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屏風右隻の上部に、江戸に到着し

ようとしている行列が描かれてい

ます。あきらかに日本人とは異なる

色とりどりの衣装を身にまとった

人々で、よくみるとその一団は川崎

宿あたりまで続く長い列をつくっ

ています。 

これは、朝鮮通信使を描いたもの

です。朝鮮通信使とは、朝鮮国王か

ら日本に派遣された外交使節団の

ことです。 

その歴史は古く、15 世紀、室町

幕府の時代まで遡ります。当時の目

的は、幕府に倭寇（わこう 朝鮮半

島や中国大陸沿岸を襲った海賊）の

禁止を求めること、また足利将軍の 

東海道図屏風：右隻（部分）＜静岡市所蔵＞      就任を祝うことにありました。 

                                豊臣秀吉の時代になると、「文禄 

・慶長の役」による朝鮮侵攻で関係が悪化します。しかし、徳川家康が政権を握ると一転、朝鮮との

国交回復を推し進めて、平和外交の使者としての通信使も再開されました。 

 江戸時代に日本を訪問した通信使は慶長 12年（1607）の第１回目を皮切りに文化８年（1811）まで、

合わせて 12回に及びます。通信使は、海路を大坂までやってきて、そこからは主に東海道を通り、江

戸へむかいました。そのため、現静岡市内も往来し、宝泰寺（葵区伝馬町）は休憩所、清見寺（清水

区興津清見寺町）は宿泊所としても利用されました。通信使には朝鮮の学者や文化人が加わっており、

迎える側の日本の僧侶らも彼らとの交流を楽しみにしていました。宝泰寺や清見寺には朝鮮通信使ゆ

かりの品々が数多く残されています。 

 東海道図屏風が描かれたのは、17世紀の後半と推定されています。17世紀に訪れた通信使は７回。

しかも屏風には、明暦元年（1655）に整備された薩埵峠の道が描かれていませんので、それより以前、

初期の段階の通信使の様子を窺い知ることのできる資料なのではないかとも推測されています。 

 掲載した写真は、通信使の代表者である正使を中心とした一行の様子です。正使を乗せた輿を８人

で担ぎ、その前方にはラッパや太鼓の楽人も描かれています。また一番手前に描かれているのは、国

書を納めた輿を担ぐ人々です。将軍あてに朝鮮国王が認めた国書が大切に運ばれている様子がうかが

えます。                                    （多々良） 

 

 10 月 13 日（土）から、静岡市文化財資料館（葵区宮ヶ崎町 静岡浅間神社内）にて、企画展「朝

鮮通信使展―駿府における家康の平和外交―」が開催されます。宝泰寺や清見寺の朝鮮通信使ゆかり

の品々、東海道図屏風も展示します。ぜひお出かけください。 
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                            平成 24年５月 24 日午前０時 25分頃、国の

登録有形文化財「日本カトリック教会谷津巡

回教会（登録名、以下「谷津教会」という。）」

（静岡市葵区谷津）で火災が発生し、全焼し

ました。 

                             谷津教会は、大正時代に建てられた教会で、

外観は洋風ですが、会堂の床は畳敷きとなっ

ている珍しい建物でした。小さな建物ですが、

郊外に大正時代の洋風の教会があることは

珍しく、平成９年６月 12 日に国の登録有形

文化財に登録されました。 

        焼失前の谷津教会          地元の人からも愛されていた建物だけに今

回のことが残念で仕方ありません。 

 火災の発生は、文化財保護の観点から非常に憂慮されることです。以前から文化財防火デー（毎年

１月 26日）を中心に文化財所有者と消防関係者が協力して大規模な文化財防火運動を実施するなど、

文化財の防火体制の整備や防火対策の強化を図ってきましたが、今回の出来事を受け、防火のさらな

る徹底について考えてまいりたいと思います。 

 読者の皆様も、文化財を見学される際は、発火の原因となるものを近づけないようご協力をお願い

いたします。                                   （花村） 

 

