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滋賀県は琵琶湖を真ん中に四方はなだらかな山並
みに囲まれ、その取り巻くふもとに暮らしている。
その山の数は50近くある。自然崇拝・祖霊信仰の対
象となってきた。この素描の山は「小岳山」という。
東近江市日野町鎌掛の友人のアトリエから見る峠道
である。
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人間文化学部

二

学部長

あと半年余りで平成という元号も終わる。元号制度には何の思い入れもないが、一つの
時間の単位として、なんとなく馴染んでいる。あるマスコミの企画で、平成に起きた出来
事として、国内では平成23年（2011）３月の東日本大震災、平成７年（1995）１月の阪神・
淡路大震災、同３月のオウム真理教地下鉄サリン事件が上位３位にランキングされてい
た。さほど違和感のない評価であろうが、平成７年４月には本学が開校している。最初か
ら在籍した教員にとっては、１月に発生した阪神・淡路大震災の混乱が続くなかで、サリ
ン事件も起きるという、あわただしい状況下での開学だったのである。
平成の間に処理したかったのでは、という識者のコメントがあったように、教祖麻原彰
晃をはじめ、一連のオウム真理教事件の中心メンバー 13人は、今年７月すべて処刑され
た。筆者は麻原と同年代で、講演会のビラも見たし、着ぐるみで踊る選挙活動に遭遇し
て、何だこの連中は、と思った記憶もある。なぜあれだけ多くの人々が引き込まれてし
まったのか、マインドコントロールや神秘体験など、さまざまに論じられてはいるもの
の、未解明な部分は多く、釈然としない思いも残る。
集団・組織と人間の関係ということでは、カルト集団の危険性が強調される一方で、既
存の社会集団の脆弱性が指摘され、格差や分断、ハラスメントなど、さまざまな問題が現
れてきた。原発事故を含めた二つの震災は、エネルギー問題や温暖化・災害の多発などと
ともに、自然との関係を見直す重要なきっかけとなった。平成という時代は、人間や自然
との関わり方が大きく変わる時期だったのであろう。その中で展開してきた人間文化学部
であるが、十分に対応できているのか、あらためて問い直されることになると思う。
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論文

人間文化 , vol.45, pp. 2-11（2018）

伝統産地の特性と活動についての研究
─彦根仏壇産地の事例─

大

橋

松

貴

滋賀県立大学博士研究員

１．問題の所在

ついてみていく。前者は、彦根仏壇の潜在能力（主

わが国には、
「地域の歴史や文化を色濃く反映

に製造工程の側面からみた模倣困難性）について探

し、数百年にわたって生き続ける地場の伝統的な

索するものであり、後者は産地が近年における厳し

産業の集積地（伝統産地）」が存在している（山田 ,

い状況を打開すべくどのような活動を行っているの

2016:183）
。それらの集積地では、長い年月をかけ

かについて確認するものである。

て築き上げられた固有の有形無形の資産が存在して

以下、本稿の構成について述べる。第２章では、

おり、ほかの地域が模倣することは困難である。そ

クラスター概念に関する先行研究をもとに、本稿に

のため、このような地域は産地の発展という観点か

おけるクラスター概念について検討する。第３章で

らみて高い潜在能力があると考えられる。本稿では

は、彦根仏壇産地および彦根仏壇の概要についてみ

仏壇産業で知られる彦根仏壇産地を取り上げ、産地

ていく。第４章では、彦根仏壇産地で行われている

の特性と活動について概観する。

さまざまな活動について確認する。第５章では、結

彦根仏壇産地でつくられる仏壇は「彦根仏壇」と
よばれ、その歴史は350年以上にもおよぶ。彦根仏
壇のはじまりについては、諸説あるものの、一説に

語と今後の課題について述べる。

２．本稿におけるクラスター概念の検討

よれば江戸時代中期ごろに塗師や武具師、細工人な

クラスターとは、もともと「ぶどうの房のような

どの職人が仏壇屋へ転身したことであるといわれて

『塊』
」を示すものである（石倉 , 2003:12）。クラス

いる（中村監修 , 1962:111）。他産業から仏壇産業へ

ター概念の提唱者である Porter は、クラスターを

と転身した職人たちは彦根藩の強力な庇護を受け、

「ある特定の分野に属し、相互に関連した、企業と

彦根城下町の南西部に位置する七曲がり地域で活動

機関からなる地理的に近接した集団」と定義してい

することで彦根仏壇産地は発展への道を辿っていっ

る（Porter, 1998=1999:70）
。

た。しかしながら、近年ではライフスタイルや価値

本稿では、この Porter の定義に関し、次の点に

観の変化などの要因により、彦根仏壇産地における

ついて検討する。それらは、⑴特定の分野（以下、

一般的な仏壇の需要は減少傾向にある。さらに、

クラスターの産業分野）、⑵相互に関連した企業と

安価な海外製品の品質が向上してきているなどの

機関（以下、クラスターを構成するアクター）、⑶

要因もあいまって、彦根仏壇産地の売上はピーク

地理的な近接（以下、クラスターの範囲）
、の３点

時の半分程度にまで落ち込んでいる（彦根市役所 ,

である２）。

2012:23）
。しかしながら、彦根仏壇はその高い品質

まず、⑴のクラスターの産業分野についてみて

や技術が認められていることも事実である。実際に

いく。金井（2003:48）が述べているように、クラス

彦根仏壇は、わが国の仏壇業界ではじめて鹿児島県

ターの産業分野とは伝統的な産業分野を意味しな

の川辺仏壇とともに伝統的工芸品の指定を受けてお

い。彦根仏壇産地をクラスターという観点からみて

り（上野輝将ほか６人 , 2015:545）、製品としての潜

みると、仏壇・仏具といった分野がその中心的存在

在能力の高さを証明している。また、産地では近年

ではあるものの、それ以外にも寺社仏閣・文化財の

における厳しい状況を乗り切るため、さまざまな活

修復関係調査研究など、仏壇に関する技術をいかし

動を行っている。

た活動も行っており、
「仏壇を中心とした産業分野」

これらの内容から、本稿では「彦根仏壇の製造プ

ととらえることができる３）。

ロセスおよび彦根仏壇産地におけるさまざまな活

次に⑵のクラスターを構成するアクターについて

動」について明らかにすることを主たる目的とす

みていく。Porter によれば、クラスターは当該産

る。彦根仏壇の製造プロセスについては主に各工程

業に関する企業だけでなく、大学、シンクタンク、

の特徴を、活動については新しいデザインの仏壇

職業訓練機関、規格制定団体などの多様なアクター

（以下、創作仏壇１））開発や産地振興に関わる活動に

が含まれている場合が多い４）。ここでは、彦根仏壇
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産地において仏壇の製造・販売などを行っている企

ずしも均衡しているわけではなく、「産地振興をめ

業に加え、業界団体である彦根仏壇事業協同組合や

ざす組合８）活動の指導権を商部がリードし、企業規

NPO 法人「彦根仏壇伝統工芸士会」、地元の滋賀県

模の零細な工部がそれに従うという構図がしばしば

立大学（彦根市）など、彦根仏壇に関連するさまざ

見られる」としている（面矢 , 2015:3）
。また、面矢

まなアクターについてもクラスターを構成するアク
ターととらえることにする。

（2015）は彦根仏壇産地の現状についても述べてお
り、伝統的工芸品の仏壇製造技術に優位性がある一

最後に、⑶のクラスターの範囲についてみてい
く。Porter はクラスターの範囲について、必ずし

方で、普及品の小型低額仏壇の生産には向かないと
いう課題を抱えていることについて指摘している９）。

も行政上の区分と一致するわけではなく、さまざ
まな事情によって変化すると述べている５）。この点

3.2彦根仏壇の概要

を検討するにあたり、原田（2013）の地域概念が参

一般に、彦根仏壇の製造は工部七職と呼ばれる職

考になる。原田は地域という概念を「ある特定化さ

人により行われる。それに対し、仏壇店は職人が

れた区画としてのコンテンツではなく、いかなる次

作った部品の検品や最終工程である組立作業などを

元の区画を設定しても何らかの価値を創出するため

行う。ここでのポイントは、職人（工部）は各自の

の仕掛けを示す区画であり、ある種の価値創出装

仕事に専念する一方で、仏壇店（商部）は品質管理

置というコンテクストである」としている（原田 ,

（検品など）を含む仏壇製造の全体的なプロセス管

2013:7）
。この原田の地域概念を本稿のクラスター
（彦根仏壇産地）の範囲にあてはめた場合、「彦根仏

理を担っている10）という点である。彦根仏壇の各工

壇産地という価値を生み出している区画」という点

日）
、宮殿（30日）
、彫刻（60日）
、本体塗り（30 ～ 100

がポイントになる。これは彦根仏壇産地がそのまま

日）
、小物塗り（15 ～ 45日）
、金箔・金粉（10 ～ 45

彦根市を指すものではないことを意味している。実

日）
、金具（60日〔金メッキを含む〕
）
、蒔絵（10 ～ 30

際に彦根仏壇事業協同組合に加盟している組合員に

日）
、組立（10 ～ 20日）となっている11）。ただし、実

ついてみてみると、その大半が彦根市で活動してい

際には同時に行う工程もあるため、各工程の作業期

るものの、近隣の米原市、長浜市、東近江市などに

間の和が仏壇の製造期間というわけではなく、一般

活動拠点を置いているものも存在する 。これらの

的には完成に７ヵ月～１年ほど要するという点には

点を踏まえ、ここでは彦根仏壇産地（クラスター）

注意が必要である12）。また、各工程の作業期間をみ
てみると、最も時間を要するのが塗装（本体塗り、

６）

の範囲を彦根市を中心とした（行政区分ではない）
範囲ととらえることにする。

３．彦根仏壇産地および彦根仏壇の概要

程における作業期間についてみていくと、木地（60

小物塗り）であり、木地、金具、彫刻がそれに続い
ていることがわかる13）。続いて、工部七職の各工程
について主に技術や材質の側面から確認する14）。

本章では、最初に彦根仏壇産地の特徴と現在の状
況について確認したうえで、彦根仏壇について概括

一般消費者・小売店

↓

する。
3.1彦根仏壇産地の特徴と現状
面矢（2015）は、彦根仏壇産地の特徴について、
産地における各事業体の規模の側面から述べてい
る。それによると、彦根仏壇産地では大きく工部
（仏壇の各部を作る職人）と商部（組立／販売業者）
により構成されており、前者の大半は個人や従業員
が５人以下の小規模経営であるのに対し、後者は
個人業者はあるものの、従業員100人以上の企業が
２社、50 ～ 100人以下の企業が２社存在する７）。ま
た、彦根仏壇産地における工部と商部の勢力比は必

↓

↓

錺 金 具

↓

メッキ等

↓

宮

仏壇店

殿

↓
↓

蒔

↓

↓

彫

↓

刻

↓

木

塗装（漆塗り）
絵

↓

組立（仏壇店）

地

↓
↓

金箔押し

↓

↓

仏壇店

↓

一般消費者・小売店

図１ 彦根仏壇の製造工程
※当該図は井上仏壇店提供資料をもとに筆者が作成。
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［木地］

は、漆は古来から塗料や接着剤として用いられてお

欅、檜、杉などの木材を用途別に選別し、仏壇

り、その芸術性や実用性という側面から高い評価を

の本体を製造する工程である 。木地の工程では設

受けてきた物質である。そのため、彦根仏壇産地に

計図の役割を果たす「杖（定規ともいう、以下杖）」

おいても伝統的工芸品22）や彦根仏壇組合合格壇23）に

が必要になる 。ここでいう杖とは「発注者の注文
に応じた寸法（巾、高さ、奥行き、各部分の実寸）

ついては天然漆手塗りであることが必要要件である
とされている24）。

15）

16）

に物指を用いて一本の白木（２センチ角材）に墨で
目盛りを打ち全体の寸法を定め」たものである（彦
根仏壇事業協同組合・彦根仏壇史編纂委員会編集 ,

［金箔押し］
金箔押しの工程では、職人が３寸６分（約119㎠）

1996:3）
。なお、この工程では、職人は釘を使わな

と４寸２分（約147㎠）の金箔を１枚ずつ箔押し漆の

い「ほぞ組み」という方法で仏壇の本体を組み立て

うえに押しつけ、張り合わせていく25）。また、小物

ていく。次に木地の材質についてみていく。

については、カミソリ（日本カミソリ〔通称、漆師

木地の材質については、無垢材か合板（ベニヤ

小刀〕）で切り、竹製のピンセットで押しつける（長

板）のどちらが用いられているのかという点がポイ

谷川嘉和 , 2012:319）
。彦根仏壇を製造する場合、仏

ントになる。無垢材は「森林から伐採された丸太か

壇1本に、1,000枚以上もの金箔が使用される26）。次

ら製材して木取りした」ものであり、合板は「材木

に、金箔押しの工程についてみていく。金箔押しの

を薄く削った単板を木目が交差するよう奇数枚接着
剤で貼り合わせた板」のことを指す17）。無垢材は希

工程は、大きく「天然漆での金箔押し」と「代用液
での金箔押し」に分類される。前者は金箔押し用の

少価値があり、耐久性も実証済みである。それに対

天然漆を使用するのに対し、後者は代用液を使用す

し、合板は多くの仏壇で使用されているものの、耐

る。また、天然漆を用いて金箔押しの工程を行うに

久性は未確定な部分がある。ただし、加工や塗りと

は、漆の調合やふき取りなどの点で高度な技術を必

いった作業を行う場合には無垢材のほうが合板より

要とする。そのため、希少価値が高く、主に高級仏

も難しいため、一概にどちらが優れているとはいえ

壇を製造する際に行われる工程である。一方、代用

ないのが現状である18）。

液を用いた金箔押しは比較的手軽に行うことがで
き、量産仏壇を製造する際に行われる工程である。

［塗装（漆塗り）］

なお、金箔押し工程と金箔との関係についてみてみ

仏壇の製造工程のなかで最も工程期間が長く、

ると、天然漆での金箔押し工程は縁付け金箔と相性

重要とされているのがこの塗装（漆塗り）の工程で

が良く、代用液を用いた金箔押し工程は断ち切り金

ある19）。ここでは、塗装工程について確認したうえ

箔27）と相性が良い28）。

で、代表的な塗料である漆と仏壇との関係について
概観する。

［金具〔錺金具〕
・メッキ］

塗 装 工 程 に つ い て は、 大 き く 天 然 漆 手 塗 り と

真鍮、銅、銀などを用いて彫金（手彫りや手加

樹脂塗料のスプレー吹き塗装（以下、スプレー塗

工）により、仏壇の装飾金具を造る工程である29）。

装）に分類される。前者は漆の木から採取した天

ここでは、彦根仏壇に用いられる金具の種類につい

然漆（100%）を使用するのに対し、後者は天然（カ

て確認する。彦根仏壇に用いられる金具は、手彫り

シュー）または化学（ウレタンなど）樹脂を成分とし

金具、電気鋳造金具（以下、電鋳）、プレス金具が

た塗料をシンナーで薄めて使用する工程である。天

ある。手彫り金具とは「仏壇木地を採寸し、それ

然漆塗りは、スプレー塗装に比べ高度な技術が必要
であり、深みのある色艶が特徴でもあることから価

に合わせて、人の手で、真鍮や銅の地金に鏨（たが
ね）を金槌で打って、彫りや模様を入れた金具」の

値が高い20）。

ことである30）。電鋳とは「優れた手彫り金具（主に

次に、漆と仏壇との関係についてみていく。三田
村によれば、漆とは「漆科植物（Anacardiaceae）内

地彫り金具31））を基型にして、塩化ビニール樹脂で
型を取り、電気溶解した銅をそこに付着させること

のうるし属植物に傷をつけた際に、にじみ出る樹

によって造られる金具」のことである32）。そして、

液」のことを指す（三田村 , 2005:39）21）。わが国で

プレス金具とは「優れた手彫り金具（主に手彫り金
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具、鋤彫り金具、透かし金具）を基型にして、金型

金箔直しができるように分解可能な構造になってい

を作り金属では比較的やわらかい銅地金に５～６回

る42）。また、宮殿の金箔を押す部分については、安

に分けて、70 ～ 300トンの圧力をかけて造られた金

価な仏壇の場合は正面に、高価な仏壇の場合は正面

具」のことである33）。

に加え、側面にも金箔押しの作業を施す。そして、

メッキについては、一般的に金メッキ（艶有）と消
し金メッキ（艶を消したもの）があり、現在では消し

さらに高級な仏壇になると、宮殿に黒の艶消し漆を
塗り、三方に金箔を押すという作業が行われる。

金メッキを使用することが多くなってきている34）。

なお、近年では、外国産（主に中国）のものが多く
なってきており、塗装や金箔押しの工程を経たもの

［蒔絵］
彦根仏壇の蒔絵はその豪華さが特徴であるとされ
ている。蒔絵の工程は、最初に硫おうまたは漆を用

まで輸入されている。ただし、これらの製品は安価
ではあるものの、国産のものに比べ精密さの点で、
劣っているとされる43）。

いて下絵の図柄を描く。次に下盛りや漆を塗りこむ
ことで調整し、金粉などを蒔く。そしてそのうえに

［彫刻］

青貝を入れたり、研いだり、磨いたりすることで仕

この工程では、仏壇の装飾部にのみや小刀を用い

上げの線を描いていく35）。次に、蒔絵の技法につい

てさまざまな図柄（花、羅漢、天人、菩薩など）のデ

て確認する。仏壇に用いられる蒔絵の技法は、一般

ザインを彫り上げていく44）。彫刻師は、下絵を描き、

的に印刷蒔絵と手描き蒔絵に大別される。前者はシ
ルクスクリーン印刷によるもので、同じ絵を印刷す

それをもとに植物や動物などの立体物を彫るという
作業を行う。また、仏壇の彫り方には、丸彫り、重

ることができる技法である。この技法は主に安価な

ね彫り、付け立ち彫りといったものがある。丸彫り

仏壇に用いられていることが多い36）。後者は「蒔絵

は「１枚の素材で彫り上げる彫り方」である45）。重

用筆を使って漆で絵を描き、その漆が乾く間際に

ね彫りは「地板（上彫の台になる彫刻）と上彫の二重

金粉をその上に蒔いて絵を表現する技法」である

に重ねて彫り上げる彫り方」である46）。付け立ち彫

37）

。さらに、手描き蒔絵は磨き蒔絵と消し蒔絵に分

りは「地板と上彫の間につけ台を付けて空間を作り

類される。磨き蒔絵とは絵を描いたあとに生漆を

彫り上げる彫り方」である47）。彫刻の工程について

塗り、艶を出す技法のことである。この技法の特

は、1970年代は樹脂による型抜きのものが出はじめ、

徴は、漆の膜ができるため、こすってもはげない

1980年代になると海外（主に台湾・韓国）の木彫刻が

点や金粉の色に深みが出る点などがあげられる。

輸入されるようになり、現在でも海外製彫刻（主に中

消し蒔絵とは、絵を描いたままで仕上げる技法の

国）が主流になっている。そのため、仏壇製造におい

ことである。この技法の特徴は、磨き蒔絵とは異

て最も危機的状況にある工程である48）。

なり、漆の膜ができないので、こするとはげてし
まう点や、比較的安価で絵を描けるという点など

本節では、主に彦根仏壇の製造プロセスについて

があげられる38）。なお、蒔絵の工程は仏壇の完成に

各工程の特徴を中心にみてきた。それによると、彦

近い段階で行われ、大掛かりな乾燥を必要とせず、

根仏壇はその製造プロセスにおいて分業制が発達し

作業期間はほかの工程に比べ比較的短い39）。

ており、各工程についても高度な技術や高い品質を
維持していることがうかがえる。これらのことか

［宮殿］
宮殿とは、小さな木片を膠付けし、屋根や柱を造
る工程である40）。仏壇の宮殿は、御堂造りと通り屋
根に分類される。前者は、三方向を立体に形作るの

ら、製造工程の側面からみてみると、彦根仏壇は模
倣困難性の高い製品であると考えられる。

４．彦根仏壇産地における諸活動

に対し、後者は一方向のみを作る技法である。この

本章では、彦根仏壇産地で行われてきたさまざま

工程は、細かい部品を組み立てていくため、ミリ単
位の精度が必要とされる41）。そのため、木地の工程

な活動（創作仏壇のデザイン開発、産地振興関連）
について面矢（2005, 2015）を中心に概観する。

と同様に釘を使わない「ほぞ組み」という方法で組
み立てられており、仏壇を洗濯する際に塗り直しや

人間文化●

5

伝統産地の特性と活動についての研究─彦根仏壇産地の事例─

4.1創作仏壇のデザイン開発

開発チームが最終的に提示した創作仏壇のデザイン

本節では、彦根仏壇産地における創作仏壇のデザ

および CG 表現を担当したのは滋賀県立大学の大学

イン開発のきっかけと、その歴史的変遷について確

院生（当時）であり、このデザインは組合共有のも

認する。彦根仏壇産地における創作仏壇のデザイン

のとなっている（面矢 , 2005:78;2015:9）52）。

開発については、以前はそれほど積極的に行われて
きたわけではなかった。その理由について、面矢は

その後、彦根仏壇産地では、現在に至るまでさま
ざまな創作仏壇（新デザインの開発）の活動が行わ

「デザインと伝統工芸の関わりからは、個々の製品
をデザインすることよりも、その製品を生み出す基
盤としての産地体質の改善（いわば産地そのものの

れている。ここでは、それらの活動について面矢
（2015）の記述をもとに確認する。
面矢（2015）は虹の匠研究会（詳細は次節に記載）

デザイン）こそが優先されるべきと考えたからであ

をきっかけに、彦根仏壇の技術を活用した新商品の

る」と述べている（面矢 , 2005:77）49）。

開発に向けての動きが起こりはじめたと述べてい

面矢（2005）によれば、彦根仏壇産地において創

る。その試みが、2000年に広報された4種類の木製・

作仏壇のデザイン開発がなされるようになったのは

漆塗りのカバン53）である。その後も、2003年には

2004年からである。そのきっかけは、彦根仏壇事業

ジャガーグリーン54）の仏壇、2005年には電動昇降装

協同組合の新商品新技術開発委員会が研究テーマに

置付仏壇55）など、さまざまな創作仏壇が開発されて

創作仏壇の開発を選択したことや、さまざまな助成

いる。そして、2010年代に入ると、仏壇の製造技術

申請が採択されたこと、などがある50）。
この創作仏壇プロジェクトは、大きく学生プロジェ

を使った新商品を開発する若手グループ「柒＋」56）
が誕生し、メンバーによるさまざまなスタイルの仏

クトと創作仏壇の開発プロジェクトに分類される。

壇が現在にいたるまで開発されている。

学生プロジェクトについては、学生が仏壇の制作技
術を知るために七曲がりの職人工房を訪問すること

4.2産地振興に関する活動

からはじまった。そして、学生達はそのような活動

本節では、主に彦根仏壇産地における産地振興に

を行ったうえで、仏壇そのもののデザイン（ハード提

関わるさまざまな活動について確認する。ここで

案）と仏壇のあり方やサービス（ソフト提案）を彦根仏

は、主に⑴虹の匠研究会、⑵彦根仏壇展と工芸技術

壇事業協同組合の人々に対し、プレゼンテーション

コンクール、⑶全国伝統的工芸品仏壇仏具展、を取

した。仏壇そのもののデザインについては、卓上に

り上げる。

おける小型のもの、形状可変の積み木のような極小

⑴の虹の匠研究会とは滋賀県内のデザイナー団体

の仏壇、ポータブルな位牌ケース、液晶画面を利用

（デザインフォーラム shiga、略称 DFS）数名と彦根

した仮想的仏壇などが提案された。また、仏壇の売

仏壇事業協同組合の代表者数名で構成されたもので

り方やサービスについては、彦根仏壇事業協同組合

あり、
「現状の仏壇産業の抱える問題点の抽出、デ

のホームページのリ・デザインや七曲がりの産業観光

ザインによるその解決策の検討など」を目的にして

を意識したパンフレットなどが提案された51）。

いる（面矢 , 2015:5）57）。面矢（2005, 2015）はこの研究

一方、創作仏壇の開発プロジェクトについては、

会をきっかけに行われた彦根仏壇の技術を活用した

「なぜ、どんなとき仏壇が売れるのか。それが創

新商品開発について触れている。新商品のアイテム

作デザインであることの意味は。業界内での彦根

には前述したようにカバンが選ばれ、彦根仏壇事業

のポジションと創作を出すことの意義は。また、

協同組合青年部と滋賀県工業技術総合センターのデ

創作仏壇の市場性はどの程度あるのか」など、コ

ザイナーによりデザインおよび試作が行われた58）。

ンセプトづくりに多くの時間が費やされた（面矢 ,
2005:77;2015:8-9）。このように、同プロジェクトで

面矢はこの活動について「彦根産地のもつ潜在的な
技術が仏壇以外の分野でも展開できる可能性は示せ

は、コンセプトづくりに多くの時間を費やしつつ、

たと思う」と述べている（面矢 , 2005:74）
。

仏壇業界内外の関連情報、各地で実施されている創
作仏壇のデザインに関する情報などを収集し、彦根

⑵の彦根仏壇展とは、彦根市内のショッピング
センターで行われるイベントのことである。面矢

以外の他産地の状況調査や東京市場での消費者アン

（2005, 2015）は仏壇の展示に加え、仏壇技術の体験

ケートなどの活動についても行っていた。そして、

教室などが行われていることの重要性と意義につい
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て述べている。また、彦根仏壇事業協同組合員の工

