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早稲田大学総合人文科学研究センター研究部門「トランスナショナル社会と日本文化」
主催シンポジウム

「荘園研究の現在と未来」
The Present and Future of Shōen Research

　早稲田大学総合人文科学研究センター研究部門「トランスナショナル社会と日本文化」では、
これまで早稲田大学文学学術院を拠点に行われてきた中世荘園景観の復原研究を総括すべく、シ
ンポジウム「荘園研究の現在と未来」を実施した。なお、本シンポジウムは 2018年度まで当部
門の部門代表を務められた海老澤衷先生の最終講義とあわせて実施されたものである。以下、第
1報告については論考を、第 2～第 5報告および最終講義については要旨を収載する。

「荘園研究の現在と未来」

◆日　時：2019年 3月 16日（土）13：00～17：10
◆場　所：早稲田大学戸山キャンパス 36号館 3階 382教室
◆プログラム
　趣旨説明（海老澤衷）
〈個別報告〉
　①高木徳郎　「大学院ゼミによる荘園調査の意義
　　　　　　　　─紀伊国鞆淵莊の調査─」
　②堀祥岳　　「照葉樹林の信仰・赤米の里
　　　　　　　　─対馬豆酘での取り組み─」
　③下村周太郎「水利社会論と水辺環境論とのあいだ
　　　　　　　　─弓削島荘／上桂荘で考える─」
　④似鳥雄一　「広大な荘域の調査を、新たな視点と技術で
　　　　　　　　─備中国新見荘をひらく─」
　⑤三浦恵子　「バリ島のスバックと世界遺産」
〈講演・最終講義〉
　海老澤衷　　「荘園の生成・発展・消滅に関する新たな見解
　　　　　　　　─フィールドワークから見えてきたもの─」
　閉会の辞（高木徳郎）
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趣旨説明

　海老澤を研究代表者とする科学研究費基盤研究（A）（一般）「既存荘園村落情報のデジタル・アーカイブ化
と現在の IT環境下における研究方法の確立」は、本年 7月に研究成果として『中世荘園村落の環境歴史学─
東大寺領美濃国大井荘の研究─』（吉川弘文館）を刊行することがでた。しかしながら、この科研が目指して
いるパイロットモデルの豊後国田染荘から始まる一連の共同研究に関する総括については未だその途上にある。
　思い起こすと、1993年 5月から始まった海老澤研究室の田原別符の調査からすでに 25年を経過し、荘園調
査と並行して行ったバリ島のスバック（水利の共同体）調査などを含めて、その全体像を捉えることは当事者
にとっても容易なことではない。幸いにも優秀なスタッフに恵まれたため、「海老澤衷研究室 HP」に克明な
記録が残され、一応整序できるが、鮮明な像を結ぶにはほど遠い状況にある。海老澤は 2019年 3月をもって
定年退職を迎えるため、ここで共同研究の時々の成果を確認し、合わせて今後への見通しを立てる必要がある
と考えられる。2018年 9月 5日にはシンポジウム「荘園調査と web公開─備中国新見荘から美濃国大井荘へ
─」を開催し、荘園調査の技術的問題を中心にその成果を確認したところだが、今回は以下のようにフィール
ドワークの有効性と共同研究との関係を考えていくことにする（海老澤衷）。
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はじめに

　一九九三年四月に海老澤衷先生が早稲田大学大学院での演習と研究指導を担当することになって以来、ほぼ
四半世紀にわたって、海老澤ゼミでは荘園の史料講読と現地調査を二本の柱として研究活動を行ってきた。一
つの大学の個人研究室が、これほどの長期にわたって継続的に荘園の現地調査を行った事例はきわめて稀だと
思われる。私自身も大学の教員になって感じるところだが、大学や大学院に進学してくる学生の個性はきわめ
て多様であり、なおかつそれぞれの学生が興味を抱く関心や研究テーマは実に様々である。必ずしも荘園や地
域社会に関心を抱く学生ばかりではないし、中には集団行動が不得手だったり、特定の動植物や屋外環境への
抵抗感から、野外での行動に極端な苦手意識をもつ学生も少なくない。また、そうした現地調査では、成果を
何らかの「形」にして、現地でお世話になった方々や、日頃研究上の恩義のある人々へ還元することが求めら
れるが、論文や報告の形でそうしたことをまとめることを求めるのは、本人の研究の進度との関係で、指導教
員の立場ではなかなか一概に成果を求めにくい場合もあり得る。そうした中にあって、早稲田大学大学院海老
澤衷ゼミでは、一九九四年三月に『豊後国田原別符の調査』を刊行して以来、二〇一八年三月に美濃国大井荘
調査の成果を基にした『中世荘園村落の環境歴史学』の上梓まで、八地域十三冊の成果報告を世に送り出して
いる⑴。前述した、海老澤先生の大学院での演習の開講の年をゼミの発足とすれば、二十五年間で十三冊、実
にほぼ二年に一冊のペースで何らかの報告を形にしてきたことになる。先生の指導力とその計画性には、まさ
に脱帽するほかない。
　本稿では、このような早稲田大学大学院海老澤衷ゼミによる最初期の荘園調査である紀伊国鞆淵荘の現地調
査の成果を振り返りつつ、一つの大学研究室が、現地調査（フィールドワーク）にこだわって、広範囲に及ぶ
荘園の調査と研究を継続的に行ってきたことの意義について論じることにしたい。この調査は、筆者が大学院
の修士課程に入学して以来、個人的に行ってきた調査を、一九九七年四月以降、海老澤先生の学内研究費およ
び科学研究費補助金の交付を受けて、大学院ゼミとして行うようになったもので、足かけ三年半にわたる調査
と関連史料の講読による共同研究となった⑵。

大学研究室による荘園調査の意義
── 紀伊国鞆淵荘地域総合調査の成果と意義 ──

高　木　徳　郎

Significance of a University Laboratory Investigating the Manor

Tokurou TAKAGI

──────────────────────────────────────────────────────────
⑴　調査対象地と刊行した成果報告の一覧は、海老澤衷編『よみがえる荘園─景観に刻まれた中世の記憶─』（勉誠出版、二〇
一九年）の「あとがき」参照。
⑵　海老澤衷研究室のホームページによると、鞆淵荘の現地調査と平行して、「紀伊国荘園関係史料の分析」をテーマに、一九
九七年度は鞆淵荘、一九九八年度は隅田荘、一九九九年度は粉河寺御池坊文書（粉河寺旧記）の史料講読が進められた。現地
調査以外の日常的なゼミ活動としては、これら文献史料の解読が進められていたわけである。
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一　荘園研究と荘園地域調査

（1）荘園研究と荘園調査の歩み
　まずはじめに、海老澤ゼミでの調査について論じる前に、日本中世史研究において、荘園調査がどのように
実践され、展開してきたのかを概観し、その歩みと特徴を確認しておきたい。海老澤ゼミの調査・研究活動を
研究史の中に位置づけるためである。
　中世において荘園が立地していた地域の現地を実地に踏査し、その現状を何らかの記録にとどめ、その調査
成果をベースに研究を行うという営みは、一般的には一九六○年代頃から始まったと考えられ、とりあえず一
九八〇年代前半までの時期をその第Ⅰ期と捉えておきたい。永原慶二らは一九六一年には薩摩国入来院で現地
調査を行い、その調査には石井進も参加したという⑶。その成果は、古典的な名論文として知られる「中世村
落の構造と領主制」⑷に結実したことはよく知られるところである。ただ、この時期の調査は、荘園の現地調
査と言っても、調査を行う研究者の研究上の問題関心が先行し、その点を明らかにするため、文献史料の読解
を補助する目的で現地調査が行われる傾向が強い、という特徴がある。このため、調査の対象も荘園の領域全
体に及ぶことは稀で、民俗学的・歴史地理学的な手法を取り入れた調査も行われたが、実際にこれらの分野を
専攻する研究者との共同研究が組織されるということも稀であった。
　そうした状況が明らかに変化してきたのは、長野県を基盤とする信濃史学会が主催した第五回地方史研究全
国大会において「圃場整備に関する宣言」⑸が採択された後、この宣言の影響を強く受けて開始された豊後国
田染荘の調査の前後からであろう。この調査が完結して報告書が刊行されたのは一九八六年のことであった
が、大分県立宇佐風土記の丘歴史民俗資料館（現在の大分県立歴史博物館）の開館準備過程の一環として始
まった同荘の現地調査は、報告書によると一九八〇年七月には始まっているので⑹、この頃から一九九〇年代
いっぱいまでを第Ⅱ期としておきたい。この時期の荘園調査の大きな特徴は、一言で言えば、荘園調査それ自
体が目的となった調査と言うことができよう。すなわち、対象とした荘園の現地から得られる歴史的な情報を、
できるだけ悉皆的・網羅的・客観的に記録し、中世における荘園の景観を具体的に復元するための基礎資料と
しようとした点に大きな特徴があると言える。そのため、参加した研究者の研究上の関心ももちろん無視され
たわけではないが、それを明らかにする前に、まずは目の前にある荘園故地の歴史的情報を詳細に記録し、そ
れを調査成果報告書やそれに付随する大縮尺の地図を制作することに大きなエネルギーが費やされた。その背
景には、前述した「圃場整備に関する宣言」に謳われた、大規模な公共事業による開発や、農業構造の改善や
基盤整備を目的とした圃場整備事業の進展により、伝統的な農村景観が大きく変貌し、歴史的な地名や水利灌
漑体系が失われたり、消滅しようとしている現実があり、そうなる以前に現状をできる限り悉皆的に記録して
おく必要があったのである。この宣言がきっかけになって、日本列島の各地で荘園調査が相次いで行われ、「景
観の記録保存」を目的とした調査成果の報告書が数多く刊行された。
　しかし、二〇〇〇年代に入ると、そうした悉皆的・網羅的・客観的な調査を行うこと自体が次第に困難になっ
てきた。そうした調査の対象となる歴史的な情報に知悉している古老や地域住民の数自体が減少し、開発も相
当程度に進んで、一見、伝統的な様相を呈しているかにみえる農村景観でも、実は圃場整備の手が入っていた
り、兼業農家や、定年退職後に本格的に親の世代から農業を引き継ぐようなタイプの農業者が増えてきて、し
かも機械化・効率化され、伝統的な秩序が崩壊した近代・現代的な新しい秩序のもと、先人たちの知恵や工夫
や努力の痕跡が封印され、忘れ去られてしまった現代の農村では、現地調査を行うこと自体が空しく感じられ
ることが少なくない。もちろん、そうした中でも何とか古い情報に接近しようと、様々な努力を続けている研
究者も多くいて、頭が下がる思いである。しかし二〇〇〇年代に入って以降の荘園調査は、第Ⅱ期の荘園調査
にも参加した経験をもつ研究者たちが、そうした困難な状況の中で新たな方法を模索し、また新たな研究課題
──────────────────────────────────────────────────────────
⑶　永原慶二『永原慶二　年譜・著作目録・私の中世史研究』（私家版、二〇〇四年）
⑷　永原慶二「中世村落の構造と領主制」（初出一九六二年、のちに同『日本中世社会構造の研究』所収、岩波書店、一九七三年）
⑸　『信濃』三一－三（一九七九年）
⑹　大分県立宇佐風土記の丘歴史民俗資料館編『豊後国田染荘の調査』Ⅰ・Ⅱ（一九八六・八七年）
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を調査それ自体の中から見出し、今後の荘園史研究に新しい視点をもたらすであろう論点を浮上させつつある
点に大きな特徴があると考えられる。例えば、丹波国大山荘の調査に参加した水野章二が提起する環境史、播
磨国鵤荘の調査に参加した春田直紀が提起する生業論や地下文書論などはその好例であろう。荘園の現地調査
の中で得られた人と自然の関係に関わる様々な知見、身の回りの動植物の生態の観察に基づく先人たちの知恵
に対する関心や、気候変動をはじめとする地球規模の環境変動やそれに起因する災害への視線など、この間の
社会的な関心の高まりや学問的要請などにも支えられたこれらの新しい研究上の問題関心は、荘園調査で現地
の方々から話を聞いたり、調査で歩き回る現地の自然環境や動植物への細やかな観察の中で培われた視点であ
ることは間違いない。第Ⅱ期のような荘園調査が困難になっても、現地調査に赴くことで新た研究上の視点や
問題関心の発見につながるのであれば、その営み自体の価値が減少することは今後もないと確信するところで
ある。

