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Ｉ：《  第７回研究会  伊勢湾の古代史  》  
＜文責・基幹研究事務局菱沼一憲＞  
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ご紹介  
本基幹研究会では、６月１日（金）・２日（土）の日程で第７回研究会を行いま

した。１日は民俗学の松尾恒一氏（歴博）より祭儀と呪術に関する報告、及び７月・

９月の地域調査に関するレポートを行いました。２日は、Ａブランチとの合同研究会

で、伊勢湾をテーマとして、Ａブランチから山中章氏（三重大）、Ｂブランチから栄原

永遠男氏（大阪市立大学）にご報告いただきました。タイムテーブルは次の通りです。  
 

１日（金）国立歴民俗博物館 第２研修室（１４：００～１７：００）  
 昨年度の総括と今年度の活動計画 井原今朝男（歴博）  
第１報告 報告者 松尾恒一（歴博）「樹木と木霊をめぐる祭儀と呪術」  

 第２報告 地域調査レポートの調査と課題  
・菱沼一憲 土佐地域（歴博、旧物部村大忍庄・南国市大湊田村遺跡・高知市浦戸湾）  

   ・中島丈晴 伊勢内海（歴博、渥美半島  安濃津  曽根庄地域）    
 
２日（土）国立歴民俗博物館 大会議室（９：００～１５：００）  

＜ＡＢブランチ合同 共通テーマ 伊勢湾の古代史＞  
 はじめに 研究会テーマ「伊勢湾の古代史」設定の問題提起 井原今朝男  
 第１報告 報告者 山中章（三重大）「伊勢湾内海交通網の形成とミヤケの成立  

―桑名・河曲・奄芸・飯高郡の成立をめぐって―」  
 第２報告 報告者 栄原永遠男（大阪市立大）  
 
 １日の松尾報告・菱沼・中島地域調査レポート、２日の合同研究会での井原問題提

起、Ｂブランチからの栄原報告（概要）を掲載します。  
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（ １ ） 動 物 ・ 植 物 霊 を め ぐ る 祭 儀 と 呪 法  
―高知県物部における職能民といざなぎ流―  

         松尾恒一（国立歴史民俗博物館）  
                 文責 菱沼一憲  

１．いざなぎ流と物部村について  
 高知県の東部、徳島県の山間部と境を接する旧物部村の物部川流域では、いざなぎ

流と呼ばれる民間宗教が盛んであった。このいざなぎ流に関しては、その宗教者の起

源と目される「博士」についての言及が、早く柳田國男の著述にも見られるが (「山荘
太夫考」『郷土研究』大正４年４月、後、柳田著『物語と語り物』角川書店、昭和 21
年、所収 )、本格的な研究は、戦後の吉村淑甫氏・高木啓夫氏などの研究であり、1980
年代以降、小松和彦 (『憑霊信仰論』伝統と現代社、1982 年、等）・梅野光興・斎藤英
喜 (『いざなぎ流祭文と儀礼』法蔵館、2003 年 )らの研究も積み重ねられ現代に至って
いる。  
さて、民間宗教としてのいざなぎ流の特質を明らかにする上で、この地域における

生業を理解することが不可欠である。  
物部地区の地勢と生業を概観すれば、物部川の上流部の集落、別府が標高約 600 メ

ートル程、ここよりほぼ物部川に沿って下がって、約 500～400 メートル程に市宇・
別役・岡の内等の集落がある。さらに下がって 200 メートル程に役場の置かれている
大栃がある。物部では標高 400メートルを越えると水田がほとんど見られなくなるが、
かつては焼畑 (アワ・ヒエ・ソバ等 )の地帯であった。生業としては、この焼畑のほか
に伐木、狩猟、鍛冶、大工等が、盛んであったが、いざなぎ流を考える上で欠かせな

いのはこれら職能者の技術と結びついていた民俗的な慣行である。  
なお、松尾は、本館での民俗研究映像制作として、『物部の民俗といざなぎ流御祈

祷』（2002 年度、国立歴史民俗博物館）を担当したが、その第１章「職と呪術」にお
いて、物部の職能者といざなぎ流との関係を追求した。  
 
２．いざなぎ流の起源  
いざなぎ流の宗教者は「太夫

た ゆ う

」と呼ばれるが、彼らは被差別的、漂泊的な芸能民で

はなく、地域の誰もが、師匠について修行を積めば太夫となることができた。世襲が

義務化されているわけでも、特定の家筋などがあるわけでもないが、「神津
ジ ン ヅ

」等と呼ば

れたりする霊的な感性をもった人が太夫を志し、継承する場合が多いようである。太

夫は、神社祭祀も行うが、主として個人からの依頼を受けてその家に赴いて祈禱を行

う。その活動範囲は広く、かつては別府を過ぎ県境となる山を越え、徳島までも赴い

ている。  
いざなぎ流は近世まで遡るが、その呼称は近代になって定着したものと考えられる。

いざなぎ流の宗教者である「太夫」は、研究上、また一般にもいざなぎ流に固有な呼

称のように使われることがしばしばであるが、物部のみならず、高知では神職のこと

を一般に太夫と呼んでおり、いざなぎ流に固有の名称ではない。  
土佐の様々な職能を描いた絵画『土佐国職人歌合』（高知市民図書館蔵）には、そ

の中に「博士」なる宗教者を見ることができる。詞書 (短歌 )には、人に取り憑いて病
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気の原因となっている犬神にはたらきかけ、その恨みを晴らして、病者の体より退散

させ、回復させるといった病人祈禱が詠まれている。いざなぎ流では、病人祈禱の際

には「博士」の資格において祭儀を行い、かつては弓を祭具とする病人祈禱としての

弓祈禱 (梓、祈念 )も行われていたが、この博士が、いざなぎ流の太夫の直接の起源で
あったと考えられる。  
物部に隣接する土佐山田にて作られた『土佐化物絵本』（個人蔵・高知県立文学館

