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「日本列島社会の歴史とジェンダー」研究会の発足にあたって

日本での歴史研究にジェンダー概念が本格的に導入されてから、すでに四半世紀が過ぎようとしています。

この間に、社会学、法学、文学をはじめ多方面でジェンダーに基づく探求がなされ、歴史学においても、ジェ

ンダー史研究はさまざまな成果を挙げてきました。しかし、日本史学、民俗学、考古学にもとづいて日本列島

社会の実像を実証的に解明し、その研究成果を広く国内外に向けて展示することを使命とする歴博において、

これまでジェンダーの視点からの歴史研究や展示は行われてきませんでした。この共同研究では、これまでの

歴史学‧民俗学‧考古学などの成果に学びつつ、その時代像‧社会像をジェンダーの視点からいかに更新しう

るのかを実証的に探究し、ジェンダーからみた歴史展示を見据えて、その基盤となる研究推進をめざします。

「日本列島社会の歴史とジェンダー」というテーマは、ジェンダーに基づく日本列島社会の通史の探求とい

った響きを持っています。しかし、本研究は、必ずしも直接に本格的なジェンダー通史を描くことをめざすも

のではありません。むしろ、これまでの具体的な歴史研究の成果にジェンダー視点を持ち込むことで、どのよ

うに新たな地平が拓かれるのだろうか。それを、それぞれの時代の研究者が、自分の持ち場で実験したら、ど

んな魅力的な結果が生まれるのだろうか、という素朴な関心からスタートする試みなのです。実験は、Ａ文字

／文体とジェンダー、Ｂ衣料生産／流通におけるジェンダー、Ｃセクシャリティ発現の場、Ｄ社会集団とジェ

ンダー、の４つの分野／方法に絞って行いますが、それでも、テーマの大きさ‧広がりからみれば、３年間と

いう期間は決して十分な時間ではありません。しかし、厳しい実証的検討に耐え、反証可能性を十分に考慮し

た実験をおこなうことができれば、それは、将来の豊かな歴史像の創出につながっていくことでしょう。 この

共同研究の成果が、タンポポの綿毛のように、それぞれの時代‧分野において深く根をはっていくことを願っ

て、楽しく研究会を進めていきたいと思います。みなさまのご協力を心よりお願いする次第です。

横山百合子（国立歴史民俗博物館）

平成２８年度共同研究：日本列島社会の歴史とジェンダー
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日本列島社会の歴史とジェンダーニューズレター1号

2016年10月07日

2016年7月1日に発行いたしました、国立歴史民俗博物館基盤共同研究「日本列島社会の歴史とジェンダー」ニ

ューズレター第1号を掲載いたします。 

本号では、2016年5月に開催された第1回研究会の様子をお伝えいたします。 

今後はニューズレター発行後に当ブログにも順次アップいたしますので、よろしくお願いいたします。

研究会報告

歴博基盤共同研究「日本列島社会の歴史とジェンダー」の第 1 回目となる研究会を、下記の要領にて 開

催いたしました。以下に 2 日間の概要および松沢裕作氏、廣川和花氏の参加記を掲載いたします。

歴博基盤共同研究「日本列島社会の歴史とジェンダー」第 1 回研究会
2016年5月7日(土)-8日(日)
於:国立歴史民俗博物館 第1会議室

研究会メンバー ※◎研究代表、○副代表
    松本直子(岡山大学大学院社会文化科学研究科)

    東村純子(福井大学教育地域科学部)

    義江明子(帝京大学文学部名誉教授)

    伴瀬明美(東京大学史料編纂所)

    辻浩和(川村学園女子大学文学部)

    久留島典子(東京大学史料編纂所)

    福田千鶴(九州大学基幹教育院)

    村和明(公益財団法人三井文庫)

    柳谷慶子(東北学院大学文学部)

    森下徹(山口大学教育学部)

    田村均(埼玉大学経済学部)

    松沢裕作(慶應義塾大学経済学部)

    廣川和花(専修大学文学部)

    長志珠絵(神戸大学大学院国際文化学研究科)

    加藤千香子(横浜国立大学教育人間科学部)

    水野僚子(日本女子大学人間社会学部)

    池田忍(千葉大学文学部)

    仁藤敦史(国立歴史民俗博物館)

○三上喜孝(国立歴史民俗博物館)

    小島道裕(国立歴史民俗博物館)

    澤田和人(国立歴史民俗博物館)

◎横山百合子(国立歴史民俗博物館)

    関沢まゆみ(国立歴史民俗博物館)

5月7日(土)

午前中は歴博総合展示 1 室(原始‧古代)の自由見学を実施。1 室は 5 月 9 日からリニューアルに向けた

閉室を控えており、閉室前に時間をかけて見学する最後の機会となりました。午後からは横山百合 子氏に

よる研究会の説明をふまえ、研究会メンバー各位より自己紹介および本研究会における問題関心 について

ひと言ずついただきました。その後『歴史を読み替える ジェンダーから見た日本史』につい て報告と討

論を実施。久留島典子‧義江明子‧長志珠絵‧横山百合子の各氏の報告を受け、討論が行わ れました。

◆ 日本列島社会の歴史とジェンダー(横山百合子)



 

 

◆ 『歴史を読み替える ジェンダーから見た日本史』（大月書店、2015）を読む

現行の高校日本史教科書に沿った構成がとられる副読本的な位置付けの本書が提示し得た見地と課題に

ついて、編集‧執筆者の側から久留島典子（中世）‧義江明子（古代）‧長志珠絵（近現代）の各氏か

ら、また横山百合子氏からは近世部分を中心に読み手側の視点から、報告が行われました。編集‧執筆陣

の課題として、「読み替える」前提となる日本史像とは何か、「読み替える」ことにどこまで成功してい

るか、一国史的な観点を抜け出せていない点、対となる『歴史を読み替える ジェンダーから見た世界史』

（大月書店、2014）との不整合性、家父長制の概念など日本史編としての時代イメージのすり合わせ不足

など様々な点が挙げられるとともに、これらの報告を受け「家父長制」概念のブレや「通史概念」「時代

区分」という前提自体がはらむ問題、本書が活用される場や対象読者の問題など、活発な議論が交わされ

ました。



『歴史を読み替える ジェンダーから見た日本史』（大月書店、2015）目次

1. 序章 ジェンダー史研究の展開と本書の試み

2. 第1章 ジェンダー史の射程から見た日本の課題

3. 第2章 原始社会の生活と文化

4. 第3章 農耕の普及と社会の変化

5. 第4章 律令国家の形成

6. 第5章 貴族政治と国風文化の発達

7. 第6章 中世社会の成立と文化

8. 第7章 幕藩体制の確立と庶民文化

9. 第8章 近代国家の成立

10. 第9章 二つの世界大戦と日本

11. 第10章 現代日本と世界



5月8日(日)

2 日目はリニューアルを控えた歴博総合展示 1 室(原始‧古代)について、「ジェンダー視点からみた 歴

博 1 室総合展示の到達点と課題」と題し、松本直子氏、清家章氏に報告をいただき、両氏の報告をふ まえ

た討論がなされました。また、この日は冒頭で東村純子氏による原始機の実演も行われました。

◆ 原始機復元実演 東村純子(福井大学)

古代の紡織研究者である東村純子氏に原始機による機織を実演していただきました。

 

◆ ジェンダー視点からみた歴博 1 室総合展示の到達点と課題

歴博 1 室総合展示(原始‧古代)のリニューアルにあたり、現在の 1 室の到達点および今後に向けた課題

について、松本直子氏(岡山大学)、清家章氏(岡山大学)両名のご報告の骨子を紹介します。



報告1

先史時代のジェンダーと博物館展示 松本直子(岡山大学)

 

 
報告2

弥生時代から古墳時代の女性首長 清家章(岡山大学)

 

 



参加記1

歴博基盤共同研究「日本列島社会の歴史とジェンダー」の第 1 回研究会は、二つの研究成果物の評価 が

柱となったように思われる。第一の成果物は、研究会二日目の 5 月 8 日を最後にいったん閉鎖され、 リ

ニューアル期間に入る歴史博総合展示第 1 室(原始‧古代)の展示であり、第二の成果物は、久留島 典子‧

長野ひろ子‧長志珠絵編『歴史を読み替える ジェンダーから見た日本史』(大月書店、2015年) である。

前者、歴博総合展示第 1 室については、まず研究会第一日目の午前中に、参加者による見学が行なわ れ

た。すでに一定の年月を経てきた展示に対し、研究会メンバーがジェンダー的観点からの問題を指摘 する

形で見学は進められた。

展示を解説つきで見る、ということは、しばしば展示担当者の説明をききながらその展示の趣旨をよ り

よく理解する、という形で行われることが多い。しかし、第三者が、研究会中の三上喜孝氏の表現を 借り

れば「つっこみを入れながら展示を見る」という展示見学は、考古学‧古代史学にも、ジェンダー 的観点

からの研究にも疎い私には、興味深い経験であった。

この点をより深める形で、研究会二日目には松本直子氏と清家章氏による報告によって、原始‧古代 の

展示におけるジェンダーバイアスの問題が議論された。松本氏はジェンダー考古学の視点から、清家 氏は

古代の女性首長の存在から、それぞれ博物館展示における性別役割分業の表象について問題提起を おこな

い、これも門外漢の私にはひたすら勉強になったという他ないものであったが、議論はジェンダ ーの問題

からさらに広がり、博物館展示における復元の問題、復元の提示の仕方の問題、復元されたジ オラマや模

型を見る側のリテラシーの問題に及んだ。

研究会第一日目の午後におこなわれた、もう一つの成果物、『歴史を読み替える ジェンダーから見 た

日本史』をめぐる討論では、同書の編集、執筆にかかわった久留島典子氏、義江明子氏、長志珠絵氏 と、

主として近世部分に関して横山百合子氏によるコメントがなされ、それにつづいて質疑応答がおこ なわ

れた。歴博総合展示第一室が、いわば、従来の歴史研究に沿った歴史記述であるとすれば、『ジェ ンダー

から見た日本史』は、戦略的に、従来の歴史記述の枠組みにあえてのった上で(具体的には、高 校日本史

教科書の章立てにほぼ準拠する)ジェンダー観点を提出しようとした試みである。それだけに、 むしろ従

来の歴史記述のもつ問題性が、ジェンダー観点と直接に関連しない部分でもあぶりだされる要 素があり、

たとえば従来型時代区分によって生じる各時代の像の不整合や「家父長制」「近代家族」な どキーとなる

概念の揺れなどが俎上にのぼった。

両者を通底する問題は、ジェンダー的観点を歴史記述に導入すること、あるいはジェンダー主流化と い

ったことが、単に(展示を含めた)歴史記述の内容にジェンダー的観点を組み込むことにとどまるの ではな

く、従来の歴史記述がもつ内部的矛盾や、歴史記述の従来の形式が抱えている問題性一般を射程 におさめ

ねばならない、あるいはそうした問題性を浮き彫りにする性格をもっている、ということであ ったと思

う。横山氏は研究代表者としての共同研究趣旨説明のなかで、ジェンダー史研究が、「細分化 された既存

の歴史学研究の到達点と切り結ぶ」必要を述べられたが、こうした必要性は、この二つの成 果物の検討を

通じて得心がいった、というのが私自身の率直な感想である。ジェンダー観点を導入した 「新しい歴史記

述」と対峙して、ジェンダー観点を欠落させた牢固たる、大文字‧単数の「従来の歴史 記述」が存在する

というのはおそらく空中楼閣で、「従来の歴史記述」もまた、個別に分散して相互に 矛盾を孕んだ存在な

のであり、ジェンダー観点の導入はそうした「従来の歴史記述」の内部矛盾とかか わりあって提起される

ことによって、より説得的な新しい歴史記述を生み出すことができるのであろう。 異なる時期と分野を専

門とする研究者の共同研究として本研究が組織されていることの意義もそこに あるものと、私は理解した



(より正直に言えば、私のようなこれまでジェンダー観点からの研究の実績 を持たない研究者が、こうし

た共同研究に参加することの意義を理解した)。

抽象的な感想になってしまったが、もう一点、本研究会のハイライトとなったのは、東村純子氏によ る

原始機織復元の実演であった。多様な専門を持つ研究者による本共同研究の可能性を感じさせる一コマで

あった。

松沢裕作(慶應義塾大学経済学部)

参加記2

今回は本共同研究の最初の研究会ということで、2 日間の日程で、横山百合子研究代表の趣旨説明、 メ

ンバーの顔合わせ、展示見学、研究報告、そして討論と、盛り沢山の内容となった。この共同研究は、 既

存の研究グループを発展させる形で組織されたというよりは、研究目的のもとに研究代表者が選び出 した

多彩なメンバーがはじめて顔を合わせるという趣であるが、それゆえに、この最初の研究会で、研 究報告

だけではない企画を通して意見交換ができたことは効果的であったと思う。筆者は過去に展示を 職務の一

部としていた経験があり、展示とジェンダー史を関わらせた報告や議論を特に興味深く伺った。 そこで、

ここでは「ジェンダー史の観点からみた展示」の論点について雑感を述べたい。

リニューアル前の総合展示(古代)の見学ができたことは思わぬ(?)収穫だった。歴博の広大な常 設展示を

細部までじっくり見てまわる機会は、歴史研究者にとってもそれほど多くはないだろう。日本 のミュージ

アムの特徴としてよくいわれるように、企画展示を目的に訪れて、その展示だけを見て終わ ることも多い

のではないか。しかし今回、ジェンダー史の視点からみる、という明確な意図をもって、 歴博に限らずあ

る館の常設展示をみることは、展示対象の時代や地域に関わらず、歴史的なものの見方 や、歴史資料を

「みる」ことの意味を改めて問い直す経験になるということを教えられた。

本共同研究では、ジェンダー史の企画展示をも視野に入れているが、単に企画展としてジェンダー史 を

扱うだけでなく、将来的に総合展示にもジェンダーの視点を導入するひとつの手がかりとなればと、 個人

的には期待をよせている。それは、大上段に構えて展示全体の流れを左右するといったことではな く、ひ

とつひとつの展示にちょっとした工夫を施すことで十分に可能となるのではないかと思う。この 共同研究

そのものにおいても、メンバーにはジェンダー史を専門としない研究者が少なからず含まれて いることの

意味は、それぞれの専門分野の研究にジェンダー史の視点を取り入れることで、よりインク ルーシヴな歴

史像を描けるようになることが期待されているということであろう。それと同じようなこ とが、将来的に

常設展示(歴博に限らず)においても何らかの形で実現できればよいのではないか。美 術館展示における視

覚表現や表象文化についての研究は、欧米中心ではあるがジェンダー論の研究蓄積 の多い部分でもあるの

で、展示に生かせる実践的な知見も多く含まれているのではないかと思う。

もうひとつ、今回細かい改変を積み重ねた古代の総合展示を見て改めて感じたことは、展示が依拠し て

いる研究成果について、「日付のある判断」として、何らかの形で示しておいていただけるとありが たい

ということである。これはジェンダー的視点のみに関わることではないのだが、それがいつの時点 でつく

られた展示なのかという情報は、その展示をみる上で重要な情報である。なんらかの工夫によっ て、歴史

像は研究がすすむと書き換えられていくものであり、それにともなって展示も変わるものなの だというこ

とが観覧者に伝われば、固定概念から自由になれる歴史研究のおもしろさへの理解も深まる のではないだ

ろうか。ジェンダー史の醍醐味のひとつは、既成の価値観や固定概念がくつがえされるこ とにあると思う

ので、その点でもジェンダー史の視点を展示に取り入れることは新鮮な効果を生むので はないだろうか。

展示の背景を説明する実践として、歴博のウェブサイトでは、企画展示の紹介ページ に企画担当者による

展示趣旨の説明が掲載されており、展示の意図が明確に示されている。これは、他 館にも広がってほしい



手法だとかねてより思っている。近年、博物館のバックヤードや学芸員業務の日 常をあえて見せ、博物館

活動全体への理解を深めてもらうことを企図した展覧会が増えてきているよう であるが(例:栃木県立美術

館企画展「学芸員を展示する」、秋田県立博物館「博物館の舞台裏で」、いずれも 2016 年)、上に述べた

ような展示そのものと直接関わるバックグラウンドの情報を豊富に提供するような博物館展示にも、可能

性はあるのではないだろうか。そんなことをあれこれと考えつつ、共同研究のメンバ ーとしては、何らか

の形でこの共同研究に貢献できるように、まずは自分自身の研究の地歩を固める必 要を痛感しているとこ

ろである。

廣川和花(専修大学文学部)

次回研究会日程 

  2016 年 9 月 24 日(土)-25 日(日) 

