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なにわ・大阪文化遺産学研究センターなにわ・大阪文化遺産学研究センター
NOCHS MAILNOCHS MAIL

－第 16 号－－第 16 号－ 2006 年 6月 30 日2006 年 6月 30 日

　NOCHS MAIL（ノックスメール）は、関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センターで現在行わ

れている調査・研究の状況を研究員のみなさまに広く知っていただこうというものです。研究セン

ターのリサーチ・アシスタント（R.A.）が調査報告・研究の動向をお知らせいたします。

　

    2006 年度第 1回生活文化遺産研究例会の詳細が決まりましたのでお知らせいたします。

7月 29日　10：00～　生活文化遺産研究例会

　「モノづくりの今」　森隆男氏（関西大学教授）

　「大阪の鋳物業　―近代以前の職種と技術―」吉田晶子氏（（財）枚方市文化財研究調査会）

　今回の研究例会は午前中開催となります。みなさまどうぞ足をお運びくださるよう、よろしくお願い申し上げ

ます。

6月 3日　2006 年度第 1回学芸遺産研究例会

　有坂道子「伊勢長島藩主増山雪斎の文人交流―『独楽園賀詞帖』に見る―」

　内海寧子「大坂代官竹垣直道の名所見物―『代官竹垣直道日記』を読む―」

6月 10日　八尾市植田家資料の燻蒸　　センター棟 4F　資料室・収蔵室

6月 13日　大阪錫器調査（生活文化遺産班）

6月 20日　八尾市植田家民具調査（生活文化遺産班）

6月 22日　祭礼遺産班ミーティング（近江先生、R.A. 内海）

 　  　　　   インターンシップ生第 1回出勤

6月 24日　第 3回 NOCHS レクチャーシリーズ「近世大坂の学芸」

　アンドリュー・ガーストル氏（ロンドン大学 SOAS 教授・国際日本文化研究センター研究員）

　　「女形の身体を描く―三ヶ津の浮世絵肉体表現を問う―」

　水田紀久氏（元関西大学教授・木村蒹葭堂顕彰会代表）

　　「同床同机―増山雪斎侯と木村蒹葭堂―」

6月 27日　保存処理説明会（センター棟 1F　保存処理分析作業室）

   

１．生活文化遺産研究例会のお知らせ

２．6 月の活動



なにわ・大阪文化遺産学研究センター
NOCHS MAIL

－第 16 号－ 2006 年 6月 30 日

　関西大学インターンシッププログラムにともない、当センターもインターンシップを受け入れることになりま

した。今年度のインターンシップは以下の 3名です。

　　久保智美（くぼ　ともみ）文学部 3回生

　　角田歩（つのだ　あゆみ）総合情報学部 3回生

　　吉富覚子（よしとみ　さとこ）文学部 3回生

　インターンシップは、長期インターンシップ・プログラムにもとづいて、6月から 12月までの半年間で合計

43時間の実習を経験することになります。

   今回、私は6月20日に八尾市で行われた植田家の民具調査に、なにわ・大阪文化遺産学研究センターのインター

シップ生として参加させていただきました。

　この植田家は、安中新田の寺領管理を行ってきた家で、歴史的にはきわめて貴重な物を所蔵されてきましたが、

現在は八尾市の管理下にあります。その中でも土蔵二棟のうちの一つの一階部分に保管されている民具の調査を

行いました。

　土蔵から民具の一つ一つを丁寧に外に出し、資料名を明らかにし、写真を撮り、採寸し、番号札のついた紐を

民具に巻きつけて、再び土蔵へと戻していきます。調書には資料名・資料番号・年代・寸法・備考・スケッチを

記入していきます。採寸するのは展示物になるときもあるからだそうです。民具に書かれている墨書は参考資料

にもなる重要な物なので、きちんと読み取り、無理であれば、調書に文字を書き足す作業をしました。

　私が担当したのは写真撮影と採寸、紐の巻きつけでした。調査にあたった民具は主に箱付の重箱が多かったの

ですが、他にも折りたたみ椅子、燭台など、数多くの民俗資料と出会うことができました。また、資料を包んで

いる広告紙も歴史を感じるものもあり、見ていてとても興味深かったです。

　調査といっても、私は全てが初めてで何もわからなかったのですが、紐の巻き付け方、民具の扱い方から、当

時の資料の使用目的と歴史など初歩的なことをいろいろと教えていただきました。淡々とした調査の中にもさま

ざまな資料との出会いは魅力的なものであり、汗水流して、資料の包装紙を開けてみると中から螺鈿の重箱が出

てきた時はとても嬉しい気持ちになりました。　

　植田家の民具調査で過去を振り返って、現在では見ることすら珍しい資料の数々を調査出来たことは貴重な体

験になり、インターンシップ生としての勉強も出来て本当に良かったです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （インターンシップ生：文学部 3回生　吉富 覚子）

３．インターンシップ紹介　

４．八尾市・植田家民具調査



　今年度の歴史資料遺産班の活動計画は、前年度に引き続

き、①基礎的所在調査、②関大所蔵資料調査、③出張調査

にもとづいて進めていく予定です。特に、今年度は、②の

関西大学所蔵の資料についての調査を重点的に進めていこ

うと考えています。

　昨年度は、関大博物館に所蔵されている本山コレクショ

ンの拓本類について、日本の金石文拓本の軸装分 126 点

について調査をし、その結果は、年報の『なにわ・大阪文

化遺産学研究センター 2005』に「関西大学博物館所蔵本

山コレクション「日本の部」拓本目録」として報告しました。調査の当初は、その価値について深く認識せずに

取り組んでいたのですが、調書が完成し、報告書を作成しているうちに、それぞれの拓本はもちろん、コレクショ

ン自体が非常に魅力あるものであることに気づかされました。こんな身近に貴重な資料が眠っていたことに驚き、

まずは、自らの足元にある「文化遺産」を知ることも大切であると痛感しました。まだ博物館には、1000 点余

りの日本の金石文拓本が眠っています。なかには軸装分以上に貴重な情報をもったものも数多くあると予想され

ます。また、調査を終えた分でも、実物の所在確認など、まだまだ取り組むべき課題があります。本山コレクショ

ンの拓本類には、大阪にゆかりあるものが多くあり、これらの調査を通じて、なにわ・大阪の文化遺産について

探求していきたいと思います。

　博物館だけではなく、関西大学には、総合図書館や古文書室の「津田文庫」などにも、大阪に関わる古代や中

世の資料で、あまり広く知られていないものがあります。これらについても調査し、紹介していくことも、なに

わ・大阪の文化遺産の探求にとっては重要であると思います。

　さらに、足元にある大阪の「文化遺産」を調査するだけでなく、昨年の高野山や東京出張と同様、今年もさま

ざまな寺社などへ調査に出かけたいと考えています。目下、7月 7日に控えている研究例会に関連して、大阪の

代表的な寺院である四天王寺について調べています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（歴史資料遺産研究プロジェクト R.A.　櫻木　潤）

