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－鷹ノ道遺跡第 14 次発掘調査－ 

昨年 5月から始まった鷹ノ道遺跡の第 14次調査が無事終了しました。 

弥生時代後期から古墳時代の始めごろにかけての水田跡下層から弥生時代中期の方形周溝墓と呼ば

れる墓が約 14基確認されたことから、平成 25年 1月 27日（日）に現地見学会を開催しました。当日

は氷が張るような寒い一日であったにもかかわらず、約 400人の見学者が訪れ、熱心に質問するなど、

市民の関心の高さが伺えます。 

これまでの鷹ノ道遺跡発掘調査では大まかに駿河区役所地区を中心とした北群と、静岡新聞社印刷

工場付近の南群の２つの方形周溝墓群が確認されており、今回は北群の南側の端が確認されるものと

予想されていました。ところが、今回調査区の南端を超えて更に延びることが判明し、両者は一つの

周溝墓群である可能性が高まり、少なくとも 35基以上からなる南北 600ｍ、東西 70ｍの墓域を形成す

ることが明らかになりました。 

鷹ノ道遺跡では今回確認されたものを除いて 21基の方形周溝墓が発見されていますが、このうち盛

土が完全に失われているものは、第 3次調査の 1号墓ただ１基のみでした。このことから弥生時代後

期に水田化する際には意図的に周溝墓の盛土を残し、大畦で繋いだり、土を盛り足して大きな台状・

土手状の盛土部分として水田域に取り込み、耕作を行なっていると理解してきたのです。台状の盛土

部分は積極的に活用した形跡がみられない事もあり、先人の墓に対する畏敬の念が働いているのかと

も考えていたのですが、今回の調査結果はその解釈に一石を投じるものでありました。今回確認した

方形周溝墓には、盛土が完全に失われているものが３基ありました。いずれも規模が小さいもの（１

辺３～５ｍ程）で、水田域に取り込まれ、周溝の組み合わせが確認されるまで存在がわからない状態

になっていました。盛土が残存していた周溝墓も弥生時代後期の水田の段階で土を盛り足され、台状

或いは土手状の高まりとして水田域の中に残されていたもので、第３次調査での状況とよく似ていま

す。ただ、盛土が残る周溝墓でも完全に盛土が残存しているものはなく、少なからず盛土が削られ、

変形しています。盛土部分が「墓」であるとの認識があったはずの弥生時代後期の人々はどのような

思いで、盛土を取り壊したのでしょう？そこまでして水田を広げる必要があったとすれば、当時の水

田耕作の重要性がいかに大きなものであったのかがうかがえます。           （鈴木） 

 

 
弥生時代後期～古墳時代前期の水田跡          弥生時代中期の方形周溝墓群 

     弥生時代中期の方形周溝墓を 14 基確認！ 
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去る１月 18日、国の文化審議会は、静岡浅間

神社に伝わる稚児舞を、「記録作成等の措置を講

ずべき無形の民俗文化財」に選択するよう文化

庁長官に答申しました。 

稚児舞は、静岡浅間神社廿日会祭（４月１日

～５日）で奉納される民俗芸能です。小学４年

から６年の４名の男子が桜と山吹の花飾りを挿

した天冠ときらびやかな衣装を身にまとい、４

月５日の夕刻に浅間神社舞殿で舞楽を披露しま

す。春先に悪霊を退散させて一年の安泰を願う

舞です。 

現在伝承している演目は、「振鉾（えんぶ）」

「納曽利（なそり）」「安摩（あま）」「還城楽（げ

んじょうらく）」「太平楽（たいへいらく）」の五

演目で、伴奏には龍笛（りゅうてき）、笙（しょ

う）、篳篥（ひちりき）、楽太鼓（がくたいこ）、

鞨鼓（かっこ）、鉦鼓（しょうこ）を使います。 

基本的には、すべての舞を稚児が中心となっ

て演じるのですが、安摩に登場するジジとババ

のズジャンコ舞だけは、葵区建穂（たきょう）

の大人が面をつけて舞います（次頁参照）。ジジ

とババの舞を見て稚児が笑うとその年は不作に

なるなどといい、悪霊退散だけでなく、豊作を

祈る舞楽でもあるようです。 

この舞は、宮廷で演じられた舞楽が地方に伝播し民俗芸能化したものの一例で、少年が演目の主要

な部分を演じる「稚児舞楽」の典型的な事例として貴重であることから、今回の選択となりました。 

 

