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 登呂遺跡は昭和 18年（1943）、第二次世界大戦 

が激化するなか軍事工場の建設途中に発見されま 

した。そして戦後まもなくに行われた本格的な発 

掘調査で、居住域と水田跡が一体となった弥生時 

代の農村の姿が明らかにされたのです。 

 今からおよそ 2000年も前に、高度な稲作技術 

をもつ人々が、登呂の地で文化的な暮らしを営ん 

でいたという事実は、戦後復興を目指す多くの日 

本人に希望を与えたといいます。 

 昭和 27年には、我が国を代表する重要な遺跡 

として、国の特別史跡に指定されました。「特別 

史跡」は、建造物や美術工芸品でいう「国宝」に      居住域の整備状況（手前が祭殿） 

あたります。      

 世紀の発見からもうすぐ 70年。このほど登呂  

遺跡の再整備事業が完了し、生まれ変わった登呂 

ムラの全貌が公開されることになりました。 

 静岡市では、平成 11年から 15 年にかけて登呂 

遺跡の再発掘調査を実施しました。この再発掘調 

査では、ムラが２度の洪水被害に遭いながらも復 

興を繰り返していたこと、水田は大きな畔で囲ま 

れた中をさらに小さな畔で区分けされていたこと、 

棟木を支える棟持柱（むなもちばしら）のある大 

きな高床式の建物が確認され、登呂ムラの人々が 

祭りを行う祭殿であると想定されたことなど、多 

くの新たな発見がありました。                復元された水路と水田 

 今回の再整備事業は、この発掘調査と最新の研 

究成果を取り入れながら、「弥生時代後期の登呂ムラを地形も含めて再現する」というコンセプトを掲

げて実施したものです。居住域と水田域、水路を忠実に復元し、住居や高床式倉庫も遺構を埋め戻し

た上に復元しています。また復元住居や高床式倉庫の設計も、研究成果に基づいて新たな形に変更し

ました。従来遺跡内に展示していた住居や倉庫もメモリアル広場に保存していますので、その違いを

確認することができます。 

 今後は、市民の皆さんが自ら登呂ムラの住民となって、弥生人の暮らしについて理解を深める体験

学習の機能も充実させていきます。今も遺跡内での火起こしや土器による赤米炊飯などが体験できま

すので、ぜひ登呂遺跡まで足をお運びください。 

 なお、再整備事業の完了を記念して、７月 13日（金）には登呂ムラオープニングセレモニー、また

12 月には稲作農耕文化をテーマとした学術シンポジウムの開催を予定しています。詳しくは、市の広

報紙やホームページなどでお知らせいたします。                  （多々良） 

    登呂ムラへ行こう！―登呂遺跡の再整備が完了しました― 
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～第１回静岡市歴史文化施設建設検討委員会を開催しました～ 

去る３月 22日、静岡市歴史文化施設建設検討委員会の第１回目を市役所にて開催しました。 

静岡市では、平成 22年度に策定した基本構想にもとづき、歴史文化施設に必要な機能や規模などの

より具体的な検討を進めています。この検討にあたっては、静岡市の歴史や文化財、博物館に関する

専門的な知識、また利用者側である市民の目線に立った考えが必要です。そのため、有識者と市民公

募委員で構成された 10名からなる静岡市歴史文化施設建設検討委員会を立ち上げました。 

第１回委員会は、冒頭、田辺市長から委

員へ委嘱状を渡したのち、検討の前提とな

る基本構想に掲げられている基本方針の確

認をしました。委員からは、「地域の文化財

を学校教育の教材として活かすことが重

要」、「歴史観光の推進として、静岡らしさ

を紹介できる展示を検討してくべき」、「被

災時の文化財救済システムを考えたい」と

いった意見が出ました。 

24 年度は、４回程度の開催を予定し、こ

の委員会で出た意見をもとに、市民のみな

さんに愛される博物館の整備をめざしてい

きます。                 （梶山） 

 

 

 

 

 