（2）荘園調査の主体と特徴
　次に、これまでに行われてきた主な荘園調査を、その主体によって分類してみることにしたい。これまで各
地で行われてきた荘園調査には様々なタイプがあり、その主体の違いにより、調査の進め方や目的が異なって
くるのはもちろん、生み出される成果にも大きな違いが出てくる。
①行政（教育委員会など）
　都道府県や市町村などの自治体や、その一部局としての教育委員会が主体となって企画し、実施される荘園
調査では、調査自体が公的な性格を帯び、行政サービスの一環として行われることから、調査を担う側、調査
の対象となる側の双方にメリットが大きい調査と言える。実施の主体は都道府県庁や市町村役場であるが、実
際に調査の作業を担うのは大学の研究室であったり、そのつながりで集められた学会・研究会のメンバーや研
究者仲間であることが多く、③と重なり合うことも少なくない。ただ、あくまでも行政が主体になって行うの
で、現地で聞き取り調査を行う際に、古老をはじめとする地域住民の方々を集めたり、聞き取り調査のための
場所を提供したり、あるいは調査それ自体の広報や、調査成果の還元としての成果報告書の刊行（原稿のとり
まとめや編集、印刷に至るまでの作業を含む）などの実務を行政職員が担うことになり、事務局の役割がきわ
めて大きいのが特徴と言えよう。また、調査参加者の旅費（の一部）や、調査場所の移動にかかる費用や人的
負担、さらには報告書刊行にかかる印刷製本費などを行政として負担する場合も少なからずあり、そういう場
合は調査を担う研究者や研究室所属の学生の経済的負担は少なくて済む一方、研究上の関心に従った調査も一
定度行え、学生にとっては様々な研究上の刺激が得られるメリットがある。対して調査の対象となる地元の
方々にとっても、地域の歴史が明らかになり、調査の成果を成果報告書の刊行や地元での報告会の開催のよう
な形で還元してもらえれば、そのこと自体が地域にとって大きな財産となると言えよう。
②博物館・資料館
　地域博物館や資料館、地域史の研究センターなどが主体となって行う荘園調査では、その多くが調査成果を
展示などの形で公開することが目的となっている場合が多く、地域に残された文化財などの掘り起こしや、そ
の保存につながるケースもある。多くの場合、公立の博物館が中心となるので、①と同様、調査自体が公的な
性格を帯び、これと似たメリットがあるが、①に比べて予算規模は小さい。ただ、調査成果を展示という形で
公開できることのメリットは大きく、地域住民が自分たちの生まれ育った地域が展示に値する価値をもってい
ることに気付き、そのことで地域の良さを見直し、地域起こしをはじめとした新たな取り組みを始めたり、場
合によってはそれが行政を動かし、新たな事業などに展開する場合もあり得る。荘園調査では、地域の信仰の
あり方や、民俗的な慣習、年中行事などに調査が及ぶ場合があるが、そうした中で使われる道具や仏像・仏画
をはじめとする文化財などが、展示によって価値付けがなされ、展示ケースの中に収まって展示されると、そ
れまでどんな価値があるのかも分からず、何の気なしに眺めていたそれらのものが急に立派なものに見えてく
るものである。そうなると、それらのものをこれからも大事に残しておかねばならぬという意識を育み、修理
をしたり、保存のための措置を講じたりという気運も高まって、文化財の保存につながるケースも少なくない。
　ただ、その一方で、博物館・資料館等を主体とする荘園調査では、どうしても展示を目的とした調査になり
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がちであり、展示に向かないもの、展示できないものなどの調査はどうしても後回しにされる点は否めない。
たとえば、荘園調査ではかなりの重点を置いて水利灌漑調査が行われる。河川や溜池などの水源から田地一筆
一筆までの水路が地形図の上に復元されていくが、水路そのものが展示できるわけではないので、調査成果を
展示するとなると、どうしてもそうした地形図をパネルなどの二次的な制作物にして展示する他ない。実物の
展示をメインに据える博物館展示の中ではどうしても見劣りしてしまうため、時間的制約もあって、仏像など
のモノの調査の余力で行うということになりがちである。
③大学研究室
　大学などに籍を置く研究者が、自らの研究室を主体に、所属するゼミの学生・院生などを指揮して行う荘園
調査は、目的設定の自由度も高く、純粋に学術的な目的・関心で調査を進められるメリットがある。例えば、
荘園の領域が現在の市町村の枠組みを超えて広がっていたり、他の地域との交流や人の移動などをテーマに組
み込んで調査を行いたいというような場合、①や②の形態の調査では、どうしても市町村の枠組みの範囲での
調査となり、その点での制約を受けることになる。大学の研究室が主体となる場合、そうした制約を受けるこ
となく、調査の目的に対して十二分に調査を完遂でき、それゆえ学術的にも高い水準で調査成果を出せる可能
性が高い。
　しかし、そのような学術的に満足のいく調査を行うためには、十分な予算措置を講じる必要があり、その手
当を研究室を主宰する個々の教員が、何らかの形で研究費・調査費を調達しなければならない。近年では日本
学術振興会が交付する科学研究費（科研費）が、比較的自由な用途で使える研究費として交付額も年々上昇し
ているようだが、あらかじめ研究計画を立てて年一回の応募のチャンスに応募して審査を受け、審査に通ると
一定額の研究費が交付される仕組みとなっており、三年とか五年とかの研究期間（荘園調査を主目的とする研
究であれば調査期間）をあらかじめ設定した上でないと応募できないのがややネックである。学術的に十分な
成果を出すためには、そうした研究期間を決めずに、十分な成果が蓄積できるまでじっくりと取り組みたいと
ころだが、科研費による荘園調査はそうした点でややなじまない点があることは否めない。
　なお、前述したように①や②の形態で行われる荘園調査でも、実質的に大学の研究室が調査の実働部隊を担
うケースはよくあることである。ただ、この場合、あくまでも表向きの調査の主体は行政や博物館等となるの
で、大学の研究室が行う荘園調査の最大のメリットである調査の自由度が確保しにくい憾みがある。
④個人
　事例は決して多くないが、個人もしくは数人程度の研究者仲間で行われる荘園調査もある。時間的な制約や
行政的な制約をまったく受けず、個人の研究上の問題関心に従って心ゆくまで調査が行える反面、費用はすべ
て自弁となる点や、調査成果の客観性の担保という点などで、集団で行う調査とはまったく異なる問題点があ
ることも確かである。集団で行う調査のメリットは、もちろん調査者の個人の能力や資質の違いから、調査成
果に一定の粗密が含まれてしまうことは否めないものの、集団で行うことでその欠点をお互いに補い合った
り、調査漏れや単純な誤解に基づく理解をお互いに補正し合いながら調査を進めることができるという意味
で、ある程度の客観性を担保できる側面がある。個人で行う調査は、思い込みや先入観による誤解が是正され
る機会がないまま、調査成果の公表に至ってしまうことも考えられ、個人的には集団で行う調査以上のメリッ
トがあるとは思えない（もちろん、個人で行われている調査の中には、これらの弱点を何らかの方法で克服し
つつきわめて高い水準で行われている調査もあることは銘記しておきたい）。

（3）「荘園地域調査」の提起
　以上、これまでの日本中世史研究の中で取り組まれてきた荘園調査の歴史、およびその主体の違いによるそ
れぞれの調査の特徴（メリット・デメリット）について概観してきたが、1章の最後に、改めて「荘園調査」
という用語に関して、一言述べておきたい。それは私が海老澤ゼミでの荘園調査に関わる中で、個人的に考え
てきた荘園調査の方法論に関わることである。
　「荘園調査」という場合、その調査の対象は当然、中世という時代に荘園が立地した地域ということになる。
しかし、その荘園が立地した現在の現地に、荘園時代の痕跡が直接残っていることは少なく、多くの場合、明
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治・大正時代の痕跡、近世の痕跡を媒介にして、間接的に中世の痕跡にたどり着けるに過ぎず、その意味で具
体的・直接的に調査を行うのは、近現代や近世の古文書であったり、近世に制作された仏像・仏画などの文化
財や、近現代的な工法で築造された用水路や溜池であることがほとんどである。直接、中世にまでたどり着け
るのは、五輪塔などの石造物くらいであろうか。
　しかし、これら近世・近現代の痕跡の中には、中世以来の伝統や秩序を受け継いで残されているものや、用
水路や溜池などは、その位置やルート自体は中世のそれを継承して同じ場所にコンクリート製の水路や溜池が
置かれていると考えるため、敢えてそれらを記録にとどめる価値があると考えるのである。したがって、敢え
て今現地に残されている痕跡を、それが中世に直接・間接に遡りうるものか否かに関係なく、悉皆的に調査・
記録し、それが中世に遡るかどうかは後で判断するという態度で、とにかく地域に残されたあらゆる歴史的な
痕跡を調査することが肝要である。そのため、そうした調査に対する呼称も、調査対象を敢えて中世の荘園に
限定しているかのような誤解を招く恐れがある「荘園調査」ではなく、やや熟さないきらいはあるものの、「荘
園地域調査」と呼ぶことを提起したいと考えるのである。
　そして、荘園調査ではなく、あえて荘園地域調査と呼ぶことで、この調査に中世史研究者以外の研究者（学
生・院生も含む）の参加を促し、そして調査を受け入れる地元への配慮を示したいという狙いもある。近世文
書の解読には近世史研究者の協力が不可欠であるし、文化財の調査には美術史や考古学研究者の協力も得たい
ところである。この点、上記②の形態の博物館が主体となる調査では、これらを専門とする学芸員の協力を得
られる場合があって、より学際的な調査が可能となる利点がある。また、「荘園」と言っても、地元住民には
何のことか理解されないことも多いが、地域に残された資料や文化財を、時代を問わず悉皆的に調べるという
ことであれば、聞き取り調査や寺社などの所蔵資料調査などの場面で、より多くの人の協力が得られやすい。
そうした点で敢えて私は、自分が関わってきた調査では、意識して「荘園地域調査」の語を多く用いてきた次
第である⑺。

二　紀伊国鞆淵荘地域調査の特徴

　さて、早稲田大学大学院海老澤衷ゼミでは、一九九七年四月から、大学院の演習の中で（つまり大学院の授
業として）紀伊国鞆淵荘関係史料の輪読を開始し、同年の七月に初めてゼミとして鞆淵荘の現地を訪れた。但
し、筆者はそれに先立つこと四回にわたって、個人的に学部生の後輩数人とともに調査を行っており、一部の
近世文書の調査と目録作成、中世の紀年銘のある石造物の所在を把握し、水利灌漑調査・地名調査などを行っ
ていた⑻。前述の調査主体の整理に従えば、④の形態で始まった調査が、③の形態の調査へと移行したという
ことになる。