稚児舞特集その１ 「記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財」とは？ 

「指定文化財」と違って、とても長い名称ですね・・・。私たちも省略して「選択文化財」あるい

は「記録選択文化財」などと呼んでいます。 

文化財保護法では、「文化庁長官は、重要無形民俗文化財以外の無形民俗文化財のうち特に必要のあ

るものを選択して、その記録を作成し、保存し、又は公開することができる」（無形文化財の規定を準

用）としています。 

 これは、「国の重要無形民俗文化財に指定されているもの以外にも、価値の高い民俗文化財がまだま

だ全国各地に伝承されているので、それらを調査・記録して、今後の保存伝承策を検討していきまし

ょう」といった趣旨の制度です。 

 今回の選択は、静岡市内では昭和 54年に「有東木・平野の盆踊」が選択されて以来、２例目となり

ます。このうち「有東木の盆踊」は、その後の調査事業を経て、平成 11年に国の重要無形民俗文化財

に指定されました。選択された民俗文化財を調査して、わが国の文化史上における価値を見極めてい

くのも、この制度の目的のひとつであるといえます。 

    「静岡浅間神社廿日会祭の稚児舞」が国の選択文化財に！ 

文化財ニュース 
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稚児舞特集その２  徳川家康も愛でた！～浅間さんに伝わる稚児舞の歴史～ 

 稚児舞の起源について、地元では江戸時代の 

はじめに徳川家康が建穂寺の稚児舞を愛でて浅 

間神社でも舞わせたことに始まると伝えてきま 

した。 

 しかし、これより以前の文献に浅間神社稚児 

舞の記録があることもわかっています。戦国時 

代の公家、山科言継（ときつぐ）が、『言継卿 

記』の中で、弘治３年（1557）、廿日会祭の稚 

児舞を浅間神社で見物したと記しているのです。 

 当時は、建穂寺で２月 18日に「舞揃え」（仕 

上げの稽古）をした後、20日の浅間神社廿日会          ズジャンコ舞 

祭で舞を披露していました（ただし、言継が見 

物した際には雨で２日延期したようです）。 

 建穂寺は、古代から中世にかけて久能寺と並 

び称された駿河を代表する大寺院でした。その 

当時の稚児舞は、建穂寺が担当していましたが、 

江戸時代以降、駿府幕臣の子弟、町衆の子弟が 

稚児役を務めるようになりました。今では氏子 

の中から４名の小学生が選ばれます。ただし、 

安摩の舞に登場するズジャンコ舞だけは、今も 

建穂地区の人々が世襲により担当しています。 

 現在、伝承している舞は５演目ですが、明治 

時代までは８演目の舞があったようです。また、          稚児行列 

昔は年行事（祭り当番）が建穂寺まで７度半の 

迎えに行き、稚児が安倍川を渡ってくると、山車や屋台が出迎えて、稚児を乗せた輿とともに浅間神

社まで練り歩くという風習も伝えていました。 

 コースは変わりましたが、今も町中から浅間神社までの稚児行列が行われています。 

 

稚児舞特集その３  これから静岡市では、どんな取り組みをするの？ 

「記録作成等を講ずべき無形の民俗文化財」への選択を受けて、文化庁の指導のもと、稚児舞の文

化財的な価値を見極めるための調査事業を実施することになります。 

稚児舞は、すでに静岡県の無形民俗文化財に指定されていますので、これまでにも映像記録化事業

や県史編さん事業の一環としての調査事業が行われてきました。 

しかし、民俗芸能を専門とする研究者による調査は今のところ行われていません。そのため、全国

的な視点にたって各地の舞楽と比較しながら、我が国芸能史上における静岡浅間神社稚児舞の意義を

分析するという作業は、いまだ不十分な状況にあります。 

また、これを機に静岡を代表するお祭りである廿日会祭の変遷や社会的な意義、祭礼における芸能

の役割などを文献資料にもあたりながら総合的に調査していくことで、廿日会祭や稚児舞の歴史的な

特質を明らかにすることにもつながるでしょう。 

いずれにしても、多くの文化財を抱える静岡浅間神社の新たな魅力を掘り起こすための大きな機会

になると思います。神社関係者、ならびに市民の皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。（多々良） 
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「ふちゅ～るミニ」第８号でお伝えした御穂神社本殿（清水区三保）の保存修理工事が、平成 24