次に、彦根仏壇産地の特徴と現在の状況につい

芸技術コンクールとは、仏壇技術の継承と若手育成

て確認し、彦根仏壇の製造工程について概観した。

のために毎年行われているものである59）。このイベ

産地の特徴や現在の状況については面矢（2015）を

ントでは、伝統工芸部門と創作部門に分かれて作品

もとに、産地は主に仏壇の各部を作る職人集団であ

を募集し、審査が行われる。自身も作品の審査員と
して参加している面矢は、伝統工芸部門は例年すば

る工部と組立や販売を担う商部により構成されてい
ることや、それぞれの事業規模・パワー関係、産地

らしい作品が出てくるものの、創作部門の応募者は

としての強みや抱えている課題などについて確認し

苦しんでいるようにみえたとし、「仏壇の職人に仏

た。彦根仏壇の製造工程については、彦根仏壇産地

壇以外の製品の創作、つまりデザインまでを求める

に活動拠点を置く井上仏壇店から提供された資料を

のはやはり難しいのだろう」と、その原因を指摘し

中心に、各種文献、
HP などをも用いつつ概観した。

ている（面矢 , 2005:75）。ただし、仏壇とは関係の

ここでは製造期間や主に技術や材質の側面から各工

ない商品分野として可能性を感じさせる作品にも出
会うことがあり、彦根仏壇産地にデザインセンスの

で行われてきた創作仏壇のデザイン開発や産地振興

優れた職人がいることを知ったということについて

に関わる活動についても取り上げた。前者では、主

も述べている60）。

に産地における創作仏壇のデザイン開発のきっかけ

⑶は、2003年に彦根仏壇産地で開催されたイベン
ト61）である。このイベントを開催するにあたり、デ
ザイナーが企画委員会で主張したことは、これまで

程の特徴について確認した。また、彦根仏壇産地

や、その歴史的変遷について確認した。後者では、
主に虹の匠研究会、彦根仏壇展と工芸技術コンクー
ル、全国伝統的工芸品仏壇仏具展について確認した。

業界内でのイベントであったものを一般消費者にも

最後に、本稿で残された課題について述べる。本

来てもらえるようなものにしたい、ということで

稿では彦根仏壇産地の概要やそこで行われているさ

あった62）。そして、このイベントでは伝統工芸品と

まざまな活動について概観してきたが、産地を構成

しての仏壇を並べることに加え、それ以外の一般製

するさまざまなアクターについては取り上げていな

品も並べ、商談を進めることが必要であるとの主張

い。そのため、今後は彦根仏壇産地で活動している

もなされた。このイベントの総来場者数は5,300人

アクターを把握し、その活動内容について研究を進

にものぼり、面矢は「まずは大成功といっていいだ

めていく必要があると考える。

ろう」と述べている（面矢 , 2005:76）。
そのほかにも彦根仏壇産地では、文化財・寺社仏
閣・海外市場調査63）や七曲がりフェスタ64）、曳山ミ

注

ニチュア製作65）など、さまざまな産地振興活動が行

１）面矢（2005:77）。

われている。

２）このようなクラスター概念に関する議論については

５．結語と今後の課題

３）この点については、金井も「クラスターは先進的産

金井（2003:47-52）を参考にした。

本稿66）では、仏壇産業で知られる彦根仏壇産地を

業のみならず、ワインや住宅のような伝統的産業

調査対象とし、産地の概要やそこで行われているさ
まざまな活動について概観した。最初に、彦根仏壇

（金井 , 2003:48）。なお、ここでの記述は彦根仏壇事

産地を学術的な視点からとらえるため、クラスター

業協同組合『平成23年度 地場産業新戦略補助事業

概念に関する先行研究をレビューした。ここでは、

を中核に形成することも可能である」と述べている

実施報告書』
（pp.1-7）を参照したものである。

クラスターを「ある特定の分野に属し、相互に関連

４）Porter（1998=1999:70）。

した、企業と機関からなる地理的に近接した集団」

５）Porter（1998=1999:77-8, 114）。

であるとする Porter（1998-1999:70）の定義にしたが

６）彦根仏壇事業協同組合 HP「組合員一覧｜彦根仏

い、金井（2003）の議論を参考に⑴クラスターの産

壇事業協同組合」
（http://hikone-butsudan.net/

業分野、⑵クラスターを構成するアクター、⑶クラ

member/, 2017年３月４日閲覧）。同組合の HP に

スターの範囲、の観点から彦根仏壇産地との関係性

よると、組合員の内訳は、彦根市が29 ヶ所、米原

について検討した。

市が４ヶ所、東近江市が２ヶ所、長浜市が１ヶ所、
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7

伝統産地の特性と活動についての研究─彦根仏壇産地の事例─

犬上郡が1 ヶ所、愛知郡が1 ヶ所となっている（彦根

塗り・金箔・組立、2.2%）
（『失敗しない仏壇の洗濯』

仏壇事業協同組合 HP「組合員一覧｜彦根仏壇事業

p.5）。ただし、これらのデータについては、大まか

協 同 組 合 」：http://hikone-butsudan.net/member/,

なものであり、実際には仏壇の状態や洗濯の仕上げ

2017年３月４日閲覧）。

方、宗派などにより変動する点には注意が必要であ

７）面 矢（2015:3）。 な お、 面 矢（2015）は CD-ROM 媒 体

る（『失敗しない仏壇の洗濯』p.6）。

であるため、ページは記載されていないが、本稿で

14）組立工程については、本章ですでに述べているた

は便宜上、面矢（2015）の論文の中でのページを表

め、ここでは「工部七職の各工程」について記述し

記している。

ている点には注意が必要である。

８）ここでいう組合とは「彦根仏壇事業協同組合」のこ
とを指している（面矢 , 2015:3）。
９）面矢（2015:4）。
10）柴田（2016:170-1）。また、柴田（2016）は、この点に
ついて「仏壇問屋」と表現しているのに対し、本稿

15）2018年１月22日、井上昌一（井上仏壇店代表）への
聞き取りによる（150分、「木地の工程について」ほ
か）。
16）2018年２月25日、井上昌一（井上仏壇店代表）への聞
き取りによる（150分、「杖について」ほか）。

では「仏壇店」と表記しているが、その内包的意味

17）
『失敗しない仏壇選び』
（p.10）。

は同じである。

18）
『失敗しない仏壇選び』
（p.10）。

11）
『失敗しない仏壇選び』
（p.9）。ただし、ここで提示

19）2018年１月22日、井上昌一（井上仏壇店代表）への聞

した各工程の製造期間は、彦根仏壇産地に活動拠点

き取りによる（150分、「塗装（漆塗り）の工程につい

を置く井上仏壇店・㈱井上（以下、井上仏壇店）が

20）
『失敗しない仏壇選び』
（p.12）。

かなものである点には注意が必要である。

21）な お、 漆 の 学 名 で あ る“Anacardiaceae” は「ana

12）
『失敗しない仏壇選び』
（p.9）。
13）ここで、彦根仏壇の洗濯とよばれる修復作業につい
ても確認しておく。彦根仏壇産地で活動している

8

て」ほか）。

手がけたものであり、かつ期間自体についても大ま

（似る）と cardiac（心臓）が合わさった言葉で、種が
心臓の形に似ているので付いた名である」
（三田村 ,
2005:40）。

井上仏壇店が仏壇を洗濯する場合、仏壇の洗濯期間

22）伝統的工芸品とは「『伝統的工芸品産業の振興に関

はおおよそ３～４ヵ月程度である（『失敗しない仏

する法律』
（昭和四十九年五月二十五日公布）にもと

壇の洗濯』p.6）。その場合、各工程における具体的

づいて指定されるもので、①主として日常生活に使

な洗濯期間は以下の通りである。分解・洗浄・乾燥

われるもの、②製造過程の主要部分が手作り、③伝

（約15日）、木地直し（約15 ～ 30日）、宮殿・彫刻直

統的技術または技法によって製造、④伝統的に使用

し（約15日）、本体塗り（約30 ～ 100日）、小物塗り

されてきた原材料、⑤一定の地域で産地を形成、と

（約15 ～ 30日）、金箔・金粉（約10 ～ 30日）、金具（＝

いう五つの要件を満たすことが条件」となってい

修理と金メッキ、約30 ～ 45日）、蒔絵（約10 ～ 30

る（上野輝将ほか６人 , 2015:544-5）。このような条

日）、組立（約10 ～ 20日）
（『失敗しない仏壇の洗濯』

件に対し、彦根仏壇は「①西日本一帯の仏教信者の

p.6）。なお、これらの工程についても、製造と同様

日常生活に使用されていること、②木地、宮殿、彫

に同時進行するものもあるため、単純に各工程期間

刻、錺金具、塗り、金箔押し、蒔絵の七職の分業と

の和が完成期間にはならない点には注意が必要であ

協業から組み立てられており、ほとんどが手工業生

る（『失敗しない仏壇の洗濯』p.6）。

産であること、③木地の「枘組」による重ね組立

また、同店が手がけた場合の仏壇の洗濯価格の職

式、宮殿の「竹ひご」による枡組み、木目出し塗

種別内訳については以下の通りである。仏壇分解・

り、金箔押しの艶消し押しなど、伝統的技術・技法

掃除（2.9%）、宮殿・彫刻修理（材料・手間、2.5%）、

が多用されていること、④檜、松、杉、欅、センノ

木地交換・修理（材料・手間、4.6%）、塗り（宮殿、

キなどの用材を使用し、漆は天然漆、金箔および金

彫刻などの小物の塗りも含む、36.0%）、金箔・金粉

粉は純度九十四 . 二四 % のものを伝統的に使用して

（材料・手間、28.0%）、金具修理（材料・手間・メッ

いること、⑤彦根市および米原町（現米原市）でま

キ等、8.1%）、蒔絵（材料・手間、3.7%）、組立（材

とまった産地を形成していること」から伝統的工芸

料・手間・運搬等、12.0%）、仏具修理（分解・洗い・

品の指定を受けた（上野輝将ほか６人 , 2015:545）。
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23）彦根仏壇組合合格壇とは伝統的工芸品の基準を少し

などにある。短所は基型とまったく同じものしか造

ゆるめたものであり、彦根仏壇事業協同組合が決め

れないため、木巾と合わない場合がある点である。

た基準で手造りした仏壇のことを指す（『失敗しな

プレス金具の長所は、平面的な金具の製造に適して

い仏壇選び』p.5）。

いる点や、電鋳と同様に優れた金具とまったく同じ

24）
『失敗しない仏壇選び』
（p.13）。

金具を安価で安定した数量製造できる点などにあ

25）2018年１月22日、井上昌一（井上仏壇店代表）への聞

る。短所については電鋳と同じである。なお、手彫

き取りによる（150分、「金箔押しの工程について」

り金具は伝統的工芸品や彦根仏壇組合合格壇に、電

ほか）。

鋳やプレス金具はほとんどの仏壇に使用されている

26）彦根仏壇事業協同組合 HP「お仏壇ができるまで | 彦
根仏壇事業協同組合」
（http://hikone-butsudan.net/
flow/, 2017年３月４日閲覧）
27）ここで、仏壇に用いられる金箔の違いについて確認
しておく。仏壇に用いられる金箔は、縁付け金箔

（『失敗しない仏壇選び』pp.19-20）。
34）
『失敗しない仏壇選び』
（p.20）。なお、消し金メッキ
には、安価なものからニス消し金メッキ、ブラシ消
し金メッキ、本消し金メッキがある（『失敗しない
仏壇選び』p.20）。

（手造り金箔）と断ち切り金箔（量産金箔）に分類さ

35）2018年１月22日、井上昌一（井上仏壇店代表）への

れる。前者は「手すきの雁皮紙を約半年間の手間暇

聞き取りによる（150分、「蒔絵の工程について」ほ

をかけて仕込んだものを金箔打ち紙に用いるとい

か）。

う、古来よりの製法で造られた純金箔」であり、

36）
『失敗しない仏壇選び』
（p.21）。

後者は「特殊カーボンを塗布した硫酸紙（グラシン

37）
『失敗しない仏壇選び』
（p.21）。

紙）を金箔打ち紙に用いて造られる純金箔」のこと

38）
『失敗しない仏壇選び』
（p.21）。

を指す。縁付け金箔を用いた工程は、高度な技術が

39）2018年１月22日、井上昌一（井上仏壇店代表）への

必要であり、断ち切り金箔と比べ、工程数は約10

聞き取りによる（150分、「蒔絵の工程について」ほ

倍、作業時間は約５倍、工賃は約７倍もの差があ

か）。

る。また、縁付け金箔は断ち切り金箔と比べ、金箔

40）2018年１月22日、井上昌一（井上仏壇店代表）への

一枚あたりの単価も高く、主に高級仏壇に使用され

聞き取りによる（150分、「宮殿の工程について」ほ

る。一方、断ち切り金箔は、金箔一枚あたりの単価

か）。

が縁付け金箔よりも安いこともあり、主に量産仏壇

41）
『失敗しない仏壇選び』
（p.23）。

に使用される（『失敗しない仏壇選び』pp.14-5）。

42）2018年２月25日、井上昌一（井上仏壇店代表）への

28）
『失敗しない仏壇選び』
（p.17）。

聞き取りによる（150分、「宮殿の工程と構造につい

29）2018年１月22日、井上昌一（井上仏壇店代表）への聞

て」ほか）。

き取りによる（150分、「金具（錺金具）の工程につい

43）
『失敗しない仏壇選び』
（p.23）。

て」ほか）。

44）2018年１月22日、井上昌一（井上仏壇店代表）への聞

30）
『失敗しない仏壇選び』
（p.19）。

き取りによる（150分、
「彫刻の工程について」ほか）
。

31）地彫り金具は、手間がかかり、高度な技術を要する

45）
『失敗しない仏壇選び』
（p.24）。

希少金具である。そのため、現在では高級仏壇にし

46）
『失敗しない仏壇選び』
（p.24）。

か用いられていない（『失敗しない仏壇選び』p.20）。

47）
『失敗しない仏壇選び』
（p.24）。

32）
『失敗しない仏壇選び』
（p.19）。

48）
『失敗しない仏壇選び』
（p.24）。

33）
『失敗しない仏壇選び』
（p.19）。ここで、それぞれの

49）この点について面矢は「さらに、新しいモダンな仏

金具の長所と短所について確認しておく。手彫り金

壇のデザインを考えても、売れる保証はない。簡単

具の長所はどのような模様や寸法でも造ることがで

には手が出しにくい課題だったために後回しにして

きる点や、手造りならではの風合いがある点などで

きたのも事実だろう」と述べている（面矢 , 2005:77,

ある。一方、短所は手造りのため、精巧さや緻密さ

2015:8）。

に欠ける点などである。電鋳の長所は、立体感のあ

50）面矢（2005:77）。

る金具の製造に適している点や、優れた金具とまっ

51）面矢（2005:77-8, 2015:8）。

たく同じ金具を安価で安定した数量を製造できる点

52）面矢（2005:77-8, 2015:9）。なお、最終的なデザイン案

人間文化●

9

伝統産地の特性と活動についての研究─彦根仏壇産地の事例─

は「東京市場を強く意識したやや小型、一見モダン

さ─コミュニケーションメディアとしての仏壇─」

外観の（しかし、その内部は伝統意匠で高密度に加

〔チラシ〕）。なお、これらの催しはすべて彦根市で

飾された）独特なもの」となった（面矢 , 2005:78）。

行われたわけではなく、米原市でも行われていた点

53）これら４種類のカバンとは、「カート付きの車輪付

には注意が必要である。

き型、化粧箱にもなる手提げ型、脇に抱えるクラッ

62）面矢（2005:76, 2015:7）。

チバッグ型、手提げと肩掛けの兼用型」のことであ

63）彦根仏壇事業協同組合『平成23年度 地場産業新戦略

る（面矢 , 2015:6）。

補助事業実施報告書』
（pp.1-8）。

54）この仏壇は職人だけの力で現代に合う仏壇をつく

64）このイベントは、仏壇関係者が集まる七曲がり地域

る、 と い う コ ン セ プ ト の も と、 開 発 さ れ た（『 読

を会場とし、一般の集客を目的に行われているもの

売 新 聞 』2004年 ２ 月14日 付、『DADA Journal』

である。

2004.1.11. 上旬 vol.338）。なお、ジャガーグリーン

65）これは、大津曳山ミニチュア製作プロジェクトとい

とは名車ジャガーの基本色であり、英国のナショナ

う彦根仏壇の伝統工芸の継承と後継者の育成を目的

ル カ ラ ー で あ る（『DADA Journal』2004.1.11. 上 旬

に発足したものである（「経済産業大臣指定伝統的

vol.338）。

工芸品彦根仏壇 大津曳山ミニチュア製作プロジェ

55）この製品は、仏壇部分を電動で収納できるものであ
り、「第十八回全国伝統的工芸品仏壇仏具展」で近

クト」
〔チラシ〕）。
66）本稿では、彦根仏壇産地に関する先行研究をもとに

畿経済産業局長賞を受賞している（『中外日報新聞』

記述した部分はあるものの、それ自体については取

2005年７月28日付）。

り上げていない。ただし、近年の彦根仏壇産地に関

56）このグループは、滋賀県中小企業団体中央会の「も
のづくり感性価値向上支援プロジェクト」に参加し

する研究として柴田（2016）があるため、ここでは
その研究について確認しておく。

た彦根仏壇事業協同組合青年部（当時）の有志により

柴田（2016）は、「なぜ伝統産業では、創業者一

構成されている（2018年２月25日、井上昌一〔井上

族が経営を支配する同族企業が代を重ね、長寿企

仏壇店代表〕への聞き取りによる〔150分、
「
『柒＋ 』

業として現代まで存続しているのだろうか」
（柴田 ,

について」ほか〕
）
。

2016:167）という問題意識をもち、彦根仏壇産業に

57）なお、会の名称は仏壇の七職と七色の虹をかけて名
づけられている（面矢 , 2015:5）。
58）面矢（2005:74）。

おける仏壇問屋を中心としたビジネスシステムを、
経営伝承と技能伝承という観点から分析した。
柴田は、彦根仏壇産業における仏壇問屋のビジネ

59）面矢（2005:74-5, 2015:6）。

スシステムの全体像についてまとめ、その特徴とし

60）面矢（2005:75）。

て、次の４点を指摘した。⑴彦根仏壇の生産が垂直

61）このイベントでは、５つの催しが行われた。それぞ

分業体制であること。⑵「経営と技能」が分離し、

れの催しの概要については以下の通りである。第17

仏壇問屋が品質管理を含めた取引ガバナンス機能を

回全国伝統的仏壇仏具展（仏前結婚式／伝統工芸体

備えていること。⑶仏壇問屋は各職能につき、数人

験コーナー／伝統工芸士の実演／青年部サミット、

の職人と長期継続的な取引関係を構築しているこ

会場：滋賀県立文化産業交流会館）、彦根仏壇展（第

と。⑷各職人は、比較的自由に仏壇以外の仕事を行

22回くらしの中の「彦根仏壇展」／彦根仏壇工芸技

うことができること（柴田 , 2016:170-1）。

10

術コンクール作品展／「祈りの風景」フォトコンテ

柴田は、このように彦根仏壇産業における仏壇問

スト作品展、会場：滋賀県立文化産業交流会館）、

屋のビジネスシステムの全体像について確認したう

七曲がりフェアー（仏画展／「祈りの風景」フォト

えで、経営伝承システムについて分析し、以下の４

コンテスト作品展／高僧の墨蹟日暦と工藝色紙展、

点を抽出している。⑴経営の伝承は、基本的に血縁

会場：彦根市七曲がり彦根仏壇総合センター）、記

にもとづく同族企業を中心に行われていること。⑵

念講演会（会場：ひこね市文化プラザ）、淡海の匠展

経営の伝承は長子以外の兄弟が担うことがあるこ

（第８回滋賀県伝統的工芸品展／彦根地場産業展、

と。⑶経営を継承しなかった兄弟でも、経営の意思

会場：滋賀県立文化産業交流会館）
（「第17回 全国伝

や能力がある場合、次々と独立し、スピンオフが行

統的工芸品仏壇仏具展 座○
ザ BUTSUDAN 心の豊か

われることがあること。⑷スピンオフした企業は、
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仏壇産業全体の活性化に寄与することに加え、血

史編 現代』彦根市。

縁が途絶えるリスクを逓減させていること（柴田 ,

面矢慎介 , 2005,「彦根仏壇組合との10年――デザイ

2016:173）。柴田はこれら４点について永樂屋の事

ン・伝統産業・大学――」滋賀県立大学人間文化

例をもとに指摘している（柴田 , 2016:171-2）。

学部研究報告『人間文化』Vol.18, pp.73-8。

ジネスシステムについて大きく仏壇問屋と職人との

――――, 2015,「 彦 根 仏 壇 産 業 の 歴 史 と 現 在 」
Bulletin of Asia Design Culture Society ISSUE

取引関係および工部七職それぞれの職能内（職人家

NO.9 ORIGINAL ARTICLES NO.2015JT007

族）という２つの視点から理解する必要があると述

Accepted March11, 2015〔CD-ROM〕.

次に、柴田は彦根仏壇産業における技能伝承のビ

べている（柴田 , 2016:174）。

金井一賴 , 2003,「クラスター理論の検討と再構成」

まず、仏壇問屋と職人との取引関係については、

石倉洋子・藤田昌久・前田昇・金井一賴・山崎朗

長期継続的取引が複数の職人との間で行われている

著『日本の産業クラスター戦略――地域における

理由について次の2点を指摘している。⑴取引関係

競争優位の確立――』有斐閣 ,pp.43-73。

にある職人を複数にすることにより、職人の早世

柴田淳郎 , 2016,「経営と技能伝承のビジネスシステ

や、取引条件に関する交渉力の不自然な強化といっ

ム 彦根仏壇産業の制度的叡知」加護野忠男・山

たリスクを分散・回避するため。⑵職人間の競争力

田幸三編『日本のビジネスシステム――その原理

を働かせるため（柴田 , 2016:174-5）。また、複数で

と革新――』有斐閣 , pp.167-82。

ている理由については、次のようなことを指摘して

中村勝直監修 , 1962,『彦根市史 中冊』彦根市役所。
原田保 , 2013,「地域デザインの戦略的展開に向けた

いる。取引関係にある職人は、仏壇問屋と長年の付

分析視角――生活価値発現のための地域のコンテ

き合いがあり、その仏壇問屋のデザイン・コンセプ

クスト活用――」地域デザイン学会誌『地域デザ

はあるものの、２～３人という少数の職人に限定し

トを理解している。そのため、仏壇問屋は取引関係
にある職人を少数にすることで不必要な「営業上の
秘匿」の流出を回避している。そして、仏壇問屋に
とってそのような職人は貴重であるため、仏壇の需
要が極端に減少しても、職人に仕事を回し、彼らの
生活を支えることが出来るようにそのような人数に
抑えられているのである（柴田 , 2016:175-6）。
一方、工部七職の職能内における技能伝承システ

イン』第1号 , pp.7-15。
彦根市史編集委員会編集 , 2012,『新修 彦根市史 第
11巻 民俗編』彦根市。
彦根市役所 , 2012,『風格と魅力ある都市 彦根』
〔彦
根市勢要覧〕
。
彦根仏壇事業協同組合・彦根仏壇史編纂委員会編
集 , 1996,『淡海の手仕事――通商産業大臣指定・
伝統的工芸品 彦根仏壇――』
〈伝統的工芸品産地

ムについては、最小単位が職人家族であり、それを

指定二十周年記念誌〉彦根仏壇事業協同組合。

もとに単能工を育成するという点に特徴がみられる

三田村有純 , 2005,『漆とジャパン――美の謎を追

としている（柴田 , 2016:177）。

う』里文出版。

このように、柴田（2016）は彦根仏壇産業の事例

山田幸三 , 2016,「集積のなかでの切磋琢磨 競争が

を通して、伝統産業のビジネスシステムには、家族

支える協働と工程別分業」加護野忠男・山田幸三

的経営のメリットがいかされている一方、デメリッ

編『日本のビジネスシステム――その原理と革新

トを抑制する合理的なシステムが存在していること
を指摘している。

――』有斐閣 , pp.183-206。
Porter, M.E., 1998, On Competition, Harvard
Business School Press（=1999, 竹内弘高訳『競争
戦略論Ⅱ』ダイヤモンド社）.