国の登録文化財とは？ 
  

登録文化財は平成８年に新設された制度で、当初は建造物に対象が限定されていました。「建築年代

が比較的新しく、文化財に指定するのは難しいけれども、その時代を象徴する建物なので、登録する

ことで大規模な改築や取り壊しなどの危険から守りましょう」といった趣旨の制度です。 

建築から 50年を経過した建造物が対象となります。例えば、静岡市内では昭和 15年に建築された

旧マッケンジー住宅（駿河区高松 下写真）も登録文化財になっています。時代は新しいのですが、

Ｗ．Ｍ．ヴォーリズという有名な建築家が手がけた戦前の代表的な純洋風建築です。 

登録文化財は、指定文化財よりも規制が緩やかで、内装の変更についてはとくに届出の必要はあり

ません。外装についても４分の１までは届け出なしに改修することができます。要するに地域の歴史

的な景観を構成している建物の外観を保護していくことに主眼を置いた制度といえるでしょう。 

一方で保護に対する支援策については、税制の優

遇措置などはあるものの、保存修理等の経費に対する

補助金の制度は設けられていません。あくまで所有者

や地域の皆さんの自主的な保護活動を促進するため

の制度です。 

現在では、建造物だけでなく美術工芸品や史跡、名

勝、天然記念物、有形民俗文化財にも登録の範囲が広

がっています。市内の登録文化財は今のところ建造物

のみで、24件が登録されています。   （多々良） 

 

より一層の防災対策を！～「谷津教会」焼失～ 

文化財ニュース 
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平成 22年に国宝に指定された久能山東照宮は、指定された建造物のほかにも膨大な歴史資料、美術

工芸品などの文化財を所蔵しており、さらに山全体が国の史跡に指定されています。この静岡市を代

表する文化財の宝庫ともいえる久能山の文化財を、時代背景や自然環境をも含めて総合的に調査研究

し、その価値を明らかにする「久能山総合調査事業」を、久能山東照宮創建 400年（平成 27年度）に

向けて開始しました。 

 今回の歴史資料調査報告では、この「久能山総合調査事業」の中でも、久能山の時代背景を知る上

での最も基礎的な調査というべき、古文書調査についてご紹介します。今回調査対象としている古文

書は、久能山が所蔵する古文書の中でも、神庫・旧宝物館・社務所の書庫に保存されていた未整理の

古文書です。これらの古文書は、長い年月の中で虫喰いによる激しいダメージを受けていました。今

回の調査を開始するにあたり、歴史学を専門とし、各地の調査研究事業に携わってきた大学院生と、

文化財修復を専攻する学生に調査員として参加してもらいました。これほど大規模で学術的な古文書

調査を行うのは、静岡市では初の試みです。 

 この調査では、現在までに約 1000点の古文書を調査しました。古文書の内容としては、久能山の建

造物の修復工事に関する記録や、明治時代に入ってから久能山の役職についた旧幕臣が記した幕府の

儀礼に関する記録、明治時代以降の久能山による小作・土地経営に関する記録が多く見られました。

この調査を通して、これまで知られてこなかった久能山の新たな一面を明らかにしていきたいと思い

ます。                                       （岡村） 

 

 

 

 