  於:国立歴史民俗博物館 第1会議室

目次に戻る



日本列島社会の歴史とジェンダーニューズレター2号

2016年11月18日

季節外れの暑さが続いたかと思えば急に秋めいて、ようやく木々も色付いて参りました。皆様いかがお過ご

しでしょうか。「日本列島社会の歴史とジェンダー」ニューズレター第2号をお届けいたします。本号では、9

月24日（土）、25日（日）に開催されました、第2回研究会について報告いたします。

研究会報告

　第2回研究会は「文字‧文体とジェンダー」をテーマに、2日間で4名の方からいずれもチャレンジング

なご発表をいただきました。2日間の概要および発表要旨は以下の通りです。

歴博基盤共同研究「日本列島社会の歴史とジェンダー」第2回研究会 

テーマ：文字‧文体とジェンダー  

2016年9月24日（土）－25日（日） 

於：国立歴史民俗博物館 第1会議室、大会議室

9月24日（土） 13：00－17：00

初日となる24日は、三上喜孝氏、福田千鶴氏からのご報告をいただき、活発な議論が交わされました。

◆ 報告1　古代の文字文化とジェンダー

三上喜孝（国立歴史民俗博物館）

古代における文字とジェンダーの問題を考える際に、その点を強く意識した先行研究としてまずあげら

れるのは、関口裕子「平安時代の男女による文字（文体）使い分けの歴史的前提　－九世紀の文書の署名

を手がかりに－」（笹山晴生先生還暦記念会編『日本律令制論集　下巻』吉川弘文館、1993年）であろ

う。関口裕子氏は、男＝漢字（漢文）＝公、女＝仮名（和文）＝私という、男女による文字‧文体の使い

わけが、具体的にどのような歴史的過程を経て十世紀に定着したのかを考察する一助として、時期的にそ

れに先行する8、9世紀での文字使用のあり方を、文書の署名にみられる男女観の相違を手がかりに検討し

た。具体的には、9世紀の土地売券にみえる男女の署名の違い（自署か、他署か、画指か）に注目したの

である。とくに画指は、人差し指の関節の位置と長さを自署の代わりに示したもので、文字を解さない人

間に対しておこなわれた署名方法であるといわれている。

関口氏は、9世紀の土地売券に残されている画指のほとんどが女性によるものことを指摘する一方で、

画指をしているからといってその女性が漢字を書けないとはいえないと論じた。女性の自署が不可欠でな

かったのは、漢字の書き手は原則として男であるという社会意識の成立を意味し、それが後の男＝公＝漢

字、女＝私＝平仮名という規範の成立につながったとしたのである。



この関口氏の見通しは、今もなお有効と考えられるものの、漢字＝男手、平仮名＝女手と認識されてい

く状況を、「文字の使用に性差別が刻印されるという世界史的にもまれな状況が見られる」と指摘してい

る点は検討を要する。とりわけ「画指」は中国で生まれ、東アジアに広まっていった規範であり、東アジ

ア的な規範の中で「画指」をとらえる必要があると考える。

中国‧唐代における画指については、法制史学者である仁井田陞が事例を収集し、考証している（仁井

田陞『唐宋法律文書の研究』東京大学出版会、1937年）。それによると、画指の語は中国では遅くとも北

魏の時代にはすでにあらわれており、唐代にもその語が用いられていた。画指は主に、売買文書や借銭文

書、借粟文書など、契約にかかわる文書にみられるが、これは、さまざまな契約には自署が必要であり、

それと同様に、文字の書けない人々は画指を用いたからである。画指は唐の後、宋‧元の時代になっても

行われた。

画指は、東アジア各地に広まっていった。朝鮮半島では、朝鮮王朝時代に画指が行われていたことが確

認されている。仁井田陞によれば、指の大きさが長方形で表され、その中に、男性の場合は「左寸」、女

性の場合は「右寸」と記され、さらに関節の位置が記されたものであって、仁井田陞のいう「指形式」の

画指である。

さらに仁井田陞は、ベトナムでも画指が行われていたことを紹介している。その様式は原則として、男

性は左手、女性は右手の指の関節を、点で表記するもので、仁井田のいう「点式」の画指である。このほ

か仁井田陞は、唐末から宋代にかけて中国北西部に存在した、西夏においても、文書に画指が利用されて

いた事例を紹介している。

こうしてみると、画指は、東アジアに伝播した漢字文化と同様の広まりを見せていたことがわかる。

さらに画指を細かく見ていくと、7世紀前半（高昌国時代）のトルファン文書には、文末に「各自署名

為信」とあり、署名部分に画指が書かれ、「不解書、指節為明証」と傍書されている例がしばしば見られ

る。これは、自署を前提とし、「不解書」の人物が画指を自署の代わりとするという規範が存在していた

ことを意味する。

だが7世紀後半（唐代）以降のトルファン文書では、やや異なった傾向が見られる。文書の文末に「画

指為信」「画指為験」「画指為記」とあり、署名部分には3点式の画指が多用されるようになる。とくに

「挙銭契」「挙麦契」などにおいて「挙銭人」「保人」「知見人」が画指を用いている例が多い。画指

が、必ずしも「不解書」の代替としておこなわれるものではなく、当初から本人特定の手段として用いら

れた可能性をうかがわせる。

このほか、裁判の訴状や訊問書、団保文書など、本人特定がことさらに重要であることが想定される文

書に画指が使用されており、画指が身体性と深く関わって使用されるようになったことがわかる。

このようにみてくると、画指は、たんに「不解書」の代替としておこなわれたものではなく、古文書の

特定の様式や規範にかなり制約されておこなわれていた可能性がある。

たとえば朝鮮半島では、朝鮮時代の古文書の中に画指が確認できるものが膨大に残っている。その一つ

が、土地の売買の際に作成された「土地文記」という文書である。

崔承熙『増補版　韓国古文書研究』知識産業社、1989によれば、財主‧証人‧筆執は姓名と花押（手

決）をするが、身分が賤民である場合には手寸（奴…左手寸）手掌（婢…掌押、掌形または右手寸）をす

ることになっており、財主が士大夫の家の婦人である場合は押印をした。

そもそも両班の家で土地を売買する場合には「某宅奴某」の名義で売渡‧買収する。両班は売物があっ

ても直接売買に関係せず家奴に牌旨（牌子）を与え、形式上、売渡することを委任して、牌旨を受け取っ



た奴は、売買契約書（文記）を作成して、牌旨と旧文記を一緒に買受人に引き渡して、売物価を引き受け

るのである。したがって、土地文記の署名部分のほとんどには、名義人となった奴婢の手寸（画指）があ

る。これらの画指は、奴婢が文字を解するか否かにかかわらずおこなわれたのである。

男性の画指を左手、女性の画指を右手とする規範も、中国に端を発する規範を踏襲しているものであ

る。

古文書にみえる「画指」は、東アジア世界において地域的‧時間的に広がりを持つ規範であり、日本列

島社会の固有の問題としてだけではとらえられないことに留意すべきである。このことは、漢字と仮名の

関係についても、「文字の使用に性差別が刻印されるという世界史的にもまれな状況」ととらえるのでは

なく、少なくとも東アジアレベルで文字とジェンダーの問題を考えていかなければならないことを示して

いる。

◆ 報告2　近世女筆学の構築に向けて

福田千鶴（九州大学）

はじめに

本報告では、これまで報告者が進めてきた近世奥向研究を振り返り、近世女筆学の構築に向けてのささ

やかな提言をおこないたい。

報告者は、平成11年度から同14年度にかけて「大名家文書の構造と機能に関する基盤的研究―津軽家文

書の分析を中心に―」（文部科学省科学研究費補助金基盤研究C2）を進める過程で、大名家文書の成り立

ちを解明するためには奥向史料論が必要であると考えるにいたった。そこで、平成16年度から同19年にか

けて、「近世武家社会における奥向史料に関する基盤的研究」（同基盤研究C）という研究で奥向史料の

所在調査をおこなった。その結果、当初に想定していた以上に奥向関係史料が伝来していることの確証を

得た。これをふまえ、平成21年度～同23年度にかけては「日本近世武家社会における奥向構造に関する基

礎的研究」（同基盤研究C）を進め、奥向研究の基礎整備として「女中奉行日記」（鳥取県立博物館池田

家資料）‧「女中奉公人請状」（国文学研究資料館信濃松代真田家文書）を翻刻紹介し、来見田博基編

「鳥取藩御女中一覧表」を公表した。ただし、これらは奥向の史料であるとはいえ、基本的には中奥の史

料であり、奥で作成‧授受‧保管された史料の伝存は極めて限定的であり、しかもその大部分は近世後期

の日記類である（1）。

また、豊後府内藩の『大奥日記』（京都大学総合博物館蔵）は、その表題から明らかに江戸の府内藩邸

における奥日記であるが、奥付の男性役人によって記された男手の日記である。つまり、奥の機能に関わ

って作成‧伝存した限られた記録のなかにあっても、女が書いた文字というのは極めて限定されているこ

とがわかる。つまり、奥向史料とされるものの大部分は、男が書いた文字によって記録されているといわ

ざるをえないのである。

では、江戸時代の女は文字を書かなかったのか。その答えは否である。女手による奥の記録の数は少な

いが、伝在していないわけではない。たとえば、『女儀日記』（山口県文書館毛利家文庫）がある。文久

3年2月9日から明治26年3月31日まで31冊が伝来している。これは、萩城の梅御殿に居住した毛利敬親夫

人妙好付の右筆だった真砂が書いた日記であり、女手で書かれた稀少な奥日記であるといえよう（2）。

また、何よりも「女筆消息」と呼ばれる一群の史料が伝来する。16世紀末以降には、女性自身が書いた

書状が多く残されている。よって、女手による限られた記録史料の一方で、これら豊富な女筆消息を分析

することは喫緊の研究課題として浮上することになったといえよう（3）。

以下、本報告はジェンダー史の観点からの報告にはなりえていないが、近世女筆学構築の重要性を提起

することで、女筆研究とジェンダー史をつなぐ橋桁の一つにでもなればと考えている。



１．定式化された女筆手本類

一般に、仮名文字は古代の貴族によって使用が始まり、中世には武家の女性によっても使用されるよう

になり、近世の「女筆手本」の出版が女子教育の教科書的役割をはたし、広く社会に普及したとされる。

つまり、女筆とは、「女の文字」とされる仮名文字で書かれた筆跡ということができ、男が仮名を用いた

場合も女筆の範疇に含めることができよう。

その一方で、仮名文字で書かれた書状を「女筆消息」と呼ぶ例がある。つまり、「女筆」には「女筆」

特有の書法（散らし書き‧撥ね文字‧文体‧料紙の用い方‧名前の書き方等）が備わねばならなかった。

すなわち、これらの要件を備えて書かれたものを狭義の「女筆」ということができよう。

17世紀に入り出版文化が開花するなかで、女性教訓書や女子用往来物が数多く出版されるようになる。

これら女筆手本類（4）が果した役割については、教育史やジェンダー史の観点からの研究蓄積がある。

小泉吉永『女筆手本解題』（日本書誌学大系80、青裳堂書店、1998年）、中野節子『考える女たち―仮

名草子から「女大学」』（大空社、2007年）、天野晴子『女子消息型往来に関する研究―江戸時代におけ

る女子教育史の一環として―』（風間書房、2008年）が代表的なものであり、2009年には民衆史研究会

が女筆手本を大会テーマとし、『特集‧書物からみる近世女性の「知」』（『民衆史研究』79、2010

年）としてまとめられ、勝又基「近世前期における仮名教訓書の執筆‧出版と女性」、小泉吉永「女筆の

時代と女性たち」、中野節子「民衆史研究会二〇〇九年度大会シンポジウムコメント」が載せられ、研究

の進展をみた。

そこでの議論は多岐にわたるが、本報告との関連では、17世紀後半から18世紀前半にかけて女筆手本類

の出版が続出し、「女筆の時代」というべき女筆の隆盛をみ、その過程では「女らしさ」が求められ、居

初津奈が「おとこことばをはふみにはかくへからず」（『女文章鑑』1688年）、春奈須磨が「女筆におほ

くおとこもしをかきましへたるもにくげなり」（『女用文章唐錦』1735年）と書いたように、男言葉や男

文字（真名）を女筆に用いるべきではないとする考えが示され、男が書いた手本で女筆を学ぶと心まで男

のようになるので、「女性は女流書家の手本を用いるべき」という主張が展開していたという点は興味深

い。つまり、中世までは男女ともに用いていた女手（仮名）は、近世になって「女筆」としてのジェンダ

ー化が始まり、その出版の過程では、女性の女手（仮名）による「女筆」によって「女らしさ」を学ぶと

いう形が定式化されていき、女性教訓書とともに江戸時代の女たちを「女性」化する装置としての役割を

担っていった。また、そのことが女筆手本類の盛衰にも大きな影響を与え、元禄頃までに真に女性らしい

言葉遣いや筆跡は消滅し始め、一世紀にわたる「女筆の時代」は衰退することになったという（5）。

とはいえ、女性によって実用的な書状が書かれるようになることで、「女らしさ」として定式化した

「女筆」が衰退する一方で、ある一定の身分階層‧場面などでは「女筆」が用いられ続けたことも事実で

ある。出版ブームが去ったあとも、これら定式化した女筆消息が書き続けられたことの意味を問い返して

いくことも、今後に残された課題だろう。

２．女性の書状研究の進展

女筆が定式化する以前の16世紀末頃より、多くの女性の手による書状が残されており、これは生の女性

の声を伝える貴重な史料群である。女性の書状を分析した研究としては、久曽神昇『近世仮名書状集』

（風間書房、1994年）、鳥取近世女性史研究会編『ある若き儒者の書状　女性史の視点でよむ』（1994

年）、前田詇(とし)子『近世女人の書』（淡交社、1995年）、鳥取近世女性史研究会編『ある勤番侍と妻

の書状　語られる生活‧家族の絆』（2006年）、妻鹿淳子『武家に嫁いだ女性の手紙　貧乏旗本の江戸暮

らし』（吉川弘文館、2011年）、『図録　芳春院まつの書状―その消息にみる人物像―』（前田土佐守資

料館、2012年）、『美作小林家文書伊東万喜書簡集（江戸から実家への手紙）』（清文堂出版、2013

年）などの個別研究が進展している。



そのなかで注目したいのは、近世初期の女筆消息である。女筆手本類の出版以前でありながら、女筆特

有の書風‧文体などの共通性をすでに備えている。これらは中世京都の伝統文化（御所風）と近世「女

筆」との連続‧非連続の関係性のなかで検討していかねばならない問題だが、女筆手本類が出版される以

前の女手による書状について体系的に理解するための学問が、まずは必要となってきたといえよう

（6）。

というのも、ルイス‧フロイスの日米文化比較を読むと、日本女性が文字を書けることに驚きを示して

いる。しかも、その文字や文章表現は芸術といってもよい高みにある。近代化の過程で仮名がいろは48文

字に簡略化される以前の仮名は、決して誰でもが簡単に書いたり読めたりできる文字ではなかったという

点への留意が必要だろう。

また、管見の限りだが、それらの書状を一覧すると、時代‧階層‧地域によって異なる点が認められ

る。つまり、女筆消息は多様性を持つが、何か共通した規則に沿って書かれているとみなすべきと考え

る。そうでなければ、意思伝達のツールとして役立つはずがない。つまり、「女筆」をやり取りする人間

関係の背後には、共通するリテラシーを育む環境があったのであり、現存する女筆消息の多様性のなかか

ら、彼女らが生身の生活のなかで学んだ共通した法則―女筆学―を抽出し、近世を通じての女筆消息の変

化の過程を明らかにしていく作業を経ることで近世女筆学が構築されれば、女筆消息の活用によるジェン

ダー分析もようやく進展することになっていくのではないだろうか。

おわりに

長門萩の大名毛利秀就の妻松平みつ（結城松平秀康の次女）の書状148点は、近世前期に女性が書いた

書状としては最多ではないかと思われる。折紙に仮名文字で書かれ、女性特有の文体や撥ね文字を備えて

いる。なかには、夫である大名を叱る文章もみられ、「女らしい」文体のなかに当時の物言う女たちのた

くましい姿が見え隠れしている。みつの書状をはじめとする女筆消息の解読が進み、女たちの生身の声が

もっと聴けるようになれば、近世女性像も大きく変わる予感がする（7）。

しかし、これら女筆消息を読むのは簡単なことではない。また、読めたとしても、それが正しい読みな

のかどうかの確証を得るだけの学問的裏付けをわれわれは持っていないのである。つまるところ、このよ

うな現状を放置するわけにはいかないから、近世女筆学の構築が必要だというのが、差し迫った正直な話

である。「女筆」からジェンダーを論じるにはまだまだ遠い道のりがあり、まずはその基礎固めをする段

階にある、というのが本報告の本旨である。

なお、当日は断片的な事例の紹介にとどまったにもかかわらず、多くの方々から示唆に富むご教示を賜

った。いずれも自らの今後の課題としていく所存である。末尾となるが、報告を聞いていただいた方々に

は衷心より御礼を申し上げたい。

���� 

（1）福田千鶴「藩主生母の格式をめぐる意思決定の史料空間―九代藩主真田幸教生母心戒の事例を中心

に―」（国文学研究資料館編『近世大名のアーカイブズ資源研究―松代藩‧真田家をめぐって―』思文閣

出版、2016年）では、奥向に関わっての意思決定が全て表向の史料と他家並を参照して決定した史実を明

らかにし、奥向に関わる史料は即、奥向史料であるとみなす点への注意を促している。 

（2）山口古文書同好会『文久三年女儀日記　御日記帳を読む』上（2003年）、下（2005年）。 

（3）これらの経緯については、2012年4月12日にメトロポリタン史学大会シンポジウムで報告し、その

記録は福田千鶴「奥向研究の現状と課題」（『メトロポリタン史学』9、2013年12月）として発表した。 

（4）小泉吉永氏は、「女筆手本」には純然たる「手本」と実用的な消息例文集としての「用文章」があ

り、女筆手本‧女筆用文章‧女筆往来物‧男筆女用手本‧男筆女用文章の五類型により、当該期の出版状

況を分析している。 

（5）中野節子『女はいつからやさしくなくなったか　江戸の女性史』（平凡社新書、2014年）では、漢



字を学びたがる女性たちが増え、儒教的合理主義のもとで「せわしい世の中」を生きる「地女」が「やさ

しい女」の対局に現れてくる過程を明らかにしている。 

（6）女筆を解読するための入門書として、吉田豊『寺子屋式古文書　女筆入門』（柏書房、2004年）が

あるが、女性の名前の書き方、料紙の用い方、文章の綴られ方など、未解明の部分も多い。 

（7）福田千鶴「近世初期の「女筆消息」　松平みつの書状」（福田千鶴監修『新発見！週刊日本の歴史

29江戸時代2』（朝日新聞出版、2014年）。

◆ 9月25日（日）　9：30－12：30

2日目の25日は、横山百合子氏、長志珠絵氏からのご報告をいただき、前日に引き続き多くの意見が交わ

されました。

報告3　遊女が書くということ

横山百合子（国立歴史民俗博物館）

文字資料は男性の手になるものが多く、近世の女性の手になる資料は、豊富とはいえない。しかし、残

された史料からは、どんな場で何が書かれたのかという内容はもちろん、どのような字体、書式で書かれ

たのかといった形式からも多くを読み取ることができる。本報告では、遊女の書いた手紙、記録から、遊

女にとって書くことがどのような意味を持ったのかを検討した。

報告では、長崎丸山の遊女の書簡と、新吉原遊廓の遊女の書簡、「日記」を取り上げた。丸山遊女書簡

は1817年来日したオランダ商館長ブロンホフ所持のものである（オランダ国立公文書館所蔵）。内容は、

ブロンホフの贈り物への返礼などであるが、数字以外が、ひらがなであること、また仮名のくずしも、ほ

ぼ一種類の漢字をくずしたものに限られることから、単純にいろは47文字を覚えて書いたものと考えら

れ、いわゆる女筆としてみれば拙さが目立つ。また、「医者さん」など日常の口語表現がそそのまま用い

られている部分も多く、地方色のある書簡といえる。

一方、新吉原遊廓の遊女の書簡は、報告者が検討してきた須坂市教育委員会所蔵坂本家文書に含まれる

坂本家幸右衛門等の豪農に宛てたものである。いずれも修練を積んだ文字と書式で書かれており、内容

は、客への勧誘が中心である。ただし、新吉原高級遊女の文字習得の水準を示すものなのか、代書屋など

がかかわっているのかについては、さらに検討したい。

次に、遊女の「日記」について検討した。素材は、狩野文庫「梅本記」（東北大学所蔵）である。本史

料は、嘉永二年に新吉原遊廓で発生した遊女による放火事件の際に名主方で作成されたとみられる史料

で、調書のほか、遊女が「覚帳」などの名称によって書き、名主方で「日記」と名付けて作成した写しな

どからなる。この史料からは、遊女にとって文字を書くことが日常的な行為であること、下層の遊女屋の

場合、リテラシーのレベルは、日常の話し言葉を47文字のかなで表現するレベルで、社会的な定型的文書

や書法、文法は習得していないことがわかる。また、日記と名づけられたものは、必要から書くというよ

り、日々の生活の中での必要な記録や強い感情などを、きわめて率直なかたちで表現するものである。



以上の諸史料からは、幕末期の遊女たちにおける契約観念のあり方がうかがえるほか、女文字とされる

かなが、音を拾うだけで文章が書けるという特徴をもっていることから、率直な内面の表出に適合的であ

ることが注目される。文章を書くという作業は、経験の堆積を無意識のうちに対自化していく作用をも

ち、反芻と「記憶の内面化」（大黒俊二『声と文字』）を通して、自己形成の力を生み出すのではない

か。そしてそれは、底辺かつ女性であるという二重の周縁性を帯びた遊女たちにおいて、よりプリミティ

ブな形で現れると考えられる。

なお、本報告で用いた史料の一部は、拙稿「資料紹介「梅本記」－嘉永二年新吉原梅本屋佐吉抱遊女付

け火一件史料の紹介―」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第200集、2016年1月）で紹介しており、参

照されたい。

報告4　ジェンダー射程で「国語」論を読み直す

報告者　長志珠絵（神戸大学） 

要旨　猪岡萌菜

長氏による本報告は、近代日本の「国語」にまつわる言説を辿りながら、1990年代後半から2000年代

に展開された構築主義的な「国語」論研究の課題と、そこから何が見えてきたのか、ジェンダー射程で

「国語」論を捉えた時に課題としてどのような議論が可能なのかを検討したものである。