一丁田遺跡は、清水区庵原町の通称「いはらたんぼ」と呼ばれ

るところで、道路事業に伴い平成 20年に発見された水田遺跡で

す。見つかった水田跡は弥生時代から近世にかけてのもので、

この付近一帯が古くから現在に至るまで生産域として利用され

た低湿地帯であったことがわかりました。また、それぞれの時

代の水田跡は洪水によって運ばれた砂や礫によって覆われてい

ます。近くを流れる庵原川やその支流などの氾濫による水害が

古くから発生する地域であったことがわかります。 

庵原地域では、これまで弥生時代から平安時代にかけての集

落域や墓域が多く見つかっていましたが、生活の基盤となって

いたはずの生産域が未確認のままでした。一丁田遺跡は、今回

の調査によって非常に広い範囲が水田として営まれていたこと

が確認され、周辺の集落域を支えた一大生産地であったことが

わかりました。今後、道路事業に伴って調査がされていくため、

各時代の庵原地域の実像がより鮮明になっていくことが期待さ

れます。 

 現在、静岡市埋蔵文化財センターで「一丁田遺跡展」を開催し 

ています。詳しくは最終ページをご覧ください。   （古牧） 

    歴史文化施設の整備を目指して！ 

文化財ニュース 

 

    発見！しずおかの遺跡 「一丁田遺跡（清水区庵原町）」 

 

文化財ニュース 

 

平安時代後半の水田跡 

（中央が近世の河川で消滅） 
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平成24年1月14日（土）、静岡市葵区東草深町の 

葵生涯学習センターアイセル21にて、韓国から全南 

大学国際学部教授康志賢先生をお招きして、駿府生 

まれの江戸時代の作家十返舎一九の講演会「時空そ 

して国境を超える弥次喜多の笑い～小説から浮世絵 

まで～」を開催しました。当日は市内外から約170 

名の皆さんが参加してくださいました。  

 康先生は幼いころから日本文学に興味を持ち、大 

学院時代に一九を研究テーマとされました。日本で 

の研究活動も長く、九州大学や東京大学などの研究 

員を務められています。韓国では「膝栗毛」を翻訳 

するなど、韓国への日本文学の紹介等を行っています。 

講演ではまず一九が当時の出版界の様々な分野でマルチな才能を発揮した日本最初の職業作家であ

ることを説明され、また「外国人にもわかりやすい一九の魅力」として、自身が学生時代に図書館で

「膝栗毛」を読み、あまりの可笑しさに大声で笑い転げて図書館員に大目玉を喰らったエピソードを

紹介し、一九の面白さについて「膝栗毛」の「濱松・洗濯物に腰を抜かす」場面や、「鞠子・とろろ

汁屋の夫婦喧嘩」の場面を、浮世絵や冊子本の挿絵等の図版を使って解説されました。 

講師の熱心な話に聴衆も聞き入り、十返舎一九の魅力について再認識されていました。 (横田) 

 

 

 

 

 

市内には、伝統的な盆踊りや神楽、舞楽、古式 

ゆかしい伝統行事など、たいへん多くの民俗文化 

財が伝承されています。文化財課では、このほど 

静岡市無形民俗文化財保存団体連絡協議会を立ち 

上げ、２月 26日に初会合を開きました。 

 この協議会は、国、県、市の無形民俗文化財を 

伝承する各保存団体の代表と静岡市、静岡市文化 

財協会で構成されています。民俗文化財の活性化 

に向け、官民一体となって取り組んでいくことを 

目的としています。 

 各地に伝わる民俗文化財が抱える喫緊の課題は、 

担い手の育成です。どこの保存団体も少子化、過疎化による後継者不足に悩まされているからです。 

そこで静岡市は、田辺市長が掲げる「まちみがき戦略推進プラン」のもと「地域文化の担い手の育

成と伝承事業」に取り組み始めました。従来の保存団体に対する支援策を充実させるとともに、保存

団体と市民の皆さんを結ぶ体験事業などを企画し、我がまちの伝統文化を、誇りを持って将来に継承

することができる環境や仕組みを整えていくことを目指しています。 

 今後、連絡協議会の場で出された意見を取り入れながら、活性化に向けた新たな試みに取り組んで

いきます。                                    （多々良） 

    講演会「時空そして国境を超える弥次喜多の笑い」 

文化財ニュース 

 

