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そして「三保松原」が構成資産に登録されました！ 

平成２５年６月２２日、カンボジアのプノンペンで開催された、ユネスコ（国際連合教育科学文化

機関）の世界遺産委員会において「富士山～信仰の対象と芸術の源泉～」の世界文化遺産リストへの

記載が決定いたしました。また、大変喜ばしいことに本市の「三保松原」を含めての記載です。 

 それに先立つ平成２５年４月３０日、ユネスコの諮問機関であるイコモス（国際記念物遺跡会議）

は、「三保松原」の構成資産からの除外を勧告しており、世界遺産委員会においても、その旨のプレゼ

ンテーションを行いました。 

 そこまでは、「三保松原」危うしの空気でした。しかし、討論に入ると、ドイツを皮切りに「三保松

原」を応援する発言が続きました。 

 「文化的価値に距離は関係ない」「富士山の代表的な景観地であり重要な地点である」「芸術の源泉

の地である」などなど、徐々に明かりが見え始め、最終的には、日本の考え方を理解していただいた

国々のそうした発言により、除外勧告が覆り、見事逆転登録が実現しました。いまだかつて「三保松

原」がこのような世界を舞台にした会議で脚光を浴びたことがあったでしょうか。むしろ富士山本体

よりも耳目を集めたように感じました。感動の瞬間でした。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       「富士山」が世界文化遺産に！！ 
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勧告後に地元自治会や市では、商工会議所や観光

関係者とともにクリーンアップ大作戦を実施したり、

田辺市長自ら、文化庁長官を訪問するなど官民協力

して熱い想いを発信し続けました。 

                       一方、文化庁長官を代表とした日本政府団も現地

において、「三保松原」の価値を委員各国に粘り強く      

説明するなど、懸命の努力を重ねました。 

                       その結果としての逆転登録であり、感激もひとし

おです。関係の皆様に深く感謝申し上げます。 

紆余曲折を経た今回の朗報ですが、市民のみなさ

んには、率直に言ってどうして「三保松原」が「富

士山」の構成資産なのかとの疑問をお持ちの方がい 

三保松原クリーンアップ大作戦     らっしゃるかもしれません。富士見の名所は「三保

松原」に限らず多数あり、景観だけなら、「あそこも、

ここも」ということもあり得るわけです。 

しかしながら、「三保松原」には、その他の富士見

の名所と明らかに違う点があります。 

                       それは、ひとことで、「歴史の重み」と表現してい

いかもしれません・・・。 

 

「三保松原」は、万葉の昔から白砂青松と霊峰富

士の眺望の素晴らしさで全国にその名を知られてき

ました。 

これまでにどれほどの日本人がこの景色に感動 

世界文化遺産登録記念式典      し、魂に刻んできたかは現代に伝わる数多くの詩歌、

絵画が如実に証明しています。 

何百年にもわたり愛され続けてきた所以、それはそれが本物であるからとしか表現できません。人

間が理屈抜きに本当に素晴らしいもの、美しいものを欲する以上、この地は人間を惹きつけて止まな

い魅力に溢れています。 

古今東西、老若男女を問うことなく、万民にとって一度は訪れたい、憧れの地、羨望の地となりう

る吸引力を持っているのです。 

それでも、どうして富士山から４５キロメートル離れている「三保松原」が芸術の源泉・信仰の対

象として認められたのか具体例を挙げて紹介します。 

第一に、「三保松原」からの富士山の眺望、あるいは「三保松原」と富士山が描かれた絵画が多く残

されていることです。 

例えば、伝雪舟 「富士三保清見寺図」、 

狩野探幽「富士山図」、 

狩野山雪「富士三保松原図」、 

歌川広重「東海道五十三次」「六十余州名所図会」 

       和田英作「松原富士」「朝陽富士」などがあります。 

第二に、多くの歌人・著名人が、「三保松原」を歌枕に作品を残していることです。 

  例えば、 「夕日影入海すずし沖つ風松にこたふる三保の浦波」 読人不知 

       「盧原の清見の崎の三保の浦のゆたけき見つつものもひもなし」 田口益人 

       「きよみ潟ふじの煙や消えぬらん月影みがく三保の浦波」後鳥羽院 

       「諸人のたち帰りつつみるとてや関に向へる三保の松原」豊臣秀吉 
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       「松原の色あくまでも清して海に愁ひの留る夕ぐれ」与謝野晶子 