寄託）には弓祈禱の場面が描かれるが、弓の音に惹かれて幽霊・お化け・先祖・動物

霊など様々な神霊が集まっている様子が描かれており、この様子はいざなぎ流の病人

祈禱のイメージに重なるものといえる。いざなぎ流の病人祈禱は、太夫が考え得る限

りの霊を御幣等に招き降ろし、その原因たるや否やを問い尋ねて、原因となっている

霊を特定し、その霊を病者の体より退去させるといった方法であるが、『土佐化物絵本』

は、こうした祈禱の方法が絵画化された資料として注目されるのである。  
 しかしながら『土佐化物絵本』の弓祈禱といざなぎ流の祈禱と、両者が異なるのは、

いざなぎ流では山の神・水神や、その眷属等々、多様な御幣を駆使することである。

いざなぎ流のこうした特徴は、いざなぎ流の伝承された地域環境と信仰によるところ

が大きいものと考えられる。  
物部の生業において、現金収入を得る職としては林業が近世以来盛んであったが、

特に、山中で伐木に従事する職能民は「杣
そま

」と呼ばれた。他に猟師・大工・鍛冶屋と

いった山や樹木に関わる職能者が数多く生活していた。そうした職能者がもっとも恐

れたのは、山の神や水神、及び、その眷属と見做された鳥や動物、昆虫で、山の神や

水神を怒らせたり、その眷属に「不都合」をなしたりした場合には、その「お叱り」

によって病気になると考えられた。  
博士による病人祈禱を起源とすると考えられるいざなぎ流であるが、物部における

こうした信仰に応えるかたちで、種々さまざまな動物霊・植物霊を見分けて対処する

ため、多様な御幣を創出していったのが物部という地の民間宗教としてのいざなぎ流

だったのではないかと考えられるのである。  
 
３．諸職といざなぎ流  
いざなぎ流の太夫は、唱え言を中心とする祈禱ができればよいので、覚える必要の

ある祭文などは書写されるが、仏教における聖教のような儀式の次第書・作法書はき

わめて少ない。そのため、いざなぎ流の全貌を捉え体系的に理解することは困難であ

る。そうした中で、いざなぎ流の消滅を惜しんだ大正 12 年生の太夫小松豊孝氏が、
その諸祈禱の文言・次第や祭壇の構造や供物等々について著述した袋綴じ冊子本 30
冊超は、いざなぎ流祈禱のほぼ全貌をとらえることができる貴重な資料である。  
いざなぎ流の中心になるのは病人祈禱であるが、ほかに守護神として家の中に祀ら

れる祖霊「ミコ神」等、屋の神の祭り「屋祈禱」「宅神祭」や、病気や災い等の原因と

なる他人の恨みなどに対処するための「呪詛（すそ）方の法」、運勢を変えることによ

って病気を治す「盛り替祈禱」、湯神楽の方法を病人祈禱に応用した「湯祈禱・火祈禱」、

山の崩落や火災等の災害の際に山を鎮める「大山鎮め」、猟師の狩猟に関わる「西山法」

等々、多様な祈禱が伝承されてきた。  
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これらの中、西山法・大工法・杣法などは、実際の猟師や大工・杣などがそれぞれ

の生業においてあわせ行ってきた民俗的な慣行と共通点を数多く見出すことができる

が、いざなぎ流は、これら職能者が行っていた慣行を取り込んで、さらに複雑でテク

ニカルなものに変化させていったものと考えられる。  
 たとえば狩猟に関わる呪法「西山法」は、民俗学の始発と目されている柳田國男の

著述『後狩詞記』(初版私家版、明治 42 年 )にも紹介される「西山猟師」とも関係の深
い祈禱法であるが、物部では猟師のみならず、いざなぎ流の太夫によっても行われる

点、特徴が認められる。  
猟師は熊を仕留めた場合、その首を落として木の実などを口の中に入れて箸となる

棒二本をかませ、左足でおさえて銃口を突きつけ、「大麻
おおぬさ

」と呼ばれる巻物で鎮め、密

教的な印を結んで土中に埋め石をかぶせる。通常、こうして鎮めを行えば永久に鎮ま

っているが、その場所であることを知らず、人が立ち入って荒らしたりすると、霊が

目覚め、祟ることがあるといい、そうした場合には、いざなぎ流の太夫が要請されて

西山法を行って鎮めることとなる。太夫は、祟っている熊の霊を御幣に勧請し、猟師

の西山法と同様に御幣にむかって銃口を突きつけて鎮めの作法をして土に埋める。も

ともと猟師が行っていた西山法を、いざなぎ流の祈禱として太夫が代わって行う場合

があったのである。  
次に、伐木・製材を中心とする物部の林業であるが、その従事者はかつてサキヤマ・

ソマ (杣 )・  ヒヨウ (日雇 ) という三つの区分があった。このうち高度な技術を要する
のはサキヤマ・ソマで、通常、師匠に弟子入りして技術を習得するまで三年ぐらいか

かった、という。  
これら専門の職能者によって行われていた伐木であるが、興味深いのは、樹木の霊

「木霊」の信仰に基づく諸作法である。  
たとえば、伐木して木が倒れる際にこれを避けるための掛け声が掛けられるが、「木

魂送り」と呼ばれていた。これは木が伐られ、倒れる時を樹木の死とみなし、木霊を

その主人と信仰された山の神へ返すという意味からの呼称である。これとは別に、木

を伐る前に行う「木魂送り」もあったが、これは斧で木の幹を叩くなどの作法が行わ

れた。  
一方、いざなぎ流であるが、『杣法之帳』等の作法書が伝えられ、実際に伐木に従

事する上で行われていたと思しきさまざまな作法・呪法を見ることができる。斧によ

る「木魂送り」についても記されるが、看過できないのは職道具に関わる作法である。

たとえば「山へ杣道具置く法」は、山中にやむを得ず道具を置いてゆく際に、盗まれ

ないようにかける法で、自分でその道具を取る時には、道具にかけた呪法を解くため

に「道具をとる時云う事」を行う必要がある。「難しき木を切るとき方」の「難しき木」

とは、曲がったり、蔦が絡まったりした木など、鳥や動物たちが遊ぶのによさそうな、

山の神や眷属の木とみなされる木のことであるが、こうした樹木を伐る場合は、山の

神の許しを請う特別な方法が必要となる。  
こうした民俗的な伐木の慣行の多くは、戦後のチェーン・ソーや集材機の導入によ

り急速に消滅したが、いざなぎ流は、神霊と関わる作法として強い関心を寄せ、伝承

してきたものと推測されるのである。  
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４．祭具・呪具としての職道具  
こうした、職能民による呪術的な諸作法であるが、職道具が祭具として重要な役割