　去る 6月 24日に、第 3回 NOCHS レクチャーシリーズ「近世大坂の学芸」が開催されました。今までは、大

きな行事のときに限って雨に降られることが多かったのですが、今回は見事な快晴でした。実は当センターの雨

男、R.A. 千葉が、この日は大手前大学史学研究所オープン・リサーチ・センターのシンポジウムの視察のため不

在だったのです。この、あまりにもあらたかな霊験に、P.D.、R.A. 一同瞠目させられました。　　　（編集：吉）

発行：関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センター

Kansai University Research Center for

Naniwa-Osaka    Cultural Heritage Studies
〒 564-8680　大阪府吹田市山手町 3丁目 3番 35

mailto:naniwa@jm.kansai-u.ac.jp

※記事を許可なく転載することを禁じます

５．足元にある「なにわ・大阪の文化遺産」

６．編集後記
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NOCHS MAILNOCHS MAIL

－第 17 号－－第 17 号－ 2006 年 7月 18 日2006 年 7月 18 日

　NOCHS MAIL（ノックスメール）は、関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センターで現在行わ

れている調査・研究の状況を研究員のみなさまに広く知っていただこうというものです。研究セン

ターのリサーチ・アシスタント（R.A.）が調査報告・研究の動向をお知らせいたします。

　いま、梅雨の晴れ間に小粒で黄色の愛らしい花が咲きはじめた。大阪の伝統野菜「玉造黒門越瓜（しろうり）」

の花である。その隣には少々大ぶりな黄色の花が見える、「勝間 ( こつま ) なんきん」の花だ。

　昨年の四月、オープン・リサーチ・センター事業が立ち上がり、一年をかけた工事が行なわれ、今年の三月に

竣工した「なにわ・大阪文化遺産学研究センター」の一隅にひっそりと慎ましく、そして力強く数種類の「大阪

の伝統野菜」が育っている。

　博物館長であり、センターの代表者でもある髙橋センター長が提唱した、なにわ・大阪の文化遺産の総合的研

究の拠点である本センターには、文化遺産としての「大阪の伝統野菜」を生身で検証しようとする意気込みが、

この二坪のミニ菜園に凝縮されている。

　夏も近づく八十八夜、若葉茂るころ、本センターの若手研究者達とで種まきをおこなった。天王寺かぶら、勝

間なんきん、吹田くわい、玉造黒門越瓜などである。それぞれの種・苗は買ったもの、また衰退しかけた大阪の

伝統野菜を守るべく取り組みをしている団体から頂いたものなどである。

　土を耕し、種をまき、苗を植えてからの若手研究者たちは、生きた文化財の成長を期待と不安の入り混じった

気持ちで見守っている。「大阪の伝統野菜」の成長を見守りながら、水やり、施肥、虫取り、草抜きは勿論のこと、

某所からだまって？頂いた青竹で柵を組み、蔓にシュロ縄の手をさしのべている。

　若手研究者たちの愛情に応えたのか、予想に反して「天王寺かぶら」の生長が早い。“いつ抜いたらいいんやろ？”

“ もういいんじゃない ”“ もう少し育てたら？ ” 喧々諤々の末、試し掘りをすることに。ここは一つ髙橋センター

長にお願いをする。

　7月 28 日、髙橋センター長、若手研究者ととも

に試し掘りを行なう。30 センチ程のたくましい濃

緑の葉の下、放物線を描いた白いかぶらの肩がのぞ

いている。髙橋センター長はゆっくりと引き始めた。

ぬけた！

　直径 7～ 8センチほどの立派な「天王寺かぶら」

である。三株引き抜いたが、その内一本は身が弾け

て亀裂が入っている。これ以上大きくなれないとい

うように。どうやら収穫の時期に来ていたのでは、

との声が上がる。

１．センターで検証する「大阪の伝統野菜」
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　これからは、「勝間なんきん」「玉造黒門越瓜」たちの花が落ち、結実し、「ど根性野菜」の成長を楽しみにしている、