  第三には、富士山信仰の一部と考えられていたことです。 

例えば、富士山信仰の象徴的な「富士曼荼羅図」 狩野元信印 

登拝の案内図や参詣図「富士禅定図」「富士山社堂行所図」 

 など、信仰や参詣の様子が描かれた絵図の多くに「三保松原」が描かれています。 

 このように、「三保松原」は、芸術の源泉・信仰の対象として、富士山との関係性が深く、構成資産

としてふさわしい価値がある、もっといえば、富士山の文化的価値を高らしめる極めて優秀な構成資

産と言えるのです。 

  まさに、「歴史の重み」であり、他の追随を許さない普遍的価値を持つ、誉れ高き構成資産です。 

   どうぞみなさん、これを機会にぜひ一度「三保松原」を訪ねてみてください。 

  おすすめは、ひとり。ないしご家族で。大勢でがやがやいくところではありません。 

そして静かに風景に溶け込んでみてください。緑の林の中に聞こえる松籟、鳥のさえずり、潮騒。

漂ってくる潮の香り。目には木漏れ日、樹間の先にキラキラと輝く海。 浜辺に出れば、優美な富士

山が碧い海と砂浜と松林の上に、視界いっぱいに広がるこの感動。例えようのない高揚感に包まれ、

とても幸せな気持ちになってきます。数多の芸術家、文人にインスピレーションを与えた、絵心、

詩心を誘う、スピリチャル（精神的）な世界がここにあります。「文化芸術の源泉」を五感で感じる

ことができるでしょう。 

 世界文化遺産登録はゴールではありません。「富士山」とその構成資産を守るための新たなスター

トです。 

  世界の宝となった「富士山」「三保松原」をみなさんの力で、後世に末永く引き継いでいきましょ

う。それが、とりもなおさず、現代を生きるわたしたちの未来へのメッセージ 

～～～ 三保松原が永遠に愛され続けますように ～～～ になるのだから。    （杉山） 

 

 

 

 

 民俗文化財記録事業の一環として、財団法人地域 

創造の支援を得て、清水区由比町屋原の「お太鼓祭 

り」を映像記録化しました。 

 お太鼓祭りは、正月元日から３日未明にかけて、 

独特な節回しの祭り唄を歌いながら、威勢よく太鼓 

を叩き、集落を練り歩くお祭りです。祭りの最後に、 

太鼓を叩く若者たちに向かって、清めの水を浴びせ 

かける「送り太鼓」が行われ、その勇壮さに魅了さ 

れた観衆が、毎年大勢詰めかけています。 

 この「お太鼓祭り」は、県下の海岸部に特徴的な 

民俗要素（太鼓を中心としたお練りや若者儀礼など） 

をよく残した祭りとして、平成 10年 11月 17日に 

静岡県の無形民俗文化財に指定されました。 

 今回の映像記録化事業では、地元の皆さんの協力のもと、祭り本番だけでなく、祭りに向けた練習

や準備の様子、また伝承の背景となる景観や地域の皆さんの営みなども含めて総合的に記録すること

を心がけました。 

 成果品は、今後の伝承活動に活用するとともに、約 45分の解説付きビデオに編集し、市内の図書館

等の公共機関で閲覧できるよう配布いたします。文化財課でも貸出できますので、ご希望の方は、静

岡市文化財課文化財保護担当（℡054-221-1069）までお問い合わせください。      （多々良） 

    「由比のお太鼓祭り」のＤＶＤができました！ 
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～歴史文化施設建設検討委員会の検討報告書が提出されました～ 