19世紀の「国語」論は、漢字文化をいかに脱却していくかという問題を大前提としながら、言語の統一

は国民形成の課題であるとして理念化‧規範化されており、これらの議論は現実社会における言語運営の

在り方とは乖離したところで展開していた。

しかし、音声言語主義的な言文一致の議論が想定していたのは男性ジェンダー化された「国民」像であ

り、目指す規範自体が男性ジェンダー化されたものであった。このような統一言語としての「国語」を実

践する過程で、「国語」を担う自己と教化される側の他者、男性ジェンダー化された「国語」規範を担わ

ない対象としての女性、という構造が浮かび上がる。さらにそのような言語共同体の周縁に位置する女性

集団に対して、文体の性差による書き分けが求められていく、という構図も一方で認められる。

こうした流れを確認した上で、ジェンダー射程から「国語」論を考えるための問題提起として、近世社

会の言語をどう捉えるかがひとつの鍵となることが示された。近世後期に女筆が希薄化していくことは先

行研究が指摘する通りだが、近世後期から言語共同体の均質化への希求が高まっていく大きな流れが存在

していたと考えられる。漢字文化圏の中で漢字をどうするか、言語共同体をどう建設していくか、という

繰り返し行われてきた議論は、漢字文化圏に普遍的な課題であり、科挙が存在せず比較的漢詩にアクセス

フリーな社会であるという前提が背景に大きく作用していた可能性がある。長氏からは、こうした前提に

立ち、日本の近代化以降におけるジェンダーブラインド化された言語の諸問題を、女性性に引き付けて考

えていく必要性が提示された。

※次回研究会：2017年3月　長野県でのフィールドワークを合わせて実施予定

目次に戻る



日本列島社会の歴史とジェンダーニューズレター3号

「日本列島社会の歴史とジェンダー」ニューズレター第3号をお届けいたします。 

ご報告が遅くなりましたが、今回は2016年11月3日（木‧祝）に佐倉市の西福寺で行われた「坂戸の念仏　大

十夜」見学会についてご報告いたします。

◆ 見学報告

西福寺　坂戸の念仏　大十夜見学会 

2016年11月3日（木‧祝） 

於：佐倉市坂戸　西福寺～念仏塚

◆ 西福寺大十夜とは

千葉県佐倉市坂戸の西福寺は応安年間（1368－75）に良栄上人、千葉定胤によって開かれた浄土宗寺

院。坂戸地区の隠居身分の女性たちで作られた念仏講に伝わる念仏踊りが「坂戸の念仏」で、「大十夜」

では33年に1度、宗派に関係なく近隣の人々が西福寺からおよそ1.2キロ離れた念仏供養塚までの道のりを

ゆっくりと練り歩き、塚の周りで念仏踊りを披露する。大十夜は明治15年（1885）、大正9年（1920）、

昭和30年（1955）、同58年と行われており、昭和55年に千葉県無形民俗文化財の指定を受けている。

◆ 西福寺　大十夜タイムテーブル

西福寺境内　9：00　　開会 

　　　　　　9：30　　念仏踊り奉納 

　　　　　　10：00　 本堂前法要



西福寺境内での2曲の念仏踊り「ささえだ」「朝
顔」の様子

西福寺から念仏供養塚まで行列

念仏供養塚到着　13：10　開山忌法要 

　　　　　　　　13：30　念仏踊り奉納 

　　　　　　　　14：15　式典 

　　　　　　　　14：45　餅投げ 

　　　　　　　　15：00　閉会



小高い念仏塚。置かれているのは良栄上人座像。

念仏塚前での扇を使った「朝顔」

合掌で一連の動作が終わる「しもつけ」

目次に戻る



日本列島社会の歴史とジェンダーニューズレター4号

2017年04月11日

例年よりも春の訪れが遅く感じられた今日この頃ですが、新年度のはじまりで皆様お忙しくお過ごしのことと

存じます。「日本列島社会の歴史とジェンダー」ニューズレター第4号では、過日行われた第3回研究会の報告

を掲載いたします。 

本研究会も2年目を迎えましたが、今年度は国際研究集会の開催を予定しております。今後もこちらから随時お

知らせ等お送りいたしますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。

◆ 見学会報告

第3回研究会は長野県にて開催され、初日が研究報告会、2日目が中野市‧須坂市巡見、3日目には有志で

須坂市の坂本家文書調査を実施いたしました。概要および報告要旨は以下の通りです。

◆ 歴博基盤共同研究「日本列島社会の歴史とジェンダー」第3回研究会

2017年3月18日（土）－3月20日（月‧祝）

◆ 3月18日（土）　13：00－16：50　於：長野県須坂市上高井郡旧郡役所

報告1　殯宮儀礼の主宰と大后－女帝の成立過程を考える－

仁藤敦史（国立歴史民俗博物館）

昨年の8月8日にマスコミに対して公開された「象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば」に

は、「これまでの皇室のしきたりとして、天皇の終焉に当たっては，重い殯(もがり)の行事が連日ほぼ2ヶ

月にわたって続き、その後喪儀(そうぎ)に関連する行事が、1年間続きます」との発言があった。ここには

古代以来の長期に行われた「殯」という、埋葬までにおこなわれる種々の葬儀儀礼についての言及がなさ

れている。殯とは、死者の復活を願いながらも、遺体の変化を確認することで最終的な死を確認するとい

う両義的な儀礼であった。しかし、3世紀の「魏志倭人伝」の記述では10日程度の期間であったとする葬

儀が、7世紀の『隋書』倭国伝では、一般的な葬儀と区別されて、支配層は3年のモガリを行ったとあるよ

うに、長期化していることが確認される。おそらく渡来人の喪葬儀礼の導入によりモガリが整備され、長

期化して「殯」と表現されるようになったと考えられる。やがて、モガリは特権的な儀礼として神聖化さ

れ、この期間中に合意形成により後継者を決定するということが一般化し、皇位継承と深い関係を有する

ようになった。盛大なモガリ儀礼を首尾よく終えることが政争の回避に重要な意味を持つようになったの

である。

本報告の目的は、古代における殯宮儀礼の主宰者と考えられるオオキサキ(大后)の役割を解明し、女帝

即位への道筋を考えることにある。



殯宮の儀礼については、和田萃氏が1969年に発表された「殯の基礎的考察」という論考が通説的位置を

占めている。和田氏による論点は多岐に渡るが、巫女的な「中継ぎ」女帝即位に連続する「忌み籠もる女

性のイメージ」を前提に、内外に二分された殯宮のあり方を提起している。すなわち、殯宮内部での儀礼

と殯宮が営まれている殯庭での儀礼に二分されること、前者はおそらくは女性に限られた血縁者や女官‧

遊部らによる私的な奉仕儀礼であり、後者は王権内部での殯庭での公的儀礼と位置付けられている。天武

の殯宮には鸕野皇后が籠もり、草壁は喪主として公的儀礼に供奉したと対比的に位置付けるように、殯の

全期間に籠もる女性を強調する点が特色となっている。女帝即位との関係は皇位継承の争いを避け、これ

を鎮める便法とされるように、井上光貞や折口信夫以来の巫女的な「中継ぎ」女帝論を前提に論じられて

いる。殯宮の二分法的な理解については、河原での儀礼との連続性の観点や、喪屋(殯大殿)と殯庭(誄)が

門(兵衛)と垣で囲われる一体的な構造からは、成立しにくいことを指摘した。

近年、稲田奈津子氏は、こうした通説的な和田説に対して、殯宮に籠もった皇后に先帝の天皇権力が委

譲されるという、いわゆる「忌み籠もる女性イメージ」に対して疑問を提起された。本報告では、この和

田説批判における「忌み籠もる女性」という論点を全面的に肯定しつつも、元キサキによる「殯宮の主

宰」という論点については、女帝即位に連続する権力的な分析に依拠すれば、異なる意味付けにより継承

できるとした(なお、モガリの主宰は前王の近親者が務めたと想定され、斉明死去時の中大兄のように必

ずしも女性に限定されないが、その機会は多かった。当然ながら、通説のようにモガリの宮に常時籠もる

必要はない)。

主要な根拠としては、第一に大王の在位中においては、キサキとしての輔政‧共治は顕著に認められな

いこと(たとえば、持統のキサキとしての執政実績の強調は、『漢書』『後漢書』皇后紀による潤色であ

り、明確な根拠とはならない)。第二に、推古没後の混乱において「葬礼畢りぬ。嗣位未だ定まらず」(舒

明即位前紀推古三六年九月条)とあることからすれば、通常はモガリの終了までに皇位継承者が決定して

いたと推測され、実例においてもモガリの最終段階での誄による日継の奏上（嗣位の決定）がなされてい

たこと(持統二年十一月乙丑条)。反対に用明天皇は「諒闇に居すと雖も、勤めざるべからず」という状況

のため「即位と称せず」(『伝曆』)と評されたように殯終了以前の即位は正式な即位とはされていない。

第三に、『日本書紀』編者の意識として「空位は一日だに空しかるべからず」(仁徳即位前紀)という認識

があるにもかかわらず、モガリ期間のみの権力行使は「称制」などとは表現されないことが指摘できる。

すなわち、モガリ期間における、元キサキによる行為は、「空位」とは認識されない慣習的かつ制度的な

大王代行であったことになる。少なくともモガリ終了後も即位しなかった長期の「空位」事例のみを「称

制」と称している。第四に、正史において女帝の即位について立太子記事が孝謙即位を例外として見えな

いが、日継の誄により認定される男性のミコに対して、女帝はすでに「モガリの主催」により権力的な認

定がされていることが一つの要因として考えられる(皇統譜意識において母たるミオヤとしての即位であ

ったことが別な要因としては指摘できる)。第五に、殯期間を中心とした空位時において、元キサキによ

る人格的権威を前提とした「宣‧告‧命」とも表現される口勅が多数発出されていること。これは殯宮に

おいては生前と同じような群臣による奉仕関係が長期に継続することが背景にある。殯期間における殯宮

の主宰者は前王と権力的に一体化した大王の代理的存在であった。第六に、中国における類似な事例とし

て、漢の呂太后は宗廟社稷を奉じる存在であることから、次の帝位を定める資格があったことが指摘され

ている。これは、帝位を継ぐことにより血縁にない先帝との間に父子関係が発生し、それが母子関係にも

及ぶことが前提にある。

以上のような根拠により、女帝出現の背景として、モガリの期間中に元キサキが大きな政治的役割を果

たしており、それは前王の近親者としてモガリを主宰したことに求めるのが妥当と判断した。



報告2　セクシュアリティ発現の〈場〉としての遊女屋

辻浩和（川村学園女子大学文学部史学科）

報告者は、『中世の〈遊女〉生業と身分』（京都大学学術出版会、2017）において、13世紀後半頃に

おける「遊女」の変容を論じ、芸能性の減退と売春性の前面化、都市における遊女屋の増加などを指摘し

た。これを受け、本報告では、13世紀後半以後、遊女と客との接触態様がどのように変化するのかについ

て、〈場〉としての遊女屋に着目しながら論じた。

まず、売春性の前面化によって、「遊女」への評価基準は容色を中心とする視覚的なものに変化した。

これに伴い、遊女屋の入口では遊女を視覚的に評価‧値踏みし、直接交渉を行うようになっていったと考

えられる。16世紀から17世紀にかけての史料では、絵画史料‧文献史料ともに、遊女屋の戸の脇から身を

乗り出して客の袖を捉える「遊女」の姿が描かれている。こうした交渉の姿が、遊女の典型的なイメージ

になっていたと考えられる。

次に、13世紀以降の「遊女」史料では、酒宴や酌に関する記述が増加する。お酌は12世紀後半以降の私

的空間拡大に伴って増加したと考えられるが、歌謡や芸能への関心低下によって、酌への関心が表に出て

きたものであろう。酒宴の場では「思ひ差し」などによって特定の遊女を選ぶことが行われており、「遊

女」と客との関係は、芸能における一対多数の関係から、一対一の個的な関係へと変容していることがう

かがわれる。

こうした関係の変容を受けて、「遊女」をめぐる喧嘩や殺人の史料が見えるようになってくる。さらに

15世紀後半以降は、誘拐‧人身売買による「遊女」の補充が行われるようになり、遊女屋は物騒な場にな

っていくようである。遊女屋と博奕を共に取り締まる法令がたくさん残されていることは、こうした治安

上の不安から遊女屋が忌避されていく様子を示しており、奈良で遊女屋の破却が頻繁に行われていること

も、おそらく秩序維持と関わるものと考えられる。従来の研究では、遊女屋の忌避と、「遊女」の特殊視

とは、連動して戦国時代に起こった動きと考えられてきたが、遊女屋の忌避が13世紀後半以降見られるこ

とを踏まえれば、両者は別個の動きとして見ていく必要があると思う。

以上の3点を指摘して、中世後期における遊女屋の変容と、近世遊女への展開を大まかに見通した。

◆ 3月19日（日）

2日目は以下の通り中野市内‧須坂市内の巡見を行いました。

◆ 中野市立（仮称）山田家資料館

　山田庄左衛門家は近世初期からこの地に土着していた豪農で、酒造業や金貸、地主経営等で利益を上げ

るとともに、地主として同地で頻発する千曲川とその支流の水害対策に当たり、明治4年には千曲川瀬直

し工事を完了させている。また、明治3年、信濃の世直し一揆の中では最も苛烈であったという中野騒動

の際には、当時の商社人筆頭ということで屋敷の打ち壊しに遭った。現在、約1200坪の土地‧江戸後期か



ら明治に建てられた土蔵群を含む建造物‧資料は中野市に寄贈され資料館として希望者に公開されてい

る。移動のタクシーを降りた大ケヤキの位置から資料館入口である裏門までかなりの距離があり、屋敷地

の大きさを実感した。この日は展示室や広大な土蔵群を見学させていただいた後、山田家文書を閲覧。閲

覧資料は幕末維新期、山田家が江戸の新吉原の遊女屋経営に投資を行っていたことに関わる文書と、同じ

く幕末期に江戸から当時隠居の山田隼人（八代目庄左右衛門）の元に14歳で妾奉公にやってきた岩井貞子

の関連資料である。「妾奉公」とは言っても、その実貞子は隼人死去後も剃髪して信濃に残り、自身の教

養を活かして山田家の子女の教育にあたるとともに、地域の人々に和歌や書、裁縫を教え、山田家との繋

がりも継続していたといい、その生涯には興味深いものがあった。

山田家の鬼門に位置する大ケヤキ

広大な屋敷地の西側の一角を囲む土蔵の白壁



山田家文書閲覧の様子。遊女屋経営への投資に関
わる文書は柿渋を塗った包装紙（写真右）や着物
を包むたとう紙に再利用されたことにより残され
た。

◆ 中野陣屋県庁記念館

近世には中野陣屋、明治初期には中野県庁が置かれていた場所で、現在はコミュニティホールやギャラ

リーとして活用されている。開催中であった「中野土人形　市川一生コレクション」展を見学。

◆ 豪商の館　田中家博物館

田中家は穀物や煙草、酒蔵業等を営み、代々須坂藩の御用達を勤め名字帯刀を許されるとともに、幕末

期には藩財政にも関わった豪商‧大地主である。土蔵を改装した展示室では企画展「おんなの節句　田中

本家の雛人形ときものと」が開催されており、同家の富裕さをうかがわせるずらりと並んだ雛人形や、色

鮮やかな着物を見ることができた。

その後天明期に作庭された池泉回遊式庭園をはじめとした四つの庭園や主家といった建物群を見学。廻遊

式庭園は小山まで設えてある見事さで、桜も紅葉も時期外れではあったが、須坂藩主がこの庭を気に入り

度々お忍びで訪ねて来ていたというのも頷けるものだった。

回遊式庭園（大庭）



須坂藩主がここからお忍びで訪ねてきたという
「お忍びの門」

◆ 須坂市文書倉庫にて坂本家文書閲覧

山田家と並ぶ豪農、坂本幸右衛門家に伝来し、現在は須坂市所蔵。北信幕領地域の政治‧経済‧文化‧

社会の実態把握が可能な文書で、かなで記された遊女の手紙が含まれている。同文書は現在も整理中であ

り、今回は文書が保管してある倉庫にて一部の文書を閲覧した。

※次回研究会　2017年5月6日 

国立歴史民俗博物館にて第4回研究会開催予定。 

テーマ「近世の女性労働を考える」

目次に戻る



第4回研究会(公開)のお知らせ

2017年05月06日

歴博基盤共同研究「日本列島社会の歴史とジェンダー」では、下記要領で第4回の研究会を開催いたします。 

つきましては、ご参加をご希望の方は5月2日（火）までに、下記の研究会アドレス宛にお申し込みをお願いい

たします。研究会参加費は無料です。是非お気軽にご参加下さい。

■ 研究会参加申込

申込締切：2017年5月2日（火） 

お申込先：gender*rekihaku.ac.jp 

※「*」を「@」に置き変えてください。 

①ご氏名、②ご連絡先（メールアドレス）、③学生or一般、④懇親会（別途要参加費）参加ご希望の有無 

上記4点をお知らせ下さい。

歴博基盤共同研究「日本列島社会の歴史とジェンダー」 第4回研究会(公開)
「近世の女性労働を考える」　日程

同内容PDF→こちら

◆ 場所

国立歴史民俗博物館　　〒285-8502　佐倉市城内町117　

　　　連絡先　gender*rekihaku.ac.jp 

　　　※「*」を「@」に置き変えてください。

◆ 日時 

　2017年5月6日（土） 

　　13：00-14：30　報告と討論①　 

　　　　　　　　　　報告者：牧原成征氏（東京大学大学院人文社会系研究科准教授） 

　　　　　　　　　　テーマ：「近世に女商人はいたか？」 

　　14：50-16：20　報告と討論② 

　　　　　　　　　　報告者：塚本明氏（三重大学人文学部文化学科教授） 

　　　　　　　　　　テーマ：「ジェンダーの観点から見る歴史上の海女の生業と表象」 

　　16：30-17：00　全体討論 

　　終了後懇親会

◆ 要旨

報告①　牧原成征「近世に女商人はいたか？」

　近世に女商人はいなかったのか？たとえば商人の名前帳‧仲間帳の類を繰ってみても、女商人の存在は

よく見えてこない。 

　しかし、全くいなかったと考えるのも不自然で、女も何らかの形で商売に携わっていただろう。そのあ

り方を、管見のごく限られた史料から少しだけ検討してみたい。一方、女が男に比べ商売に携わりにくか

ったことも事実であり、家や家業に包摂されていたという面はもちろんあるが、体力、治安、商売自体の

「男性的」性格、女手形の問題などが思い浮かぶ。 

　女の商いという観点から大雑把に近世社会の特質を考えることによって、なにが見えてくるか、考えて

みたい。



※参考文献 

牧原成征「近世的社会秩序の形成」（『日本史研究』644、2016年）

報告②　塚本明「ジェンダーの観点から見る歴史上の海女の生業と表象」

　素潜りで海底の魚介や海藻を採る海女漁は、女性特有のなりわいとしては、遊女と共に歴史が古いとさ

れる。だが海女文化の歴史を有するのは、地球上で日本と韓国済州島に限られる。 

　最も発達した形態の「フナド」海女漁は、船上の男と二人一組で行うもので、獲物の加工や流通などを

含め、海女漁は男性との協働が欠かせない。また海女は一般に潜水漁以外に小規模で多様ななりわいを営

んだが、明治期以降の朝鮮出漁を契機に「専業化」が進行する。 

　古くから詩歌や能楽、浮世絵の題材となり、「観光」対象の海女が江戸時代には存在したように、海女

は歴史的に「見られる」存在でもあった。だがそのあり方も、時代ごとに変容する。 

　海女のなりわいと表象の歴史について、特に近世から近代の転換を中心に検討を加えたい。

※参考文献 

①「近代の志摩海女の出稼ぎについて」（『三重大史学』10号、2010年）→本文 

②「『伊勢新聞』に見る近代の志摩海女―明治‧大正期の「海女」の諸相」（『三重大史学』11号、

2011年）→本文 

③「都びとのあこがれー歴史に見る志摩の「観光海女」」（『三重大史学』12号、2012年）→本文

目次に戻る



国際研究集会「歴史展示におけるジェンダーを問う」開催のお知らせ

国際研究集会「歴史展示におけるジェンダーを問う」

■ 開催概要

2016年度に開始した歴博基盤共同研究「日本列島社会の歴史とジェンダー」では、これまでの研究を通して、

博物館における研究‧資料収集‧展示と、来館者が展示を通して理解する歴史像の両面で、歴史展示に表象さ

れるジェンダーの重要性を確認してきました。 

本研究集会では、このような博物館業務全般にわたるジェンダー視点導入の意義、方法、その成果を国際的視

点から検証し、「歴史叙述としての展示」へのジェンダー視点導入の実践的方向性について考えます。

◆ 日時

2017年7月2日(日) 10:00-17:00

◆ 会場

国立歴史民俗博物館ガイダンスルーム 

千葉県佐倉市城内町117（京成佐倉駅より徒歩またはバス）

◆ 事前申込制：入場無料

gender*rekihaku.ac.jp（*を@に置き換えてください）までご連絡ください。

◆ 主催

大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館

◆ 共催

日本学術会議史学委員会歴史学とジェンダーに関する分科会

◆ 後援

ジェンダー史学会、総合女性史学会

◆ プログラム

10:00-10:10　開催趣旨　横山百合子（国立歴史民俗博物館） 

10:10-11:50　トノムラヒトミ（ミシガン大学歴史学部） 

　　　　　　　「アメリカにおけるジェンダー史研究状況と博物館展示」 

11:00-11:40　黃貞燕（國立臺北藝術大學博物館研究所） 

　　　　　　　「博物館の資料収集･展示におけるジェンダー：台湾での経験から」 

12:50-13:50　リー‧コー‧リン（シンガポール国立博物館前館長） 

　　　　　　　「統合の歴史　―シンガポール国立博物館におけるケース‧スタディ―」 

14:00-14:40　松本直子（岡山大学大学院社会文化科学研究科、日本学術会議連携会員） 

　　　　　　　「日本の博物館におけるジェンダー表現の課題と展望　―歴博の考古学展示に触れつつ

―」 

15:00-15:10　コメント１　長志珠絵（神戸大学大学院国際文化学研究科、日本学術会議連携会員） 

15:10-15:20　コメント２　三上喜孝（国立歴史民俗博物館） 

15:20-16:50　総合討論　報告者、コメンテータ、藤尾慎一郎（国立歴史民俗博物館､日本学術会議連携会

員） 

16:50-17:00　総括　久留島典子（東京大学史料編纂所、日本学術会議連携会員）

◆ 問い合わせ先



gender*rekihaku.ac.jp（*を@に置き換えてください）までご連絡ください。

ポスター‧チラシ⇒こちらをクリック

How is Gender Represented in Historical Exibitions?