   民俗文化財を次の世代に受け継ぐために！ 
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今川氏親は、公家である中御門宣胤（なかみかど のぶたね）の娘（寿桂尼）を妻としていました。

そのため、戦乱の時代にあっても、今川氏と京都の人々との間には活発な交流が見られました。今回

紹介する山科言継（1507-1579）も、今川氏のもとに身を寄せていた養母（中御門宣胤の娘）を訪問す

るため、駿河国に向かいました。 

山科家は藤原氏の一流である冷泉家から分かれた一族で、その姓は家領（家の代々所有する土地）

である山城国山科荘（現京都市山科区）に由来しています。また、山科家は「日記の家」としても知

られ、言継も詳細な日記（『言継卿記』、東京大学史料編纂所などが所蔵）を残しています。今回はそ

の日記から、戦国時代の駿府や今川氏領国内の様子を見ていきます。 

弘治 2 年（1556）9 月、言継は京都を出発し駿河国に向かいます。しかし、その道中にも様々な出

来事がありました。今川氏領国内の三河国吉田城（現愛知県豊橋市）・遠江国引馬城（現浜松市）では、

それぞれ城主が西三河へ出陣中だったため、馬の提供などの援助を受けることができませんでした。

また、遠江国の天竜川では、川渡しの船賃をめぐって喧嘩となり、地元有力者の仲裁により解決して

います。以上の例は戦国時代の社会の一側面を示すものといえるでしょう。 

言継は駿府に約半年間滞在しました。その間の記録は今川氏関係者との宴席や贈答の記事で埋め尽

くされており、毎日のように誰かと酒を酌み交わしていたことが分かります。中でも、11 月 19 日か

ら 21日の記事には、今川義元や寿桂尼の様子が記されています。 

言継は 9月中に駿府に到着していましたが、今川義元との初対面を果たしたのは 11月 19日のこと

でした。三条西実澄（言継と同じく駿府に下向していた公家）らとともに義元邸に向かい、義元の家

臣から門外で出迎えを受けます。対面の後は即席の歌会となり、そして宴席となりました。言継はそ

の時の義元の様子について、大変機嫌が良かったと記しています。 

翌 20 日は今川氏真邸に招かれ、21 日には寿桂尼邸の宴席に出席します。寿桂尼邸での宴席には義

元も出席していました。ここで言継は意識もなくなるほどに酔い、亥刻（午後 9時から 11時ころ）に

宿泊所（新光明寺）に戻ったようです。寿桂尼・義元も大変機嫌が良かったようで、特に義元は下戸

であったにも関わらず、10 余盃も盃を受けたと記されています。言継の視点から見た、義元の人物像

を示す貴重な記録といえます。 

当初、言継は 12 月に京都に帰る予定でした

が、義元や寿桂尼の勧めもあり、駿府で越年し

ます。弘治 3年（1557）に入っても、今川氏の

歌会始への出席、新光明寺の庭での女房狂言の

見物、久能寺・三保松原・清見寺の見物、浅間

神社廿日会の見物など、言継の積極的な活動が

見られます。特に女房狂言には、2日間で 2000

人近い見物人のいたことが記され、当時の駿府

の賑わいが窺われます。言継は 3月に駿府を出

発し、京都へと帰りました。 

今回紹介できたのは『言継卿記』のごく一部

ですが、戦国時代における駿府を明らかにする

ための題材として、今後さらに研究を深めてい

く必要があります。（松本 現富士宮市教育委員会 

江戸時代の駿府を描いた絵図（静岡市蔵、部分図、矢印部分が新光明寺）                 富士山文化課学芸員） 

参考文献：『静岡県史 通史編２ 中世』（静岡県 1997年）第 3 編 第 5 章 第 3節 

 