静岡市歴史文化施設建設検討委員会（中村羊一郎委員長）

は、去る３月 26 日、これまでに検討してきた内容について

報告書にまとめ、田辺市長へ提出をしました。 

当委員会は、平成 23年度に策定した『基本構想』に基づき、

（仮称）静岡市歴史文化施設（歴史博物館）に必要な機能等

の具体的な検討を市が進めるにあたり、学術的、専門的な見

地からの意見や市民の視点に立った意見を聴取するために

設置されました。 

平成 24年３月から平成 25年１月までに５回にわたって開

催され、歴史文化施設の整備計画に関わる様々な議論が重ね 

られてきました。その結果、静岡市が目指すべき施設として、「歴史文化から静岡の未来をつくる。」

という基本理念が掲げられました。この施設では、静岡の歴史文化に関する多様な資料を後世に継承

するとともに、全国、さらには世界へ「静岡市の魅力」を発信していきます。これにより、にぎわい

と豊かさを創出し、さらには、未来の静岡を考える出発点となるようにとの願いが込められました。

また、施設の名称として、本市の歴史文化に関する資料を扱い、博物館の機能を有している施設であ

ることから「静岡市立歴史博物館」とし、静岡市が設置・運営することが望ましいとの提言がされま

した。 

静岡市では、この報告書をもとに、今後も本市にとって必要とされる博物館をめざし、整備に努め

ていきます。                                   （梶山） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    静岡の未来をつくる歴史博物館をめざして 
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平成 25年５月８日付けで、「室ヶ谷古墳群出土品」を静岡市の有形文化財に指定しました。 

静岡市清水区由比の室ヶ谷古墳群は、由比川流域唯一の古墳群で、このうち５基の小円墳（室ヶ谷

１～４号墳、おこり塚古墳）から出土した考古資料 620点が今回文化財指定された「室ヶ谷古墳群出

土品」となります。 

室ヶ谷古墳群の発掘調査の経過について、大正 10年（1921）に石材を得るため室ヶ谷１号墳を発掘

したところ、横穴式石室が出現し、多くの遺物が出土しました。１号墳出土の代表的考古資料である

頭椎大刀など、その際に出土した考古資料の大半は、現在東京国立博物館に所蔵されています（東京

国立博物館所蔵分については今回の指定対象外です）が、一部を静岡市（旧由比町）在住の個人が保

管していました（後に静岡市に寄贈されました）。 

その後、昭和 26年（1951）に室ヶ谷２号墳が開墾で破壊されて遺物が出土、さらに昭和 31年（1956）、

耕作中に遺物が発見されたことからおこり塚古墳が調査されました。 

昭和 59年（1984）には、本光寺の駐車場建設の必要から室ヶ谷３号墳が旧由比町教育委員会によっ

て発掘調査され、また、昭和 63年（1988）に町誌編さん事業のため室ヶ谷４号墳が発掘調査され、こ

こに至って金銅装双竜環頭大刀が出土し、一躍脚光を浴びる古墳群となりました。 

今回指定された考古資料のなかで代表的なものである金銅装双竜環頭大刀は、二匹の龍が一つの玉

を奪い合うというデザインをあしらった県下で最大の柄頭（縦 7.8cm×横 11.95cm）と最長の刀装具（鞘

長 114.3cm）を備えている大刀で、全長（大刀全長 120.5cm）も県下最大のものになります。 

その他、３号墳出土の圭頭柄頭、１号墳出土の金銅製刀装具、３号墳とおこり塚古墳から多数出土

した鉄製大刀や鋭利な鉄鏃（矢じり）が主要な出土品となります。 

出土品の構成としては、７世紀代の群集墳にみることができる典型的なものですが、620 点という

まとまった出土量が評価され、静岡市指定文化財に指定されることになりました。 

 今後も、新しく指定された文化財も含めて文化財の保護と活用に努めていきます。 

 今回の指定で、静岡市指定の文化財は 135件になりました。             （花村） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   新指定文化財の紹介！ 
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義元の軍師―雪斎（せっさい）― 