センター研究員たちの今日この頃である。

  （センター事務担当　常行 貞臣）

　7月10日～13日と17日に、道明寺天満宮（藤井寺市）において、夏祭り調査*のための予備調査を行いました。

今回の予備調査では、前回のスキャニング調査（2005 年 12 月）で不備のあった点を確認し、その地点をスキャ

ニングすると同時に、トータルステーションを用いて、参道の平面図を試験的に作成しました。今回使用したの

は、全地球測位システム（GPS）である NikonTrimble 製 R8 とトータルステーション GF-405N および、電子平

板プログラム Guider を複合的に用いる測量システムです。今回の調査で、GPS は± 1.5cmとまずまずの精度で

したが、衛星から補正データを受け取るシステムであるため、時間と地理的条件で精度が左右される点が難点と

いえます。もちろん、屋根のある屋内など、天頂部に遮蔽物のある場所では使うことができません。しかしなが

ら、GPS を用いて国土座標を作成することができるこのシステムでは、基準点を置く際に従来のようなレベル移

動などが不要となり、作業を効率的に行うことができました。

　平面図の作成とともに、ビデオの試撮も行いました。参道中ほどにある注連縄をかける石柱（高さおよそ

5m）にカメラを取り付け、参道に 1mごとに引かれたグリッド線がどのように映るかをテストしました。屋台

を見る人の視線を撮影するのが目的なのですが、屋台の庇がどの程

度張り出すかわかりませんので、細かい調整は当日ということにな

ります。

　24 日、25 日が夏祭りの日なのですが、もっとも気になるのが天

候です。雨が降ると参拝客が激減する上、傘をさされてしまうと視

線をビデオ撮影することがまったくできなくなります。生活文化班

は今まで散々雨に祟られてきました…。今度こそ晴れるように、み

な様、どうぞお祈りください。

* 参拝者は屋台によって形成される空間をどのように歩いているの

か。にぎわい空間に仕組まれた「仕掛け」を、人の行動（歩行位置

や視線の移動など）を手がかりに研究するための基礎データの抽出

を主な目的とする。  

　　　　　　　　  （生活文化遺産研究プロジェクト　R.A.宮元 正博）

　神社は昔からのしきたりに則って祭礼を司り、また多くの宝物を所蔵するなど、文化遺産を保持する中枢拠点

となっています。現在、都道府県別にみると、大阪府の神社数は全国で 4番目に少なく、700 社余りしかあり

ません。しかし、かつては大阪にももっと多くの神社がありました。大阪の神社の数が減少した原因のひとつ

として、明治 39年 12月に出された「神社合祀令」があげられます。そこで、祭礼遺産研究プロジェクトでは、

大谷渡先生を中心として、大阪府の神社合祀の実態を解明する調査を進めています。

２．道明寺天満宮夏祭り調査・予備調査

３．大阪府の神社合祀に関連する新聞記事調査　



　その一つとして、「神社合祀令」が出された明治時代後期の新聞を悉皆調査し、神社合祀に関連する記事を収

集する作業をおこなっています。新聞記事を調査するうえで、現時点で記事の重要性の軽重を判断することは難

しいため、神社合祀と直接関連するものだけでなく、神社や祭礼について書かれた記事はすべてピックアップす

るという方針をとっています。

　第 1次調査は、昨年度の 12月から 2月にかけて実施しました。上記のような方針に沿った調査活動であるた

め、現時点で 600 件以上集まった新聞記事の内訳としては、招魂祭など、神社で催される例祭の記事が多くを

占めています。

　しかし中には思わぬ発見のある記事もありました。明治 39年 4月 14 日の大阪毎日新聞に掲載されていたも

のですが、概略を述べると「7～ 8年以前、大阪市東区和泉町に古狸が現れ、一つ目小僧やのっぺらぼうに化け

て人を驚かせるので社殿を建てて祀った」という内容です。すでに明治も終わりにさしかかろうとするこの時代

に、狸が人を化かした話が新聞に載っているということが大変楽しく思われ、本調査に携わるまでは近代史にまっ

たく縁も知識もなかった私ですが、次第に明治という時代のおもしろさに惹かれつつあります。

　今年度も、7月から第 2次調査を開始しました。前回の調査と同様に、大谷ゼミの大学院生に調査員として協

力していただいています。ひとまずは明治が終わる 1912 年（明治 45年／大正元年）までを目標として調査を

進めています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　（祭礼遺産研究プロジェクトR.A.　内田 吉哉）

　8月 11日～ 8月 20日　関西大学一斉休業（当センターも休館です）

　※ 7月 29日～ 9月 20日までの間は、土曜日が休館となります。御了承ください。

　

　最近、髙橋センター長の自宅のパソコンが故障したそうです。P.D. 森本さんのパソコンも頻繁に不具合が発生

します。「忙しい人のパソコンほどよく故障する」「根をつめて仕事をしているときに限ってパソコンに不具合が

起こる」というのは、一見「マーフィーの法則」に加えたくなるような事例ですが、冷静に考えてみるとそうで

もないようです。つまりは、パソコンも機械ですから、「酷使するほど故障する可能性が高くなる」という、至

極あたりまえの帰結なのでしょう。

　ちなみにわたしのパソコンはとても快調です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （編集：吉）

　　　　　　 発行：関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センター

Kansai University Research Center for

Naniwa-Osaka    Cultural Heritage Studies
〒 564-8680　大阪府吹田市山手町 3丁目 3番 35

mailto:naniwa@jm.kansai-u.ac.jp

※記事を許可なく転載することを禁じます

５．編集後記

４．8 月の予定
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　NOCHS MAIL（ノックスメール）は、関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センターで現在行わ

れている調査・研究の状況を研究員のみなさまに広く知っていただこうというものです。研究セン

ターのリサーチ・アシスタント（R.A.）が調査報告・研究の動向をお知らせいたします。

7 月 1 日　祭礼遺産研究例会

　藤井裕之氏「異形のはきもの」

7 月 4 日　八尾市植田家民具調査（生活文化遺産班）

7 月 7 日　歴史資料遺産研究例会

　南谷恵敬氏「四天王寺の信仰と芸術」

7 月 8 日　第 11 回武庫川女子大学 MKCR フォーラム聴講（学芸遺産班・松本）

7 月 10 日～ 11 日　関西大学ミュージアム講座聴講（歴史資料遺産班・櫻木）

7 月 10 日～ 12 日　道明寺天満宮夏祭調査・予備調査（生活文化遺産班）

7 月 14 日　なにわ探検クルーズ

7 月 18 日　天王寺楽所雅亮会・朝日新聞社主催、雅楽ゼミナール聴講（学芸遺産班・松本）

7 月 20 日　大阪ブランドサミット会場視察（P.D. 森本、R.A. 内田・宮元、常行）

7 月 21 日　ソウル市政開発研究院　金敬喆氏講演聴講（P.D. 森本）

7 月 22 日　Ｘ線透過撮影装置使用説明会（生活文化遺産班）

7 月 23 日～ 25 日　道明寺天満宮夏祭調査（生活文化遺産班）

7 月 29 日　生活文化遺産研究例会

　森隆男氏「モノづくりの今」

　吉田晶子氏「大阪の鋳物業―近代化以前の職種と技術―」

　普段何気なく目にしている風景も、少し目線をかえるとまったくちがった見え方をすることがよくあります。

古くから「八百八橋」といわれる大阪の街を、川面から眺めてみると…。

　7 月 14 日（金）午後 4 時に、お世話係の内海さんの点呼を受けて、センター研究員ほか総勢 39 名を乗せ

て、船は湊町リバープレイス前の発着場を出航しました。一本松海運（株）が運航する「落語家と行く　なにわ

探検クルーズ」の川の環状線コースの一便を貸し切って、約 90 分の「大阪堀川めぐり」のスタートです。まず

は、髙橋センター長による大阪の川事情の解説でこれからの期待がグッと高まり、出囃子の音とともにマイクは

１．7 月の活動

２．川面から大阪を新発見―なにわ探検クルーズ―
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桂歌々志さんへ。道頓堀川から木津川への入り口に