参考文献
石倉洋子 , 2003,「今なぜ産業クラスターなのか」石
倉洋子・藤田昌久・前田昇・金井一賴・山崎朗著
『日本の産業クラスター戦略――地域における競
争優位の確立――』有斐閣 ,pp.1-41。
上野輝将ほか６人 , 2015,『新修 彦根市史 第4巻 通
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建造物の持続可能な保存と活用の
在り方について
─三階蔵を事例として─
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はじめに

。それを元に、近江八幡市３や彦根市４など複数の

２

2018（平成30）年の第196回通常国会において、文

三階蔵が残る地域ついて、また増築された例５や独

化庁が文化財の活用について NPO など民間団体の

立柱を持つ例についてはその役割に関する考察６な

活動を促進するよう、文化財保護法の一部を改正す

どもそれぞれ行ってきた。こうした基礎的な考察に

る法律が成立し、2019（平成31）年４月１日から施

際して現地調査を行うと、所有者が自治体か個人か

行することとなった。文化財建造物に関して言え

などの違いによって活用の方法も様々あることがわ

ば、安易な活用は文化財としての価値を損なう可能

かった。三階蔵のみならず、収納空間として建てら

性もある。その一方で、内部公開などの活用を行う

れた土蔵の多くは、時代の変化と共にその数も役割

ことは、追体験の場として活用しつつ、後世にその

も減らしているが、一方では時代に合わせた活用が

価値を伝えていくことにつながる。本稿では、三階

試みられている例もある。基礎的な研究を通してわ

蔵という特殊な文化財の保存と活用の実例を挙げ

かった三階蔵の特徴を活用に際しても活かすこと

て、積極的な活用とその課題について考察する。

で、建物自体の保存とともに本来の役割についても

１．三階蔵の活用と文化財について
１－１．三階蔵とは

後世に保存することができるのではないか。三階蔵
の活用方法の考察を通して、持続可能な活用方法を
検討する必要があると考える。

三階蔵は、江戸時代から建てられ始めた三階建て
の蔵である。現存する三階蔵の所在地は全国に散見

１－３．文化財とは

され、場所によっては複数棟が集中する場所もあ

建造物は、文化財の分類上は有形文化財である。

る。ほとんどが旧城下町や宿場町など、いわゆる町

有形文化財には大きく分けて、指定文化財と登録文

場に所在しており、移築例を除いて農村部にはほぼ

化財の２種類がある。指定文化財はさらに国、都道

見られない。

府県、市町村がそれぞれ指定することができるため

文献および絵画史料の先行研究においては、貞享

３段階に分かれる。国の指定文化財（重要文化財）

５（1688）年に刊行された井原西鶴の『日本永代蔵』

の中でも、とりわけ貴重とされた場合は国宝に指定

にある通り、「富の象徴」であったとする説が通説

される。

となっている１。現存する三階蔵の多くは、かつて

現存を確認している78棟の三階蔵の内、文化財と

豪商であったり、庄屋であったりと、金銭的に恵ま

なっているのは42棟、そのうち国指定有形文化財

れた家であり、このことが通説の信ぴょう性を裏付

（＝重要文化財）は８棟、都道府県の指定有形文化

けている。
蔵とは元来、収納場所である。特に土壁を用いる

財は１棟、市町村の指定有形文化財は２棟、登録有
形文化財は31棟である（表１）
。

土蔵は温湿度を一定に保つ機能に優れ、季節による

民家建築を文化財にしようとする動きは近年活発

寒暖の差が大きい日本の気候下では重宝されてき

化しており、民家建築の一部を成す付属屋である三

た。建物が密集する町場においては、土蔵の防火性

階蔵も、その恩恵に預かって文化財になる例が増え

能の高さも期待され、江戸を中心に広く普及して

ている。別の見方をすれば、主屋は増改築や建て直

いった。現存する三階蔵のほとんどは収納空間とし

しをしても、付属屋は古いまま所有し続けている場

て建てられたものである。

合もあり、後で述べる島村家土蔵のように、蔵が単
体でその歴史的価値を認められて文化財になること

１－２．三階蔵の活用について

もある。

これまで、三階蔵に関して様々な角度から考察を

文化財になることで具体的に影響があるのは、修

試みてきた。修士論文では、全国に現存する三階蔵

繕などの建物への改変に際して一定の制約を受ける

に関して現地調査を元に構造面での考察を行った

点が挙げられる。ただし、修繕などにかかる費用の

12
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補助や税制上の優遇を受けることができる点も併せ

２－１－１．旧福原漁場文書庫

て知っておかねばならない。先に述べたように、

北海道余市町にある旧福原漁場は、かつてニシン

「登録」と「指定」ではそれぞれに課される制約に

漁の拠点となっていた場所である。幕末からこの地

も優遇措置に違いがあるため、未だその建物に居住

に定住しニシン漁を行っていた福原家が初代の所有

し生活を送っている場合などには、指定の価値があ
ると認められていても、敢えて登録を選んだり、文

者であったことから名づけられた。主屋と複数の蔵
から成り、そのうちの１棟が三階蔵である。文書類

化財になることを望まなかったりする場合もある。

などを保管するために使用されていた蔵で、地上３

三階蔵であれば、内部を公開する、あるいは蔵で

階・地下１階の４層構造となっている。現在は余市

はない目的で活用を考えている場合には制約が障害

町が所有し、近隣にある水産博物館が実質的な管理

となる可能性もある。公開などせず、蔵として使用

者となっている。この三階蔵は１階，２階が展示室

し続ける、あるいは空の状態で所有するならば、安

となっており、展示ケースや壁面を用いて、ニシン

くはない修繕費の全部ないし一部を行政が負担して

漁が盛んであった当時の民具を始め、さまざまな資

くれることは、大きな利点と言える。いずれにせ

料が展示されている。比較的規模が大きな蔵でもあ

よ、歴史的な建物においては、保存と活用と文化財

り、一度に複数人が立ち入ったとしても、動線は十

指定・登録の問題は避けて通ることはできない問題

分に確保することができるため、屋内展示室として

である。

活用されている。福原漁場では、主屋や他の付属屋

２．現存する三階蔵と活用状況

も含めた敷地内の建物の多くが展示として役立てら
れており、当時の生業や生活の状況を知ることがで

現存する三階蔵は全国に78棟を確認している（表
１）７。このうち47棟について現地調査を実施した

きる。
２－１－２．旧目黒家住宅

ものの、個人が所有する蔵は現在も貴重な品々の収

現存する三階蔵の多くは、旧城下町や宿場町など

納空間として使用されていることが多く、蔵内部へ

の「町場」にある。その中で特殊な例が、新潟県魚

の調査の許可を得ることができたのは26棟である。

沼市の旧目黒家住宅である８。旧目黒家はかつて庄

これと外観のみ調査を行い報告書にて情報を収集し

屋として地域を取りまとめた名士であり、1万㎡の

た蔵21棟の、合計47棟を中心に、現存する地域や建

広大な敷地に桁行約30ｍに梁行約10ｍの巨大な主屋

てられた年代、構造を中心に比較考察をおこなって

を有することからも、農村部にあって豪商と同等か

いる。

それ以上の位置づけにあったと考えられる。現在は

三階蔵の所有者と活用状況別に見ると、三階蔵自

建物を含む敷地すべてを魚沼市が維持管理を行って

体を活用しているのは個人所有の場合がほとんどで

おり、冬季を除いて主屋の一部が一般公開されてい

あることがわかる。自治体が所有する三階蔵は、主

る。三階蔵などの付属屋は通常非公開となっている

屋や庭園などと一体で保存されていることが多く、

が、主屋だけでも一見の価値がある。

公開や活用対象は主屋の一部などに限られている。

旧目黒家には中蔵・新蔵と呼ばれる２棟の三階蔵
がある。中蔵は1871（明治４）年に再建された、桁

２－１．自治体所有の三階蔵と活用状況

行約10ｍ、梁行約5.5ｍ、棟高約9.1ｍ、平入りの三

所有が自治体に移管されている建物は、維持・管

階蔵である。新蔵は1840( 天保11) 年に建てられた、

理費を自治体が負担するため、保存等を理由に非公

桁行梁行共に約5.5ｍ、棟高7.3ｍの妻入りの三階蔵

開を原則とする場合もあれば、入館料をとって公開

である。中蔵はもともと新蔵よりも先に建てられて

し、その収入をもって維持管理費に充当する場合も
ある。場合によっては指定管理者を設け、自治体か

いたことがわかっているため、当初建築は1840年以
前とされている。１軒に複数棟の三階蔵が現存する

ら民間に運営を委託する場合もある。ただ、指定管

例は少なく、また「鞘」と呼ばれる豪雪地帯特有の

理者制度は委託期間に上限があるため、長期的な視
点での取り組みに向かないなどのデメリットが指摘

木製の雪囲いで三階蔵が覆われている例は他には無
い。このことから見ても、非常に特殊な例であると

されている（表２）。

言える。修理工事が行われたこともあって蔵自体
の保存状態は良好で、階段もしっかりとした造りと
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No

名称

西暦

都道
府県

文化財
種別

1

福原漁場三階蔵

1868頃

北海道

史跡

2

千葉家住宅土蔵

1912

岩手

重文

3

小玉家住宅文庫蔵

1923

秋田

重文

4

吉亭北土蔵

1919頃

山形

登録

5

府中誉文庫蔵

1894

茨城

登録

6

中村家住宅文庫蔵

1868-1911

茨城

登録

7

油伝味噌文庫蔵

1885

栃木

登録

8

茂原家住宅隠居蔵

1830-1867

群馬

登録

9

島村家住宅土蔵

1836

埼玉

登録

10
11
12

山崎家住宅一番蔵
山崎家住宅二番蔵
山崎家住宅三番蔵

1863
1872
1884

埼玉
埼玉
埼玉

13

岡野家住宅店蔵

1915

埼玉

登録

14
15

奥貫忠吉商店の足袋蔵
中村屋乾物店 文庫蔵
すぺーす小倉屋蔵
(伊藤家住宅三階蔵)

1916
1885

埼玉
千葉

県指定

1916

東京

登録

17

三沢家住宅三階蔵

?

東京

18

上羽生家住宅三階蔵

?

東京

19

桔梗屋文庫蔵

1861

神奈川

登録

神奈川

登録
予定

16

20

1847

21

旧目黒家住宅新蔵

1840

新潟

重文

22

旧目黒家住宅中蔵

1871再建

新潟

重文

23

星野本店衣装蔵

1882

新潟

登録

24

伊藤家住宅三階土蔵

1902

新潟

登録

25

石田家住宅三階蔵

1918

新潟

26

旧宮崎酒造衣装蔵

1868-1911

富山

登録

1868-1882

富山

登録

1830頃

石川

?

石川

?

石川

?

石川

?

石川

27
28
29
30
31
32

14

旧今福家文庫蔵

旧馬場家住宅
壱番蔵及び弐番蔵
旧銭屋五兵衛家住宅
三階蔵
松原酒店土蔵
山岸十郎右衛門家住宅
米蔵・板蔵
山岸十郎右衛門家住宅
酒蔵(味噌蔵)
山岸十郎右衛門家住宅
浜蔵(宝蔵)

33

久司敏麿家住宅土蔵

?

石川

34
35
36
37
38
39
40

桝谷家住宅三階蔵
所有者不明
森下家住宅三階蔵
吉村家住宅三階蔵
野村・菅原家住宅三階蔵
辻家住宅三階蔵
旧福嶋屋土蔵

?
?
?
?
?
?
1894

福井
福井
福井
福井
福井
福井
山梨
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出展元

現地
調査

所有

章別
番号

内部

自治体

2-1-1

文化遺産
オンライン
文化遺産
オンライン
文化遺産
オンライン
文化遺産
オンライン
文化遺産
オンライン
文化遺産
オンライン
文化遺産
オンライン
文化遺産
オンライン
文化遺産
オンライン
川越市
川越市
川越市
文化遺産
オンライン
行田市
香取市
文化遺産
オンライン
論文・
報告書
論文・
報告書
文化遺産
オンライン

内部

個人

内部
内部
内部

個人
個人
個人

海老名市

外観

自治体

2-1-5

内部

自治体

2-1-2

内部

自治体

2-1-2

内部

個人

外観

自治体

外観

個人

文化遺産
オンライン
文化遺産
オンライン
文化遺産
オンライン
文化遺産
オンライン
論文・
報告書
文化遺産
オンライン
文化遺産
オンライン
論文・
報告書
論文・
報告書
論文・
報告書
論文・
報告書
論文・
報告書
論文・
報告書
現地調査
現地調査
現地調査
現地調査
現地調査
現地調査
私設HP

個人
個人
個人
個人

2-2-3

個人
個人
内部

個人

2-2-4

個人
個人
個人

個人
自治体
内部

自治体

外観

個人

内部

個人

外観

個人

外観

個人

外観

個人

外観
外観
外観
外観
外観
内部

個人
個人
個人
個人
個人
個人
個人

2-1-4
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41

旧根津家住宅土蔵

1933頃

山梨

登録

42

田中本家博物館文庫蔵

1830-1867

長野

登録

43

旧丸田医院土蔵

1875頃

長野

登録

44

蔵

1911頃

長野

45

片倉家住宅文庫蔵

1926-1988

長野

46
47
48

柳屋の三階蔵
湯筒屋の三階蔵
長野県大町市大町の三階蔵

1945-1988
1945-1988
?

長野
長野
長野

49

中野家住宅座敷蔵

1883-1897

長野

登録

岐阜

主屋は
重文

50

小坂家住宅三階蔵

1772

登録

51

三輪酒造南蔵

1887

岐阜

登録

52

渡邊家住宅三階蔵

1837

静岡

市指定

53

小長井家住宅奥蔵

1906

静岡

登録

54

鵜飼史郎家三階蔵

1867頃

愛知

55

麻吉旅館土蔵

1830-1867

三重

登録

56

旧西川家住宅土蔵

1681-1683

滋賀

重文

1861-1864

滋賀

1681-1864
?
?
?

滋賀
滋賀
滋賀
滋賀

?
?
?
?
?
1932

京都

個人
個人
個人

外観

個人
個人

内部

外観

個人

2-2-1

個人
個人

大津市
現地調査
現地調査
現地調査

内部
外観
内部
内部

個人
個人
個人
個人

滋賀

現地調査

内部

個人

滋賀
滋賀
滋賀
滋賀

現地調査
現地調査
現地調査
現地調査
文化遺産
オンライン
私設HP
文化遺産
オンライン
文化遺産
オンライン
文化遺産
オンライン
たつの市
文化遺産
オンライン
文化遺産
オンライン
文化遺産
オンライン
倉敷市
文化遺産
オンライン
文化遺産
オンライン
内部調査済
外観のみ調査
未調査
合計

内部
内部
内部
外観

個人
個人
個人
個人

大阪
登録

70

旧小西家住宅三階蔵

1903

大阪

登録

71

旧小西家住宅衣装蔵

1912

大阪

登録

登録

登録

72

小林家住宅三階蔵

1656

兵庫

市指定

73

尾崎林太郎家住宅三階蔵

1924

和歌山

登録

74

小川酒造三階蔵

1926-1988

鳥取

登録

75

木幡家住宅三階蔵

1830-1867

島根

重文

76

井上家住宅三階蔵

1753

岡山

重文

77

岡本家住宅三階の倉

1868-1911

熊本

登録

78

岩尾家住宅三階蔵

1868-1911

大分

登録

重要文化財(重文)・史跡
都道府県
市町村

表１

内部
内部

2-2-2

大阪

表１

個人

個人

1854

登録文化財(登録)
未指定
合計

自治体

内部

1878頃

指定文化財(指定)

外観

2-2-5

現地調査

吉田酒造蔵

67

個人

2-1-3

68

62
63
64
65
66

外観

自治体

69

58
59
60
61

現地調査
文化遺産
オンライン
静岡市
文化遺産
オンライン
春日井市
文化遺産
オンライン
論文・
報告書

自治体

内部

文久蔵
(多田家住宅三階蔵)
佐野家住宅三階蔵
曹澤寺三階蔵
戸田家住宅三階蔵
佐々木家住宅三階蔵
西川甚五郎家住宅
三階蔵
井上家住宅三階蔵
中居家三階蔵
竹中家三階蔵
長浜名称不明
日新電機嵯峨野荘
土蔵
(南)葛原家住宅三階蔵

57

文化遺産
オンライン
文化遺産
オンライン
文化遺産
オンライン
私設HP
文化遺産
オンライン
現地調査
現地調査
現地調査
文化遺産
オンライン

8
1
2
31
36
78

個人
個人
個人
外観

個人

外観

個人

内部

個人

内部

個人
個人
個人

外観

個人

26
21
31
78

現存する三階蔵一覧

現存する三階蔵一覧
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名称

写真①

写真②

図版

写真2-1-1① 旧福原漁場文書庫

写真2-1-1② 1階と2階は展示室と
図2-1-1 福原漁場文書庫断面図(左)、1階平面図(右)
なっている

写真2-1-2① 旧目黒家住宅中蔵
(右)・新蔵(左)

写真2-1-2② 棟木(上)と唐戸面の
面取りが施された独立柱(下)

旧福原漁場
文書庫
【2-1-1】

旧目黒家住宅
中蔵・新蔵
【2-1-2】

図2-1-2 旧目黒家住宅中蔵断面図(左)・中蔵・新蔵1階平面図(右)

旧西川利右衛門家
住宅土蔵
【2-1-3】
写真2-1-3② 土蔵内は資料保管庫
写真2-1-3① 旧西川利右衛門家土
となっている。窓には内開きの漆喰 図2-1-3 旧西川利右衛門家土蔵断面図(左)・1階平面図(右)
蔵
の扉がついている

旧銭屋五兵衛家
住宅三階蔵
【2-1-4】

写真2-1-4① 銭屋五兵衛家住宅三
写真2-1-4② １階の展示スペース
階蔵三階蔵

図2-1-4 旧銭屋五兵衛家住宅三階蔵断面図(左)・２階平面図(右)

なし

旧今福家住宅
文庫蔵
【2-1-5】

写真2-1-5① 旧今福家文庫蔵

写真2-1-5② 今福薬医門公園 入
り口(薬医門)

表２ 本文２－１に対する写真と図版
表２

16

●人間文化

本文２−１に対する写真と図版

建造物の持続可能な保存と活用の 在り方について〜三階蔵を事例として〜

なっている。どちらの蔵も通風のために２階、３階

備工事を経て、2007（平成19）年から年末年始を除

の床の一部に格子がはめられているほか、中蔵の独

いて一般開放されている。公園の名前は表門の形

立柱には約１尺５寸角の欅材が使用されている。こ

式が薬医門であることに由来する。文庫蔵は弘化

の独立柱には唐戸面という種類の面取りも施されて

４（1847）年に建てられた三階蔵で、桁行約7.2ｍ、

おり、細かな仕上げが見られる。
２－１－３．旧西川利右衛門家住宅土蔵

梁行約4.5ｍ、平入りで、通常非公開である。公園
内にはかつて庭であった部分がそのまま生かされて

三階蔵の中には指定管理者制度下で維持管理され

おり、様々な種類の樹木・草花が育てられている。

ているものもある。滋賀県近江八幡市の旧西川利右

清掃を含めた維持管理は近隣住民やボランティアに

９

衛門家住宅がそれである 。旧西川利右衛門家土蔵

よって行われており、公共の場として地域に溶け込

は、天保年間（1681-1683年）に建てられた桁行約6.1

んでいる。なお表門には、今福家や表門・文庫蔵に

ｍ、梁行約４ｍ、棟高約8.1ｍの平入りの三階蔵で

関する解説が書かれた市発行のパンフレットが用意

ある。主屋と共に重要文化財に指定されており、通

されており、持ち帰ることができる11。

常は主屋１階のみ一般公開されている。旧西川利右

２－１－６．自治体所有の三階蔵の活用と課題

衛門家に隣接する市立資料館と共に、指定管理者が

旧目黒家、旧西川利右衛門家は自治体の所有で、

運営を行っている。重要文化財に指定されているこ

銭屋五兵衛家住宅三階蔵も運営こそ公益財団法人で

ともあり、定期的な修理工事と保存し続けるための

あるが建物自体は県の所有となっている。いずれも

維持管理は自治体が主体となって行っている。そう
した背景もあってか、三階蔵の中でも２番目に古い

内部の公開は基本的には主屋の１階のみと限定的で
ある。人が立ち入ればそれだけ建物は傷むため、保

江戸時代前期の建築であるにも関わらず、旧西川利

存を重視した維持管理を考えるならば、公開は最低

右衛門家土蔵の保存状態は良好である。周辺には主

限に留めることが肝要である。保存と活用のバラン

屋が三階建ての旧伴家住宅や、増築と思われるが三

スにおいて、この線引きは非常に重要である。

階蔵もあり、いずれも通常非公開ではあるが、三階

その一方で、福原漁場のように建物を含めて敷地

蔵を含む多層階建築の町としてその見どころを積極

全体を展示施設化しながら保存する例もある。公開

的に発信する方法も考えられる。

対象が多ければ多いほど、さまざまな角度から建物

２－１－４．旧銭屋五兵衛家住宅三階蔵

や敷地を見る機会が生まれる。生活の場として使用

石川県金沢市の旧銭屋五兵衛家住宅三階蔵は、

されていた主屋を見れば、部屋の使い方であった

1830年頃に建てられた桁行5.8ｍ、梁行3.7ｍ、棟高

り、設えであったり、時代や地域の特徴を知ること

7.7ｍの平入りの土蔵である。文化財に指定や登録

や、現代の生活との相違点に気づくことができる。

はされていないが、公益財団法人が運営の下、記念

付属屋を含め、かつての住人と同じ場所に立つこと

館の付属施設「銭五の館」の一部として活用されて

で、その生活を追体験することもできるため、建物

いる10。主屋と三階蔵は移築され、資料館として一

の内部を公開することには一定の意味があると考え

部が公開されている。三階蔵の公開部分は１階のみ

る。ただ、福原漁場において敷地内の建物全体を公

で、ガラスケースが設置された展示室となってい

開・展示することができた理由としては、管理運営

る。２階、３階は現在も物置として使用されてい

を地元の博物館が行っていることが大きい。展示や

る。各階の部屋の中央付近の床板には、ほぼ同じ位

保存に関して専門的な知識や技術があるからこそ、

置に約900㎜四方に切り取られている部分があり、

実物の建造物群を展示という形で活用し、また保存

かつては荷物の上げ下ろしに使用されていたと思わ

も両立させることが可能となったと考えられる。

れる。内外ともに大きな改装はされておらず、従前
の蔵としての佇まいをそのままに活用されている。

他の例に比べて、今福薬医門公園は地域に寄り
添った活用方法を採用している。三階蔵内部の公開

２－１－５．旧今福家住宅文庫蔵

はしていないものの、公園化されたことで公共性

神奈川県海老名市の住宅街にある今福薬医門公園
は、2004（平成16）年に敷地と文庫蔵・表門が市に

が高まり、誰でも気軽に訪れることができる場所と
なった。公園としての運営であれば人が常駐する

寄贈され、地元自治会などによる検討会で協議され

必要もなく、自治体の費用負担も抑えることができ

公園化することが決まった。蔵の補修や敷地内の整

る。今福家の歴史的背景や家屋配置など、現存する
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建物の意味を伝える役割は解説冊子が果たしてお

いる。階段の配置は変更されているものの、天井や

り、学術的な側面に対する配慮もある。こうした活

屋根裏などの躯体はそのまま使用されているため、

用であれば、地域の協力次第で持続可能な方法とな

改装前の状態も読み取ることができる。三階蔵とし

り得ると考える。三階蔵の内部見学希望者への対応

ての特徴は残しつつ、現在の生活に合わせた改変で

があれば、なお望ましいのではないだろうか。

積極的な活用が行われている例であると言える。た
だ、近年は古民家を活用した飲食店が増えているた

２－２．個人所有の三階蔵と活用状況

め、三階蔵であることや四方転びという特殊な構法

自治体が活用に対しては最低限に留める傾向があ

を用いて建てられていることなどを積極的に発信す

る一方で、個人が所有している蔵にはさまざまな活

ることで、特異性を周知することも可能だと考える。

用方法が見られる。建築当初の機能をそのまま活用

２－２－３．島村家土蔵

している場合もあれば、居住スペースに改める、あ

埼玉県桶川市の島村家土蔵は1836（天保７）年に

るいは店舗や展示室として生まれ変わることもある

建てられた、桁行約10.8ｍ、梁行約5.3ｍ、棟高約

（表２）。
２－２－１．渡邊家土蔵
静岡県静岡市にある渡邊家土蔵は1837（天保８）年

9.6ｍの土蔵である。川越の蔵造りと似た重厚な箱
棟や漆喰の塗籠が特徴的な、登録文化財である。飢
饉に陥った村を救済するために、村民を雇い公共事

に建てられた三階蔵で、市の指定文化財である12。

業として蔵の建築に従事させたという史実に基づき

桁行約6.3ｍ、梁行約4.4ｍ、棟高約7.8ｍの妻入りの
蔵で、四方転びという構法が用いられている13。四

「救済蔵」
「お助け蔵」とも呼ばれている。こうした
経緯をパネルにまとめ、自治体などが実施するまち

方転びとは柱を内傾させる構法で、鐘楼や曳山の山

歩きイベントの際に解説を行うなど、私設の資料館

車などに用いられる。耐震のための技術と言われて

として積極的に活用されている。イベント時以外で

いるが定かではなく、民家建築にこの構法が用いら

も一般公開されており、１階から３階まで上がるこ

れることは珍しいようである。高さが１ｍ上がるご

とができる。土蔵内には、蔵の収蔵品であった衣装

とに桁行・梁行の距離が約30㎜短くなっており、柱

や商売道具など多数の民具が所狭しと並べられてい

は１ｍ上がるごとに約15㎜内傾していることがわか

る。それぞれ手作りの説明書きが添付され、展示

る。

ケースも用いて展示されている。外壁をトタン板で

渡邊家土蔵は四方転び以外にも、各階に大きな窓

覆って保護している点を除けば大きな改修はせず、

が設けられていることや、後補と思われるが３階が

往時のままの姿を留めている。

座敷になっている点などの特徴が見られる。渡邊家

２－２－４．すぺーす小倉屋蔵（伊藤家住宅三階蔵）

の文書より、近くの川の増水から貴重な文書等を守

東京都台東区の伊藤家住宅三階蔵は1916（大正

るために当該の三階蔵を建てたことがわかっている

５）年に建てられた、桁行約5.5ｍ、梁行約3.6ｍ、棟

が、このように建築の経緯がわかることも珍しい。

高約10.8ｍの妻入りの土蔵である14。平面規模に対

現在、渡邊家土蔵は木屋江戸資料館という私設の資

して階高が高く、外観はほっそりと縦に長い印象で

料館として、予約制で見学者を受け入れている。情

ある。１階はギャラリー「すぺーす小倉屋蔵」とし

報の発信も積極的にされており、個人でできる範囲

て、一般公開されている。元々は富山県にあったも

の活用に関して高い意識をもって取り組まれている

のが、移築され、質屋の質蔵として用いられていた

例と言える。

とのことである。本来の機能のまま使用されてきた

２－２－２．文久蔵（多田家住宅三階蔵）

こともあり、大きな改装を施された形跡はなく、ほ

滋賀県彦根市の多田家住宅三階蔵は文久年間
（1861-1864年）に建てられた、桁行約6.9ｍ、梁行約

ぼ従前の姿を留めていると思われる。寺院と墓地が
密集している場所であることから、通りに面して立

4.8ｍ、棟高約8.1ｍ、平入りの土蔵である。前述の

つこの三階蔵の存在感は際立っている。

渡邊家土蔵と同様、四方転びが用いられている。傾
き具合は渡邊家とほぼ同じであった。現在は「文久

２－２－５．田中本家博物館の三階蔵
長野県須坂市の田中本家博物館は、三階蔵の個人

蔵」という名称の飲食店になっており、３階の床面

所有者家の中でも特殊な例として挙げられる。同家

を取り払い、階段の配置を変えるなどの改装されて

は、広大な敷地と家屋、そして保管されていた民俗
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名称

写真①

写真②

図版

写真2-2-1① 渡邊家土蔵

写真2-2-1② 3階は畳が敷かれた
図2-2-1 渡邊家土蔵断面(左)・3階平面図(右)
座敷となっている

写真2-2-2① 多田家住宅三階蔵

写真2-2-2② 3階の床板が外され
2-3階は吹き抜けとなっている

写真2-2-3① 島村家土蔵

写真2-2-3② 土蔵に保管されてい
図2-2-3 島村家土蔵断面図(左)・1階平面図(右)
たものが展示されている

写真2-2-4① 伊藤家住宅三階蔵

写真2-2-4② 1階はギャラリーとし
て活用されている

渡邊家土蔵
【2-2-1】

文久蔵
(多田家住宅
三階蔵)
【2-2-2】
図2-2-2 多田家住宅三階蔵断面図(左)・2階平面図

島村家土蔵
【2-2-3】

すぺーす小倉屋
蔵(伊藤家住宅
三階蔵)
【2-2-4】
図2-2-4 伊藤家住宅三階蔵断面図・1階平面図

なし

田中本家博物館
の三階蔵
【2-2-5】

写真2-2-5① 田中本家の三階蔵

写真2-2-5② 展示室として改装さ
れている土蔵の内部

なし

官学連携による
活用の模索
【2-3】
写真2-3② 土蔵と同時に公開した
写真2-3① 旧西川利右衛門家土蔵
旧伴家住宅の３階ではパネル等を
３階で見学者に解説した
用いて解説を行った