（1）方法と成果
①調査内容と方法・規模
　海老澤ゼミによる鞆淵荘調査では、主として（ⅰ）水利・灌漑調査、（ⅱ）信仰・民俗調査、（ⅲ）石造物調
査、（ⅳ）文書・文化財調査、（ⅴ）地名・地籍調査などを行った。簡単にその概要を記せば、（ⅰ）の水利・
灌漑調査では、河川に設置された取水堰や溜池の現況を確認した上で、そこから延びる用水路を実地に辿りつ
つ、そのルートを地形図の上に記入していき、最終的に取水堰・溜池ごとの灌漑範囲を確定し、（ⅱ）の信仰・
民俗調査では、現存している寺社（集落内の小祠や堂などを含む）ごとに、そこに残された什物を記録し、そ
こで行われている祭礼や年中行事などに関して聞き取り調査を行った。（ⅲ）の石造物調査では、そうした寺
社の境内地や墓地などに残されている石造物（主には墓塔や供養塔、記念碑として造立されたもの）の所在を
──────────────────────────────────────────────────────────
⑺　私の荘園地域調査に関する基本的な考え方は、紀伊国鞆淵荘調査の報告書執筆の過程で形成されたもので、その大要は『紀
伊国鞆淵荘地域総合調査　本編』（早稲田大学大学院海老澤衷ゼミ編、一九九九年）の「調査の目的と経緯」の中で述べた。
その後、それを加筆修正して、高木徳郎『日本中世地域環境史の研究』（校倉書房、二〇〇八年）に「荘園地域調査の目的と
方法」と題して収録した。
⑻　ちなみに、この時調査に参加した学部生が、この年から大学院に進学して海老澤ゼミに所属することになった。
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把握して、その場所の見取り図を作成し、一点ごとに法量の計測や写真の撮影を行い、（ⅳ）の文書・文化財
調査では、大字を単位とする区や寺社・講あるいは個人で所蔵している古文書（近世・近現代のものが大半）
や、仏像・仏画・経典などの文化財の所在を把握し、文書に関してはその目録も作成した。対象によっては（ⅱ）
で調査されたものもある。そして、（ⅴ）の地名・地籍調査は、（ⅰ）と平行して灌漑範囲の中にある耕地の呼
称や山、寺社、墓地などの呼称を聞き取り調査し、法務局で筆写した明治期の地籍図（字限図）や役場所蔵の
地番図の筆界や小字界を地形図上に復元する調査を行った。
　こうした調査は、一九九六年三月以来（ゼミとしては一九九七年七月以来）、合計十回に及ぶ現地調査の中
で行われたもので、延べ九十八人が参加して行われた（各回平均十人前後が参加したということになる）。毎回、
二～三人で構成される班を作り、三つある大字に二つの班を配置して調査を進めていった。その点で、この調
査ははじめから鞆淵荘地域の全域をほぼ同時並行的に調査を進めていっており、結果的にそのことが、地域に
よる調査内容の偏りやその質の違いなどをあまり生まずに、比較的均質な調査水準を維持することに繋がった
と思われる。聞き取り調査で聞き取った現地の住民の方は、名前をきちんとお聞きした人だけで一四九名にの
ぼり、当時、鞆淵荘地域に在住していた人のうち、三分の二以上の人と話をしたと思われる。中には一度話を
聞いただけの方もいれば、調査終了後も交流を続けるほど親密に調査に協力頂いた方もおり、調査を受け入れ
る地元の反応は様々であったが、総じて好意的に調査を受け入れて頂いたと感じている。
　ただ、調査当時は、携帯電話や現在の Google Mapのような便利な ITツールはほとんど普及しておらず、
細かく班を編成したために、レンタカーしか交通手段のない現地での移動には大変苦労した。一回の調査が四
～五日に及ぶことも珍しくなかったが、一日の調査が終わると心身ともに疲れ果てた覚えが今でも鮮明に脳裏
によみがえる思いである。
②成果と特徴
　こうして三年半に及ぶ調査を経て、最終的な成果報告書として、『紀伊国鞆淵荘地域総合調査　本編』・『同　
資料編』を科学研究費により刊行した。本編は二八四ページに及ぶ冊子となったが、執筆は当時の海老澤ゼミ
に所属した、私も含めて大学院生がそのほとんどを分担してこれにあたった。資料編は六一ページで、これに
A1版の地図五葉を付載した。地図は、当時の粉河
町（現在の紀の川市）役場が発行していた三〇〇〇
分の一地形図をベースに、取水堰・用水路・溜池・
通称地名・小字名・筆界・字界・地番・主要史跡な
どを二色刷りで盛り込んだもので、前述した（ⅴ）
の地名・地籍調査の成果がここに反映された。
　報告書では、できるだけ個人の研究とならないよ
う、その構成や内容には気を配って編集したが、お
およそ以下のような成果を盛り込むことが出来たと
思われる。
　まず第一点目として、荘域全体の水利灌漑体系と
荘園領主・在地領主による開発のあり方との関係を
明らかにできた点が大きいと思われる。鞆淵荘は山
間部に位置する荘園であるが、その中央をほぼ東西
に流れる真国川の流域に小規模な水田が連なるよう
に開かれ、そこに流れ込む支流の河川にも棚田が広
がっている。また、川の両側の山あいには中小の溜
池が点在し、河川灌漑を補足する形で溜池による灌
漑も行われ、そのそれぞれに利用者による水利組合
が成立して独立した運営がなされている。その一つ
一つを丹念に調査したが、なかでも、中世に石清水 大湯のホリキリ



397

特集 1

八幡宮により開発されたと考えられる大湯と呼ばれ
る基幹的な水路の途中には、ホリキリと呼ばれる切
り通し状に岩盤を掘り抜いて導水している箇所があ
り、中世の土木技術の高さを実感をもって知る大変
貴重な経験となった。
　第二点目に、地域における領主支配のあり方を具
体的に明らかにすることができた点が挙げられる。
なかでも、鞆淵氏と呼ばれる在地領主のの居館跡と
推定される屋敷地の後背地において、応永三十二年
の紀年銘をもつ五輪塔の残欠（地輪部）を発見でき
たことの意義は大きかった。この五輪塔残欠には、
紀年銘とともに「逝去　合阿七十五」との文字が刻
まれており、この合阿が、高野山文書中に残る「か
う阿弥鞆淵荘公文式譲状」で公文職を譲っている
「かう阿」と同一人物であることは、その日付の近
似から間違いないと思われた点も、その後の調査に
弾みをつけた。
　また、中世末期に、高野山に対する軍事的功績を
足がかりに、鞆淵荘において公文となった林氏と呼
ばれる一族の居館跡を特定することもできた。この
地に建つ民家は調査当時、空き家になっていて居住
者がいなかったが、林垣内と呼ばれる小字周辺での
聞き取り調査から、この跡地が「ハヤシヤシキ」と
呼ばれていることが判明し、特定が可能となった。
　第三点目に、集落レベルの寺社に所蔵されている
文化財の悉皆調査を行えた点も重要な成果であった。鞆淵荘地域では行政的な区分としての大字・小字とは別
に、慣用的な集落の呼称が使われているが、この集落内には、集落の住民たちによって信仰されているきわめ
て小規模な寺社が数多く存在している。その規模の小ささから、もともと住職や神主などがおらず、集落住民
によって堂舎や祠の維持管理がなされているが、そうしたものの中には、仏像・仏画・経典などの什物が残さ
れていることが少なくなく、行政による把握や文化財指定なども十分には行われていない状況であった。
　そのような状況の中で、大善寺という寺院において大般若経の調査が行えたことは幸いであった。この大般
若経は、最も古いもので康和四年（一一〇二）の書写奥書をもつ経典で、平安時代・鎌倉時代・室町時代・江
戸時代の各時代の写経から成る取り合わせ経である。そのため、一巻ごとに経巻を開いて法量を計測し、写真
を撮影して、その奥書の翻刻を行った。
　以上、この調査での主な成果を三点に絞って述べてきたが、次にこの調査の特徴として、以下の三点を指摘
しておきたい。
　まずはじめに、この調査が、当時、荘園地域調査（荘園調査）の経験がほとんどない大学院生によってほぼ
すべての作業が担われたという点である。ほとんどの参加者が、聞き取り調査や石造物の計測なども含め、初
めて経験することの連続であり、その延長線上で報告書の執筆まで一気に突っ走ったという感が強い。その意
味で、先行する他の荘園調査の報告書や、海老澤先生、服部英雄氏ら荘園調査の「先達」たちの著作などを参
考にしつつ、手探り状態の中で調査を進めていった。
　次に、そのこととも関連するが、調査の対象に優劣をつけず、とにかく目の前にあるものを悉皆的に記録す
るという方針で調査に臨んだということが指摘できる。これは、調査の経験が浅い大学院生による調査であっ
たことから、例えば寺社などで所蔵の文化財を調査するにあたっても、その対象が調査に値するものなのかど

林垣内の「ハヤシヤシキ」

応永 32年銘五輪塔残欠（右手前）
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うかの価値判断ができない場合がほとんどあった。つまりいつ頃作られたものなのか、作品として優れている
ものなのか否か、知識や経験がないために、ほとんどそうした判断を付けることができなかったために、とに
かく悉皆的に記録を取り、写真を撮影して、そうした価値判断は後の機会に委ねるという方針をとった。その
ことが、まさに地を這うようなローラー作戦的な調査という形となり、結果的に文化財の悉皆調査につながっ
た。
　そして、前述したように、とにかく多くの現地の住民の方に話をうかがうことに努めた点も大きな特徴であ
ると思われる。そうした中で、水利組合をはじめ、講・檀家・氏子組織など、人と人が何らかの目的のために
集まって一つの作業をする、という営みがいかに貴重なことであるかということ、そしてそうした営みの中で
書き継がれ、生み出された様々な資料や作品を、できるだけ具体的に読み解き、位置づけていく作業を、調査
の終盤、報告書の執筆過程で精力的に行った。そうした取り組みの中で、個人的には、中世村落がいかなる契
機で、いかにして形成されてくるのか、という点にほのかな見通しが得られたことは大きな収穫であった。

