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て─非開放蒙地の調査を中心に」（『早稲田大学大
学院文学研究科紀要、第４分冊、日本史東洋史西
洋史考古学』、pp57-71、1997）に詳細に検討され
ている。
14 一部の農耕も存在するが、それは家畜の餌にす
るもので、通遼市やオンニュード旗のように商業
販売するためのものではないという。
15 バヤンファ（バインファ）炭鉱における地下資
源開発問題に関する研究としては、白福英「内モ
ンゴル牧畜社会の資源開発への対応をめぐって：
西ウジュムチン旗・Ｓガチャーの事例から」『総
研大文化科学研究（9）』2013 年３月がある。
16 例えば、『読売新聞』（2011 年５月 29 日 31 日、

朝刊）
、
『毎日新聞』
（2011年５月30日、夕刊）
、
『朝
日新聞』
（2011 年５月 30 日 31 日、朝刊）など。
17 『朝日新聞』
（2011 年５月 31 日、朝刊）
。
18 『読売新聞』
（2011年６月９日、朝刊）
『朝日新聞』
（2011 年６月９日、夕刊）など。
19 中国ではこれまで法的に定められた国恥記念日
がない。通常 1915 年の日本の「対華二十一箇条
要求」を承認した５月９日を指すが、外国から恥
辱を受けたとしての９月 18 日（1931）や７月７日
（1937）などをいう場合も多い。
20 丁道衡「綏遠白雲鄂博鉄鉱報告」
『地質彙報
（23）
』1933 年、pp53-56。

Comment
ボルジギン

ブレンサイン

人間文化学部国際コミュニケーション学科教授

大学院博士後期課程に在籍中のウリジトンラガさ
んによる本研究ノートは、滋賀県立大学重点領域研
究「内陸アジア地下資源開発による環境と社会の変
容に関する研究─モンゴル高原を中心としての調査」
（代表：棚瀬次郎）プロジェクトの調査団の構成員
として 2013 年９月に内モンゴル自治区で行った現
地調査の報告である。中国の少数民族自治区とし
て最初に登場した（1947 年）内モンゴル自治区は、
長年中国の重要な牧畜産業の基地として位置づけら
れてきたが、近年の急激な経済発展にともなって地
下資源開発が自治区の基幹産業としてクローズアッ
プされ、各地で空前な規模で行われている開発ブー

ムは伝統的な牧畜業はもちろん、モンゴル族の生活
様式、伝統文化など幅広い面で深刻な影響を与えて
いる。そもそも東西に横たわる内モンゴル地域は従
来から地域的多様性に富んでおり、近年の資源開発
ブームはさらなる地域間の格差を広げると同時に、
複雑な対立構造も生み出している。本プロジエクト
の一環として、中国の急激な経済発展の荒波にさら
されている内モンゴル地域の資源開発のホットな状
況を調査できたことは、本プロジエクトの研究の進
展はもちろん、筆者本人の博士課程の研究も一歩前
進したものと確信する。
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研究ノート

西浜千軒遺跡の消長と新発見の
遺構群について
─琵琶湖湖底遺跡の調査─

中川永・大西遼・谷口哲也
人間文化学研究科博士後期課程２回生・日本学術振興会特別研究員 DC・琵琶湖水中考古学研究会代表／
愛知県陶磁美術館・人間文化学研究科博士前期課程２回生／人間文化学研究科博士前期課程２回生

はじめに
滋賀県立大学琵琶湖水中考古学研究会では、2011
年度より林博通研究室が行っていた水没村伝承の調
査を、中川を代表に継続的に行っている。
2013 年度は、研究会発足時からの調査地である
西浜千軒遺跡の調査を引き続き行った。その結果、
建物や柵列の痕跡と考えられる柱・杭群の新発見
と、多数の遺物を表採することができた。
現在はこれらの遺物について整理作業及び検討を
行っている段階である。
本稿では新発見の柱・杭群や表採遺物について報
告すると共に、これらの性格についての検討を行
い、今後の課題・展望についても述べていきたい。
なお、過年度の調査域については〔中川 2012〕〔中
川 2013〕がある。
（谷口）

１．調査概要
⑴ 位置と環境
当遺跡は長浜市祇園町の沖合に所在する湖底遺跡
であり、『かつて西浜村とよばれる集落が存在した
が、室町時代の寛正年間（1460 － 1466 年）に起きた
大地震により湖底に沈んでしまった』と、伝承が伝
わっている。この集落がかつて存在したことは、長
浜八幡宮の神宮堂塔建立の資金調達を目的とした猿
楽の収支記録である『永享七年勧進猿楽奉加帳』か
ら明らかであり、現在も残る祇園町や相撲町と共に
その存在が認められる。
また現在湖岸に建つ石碑によると、最近まで井戸
跡や石垣の跡が船上から確認できたというが、本研
究会による調査以前は、集落の様相や遺跡の成因に
ついては全く不明であった。
本研究会による過年度の調査により、湖底に実際
に集落が沈んでいることが明らかとなると共に、原
因となった地震が伝承とは異なる天正 13 年（1586）
であることも判明した〔中川 2012〕〔中川 2013〕。

（中川）
⑵ 2013 年度の調査体制
林博通氏（現滋賀県立大学名誉教授・琵琶湖博物
館特別研究員）がかつて研究しておられた琵琶湖の
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水没村伝承遺跡であるが、林氏が退任された後は、
学術サークル『琵琶湖水中考古学研究会』を発足
し、学生主導で調査を行ってきた。そうした中、林
氏の研究を直接引き継ぐ中川が日本学術振興会特別
研究員 DC を取得し、その数年にわたる研究の初年
度が今回の調査である。
今年度は新規の学部生や、他大学（立命館大学・
明治大学）の先生、学生らを招いての調査となった。
今年度の調査は計 29 回を行った。その内、17 回
が西浜千軒遺跡、他は来年度以降を見据えた長浜城
跡沖等について行った。それらについては後日改め
て報告させて頂きたい。
（谷口）
⑶ 調査期間と範囲
調査範囲は、過年度に引き続き長浜市祇園町沖合
の東西約 500 ｍ、南北約 300 ｍ、水深約 1.0 － 2.1 ｍ
である１)。
透明度は平均３ｍ程度であったが、水草の繫茂や
濁りで１ｍ以下の日も多かった。８月末以降になる
と、日本各地に大規模な被害をもたらした台風 18
号の影響等により、調査を中断せざるを得なかっ
た。
（谷口）

.
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図１．遺構位置概要図

⑷ 調査方法
水深約 1.6 ｍまでの範囲は、主にシュノーケリン
グで調査を行った。それより深い場合は、スキュー
バダイビングによる調査を行った。
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調査は主に分布調査による遺構確認と遺物採集で
あり、水上・水中からの観察である。何らかの発見
があった場合は、ロープと杭を取り付けたブイを湖
底に固定し、地上からでも大まかな位置を目視でき
るようにした。
図面の作成に当たっては、トータルステーショ
ン（以下ＴＳと略する）を用い、本体を湖岸に設置
し、プリズムを先述の杭・柱の直上に設置し計測す
ることで、位置情報を得る事ができる。
従来の調査では湖底にグリッドを組み、直接潜水
により図面を作成していたが、今回のように広範に
分布する対象について作業する場合には、効率・精
度の面で必ずしも適切ではなかった。そうした中、
今回、ＴＳによる図面の作成を試みた結果、沖合
200 ｍ以上の範囲についても、正確な位置を持つ図
面を短時間で作成することができた。
最後に、湖底の高まり（畝状地形）の地形測量
は、平板・レベル・ＴＳを用いて行う予定であった
が、台風による増水の影響で延期されている。

（谷口）

２．柱・杭群の調査成果と若干の検討
⑴ 遺構の概況
当遺構群は沖合約 200 － 246 ｍ、水深約 1.5 － 2.1
ｍの地点に所在し、４調査区内において、柱・杭の
残骸と考えられる木材・竹材計 102 本が湖底に林立
した状態で確認されたものである（写真１）。以下
柱・杭群Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄと呼称する。位置について
は図１の通りだが、先述の理由により湖底面全体の
詳細な図面作成が遅れており、本稿では大まかな位
置を提示するに留まることをご寛恕願いたい。
湖底面の状況は、過年度に報告した粘土地形や、
砂礫が堆積する地点等がある〔中川 2013〕
。砂礫の
堆積は非常に堅く締まり、分布調査において目印の
ための鉄杭をハンマーで叩いても容易には突き刺せ
ない場所もある。
これらについて、測量を行ったものが図２・３・
４・５である。木材の数からは複数の遺構の存在が
予想されるが、実際には分布調査という性格上、材
の一部が現段階で失われているのか、あるいは元来
無かったものであるのかの判断すら極めて困難であ
る。よってここでは、材の密度が高く、施設利用時
の状況を残している可能性が高いと判断される一群
を抽出し、試案的に復元を試みた。なお、今回は概