◆ About meeting

Our collaborative research in the National Museum of Japanese History �Gendering the History in the

Japanese Archipelago� started in 2016 and we have con�rmed that it has been deeply important that

gender represented in the museum exhibitions should be taken into consideration. Especially gender

is constructed through collections and exhibitions that are supported by researches in the historical

museum on the one hand, and gender constructs the historical images that visitors understand

through exhibitions on the other. Based on these results, it should be needed to investigate the

meaning, way and the outputs from the viewpoint of gender that resides in the museum operations to

collect materials, research and exhibit from the global perspective. This conference aims to discuss

the practical course of actions to set up the viewpoint of gender in full operation in the museums

where exhibitions as �the historical narratives� construct gender.

◆ Date and Time

July 2, 2017 (Sun), 10:00-17:00

◆ Venue

Guidance Room, National Museum of Japanese History Sakura, Jonaicho117, Chiba, 285-8502, Japan

◆ Organizer

National Museum of Japanese history of the National Institutes for the Humanities of Inter-University

Research Institute Corporation (Rekihaku)

◆ Joint Organizer

Science council of Japan

◆ Sponsor

The Gender History Association of Japan, The Society for Research on Women�s History

◆ Schedule

Chair: Michihiro Kojima (Rekihaku) 

10:00-10:10　Opening Remarks（Yuriko YOKOYAMA: Rekihaku） 

10:10-11:50 Gender Studies in the United States and Exhibitions (Hitomi TONOMURA: Michigan

University) 

11:00-11:40 Collecting Materials and Exhibitions in the Museum from the Viewpoint of Gender：

Focusing on the Experiences in Taiwan (Janyen Huang: Institute of Museum Studies Taipei National

University of the Arts） 

Chair: Akiko Yoshie (Rekihaku) & Yuriko Yokoyama 

12:50-13:50 History of Inclusion: a case study of the National Museum of Singapore (Chor Lin Lee:

Singapore National Museum) 

14:00-14:40 Current Problems and Future Issues of Gender Representation in Japanese Museums:

With Reference to archaeological displays at the National Museum of Japanese History (Naoko



Matsumoto: Okayama University) 

15:00-15:10　Brief Remarks 1 (Shizue Osa: Kobe University) 

15:10-15:20　Brief Remarks 2 (Yoshitaka Mikami; Rekihaku) 

15:20-16:50　Discussion (Tonomura, Huang, Chor, Matsumoto, Osa, Mikami, Shinichiro Fujio

(Rekihaku)) 

16:50-17:00　Concluding Remarks (Noriko Kurushima: Tokyo University)

目次に戻る



日本列島社会の歴史とジェンダーニューズレター5号

気がつけば9月となり、暑さも和らいで参りました。皆様変わらずお過ごしでしょうか。「日本列島社会の歴史

とジェンダー」ニューズレター第5号では、5月6日（土）に行われた第4回研究会「近世の女性労働を考える」

の報告および、7月2日（日）に開催された「国際研究集会　歴史展示におけるジェンダーを問う」と、前日に

開催したエクスカーションの報告を掲載いたします。研究会、研究集会ともに盛会のうちに終えることができ

ました。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。



第4回研究会　「近世の女性労働を考える」

2017年5月6日　10:30―17:00 （於　国立歴史民俗博物館大会議室）

◆ 10:30－12:00　資料熟覧

国立歴史民俗博物館には、近世、近代にかけての海女の実態、表象を考察する上で重要な資料が所蔵され

ている。午後の研究報告に備え、メンバーでそれらの資料を熟覧した。

◆ 13:00－17:00　研究報告

報告1　近世に女商人はいたか？

牧原成征（東京大学大学院人文社会系研究科）

近世に女商人はいたか、という設問はナンセンスに聞こえるかもしれないが、商人の名前帳‧仲間帳の

類をいくら繰ってみても、女商人の存在はほとんど見えてこないのは事実である。しかし全くいなかった

と考えるのも不自然で、女も何らかの形で商売に携わっていただろう。実際、藩政等の記録類では、百姓

や町人の妻女が、近隣の市場で立売‧振売している様子を示す史料が散見される。それについて管見の史

料をいくつか挙げて検討した。

その上で、盛岡城下の田町（三戸町）の市場の慣行‧由来を記した記録を検討した（「御城下市之

記」、横川良助「見聞随筆」『岩手史叢第六巻』岩手県文化財愛護協会、1983年、404～412頁）。この

史料は、17世紀末期に、田町の市場の優越的な地位が他の町に脅かされるようになったことを背景‧要因

として作成されたものである可能性が高く、同町が盛岡の六斎市の起源であり、もともとそれを独占して

いたとするような虚構を含むものの、全体としては同町の市場の慣習をよく示す、興味深いものである。

たとえば、おそらく町奉行所が足軽を4人、市の警固として派遣しており、2人は市の警備を、2人は市

日に他町で見世店を張っていないかを取り締まった。町役人（検断）は、市場の「中見世」（道路中央

部）を用益する商人から1人3文の「立余銭」を徴収し、警固衆の賄いに充てた。屋敷所持者は、主として

屋敷前の「見世下」とよばれる空間を商人に貸して見世賃を取ったが、その場所割りをめぐってもめごと

がおき、品目ごとに商人の「座列」を定めたという。

その「座列」を描いた図が掲載されているが、そこで最も下座‧市末に「女町」が配されている。記録

の説明に曰く、女たちは、御組（足軽クラス）の手廻り（家族の意）、町方の小さき者の手廻り（家族）

が出る。女町は女だけなので理不尽の者もいるだろうと、その警固に（町奉行所の警固衆とは別に）御組

の隠居が出て、油‧元結‧白粉‧紅などを商売する。彼らは「立余銭」は出さない。女共の立売からは3

文ずつ立余りを取り立てている。

このように「女町」とは、足軽‧小前町人層の妻女が「見世下」に売り場を出すことができる区域を指

す。市場の「座列」を定めた際に、最も下座‧市末に、女だけの売場‧座が設けられたのである。ここを

警固する足軽の隠居衆は女向けの商売物を売っているが（収益が警固料に相当するということか）、女商



人たちは品目によって区別されたわけではなく、性別によって区別‧差別され、市末におかれた。ただ、

他の区域（座）に女がいなかったわけではなく、荷宿など家族‧奉公人を伴う営業もあった。

この史料等を全体として読み解くと、盛岡城下では藩による町割、市立て（市日の調整‧強制、見世店

の禁止）、制札交付、警固衆派遣の下で、町は御用品調達、品々（相場のことが多い）書き上げを担い、

「座列」、見世賃、立余銭による警固衆への振舞等を独自に定めた。城下町ゆえの足軽層の存在‧家族形

成とその零細性によって、女も商いに出ることが多く、足軽の隠居衆の警固とセットで、「女だけの売

場」が町レベルでの秩序（慣習）として顕現（実現）したと考えられるのではないか。

時代を問わず、女性も最寄の市場へ出て商いをすることは多く、中世には京都でも女商人が見出される

が、隔地間の商いには治安面などの制約があった。近世には全国規模で形成された城下町を中心に治安が

改善し、市場が集中し、問屋‧仲買‧小売の分業が進んで、商売（振売‧小売‧賃仕事）を女でもそれま

でよりは容易‧安全にできるようになったであろう。ただ、零細で立売に従事することが多く、隔地間で

はなお治安の制約があって女の専業的な商人はそもそも少なかった。

また、商人のなかでも特権化‧仲間化‧公認されるのは収益性の高いものであり、振売などは職分の排

他性が弱くそこから排除された。仲間を結ぶ、公認される局面になると、男であることが暗黙の条件にな

る（女が排除される）ことも多かっただろう。城下町形成期に奉公人など男子労働力が集中し、政策的に

その確保が重視されたことも影響を及ぼした。隔地間の移動では女手形が必須とされたことも制約要因に

なった。

さらにいえば、「兵」＝男子戦闘者のみが権力を握り、農＝「作人」を支配するという、ジェンダー‧

バイアスの強い国家体制のなかで、町人‧商人の仲間や権利のみが例外として、その影響を受けなかった

はずはない。今後、さらに検討してみる必要がある。

報告2　ジェンダーの観点から見る歴史上の海女の生業と表象

塚本明（三重大学人文学部文化学科）

海女とは簡素な道具のみを持ち、素潜りで海底の貝や海藻を取る女性漁業者のことである。日本で最も

盛んな鳥羽志摩の海女技術が2017年3月に国の重要無形民俗文化財に指定されるなど、近年日本の海女文

化に対する関心が高まってきた。これは2008年頃から始まった、石原義剛‧海の博物館館長を中心とする

取り組みの成果である。韓国との学術交流や「海女サミット」開催、海女研究会の設立、海女振興協議会

の組織化などを進めてきた。塚本はこれらの活動で海女漁を歴史的‧文化的に価値付ける役割を負ってい

る。

男の潜水漁は世界各地で見られるものの、女性の素潜り漁文化は歴史的には日本と韓国済州島にしか存

在しない。朝鮮半島では漁業を低く見る傾向が強く、儒教道徳からの女性の社会的位置付けも影響し、流

刑の地として虐げられた歴史を持つ済州島にのみ海女漁が存在した。女性の服装や就労制限の厳しいイス

ラム圏、弱者保護と貴婦人への献身を説く西洋の騎士道文化圏では、海女漁の成り立ちは難しい。女性が

外で肌を晒して働く形態について、世界中で日本のみ、タブーが存在しないのではなかろうか。

潜水による鮑漁は原始社会に遡るが、この段階では男女とも従事していたと考えるのが自然であり、女

性中心の漁と認識されるようになるのは8Ｃ頃からだと思われる。宮本常一氏が指摘するように、漁業技

術の進展に伴い男は遠洋に出漁するようになり、残った女性が磯場の漁業を行う形で分業が進んだ。だが

志摩半島では、リアス式海岸を持ち黒潮が蛇行するために遠洋漁業や網漁が十分に発達し得ず、一方で参

宮文化に伴う漁獲物需要という社会的要因も相俟って、男女協働の集約的な海女漁が発展する。

男が舟を操り女が潜る「フナド」は、日本特有の、最も発達した海女漁の形態であるが、『枕草子』

286段「うちとくまじきもの」にその様子が詳細に描かれる。清少納言は船上の男を「あさまし」と痛烈



に非難するものの、皮下脂肪が厚く寒さへの耐性に優れる女性が潜り、腕力の強い男が舟を操り、浮上す

る海女を棹などで一気に引き上げるという、身体能力に応じた男女分業なのであった。

海女は鮑以外に海藻やタコ、エビなど多様な獲物を採るが、季節や天候に応じて農作業や獲物の加工、

沈没荷物の引き揚げ、そして山仕事など、小規模で多様ななりわいを営んだ。特に柴薪を確保すること

は、潜水の前後に体を温めるために必須であった。漁村に生きる女性の働く形態の一つが海女漁であり、

専業的な職業ではないのである。

参宮文化のなかで大量に流通した熨斗鮑は海女達によって製造され、志摩で入札に掛けられ、伊勢の熨

斗商人が買い付けに来た。加工‧保存することで有利な取引となっている。この点は晒し草に加工して上

方商人と大規模な取引をした海藻類も同様である。

志摩海女は古くから磯留め期間や未熟な海女の修業機会として、房総半島や熊野灘へ出稼ぎに赴いてい

た。江戸時代後期には中国向けのテングサ需要拡大により広域化するが、明治中期以降には侵略的な国策

に基づき、朝鮮半島へ進出するようになる。志摩漁村では当初は自ら船を仕立てて男と共に赴いていた

が、次第に九州北部や大阪等の商人に雇われて出漁するようになった。朝鮮海の漁業資源は豊饒で、商人

らは莫大な利益を得た。海女が商人に販売する代価は極めて安価だったが、その漁獲量の多さから、多額

の収入を得た。

だが、朝鮮出漁は志摩漁村の生産構造に大きな変容をもたらした。大正年間には、海女を中心に「漁業

専業化」と農業を放棄する状況が進行する。養女を取ることによる女性人口の急増も認められる。田畑は

荒廃し、加工業等も衰退し、海女は商人に雇われ、鮑を獲るだけの漁業者に化した。なりわいの規模と収

入は大きくなったが、生業構造は単純になった。そして朝鮮海での鮑漁は乱獲の影響で間もなく衰退す

る。出稼ぎ漁は資源管理的な発想を伴わず、乱獲に陥るのは必然である。そしてそれは、本来の海女文化

ではない。

明治末期から大正期にかけて、三重の地元新聞「伊勢新聞」には、志摩では女子の出生が歓迎され、他

所から養女を迎えて海女に仕立てること、「男一人を養えない者は女ではない」などとして、稼げない海

女は結婚できず、男は怠惰に暮らすことなどが報道されている。近代の聞き取り調査に基づく民俗調査で

も強調される志摩の習俗であるが、不自然でいびつな社会構造である。だが、こうした現象は江戸時代の

古文書史料からは確認できない。明治後期以降の「漁業専業化」の進行に伴い、新たに生じた現象なので

あった。

海女は古くから万葉集を始め想像のなかで詩歌に詠われ、浮世絵に描かれた。獲物のひとつとしての宝

珠と海女とが結び付き、藤原不比等が海女の玉藻に頼み竜宮から宝玉を取り戻したという伝説も、浮世絵

の題材になった。そこには妖怪として恐れられた蛸や龍と戦う海女の姿が描かれる。海女は、海中にある

竜宮城を知り、異界の生物と戦う「異能」の存在としてイメージされた。

参宮文化のなかで海女に潜水漁を演じさせる事例があるが、見物される海女は近代以降に多様に展開す

る。都市の見世物小屋では曲芸を演じ、鯉を掴まえ、銭を乞うという卑俗な形態のショーが栄え、各地で

開催された博覧会の海女館は人気のパビリオンとなり、海女漁が行われる漁村で金銭を払って見物するこ

とも行われた。御木本幸吉は真珠養殖場でアコヤ貝採取に海女を雇用したが、明治末年に二見浦にて明治

天皇皇后相手に実演するなど、要人相手のショーを手掛けた。明治末から大正期に掛けて、観光土産や絵

葉書などで海女と真珠が盛んに登場する。このように海女が人気を集めたのは、海を眺望する施設が作ら

れ、海水浴が夏の娯楽として栄えるなど、「海の時代」を迎えたことが背景にある。近代に見世物となっ

た海女は、決してエロチックなショーとしてではなく、海中を自由に泳ぎ回るという特殊な能力を持ち、

そして自然界から食料を採って来るという、根元的な「働く」形態であることが魅力となって、人気を集

めたのだと考える。



国際研究集会「歴史展示におけるジェンダーを問う」

2017年7月1日　12:30－17:00 エクスカーション 

2017年7月2日　10:00－17:00 国際研究集会（於　国立歴史民俗博物館ガイダンスルーム）

エクスカーション

研究集会前日にエクスカーションを開催し、海外からお招きした先生方と共同研究のメンバーで、江戸東

京博物館、アミューズ‧ミュージアムを訪れました。

◆ 12:30－14:30　江戸東京博物館　見学

常設展を見学し、トノムラ氏の発表でも触れられている大名行列に関する展示コーナーや、寺子屋復元に

おける手習師匠の人形の性別についてなど、ジェンダーの観点から再検討すべき課題を探索しながら、見

学を行いました。

◆ 14:30－15:00　浅草　見学

浅草寺、仲見世通り周辺を見学しました。近世の浅草の様相を横山氏が解説し、その遺構を辿りました。

◆ 15:00－16:30　アミューズ‧ミュージアム　見学

「BORO 美しいボロ布展　～ボドコ、生命の布～」を見学しました。田中忠三郎によるボドコのコレクシ

ョンを中心に展示が構成されており、作品は触れることが可能でした。一般女性の手仕事による美術工芸

を展示するというコンセプト、展示方法ともに驚きと学ぶべきことの多い展示でした。

国際研究集会

2日、国際研究集会「歴史展示におけるジェンダーを問う」が開催されました。 

本研究発表の予稿集はこちら→クリック



◆ 10:00－10:10　開催趣旨

国際研究集会「歴史展示におけるジェンダーを問う」を開催するにあたって

横山　百合子（国立歴史民俗博物館）

2016年度に開始した歴博基盤共同研究「日本列島社会の歴史とジェンダー」では、これまでの研究を通し

て、博物館における研究‧資料収集‧展示と、来館者が展示を通して理解する歴史像の両面で、歴史展示

に表象されるジェンダーの重要性を確認してきました。

本研究集会は、このような博物館業務全般にわたるジェンダー視点導入の意義、方法、その成果を国際

的視点から検証し、「歴史叙述としての展示」へのジェンダー視点導入の実践的方向性について考えるも

ので、横山氏から開催趣旨の説明がありました。

◆ 10:10－14:40　報告

報告1　アメリカにおけるジェンダー史研究状況と博物館展示

トノムラ　ヒトミ（ミシガン大学）

トノムラ氏は、はじめにジェンダー概念の変遷やその複雑性について解説され、博物館展示においてはジ

ェンダー概念を如何に示すか、そして、展示をジェンダーの観点から検討すると何が問題として浮かび上

がるのかを、歴史展示に留まらず、自然博物館などの事例も取り上げて提起されました。また、英語圏の

歴史叙述において近年注目されている「Intersectionality」の概念についても紹介され、日本史への適用

の可能性についても触れられました。

報告2 博物館の資料収集‧展示におけるジェンダー：台湾での経験から

黃貞燕（國立臺北藝術大學博物館研究所）

黃氏は、台湾で2004年に性別平等教育法が成立して以降の博物館におけるジェンダー研究の現状と、国立

台湾歴史博物館におけるパブリック‧ヒストリーの研究、資料収集、展示と教育への取り組みについて報

告されました。台湾では、大衆に着目したパブリック‧ヒストリーによって、博物館におけるジェンダー

の課題の捉え直しが行われ、その結果、歴史のなかの女性、あるいは女性の歴史観をどのように記録し、

描くか再考を迫られました。その結果、他の博物館とは異なる独自の資料収集と展示が行われることにな

り、その実例を紹介されました。



報告3　包摂の歴史―シンガポール国立博物館におけるケース‧スタディ―

リー‧コー‧リン（シンガポール国立博物館前館長）

リー氏は、1984年にシンガポール国立博物館が歴史ギャラリー設置のため大規模修繕を行った際に、大幅

な展示変更を実施しました。シンガポールの歴史はイギリス植民地としての建設および独立の時期を起点

として語られてきましたが、リー氏たちは新たなジオラマ展示によって、その起点を600年ほど遡ぼら

せ、新たな歴史像を提示しました。さらに、歴史は一本の線に沿って作られるものではなく、シンガポー

ルがジェンダーを含む多様性の中で歴史を築いてきたことを訪問者に示すために、ギャラリーの空間構築

に工夫を凝らし、訪問者が公式に語られてきた歴史の展示とパーソナルな物語の展示を無意識に行来する

よう構成したことを紹介されました。

報告4　日本の博物館におけるジェンダー表現の課題と展望―歴博展示に触れつつ―

松本直子（日本学術会議連携会員、岡山大学大学院社会文化科学研究科教授）

松本氏は、考古学展示‧表象における現代的ジェンダー‧バイアスを問題提起されました。当時の性役割

やジェンダー間の関係については不明な点が多いにもかかわらず、女性は料理などの家事や土器づくりを

している様子が多く表現されるのに対して、男性はしばしば狩猟や漁労などの活動をしている様子が表現

され、現代の特別分業に基づく核家族のステレオタイプが反映されています。今後の博物館には、ヒトの

社会‧文化の多様性、ひとつの文化における個人の多様性を見据えた復元が求められると提言されまし

た。

◆ 15:00－15:20　コメント

コメント1　小島道裕　　　　　　　　　　　　　　 

コメント2　長志珠絵 



それぞれの報告を受けて、小島氏は、歴博第2展示室「中世」における女性を取り上げてこれまでの「女

性史」に言及し、長氏は、ジェンダー視点に立った歴史の再解釈の必要性、そしてそれを実践する場とし

ての歴史展示の可能性などについてコメントしました。

◆ 15:20－16:50　総合討論

報告者、コメンテーター、歴博の藤尾慎一郎氏による総合討論が行われました。参加者からも、報告内容

や歴博の展示についての質問が寄せられ、活発な議論がなされました。

◆ 16:50－17:00　総括　

本研究集会の振り返りおよび今後の課題提起を久留島典子氏が行い、盛況のうちに閉会しました。 本研究

集会の内容は、2018年度に『国立歴史民俗博物館研究報告』等で発表する予定です。

◆ コメント

共同研究メンバーの長志珠絵氏、伴瀬明美氏から、本研究集会へのコメントをご寄稿いただきました。以

下に掲載いたします。

伴瀬明美(日本学術会議連携会員、東京大学史料編纂所准教授)

国際研究集会「歴史展示におけるジェンダーを問う」は、開催趣旨に始まり、国内外からの四つの報

告、それらをふまえての総合討論、総括という構成で行われた。

横山百合子氏による開催趣旨説明は、本研究集会の開催趣旨を明らかにするのみならず、共同研究その

ものの意義と目指すところを改めて確認するものでもあると感じた。

一人目の報告者であるトノムラ‧ヒトミ氏は、ジェンダー史の展開とその成果を述べるにあたり、ま

ず、大方の日本史研究者にとって難解であるジェンダー概念の誕生の背景と経緯について語源にまで遡っ

て解説し、日本で普及しづらい理由、日本史における「ジェンダー」と「gender」との違いなどを指摘

した。第一人者による解説はわかりやすく示唆に富み、熱心にメモをとる参加者が多くみられた。マンチ

ェスター博物館におけるキュレーターたちの挑戦の紹介と共に、本研究集会の冒頭にふさわしい報告であ

った。

次いで黄貞燕氏から、既に研究‧資料収集‧展示業務全般にわたりジェンダー視点を導入してきたとい

う台湾の博物館の現状が報告された。驚かされたのは、台湾には「博物館」を冠した研究所が三つもある

ということであった。ジェンダー視点の取り入れを促進する重要な要因となったのは、こうした学術的背

景のもと博物館学研究の進展に伴いジェンダーに関わる研究も重視されるようになったことに加え、多元

的な民族‧文化の複合共同体である台湾において社会の包容性と文化の平等性を促進する社会活動の一環

としてパブリック‧ヒストリーが政府主導で推進され、そのなかで博物館におけるジェンダーの課題の捉

えなおしが促されたことだったという。近年新設された国立台湾歴史博物館は、パブリック‧ヒストリー

を軸とする博物館として位置付けられ、ジェンダーと歴史記録に関する課題への積極的な取り組みが実践

されていることが紹介された。博物館学の充実、社会の多様性に対する認識といった日本の現状との差



異、はたまた「歴史学」とパブリック‧ヒストリーの緊張関係など、多くの興味深い論点が示された報告

であった。

リー‧コー‧リン氏によるシンガポール国立博物館におけるケーススタディを中心とした報告もまた刺

激的なものだった。リー氏は同館館長（当時）として、標準歴史教科書に即していたシンガポール史の展

示をわずか三年の間に一新した。従来、シンガポールの歴史はイギリス植民地としての建設および独立の

時期を起点として語られてきたが、リー氏達はその起点を600年ほど遡ぼらせることで、はるかに豊かな

歴史像を提示したのみならず、様々な切り口‧視点によることで歴史はさらに深く理解できるということ

を精選されたコンテンツによって実現したのである。こうした試みは―伝統的歴史観を好む人々からの批

判も含め―非常に大きな反響を呼んだという。ナショナルミュージアムにおいてかくもチャレンジングで

ダイナミックな転換が短期間で成し遂げられたということには驚嘆以外の言葉がない。

最後に共同研究員でもある松本直子氏が、日本の博物館の考古学的表象におけるジェンダー表現の課題

を報告した。復元展示におけるジェンダー表現の偏向はいまだ大きい（たとえばステレオタイプな核家族

の復元イメージが多いなど）にもかかわらず、それを指したる違和感なく「復元」として見ていた自分を

省みるに、復元画やジオラマのような視覚的表象は影響が大きいという指摘に首肯せざるをえず、現代の

性役割が過去の社会像に投影され、それによる「復元」が現代のジェンダー不均衡を阻む要因となってい

ることを痛感した。性役割を考古学的に明らかにするのは容易ではなく不明な点が多いが、だからといっ

て（だからこそ）そこを安易に現代的ジェンダーによって埋めてはいけない、という松本氏の見解は、復

元展示に関わる人々に共有されるべきものではないだろうか。

総合討論での活発で直截な意見交換ののち、久留島典子氏によって総括が行われたが、そこで強く印象

に残ったのは「どこまで明らかにできていてどこまでがわからないのかの明確化を担保にして、できる限

り展示に生かしていくことが学問的な前進をも生む」という言葉（大意）である。これは、総合討論に通

底していた「展示はいかにあるべきか」という難題に挑むにあたり、重要な手がかりとなるように思われ

る。

今回の国際研究集会は、スタートして2年目に入った本共同研究が新たな段階へ踏み出すための確かな

足掛かりになったと感じている。わたくし個人としても、視野を広げ、研究テーマへの理解を深める貴重

な機会となった。

なお、本研究集会前日には国外からの報告者を迎えてエクスカーションが企画され、江戸東京博物館を

振り出しに、浅草では観光客でごった返す雷門（残念ながら修補中）‧仲見世‧浅草寺境内をそぞろ歩き

ながら、横山百合子氏から浅草寺界隈の近世から近代にかけての変化、今に残る痕跡などについての解説

をいただいた。その後、布文化と浮世絵の美術館として開館したアミューズ‧ミュージアムへ移動、過酷

な環境で命をつなぐため繕いを重ねつつ次代に伝えられていった「ボロ」の特別展を見学し、同館屋上か

らの浅草一帯の眺めを楽しんだ。翌日の国際研究集会と併せ、たいへん有意義な二日間であった。

長志珠絵(日本学術会議連携会員、神戸大学大学院国際文化学研究科教授)