あたる道頓堀川水門は一種のアトラクションのよう

で、一同のテンションは一気に上昇。水門を出れば、

正面に、7 月 1 日に改名されたばかりの「京セラドー

ム大阪」の出迎えを受け、松島、川口に往時を偲び、

安治川に入って、大阪市中央卸売市場に到るころに

は、船内販売の地ビール「太閤エール」が船内を飛

び交っていました。ちょっと黒ビール風で上品なお

味。堂島川から大阪国際会議場を右舷に見て、船は

中之島の中心地に。大阪市役所、大阪市中央公会堂

などの川面からの眺めは新鮮で、十日後には大いに賑わうであろう鉾流橋を過ぎ、水晶橋の造形美に傾きかけた

西日がよく似合い、「澪つくし」もロマンチック。難波橋のライオンは、ここから 4 × 4（四四 ( しし )）＝ 16

本の橋が見えたからという、他所では言えない歌々志説に妙に感心していると、船は天神祭の船渡御の舞台とな

る天神橋から天満橋に。天神祭の準備をする船もチラホラあって、祭り前の雰囲気を味わいました。船は一旦ユー

ターンをして、再び天神橋をくぐって東横堀川へ入り、高麗橋をくぐると今度は東横堀川水門で水位調節。上町

台地ゆえでしょうか。東横堀川は阪神高速によって昼なお暗く、しばし船内はクイズ大会。ドンキホーテの観覧

車に出迎えられ、船はふたたび道頓堀川へ。水辺整備事業による遊歩道を歩く人たちとの距離の近さにちょっと

気恥ずかしさを覚え、戎橋の上からは多くのカメラに出迎えられと、いつの間にか立場逆転でこちらが楽しまれ

ていました。いっそこの辺りの船着場で降ろしてほしいなあ、と点灯されはじめたネオンに後ろ髪を引かれたの

も束の間、船は出発点の湊町の発着場に接岸され、「大阪締め」で大阪堀川めぐりはお開きとなりました。その後は、

各自、陸のナイトクルージングへと漕ぎ出して…。

　大阪の街を歩くと、高層建築の乱立で、古写真にあるような風景は、すっかりその面影をなくしてしまってい

るように思っていましたが、川面から大阪の街を眺めてみると、昔の風景がところどころに残っているように感

じました。

　今回のなにわ探検クルーズで、大阪の「文化遺産」をひとつ見つけたような気がします。そして、今あるもの

もちょっと目線をかえることで新たな発見があることも。

　                                                                                                （歴史資料遺産研究プロジェクト R.A.　櫻木　潤）

　７月 18 日、天王寺楽所雅亮会及び朝日新聞社主催による雅楽ゼミナールに、P.D. の森本さんと事務アルバイ

トの藤岡さんとともに参加しました。この日は雨がしとしとと降っていたのですが、会場は満員で熱気に満ちあ

ふれていました。

　内容は２部構成で、前半は寺内直子氏（神戸大学教授）による「20 世紀初頭の雅楽～ガイスバーグ録音と邦

楽調査掛五線譜から知られるテンポとフレージング」と題した講演を拝聴しました。

　ガイスバーグ（Frederick William Gaisberg（1873-1951））は、アメリカ人音楽プロデューサーで、20 世紀

初頭に来日し、日本の音楽の調査・録音をおこないました。謡曲や長唄、義太夫などとともに雅楽も録音され、

その音源は現存しています。このことにより明治時代の雅楽がどのように演奏されていたのかをうかがい知るこ

とが可能となりました。

３．第 33 回『雅楽ゼミナール』に参加して



　本講演では、ガイスバーグ録音による雅楽をはじめ

とする近代の雅楽と現在の雅楽をテンポとフレージン

グ（息継ぎ）の観点から比較検討されました。「武徳楽」

と「蘭陵王」をガイスバーグ録音と雅亮会の方の生演

奏で聞いたのですが、明治時代の雅楽は現在のものと

比べて明らかにテンポが速いことがわかりました。ま

た当時の録音技術の問題や音が劣化していることもあ

るのでしょうが、現在のものの方が音に厚みがあるよ

うに感じました。

　当時の音楽事情を考察するのに音声資料を用いると

いった手法は、日ごろ文字あるいは絵画資料に触れることが多い私にはとても新鮮に感じました。と同時に、音

声資料は近代以降に出てくるものであり、その解釈の難しさについて考えさせられました。講師がおっしゃった、

明治・大正期の音楽事情を知るのにガイスバーグ録音や五線譜は点にすぎない、明治・大正期は近いようだが遠

いという言葉が印象に残りました。

　後半は、雅亮会の演奏による「舞楽　蘭陵王」を鑑賞しました。私は雅亮会の撮影担当の方に付いて、写真撮

影をしながら鑑賞したのですが、面を被り一人舞う勇壮な姿に思わず見とれてしまいました。先日四天王寺でお

こなわれた聖霊会で、大勢で舞う「太平楽」にも魅せられたのですが、個人的には面を被り楽人一人が舞う「抜頭」

が印象に残りました。ですので、今回演奏された「蘭陵王」にも引き込まれてしまって、30 分弱の演奏時間があっ

という間でした。

　先日当センターが開催いたしました「第 1 回ワークショップ　天王寺舞楽の魅力」をきっかけに、天王寺舞

楽に触れる機会がふえました。天王寺舞楽についてはまだまだわからないことが多いですが、このたびの『雅楽

ゼミナール』で舞楽に魅了され、雅楽に関する知識を得て、実り多い時間を過ごすことができました。

付記：本来上演中の写真撮影はできないのですが、祭礼遺産研究プロジェクト研究協力者で天王寺楽所雅亮会理  

           事長・小野功龍先生と同理事・徳山耕一氏のご配慮により、特別に撮影させていただくことができました。

　　　この場をおかりしまして御礼申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（学芸遺産研究プロジェクト R.A.　松本 望）

　7 月 22 日（土）、保存処理分析作業室にて、X 線透過撮影装置の取り扱い説明会が行われました。当センター

の研究協力者である（財）元興寺文化財保存研究所保存科学センターの川本さんも説明会に参加してくださいま

した。

　X 線は 1895 年 10 月、ドイツのウィルヘムレントゲンが発見した電磁波です。この X 線は発見されて以来「未

来を約束する新しい光」として、医学、物理学、天文学、遺伝学など様々な分野で応用されてきました。文化財

では、特に金属製品では、オリジナルな面の確認、象嵌や繊維付着の有無など、様々なことに利用され、さらに

は製作技術の解明や復元にも一役買っています。

　今回、当センターに設置された X 線透過撮影装置（（株）島津製作所　島津工業用 X 線検査システム　FI-30）

はテレビ検査システムで、資料を透過したX線が可視光に変換されてテレビモニターに映し出されます。したがっ

４．Ｘ線透過撮影装置取り扱い説明会



て、リアルタイムで透過画像が見られるという利点があります。また、

デジタルデータとして保存することや移動することが可能であると

いうのも利点です。画像解析ソフトウエアを用いて輝度、コントラ

ストなどを変更することで画質を改善することができ、またパソコ

ン上で寸法などの計側もできることなどから、より精度の高い研究

ができると考えられます。さらにＸ線防護箱内にあるテーブルは上

下左右に移動でき、回転させることもできます。よって資料の見た

い面を手元で操作できます。ただ、X 線照射装置が上ではなく横に

ついているため撮影が横からになります。すなわち、資料を側面か

ら撮影することになります。よって平面を撮影したい場合は、資料

を立てる必要があり、そのための支持台が必要になります。

　また、X 線といえば非常に危険なイメージがあります。確かに、

X 線は電離放射線の一種であり、人体が曝されると色々な障害を受

けることがあります。しかし、十分な防護措置を取り、注意を払うことにより安全は確保できます。センター設

置のＸ線透過撮影装置は、X 線防護箱が型鋼製フレームに鉛板と鋼板の一体型パネルを溶接した構造で変形がな

いため、また、ドアインターロック機能が用いられ、Ｘ線照射中は防護箱が開けられない構造になっています。

これらのことから、この装置は X 線被曝を十分に防止しており、非常に安全性が高いといえます。

　以上、X 線透過撮影装置についていろいろと書いてきましたが、生活文化遺産研究プロジェクトでは当面は金

属器の保存処理の一環として使用していきます。しかし、ゆくゆくは X 線撮影データから得られた情報で製作

技術の復元や金属製品以外での使用、さらにこの装置の新たな利用方法についても考えていきたいと思います。

皆様も何か撮影して欲しいというものがあればどしどしお申し出ください。

                                                                                                  （生活文化遺産研究プロジェクト R.A.　千葉 太朗）

　8月は、前号でもお伝えしましたとおり、土曜日が休館、11日から20日までは、関西大学全体が一斉休業に入っ

てしまいます。NOCHS メールも、8 月は 1 回のみの刊行とさせていただきたく存じますので、どうぞ御了承く

ださい。                                                                                                                                                   （編集：吉）