 鷹ノ道遺跡は登呂遺跡の北方に広がる弥生時代中期～律令期にかけての遺跡です。平成 24年度は石

田消防署庁舎建設に先立つ第14次調査を実施しています。調査は庁舎建設範囲約2,100㎡を対象とし、

5月初旪から開始しました。 

これまでに古墳時代後期～中近世にかけての水田跡（第１検出面）の調査を行い、杭列や井戸、耕

作痕などが確認されました。また、地震動による液状化現象の痕跡（噴砂）も検出されています。噴

砂は第 3次調査での確認に次ぐもので、噴出面は今回も確認できませんでしたが古墳時代中期の水田

耕作土を切っており、古墳時代後期～中世の水田耕作土の下部も切っている可能性があります。同じ

静岡平野南部での調査例ではケイセイ遺跡（駿河区中田）の中世の水田耕作土を切るものがあります

が、今後も類例を集めていく必要があります。 

静岡平野南部では、奈良時代以降洪水による土砂供給が 

少なく同じ土を長期間にわたり耕作していることから、各 

時代の遺構を分離して変遷を追うことが困難な場合が多い 

のですが、第 14次調査においても同様に、同一層から各 

時代の遺物が出土するような状況がみられました。そのた 

め、時代の指標となる土器・陶器類を除くとはっきりとし 

た遺物の時期についてはわからないものの、注目される遺 

物をここで紹介します。写真は木製の鍬あるいは鋤の先端 

に装着する鉄製の鍬（鋤）先です。通常農耕具は、田畑で 

使用した後に住居へ持ち帰るものと思われます。出土した 

鍬先は完形であり、廃棄されたとは考えにくいものです。 

耕作中に外れて、失ってしまったのでしょうか。持ち主の 

がっかりした顔が目に浮かぶようです。     （鈴木）   田んぼに残された稲作民の忘れもの？ 

    歴史資料調査報告―久能山東照宮所蔵文書の調査― 

文化財ニュース 

 

   発掘調査速報！―鷹ノ道遺跡の発掘調査が始まりました― 

 

文化財ニュース 
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【コラム】 歴史を考えること～国宝「久能寺経」～ 
  

 

歴史を構想することは、事実の積み重ねから歴史の流れを再構成（リコンストラクト）する作業の

ことである。だから個々人が組み立てた歴史についての言説は「自由」の題と大きく関わっている。

それは素人の思いつきであろうと、学術論文であろうと同じように自由が保証されているのだ。それ

故、歴史は開かれた存在だといえる。 

 静岡には国宝『久能寺経』がある。かつて久能寺が所有し、久能寺が移った後の静岡市清水区の鉄

舟寺が現在所有するもので、17巻が寺に伝来している。この経典は、平氏が厳島神社に献納した『平

家納経』と双璧をなす金銀を散らした華麗な装飾経で、今から 900年前に製作されたものである。現

存していて、私たちも実際に目にすることができるのも驚きだが、駿河の片田舎の一寺院に伝来して

いるのが実に不思議である。なぜ、久能寺が選ばれたのか、いったいだれが納めたのだろうか。 

当時、（埋）納経する行為は、極楽浄土に転生するために功徳を積むことであり、人々は競って富士

山をはじめとする山の頂などや有名寺社に経を納めた。久能寺は、久能山の山頂にあった、確かに平

安時代の駿河国を代表する天台宗の大寺院であるものの、納経するならば都の近隣にも適地は数多く

あるのであり、たとえば、浄土の入口にあたるとされる補陀洛山を冠する寺も補陀洛渡海を行った寺

も熊野にはあって、補陀洛山久能寺が選択された理由はそれだけではあるまい。 

 そこで、考えを巡らす前に、まず二、三の整理をしておくと、久能寺経は日本最古の装飾経で、待

賢門院璋子（たまこ）の周辺で康治元年（1142）ころ写経されたものと考えられているが、久能寺へ

の施入については、西行説や今川氏説などの諸説があり、その時期もさまざまである。また平家納経

はそれと双璧の装飾経で、長寛２年（1164）に作製されて平清盛が一族の繁栄を願って厳島神社に納

められたとされる。さて、鉄舟寺には康永元

年（1342）の奥書をもつ『久能寺縁起』が伝

わっている。既に注意されているように、こ

のなかに「平家之一門は之（久能寺）を崇め、

種々の重宝を収め、法華経二十八品それぞれ

一品あて心々して料紙を綵（サイ：彩に同じ）

して書写し、各名字を名乗りて注し、納め奉

る、今庫蔵に残れり」とあり、久能寺経につ

いては、平氏が納めたと解することができる

くだりがある。加えて、巻末に結縁者の名を

注記して寺に納経したと理解することができ

るのである。両装飾経は共に平氏が納めたこ

とになり、両者には何か関連があったのでは

ないかと思われてくる。そこで改めてそれぞ

れの空間的な位置関係を探るために左図を作

成してみた。これによれば、西の厳島神社と

東の久能寺を結んだ線分の中心に福原（重要

な港湾であった大輸田泊・現神戸市兵庫区平

野）が位置しているのが分かる。言い換えれ

ば、西と東の等距離にある納経場所（即ち聖

地）が「福原」を支える構図が意図されてい

ると見えてくるであろう。久能寺は東の「厳

久能寺 

厳島 

福原 
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島」であったのだ。こうした関係の中で実は首謀者平清盛の姿が見えてくるのであるが、それではこ