今回の魅力的な国際シンポジウム「歴史展示におけるジェンダーを問う」では、海外から3人、国内か

ら1人の報告者を招き、極めて興味深い議論が展開された。が、事前に予稿集を拝読したことで私はコメ

ンテーターとしてというよりは、歴史研究を専門とし、他方で歴史教科書や一般教養としての歴史教育に

関心を持ってきた文献研究者として逆に問いの空白に改めて気づき驚いた。端的にいえばそれは、なぜ

「日本史」の歴史展示の課題としてジェンダーは論じられてこなかったのか？という問題である。

ともあれまず共有される論点の一つは、歴史の実践としての歴史展示がどういう状況にあるのか、何が

課題になるのか、どのように意識されているのか、この点だろう。たとえばトノムラ‧黄‧リーの３報告

ではジェンダー射程をふまえたインターセクショナリティや多元性の重要性がそれぞれの歴史展示の実践

によって強調された。



シンポジウムの報告はまず出発点として、歴史展示を可能とする知の集積のあり方そのものがいかにジ

ェンダーバイヤスにとらわれているのか、この点を問うた。トノムラヒトミ「アメリカにおけるジェンダ

ー史研究状況と博物館展示」は、今日のキュレーターによる調査と実践によって、19世紀半ば、近代国民

国家による自然史博物館がすでに収集物段階でオスを中心とするカルチャーにあり、剥製による展示物の

体系や学術用語もジェンダーブラインドな体系を前提としてきたことなどの論証と意識化、これらへの対

抗展示などの実践を紹介する刺激的な問題提起から始まった。　

他方、新しい展示はどこに向かうのか。台湾とシンガポールでの国立博物館での2000年代での歴史展示

の実践報告を行った2報告では、歴史展示に対する今日の社会の側のニーズをどのようにとらえ、応える

のか。またその社会的な需要に対する国家の側の支援がどうあるべきか、この点が極めて自覚的‧意識的

であることが痛烈に印象に残った。

例えば黄貞燕「博物館の資料収集‧展示におけるジェンダー：台湾での経験から」報告では、パブリッ

クヒストリーを形作る重要な要素としてジェンダーが課題とされるとともに、何を収集するのか、この点

でも意識的に、歴史の主体としての「大衆の歴史」や「生活」、一般の人々による「歴史を語る」こと、

さらには取材のあり方そのものが収集の対象であり、そのための展示空間にも工夫を凝らすとする。その

背後にはジェンダー課題が台湾先住民も含めての多元的な民族や文化との関係でとらえられるとともに、

1990年代以降での「新台湾の子」としての社会のニーズとしての歴史アイデンティティ構築の要請があ

る。単線的な歴史の語りではなく、いかに「ひとびと」の多様性を広げていくのか、追体験も含めた歴史

展示を前提とした新しい国民史の語りの姿をここに見出すとすれば、同様の論点は、リー‧コー‧リン

「包摂の歴史―シンガポール国立博物館におけるケース‧スタディ 2006-2015」報告に一層明確だ。ここ

でも「暮らし」に焦点をあてた、「公式の物語」と「もう一つの物語」への前景化が意識されるととも

に、アーカイヴ資料としての声や動画を多用した観る側の感情を喚起する歴史展示のあり方、日本占領時

代を「自転車展示」に象徴させる表現、特に労働者階級の移民女性を出身による装いの違いで表現し、ア

イデンティティとしての歴史をたぐりよせるための展示を試みるなど、空間構成も含め、現代史展示をめ

ぐる多様な研究成果が駆使されている。同時に、従来の、19世紀初頭を軸とした植民地史の一部ではない

新たなシンガポール史が、神話の時代も含め、12世紀から展開されるという。が、同時に2つの国立博物

館による新たな歴史展示の試みは意識的な「国民の物語」の創出でもある。新たな包摂の軸に「歴史を語

るうえでのジェンダーの意義は、女性に関心を払うだけではなく、立場、価値観と方法に制約された過去

の歴史記録を見直し、再解釈の可能性を探ることにある」（黄）とするジェンダー射程の広がりにまずは

可能性をみたい。　

その際、後2報告が共有する、見る側が自分のものとして感じられる歴史‧歴史展示という課題をどう

考えるべきだろうか。この論点は歴史実践としての歴史展示がどのような位置あるのか、という問題と関

わっている。

この点でたとえば日本史の学会誌は＜新自由主義時代の歴史展示＞といった特集が度々組まれるなど、

博物館の歴史展示や体制そのものへのバッシングへの対抗的な議論を蓄積させてきた。他方で同じく社会

との関係が問われる教科書問題や歴史教科書をめぐる対抗文化の構築にあって、特に歴史の実践として歴

史教育を考える際、ジェンダー射程をふまえることは、学習者を歴史の主体として育み、エンパワーメン

トするために必要な試みとして議論が積み重ねられている。教科書叙述にも変化の兆しはあり、1925年の

普通選挙の表記は（本土と入れるべきだが）「男子普通選挙」へ、「学び舎」の中学校教科書のようなジ

ェンダー射程に意識的な教科書も登場した。学界の発信はどうか、という点でも、「慰安婦」問題に象徴

されるように、ジェンダー射程は、横山報告が指摘されたような、研究者個々人の政治性にふれる、とい

うナーバスな側面の一方、特に歴史修正主義者との対決を迫られる主題については、歴史研究者としての

職業倫理がまさる、という側面も持つ場合がある、と考える。　



とすればジェンダーは、なぜ「日本史」の歴史展示の課題になってこなかったのか？歴史展示にとって

ジェンダー視点がいかに必要かつ有効か、という論点については議論されてこなかったものの、この点は

改めて興味深い論点であり、歴史教科書をめぐる議論や実践それらへの蓄積と比較して論じる必要がある

と思う。強調しておくべきは、教科書も歴史展示もわかりやすさを求めるとともに、啓蒙的視線によっ

て、古いジェンダー意識が入り込み、再生産する、あるいは意識的に強化することもできる強力な歴史メ

ディアであり、歴史研究に関わる側はこの点を十分に意識すべき段階にある、という点だろう。　

では歴史展示にジェンダー視点が欠けることで何が問題なのか。この解の一つを最後に松本報告の議論

にみておきたい。

松本直子報告「日本の博物館におけるジェンダー表現の課題と展望―歴博の考古学展示に触れつつ」

は、歴博も含め、広く国内外の考古学展示のなかでの具体例に沿って、特に復元展示や復元画像の持つ問

題性が極めて具体的に提起された。食事の支度をめぐる研究成果と乖離する描写、あぐらと正座との対比

など、復元展示の持つ、固定的なジェンダーメッセージの危険性について、様々な角度から警鐘を鳴らす

刺激的な報告だった。また量的なバランスにも言及があり、歴博展示のなかで様々な男性像がえがかれて

いることとは研究成果の反映である一方、画一化された女性像の提示は、今回の各パネリストが新しい歴

史展示として強調していた、歴史主体としての多様性の確保という点で大いに課題を含むものだろう。議

論の中でも指摘があったように、歴史修正主義者もしばしば用いるアニメキャラクターという表象レベ

ル、市民向けの宣伝レベルの文言や文字表象に至ってもぜひ吟味いただきたいと思う。

分かりやすさ、という一見、観る側に沿ったかのような物言いはしかし、何らかの調査を踏まえたもの

でない以上、社会の側の世界水準からかなり隔たった悪しきジェンダーを強化することにつながりひいて

は、研究の側の実証水準を消費され、変容させられる危険性を持つ。コメントの際には、「伝統」という

語りの持つジェンダーブラインドの濫用事例として、世界遺産認定された熊野古道の大峰山女人禁制をあ

げてみた。性別による明確な差別が「伝統」の名のもとに、かつ世界的な権威付けによって後押しされな

がら、今日存在することの負の意味が問われるべき重要な事例であり、国立博物館の歴史展示はこうした

「過去の現在」が喚起する問題群に意欲的であってほしい。歴史を表現する営み全体のなかでの、専門知

としての歴史学―のなかの歴史展示という歴史実践がどうあるのか、その際、ジェンダー射程と歴史展示

という課題は最も重要なテーマの一つであり、国立の歴史民俗博物館とはそうした課題を内外に示す位置

にある、この点を改めて認識したシンポジウムであった。

目次に戻る



第5回研究会（公開）のお知らせ

2017年09月08日

歴博基盤共同研究「日本列島社会の歴史とジェンダー」では、下記要領で第5回の研究会を開催いたします。 

また、併せまして日本女子大学成瀬記念館の見学会を行います。 

ご参加をご希望の方は10月25日（水）までに、下記の研究会アドレス宛にお申し込みをお願いいたします。研

究会参加費は無料です。是非お気軽にご参加下さい。 

本研究会ポスターはこちら→クリック

■ 場所

見学会：日本女子大学　成瀬記念館 

書評会：日本女子大学目白キャンパス、百年館演21教室　

■ 日時

2017年10月28日（土） 

見学会：13：00―13：40（集合場所：成瀬記念館エントランス） 

書評会：13：40―16：30（集合場所：百年館演21教室）

※見学会は記念館の学芸員さまにご依頼していますので、集合時間厳守でお願いいたします。 書評会の開始時

間は見学会の進行状況により多少前後する場合がございます、ご了承ください

内容　書評：義江明子著『日本古代女帝論』（塙書房2017）/書評者 田中禎昭氏（専修大学

■ 研究会参加申込

申込締切：2017年10月25日（水） お申込先：gender*rekihaku.ac.jp　※「*」を「@」（半角）に置き変えて

ください。 ①ご氏名、②ご連絡先（メールアドレス）、③学生or一般、④懇親会（別途要参加費）参加ご希望

の有無 上記4点をお知らせ下さい。 

お返事には一週間程度お時間をいただく場合がございます。 あらかじめご了承ください。

目次に戻る



第6回研究会（公開）のお知らせ

2017年10月31日

歴博基盤共同研究「日本列島社会の歴史とジェンダー」では、下記要領で第6回研究会を開催いたします。 ご

参加をご希望の方は12月7日（木）までに、下記の研究会アドレス宛にお申し込みをお願いいたします。 研究

会参加費は無料です。是非お気軽にご参加下さい。 

本研究会ポスターはこちら→クリック

場所　国立歴史民俗博物館　大会議室　第一会議室に変更となりました

日時　2017年12月9日、10日

9日（土）

12:40-15:00　辻浩和著『中世の〈遊女〉生業と身分』（京都大学出版会、2017）書評者：曽根ひろみ氏（元神

戸大学）　 15:15-17:15　柳谷慶子「大名家奥向の空間と機能の可視化“試論”―仙台藩伊達家を中心に―」 懇

親会

10日（日）

9:00-11:00　伴瀬明美「王族‧貴族の女性が中世社会で生きること（仮）」 

11:15-12:15　義江明子「形成期の皇祖観をめぐって」前半（発表） 

13:00-14:00　義江明子「形成期の皇祖観をめぐって」後半（討論）

■ 研究会参加申込

申込締切：2017年12月7日（木） 

お申込先：gender*rekihaku.ac.jp　※「*」を「@」（半角）に置き変えてください。 ①ご氏名、②ご連絡先

（メールアドレス）、③学生or一般、④懇親会（別途要参加費）参加ご希望の有無 上記4点をお知らせ下さ

い。 

 

お返事には一週間程度お時間をいただく場合がございます。 あらかじめご了承ください。
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国際研究集会「東アジアにおける文字文化とジェンダー」開催のお知らせ

2018年01月12日

国際研究集会「東アジアにおける文字文化とジェンダー」 

동아시아 문자문화와 젠더 

Culture of Writing and Gender Studies in East Asia

■ 開催趣旨

ジェンダー史研究は世界の学界の重要な潮流となっており、国立歴史民俗博物館においても平成28年度から

共同研究「日本列島社会の歴史とジェンダー」を進めています。こうした流れを前提に本研究集会では、日本

と韓国の文字文化の問題を比較史的に検討し、東アジアの文字文化の特質をジェンダーの視点から浮かび上が

らせることを目的とします。

たとえば日本においては、漢字と仮名の関係をジェンダーの問題としてとらえることができますが、同様に

韓国においても、漢字とハングルの関係をジェンダーの視点からとらえることが可能です。交流協定を締結し

ている韓国国立ハングル博物館とともに本研究集会を主催し、文字文化とジェンダーの関係を、東アジアの中

でとらえることをめざします。

日時：2018年2月21日(水)　10:30 ～ 16:45

場所：国立歴史民俗博物館大会議室（管理棟1階） 

　　　※管理棟入口からご入場ください。地図はこちら

定員：50人程度（対象：研究者、学生可）先着順（要事前申込）

参加費：無料

使用言語：日本語（一部韓国語‧逐次通訳あり

主催：国立歴史民俗博物館

共催：韓国国立ハングル博物館

協力：JSPS科研費（15K02813） 

　　　「東アジア諸王室における『后位』比較史研究に関する国際的研究基盤の形成」

申込方法

参加申込フォームに必要事項をご入力のうえ、お申し込みください。 

参加申込フォームはこちら

スケジュール

10:30-10:45　開会‧開催趣旨説明 

10:45-11:45　館長挨拶‧博物館活動紹介 

　　　　　　　国立歴史民俗博物館/韓国国立ハングル博物館 

11:45-13:00　休　憩 

13:00-14:00　ユ ホソン（Riw, Ho sun）韓国国立ハングル博物館 

　　　　　　　「朝鮮時代女性読者のためのハングル資料」 

14:00-15:00　イ ヒョンジュ（Lee, Hyunju）韓国成均館大学校 

　　　　　　　「韓国古代金石文と女性－『蔚州川前里書石』から見た新羅の王室女性－」 

15:10-15:15　休　憩 

15:15-16:00　三上 喜孝（MIKAMI Yoshitaka）国立歴史民俗博物館 

　　　　　　　「古代日本の文字文化とジェンダー」 

16:00-16:40　コメント　伴瀬 明美（BANSE Akemi）東京大学史料編纂所 

　　　　　　　総合討論 

16:40-16:45 閉会挨拶

司会：仁藤敦史（国立歴史民俗博物館）
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日本列島社会の歴史とジェンダーニューズレター6号

あっという間に新年から一ヶ月が経過しようとしております。厳しい寒さが続き、関東でも例年にない積雪

に見舞われましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。「日本列島社会の歴史とジェンダー」ニューズレター

第6号では、昨年開催した第5回研究会と第6回研究会について報告いたします。また、2月21日（水）には国際

研究集会「東アジアにおける文字文化とジェンダー」が開催されます。是非ご参加ください（案内はこちら）

第５回研究会　書評『日本古代女帝論』　評者：田中禎昭氏

2017年10月28日（土）13:00-16:30（於日本女子大学）

13:00-13:40　成瀬記念館見学 

当研究会メンバーの水野僚子氏（日本女子大学）の案内で、成瀬記念館の見学を行いました。成瀬記念館

は、日本女子大学の創立者成瀬仁蔵の教学の理念と学園の歴史を明らかにし、広く女子教育の進展に寄与

することを願って設立された博物館相当施設で、学園史を中心にした資料紹介を中心に、学園の文書館、

博物館として、様々な活動をおこなっています。見学時は、「日本女子大学の災害支援」という特別展示

が行われており、女性による災害支援の取り組みの実態について学ぶことができました。

13:40-16:30　書評会 

義江明子『日本古代女帝論』（塙書房、2017）の書評会を行いました。書評会の開催は本研究会において

はじめての取り組みでした。評者として研究会外から田中禎昭氏（専修大学）をお招きし、著書の内容の

紹介とともに、忌憚のない意見、疑問点を提示していただきました。著者であり、当研究会メンバーであ

る義江氏（元帝京大学）にも参加していただき、著者‧評者‧参加者のあいだで有意義な議論が行われま

した。

◆ コメント



共同研究メンバーの村和明氏から、本書評会へのコメントをご寄稿いただきました。以下に掲載いたしま

す。

第5回研究会に参加して

村和明（三井文庫）

去る2017年10月28日（土）、日本女子大学目白キャンパスで開催された第5回研究会では、田中禎昭氏

による義江明子氏の近著『日本古代女帝論』の書評がおこなわれた。学術的に意義ある批判的検討をおこ

なう能力はないので、おもに感想を記させて頂くことにしたい。

私はいちおう近世の天皇制を勉強していたことがあり、

義江氏のお仕事はとても面白く拝読するものの、所詮は素

人のことで研究史上の要点や機微に疎いのだが、評者の田

中氏の（社交辞令でなく）非常にていねいな要約で、議論

のポイントが自分なりにも理解できた（ように思われ

た）。他方、著者の義江氏からは、評者の懇切なご紹介が

あり、特に村落の年齢階層の解明がいかにご自身の仕事に

役立てられているかを平易に述べられたので、研究史上の

評者の姿や両者の位置関係が整理されたところから議論が

展開され、門外漢としてはありがたかった。著者‧評者が

敬意を払い合いつつ、かなり突っ込んだ質疑もあり、さら

に研究史上の前提となるお仕事をされた仁藤敦史氏も参加

されていたので、議論はかなり立体的な様相を帯びた。その議論を筆録したり深めたりする能力はないの

で、以下雑駁に、個人的に印象に残った点を挙げたい。

一つは概念‧用語の取り扱い方である。ある概念‧用語が、辞書的もしくは学術文献上で明記された狭

義の定義‧用法に加え、研究史を取り巻く学会の雰囲気なり同時代の社会通念なりがもたらす含意をも

ち、ある種の色合いを暗黙のうちに帯びる際に、それらをいかに取捨し用いてゆくべきかという点、田中

氏の提起や、いくつかの語に即した質疑を通じて考えさせられた。また一つは、先行研究批判の方法であ

る。これは義江氏の著作のハイライトの一つと読め、田中氏も高く評価されていた部分であるが、折口信

夫説の問題点を指摘される際に、問題が生じた背景と過程が具体的に解明されることで、批判の趣旨にす

さまじい説得力が生じていて、研究対象と研究史の分析にはほんらい原理的な区分はないのだなと感じさ

せられた。用語やその背景にある研究史における暗黙‧無意識の合意の側面、自他の研究者のバイアスと

変化、等々に対する認識を強くもち、それらを自覚的に組み立て直して、意識をいきわたらせた叙述をお

こなうことの重要性が印象づけられた。

このほか、王権の変容を規定した複合的な諸条件を叙述する際に、その布置の理論的整理が必要との評

者の注文に対し、上から諸条件がある種総動員された印象との著者のリプライがあった点や、軍事力優先

の社会編成が上から志向されることが社会に及ぼす影響などの議論も、私の身近な分野にかかわって身に

染みた。

懇親会も、毎回のことではあるが、非常に充実したものであった。幸運にも義江氏‧田中氏‧仁藤氏と

顔を突き合わせる席に座らせて頂き、古代史の現況をうかがったり、休憩時間中に場外乱闘的にあった議

論への素朴な疑問を解決していただいたり、一度うかがってみたかった幼稚な疑問をぶつけたり、大変贅

沢な時間を過ごさせて頂いた。

以上は走り書きのメモと記憶で記しているので、誤りもあるのではないかと思う。寛恕をお願いする次

第である。



第６回研究会　「社会集団とジェンダー」

2017年12月9日、10日　（於国立歴史民俗博物館）

◆ 9日（土）12:40-17:15

12:40-15:00　書評『中世の〈遊女〉生業と身分』　評者：曽根ひろみ氏

辻浩和『中世の〈遊女〉生業と身分』（京都大学出版会、2017）の書評を行いました。評者には、曽根ひ

ろみ氏（元神戸大学）をお招きし、近世史研究の立場から、幅広い視野でコメントをいただきました。著

者であり、本共同研究のメンバーである辻氏が質疑応答の内容について、まとめとコメントをくださいま

した。以下、掲載いたします。

『中世の〈遊女〉生業と身分』書評会

辻浩和（川村学園女子大学文学部准教授）

　曽根ひろみ氏より、拙稿に対する書評をいただいた後、参加者を交えて質疑応答が行われた。その概要

について、簡単に紹介しておきたい。矢印の後が応答内容である。 まず曽根氏から出されたコメント‧疑

問点に対して、筆者の考えをお話しした。

‧全体としては網野善彦氏‧後藤紀彦氏の批判的継承を目

指したもの。 

→その通り。網野‧後藤説は遊女論を被差別身分論と切り

離す上で重要な画期となった。 

‧他分野の成果を積極的に取り入れているが、そのせいで

論理展開がわかりにくい。 

→基本的には考え方のレベルで他分野の研究を参照してお

り、分析自体は歴史学的にやっているつもりだが、説明が

長くなってしまった点は否めない。 

‧後白河‧後鳥羽の相違点、その社会的‧政治的背景がよくわからなかった。 

→当時の政治的文脈では、皇位継承に関して院（治天）の意向を踏まえているかどうかは重要な問題。そ

の点で両者は大きく異なっており、貴族から受ける支持が全く違う。 

‧ごく限られた史料からかなり大胆に一般論を導き出す手法に違和感がある。 

→中世史の中でも拙著はかなり断片的な史料を扱っている。そういう史料を使わないとそもそも議論が出

来ないので、実証が粗くなってしまうことは否めない。 

‧王権は〈遊女〉を組織的に支配しなかったが、寺社が組織的に支配するのはなぜなのか。 

→推測だが、寺社による支配の目的は法楽、神様を楽しませるという寺社の本質にかかわる部分にあっ

て、だからこそ〈遊女〉を拝殿組織に取り込む。一方、朝廷儀式においては遊女を組織するメリットが特

にないのではないか。 

‧兵庫の遊女を組織する「上部権力」とは何か。 

→恐らく西宮などの寺社だと思うが、史料的にわからないのでそういう表現をとっている。

‧近世への展開について「遊女」と「売女」の混同が見られる。「売女」の系譜、例えば「夜発（やほ

ち）」をどう理解するのか。 

→史料への出現状況をみると、「遊女」と「夜発」は辞書的な史料で、必ず対になって出てくる。個々の

事例を見ても、同一実体を指す異称と見るべきだと思う。街娼的な存在が出てくるようになるのは、15世

紀末の『廻国雑記』あたりが最初なのではないか。 



‧近世初頭の遊女にあまり卑賤視は見られない。むしろ世

の女の鏡とさえ思われていた節がある。評者が指摘した

「むき出しの売春」の主体は、近世後期以降の下層の遊

女、あるいは街娼であり、近世初期の遊女とは区別されね

ばならない。 

→街娼的存在が出てくるのが15世紀末なので、「むき出し

の売春」は近世とつなげて考えた方がよいのではないかと

考えた。ここでは「卑賤視」よりも「特殊視」に力点があ

り、横田冬彦氏が論じたような近世初期の「特殊視」に繋

がるのではないかと考えている。

次に、フロアから以下のような質問が出された。

小島道裕氏：①『七十一番職人歌合』の立君の絵については、岩崎佳枝氏が指摘しているように男性を

「奈良法師」の使と捉えた方がいいと思う。そうすると『東山名所図屏風』で清水坂に描かれる女性のお

酌をどう捉えるかが問題になる。通常の遊女屋の定型的表現とも異なるが、どう考えるか。②後家尼のよ

うな女性が近世になると急にいなくなってしまう。女性の地位自体が変わっていく中で遊女の地位も変わ

るのでは。 

→①五条坂の遊女については他にも史料があるので、『東山名所図屏風』も遊女ではないかと考えた。お

酌をするというのは一般の女性とは考え難いのではないか。②女性一般についてはまだ勉強不足なので今

後勉強したい。 

横山百合子氏：①遊女の変容はセックスワークの流れの中で位置付けるのではなく、女性一般の地位変化

の中で位置付ける方が、時代構造と関連付けられると思う。近世になると女名前が激減し、女性が自立し

た経営者として存在すること自体がほぼできなくなる。特に近世都市では遊女の営業ができる条件そのも

のがないのではないか。②客としての男性の階層性、都市社会構造に対応する客層の変化と、遊女の変容

がリンクしているのでは。③遊女を都市の事象と見るならば、都市の権力編成のあり方についても目配り

が必要なのではないか。④近世だと権力に把握されているのが遊女屋―遊女で、把握されていないのが売

女屋―売女。そういうあり方は他の身分とも共通する。 →①中世後期の女性の地位変化については研究が

少なく難しい。②中世後期の遊女屋の客は、青侍などが多いと思う。史料的に集めることは可能なので今

後考えたい。③中世後期の遊女史料は、基本的に都市的な検断‧暴力‧騒擾と関わる形で出てくる。そう

いう意味で都市権力と無縁ではない。④遊女集団の外で女房たちが買売春を行っていることから考える

と、組織されていない女性たちがいるはずだが、中世後期だと史料的にほとんどわからない。 

著者：近世には女名前の遊女屋が多くあるという話を聞いた。それはどう捉えればよいか。 

→横山氏：遊廓の中の女名前はたくさんあるが、自立的な女性経営の場合は男性が背後にいて暴力的にし

きる場合が多いので、名前だけでは判断できない。後家の場合や、遣り手が立ち上がって一家経営してい

る場合もあると思う。 

長志珠絵：古代史の研究者が中世の方まで時代を下げて女房と遊女の互換性を論じることにはどのような

意味があったのか。 →遊女は女房と同じ階層の人々から発生するとされるので、その性格が中世まで残る

ということを確かめたかったのではないか。 

水野僚子氏：様々な場面にいたはずの遊女が一様に描かれていることに意味があると思う。誰が遊女をそ

のように見たかったのかという問いが必要ではないか。例えば『一遍聖絵』の場合だと、酒宴‧遊女と一

遍の対比が重要。そういう描かれ方を読み解ける人でないと、あまり機能しないものだったのではない

か。 

→著者：絵の機能という視点からは、定型表現、図の引用などをどう理解すればいいのか。 

→水野氏：絵描きが書き写して広がっていく場合と、典型的なイメージを描いている場合があるが、祖師

の教えと関わっていないと書かれない。そういったところから一つ一つの絵巻の制作事情を見ていく必要

がある。 



曽根氏：遊女の容貌について書かれているが、貴族女性などの容貌は書かれないのか。 

→著者：貴族の場合には基本的には髪とか立ち居振る舞いで判断されているのでは。 

→水野氏：『源氏物語』を見ていると、美醜問わず容貌について書かれているので、容貌の判断自体はあ

ったと思う。ただし、末摘花であっても貴族女性の容貌を絵に描くことはしないので、貴族女性としてあ

ってはいけないことは描かなかったのではないか。 

曽根氏：また近世だと隠れて売春をすることは違法なので史料に残るが、中世だと権力がそこまで関与し

ないのでは。 

→中世だと売春自体を取り締まることはない。史料的にはむしろ仏教的罪業視が大きい。 

→横山氏：近世も売春自体が取り締まられることはなくて、届け出ている場合にはむしろ権力には保証す

る義務がある。 

　横山氏から、遊女の自立性が失われることを位置付ける上で、女性の地位低下を追究する女性史の成果

を批判的に継承することの重要性が再度強調され、議論は終了した。 　今回、様々な時代‧分野の方に

意見をうかがって特に興味深かったのは、史料の扱い方をめぐる議論である。時代‧分野によって全く感

覚が異なるため、より丁寧な議論に努める一方で、中世史としての方法論を自覚的に深める必要性を痛感

した。

15:00-17:15　研究報告

報告1　大名家奥向の空間と機能の可視化“試論”―仙台藩伊達家を中心に― 柳谷慶子
（東北学院大学

◆ 武家の奥向研究の進展と史料群

近世の武家の奥向研究は近年、あらたな成果を積み上げているが、博物館の展示にどのように活かされ

ているのだろうか、また今後どのような展示の可能性を生み出せるだろうか。本報告はこうした問題関心

のもとに、いくつかの観点から関係史料を紹介し、奥向の空間、および機能を可視的に理解するための視

点をささやかながら提示した。

徳川将軍家、および大名家には、それぞれ当主の女性家族がおり、当主家族に仕える奥女中の組織があ

ったが、長らくその存在や職制の解明は歴史学の実証研究の対象とされずにきた。幕政史も藩政史も、も

っぱら表向を担う男性家臣の役職や官僚化に着目し、また男性当主と家臣で執り行う政治儀礼に関心を向

けてきた経緯がある。こうした研究状況の背景には大きく二つの問題を指摘できる。

ひとつは、当主の妻室や奥女中が担う任務に対して現代社会のジェンダーバイアスがかかってきたこと

である。奥女中は将軍‧大名夫妻のそば近くに仕え、子女の出産と養育、および日常の衣食を中心とする

暮らしの世話に従事するほか、当家と親族‧一族家との通信役割などを担っていた。それは権力体として

の武家の存続を図り、武家が備える格式の維持と再生産に関わる重要性を帯びた任務であった。だが「女

中」の名称からは、近代の家で雇用された使用人のホームヘルパー的なはたらきがイメージされがちであ

る。家事や育児の仕事に対する対価の低さもあり、時代のなかに正当に位置付けられずにきたといえよ

う。当代の私的な家事領域とは峻別される、「公的」性格を帯びていた任務‧職務であることへの認識が

もたれずにきたのである。

二つ目として、奥向関係の史料は表向と比べれば残存度が少ない。人付きの職務であり、側近くに仕え

ることから守秘義務が課せられていたことが大きな要因の一つであろう。一次資料として伝存するのは雇

用時の証文や誓詞ぐらいで、役職の中身に関する一次資料の残存度の低さが研究の関心を喚起しないでき

たことは否めない。

ほかにも、奥女中の奉公は表の武士と異なり基本的に当人1代限りとされ、家としての継承がないとみ

られてきたこと、さらに政治に関与する言動を戒められてきたことなどを挙げてよいだろう。



1990年代に入り、長野ひろ子氏により、歴史学にジェン

ダー視点の導入の必要性が主張され、近世政治史の読み解

きにもその観点が示されると、将軍家‧大名家の奥向に対

して「政治領域」「公的領域」の視点が及ぶこととなり、

関係史料の掘り起こしが速度を増してきた。幕政‧藩政史

料の一群に奥女中の分限帳が多数発見され、正室の日常を

記す奥日記や、子女の誕生とその生育儀礼を記す記録類な

ども見出されてきた。この間の経緯については、福田千鶴

氏『近世武家社会における奥向史料に関する基礎的研究』

（平成16年度～19年度科学研究費補助金基盤研究C）、同『日本近世武家社会における奥向構造に関する

基礎的研究』（平成21年度～23年度科学研究費補助金基盤研究C）、菊池（柳谷）慶子　『近世武家女性

のライフサイクルと奥奉公に関する基盤的研究』（平成23年度～26年度科学研究費助成事業‧学術研究助

成基金助成金基盤研究（C）などを参照されたい。

奥向が担った主な役割には、①子女の出産と養育による世襲の家の継承、②世継ぎの男子の初期教育、

③一族‧親族との贈答‧文通による交際、④諸儀式の執行などがあり、さらに参勤交代時の江戸上屋敷に

おける正室や後家の指揮権の発動や、表儀礼への参加、幼少当主の後見役割なども明らかにされてきてい

る。一方、奥向は表向と異なり、組織と規模は当主の代ごとに流動的であることは十分に認識される必要

がある。当家メンバーの数や出自は代により異なり、奥女中の任務は人付きであることに起因するもので

ある。

◆ 奥向を扱った展示の動向

最近10年ほどの全国の博物館の展示で、奥向が取り上げられた例の多くは、婚礼儀式とその調度及び衣

装を並べて解説を加えるものである。徳川美術館所蔵国宝「初音蒔絵調度」（３代将軍家光の娘千代姫が

尾張徳川家２代光友に嫁ぐ際に持参）の歴史はよく知られているが、各大名家の歴代正室の調度品や雛道

具、衣装などが、県立‧市立博物館での展示に定期的に登場し、所有者の人生に関心が向けられてきた。

2017年度でみれば、9月に徳川美術館本館「秋季特別展　天璋院篤姫と皇女和宮」、10月には東京都立中

央図書館「幕末の大奥と明治の皇城―和宮と昭憲皇太后」などがある。 

仙台市博物館で2001年に仙台開府４００年記念として開催された特別展「大名家の婚礼　お姫さまの嫁

入り道具」はまさにその名称通りの展示であったが、2015年度の企画展示「仙台藩主勢ぞろい！―初代伊

達政宗から13代慶邦まで―」では、13代にわたる歴代藩主と正室をセットで肖像画、自筆書状、絵画‧和

歌を展示したことに大きな特徴があった。従来関心を向けられなかった正室たちの血肉を感じさせる所蔵

史料を掘り起こし、出自や夫婦の関係を紹介した展示の方法は、担当学芸員の問題意識がうかがわれ、展

示品の一つ一つに興味を引き付けられた。 

さらに近年の研究成果が可視化された展示の例として、江戸東京たてもの園　2011年4月の特別展「武

家屋敷の表と奥」では、複数の屋敷絵図の比較検討をおこなっている。これに先立って鳥取県立博物館の

2006年「女ならでは世は明けぬ―江戸‧鳥取の女性たち」は、鳥取藩の女性の資料を庶民と武家の双方で

出していたが、武家女性については屋敷絵図、書簡、道中日記、肖像画、衣装を展示し、奥女中の分限帳

をはじめ豊かな史料群の紹介があった。 

一方、国立歴史民俗博物館では1994年、企画展示「近世の武家社会」が開催されている。ここに女性の

姿がみえないのは、当時の研究状況を映し出すものであろう。2010年の企画展示「武士とはなにか」で

は、Ⅵ章「文武両道」のなかで、奥女中の出世をテーマとする「奥奉公出世双六」と「新版娘庭訓出世双

六」の二点が展示された。双六は、男性にとって出世は身分を超えないことを示唆するが、これに対して

上記の双六は、農民や町人から奥女中となる道を示しており、すなわち女性は奥女中となることで武士身

分に身上がりできる可能性を伝えている。展示史料にはほかに「川路佐登子日記」があり、解説が加えら



れている。奥女中の身分を取り上げるのであれば、将軍家や大名家の分限帳は有効な展示資料になるはず

である。

◆ 奥向を可視化させる史料群

奥向の「公的」領域を展示として可視化するうえで、どのような史料群の提示が可能だろうか。以下、

①大名家の奥向空間、②奥女中の衣装と髪型の描写に注目し、さらに③出産‧養育、教育役割、④奥向の

交流を支える文通役割、に関して史料群をみておこう。 

 