を果たしたことにも注目したい。  
猟師の西山法における鉄砲、杣の杣法における斧については見たところであるが、

鍛冶の場合には金床やふいご、大工の場合には墨壺や墨差し・曲尺が、職に関わる祭

儀において重要な役割を果たした。  
いざなぎ流は神霊にはたらきかける作法として、地域の諸生業における、こうした

道具の使用法にも強い関心を寄せ、ときに呪法として応用したようである。  
太鼓は、一般に神楽の主要な楽器であるが、いざなぎ流の『太鼓の本地』には、太

鼓を作る際に使われる特別な「七つ目・八つ目の斧」について説かれている。  
『天神祭文』は、鍛冶神である天神について説くものであるが、この天神が作った

とされる鎮めの小刀 (「関の小刀」とも )―実際にもかつては天神を祀る大工によって

作られ、梵字やセーマン・ドーマン等が刻まれた―は、荒神鎮めや式王子の行い等、

鎮めのための必要不可欠の祭具である。  
ところで『釈迦皇帝祭文』は、現在その使用が絶えたとみられる祭文であるが、そ

の内容は、いざなぎ流が、物部におけるさまざまな職能民の、神霊に関わり働きかけ

る呪術的な諸作法を取り込み、応用して、自身の祭儀・祈禱のいくつかを構成したこ

とを窺わせるものとして興味深い。主人公、釈迦の弟子「皇帝仏」が、呪術的な法を

習得してゆく物語であるが、猟師・鍛冶のみならず、焼畑など、物部における職能・

農耕の起源に関わる物語が大きな部分を占める。後半には病人祈禱について書かれて

いて、太夫が博士の資格において病人祈禱を行った際に使われた祭文であることが確

認できる。職能者の呪法のみならず、その起源譚が、いざなぎ流の祈禱に有効な唱え

言と認識されていたことを示すものとして興味深い。  
博士による病人祈禱を起源とするいざなぎ流であるが、さらに諸職が培っていた呪

術的な作法を取り込んで、宗教的でテクニカルなものにして諸祈禱を編み出し、それ

らのいくつかはまた職能民へと還元されていったものと考えられるのである。  
 
付 ．奄 美 の 大 工 ・ 船 大 工 、 山 の 神 信 仰 と 祭 儀 ・ 呪 法  
 職能民の民俗的な慣行と、同じ地域の宗教者との相互の交流や影響の実際を、祭儀・

呪法を中心として、高知県物部地域の諸職といざなぎ流を例として見てきたが、こう

した事例は、他地域にも少なからず存したものと推測される。  
 本報告では、私が直接に調査した例より、鹿児島と沖縄とのほぼ中間に位置する奄

美大島の場合について見てみたい。  
 奄美の大工も、棟上げ等の建築儀礼において墨壺・墨差し・曲尺を重要な祭具とし

て使用するが、看過できないのは、これらを山の神の祭壇に置き、平生より祀る例が

少なくないことで、樹木との関わりを通じて山の神信仰と結びついているのである。  
 奄美では、「セェクユェ

細 工 祝 い

」と称する大工の正月行事があり、墨壺・墨差し・曲尺が床

の間に祀られるが、その折のみに使われる「四十八手のワタリダシ」と呼ばれる、祭

具としての墨差しについての報告がなされている。遠く離れた、高知県物部において

も、先端を四十八に刻んだ、祭具・呪具としての墨差しを確認しているが、物部にお
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いては、大工が道具箱の奥底に秘蔵するものであったという。  
道具を呪具として用いる例も、奄美において確認された。船大工は、船が完成して

も代金が支払われない場合など、船主が船大工に理不尽な行為があったりした場合、

最後の手段として船主の目の前で曲尺を折ったり、船の船魂を入れる部所にわざとノ

ミを入れて呪いとしたりしたといい、このようにされた際には、船主は約束の金員に

詫びの印を添えて謝罪しなくてはならなかったという。  
また、大工は、依頼者 (建て主 )から、あまりにやかましい注文をつけられたりした

場合に、呪いとして、逆さ柱にしたり、墨壺・曲尺等の道具を、天井裏に故意に置い

たままにすることがあったといい、このようにされた家は、天井裏で大工道具が、夜

間、コトコト、コトコト鳴って、眠れない状況に陥れられるという。  
ところで、松尾は他の琉球地域として宮古島の調査を行っているが、こうした呪法

例は現在のところ確認できていない。山深く森林の豊富な奄美とは異なり、比較的平

坦で、樹木の少ない宮古島などでは、木を伐りその板材によって造る家はほとんどな

かったといい、建築に関わる祭儀も奄美などに比すると少ない。  
物部にしても奄美大島にしても、杣・大工・船大工等、樹木に関わる職能者の場合、

その祭儀は、樹木 (の霊 )と、これを調達する山の (神 )信仰と強く結びつき、職道具はこ
れら木霊・山の神等、神霊にはたらきかける祭具として用いられ、ときに祭儀を発展

させた、道具を呪具とする呪法が行われることがあったことを見てきた。  
前近代的な職能民の祭儀や呪法の特質を明らかにする上で、その平生の職や技術を

理解することはもちろんであるが、地域環境や同地域の宗教者との交流をもあわせ考

える必要があろう。  
 

 
＜ 質 疑 討 論 ＞  
 いざなぎ流に関わる前近代の文献史料はどれだけ現存するのかという質問につき、

確認できるのは祭文類のみで、いざなぎ流の核になるものは前近代に創成されたこと

は間違いないが、近代になって体系化された部分が大きく、そのため史料も近代のも

のが中心となっているのだろうとの回答があった。  
また今までの歴史学では、祭文の史料価値を軽視して、調査で発見されたとしても

翻刻も年代比定も行ってこなかった。こうした姿勢は改める必要があり、今後は歴史

的に位置付けるように努力してゆかなければならないとの指摘があった。また天正期

の祭文は単純で、時代が降るにつれて祭文が長文化・複雑化するように感じる。ウェ

ーバーは時代が古くなるほど呪術性が強いとしたが、むしろ近代になって呪術が発展

してくるといえるのではないか、といった問題提起がなされた。  
 さらにこの呪術性の問題について議論が深められ、報告者は、呪術体系は時代とと

もにテクニカル、かつ規模を大きくしてゆく傾向がある。いざなぎ流についても、か

つて 1980 年頃までは、中世に遡るとも考えられていたが、現在、そのように推測す
る研究者はおらず、近世中期と想定されている。病人祈禱なども、大正～昭和期に長

時間になっていったという話しも聞いている。また呪術関係の書物に交じって、医学

関係の書物が数多く出てくるので、祈禱と合わせて合理的な治療も試みられていたこ
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とが考えられるといった説明がなされた。  
 いざなぎ流太夫の集落内での立場、社会的な役割・存在意義などにつての質問があ