発行：関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センター

Kansai University Research Center for

Naniwa-Osaka    Cultural Heritage Studies
〒 564-8680　大阪府吹田市山手町 3丁目 3番 35

mailto:naniwa@jm.kansai-u.ac.jp

※記事を許可なく転載することを禁じます

５．編集後記
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－第 19 号－－第 19 号－ 2006 年 8月 31 日2006 年 8月 31 日

　NOCHS MAIL（ノックスメール）は、関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センターで現在行わ

れている調査・研究の状況を研究員のみなさまに広く知っていただこうというものです。研究セン

ターのリサーチ・アシスタント（R.A.）が調査報告・研究の動向をお知らせいたします。

　「ふる花のちりりたらりや聖霊会」この句は四天王寺境内にある生田南水の句碑に刻まれている。この句にあ

るように天王寺舞楽は４月の聖霊会が有名で、私も何度も見学していて春のイメージが強かった。

　真夏の夜に篝火のもとで舞楽公演が行われていることを全く知らなかった。夏の四天王寺の行事といえば、例

年のごとく今年も 8 月 8 日から行われた万灯供養、無数の蝋燭の灯が夜空を染める盆行事しか念頭になかった。

関西大学なにわ大阪文化遺産学研究センターからのご案内を見て、すぐに家内と共に参加をお願いした。前回の

大阪川めぐりクルーズといい、当センターの企画力は賞賛ものだと思う。

　江戸時代前期には三方楽所としての組織が確立し、京都・奈良・天王寺にそれぞれ 17 家ずつの楽家が存在し

たという（南谷美保編『天王寺楽所史料』清文堂）。江戸時代にも天王寺楽所の技量は高く評価されていた。大

坂西町奉行であった久須美祐明の日記には、天保 15 年２月 22 日の聖霊会に城代・町奉行・目付役など多くの

大坂の武士が出かけたこと、また同じく大坂西町奉行であった新見正路の日記には「今日天王寺江罷越候而（中

略）殊始而舞楽を見物いたし候段難有冥加成事ニ付記置之」と聖霊会舞楽を見た感動を記している（藪田貫著『近

世大坂地域の史的研究』清文堂）。

　真夏の夜には珍しく涼しい風が伽藍を吹きぬける中、とりわけ「採桑老」の演舞を見ているうちに、幽玄とい

うよりも悲愴感を味わったのは私ひとりではなかったと思う。

（学芸文化遺産研究プロジェクト研究員　前田 成雄）

　8 月 4 日の四天王寺「篝の舞楽」に続き、8 月 25 日にも舞楽を見学する機会がありました。8 月 25 日から

27 日の三日間、「上方芸能まつり in ミナミ 2006」が、ワッハ上方（大阪府立上方演芸資料館）で開催されました。

その初日に「雅楽～ 1500 年余りの時を越え、大阪に来た音楽と舞～」と題した、天王寺楽所雅亮会の公演です。

ここでもやはり天王寺舞楽が、大阪の貴重な文化遺産であると位置づけられていました。

　当日の演目は、管絃の酒胡子、舞楽の還城楽・陪臚で、10 月の 120 周年記念行事「篝の舞楽」で予定されて

いる演目とほぼ同じであったのでその下見と、いつもお世話になっている雅亮会理事の徳山さんが還城楽を舞わ

れるとのことを 4 日にお聞きしていたので、期待に胸を膨らませて、開演の午後 6 時半を待ちました。

　胡人の酒宴で奏されたとされる酒胡子の後、小野功龍先生の登場。舞楽と楽器の解説が行われました。ワーク

ショップでは、ゆっくりとお聞きすることができなかったので、改めて、舞楽の楽器についての知識を確認する

１．「篝の舞楽」鑑賞記

２．上方芸能としての天王寺舞楽～上方芸能まつりinミナミ2006から～
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ことができました。つづく還城楽は、胡人が蛇を捕って喜ぶさまを表現したものとされ、夜多羅（やたら）拍子

といわれる二拍と三拍が複合したリズムは生き生きとした躍動感があり、見る者を引きつけます。最後の陪臚は、

また趣が異なり、戦いのさまを表した勇壮な舞でした。

　およそ 1 時間半の公演はあっという間に終わり、小野先生と徳山さんを楽屋にお訪ねして帰路につきました。

　今回のような屋内ホールでの舞楽公演は、はじめての機会でしたが、仏事としての舞楽ではなく、ひとつの芸

術品を鑑賞したという気持ちになり、舞楽の違った面を垣間見れたような気がします。ワークショップ以来、すっ

かり天王寺舞楽の魅力に引き込まれていますが、また一段とその奥の深さに魅了されました。

                                                                                                    （歴史資料遺産研究プロジェクト R.A.　櫻木　潤）

   関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センター実験農園

（仮）は今、玉造黒門越瓜 ( たまつくりくろもんしろうり ) と

勝間南瓜（こつまなんきん）が収穫のピークを迎えています。

汗を流して作った野菜を収穫することは感慨深いものがあり

ました。

　さて、今回は越瓜を使ったお料理をひとつご紹介したいと

思います。それほど変わったものではありませんが、名づけ

て「越瓜の生姜あんかけ」です。なんのひねりもない名前で

すみません…。

＜材料＞

越瓜、干ししいたけ、だしの素、薄口しょうゆ、砂糖、酒、

オイスターソース、 土生姜、片栗粉、お好みでネギ、ミツバ

など

＜手順＞

１、まずは越瓜の皮をむき、種を取って食べやすい大きさに

　　切ります。３cm 角くらいがいいでしょう。

２、切った越瓜を軽く水洗いし、きざんだ干しいたけと一緒に、

　　水を入れた鍋に入れ、火をつけます。

３、きざみ生姜、砂糖、しょうゆ、酒を入れ、瓜が半透明に

　　なるまで煮込みます。このとき、隠し味 (?) にオイスター

　　ソースをティースプーンに 1/ ３ほど入れるとおいしくな  

       ります。（入れすぎると味がくどくなるのでご注意くださ 

       い）。

４、瓜が煮えたら、水で溶いた片栗粉をまぜ、とろみをつけ

　　ます。（片栗粉のかわりにコーンスターチを使ってもいい

　　かと思います）。

３．なにわ伝統野菜の収穫と調理

オイスターソースはこれくらい

完成！

収穫した越瓜と南瓜



５、お皿に盛り、すりおろした生姜を乗せて完成です。   

　　お好みでネギやミツバを乗せると彩りがよくなりま

　　す。

　ここまで見ていただければわかると思いますが、冬瓜

の生姜あんかけの冬瓜を越瓜にかえただけの簡単お料理

です。越瓜は漬物がおいしいといわれていますが、冬瓜

より歯ざわりがよく、煮物との相性もいいようです。次

は勝間南瓜を使ったクッキーを使ってみようかと思って

います。なにわ伝統野菜の収穫は、実りの秋と食欲の秋

を満たしてくれるいい機会になりました。　　　　　　

　       （生活文化遺産研究プロジェクト R.A.  　宮元 正博）

9 月 12 日　八尾市植田家民具調査

9 月中旬　  『難波潟』No.4 発行

※ 9 月 20 日までは、関西大学夏季休業期間につき、土曜日が休館となっております。よろしく御了承ください。

　