武田の真田昌幸、上杉の直江兼続、豊臣の黒田官兵衛…。戦国の世に君臨した武将たちの傍らには、

必ずと言っていいほど有能な軍師がいました。今川義元を支えた名参謀が、今回紹介する雪斎です。 

雪斎は、父、庵原氏、母、興津氏のもとに明応五年（1496）に生まれました。庵原氏、興津氏は、

いずれも今川氏に仕えた在地領主です。雪斎の幼少期については、ほとんど明らかになっていません

が、幼い頃から仏門に入り、京都建仁寺で 18年間修業していたことがわかっています。 

京都で修行生活を送っていた雪斎は、今川氏７代目当主氏親によって駿府に呼び戻され、義元の養

育係を務めることになります。その後、義元とともに再び上京して修行生活を送り、駿府に戻ると花

蔵の乱を経て、義元を今川氏９代目当主とすることに貢献しました（静岡市文化財通信第８号 第 10号参照）。 

 それからの今川氏の繁栄は、雪斎の活躍なしに語ることはできません。 

義元が当主となってまもなく、相模の北条氏との間で勃発した河東一乱（かとういちらん）では、

その和平交渉に努め、三河侵攻では、大将としてその手腕を発揮しました。尾張の織田方に奪われて

いた松平竹千代（のちの徳川家康）を奪還したのも、雪斎の戦略が功を奏したと言われています。 

また甲斐の武田氏、相模の北条氏、そして駿河の今川氏の間で成立した三国同盟にも尽力したとさ

れ、軍事、外交、あらゆる面で、まさに東奔西走の活躍をみせたのです。 

雪斎は、軍師である一方、臨済宗の僧侶としても名をはせた人物です。若いころに培った京都との

強い結びつきを活かして、文化政策、宗教政策においても、その才を発揮しました。 

 とくに臨済宗の普及と本末関係の整備に力を注ぎました。京都から高僧を招き、臨済寺を総本寺と

する本末体制を確立します。雪斎自らも各地の臨済宗寺院の開山となって、その再興に努めました。 

清見寺（清水区興津清見寺町）も雪斎が再興した寺院です。清見寺は「清見関（きよみがせき）」を

守るお寺として 10世紀半ばころには存在していたといわれています。もともとは天台宗のお寺でした

が、鎌倉時代に禅宗に改められました。動乱期を経て荒廃していた清見寺を雪斎が復興させたのです。

国指定名勝の庭園をはじめ、美術工芸品など数多くの文化財を抱える清見寺には、中世から近世初頭

にかけての古文書類が 35点残されています。それらは、今川時代から徳川時代にいたる権力構造や宗

教政策を明らかにする貴重な史料として市の文化財に指定されています。 

雪斎が亡くなったのは、弘治元年(1555)。桶狭間の戦いで義元が討ち死にする５年前のことです。

晩年は、病に侵され、長慶寺に隠居していたといいます。長慶寺のある藤枝市の葉梨地区は、かつて

遠江から駿河への進出を目指していた今川氏が拠点のひとつとしていた地です。長慶寺の境内に、今

川氏３代目当主泰範と並んで、雪斎の墓が建っています。 

なお、雪斎の墓は、静岡市葵区大岩の臨済寺にもあります。             （多々良） 

主な参考文献：『静岡県史』通史編２ 中世 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    興津の名刹 清見寺（清水区）       長慶寺の三代泰範、雪斎墓所（藤枝市下之郷） 

   今川氏ゆかりの地をたずねて その 12 

静岡の魅力発見！ 
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 駿府城は、三重の堀に囲まれた典型的な輪郭式の城ですが、本丸堀と二ノ丸堀を結ぶ水路（二ノ丸