り、一般的な神職・神主などとは、役割分担が明確で棲み分けができていて、例祭で

は、神職は社殿内の儀式を取り仕切り、社殿の外にある山の神祭壇の方は太夫が担当

し、なおらいは一緒に行うといった事例が紹介された。これに関して、若狭の大音文

書を伝えた大音家は、代々神主ではないのに村の宗教儀礼を取り仕切っており、領主

的な支配においても、宗教者的な、呪術性にすぐれた存在であることが有効に機能し

たのではないか、といった指摘があった。  
物部地域では「山」「野」「原」といった場所の区別はどのように認識されていたの

か、という質問につき、山は「一の山口」が裾野、「二の山口」が山に祭られている神

社、「三の山口」が生活の圏外で、焼畑をするような場所、やるときには神様から土地

を借り終われば返すといったような認識区分があったとの説明がなされた。  
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（ ２ ） ① 土 佐 地 域 調 査 の 問 題 提 起         
菱沼一憲（国立歴史民俗博物館）  

＜主旨＞  
 土佐地域調査の焦点として「生業と呪術・信仰」と「潟湖交通と権力」の 2 点設け

た。地域としては旧大忍
おおさと

庄域（香美市旧物部村地域）が「生業と呪術・信仰」、浦戸（高

知市）・大湊（南国市）域が「潟湖交通と権力」にあたる。これら両テーマは本研究会

の基軸となる課題であり、それぞれ独立した研究対象としても魅力的であるが、さら

にそれらが連係して存在している点で土佐地域は貴重なフィールドといえる。  
 
① 生業と呪術・信仰 ― いざなぎ流・大忍庄 ―  

いざなぎ流が伝えられた旧物部
も の べ

村地域は、林業の盛んな地域であり、その他、狩猟・

焼畑・炭焼きなどの生業は、いずれも山林資源と密接に関係している。いざなぎ流は、

医療・狩猟･大工・林業など職能別に呪法が分かれており、それぞれの職能を遂行する

上で必要な知識や、理論を供給・伝承する機能を持っていた。そのため職能が近代的

な知識体系上で行われ、伝承されるようになれば、いざなぎ流の機能する場所が縮小

することは必然である。  
しかし林業の場合などに顕著であるが、戦後、近代的な技術と思想のもとで林業が

行われた結果、一時的に高い収益を得たものの、現在、産業としてゆきづまり、山林

は荒廃に瀕するという反動を被っている。焼畑や炭焼きなどの生業でも、自然の中か

ら持続的に資源を取り出し、それを永く子孫に伝えて行く術が、いざなぎ流に限らず、

非文字文化として継承されていたことは間違いない。  
例えば、大忍庄は中世を通じて存在し、名編成が機能していた。現在でも大忍庄地

域では名編成が大字として引き継がれている場合が多い。こうした地域編成も再生産

機能の一環としてとらえることができる。では中世人が如何なる思想・空間認識の上

で、どういった基準の下で、地域を分割していたのか。それは所有権なのか、生産の

単位なのか、支配者の権力によるものなか、中世史料と現在の状況をつきあわせて、

実際の分割を確認することによって、中世人の知の体系に触れることができるだろう。 
   
（参考文献）  
秋澤繁「大忍荘」（『講座日本荘園史１０』吉川弘文館、2005 年）  
米家泰作「中世山村と山地空間―土佐国大忍荘槙山における名の領域と空間認識

―」（『中・近世山村の景観と構造』校倉書房、2002 年）  
服部英雄書評「米家泰作著『中・近世山村の景観と構造』」歴史評論 653、2004 年  
高知県立歴史民俗資料館『いざなぎ流の宇宙』1997 年  

 
 
 
 
② 潟湖交通と権力 浦戸・大湊  
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本研究会では、潟湖に関係した交通・権力編成・生業の変遷を一つのテーマとして

いる。平安期（承平４、934 年）、『土佐日記』の紀貫之は、国府→大津→浦戸→大湊
→奈半利（なはり）を経て、阿波から淡路島の南側・和泉沿岸を通り、淀川をさかの

ぼって山崎に至っている。浦戸は浦戸湾の入り口の桂浜付近、大湊は物部川旧河口の

ラグーンのほとり、現在の前浜に比定されている。貫之は風波により大湊に１０日ほ

ど足止めされるが、その 2 日目には国分寺の講師から酒が貫之へ届けられており、大
津・浦戸と同様に大湊も、国府と連絡の緊密な場所であることがわかる。  
大湊から物部川を遡った場所に細川氏の守護代所と考えられる田村遺跡が所在す

る。守護代所は、物部川を通じて潟湖・土佐湾とつながっており、また潟湖を挟んで

大湊の湊町と向かい合う場所におかれていた。また、物部川上流の大忍庄は、山林資

源地で、南北朝期には熊野社造営料所とされており、そうした物流が管理できる場所

でもあった。  
伝鎌倉後期の海事法「回船式目」には、摂津兵庫・薩摩坊津などと並んで浦戸の篠

原孫左衛門の名前がみえる。同法は戦国後半から近世にかけてのものとされるが、中

世後期には日本を代表するような湊と認識されていたことがわかる。浦戸の津は、浦

戸湾の入り口部分にあたると想定されており、長宗我部氏の朝鮮出兵期には、浦戸城

を大々的に改修し、その拠点として使用している。ただし本来の居城であった、浦戸

湾奥の大高坂城（山内氏の高知城）も支配機能を残しており、朝鮮出兵という特別な

事情によるものらしい。  
大湊の潟湖でも、浦戸湾でも、潟・湾の海に面した部分に湊町が形成し、反対の奥

側に支配機能がおかれるという構図が描ける。海上交通の便利さでは海側、陸上交通

との接点では奥側が有利であり、潟湖の機能もこうした各部分の機能の総体としてと

らえることができそうである。  
 
（参考文献）  
市村高男『高知県の歴史』山川出版、2001 年  
上杉和彦「中世土佐地域史論の諸前提」『十世紀研究会編中世成立期の政治文化』東京堂出版、

1999 年  
下村效「泉州堺と土佐」『高知県の研究２古代中世篇』清文堂、1982 年  



 10

（２）②伊勢湾内海に関する地域調査レポート  
 中島丈晴（歴博機関研究員）  

 
はじめに  
 本論は、9 月の伊勢湾内海調査に先立ち、当該地を事務局で巡見したさいの地域調
査レポートである。目的は、①巡見地点の基本的性格を紹介し、調査ポイントを絞り