（１）奥向の空間構造 

江戸城大奥絵図、大名家の屋敷絵図については、表‧中奥‧奥の配置、奥における御殿向（正室の居

所）‧長局（奥女中の生活空間）‧広敷向（男性家臣の詰所）の配置が知られるが、さらに部屋割に注目

することで、女性たちの日常の暮らしや仕事空間の理解が深められる。一つの大名家で江戸屋敷と国元の

居城の奥向を比較し、さらに複数時期の建物群の比較検討をおこない、表向と奥向、奥向のなかの変化の

模様も探りたい。 

部屋割と奥日記の記載とを合わせてみることにより、奥向でおこなわれる正室と奥女中による諸儀式の

一連の流れや、奥女中相互の仕事の連携ぶりなどをイメージすることも可能となる。 

一方、一関市立博物館蔵「宣寿院六十画図」は、一関藩田村家6代藩主宗顕正室かね（1793～1855）の

還暦祝の模様を描いた画図であるが、祝宴が催されたと思われる江戸中屋敷奥向の座敷の構造や意匠、ま

た儀礼における演出に推察を加えるだけでなく、当主夫妻と奥女中の儀礼時の姿も推察できそうである。

（２）奥女中の髪型と衣装 

男性武士にはその身分‧格式の序列の標識となる衣装が定められている。将軍および大名の姿を残す肖像

画や、日常の姿を映した絵が少なからず伝来し、上記の点を考察できる。これに対して奥向の女性の化粧

と髪型、衣装の特徴を知る史料として、正室については同時代の肖像画が残るが、仙台藩伊達家の場合

は、歴代当主夫人の肖像画が揃って伝来し（仙台市博物館所蔵）、正装すなわち儀礼時の姿を推し量る資

料として貴重である。 

楊洲周延による浮世絵「千代田の大奥」は明治半ばの作品群であるが、旧江戸城大奥女中によるヒアリ

ングをもとに執筆‧刊行された『千代田城大奥』の情報に基づくものとされ、映画やテレビドラマで江戸

城大奥を描くうえで重宝されてきた。（パブリックドメイン美術館「浮世絵千代田之大奥」で閲覧可

能）。創作性の強さを疑いえない部分があり、歴史資料としての分析に慎重さを要するが、大奥の年中行

事における将軍夫人と奥女中の衣装と髪型の様式や、化粧のありかたなど知る資料として、検討の余地が

あろう。 

一方、藩政文書の一群にも奥女中の姿を映した史料を見出せる。前述した「宣寿院六十画図」は一関藩

田村家文書のなかにあるが、これと関係して一関市博物館には近年、藩校の教授により描かれた「宣寿院

様在所御下之節御遊覧毎所真写」と題した画帳が寄贈された。宣寿院に従い江戸から一関に下った奥女中

たちの城内外での姿が注目される（菊池（柳谷）慶子「大名家正室の領国下向と奥向―一関藩田村家宣寿

院の事例を中心に―」（『東北学院大学論集　歴史と文化』52号　2014年）。 

奥女中の衣装‧髪型の規則を記す史料として、仙台藩伊達家文書「御奥方格式」（仙台市博物館所蔵）

は一級史料である。式日の衣装を定める巻八には、たとえば上級女中である御年寄と若年寄について、綸

子の打掛を着用し、額に眉を描き、髪はすべらかしに長髢を付けるなど、具体的で詳細な規則を記してい

る。巻三「衣服制之事」では、式日以外で全般的な役職の衣服の規則がわかる。奥女中の衣服と髪型‧化

粧の復元に最適な史料であるだけでなく、当家の格式や表の武士との比較などの視点をもつことで、ジェ

ンダーを論じる材料にもなろう。



（３）奥向が担う出産‧養育、教育役割 

秋田藩佐竹文庫（秋田県公文書館所蔵）の一群には、藩主正室の懐妊記録である「御前様御妊娠留書」を

はじめ、子女の懐妊から誕生後の儀礼をとどめる記録類が複数伝来する。藩政中期の改革政治の担い手と

して知られる9代藩主佐竹義和に関しては、『御亀鑑』（第一巻　江府一）に誕生以来の養育に関わる記

事が収載されているが、こうした記事は従来、生育儀礼の検討に使われてきたくらいで、他に分析の観点

を見出されてこなかった。 

世継ぎの出産、養育は大名家の存続に関わる当家の重要事である。近世中後期の大名家では3歳以前の

子女の死亡率が高く、そのため相続の危機的状況が生まれていた。それだけに奥向のスタッフの配属、選

定、スタッフ相互の連携の姿、養育役割が遂行される経過は検討されるべき問題であろう。 

文化9年7月に誕生した佐竹義和の嫡子雄丸の養育体制を「雄丸様御誕生留書」によってみると、懐妊を

祝う着帯の儀式ののち、誕生月の1か月前には養育部屋が建設され、「御出生様御付女中」すなわち養育

スタッフとして、奥女中と乳母を併せて11人があらたに採用され、引っ越しがおこなわれた。出産時に

は、子安姥‧腰抱姥‧子安姥下女‧御乳母‧むつき洗が雇われている。この養育スタッフは誕生儀礼の場

に列席しており、その後の養育体制の動きも知ることができる。 

幼少時の世話だけでなく、藩主に育て上げる教育に、生母である正室や、後家の祖母の果たした役割も

あった。これを知る手がかりの一つは書状（女筆）にある。7代藩主重村側室正操院は、血筋の孫斉宗に

対して、藩主としての心得を諭す姿が書状の文面からうかがえる。多数の書状が残るが、一例として文化

10年、17歳にして藩主となり、初入国を終えた斉宗に対して、上府の途上で正操院が送った手紙（『伊達

家文書』2912号）には、無事に帰国を果たし、領内の末端まで評判がよく、安堵したことを述べた後に、

「それニ付ても、猶随分随分御心かけ遊ハし、御意もはきはきと遊ハし、それそれ江御意被下候得者、

誰々有難そんし上候ものニ御座候まま、もはや御十八ニも成らせられ候御事、いついつ迄も御若年様之や

うニハ、人々も存不申候まヽ、くれくれも御意之所、御奉行はしめ、よう御はなし等も遊ハし候様ニと存

上奉候」という一文がある。これは単に祖母の孫に対する心情の吐露で終わらせるものではないであろ

う。斉宗の父（斉村）‧嫡母（鍇姫‧信証院）の早世ののち、残された血筋の祖母として、教育役割の責

務を自覚して与えた訓戒として読み取れる。

（４）奥女中の文通役割 

役方の奥女中の仕事の一つに、正室の意を受けて将軍家大奥や当家の姻族‧一族の奥向と書状をやりとり

する文通役割がある。このため役方トップの老女をはじめ、上級女中たちは、特異な女筆の書法（散らし

書き‧撥ね文字‧文体等）を身に着け、日々少なからぬ数の書状を書いていた。 

一関藩田村家文書のなかに、当家の老女たちが本家である仙台藩伊達家の老女との文通にさいして作成

した書状の下書き帳面が伝来する。「御本家様御老女江御文通下書」「御本家様御老女江御文通下書覚

帳」「御本家様御老女江御文通下書覚帳」などと題されたこれらの帳面は、定型的かつ実用的な例文集と

しての便宜性を備えており、その後長らく文通のマニュアルとされたことを確認できる（前掲、菊池

「「大名家正室の領国下向と奥向―一関藩田村家宣寿院の事例を中心に―」）。女筆については本研究会

のメンバーである福田千鶴氏が第２回研究会で「近世女筆学の構築に向けて」と題して報告され、要旨が

『日本列島社会の歴史とジェンダー　ニューズレター』第２号に掲載されている。福田氏が指摘されるよ

うに、女筆消息からリテラシーの獲得に向けた女性たちの努力や消息自体の変化を明らかにする必要があ

り、その前提となる解読が進められなければならない。老女たちの日ごろの日課には、マニュアルに基づ

きながら季節の挨拶と用件を適格に伝える書状の技術を磨き、奥向の交流を担う姿があったのである。 

一方、伊達家の奥向は江戸城大奥との間で、定期的に時候の挨拶と献上品をおこなう関係が構築されて

おり、これを担う奥女中は「女使」と呼ばれた。「女使」は御三家‧御三卿のほか、将軍姫君が嫁いだ大

名家など、将軍家と由緒の築かれた家だけに許される特権的な交流任務である。その具体的な姿は松崎瑠



美氏が「大名家の正室の役割と奥向の儀礼」（『歴史評論』747号、2012年）ほか複数の論文で検証され

ているほか、柳谷も「大名家『女使』の任務―仙台藩伊達家を中心に」（『女性官僚の歴史』吉川弘文

館、2013）で検討したことがある。 

伊達家の12代斉邦正室綵姫に関する記録である「天保十二年五月御記録」（明治大学刑事博物館所蔵）

などには、年間の儀礼において「女使」を務めた奥女中の口上、書状のやりとりが知られる。また正室の

代理となり江戸城に登城する女使一行の隊列や衣装などに触れた史料もあり、その姿の復元は十分に可能

である。登城行列は大名家の権威を可視化するもので、一般的には乗物（蒔絵‧鍍金金具‧緞子）‧長

刀‧挟箱（2荷1組）‧歩女（紗綾や縮緬に伊達染の小袖）を伴うが、伊達家の隊列は当初から地味な成り

立ち（青漆の乗物、長刀‧挟箱はなし、歩女は木綿着用）を特徴としたことも知られる（『伊達家文書

七』2548号）。 

最後になるが、奥女中が就任にあたり提出する「奥女中誓詞」の紙質は、弘前藩津軽家や伊達家のもの

を見る限り、表の男性役人の起請文と比べて劣る。比較してその事情を探ることもジェンダーの視点の一

つであろう。 

以上、本報告は史料の断片的な提示にとどまったが、当日は学際研究の場にふさわしい多くの示唆を頂

戴した。記してみなさまに心より御礼を申し上げたい。

◆ 10日（日） 9:00-14:00

9:00-14:00　研究報告

報告2　中世前期の貴族社会における女房　―男女之栄―

伴瀬明美（東京大学史料編纂所）

　女房とは、天皇および諸院宮‧（女御などの）キサキ、摂関家等の貴族家などに仕える侍女であるが、

女房たち自身も貴族階層の出身であり、貴族社会の一員である。

　女房に関しては、摂関期の女房の存在形態を総合的に明らかにした吉川真司氏の研究があるほか、院政

期以降、中世前期の女房については、女院制度を人的に支えたものとしての女房の存在形態を五味文彦氏

が明らかにしている。

　本報告では、女院研究から離れて、改めて中世前期の女房について考えることとし、中世前期の貴族社

会において女房として出仕することの意味に焦点を当て、摂関期の女房との違いに留意しつつ、藤原定家

やその姉が残した豊富な記録をもとに検討した。

　宮内庁書陵部蔵『砂巌』巻五所収「藤原俊成男女交名」（以下「砂巌交名」）は、俊成の子である定家

自身が作成したとされる俊成の子どもたちの交名である。男女を通じて一世代の全子女が記されている貴

重な事例であり、とくに女子に関する記述が詳しい点も重要である。『尊卑分脈』では俊成の女子として

記されるのは４人、そのうち女房としての出仕が記されるのは１人のみだが、「砂巌交名」よれば女子は



11人で、全員が女房として諸院宮に出仕していた。これに

よって、『尊卑分脈』の女子に関する記述が相当省略され

ていることが改めて確認されただけでなく、女房としての

記載がなくとも女房であったケースがかなりあるであろう

ことがわかる。

　次いで、この「砂巌交名」と『明月記』本記にみえる記

事をあわせて俊成の娘たち11人の交名（以下「明月記交

名」）によって、俊成の娘たち11人それぞれについて女房

出仕その他の事蹟を整理したところ、出仕先は八条院、後

白河院、好子内親王、建春門院、式子内親王、高松院、上西門院、承明門院と様々で、出仕先の変更もあ

り、宮仕え後に結婚し子を産むケースも多いことなどがわかった。そして重要なのは、藤原定家がこれら

の交名において、俊成女子11人全員が禁色をゆるされ、数多くの出仕先において重用された女房であった

ことに重きをおいており、それを誇るべき、記録に値することとして記したと考えられることである。

　この「砂巌交名」からうかがえる女房出仕に関する意識は、摂関期の宮仕えをめぐる言説とは大きな差

異がある。摂関期において女房として出仕することは、女房文学のなかで女房たち自身によって、ともす

れば軽く見られ、不本意であることとしてしばしば語られた。『栄花物語』には、女房としての出仕が恥

であったり、零落の象徴とされるようなエピソードが多くみられる。

　一方、中世初頭において、女房としての出仕はどのように意識されていたかを『明月記』本記に見る

と、定家は長女が禁色を許された日の日記で、その喜びを前年に長男が蔵人頭に補任されたことと並べて

「不肖之身、男女之栄、分已以満足」と記し、父俊成についてはさらに「女子禁色、男子昇殿」という恩

寵に預かっていたことを記している。男子が官人として出仕するように、女子は女房として出仕し、重用

され、栄達を遂げることを家の名誉とする意識が読み取れる。

　摂関期からの意識の変化の背景には、藤原道長‧頼通による度重なる良家女子の召し出し、院政期にお

ける後宮秩序の変化、さらに荘園制の成立にともなう貴族家の経済基盤の変化など、摂関期から院政期に

かけての女房をめぐる社会関係の変化があり、それによって、女房としての出仕が貴族女性の生涯におけ

る一般的なあり方になっていったと考えられる。

　そうした段階ではもはや出仕するかしないかではなく、どのような形で出仕するかが重要になる。定家

の姉が記した『たまきはる』から、皇太后（後に建春門院）平滋子の女房集団の秩序のあり方をみてみる

と、主人との関係や家格による上臈‧中臈‧下臈の区分、それによる祗候場所、その設え、装束の差異、

禁色といったもののほか、女房名、乗車の順序などの秩序指標が存在したことがわかり、それが乱される

ことは女房本人とその家族にとって重大な問題であったことがわかる。女房集団において多様な秩序指標

がみられたのは、官位によって秩序づけられる男性官人とは異なり、女房の多くが無位無官であったこと

が関係していると思われる。ここまでの厳格な秩序は、『紫式部日記』や『枕草子』からうかがう限り摂

関期にはみられない。

　摂関期とは異なる多様な指標による厳格な秩序の存在が、「砂巌交名」、『明月記』にみえる禁色への

執着であり、これらが書かれた背景といえよう。さらにその背景にあったのが、家格の確立と思われる。

官人（男子）にとって家格にあった昇進、処遇（昇殿等）を受け、極官に上れるかが死活問題であったよ

うに、女房（女子）も、家格と女房名や序列がつりあうか、しかるべき処遇（禁色勅許等）が得られるか

が家にとって重大な問題となった。男性官人においてみられるように、女房についても上位者の養子とな

ることにより処遇の向上をはかる事例がみられる。女房としての出仕は出身の家と密接に関わるものであ

った。そのことは定家が自身の娘の出仕に深く関与していることからもうかがえる。



　中世前期の貴族は、男性は官人として、女性は女房として出仕し、それらはいずれも「官仕」（訓は

「みやづかへ」）と記された。だが男性が政治行政に携わる一方、女性は（取次等に政治的役割があると

はいえ）基本的には主人の身の回りの世話に従事したのであり、ここに「公に仕える」ことにおけるジェ

ンダーを見て取ることができよう。

　ただし、東アジアに視野を広げると、貴族階級の女性が「出仕」すること自体が東アジア諸王室では異

例であることがわかる。中国歴代王朝、朝鮮王朝では女官‧宮女は基本的には低い身分であり、多くが不

自由身分であった。日本列島における社会集団とジェンダーを考えるとき、女房のあり方は（女官につい

ても）興味深い材料の一つではないだろうか。

報告3　形成期の皇祖観をめぐって

義江明子（元帝京大学）

　6～7世紀の女帝を輩出した王族集団のありようと、双系的社会を土台に父系皇統観が形成される過程を

考えることが、本報告の課題である。

　古代女帝については、通常の皇位継承困難時に「仮即位」したとする女帝「中継ぎ」説が、長らく通説

だった。これは、実際の統治機能は男性が担ったとする女性非統治者説でもある。しかし1990年代末以

降、性差を前提としない研究がすすみ、男女ともに年齢と血統的条件を満たし資質のある者が、群臣に推

戴／承認されて即位したことが明かになった。現在では、男女ともに実質的統治者であることは、学界の

共通理解となっている。その上で、皇位継承の上ではやはり父系継承のための「中継ぎ」とみるべきとの

考えも根強い。他方で、古代の基層の親族原理が双系的なものだったことは、現在、広く認識されてい

る。支配層から次第に父系に傾斜しはじめるが、7世紀においては「母からの皇位継承」も実態／観念に

おいてあり得たのではないか。父系皇統として記述されている記紀を基本史料としつつ、「母からの皇位

継承」をいかにして検出できるか、皇極＝斉明とその子たちを焦点に考える。

　舒明と皇極の間に生まれた天智‧天武兄弟の子孫が奈

良‧平安時代の皇位を継承していくことから、舒明の段階

に画期を認める「舒明王統」説がある。雄略の伝承歌の次

に舒明以降の御代の歌を掲げる『万葉集』巻１の時代観

も、それを裏づける。しかし、７世紀後半の史実として

は、歴代遷宮の習わしを超えて舒明「岡本宮」に重層して

築かれた飛鳥宮も、舒明以降の天皇陵に特徴的な八角墳

も、皇極＝斉明が作り出したものである。また、7世紀末

～8世紀初には、斉明を皇統権威の起点として重視する意

識が認められる。

　皇祖観としては、どうだったか。「皇祖大兄」：彦人（舒明の父で、皇極の祖父）、「皇祖母尊」：皇

極＝斉明、「皇祖母命」：糠手（舒明の母）、「皇祖母命」：吉備（皇極の母）と、『書紀』には「皇

祖」を冠する四名の男女が見える。七世紀前半～半ばにかけての人物である。ここにみられるのは、「皇

祖大兄」を起点とする父系直系皇統観ではなく、皇極母子を起点とする三～四世代深度の、逆三角形をな

す双系的系譜意識である。

　「大兄」は「母を同じくする同母子単位集団の代表」〔荒木敏夫〕である。複数の大兄が「王位継承有

資格者」となり、互いをライバルとして争った。従来は注目されていないが、この同母子単位には「大

兄」とともに、その母（キサキ）である女性尊長「御祖」（ミオヤ）の存在が不可欠である。「皇祖大

兄」と「皇祖母」はたんなる親族名称ではなく、「皇祖」と位置づけられた特別のオオエ／ミオヤをさす

尊称とみるべきだろう。



　『旧唐書』によると、中国皇帝の冊封下にあった新羅善徳王（642-645治世）は国人から「聖祖皇姑」

の号を奉呈された。この「皇」は「仏教的な神聖観念」を表すという（盧泰敦）。現在、君主号としての

天皇号の成立は天武朝とみる説が有力だが、「皇」（スメ）観念の成立と天皇号の成立は切り離して考え

るべきである。『古事記』が穴穂部王（欽明の子、用明の異母弟）について記す「須売伊呂杼」（スメイ

ロド）は、欽明の男女四子が相ついで即位する世襲王権成立の画期において、「スメ」観念の萌芽したこ

とを示唆する。皇極は同母弟孝徳への史上初の譲位に際して、「皇祖母尊」（難波宮出土木簡によれば、

当初は「王母」か）の称を奉呈された。この特別の尊称を起点に、四名の「皇祖」称が双系的「皇祖」観

として（斉明時に？）成立したとの見通しを、仮説として提示しておきたい。

　舒明と皇極＝斉明の子は、中大兄（天智）‧間人（孝徳のキサキ）‧大海人（天武）の三名である。

『万葉集』巻１の３番‧10番題詞にみえる「中皇命」は間人をさす。「中」は二番目の意味で、男女混合

配列で間人は第二子である。『古事記』の天皇系譜が示すように、６～７世紀は、男女の「王」（ミコ）

を、男女混合配列で、同母子単位で書き上げるのが通例だった。７世紀後半に王族称号の序列化がすす

み、天皇の子は「皇子」「皇女」、他の王族は「王」「女王」の称号が定まった。処遇差の制度化を伴

う、ジェンダー表記の成立である。天皇号の成立と連動する「皇子」（ミコ）「皇女」（ヒメミコ）の略

記である「皇」は「ミコ」だが、それ以前の「皇」字は「スメ」として別個の解釈が必要である。「中皇

命」は「ナカツスメラミコト」（中天皇）でも「ナカツミコノミコト」でもなく、「ナカツスメミコト」

と訓むべきだろう。「スメミオヤ」（皇極）の尊貴なミコたちの二番目の意味である。

　大海人（天武）を、『書紀』は「大皇弟」等と表記する。中大兄（舒明の子として、異母兄古人大兄に

次ぐ二番目の大兄）の弟としての「皇弟」(スメイロド)の地位を示す美称である〔仁藤敦史〕。同時に、

「皇祖母尊」（スメミオヤ）の子で、「中皇命」（二番目のスメミコ）につぐ「皇弟」（スメイロド）で

もあり得るではないか。

　敏達～皇極＝斉明まで、６～７世紀の大王たちは、日常的な絆／親愛感に基づく母子同葬を望むことが

多かった。だが持統は、若くして亡くなった息子草壁とではなく、前王天武との両君同葬を選んだ。持統

３～５年には歴代天皇の確定と同時並行で歴代陵墓（に相当する古墳）の選定がなされ、この選定作業は

８世紀前半まで続く〔北康宏〕。６～７世紀の男女大王はほぼ40歳以上で即位し〔仁藤敦史〕、これは、

村落社会の年齢秩序とも対応するらしい〔田中禎昭〕。697年、持統の譲位による15歳の孫文武の即位

は、こうした長らくの慣行を破る出来事だった。これを可能にしたのは、律令国家体制の確立と皇太子制

の成立である。皇極母子を起点とする双系的皇祖観から記紀にみられる父系直系皇統観への転換は、持統

朝から８世紀前半にかけてなされた、と見ておきたい。

目次に戻る



日本列島社会の歴史とジェンダーニューズレター7号

2018年05月25日

若葉が初夏の日ざしにまぶしく輝く季節となりました。日中は汗ばむくらいの陽気が続く今日この頃、皆様

いかがお過ごしでしょうか。「日本列島社会の歴史とジェンダー」ニューズレター第７号では、2月21日

（水）に開催された国立歴史民俗博物館主催‧韓国国立ハングル博物館共催‧ＪＳＰＳ科研費（15K02813）

「東アジア諸王室における「后位」比較史研究に関する国際的研究基盤の形成」協力による国際研究集会「東

アジアにおける文字文化とジェンダー」参加記を掲載いたします。 　 集会は、パク　ヨングク（朴榮國）国立

ハングル博物館館長による国立ハングル博物館の設置目的と特徴、展示の紹介をいただいた後、久留島浩館長

による歴博の紹介と、館内の文字に関わる展示見学に続き、3本の報告とコメント、総合討論が行われ、本共同

研究にとっても、大変有意義な研究集会となりました。

国際研究集会「東アジアにおける文字文化とジェンダー」

동아시아 문자문화와 젠더 

Culture of Writing and Gender Studies in East Asia

2018年2月21日（水）（於国立歴史民俗博物館）

◆ スケジュール

10:30-10:45　開会‧開催趣旨説明

10:45-11:45　館長挨拶‧博物館活動紹介 

　　　　　　　国立歴史民俗博物館/韓国国立ハングル博物館

11:45-13:00　休　憩

13:00-14:00　ユ ホソン（Riw, Ho sun）韓国国立ハングル博物館 

　　　　　　　「朝鮮時代女性読者のためのハングル資料」

14:00-15:00　イ ヒョンジュ（Lee, Hyunju）韓国成均館大学校 

　　　　　　　「韓国古代金石文と女性－『蔚州川前里書石』から見た新羅の王室女性－」

15:10-15:15　休　憩

15:15-16:00　三上 喜孝（MIKAMI Yoshitaka）国立歴史民俗博物館 

　　　　　　　「古代日本の文字文化とジェンダー」

16:00-16:40　コメント　伴瀬 明美（BANSE Akemi）東京大学史料編纂所 

　　　　　　　総合討論

16:40-16:45 閉会挨拶

司会：仁藤敦史（国立歴史民俗博物館）

国際研究集会「東アジアにおける文字文化とジェンダー」では、本共同研究のメンバーである義江明子

氏、小島道裕氏から参加記をいただきました。

◆ 国際研究集会「東アジアにおける文字文化とジェンダー」参加記

義江明子（元帝京大学）

2018年2月21日に国立歴史民俗博物館大会議室で、国際研究集会「東アジアにおける文字文化とジェン

ダー」が開催された。午前中にはハングル博物館のパク　ヨングル館長による、映像を上映しての博物館

紹介があった。ハングル博物館は2014年に設立された韓国最新の博物館で、2017年の来館者は60万人に

のぼるという。ハングル文化の普及に向けた同博物館の役割には目をみはるものがあり、「ハングルの社

会的経済的価値」への注目が印象深かった。午後のシンポジウムでは、ユ　ホソン氏による朝鮮時代のハ

ングル使用をめぐる報告、イ ヒョンジュ氏による古代新羅の漢字による称号表記をめぐる報告、三上喜孝

氏による東アジアの画指使用をめぐる報告、の三報告があり、伴瀬明美氏によるコメントがなされた。逐



次通訳を交え限られた時間内ではあったが、フロアとの質疑もあり、刺激に満ちた濃密な時間を過ごすこ

とができた。以下、シンポジウムの感想を、自分の問題関心にひきつけつつ述べてみたい。

報告‧コメント‧質疑の全体を通じて、東アジアの文字とジェンダーをめぐり、二つの面からの論点が

浮上したと感じた。一つは、漢字の使用／不使用にみるジェンダー、もう一つは、漢字の受容を通じてな

されたジェンダー編成の問題である。

◆ 漢字の使用／不使用にみるジェンダー

第一の論点は、ユ報告と三上報告でおもに取り上げられた。両報告からは、漢字文化の周辺地域におい

て、漢字に代わる／補足する機能を持つ、ハングル／画指が、「文字（＝漢字）文化から排除されてきた

人達」のために、うまれ／考案され／使われたことが明かになった。対象は男女である。

ユ報告によれば、ハングル文字は「漢字の読めない男女」のために考案された。世宗によるハングル創

成は15世紀半ばのことで、以後、さまざまな普及政策がとられたが、広く庶民一般にハングルが使われ始

めるのは、19世紀末の高宗代になってからだという。これは庶民への教育普及に関わることなのだろう。

日本でも近世後期19世紀以降に、庶民の教育機関でとしての寺子屋の数が著しく増加し、男女の子どもが

「いろは」文字の手習いをした。

庶民に普及する以前のハングルは、おもに王室‧支配層女性によって使われ、また彼女たちを読み手と

して（男性によって）書かれたのだという。ユ報告では、①15世紀半ばに王室の仏事に関わって作成され

た、男性用の漢文版と女性用のハングル版（漢文口語訳のハングル表記）の二通りの「御牒」、②19世紀

前半の、女官が漢文「冊文」を朗読練習するためのハングル本（漢字音そのままのハングル表記）、③19

世紀後半に女官‧舞女が使った、宮中の宴会での舞踊「呈才」における唱詞練習のためのハングル本、④

朝鮮後期の男性知識人が、夫人と嫁に送ったハングル手紙、の四例が紹介された。私が特に興味を覚えた

のは、①②の事例である。

王室女性（太妃‧王妃‧世子嬪など）や女官が、宮廷の儀礼‧仏事の場で自らの役割を果たす上で、漢

文文書を理解／朗誦する必要から、漢文を口語訳／音読したハングル表記版が作られた。伴瀬氏のコメン

トでも注目されたように、ここには「宮廷儀礼におけるジェンダー化」の問題がある。それが、文字使用

におけるジェンダー化の前提としてあるらしい。「文字（＝漢字）文化から排除されてきた人達」のため

にハングルは作られたが、「排除されてきた人達」とは、具体的には「下層男女＋支配層女性」というこ

とになる。支配層男性は漢字とハングルを併用し、役目として宮廷女性のためのハングル版を作成し、あ

るいは身近な女性のためにハングル手紙を書いた。宮廷女性は必ずしも漢字が読めなかったわけではある

まい。〝規範〟として「排除」されていたのである（日本の平安文学を代表する『源氏物語』の作者紫式

部が、「一という漢字」すら書けないふりをしていた、と日記に記すように）。

三上報告では「画指」を取り上げ、東アジアにおける漢字文化の広まりと同様に、日本だけではなくベ

トナム‧西夏‧朝鮮でも、漢字署名にかわる本人確認手段として普及していたことを明かにした。男は左

寸、女は右寸という（中国に発する左を上位とする）規範が共通してみられ、朝鮮では、売買に関わらな

い士大夫の代わりに、奴婢が手掌‧手寸を行った。日本の8世紀の実例では、指の方向と文字の方向が

逆、つまり、文書管理者（官人）は口頭で文書を読み上げ、その向きのままで「画指」をさせたのだとい

う。それが9世紀半ばの土地売券では文字の向きと指の向きが同一方向になる。つまり、前者では文字を

解さないという前提、後者では文字を解するという前提の上で、「画指」させたことになる。

「画指」の使用は、実際に文字を解したか否かとは別に、文書様式‧作法の問題であること、身体性と

深く関わる本人特定手段であることを、三上氏は強調された。報告では直接に仮名の問題は取り上げられ

なかったが、「画指」をめぐる考察の延長上で、〝男＝漢字／漢文＝公、女＝仮名／和文＝私〟という男

女による文字‧文体の使い分けがあったとすれば、それは、情報伝達の様式や規範に強い制約を受けつつ

形成された可能性がある、とされたのである。



三上氏も報告の最後でふれられたように、近年、9世紀後半～１０世紀初の「草仮名」「平仮名」資料

（墨書土器など）が平安京の貴族邸宅跡から出土し、注目されている。この時期は「平仮名」の成立期に

あたる。皇太后（天皇の母）を弟である高位貴族が自邸に迎えた宴会の席で、貴族男女によって「仮名」

を使った文筆の世界が繰り広げられたらしい。「宮廷儀礼における男女の機能分担」の具体的解明が待た

れる。

◆ 漢字の受容とジェンダー編成

第二の論点は、イ ヒョンジュ報告の主要テーマである。イ氏は、６世紀前半の新羅の金石文をとりあ

げ、そこに見える「太王妃」「妃」「夫人」「女郎王」「妹王」といった王の母‧妻‧娘‧妹を指す（と

思われる）女性称号を考察して、王権強化の過程と並行して王室女性の序列化がなされていったことを明

かにした。当時の新羅は、高句麗から自立して王権の強化期にあった。その過程で、ヒョッコセやマリツ

カンといった固有王号から漢字表記の「王」へ、複数の「王」から唯一の「大王」へ、という変化があっ

た。それと同様に王室女性についても、固有称号から「妃」「夫人」等の漢字表記を用いた称号への移行

があり、王室女性内部の序列化がなされたという。

伴瀬氏がコメントで指摘されたように、これは「王室女性の関係性をどう文字表記するか」という問題

である。漢字の「王」「妃」「夫人」には、中国での固有の用法があるが、新羅はそれを独自の理解で固

有称号と結びつけつつ、６世紀前半に王族の序列化を実現していった。日本でも、７世紀後半に同じく漢

字の「王」「妃」「夫人」を受容しつつ、王族の序列化が図られた。しかしそれは、新羅とは異なる固有

称号と、異なる結びつき方で、異なる序列化がなされたのである。これは極めて興味深い比較の素材とい

えよう。

日本では、６～７世紀の「王」号は男女の王族に共通で用いられ、かなり広い範囲の王族全てが「○○

王」と称された。「王」の訓みは固有語では「ミコ」（御子）であり、身分の高い人を意味する普通名詞

である。当時の系譜の定型的書き方では、子どもは男女を区別しない出生順で記された。親族構造として

は、王族内での男女序列の乏しかったことが推定できる。「大王」号は５世紀後半の金石文に見えるが、

必ずしも、唯一最高の王をさす君主号ではない。一般の王族に対しても、特別の尊称として使われた。

王族内部の序列化がすすむのは、国家体制確立期の７世紀後半である。唯一の君主号としての「天皇」

号の成立と並行して、天皇の子どもは「皇子」／「皇女」、それ以外の王族は「王」／「女王」とする制

度的区別が成立した。固有語の訓みとしては、「皇子」「王」は〝ミコ〟、「皇女」「女王」は〝ヒメミ

コ〟である。つまり、上下‧男女の区別のなかった固有語〝ミコ〟に、新たに漢字の「皇」字で区別し王

族序列化を実現するとともに、女には漢字の「女」、固有訓みで〝ヒメ〟（高貴な女性への尊称）を付加

することで、男女の称号区別がなされたのである。同時に、男女で異なる出仕方法‧待遇も制度化され

た。まさに、王族のジェンダー編成である。

貴族豪族女性についてみると、固有語での一般的尊称は「トジ」（刀自）「オオトジ」（大刀自）であ

る。８世紀初に律令で「皇后‧妃‧夫人‧嬪」というキサキの序列が制定された時、貴族豪族出身のキサ

キは、第三序列の「夫人」とされた。訓みは「オオトジ」である。現在でも、「刀自」は地方旧家の妻に

対する古風な尊称として使われ、「夫人」は上流名家の妻を指すもっとも一般的な尊称である。一方、イ

報告によれば、「夫人」「大夫人」は王妃に対する尊称として、５～６世紀前半の新羅の金石文にみえ、

「王妃」称号の成立とともに、貴族女性も「○○の妻△△夫人」として序列化されていくという。漢字の

「夫人」表記がどのようにして固有語の女性尊称と結びつき、上層女性の序列化を実現していくのか。日

韓の共通性と相違は、興味深い考察課題である。

◆ 新羅の王族序列化過程における「女郎王」「妹王」

フロアとの質疑では、「女郎王」「妹王」を新羅の王族序列化過程にどう位置づけるかで、議論が交わ

された。質問者（伊集院葉子氏）は、6世紀初の碑文には７人の「王」がみえ、そこから1人の王が「王」



号を独占していく過渡期にあって、「女郎王」「妹王」という「王」と呼ばれる女性がいたことに注目し

た。そして、（男弟の「葛文王」のように）女性の「王」も何らかの役割を果たしていたのではないか、

と問うたのである。それに対してイ氏は、「女郎王」は王の娘、「妹王」は王の妹であり、いわば娘‧妹

という一般名称に尊称の意味で「王」を付したもの、との理解を示した。そして彼女たちが担ったのは、

古来より王室女性が果たしてきた宗教的役割と思う、と答えられた。質問者は「女郎王」「妹王」の

「王」に着目し、イ氏は「女郎」「妹」という親族名称を重視する、ということであろうか。

日本の学界でも、かつては女帝「巫女」説が有力学説の一つだった。しかし史料批判がすすみ、女性の

聖性を強調する本質主義への批判もあって、近年ではあまり強調されなくなった。それよりはむしろ、当

時の親族構造‧王権構造の中に男女の王を位置づける方向に、研究はシフトしてきている。「女郎王」

「妹王」についても、そうした観点からの検討がすすめば、宗教的役割に限定されない側面が見えてくる

可能性もあろう。また、「女郎」「妹」も、たんなる親族名称ではないかもしれない。日本の古代史料に

みえる「女郎」「郎女」との比較検討も必要だろう。

このように、漢字文化の広がった地域における、漢字の使用／不使用をめぐるジェンダー、漢字受容を

通じて実現したジェンダー編成のありようをみてきて、あらためて浮かぶ疑問がある。そもそも漢字を補

足／代替する文字を持たなかった中国においては、難解な漢字の使用／不使用をめぐるジェンダーはどの

ようなものだったのだろうか。また、表意文字である漢字によって男‧女が様々にカテゴライズされたこ

とは、どのような影響を社会に及ぼしていったのだろうか。

ちなみに「女」という文字は、先学の研究成果によると、唐の律令用語では未婚の娘（ムスメ）を指

し、独立した社会的身分‧法的権利を持たない。それに対して、家父長制家族が未成立で、婚姻が女性の

社会的身分変化をもたらさなかった古代日本では、中国律令のこうした「女」概念を受容することができ

なかった。そのため、日本の律令における「女」には、婚姻の有無にかかわらず独立した社会的身分を有

する「オンナ」一般を指す用法がみられる、という。新羅では、「女」という漢字は、どのようなものと

して受容され、機能したのだろう。興味は尽きない。

歴博国際研究集会「東アジアにおける文字文化とジェンダー」に参加して 

　　　　　　　　　　　　　　―特に「画指」について―

小島 道裕（国立歴史民俗博物館　歴史研究系）

◆ 集会の所感

本集会は、日韓の研究者が文字文化をジェンダーの視点から考察したものであり、私は、国立歴史民俗

博物館第２展示室「中世」について、その関連部分を御案内した。

「かな」の発達、中世における女性の地位の高さを示す板碑や土地売券、「後家尼」の描かれた風俗

画、女性たちに宛てた蓮如の仮名交じりの文、庶民の文字としての片仮名、などであり、国際的な視点で

の考察対象として期待できる要素が多くあることは共有できたかと思う。



研究発表では、まず柳好宣氏から男性が女性に対して用いたハングルの文書について、次いで李炫珠氏

から磨崖碑に見られる新羅王族女性の呼称の問題についての報告があり、前者については仮名文字との比

較について興味が持たれ、後者については限られた情報から考察を展開する古代史の醍醐味を味わうこと

ができた。

三上喜孝氏の「画指」についての報告は、アジア各国に見られる庶民の署判方式として重要であるが、

報告に触発されて少し課題や仮説も思いついたので、以下それについて述べてみたい。

◆ 画指を書く方法について①　背か腹か

まず画指を書く方法だが、三上報告で説明に使われた図では、指の背側（爪のある方）が上になってい

たが、しかし、こちら側には、実際は指の根元の部分に線が存在しない。「本」の部分まで点を打つには

不適当であろう（図１）。関節の線をすべて確認出来るのは指の腹側（「手のひら」側）であり、そちら

を上に向けて行なったのではないだろうか（図２）。ベトナムの例で指を横側から描いているのも、この

腹側の線を見せるためと思われ、図３も考えられる。

なお、その後、共同研究「中世文書」の共同研究員であるソウル大学の文叔子氏に伺ったところ、指は

背側を上にして、第１関節と第２関節の間の長さを記す、と理解されていた。朝鮮時代のものは、たしか

に根元の部分は点を打たずに線を引いているようなのでそうかもしれないが、しかし「本」から「末」ま

での４点方式の場合は、やはり背側では考えにくいと思う。

◆ 画指を書く方法について②　書くのは誰か

三上氏は、画指で署名する人間は、文書を読み上げる人間と向き合っているので、文書としては「本」

が上になる、と指摘されたことは大変興味深かったが、では画指を書く、ないし点を打ったのはどちらの

人間だろうか。署判する人間が自ら点を打つのか、あるいは文書を作成し読み上げた側の人間が打つの

か、という問題が生じると思われた。

これは、署名者が自ら主体的に画指を行なうのか、それとも文書作成者の側に「写し取られる」のか、

という違いであり、署判の意味としては重要だと思われる。おそらく、詳細に観察すれば、筆の入り方や

傾き方によって、どちらの向きから点を打ったかについて情報を得ることは可能と思われ、その点につい

てもさらに研究の余地があるように思えた。

◆ 画指を書く方法について③　右か左か

この「誰が書いたのか」という問題について、もうひとつ考えてみたいのは、画指（および画掌）に用

いる手が男女によって区別されており、国や時代を問わず、男は左手、女は右手を用いているらしいこと

である。なぜ右手と左手を使い分けるのかはよく分かっていないようで、「お雛様」の並べ方と同様の序

列の問題、すなわち男が左手なのは左が上位だから、と考える向きが多いようだが、しかし「左遷」とい

う言葉があるように、中国では古くは左を下位、右を上位とする考え方があったはずだから、それでは説

明しにくいのではないか。

そこで思いついた仮説だが、女が右手なのは、別のジェンダーの問題なのかもしれない。

実際にやってみると分かるが、右利きの場合なら、左手の画指を書く（点を打つ）のは容易だが、右手

の画指を自分で書くのは、左手に筆を持たねばならないから、かなり困難である。つまり右手の指を書か

ねばならない女性は、困難な作業を強いられるか、もしくは別の人間に書いてもらわねばならない、とい

うハンディーを負うことになる。その意味で女性が不利な立場に置かれている、と考えることも可能では

ないだろうか

◆ 文書の身体性‧呪術性として



画指という署判の方法は、日本では中世には廃れたが、しかし、拇印、掌判、爪印など、身体の一部を

文書に写す方法は存在する。また「筆軸印」などは、形による証拠能力は皆無であるにも関わらず、文書

に本人が自ら「しるし」を付けた、というこれも一種の身体性として行なわれるものであり、文書の持つ

呪術性の表われとも言えよう。さまざまな署判方法の比較と、物としての文書の研究には、さらに多くの

可能性があると思えた。

画指説明図

目次に戻る



日本列島社会の歴史とジェンダーニューズレター8号

2018年08月31日

立秋が過ぎても相変わらず暑い日が続いております。皆様いかがお過ごしでしょうか。「日本列島社会の歴

史とジェンダー」ニューズレター第8号では、3月28日‧29日に行われた台湾国立歴史博物館見学会、また5月5

日‧6日に行なわれた第7回研究会、7月22日に行われた第8回研究会について報告いたします。

台湾国立歴史博物館見学会報告　

2018年3月28日（水）‧29日（木）（於台湾国立歴史博物館）

3月28日‧29日に行われた台湾国立歴史博物館見学会では、松本直子氏、辻浩和氏から報告をいただきま

した。以下、掲載いたします

台湾国立歴史博物館を訪れて

松本直子（岡山大学大学院社会文化科学研究科）

台南の国立歴史博物館では、等身大の人物を多数配置し

たジオラマ展示が多用されている。細部まで作り込んだ情

況復元は、極めて「分かりやすい」一方、余計なメッセー

ジを発してしまう可能性もある。先史考古学のように、性

役割や服装などに関する情報が乏しい場合にはこの点が特

に問題となるが、ここでは先史時代についてはごく簡単に

触れられるのみで、主眼は歴史時代にあるため、史料に基

づいた復元がなされていると思われる。それでも、実在し

たはずの多様な人々、活動、場面の中から、何をどう選ん

で復元するかによって、展示の内容とそれが持つメッセージは大きく変わってくる。この館では女性、男

性、子ども、老人、先住民など、社会を構成するさまざまなカテゴリーの人物が表現されており、明確な

意図のもとにジェンダーを意識した選択がなされていることを感じた。この印象は、展示を見学した後

で、学芸員の説明によって確かめられた。史料的根拠がある範囲において、社会の中でさまざまな役割を

果たす女性の姿が意識的に表現されている。人には普遍的に顔の表情から感情を読み取り、共感する能力

が備わっているため、表情豊かな人物像には見るものを引き込む力もある。土地を追われた先住民の子ど

もの涙は、ストレートに見学者の心に訴えかける。こうした手法は、ともすると押しつけがましい感じに

なったり、既存のジェンダー構造を正当化･再生産することにつながったりする可能性があるものである

が、ここでは多様な人々によって織りなされる歴史という視点を分かりやすく伝える手法として、意識的

に上手く用いられていると感じた。



台湾国立歴史博物館：感想

辻浩和（川村学園女子大学文学部）

ジェンダーはもちろん、広く多様性を意識した展示にな
っていること、また教育普及活動に多大なリソースが割か
れていることに驚きました。「新住民」も含め、様々な人
にとっての博物館でありたい、という博物館スタッフの方
の言葉が印象的でした。 