報のため木材・竹材のみを図示しているが、調査で
は石材・土器等も測量対象としており、材の番号が
必ずしも本数とは一致しないことを予めお断りして
おきたい。
柱・杭群Ａは 35 本の木材が確認され、大局的な
状況として北東方向－南西方向への纏まりが確認で
きる（図２）。このことから、N34 °E の主軸をもつ
ことが分かる。木材の形態は丸材・角材を基本とす
るが、半裁された丸材や、片面のみが角をもつもの
もある。径は最大でも 7.8 ㎝と細く、こうした状況
から柵状の遺構の存在を想定した。
柱・杭群Ｂは 15 本の木材が確認された（図３）
。
木材の形態は柱・杭群Ａと同様であるが、他調査区
に比べ一回り太く、また残高も高いことから、より
良質の材が用いられたことが想定される。大きく２
グループの纏まりが想定され、柵状を呈する一群
と、性質は不明ながら比較的コンパクトな纏まりが
想定される一群（図の不明遺構）とが想定される。
前者では柱・杭群Ａの柵状遺構とほぼ直行する N54 °
W の軸をもつ。
柱・杭群Ｃは 28 本の木材及び３本の竹材が確認

写真 1．柱材確認状況（柱・杭群Ｂ）
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された（図４）
。遺構は柵状もしくは建物状を呈す
る遺構が複数想定できるが、材の太さは概ね６±１
㎝程度であり、今後詳細な検討を行うにあたり、留
意する必要がある。軸は若干振るものの、大きな纏
まりをもつ No.12-13-15-16-17 等では柱・杭群Ａとほ
ぼ同様の N35 °E の軸をもつ。
柱・杭群Ｄは８本の木材及び 13 本の竹材が確認
された（図５）
。竹材は今回提示した以外にも比較
的広範囲に点在する印象を受けるが、明瞭に柵状を
構成するのは当調査区のみである。しかしながら、
材は径 2.6 － 4.2 ㎝と極めて貧弱で、長期的な運用を
想定したものとは考え難い。No. １・２－３・４－
５・６－７－ 11・12 － 13 では N55 °E 方向を向く。

（中川）
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【凡例】 ●木材（丸）
■木材（角）
◎竹材

⑵ 柱・杭群と湖底遺跡の成因を巡って
これら遺構の性格については、今後周辺の遺構・
遺物との関連性等から検討を行う必要があるが、今
回は主軸方向から得られる、遺跡の成因に関する知
見について検討したい。
中世社会における施設の規制として、最も重要な
役割を果たすのが条里である。長浜市域でもそれは
同様で、統一条里である N15 °W に規制された中
世村落が堀部西遺跡等でも確認されている〔滋賀県
教育委員会 1992〕
。
一方で今回確認された柱・杭群のうち、木材で構
成され中長期的な運用が想定できるものについて整
理すると、西浜千軒遺跡においては N35°E 前後（あ
るいは直交する N55 °W 前後）を主軸とし、統一条
里とは大きく異なっていることが分かる。これまで
遺跡の成因として、
『地盤が沈降した可能性がある』
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と指摘を受ける場合もあったが、そうであれば軸が
大きく振ることは考え難く、地盤のスライドに伴い
軸が動いたと考えるほうが自然である。よって今回
得られた内容は、遺跡の成因を液状化現象に伴う地
滑り（側方流動）とする従来の説を支持する成果と
いえよう。
（中川）

３．表採遺物について
⑴ 概要
西浜千軒遺跡では、過去３年間の調査において
200 点を越える遺物が表採されている（写真２）。こ
れらのうち一部については既に報告を行っているが
〔中川 2012〕
、今回は帰属時期を明らかにし得る遺
物について抽出し、報告を行いたい。
（中川）
⑵ ４世紀以前の土器群：図７
１から３は土師器の高杯脚部である。１は円形
透孔を持ち、脚部外面に凹線文帯を巡らす。脚は
椀の可能性もある小片であるが、東海地域の弥生
時代後期の山中式〜欠山式（宮腰 1987）にその類例
を見出せる。２は庄内式から布留式併行期の所産で
ある。３は円形透孔を持たず、このような脚部を有
する土師器は、植田文雄の近江の土師器編年〔植田
1994、以下植田編年〕を参照する限りでは、布留式
から須恵器の TK217 型式併行期まで存在する。
４は土師器の甕で、近江型の受口状口縁甕であ
る。植田編年の近江古墳５様式に相当し、４世紀後
半の所産である。
（大西）
⑶ ５世紀の土器群：図７
５から 11 は須恵器の甕体部である。10 は外面ハ
ケ調整の後カキメ、内面は無文当て具痕を持つ。
５・６・９・11 は外面平行タタキをスリ消し、内

写真 2．遺物の散布状況

面は同心円当て具痕をスリ消す。８は外面でタタキ
目が確認できないほど丁寧にスリ消しがなされ、内
面は同心円当て具痕をスリ消す。７は外面でタタキ
目はみられず、指頭圧痕が顕著に残り、内面は同心
円当て具痕をスリ消す。
以上のような甕体部の特徴は、初期須恵器の甕体
部において見られる〔田辺 1981 など〕。５世紀前半
の所産である。
（大西）
⑷ ６世紀から７世紀の土器群：図８
以下須恵器の型式は、田辺昭三によるもの〔田辺
1981〕と西弘海によるもの〔西 1986〕を用いる。
併せて中村浩の業績〔中村 2001〕、巽淳一郎の業績
〔巽1996〕
、堀内明博の業績〔堀内1996〕も参照した。
12 から 15 は須恵器の杯Ｈ蓋である。12 は TK209
型式に相当する。13 は６世紀代の所産と考えられ
る。14 は天井部から体部にかけてヘラ記号を持つ。
飛鳥Ⅱに相当する。
15は TK209 ～飛鳥Ⅱに相当する。
16 は須恵器の杯Ｈ身で、TK209 型式～飛鳥Ⅰに
相当する。17 は須恵器の杯Ｇ身と考えられ、飛鳥
Ⅱに相当する。
18 は須恵器の平瓶で、７世紀代の所産と考えら
れる。20・19 は須恵器の甕で、それぞれ６世紀代
と７世紀代の所産と考えられる。
（大西）
⑸ ８世紀から９世紀初頭の土器群：図８
21 から 24 は須恵器の杯Ｂ蓋である。いずれも８
世紀後半から９世紀初頭の所産である。
25 から 27、29・30 は須恵器の杯Ｂ身、28・31・
32 は須恵器の杯Ａ身もしくは杯Ｂ身である。いず
れも８世紀から９世紀初頭の所産である。
33 は土師器の皿である。８世紀代の所産と考え
られる。34・35は土師器の甕である。近畿地方の７・
８世紀の土師器の甕は小笠原好彦により地域型が設
定されており〔小笠原 1980〕、それに従うと 34 は伊
賀・伊勢型、35 は近江型に相当する。７・８世紀
代の所産である。
（大西）
⑹ 10 世紀から 13 世紀の土器群：図９
36 から 39、50 は灰釉陶器である。
〔山下 1995〕を
参照すると、36 は O53 窯式１型式の椀Ａで 10 世紀
前半、38 は H72 様式の椀Ａ小型品で 10 世紀後半、
37 は H72 窯式－百代寺窯式の椀Ｂで 10 世紀後半か
ら 11 世紀前半、39 は百代寺窯式の椀類で 11 世紀前
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写真 3．転用硯の使用状況（図 9-37）

半に比定できる。また 50 は、〔愛知県教育委員会
1983〕によると東山 72 号窯式期前後の壺もしくは
瓶類と考えられ、10 世紀後半を前後する時期の所
産と考えて大禍無いだろう。
40 から 47 は山茶碗である。いずれも尾張型に分
類され、
〔山下 1995〕によると 40 が４型式（12 世紀
初頭－同第３四半期）、41・44・45 は４型式－５型
式、42・43・46・47 は５型式（12 世紀第４四半期－
13 世紀第１四半期）に比定できる。
51 は東播系中世須恵器の片口鉢と考えられ、〔森
田 1995〕によればⅠ期第１段階（11 世紀後半）にあ
たる。全体に湖成鉄の沈着が著しい。
53 は、 壺 の 頸 部 で あ る。 口 縁 部 が 残 っ て お ら
ず、調整も不明なため、時期を決め難いが、〔楢崎
2010〕によると 12 世紀頃と考えられる。内外面と
も施釉されている。表面に長石粒と黒粒斑点が見ら
れるため、猿投焼と考えられる。
詳細が不明なものに 48・49・52 がある。
48 は中世段階の鉢の底部、49 は白磁椀、52 は中
世段階の甕の口縁部であるが、いずれも類例を確認
するに至っておらず、今後の課題としたい。
なお、37・38・42・45 は転用硯としての使用が
想定され、当遺跡の性格を明らかにする上で重要な
遺物である（写真３）。
（中川・谷口）
⑺ 中世後期の土器群：図 10
54 は甕の底部とみられる。ただし、初期擂鉢、
こね鉢の可能性もあり、筆者の見識ではいずれか
はっきりとしない。産地も越前焼か信楽焼とみられ
るが、どちらかに断定する根拠は持ち合わせていな
い。仮に信楽焼鉢ならば、底部の復元径から、14
～ 16 世紀の間と考えられる。
55 は擂鉢である。産地は越前だろうか。時期も
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図６．表採遺物から見た西浜千軒遺跡の消長