込むための素材を提供すること、②調査ポイントをめぐる議論を通して、9 月の本調
査に向けての検討課題を明確にすることである。巡見地点は以下のとおりである。  
 
・伊勢湾環境（豊橋から渥美半島を横断し伊良湖岬、伊良湖岬から知多半島・師崎へ

渡航）  
・野間大坊  
・常滑市民俗資料館                      以上は愛知県内  
・里前遺跡  
・市村駅跡地  
・池の谷古墳  
・かつての安濃津砂堆地を徒歩移動  
・結城神社  
・雲出川ほとりの豪族居館跡  
・木造荘発掘現場  
・須加荘内積善寺土塁跡  
・市場荘集落  
・曽祢荘内別所・松崎浦・北市場          以上は三重県津市・松阪市内  
 
1、伊勢湾の内海環境  
［ 渥美半島～知多半島、鳥羽と伊勢神宮領 ］  
伊良湖岬（渥美半島）から師崎（知多半島）への航路には、篠島・日間賀島・佐久

島が所在し、また、鳥羽への航路には、神島・答志島が所在する。島伝いに渥美半島・

知多半島・伊勢志摩の行き来は行われ、伊勢湾を媒介にして、三河⇔尾張⇔伊勢志摩

がつながり、伊勢湾が内海であったことを実感できる。このうち篠島は、「篠島御贄干

鯛四十二隻食二百文下行…」（「皇太神宮年中行事」建久 3 年（1192 ）6 月 16 日条『大
神宮叢書 神宮年中行事大成 前篇』）「篠島御贄鯛昨日不参、今日早旦備、折檻之処、

検扶富士余、仍代官無沙汰云々、」（「氏経神事記」文明元年〈1469〉6 月 16 日条『同
上』）など、鎌倉・室町期を通して伊勢神宮に御贄を貢進していた。また、神島は神領

（『角川地名辞典 愛知県』）とされるなど、伊勢湾内・外海との航路の要所に伊勢神

宮の影響力が及んでいる。  
［ 警固所と海城・山城 ］  
伊良湖水道（渥美半島から神島の間）は海の難所（『角川地名辞典 愛知県』）であ

るがゆえに海賊の出没地点でもあった（『古今著聞集』巻 12）。他方、警固所や海城・
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山城については、伊良湖岬に城跡が所在するかは不明だが、師崎には幡豆城が存在（師

崎字明神村所在、ただし平城）する。この城は南北朝期に熱田大神宮千秋氏が創築し

たもので、室町期には山名・一色・戸田・佐治氏が支配した。『角川地名辞典 愛知県』

によれば、このうち佐治氏は伊勢・桑名・三河を結ぶ海上交通の要所・大野城を拠点

に活動していた。また伊勢湾所々の海賊集団を組織していたとも考えられている（『同

上』）。ただし、こうした諸活動が流通とどう関わっていたのかは不明である。  
［ 造船の問題 ］  
湊が小さい知多半島では造船せず、大湊で造船し運んでくるとのことである。  
［ 東大寺瓦窯跡 ］  
渥美半島には、国指定遺跡として東大寺瓦窯遺跡が所在する。ここで重源による東

大寺再建瓦が作成されたのではないかと考えられている。  
［ 陶磁器の生産と流通 ］  
山茶碗は 13 世紀前半まで津・伊勢に入り、熊野神宮あたりまでの拡がりを持って

いた。四日市近辺でも常滑を利用していた。しかし、15 世紀には、伊勢からは東国に
のみ流通するようになり、西国にむけては流通しないようになるという。そのさい、

知多半島は港も小さいことから、伊勢神宮の東国所領との物資流通拠点であった伊勢

国大湊が中継地として利用されていたと考えられる。  
また生産の問題として、14 世紀ごろから窯は減る傾向にある。しかし、ここから窯

業が衰退したと見るのは正しくなく、窯の規模が大きくなって集約化したものと見る

べきである。陶磁器の流通量が減らないのはそうした事実を示している。また、興味

深い資料として、窯の手印（てじるし）に花押らしきものが削りこんである 13 世紀
の山茶椀がある。近江守山の遺跡にも類似の事例があるという。後掲する記号墨書土

器の事例など、こうした特殊資料の蒐集・分析から、生産・流通の問題に迫ることも

期待される。  
以上見てきたような陶磁器の生産・流通の問題に関しては、渥美・常滑・猿投など

著名な事例だけでの立論ではなく、全国的規模から位置づけることが必要である。  
 
2、安濃津ならびに曽祢荘地域  
［ 里前遺跡 ］  
里前遺跡は 10 世紀から 12 世紀代の集落跡である。岩田川、三泗（さんし）川の合

流地点の上流部に位置している。当地には「政所」が所在していたとされ、近傍には

「納所」（納所遺跡）「神納」などの地名が残されている。当地には記号墨書土器が多

く出土し、墨書は略押や筆軸印のような素朴なものであるが、物流に関係するものと

もいわれ、「政所」であった当地の性格を示す遺物である。また近くには市村駅跡が所

在し、同地からの微高地の延長上に里前遺跡は位置づけられる。  
［ 池の谷古墳 ］  
当地は前方後円墳であり、のちには「池の谷砦」としても使用されたというように

高台に所在し、安濃津のかつての藤潟（現在も「藤方」地名に残る）方面を一望する

のに絶好の場所である。また古墳丘陵の裾野は「垂水」にあたる。かつての安濃津景
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観の復元図によると、垂水は中世安濃津の砂堆南端のそばに位置する。権力と潟湖交