    歴史資料調査報告―山科
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の見た戦国駿府― 
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 今回は、前頁の歴史資料調査報告にも登場した寿桂 

尼を紹介しましょう。 

 ７代目当主今川氏親（うじちか）の妻、寿桂尼は、 

京都の公家中御門（なかみかど）家出身で、北川殿 

（６代目義忠の妻）に続いて京から迎えられた正室で 

す。 

寿桂尼の生まれた年や駿府に嫁いだ年などはわかっ 

ていません。また寿桂尼という名も氏親没後、出家し 

てからのものであり、それ以前の名は不明です。ただ、 

今に残る古文書から「南殿」、「大方」などと呼ばれて 

いたことが確認されています。              寿桂尼ゆかりの油山温泉（葵区油山） 

 このように生年や名前など不明な点も多い人物です 

が、若くして京の都から戦国動乱期の駿府に嫁ぎ、遠 

州をはじめとする周辺国との抗争に奔走する氏親を、 

妻として支えました。氏親との間には嫡男の氏輝をは 

じめ、次男彦五郎、五男義元、そのほか数人の娘を儲 

けていたようです。 

 ところが大永６年（1526）、氏親が亡くなります。 

長年中風を患っていたともいわれており、その前年に 

は嫡男の氏輝を元服させていましたが、氏輝もその時 

点では、まだ 14歳。そこで寿桂尼が氏輝の後見役を 

務めることになりました。 

 ８代目氏輝政権下で寿桂尼が自らの名で発給した文     寿桂尼墓所（龍雲寺 葵区沓谷） 

書が 14通確認されています。それは、氏親没年の大永 

６年から大永７年と、享禄元年（1528）から享禄４年に集中しており、この間、寿桂尼が実質的に今

川政権を取り仕切っていたことがうかがえます。“女戦国大名”といわれる所以です。 

 寿桂尼の支えもあって安定した領国経営を行っていた氏輝でしたが、天文５年（1536）、24 歳の若

さでこの世を去ります。氏親から家督を譲り受けてわずか 10年余りのことでした。氏輝の早すぎる死

は、家督争いを引き起こします。この争い（花蔵の乱）でも、前回の通信で紹介したように、寿桂尼

の活発な行動がみられました。 

 家督争いを制した義元の時代になると、寿桂尼の目立った動きはみられなくなります。とはいえ、

義元にとっても母である寿桂尼は、「大方」としての存在感を示していきます。とくに京から下って来

る公家衆などのもてなしには大きな役割を果たしました（前頁 歴史資料調査報告参照）。一方で、一

線を退いた寿桂尼は、安倍川上流にある油山温泉へ保養に出かけたりもしていたようです。油山温泉

は自然に囲まれた静かな山あいにあり、戦国今川氏ゆかりの温泉地として、今も２軒の温泉宿が湯治

客を迎えています。 

 寿桂尼の没年は、永禄 11年（1568）。甲斐の武田氏が駿府へ進攻してくる前の年にあたります。７

代氏親、８代氏輝、９代義元、10代氏真と、戦国大名今川氏の栄枯盛衰を見つめ続けた寿桂尼は、北

街道沿いにある龍雲寺（葵区沓谷）に眠っています。                （多々良） 

 

主な参考文献：『静岡県史』通史編２・中世、久保田昌希『戦国大名今川氏の領国支配』吉川弘文館 

   今川氏ゆかりの地をたずねて その９ 

静岡の魅力発見！ 
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最明寺 阿弥陀如来坐像 鎌倉時代 静岡市指定文化財 

                                   本像は阿弥陀如来ですが宝冠阿弥陀如来と呼ばれる像で、天

台宗の修行である常行三昧を行う常行堂の本尊です。両手の親

指と人差し指を合わせて腹前に置く「定印」を結ぶ阿弥陀如来

ですが、一般に見られる阿弥陀如来とは姿が異なり、通肩とい

って衣を両肩に懸け、頭部には宝冠を被るための台 (天冠台)