（2）他の調査との比較
　以上、海老澤ゼミによる紀伊国鞆淵荘地域調査の方法と成果について述べてきたが、ここでこの調査の位置
づけをさらに明確にするために、筆者が関わった他の荘園地域調査と比較してみることにしたい。
　まずは、和歌山県教育委員会が行った紀の川流域荘園詳細分布調査と比べてみることにしたい。この調査は、
和歌山県教育委員会が文化庁の補助を受けて実施したもので、五年間で紀の川流域にある隅田荘・官省符荘・
名手荘の調査を行った。五年間という短い期間で三つの荘園を対象に調査を行ったという点に大きな特徴があ
るが、県が委託した複数の大学教員のゼミ生が多数、これに参加した。このため、多人数で調査項目を一気に
こなすことができ、水利灌漑調査や石造物調査などで大きな成果を上げることができた（報告書は各荘園ごと
に一冊を刊行）。しかしその一方で、調査組織は複数の大学に所属する大学院生の「寄り合い所帯」となって
しまい、調査期間にのみ顔を合わせる程度で、意外に相互の日常的な交流が深まらず、調査内容に関する相互
の議論もあまり盛り上がらなかった印象がある。加えて、参加者の日常のゼミ活動としては、対象となる荘園
の関連史料を講読するなどの活動を行っておらず、夏休みなどの調査期間にのみ、荘園の現地に行くという程
度であったため、調査成果がそれぞれの参加者の中で深められることはあまりなかったようである。この点、
調査期間以外も、年間のゼミ活動を通して当該荘園の史料を輪読する方式をとった海老澤ゼミの調査とは大き
く異なる点であったと思われる。
　また、筆者が早稲田大学に着任してからは、科学研究費への応募が可能となり、その交付を受けていくつか
の荘園で調査を行ってきたが、このうち最初に手がけた紀伊国神野・真国荘地域の調査では、科研費の連携研
究者・研究分担者の仕組みを利用して、近畿大学・和歌山大学所属の研究者や、和歌山県立博物館の学芸員と
連携し、異分野の研究者による総合調査のような形を目指して調査を行った。とくに、和歌山県立博物館との
連携は、調査成果の一部でも展示の形で公開できれば、との目論見で取り組んだものであった。三年間の調査
で、水利灌漑状況の把握や民俗調査、植生調査などが行えて大きな成果を上げることができたが（報告書は一
冊刊行）、その一方で、予算の制約や各研究者間で調査日程を調整するのが難しく、研究者各自で別々の日程
を組んでの調査とならざるを得ず、各研究者ごとに調査内容も異なったため、研究者間の連携は想定していた
ほど深まらなかった憾みがある。また、調査の終了後、和歌山県立博物館では特別展『中世の村をあるく─紀
美野町の歴史と文化─』を開催したが、調査参加者は図録の一部を執筆したりはしたものの、調査成果が直接、
展示に反映されることはなく、各主体の目的の差違を実感させられるところとなった。
　このように、一つの大学研究室が単独で荘園地域調査を行うことには、他の形態での調査に比べてメリット
が大きいと言うことができると思われる。もちろん、学生が毎年入れ替わったり、学生個々人の研究上の関心
や能力も様々であることから、継続的に荘園地域調査を行い続けることには大きな困難を伴う。海老澤ゼミの
四半世紀に及ぶ活動はその点できわめて意義深い活動であったと思うが、最後に荘園地域調査を大学研究室が
行うことの意義について述べてみることにしたい。
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三　荘園地域調査を大学研究室が行う意義

（1）鞆淵荘地域調査の経験から
　海老澤ゼミの仲間たちと鞆淵荘地域の調査を行ってから、二十年以上が過ぎた。この間の大学をめぐる環境、
地域を取り巻く環境、そして研究者コミュニティをめぐる環境も大きく様変わりした。とりわけ、大学院に進
学してくる学生の、研究者としての自覚の著しい低下はかなり深刻なレベルに達していると思われる。各種の
データベースをはじめ、研究に関する様々な情報環境・ITツールの整備が多少、そうした沈下状況を補って
はいると思われるが、本質的には本人たちの意識・自覚の問題なので、周囲の環境整備は副次的にしか作用し
ないと思われる。
　二十年を経て今、振り返ってみると、当時でも現在でも、荘園地域調査に参加する学生（大学院生）の多く
は農村での生活経験に乏しく、農業体験に至っては皆無という学生がほとんどである。私自身もはじめはそう
であり、就職によって和歌山県立博物館に赴任したが、生活の拠点は和歌山市内の市街地にあり、農村で生活
した経験はない。しかし、そうした都市部、または地方出身者であっても、その多くが市街で暮らすことの多
い学生たちが、鞆淵荘地域のような中山間地域や農村地域を訪れ、そこに何日か滞在しての調査を何回か繰り
返すうちに、やや大げさに言えば、参加者の多くは、日本の国土と社会の成り立ちや仕組みを、実体験を伴い
つつ知ることになる。荘園地域調査とは、そうした数少ない機会であり、そしてとりもなおさずそのことは、
参加した個々人のその後の人生に大きな重みを与えることになると思う。都会での生活では決して知り得な
かった様々なことを、肌感覚を通して知る貴重な機会、それが荘園地域調査であると思われる。
　また、鞆淵荘調査では、基本的に日中は少人数の班ごとに行動することが多かった。聞くところによると、
その後の海老澤ゼミでの調査でもそういう形をとることが多かったという。そのような形式での調査は、その
日その日の行動は班ごとに異なってくるのが普通で、当然、自ら課題を発見・設定し、その解決法を考え、仲
間や現地の方々と対話をしながらそれぞれの課題を克服していくことになる。そして、そのような形式の調査
では、研究や調査に対する習熟度が異なる学生を擁する大学院ゼミという組織・集団は調査組織として最適と
言え、先輩の学生に様々な指導や助言を受けながら、それぞれの個性や能力を活かして一つの目標に取り組む
という形にごく自然になっていく。そうした場においては、教員の役割は少ないほど学生は成長する。但し、
教員の役割は決して小さいわけではなく、大きな目標の設定や、最終的な到達点、そしてそこへと至る大まか
な道筋は、やはり調査の全容を俯瞰できる立場の教員が常に示しておく必要がある。近年、大学を含め、教育
の世界ではアクティブラーニングという言葉をよく耳にする。しかしそれは所詮、教室という閉鎖空間、学校
という安全が確保された空間でアクティブに学ぶことが推奨されているに過ぎない。その意味で筆者は、荘園
地域調査こそ究極のアクティブラーニングだと考える。
　一方、そうした大学研究室による荘園地域調査を受け入れる地元、とくに地域住民の方々はどのようにこの
調査自体を受け止めているだろうか。筆者の感じるところ、地元の方々は、調査を迎え入れる当初、一般的に
は自らの郷土の歴史への認識は全体として低く、その歴史的価値にも無頓着であることが多いと感じる。しか
し、若い学生たちによる調査の回数が重なるうちに、お互いの信頼関係も徐々に構築されていき、顔を見知っ
た学生が何度も再訪してくれることで、自らの郷土にそれほどの価値があることを次第に認識しはじめ、その
ことに誇りが持てるようになってくる。もう用もないから捨ててしまおうと思っていた古文書を学生たちが熱
心に写真に撮り、それが目録になったり、翻刻されて論文になったりする過程を共有することで、まだしばら
くはその古文書を大事に保管しておこうという気持ちも自然とわき起こる。そのような意味で、荘園地域調査
は、文化財や資料の保存運動としての意義を合わせ持っていると考えられる。過疎化・高齢化が進む地域社会
の中で、文化財の守り手・担い手が今後確実に減少し、消滅していくことさえ現実的になってきている現在、
荘園地域調査の意義はますます高まっていると言えよう。

（2）荘園調査と荘園研究の未来
　しかし、そうした意義とは裏腹に、荘園地域調査をめぐる状況は決して楽観できるものではないことは明ら
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かである。そのような現在、前述したような各主体による調査の長所をそれぞれ活かした実体のある連携の中
で、新しい調査法の確立を目指していくことが求められている。従来から言われているような他の学問分野と
の協業の必要性もますます高まっていくであろう。
　また、かつて荘園が立地した地域の多くは、限界集落化が進む集落を含む地域が少なくない。聞き取り調査
の対象となる話者が減少あるいは消滅し、伝統的な方法による農業を経験したことのない農業者も増えていく
中で、歴史的な情報にたどり着くこと自体が困難になりつつある。そうした中で、歴史研究の素材となり得る
ような新たな史料・資料を掘り起こし、そうした素材を積極的に研究に活用することで、新たに価値づけして
いくことも必要であろう。
　一方、前述したように GISをはじめ、多様な地図・地理アプリケーションなど、IT技術の目を見張る発展
によって、これら歴史研究に利用できる様々なツールの導入・活用により、場合によっては、現地に行かなく
ても、現地に行ったのと同等の情報にアクセスできる可能性が広がってきていることもまた事実である。また
GISソフトなどは、調査成果を平易で分かりやすく発信するのに、きわめて大きな威力を発揮することになる
だろうと思われる。このような中で、一部には現地調査という営み自体が不要となる日も近いのでは、との声
も聞こえてきそうな気がする。
　しかし、先ほども述べたように、インターネットさえあれば、家にいて何でも手に入る時代だからこそ、地
域で暮らす人々は、都会から何度も現地を訪れてくれること自体が尊いことと感じるのではなかろうか。それ
ほどの価値がこの地域にはあると感じるのではなかろうか。そしてそのことが、地域に残された資料や文化財
を、自分たちの力が及ぶ限り守っていこうという気持ちを奮い立たせるのではないだろうか。筆者は、このよ
うな段階を迎えた現在こそ、文化財保存運動としての荘園地域調査が必要だと考えている。
　本稿では、海老澤ゼミが取り組んだ最初期の現地調査である紀伊国鞆淵荘地域の調査の成果と意義を題材
に、大学の研究室が継続的に荘園地域調査を行うことの意義について述べてきた。今後の見通しは楽観できな
いが、こういう時代だからこその新たな荘園地域調査の意義を肝に銘じて、今後も地域に活力がよみがえる研
究活動を続けていきたい。
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報告要旨

照葉樹林の信仰・赤米の里─対馬豆酘での取り組み─

 堀　祥岳　

■はじめに
　対馬豆酘は、荘園領主文書をベースに寺社領荘園での現地調査を重ねてきた海老
澤研究室のフィールドとして異色の存在であったといえる。当初は辺境の離島とい
う未知の世界で調査に入ることに衝撃や戸惑いも感じたが、一方で景観・信仰など
の随処に前近代的な様相がなお色濃く残存しているのではないかといった期待感も
大きく、不安と期待とが共存する中で現地での取り組みが展開していった。
　ここでは、現地調査の経過と方法を振り返りつつ、共同研究を通して得られた成
果を紹介したい。

■現地調査の概要
　対馬豆酘での調査は、2002～2003年度に採択された科学研究費基盤研究（B）「東アジアにおける水田形成
および水稲文化の研究（日本を中心として）」（研究代表：海老澤衷）において進められ、2002年 10月からは
早稲田大学 21世紀 COEプログラム「アジア地域文化エンハンシング研究センター」の支援を受けることで、
多様な研究者が参画する共同研究が実現した。2003年度には大学院中世史ゼミによる共同研究の対象地とし
ても選定され、大学院生による現地調査の実践も企図された。
　現地調査の成果は主に次の三書にて紹介ないし援用されている。
❶ 2004年 3月　科研報告書『東アジアにおける水田形成および水稲文化の研究（日本を中心として）』
❷ 2007年 3月　早稲田大学水稲文化研究所編『海のクロスロード対馬─ 21世紀 COEプログラム研究集成
─』（雄山閣）
　※アジア地域文化学叢書Ⅸ
❸ 2009年 10月　黒田智『なぜ対馬は円く描かれたのか─国境と聖域の日本史─』（朝日新聞出版）※朝日選
書 860