年 10月 31日に終わりました。今回の修理中に、「寛政８年（1796）」という墨書きが建物の骨組みか

ら確認され、今まではっきりしていなかった建築年が確定するなど、文化財としての価値を高めると

いう点でも大きな成果が出た工事となりました。 

御穂神社には、「寛政８年」と書かれた棟札が残っており、建物の墨書きと一致したことから、棟札

の正当性も改めて実証されました。 

18世紀の建造物で建築年がはっきりとわかっているものは少ないので、御穂神社は今後、近世中後

期の建造物の建築年代判定をする際に指標となる建物になるでしょう。 

また、昭和 30年代の屋根工事によって大きく変

わってしまった屋根の形状を、古写真などの資料

によって明治期の状態に復元しました。建築当初

の形状に近づけるということも、文化財の価値を

高めるために必要なことなのです。 

銅板葺きの建物というと、皆さんは緑青独特の

色を想像されるかと思いますが、現在、御穂神社

本殿の屋根は、銅板を葺き直したため、光沢のあ

る銅色（あかがねいろ）をしています。 

光沢のある屋根の御穂神社本殿を見られるのは

今だけですので、興味のある方は、三保まで足を

運んでみてはいかがでしょうか。（花村） 

 

 

 

 

 

昭和 24年（1949）１月 26日は、法隆寺金堂壁画が焼損した日にあたるので、毎年１月 26日を文化

財防火デーと定めています。静岡市では、消防局が中心となって、毎年文化財防火デーの前後にさま

ざまな場所で文化財の消防訓練を行っています。今年も、久能山東照宮、静岡浅間神社、清見寺、清

水寺、臨済寺、霊山寺で実施しました。 

                        各会場１時間程度の実施時間で、消防士・消防

団による消火活動、寺社関係者の避難経路確認、

文化財等貴重品の搬出訓練などを実施し、皆さん

真剣な面持ちで取り組んでいました。 

                        昨年は、国の登録有形文化財だった葵区谷津の

カトリック教会が全焼するという出来事もあり、

文化財課としても防火に対する意識が高まった

一年でしたが、今年も引き続き文化財所有者の

方々へ意識の啓発などを行っていこうと思いま

す。               （花村） 

 

 

    建築年も判明！御穂神社本殿保存修理工事が終了！！ 

 

文化財ニュース 

 

    文化財を炎から守れ！～文化財防火デー前後に消防訓練実施～ 

文化財ニュース 
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現在の賤機焼は、盃の外側に鬼面を彫り、中にお福さんの顔が描かれた鬼福という意匠を特徴とし、