水路）と二ノ丸堀と三ノ丸堀を結ぶ水路（三ノ丸水路）により各堀がつながっています。 

 二ノ丸水路は平成４年の発掘調査によって全体のかたちが明らかになりました。水路両壁には堀の

ように石垣が積まれており、幅は底面で約３ｍ、地表面では約４ｍです。水路上には水門多門櫓が渡

されており、発掘調査で土台が確認されました。 

 本丸と水路の接続部分は約 1.5ｍの段差を設けて本丸堀の水位を保つ構造と思われます。水路の本

丸に近い部分の底部には石畳み状の敷石があり、水の流れで浸食されないようになっています。また、

水路の平面的な形状として４回の折れを設け、水門多門櫓が渡る部分に確認された土台となる木材に

は、柱が立てられるようなほぞ穴列が格子状に並んで存在していることから、敵が侵入できないよう

な構造となっていたことが考えられます。 

 三ノ丸水路は、現在も県総合社会福祉会館の前で見ることができます。現在の水路は三ノ丸堀まで

まっすぐに進み、堀に接続していますが、江戸時代は、二ノ丸堀からまっすぐに進んだ水路が、三ノ

丸堀の外側の土手の手前で横内御門方向へ折れ、門の中を通って三ノ丸堀に接続する構造であること

が「駿府御城惣指図」や「駿府御城内外覚書」等の資料に記載されており、幅も２ｍ以下と狭いこと

が推測されます。 

これらの事実から、荷物を運ぶような舟が横内御門を通り城内へ入ることは不可能であったと思わ

れます。                                     （山本） 

    

       二ノ丸水路現在の状況          二ノ丸水路石敷き部分 

       

    二ノ丸水路水門多門櫓部分     三ノ丸水路位置 「駿府御城惣指図」（部分） 

 

 

駿府城豆知識⑫ ～二ノ丸水路と三ノ丸水路～ 

 

静岡の魅力発見！ 

三ノ丸水路 

横内御門 

門の中を通っ

ている部分 

三ノ丸堀 

水門多門櫓部分 

二ノ丸堀 
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静岡市では、平成 22年度に国宝指定された久能山東 

照宮の創建 400年に向けて、久能山総合調査事業を平成 

23年度から実施しています。昨年度は、４月 17日に久 

能山東照宮で行われる例大祭の調査、史跡調査、植生調 

査、地質調査、古文書を中心とした歴史資料の調査を実 

施しました。歴史資料の調査については、久能山東照宮 

所蔵の史料にとどまらず、市外に遺された史料の調査も 

実施しました。 

写真は、昨年度の歴史調査の結果、八戸市立図書館で 

確認した久能山の絵図です。 

平成 25年度以降も、調査を引き続き実施し平成 27年 

度に久能山総合調査の学術報告書となる『久能山史』の 

発行を目指しています。 

また、本市では、久能山総合調査の成果を広く一般の 

方々にも知ってもらうため、シンポジウムや歴史ウォー 

ク、市民向け小冊子の発行を計画しています。今後も久 

能山の魅力を全国にアピールしていきたいと考えていま 

すので、よろしくお願いします。      （花村） 

 

 

 

 

 

静岡市歴史文化フォーラム 

「今川と徳川、秘められた静岡の魅力～駿府から静岡へ～」 
日 時：平成 25 年 10 月 20日（日）午後１時 00分～ 

場 所：しずぎんホールユーフォニア（葵区追手町） 

対 象：どなたでも 400名（無料） 

申込み：９月 25 日（水）～市コールセンターへどうぞ！℡054-200-4894 申込順 

出   演  ：大石 泰史（大石プランニング主宰・『今川遺文』編集者） 

大嶌 聖子（東京大学史料編纂所研究支援推進員） 

樋口 雄彦（国立歴史民俗博物館教授） 

青山 茂 （株式会社シード取締役副社長） 

    コーディネター：中村羊一郎（元静岡産業大学教授） 

  

 

祭り・イベント情報 

静岡市文化財通信 ふちゅーるミニ 第 14 号  2013 年（平成 25 年）8 月３０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/ 

    久能山総合調査事業が順調に進んでいます♪ 

文化財ニュース 

 

 