　第 19 号は、学芸遺産研究班の前田成雄氏にお願いして原稿を書いていただきました。前田氏は、締切までに

数日の余裕をもって、こともなげに寄稿されました。いつものように締切ギリギリまで油汗を流している私たち

としては、恐れいるやら、反省するやら…おのれの修行不足を再認識させられました。　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　（編集：吉）

発行：関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センター

Kansai University Research Center for

Naniwa-Osaka    Cultural Heritage Studies
〒 564-8680　大阪府吹田市山手町 3丁目 3番 35

mailto:naniwa@jm.kansai-u.ac.jp

※記事を許可なく転載することを禁じます

４．9 月の予定

５．編集後記

藪田先生が瓜を収穫しました。
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－第 20 号－－第 20 号－ 2006 年 9月 21 日2006 年 9月 21 日

　NOCHS MAIL（ノックスメール）は、関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センターで現在行わ

れている調査・研究の状況を研究員のみなさまに広く知っていただこうというものです。研究セン

ターのリサーチ・アシスタント（R.A.）が調査報告・研究の動向をお知らせいたします。

7 月 31 日～ 8月 4日　八尾市植田家古文書調査（歴史資料遺産班）

8月 3日　    道明寺天満宮宝物調査（生活文化遺産班・歴史資料遺産班）

8月 4日　    四天王寺　篝の舞楽

8月 7日　　道明寺天満宮宝物調査（生活文化遺産班）

8月 10日 　粒度分析器説明会参加（生活文化遺産班）

8月 11日　 平成 18年度中之島図書館百周年記念　大阪資料・古典講座参加　

　　　　       　学芸遺産班研究員・藤田真一氏、薮田貫氏講演 （R.A. 松本・R.A. 内海）

8月 27日　 道明寺天満宮発掘調査区の 3Dスキャニング（生活文化遺産班）

7月～ 8月   神社合祀新聞記事調査（祭礼遺産班）

   

   現在、P.D. 森本さんと祭礼遺産研究プロジェクト班が中心となって、10月 25日に開催される「大阪ブランド

サミット」の準備を進めています。大阪の再生を目的に歴史・伝統・文化遺産・産業などの「大阪ブランド」情

報を発信する「大阪ブランドコミッティ」がその主催者です。なにわ・大阪文化遺産学研究センターからは、数

あるブランド戦略のなかの「祭礼パネル」の部門で、ブランドコミッティの活動に連携していますが、昨年度、

祭礼遺産プロジェクトが取り組んだ「夏祭り調査」が、ブランドコミッティ発行の冊子に研究成果として盛り込

まれています。

　25日のブランドサミットは、文学、バイオ、水都、ものづくり、ロボット、伝統芸能など各テーマに取り組

んだ団体が、研究成果を発表しあう「サミット」となります。

　センターからは、映像やパネルで大阪の四季を彩る祭りをご紹介します。展示を盛り上げるのが大阪文化遺産

の「両雄」、四天王寺聖霊会と天神祭のビデオ上映です。雅亮会による舞楽や、天神祭の様子をダイジェスト版

でご覧いただきます。さらに、会場に花を添えるのが、なにわの伝統野菜です。ノックスメール本号で、森本さ

んにご紹介いただきましたが、なにわの伝統野菜復活には地域の寺社が大きく貢献しています。　　　　　　　     

１．8 月の活動

２．大阪ブランドの集結－大阪ブランドサミット－
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　今回の展示では、伝統野菜復活運動で地域の中核となっている玉造稲荷神社（玉造黒門越瓜）、生根神社（勝