■対馬豆酘の特徴
　調査地となった豆酘は山がちな対馬の中では比較的耕地が開けており、かつ圃場整備事業等による耕地の大
規模な改変を受けていない点が選定の前提として重視されたといえる。
　また、集落・耕地の周辺には信仰の対象となる広大な照葉樹林が広がり、独特な天道信仰により聖域が保た
れている。集落においても赤米神事やクゾウ（供僧）による神事など年中行事・儀礼が豊かに執り行われ続け
ており、神仏習合の旧態を残す注目すべき様相もみられる。
　南に面する豆酘湾に漁港をかまえる一方、集落の周りは山地が取り囲み、以前は山中まで耕地開発がなされ
ていたことが空中写真等で判明する。住民はいわば半農半漁を生業としており、決して広くない平坦部に宅地
がひしめきあう景観を呈している。
　平泉澄は大正 8年に天道信仰の一角をなす対馬豆酘の龍良山を踏査してアジールを発見した。豆酘～浅藻～
内院にかけて広がる照葉樹林の森に世俗の法の力が及ばない領域＝アジールが存在するという。網野善彦も
『無縁・公界・楽』で「無縁」の原理がはたらくアジールの事例として豆酘の龍良山を紹介している。対馬豆
酘はいわばアジール論の現場であり、前近代社会に通底する何かが残存している可能性にフィールドとしての
魅力が感じられた。
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■調査の方向性
　先行する現地調査の成果としては、宮本常一らが参加した人文系の学際調査として記念碑的な位置づけにあ
る九学会連合の対馬調査（1950～51）があった。しかしこの調査においては文献資料の悉皆調査がなされる
ような状況にはなく、対馬における中世文書の把握はその後の史料調査を俟たねばならなかった。
　田中健夫が自著において「対馬は中世文書の宝庫である」（『対外関係と文化交流』思文閣出版、1982）と
の認識を示したように、戦後の竹内理三による悉皆調査をはじめとする各種の史料調査によって、対馬の豊か
な中世文書の博捜が可能になっていった。
　このような前提のもと、1980年代以降の村落研究で培ってきた現地調査の方法論を応用しながら、景観・
信仰・民俗といった面で残存状況の良い現地と史料調査の成果を掛け合わせて調査研究の進展をめざしたのが
本調査のねらいであった。

■調査方法と成果
　現地調査の技術面については、現在活用されている GISをはじめとする地理・地図系ソフトは未だ普及し
ていない段階ではあったが、調査成果をデジタル技術によって可視化するという点での努力はなされた。
　調査方法としては大きく次の三つの方向性において調査が進められ、それぞれ成果を得た。
①文献資料の調査～整理保存作業
　先行する各種史料調査の成果を整理・統合し対馬中世文書の全体像を把握した。その上で、現地調査に関連
する個人所蔵史料や寺院史料の調査・撮影を実施した。その成果は、豆酘関連史料目録や内山文書・天道信仰
関係資料等の翻刻（大学院ゼミの成果）といった形で提示した。
　特筆すべきは、豆酘・金剛院において高麗版大般若経をはじめとする所蔵史料の調査・撮影のみならず整理
保存作業まで実施した点である。文書典籍類を中性紙で包み、整理して保存箱に入れ、目録を付して納める、
といった長期保存のための作業を行なったのである。この作業は吉田正高氏（故人）の指導によって実現した。
その後の調査研究で、金剛院所蔵大般若経は国内現存最古の高麗再雕本として評価され、2018年 3月に国指
定重要文化財に格上げされた。私たちの施した作業が、文化財の保存や以後の調査研究の環境整備に少しでも
寄与したとすれば、これもまた現地調査の大きな成果の一つであったといえよう。
②集落と耕地の全面的な復原調査
　1/5000森林基本図と国土地理院 1977年撮影空中写真を利用して 1/2000地形図を作成しベースマップとし
た上で、屋号や地名の聞きとり、大町・小町・講など地縁関係の調査をふまえ集落景観を復原した。また水田
灌漑の現況調査、石造物調査といった基本的な調査をした上で、明治地籍図を利用した近代（～近世後期）の
集落・耕地景観の復原や、寛文検地帳や中世史料にみえる地名と現地との照合による水田開発に関する検討を
図った。
③祭礼・神事などの儀礼調査、記録保存
　カンカン祭り、サンゾーロー祭り、頭受け神事、二十一社詣といった年中行事を調査・撮影し、赤米神事を
中心とする現在の天道信仰の実態を記録した。「天道祭の役者の事」（主藤寿氏所蔵文書）等の史料を発掘し、
天道信仰の原像・展開を検討した。

■「赤米」論の昇華─黒田智氏の業績からの学び─
　海老澤研究室の対馬豆酘調査において実働部隊となった大学院生の指導的立場にあった黒田智氏は、一連の
調査成果をふまえた上で自身の研究成果を単著にまとめられた（黒田─ 2009、前掲❸）。
　私たちが現地調査に没頭していた当時は、対馬豆酘を現地に即した視点で分析しようと格闘していたが、本
書によって得られたのは対馬豆酘を相対化する視点、つまり豆酘を外側から（日本の辺境として／環シナ海世
界から）みる視点であった。これにより対馬豆酘の歴史は、現地で展開した歴史のみならず、日本史全体のダ
イナミズム（例えば統一政権による国境策定など）の中にも有機的な位置づけを獲得したといえる。
　赤米の位置づけについても、黒田氏は消えゆく焼畑文化への憧憬の産物として赤米の神秘性が生じたとし
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て、赤米の性格の 19世紀における変容を指摘している。つまり本来は、天道信仰の背後にある照葉樹林の信
仰が赤米を「焼畑の神」たらしめていたものが、19世紀を画期に赤米が水田稲作の象徴たる「田の神」へと
転生した、との見解が提示されたのである。
　こうした理解は現地調査時の検討から大きく昇華された見解ではあるが、すべて現地調査の成果に基づいて
立論されており、調査報告書の段階では点と点にすぎなかった成果が見事に線で結ばれストーリー性が付与さ
れていく局面に立ち会えたことに、私自身とても大きな学びがあった。

■おわりに
　対馬豆酘での現地調査を回顧すると、フィールドの特性に合わせた方法論で臨めたかどうか、という点につ
いては課題も残ったと思われる。つまり、農村部で培った方法論で臨んだために、耕地景観の復原といった面
では成果が得られた反面、漁村としての生業・環境に対する視角・検討が必ずしも充分でなかったといえる。
現地で生活する人々の目線で調査研究がなされていたか、という点が課題として残った。
　昨今はデジタル技術の進化によって空間的な復原イメージの作成が容易かつ高レベルなものになり、調査方
法は新たなステージ（カレントモデル）に確実にステップアップしている。他方、デジタル技術ではなおカバー
しきれない部分、例えば地域に生きる人々の生業・民俗や信仰など、対面での聞き取り調査や現地で体感して
得られる諸要素の分析については、今後も従来の手法をいかに研鑽させていくかが求められよう。
　対馬豆酘における現地調査においては、まさにフィールドのもつ魅力や歴史叙述の要素となる現地の潜在力
に、多様な成果を生み出した要因があったと考えている。したがって、当然ながらフィールド選定の段階でい
かなる対象を選ぶかが重要であって、先行研究の成果と課題をふまえた計画段階の見立てが調査の成否を分け
るポイントとなると改めて気付かされる。この点において、対馬豆酘を選地された見立てが大いに私たちの学
びにつながったと深く感謝している。

《参考文献》
平泉澄『中世に於ける社寺と社会との関係』（至文堂、1926）
九学会連合対馬共同調査委員会編『対馬の自然と文化』（古今書院、1954）
宮本常一『宮本常一著作集 11 中世社会の残存』（未来社、1972）
深谷克己「赤米排除」（『史観』109、1983）
網野善彦・宮田登ほか編『海と列島文化 3 玄界灘の島々』（小学館、1990）
網野善彦『無縁・公界・楽』（平凡社、1996）※初版 1978年
中沢新一『僕の叔父さん 網野善彦』（集英社、2004）
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水利社会論と水辺環境論とのあいだ─上桂荘を中心に─

 下村周太郎　

はじめに
　中世荘園の現地調査では、水利系統の復元が柱の一つとなる。農耕には引水・利
水が必須であり、景観復元研究において海老澤衷氏が「水利社会」を 概念に据え
たのも、このことによる。一方、海老澤研究室が直近の調査対象とした東大寺領美
濃国大井荘は、いわゆる輪中地帯にあたり、水資源には事欠かない。いわば「水辺」
という環境条件においては、治水・排水の実態にも注意を要するわけだが、そもそ
も水が不可欠である以上、特に水稲耕作が展開する場は大なり小なり水辺である。
そこでは、水害と復興を契機とする自然的／人為的な地形改変によって、水利の再
編・更改が不断に生じた可能性がある。水利調査は調査時点での現況記録として学術的意義を有する一方、当
該水利の存在が歴史的にいつまで遡れるのかは必ずしも自明でない。そこで、微低地などの所在を手掛かりに、
中世の水辺に展開した水稲耕作の実態にアプローチする視角が想起される。
　本稿では、桂川の氾濫原に位置する東寺領山城国上桂荘（上野荘）をフィールドに、利水と治水の表裏の関
係や水利系統の不安定性を考えたい。具体的には、第一に生業史に、第二に古気候復元に関わる研究動向を押
さえた上で、水辺環境の実態を窺知しうる史料を検討する。