表３ 本文２－２に対する写真と図版
表３ 本文２−２に対する写真と図版
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資料を展示するため、1993（平成５）年４月に「豪

ちろん、田中本家のように、指定文化財ほどの価値

商の館

田中本家博物館」として開館した私設の博

があるとされても、所有者の意思で、敢えて制限が

物館である。田中家は穀物や煙草、酒造業などの商

少ない登録文化財を選び、思うように改築をするこ

売を行い、須坂藩の御用達商人として活躍、名字帯

とも可能である。活用の方法を検討する際には、文

刀を許される大地主であった。
三階蔵の公開は行っておらず、展示経路からは僅

化財になることの良し悪しについても合わせて考え
ることが肝要である。

かしか見ることができないが、長屋のように連なる
蔵が展示室として大きく改築されている。ミュージ

２－３．官学連携による活用の模索

アムショップや喫茶も併設され、個人所有にしては

自治体が所有する三階蔵を、個人所有のものと同

例外的な活用方法をとっている。田中本家は3,000

じように活用することは、費用や安全上の配慮、防

坪の広大な敷地を持ち、四方を20の土蔵が取り囲ん

犯上の理由などから検討しなければならない点が多

でいる。このうちの５棟が展示室として利用されて

く、難しい。ただ、その佇まいだけを見せることと

いる。敷地内には主屋、付属屋の他に、３つの庭が

内部も見せることで、その建造物に対する印象は大

ある。江戸から昭和にかけての衣装や陶磁器類、調

きく変わるはずである。こうした考えの下、三階蔵

度品など６万点が土蔵にのこされており、常設展示

を地域資源として活用する試みとして、2013（平成

や企画展で見ることができる。

25）年10月から12月にかけて、近江八幡市と市の指

田中家の展示スペースは外壁や構造躯体こそその
ままだが、内部には現代的な改装が施されている。

定管理者の協力を得て、旧西川利右衛門家の三階蔵
を中心に「三階蔵公開プロジェクト」15を実験的に

その展示スペースには、蔵に収蔵されていたという

行った。このプロジェクトでは、旧西川家に隣接す

服飾品、食器類、玩具類など、あらゆる面で史料価

る市立資料館にて三階蔵のパネル展示を実施、全国

値の高い品々が展示されている。特に、蔵の長持ち

に現存する三階蔵をその特徴と共に紹介した。２カ

の中に保管されていたという婚礼衣装は、外気に触

月間のパネル展の会期末に、２日間、旧西川家利右

れることがなかったため、非常に良い状態で発見さ

衛門家土蔵の内部を公開した。このとき、資料館の

れ、歴史的にも貴重な品と言える。

向かいにある、主屋が三階建ての旧伴家住宅と、同

２－２－６．個人所有の三階蔵とその活用

じ通りにある町家の１軒に協力を得て、同時に公開

自治体が所有する場合とは異なり、個人が所有す

イベントを実施した。同時に公開を行うことで、当

る建物は営利目的の施設として使用するなどの自由

該地区に多くの文化的価値をもつ建造物があること

度が高く、活用方法の選択肢は多い。ただ、三階蔵

を一体的に周知する機会を作るとともに、そうした

の例で見ると、飲食店は１例で、資料館・ギャラ

建造物が多く残る地区を後世に残していく必要性を

リーが３例、三階蔵自体ではないが本格的な博物館

訴えることを目的とした。

が１例であった。ここで挙げなかった個人所有の三

三階蔵の内部公開に際しては、旧西川家の文書な

階蔵は、基本的に蔵や倉庫として使用されている。

どが蔵に収蔵されたままになっている点や、内部に

個人所有の三階蔵が資料館等の施設化する理由と

照明が必要な点などの課題があったが、一番の課題

しては、大きな改装をせずに蔵そのものを見せるこ

は階段の昇降にあった。高齢者にとっては昇降する

とができること、また所有する蔵に対する愛着や周

ことが難しい点である。三階蔵はその特性上、階段

知したいという積極的発信に意欲があることなどが

が２つある。二段階に昇降を繰り返さなければなら

考えられる。多田家の三階蔵のように文化財になっ

いため、内部の見学者の一部は２階以上にあがるこ

ていない建物であれば、大きな改築も可能で、思い
切った活用方法を選択することができる。

とができなかった。加えて階段に関しては、頻繁に
人が昇降することで階段自体へのダメージも心配さ

一方で、渡邊家土蔵のように市等の指定文化財に

れた。一方で、２日間の実施で累計300人が参加し

なっている場合は、現状変更に対する制限がある。
資料館など学術的な方向での活用を選択する場合に

たこのイベントでは、一般来訪者の歴史的な建物に
対する関心度の高さを確認することができた。

は、文化財指定や登録が肩書として役に立つ場合も
あるが、大きな改修が必要ならば不向きである。も
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２－４．活用のまとめ

調して活用を行う方法も考えられる。

活用の方法については様々な規模があるが、主屋

海老名市の今福薬医門公園は、自治体所有の文化

や他の付属屋と共に三階蔵が残っている場合は、そ

財を地域住民の手に運営を委ねるという方法を採用

の公開は限定的であることが多い。どちらかという

しており、活用や維持管理の方法としては新鮮で、

と、蔵自体に特異な事情がない限り、三階建てで
あったとしても、蔵はあくまで付属屋として主屋ほ

一手法として今後のモデルとなり得るのではないだ
ろうか。

どは重要視されていないように見受けられる。その
特性上、物置として継続使用されている場合も多
く、単体での活用を考えられることの方が特殊であ
るとも言える。

４．民家建築における文化財指定・登録と文化
財保護法の一部改正
近年、武家屋敷や商家などの大きな屋敷だけでな

とはいえ、一般公開にあたって、まち歩きイベン

く、歴史ある民家建築も各種文化財や伝統的建造物

トなど地元の自治体と協力し、歴史的な建造物をま

群保存地区などに選定、登録や指定される傾向があ

ちの魅力のひとつとして周知する活動が行われてい

る。文化財にするためには、大学や調査機関が調査

ることも事実である。古い蔵が、建築当初に考えら

を実施しまとめた報告書等を元に、地方自治体や文

れていた用途とは異なり、店舗や展示室として活用

化庁が文化財に値するかの判断を行う。

される。その際には、蔵という建築物自体の珍しさ

建築物に関する文化財保護の動きは、1898（明治

も含めて「特色ある建物」として紹介し、来訪者に
知ってもらうことで、更なる魅力の創出につなげる

30）年６月に公布された古社寺保存法に端を発す
る。1950（昭和25）年５月に文化財保護法という名

ことも期待できる。価値を独自に理解し活用に意欲

称になり、1975（昭和50）年７月の改正で伝統的建

がある例があることは、これから活用を検討される

造物群制度が、1996（平成８）年６月の改正で登録

際の参考になることには違いない。

有形文化財制度が導入された。それから22年が経過

３．維持管理と保存の課題

し、社会情勢は変化しつつある。文化財保護法及び
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部

古い建築物を保存する際に課題となるのが、維

が、2018（平成30）年の通常国会で改正され、2019（平

持・管理費である。土蔵は土壁であり、町場にある

成31）年４月に施行されることになった。この改正

土蔵の外壁は大概、漆喰で仕上げられている。漆喰

は、「過疎化・少子高齢化等の社会状況の変化を背

も長い時間経過すると剥落したり壁に穴が開いたり

景に各地の貴重な文化財の滅失・散逸等の防止が緊

と傷み始めるため、早期に補修、修理をする必要が

急の課題となる中，これまで価値付けが明確でな

ある。あくまで倉庫の代わりに私的に使用する場合

かった未指定を含めた有形・無形の文化財をまちづ

はともかく、一般公開するにあたっては、さまざま

くりに生かしつつ，文化財継承の担い手を確保し，

な配慮を要し、これをすべて個人で賄うのは容易で

地域社会総がかりで取り組んでいくことのできる体

はない。

制づくりを整備するため，地域における文化財の計

長野県須坂市の田中本家の周辺には、土蔵を保有
する家が他にも多数あり、土蔵の残存率が高い地域

画的な保存・活用の促進や，地方文化財保護行政の
推進力の強化を図るもの」16と定義されている。

である。またそれらの中には、田中本家と同様に三

文化財自体の総数も年々増加する上、登録文化財

階建てのものもある。複数の三階蔵や多層階住宅が

の特性上、所有者は個人のままであることも多い。

近接した地域内に見られる点は、兵庫県のたつの市

個人での文化財所有者は、活用に積極的であったと

や滋賀県の長浜市・近江八幡市、福井県の小浜市に
も共通している。田中本家は特殊なケースではある

しても、どのように活用すべきなのか、その道筋が
なければ実行に移すことは難しいだろう。また自治

が、最大限に活用するために敢えて自治体とは協同

体が所有する場合は、費用面や安全面の課題もあ

せず、あくまで個人がその維持管理にあたり、また
私設の博物館として保有するという、新しい保存・

り、積極的な活用はあまり行われない傾向にある。
いずれの場合も、現状では自力での活用には限界が

活用の形をとっている。単独では難しくても、同一

ある。

地域内で類似の特徴を有する建物があるならば、協

三階蔵の活用例から考えれば、自治体が所有する
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文化財の場合、北海道の福原漁場のように公共の博

２

ると考える。文化財の活用方法として一般的なのは

３

三階蔵に関する基礎的

久保奈緒子「滋賀県・近江八幡における三階蔵
の調査研究」
（『2013年度日本建築学会近畿支部研

収蔵品も含めて展示する方法である。博物館等の施
設や職員が携わることで、学術的・博物学的な面で
もサポートすることが可能となる。そこまで前のめ

久保奈緒子『修士論文
研究』
（2013）

物館施設等が維持管理に参加することが理想的であ

４

究報告集 第53号（計画系）
』pp.785-788、2013）
久保奈緒子「滋賀県・彦根旧城下町縁辺部に

りの活用が難しければ、今福薬医門公園のように、

おける三階蔵の調査研究」
（『2013年度日本建築学

地域住民と共に歩む公共性の高い場所とすることを

会大会（北海道）学術梗概集（建築歴史・意匠）
』
pp.259-260、2013）

目指すのも、また一つの方法である。
一方で個人所有の三階蔵の場合は、指定文化財な

５

久保奈緒子「増築された三階蔵に関する考察」

らばともかく、登録文化財は個人の自由度が高いこ

（
『人間文化』第36号 pp.28-39、2014）及び久保奈

ともあって、公共性を重視する公的機関との協同は

緒子「増築された三階蔵に関する考察」
（『2014年

ハードルが高い。そのため民間の NPO 団体や、大
学などの研究機関との協力が考えられる。個人所有

度日本建築学会大会（近畿）学術梗概集（建築歴

の三階蔵の例から言うと、資料館としての活用方法

史・意匠）
』pp.75-76、2014）
６

久保奈緒子「独立柱を持つ三階蔵に関する考
察」
（
『人間文化』第43号 pp.26-36、2017）

だけでなく、その機能を変えて飲食店やギャラリー
できる範囲で活用の方向性を考えることが必要であ

2018年8月末日現在。対象となる三階蔵は、各
種調査報告書、文化財データベース（文化庁）、

ると考える。

伝建地区等での調査を通して捜索している。他の

スペースとして活用する方法もあり、まずは個人が

７

調査で訪れた地域で偶然発見した例もある。文化

おわりに

財等の対象になっていない場合、報告書やデータ
ベースへの掲載はないため建築年代等が不明なも

三階蔵は、照明や階高の問題があり活用は難し

のも多い。

く、本来の目的以外の用途として建物内部を活用す
る場合は、ある程度改装しなければならない。登録

８

文化財 旧目黒家住宅 中蔵 新蔵 修理工事報告書』

文化財であれば一定の改変は可能なため、補助を受
けて修繕をしつつ、活用のための改装を行うことも
できる。文化財と言えば、現状をそのままに保存す
ることが肝要であるとされてきたが、使用していな

（守門村、1983）
９

会、1988）
10

て、三階蔵を含む、個人所有の登録文化財について

11

海老名市教育委員会教育部社会教育課文化財係

『えびな文化財探求書

其ノ参

旧今福家の表門

と文庫蔵～今福薬医門公園～』
（海老名市教育委

新たな活用法を見出し、文化財的価値を担保しなが
ら、活用に舵を切るきっかけになることが期待され

員会、2010）
12

る。

富山博「銭屋の三階蔵について」
（『日本建築学
会論文報告集』第89号 p.514、1963）

せる、そうした決断をする時代が到来しているので
はないだろうか。文化財保護法の一部改正によっ

滋賀県教育委員会『重要文化財 旧西川家住宅

（主屋・土蔵）修理工事報告書』
（滋賀県教育委員

いものを維持し続けることは、特に個人の場合は負
担となる。時代の変化に合わせて保存の形も変化さ

財団法人文化財建造物保存技術協会編『重要

渡邊家土蔵については、建部恭宣『渡邊家土蔵

（三階文庫）の建築に関する調査報告書』
（建部恭
宣、2001）および渡邊俊介『蒲原町指定有形文化
財 渡邊家土蔵（三階文庫）応急修理工事報告書』

参考文献
１ 『日本永代蔵』には、「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あ

（渡邊俊介、2005）が発行されている。
13

りける。
」という記述がある（『新潮日本古典集
成

日本永代蔵』
（佐藤亮一発行 , 村田穆校注 , 新

潮社 ,1977）。
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14

富山博「四方ころび型の土蔵について」
（『日本
建築学会論文報告集』第76号 p.370、1962）
台東区教育委員会『台東区の登録有形文化財』

（台東区教育委員会、2010）
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15

2013年 度 近 江 楽 座「 三 階 蔵 覚 醒 プ ロ ジ ェ ク

及び運営に関する法律の一部を改正する法律の公

ト 」 及 び2014年 度「 町 活 in 八 幡 」
（滋賀県立大

布について（通知）」30庁財第128号、平成30年６

学 近 江 楽 座、http://ohmirakuza.net/project/

月８日

sankaigura/）
16

文化庁「文化財保護法及び地方教育行政の組織

Comment
石

川

慎

治

人間文化学部地域文化学科准教授

今年６月に文化財保護法が改正されたが、これ

定・未指定）に着目・分類しながら事例を紹介しつ

は、
「過疎化・少子高齢化等の社会状況の変化を背

つ、考察している。一般的に、文化財を含めた歴史

景に各地の貴重な文化財の減失・散逸等の防止が緊

的建造物では、社寺建築のように、建設当初から用

急の課題となる中、これまで価値付けが明確でな

途が変わらず存続しているものもあるが、時代ごと

かった未指定を含めた有形・無形の文化財をまちづ

に用途は変わりながらも存続しているものも多いよ

くりに活かしつつ、文化財継承の担い手を確保し、

うに思われる。そのため、建造物が存続するため

地域社会総がかりで取り組んでいくことのできる体

に、用途を変更し、改修することで積極的に活用す

制づくりを整備するため、地域における文化財の計

ることは重要であり、筆者の主張にもうなずけるも

画的な保存・活用の促進や、地方文化財保護行政の

のがある。

推進力の強化を図る」
（文化庁 HP）ことを目的とし

しかし、ここで気を付けなければならないのは、

たものである。実際には、来年４月から改正された

歴史的建造物を継承するためならば、どんな活用で

文化財保護法（以下、改正保護法とする）が施行さ

もいいというわけではなく、建造物本来の良さが損

れることになるが、本論文では、文化財建造物の保

なわれないようにする必要がある。それは、重要文

存と活用について、三階蔵を事例に挙げながら、そ

化財であろうが、登録文化財であろうが、未指定の

の在り方について考察したものである。

建物であろうが変わりないと思う。この判断は簡単

今回の改正保護法については、特に活用の在り方

にはできないため、十分な検討が必要不可欠である

について、新聞報道などを見てもさまざまな受け止

し、的確な判断ができる人材を育成する必要もあ

め方がある。そのため、改正保護法が施行されてい

る。本論文でそのあたりをもう少し言及してほし

ないこの時点で文化財建造物の保存・活用の在り方

かった。また、文化財建造物の保存・活用を考える

について、さまざまな専門分野から考察しておくこ

には、三階蔵はやや特殊解すぎたのではないか。で

とは重要であると思われる。本論文では保存修景の

きれば、別の機会にでも、他の建築様式の文化財建

立場から考察を行っているが、ここでは、文化財建

造物を事例に考察することを期待したい。

造物の所有形態（自治体・個人）や文化財の有無（指
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解題
本稿は、Internationals Asien forum 誌の41巻1-2

チベット人のゲシェー１が、モンゴル貿易産業大学
で講義を行っている。大きな講義会場は、男女の若

号（2010年）に掲載された、J. ルハグワデムチグ氏

い学生で混みあっている。ゲシェーは英語で講義を

と S. バーンハード氏による論文「Negotiating Self
and Other: Transnational Cultural Flows and the

していた。本日、現代の若いモンゴル人の聴衆に対
し、科学（西洋の）と仏教の二つの思考体系の共通

Reinvention of Mongolian Buddhism」の日本語訳

点に焦点を当てながら、彼の考えを語っていた。講

である。

演の終わりに差し掛かると、ゲシェーは以下のよう

執筆者であるハグワデムチグ氏は、モンゴル国立

に話した。

大学科学教養学部人類学 / 考古学学科の上級講師
で、モンゴル国における仏教教団内のポリティク

「東洋人が、もし彼らの文化そのものを


スを対象とした社会人類学的研究を行ってきた。ま

学ぶことに気を配らなければ、東洋の文

たその研究を結実させた博士論文『双頭のモンゴ

化は西洋の文化に飲み込まれ、東洋人に

ル仏教─現代モンゴル仏教の教団内政治に関する歴

は何も残らなくなるかもしれません。現

史人類学的研究』で、本年３月、本学から博士号

在、西洋人はモンゴルの僧侶がするのと

（論文博士）を授与されている。日本語で読める著

同様に、チベット人を崇めたてるように

作に「ジェプツンダンバ９世か、ガンダン寺僧院長

なっています。また彼らは仏教の教えを

か？─モンゴル仏教の最高指導者を巡る相克」
『季

学び、維持しています。もし東洋人が彼

刊民族学』164号がある。また、サブオーサーであ

ら独自の文化の偉大な価値を認識しなけ

るバーンハード氏は、執筆当時ドイツのフライブル

れば、東洋の文化は失われるかもしれま

ク大学の博士課程に在籍していた。

せん。最終的にわれわれが東洋の文化に

本稿で扱っているポスト社会主義時代におけるモ

驚異的な価値があると認知した時は、す

ンゴル仏教のトランスナショナルな再創造の過程
は、８年を経た現在も進行中の現象だといえる。と

でに手遅れになっていることでしょう。

ころがポスト社会主義期のモンゴル仏教の復興に関

ればならなくなるのです」

私たちは西洋にいる師のもとへ行かなけ

する人類学的論考は、訳者（島村）が編集し著者（ハ
特集「モンゴル仏教と化身ラマ－あるいは生まれ変

２つ目：モンゴル国で最大の公共施設の一つであ
るウランバートル国立サーカス劇場において、アメ

わりの人類学」を除くと、日本ではほとんど発表さ

リカ人のゲシェーとその西洋の同僚たちが講演を

れていない。とりわけ欧米人・チベット難民・モン

行っている。温かな笑顔を浮かべながら、彼らは天

ゴル人という三者の関係性に注目した論文は、上記

女の舞と荼吉尼天たち（Sky dances and angels）の

特集を除くと皆無に等しい。そこでこの分野の嚆矢

ことを話し、満席のモンゴル国のフォーラムに出席

となる本論を翻訳した次第である。

した多くの人々を感動させた。何度か挟まれた休憩

グワデムチグ）も執筆した『季刊民族学』164号の

１．はじめに
モンゴル国の首都ウランバートルで2008年に起き
た２つの場面の素描から本稿を始めたい。
１つ目：伝統的なチベット仏教の袈裟を着た若い
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時間に、会場にいる誰もがゲシェーによって祝福を
受け、モンゴル語に翻訳された仏教の教義本が配ら
れた。本はゲシェーによって無料で、出席した全て
の人に配布されていた。「私たちを、あなたたちの
素晴らしい国に迎えてくれてありがとうございま

自己と他者との交渉─トランスナショナルな文化のフローとモンゴル仏教の再創造─

す。また再び出会えることを願っています」という

ロジェクトに基づいて行われた。資金提供いただい

のがゲシェーの結びの言葉である。その言葉に続い

た Gerda Henkel 財団に感謝したい。本研究は、伝

て、聴衆からの拍手が沸いた。しかしモンゴル人の

統的な社会・文化人類学における質的研究を採用し

中には、このアメリカ人による「キリスト教的な」

たが、ドイツとモンゴルの博士課程在学中の学生に

仏教の説法の演出を不思議に思う人もいた。
この２つの場面は、1990年に起こったモンゴルの

よる共同作業という革新的なアプローチを組み込ん
でいる。

民主化革命から約18年後の現在において、モンゴ

ドイツ側の研究者（バーンハード）は、モンゴル

ル仏教の社会的かつ教団の復興の兆しを描くため

国で12カ月間を費やし、その期間、独自に参与観察

に提示したものである。ポスト社会主義の民主化社

を２回行った。モンゴル国側の研究者であるルハグ

会は、宗教の自由を促進させてきた。その結果、

ワデムチグは、「チベット仏教」を学んだ仏教徒の

シャーマニズム２と同様に仏教の力強い復興がモン

来歴を持っている。また彼は、インドのチベット難

ゴル国でなされおり、多くの（そして多様な）宗教

民コミュニティで生活していた。より幅広い取り組

活動家たちが同国に引き寄せられるようになった。

みに向けて合計60回の（長時間）インタビューが記

そうした中、国家を超えた結びつきが増え続ける

録された。さらに、本研究では、記録映像の撮影

ことで、モンゴル国の宗教的アイデンティティに関

や、調査者の観察に基づく詳細なフィールドノー

する重要な問いが生じてきた。そもそもモンゴル仏

ト、多くの非公式の対話が含まれている。

教の事例は、高度に国際化３された環境におけるア
イデンティティ政治の概念を検討するのに、特に適
している。その伝統は、主にこれまでチベットとモ

２．トランスナショナルな文化のフローとモン
ゴル仏教の再創造

ンゴルの間ではあるが、外国の影響を受けながら異

2-1. モンゴルにおける初期の仏教の普及：チベッ

文化間のつながりに適応してきたという歴史を持つ。

トとモンゴルの絡み合い

社会主義時代、仏教は影を潜めていたが、1990年

ガンダンテグチェンリン寺（ガンダン寺）は、モ

以降、国境を越えた関係が新たに確立されてきた。

ンゴル仏教の中心であり、首都ウランバートルで最

それだけでなく、多くの古い結びつきも表面化して

大規模の活動を行っている仏教寺院である。その僧

きつつある。以上のことから、私たちの研究は、複

院長は、あるインタビューの中で、約200人の（モ

数の文化に跨った文脈に位置する、新しく交渉され

ンゴル人の）子供たちがインドの亡命チベット人の

た境界及び既存の境界の絶え間ない（再）生産に関

僧院で学んでいると語った。それゆえに「チベッ

与した社会的過程の解明を試みるものである。

ト」こそが、モンゴル仏教を復興させる唯一の場所

本論では、現在モンゴル国で機能するチベット、
ソ連、西洋の多様な影響の中で、モンゴル人のアイ
デンティティがいかに創出され、維持されている

だと彼は考えている。なぜチベットなのだろうか。
我々は、モンゴルとチベット仏教の歴史的つなが
りの中から、その答えの一つを見出した。

か、を検討するものとしたい。主な論点は以下の２

モンゴル人の学者らは、モンゴル高原における

点である。⒜差異の生成過程。⒝特定のモンゴル仏

仏 教 の 伝 播 を 匈 奴 の 時 代（Dam-chos-rgya-mtsho,

教のアイデンティティを（再）生産するために、文

Klafkowski 1987: 156）だとするが、西洋の科学では

化のフロー（流れ）が吸収・統合され、あるいは時

しばしば、モンゴル仏教の起源を13世紀以降、つま

には拒絶されていく過程。

りオゴデイ・ハーンの時代だとみなしている。彼の

初めの章では、モンゴル仏教の国境を越えた結び

息子コデン・ハーンは、現在のモンゴリアⅰとして

つきの起源に関して、その歴史的概要を述べる。ま
た社会主義期の発展とポスト社会主義の復興の中

我々が知る地域に仏教を広めるためにチベットから
一人の高僧を招いたのである。

で、これらの結びつきが今日果たしている役割につ

この仏教の普及は、元朝の皇帝フビライ・ハーン

いて検討する。第３章はこの文脈的な情報をもと
に、自己と他者との交渉に用いられる現在の一連の

の下で最盛を極めた。彼はモンゴル４の国家宗教と
して「チベット」仏教を導入したのである。いわゆ

戦略を考察する。

る「２度目」のモンゴル５での仏教の伝播は、16世

本稿にかかる調査は、ドイツ・モンゴルの研究プ

紀に遡る。アルタン・ハーンの治世の頃、チベット
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の高僧を招き「ダライ・ラマ」の称号を贈ったので