第7回研究会

5月5日（土）‧6日（日）（於国立歴史民俗博物館）

5月5日‧6日に行なわれた第7回研究会では2日間で3名の方からご報告をいただきました。2日間の報告

要旨は以下の通りです。

◆ 5月5日（土）　15：15－17：15

1日目の5日は、村和明氏からのご報告をいただき、多くの意見が交わされました。

報告１　近世巨大商家研究におけるジェンダー史的観点の可能性―三井家をめぐって

村和明（東京大学人文社会系研究科）

　近世の三井は、直接雇用の手代は最多の時期で1,300名を超える巨大組織で、全国最大級の資産を誇

り、史実としても研究史上も、豪商の代表格であるといえる。豊富に現存し公開されている伝世史料群

（約5万点、公開後51年）による豊富な研究史があるが、商業史‧経営史‧簿記会計史‧都市社会史‧服

飾‧染織史などからの検討が主であった。女性史‧ジェンダー史の視点からは、概説や辞典項目的な把握

においてはしばしば触れられることもあるが、本格的に検討を加えられたことはほとんどないと言ってよ

いであろう。男性性、女性‧隠居‧縁戚、性生活‧性産業、等を注視することで、三井全体にかかわる理

解をも更新できる可能性がある。本報告では、充分に実証的な検討を加えることができなかったため、管



見に入った論点を列記する形をとった。

　第一に、黎明期および歴史叙述をめぐる問題である。こ

の時期には、三井家における女性として比較的著名な、高

利の母殊法および妻かね（寿賛）がいた。元禄7（1694）

年に高利が没した後、資産が分割されず、その後長く一族

による財産共有制が打ち立てられた。これを定めた子供た

ちが連署し長兄高平に宛てた誓約書は、2部作られ、1部は

高平、もう1部は兄弟たちの母であるかねが保持してい

た。かねの権威が一族の結合を保証したのであったが、享

保期に編纂され、後の歴史観を規定した文書類では、財産共有性は”高利の遺書”によるとされ、かねの機

能は捨象されることになった。

　兄弟たちの中心であった次男高富は、宝永3（1706）年前後に多くの規則を執筆したが、このなかでは

高利の母殊法に事業上の始祖として高い評価を与えた。また高利‧かねの子供たちの子孫が連合する一族

の体制を定めるなか、夫妻をともに「元祖」と称し、一族の永続をうたう家法の冒頭に夫妻の“遺志” を記

して権威づけた。なお高富は他方で、事業体制を崩壊させる萌芽を内包する存在として女性を強く警戒も

していた。

　享保7（1722）年、以後の歴史観を規定した、家法「宗竺遺書」および家史「商売記」が、長男高平‧

三男高治の名で成立する（次男高富はすでに没）。ここでは、「元祖」の称号は高利のみに冠せられ、家

法の権威の源泉は、実際のものとは異なる”高利の遺書の趣旨”に仮託された。高利の母殊法は「三井家商

の元祖」と称えられているが、ただし高利への継承は教育‧陶冶、理念‧姿勢の継承などではなく、「骨

肉」によって説明されている。

　大まかに歴史観の変化をみると、宝永期には、創業‧発展を担った兄弟たちを束ねる血縁上の共通祖先

としての「元祖」高利‧かね夫婦と、その前代に事業を創始した殊法が想定されたが、享保期には「元

祖」は経営組織‧理念上の創業者へと転換してかねは排除され、また殊法の位置づけは高利の血統上の母

ということに限定された、とまとめられる。この転換の背景には、草創期にさまざまに援助をうけた同族

集団との決別や、享保期の不況‧世代交代‧一族不和のなかでの存続の模索、経営理念の転換があったと

考えられる。家の「祖」が定めた「家法」「家業」の絶対尊重という理念がみられるようになるが、これ

には貝原益軒のテクスト（家道訓、東照宮御遺訓）の影響を想定することができ、益軒系の女性観の影響

も検討するべき課題として浮上してくるだろう。

　なお、年忌法要は、高利の祖母‧母‧妻（清順‧殊法‧寿賛）については一族全体で挙行し、後に18世

紀後期に整備される祖霊社「顕名霊社」 では歴代の夫妻がともに神号付与‧合祀される。これに対し、年

忌にさいして霊前に諸店の売上書を奉献する儀礼は、高利‧高平‧高富ら創業発展期の男性のみに対して

行われており、区別がみられる。

　第二に、事業‧事業組織についてである。享保期におおむね確立した体制では、事業組織は男性のみに

より構成され、女性は血統存続‧一族結合が役割とされた。近世の町人では、当主の急死‧幼少などに際

して女性が事実上当主として機能する例がしばしばあるが、三井では組織上、当主が常時10名前後存在し

たので、そうした例は知られていない。店舗と邸宅は分離され、邸宅には女性奉公人がいたが店舗は住み

込み‧通いの男性のみ（手代、子供、下男）であった。論点としては、男性集団の特質、および外部との

関係になる。創業期、延宝元（1673）年の法度では、江戸の呉服店に対し、遊興‧博奕により顧客へ「取

入」ることを禁じていた。これは前提として一つの商慣行であったと考えられ、高利の兄俊次、六男高好

など、これに長けていた人物も見出すことができる。享保期の歴史叙述で軽視‧捨象された者たちであ

る。享保7（1722）年、江戸の両替店に対し、（過度の）買色、悪所での交際による営業を禁圧してい



る。遊郭‧茶屋での遊興が、政治的な交渉や情報交換、人脈づくりの場であったことが知られているが、

商家の経営においても類似の役割を果たす面が、17世紀には存在し、禁圧されたのであろう。

　男性集団の統制‧身体管理という面では、まず創業期である延宝4（1676）年の式目が注目される。買

色の禁圧が強調され、特に男色への警戒が顕著である。男色は傾奇者の習俗の1つであり、当時の商人‧

商家奉公人たちは傾奇者‧博徒‧男伊達と親和性があった。この式目は全体に手代の外部への便宜提供を

強く警戒しており、これを分断することが事業上の課題となっていたのであろう。なお店内での男色は、

禁令‧摘発事例含め、明徴がない。ただし黎明期には高利「取立」「出頭」の手代の専横の事例がある。

また博奕については禁令は普遍的であるが摘発例は極少であり（白木屋の研究でも同様）、店の統制外の

問題であったかもしれない。宝永期の高富は、養生の定めにおいて自慰害毒論を展開した。近世後期の手

代たちの処罰記録では、買春、“指定の茶屋” 以外での遊興による事例が多い。男性集団に対し、性生活‧

身体の管理が企図されていたが、なかなか貫徹しなかったものであろう。

　第三に、店舗網と別に存在していた邸宅の問題である。各家の本宅は、家政、交際、祖先祭祀における

機能をもったはずであるが、大きな役割を果たしたであろう妻の権能をふくめ、ほとんど未詳である。幕

末には下交渉‧密談の場として本宅が用いられた例がある。18世紀半ば、世代交代にともなう統制の弛緩

が問題化すると、京都町奉行所与力の叱責、重役からの弾劾書などの史料に、さまざまな興味深い実態が

垣間みえるようになる。三井の事業組織の中核である大元方は、諸店舗‧各家本宅‧資産としての別邸を

掌握していたのだが、このほかに大規模な妾宅がおかれ、人々が集まり、カネが動いていた。正妻たちは

遊興にふけり、芝居のパトロンとなっていた。隠居でありながら事業になお精勤する一族が称揚されてお

り、本宅とは別におかれた隠居宅についても無視できない。大元方が掌握しきれず、現存史料の中核をな

す体系的な業務文書にみえづらい領域が、男性当主‧男性従業員からなる正統な事業組織の周縁に展開し

ており、文化史‧芸能史はもとより、最高意思決定の過程などにおいても一定の存在感をもっていたので

はないか。

　家族というてんでは、縁戚関係の営利上の意義も検討されねばならない。経営資料が膨大に存在するた

め、通例精査される過去帳‧冠婚葬祭史料は事実上ほぼ未分析であり、縁戚関係の意義も深められていな

い。管見に入る数例をあげると、江戸進出期に事業上の協力者であった高利妻かねの生家中川家（両替

商）、17世紀末に江戸に常駐し諸店を指揮した高利四男高伴と増上寺代官奥住氏の女（増上寺の祐天大僧

正は綱吉らの帰依深く、三井の幕府への接近に効果か）、三井縁家の桜井家と社家藤森家を通じた後水尾

院をとりまく人脈、三井家第三世代と重役の確執が問題化した享保期にみられる一族子女と最高幹部の嗣

子の婚姻、幕末に大坂に展開した三井と大両替商たちの閨閥、などである。これらは、主に経営理念や事

業体制から三井を検討してきたことで見えづらくなっていた、氷山の一角であろう。

　第四に、事業組織の周縁部をめぐってである。名高い店頭での現金売‧定価販売は、「聖」と称される

呉服の小売商を排除した点に画期性があることが指摘されている。いわゆる呉服聖の実態についてはほと

んど不詳であるが、文芸資料には、布を求めて遍歴する姿とともに、金で若衆を口説く‧美少年を随伴す

る‧客の家にあがりこみ女房に手を出す、など、性的な面において彼らに向けられた蔑視‧嘲笑‧警戒の

まなざしを見ることができる。呉服販売からこうした存在を排除した点に、信用の形成の一端が存したの

かもしれない。なお、享保7（1722）年「商売記」では、定価販売が女児‧視覚障害者でも安心して買え

る商法であったことを特筆している。販売面でなく生産加工面では、女性労働としての「摘屋」の存在が

見いだせるが、縫物などの加工過程などにおける機能や編成は、ほとんど未詳である。

　最後に、のれん分けした別家をふくむ擬制的同族集団、いわゆる「暖簾内」 における女性の問題であ

る。三井ではなく大坂両替商の事例であるが、加島屋廣岡家には女性が手代を養子として創設した別家が

あり、銭屋佐兵衛家では、手代と女中（下女？）を娶せ、別家としたのち冠婚葬祭などに夫婦とも動員し

た例があり、女性奉公人に対しても恩典としての家の創設がみられた。



　以上、はなはだ雑駁に論点を列記するにとどまったが、当日は多くの貴重なご意見を賜った。参加者の

皆様に感謝申し上げ、なお実証的な解明につとめたい。

◆ 5月6日（日）　9：00－14：30

2日目の5月6日は、澤田和人氏、加藤千香子氏からのご報告をいただき、活発な議論が交わされました。

報告２　近代女性の服飾に関する2、3の問題

澤田和人（国立歴史民俗博物館）

　本報告は、近代において女性が「自身で好きな服飾を選

んで着ていたのか」を問おうとするものである。

　はじめは、個々の容姿や嗜好よりも、その人の年齢や職

業といった属性に似つかわしいか否かという観点によって

服飾は選ばれるものであり、女性は図案家や百貨店（＝男

性）に盲目的に従っているとされていた。大正時代に入る

と、そうした「生産する男性」と「消費する女性」という

図式化された状況に対して、女性側に批判的な言説が見ら

れるようになってくる。そして、大正時代の後半ともなる

と、服飾によって自己表現をする女性があらわれ、また、

それが大切であると説かれるようになっている。

　このような経過を近代における着物の歴史的展開と照らし合わせてみると、着物の中で訪問服というジ

ャンルが創出され急速に発展し、中心的存在になったことと不可分の関係にあったことが指摘できる。女

性と服飾の関係に転換をもたらしてものとして、訪問服を見過ごすことはできない。

報告３　男性史研究の可能性�〈青年〉からの日本近現代史

加藤千香子（横浜国立大学）

　日本では、1990年代以降ジェンダーと歴史研究の関係に

目が向けられるなかで、「ジェンダーの歴史の問題意識を

研ぎ澄まして男性に向ける」男性史研究が提唱され、研究

が進められるようになった。近年は、男性性の視点をふま

えた歴史研究が本格的に認知される段階に入ったといえ

る。報告者は、ジェンダー史‧男性史が既存の歴史学に対

して問い直しを迫る意義を認めるとともに、その方法とし

て、男性性／女性性という規範観念の構築性をふまえつ

つ、個々の人間がそれを身につけ歴史の主体として登場し

ていくプロセスを重視する。報告ではそのための一つの試

論を提起した。

　試論の中心に据えたキーワードは〈青年〉である。近代

という時代に〈青年〉世代が“発見”され、青年こそが旧世代に代わって「未来を切り開く」者だという

〈青年〉神話がつくられたことは、ドイツ近代史を中心に研究が進められてきた。報告者は〈青年〉の登

場という観点から日本近現代史を捉え直すことを意図しているが、特に留意するのは、〈青年〉カテゴリ

ーが内包するナショナリズムと男性性ジェンダーであり、それゆえに旧世代、女性、同性愛者、障がい

者、外国人、植民地などの他者化を伴ったことである。報告では、〈青年〉の誕生とされる明治20年代を

起点に、アジア太平洋戦争、敗戦を経て1960年代までを視野に入れて、報告者のこれまでの研究をふまえ

ながら概観を行った。



　敗戦までの近代日本において、〈青年〉の呼びかけは日清日露戦争を画期として高まりを見せるが、そ

の特徴は、国家そして男性性との強い関連性である。報告では国家の基盤となる道徳的存在として〈青

年〉という呼びかけに呼応して、青年団や自発的な結社が生まれたこと、その特性に触れた。「大正デモ

クラシー」は、〈青年〉の政治社会への登場という観点から捉えることが可能である一方で、モデル〈青

年〉の男性性を逸脱したモダン‧ボーイの登場も特徴的である。戦争と〈青年〉の関係はあらためて検討

が必要だが、自己を犠牲にして大義に殉ずる〈青年〉への呼びかけと応答が、国家による戦争遂行を下支

えしたことは確かである。

　国家と一体化した〈青年〉の敗戦後の行方はどうか。占領下の旧青年団解体‧再建の指令を受けて、

〈青年〉は新国家建設の担い手として呼びかけられた。だが報告者は、むしろ敗戦国日本が国民国家とし

て再興を遂げる1950年代後半に起こった〈青年〉ブームに注目した。〈青年〉小説でブームを牽引したの

は、石原慎太郎と大江健三郎に代表される20代の男性作家である。共通するテーマは、敗戦後に大きな虚

脱感を抱えた若者が、〈戦後〉という時代に能動的な行為者＝〈青年〉となることであった。興味深いの

は、今日では対極的にみられる二人が、警職法反対を機に1958年に「若い日本の会」を結成し、1960年

の「安保闘争」にも連なったことである。そこには保守／革新を超える〈青年〉の論理がみられる。その

後、〈青年〉を掲げて政界進出を果たしていく石原に対して、大江は障がい児の我が子の誕生やヒロシ

マ、沖縄、中国訪問などを機に、他者と自己との関わりの再考に向かい、それは「1968」に示される〈戦

後〉を問う若者の反乱とも重なる。

　近現代日本は、覇権的男性性とナショナリズムを内包する〈青年〉を牽引役とした時代とみることがで

きる。だが現在必要なのは、その問い直しではないかと考える。



第8回研究会

7月22日（日）（於国立歴史民俗博物館）

7月22日第8回研究会では伊集院葉子氏、義江明子氏にご報告、仁藤敦史氏よりコメントを頂きました。報

告要旨は以下の通りです。

報告：青谷横木遺跡の女子群像板絵、男女人形、勧請板、田植え木簡�展示案の構
築にむけて�

伊集院葉子（2節‧3節）（川村学園女子大学）‧義江明子（元帝京大学） 

コメント：仁藤敦史（国立歴史民俗博物館）

鳥取県青谷横木遺跡から「女子群像」板絵が発見されたことをきっかけに、2018年5月8日、伊集院葉

子‧仁藤敦史‧義江明子の3名で鳥取埋蔵文化財センターを訪れ、板絵などの出土品を熟覧した。また同

センターの下江健太氏の案内で、青谷横木遺跡などを見学した。得られた知見について、以下、Ⅰ政治空

間、Ⅱ労働編成の2部5節にわたり、論点の整理を行い、古代のジェンダー展示の可能性を提示する。

遺跡の概要：青谷横木遺跡は鳥取県の青谷平野にあり、古代山陰道、条里制遺構、豊富な木製祭祀具の

出土で注目される（今回の報告では条里制にはふれない）。水陸交通の結節点にあって、大規模な律令的

祭祀が行われたとみられる。施設‧遺物は東南の峠への登り口付近と、西寄り中央部の二箇所に集中し、

後者には農業経営／租税収納に関わる末端官衙の存在が推定される（坂本嘉和「青谷横木遺跡の道路遺構

と条里遺跡」『条里制‧古代都市研究』33、2018年）。以下、鳥取県埋蔵文化財センター調査報告書67

『青谷横木遺跡Ⅰ～Ⅳ』（2018年）を参照しつつ述べる。

政治空間

◆ 男女人形

　人形（ひとかた）は7世紀末～10世紀頃の都城‧地方官衙遺跡より出土しており、平城京二条大路の人

形（約250点）は、男女官人の大祓参加の痕跡を示す（金子裕之「都人の精神生活」岸俊男編『日本の古

代９　都城の生態』中央公論社、1987年）。青谷横木では、人形743点を含む2万点余の膨大な木製祭祀

具が出土し、10点程度だが、頭部表現（男は被り物と顎髭、女は髷）で男女〝官人〟を描き分けたものが

ある（『青谷横木遺跡』Ⅱ）。

　女性の結髪は7世紀後半からの数度の変改を経て、「髻髪」（頭上で髷を結う高髻）と定まった。現実

には、中国風の高髻は公的場での髪型で、一般女性は垂髪だったと推定され、平安中期以降は宮廷でも垂

髪が主流となる。高髻は、奈良~平安前期の公的場での女性の髪型である。「鳥毛立女屏風」（8世紀前

半、日本で制作）を参照すると、薬師寺神功皇后像は折り返した髪を頭上で一つにまとめた頭上一髻、教



王護国寺女神像は一つにまとめて二つにわける頭上二髻、

8世紀の正倉院伎楽面呉女は短い髪を結い上げ頭上で二つ

にわける分割型である（鈴木晶子「女神像にみる日本古代

の髪形の変遷―一髻から大垂髪まで―」『山野研究紀要』

5、1996年）。青谷横木遺跡の女性人形（W335）は分割

型、板絵の人物5は頭上二髻、人物6（侍女か）は分割型に

近い頭上二髻のようにみえる。

　髷や櫛表現の〝女性〟人形例はこれまでもわずかにある

が（金子裕之「律令期祭祀遺物集成」菊池康明編『律令制

祭祀論考』塙書房、1991年、水野正好「等身大の人形代」

『京都考古』21、1976年）、論点として深められてはこ

なかった。青谷横木遺跡の人形は、因幡国衙／郡衙におけ

る女性〝官人〟の儀礼参加を示唆する。地方政治空間に存在した女性の手がかり（熟覧時の仁藤氏談）と

して、板絵「女子群像」の理解とともに考察が待たれる。

◆ 「女子群像」板絵の概要

　「女子群像」板絵は、墨書、彩色なし、人物6名の行列図である。鳥取県埋蔵文化財センターの下江健

太氏が紹介（「鳥取市青谷横木遺跡―「女子群像」板絵について―」『古代文化』608号、2017年）した

のをはじめとして調査‧検討が進められ、その成果は同埋蔵文化財センター調査報告書67『青谷横木遺跡

Ⅰ～Ⅳ』（2018年）に収められている。

　それらによると、板絵は、2015年9月19日、青谷横木遺跡のほぼ中央に位置するP9区という調査区から

出土した。7世紀末～8世紀初頭敷設の道路と10世紀後半の遺構との交点付近であり、確定はできないが、

7世紀末～8世紀初頭のものである可能性がより高いという。材木は杉の板目材で、5片から成り、全体の

形状は長さ70.5㎝、幅15.5㎝、厚さ6㎜前後である。こうした女子群像の類例は国内では奈良県の高松塚

古墳壁画のみであり、東アジアの文化交流を検討するうえでも貴重な資料である。

　板絵に関する専論としては、上掲の下江氏の解説のほか、仏教美術史の百橋明穂氏（「新発見の女子群

像―鳥取県青谷横木遺跡出土の板絵―」、上記調査報告書『青谷横木遺跡』Ⅲ、2018年）と考古学の猪熊

兼勝氏（「服飾から見た青谷横木の女性たち」『平成29年度青谷横木遺跡｢女子群像｣板絵シンポジウム資

料』、2017年）の論考がある。

　そこでは、板絵が高句麗水山里古墳壁画（5世紀後半）の行粧図に近似していることと、高句麗系渡来

人によって描かれた可能性等が指摘され、制作年代は高松塚古墳壁画より先行するという。ただし、用途

や作成目的については、不明としながらも葬送儀礼や墓葬形式のなかで考察するべきだという見解（百橋

氏）と、「習絵の板片」（猪熊氏）とする見解があり、現時点では不明といわざるを得ない。

　義江氏の報告にあったように、女性人形と板絵の一部の女性の髪型は似通っており、因幡の地方官衙に

何らかの形で関わった女性が板絵作画の際にモデルとされた可能性も捨てがたいが、7世紀～8世紀にかけ

ての現実の描写かどうかは、引き続き慎重に検討されるべきだろう。



◆ 伊福吉部徳足墓誌の意義

　島根県では、1774年に「伊福吉部徳足比売臣墓誌」（東

京国立博物館蔵、重要文化財）が発見されている。板絵制

作時期と重なる8世紀初頭の骨蔵器である。蓋に因幡国出

身の徳足の経歴が刻まれており、文武天皇治下の707年2月

25日に従七位下に叙され、翌年死去、710年に火葬され因

幡で殯が行われたとある。わが国唯一の古代女官の墓誌

で、同日、考課（勤務評定）が確定した官人たちに授位さ

れたことが『続日本紀』でも確認できるため、大宝令制下

の考課制度を検討する際の貴重な資料である。詳論に石田

敏紀氏の『古代因幡の豪族と采女』（鳥取県史ブックレッ

ト8、鳥取県、2011年）がある。

　徳足が得た「従七位」という位階は、後宮十二司の給与

水準でみると、大きな役所であれば判官（内侍司掌侍、蔵

司掌蔵）、小さな役所であれば長官（掃司尚掃、水司尚水）、つまり管理職レベルに該当する。職名は不

明だが、長年の勤仕が認められ、しかるべき責任を負ったベテラン女官だった可能性が高く、単純に下級

女官とはいえない。律令制下では、各地から采女だけではなく、采女に選ばれなかった女性も中央に出仕

する道があった（麻野絵里佳「奈良時代における畿外出身女孺に関する一考察」『史観』131、1994

年）。律令制以前から、豪族女性も地方と朝廷を結ぶ役割を担って出仕しており、そのあり方が大宝令施

行後も広く容認されたからだろう。徳足が采女だったか否かは断定できないが、地方の輿望を担って7世

紀末に出仕したのである。造墓について、奈良時代前後の火葬墓としては厚葬的だと、かねてより指摘さ

れている（斎藤忠「鳥取県伊福吉部徳足比売の墓について」『日本古代遺跡の研究 論考編』吉川弘文館、

1976年）。徳足墓誌は、地方から出仕して朝廷に仕え、昇進し、在地社会の尊崇を受けた豪族女性の姿を

うかがわせる資料である。

労働編成

◆ 勧請板�女性の農業経営と写経活動

　青谷横木遺跡の末端官衙推定地付近出土の勧請板には、

男女三名の「宅」（ヤケ＝経営拠点）による承和12年

（845）の写経記録があった（『青谷横木遺跡』Ⅲ）。勧

請板は、経典の書写／読誦の巻数を記した板を村の入口や

屋敷の門につるしたもので、木簡や絵巻物、民俗に例があ

る（三上喜孝「「巻数板」木簡と中世社会」『米沢史学』

16、2000年）。「□（糸カ）□廣女宅」「糸井廣成宅」

の廣女と廣成は、名前からみて姉弟だろう。同時期の史料

に、福島県荒田目条里遺跡の郡符木簡、奈良県藤原宮跡の

庄園帳簿木簡がある。9世紀半ばの前者は、「里刀自」に

男女「田人」を率いての郡司職田田植えを命じたもの。9

世紀初の後者は、「山田女」による大規模な請負耕作を示

す。青谷横木遺跡の例を加えて、日本列島の東から西ま

で、9世紀前半における女性農業経営者の存在が確認されたことになる。

　村レベルでの写経活動として8世紀には、河内大橋の修造と一体でなされた「家原邑知識経」が知られ

る。天平勝宝6年（754）の5巻の写経願文に、「家原邑男女長幼」の写経知識を組織した男女豪族層の名

前がある。河内大橋は大和川と石川の合流点にかかり、難波と奈良を結ぶ基幹交通路である。架橋と写経



は地域に経済的利益をもたらし、人びとの精神的紐帯をたかめた（竹内亮「五十戸と知識寺院」『日本古

代の寺院と社会』塙書房、2016年）。

　8世紀の家原邑知識経（河内国）からは、里の経済的繁栄‧精神的紐帯の中核を担った男女の指導者、9

世紀半ばの青谷横木遺跡勧請板（因幡国）からは、私「宅」経営の繁栄を祈願した男女有力者の存在が浮

かび上がる。

◆ 田植え木簡�男女田作人から「早乙女」へ

　青谷横木遺跡からは、男女の田植え労働編成を示す10世

紀頃の木簡が出土した（『青谷横木遺跡』Ⅲ）。「殖」は

成人女性8人‧男性3人である。8~9世紀の木簡にも、男女

「田作人」「田人」がみえる。9世紀半ばの荒田目条里遺

跡木簡では、男女34人のうち女は3人だが、9世紀末頃の古

志田東遺跡木簡では、「田人」男女39人中、女が31人で、

女性が数の上で圧倒する（三上喜孝「古志田東遺跡からみ

た古代の農業労働力の編成」『山形県立米沢女子短期大学

紀要』36、2001年）。9世紀中頃を境に女性中心の田植え

になるようだ。

　他方、天皇‧貴族の田植え鑑賞が、9世紀前半からみえ

る。「農業之風を観る。殖田男女等に禄」（『日本紀略』天長9年〔832〕）、「耕田の農夫田婦を覧ず」

（『日本三代実録』貞観8年〔866〕）、「若うきたなげもなき女ども五六十人ばかりに……」（『栄花物

語』巻19）など。見世物としての田植えも、ほぼ同じ頃に「殖田男女」から若い「早乙女」に変じてい

る。16世紀の「月次風俗図屏風」（東京国立博物館蔵）では若く着飾った女性、「四季農耕図」（国立歴

史民俗博物館蔵）では労働着の熟年女性だが、「早乙女」鑑賞の習俗はつづく。

　天皇‧貴族の「早乙女」鑑賞とは、不思議な光景である。中国では「男耕女織」規範により、漢代から

皇帝‧皇后が臣民に性別分業の範を示す「親耕親蚕」儀礼が行われた。図５　田植え木簡.JPG　日本では

この規範は言説／儀礼ともに根づかない。近世の「康熙帝御製耕織図」と「たはらかさね耕作絵巻」を比

較すると、前者は男だけの「耕」巻と女だけの「織」巻からなるのに、後者は男女の耕作作業の間に女の

養蚕織成画面を挟む（町田市立博物館『たはらかさね耕作絵巻　康熙帝御製耕織図』2000年）。本年3月

に見学した国立台湾歴史博物館でも、男だけの田植えのジオラマ、先住民女性が日本統治浸透後に初めて

水田耕作に従事、との興味深い展示に接した。労働の性別分業が社会的歴史的に構築されることを、如実

に示すといえよう。

◆ おわりに�展示に向けて

新出資料に既出資料／史料と研究成果を加え、新たな視点で総合した結果、①8～9世紀における女性経営

者／指導的女性の普遍的存在、②地方の政治空間における女性の存在と意義、③性別分業をめぐるジェン

ダー規範の構築、の諸点をめぐり、展示に向けた可能性を示すことができた。

◆ 【義江‧伊集院報告へのコメント】

仁藤 敦史（国立歴史民俗博物館）

‧青谷横木遺跡から出土した「女子群像」板絵に関連して、同遺跡から出土した男官と女官のシルエット

を示すと考えられる人形がそれぞれ複数枚出土している。この人形の評価としては、采女と兵衛という中

央に対する男女の奉仕形態はすでに指摘があるが、「百官男女」や官人の「妻女‧姉妹」が関与したとみ

える大祓に用いられたとすれば、地方官衙においても男女の奉仕を考える素材として大変貴重なものと考

えられる。



‧「女子群像」の絵画的系譜を考える場合、中心的人物と

従者の大きさの描き分けの技法は水山里古墳の壁画のよう

に高句麗的である。一方で、スカート（裳）の移動方向と

は反対に後ろへ流れる動的な描き方は、唐代の永泰公主墓

壁画代および高松塚壁画古墳の描き方に近く、中国的な要

素をうかがうことができる。こうした高句麗と唐との折衷

的な要素を説明する可能性としては、高松塚古墳壁画の画

師として想定されている高句麗系渡来人にして遣唐使とし

ても参加した黄文画師本実のような人物が想定される。彼

は、富本銭のデザイン、持統‧文武の葬儀、仏画の将来、

などに関与している。

‧天武期以降にしばしばみられる風俗矯正の命令にみえる

服制‧左右襟‧髪型などから「女子群像」の年代を絞りこ

める可能性がある。

‧骨蔵器銘にみえる伊福部徳足比売臣の身分表記を考える場合、出身身分としての采女と、職名としての

采女の違いは考慮する必要がある。さらに定員的にも采女出身以外の畿外女孺出身者はそれほど多くなか

ったと考えられる（女孺と采女のポスト合計と、兵衛以外の采女出身数はいずれも二百人程度で大差な

い）。

＊現地見学にあたり、種々の便宜をお計らいいただいた鳥取埋蔵文化財センター北村順一所長、および懇

切に御説明いただいた同センター坂本嘉和氏‧下江健太氏に深く感謝申し上げます。

目次に戻る



国際研究集会開催のおしらせ

2018年10月26日

国際研究集会「買売春と社会―日本中世から近代まで―　Prostitution and Society in
Japan: from Medieval to Modern Era 」

■ 日時

2018年12月2日（日） 9:00-17:15

■ 会場

東京大学文学部法文1号館２１５教室

■ 主催

大学共同利用機関法人 人間文化研究機構 国立歴史民俗博物館

■ プログラム
9:00-9:10　開催趣旨（横山百合子：国立歴史民俗博物館）

9:10-10:00「中世遊女の家族と信仰」（辻浩和：川村学園女子大学）

10:00-10:50「ジェンダー史としての天保改革と江戸」（エイミー‧スタンレー：ノースウェスタン大

学）

11:00-11:50「新吉原遊廓における遊女の自己形成とリテラシー」（横山百合子：国立歴史民俗博物館）

13:00-13:50「明治期日本の梅毒と地域社会―栃木県塩谷郡の事例から―」（廣川和花：専修大学）

13:50-14:40「遊廓‧花街と金光教の布教」（高木博志：京都大学）

15:00-15:15コメント（小野沢あかね：立教大学）

15:15-17:00討論

17:00-17:15総括（義江明子：元帝京大学）

司会　池田忍（千葉大学）、村和明（東京大学）

資料準備の都合上、参加ご希望の方は、①お名前　②メールアドレス　③懇親会参加希望有無　をご記入の

上、11月29日（木）までに下記アドレス宛お申し込み下さい。

事前申込制：入場無料

申込先: gender*rekihaku.ac.jp （*を@に置き換えてください）

ポスター‧チラシ⇒こちらをクリック

※本研究集会は歴博基盤共同研究「日本列島社会の歴史とジェンダー」の成果に基づく事業です。 

※詳細は逐次お知らせしますので下記ホームページをご確認ください。 

https://www.rekihaku.ac.jp/research/inter/index.html 

http://rekihaku-gender.sblo.jp/

目次に戻る

https://www.rekihaku.ac.jp/research/inter/index.html
http://rekihaku-gender.sblo.jp/


国際研究集会「古代朝鮮‧日本における后位、王族女性の諸相」のお知ら

せ

2019年02月01日

国際研究集会「古代朝鮮‧日本における后位、王族女性の諸相」

■ 日時

2019年2月7日（木）午後1時30分～4時30分

■ 会場

東京大学史料編纂所 大会議室（福武ホール地下1階）

■ 主催

JSPS科研費（18H00700）「東アジア諸王室における「后位」儀礼比較史の協業的研究」（代表者‧伴瀬明

美）

■ 共催

国立歴史民俗博物館共同研究「日本列島社会の歴史とジェンダー」

■ プログラム
イ‧ヒョンジュ（韓国成均館大学校）「8―9世紀新羅太后の冊封と地位」（通訳‧橋本繁（日本女子大

学））

義江明子（帝京大学名誉教授）「6－7世紀倭の男女王族―系譜様式を手がかりに」

コメント：稲田奈津子（東京大学史料編纂所） 

司会：伴瀬明美（東京大学史料編纂所）

日本語通訳あり

事前申込不要

申込先:お問い合せ先：kouikaken*gmail.com （*を@に置き換えてください）

ポスター‧チラシ→こちらをクリック

目次に戻る



日本列島社会の歴史とジェンダーニューズレター9号

2019年06月11日

今年もまた梅雨の季節がやってまいりました。歴史民俗博物館に隣接する佐倉城址公園では紫陽花や菖蒲が雨

に濡れながら鮮やかに咲き誇っております。梅雨寒の日が続いておりますが皆様いかがお過ごしでしょうか。 

さて、「日本列島社会の歴史とジェンダー」ニューズレター第9号では、第9回研究会から第11回研究会につい

て、また2018年12月2日に開催された国際研究集会について報告いたします。

第9回共同研究会「女性労働と身体イメージ―海女‧織布‧手芸―」

2018年9月15日（土）－9月17日（月‧祝）

第9回共同研究会は、三重大学海女研究センターとの共催にて開催されました。15‧16日午後に研究報告

会、また16日午前に鳥羽市内、17日は伊勢市にて巡見を行いました。報告の概要は以下の通りです。

共同研究会 於：鳥羽市立海の博物館 三重大学海女研究センター

◆ 9月15日（土）13：00－17：00

三重大学海女研究センター 研究会会場

報告1 古代の織物生産と女性労働

東村純子（福井大学）

律令時代には、重層する織物生産体制のなかで男女の分業化が進む。なかでも、調や庸として収取され

る織物は現物貨幣として規格化されたが、それが在地でどのような技術で生産されたのか。『万葉集』に

は紡織を担う女性の姿が歌われるが、調庸物生産における女性の働きはどうであったのか。



このことを探る上で大きな手がかりとなるのが、古墳時代後期の栃木県甲塚古墳の機織形埴輪である。

埴輪には２種の腰機で布を織る女性が表される。腰機は、女性たちの間で伝習され、保持されてきた身体

技術である。その技術が律令時代の「調絹‧絁‧布」と「庸布」という２系統の性格の異なる織物生産の

基盤となったと考えられる。

静岡県伊場遺跡群では、敷智郡衙を拠点として製織が集約的に行われたことを示す考古資料がまとまっ

て出土している。郡司など在地の豪族が請負生産したことを裏付ける一方で、官営工房論への批判や民間

レベルでの調庸物生産を重視する立場もある。

これまで指摘されているように、茨城県鹿の子C遺跡出土の第174号漆紙文書には女性による段布での

出挙返済がみえる。これに関して、正倉院に伝わる、伊豆国から調の堅魚の代物として納められた商布に

は、「和志郷 白髪マ恵我女布」の別筆がある。恵我女という女性が出挙の返済に充てた段規格の布が、別

の郷の課丁である男性の貢納物に転用されたことを示す、重要な資料である。また、伊場遺跡では「若倭

部五百国布二丈八尺縹」（伊場40号木簡）と記した付札木簡が出土し、郡衙かそれ以下の集落で段規格の

庸布が織成され、藍による染色が行われたことが明らかである。

以上のことから、常や段を単位とする庸布、商布の生産は、集落で腰機による製織技術を伝習してきた

女性の労働を主力としたと考えられる。さらに、郡レベルでの調絹‧絁‧布の製織においても腰機に熟達

した女性が織手として従事したことが想定される。機織形埴輪から読み取れる首長層女性による女性の織

成労働の統率をその歴史的前提としてみると、これらが豪族層女性にとりまとめられていた可能性も考え

られる。

報告2 済州道潛嫂(潛女)の漁撈と社會關係

安 美 貞（韓國海洋大學校 國際海洋問題研究所） 

コメント1：松田睦彦（国立歴史民俗博物館） 

コメント2：塚本明（三重大学海女研究センター）

安 美 貞氏報告 コメント



◆ 9月16日（日）13：00－17：00

報告3 近代の手仕事（工芸‧手芸）と「家／ホーム」

池田忍（千葉大学）

報告4 物語絵画としての絵巻に表れる女性の身体イメージ

水野僚子（日本女子大学）

池田忍氏報告 水野僚子氏報告

巡見報告

第9回共同研究会では、以下の通り鳥羽市内‧伊勢市内の巡見を行いました。

◆ 9月16日（日）

相差（おおさつ）巡見

三重大学海女研究センターの塚本明氏のご案内にて相差地区を巡見しました。

● 相差地区の氏神、神明神社。

境内には、女性の願い事なら必ず一つは叶えてくれるといわれる小さな社があります。その社は親しみ

を込めて「石神さん」と呼ばれているそうです。



● 相差海女文化資料館

ジオラマや道具、彫刻や絵画などで相差の海女文化に触れることができる資料館。

鳥羽市立海の博物館

第9回共同研究会の会場となった鳥羽市立海の博物館は「海と人間」の歴史と文化を伝える博物館で

す。館内およびバックヤードを見学しました。

◆ 9月17日（月‧祝）

伊勢市内巡見

● 古市 麻吉旅館

当時は「花月楼 麻吉」と呼ばれ、常時三十人程の芸妓を抱える茶屋であったといわれています。

● 伊勢神宮（内宮）参宮



内宮 皇大神宮 内宮 荒祭宮

● 斎宮歴史博物館

斎宮歴史博物館は斎宮の歴史や発掘成果をわかりやすく紹介する博物館です。研究会では榎村寛之氏に

ご案内いただき館内や史跡斎宮跡「さいくう平安の杜」を見学しました。

斎宮歴史博物館 さいくう平安の杜

第10回研究会（書評会）

10月27日（土）12：30－15：00 

【会場】東京大学史料編纂所 福武ホール大会議室

書評：福田千鶴著『近世武家社会の奥向構造：江戸城‧大名武家屋敷の女性と職制』（書評会）

柳谷慶子（東北学院大学）

書評会会場



国際研究集会

国際研究集会「買売春と社会―日本中世から近代まで― Prostitution and Society in
Japan: from Medieval to Modern Era」