1　生業史研究をめぐって
　近年、民俗学などの成果を受けて、水陸移行帯としての「水辺」で展開した生業の複合性・重層性や柔軟性・
選択性が論点化されている（橋本道範『日本中世の環境と村落』など）。中世史研究において生業を対象化し
た嚆矢に、水田中心史観を批判し、海民や水界に注目した網野善彦氏の所論がある。網野史学では、漁撈など
が展開する水辺・水域とは農耕の場である陸域と対置されており、水田は陸域側に見定められている。一方、
近年の論者は、水野章二氏が「水田適地は同時に洪水常襲地でもある」と述べ（「災害と環境への視点」『日本
災害史』）、佐野静代氏が「水辺」を「人為的に作り出された湿地としての伝統的水田をも包括する概念」と措
定する（『中近世の村落と水辺の環境史』）。空間としての水田は陸域でなく水辺・水域に引き付けて捕捉され
ており、農業的・水田的世界と非農業的・非水田的世界とを止揚する視座が確立しつつある。
　そこで、上桂荘の史料から地形の変化と生業の変化との連関を見ていきたい（以下、特に断らない限り史料
番号は『山城国上桂庄史料』「記録」に依る）。まず、「川ヨケナクテハ、田地又可川成、早々川ヨケヲ可有御
沙汰」とあるように（183）、「川除」（堤）がなければ田地が川成・流失し水稲耕作を維持しえないエリア、
まさに水辺であったことがわかる。一方で、「上野庄井水事、近年依不堀上、一庄悉畠成畢」「畠分ニテ慥年貢
可取進候歟衆議畢」「為五ヶ庄、今道口可堀由申間、然者上野庄者、如元悉可成畠」、「依当年井水相論、令不作、
纔雑穀少々作之」とも見える（104・153・154）。すなわち、川底掃除や溝浚いの不徹底による用水路への土
砂堆積あるいは近隣村落からの妨害などによって川成とは真逆に畠成の可能性すらあるのである。漁撈と稲作
との柔軟性が言われる水辺空間にあっても、灌漑に不備が生じれば容易に高燥化して畠となり、僅かな雑穀の
収穫にも苦労する恐れがあった。
　さて、生業の具体的内容に関して史料上見えやすいのは、荘園年貢の費目である。上桂荘で「年貢已下員数
〈定足〉」として再三所見するのが「米」「夏麦」「草用途」「椎野田成用途」「完〔宍〕用途」「藁」「糠」「人夫」
である（30など）。他方、年貢に関わらない生業については史料的制約が大きいが、断片的には上記以外にも
個別的な貢納品や生産物、日用品の様相が垣間見える。すなわち、「船料足」「茶」「藪」「竹子」「秋麦」「蕎麦」
「薪」「樒花」（38・77・91・111・153・167）などである。さらに、荘園領主である東寺以外の史料にも目を
向けてみよう。現在、桂川の対岸に位置する長福寺は、河道変動で時期によっては上桂荘域の一部と陸続して
いたと考えられるが、長福寺文書には「長福寺門前新河、桂庄鵜飼等、不拘寺家禁制、猥致殺生云々」という
ように（『長福寺文書の研究』474）、東寺文書からは見えてこない漁撈＝殺生の実態も浮上するのである。
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2　古気候復元研究をめぐって
　2010年代に入り、自然科学分野の古気候復元研究が長足の進歩を遂げ、年単位で気温や降水量の変動が復
元されるに至った。こうした高分解能の古気候データと史料に所見するキーワードの統計処理とを照応させる
作業が試行され、気温変動より降水量変動の方が社会に直接的な影響を与えていたことが示唆されている（伊
藤啓介・中塚武「『CD-ROM版　鎌倉遺文』に収録された古文書件数と気候復元データの関係の定量的分析」
『鎌倉遺文研究』40）。特に、田村憲美「日本中世史研究と高分解能古気候復元」（『日本史研究』646）は、上
桂荘をフィールドに短中期的な降水量変動と関連史料の伝存状況との関連度の高さを論じている。ただ、これ
らの研究でも、降水量データと史料上の所見とが同期しない「例外」の存在が確認されている。
　これに対し、伊藤俊一氏は上桂荘などを取り上げつつ、単純な環境決定論にならないよう気候変動と農業生
産との関係を改めて検討する必要性を喚起している（「応永～寛正年間の水干害と荘園制」『中世荘園の環境・
構造と地域社会』、「山城国上野荘の水害と再開発」『日本史研究』675）。「多雨時の水流を制しきれたらただ
の大雨」／「少雨でも引水できればただの炎暑」という伊藤氏の見通しについて、上桂荘の具体相を見ていき
たい。
　「当庄井、去年洪水之後、古井水便不宜之間、別在所水便可然之間、堀新井、当年旱魃過法之間、流末五ヶ
庄沙汰人以下遺根〔恨〕無極、上野庄堀新井、任雅意取用水之段、不可然之由申之、率大勢切塞井」（74）と
あるように、「水便」の良い新井により上桂荘は旱魃を乗り切る一方で、用水路の下流では旱魃が発生してい
る。この場合、上桂荘に即して言えば、降水量の少ない年でも旱魃を免れる余地があったことを示唆する。他
方、水が不足する下流域にとって、水を確保した上流域の引水は「雅意に任せ」た行為となる。上桂荘近隣の
西八条西荘でも「大旱魃時、自彼下五ケ郷、此方井手於切落、用水於押取」という事態が起きている（東寺百
合文書ヲ函 116）。上桂荘では近隣と「郷中井手急水之時、石或芝不可抜事」との契約がなされているが（記
録 156）、このことは旱魃／洪水に際して自らは取水／治水に奏功したとしても、その裏で同一水利系統の他
村に実害をもたらした可能性を意味しよう。同一降水条件下の同一水利系統においても、受益者と被害者とに
明暗が分かれうるのである。
　また、気象条件以外にも生産の現場に影響を及ぼす要因は存在する。「当年依疫疾、一旦雖堀溝有相続、不
及掃除歟、然間所植付稲穀焼失了」とあるように（117）、疫病などで川底掃除や溝浚いが行き届かないケース
も、古気候復元データと史料上の所見とが連動しないことになろう。

3　「川成」「淵成」と「水便」─まとめにかえて
　水辺とは水の確保が容易な反面、水害のリスクも高い。河道の固定が進んでいない中世段階において、河川
から引水する灌漑用水の維持管理は決して容易でなく、水利系統は安定性を欠いた流動的・不定的なものにな
らざるを得なかった。
　上桂荘近隣の上久世荘では「大水」で「西田井之井口」は「高河原」になり、「亀井」も「ふち（淵）」にな
り、「東田井」は「去年より無水便候処、結句今度之大水ニ、川東ヘ退候間」一向に不便だという（東寺百合
文書を函 312）。上桂荘でも「自根本十一ヶ郷、雖在溝口之下ニ、依淵成、不叶水便」とある（156）。川辺は
河川の浸食作用によって「川成」のリスクを抱えているが、他面、運搬・堆積作用も相俟って土砂が取水口を
塞ぎ破壊する「淵成」の可能性もあったのである。
　浸食によって「川成」や「田地流失」が起こり、それへの対策として「川除」が求められる一方、堆積など
により「淵成」や「田地焼失」も起こるため、用水路のメンテナンスとして「堀上」が欠かせないことになる。
「川成」「田成」が起こるような場所でも「畠成」の可能性があるのである。そのため、より有効で安定的な「水
便」の中長期的な確保が志向されることになるが、その過程で近隣間で、取水口や用水路の共用・借受・交換
といった協力・融通関係が構築される一方、利害の競合・対立も激化した。史料には「尋水便、或破嶋為田、
或満池古河為田」（『平安遺文』498）、「於用水者、守水便之間、井口之事者、難一定者也」（東寺百合文書を
函 220）などの表現が見える。気候変動と農業生産との関係を考えるにおいても、気候変動に左右されない安
定的な農業生産の場を確保すべく人々が追求した「水便道理」（『平安遺文』2054）・「水便之習」（『鎌倉遺文』
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2111）の実相を具体的に明らかにすることが肝要であろう。

広大な荘域の調査を、新たな視点と技術で─備中国新見荘をひらく─

 似鳥雄一　

1．研究の概要
（1）備中国新見荘
　備中国新見荘は、現在の岡山県新見市の北西部にあたる地域に存在した荘園であ
る。当地は鳥取県・広島県との県境にあたり、直接には接しないが島根県も程近く、
それらはすなわち伯耆国・備後国、さらには出雲国も含めた国境地帯であったこと
を意味する。
　新見荘は鎌倉末期から東寺領となったことで、東寺百合文書という豊富な中世史
料を有することとなった。それら新見荘の関係史料にみられる大きな特徴として、
まずは鎌倉期の検注帳（土地台帳）が伝わっていることが挙げられる。荘園研究の
なかでは、検注帳は現地の状況を復元する上で極めて有用なツールとなる。そして、まがりなりにも戦国期ま
で荘園としての収取が継続したため、新見荘の史料は長期にわたって参照することが可能である。
　新見荘は中国山地の中央部に位置したわけだが、その領域は非常に広大である。山間地域ゆえ、可住面積は
限られてしまうが、同時に地名、屋号、地形、水利などといった中世以来の情報・景観をよく残してくれてい
る。これらのようなことから、新見荘は中世荘園研究の一大スポットとされてきたわけである。

（2）共同研究
　海老澤ゼミで新見荘の研究に着手したのは 2009年度のことであった。このときから史料講読と合わせて、
予備的ながら現地調査がスタートしている。
　2010年度から 2013年度にかけて、海老澤ゼミは科学研究費基盤研究（B）「備中国新見荘における総合的
復原研究」を取得することに成功した。これによって現地調査が本格化することとなった。荘域の広大さに対
応するため、2011年度からは荘域を 4分割して、グループ別の調査へと移行した。
　そして最終 2013年度には、6月と 7月の 2度にわたって、早稲田大学にてシンポジウムを開催することが
できたのであった。
　本共同研究は多くの成果を挙げることができたが、そのうち活字化されたものとして、まずは海老澤衷・高
橋敏子編『中世荘園の環境・構造と地域社会─備中国新見荘をひらく─』（勉誠出版、2014年 5月）、海老澤衷・
酒井紀美・清水克行編『中世の荘園空間と現代─備中国新見荘の水利・地名・たたら─』（勉誠出版、2014年
12月）の 2冊がある。
　報告者も本共同研究の恩恵に大いにあずかった 1人であるが、単著『中世の荘園経営と惣村』（吉川弘文館、
2018年）の半分以上は新見荘に関する論文が占めている。さらに直近では、論文「検注帳の反復記載と開発・
景観─備中国新見荘の帳簿と現地─」（海老澤衷編『よみがえる荘園─景観に刻まれた中世の記憶─』（勉誠出
版、2019年）を論集に掲載することができた。
　以上のように公刊された新見荘に関する論考は、数えあげると合計 30本にも達する。その内容をみても、
現地景観、領主支配、周辺地域など、あらゆる方面で成果が得られたと言ってよい。
　このほか、共同研究の参加メンバーによる関連著書として、辰田芳雄『室町・戦国期備中国新見荘の研究』
（日本史史料研究会、2012年）、酒井紀美『戦乱の中の情報伝達─使者がつなぐ中世京都と在地─』（吉川弘文
館、2014年 2月）も、ここで触れておかねばなるまい。
　このように、本共同研究によって新見荘の研究が飛躍的な進展を遂げたことは間違いない。これは荘園調査
による共同研究としては、過去最大級の成功事例とさえ言えるものではないだろうか。
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2．トピック
（1）先行研究
　そこで本報告で言及しておきたいのは、なぜ本共同研究は新たにこれだけの成果を生み出し得たのか、とい
うことである。この点に関しては、それ以前の研究状況がどうであったか、ということを考えておく必要があ
るだろう。
　新見荘に関する書籍のうち、これまで多くの研究者が手にしたであろうものとして、『新見庄　生きている
中世』（備北民報社、1983年）がある。現地の新聞社が出版したもので、報告者も現地で購入した記憶がある
が、これを執筆したのも現地の複数の郷土史家で、そのうちの一人が竹本豊重（1935年～2017年）である。
竹本には「地頭と中世村落─備中国新見荘─」（石井進編『中世の村落と現代』吉川弘文館、1991年）、「新見
荘」（『講座日本荘園史 9』吉川弘文館、1999年）などの論文があり、中世史に関して言えば、最も著名な郷
土史家と言っても過言でない。
　竹本はそれらの論文のなかで、新見荘における地頭の支配、下地中分のあり方を提示したことでよく知られ
る。新見荘の特に在地構造の問題に関しては、このように現地に在住する研究者が数々の成果を出したことで、
いわば「よそ者」である一般の研究者にとって非常に手を出しにくい空気になったであろうことが察せられる。

（2）新たな視点
　しかし竹本の下地中分に関する説明には大きな問題点があった。それは現地を分割支配するはずの領家と地
頭の「入組地」があまりに広すぎることで、果たしてこれを「中分」と言ってよいのか、疑問を抱かざるを得
ないものであった。
　それに対して本共同研究では、検注帳を精査した結果、新見荘の下地中分はあくまで「東西分割」を原則と
しており、それに加えて例外的に「入組地」を残したものであったことを明らかにした。そのことをもとにし
て下地中分の包括的な検討も行われたわけだが、実を言えば下地中分がここまで本格的に追究されたのはおよ
そ 50年ぶりのことであった。翻して言えば、それだけ竹本説の影響力が大きかったということでもあっただ
ろう。
　また新見荘では、室町期に起こった「祐清殺害事件」も知名度の高いトピックである。東寺から直務代官と
して現地に派遣されてきた祐清という僧侶が、地頭方の住民によって殺害されてしまったのだが、従来の説で
は、祐清は谷内という集落で殺されたものとされていた。谷内には今も「祐清塚」と呼ばれる祠があり、また
加害者のなかに谷内を名乗る者がいたためである。
　しかしこの説にも疑問点がある。第一に、最終的にはある「御宮」が殺害現場になったというのだが、谷内
の集落は場所として奥まりすぎていて、周辺に「御宮」がみあたらないこと。第二に、襲撃現場となった屋敷
の図面が残されているのだが、それをみると屋敷の前の大道は南北に走っており、谷内の地勢と相違すること
である。
　この点に関しても、本共同研究の成果によって整合的に理解することが可能となった。すなわち祐清は地頭
方の中枢であった政所の前で襲われ、そこから数百メートルを逃げたが、国主神社という神社の前で殺された
という説明になる。件の「祐清塚」は、後から研究者が命名したものであった。
　これらの成果は、仮に「よそ者」の研究者であってもフィールドワークを重ねることで土地勘を身に付け、
むしろ「よそ者」ならではの新たな視点をもって史料に向き合うことで得られたものであり、まさに「新見荘
をひらく」ことに成功したといえるのではないだろうか。