与えるために、とりわけアジアの他の仏教諸国に対

ある。どちらの側にも、政治的および宗教的目的を

する共産主義のプロパガンダのために維持された」

達成するため補完的な相乗効果があった。モンゴル

と記している（Rupen 1966：332）
。

における清朝の支配の間、仏教は社会組織上で最も

社会主義時代、仏教は政府の厳しい管理下にあ

重要な部分へと発展していった。またモンゴルでは
独自の精神的な（かつ象徴的な）元首、ジェプツン

り、宗教活動もガンダン寺11内のみに限られてい
た。しかし、ガンダン寺は、1970年に設立された仏

ダンバ・ホトクトを擁していたが、チベット６のダ

教大学（モンゴル語：shashny deed surguul’）におい

ライ・ラマの制度同様、転生によって継承されてい

て、なんとか仏教の教えを若い学僧たちに伝授して

くのものだと考えられていた。

いた。またチベットとモンゴルの宗教的な関係は、
一度は崩れたものの、1979年および1982年のダラ

2-2. 社会主義期の仏教

イ・ラマのモンゴル訪問によって復活した。さら

しかし、20世紀になると、チベット－モンゴルの

に、1980年代初頭から、モンゴルの僧侶は、亡命チ

仏教の優位性と政教融合体制は衰退し始めた。これ

ベット政府のあるインド・ダラムサラの仏教論理大

は共産主義者によるモンゴル国の奪取による結果で

学（Institute of Buddhist Dialectics）で学ぶように

あった。1924年のジェプツンダンバ８世７の死後、

なった。

モンゴル国政府は、次の化身ラマの捜索を禁止し、

モンゴルへの訪問者の中には、1954年にガンダン

同じ年に新たに施行された憲法の中で政教を分離さ
せた８。

寺を訪れた英国人モンタギューのように「少しの僧
侶は残っているものの、ラマ教は無くなった」と記

17世紀後半以降、モンゴル地域では仏教（黄帽

した者もいた（Montagu 1956：34）
。モンゴルでは、

派）が支配的な宗教的勢力であったため、一部の党

仏教は隠蔽されていたのである。一部の僧侶は、仏

員は仏教を軽視することに対して乗り気ではなかっ

教は決してモンゴルを去ることはなかったと強調す

た。むしろ、彼らは仏教がマルクス主義に近しく、

る（インタビュー：2009年５月９日）12。彼らが主張

共鳴する考え方を持つことから、仏教を改革する方

するには、４人以上の僧侶が社会主義期に僧侶とし

を望んでいた。ジャムツラノーは、こうした考え方

ての戒律を守ることで、伝統的な仏典に依拠した仏

の提唱者の1人であるが、「我々の党と仏教の目的は

教教団にとっての必要最低限の僧侶数を維持してい

共に人々の幸福であることを考えれば、両者の間に

たのだという13。

対立はない」と述べた（Bawden 1968：286）
。

一方、社会主義時代、ガンダン寺に「妻帯僧」の

それにもかかわらず、1920年代初頭から、ソ連の

「伝統」が導入された。しかし「妻帯僧」たちは、

政策と支配の実行に反対していた党員たちは粛清さ

そうした僧侶の誓いの受戒を基本方針（戒律）とし

れていった。コミンテルンの圧力の下、モンゴル政

なかった。むしろ、妻帯が許される在家の仏教誓

府は仏教を国家の敵と宣言し、社会における仏教の

約（五戒）を基本方針としたのである。これは、何

影響を弱めるために、一連の仏教撲滅キャンペーン

の戒律も受けないことと、僧侶としての戒律を受け

を開始した。このキャンペーンは、仏教寺院の経済

て独身で生きることとの間の妥協案であったといえ

力を絶ち、民衆への継続的かつ強い影響を減退させ

る。というのも若者の大半はすでに仏教大学に入る

ることを目標としていた。

前に結婚していたからである。そのような妥協案に

寺院の財産は没収され、新しい寺院の建設が禁止
された。18歳未満の未成年者を寺院に受け入れるこ

対して、ダッシチョイリン寺院の僧院長、Ch. ダム
バジャブは、以下のように説明している。

とも禁止され、化身ラマの転生者の探索も禁じられ
た。最後に僧侶の大量粛清が行われ、１万７千人の

「私は二番目の子供が生まれた後に僧侶


僧侶が処刑された 。さらにすべての仏教寺院が閉

になりました。結婚は、私（が僧侶にな

鎖され、破壊された。モンゴル政府が1944年にウラ
ンバートルでガンダン寺を再開するまで、モンゴル

ること）の障害ではありませんでした。
私は結婚していたので、どうしようも

国内に一人の僧侶も一山の寺院も残らなかった10。

なかったんです。私は（仏教大学で）勉

ルペンは、ガンダン寺は「主に外国人に良い印象を

強し、卒業しました。［中略］というの

９
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も、チベット語が理解できる若くて教養

教寺院が建設された。これは、ブッダ（覚者）が歴

のある人材が不足していると言われてい

史的に悟りを開いた場所でモンゴル仏教の存在を示

たからです。チベット語の経典を多く所

すためのものであった。政治家や政党19の中には、

蔵する国立図書館や科学アカデミー、国

仏教を国教として導入することを彼らの選挙演説で

立博物館のような歴史研究の機関で働け
るような人間が不足していたんです。も

打ち出すものすらいた。
1990年代の民主化の結果、モンゴル国では激しい

し僧侶になれば、そこで働けるというわ

社会・政治的変化が生じた。それは、モンゴル仏教

けです」
（2004年 小長谷有紀教授による

徒にとって新しい状況を意味した。チベットは、何

インタビュー）

世紀も昔の仏教の伝統を再興する唯一の場所と考え
られた。そのため、モンゴルの僧侶はモンゴル仏教

これは社会主義期の典型的な状況であった。ガン

を再建するためにチベット難民を頼った。こうした

ダン寺の仏教大学で学ぶことは、志願者は（袈裟を

背景の下、ダライ・ラマは数次にわたってモンゴル

着た）僧侶にはなるが、僧侶として受戒する必要は

を訪問した20。そして200人以上の若いモンゴルの

ないということを自動的に意味していた。とはい

学生（少年僧）が、モンゴル国に仏教を持ち帰るた

え、学生が具足戒を受けたいと望むならば、受戒は

めにチベットの僧院に派遣されるようになったので

許されていた。こうした複雑さに加えて、学生は仏

ある。また多くの僧侶が、チベット難民の仏教寺院

教大学への入学が許される前に、規定によって兵役
に服することが決められていた。それは、仏教思

があるスイスにも留学生として派遣された21。
モンゴルは、チベット仏教が拠点を置くインドに

想や教義に反する教育であったのである。（インタ

対して僧侶を派遣しただけではない。様々な個人や

ビュー：2008年６月８日）。

団体が、インドから仏教の師僧をモンゴルに招聘す
るようになった。チベット人の師僧の中には、仏教

2-3. ポスト社会主義期における仏教の再創造

の普及のために短・長期間、モンゴルに滞在する者

1980年代後半、ソ連におけるペレストロイカ（改

もいた。その中でも著名なチベット人師僧の一人と

革）の始まりによって、モンゴル政府は対仏教政策

して、インド大使バクラ・リンポチェが挙げられ

を緩和した。そして1992年、モンゴル国新憲法の採

る。彼は、釈迦が仏教の教えを守るために託した16

択によって、最終的に宗教の自由が与えられるよう

人の弟子（十六羅漢）の一人であるバクラ（薄拘羅）

になった14。モンゴルに仏教が再登場したとき、そ

尊者の転生者だと考えられている。したがって彼の

の復興は爆発的であった。寺院の数は、ガンダン寺

モンゴル国への赴任は、モンゴルにおける仏教復興

のたった１箇寺から、1998年までに120箇寺以上へ

の兆候だと考えたモンゴル人仏教徒もいたほどであ

と急激に増加した 。粛清期に還俗し追放された元

る。バクラ氏は、モンゴル国に赴任すると積極的に

僧侶たちは寺院を再建し、少年僧たちへの仏教の教

仏教普及活動を行い、ベトゥブリン寺院（Betuvlin）

育を始めたのだった。70年間の仏教の禁止は、精神

を創建した。

15

的な空白16もしくは精神的な渇きを人々にもたらし

また、あるモンゴル国の女性は、バクラ・リンポ

た（Kohn 2006：176）。「精神的な必要性」を満たす

チェと（内）モンゴル人のグル・デヴァ・リンポチェ

という仏教の役割から離れて、仏教がモンゴル国の

の支援を受けて、女性仏教徒センターを設立した。

文化と国家アイデンティティの一部として再興した

このセンターは、男性の仏教寺院と同様の機能を果

のである（Kaplonski 2001：350）。

たしているといわれている。さらにバクラ・リンポ

宗教と国家は憲法によって分離されているもの
の、モンゴル国政府は、モンゴルの文化とアイデン

チェは、女性たちに対して仏教の戒律を受けて尼僧
になることを奨励した。その他、重要なチベット人

ティティをつなげるような仏教の形成的な役割を

の僧として、マハヤナⅱ伝統保護基金（FPMT）の支

鑑み、仏教を支援し始めた 。例えば、文化基金の
支援を受けて、1996年に大観音像（Migjed Janraisig）

部を設立したソパ・リンポチェ、及びアシュラル・
センターを設立したパンチェン・オトゥルル・リン

が再建された18。またインドのブッダガヤに、モン

ポチェがあげられる。この両センターは、食事を提

ゴル国政府の支援によって、インド初のモンゴル仏

供し、必要な人々に医療支援を提供するなど、社会

17
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的活動に従事している。また、英語のクラスと持続
可能な開発プロジェクトが仏教と瞑想のクラスに加
えて導入された。さらに、FPMT は14人のモンゴ

３．自己と他者との交渉―モンゴル仏教の教育
の事例から
Elverskog（2007）は、 モ ン ゴ ル 人 の こ と を「 チ

ル人の尼僧のためにダリ・エへ僧院を修復した。

ベット仏教徒」だと呼ぶことに対して、幾分、思い

チベット人の師僧だけでなく、西洋の仏教の師僧
たちも、モンゴル人の「魂を救う」ことを望んで西

やりがなく、恩着せがましい名づけではないかと疑
問を呈している。

洋のキリスト教宣教師たちと競うかのように、モン

この名づけの根本の理由は、ある長い歴史を持っ

ゴルに来訪した22。現在、モンゴルは「スピリチュア
ルのスーパーマーケット」と言われることがある。

た支配的言説にある。すなわちチベット中心主義に

そこでは、伝統的な仏教の製品と西洋のキリスト教

対して Elverskog は、代替的な歴史の読み替えを

の製品の両方が、かつて宗教という禁断の果実に触

提案している。すなわちモンゴル人の仏教への転向

れることを長く許されなかったモンゴル人の精神的

は、宗教的権力と社会・政治上の変革における、

な渇きを癒すために販売されているというわけであ

より広範な意味合いの中で理解されるべきである

23

る 。

と。「モンゴル人は、彼ら自身の宗教史における行

モンゴル仏教における多くの国境を越えた結びつ

為主体性を否定されただけでなく、彼ら“独自の”

特徴づけられた、施主─帰依処関係である。これに

きに関して、本章冒頭の「チベットは、モンゴル

仏教は、存在すらしないとされてきた」
（Elverskog

の仏教が復活できる唯一の場所である」という引
用に戻ろう。
「なぜチベットか？」という問いに立

2007：62）
。
さて次節では、モンゴル人自身と外国の他者の名

ち戻ると、一見すると、ハッキリとした解答を見つ

づけの間でいかに差異が（再）生産され、維持され

けるのは困難である。しかし仮に「チベット」が、

ているかという文脈に沿って、モンゴルーチベット

雄弁な者によって生み出された、より広い一般化さ

の関係を検討していくものとする。まず第一にモン

れた概念だと仮定してみよう。日常会話で言及され

ゴル人インフォーマントによって現出しつつある境

る実際の「チベット」という地域は、実はインドの

界の構築について議論したい。第二に、チベットに

チベット難民たちの寺院のことである。であるなら

よる仏教教育の協力の中でモンゴル人のアイデン

ば、それに続く対話の解釈は幾分異なってくるだろ

ティティを維持するため、いかに個人的および組織

う。チベットに対する強力な視覚的イメージに基づ
いた、フロイト的な錯誤行為（freuidian slip, 言い間

的な戦略がなされているかを探究する。第三に西洋

違え）ⅲだと仮定することも可能かもしれない24。こ
うした言い間違えは、ありふれた西洋人による神秘

たちの明確な反応について検証するものとする。

化より、はるかに現実的なものとなってきている。
結局のところ、この雄弁な者とは自身がインドにあ

3-1. 差異の生成

るチベット難民の寺院で修行をしたモンゴル人の僧

チベット人、西洋人）は、内容（体系化された公的

式の国境を越えた文化のフローに対するモンゴル人

ほとんどのインタビュー対象者（モンゴル人、

侶であった。現代モンゴル国では、「チベット」や

教育課程学習における）に関する限り、モンゴルと

「チベット人」に対して、説得力のある種の強力な

チベットの仏教は同一であると考えている25。しか

イメージの持ち方が存在するように思われる。さら

し、モンゴルにかかわっているチベット仏教の師僧

にグローバル化された亡命チベットの仏教のコミュ

の中には、以下のような指摘をする者もいる。

ニティは、モンゴルの仏教の発展に強い影響力を持

「過去にモンゴル国にはチベットよりも大きな寺院

つらしい。もしそうであるならば、この支配的な影
響力は、モンゴル人仏教徒が、自らのアイデンティ

があった。またジェツンダンバやザワ・ダムディン
といった有名なモンゴルの高僧たちが著した著作

ティに向き合う上で、乗り越えるべき課題の1つだ

は、チベットの寺院のエリート僧たちによって広め

と解釈できるであろう。

られ高く評価されている。この観点からすると、モ
ンゴル仏教の（学術的）伝統は、チベット仏教の学
者たちに敬意をもたれてきたといえよう」
、と。
しかし、（モンゴル人の）インフォーマントのほ

28
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とんどは、両者の間に文化的に差異があると断言

で表象する差異生産的な文化実践とは、全く対照的

する。仏教を教えるために来モ中の外国人のこと

であるといえよう。あるモンゴル人僧侶は、以下の

をどう思うか、モンゴル人たちに問うと、全ての

ように指摘する。「これは、モンゴル仏教の歴史の

インフォーマントが、仏教に関してある種のコス

中における一番の弱みです。どんな国から誰でもモ

モポリタン的な態度に言及する。すなわち教える
資格を有するならば（外部から）どんな人でも仏法

ンゴルにきて、仏教について、いかようにも教える

（Dharma）を伝授するためにモンゴル国に招待され

は、他でもないモンゴル人こそが、モンゴル国だけ

ことができるんです」。この僧侶の考えるところで

ているのが現状だと。また仏教とは常にそのような

ではなく、世界中で仏教を教えるべきなのだという

ものであり、教義のみが重要なコンテンツであった
のだと語る。「だから様々な国や文化を持つ人々が

（インタビュー：2008年８月７日）
。
このような差異の生産の中心には、もちろんチ

やってくることを、モンゴルは常に歓迎してきたん

ベットが存在している。したがって個々のモンゴル

です」
（ある寺の僧院長へのインタビュー：2008年

人は、チベット人よりも優れていると決めつける傾

５月11日）。

向がある。こうした前提を基にしてチベットとモン

一方、モンゴルに住む、ある西洋人の師僧は、

ゴルの関係について質問してみると、インフォー

大衆向けの演説の場で一歩進んで、「チベット語に

マントたちは、しばしば20世紀初めにダライ・ラ

は『チベット仏教』という用語は存在せず、この概

マ13世がモンゴル訪問したことを口にした27。イン

念自体が西洋による構築物なのだ」と主張した。
彼は以下のように語る。「私が思うに、チベット人

フォーマントたちは、ダライ・ラマに付き添う最高
位のチベット人師僧たちの随行員の一行として旅を

は、仏教を ngangpä chöe だと考えており、モンゴ

したので、その語りは、とても活き活きとしてい

ル人も同じ単語を使います。それは『内なる法』を

た。モンゴルに着いたとき、チベットの学僧たち

意味しているんです」
（インタビュー：2008年６月

は、現在のウランバートルにあるダシチョイリン寺

10日）。モンゴルとチベットの仏教の歴史的な絡み

院で哲学問答を行うことにした。あるボルガン県28

合い現象を概説する前に、同じことがチベット語に

出身のモンゴル人の師僧は、３日間にわたった問答

関してもいえる、と彼はつづけた。それは「法の言

の中で、すべてのチベット人の学僧たちを打ち負か

語」を意味しており、チベット語ではチョーケド

した。そして最後にはダライ・ラマ13世自身をも打

（choe khed）と呼ばれる。（同上のインタビュー）。
またあるアメリカの学者は、チベット仏教とモン
ゴル仏教という二分法からの脱構築を主張する。彼

ち負かしたのである。ダライ・ラマ13世は大変感銘
を受け、その師僧の弟子となり、何度も何度もモ

はガンダン寺で講義を行ったのだが、そこでカルム

ンゴルに戻ってきたのである。ある僧侶は彼（ダラ
イ・ラマ13世）の言葉を引用して、モンゴル国のこ

イク・モンゴル人の師僧であるゲシェー・ワンギャ

とを指して、「ここが真の仏教国である」と述べた

ル（Geshe Wangyal）の人生を紹介した。この人物

( インタビュー：2008年８月７日）29。

は、米国で仏教を教えた最初の「チベット仏教徒

これに似たモンゴル人の優位性を強調するような

26

」であった。この北米の学者は、その第２世代目

話は、他にもある30。同様に古いチベットの慣用句

にあたる。彼は、ほとんどの北米の「チベット学

には、「チベット仏教は誓いに基づき、モンゴル仏

者」が、モンゴル人のゲシェー・ワンギャルの直接

教は信頼に基づいている」というものがある。こ

的または間接的な学生であり、従って北米のチベッ

の言葉の一般的な解釈は、「モンゴル人のアイデン

ト学は、実際にモンゴルをルーツに持つのだと主張

ティティは、チベット人よりも上に位置する」とい

したのである（ガンダン寺での講義：2008年７月26
日）
。

うものである。チベット人は悪い行為を禁止するた
めに誓いを立てる必要があるが、モンゴル人は仏教

モンゴル仏教やチベット仏教、
（上述の）西洋に

全般と特にスピリチュアルな師僧に対して自発的・

おけるチベット仏教といった区別を世界市民的に脱
構築するということは、現地のモンゴル人の”アク

内的な信頼感を持っている。しかしながらインタ

ターたち”が、地元で会話の中で仏教について言及

は、かなりの違いが存在することがわかってきた。

する際に「宗教（shashin）」という用語を使うこと

様々な資質が、モンゴル人僧侶とチベット人僧侶の

ビューから、モンゴル人とチベット人の僧侶の間に
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（違いの）せいだとし、モンゴル人僧侶の優れた性
質を強調する傾向が強かった。