2018年12月2日（日）（於東京大学文学部法文1号館２１５教室） 

【主催】国立歴史民俗博物館

ポスター‧チラシ→こちらをクリック

◆ スケジュール

9:00-9:10 開催趣旨（横山百合子：国立歴史民俗博物館）

9:10-10:00 「中世遊女の家族と信仰」（辻浩和：川村学園女子大学）

10:00-10:50 「新吉原遊廓における遊女の自己形成とリテラシー」（横山百合子：国立歴史民俗博物館）

11:00-11:50 「ジェンダー史としての天保改革と江戸」（エイミー‧スタンレー：ノースウェスタン大学）

13:00-13:50 「明治期日本の梅毒と地域社会―栃木県塩谷郡の事例から―」（廣川和花：専修大学）

13:50-14:40 「遊廓‧花街と金光教の布教」（高木博志：京都大学人文科学研究所）

15:00-15:15 コメント（小野沢あかね：立教大学）

15:15-17:00 討論

17:00-17:15 総括（義江明子：元帝京大学）

司会　池田忍（千葉大学）、村和明（東京大学）



横山百合子代表による開催趣旨

国際研究集会 会場の様子

◆ 総括

歴博国際研究集会「買売春と社会―中世から近代までー」総括

義江明子（元帝京大学）

本国際集会では、買売春の歴史的変容とその背景にある

各時代の社会構造を明らかにし、そこから現代の問題と向

き合う基盤を構築したい、との開催趣旨のもと、中世１

本、近世２本、近代２本の５報告がなされた。またコメン

トでは、男性の「買春」を当然とする認識を問題視してい

く視点の重要性が指摘された。私は、買売春を直接の研究

対象とはしていないが、古代女性史研究に携わる中で、買

売春をめぐる議論にも関心を払ってきた。そうした観点か

ら、なぜ“買売春の歴史”を問う本集会では古代の報告がな

いのか、という当然あり得る疑問をも念頭におきつつ、古

代から近代までの「買売春と社会」の関わりを大まかに把

握し、総括としたい。



５報告の論点の軸をなすキーワードは、芸能と「家」と国家権力であろう。その相互関係の中に、各報

告は遊女／娼妓の人間としての主体性を見いだそうとし、あるいは主体性を押しつぶす物品視を社会構造

の中で明らかにした。主体性の発現する場として考察されたのは、仕事と信仰である。中世の辻報告は、

芸能を家業とする遊女の仕事への誇りと、売春に傾斜していく中で生まれた罪業観→出家による救いに、

主体性をみようとした。近世のスタンレー報告は、幕府の視点からすると遊女は労働主体ではなく、あく

までも男性の快楽の対象となる消費客体でしかなかったことを指摘した。近世末の新吉原遊郭をとりあげ

た横山報告は、「家」から切り離され“個”として投げ出された遊女が、読み書き能力を身につけ、労働条

件の改善をもとめて火付けに至ったところに、自己形成と主体性、連帯への可能性を見いだした。近代の

一地方医院の記録をとりあげた廣川報告は、公娼制度の全国隅々までの広がりと、国家権力が個々の娼妓

の身体管理を行った実相を明らかにした。また高木報告は、近代都市周縁の遊郭への新興宗教の積極的布

教を考察し、家業に疑問をもつ妓楼主、家族のために身売りした娼妓の双方にとっての「救い」とは何だ

ったか、を問うた。

ここであらためて、古代からの流れの中で、５報告の意味をとらえ直してみたい。古代女性史研究にお

いては、家族形態‧婚姻形態の歴史的変化の中に、社会的な買売春の発生を位置づける成果が積み重ねら

れてきた。８世紀以前においては、一般的に婚姻の結びつきはゆるやかで、多様で流動的な性関係と重な

り並存していた。『万葉集』などにみえる「遊行女婦」は、移動しつつ芸能で宴会に侍した女性で、その

あとに性関係を持つこともあったが、それは社会的買売春とはいえない。当時の一般の男女の性関係の持

ち方、さらにはその発展としてあった婚姻関係と、さして変わらないからである。『万葉集』では、官人

と同棲した遊行女婦を「妻」と表現している。古代は、買売春以前の社会だったのである。

だが10世紀頃から、芸能に付随して売春を業とする女性たちが姿を現してくる。その背景には、一般社

会において男性を家長とする婚姻形態が広がり、一時的性関係とは区別される安定性と恒久性を持ちはじ

めたことが、一つの要因としてあげられよう。この変化の中で、それまでは“芸能＋（付随して）売春”を

行っていた女性たちが、次第に、芸能を行いつつも売春に比重を移しはじめる。辻報告がとりあげたの

は、この過渡期の遊女たちである。芸能を家業とする中世前期の遊女たちは、誇りを持って仕事に励み、

遊女自身が家長として従者を統括し、娘に家業を伝えた。だが、１３世紀後半以降、芸能性が低下し、売

春を主とするようになるにつれて、遊女たちは仏教的罪業観を内面化し、家業に背を向けて出家に救いを

求めたのである。

ここまでの流れの中に、国家権力は姿を現さない。国家権力が社会的な性売買を統制し、遊女たちを閉

鎖的な遊郭に閉じ込めるのは、戦国時代末～近世初、天下を統一した豊臣秀吉による島原遊郭が最初とさ

れる。この段階までにすでに遊女屋の経営主は男性となっており、遊女は人身売買によって調達され、売

色を強制される客体だった。公娼制の歴史の始まりである。以後、「家」のための身売りとして美化され

た遊女たちに対して、幕府の権力を背景とする経営者は、ある意味、何でもできるようになる。スタンレ

ー報告が鋭く指摘したように、遊女は男性の快楽を満たすための消費客体にすぎない。しかし、幕府から

すれば支配を維持するための消費客体であろうとも、遊女たちはまぎれもなく生身の人間である。横山報

告は、売買される客体としての遊女が、幕末期には労働主体としての意識を持ち、横のつながりを形成し

て職場環境の改善に立ち上がったことを明らかにした。



近代になり、名目的な“解放”を経て、娼妓たちは個々に鑑札を持ち貸座敷で営業することとなった。皮

肉なことに、隅々にまで行き渡った近代公娼制のもとで、身売りされる客体である実態に変わりはないに

もかかわらず、娼妓は初めて明確な“労働主体”となったともいえよう。廣川報告は、近代の地方遊郭の周

辺農村には、徴兵検査時にすでに性病にかかっている青年たち、夫から性病をうつされた妻、胎内で感染

して生まれる赤子等々が、人々のごく見慣れた風景として存在していたことを明らかにした。この圧倒的

な公娼制社会の現実を前にしては、ほとんど言葉を失ってしまう。

高木報告は、近代の京都において芸妓と娼妓の空間的区別が創出され、そうした性にまつわる歴史を隠

蔽して、現在の観光都市京都が成り立っていることを、鋭く指摘した。底辺の娼妓と彼女達を抱える置屋

営業者の双方に、金光教は遊郭存続を前提とする心の「救い」を提供し、教線を拡大していった。公娼制

のもとでの宗教的な「救い」のありようを具体的に検出した意義は、大きく重い。だが、全てを抗えない

現実として受け入れ、ひたすら仕事に励み年季明けを待つ、その心の持ちようで得られる「救い」とは、

中世遊女の仏教信仰と比べた時、主体性というにはあまりにも悲しい。それだけ圧倒的な公娼制社会を、

私たちは過去に持ったのである。

スタンレー報告が冒頭でふれた、アメリカの博物館での、浮世絵に描かれた遊郭／遊女を、ひたすら楽

しい場所、美しいものとして享受しようとする眼差しは、疑いもなく現在の日本にもある。現代の風俗産

業の隆盛、自己責任論の横行に、どう向き合えば良いのか。答えは簡単には出てこない。フロアーから発

せられた、「売春はいつから“悪いこと”になったのか」という質問に対しても。セックスワーク論の立場

に立つにせよ、立たないにせよ、売春に従事する／せざるを得ない一人一人の生存を見つめること、そう

した細やかで力強い研究が進展していることを、本集会は実感させてくれた。

◆ 参加記

参加記１ 国際研究集会「買売春と社会―日本中世から近代まで―」に参加して

川邊あさひ（九州大学 修士課程二年）

2018年12月2日（日）に国際研究集会「買売春と社会―日本中世から近代まで―」が東京大学で開催さ

れた。本研究集会は、中世から近代までの買売春の実態を、その時代の社会の特徴と関連づけながら捉え

ようとするものであった。

浦の遊所に着目し、近世から近代にかけての買売春の展開を明らかにしたいと考えている私にとって、買

売春について研究する上での不可欠な視座や、多様なアプローチが提示された本研究会は非常に刺激的

で、多くの学びを得ることができた。5本の報告を伺って、興味深く思った点や感じたことなどを、以下

述べていきたい。

辻浩和氏の報告は、中世遊女の家族と宗教に着目し、それらが遊女の意思決定にいかなる影響を与えてい

たのか検討するものであった。そして、13世紀半ば以降、社会全体で戒律が重視されるようになり、その

ため売春を行う遊女に対する罪業視が進み、遊女自身にも内面化されていったことを明らかにされた。ま

た、それは、今様の流行が終焉するに伴い、遊女の芸能者としての側面が低下したことにも影響されてい

たと指摘され、遊女と社会は相互規定的な関係にあり、双方を分析することの必要性を認識させられた。



辻氏の報告を受けて、遊女や買売春に対する人々の視線に、中世と近世とで連続する部分があったのか、

検討してみたいという思いを抱いた。近世の遊女は、「家」のために売られた女性として同情的にみられ

る一方で、ある種の蔑視も同時に存在していたという印象を抱いている。中世において、宗教が展開する

中で表出した遊女への罪業観が、近世へとどうつながったのか、今後史料をみる際に意識してあたりたい

と感じた。

エイミー‧スタンレー氏の報告は、ジェンダー視点を導入して天保の改革を再検討するものであった。そ

して、江戸幕府は、消費を女性と結び付けて捉え、改革ではそうした女性の消費行為に対する取り締まり

が厳しく行われたことを指摘された。また、売春については労働としての側面が隠されたことにより、買

春する男性がより楽しむことができる構造がつくられたと言及されたのが印象的であった。非日常世界と

して美化された遊廓や遊女に対するイメージは近世に広く浸透し、それは買春を促すものとなったと考え

られる。こうしたイメージを形成したのは誰であったのか、買売春業者だけでなく、幕府といった公権力

や社会にまで視野を広げて検討することも意味があるのではないかと、報告を受けて考えさせられた。

横山百合子氏の報告は、遊女の書いた文書史料を素材として、19世紀江戸の新吉原遊廓の遊女の実態を解

明するものであった。報告を聞いて、遊女がいかに暴力的な環境の中に置かれていたかということを、改

めて知ることができた。また、遊女間の関係性が遊女屋―遊女の矛盾の調整機能となっていたことや、表

出せずにはいられない感情が「書く」という行為に結びついたことなど多様な指摘がなされ、遊所に生き

る遊女の姿が明瞭に示された。横山氏の報告を通じ、買売春の構造の解明に留まらず、遊女の実態を具体

的に捉えることの重要性を実感した。

廣川和花氏の報告は、喜連川遊廓の検梅と地域医療を担った病院の医療記録を用いて、明治期の地域社会

における梅毒の様相を明らかにするものであった。遊廓を擁する喜連川町および近隣村の地域全体で、罹

患の実態を捉えた際に、喜連川遊廓で買春した既婚男性が、妻に感染させ、梅毒が広がる構図を読み取る

ことができるという指摘が興味深かった。

買春により梅毒が広がることは、対応する病院のみならず、地域社会でも経験的に知っていたと考えら

れ、また検梅制度が布かれていた近代にあって、娼妓と梅毒を結びつける意識も強化されていたと考えら

れる。勉強不足であるため、すでに先行研究において言及されているかもしれないが、そうした認識は、

近代に前面的に表れる娼妓に対する差別意識とどのように結びついていたのかという疑問が生じた。

高木博志氏の報告は、明治期を中心として、金光教の布教が遊廓‧花街へ広く展開する様相を明らかにす

ると共に、娼妓や妓楼主の祈念を記した「祈念帳」を用いて、娼妓の心性に迫ろうとするものであった。

報告を聞いて、宗教と娼妓に着目する研究は、多くの可能性があるように思えた。宗教は、何らかの願い

や思いがある時に求められる側面がある。拘束下に置かれた状態で、娼妓が接することができた宗教は限

られていたと思われるが、娼妓を宗教へと向かわせるものは一体何であったのか検討することにより、娼

妓の心性にも触れることができるのではないかと感じた。

また、小野沢あかね氏によるコメントの中で、娼妓の精神世界を論じる際にも、支配―被支配の視座が不

可欠である点が指摘され、買売春の問題は非対称的な権力関係を前提として議論することの重要性を改め

て感じさせられた。



中世から近代に渡って「買売春と社会」について議論される中で、各時代による差異があると同時に、連

続する部分があることも伺えた。私は専門的知識も能力もまだまだ不十分であるが、この研究会に参加し

て得られたことを踏まえ、性に関わる問題性がいかにして生まれ、今へと続いているかを、今後歴史的に

分析していきたいと思う。

参加記2 国際研究集会「買売春と社会―日本中世から近代まで― Prostitution and Society in Japan:

from Medieval to Modern Era」に参加して

髙木まどか（成城大学大学院文学研究科大学院生）

2018年12月2日（日）、国際研究集会「買売春と社会―日本中世から近代まで―　Prostitution and

Society in Japan: from Medieval to Modern Era」が東京大学キャンパスで開催された。筆者は遊廓にお

ける客についての関心に基づき本集会へ参加し、幸いにも参加記を認める機会を得た。以下では各報告の

概要を述べつつ、印象に残った論点を雑駁に述べていくこととしたい。

辻浩和氏「中世遊女の家族と信仰」

辻氏による報告は、中世前期において遊女業が家業として営まれ、自らの選択によって廃業し得

たことと、13世紀半ば以降律宗などの影響によって社会的に遊女業が罪業視され、それが遊女に内

面化されるに至ったことについて考察するものであった。このことにより、家族及び信仰がいかに

遊女業に関わったかかが明らかにされた。議論の中でとりわけ興味深かったのは、この頃の遊女が

国家権力と無関係に母親から引き継ぐ形で遊女業を営み、家族からはその稼ぎを期待されていたと

いうことである。すなわち遊女は「家」を担う存在であったが、しかし遊女が廃業を望んだ場合、

母親の反対を退け廃業し得たことが絵物語･説話集等から明らかにされた。こうした中世前期の遊女

の在り方は近世における遊女像とはかけ離れており、中世末期に遊女を雇う人々が登場して以降、

このようなあり方がいかに変化していったかを考えさせられる極めて興味深い報告であった。

エイミー‧スタンレー氏「ジェンダー史としての天保改革と江戸」

スタンレー氏による報告は、天保改革で行われた風俗取締令をジェンダーの視点から捉え直すも

のであった。公儀が遊女を消費の客体とみなし職業の主体としては捉えていなかったこと等、興味

深い論点が多く提示されたが、とりわけ筆者が関心を引かれたのは天保改革下の下層女性の消費を

めぐる統制についての分析であった。ロンドンやパリ等においても模様の入ったキャリコを身に付

けた下層の女性が批判されたこと、その理由として派手な装いが身分秩序を乱すということがあっ

たという指摘は極めて示唆に富むものであり、天保改革の背景をグローバルな視野のもとに捉え直

す必要性を痛感させられた。

横山百合子氏「新吉原遊廓における遊女の自己形成とリテラシー」

横山氏による報告は、「梅本記」（東北大学狩野文庫）における遊女の日記や調書を素材とし、

楼主に抵抗するために協力して付け火を行った遊女たちが、いかに楼主の暴力を「書」いたのかに

注視した報告であった。分析では興味深い論点が多く提示されたが、とりわけ筆者が関心を引かれ

たのは、遊女たちが付け火を行う際に作成したという連判についての指摘である。この連判を作成

するにあたって遊女の名は「見世順」に基づき書かれたことが遊女「重本」の「申口」にみえる

が、横山氏はこの「見世順」が『吉原細見』にみえる遊女の名の順序と同じであることを指摘し、

『吉原細見』が遊女屋内の日常的序列をあらわしたものであり、遊女間の競争と分断序列化の機能

を持った可能性を示した。『吉原細見』はこれまで客にとってのガイドブックや広告として理解さ

れてきたが、遊女の序列との関わりは新たな視角であり、『吉原細見』の意味を捉え直す重要な指

摘であると感じた。



廣川和花氏「明治期日本の梅毒と地域社会―栃木県塩谷郡の事例から―」

廣川氏による報告は、これまでの梅毒研究の対象が娼妓の検梅と罹患に集中していたことを指摘

した上で、娼妓のみならず、娼妓（遊廓）を包含する地域社会における梅毒流行の全体像がいかな

るものであったかに注視するものであった。史料は喜連川遊郭（栃木県塩谷郡）に近接する喜連川

病院における明治期の「診断書」（佐野哲郎家文書）等である。そこからは、娼妓に加え、地域全

体の未婚･既婚男女の花柳病罹患状況が明らかにされた。特に関心を引かれたのは、既婚男性の罹患

が妻へ感染し、先天性梅毒の子供が産まれるというパターンが展開していた可能性があるとの指摘

である。遊廓における病の問題がそこで完結せず、周辺農村に入り込み影響を及ぼしていたという

ことであり、遊廓を地域との連続からみる画期的な議論であった。フロアからは梅毒の診断方法等

についての質問がでたが、現状確認できる診断書等のみからでは明らかにならない点も多いとのこ

とで、今後様々な角度からの体系的な分析がなされるのを心待ちにする次第である。

高木博志氏「遊廓‧花街と金光教の布教」

最後の報告は、高木氏による、京都･姫路･岡山中島の遊廓･花街の人々が、明治期以降いかに金光

教と関わりをもったかを明らかにするものであった。高木氏の指摘でまず興味深かったのは、遊

廓‧花街の周辺に金光教教会が多く存在し、芸娼妓に加えて、遊廓の経営者が多く金光教に入信し

ていたということである。更に今回紹介された明治期の「祈念帳」からは、芸娼妓らの多くが自ら

の病（梅毒･淋病や陰部の腫れ等）について祈ったことが見て取れ、芸娼妓が自らの身体にいかに向

き合ったかが浮き彫りにされた。フロアからの質問‧コメントにおいても指摘があった通り、芸娼

妓の祈念は妓楼主を介したものであり、削ぎ落とされた願いがあったであろうことには注意する必

要があろう。しかし総体的ではないにせよ、芸娼妓の病にまるわる悩みや願いを詳らかにすること

は、その症状や診断の検討とともに、意義深い究明になると思われる。

小野沢あかね氏によるコメント および討論

以上の報告を踏まえ、小野沢氏から全体の趣旨および各報告者に対しコメントが行われた。重要

な指摘が多くあったが、とりわけ筆者の関心と関わって考えさせられたのは、中世において性を売

る女性が罪業視された一方、買春は罪業視されたのかという問いであった。辻氏の回答は、僧侶は

元来性交渉を禁じられているが、それ以外の男性への言及はないということであった。近世、とり

わけ江戸においては男女比の格差が性売買を許容する土壌となったと言われるが、そもそも買春が

どう捉えられていたかについて、中世～近世の推移を考える必要を感じた。また遊女を抱える遊女

屋がいかに罪業視され、それがいつ内面化されるに至ったかという議論も、示唆に富むものであっ

た。

続いて討論では各報告者及び全体に対する質問が行われた。コメント‧質問については適宜各報

告者の項に記したが、とりわけ大きなものとして、今回報告のあった中世‧近世‧近現代における

遊女･遊女屋がどのように連続あるいは断絶していたかという問いが提示された。

義江明子氏による総括

こうした流れの中、義江氏による総括では、今回の報告において性売買が芸能‧家‧国家権力の

三つと関わりつつ変化していったこと、及び遊女が自らの稼業‧宗教をめぐって主体性をもった姿

がみえたことが確認された。その上で、大きな流れとして、古代に社会的な買売春は存在せず、家

族の在り方が複婚から変容する10世紀頃に芸能と売春を職業とする遊女が登場したこと、その後遊

女の芸能性が低下し売春が前面に出される中で、周囲の目が厳しくなり、遊女自身もその罪業感を

内面化していったこと、しかしここまでの経緯に国家権力は関わらず、国家権力の庇護のもとに遊

女が支配されたのは近世以降であったと言う、買売春をめぐる全体像が明確に整理された。



稿を閉じるにあたって、以下、若干の私見を述べたい。討論の中でも指摘された通り、近世においても

人身売買等によって売春を強要された訳ではない、自ら職を選択し得た私娼もいた筈である。そういった

意味において、中世前期における遊女と、近世における遊女等のあり方が全くかけ離れていた訳ではない

であろう。しかし13世紀半ば以降性売買への罪業観が生起したにも関わらず、なぜ親への「孝養」や「孝

行」として売春が肯定され、近世において性を売ることへの拒否感が失われていったかや、15世紀頃以降

形成されたという売春市場のネットワークが、いかに女性たちを性売買の世界に囲い込んでいったのかと

いった経緯について、具に明らかにしていく必要性を感じた。

以上は多岐に渡った議論の一部を切り取ったものであり、取り違えた部分もあるのではないかと思う。

各位のご寛恕を切に請い、本参加記を締めくくりたい.

第11回研究会

【会場】国立歴史民俗博物館

2月16日（土）13：00－17：10

◆ 報告1 大名家「女使」の職務と権威―使者としての奥女中―

柳谷慶子（東北学院大学）

柳谷慶子氏の報告は、近世の「政治空間と女性」に迫る

検討対象として、大名屋敷の奥向に奉公する奥女中の「役

人」としての姿に着目したものである。はじめに、武家の

奥向研究が奥向の公的役割をとらえる研究として進展して

きた動向に触れたうえで、奥向に仕える奥女中のなかで

も、女使（おんなづかい）と呼ばれる任務に就いた奥女中

をとりあげ、その役人としての姿を明らかにすることの意

義を述べた。女使とは、徳川将軍家と婚姻関係のある特定

大名家の江戸屋敷に、将軍家大奥への「奥勤」の使者とし

て置かれた奥女中をいう名称で、上臈や老女のなかから選

ばれていた。その存在の重要性について、①大名家と将軍

家をつなぐ使者となるという仕事が重要であり、表向の男

性家臣が務める留守居に対応すること、②当主夫妻の代理として登城し将軍夫妻に謁見することで権威性

をもつこと、③表向家臣と仕事の協力‧連携関係が認められること、③儀礼の使者だけでなく、内証勤

め、交渉の取次などの役割を果たすことがあった、という4点を指摘した。

つぎに、女使が担う奥勤めの使者役割とはどのようなものか、これまで全体的な検討が不十分であった

江戸城への登城日と登城回数について関係史料から考察をおこない、さらに登城日の具体的な行動、すな

わち、将軍家への献上‧口上とこれに伴う所作、帰館後の報告、登城時の隊列や衣装の特徴などについ

て、仙台藩伊達家を事例として、分析をおこなった。女使はこのほか、内証勤での使者となり、また将軍

家と大名家の婚姻などで取次役となるなど、表向の男性家臣による連絡‧使者役割とは別に、奥向からの

ルートがつくられ機能したことを重要であるとし、その任務と働きぶりをジェンダーの視点から捉えなお

した。



以上の報告に対して、女使による内証勤の様相や、表向の男性家臣との関係について、他家の事例が紹

介され、また奥女中は1代限りの奉公であることで実力者を得る可能性が高いのではないかという意見も

出された。ジェンダー展示において具体的にどのように扱うか、近世チームを中心に議論が続くことが期

待される。〈報告紹介：五味玲子〉

◆ 報告2 田植えと女性

関沢まゆみ（国立歴史民俗博物館）

１ 田人男女から殖女へ

義江明子‧伊集院葉子「青谷横木遺跡の女子群像板絵、男

女人形、勧請板、田植え木簡」（第8回研究会　2018年7

月22日）では、田植え木簡の分析から、①9世紀半ばの荒

田目条理遺跡木簡においては、男女34人の「田人」の内、

女は3人であった、②9世紀末以降の古志田東遺跡木簡にお

いては、「田人」男女39人の内、女は31人と記されてお

り、さらに、10世紀頃の青谷横木遺跡木簡では「殖　女8

人、男3人、少子1人」とあることが示され、実労働として

の田植えは、男女による田植えから9世紀半ば頃を境に女

性が中心になっていったとの指摘がなされた。

田植えの風景は、これまで、弘願本法然上人絵伝（14世紀）や大山寺縁起絵巻（模本）（応永5年

（1398））、月次風俗図屏風（16世紀）などに描かれていることはよく知られている。そこには田植え

の構成要素である、代かき、苗取り‧苗挿し、囃子、そして月次風俗図屏風には田に昼飯を運ぶ女性た

ち、オナリ（ヒルマモチ）が描かれている。そして、田植えは女性の労働となっていたこと、囃子を伴う

田植えは鎌倉時代にも室町時代にもあったこと、また女性にはもう一つ、昼飯を運ぶオナリの役割があっ

たことなどがわかる。

民俗学の分野では、これまで田植えは早乙女が行なうものというのが常識とされていたため、今回の発表

で、9世紀半ば以降に、男女の田植えから女性の労働へという変化が起こったという可能性の指摘に大き

な刺激と示唆を受けた。民俗伝承は歴史の蓄積を反映しているという視点から、男女の田植えの民俗伝承

の中にどのような歴史情報が読み取れるのか、あらためて折口信夫と柳田國男の田植え論の整理を行なっ

た。そのうち、ここでは研究会でも多くの意見や示唆をいただいた折口の田植え論を中心に報告を行なっ

ておく。

２ 折口の田植え論―芸能化した田植え：田の神と巫女と田の精霊と―

折口の田植え論の要点は、①田植えが単なる労働というだけでなく芸能化していることへの注目である

（１）。ここでなぜ田植えが芸能化するのか、というと、それは、田の精霊に対する畏怖、畏れがあった

からという。大地に苗を挿しこむ田植えは、畑作の種まきや稲作でも直播きの場合と違って大地との直接

の接触がその特徴となっており、田植えでは特に大地の精霊に対する、畏れ、祈り、感謝の感覚が研ぎ澄

まされたものと考えられる。そこで、折口は、芸能によって田の精霊を鎮めるという方法が生み出された

と考えた。そこに「芸能化」をみるというのである。



田植えに関する芸能には、田遊び、田儛ひ、田楽の三種類があり、なかで最も素朴なのは田遊び（春田打

ち）である。田遊びは、神（翁と媼の姿）が模擬田植えを行ない、田の精霊を鎮め豊作を約束させるため

の田の鎮魂術であるという。②男女の田植えがあったか否かについての折口の見解については不明である

が、田植えが行なわれる5月は斎月、男女共に忌籠りの月で、男は田の神として田植えの指図をし、女は

巫女として田植えをするという男女の分業協業の関係を示している。そして、③折口は、田の神は、アマ

テラスに対して天つ罪を犯して天上界を追放されたスサノヲであり、それは水の神でもあり、田の神でも

あるという。そして、サンバイとして早乙女に指図して田植えをさせると同時に、田の精霊を鎮めるのだ

という。

３ 田植えの民俗伝承

● 実労働にみる早乙女の強調

民俗伝承のなかに、田の神をまつるという感覚はよく伝えられているが、田の精霊を鎮めるという感覚や

そのような男の役割についての伝承は希薄になってきている。広島県の「壬生の花田植」や住吉大社の

「お田植神事」などでは、早乙女が着飾って田植えをし、田の神に仕えるという面が強調されている。た

だし、東京都の「徳丸の田遊び」など、田遊びの類の伝承の中には、折口が見通したように、田の精霊を

鎮める芸能の部分が伝存している。男女の田植から女性の田植へという変化についての、その歴史的な時

期と背景についての検討は今後の課題である。そうした中で、田植えに先立つ五月節供に早乙女たちが忌

籠り、潔斎する習俗が広く伝承されてきていたことには注意しておいてよい。それは、近松門左衛門の

『女殺油地獄』（享保6年〈1721〉初演）にも「五月五日一夜さを、女の家といふぞかし」とあるよう

に、早乙女の精進潔斎のための「女の家」と呼ばれていた習俗であった。

● 田植え儀礼にみる男性の役割

この、田植え＝早乙女、という伝承の一方で、あらためて、各地の御田植祭の伝承をみると、たとえば、

福島県会津美里町の御田植祭（２）では御正作田を白翁‧黒翁‧白女（早乙女）の3体のデコサマ（田植

人形）が巡る儀礼があり、これは折口のいう田主（たあるじ）＝田の精霊と田の神と巫女との三者を示唆

するもののようにもみられる。また、高知県中土佐町久礼八幡宮の御神穀祭では「田植婆さん」と呼ばれ

る年配の女性による御田植が行なわれている（３）。この他、義江氏からは板橋区赤塚の田遊びでは男性

が女装して田植えを行ない、出産する場面もあること、また香取神宮の田遊びでは幼女と老女が田植えを

するという情報を、また、柳谷氏からも、宮城県の秋保（あきう）の田植え踊りも男が女装して行なって

いるという情報を、そして、小島氏からは、福島県内の男性が行なう田植え儀礼の情報などもいただい

た。これらのなかで、たとえば年配の女性による田植えの意味については、田の神（翁）に付随する巫女

（媼）の神話を背景にしているのではないか、血穢忌避とその克服という清浄性や神聖性の強調によるの

か、などの興味深い問題点は、研究会でも意見が出されたが、今後の検討課題の一つとして取り組んでみ

る予定である。

４ 今後の課題

田植え＝女性の役割とされたその背景は、これまで女性の生産性と豊饒性そしてその背景にある神聖性

との関連で解釈されてきた。しかし、現実的な歴史的変化の可能性を考える必要がある。



田植え木簡の分析により指摘された9世紀半ば以降の変化という論点にもう一度戻るならば、歴史学の分

野では、古代の神祇祭祀について岡田荘司氏によって9世紀半ば以降、律令祭祀制から平安祭祀制への構

造的変化があったことが指摘されている（４）。それに対して、民俗学ではたとえば新谷尚紀氏が、その

構造的変化に対応して、幼少の清和天皇の即位に象徴されるように、その後、天皇の神聖性が強まったこ

と、それにともなう触穢思想の高揚などの指摘がなされている。そのように、9世紀から10世紀にかけて

の摂関政治と天皇の神聖性の強調へ、という国家権力の構造的な変化という問題が指摘されているのであ

るが、それらの研究動向に対して、今回浮上してきた問題点、つまり、稲作における神事性の強調、早乙

女の神聖性の強調、という動きも歴史的に関連している可能性があるのではないかと考えているところで

ある（５）。
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◆ 報告3 後家尼と家族の像について―中世末～近世初の風俗画から―　付、不動産処分文書の
男女

小島道裕（国立歴史民俗博物館）



1 後家尼と女性家族の図

『洛中洛外図屏風「歴博甲本」』（1525年ころ）左隻第

四扇には、尼姿の女性一人と若い女性三人の集団が描かれ

ている。従来「歌比丘尼」（『洛中洛外図屏風大観』）と

いう説明があったが、小島要旨.jpg「後家尼と家族の女

性」ではないか類例としては、たとえば『東山名所図屏

風』（16世紀後期ころ、歴博蔵）の清水の舞台の一団は、

「祖母と孫と一家の女性」と解釈でき（写真）、『洛中洛

外図屏風「東博模本」』（1540年代）にも同様の図が複数

見られる。

企画展示に複製の出品を検討している『月次風俗図屏風』（東博蔵、16世紀後期）にも、後家尼と家族

の像が二カ所に描かれている。男性と女性が別のグループとして描かれていることも注意され、『北野経

王堂図扇面』（個人像、16世紀）でも、一家を昂然と率いる後家尼の後ろには、やはり女の家族‧男の家

族が分かれて続いている.

２ 後家尼の地位低下と消失

ところが、『観楓図屏風』（東博蔵、16世紀後期）、『花下遊楽図屏風』（同）では、後家尼が従属的

な地位に下がり、嫡男の母かと思われる別の女主人が中心になる。『洛中洛外図屏風「歴博乙本」』

（1580年代ころ）では後家尼が描かれない、というより尼や老人自体が描かれず、絵の個性でもあろう

が、時代を反映してもいると思われる。

３ 夫婦外出像‧単婚小家族像の登場

風俗画で後家尼の地位が下がる一方、夫婦の外出像が現れる。『洛中洛外図屏風「歴博乙本」』や、豊

臣秀吉と北政所を描く『醍醐花見図』（17世紀初）などが早い例である。

また、単婚小家族の像も出現する。『洛中洛外図屏風「舟木本」』（1615年ころ）には、夫婦と男女児

の四人家族が描かれ、『大坂夏の陣図屏風』（17世紀前期）には、戦火から逃げ惑う姿として、多くの家

族像‧夫婦像が描かれている。なお、この屏風の発注者ないし享受者は女性と見られ、嫁入り屏風とする

説を支持できる。風俗図屏風の多くは、女性を対象に描かれていると見るべきかもしれない。

付、文献史料による定量的な可視化の試み 

館蔵の不動産処分文書類の女性比率

土地売券、寄進状、譲状など、すなわち不動産の処分について、誰が主体となっていたか（権限を持っ

ていたか）、具体的には、処分者（売主など）、取得者（買主など）、連署者（請人など）を、歴博所蔵

資料を用いて性別で半世紀ごとに比較した。

結果としては、

15世紀前期までは女性が主体となった不動産処分が多くみられる。

15世紀後期からはほとんど見られなくなる。

という現象が見られた。従って、16世紀の風俗画に見える家長的な後家尼像は、文書の上で財産処分権

を持つ女性像とは時代的に一致しないのだが、しかし、女性の家族を率い、一家全体の中でも重きをなす

風俗画の後家尼像はおそらく実態に近く、実質的な権限は握っていたと思われる。近世的な単婚小家族以

前、ないし中世（後期？）的な大家族の在り方としてとらえられるのではないだろうか。



◆ 報告4 中世武家所領と女性の相続―石見益田氏を素材に

久留島典子（東京大学史料編纂所）

研究史のうえで九州‧中国地方の中世領主関係史料は、

その豊富さゆえに地頭職等武家領主の所領相続‧伝来関係

研究に多く利用されてきた。鎌倉から室町期における女性

相続所領の変化の在り方も、これら西国の領主関係史料に

多く負っている。

しかし、西国の地域的特性がどこまで存在するのか、あ

るいは何を東国からの西遷御家人の特徴として捉えるべき

なのかといった点を個々の所領相続を丁寧に追い、互いに

比較するなかで考察している研究はそれほど多くはない。

中世における女性相続所領の変化を一般化する前に、考慮

すべき地域特性について検討することが課題といえる。

本報告では、素材として、石見国の有力領主益田氏が伝来してきた、あるいはそれに関係する史料をと

りあげ、西遷御家人が入部する以前の状況やその後のあり方を見た。

まず益田氏関係史料の特徴として以下の点があげられる。

1. 鎌倉期以前の史料は他の中国地方の有力領主と比べるとわずかだが、多様な史料が残る

2. 益田氏の領地拡大にともなって、新たな所領に関係する旧領主所持の文書も益田家文書のなかに伝

来している。

3. 益田氏は西遷御家人ではなく、石見国に12世紀以前から所在していた一族と推測できる。

こうした特徴を有するが故に、益田氏関係史料からは、12世紀に遡って、石見西部を根拠地とする有力

一族とその所領状況、女性相続を考えることができる。

まず「１．中世初期の長野荘下司一族にみる女性所領」では、「石見国長野荘各郷下司職系図」とも称

される史料を用い、後の飯田郷と推測できる長野荘本郷の本下司職は、物部季遠妻紀氏女であり、紀氏女

からその女子に譲与され、彼女は立荘後本地域に入部した領家卜部氏関係者と婚姻関係にあったと推測で

きることなどを指摘した。また紀氏女のもう一人の女子は同荘吉田郷下司藤原盛保の妻であるなど、各郷

の下司一族間でも婚姻等によって密接な関係を結んでおり、女性による所領相続が一般的であったこと、

益田氏もそうした状況下で自らの所領を拡大していくことを指摘した。

次に「２、鎌倉時代の益田氏系図にみる女性所領」では、益田氏関係の系図を比較検討し、宇地村地頭

尼是阿、惣領益田兼長妻阿忍への幕府による遺領配分、さらには本郷等兼長遺領の主要部分を譲られたと

推測できる兼長女子童名千手が、従弟にあたる兼胤によって「女捕」された問題などに注目し、近世の系

図記載では抹消されている鎌倉時代の女性所領の存在を指摘した。そして鎌倉時代には、直系だけで継承

される代々続く益田の家は未確立であり、系図は、嫡嫡継承の家が確立し、家の由緒を毛利家に証明しな

ければならないとされた近世半ばに一種のフィクションとして作成されたことを明らかにした。なお、文

書によって女性所領が解明できるのは、永徳三年（1383）八月十日祥兼益田兼見置文によって、女子永領

化の禁止がなされた後の室町期に、益田氏が別相伝ともいえる女性所領に関する文書を意識的に回収し、

現在益田家文書にそれらが残されたためであることも指摘した。



最後の「３、益田家文書にみる他氏の女性所領の痕跡」では、益田氏が所領支配拡大のために獲得し

た、旧領主たちの文書のなかにも、鎌倉時代の女性所領に関する文書が存在することを、永安氏、美濃地

村‧黒谷村地頭菖蒲（波多野）氏について明らかにした。

なお、本報告と密接に関係する拙稿として、久留島典子「益田氏系図再考―史料編纂所寄託益田氏関係

系図の紹介と考察―」（『東京大学史料編纂所研究紀要』第29号、2019年3月）があることを付記する。

以上

目次に戻る