中世後期に納まる。擦り目は10条で１単位であり、
使用痕が認められる。
56 は甕の体部である。産地は越前か信楽である
が判然としない。内面に粘土紐の痕がみられる。細
かな時期を絞ることは困難あるが、中世後期の所産
と大まかに捉えたい。
57 は土師皿である。色調は褐色系である。口縁
部の形から 16 世紀前半の所産である。
（谷口）

４．表 採遺物から見た西浜千軒遺跡の消長と課
題
今回の報告分も含め、時期ごとの遺物点数をグラ
フ化したものが図６である。
図６を見ると、西浜千軒遺跡には８世紀と 12 世
紀に盛期があり、14 世紀には一度断絶する可能性
があるものの、弥生時代から 16 世紀まで連綿と遺
跡が営まれていたことがわかる。今回、各時代の遺
物の検討により、西浜千軒遺跡の消長を導き出せた
事は一つの成果と言える。
しかし、課題も残る。特に、今回は紙数の都合も
あり、各時期に使用された遺物の種類から見た分析
は行えなかった。各時期によって使用された遺物の
種類に差異があることは十分に考えられる。一例を
あげるならば、５世紀代には８点という比較的多く
の遺物があるが、内７点は全て貯蔵に使用されたと
考えられる須恵器の甕である。供膳具・貯蔵具・煮
炊具という種類に限っても、大きな偏りがあるので
ある。このような遺物の種類による分析も含め、よ
り詳細な分析・検討を行う事が、今後の大きな課題
であると言える。
（大西）
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おわりに
本研究会の活動も３年目を迎え、発足以来調査を
行ってきた西浜千軒遺跡については具体像の一端が
いよいよ明らかになりつつある。本年度の成果につ
いては各論考に譲るとして、最後に今後への展望に
ついて述べていきたい。
日本において水中考古学を学べる教育機関は数少
ない。特に学生・大学院生のみによる活動は本研究
会のみで、水中考古学の発展に向けても中・長期的
な継続の必要性を日々感じている。しかしながら問
題点も多く、特に後継の人材育成などは、就職活
動・単位修得を第一とする現在の大学教育制度では
かなり困難なのが実状である。近い将来には他大学
とも連携し、より発展的な再構築を行う必要も考え
ねばならいないだろう。
現状でも人員の確保を始めとして、昨今の異常気
象など様々な問題と向き合いながらではあるが、志
を同じくする後輩達の尽力に助けられ、学術調査を
継続することができている。来年度の目標である報
告書の出版まで、気を緩めることなく取り組んでい
きたい。
（中川）
■調査参加者（学年は 2013 年度のもの）
〔滋賀県立大学〕中川永（博士後期課程１回生・
日本学術振興会特別研究員ＤＣ１）
、大西遼・谷口
哲也（博士前期課程１回生）
、岸本香歩（学部４回
生）
、岡山仁美・馬場将史・深尾遊野（学部３回生）
、
杉浦圭・西澤光希（学部２回生）
、平井湧大（学部１
回生）
、
〔岡山大学〕仲田周平（博士前期課程２回生）
〔同志社大学〕堀寛之（河内長野市教育委員会嘱託
職員）
、
〔明治大学〕渡辺穣（学部３回生）
、
〔立命館
大学〕矢野健一教授、柳原麻子（博士前期課程２回
生）
、桑村友作・田中章博・土居湧輝（学部１回生）
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中世

〔註〕
１．琵琶湖の水位は日々変動しているため、本稿で
は基準水位である T.P.84.371 ｍに換算した値を用
いている。
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Comment
中井

均

人間文化学部地域文化学科教授

本研究ノートは滋賀県立大学大学院博士課程後期
の中川永君と、博士前期課程の大西遼君、谷口哲也
君の３名による調査報告である。中川君は学内にお
いて琵琶湖水中考古学研究会を主催するとともに、
日本学術振興会特別研究員 DC を取得し、今回の報
告はその初年度の調査報告である。
修士論文のテーマとして扱った長浜市の西浜千軒
遺跡において今回柱・杭群を確認した。これらは方
位に纏まりがあるものの、坂田郡統一条里とは大き

く異なっているのが特徴であるという。地盤沈下で
あれば軸が大きく振ることはなく、西浜千軒遺跡の
生成を地盤のスライドと見た。一方、採集遺物を丹
念に分析し、４世紀以前から 16 世紀に至る遺物の
存在を確認できた。とりわけ８世紀と 12 世紀の遺
物量が多く、西浜千軒遺跡に２時期の画期が存在す
ることを明らかにした。
発掘調査を伴わない湖底調査で、柱・杭の軸方向
から遺跡の生成を考察した意義は大きい。

■『人間文化』編集・投稿規定■
【編集規定】
１．本誌は、滋賀県立大学人間文化学部の機関誌であって、原則として年２回発行する（10 月末、３月末）
。
２．本誌は、論文、研究ノート、翻訳、資料、講演記録、エッセイ、人間文化通信、その他で構成される。
３．本誌の掲載原稿は、投稿原稿と依頼原稿とからなる。
４．投稿資格者は、本学部教員、元本学部教員、人間文化学研究科院生、同修了者・単位取得満期退学者、
学部教員の依頼を受けた者および編集委員会が必要と認めた者とする。
５．投稿者の選定および原稿の掲載・修正等の措置は、編集委員会の決定による。
６．依頼原稿については、別途編集委員会で決定する。
【投稿規定】
１．本誌に発表する論文等は、いずれも他に未発表のものに限る。ただし、学会・研究会等で口頭で発表
したものについては、その限りではない。
２．投稿原稿の締切等は、次の通りとする。
・10 月末発行のとき、原稿の締切は８月末とする。
・３月末発行のとき、原稿の締切は１月末とする。
・投稿予定者は、投稿の意思をそれぞれ７月末および 12 月末までに、編集委員に伝えるものとする。
・なお、締切日までに原稿が提出されなかったときは、投稿を放棄したものとみなす。
３．人間文化学研究科院生は、
指導教員を通じて投稿意思を編集委員に伝え、
投稿するものとする。その際、
投稿原稿に必ず指導教員等のコメントを付すものとする（1,000 字以内）
。
４．投稿原稿の分量は、次の通りとする（日本語。日本語以外はそれに見合う分量とする）
。
・論文・研究ノート：24,000 字以内（図表等を含む）
。
・翻訳：20,000 字以内（図表等を含む）
。
・資料・講演記録：8,000 字以内（図表等を含む）
。
・エッセイ：4,000 字以内。
・人間文化通信・その他：その都度、編集委員会で決定する。
５．原稿は、ハードコピー（40 字× 40 行）と電子媒体で提出する。
［付記］
・この規定は 2012 年度より実施する。
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研究ノート

百済王氏の成立に関する
研究現況と課題
崔

恩

永

人間文化学研究科博士後期課程

１．はじめに
東アジアの情勢は、斉明６年（660）百済の滅亡
を皮切りに、高句麗の滅亡（668）、新羅の三国統一
（676）などによって大きく変化することになる。百
済の遺臣である鬼室福信は百済復興のため、人質と
してきていた王子豊璋の帰国及び援軍の派遣を要請
し１、日本（倭）もこの状況に巻き込まれる。白村江
の戦い（663）に敗北した後、復興運動が失敗に終わ
ると、百済遺臣たちは百済遺民たちとともに日本へ
亡命した。
朝鮮半島（韓半島）の中で新羅の勢力が安定する
と、日本は急変する国際情勢に対応するため、新羅
との交渉を再開し、国内では天皇を中心とする律令
体制国家を形成することになる。
このような状況で、百済復興の可能性が完全にな
くなった百済王族の善光（禅広）らも、そのまま日
本に定着するしかなかった。善光らは、持統朝に
くだらのこにきし
至って「百済王」という姓を賜与され２、彼とその
子孫は「百済王」を称することになった。
ここにいう「百済王」とは、百済国の王（王・地
位）を指す語ではない。「百済王」は、「くだらのこ
にきし」と読み、氏姓を意味する。この「王」は、
王位を意味するのではなく、日本の中での身分を示
カバネ
す表示としての「姓 」の一種である。また、この
「王」は、天武 13 年（684）に制定された「八色の姓」
とは、別に「百済王」・「高麗王」・「背奈王」などの
渡来系氏族のみに認められた３。
以降、「百済王」を称することになった善光の一
族は、日本律令国家体制の中で五位以上の官位を授
けられ、活発な活動をすることになる。
百済王氏の成立については、古代東アジアの中で
日本が中心に位置していたという「東夷の小帝国」
論の観点からみることが一般的である。
本稿では、まず百済王氏の始祖である善光の動向
を文献史料で確認し、既存の先行研究の現状を再検
討する。そして、疑問点を確認して「百済王」の姓
が賜与された時期と意義を再検討してみたい。