た。一方、チベット人の師僧が仏教を教えにモンゴ
ルを訪問している。こうした状況の下、このトラン

例えば、もっと論争の的になっている問題の１

スナショナルな構造の中で、新たな線引きが確立さ

つは、不淫（celibacy）の問題である。前述したよう

れようとしている。モンゴルの僧侶たちの中には、

に、社会主義期のモンゴルでは、特殊な僧侶が生
み出された。1990年以降、寺院の再建に尽力した僧

チベット人の強い影響力を感じている者もおり、モ
ンゴルの仏教の「チベット化」の脅威を語る者すら

侶たちは、社会主義の下で所帯を持つことを強いら

出てきている。そこでこの機会に、特に仏教教育に

れた人々であった。しかしこうした「妻帯の僧侶た

関する協力関係において、モンゴル人仏教徒がアイ

ち」に関して、インフォーマントたちは全員、妻帯

デンティティを維持するために行っている一連の戦

を厳しく禁じた仏教教団の倫理規定（律、vinaya）に

略について検討することは有意義であろう。

対する正当かつ敬意を表すべき例外であると考えて

我々のインタビューから明らかになったのは、モ

いる。そして、こうした妻帯僧たちが、若い世代の

ンゴル国の僧侶は、何世紀もの時間の中で確立・維

ロールモデルとなったのである。

持してきたモンゴル人の伝統とアイデンティティを

さまざまな要因で僧侶が妻帯してしまう可能性は

守りたいと考えており、彼らはそのアイデンティ

ある31が、妻帯が間違っていると主張する僧侶もい

ティを失いたくはないということだった。ガンダン

れば、将来の世代が不淫（不妻帯）を守ることを期

寺のある僧侶は、（多かれ少なかれ、ナショナリズ

待しており今は一時的な現象であるとする者もい
た。しかし僧侶たちの中には、単純に妻帯がモンゴ

ム的な感情を映し出しながら）以下のように語った。

ルの伝統だと主張する者たちもいた。ある若い僧侶

「モンゴル仏教は、チベット仏教ではあ


は、夕食中、非公式な会話の中で以下のような率直

りません。私たちはチベット仏教を発展

な話を聞かせてくれた。

させたのです。もし私たちモンゴル人が
あらゆる方法でチベットを模倣したのだ

「ほら、チベット人は高い地位を得るた


とすれば、『おまえたちはチベット仏教

めに互いに殺しあっているが、それっ

を模倣しただけだ』という批判が、私た

て、ほとんど知られてないでしょう。時
には、若い僧侶に対して性的虐待すらし

ちの世代で現実になるかもしれません」
（インタビュー：2009年５月９日）

ているんです。 私たちモンゴル人は、
そういうことはしません。ただ妻を持つ
ことだけです」
（会話2008-06-12）

さらに彼は、「仏教の復興は、チベット方式で行
うべきではない」と話した。また、ある僧侶は「今
のところ、チベットに頼り、インドに学生（少年

決して表には出ないが、柔らかな言い方ではある

僧）を送る必要がある」のだと言う。しかしこれら

ものの、似たような見解が他のインフォーマントか

とは対照的に別の僧侶は「かつて1990年代初頭に必

らも聞き取れた。外国人による批判に対する強い反

要とされていたゴマン学堂やダラムサラへの留学

応として挙げられるのは、（チベット仏教とは）個

が、今日では必ずしも全ての学生に必要なわけでは

人的に好まれ、文化的に受け入れられた生活様式

ない」と語った（インタビュー：2009年５月９日）
。

であるという語りだ。モンゴル人としての自己に言

彼の見解では、モンゴルを去ってインドで数年間、

及することで（チベットとは異なる）差異を生産す

勉強して帰国した若いモンゴル人僧侶の中には「チ

る。それによって彼らは、再帰的に（チベット仏教
徒的な）生活様式を再び受け入れているのである。

ベット人のようにふるまう」者も少なくないのだと
いう。またこの僧侶は、「このような若いモンゴル
人僧侶たちは“凍えるような冷たい冬”の間でさ

3-2. モンゴル仏教徒としてのアイデンティティの
維持
現在まで200名の若いモンゴル人の修行僧がチ
ベット難民の僧院で仏教を学ぶために派遣されてき

30
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「モンゴルは、仏教の中でもとりわけ仏


いう主張がなされるわけである。さらに、モンゴル

教哲学を優れた方法で発展させてきた場

人僧侶は、後にモンゴル国でモンゴル人僧侶を養成

所でした。19世紀後半から20世紀初頭に

するために、インドで師僧となるために修行するの

かけて、モンゴルは、仏教の学識という

もよいだろう。

点において、格段に優れていました。チ
ベット人よりはるかに優れていたんで

「モンゴル人師僧もできるような、一般


す。当時、仏教が繁栄していた頃、純粋

的な密教32の灌頂を授けたり、経典授与

な戒律を受けた僧侶たちは、季節による

を行ったりするだけのために、チベット

気候や状況に応じて、モンゴル式の袈

人僧侶を連れて来る必要はありません。

裟を着ていました。それなのに、なぜ

（中略）私たちには、仏教の教えを説法

現在、モンゴル人僧侶は、モンゴル式

できるモンゴル人僧侶がいるのに、彼ら

の袈裟を着ないのでしょうか」
（インタ

を無視しているんです」
（インタビュー：

ビュー：2009年５月９日）

2009年５月９日）

彼の発言に見られるように、モンゴル人仏教徒と

モンゴル人師僧による僧侶養成が重要だという

してのアイデンティティを維持する方法は、学生を

ことは、一部のチベット人僧侶らによっても支持

インドに派遣することではなく、チベットの師僧を
モンゴルに連れてくることである。別の僧侶は、モ

されている。例えば、あるチベット人リンポチェ
は、「モンゴル人の修行僧たちが、チベット人師僧

ンゴルアイデンティティを保つための代替の解決策

から10回教えてもらって理解できる内容を、もしモ

を以下のように語った。

ンゴル人師僧に教わるならば、たった１回教えて
もらうだけで理解できるだろう」と述べた（インタ

「モンゴル国の伝統の中で、最初にモン


ビュー：2009年５月14日）
。

ゴル国で若い僧侶を養成し、それから彼

ひとたび師弟関係が確立されてしまえば、モン

らをインドに留学させるのである。この

ゴル人は、個別のチベット人師僧を非常に尊敬す

ようにすれば、彼らはモンゴルの伝統を

る。もっともより観念的なレベルにおいて、チベッ

知り、それを基盤としてさらなる仏教の

トの影響が強まることは、モンゴル人の民族アイデ

知識を得ることになるだろう」
（インタ

ンティティを失う危険性があると見なされている

ビュー：2009年５月14日）

のであるが。フビライ・ハーンが13世紀に「モンゴ
ル人が、お前たちの宗教を学ぶことができないと思

ガンダン寺の僧院長もまた、若いモンゴル人の僧

うな。我々は徐々に学ぶのである」と言い返したよ

侶を養成する方法として、後者の方法を好んでい

うに（Shakabpa 1967：66）
、今日のモンゴル人たち

る。彼らは、僧侶になるや否や直接インドに留学す

は、再び「彼ら（チベット人）」から仏教を学んで

るので、数年後モンゴルに帰国した時、全くチベッ

いるが、モンゴルの伝統の特色を復活させ、保護す

ト人のようにふるまうようになってしまうのだと、

ることに重点を置いているといえよう。

僧院長は断言した。このような僧侶たちがモンゴル
の地域社会に戻っても、地域との協力が困難になる

3-3. トランスナショナルな文化のフローを扱う

ことが分かっている。（インタビュー：2008年９月

本稿ではここまで、モンゴル仏教におけるトラン

９日）。
この点において、モンゴル人師僧の重要性がしば

スナショナル（国境を越えた）な文化のフローの生
成過程を示してきた。まずモンゴル人の自己と他者

しば強調される。つまりモンゴル人の師僧から伝授

（主にチベット）との差異がいかに生み出されてい

されてきたモンゴル仏教を伝承していくために、モ
ンゴル人師僧を理想的な場所に配置するということ

るかを概観した。次に仏教の僧侶の教育という文脈
の中で、モンゴル仏教徒としてのアイデンティティ

である。たとえ彼らが妻帯者であったとしても、チ

を維持するためになされている戦略を提示してきた。

ベット人である師僧に決して従属すべきではないと

そこで以降では、よりグローバル化されたトラン
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スカルチュラルなフローを論じるため、いくつかの

バラバラになってしまう」と語った（インタビュー

戦略について実証的に分析していきたい。もちろ

2008-06-26）。モンゴルの仏教の復興に尽力した西

ん、文化のフローを受け入れたり、断ち切ったりす

洋の師僧は、ある国際的な仏教徒の組織を例に挙げ

るといった、さまざまな戦略があるだろう。した

ながら、モンゴル人のことを「部外者による批判に

がって、この節における課題は、これらの国境を越
えたフローの中で自己を構築するような文化の顕れ

対して非常に敏感だ」と断言する。その組織の初期
の師僧たちは、公に妻帯の問題をめぐってモンゴル

を見定めることである。

人の僧侶たちを批判していた。そして組織は、妻帯

もっと早くから指摘されてきたように、モンゴル

問題の釈明のために未だに苦しんでいた。

仏教の復興の過程において、多数の外国、つまり

さらに、彼は「現実の権限に関して言うならば、

「西洋」のアクターたちが積極的な役割を果たして

彼らは確かに権限を持っており、非常に多くの部分

きた。

を自分たちの領分だと感じている」と語った（イン

例えば、「西洋人たち」による仏教の講座が行わ

タビュー 2008-06-10）
。もし彼ら自身のナショナル・

れている。そこには、男性もいれば女性もいる。彼

アイデンティティの感覚が尊重されるならば、協調

らは、ヨーロッパ、アメリカ、カナダ、オーストラ

は容易となる（同上）。外国人が特権的な立場にあ

リア出身の講師（説法師）であり、チベット伝統に

る限り、多国間の協調は両者にとって非常に困難と

したがって授戒を受けた者もいれば、あるいはもは

なり、問題が生じやすくなると思われる。特に外国

や授戒を受けていない密教系の説法師すらいる。例
えば、チベット人ラマの弟子となったドイツ、スイ

人が彼ら自身の仏教の伝承系統をモンゴルに移植し
ようするならば、困難に直面する。しかし稀な例と

ス、アイルランドの学生たちは、新設された仏教の

して、モンゴル人の文化的な感受性が尊重され、地

教育組織のオーガナイザーやボランティアとして非

元の参加を支援する形で外国からの関与が組み込ま

常に活発に活動している。

れるならば、有益な協調が実行されうるだろう。

繰り返すが、人々と仏教の教えの相互関係を強め

仏教に関わっている海外のアクターは時々、モン

ているのは、主に外国人アクターたちなのである。

ゴルに来るキリスト教協会の人々と比較されること

すべてのアクターたちが仏教徒なので、彼らの多く

すらある。というのもキリスト教は、仏教にとって

は、転生思想を参照することで、国籍の違いを以下

強力な「他者」であるからだ33。キリスト教は、モ

のように理解している。現在モンゴル人のある人

ンゴルで急速に広まっているが、それは健全な挑戦

は、
（本稿の冒頭でアメリカの僧侶が示唆したよう

だとみなされることがある。なぜならキリストは、

な）前世はアメリカ人であったかもしれないし、そ

現代社会においていかに俗人の信者たちと融和して

の逆もしかりである、と。何人かのモンゴル人イン

いくかに精通しているからだ。もし仏教が現代の民

フォーマントでさえ、その可能性について言及して

主的なポスト社会主義社会に適応することを望むな

おり、それゆえ、あまりにナショナリズム的な観念

らば、外国人あるいは他宗教から学ぶことができる

は、仏教徒の世界においては逆効果であろうと指摘

し、学ばなければならないだろう。この点におい

した。

て、モンゴル仏教の現状改善するためにモンゴル人

にもかかわらず、より実践的なレベルでは、モン
ゴル人と外国人が協調していく上で困難が生じてい

は、非チベット人つまり「西洋」の説法師を歓迎し
ているのである。

る。「今、私のこの組織には、モンゴル人のマネー

現代社会へ適応させるためには、しばしば在家信

ジャーがいます。そして彼が何をしているのか、私

者を巻き込むことが最も重要だといわれる。しかし

には分かりません。私は、全く彼の考え方を理解し
ていません。本当にわかりません」と、ヨーロッパ

ここでは、言語の問題が生じている。つまりモンゴ
ルでは、仏教学のほとんどがチベット語で行われて

人が苛立ちながら答えた（2008-08-18）。彼の宣言し

おり、一般の在家の人々が理解できるようにモンゴ

た目標は、モンゴル人が独立して自らの手で組織を
発展させることであった。また別のヨーロッパ人ア

ル語で書かれた仏教の入門書を出版することが、仏
教の復興にとって重要な課題となっているのであ

クターは、「モンゴルでは、自分自身ですべてのこ

る。とはいえ、モンゴル語の使用には、２つの困難

とをしなければならない。さもなければ、すべてが

がある。第一に、正確な仏法用語をモンゴル旧字
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（mongol bichig）で書くと、一般の人々が理解し難い

分かるでしょう？

非常に難しいので

ものとなってしまう。第二に、容易に理解できる口

す。モンゴル人、チベット人、中国人の

語を使用すれば、哲学的な文脈を損なってしまう危

ために本当に質の良い仕事をする際に

険性がある。古い経典をチベット語からモンゴル語

は、深い文化や歴史、人々の気質、そ

に翻訳することで、科学と仏教の学術交流に携わっ
ているガンダン寺僧院長は次のように語った。

う、彼ら自身の気質を知る必要がありま
す。（中略）これは難しい。本当に難し
いことです（インタビュー 2007-11-08）
。
」

「100年前、初心者向けの本の中には、今

では、非常に高い教育レベルのものと

以上のことから再び仏教の教えを伝えていくに

なっているものもあります。誰もが理

は、モンゴル人のために特化した方法が必要だと感

解できるものではないからです。（中略）

じた。また外国からの援助は、極めて重要な点だと

そこで私たちは、仏教の入門書を新しく

思われる。さらに伝統的なモンゴル文字を保護して

出版する必要があります。一般の人々に

いく活動の中で、モンゴル的な仏教の教授法が重要

も理解できるようなものです（中略）。

な貢献をしていることが確認された。こうしたこと

時代は変わったんです。私たちは、こう

がモンゴル文化を伝達したり、外国文化の影響から

した方面について取り組む必要がありま

モンゴル文化を守ったりしていた。というのも伝統

す。ひとつ、私たちが望んでいることと
して、仏教をいかに紹介していくか、新

的なモンゴル文字（モンゴル旧字）を使って、外国
語の単語を表記する際、特殊なアルファベットを

しく調査することが挙げられます」
（イ

使用せねばならないからであるⅳ。
（同上のインタ

ンタビュー 2007-11-07）

ビュー）
。
トランスナショナルな人や文化のフロー（流れ）

本稿の冒頭で述べた２番目の出来事は、外国人ア

によって、さまざまな文化実践と文化資源が新しい

クターたちが行っている、ありふれた実践を描き出

コンフリクトの流れを伴いながら、モンゴル国に

したものである。彼らは簡単な仏教入門書をモンゴ

入ってきている。そうしたコンフリクトのひとつと

ル語に訳すことをしているのだが、そのほとんどが

して、チベット仏教共同体内部における、いわゆ

西洋の読者のために書かれたものである。同様に仏

る護法神と呼ばれる神格に関する論争があるⅴ。チ

陀の法（ダルマ）を在家の人々に伝えるために多く

ベット亡命政府によれば、それはもはや崇拝される

の仏教書がモンゴル口語に翻訳されてきた。また翻

べきではないが、一方でチベット・ゲルグ派の諸学

訳は、現在も行われている。モンゴル国では、仏教

堂の中には同意しない者たちもおり、その神格に対

書の普及事業は、もちろん仏教徒に高く評価されて

する崇拝を実践し続けている。ダライ・ラマは公の

いるが、モンゴル人仏教徒のアクターたちは、モン

場で1976年、初めて護法神崇拝を批判し、1996年に

ゴル語書籍の翻訳に関して、以下のように文化的な

その信仰実践を禁止した。しかしこの論争は2008

障壁があることを語った。

年、再燃したのである34。ガンダン寺の僧院長が指
摘するところでは、モンゴル国ではこの問題はチ

「もし私たちが英語の書籍をモンゴル


ベット内の争いであり、モンゴルは関係ないと考え

語に翻訳すれば、英語は非常に（中略）

られていたのだという（インタビュー 2008-09-09）。

ヨーロッパの新しい文化（中略）です。

ある僧侶の語るところでは、僧侶は師僧の考え方に

ヨーロッパの斯界の学者たちは皆、この
研究に熱心に取り組んでおり、ヨーロッ

寄り添うことが非常に重要なのだという。彼の師僧
は、彼に対して中立でいるようにとアドバイスした

パの精神性に合った新刊書をたくさん出

という（インタビュー 2009-05-09）
。

版しています。もし私たちが英語からモ
ンゴル語に翻訳したならば、それなりに

しかし、トランスナショナルな結びつきのせい
で、こうした論争はモンゴル国でもより激しく目立

良いことですが、それはまたヨーロッパ

つようになっている。ウランバートルにある寺院

的な精神性から少し離れてしまいます。

の僧侶は、
「うちの寺院はまるで『孤児』のようだ」
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と訴えた。というのも外国の支援者たちが、その寺

を乗り越えて生き残ってきた。さらに言うならば、

院で件の護法神が崇拝されていることに対して反対

この絡み合いは、現代の状況の下で花開いているの

運動をしたからである。そこで寺院は、外国の支援

である。モンゴル仏教は、歴史的にそれぞれの時代

者たちに忠実であろうとして、護法神崇拝を止めて

において様々な影響を受けてきた。初期の時代にお

しまった。それによって（経済的な）状況は改善さ
れたのだという。（インタビュー 2008-06-14）。田舎

いてはチベット、前世紀（20世紀）においてはソ連、
1990年以降に関してはグローバル化したチベット難

出身の別の僧侶は、深刻な内部の争いの中にいたの

民コミュニティから影響を受けてきた。それぞれの

だという。というのも彼はインドのチベット難民の

影響が、モンゴル仏教を固有のものにすることに貢

僧院に留学していたのだが、その当時、2008年の護

献してきたといえる。

法神論争によって寺院は、二つに分裂していたから
だ。

妻帯に関する事例は、逆説的な文化の配置が起こ
りうることを示唆している。在家の誓いのみを有す

彼の支援者たちは、チベット難民の僧院側を支持

る「妻帯の僧侶」という革命的な解決策は、社会

していたが、同郷の友人の僧侶たちは、護法神崇拝

主義による統治下で成立した。それは、「他者」
（共

派を支持したのだ。双方ともに学生たちは、海外の

産主義）による「自己」
（仏教）の抑圧の期間であっ

奨学金の支援を受けていた。最終的に彼はモンゴル

た。こうした文化の創造（invention）は、モンゴル

人の仏教仲間の側に乗り換えて、元の支援者たちと

仏教の中に組み込まれて吸収され、そしてこれまで

の縁を切ったのだった。
以上の３つの事例は、複雑に絡み合った環境の中

の事例で実証してきたように、たった数十年後の現
在において、
「他者」
（チベット人）に対抗する「自

で、新たな争いが必然的に発生することを示してい

己」
（モンゴル）として展開されている。ところが、

る。再び繰り返すが、それぞれの反応は一様ではな

その新たな「他者」は、以前の「自己」
（例えば、

いが、モンゴル人としてのアイデンティティ観念

不妻帯を守る僧）と著しく類似しているのである。

が、何よりも重要であるようだ。最新の事例では、

モンゴル仏教は、どのような結末を迎えるか不鮮

教育をサポートし資金を提供する外国の師僧らに対

明ではあるが、異種の文化が混ざり合う場を提供し

する忠誠心よりも、祖国との関係がより重要である

ながら、今もなお進行中の状況にあると特徴づける

ことがわかってきている。

ことができよう。というのも本稿は、経験主義的な

４．結論
本稿の冒頭で述べた２つの場面は、モンゴル仏教

立場から現在のモンゴル仏教を描き出す試みであっ
たからだ。
トランスナショナルな文化のフロー（流れ）は、

がトランスナショナルな絡み合い（entanglement）

モンゴル仏教のコミュニティに対し、非常に多くの

に深く影響を受けていることを描き出したものだっ

情報と代替のロールモデルを提供している。そして

た。西洋人たちは、すでにモンゴル仏教の復興に関

モンゴル人仏教徒としての独自のアイデンティティ

わっていた。その一方でチベット人たちは、モンゴ

の構築を強化するために、モンゴル仏教コミュニ

ル人に対して西洋人に依存しないように警告してい

ティは、順番に特定の要素を選択的に吸収しつつ

る。しかし当のモンゴルは、チベット人と西洋人の

も、一方で他者を拒絶している。

両方の影響を受けながらも、それとは異なるもの

一つの近代社会における仏教を確立するため、西

（差異）を生み出していく傾向が強い。ただしモン

洋近代からモンゴル仏教へ文化のフローが統合され

ゴルでは、西洋人の仏教以上に、とりわけチベット

ていく。こうしたフローの統合にとって、チベット

人の仏教に対してより大きな差異が生み出されてい
た。

と西洋は、モンゴル仏教にとっての主な外国の参照
元だといえる。その一方で、「チベット」から差別

こうしたトランスナショナルな絡み合いは、振り

化を図ることは、権限の及ぶ範囲を定めることを含

返ると長い歴史がある。モンゴルのハーンとチベッ
トのラマたちは密接に結びついてきた。それゆえに

意することでもあるのだが、最も重要なことだと思
われる。

政治と宗教も結びついてきたのである。
こうした絡み合いは、様々な社会・政治的な配置
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的なレベルにおいても目に見えるほど強くなってい

と集団レベルの双方でなぜ人は固有のアイデンティ

る。そこでは、ナショナル・アイデンティティ観念

ティの存在を切望するのか説明しようとする。そし

が重要な役割を果たしている。このナショナル・ア

て説明することで脱構築しようともする。しかし、

イデンティティは、優れた資質と関係するような特

モンゴル仏教の実践者の間では、一貫した文化的ア

別で個性的なモンゴル人の気質を持つものであり、
様々な性質から構築され定位されてきたものでもあ

イデンティティを構築することは、非常に重要なこ
とであるようだ。そして、こうした一貫した文化ア

る。

イデンティティは、高度にトランスナショナルな環

こうしたグローバリゼーションの枠組みの中で、

境の中にありながらも、（理論的に信頼できるが）
コ ス モ ポ リ タ ン

西洋が、ある国を西洋から遠ざける媒体となるよう

仏教徒の世界市民的な態度よりもずっと重要である

な重要な役割は果たさないと思われる。むしろアイ

らしい。

デンティティの政治は、内陸アジアの文脈の内部で
起きている。そこでは高度の差別化が図られてい
る。こうした差別化を生み出すための参照元として
のインドのチベット難民コミュニティがあるのであ
る。
Harrison（2006）は、文化的アイデンティティの
例を取り上げながら、コンフリクトに関する理論的
アプローチを提示している。そのコンフリクトと
は、共有された文化的シンボルが、社会的統合の資
源となるという（民俗）社会理論上の基本的な仮説
に対して疑問を呈するようなものである。
ジンメルとフロイトのアイデアに依拠しながら、
ハリソンは正反対の理論を主張する。すなわち「共
通の文化や共通の文化的なシンボリズムの側面を共
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原註

ル国の憲法で認められた宗教の自由を世界に示す

１

必要が政府にはあったためである。

ゲシェーとは、チベット・モンゴル仏教におけ
る学術的な称号である。類似のものとして、西洋

11

あるインフォーマント（情報提供者）はインタ

の博士号が該当するが、この称号を得るまで通常

ビューで、1990年代後半に僧侶になった時、ガン

15年から25年の期間が必要となる。
Judith Schlehe はモンゴルにおけるシャーマ

ダン寺の僧院長は新しく仏道に入った僧侶に「ガ
ンダン寺の外部で袈裟を身に着ける必要はなく、

ニズムの復興に関する調査をしている（Schlehe

ガンダン寺の黄色の壁を超えて宗教活動を行うべ

2005）。

きではない」と述べた（インタビュー：2009年５

２

３

国際化の概念の詳細な説明については、Beck

（2007）と Breckenridge（2002）を参照のこと。
４

月４日）
。
12

僧侶は、社会主義期よりも仏教の状況は良く
なっていると述べた。社会主義期の圧力の下で、

廷にて信仰されていたが、モンゴル地域ではそれ

人々は本物の達磨［法］の修行していたため、今

ほど普及していなかった (Siklos 1991：161)。

日では皆が自身を売り込み、宣伝するからである

５

当時、仏教は主にモンゴルのハーンや貴族の宮

もしザワ・ダムディン著の hor chos ’byung
に書かれた通り、匈奴時代が、最初のモンゴル高

（インタビュー：2007年９月12日）
。
13

仏教の教えによれば、仏教は完全な受戒を受

原への仏教伝播であるならば、３回目の伝播と

けた４人の僧侶がいることで存続できるもので

な る（Dam-chos-rgya-mtsho、Klafkowski 1987：
156）。モンゴルにおける一般的な仏教の歴史につ

あり、仏教教団（サンガ）とは、こうした人々が
暮 ら す 集 団 で あ る。
（Lopez 1995：32）
。(Lopez

いては、Jerryson 2007を参照のこと。
６

特に初代ジェプツンダンバ・ホトクトであるウ

1995: 32）
14

1990年 以 降 の 開 発 に つ い て は、Barkman

ンドゥル・ゲゲーン・ザナバザルは、素晴らし
い仏教の神々の彫刻とザナバザル仏教芸術学派
の発展のために尽くしたことでよく知られてい
る。最初の２代のジェプツンダンバだけがモンゴ

1997、Kollmar-Paulenz 2003を参照のこと。
15

D. チョイジャムツ・ガンダン寺僧院長による

（Chuluunbaatar、Tsedendamba 1998：24）
。
16

ルで転生し、それ以降は、ジェプツンダンバはチ

ハンは、社会主義体制が道徳的優位性を主張し
ており、体制の崩壊後にそうした優位性が崩壊し

ベットで転生した。ジェプツンダンバ２世が清朝
への反乱を支持した後、清朝皇帝はモンゴルから

たと論じている（Hann 2002：25）
。
17

仏教の支配的な地位は、国家と寺院の関係に関

ジェプツンダンバの転生を承認しなかった。例え

する法律で合法化されている。憲法の４章２節に

ば、ダライ・ラマ４世は、モンゴルで生まれたこ

おいて、モンゴル人の統一文化と文明の伝統を考

とから、両国の緊密な相互関係があったことを見

慮し、モンゴルは仏教の支配的地位を尊重するも

ることもできる。このため、民族的・文化的アイ
デンティティは、歴史上複雑に絡み合っていた

のとすると述べられている。
18

最初に、高さ25.5メートルの銅製の鋳造仏が

（Onon 1989：111-112）。
７

1913年に建立された。しかし、第二次世界大戦中
にこの像は解体され、その銅を使って弾丸を作り

初で最後の神権をもった王であった。彼は、モン

ソビエト赤軍に送られたと言われている（詳細は

ゴルが清朝から独立を宣言した1911年に共戴モン

Sandag 2000：124-126）
。この像はモンゴル国の

ゴル国のハーンを宣言した（Onon 1989：16-18）。

独立の象徴とみなされる。モンゴル国の新年にあ

８
９

ジェプツンダンバ８世は、モンゴルにおける最

３章の６段落目を参照のこと。
サンダグによると、５万人の僧侶が処刑された

たる旧正月初日には、モンゴル国大統領と国会議
長および首相が寺院を訪問し、宗教的な儀礼に参

という（Sandag 2000：121）。
10

加する。

仏教寺院の再開は、1944年にモンゴル国を訪れ
たアメリカ副大統領のヘンリー・A・ウォレスの

19

訪問に関係していると、モンゴル人は説明してい

20

る。モスクワからの指示の下で、1940年のモンゴ

国民新党（現・国民民主党）は、2008年の議会
選挙にて、この提案を行った。
1990年以来、ダライ・ラマは1991年、1994年、
1995年、
2002年、
2006年にモンゴル国を訪問した。
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21

Schittich（2005）は、モンゴル国とスイスの関

が、論理的な推論に基づいて、ゲルク派の主要な

係について僧侶のライフヒストリーを事例に研究

教学書である大学僧ツォンカパによる『菩薩道次

した。そこでポスト社会主義期における世代間格

第論（ラム・リム）』の誤植を発見したことであ

差を埋める２つの主要因として、化身ラマ制度の

る。チベット政府は、歴史的な経典が収められて

復活と仏教の師弟関係を指摘している。
22 こ の 記 事 か ら 発 想 を 得 た。http://www.