静岡市葵区の青島家で焼かれています。賤機焼は、元亀３年(1572)の三方ヶ原の戦いの後、太田某が

鬼福盃を徳川家康に献上したことに始まると言われています。天明 2年(1782)の『駿府明細記』に名

産として記載されているので、東海道が整備された 18 世紀半頃から製作され始めたと思われます。 

東京都が 1995年に新宿区で行った発掘調査で、三葉葵の印入りの賤機焼が発見されました。その後、

東京寛永寺護国院など徳川家と縁ある寺の調査で、同じものがあることも判明しました。これらは、

久能山東照宮で神酒を賜る際に用いられたと伝えられています。 

静岡市で実施した調査では、1905年に 

青島家の初代庄助が、日露戦争の凱旋軍 

人のために記念盃として焼いた賤機焼が 

見つかりました。これは、青島家初代が 

太田家から賤機焼を焼く権利を引き継い 

だ後に焼いたとされてきたものです。上 

記と同じ意匠ですが、葵の葉の数や文様 

は異なります。この三葉葵の意匠から、 

初代が権利を引き継いだ太田家は徳川家 

と縁があったのではないか、など様々な 

ことが考えられそうです。 

苗字が同じということで、推測段階で 

すが、この太田家に太田万次郎という人 

物がいたのではないかと思われます。彼 

は、大森貝塚の発見者であるモースが米 

国ボストン美術館に寄贈した 19世紀日 

本陶器コレクションの陶工の 1人に挙げ 

られています。万次郎が焼いた賤機焼に 

1870年製の鬼福盃があって、その意匠は 

今の鬼福盃と同じです。モースが寄贈し 

た鬼福盃は、米国ボストン博物館だけで 

なく、米国ピボディ博物館にも所蔵され 

ています。米国ピボディ博物館の説明に 

よると、鬼福盃は 2月の豆まきの節分に 

用いられるとされており、鬼福の意匠の 

由来が分かります。 

このコレクションの 1875年製の碗の 

印と、1856年に江戸から久能山東照宮に 

おもむいた寺社奉行の邸宅跡地から出土 

した賤機焼の印が同じなので、今後の調 

査では、それらが同一の作者の手による 

ものなのか等を調べていくつもりです。 

        （村上） 

 

    歴史資料調査報告―静岡市の伝統工芸 賤機焼― 
文化財ニュース 
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黄金の谷―井川と梅ヶ島― 

今川氏が、なぜ軍事的にも文化的にも戦

国の時代をリードする武将になりえたのか。

その背景のひとつに、金山の存在がありま

した。７代目、今川氏親の時代には幕府や

公家に度々黄金を贈っていたことが明らか

になっています（『静岡県史』通史編 中世）。

安倍奥の「黄金の谷」が、中央勢力との結

びつきを強固なものにし、東海地方におけ

る絶大なる権力を維持していくための基盤

になっていたのです。 

駿河は、古来より全国有数の金の産出地

として知られていました。駿河における金 

井川のクリョー峰            の採掘が文献上に現れるのは、南北朝時代

（14 世紀）以降のことです。その頃の史料

には採掘場所として、安倍川や大井川の上

流部のみならず、安倍川中流域の地名も見

られました。 

市内の金山としては梅ヶ島、井川が有名

です。しかし、中世においては「安部の金

山（安部山）」といえば、大河内地区や賤機

地区を含めた広い領域を示していたようで

す（『黄金の谷の輝き―「安部の金山」の歴

史と伝承―』）。それだけ広い範囲で金の採

掘が行われていたのです。 

ところで、今川時代の金の採掘はどのよ 

日影沢金山に復元された坑道の入口     うな方法により行われていたのでしょうか。 

                     ７代目氏親の時代までは、砂金の採掘が主 

で、川の流れを利用して砂金を採取する川金と、河岸段丘などの砂金が堆積している場所で採取する

柴金がありました。 

 大井川最上流部の井川地区には、中世の砂金採掘跡とみられる場所がいくつか残存しています。そ

のうちのひとつクリョー（九両）峰では、一日に九両の金が採れたといいます。現地を訪ねると苔む

した石の山が、いくつも積み上げられていて、往時の活気に満ちた採掘の様子がしのばれます。 

９代目今川義元の時代になると、金鉱石から金を精錬する「灰吹き法」という技術が広まり、金鉱

脈を掘り進める坑道掘りが主流となります。この技術が導入されたことにより、金の採掘量も飛躍的

に増大しました。その中心的な産出地が、梅ヶ島の日影沢金山や井川の笹山金山でした。 

 日影沢金山では、江戸時代中期（18世紀）ころまで盛んに金の採掘が行われていました。日影沢の

金山跡を訪ねると、ハイキングコースが整備されており、90分ほどで一周りしながら、奉行屋敷跡や

金掘衆の墓、復元された坑道跡などを見学することができます。            （多々良） 

主な参考文献：『静岡県史』通史編２ 中世 静岡県 1997年 

       『黄金の谷の輝き―「安部の金山」の歴史と伝承―』静岡市立登呂博物館 2005 年 

   今川氏ゆかりの地をたずねて その 11 

静岡の魅力発見！ 
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善然寺 阿弥陀如来立像 鎌倉時代末期から南北朝時代 