２．文献史料からみる百済王善光の動向
百済王氏は、百済の最後の国王であった義慈王の

王子である善光（禅広）を始祖とする氏族である。
百済王氏を理解するためには、百済王氏の始祖であ
る善光の動向を文献史料から確認する必要がある。
百済王氏に関する記録は、日本の文献である『日本
書紀』
・
『続日本紀』などから確認できる。百済王氏
は、他の渡来系氏族と比べて残っている記録が多い。
善光は、兄の豊璋とともに舒明３年（631）３月４
または、皇極元年（642）から２年（643）ごろ ５ に来
朝したと考えられている。このように善光の来朝時
期に対する理解が異なるのは、文献記録に来朝時
期が明示されておらず、『日本書紀』を編纂した当
時、様々な資料を引用して作成したからであると推
定される。
斉明６年（660）
、百済滅亡という大きな変化が起
き、豊璋は帰国して王になった。しかし、善光は
帰国せず日本に続けて滞在し、天智３年（664）から
難波に住むようになった６。この難波への移住記事
が、善光の名を確認できる最初の記録である。
天武３年（674）春正月、善光の息子である百済
王昌成が先だって死去し、小紫位に追贈された７。
昌成は死去する時、官位はなく、「薨」と記録され
た。翌年、天武４年（675）春正月、善光などが薬や
珍異なものを献上した８。朱鳥元年（686）９月、天
武の殯宮で諸臣と並んで、良虞が祖父善光の代理と
して誄をした９。
持統５年（691）正月、善光らにそれぞれの差に
よって官位と賜物が授与された 10。善光は、正広肆
になった。正月乙酉条、善光の封戸が百戸から二百
戸に増加された 11。持統７年（693）正月、善光に正
広参の贈位と賻物が与えられた 12。
また、敬福薨伝（766）13 には持統朝（藤原朝廷）
に、善光が「百済王」の号を受けたと記録されてい
る。この記事には、正確な時期は示されていない
が、善光の動向を推定する時、重要な資料となる。
このような善光と関連する史料を中心として、百
済王氏の成立を推定してみる。

３．百済王氏の成立に関する先行研究の検討
これまで日本の学界では、古代東アジアの国際関
係を通じて、日本古代国家の成立を理解しようとす
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る研究が進められてきた。このような研究は、日本
が中心に位置していたという「東夷の小帝国」論を
通じて、古代東アジアの国際関係を説明するのが一
般的である。したがって、日本国内に定着すること
になった善光とその一族の性格と存在意義も、この
ような理論を中心として展開されている。
そうして百済王氏は、７世紀後半、国際関係の変
化で古代日本が「東夷の小帝国」の位置を続けて維
持するため、すでに滅亡した「百済王権」の役割を
象徴する氏族として成立したと理解する見解が多い。
百済王族であった善光らは、持統朝に官位と「百
済王」の姓を賜与され、日本政権内の官人になる。
「百済王」という姓は「八色の姓」にも含まれず、
「王」が姓として賜与されたので、一般的な貴族や
官人とは異なる特殊な位置にあったと思われる。し
たがって、善光らはどのような理由で「百済王」を
姓として授与されたのか、そして、これはどのよう
な意義を持っていたのかについて確認する必要があ
る。また、善光らが官位と「百済王」を授与されて
いない時期、すなわち、天智から持統朝の初期ま
で、どのような地位であったのかも考えてみるべき
問題である。
このような問題を理解するため、百済王氏に関す
る先行研究を検討してみる。百済王氏の成立に関す
る先行研究は、次のようになる。
早くに百済王氏に注目した今井啓一氏 14 は「百済
王」賜姓の理由について、日本朝廷が亡命した百済
王族である善光とその子孫を特別に優遇したことに
よるとした。しかし、単に優遇するため、姓が賜与
されたとするのは根拠が足りない。その後の「百済
王」の賜与に対する研究は、以下のように展開され
ている。
利光三津夫氏 15 も「百済王」賜姓の理由を百済王
族の優遇のためからとみた。日本は、白村江の戦い
に敗北して以降、朝鮮半島への捲土重来を達成する
ための持ち駒として、義慈王の息子である善光の一
族を優遇し、ここで「亡命政権」が成立したと論じ
た。すなわち、日本は、当時、唐と新羅が百済・高
句麗の王族を利用して政権を樹立したことに対応す
るため、百済王族であった善光を利用して、唐と新
羅のような体制を作ろうとしたというのである。こ
の亡命政権成立の根拠になるのが、天智３年（664）
にあった「難波移住」である。善光らは、日本政権
から難波に封地を得て、ここに「百済亡命政権」が
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樹立され、善光をこの政権の王
（首長）
とすることに
よって百済が再建されたとみた。
以降、この亡命政権は新羅の三国統一によって、
半島の情勢が安定すると、その必要性が消えて、持
統朝に解消されたとみた。善光の一族は、天智か
ら持統朝の初期までに天皇の臣属ではなく賓客（客
分）として位置づけられ、百済遺民の統治・協力を
得るため利用する価値があった。また、彼らは「八
色の姓」の中にも含まれていなかった特別な存在で
あった。持統朝に至って、善光の一族は皇族に準ず
べき存在として、「百済王」の称号が氏姓として賜
与された。彼らが本国において称していた国王の称
である「王」を姓として賜与されたのは、破格的な
優遇であると理解されると、とらえた。
長瀬一平氏 16 は、白村江の敗戦以降、日本に亡命
した百済王族である善光の一族に対する「百済王」
の賜姓を「東夷の小帝国」論の構造と律令体制の成
立を中心に論を展開した。日本中心の「東夷の小帝
国」論によって、亡命百済王族は持統朝の初期まで
は「蕃客」すなわち「百済王権」として処遇されて
きたのである。これは、天武５年（676）条 17 にみえ
る「諸蕃人」や持統２年（688）条 18 にみえる「諸蕃
賓客」に該当するのが善光の一族しかないというこ
とで、
「蕃客」とみるのである。
しかし、白村江の敗戦以降「東夷の小帝国」の構
造が崩壊すると、これを再編化するためには日本は
新たな体制、すなわち、律令国家体制を成立させる
必要があった。そうして飛鳥浄御原律令の施行とと
もに、亡命百済王族には持統５年（691）ごろに官位
が授与され、善光が死去する以前に「百済王」が賜
姓されたのである。長瀬氏は、この賜姓の意味を、
今まで「蕃客」の位置にあった「百済王権」が「王
民｣ 化され、「百済王権」は日本天皇に対し従属し
奉仕すべきものとして位置づけられたと解釈した。
このような長瀬氏の意見は、
「百済王」
・
「高麗
王」
・
「背奈王」のような「王」姓を持っていた渡来
系氏族の性格変化と存在意義を比較検討した田中史
生氏 19 や、百済王氏の特性が時代によって政治・外
交・社会の影響を受けて変化したと論じた小宮山嘉
浩氏 20 などの研究者に受け入れられた。
大坪秀敏氏 21 は「百済王」の賜姓を持統朝の政治
動向と関連させて論じた。持統朝初期まで善光ら
は、旧百済王族として地位を温存・保護されてい
る反面、隷属する立場であった。持統５年（691）正
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月、善光らに官位が授与され、律令体制に組み込ま
れることになる。大坪氏は「百済王」の賜姓も、こ
の時期に行われた可能性が高いとする。
持統３年（689）から６年（692）までは、新羅使に
問題があって、新羅との正式修交が中断することに
なる。大坪氏は「百済王」の賜姓の背景を持統４
年（690）
、天武朝に中断された藤原造都の着手に関
連があったと想定した。この時期に藤原造都を決意
した理由は、新羅との対抗意識があったとみた。ま
た、日本の国威を誇示するため造都を決意した持統
朝が、新羅によって滅ぼされた旧百済王族に「百済
王」を賜姓し、その影響の下にあった技術集団の百
済系渡来人を統率して掌握・利用しようとしたもの
であったと論じた。
筧敏生氏 22 は、国際情勢の変化によって日本の大
国としての地位が危機が直面し、対外関係を再構築
することになったと論じた。すなわち、冊封体制の
原型である中国漢代の内臣・外臣制を利用して、古
代日本の構造を「帝国」として認識しようとした。
そうして「百済王」が賜与された旧百済王族であっ
た善光らを内臣に入れ、百済と対等な関係であっ
たと認識していた新羅は外臣に配置して、日本が
「東夷の小帝国」体制を維持したと理解した。ここ
で「百済王」は、善光の一族を称する集団的な呼称
で、この授与は彼らを日本王権の秩序の下に包摂し
て臣下にする意図を持っていた。これは、日本が白
村江の敗戦によって実際には半島を蕃国として従属
させられなかったが、善光らを利用して一時的には
その目的を達成したとするものである。
榊原聖子氏 23 は、持統朝に善光が「百済王」の呼
称を与えられたのは、百済系の帰化人を統率する役
割が、善光とその子孫に認められたことを示したと
論じた。すなわち、百済系の帰化人の能力の利用価
値を考えた日本政権は、彼らの協力を最大限に利用
するために善光に百済王の権威を残して、百済系の
帰化人の統率にあたらせたと理解した。そして、善
光の帰化は天皇より称号・位・食封など賜った持統
朝に完了し、天皇の臣下としての百済王氏が成立し
たとみた。
このように百済王氏の成立に関する研究は、日本
の古代国家の成立と国際情勢の変化を理解するため
に必要である。また、百済王氏は、百済系渡来人を
代表する氏族なので、韓国でも百済遺民の研究と新
羅が三国を統一した以降、変化した東アジアの状況