いる仏塔を開く許可を与え、その誤りが確認され
た（Choimaa、Terbish、Burnee、Chuluunbaatar

lamongols.com/cont ent/view/4011/1/
23

アメリカに住むモンゴル人僧侶へのインタ

1999：20）
。
31

この問題に対する異なる立場からの議論は、次
の論文のために十分な資料を提供することになる

ent/view/4011/1/

だろう。

24

ビ ュ ー 記 事 。http://www.lamongols.com/cont

しかしここでは、参考となるいくつかの点につ

文献として、Bishop 1993、Brauen 2000、Lopez

いて記しておくにとどめたい。すなわち僧侶たち

1998を参照のこと。

の都市での生活や寺院での非居住、青年期に入

25

西洋におけるチベットのイメージを解体した

これ以降、本論ではインフォーマントたちに

る前の修行の問題など。ある僧侶は、寺院（ヒー

関して、最大の集団たる Sharyn shashin（ゲルク

ド）の意味は「辺鄙な場所」であり、辺鄙な場所

派、黄帽派）について言及していくものとする。

で暮らすことが僧侶の生活を純粋に保つ唯一の方

26

ゲシェー・ワンギャルは、「チベット仏教」の
寺院という用語を使わないように、アメリカの

法なのだ、と述べている（ウランバートルでのイ
ンタビュー：2008年６月14日）
。繰り返し述べて

ラ マ 仏 教 の 寺 院（Lamaist Buddhist monastery

おくが、こうした議論が実態を示すものなのかど

of America）という名前で、1955年、最初の“チ

うかは、筆者たちの論文の関心ではない。差異が

ベット仏教”寺院をアメリカで創建した（Lopez

生成されているという点に関してのみ関心がある

1996：22）。
27

この話は、異なる型で異なる年代（1905年から

のである。
32

1915年の間）で語られた。しかし、基本的な考え
方は常に同じであった。本稿ではその歴史的な事
実ではなく、その語られた文脈を重視している。
28

タントラ仏教（密教）においては、密教の実践
を学ぶためには、灌頂と経典授与が非常に重要で
ある。

33

ウランバートル市中心部で仏教の教えるフラン
ス人の尼僧は、キリスト教教会がモンゴルの若い

思っている。その師僧以外にも、最初のモンゴル

世代を魅了する理由を理解していた。「キリスト

人宇宙飛行士とモンゴル人のオリンピック金メダ

教が、モンゴル人にとって現代的で流行している

ル受賞者は、この県から輩出された。

かのように映るかもしれない、ちょうど私がフラ

29

ボルガン県では彼のことを英雄として誇りに

この語りは、ある僧侶にモンゴル国でチベット

ンスに住んでいた時に仏教がそう見えたように」

人が仏教を教えることについて意見を尋ねた時に

と話した。フランスでは、仏教は最新の流行で

語られたものである。彼は、次のようにこの語り

あった一方、キリスト教は時代遅れだとみなされ

を締めくくった。
「ダライ・ラマ13世がチベット

ていたのである（インタビュー 2009-05-03）
。

へ帰るとき、彼は何度も、何度も、何度も振り

34

この争いの概要については、Batchelor 1998;

返って、まわりを見てこう言ったんです。『ここ

Chryssides 2003を参照のこと。2008年には、亡

は本物の仏教の国です。生まれ変わるたびに、私

命チベット僧院のガンダン総本山での争いのため

は再びここに戻ってくるでしょう』そういう理由
から話したことです。今日では、歴史となったこ

に壁が建設され、一方のグループと他方のグルー
プが分裂した（2008-09-28聞き取り）
。

とです。そうなんです。これが実際に起こったこ
とです。そして、これこそが答えなのです」
（イ
ンタビュー：2008年８月７日）
30

モンゴル人の知的優越性を合理的に説明するた
めの例としてあげられるのは、モンゴル人僧侶

38
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訳註
ⅰ

ここにおける「モンゴリア」とは、モンゴル国
というより、内モンゴルとモンゴル国を合わせた
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「モンゴル高原」に近いニュアンスで書かれている。
ⅱ

大乗仏教のこと。

ⅲ

フロイトにとっての錯誤行為（この場合、言い
間違い）とは、単なる不注意ではなく、心的な意
向同士の葛藤を表現したものである。つまり、こ
こではチベットの亡命政府のある北インドを間違
えてチベットと呼んだのではなく、そこが内心、
チベットだと思っているがゆえに「言い間違え
た」ということだと考えられる。

ⅳ

モンゴル国は現在キリル文字を使用している
が、キリルのアルファベットは、外来語か否かの
区別はつきにくい。これに対して伝統的なモンゴ
ル文字の場合、外来語専用のアルファベットがあ
るので、外来語とモンゴル語の区別がつきやすい
のである。

ⅴ

いわゆるドルジ・シュグデンのことである。ド
ルジ・シュグデンとは、ダライ・ラマ５世時代に
デプン寺にいた化身ラマ（活仏）で高い学識と法
力を持っていたが、同僚の讒言のためにダライ・
ラマ法王庁から迫害され、自殺した。その後、チ
ベットは多くの災害に見舞われたため、この化身
ラマの怨霊を鎮めるために、護法尊として祀るよ
うになった（田中2009:298）あるいは、この人物は
ダライラマ５世の候補になっていたが、なりそこ
ねた人物だという伝承もある［ハグワデムチグ
2018］。

【解題と訳注のための参考文献】
田中公明 2009 『チベットの仏たち』
、方丈堂出版。
島村一平

2018a「化身ラマを人類学する！」
『季刊

民族学』164:4-5。
―――

2018b 「 化 身 ラ マ た ち の 故 郷 を 訪 ね

て─モンゴル国中西部の旅から」
『季刊民族学』
164:5－20、千里文化財団。
―――

2018c「 困 っ た と き の ラ マ 頼 み ─ 呪 術 実

践としての現代モンゴル仏教」
『季刊民族学』
164:43-44。
ハグワデムチグ（満永葉子訳） 2018「ジェプツン
ダンバ9世か、ガンダン寺僧院長か？─モンゴ
ル仏教の最高指導者を巡る相克」
『季刊民族学』
164:45－56
―――

2018b 「チベットの怨霊神シュグデンと

モンゴル」
『『季刊民族学』164:57-58。
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食育推進隊の食育活動実践報告
─秦荘やまいもの調理特性を活かした地域戦略商品の開発─

廣瀬潤子／立花彩華／野中えみな／橋本瀬菜／向樹里子／小澤惠子
人間文化学部生活栄養学科

はじめに
平成17年に食育基本法１）が施行され、食に関する

秦荘やまいも
⑴

歴史的背景

体験活動と食育推進活動の実践が広く求められてい

秦荘のやまいもは、元禄時代に伊勢参りの土産と

る。さらに、栄養およびその他の食生活に関する調

して持ち帰られ、滋賀県愛知郡愛荘町（旧秦荘町）

査、研究を推進することが基本施策の一つにあげら

で栽培されたのが始まりと言われている。町を流れ

れている。中央教育審議会は、大学に地域の人材育

る２本の一級河川の宇曽川と岩倉川が形成する扇状

成を担うよう求めている２）。このような人材の育成

地の安孫子、北八木、東出という限られた地域での

には、学内での知識の伝達だけでなく、能動的な学

み栽培されている３）。

習（アクティブ・ラーニング）によって、学びのコ
ミュニティを形成していくことが必要である。

⑵

栽培
一般的なヤマイモは蔓性の植物で、繁殖はいもの

滋賀県立大学人間文化学部生活栄養学科は、卒業

分割か葉腋にできるむかごで行う。栽培方法は、冬

後に食育活動の中心的役割を担う管理栄養士を養成

季に土中貯蔵か低温庫貯蔵した種いもを４～５月に

している。当学科の学生有志で形成される食育推進

かけて植え付け、10月～ 11月ごろに収穫する４）。

隊は、専門である栄養学などの知識を活かし県内の

一方、秦荘のやまいもは、種イモの生育に1年、イ

さまざまな食育活動に実際に関わり、まさに能動的

モを太らせるのに２度の植え替えを行い、出荷まで

な学習を行っている（図１．生活栄養学科食育推進

に足かけ３年かかり、連作を嫌うため同じ場所では

隊）
。

栽培できず、大変な手間と時間をかけて育てられて
いる３）。
⑶

秦荘やまいもの現状
現在は20数件の農家が計５ヘクタールほどで栽培

をしているが、高齢化と後継者不足が深刻な状態で
ある。愛荘町では、栽培や販売促進に関わる地域お
こし協力隊が活動しているが、2016年から３年間と
いう任期付きであり、継続的な活動は難しい状況に
ある。
秦荘やまいもの販売においては、でこぼこのある
図１．生活栄養学科食育推進隊

細長いテコ状の形状が良いとされるが、このような
良い形状に育てるのは難しく、商品とされず廃棄さ
れるものや価値が下がるものが一定の割合で存在す

2017年度には、本学が取り組む「地（知）の拠点
整備事業」2017年度公募型地域課題研究として、愛

る。そのようなやまいもの一部は粉末にされ、うど
んなどの加工品として使用されているが、まだまだ

荘町と、「秦荘やまいもの調理特性を活かした地域

利用は少ない現状である。

戦略商品の開発」
（研究代表者：小澤惠子）の共同研

このような現状を打開するために、地域と大学が

究を実施し、その中で、食育推進隊が中心となっ

連携する地域課題研究として、以下のような取り組

て、地域の生産者との連携、食材の調理科学特性の

みを実施した。

調査、その特性を活かしたレシピ開発を行ったの
で、活動の状況を報告する。
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栽培関係者とのつながり

ネバリスター、ナガイモについては、おろし金です

大学生を対象とした農業体験学習において、農家

りおろしたサンプルでも測定した。また、半固形化

の方と触れ合うことで、実習後に「現場の問題解決

栄養剤の粘度測定シート（同心円法）を使用し、ミ

に役立つ活動をしたい」と回答する割合が増加する

キサーにより均一にすりおしたサンプル20ml の広

という調査結果がある５）。愛荘町農林振興課の協力
を得て、秦荘やまいも栽培農家の方との交流を2017

がりを測定した。
（図３）

年10月31日に行った。食育推進隊員３名が、農家の
方から栽培方法や栽培での苦労や想いをうかがうと
ともに、収穫体験をさせていただいた（図２）。ま
た、収穫体験に参加できなかった隊員は、後日、収
穫した秦荘やまいもの試食を行った。

図３．同心円法による粘度評価

秦荘やまいもは、ミキサーにかけたサンプルにつ
いては、20％の加水にて、かろうじて粘度計による
計測が可能となり、他の品種と比較をしても高粘度
を示した。
ミキサーにかけることで、特に気泡が多く入った
「ねばりっこ」、「ネバリスター」、「ナガイモ」につ
いては、おろし金を使ってすりおろし、再度測定し
た。同じく秦荘山芋についても、おろし金ですりお
ろして測定した結果、50％の加水においても、粘度
図２．食育推進隊による収穫体験（上下）

調理特性の検討
秦荘やまいもの調理特性として、粘度を検討し

計での測定が不能となり、非常に粘度の高いことが
示された。
同心円法においても粘度計での測定と同じく、秦
荘やまいもにサンプルの広がりはなく、高粘度を示
した。

た。比較対照は、市販の芋類８種つくね芋（高知

秦荘やまいもの調理特性として、粘度の高さが示

県産）
、まるいも（石川県産）、ネバリスター（北海

された。したがって、秦荘やまいもの調理特性を活

道産）
、ねばりっこ（鳥取県産）、ナガイモ（青森県

かしたレシピ開発には、粘度の高さを前面に出した

産）
、やまいも（千葉県産）、自然薯（茨城県産）、紫
山芋（徳島県産）を用いた。

ものとすることとした。

⑴

粘度測定

秦荘やまいもレシピの提案

デジタル粘度計 VISCO（株式会社アタゴ製）を使
用し、12回転 / 分で測定した。ミキサーにより均一

秦荘やまいもは、他の芋類よりも高い粘度を示し
たことから、この粘性の高さを活かすことで、他の

にすりおろしたものをサンプルとし、加水なし及び

芋類との差別化が図れると考えた。

20％加水し測定した。秦荘やまいも、ねばりっこ、

レシピ開発に参加する食育推進隊メンバーは、す
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りおろしおよび、すりおろし後茹でた秦荘やまいも
の試食を行った。その際に、粘度の高さ、すりおろ
しの滑らかさ、液体中での加熱でもまとまりがよい
点が特徴としてあげられた。それぞれのメンバーが
レシピを提案し、下記の５つのレシピの試作を行っ
た（図４および表１）
。秦荘やまいもの特性が活か
されているかを確認するため、「ころころやまいも」
については、他の芋類でも調理を実施し、比較検討
した。
今回作成したレシピは、愛荘町農林振興課へ提供
している。

表１．提案レシピ

①

秦荘やまいもの巾着煮
すりおした秦荘やまいもをひじき煮とあわせ、

薄揚げの中に入れ、さっと煮る。味付き稲荷ずし
あげを使えば、レンジで加熱するだけで仕上がる。
加熱によってモチモチとした食感になるが、冷め
ても硬くならず、煮汁の保持もよいので、お弁当
にも向いている。
②

秦荘やまいもの和風スフレ
秦荘やまいものすりおろしと豆乳や卵と混ぜ、

空気を含むように泡立てる。セルクルに入れ、油
を引いたフライパンで焼き、和風あんをかける。
粘度が高く泡立てても気泡がつぶれにくくなって
おり、独特のふんわりした食感に仕上がる。
③

秦荘やまいものトルコアイス風
すりおした秦荘やまいもは、強い粘りとともに、

きめが細かく、なめらかな口当たりである。その
特徴を活かし、少量のホイップクリームと混ぜて
冷やし、アイスクリームのような味わいになった。
クリームの量が少なくても口当たりがよく、食べ
応えもあるデザートとしても提供できる。
④

ころころ秦荘やまいも
秦荘やまいものすりおろしのみをたこ焼きプ

レートで焼く。具材はお好み焼きの具材でも、甘
い具材でもどちらもよく合う。秦荘やまいものま
とまりがよいので、お子さんにも簡単に作ること
が出来る。
⑤

秦荘やまいもの小籠包
ころころ秦荘やまいもの中に、ゼラチンで固め

た鶏がらスープやみたらし餡、とろけるチーズな
ど、液状のものを閉じ込めて、口の中で溶けだす
食感を楽しめる。冷めた場合は、スープに入れて
楽しむこともできる。中の液体の保持がよく、
スー
プの中に入れても芋の部分が溶けだしたりせず、
形状を保てた。

今後の課題
今年度の活動は、課題採択後すぐには秦荘やまい
もの入手ができなかったため、秦荘やまいもの収穫
時期からのスタートとなった。したがって、栽培農
家の方との交流活動が１回のみとなり、レシピ提案
図４．食育推進隊による開発レシピの試作風景（上中下とも）
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についても、レシピを完成させるだけで期間終了と

食育推進隊の食育活動実践報告─秦荘やまいもの調理特性を活かした地域戦略商品の開発─

なった。さらに栽培農家の方や愛荘町農林振興課と
の連携を図ることで、秦荘やまいもの PR を検討で
きると考えられる。また、地域の方との連携は、卒

（JA 東びわこ愛荘営農センター）
、近江の伝統野
菜 秦荘のやまいも
４）伊東正編著、第４編根菜類

第８章ヤマイモ、

業後、管理栄養士として活躍する学生にとって必要

野 菜 の 栽 培 技 術、 誠 文 堂 新 校 光 社、pp.762-767

不可欠なことである。管理栄養士コアカリキュラム
において、目指すべき管理栄養士像として、
「関連

（1994）
５）板倉礼実、中塚雅也、宇野雄一、大学生を対象

職種や関連機関と連携・協同して、教育及び環境

とした農業体験学習の意義と課題、神戸大学農業

の両面から効果的な支援や活動を計画・立案・実施

経済、40、33－40、2008

し、モニタリング・評価する力が求められる」とさ

６）特定非営利活動法人日本栄養改善学会理事会、

れている６）。本課題は専門知識を生かした地域活動

「管理栄養士養成か手におけるモデルコアカリ

はまさしく実践的な学習である。

キ ュ ラ ム2015」 の 提 案、
（2015）http://jsnd.jp/

学生が関わる連携には、４つのタイプがあると言

img/model_core_2015.pdf （2018年５月８日確認）

われている７）。１つは「交流型」で、本研究課題で

７）中塚雅也、小田切徳美、大学地域連携の実態と

も行ったような地域の農家や住民との交流である。

課題、農村計画学会誌、35⑴、6-11（2016）

２つ目は「価値発見型」である。秦荘やまいもの新
たな魅力や栽培地域の魅力の発見がこの形である。
この型では発見だけで終わってしまうことが多いと
言われており、本課題も現時点でも発見でストップ
している。３つ目は知識共有型で、専門知識を活か
した地域課題の解決への貢献である。４つ目が課題
解決実践型である。今回のレシピ開発もこの分類で
ある。しかしながら課題解決には多くの時間を必要
としており、実践のための環境整備が必要であると
言われている。
今後は、今回得られた連携体制を発展させ、得ら
れた知見やレシピ、活動の PR などへつなげる必要
があると考える。

謝辞
地域との連携についてご尽力いただきました愛荘
町農林振興課のみなさまに感謝申し上げます。ま
た、収穫期の忙しい時期に交流の機会をいただきま
した秦荘やまいも農家のみなさまに感謝申し上げま
す。

参考文献
１）食育基本法、平成十七年法律第六十三号（平成
二十七年九月十一日公布（平成二十七年法律第
六十六号）改正）
２）内平隆之、中塚雅也、布施未恵子、学生地域活
動コミュニティの課題と組織的支援、農林業問題
研究、191、255－260、2013
３）愛荘町役場農林推進課、秦荘やまいも振興会
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地方選挙の戦い方
大

橋

松

行

滋賀県立大学名誉教授

2018年の夏はことのほか暑かった。暑さが尋常で

している。高齢化率は34% で、実に３人に１人が

はない。災害レベルの暑さだ。そのような中、７月

65歳以上の高齢者である。このまま何もせずに手を

15日に長浜市議会議員選挙の幕が切って落とされ

こまねいていれば、そう遠くない将来、高齢者の数

た。22日の投票日までの１週間、26の議席をめぐっ

が全人口の半数を超える限界集落になってしまう。

て現職18人、元職１人、新人10人の計29人が、連日

地域住民の切実な声を議会や行政に伝え、さまざ

猛暑の中、熱い戦いを繰りひろげた。「少数激戦」

まな地域課題を解決してほしいと地域住民は思って

とマスコミで報じられたが、「泡沫候補」といわれ

いるのだが、残念ながらここ８年、神田学区から市

る候補者が３人ほどいたので、各陣営の大方の関心

議会議員を輩出していない。戦後、ほぼ毎回市議選

は、どの位置で当選するかにあったと言っていい。
どの候補者も、上位で当選することによって、議会

で代表者を議会に送り出してきた。過去には、長浜
市長、滋賀県議会議員、長浜市助役（滋賀県で初め

で強い発言力を持ったり、次の選挙につなげたいか

ての女性助役）をも輩出している。それだけの実績

らだ。特に新人にはその思いが強い。

を持っている地域である。それが今では昔日の面影

地方議員は自治体全体の代表者であるが、同時

はなく、他地域の候補者の「草刈り場」になってし

に、地方議会議員選挙は大選挙区制を採用している

まっている。この現状を憂いて、今回の選挙で、地

ので、行政区域を構成するそれぞれの地域の代表者

元候補としてⅠ氏が意を決して立候補した。

でもある、と私は思っている。地方議員は自治体が

Ⅰ氏は、地元候補として神田学区だけでなく、同

抱えている大きな課題を解決するために尽力するこ

じような地域課題を抱えている隣接地域の西黒田学

とはもちろん、自治体を構成する各地域の課題（学

区、田村地区（六荘学区南部）と緊密に連携し、長

区単位のものもあれば地区単位のものもあるが）に

浜南部地域の候補者として選挙戦を展開、1,989票

も目を向け、地域住民の声を吸い上げ、議会で十分

獲得して、６位で上位当選した。新人では２番目の

議論して合意形成を行い、それらを行政施策に反映

好成績である。これで、Ⅰ氏は、新人ながら議会で

させることも彼らの役割であると考えている。た

強い発言力を持つ「資格」を得ることになった。

だ、議員として議会で十分な仕事をしようとすれ

どのレベルの選挙でも、私は一定の距離を取って

ば、代表者は単なる議員ではなく、できるだけ上位

きたのだが、今回は、選挙に関わらざるを得なく

当選した議員であることが求められる。

なってしまった。選挙に関わるといっても、毎日

さて、今回選挙のあった長浜市は、湖北地域の１

選挙事務所に詰めて、選挙運動するというのではな

市12町が2006年と2010年の２度の合併によって形成

い。個人演説会で応援演説をするというものであ

された人口12万人弱の地方都市である。近年は人口

る。いわゆる応援弁士だ。

減少・少子高齢化が急速に進み、これが、長浜市

最初、後援会長にとの打診があった。私は、丁重

の最大の課題の一つになっている。かつては何度
か「住みよいまち」で全国第１位になったこともあ

にこの件をお断りした。地元から候補者を立てるこ
とは、私も待ち望んでいたことであり大賛成であっ

るが、今では200位近くにまで落ち込んでいる状況

た。しかも、候補予定者のⅠ氏は部長職を経験し、

だ。とにかく、地元の人間にとっても決して「住み

行政経験が豊かな人物でもあり、私から見て地元候

続けたいまち」とは言えないのが実情だ。特に若者

補として「最適任者」であった。だが、私には後援

においてはその傾向が強い。

会長をする力量はない。また、私が所属する自治会

私が住んでいる神田学区は長浜市最南端に位置す

とⅠ氏が所属する自治会が異なってもいる。特に、

る農村地域で、人口減少・少子高齢化はすさまじ

ここは農村地域なので、Ⅰ氏と同じ自治会に所属す

い。2017年の人口は1,205人で、ここ10年で人口は

る人物でなければ難しいのではないかとの思いが私

11% 減少し、小学生の数にいたっては61% も減少

にはあった。この地域には、まだまだ「義理と人
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情」が色濃く残っているからだ。後援会長の件は了

対役員就任の依頼、個人演説会での動員などに有

承してもらったが、それではということで、相談役

効だ。人間誰しも、日常生活に於いて何らかの程

を引き受けることになった。

度「貸し借り」をしているものだ。ある意味、人間

相談役は、後援会役員と切り離されていたので、

社会は「持ちつ持たれつ」の関係から成り立ってい

気楽に構えていたのだが、結果的には連日応援弁士
をすることになった。以下で、今回の選挙でのⅠ氏

る。依頼される人間が、依頼する人間から「借り」
があるとの認識を持っていれば、よほどのことがな

陣営の戦い方を概略紹介しておきたい。

い限り断ることはできない。ここに、「好意に対す

Ⅰ氏陣営の戦い方は、伝統型・農村型である。も

る返し」という行為が発生する。また、人情が大き

ちろん、Ⅰ氏自身は事前活動においても、選挙活動

な威力を発揮するのは、有権者の投票行動を方向づ

においても「長浜南部地域には、○○や△△等の課

ける際においてだ。今回の選挙でも経験したことだ

題があるので、私はそれらを□□のように解決しま

が、個人演説会の会場で、候補者の演説が終わった

す」というように「政策」を前面に打ち出しつつ

後、候補者の妻および身内の者が下座に正座して、

も、陣営の選挙戦術は「共同体の心情」や「義理と

来場者に額を畳に擦り付け、必死に投票の依頼をし

人情」、「民俗」等を活用したものが多かった。いく

ていた。松田馨が指摘しているが、
「頼み込むこと」

つか実例を紹介しておこう。

は、「人に投票をお願いする手段として『もっとも

まず、
「共同体の心情」である。この戦術は、後

有効な手段』
」であり、
「これ以上に有効で、即効

援会入会や役員依頼の際に活用されている。私に依
頼があった時も、「神田学区から８年も議員を輩出

性の高い手段はない」
（『残念な政治家を選ばない技
術─「選挙リテラシー入門」
』
、p.154）のである。

していない。地元をよくするために何としてもわれ

さらに、「民俗」の活用である。民俗学者の杉本

われの代表を議会に送り込みたいので、ひとつ協力

仁は、コラム「選挙と民俗」で、「選挙運動をつぶ

を」ということであった。個人演説会では、私も含

さに見てくると、民俗の活用そのものである」と述

めて多くの応援弁士が、「地元の思いを行政に届け

べている（『はじめて学ぶ民俗学』、p.217）。彼は、

るために、皆さん方の代表として、何としても地元

具体的な事例として、出陣式前に行う神仏祈願、事

候補であるⅠ氏を議会に押し上げてほしい」と有権

前運動としての冠婚葬祭や年中行事での贈答慣習、

者に訴えた。また、Ⅰ氏自身も、個人演説会で、

投票日前日に行う「お練り」、当選した際に行われ

「私は、行政から取り残された神田学区、西黒田学

るダルマの眼入れ、などを挙げている。今回の選挙

区、田村地区（六荘学区）を基盤とした長浜南部地

ではどうだったか。神仏祈願は、早朝に地元の神社

域が、一丸となって地域課題を解決するために、皆

とⅠ氏宅の神棚や仏壇の前で行われている。お練り

さん方の代弁者として、地域住民の思いを議会や行

とは、投票日前日に候補者を先頭に支援者が地域

政に届ける役割を担わせていただきたい」と訴え

内に繰り出すものである。「地域内を神輿が練り歩

ている。岡野加穂留は、『政治風土論』で「地盤に

く神渡御に見立ての行為である」
（杉本、前掲書、

は、建前と本音が混在している」
（p.77）と指摘して

p.217）。Ⅰ氏陣営も、投票日前日に100人近い規模

いるが、この選挙でⅠ氏陣営は、長浜南部地域を

で神田学区内および西黒田学区の一部の地区で「桃

「運命共同体」と位置づけ、建前ではなく、「本音で

太郎行進」を行った。それぞれ１時間半ほど、おび

政治を語る」ことによって「地元の議員」を渇望し

ただしい数ののぼり旗を立て、「地元の◇◇候補で

ている有権者の心情に訴えるという戦術を優先させ

す。よろしくお願いします」、と繰り返し言い続け

たのである。

て行進する。これは、Ⅰ氏が「地元候補」である

次に、
「義理と人情」である。端的に言えば、義
理とは「好意に対する返し」であり、人情とは「思

ことを地元（地域）の有権者に強くアピールする点
で、有効な手段だ。

いやり」である。今日においても、まだこれらの言

さて、選挙の最終盤、開票、当選祝いとなる。当

葉は「死語」にはなっていない。政治の世界、特に
選挙では、この論理が大きな威力を発揮する。農村

選が決まれば、万歳三唱だ。どのタイミングで勝
利宣言をするかだが、通常「当確」が出た段階で

部では、政策を訴えるよりも、「情に訴える」方が

行う。だが、基礎自治体の地方議会議員選挙では一

票になるのだ。義理の活用は、特に後援会入会や選

般に「当確」は出ない。陣営によって異なるであ
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ろうが、私の過去の経験からは、開票速報で票差が
つき、横並びの候補者の数が定数を割り始めたとこ
ろで勝利宣言である。今回の選挙では４回目の開票
速報で４人が横並びから脱落した。開票率60.65％
であった。ここで「当選」を確信して、当選祝いと
なった。選挙事務所を兼ねていたⅠ氏宅に集まって
いた支持者の歓声の中、Ⅰ氏やその家族、主だった
役員らが国会議員や県議会議員、市長から贈られ
た為書の前で万歳三唱し、その後、Ⅰ氏がダルマ
に眼を入れ、鏡割りが行われて、「選挙祭り」はク
ライマックスに達した。２度目の万歳は、開票率
95.69％の段階で、目標としていた上位当選が確実
になった時に行われた。それにしても、熱い戦いで
あった。
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■新任教員メッセージ
赴任に際して