（3）新たな技術
　本共同研究が進められた時期は、携帯情報端末、国土地理院や GoogleなどのWEB地図、GIS（地理情報
システム）など、新たな技術の普及・進化があった時期でもあった。調査メンバーの一部はタブレット PCを
現地に携行しはじめ、手元でデジタル地図を確認しながら調査を進める光景もみられるようになった。
　本共同研究では現地に残されている小地名（小字）を把握することにとりわけ注力したが、そこでも新技術
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を積極的に活用していった。それは新見荘の史料にみえる中世地名と照合して所在地を比定することが大きな
目的であったが、そのことのみに範囲を限定することはせず、荘域全体にわたって網羅的に地名を収集し、記
録することを目指した。
　具体的な手順を示すと、まずは岡山地方法務局高梁支局へ行って、明治期の土地台帳をひたすら撮影し、そ
れを PC入力してデータ化していった。次に新見市役所にて、業務用の土地管理システムに使用されている、
地番・字界の入った空中写真を入手した。当初は手書きの「切絵図」（「地籍図」）の使用を念頭に置いていたが、
デジタルの空中写真が利用可能であることを知り、方針を変更したものである。そして GISに空中写真の字
界を描き入れ、地番をキーにしてデータ入力してあった地名を取り込んでレイヤー化し、地図上に表示して
いった。こうして作成された小字図も、本共同研究の大きな成果の一つである。

バリ島のスバックと世界遺産

 三浦恵子　

　本稿は、インドネシアのバリ島の灌漑水利組織であるスバックと代表的なスバッ
クが世界遺産に登録されることになった経緯と内容、そして登録後の農民たちの反
応と政府への期待及びスバックが直面する問題を報告した概要である。
　スバックはバリ島の水稲農耕社会の基盤をなす灌漑水利組織である。その活動範
囲は灌漑農業のみならず、宗教儀礼まで多岐にわたり、バリ島の文化の基盤をなす
ものである。
　スバックは、同じ水源を使う水田の所有者によって構成され、その役割には水の
確保と配分、ダム、水路、スバックの寺の修復と維持管理、そして資源の動員や争
議の解決と農耕儀礼の遂行などがある。水源は山のカルデラ湖であり、その水は湧
水、川、地下トンネルや水路を通って水田に引水される。共通の水源をもつスバックは、それぞれの段階での
水の貸し借りや儀礼といった機能的なネットワークを通して他のスバックとも協力する。それによって、バリ
島の美しい棚田景観が形成、維持管理され、自然環境と伝統文化の保全に繋がっている。
　社会やスバックの哲学的基盤は、バリ・ヒンドゥー教のトリ・ヒタ・カラナ（サンスクリット語で「幸せや
繁栄の三要因」の意）である。それは、①神々や霊を含む超自然界、②自然や人工物を含む物理的環境、③人
間界の三つのレベルが調和されている時に人々に幸せや繁栄がもたらされるという考え方である。この哲学
が、ユネスコが世界遺産において推進している「持続可能な開発」の思想と同じ基盤に立つことをバリ島の研
究者や有識者は強調している。
　バリ島初の世界遺産候補は、バリ・ヒンドゥー教の総本山ブサキ寺院であったが、1990年代より三度もそ
の提案があったにも拘らず、ブサキ寺院への人々の入場を管理しているブサキ慣習村とヒンドゥー協議会など
による反対が根強く、政府も登録を諦めざるを得なかった。
　実際に 2012年にバリ島初の世界遺産に登録されたのは、「バリ州の文化的景観：トリ・ヒタ・カラナの哲
学を表現したスバック・システム」である。この世界遺産は、バリ島の全てのスバックにとって最も重要なバ
トゥール湖と外輪山にあるウルン・ダヌ・バトゥール寺院、パクリサン河川流域とスバック景観、チャトゥー
ル・アンガ・バトゥカルのスバック景観とメングイ王家の水寺であるタマン・アユン寺院の五物件により構成
されている。
　ギアニャール県に属するパクリサン河川流域のスバック景観には、バリ島最古のスバックや湧水をもつヒン
ドゥー教や仏教の寺院が含まれている。
　バリ島の米倉とも言われるタバナン県に属するチャトゥール・アンガ・バトゥカルは、バリ島の西側で最古
のスバックが存在する地域で、五物件中最大の広さを誇っている。その中でもジャティルイ・スバックは、伝
統的な有機農業による赤米栽培や関連した儀礼が残されており、棚田景観は観光資源にもなっている。ジャ
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ティルイ村は 1990年代に持続可能な文化観光推進のパイロットプロジェクトとして選ばれた三村の一つであ
るが、県と行政村（オランダが植民地時代に導入）が慣習村（伝統的な村）とその慣習法を無視して聖域であ
る森林や寺院の周辺などを使った観光開発を企画したために、村の和合に亀裂が入って、望ましくない村観光
の事例になってしまった。後に慣習村は県の資金援助の下に村営のカフェを作り、村の幹線道路を舗装し、
2001年から車両で乗り入れる観光客から通行税を徴収し始めた。この収益は村と県があらかじめ定めた割合
で分割している。
　2004年にユネスコの調査団がジャティルイを訪問し、村の自然や文化環境の保全、棚田や山々が織りなす
景観や伝統的な有機農法とトリ・ヒタ・カラナの理念に関心をもった。これに気を良くした慣習村の村長は、
郡、県、州政府に掛け合って、村が決定した土地利用のゾーニンング案を元に保全地域を明確にした地図を作
成してもらい、合法化のイニシャチブを取った。
　世界遺産登録後、関係しているスバックの農民たちは、文化と環境の保全の考えには同意するものの、特に
利益がないと語った。というのも、スバックを巡る問題は山済みなのに、解決策が何も提示されていなかった
のである。下流域のスバックは、水不足によって農民同士の争いが起き、化学肥料の高騰と米価の低下によっ
て収入は減少し、水利組織や道路の補修に必要な資金も不足していたのである。このような状況から政府から
の補助金や税金の免除、米の販売の援助や機械化や有機農法の研修などを望む声が多く聞かれた。
　タバナン県や州政府は、県下の十四のスバックを守る規定を設定し、要望書から選択したスバックに支援を
施したものの、ジャティルイなど観光開発を推し進めるために支援が重点的に行われているスバックがある反
面、水不足により何年も稲作ができずに畑作だけを行っているにも拘わらず、支援が皆無というスバックも存
在する。
　農業用の水不足の問題は、単に自然環境に起因するだけでなく、拡大化している都市での水利用が増加して
いることにも関係している。また、若者の農業離れが著しく、労働人口不足が深刻である。農地も宅地化や農
業以外の土地利用に使われる比率が年々増加している。スバックが基盤をなすトリ・ヒタ・カラナの哲学及び
自然環境と伝統文化の基盤が不安定化していることで、スバックとバリ社会の持続可能性が担保されない危険
性が大きくなって来ている。単に世界遺産の価値を守るためだけでなく、州政府による農業の保護や活性化及
び若者が農業に留まるためのインセンチブが求められていることは明白である。
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最終講義要旨

「荘」とVilla ─東大寺とサン・ジェルマン・デ・プレ修道院─

 海老澤衷　

《事前のお知らせなどでは、一般的、通底的なテーマとして「荘園の生成・発
展・消滅に関する新たな見解─フィールドワークから見えてきたもの─」とし
ていたが、講演にあたってより具体的・実態的なテーマに変更させていただい
た。》

はじめに
　日本では、近代に入って荘園の研究が新たに開始されるが、そこには大きく
二つの流れがあった。一つは前近代から引き継いだ研究であり、おそらく平安
時代の荘園整理令発布の背景にある地方国司の訴え、荘園が公領を浸食すると
いうコンセプトに基づいて荘園の歴史的役割を把握しようとする視点である。
国衙の官人がその窮状を訴える形で多くの史料が残されている。国衙が正当性
を主張するその根拠の淵源をたどれば、おそらく大化改新詔に見られるいわゆる公地公民制と呼ばれる土地制
度に行き着くのであろう。ここからは、荘園は公共精神の欠如から生まれたものとされ、ネガティブな存在と
して扱われることが多かった。しかし、近代の研究では皇室御領の視点からその存在意義も肯定的にとらえら
れるようになり、さらに近年の立荘論の深まりにより院政期以降に成立した荘園については公的な側面が明ら
かにされるようになってきた。しかし、現段階では全体的な見直しにはいたっていない。
　いま一つのながれは、ヨーロッパ中世の manorを日本の荘園にあてはめ、世界史の法則の中に日本の中世
社会を考察しようとするものである。manorを支配する荘園領主によるその経営や農民との関係の比較研究が
進められた。西洋中世史では 20世紀に入って中世の地域社会に対する考察が深められ、マルク・ブロックの
『フランス農村史の基本的性格』のように農村史そのものが研究対象とされていた。日本では第二次次世界大
戦以前において、部分的にマルクス主義的歴史学が流入される中で荘園に関する内部構造の研究が進むように
なり、マルクブロックも含めてその研究が本格的に進められるのは第二次大戦以降のこととなるのである。
　上記の二つの流れは十分に切り結ばれることなく現代に至ってしまい、その断絶が露呈し始めたといえるの
であろう。東大寺領美濃国大井荘の共同研究によりそれを実感することとなった。

Ⅰ　東大寺領美濃国大井荘の研究
　海老澤研究室では、近年、東大寺領美濃国大井荘（現在の岐阜県大垣市内に存在）で共同研究を進めてきた
が、この荘園は少なくとも大宝年間より前から王領として存在していたものなのである。具体的な状況を明ら
かにした田島公の論考によれば東大寺領大井荘の成立の歴史的背景には、安八磨（美濃国安八郡域の古名）周
辺に、5世紀末から 6世紀初めにかけてヤマト王権の子代（御名代）の部が設定され始め、6世紀末から 7世
紀初めにかけて、それらが整理・統合され、大后のための私部や有力な王子のために壬生部がおかれ、「大化
改新」以降、王族の湯沐邑へと変化しつつも王家との親密な関係を有していたものである。
　天平勝宝 8年に聖武天皇の勅施入という形をとって東大寺領荘園となったことが明らかにされている。5世
紀末から 756年に聖武天皇の勅令により正式に荘園となるまでの間は、ローマ帝国内に当てはめれば、ヴィ
ラと呼ばれる家産施設に類似した形態をとっていたのである。王家にかかわる家産的な生産施設・農地・山林
が雑然と点在している状況である。それが東大寺領荘園となって室町時代の後期に至るまで国家的な祈祷のた
めの財政的な負担を果たしていく。墾田永年私財法→初期荘園（集団的農業経営により早期に破綻したとされ
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る）の範疇では収めることのできない荘園の一例であるが、朝河が提示した第二・第三のコースに含めること
ができるものである。
　大井荘の前史は朝河が研究している時代にはまだ明らかにされておらず、墾田の開発に集中する八世紀前半
から後半の状況のみが「初期荘園」の呼称のもとに語られてきた。このような経緯を有する地を「公地である
か、私地であるか」と問えば、王権が正当性を有する以上「公地」となるのであろう。大化改新詔の第一条に
「罷昔在天皇等所立子代之民・處々屯倉」とある廃止対象は「私地・私民」ではなく、「家産的王領」とすべき
ものであった。ただし、これらは形成過程において勅令や定められた契約に基づいて行われるようなものでは
なかったため、手続き的には見えにくいが、確かに存在したことは間違いない。「公地公民制」が大化改新か
ら始まったわけではないのである。