間南瓜）、法楽寺（田辺大根）の行事と活動をご紹介します。会場では、これら伝統野菜を使った加工食品の展

示・試食もおこないます。玉造黒門越瓜のクッキーとピクルス、勝間南瓜のもなか、田辺大根の焼酎や飴細工な

ど、ユニークな商品が祭りの雰囲気を盛り上げてくれることでしょう。　

                                                                                                          （祭礼遺産研究プロジェクト R.A.　内海 寧子）

　9月 12～ 13 日にかけて、祭礼遺産研究プロジェクト R.A. 内海寧子氏とともに、大阪ブランドサミット（10

月 25 日（水）於：大阪国際会議場）の資料収集のため法楽寺さんと生根神社さんにお時間をいただき、聞き取

り調査に出かけました。

Ⅰ．法楽寺（大阪市東住吉区山坂）と田辺大根　　　　　

①　法楽寺のしまい不動尊縁日と田辺大根の振る舞い

　12月 28 日に、法楽寺でおこなわれるしまい不動尊縁日に合わせて、法楽寺境内では、「田辺大根ふやしたろ

う会」の人びとによる田辺大根の振る舞いがおこなわれています。法楽寺とゆかりの深い田辺大根は、近江産の

べんがらを使ってあざやかに彩られた蒟蒻といっしょに、境内にお参り

にきた人びとへふるまわれ、年末の寒風にさらされた体をあたためてく

れます。この田辺大根の振る舞いは、田辺大根が復活（平成 10年）して

以後、法楽寺さんの協力のもとに、毎年行われているということでした。

そして、平成 15年には、法楽寺境内に、田辺大根の碑が建立されました。

②　田辺大根と木綿業

　田辺大根は、品種改良され、横門大根と呼ばれるようになりましたが、

この名前は、法楽寺西横門あたりの畑で栽培されたことに由来している

ようです。現在復活している田辺大根はこの品種改良されたものだとい

うことです。また、近世期の田辺は、重要な木綿生産地でした。田辺大

根もこの木綿業の合間をぬって生産されていたと考えられます。

③　歴史的立地

　法楽寺周辺は、古来、難波宮から南下する難波大道やその他重要な街

道が重なっていたということです。そのように交通の要所であったこの付近は、馬の飼料を供給する重要な地域

で、人と物が行き来する文化交流の場であったようです。その後街道は廃れていくということですが、法楽寺か

らみて北には四天王寺・東には平野郷が存在しており、また、近世期に木綿生産が盛んになるにつれ、田辺周辺

も発展してきたのではないでしょうか。

　法楽寺境内には、書画を展示するギャラリーが設けられ、様々な催しが企画されていたり、また、5月の大祭

には、春日大社の雅楽が催されるなど、今もなお、地域の人びとの文化交流の場を創出しています。

Ⅱ．生根神社（大阪市西成区玉出）と勝間なんきん

①　生根神社と勝間なんきんまつり

　12月 22日に、生根神社で催される勝間なんきん祭りは、生根神社の氏子さんを中心に、昭和 61年頃よりは

じまったようです。ちょうど、有志の方が神社境内に勝間なんきんの塚をつくられた時期ということでした。現

３．大阪の寺社となにわ伝統野菜のあゆみ



在では、毎年約80名の氏子さんたちにより、なんきんの振る舞いが行われているということです。振る舞いには、

小豆となんきんの「いとこ煮」がふるまわれ、寒風で冷えきった体をあたためてくれます。

②　勝間なんきんと勝間木綿業

　勝間なんきんは、その腐敗しにくい性質により、昔から保存食として人びとに食されてきたようです。しかし、

商品として市場に出回ることは少なく（近世期では大坂市場へ出荷していたのは３件くらいということです）、

むしろ、近世における勝間村の基幹産業は、木綿業でした。良質で好まれた勝間木綿は、商人によって全国へ流

通していたのです。木綿業の発達により、その頃は「勝間商人」という言葉が人口に膾炙していました。また、

藍染に携わる紺屋や農民の内職としての機織業（その音から「ドンドン織」とよばれていたようです）も盛んで

あったということです。この日も、尾崎宮司から藍で染められた勝間木綿を見せていただきました。相当古いも

ののようでしたが、大変丈夫な生地でした。勝間なんきんは、このような綿業の合間に食糧品として作られたも

のではないでしょうか。

③　歴史的立地

　近世期、勝間村は、勝間街道に接しており、「勝間千軒」と言われたほど経済力を持つ商人たちが住んでいた

といわれています。前述の木綿業の賜物でしょう。当時、環濠集落であった勝間村は、村の外側に門があり、防

衛機能を有していたということです。その中心に位置する生根神社は、人びとの文化交流の場として存在してい

ました。生根神社は今もなお、有名な「だいがく祭」などが催され、人びとの集う文化の場として地域のなかで

認識されています。　

付記：このたびの調査にあたって、法楽寺ご住職小松庸祐様、

法楽寺御内リーヴスギャラリー小坂奇石記念館学芸員砂田円

様、生根神社名誉宮司尾崎正臣様、生根神社宮司吉見友伸様

には、お忙しい中、貴重なお時間を賜り、いろいろなお話を

聞かせていただきまして、まことにありがとうございました。

付して感謝の意を申上げます。

   　　　　　　　　　　　　　　　　　     （P.D.　森本 幾子）

　

　今、「食」を通して生きる力を育むという「食育」の考え方が社会的な大きな関心ごとになっています。9月13日、

本センターでも日頃お世話になっている石橋明吉氏の指導のもとで、総合学習の一環としてなにわの伝統野菜で

ある勝間南瓜（こつまなんきん）の種まき・栽培・収穫体験をし、調理実習を通し食育に取り組んでおられる大

阪市大正区の大阪市立北恩加島小学校に訪れる機会をいただきました。

　北恩加島小学校では、校内の菜園で春に四年生が種を蒔き、五年生が丹精込めて世話をして栽培した勝間南瓜

が 40個あまり収穫できており、その日は調理実習の日で栽培方法などでお世話になった石橋氏をお礼の意味を

込めて招き、子供たちが勝間南瓜を使い調理した①煮物②ホットケーキ③スィートパンプキンの３種類を皆で試

食しました。

　収穫した南瓜の種を保存し、次の学年に引継ぎ伝えていくという「生命のリレー」の大切さを石橋氏から教わっ

た子供たちにとって、自分たちが関わると普段は嫌いだった南瓜が特別なものとなって、アルミホイルをなめる

４．なにわの伝統野菜と食育



まで味わうようになり、次は天王寺蕪の種まきと難波ねぎの植え付

けをするのだと目を輝かせている姿に心を打たれました。

　秋の遠足では、なにわの伝統野菜に縁のある玉造稲荷社・生根神社・

法楽寺を訪ねる予定だそうで、まさに髙橋隆博センター長の「伝統

野菜は『食文化遺産』地域文化について考える一番身近な材料」だ

と再認識するすばらしい機会となりました。

　　　　　　　　　　　　　　　      （センター事務担当　速水 裕子）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　   　　

　長年関西に住んでいながら、初めて岸和田のだんじり祭を生で見学しました。だんじりは、綱先・綱中・綱元・

前梃子・後梃子・大工方それぞれの息があってはじめて、上手く曳行できるそうです。　

　秋から年末にかけて、センターの事業が目白押しです。それぞれの事業では P.D. ＆ R.A. が各担当を受け持っ

て準備を進めています。わたしたちも岸和田のだんじりに、負けず劣らず「そーりゃ、そーりゃ」と息を合わせ

てパワフルに動きたいものです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（編集：寧）

発行：関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センター

Kansai University Research Center for

Naniwa-Osaka    Cultural Heritage Studies
〒 564-8680　大阪府吹田市山手町 3丁目 3番 35
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５．編集後記

勝間南瓜のスィートパンプキン茹でた

勝間南瓜をすりつぶし、砂糖とバター

を加え、型を整えて焼きました。
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　NOCHS MAIL（ノックスメール）は、関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センターで現在行わ

れている調査・研究の状況を研究員のみなさまに広く知っていただこうというものです。研究セン

ターのリサーチ・アシスタント（R.A.）が調査報告・研究の動向をお知らせいたします。

　

   先日、勝間南瓜の収穫を終えたなにわ実験農園は、若干の拡張を行った後、第 2期栽培に入りました。今回植

えたものの中でメインは、なんといっても田辺大根でしょう。（種は「田辺大根ふやしたろう会」の谷福江さん

からいただきました。）私の地元にある駒川駅前商店街 ” ラブリーモール ” で品評会があるというので、ちょっ

とだけ気合を入れて栽培することにしました。今までより畑の深度を上げるとともに、又根になるのを防ぐため、

石の多かった畑を精耕しました。また、センター長自ら鋤をふるい、高畝を作ってから種を播きました。センター

長の見事な鋤捌きには居合わせた一同、感嘆しきりでした。田辺大根は今はもう葉が出ているのですが、しばら

くは虫との戦いが続きそうな予感です。

　他に植えたものは、少々出遅れていますが、秋蒔きの天王寺蕪です。これは 2期目の栽培になります。前回

植えたときには水をやる量が多すぎたり、収穫時期が遅れたり、ヨトウムシの被害にあったりと、あまりうまく

栽培できたとはいえなかったので、今回はしっかり対策を練りたいと思います。

　野菜を栽培し始める前は、収穫が一番楽しいだろうと思っていました。確かに収穫は達成感があってうれしい

ものですが、最近は畑を耕しているときや、雑草取りをしているときのほうが楽しくなってきました。やはり仕

事というものは、日に焼けながら額に汗してするべきものだと実感する今日この頃です。

                                                                                                 （生活文化遺産研究プロジェクト R.A.　宮元 正博）

　

１．なにわ実験農園第２期播種
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   なにわ・大阪文化遺産学研究センター 1階保存処理分析作業室では金属器の保存処理や質量分析、粒度分析な