うした図式を彼が意図したのはいつ頃のことであったのだろうか。 

厳島神社に対置する久能寺が選ばれた年代を推定するには、両者の中心である福原を特別視した時

期が大きなカギを握っているといえよう。しかも同時に三者に共通する年代が窺えるかどうかが計画

的な位置関係を説明するのに足る要件である。そこで大輪田の港が重視されて、ここに平清盛が居を

構えるのは、彼が仁安３年（1168）2 月に大病を患い出家した翌年の仁安４年（1169）のことと考え

られている（高橋昌明 『平清盛 福原の夢』 講談社 2007）。さらに厳島神社の平家納経について

みると、長寛２年（1164）に納められたとされるが、その中の般若心経の奥書によれば、仁安２年（1167）

まで書き続けられたことが知られるのである（江上綏 『日本の美術』７ 装飾経 至文堂 1989）。

確かに、福原に遷都するのは治承３年（1180）以降であるが、繰り返すと、さきに示した簡明な図式

に従えば、福原と厳島神社への平家納経および久能寺への久能寺経が、関連しながら共通の接点をも

つ仁安２年（1167）から仁安４年（1169）までに久能寺経が納められたのではないかと考えられる。

さらに蛇足ではあるが、清盛が福原沖に建設したとされる人工島「経（が）島」に着工するのが、承

安３年(1173)のこととされており、時期も近接していて、名前も両経典に関わるのではないかと気に

懸かるところである。 

 駿河国久能寺に久能寺経がもたらされた理由は、これからもさまざまに思考され説かれるであろう。

そのためには何よりもまず、多くの市民の皆さんが、静岡の宝『久能寺経』そのものを直接観ること

ができる機会と場所とが準備されなくてはなるまい。驚嘆をもって実見するところから始まるイマジ

ネーションの飛躍によって、久能寺経を巡る話題が湧き出てくるのが楽しみである。   （渡辺） 

 

 

 

 

 

七夕（たなばた）さまは、田の神さま！？ 

稲作地帯に七夕の時期に調査へ行くと、 

「七夕さまは田の神さんで、田んぼを見回 

りにくるから、その日は田んぼの仕事をし 

てはいけない」といった話を聞きます。 

七夕といえば牽牛と織姫が一年に一度再 

会する日。中国から伝わったロマンチック 

な物語が近世以降、我が国の庶民の間にも 

流布し、願い事を書いた短冊を笹竹に吊る 

すという風習が一般化しました。 

ただし、笹竹を立てるという風習は、そ 

れを依代（よりしろ）として神を招くとい 

う意味合いを含んだものです。今でこそ、    七夕の送り行事（葵区平野 平成９年再現） 

新、旧の暦が入り混じって複雑になってい 

ますが、本来７月７日は、盆行事のさなかであり、七夕も先祖を招き、豊作を祈る重要な農耕儀礼の

ひとつであったと考えられます。冒頭の伝承もそのことを象徴したものといえるでしょう。 

山間地でも、七夕は盆行事の流れの中で行われています。葵区平野では、新暦８月７日の朝、お墓

の掃除をしたあと、軒先に七夕飾りをたてかけます。稲作地帯と同じように、この日は七夕の神様が

畑を見回るといい、また飾り終えた笹竹は畑にたてておくと作物の虫除けになるともいいます。また、

七夕飾りを川へ流して送るという風習もありました。                 （多々良） 

しずおか民俗歳時記 
静岡の魅力発見！ 
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                  登呂遺跡だより 
 