があり、頭髪は巻貝状の螺髪ではなく髻(もとどり)を結いあげ

ています。この他にも宝冠や胸飾等のアクセサリー(いずれも

後補)を着けるのも特徴です。 

像は高さ約 60 ㎝で、構造はヒノキ材を像の正中(せいちゅ

う＝真ん中)を通る線で左右に矧ぎ合わせて彫り(寄木造)、像

内部を刳りぬいて(内刳)、更に首の部分で頭部を割り離し(割

首)、内側から水晶の眼球(玉眼)を嵌め込んでいます。両肩か

ら先と両脚部分は別に一材で彫って矧ぎ付け、更に両手や両足

先等の細かな部分も別材で造られています。 

宝冠阿弥陀如来は駿河から伊豆にかけて数体確認されており、本像はその中でも建仁 2年(1201)の

快慶作旧伊豆山常行堂(熱海市)の本尊(重要文化財、現在は広島県耕三寺所蔵)によく似ており、運慶・

快慶の流れを汲む「慶派」と呼ばれる仏師による 13世紀の初めの作と考えられますが、快慶像に比べ

て目をしっかり開けたより意志的な表情を示しています。 

この像の伝来は不明ですが、この付近には同じ町屋原区に慶派の優れた仏像として前回紹介した地

持院地蔵菩薩坐像、また庵原町の一乗寺にも作風は違いますが 5号で紹介した鎌倉時代の宝冠阿弥陀

如来像があります。また伊豆から駿河にかけては鎌倉時代の「慶派」の仏像が多く伝えられており、

その点からも大変興味深いものです。                                                 (横田) 

拝観等のお問合せ先：最明寺(静岡市清水区由比町屋原) 054‐375‐3529 

 

 

 

 

水神祭り（葵区長熊） 

長熊（葵区）は、安倍川の支流中河内川の

流域に位置しています。かつては、川の流れ

を利用して木材を運び出す「川狩り」が盛ん

に行われていました。上流で切り出された木

材は、長熊付近で筏に組まれ、下流へと運ば

れていきました。長熊には川狩人足が宿泊す

る宿屋もあったそうです。 

                              ここに、水神祭りという民俗行事が伝えら

れています。 

                                             毎年６月 15日の早朝（近年はその近くの休

日）、長熊の人々がサグチと呼ばれる川原に集

まります。サグチの左岸には岩場があります。 

静岡市の仏像 
静岡の魅力発見！ 

しずおか民俗歳時記 

 

 

静岡の魅力発見！ 
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水神祭りは、そこへカヤで作った鹿の作り物を置き、対岸から石を投げて川の流れに打ち落という行

事です。  

祇園の祭日の厄除け行事ですが、長熊では川狩人足が安全を祈願して行う行事だったとも言われて

います。 

 この通信で以前に紹介した「腰越のマメタク」でも、子どもたちがヨシで作った馬の作り物を、川

の流れに打ち落としていました（静岡市文化財通信第３号）。馬と鹿の違いはありますが、ひとつ山を

隔てて隣接するこの二つの集落に共通する民俗行事が伝承されてきたのです。 

 わが国には、鹿や牛を生贄として水神に捧げるという古い時代の信仰がありました。そうした風習

が形を変えて今日まで伝えられてきたとも考えられます。素朴な行事ながらも、たいへん貴重な伝承

であるといえるでしょう。                                                        （多々良） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