及び日本の対応を理解するため検討されている。
韓国の百済王氏の研究は、一般的に百済遺民の動
向と関連して検討されることが多かったが、宋浣範
氏 24 はこれまでの研究の結果を受けて、日本律令国
家を分析する素材として百済王氏を検討した。宋氏
も、東アジアの情勢変化や律令国家の形成によっ
て、善光の一族が「百済王」から百済王氏に位置づ
けられたと論じた。白村江の敗戦以降、対外関係が
変化し、日本には多くの百済遺民が流入する。持統
朝には、このような状況を解決するため、先進の統
治技術である律令体制を新たに日本に適応させた。
また、百済遺民を包摂するために、その代表的な存
在として認めていた善光の一族を利用した。
しかし、国際情勢が安定すると、善光の一族の存
在が重要ではなくなり、新たな秩序である律令国家
の成立とともに、彼らを天皇の秩序の下に入れて臣
下として変化させる。それで、善光の一族は「百
済王」としての実質的な権力を失って、持統５年
（691）に姓として百済王氏が形成され、日本に同化
したとみた。
宋氏は、律令体制を日本に適応させるため、百済
王氏のような統治技術が優れた渡来系氏族を利用す
ることが重要だと論じた。また、百済遺民は日本の
防衛施設の工事と集団移住を通じて共同意識を持つ
ようになり、このような状況は百済王氏が百済系氏
族の代表的な存在として機能する結果になったと論
じた。
一方、金恩淑氏 25 は、これまでの研究とは異なる
意見を展開した。まず、天智朝の善光は百済遺民を
日本に定着させる役割をしたと推定した。また、天
武殯宮の儀礼（686）を通じて、この時期までは善光
の一族が百済系渡来人を代表する存在として位置し
ていたとみた。
金氏は、持統以前の善光は「百済王」として待遇
を受けていたので、日本天皇のように氏姓がないと
論じた。しかし、持統５年（691）ごろになると、善
光は老衰し、百済復興の可能性は消えて、状況は変
化することになった。したがって、善光とその一族
は亡命生活をやめて、日本に定着する必要があっ
た。それで、善光らは官位を受けて日本の臣下にな
ろうとした。日本の臣下になるためには、日本の氏
姓が必要であるので、善光は「百済王」を氏姓とし
て使用したと論じた。
「百済王」の「王」は「八色
の性」よりも上位にあるもので、天皇が「百済王」
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の称号を授与したというのは、善光らを準皇族とし
て待遇したことを意味する。また、彼らは高い官位
を授与されたということから、破格的な優遇を受け
たと論じた。
これまで、百済王氏の成立に関する先行研究を確
認した。次は、これまで行なわれてきた研究を再検
討して疑問になることを考察したい。

４．先行研究の再検討
百済王氏は、文献資料で把握できない部分が多
い。それゆえ、文献資料をそのまま解釈するより
は、当時の国際情勢及び日本の内部状況の変化とと
もに理解することが必要である。先行研究の検討で
みたように、百済王氏の成立に対する研究は、律
令体制の成立過程を分析する際、重要な根拠資料と
なっている。
百済王氏の成立に関する研究で、最も大きな疑問
になるのは「百済王」という姓がいつ、どのような
理由で授与されたのかということである。
「百済王」は、同じ「王」を姓として使用してい
る渡来系氏族である「高麗王」や「背奈王」とは異
なり、姓が賜与された時期を明らかにできないの
で、他の記事から推定する必要がある。
まず、善光の一族の「百済王」姓の賜与を、敬福
薨伝（766）の記事と対応させて考えてみたい。敬福
薨伝によると、持統朝（藤原朝廷）に善光が「百済
王」という号を受けたと記録されている。この号
は、意味的に氏姓として解釈するのが通説である
が、あくまで原文では姓ではなく号として表記され
ている。したがって、この場合「百済王」の意味に
ついて疑問が提起されることがあるので注意が必要
である。
善光の一族は、持統５年（691）正月ごろに日本の
官位を授与されたと考えられる。また、善光らはこ
の時期までは、旧百済王族の本姓である「余」を
使用している。これは、彼らがこの時期までには
「余」を姓として維持していたと推定できる。善光
は、持統７年（693）正月に贈位されているので「百
済王」姓の賜与は、その以前に行われたのは間違い
ないと思う。したがって「百済王」を賜与された時
期は、おそらく持統５年（691）正月から７年（693）
正月以前に行われたと推定する。
以上で検討したように、氏姓として「百済王」が
授与されたのは持統５年（691）から７年（693）の間
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だと考えるが、「百済王」の表記はその以前の時期
である天智から持統朝初期にも登場している。こ
カバネ
の「百済王」は、持統朝の「百済王」の姓とは性格
が異なると思う。すでに言及した通り、持統５年
（691）まで善光らの本姓は「余」であり、天武朝に
制定された「八色の姓」にも含まれていないので、
カバネ
姓とは考えられない。したがって、持統以前の「百
カバネ

済王」は、日本政権から授与された姓ではなく、彼
らを称するものであったと推定される。すなわち
「百済王」は、地位を意味する呼称とみられる。
それでは、天智から持統朝初期に「百済王」と称
するようになった善光らは、日本の中でどのような
位置であったのか考える必要がある。善光は、兄の
豊章とともに人質として日本にきたが、百済の滅亡
以降にもこの地位を維持したとは考えられない。
このような「百済王」について利光三津夫氏は、
難波への移住から「百済亡命政権」が成立し、賓客
として待遇された善光が「亡命政権」の王になって
「百済王」と称されたとみた。しかし、長瀬一平氏
及び他の研究者は「蕃客」として「百済王権」を象
徴する存在として「百済王」と称されたとみた。
利光三津夫氏は、善光が「亡命政権」の王、すな
わち「百済王」として認められた根拠を次の通り提
示した。まず、①善光は、持統朝まで官位が授与さ
れなかった。天武２年（673）閏６月、百済遺臣であ
る沙宅昭明の死去について日本と百済の官位がとも
に授与されているが、この百済官位を授与した主体
を百済王とみた。②朱鳥元年（686）９月、天武の殯
宮で良虞が祖父善光の代理として誄をした。この儀
礼に参加した官人は、朝廷の重要な機関ないしは団
体を代表である。したがって、善光らも一つの団体
の代表、すなわち百済亡命政権の統率者として参加
した。③持統５年（691）正月、善光の封戸が増加さ
れている。この記事から、善光はそれ以前にすでに
百戸の封戸を授与されたと推定できる。当時、百戸
の封戸を与えられた者は、皇族あるいは大豪族に準
ずべき存在である。このような根拠によって、善光
は、日本から「百済王」として優遇される存在で
あったと論じた。
しかし、ここで生じる疑問点は、利光氏の意見の
ように「百済亡命政権」が本当に形成されたのかと
いうことである。これについて、筧敏生氏は次のよ
うな批判を展開した。まず、①善光らの難波への移
住は「亡命政権」の形成ではなく、土地を取得し、
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開発・定着したということである。②「亡命政権」
を構成するためには臨時にでも百済国王が必要不可
欠だが、善光が兄の豊章のように王に冊位された形
跡は確認されない。そして、③天武朝には、百済遺
民が日本政権によって近江と東国に移住させられて
いる 26。これは、善光が一つの権力として機能を有
していないこと、亡命政権として体制をなしていな
いことを示している。④天武朝 27 の時期には、善光
が百済官位を授与する主体ではない。⑤天智７年
（668）４月 28、熊津都督府から使者が来朝する。日
本は、この都督府の朝貢を百済のものとして承認し
たので、「亡命政権」の存在を認めるのは無理があ
る。
したがって、筧氏は善光らが自分らの独自な秩序
を形成できず、王権の体制を持っていないことを論
じた。すなわち、善光らは実際的に「亡命政権」を
形成せず、持統朝以前の「百済王」を「亡命政権」
の王として理解するのは、確かに難しいと思う。
一方、長瀬一平氏は、善光らを「蕃客」として、
または「百済王権」を象徴する存在として「百済
王」と称されたとした。しかし、この論について、
筧敏生氏は白村江の敗戦以降の善光の一族は実際的
に「百済王権」として独自の体制を持たなかったこ
とを指摘した。
それにもかかわらず、持統朝以前の善光らは、
他の百済系氏族とは異なる「百済王」と称される
ことができた特別な位置にあったと考える。天武
３年（674）春正月、善光の息子である昌成が死去し
た。この記事では、昌成の死去について「薨」と表
記している。これは、田中史生氏が指摘したように
「薨」は、百済国王や皇族または三位以上の貴族の
死去を意味している語である。無位である昌成の死
去について「薨」と記録していることは、この時期
の善光の一族が、皇族に準ずべき存在として認めら
れたと推定できる。こうした優遇は、善光が持統朝
以前に百戸の封戸を授与されたことからも確認され
る。
また、善光の一族は「八色の姓」に含まれず、
「王」と称されたというのが注目される。確かに、
天武朝に日本政権から官位を与えられ日本官人に転
換された百済遺臣とは異なって、善光らは持統朝ま
でには日本の官位を授与されなかったので、特別な
立場であったのは間違いない。
このように、善光らは百済が滅亡した以降にも日