                   平成３年から実施してきた登呂遺跡の再整備事業が完了し、

７月 13日に登呂博物館の開館 40周年と合わせて記念式典を

開催しました。 

７月 13 日は、戦後まもなくに行われた発掘調査で、鍬入れ

式が行われた記念すべき日です。この発掘調査にも参加され

ていた明治大学名誉教授の大塚初重先生をはじめ、約 50 名

の来賓をお招きし、新しく生まれ変わった登呂遺跡の門出を

祝いました。 

式典のあとは、来賓の皆様に文化財課職員や大塚初重先生

の案内で、登呂遺跡の整備状況や博物館開館 40 周年記念展

『登呂遺跡はじめて物語～40メモリーズ』（９月 23日まで開

催中）を見学していただきました。 

登呂遺跡では、調査研究の成果に基づいて整備した「登

呂ムラ」の魅力を、今後も広く発信していきます。弥生時代

の暮らしを体感できるさまざまな体験メニューを用意して

皆さんをお待ちしておりますので、ぜひ、新しくなった登呂

遺跡にお越しください。           （多々良） 

                  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トロベーからの耳より情報！ 
 

  7 月 13 日に、市長さんが登呂ムラに 

来てくれたよ！ 

この写真は、その時にいっしょに撮った 

写真なんだ！ 

夏休み中はイベントも盛りだくさん！ 

みんなも、ぼくに会いに来てね！ 

 

夏休み自由研究お助け隊！  
日時：平成 24年８月 11日（土）～８月 14日（火） 10時～12時、13 時～15時 

対象：小・中学生 ※弥生時代や登呂遺跡についての質問ができます。 

場所：静岡市立登呂博物館１階 登呂交流ホール 

 

とろむら体験フェスティバル 
日時：平成 24年８月 26日（日）午前 10 時～午後３時  場所：登呂博物館・博物館前広場等 

内容：土器、土笛、アクセサリーづくりや、火おこし、丸木舟乗船などさまざまな体験ができる１日です！ 

  お問い合わせは、静岡市立登呂博物館 ℡０５４－２８５－０４７６ へどうぞ！ 
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ももううすすぐぐ““ヤヤママメメ祭祭りり””（（田田代代諏諏訪訪神神社社ののおお祭祭りり））でですす！！  