駿府城豆知識  その８ 

駿府城は典型的な輪郭式の縄張りを持つ城で、堀には石垣が積まれるなど大変堅固な構造

です。その特徴の一つに堀と堀を結ぶ水路が存在していることが挙げられます。 
平成４年の発掘調査では、本丸堀と二ノ丸堀を結ぶ二ノ丸水路が検出されました。水路は、

堀と同く底から地表面まで約４ｍの石垣を用いた構造です。地表面での水路幅は４ｍ～4.5ｍ

です。本丸堀と二ノ丸水路の接続部分は、約 1.2ｍの段差を設けて 

本丸堀の水位を保つ工夫がされています。また、本丸堀から二ノ丸 

堀の間は４回の折れを設けたり、本丸堀側の水路底には石畳状の敶 

石が設置されるなど非常にめずらしい遺構であることがわかりまし 

た。 

水路の二ノ丸堀に近い部分には、石垣上に水門多聞櫓が造られ、 

江戸時代の絵図等から推測すると水路の上を渡っている水門多聞櫓 

の構造であると考えられていました。発掘調査では、水門多聞櫓が 

位置すると思われる場所から、水路を横切るように木材が渡された 

状態で検出されました。木材の上部に多くのほぞ穴が彫られ、木材 

を差し込んだ痕跡があることから、柱状の木材を差し込むような構 

造となっており、敵の侵入を防ぐための施設が備えられていたので 

はないかと考えられます。＜つづく＞         （山本）  石敶部分（発掘調査写真） 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在の二ノ丸水路              水門多聞櫓部分（発掘調査写真） 
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静岡市立登呂博物館企画展 わがまちの遺跡展「登呂のとなりムラ  鷹ノ道遺跡」 

場 所：静岡市立登呂博物館（静岡市駿河区登呂 5丁目 10-5） 

期 間：平成 24年４月 21日（土）～７月１日（日） 

入館料：大人 200円、中学生以下と市内在住 70才以上は無料 

    30人以上の団体、１人 150円 

休 館：月曜日・祝日の翌日 

問合せ：０５４－２８５－０４７６（登呂博物館） 

 

静岡市埋蔵文化財センター企画展「一丁田遺跡展」 

場 所：静岡市埋蔵文化財センター 

（静岡市清水区横砂東町 33－２） 

期 間：平成 24年４月 25日（水）～６月 17日（日） 

入館料：無料 ※土曜日、祭日、第２・４・５の日曜日は休館 

 

 

祭り・イベント情報 

静岡市文化財通信 ふちゅーるミニ 第１０号  201２年（平成 2４年）５月１４日発行 

担 当 課 静岡市 生活文化局文化スポーツ部 文化財課 

住  所 静岡市葵区追手町 5 番 1 号 

問合せ先  ０５４－２２１－１０６９（文化財課 文化財保護担当） 

※静岡市ＨＰからも配信しています。文化財課のページをご覧ください。 http://www.city.shizuoka.jp/ 

文化財ニュースでも紹介した一

丁田遺跡の調査成果を展示します。 

５月 20 日（日）10 時から、ギャ

ラリートークも開催します。 

わがまちの遺跡展第１弾とし

て、登呂遺跡北側に隣り合って広

がる鷹ノ道遺跡を紹介します。 

５月 13日（日）に遺跡ウォーク、

４月 29日、５月 20日、６月 24日

（各日曜日）展示解説も開催しま

す。詳しくは登呂博まで！ 

トロベーからの耳より情報！ 
 

   ぼくの住んでいる登呂ムラの整備が、終わったんだ！ 

いろんな催しを用意して、みんなが来るのを待ってるよ！ 

ぜひ遊びにきてね！ 

この通信の最初のページにも登呂ムラの説明があるよ。 

     

とろはく講座「コメづくり～田植え編～」 
 と  き：平成 24 年６月 10日午前 10時～午後３時 ※雨天決行 

  内 容：水田での田植え体験、弥生土器を使っての赤米の炊飯や試食など 

対 象: 小学生以上 ※小学生１～３年生は保護者と同伴 

参加費：２００円 

申込み：電話で登呂博物館（℡０５４－２８５－０４７６ 申し込み順）へどうぞ。 

  ※このほか、考古学講座も５月 19日から９月８日まで全５回の予定で開催します。 

対象は中学生以上 80 名。考古学に関する講義のほか、発掘現場の見学なども行います。 

申込みは市コールセンター（０５４－２００－４８９４ 申込順）へどうぞ！ 

 

 

 

 

 