Ⅱ　朝河貫一が示した荘園成立の3つのコース
　朝河貫一は、1903年（明治 36）、イェール大学での学位取得後に『645年の改革（大化改新）の研究』（The 
Early Institutional Life of Japan: A Study in the Reform of 645 A.D.）を出版する。本報告で引用した原文は、
1904（明治 37）年 4月 4日に早稲田大学出版部（印刷所秀英舎）から刊行された版（早稲田大学図書館所蔵、
DD2257）に拠る。以下、〔原文〕としたのは本書のことである。訳出にあたっては『大化改新　The Early 
Institutional Life of Japan』（著者　朝河貫一、訳者　矢吹晋　柏書房、2006年）を参考にした。なお、本稿で
の邦文タイトルは『大化改新の研究』で統一した。SUPPLEMENTARY CHAPTERに示された荘園制成立の 3
つのコースはつぎの通りである。
①公地公民制の行き詰まりから三世一身法へ（⇒教科書的な開発水田中心の史観）
②「勅施入」などと呼ばれる天皇から授けられた土地の存在（⇒王権の優位性）
③主要な仏教寺院には大化前代から土地が集積されていた。（⇒大化改新を相対化する視点）
　荘園の成立発展に三つのコースを設定している。特に①が通説的な理解として高校教科書にも採用されてい
る墾田囲い込みによる荘園成立のコースであり、①と②は重複する部分もあるが、ここで注目されるのは③で
ある。これも①に含められる場合が多いのだが、大化改新前から引き継ぐものがあるとして、①、②と区別し、
軍事力も有する独立性を強調するとともに、大化改新の理念とされる「公地公民制」を相対化している点は、
若き日の朝河が提起した看過し得ない問題である。

※「荘」と「庄」について
（1）「莊」の語彙領域（大漢和）
①草の盛んなさま。②草のそろひととのふさま。③おごそか。④つつしむ。うやうやしい。⑤ただしい。⑥か
ざる。⑦さかん。⑧そろひととのふ。⑨むらざと。ゐなか。⑩ひかへやしき。しもやしき。⑪六方に分かれて
ゐる道すぢ。⑫たから貝一枚をいふ。⑬諡。⑭（古字の説明）。⑮俗に庄に作る。〔正字通〕荘、俗作庄。⑯姓。
⑰（現）大きい取引きをする店。（熟語）7頁に渡って 194例。　【荘園】①しもやしき。別荘。②清代、皇室
の私有地。③中古、皇子や諸大臣に賜った田園。荘田。　【荘田】王室の私有地。この制は唐から始まる。※
引用が「宣宗記」であるため（在位 846-859）であるため、さらに検討の要あり。
（2）「庄」の語彙領域（大漢和）
①たひらか。②荘の俗字。〔正字通〕荘、田舎曰荘、俗作庄。（熟語）4例。
《結論》①「荘」が正字、「庄」が俗字であること、②「荘」の方が様々な内容があり、文字としての展開力
が高く、とりわけ建造物と耕作地（水田、畑地）の双方を含みこんでいる。以上の 2点から Villaとの比較研
究には「荘」が適している。

Ⅲ　サン・ジェルマン・デ・プレ修道院と東大寺領荘園の比較
　大化改新以前のヴィラ的存在は美濃国大井荘以外にも確認できる。飛鳥期に遡る施入の例として播磨国鵤荘
（兵庫県太子町に遺跡が存在）を挙げておきたい。この荘園の淵源は 598年（推古天皇 6年）4月に聖徳太子
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が岡本宮で法華勝鬘経を講じたことにより、推古天皇が法隆寺に施入したもので、『法隆寺伽藍縁起并流記資
財帳』によれば、播磨国揖保郡の水田に加えて薗地、山林、池、倉などが挙げられている。これも八世紀以降
の墾田開発とは別次元の契機によって荘園としての扱いを受けることになったものであるが、水田のみではな
く、再生産に必要な施設や山野が附属している点が興味深い。
　美濃国大井荘と播磨国鵤荘は、朝河が示した（2）と（3）の融合したタイプであることがわかる。現在の
歴史的通念となっている高校教科書では、荘園制の成立を（1）による単線的なコースとして記述しているが、
大化改新に対する理解をきわめて単純化したところから発生した問題であろう。
　以上の点に関して、朝河は後にきわめて重要な論文を発表している。それは 1929年に公にされた「初期の
荘園と初期のマナー」⑴である。この論文では、まず班田収授法が「きわめて非現実的なものであることは、
私領がさまざまな形で現れ、土地保有のより大きな不平等がまたもや引き起こされることによって、早速暴露
された。」と述べ、『大化改新の研究』を叙述したときよりも明瞭に班田収授法の非現実性を指摘している。
　朝河「初期の荘園と初期のマナー」が発表されて後、数年後に津田左右吉と坂本太郎の大化改新の研究が世
に出ており、朝河はかつてのような「大化改新詔」に対する慎重な言い回しが消えて旗幟鮮明になっているの
は、この間に進められた封建制研究に自信を持ったためであろうし、彼自身がイェ─ル大学での教歴が長くな
り、より日本の歴史を客観的に眺められるようになったということでもあろう。荘園の起源を遡ることがこの
論文の目的であるとしてヨーロッパの初期のマナーと対照させることによって本質的な性格を明らかにすると
している。
　この比較対照に選んだのが、東大寺領の越前国坂井郡にある桑原荘と坂田荘などの五つの荘園であり、ヨー
ロッパについては、フランスに存在したサン・ジェルマン・デ・プレ修道院の寺領であったクンビス・ヴィラ
である。当時の研究水準からすれば致し方ないことではあるが、越前の国の「初期荘園」と一般に呼ばれてい
るものと、ヴィラを比較するのは少なからず無理があるように思える。紀元 800年頃に作成されたクンビス・
ヴィラの検注帳を使用しての分析となるが、ヴィラという用語について王領にも私領にも用いられてきたし、
一円領にも散在領にも用いられてきたとしている。
　クンビス・ヴィラについて、十分に法的な性格を備えた王の領地であり、ダゴベルト一世によって完全に保
護されるようにという添え書が付せられて公的権力の介入からの自由を引き継いでいたという。これは教会自
体が公的存在であったことを意味するのであろう。サン・ジェルマン・デ・プレ修道院とクンビス・ヴィラの
長い歴史のなかで王権との関係は様々に変化するが、それに匹敵する東大寺領美濃国大井荘の事例を比較すれ
ばほぼ千年にわたる経年変化を対照できるものと思われる。

Ⅳ　東大寺領大井荘の特質
　通常の〈国─郡─郷─村〉系列⑵に見られるもっとも一般的かつ伝統的な灌漑体系は河川に井堰を設けて水
路を掘削し、稲作を行うべき平坦面に用水を供給するものである。通常、井堰からの供給量を補う形で用水池
が作られ、①用水池の個数を増やすか、②堤を巨大化するかの二つの手段によってプールする用水の総量を増
やす。河川は、一つの〈郷─村〉が独占的に使用することができないので、どのような〈郷─村〉であっても
水田開発のある段階で必ず大きな壁に直面する。そのときにカリスマ的な指導者が現れれば、②のように多く
の郷─村を結集して巨大な築堤が行われることとなるのである。奈良時代の行基、鎌倉時代の重源が行った河
内国狭山池の改築はその典型である。ところで、狭山池の発掘調査によって明らかなように最初の築堤は飛鳥
時代に行われていた。このことは、班田収授制や荘園制が開始される以前に大規模な水田造成と灌漑体系の整
備が行われていたことを示している。
　〈荘─名〉系列の特性と役割を明らかにすることにあるが、それを際立たせるためにもう一度〈国─郡─郷
──────────────────────────────────────────────────────────
⑴　The Early SHO and the Earl Manor ,Journal of Economic and Business History, Vol.L, No.2, pp.177-207, Cambridge, Feb. 1929
この論文については、朝河貫一著、矢吹晋編訳『朝河貫一比較封建制論集』（柏書房、2007年）の第Ⅰ部第三章に「初期の庄
と初期のマナーの比較研究」として掲載。
⑵　ここでは大山喬平氏が展開した理論を下敷きにしている。大山喬平『日本中世のムラと神々』（岩波書店、2012）参照。
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─村〉系列に話を戻そう。一
般に条里地割を有するような
和名抄郷においては、それぞ
れ基幹となるような井堰があ
り、広域の水田に用水を供給
するのが一般的な形態であっ
た。先にまとめた論文「和名
抄郷の持続性と自然頭首工」
はこの基幹的井堰（先述のよ
うに農業土木の分野ではこれ
を頭首工と呼ぶ）に焦点をあ
て、郷が長く安定的に維持さ
れる自然環境を考察した。A
＝段差 20メートルの垂直岩
盤、B＝河床に岩盤が露出
し、若干の段差がある、C＝
淵・瀬を繰り返す川原石群の
三類型に分類できるが、この
うち Aが最も広大な水田を
維持することができ、古代末
期においては強力な武士団を
生み出す背景ともなり得るも
のであった。Bの場合には、
Aほどの涵養力はないものの、頭首工自体が壊れることはなく、周辺の谷川の小井堰群の水田開発も行われ、
中世後期には用水池の築造も始まり、近世になると 10箇前後の村落を生み出すものとなった。つまり、B類
型は中核となる頭首工が存在し、それが長く能力を発揮するのである。このようなかたちで水田面積を徐々に
拡大していくのが日本の水田開発の一般的な形態であった⑶。
　ところが、大井荘にあっては、〈国─郡─郷─村〉系列の地域に一般的に見られるような頭首工および水路
を必要としていないのである。これは美濃国安八郡の南部というきわめて限られた自然環境によるものであ
り、聖武天皇の遺志を真 に受け止めた当時の高級官僚が必死に選んだ特区であったためである⑷。

おわりに
　美濃国大井荘の特質については、時間の制限により十分に展開できなかった。朝河貫一の業績に触れたこと
により、大井荘成立期については言及できたが、中世後期の変遷については戦時ハザードとの関係を中心にし
て別の機会に述べることにする。

──────────────────────────────────────────────────────────
⑶　海老澤衷「和名抄郷の持続性と自然頭首工」（ムラの戸籍簿研究会編『古代・中世の地域社会─「ムラの戸籍簿」の可能性』
（思文閣出版、2018）参照。
⑷　海老澤衷編『中世荘園村落の環境歴史学』（吉川弘文館、2018）参照。