善然寺（ぜんねんじ）は大永 2年(1522)増誉（ぞうよ） 

上人により開かれた浄土宗の寺院で、本像は江戸時代の縁 

起によれば、唐の善導（ぜんどう）大師の作で建暦 2年 

(1211)に泉涌寺（せんにゅうじ）を開いた僧俊芿（しゅん 

じょう）が宋から請来し、その後二尊院、延暦寺を経て増 

誉上人によって駿府に伝えられたとされます。 

 像は高さ約三尺で、像全体をヒノキの一材で彫ったのち 

に前後に割って内刳し、さらに首から頭部を割って玉眼を 

嵌入（かんにゅう）しています。像の表面は金泥を塗り、 

衣には細く切った金箔(切金)で細かな文様を表現していま 

す。明快な表情や彫の深い衣文の彫り方や表面の文様の特 

徴から 14世紀前半の鎌倉時代末期から南北朝時代にかけ 

て、運慶の系統の仏師によって作られたと思われます。 

阿弥陀如来の立像は鎌倉時代に多く作られますが、この 

像は左手を上げ右手を下げる「逆手来迎印」と呼ばれる一 

般の来迎印とは逆の印相(手の形式)を結んでいる点が特徴 

的です。この印相は中国の宋からもたらされた知恩院蔵 

「阿弥陀浄土図」(12世紀後半 重要文化財)等を手本とし 

たもので、鎌倉時代の仏師快慶作の兵庫県浄土寺像(国宝) 

や、大津市西教寺像(鎌倉時代 大津市指定文化財)、東京国立博物館像(鎌倉時代 旧泉涌寺所蔵)等、

全国的にも作例は多くありません。本像のような特殊な形式の像がなぜ静岡に伝わったのか、その背

景について今後の研究が待たれます。                        (横田) 

 

 

 

 

巽櫓と東御門 

 駿府城の二ノ丸南東部分には、巽櫓と東御門があります。巽櫓は 

二ノ丸南東（辰巳の方角）角の隅櫓で、平成元年に駿府城跡内の建

物の中で最初に復元されました。 

構造は、二重三階で、平面の形は L型に曲がる矩折（かなおり）

と呼ばれる形状で、三ノ丸側から見ると広く、大きな建物のように

見えます。 

 東御門は巽櫓の北側に連なる桝形門で、平成 8年に復元されまし 

た。東御門は、明治 29年に陸軍 34連隊が駿府城内に駐屯すること

になってから正面の入り口となったため、桝形の石垣の一部は取り

壊されたため、まっすぐに中へ入ることができました。 

復元前の発掘調査では、この壊された石垣の根石部分と、一部

で胴木と呼ばれる石垣の土台となる樅（モミ）製の木材が確認され

ました。胴木は東側は１本ですが、北側と西側には 2本が平行に並

べられています。駿府城では、地盤が悪く石垣が沈んでしまうよう 

な恐れがある部分に胴木が用いられています。発掘調査の状況から、   東御門石垣検出状況 

静岡市の仏像 
静岡の魅力発見！ 
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東御門の胴木が敷かれている部分の下には今川時代の大きな溝が埋められているため地盤が悪いこと

が推測されます。                                （山本） 

     
胴木検出状況                         胴木角部分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民俗芸能鑑賞会「静岡浅間神社廿日会祭の稚児舞」 

日 時：平成 25年４月５日（金）午後２時 30分～５時 

場 所：静岡浅間神社（葵区宮ヶ崎町） 

対 象：どなたでも 30人（無料） 

申込み：お電話で文化財課（054‐221‐1069 先着順）まで！ 

 

祭り・イベント情報 

静岡市文化財通信 ふちゅーるミニ 第１３号  2013 年（平成 2５年）３月 31 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/ 

静岡市文化財資料館（静岡浅間神

社内）で稚児舞の歴史について学ん

でから、実際の舞を見学します。 

文化財課で制作したビデオの上

映もあります。 

トロベーからの耳より情報！ 
 

  みんなは、お米作りをしたことがあるかな？ 

 もし、体験してみたかったら、登呂ムラに来てね。 

  今、田んぼを鍬（くわ）でたがやす作業をやっているよ！ 

 企画展示を見学してくれた人なら、だれでも参加できるんだ！ 

春休み、ぜひ遊びにきてね！ 

     

企画展「米作りの今昔～見て、触って、動かす農具～」 
場 所：静岡市立登呂博物館（駿河区登呂５丁目 10 番５号） 

期  間：平成 25年６月 30日（日）まで 

入館料：２００円、中学生以下と市内在住 70歳以上は無料、30人以上の団体１人 150円 

休  館：月曜日・祝日の翌日 

問い合わせ：静岡市立登呂博物館（駿河区登呂５丁目 10番５号） ℡054－285－0467 

 

 

 

 

 

 