通を考えるうえで注目されよう。また、近傍の「高茶屋大垣遺跡」からは、大坂系土

器や美濃国刻印土器が出土している。また遺跡上方部には窯業生産地が転々と続いて

いる。安濃川や雲出川は搬入地としての性格を持ち、北陸・関東方面の土器が入って

くる。さらに中ノ庄遺跡（曽祢荘の前身）からは遠賀川式土器が出土している。こう

してみると、安濃津や雲出川地域は弥生時代ごろまでさかのぼって、東西接点として

の地域特性を持っていたのではないかと考えられる。  
［ 安濃津ラグーン景観 ］  
伊藤裕偉氏による中世安濃津の推定復元図によれば、三条の砂堆のうち二条目以西

の砂堆を中心に湊町が形成され、その南部には藤潟が広がり砂堆にも櫛歯状に入り込

んでいたと想定されている。実際に当地を踏査すると、海に向かって徐々に低くなっ

ていることが目視でき、かつての砂堆地も確認しえる。  
なお、砂堆の二条目・三条目の間、現在、松下電工があるあたりのかつてのラグー

ンは、正保（1644～47）国絵図には記載があるが、元禄（1688～1703）国絵図には
すでに記載がないという。この間に造成が行われて消滅したのであろう。潟の有無を

絵図から確認できる事例として貴重である。  
［ 豪族居館跡 ］  
雲出川のほとりにあり、11 世紀から 13 世紀初頭ごろの伊勢平氏と関連した居館と

いわれている。なお、平信兼は、当地からほど近い醍醐寺領曽祢荘の預所職として「曽

祢御庄役雑事」を注進しており（仁安元年〈1166〉11 月 17 日平信兼荘役注文「醍醐
雑事記」『三雲町史 資料編 1』79 号）、伊勢平氏による曽祢荘への拠点としても注目
される。  
［ 須賀荘内積善寺跡 ］  
現在の積善寺の南部には比高約 3 メートルの須賀城址の土塁が存する。当該地も微

高地上にある。  
［ 市場荘集落 ］  
当地は、三渡（みわたり）川のたもとに存し、市場荘集落の入り口にあたる。  

［ 醍醐寺領曽祢荘 ］  
当荘は、伊藤裕偉氏「曽祢荘の状況推定図」（『三雲町史 通史編考古・古代・中世』）

によると、現在の松崎浦町・新松ヶ島・北市場から古市場・市場荘にかけて海水域が

入り込んでおり、これらはいずれも砂堆・微高地であったと推定されている。周辺に

は塩関連の地名が残り、市場庄集落以東に製塩施設の存在が推定されている（伊藤裕

偉氏『同上』171 頁）。文献史料からは困難と思われるが、生業論との関わりで興味深
い問題ではないだろうか。  
市場庄集落から「別所」を踏査すると、微高地であることがはっきりと目視できる。

また、現状の砂を手に取ると、サラサラとしてキメが細かく、砂浜とおなじような感

触を覚える。ここがかつて砂堆であったことを反映するものであろう。  
なお、当荘近傍の町平尾にはかつて参宮街道の平尾宿があり、北畠氏が将軍足利義

満を饗応したり（「吉田家日次記」）、足利義視が伊勢・伊賀国人と面会したり、連歌師
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宗長が宿泊するなどしている。また山科言継は伊勢参宮にさいして「蓮光房」（現・雲

出本郷町浄蓮寺）から「細組」（細頸 現・松ヶ島町）を通っている（『言継卿記』）。

他方、曽祢荘でも「且恐濫妨、且為全寺用、御年貢米参拾五石・大豆拾参石、庄官・

百姓等資材・具足以下、為隠置辺土、於領内松崎浦入于船而出遣之処、」「次付置当庄

船於同所之処、是又打破、大船一艘悉運取之条、」（暦応 2 年〈1339〉6 月日醍醐寺諸
司等言上状「醍醐寺文書」『同上』104 号）とあるように、松崎浦に「大船」のあった
ことがわかり、松崎浦を拠点に伊勢湾内海と結びついていた。こうしてみれば、曽祢

荘は陸上交通・海上交通の接点に所在する重要拠点であったといえる。醍醐寺や伊勢

平氏にとっての曽祢荘が持つ意味について、生業論や交通体系の視点からも検討する

必要があろう。なお、伊勢国内にはほかにも智積御厨、黒田荘など醍醐寺領が所在す

る。そうした諸荘園との関わりの中で曽祢荘を位置づけ検討することで、醍醐寺にと

っての曽祢荘の意義についても鮮明になると思われる。  
 
3、本調査にむけてのポイント－むすびに－  
［ 資料の偏在性 ］  
 伊勢湾内海は、以上見た安濃津ならびに曽祢荘地域の場合、古代・中世を通した文

献資料の提示（伊藤裕偉「安濃津関連史料」『中世伊勢湾岸の湊津と地域構造』岩田書

院、2007 年、『三雲町史 資料編１』）や考古遺物の報告（『安濃津』、『三雲町史 資
料編 1』）がなされ、また地名の残存状況および参宮関係による交通資料など、文献資
料、考古資料、フィールド資料ともに充実している。しかしそれに比較した場合、知

多半島側の文献資料は少ないといわざるをえない。こうした内海地域内での資料偏差

に注意しながら検討を進めていくことが必要である。  
［ 内海における生業と潟湖交通、権力 ］  
 伊勢湾、三河湾、知多湾をもって広義の伊勢湾内海としてとらえることで、それら