本政権から皇族に準ずべき存在として優遇されてい
たことを確認することができた。ところで、持統朝
以前の「百済王」は、善光の個人的な呼称なのか、
でなければ旧百済王族を呼称する集団的な呼称なの
か疑問が生じる。記録からみると、「百済王」は善
光以外の息子の昌成や孫の良虞などにも確認でき
る。もちろん、追記の問題もあるが、善光が兄の豊
璋のように日本政権から正式に「王」と冊封されな
かったので、ここでは筧敏生氏が論じたように、旧
百済王族である善光の一族を意味する集団的な呼称
として理解しても問題ないと思われる。
これまで確認したように、旧百済王族であった
善光の一族は持統朝初期までには地位として「百
済王」称されていたが、持統５年（691）から７年
（693）の間に氏姓として「百済王」が授与されたと
考えられる。それでは、善光らがどのような理由か
ら「百済王」の姓を賜与されたのかについて考えて
みる。
今井啓一・利光三津夫氏は、亡命百済王族に対す
る「百済王」賜姓の理由を日本の優遇策と説明して
いる。しかし、どうして善光らの優遇の理由が賜姓
の形で出現するのかについて説明をされていない。
亡命百済王族に対する「百済王」賜姓の問題は、朝
廷の優遇策で解消できる性質のものではないので、
この部分を指摘した長瀬一平氏は、他の観点が必要
だと論じた。
すなわち、すでに国を失った百済王族に「百済
王」という姓が賜与されたのは、日本に「百済王」
と称される存在が必要であったと思う。それでは、
日本が彼らの存在が必要であった当時の背景を確認
してみる。
７世紀後半の東アジアは、百済の滅亡を皮切りに
国際情勢が急変する時期であった。白村江の戦いに
敗戦した日本は、多くの百済遺民の流入及び唐・新
羅との対立などで、国内・外の情勢が混乱した。
このような状況を安定させるため、日本は内部的
に天武朝の飛鳥浄御原令をもとに律令体制を成立さ
せ、古代国家を確立しようとした。
また、日本は自国が東アジアの中心に位置すると
いう構造として認識していたが、百済の滅亡及び熊
津都督府がなくなると、この認識を維持するのが難
しくなった。それで、外部的にも、自分の位置を新
たに再構築する必要があった。
したがって、律令体制の形成とともに、日本に滞
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在していた旧百済王族である善光の一族をこの体制
の秩序に入れて、地位として称されていた「百済
王」を氏姓として与えた。このような状況は、日本
政権の中に「百済王」または「百済王権」が天皇の
臣属として存在することになる。すなわち、形式的
に「百済王」が日本政権の体制の下に存在すること
になるのである。これは、日本がすでに滅ぼされた
国の王族を「王」と認め、変化した国際状況の中
で、自分の政治的な位置を高めたとしかみられない。
一方、大坪秀敏氏は「百済王」の賜姓の背景を持
統３年（689）から６年（692）までの新羅との正式修
交の中断とみている。持統４年（690）、天武朝に中
断された藤原造都が着手されて、百済遺民が持って
いた技術が必要であった。したがって、善光の統率
下にあった百済遺民を掌握・利用するため、「百済
王」の賜姓が行われたと論じた。榊原聖子氏も善光
らが、百済遺民を統率する立場にあったという見解
に同意する。
しかし、大坪氏が賜姓の背景として主張した新羅
との正式修交の中断は、約３年（689 ～ 692）程度の
短い期間なので、修交が再開された以降、技術を
持っていた百済遺民の必要性も、変化することにな
るとみられる。また、善光らは旧百済王族であるの
は間違いないが、ここではすでに百済が滅亡した以
後の時期なので彼らが百済遺民を統率する立場に
あったということは根拠が足りない。このような状
況で、善光らが統率者として日本政権から「百済
王」を賜姓されたとみられるのは無理があると思う。
一方、韓国の宋浣範氏の意見はこれまでの研究を
受けているが、金恩淑氏は、百済王氏の成立を善光
の一族の見方から説明しているのが注目される。し
かし、このような見方は、当時、国際変化及び日本
内部の状況が全く考慮されていない。すなわち、百
済が滅亡した以降にも「百済王」が存在した理由を
明らかに説明していないので、これに関する具体的
な根拠が必要である。
このように、百済王氏は、先行研究を再検討した
結果、国際情勢の変化と律令体制が成立する過程
で、善光の一族に日本の官位と「百済王」が氏姓と
して授与されて成立したとみられる。

５．百済王氏の成立に関する研究の課題
─「百済王」の表記からみる百済王氏
これまで確認したように、旧百済王族である善光
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の一族は百済が滅亡した後、地位として「百済王」
と称されたが、持統５年（691）から７年（693）の間
に「百済王」という姓が授与されて百済王氏として
成立した。
百済王氏は、百済が滅亡した以降日本に定着した
渡来系氏族であるが、その出身が百済の国王である
義慈王の王子である善光を始祖とすることと、
「王」
という姓として使っているということから、やはり
一般的な百済系の氏族とは異なる点が注目される。
そうして、これまでの研究からみると、当時、国際
情勢の変化と日本内部の政治的な状況から「百済
王」という存在が必要になって成立したとみている。
善光らの「百済王」授与の記録は、文献史料に
はっきりと現れていないので、ここでは百済王氏の
成立の過程を「百済王」の表記から確認したい。善
光らの「百済王」の表記を着目した理由は、同じ人
物及び時期でも表記が同一ではなく多様だというこ
とである。この表記に関する理解は、当時の政治的
な状況と位置を分析するための重要な資料になると
思う。
確かに、百済王氏は「王」という称号から考えて
も特別な立場であるのは間違いない。日本で「王」
を称していたのは、皇族以外に「百済王」
・
「高麗
王」
・
「背奈王」があった。しかし、
「高麗王」
・
「背
奈王」とは異なり、「百済王」は改姓されず続けて
この「王」の姓を維持した。それほど「百済王」
は、特殊な位置にいたとみられる。ここでは、
「百
済王」の表記を参考にして、善光らの立場の変化を
確認し、あらためて検討してみる。
表１をみると、名前の表記は少しずつ異なるが、
善光の一族の人名の前に「百済王」と表記されてい
る。一般的に考えるなら、「百済王」は百済の王を
意味するが、ここではすでに百済が滅亡した以降の
称号なので、他の見方が必要である。しかし、姓
として授与される以前、「百済王」と称していたの
は、百済国王の子孫及び百済王族の出身という概
念も含まれていると思う。また、日本の中で「王」
は、皇族を称する称号である。そうして、
「百済王」
と称された善光の一族も皇族に準ずる地位として優
遇されたという意見を参考する必要がある 29。
表１の１をみると、善光は「百済王善光王」と記
録されている。善光の名前の前に称されている「百
済王」の「王」以外に、名前の後ろにも「王」が表
記されるのは、１以外８の「豊璋王及禅広王」しか
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表１
番号

天智朝から持統朝までみえる善光の一族の「百済王」の表記
時期

表記

１

天智３年（664）３月

百済王善光王

２

天武３年（674）
春正月辛亥朔庚申（10）

百済王昌成薨。贈此小紫位。

３

天武４年
（675）
春正月丙午朔
（17）

百済王善光

４

朱鳥元年（686）９月丁卯（30）

百済王良虞・百済王善光

５

持統５年（691）正月己卯（７）

正広肆百済王余禅広・直大肆遠宝・良虞・南典

６

持統５年（691）正月乙酉（13）

正広肆百済王禅広

７

持統７年（693）正月乙巳（15）

正広参贈百済王善光

８

天平神護２年（766）
６月壬子（28）（敬福薨伝）

百済王敬福・豊璋王及禅広王・百済王昌成・郎虞

ない。１でみえる「百済王」は、百済が滅亡した
直後の表記なので、姓より地位としての百済王族
を意味する呼称と考えられる。また、８の「禅広
王」は、他の百済王族とは異なって「王」が名前の
後ろに表記されているので、一族の中で代表的な存
在として「王」が使用されたのではないかと思われ
る。しかし、実質的な百済の王とは思えない。なぜ
なら、善光は豊璋とは異なって、正式に百済の王に
冊封されたことがないからである。また、８の場合
は、他の記録より遅れて作成されたので、追記の問
題も考えなければならない。
２は、善光の息子である昌成の死去記事である。
ここで、昌成も「百済王」と記録されている。「百
済王」が百済の王の意味を持っているならば、旧百
済王族の中で代表的な存在である善光だけ「百済
王」を使用しなければならない。しかし、息子であ
る昌成も「百済王」と称されたというのは、「百済
王」が個人的な称号ではなく、集団的な称号と考え
られる。また、上ですでに述べたように、ここで無
位である昌成の死去を「薨」と記録されているの
は、旧百済王族に対する優遇が明らかに現れている
ものであると思う。
３は、善光の献上記事である。この記事を参考に
して、姓が授与される以前の善光と日本との関係や
位置を確認してみたい。この記事で善光は、官人及
び他国の人々とともに日本の天皇に薬や珍しいもの
を献上している。この時期まで善光は官人ではない
ので、記事でみられる官人とは地位が異なると考え
る。したがって、長瀬一平氏と田中史生氏が論じた
ように、他国を蕃夷と考え、善光も彼らと同じグ
ループに含めて、諸蕃人として処遇されたとみられ
る。すなわち、ここで善光が称されていた「百済
王」は旧百済王族を意味する地位として理解しても
無理はないと思う。一方、金恩淑氏はこの献上を昌