萩

原

和

人間文化学部地域文化学科

今春４月より、人間文化学部地域文化学科に着任
しました、萩原和です。３月までは、特任の准教授
として、学内の地域共生センターに所属しておりまし
た。滋賀県に移り住んで５年目を迎えました。引き続
き、本学で教育研究活動ができることをたいへん嬉し
く思います。
私自身、専門分野が、都市および農村における地
域計画学であり、地域文化学科では初めてとなる「地
域計画学研究室」を立ち上げ、４回生１名、３回生６
名を迎え入れて研究ゼミをスタートさせました。地域
計画学自体は、分野横断的な側面を持ち、多種多様
な学術的知見を援用しながら、構築されてきました。
特に、地域計画全般は法制度体系に基づき、土地利
用を規制誘導する仕組みのもとで計画立案されます。
上位計画としての「国土利用計画法」、より地域に身
近なスケールで展開する「都市計画法」や「農業振興
地域の整備に関する法律
（農振法）」などを主たる根
拠法としながら、計画づくりを進めていきます。
「計画することを学問する」からには、できるだけ実
効 性のある計画手法を創出したいと、研究者や実
務家は考えます。しかしながら、実際は、計画自体
が、その時代の社会的背景や経済事情に大きく翻弄
されます。時には自然災害等の不測の事態に苛まれる
こともあります。近年は、
「復元力」をキーワードとし
て、試行錯誤をも埋め込んだプランニング
（不測の事
態に柔軟に対処できるような仕組み）の重要性も指摘
されるようになってきました。
さて、私自身の研究キャリアを振り返りますと、学
部の頃は、建築デザイン分野から、地域固有のデザイ
ンコードを読み解き、
「カタチ」のデザインを分析考察
してきました。その後、大学院修士課程において、イ
ンダストリアルデザイン分野の一領域であるパブリッ
クデザインをベースに、社会システムをプランニングし
ていく手法を研究しました。この時期に、自身の興味
関心が、
「カタチ」のデザインから「シクミ」のデザイ
ンに移行しました。その後、一旦は研究活動から離れ
て、市民農園の運営企画を業務とする NPO に２年ほ
ど在籍しました。この経験が契機となり、農村地域
の活性化に興味を持ち始め、博士課程に編入学し、
農村計画学領域から博士研究を進めていきました。
現在も、その頃に取り組んだ地域コミュニティ再編に
おける組織間マネジメントの考察が、研究の柱となっ

ています。この間、近畿、東海地方の農村フィールド
を中心に、調査研究を進めて参りました。
なお、これまでは、多種多様なまちづくりテーマを
「総論的」に把握し分析考察してきました。その一方
で、自身の興味関心が、主に「景観まちづくり」に移
行しつつあり、今後は、景観保全に関わる地域マネジ
メント
（特に棚田などの自然景観、近代化土木遺産、
近代建築、高度成長期の現代建築などの歴史的景
観）、地域人材育成のあり方について研究できればと
考えております。幸い、一連の研究を推進する上で、
人間文化学部の各学科の知見、先生方のつながりは
大変充実しており心強く思います。
現在、景観まちづくり分野では、若者世代を中心
に、古民家の活用、近代建築などのリノベーションな
どに興味を持つ人たちが増えつつあります。ソーシャ
ルイノベーションによって、建物修繕の資金もクラウ
ドファンディングなどで調達することが多くなってきま
した。前期授業の「地域と経済」
、
「地域と行政」に
おいて、地域資源の利活用における行政と民間の協
働事例を紹介したところです。受講生たちの反応も良
く、興味関心を持ってくれました。
考えてみると、本来、日本では、モノの再利用、資
源循環システムを、モッタイナイ精神で社会システムを
構築し、資源管理する仕組みを持っていました。皮肉
にも、人口減少社会になり、日本の経済成長も鈍る
中で、本来、地域に備わっていたであろう社会システ
ムが見直されつつあります。
人間文化学部に所属し、また地域計画学研究室を
主宰する教員としてできることは、
「過去の歴史に学
びながら、新たな地域循環システムをプランニングし
ていくこと」ではないかと思います。ぜひ、学生たち
の若者らしい感性、新鮮なアイデアが育まれ、学術や
実社会に反映できるよう、教育研究活動を盛り上げた
いと思います。これからどうぞよろしくお願い申し上げ
ます。
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鈴

木

開
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４月１日付で助教に着任しました。専門は朝鮮近

は二十分であり、限られた時間内で「胡乱」の全体

世史、中朝関係史、３月で退職された田中俊明先生

像を説明することは難しいと判断し、「胡乱」の展

の担当科目を引き継ぎます。

開過程のうちのいくつかの問題について検討しなが

雨森芳洲や朝鮮人街道など、朝鮮通信使にゆかり

ら、「胡乱」について学ぶ時に注意すべき点、現在

の深い近江の地で教鞭がとれることをうれしく思い

の研究の問題点について指摘しました。このことを

ます。朝鮮通信使は私が韓国朝鮮に関心を持つきっ

通じて、歴史研究の現場における「胡乱」について

かけでした。

参加者に親しんでもらおうという狙いでした。しか

この原稿は８月末の韓国ソウルで書いています。

し、そのこともあって、
「17世紀東アジアの国際関

８月24日から４日間にわたって開催された国際会議

係」というテーマとはやや齟齬をきたしてしまった

「17世紀東アジアの国際関係─戦乱から安定へ─」

のではないかと危惧しています。

に招かれたためです。こちらソウルも日本と同じく

いずれにしても、歴史的重要性に比して注目され

７月～８月前半は40℃という猛烈な暑さに見舞われ

ることの少ない「倭乱」、その「倭乱」に輪をかけ

たようですが、私が訪問した頃は台風が通過中で、
通過後も前線の発達で雨が続いていました。これを

て関心の少ない「胡乱」が中心課題の一つとして取
り上げられたこと自体、やはり特筆されるべきこと

書いている今も外では雷が鳴っています。資料調査

であると思います。と同時に、今回は日中韓の三ヶ

で訪れたソウルの諸大学は卒業式で賑わっており、

国にまたがる課題として「倭乱」と「胡乱」が取り

つかのまの晴れ間を狙って、慌ただしく記念撮影を
する卒業生と家族がみられました。

上げられたわけですが、「倭乱」と「胡乱」という

私の専門は中朝関係史─中国と朝鮮の関係史─で

には朝鮮王朝の視点によるものなのではないかとも

すが、博士論文では17世紀の初めに起きた二度にわ

感じました。朝鮮側の事情─政治状況、社会情勢、

たる清朝（1636 ～ 1912）の朝鮮侵略をテーマとしま

対外認識、外交交渉など─を十分に明らかにしてこ

した。当時の朝鮮王朝（1392 ～ 1897）では、清朝の

そ、「東アジアの国際関係」という課題に満足のい

女真／満洲人を蔑む「胡」という文字を用いて「胡

く解答を出せるのではないかというのが、会議を終

乱」と呼ばれました。今回の会議では豊臣秀吉の朝

えての私の率直な感想でした。

こ

らん

呼称にも表れているとおり、そうした視点は基本的

鮮侵略を指す「倭乱」と、いまいった「胡乱」を

私は、国際会議の経験は豊富とはいえませんが、

中心に構成され、日中韓それぞれの報告者が、「倭

今回の会議では、日中韓の三つの言語の同時通訳が

乱」
、
「胡乱」、そしてこれら戦乱が国内におよぼし

行われ、参加者はそれぞれの母国語で報告をすると

た影響という三つのセッションに分かれて報告と議

いう珍しい形式が採用されていました。各報告者は

論とを行いました。

慣れた言語でのびのびと─時間も伸び伸びに─報告

私はこのうち「胡乱」についての日本側の研究者

する一方、議論の方は私も含めてあまり活発にでき

として参加したわけですが、そもそも、「倭乱」な

なかったように思いました。議論が不活発だった一

どと比較して話題にのぼることも少ない「胡乱」を
中心課題の一つとして会議が開かれること自体が稀

番の原因は時間の不足でしたが、同時通訳で相手の
質問をどこまで理解できているのかという不安も

有な機会であり、たいへん貴重な経験をすることが

あったように思います。そうした点も含めて─繰り

できました。「胡乱」は韓国で映画が公開されるな

返しますが─貴重な経験をすることができました。

ど徐々に関心が高まっている感があり、そうした動
向も今回の会議の開催と無関係ではないかもしれま

大を続け、今年

せん。

の特急が運行を開始しました。無料 Wi-Fi が利用で

ソウルの街は変容を続けています。地下鉄網は拡
月には仁川空港からソウル駅まで

韓国側の招聘者は私と同じ数少ない「胡乱」研究

きる場所も増え、かつてあった PC 房（ピーシー・

者で若手の許泰玖先生、中国側は著名な清朝史研究

バン）が姿を消しつつあるようです。手放して久し

者の祁美琴先生でした。祁美琴先生はチベット仏教

い『地球の歩き方』を買いなおそうかと思ったほど

が17世紀のモンゴルや清朝に与えた影響について報

です。変化に取り残されないためにも、またすぐに

告されたため、「胡乱」について報告したのは私と

ソウルを訪れなければならないようです。

許泰玖先生の二人でした。報告者に与えられた時間
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赴任に際して

畑 山

翔

人間文化学部生活栄養学科

本年度より、人間文化学部生活栄養学科に赴任い
はた やま しょう

明するための研究を行っていました。

たしました畑山翔と申します。よろしくお願い申し

研究に取り組んでいくなかで、将来の進路につい

上げます。紙面をお借りして、ご挨拶と自己紹介を

て考える時期となりました。私のいた学部では半分

させていただきます。

以上の学生が大学院に進学するということもあり、

私は愛媛県の出身で、高校を卒業するまでの18年

私もそのまま徳島大学大学院栄養生命科学教育部の

間を愛媛県で過ごしました。愛媛県のなかでも、私

修士課程に進学しました。この修士課程において

の実家は南予地方の大洲市（旧長浜町出海村）にあ

は、研究が思うように進まず落ち込むこともありま

ります。現在は廃校となりましたが、通学していた

したが、周囲の人々の支えもあり何とか修士課程を

小学校の全校生徒は25人（同級生は５人）であり、

修了することができました。そして、修士課程での

小学校の給食がない、また最寄りのコンビニや JR

２年間でより研究を進めていきたいと思うようにな

の駅まで約10㎞離れているなど、なかなかの田舎で

り、同大学院の博士課程に進学しました。博士課程

はありましたが、海や山に囲まれた自然の豊かな環

では、いままで以上に研究に打ち込むことができ、

境で過ごしてきました。
高校では将来の進路について決めかねていました

また国際学会での発表の機会もいただき非常に貴重
な経験をすることができました。そして、無事博士

が、そんなときに食べ物と健康についての授業をう

課程を修了し博士号を取得することができました。

け、それまで料理などに馴染みはありませんでした

このように無事に博士課程を修了することができた

が初めて「栄養学」というものに興味をもちまし

のも、研究室の先生方の熱心なご指導のおかげであ

た。そして、同じ四国の徳島大学の栄養学科に進学

ると感じております。また、研究室をこえて先輩や

しました。

同期、ときには後輩などと研究について話し合うこ

大学では講義や実習に追われながらも充実した

とができ、とてもよい刺激となりました。

日々を過ごすことができました。そのなかで卒業研

そして、縁あって今年度から彦根に参りました。

究のための研究室を決める時期となりました。やは

これまで愛媛県と徳島県で過ごしてきたため、初め

り、栄養代謝や食品学に関する研究室が人気となっ

て本州で生活することとなりました。これまで海の

ていましたが、私は講義や実習を通して微生物、細

近くで過ごしてきた私にとって、どこか親しみのあ

菌学に興味をもっていました。そのため、食中毒の

る琵琶湖の雄大さを感じながら日々を送っていま

原因細菌の病原性について解析している研究室に配

す。ここ滋賀県立大学ではこれまでの研究分野に加

属され卒業研究を行いました。卒業研究において、

えて、新たな分野の栄養学研究を進めていくととも

私はカンピロバクターという細菌についての研究に

に、学生たちが管理栄養士として活躍することがで

取り組みました。カンピロバクターは鶏などの腸管

きるような教育をしていきたいと思います。

に常在する細菌であり、現在の日本における食中毒

みなさま、今後ともよろしくお願い申し上げます。

の主要な原因細菌となっています。加熱不十分な鶏
肉などの摂取により、下痢や腹痛などの急性胃腸炎
症状や合併症として麻痺性の神経疾患であるギラ
ン・バレー症候群を発症するとされています。最近
では、居酒屋で提供された鳥刺しなどによる食中毒
や、イベント会場で提供された食品による集団食中
毒のニュースでカンピロバクターの名前を聞いたこ
とがある方もおられるのではないでしょうか。カン
ピロバクターはヒトの腸管上皮に侵入する性質を
もっており、この侵入性が病原性に重要とされてい
ますが、詳細な侵入のメカニズムについては未だ不
明な点が多いとされています。そこで、私は培養細
胞を用いてカンピロバクターの侵入機構について解
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■人間文化セミナー
☆演題☆

鉄道の安全を支援する心理学

と

き：平成30年７月20日㈮ 13：10 ～ 14：40

場

所：滋賀県立大学 A2棟202教室

対

象：学生・教職員および一般

講

師：岡田安功氏（公益財団法人鉄道総合技術研究所 人間科学研究部 研究員）

心理学を活かした仕事としてすぐに思いつくの

ら、ある行動が生じる一場面を切り取って実験室や

は、カウンセラーや支援職といった臨床心理学分野

コンピュータのプログラムに再現するという、心理

に関わるものではないでしょうか。しかし、社会の

学実験の技法が役立てられていることが伝わってき

中で心理学の知識や研究法が活かされているのは臨

ました。

床心理学分野に関するものだけではありません。本

講師の岡田さんが最近携わった研究として、異常

セミナーでは、社会の中で心理学の知識や研究法が

事が起きた時に正確で円滑なコミュニケーション

どのように活かされているのか、実際に企業で工学

を行うための研究についてもご紹介いただきまし

等の他分野とも連携しながら実践的な活動も進めら

た。異常事が生じたときに、コミュニケーションに

れている若手研究者に、自身の経験も踏まえながら

すれ違いが生じやすいのはなぜか、認知心理学・

ご講演いただくことにしました。

社会心理学などの知見も踏まえて整理していただき

講師としてお迎えしたのは、鉄道総合技術研究所

ました。その上で、どのような対策を取られている

の研究員の岡田安功さんです。岡田さんは大学・大
学院で社会心理学・認知心理学を学び、現在は、主

のか、また、こうした対策を身に着けてもらうため

に鉄道の安全に関する研究開発に携わっておられま

ついてもご説明いただきました。最後には、工学分

す。本セミナーでは、鉄道の安全に心理学がどのよ

野と連携した VR（仮想現実）技術の係員対応の教育

うに貢献できるのかを、具体的な研究開発例を通し

への活用など、将来の可能性についてもお話をいた

て紹介いただきました。

だけました。人の心理・行動の専門家という立場か
ら、鉄道の安全を考える研究者・実践者としての姿

例えば、省令によって定められている運転士の適
性検査には、心理アセスメントの技法が参照されて

にどのような教育プログラムを行われているのかに

勢を教わることができました。

いることが伝えられました。仕事の適性といった個

当日は、学内外より120名を超える方々にご参加

人の特性、あるいは作業時の心の状態は、直接、目

いただきました。講演後も、講師の先生は教室の外

に見えるようなものではありません。このような目

でお越しいただいた方との議論に応じたり、学生か

に見えない個人の特性や心の状態を、目に見える形

ら寄せられた質問に回答していただいたりと、丁寧

で指標化することは、まさに心理学の得意とする領

に対応してくださりました。このセミナーを通じて

域であると言えるでしょう。

心理学に対しての認識が広がり、より深い関心を寄

また、安全教育の一環として、心理学の実験手法
が援用されている事例についても紹介していただき
ました。安全のために定められている手続きの重要
性を認識するためには、どのようなことがエラーに
繋がりやすいのかを実感することが有効です。しか
し、実際の業務の中でエラーを起こすことは大きな
事故に繋がりかねません。そこで、疑似的にエラー
を体験することができる実験課題のアプリケーショ
ンを作成し、実際の業務でのエラーを最小限に抑え
るための教育に役立てているそうです。日常の中か
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（文責：後藤崇志）

人●間●文●化●通●信

☆演題☆

滋賀県と周辺で発生した歴史上の地震
～彦根はいつどのくらい揺れた？～

と

き：平成30年７月26日㈭ 16：30 〜 18：00

場

所：滋賀県立大学 A7棟101教室

対

象：学生・教職員および一般

講

師：加納靖之氏（東京大学地震研究所／地震火山史料連携研究機構 准教授）

加納靖之先生は地震学の手法を活用し、過去に発
生した地震をよりよく理解するための研究をおこ
なっておられます。

害の報告として作成されました。建築物（城郭、社
寺、家屋など）
、農地、道路などの被害、人的被害
（死者、負傷者）
、家畜などの被害報告と、そして救

今回のセミナーでは滋賀県とその周辺地域で歴史

済、補償、借財、年貢減免、普請（復旧、改修）な

上発生した地震について紹介しながら、過去の地震

どのための資料です。こうした被害の状況から震度

を調べることの意義やその手法について説明されま

分布、およびマグニチュードが推定できます。ただ

した。

し、すべてが記録され、伝来するわけではないこと

地震ということばにはふたつの意味があります。

に注意が必要です。

ひとつは「地震」で、岩盤（地盤）が断層を境目に

では実際に滋賀県ではどのような地震があり、ど

してずれる現象で、震源または震央で場所、マグニ

のような被害があったのかについては一覧表が作成

チュードで大きさを表現し、地表断層が出現する

されていますのでここでは主なものを紹介しておき

と、建物の倒壊や農地に被害をおよぼします。もう

たいと思います。最も古い資料としては貞元元年

ひとつは「地震動」で、地震によって発生する地面

（976）にＭ6.7以上の地震が山城・近江に起こり、死

の揺れで、震度で強さを表現し、揺れは震源から伝

者50人以上、社寺等の倒壊多数と記されています。

搬し、遠くへいくほど小さくなり、地盤の種類によ

文治元年（1185）にはＭ7.4の地震が近江・山城・大

り揺れの大きさがかわり、揺れが大きければ災害を

和に起こり、社寺倒壊多く、死者多数と記されてお

引き起こすというものです。地震（地震動）＋人間・
社会・生活（の弱点）が震災（ほかの自然災害でも同

り、さらには琵琶湖の湖水が減少したとも記されて
います。正中２年（1325）にはＭ6.5の地震が近江北

じ）となります。

部・若狭に起こり、琵琶湖北方で山崩れがあり、竹

地震は多くの場合、同じ場所でほぼ同じ大きさの

生島の一部が崩れています。

ものがくりかえし発生します。そのくりかえし間隔

近世では慶長元年（1569）に慶長伏見地震と呼ば

は、海溝型で数百年、内陸型で数千年となります。

れるＭ7.25 ～ 7.75の地震が畿内で起こり、近江では

過去の古い地震を理解することは、将来どんな地震

栗太郡栗東で家屋が全壊し、死者多数が出ていま

や災害が起こりうるかを知ることになります。

す。寛文2年（1662）には山城・大和・河内・和泉・

現在は、地震計、震度計、GNSS（GPS）、SAR、

摂津・丹後・若狭・近江・美濃・伊勢・駿河・三河・

電気・磁気、掘削などさまざまな観測により、どこ

信濃でＭ7.25 ～ 7.6の地震が起こり、近江では比良

で、どんな地震が起きたか、どのくらい揺れたか、

岳付近を中心に被害があり、死者は大溝で37人、彦

どのようなメカニズムで地震が発生したかなどが調

根で30人余、榎村で300人余、戸川村で260人余を数

べられています。

え、家屋全壊は3,600棟以上にのぼりました。

一方、過去の地震は観測できないものの歴史学や

近代では明治24年（1891）に濃尾地震と呼ばれる

考古学、地理学、地質学などによって調べられてい

Ｍ8.0の地震が起こり、滋賀県では死者６人、負傷

ます。そのなかで古文書ではどのように記録された

者47人、家屋全壊404棟にのぼりました。明治42年

のでしょうか？

日記では被害や有感地震が家や共

（1909）には江濃地震、姉川地震と呼ばれるＭ6.8の

同体の記録として記されています。こうした記録は

地震が起こり、琵琶湖東北岸付近を中心に被害があ

何のために作成されたのでしょうか？

り、死者35人、負傷者643人、住家全壊972棟にの

ひとつは被
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ぼっています。

所でほぼ同じ規模でくりかえし発生する特性があ

また、彦根城も何度も地震の被害に遭っており、

る」
、
「古文書などに残る地震の記録は、地震を経験

現在滋賀県立大学の地域文化学科の中井教授と研究

した昔の人からのメッセージ。きちんと受け取っ

チームをつくり、彦根城の石垣に認められる地震後

て、普段から地震に備える気持ちを忘れないでほし

の補修の痕跡と、古文書に記された補修の記録を照
合する作業を進めていることも紹介されました。

い」と呼びかけられました。今回のセミナーには教
職員、学生、一般あわせて100名を超える受講があ

最後に加納先生は「地震は多くの場合、同じ場

りました。

（文責

中井均）

■『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。

・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）
。
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１．本 誌に発表する論文等は、いずれも他に未発
５．原稿は、ハードコピー（40字× 40行）と電子
表のものに限る。ただし、学会・研究会等で
媒体で提出する。
口頭で発表したものについては、その限りで
はない。
［付記］
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・この規定は 2012年度より実施する。
・10月末発行のとき、原稿の締切は８月末とする。
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■編集後記■

小槻大社の春祭り

本誌は開学当初、「人間文化学部」という当時まだ
珍しかった学部名（学問上のくくり？）を世に広める
広報誌として出発した。その後20有余年、継続して刊

田園のなかの渡御
栗東市下戸山に鎮座する小槻大社は古代以来の歴史を誇るが、
毎年５月５日の春祭りには周辺６地区が渡し番と称し交替で太
鼓踊りを奉納している。2018年は目川地区が渡し番であった、
朝、集会所で衣装に着替えた一行は、宮元と呼ばれる特定の家
の広場で最初の踊りを奉納する。踊りは華やかな花笠の前で行
われ、音頭取りのほか、笛、鉦等が付く。主役は子どもによる
太鼓打ちと太鼓受けで、二人の子どもが輪になって周りながら
太鼓をたたいていく。栗東や草津には同様の太鼓踊りがいくつ
かあるが、難しいといわれる太鼓受けは大人が務める場合が多
く、子どもが両方をする例は少ない。またこの踊りに先立って
飾られた棒や打出の小槌、紙で作られた鯛などをもった子ども
が神前に前進して拝礼、そのまま後退をするという所作もある。
これは２歳から幼稚園程度の幼児が務める。この祭りの主役は
完全に子どもであり、榊を持ち礼服を着た大人は周囲でそれを
見守っている。
踊りは宮元・寺などで行われた後、集落から遠く離れた小槻
まで長い距離を行列する。神社の拝殿には大きな神輿が用意さ
れており、昼食のあと若い衆がこれをかついで御旅所までの渡
御が始まる。御旅所でも踊りが奉納され、ふたたび一行は神社
へと帰っていく。
少子化が進む現在であるが、小槻神社の氏子域では人口が増
大しており、子どもの人数も増えている。各地区では新しく加
入した住民の子どもにも参加を呼びかけて、この祭りに対応し
ている。
市 川 秀 之

行してきた。この間に情報環境の変化は著しく、こう
いう紙ベースの冊子を出す意義も変わってきた。本誌
も大学ホームページでも読めるようになり、「論文」
については本学リポジトリ（電子アーカイブシステ
ム）に登録されて学外からも検索・閲覧ができるよう
になっている。
それでも、手にとって閲覧しやすい紙ベースの冊子
にすることで、広い範囲の人、一般の市民までが手に
取り、読んでもらえる機会は増えるだろう。また論文
以外の細かな情報も掲載しているために、全体として
本学部の今の姿を伝える格好のメディアとなっている
と思う。今後も（予算の続くかぎり？）継続していき
たい。
（面矢慎介）
編集委員■
面矢慎介・松嶋秀明・橋本周子・萩原和・畑山翔
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