内海に接した伊勢・志摩・美濃・尾張・三河の 5 ヶ国におけるヒトやモノの動きを横
断的に理解できるようになるのではないか。そして、そこでの内海世界やそれをとり

まく環境変化は、生業体系の変化、権力による地域編成・交通編成にいかなる影響を

もたらしていたのか。  
［ 伊勢湾内海をめぐる知の体系 ］  
 常滑・渥美・猿投・瀬戸など中世陶磁器の生産や流通、伊勢船・神船・造船、警固

所や海城・山城など、これまで個別分散的にとらえられていたヒト・モノ・場所につ

いてトータルに把握し、伊勢湾内海をそれらの結節点としてみることによって、伊勢

湾の地域的特質を検討できるのではないか。また、造船やその供給地、15 世紀におけ
る窯の集約化にともなう職人集団の編成・技術伝承や製品流通などの分析を通じて、

伊勢湾内海世界めぐる知の問題の実相に迫れるのではないだろうか。  
 
〈参考文献〉  
伊藤裕偉「考古学から見た三雲町」（『三雲町史 通史編考古・古代・中世』2003 年） 
同   「安濃津の成立とその中世的展開」（『日本史研究』448、1999 年）  
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同ほか 『安濃津』（三重県埋蔵文化財センター、1997 年）  
同   「中世後期の地域情勢と大名権力‐北畠氏による領域支配の実態‐」（『Mie 

history』8、1996 年）  
藤澤良祐・中野晴久ほか『三重県埋蔵文化財センター研究紀要』3（共同研究：中世

土器の生産と流通－胎土分析からみた山茶碗の生産と流通－）、1994 年  
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（ ３ ） 研 究 会 テ ー マ 「 伊 勢 湾 の 古 代 史 」 設 定 の 問 題 提 起  
                       井原今朝男（国立歴史民俗博物

館）  
                               文責 菱沼一憲  
は じ め に  
 本基幹研究を始めるにあたり、最初の２年間で「生業概念の共有化」の検討を行い、

考古学・民俗学・歴史学、それぞれの生業概念が如何なるもので、その共通性と相違

をさぐり、概念の共有化を図りつつ方法論を検討する。ついで３年目、最終年度には、

２年間の研究成果を受けてそれぞれから報告者を出して合同研究会を行うという計画

をたてた。  
前者の生業概念の共有化と方法論の検討については、それまでの研究会での成果を

踏まえ、２００６年１１月の歴博フォーラム『新しい歴史学と生業―なぜ生業概念が

必要か―』を開催し、外部の意見を取り入れつつ三学の突き合せを行うことができた。

その成果については本年度中に本にまとめて刊行する予定である。これは研究会の中

間報告として行うもので、歴博の基幹研究としても新しい試みである。そして後者に

ついては今回の研究会を合同とし、研究成果の共有化を図りたいと考えている。  
 Ｂブランチは環境と生業をテーマとして共同研究を進めており、殊に前近代と近代

における潟湖をめぐる自然環境と人間の生業活動の変化という課題を設定して地域調

査などを実施してきた。それが２００５年度は越後紫雲寺潟など日本海沿岸の潟湖で、

２００６年度は薩摩万之瀬川河口部・坊津といったフィールドであった。そして本年

度は、伊勢湾に着目し、同湾を内海世界として概念化すると、志摩・伊勢・尾張・三

河・遠江と近畿・関東の世界をどのようにとらえ直すことができるか、という課題設

定を試みている。この点、Ａブランチでも古代古墳をめぐる伊勢湾世界についての地

域調査が行われており、伊勢湾を題材とした検討を共同で進めながらＡＢブランチ双

方の接点を見出し、研究成果の相互利用を図りたい。  
 
２．内海世界としての伊勢湾世界の地域構造を考えたときの諸問題  
（１）古代中世における自然地形＝海岸線の変動と生業の変化  

 伊勢湾での考古学調査の成果は、これまでの新潟・鹿児島でのフィールド調査成果

と良くリンクしている。すなわち伊勢湾の中心的な湊の一つである安濃津には、かつ

て藤潟という潟湖が存在し、それが江戸時代に干拓され平野となったという（伊藤裕

偉『中世伊勢湾の湊津と地域構造』岩田書院、２００７年）。  
また、志摩地方、三河湾沿岸でのリアス式沈降海岸と多島海による「島の湊」と、

河口部の潟湖を利用した「砂の湊」が対照的な存在として認識できる。伊勢湾の場合、

鳥羽は「島の湊」で、同湾西海岸の四日市・安濃津・藤潟・大淀・大湊・三津湊など

は「砂の湊」に相当しよう。鹿児島でいえば「島の湊」は坊津で、背後の持躰松は河

口に位置する「砂の湊」となる。  
 
（２）古代中世の「砂の湊」「河口湊」における低湿地環境と生業の多様性  
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 安濃津と藤潟と雲出川河口といった「砂の湊」「河口の湊」は、川・氾濫原・自然堤

防・潟湖・砂堆・河口・川岸・台地・微高地・湖沼・荒野といった自然低湿地にちな

んだ多様な景観性のなかに位置する。そのため生業も多様となり、そうした多様な生

産物を求めて伊勢神宮・内蔵寮・賀茂社・摂関家などの多くの権力が入り込んでくる。  
 例えば摂関家の正月・五月・九月に釈迦像を本尊として催される「百種供養」では、