成の追贈に対する感謝とみた。しかし、このような
特殊な場合なら、他国のグループに含めて献上しな
かったであろう。ここでは、大坪秀敏氏が論じたよ
うに、善光らは旧百済王族として地位を温存、保護
されている反面、隷属する立場であったと考えても
問題ないと思う。
４は、百済王良虞が天武の殯宮で祖父善光に代っ
て、誄をした記事である。ここでも、
「百済王」の
称号が善光だけではなく、孫である良虞にも称され
ているので、善光の一族を意味する称号であること
をあらためて確認できる。この時期の良虞は、祖父
善光と同じくまだ官位を持っていなかった。これ
で、善光らがまだ官人として日本政権に編入されて
いないことを意味する。この儀礼に参加した人々
は、朝廷の重要な機関ないしは団体を代表であるの
で、善光らも一つの団体の代表、すなわち、旧百済
王族として参加したとみられる。しかし、彼らが百
済系氏族を統率した根拠は明らかに確認するのは難
しい。
５は、善光について「正広肆百済王余禅広」と表
記されている。この表記は、これまでとは異なっ
て、官位と旧姓である「余」が「百済王」ととも
に表記されている。したがって、ここでみえる「百
済王」は、姓ではないということは明らかな事実
である。すなわち、この時期には、日本の官位が与
えられたが、日本の姓はまだ授与されなかったと考
える。また、すでに確認したようにこの「百済王」
は、遠宝・良虞・南典にも用いられた称号と考えら
れ、ここで彼らの姓も「余」であると推定できる。
ここでも、「百済王」が善光の一族を指示するもの
と推定できる。
６は、５とは時期的な差がほとんどない。しか
し、ここでは、旧姓である「余」を確認できない。
これは、官位授与とともに善光らの姓が「余」から
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「百済王」として変化する時期であると推定する。
もちろん、「百済王」の授与の正確な時期は明らか
にし難い。しかし、８の記事と対応して、持統朝
（藤原朝廷）に「百済王」号が授与されたことを、
姓の授与と考えるなら、７の善光が追贈される以前
に行われたというのは間違いないと思う。
このような表記をもとに善光の一族の行動をみる
時、彼らは百済が滅亡した以降、すぐに日本の官人
として編入されず、時期をおいて徐々に変わったと
推定できる。これは、上で検討したように、新羅の
三国統一で百済復興の可能性が消え、日本律令体制
の成立で善光の一族が百済王族として続けてこの位
置を維持するためには状況が曖昧になったというこ
とを意味する。そうして、旧百済王族として地位を
維持していた善光らは日本政権から姓を授与された
とみられる。しかし、彼らが百済王族として他の百
済遺民や渡来系の氏族のなかで優位な地位になった
ことは間違いないが、統率する立場であったという
ことは断言し難い。

６．まとめ
百済王氏に関する研究は、現在残っている遺跡や
遺物も少ないので、文献資料を中心に行われてい
る。しかし、この文献史料は明らかに現われてい
ない部分が多いので、研究に困難がある。したがっ
て、先行研究の検討でみたように、文献史料をその
まま理解せずに、百済王氏が成立した状況を中心と
して展開する必要がある。
ここでは、百済王氏の成立に関する先行研究を検
討し、そこで生じた疑問点を再検討してみた。そし
て、百済王氏の成立の過程を文献資料の善光の一族
に対する表記から確認した。その結果、善光の一族
は百済が滅亡した以降、日本で旧百済王族として地
位を維持した。しかし、新羅の三国統一で百済復興
の可能性が完全に消え、日本は混乱した情勢の中で
古代国家として律令体制を成立されることになる。
このような状況の中で善光らも、持統朝に日本の官
位と「百済王」姓を授与されることになったのであ
る。
今回の課題として、善光らに関する「百済王」の
表記を検討した。ここでは、敬福薨伝の「百済王」
号を一般的な通説と同様に姓として解釈した。百済
王の成立時期は、持統朝であることは間違いないと
思う。しかし、この号は通説のように姓と認めるに
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は不明な部分が多い。この号をそのまま利用しても
良いのか、この意義に対してあらためて検討してみ
ることが必要であると思われる。そして、記事から
確認したように、善光らの人名表記には一貫性がな
く、様々に表記されている。この表記にも意味があ
ると思うので、分析する必要がある。
残念ながら、ここでは百済王氏と百済系氏族との
関係について明らかにできなかった。百済系氏族は
様々な技術を持っており、日本でも利用された。こ
れらに対してさらに検討した後、百済王氏との関係
を確認してみたい。これについては、次の課題に残
す。
義慈王（31代百済国王）
（－660）
豊璋（余豊、豊璋王）
		

善光（禅広）
（－693）

		
		

昌成
（－675）

		
		

良虞（郎虞）
（－737）

		
		

敬福（３男）
（698 ？－766、死去69歳）

図１ 『続日本紀』天平神護２年６月壬子条百済王
敬福薨伝による系図

注
１ 『日本書紀』斉明天皇六年（六六〇）冬十月。百
済佐平鬼室福信、遣佐平貴智等、来献唐俘一百余
人。今美濃国不破・片県二郡唐人等也。又乞師請
救。并乞王子余豊璋曰、〈或本云。佐平貴智・達
率正珎也。
〉唐人率我螯賊、来蕩揺我疆場、覆我
社稷、俘我君臣。〈百済王義慈、其妻恩古、其子
隆等、其臣佐平千福・国弁成・孫登等、凡五十
余、秋於七月十三日、為蘇将軍所捉、而送去於唐
国。蓋是無故持兵之徴乎。
〉而百済国、遥頼天皇
護念、更鳩集以成邦。方今謹願、迎百済国遣侍天
朝王子豊璋、将為国主、云云。詔曰、乞師請救、
聞之古昔。扶危継絶、著自恒典。百済国、窮来帰
我、以本邦喪乱靡依靡告。枕戈嘗胆。必拯存救、
遠来表啓。志有難奪。可分命将軍百道倶前。雲会
雷動、倶集沙喙、翦其鯨鯢、紓彼倒懸。宜有司具
為与之、以礼発遣、云云。
〈送王子豊璋及妻子与
其叔父忠勝等。其正発遣之時、見于七年。或本
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云、天皇、立豊璋為王、立塞上為輔、而以礼発遣
焉。〉
２ 『続日本紀』天平神護二年（七六六）六月壬子
（二十八）
。
（敬福薨伝）刑部卿従三位百済王敬福
薨。其先者、出自百済国義慈王。高市岡本宮馭宇
天皇御世、義慈王遣其子豊璋王及禅広王入侍。泪
于後岡本朝廷、義慈王兵敗降唐。其臣佐平福信、
剋復社稷、遠迎豊璋、紹興絶統。豊璋纂基之後、
以譛横殺福信。唐兵聞之、復攻州柔。豊璋与我救
兵拒之、救軍不利。豊璋駕船、遁于高麗。禅広因
不帰国。藤原朝廷賜号曰百済王。卒贈正広参。子
百済王昌成、幼年随父帰朝。先父而卒。飛鳥浄御
原御世、贈小紫。（後略）
３ 利光三津夫「百済亡命政権考」『律令制とその
周辺』 慶応義塾大学法学研究会 1967
長瀬一平「白村江敗戦後における「百済王権」
について」『千葉史学』６ 千葉歴史学会 1985
筧敏生「百済王姓の成立と日本古代帝国」『日
本史研究』317 日本史研究会 1989
田中史生「「王」姓賜与と日本古代国家」『国史
学』152 国史学会 1994
田中俊明「百濟王敬福をめぐる問題」『백제
와 유민』백제학회 2011
４ 『日本書紀』舒明天皇三年（六三一）三月庚申朔
（一）。百済王義慈入王子豊章為質。
『続日本紀』天平神護二年（七六六）六月壬子
（二十八）
。
（敬福薨伝）
（前略）出自百済国義慈
王。高市岡本宮馭宇天皇御世、義慈王遣其子豊璋
王及禅広王入侍（後略）
５ 『日本書紀』皇極天皇元年（六四二）夏四月丙戌
朔癸巳（八）。太使翹岐将其従者拝朝。