８月 26、27日に、県の無形民俗文化財に指定されている「ヤマメ祭り」が行われます。「ヤマメ祭

り」は、大井川最上流部、葵区田代の氏神である諏訪神社のお祭りです。ヤマメの腹にアワを詰めた

「ヤマメずし」が神に捧げられることで知られています。 

去る４月 29日、ヤマメ祭りでヤマメの腹に詰めるアワの栽培の様子を調査してきました。 

田代は、かつて大規模に焼畑農耕を営み、アワやヒエ、キビなどを作っていた地域です。今では生

業としての焼畑は行われていませんが、諏訪神社のお祭りに使うアワだけは、焼畑で栽培しています。 

祭り・イベント情報 

駿府城豆知識  その９ 

 駿府城の二ノ丸へ入る門には二ノ丸御門、東御門、北御門、清水御門の 4カ所があります。

このうち西側の門は清水御門とよばれています。 

『駿河志略』によると「清水御門前の二ノ丸堀内に数十カ所地下水が湧き出していたこと

から西御門と呼ばずに清水御門と呼んでいる。」と紹介されており、江戸時代には駿府城の堀

に地下水が豊富に湧き出していたことが考えられます。 

清水御門の橋は、江戸時代の精密な絵図の多くには描かれていません。天理大学付属図書

館所蔵の「駿州府中細見絵図」には清水御門と思われる場所には橋が描かれず、「羽根出し」

との記載があり、ドン・ロドリゴの紀行文に記されたような「跳ね橋」が駿府城にあったと

すればこの場所だったのではないでしょうか。 

 また、北御門は江戸時代の絵図では「不明門（あかずのもん）」と書かれているものが多く、

普段は閉まっていて使用されなかったと思われます。平成 15年には北御門前橋の架け替えに

伴い発掘調査が行われ、土橋（石垣造）の先端部分の石垣根石と木橋の橋脚（ケヤキ製）が

発見されました。 

調査結果から北御門の前橋は、三ノ丸側から約 21.5ｍ（根石部分）の土橋が張り出し、こ

の部分と二ノ丸の間約６ｍに木橋が架かっていたことが確認できました。橋脚は木橋のほぼ

中央部分で検出されており、アーチ状の橋げたを中央で支えるためのものと思われます。        

※ドン・ロドリゴ：スペイン人、フィリピン総督で船が日本に漂着し滞在中に駿府を訪れ家康と面会している。 

                                      ＜つづく＞（山本） 

      

  北御門土橋先端部分の根石列             北御門橋脚 
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今年の祭り当番の人々が早朝から集まり、あ

らかじめ雑木を枯らして積み上げておいた畑に

火をつけます。本来、焼畑は斜面の上方からじ

っくりと焼いていくものです。下から火をつけ

てしまうと一気に燃え上がって危険ですし、地

面をしっかり焼くことで雑草を駆除する効果も

期待できるからです。しかし、今回は平地での

焼畑であったために、最初から畑全体に火をめ

ぐらせていました。 

畑全体を焼き終えると、焼け残った雑木を掻

き集めてあらためて焼き直し、地面をある程度 

冷ましてから種を撒いていきます。小規模ですが、昔ながらの焼畑の技術が受け継がれていました。 

ヤマメ祭りで使うアワは、地元でサカアワと呼ぶ早生の品種です。４月の終わりから５月初旪に撒

けば、８月上旪には収穫できます。その後、８月 20 日に明神谷という神聖な谷でヤマメを釣り、祭り

前日の 25日にヤマメずしを作ります。 

今年は４年に一度の大祭の年。26日昼ごろから神輿のお渡りもあります。ぜひお出かけください！  

 

平成２４年「静岡市文化財展」 

＜第 1期＞ 平成 24 年７月 15 日（日）～平成 24年８月 10日（金） 

会  場：静岡市埋蔵文化財センター（清水区横砂東町 33－２） 

開館時間：午前９時～午後４時 30分 

（土・祝日休館、日曜日は第 1・3週のみ開館） 

＜第２期＞ 平成 24 年８月 23 日（木）～平成 24年８月 29日（水） 

会  場：静岡市民ギャラリー（静岡市役所本館１階） 

開催時間：午前 10時～午後５時（最終日は 13時まで） 

※８月 25日(土)午前 10時 30 分からギャラリートークも開催します。 

みんなで守ろう「みどりの文化財」写真展 

会  場：静岡市文化財資料館（葵区宮ヶ崎町 102） 

期  間：平成 24年７月 21日（土）～平成 24年８月 31日（金） 

開館時間：午前９時～午後４時３０分 ※月曜日と祝日の翌日休館 

入 館 料：一般 200円 団体（30名以上）150円 ※中学生以下、市内在住 70 歳以上の方は無料 

 

国指定重要無形民俗文化財 「有東木の盆踊り」     

場 所：東雲寺（葵区有東木） 

 実施日：平成 24年８月 14 日（火）・15日（水） 

     いずれも午後７時頃から 雤天中止 

  
静岡市文化財通信 ふちゅーるミニ 第１１号  201２年（平成 2４年）８月６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/ 

 

天然記念物に指定されている静岡市

内の樹木の一部を写真パネルで紹介

します！ 

文化財課の事業の成果を市民の皆

さんに知っていただくために毎年

開催しています。 

一丁田遺跡、駿府城内遺跡の発掘

調査や、昨年度から始まった歴史

資料調査の成果として、「駿府の町

～いま・むかし～」と題する展示

コーナーも設けます（入場無料）。 

 

「有東木の盆踊り」の体験教室も実

施しています。詳しくは文化財課ま

でお問い合わせください！ 