荘園公事として百種類に及ぶ味、つまり食べ物が供出されている。摂関家が多様な食

品を集める荘園機能を備えていたことがうかがえるが、こうした荘園公事の多様性を

支えていたものは中世荘園公事の多様性、ひいては荘園生産の多様性を意味している

と考えられる。  
 
 （３）「砂の湊」「河口湊」の低湿地帯の洪水災害のくり返し＝再開発資本の再投入

と政治権力の先進性  
「砂の湊」「河口湊」は洪水災害がくり返される場所であり、ことに砂の湊は堆積

が進んで江戸時代「正保国絵図」の時期から元禄期にかけて、潟湖の干拓によって「砂

の湊」が消滅してゆく。つまり、日本の海岸線が中世と近世とではかなり相違がある

ことになる。「砂の湊」が衰退すると「島の湊」の社会的機能が拡大してゆく。その背

景としては、沖合漁業の開始、外海の海運業、すなわち日本海での北前船・東太平洋

の知多半島海運業の発達といった社会的な変化が考えられる。  
もちろん中世期においても、災害は発生し「砂の湊」の堆積は進むのであり、そう

した場合には再開発の資本が投入されなければならない。この場合、Ａブランチのよ

うな権力を入れた地域編成という視点が必要になってくるだろう。つまり複数の有力

者の資本投資によって湊が再開発されて、その結果、権力の共同利用の地域拠点とし

て成長し、都市化してゆくといった過程が想定される。  
例えば、安濃津・藤潟・雲出川河口一帯では、大阪系・北陸系・関東系土器といっ

た多様な遺物が出土している。また安濃津・藤潟近辺には伊勢神宮領安濃津御厨、内

蔵寮の貢御人（姉小路）、摂関家領須可荘・栗真荘、醍醐寺領曽禰荘、久我家領木造荘

などがひしめくように設置されている。安濃津・藤潟の港湾機能がそれらの諸権力を

呼び寄せているのであろう。また、遠江国太田川河口一帯に所在する湊・小潟湖・低

湿地荒野には、十一世紀、国衙・国司と伊勢神宮による共同開発が行われ、鎌田御厨

が設置された。そして同御厨の一色田では、絹を国納としており（平安遺文１５０９）、

そこには国衙と伊勢神宮の権力を引き入れる地域構造が存在していたと考えられる。  
 
（４）古代中世における「内陸交通」と「海上交通」との融合的発達  
鎌倉時代の文永９年６月３日近重所当麦注進状（光明寺文書）によれば、遠江国鎌

田御厨から在家公事を伊勢国光明寺まで輸送している。そのルートは、鎌田―宮付―

伊良子―おね屋敷―伊勢国河崎という海路交通をとっており、伊良子から伊勢湾を横

断する海上ルートは古くから利用されていたことがわかる。  
中世まで、こうした海上交通ルートは「砂の湊」「島の湊」の両方を使って成立し

ていたのであり、双方へ権力が介入し地域編成を行っていた。渥美半島は御厨・神戸
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が多数あるのに対し、知多半島の方へは安楽寿院領が多数分布している。こうした大

規模な地域の権力編成についても、「砂の湊」「島の湊」が混在していたかつての海岸

線から考えてみなければいけない。こうした視点からとらえなおせば、古代における

伊勢湾も違った目でみられるようになるのではないか。  
 
む す び に  
前近代においては、「砂の湊」「河口湊」潟湖といった低湿地帯が多く存在し多様な

自然環境と生業を育んでいた。こうした多様性をもった地域性が、再開発資本の投入

にあたって多数の政治権力を呼び込んで、政治・経済・宗教・文化などの結節点を構

成し、知の体系の地域拠点を形成した。それはまた内陸部への進出拠点となったので

はないか。こうした地域拠点は、生業の多様性を背景に「都市的な場」ととらえられ

地域的権力が編成され、権力からも民衆からも知の集積地として再生産されたのであ

ろう。  
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（４）調・贄その他の輸送  
栄原永遠男（大阪市立大学）  

                                文責 菱沼

一憲  
（はじめに）  
論文「伊勢湾交通から見た北伊勢の地域的特徴」（『三重大史学』7、2007 年）では

伊勢湾をめぐる海上交通について、以前より注目されてきた志摩から渥美半島へ湾を

東西に横断するルートではなく、湾内を廻る海上交通の存在と、それに木曾三川の河

川交通が接続することにつき検討してみた。ここでは『万葉集』巻６、天平１２年、

聖武天皇の伊勢行幸にあたっての大伴家持の和歌と、巻７の「羇旅にして作る」とい

う伊勢周辺の旅行にまつわる一連の和歌を利用した。  
前者は、家持が狭残の行宮、すなわち朝明郡家に比定される久留倍遺跡かその周辺

で詠んだもので、そこで志摩の海人が沖を航行している風景が題材となっている。後

者では、伊勢雲出川の河口付近の円方 (まとかた )から、尾張年魚市潟 (あゆちがた )を経
て知多浦へという船での旅路が読みとれる。これらにより８世紀段階における伊勢湾

内の海上交通の存在を確認した。また、家持の和歌で志摩の海人が北伊勢の海を航海

していたというのは、調や贄などの貢納物を輸送する際の情景だろうと想定した。  
 こうした物資の海上輸送の事例は、古代伊勢湾内の流通、ひいては全国的な海上輸

送体系を考える上での重要な糸口となりえるだろう。  
 
（１）志摩海人の北伊勢航行について  
前掲、家持の和歌は１１月の下旬に詠まれており、志摩の海人はその時期に北伊勢

沿岸を航行していたことになる。『東大寺要録』所収の天平勝宝８歳の勅によれば、志

摩国は毎月贄を調として貢納しており、そうした贄の運送であった可能性がある。ま

た延喜式でも同様に冬季の調・贄の納入が確認できる。近隣する篠島・析島の贄木簡

を月別に整理してみると、貢納品として冬季１１月～２月にかけて楚割のスズキ・サ

メ・赤魚などがみえるので、志摩国でも同様の品目が上納されていたと推測される。

また同一価値での物品の重さの比較をしてみると、海産物は絹・糸などと比較して重

荷であり、水運が指摘されている米と比較しても軽くはなく、米同様に水運が利用さ

れていたのであろう。こうした点から、志摩の海人が贄・調の運上のために北伊勢沿

岸を航行していたという想定には、妥当性が認められる。  
 

（２）伊勢湾岸諸国の貢納とそのルート  
 瀬戸内海沿岸諸国では庸米・舂米は海路をもって漕送されるの対し、東日本の舂米

は駄運（馬による輸送）によって貢納されたのだと考えていたが、伊勢湾内の海産物

輸送の実態からすると海上輸送の可能性を視野にいれる必要がある。伊勢湾から京都

への貢納ルートについては、鈴鹿川～木津川水系ルート・陸路で伊賀を横断して青山

峠から伊勢へ抜ける天平１２年の聖武天皇行幸ルート・揖斐川～琵琶湖ルートの３通

り考えられる。家持の見た海人の場合、家持は狭残の行宮、つまり鈴鹿川の北側で志
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摩の海人をみており、とすれば揖斐川～琵琶湖ルートで平安京へ向かったと想定でき

る。また篠島・析島から京都への海上輸送ルートは、伊良湖岬～神島～答志島を通っ

て伊勢側へ渡り、そのまま海岸沿いに北上すればよい。そうした行程は大宝３年の持

統太上天皇の三河行幸でたどることができる。こうした三河湾からの海上輸送ルート

が確認できるならば、三河湾以東への海上輸送圏の広がりも想定できよう。  
 
（まとめ）  
 これまで海人には海産物採取貢納者と航海者の二側面のあることが指摘されていた。

確かに海部は贄の負担集団であるが、それを輸送できる集団であるともいえる。つま

り朝廷は海人を海部として編成し国家的・封建的に掌握することによって贄の確実な

運送を実現できたのである。陸上輸送を原則とし班田制を基礎とする国郡制・律令制

的な原理で覆い切れないものが、志摩・篠島・析島の海人たちには残っていると理解

される。  
 
 
 
 
 
 
 
 