９ 『 日 本 書 紀 』 朱 鳥 元 年（ 六 八 六 ）九 月 丁 卯
（三十）
。是日、百済王良虞、代百済王善光而誄
之。次国々造等随参赴各誄之。仍奏種々歌舞。
10 『日本書紀』持統天皇五年（六九一）正月己卯
（七）。賜公卿飲食衣裳。優賜正広肆百済王余禅
広・直大肆遠宝・良虞与南典、各有差。
11 『日本書紀』持統天皇五年（六九一）正月乙酉
（十三）。増封、（中略）正広肆百済王禅広百戸、
通前二百戸（後略）
12 『日本書紀』持統天皇七年（六九三）正月乙巳
（十五）
。以正広参贈百済王善光。并賜賻物。
13 『続日本紀』天平神護二年（七六六）六月壬子
（二十八）。（敬福薨伝）
（前略）出自百済国義慈
王。高市岡本宮馭宇天皇御世、義慈王遣其子豊璋
王及禅広王入侍（後略）
14 今井啓一『百済王敬福』 綜芸舎 1965
15 利光三津夫「百済亡命政権考」『律令制とその
周辺』 慶応義塾大学法学研究会 1967
16 長瀬一平「白村江敗戦後における「百済王権」
について」
『千葉史学』６ 千葉歴史学会 1985
17 『日本書紀』天武天皇五年（六七六）九月戊寅
（十三）
。百寮人及諸蕃人等、賜禄各有差。
18 『日本書紀』持統二年（六八八）冬十一月乙卯朔
戊午（四）
。皇太子率公卿・百寮人等与諸蕃賓客、
適殯宮而慟哭焉。於是奉奠、奏楯節舞。諸臣各挙
己先祖等所仕状、逓進誄焉。
19 田中史生「
「王」姓賜与と日本古代国家」
『日本
古代国家の民族支配と渡来人』 校倉房 1997
20 小宮山嘉浩「百済王氏の特性とその変質」『学
習院史学』45 学習院大学史学会 2007
21 大坪秀敏「百済王賜姓に関する一考察」
『国史

『日本書紀』皇極天皇二年（六四三）夏四月庚子
（二十一）。筑紫大宰馳騨奏曰。百済国主児翹岐弟
王子、共調使来。
『日本書紀』皇極天皇二年（六四三）是歳。百済
太子余豊、以密蜂房四枚、放養於三輪山。而終不
蕃息。
６ 『日本書紀』天智天皇三年（六六四）三月。以百
済王善光王等居于難波。
７ 『日本書紀』天武天皇三年（六七四）春正月辛亥
朔庚申（十）。百済王昌成薨。贈此小紫位。
８ 『日本書紀』天武天皇四年（六七五）春正月丙午
朔（十七）
。大学寮諸学生・陰陽寮・外薬寮、及
舎衛女・堕羅女・百済王善光・新羅仕丁等、捧薬
及珍異等物進。

学研究』13 龍谷大学国史学合同研究室 1987
筧敏生「百済王姓の成立と日本古代帝国」『古
代王権と律令国家』 校倉書房 2002
23 榊原聖子「帰化人の研究─特に百済王氏を中心
として─」『皇學館論叢』第 28 巻第３号 皇學館
大学人文学会 1995
24 宋浣範「東아시아세계속의「百済王氏」의성
립과 전개─일본율령국가를 분석하는 소재
로서─」『百済研究』44 忠南大学校百済研究
所 2006
25 金恩淑「日本律令国家의百済王氏」『百済遺民
들의活動』 충청남도역사문화연구원 2007
26 『日本書紀』天智天皇四年（六六五）二月是月。
22
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（前略）復以百済百姓男女四百余人、居于近江国
神前郡。
『日本書紀』天智天皇五年（六六六）是冬。京都
之鼠、向近江移。以百済男女二千余人、居于東
国。凡不択緇素、起癸亥年、至于三歳、並賜官
食。倭漢沙門知由、献指南車。
『日本書紀』天智天皇八年（六六九）是歳。遣小
錦中河内直鯨等、使於大唐。又以佐平余自信・佐
平鬼室集斯等、男女七百余人、遷居近江国蒲生
郡。又大唐遣郭務悰等二千余人。
27 『日本書紀』天智天皇四年（六六五）二月是月。
勘校百済国官位階級。仍以佐平福信之功、授鬼室
集斯小錦下。〈其本位達率。〉（後略）
『日本書紀』天智天皇十年（六七一）正月是月。
以大錦下授佐平余自信・沙宅紹明。〈法官大輔。〉
以小錦下、授鬼室集斯。〈学職頭。〉以大山下、授
達率谷那晋首〈閑兵法。〉・木素貴子〈閑兵法。〉・
憶礼福留〈閑兵法。
〉・答炑春初〈閑兵法。〉・炑
日比子賛波羅金羅金須〈解薬。〉・鬼室集信。〈解
薬。〉 以 小 山 上、 授 達 率 徳 頂 上〈 解 薬。〉・ 吉 大
尚〈解薬。〉許率母〈明五経。〉・角福牟。〈閑於陰
陽。〉以小山下、授余達率等五十余人。
『日本書紀』天武天皇十四年（六八五）二月庚辰
（四）。大唐人・百済人・高麗人、并百四十七人賜

爵位。
28 『日本書紀』天智天皇七年（六六八）夏四月乙卯
朔庚申。百済遣末都師父等進調。
29 金善民「일본고대국가와 백제왕씨」
『日本歴
史研究』26 일본사학회 2007
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Comment
田中

俊明

人間文化学部学部長

崔恩永さんは、本学の地域文化学専攻博士後期課
程に入学して４年目を迎えた学生である。韓国の公
州大学校大学院文化財保存科学科で、修士論文「百
済熊津時代の蓮華文瓦当に関する研究」を提出して
から、日本語研修を経て本学に入学した。もともと
考古学を学んでいたのであるが、わたしのもとへ留
学する目的は、百済系渡来人の研究を進めることで
あり、わたしは７世紀半ば以降、つまり百済滅亡後
の亡命百済王族・貴族を中心にすることを勧めた。
それは考古学の立場で追究すべき課題もあるが、文
献にもとづいた研究が主体である。そこで大きなと
まどいや、方法が変わることによって新たに習熟し
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ないといけないことが多くあった。日本語の文献史
学の論文を読みこなすことも苦労の対象であった。
今回発表の論考は、研究ノートというべきものであ
るが、そうした苦労の結果の習作である。考古学の
立場で、と言ったが、７世紀後半以後、百済系王
族 ･ 貴族に関わる遺構で、百済系の瓦等が出土する
例はほとんどない。しかしそのことを改めて確認し
ておく必要がある。その上で、別の観点で、考古学
が活かせる要素を見いだすことができるかも知れな
い。そうであれば、考古学の素養が生き、文献学の
方法も身につけた有効な視座を得ることができるか
も知れない。今後に期待したいと思う。

■編集後記■

大溝祭り

『人間文化』36 号をお届けいたします。今号も多く
の方から論文・研究ノートを投稿いただき、地域文化
研究を中心として充実した内容の号とすることができ
ました。
前号（35 号）には多くの方から論文・研究ノート
等を投稿していただいたため、ページ数、予算とも予
定を大幅に超えてしまいました。そこで、編集委員会
での協議の結果、その原稿の半分ほどを今号へ掲載さ
せていただくことになりました。投稿された方のご理

５月３日、４日に高島市勝部周辺でおこなわれる大溝祭りは
湖西を代表する春の祭りである。大溝は近世、織田氏、分部氏
の城下町として栄えたが、町の西側の山中にある日吉神社の大
祭としておこなわれるのが大溝祭りである。
大溝祭りでは勇・龍・
湊・巴・寶の５組がそれぞれ曳山をひいて町内を練り歩くこと
が大きな特色となっている。３日の宵宮では夕刻から各曳山が
ゆっくりと町内を進む。日が暮れると提灯には火がともされ町
は幻想的な雰囲気に包まれる。翌４日の朝、曳山はかつての陣
屋の門であった総門で集合し、日吉神社階段下の広場へと進む。
神社からは急な階段を若者たちによって神輿がかつぎおろされ
る。みこしはこのあと琵琶湖に面した御旅所へと向い、曳山は
再び町内を巡幸する。農耕のはじまる前に山から神を里へと下
ろし、領域内の町や田畑、湖を祝祭してまわる予祝の祭りであ
る。

市 川 秀 之

解とご協力を深く感謝申し上げます。
最後に『人間文化』編集委員の新メンバーをご報告
させていただきます。昨年から引き続き地域文化学科
の石川先生、人間関係学科の松嶋先生、そして私が担
当するほかに、新たに生活栄養学科の佐野先生と生活
デザイン学科の藤木先生が仲間に加わりました。この
メンバーで、今年度秋の号（37 号）と春の号（38 号）
も編集を担当いたしますので、よろしくお願いいたし
ます。今後とも皆様の活発な投稿をお願いいたします。
（ジョン リピー）
編集委員■
石川慎治・佐野光枝・藤木庸介・松嶋秀明・ジョン リピー
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