どを行ないます。今後保存処理室の様子をお伝えしていきます。その序章として今回は「さび」についてお話さ

せていただきます。

　鉄が「さびる」というのは「酸化鉄」になると思っている方がいらっしゃるかもしれません。しかし、さびる

というのは酸化鉄になるということではないのです。 1920 年代にイギリスのエヴァンスという学者がさびの反

応についてある実験を提案しました。それをご紹介します。

　まず、  きれいでさびていない鉄板を用意します。次に濃度 3％の食塩水を作り、その中に赤血塩（赤血カリ、フェ

リシアン化カリウム）を少し溶かし、フェノールフタレインのアルコール溶液を数滴たらします。そして鉄板の

上にこの溶液をたらし観察します。これだけの簡単な実験でした。まず、赤血塩というものは２価の鉄イオンが

あると敏感に反応して青黒色の沈殿を生じます。フェノールフタレインは酸・アルカリ滴定によく使われる指示

薬で、水溶液がアルカリ性になるとピンク色に発色します。また、3％の食塩水というのはこの程度なら鉄がよ

くさびるという経験に基づいたものです。この実験では変化がはじめはかなり速く起こり、一番よく見られる現

象は液滴の中心部に青黒色の部分が現れることです。または、液滴中のほうぼうに点々と青黒色が出現すること

がありますが、これは鉄板の表面が不均一な性質を持っていることを示しており、時間がたつと中心部に青黒色

が集っていくのが普通です。そして 3、40 分もすると、液滴の周囲の色が次第にピンク色に変わるとともに中

心部の青黒色がまとまりをみせ、周辺と境がはっきりしてきます。さらに、1時間もすると中心部と周辺部との

境界にさびのような色が出現し、あとはさびのように見える境界部分がますますはっきりしてくるだけです。

　以上の実験でみられた現象を化学的に表現すると次のようになります。

（1）Fe → Fe2 ＋ 2e －　これは液滴の中心部で青黒色の沈殿ができていることを示しています。つまり、2価                     

       の鉄イオンが赤血塩と反応しているのです。

（2） H2O＋ O2＋ e－　→OH－　これは液滴の周辺部がピンク色に変わったことを示しています。水分子　　

　   と空気中の酸素と（1）で余った電子との間で水酸化物イオン（OH－）ができます。この反応が、さび　

　　ができる反応で最も重要なところです。

（3）  Fe2 ＋＋ OH－→ Fe(OH) 2　これは（1）と（2）の反応が隣り合って起こることによって互いに生成物が  

       反応しあって、2価鉄の水酸化物が副次的にできるということを表しています。この 2価鉄の水酸化物は極   

       めて反応しやすく、すぐに酸化されて着色してできた化合物がさびの主成分なのです。

　このことから「さび」は水酸化物が主成分となっており、発生には水が大きな役割を担っているということが

わかります。また、さびはいわゆる「酸化鉄」ではないということもわかりました。さらに、さびを促進させる

二酸化硫黄や塩化物イオンがあり、これらを除去することでさびの進行を抑えます。そのさびを促進させるもの

を取り除く作業が「脱塩」で、次回はこの脱塩についてお話させていただきます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（生活文化遺産研究プロジェクト R.A.　千葉 太朗）

　

　

２．保存処理分析作業室だより－さびのはなし－



  

   『上方役者絵画帖』に続く〈なにわ・大阪文化遺産学叢書〉第 2弾刊行予定の『大坂代官竹垣直道日記』は学

芸遺産班 R.A. 松本さん指揮の下、博士後期課程所属の吉川潤氏、松永友和氏のご協力を受け、年内刊行に向け

て作業を進めています。

　9月 26 日から 28 日までの 3日間は松本さんに同行し、「日記」が所蔵されている東京大学史料編纂所へ原

本校正のため出張して参りました。今回校正にあたった天保 12年から 13年の「日記」は虫損が激しく、残念

ながら原本を手に取ることはできませんでしたが、マイクロフィルムを拡大し、文字の判読に努めました。26、

27 日の両日は、関東周辺では大雨が降り、雷鳴轟くなか、厳かな雰囲気のある編纂所内で粛々と作業を進め、

順調に校正を終えることができました。

　作業が早く済んだ 3日目は、先の 2日間と打って変わって晴天となり、それぞれ東京見物に出かけました。

　さて、「日記」の執筆者である竹垣三右衛門直道は、実祖父・岸本武太夫、実父・岸本十輔荘美ともに代官を

務めた家に生まれましたが、11歳のとき、同じく代官を務めていた竹垣直清家の養子に入ります。この竹垣家

も養祖父にあたる竹垣直温が名代官として知られています。直道は天保 9年に大和国五条代官、天保 11年から

嘉永元年までを大坂代官として畿内で職務にあたっていましたが、武蔵・下総・下野国に場所替となり、嘉永 2

年正月 5日には江戸の屋敷へ戻っています。

　嘉永 2年当時、竹垣三右衛門の江戸屋敷は本所亀沢町にありましたが、総武線両国駅のすぐ近くなので、直

道ゆかりの地を訪ねることにしました。江戸東京博物館や両国国技館、回向院のあたりといえば、大方の位置を

分かっていただけるでしょうか。切絵図でみると、回向院の表通りを東に進み、「目指すは本所松坂町」の吉良

邸…はありませんが、松坂町一丁目を通り過ぎ、土屋佐渡守邸、本多内蔵助邸の前を通って二つめの区画にあっ

たようです。西隣の区画には、勝海舟生誕の地である男谷家（父小吉の実家）もあります。

　赤穂義士が吉良義央の首を洗った「首洗いの井戸」と伝わる場所は吉良邸跡として、現在では海鼠塀で囲まれ

た本所松坂公園となっていますが、竹垣三右衛門の屋敷跡碑はありませんので、屋敷があったと思われる辺りを

ぶらぶら見物しました。近くには、お相撲さん御用達の服飾店や相撲部屋があり、現代の両国という町の雰囲

気を創りだしています。回向院では天保 4年から相撲の定場所として、年２回の興行が開催されていましたが、

直道もその賑わいに触れることがあったでしょう。

　直道は江戸に帰ったのち、嘉永 2年 10月には馬喰町御用屋敷

詰代官を拝命し、亀沢町の自邸から、両国橋を西に渡った馬喰町

御用屋敷（郡代屋敷）に出勤していますが、その翌月には家族と

ともに御用屋敷の役宅に引っ越しています（西沢淳男『代官の日

常生活』講談社、2004 年）。

　短時間の両国散策でしたが、直道さんのおかげで、私にとって

の江戸「名所」が増えました。

                               （祭礼遺産研究プロジェクト  R.A.　内海 寧子）

３．竹垣直道日記をめぐる東京見聞



10 月 8日　芦屋市立美術博物館

　　　　　　「近世大坂画壇の特質」公開シンポ（共催）　

10月 12日　大阪市立北恩加島小学校　

　　　　　　　伝統野菜ゆかりの地見学会「レッツゴープラン」参加

10月 14日　地域連携企画第二弾「八尾安中新田植田家と文化遺産」

　　　　　　　於：八尾市植田家、八尾市竜華コミュニティーセンター　

10月 25日　大阪ブランドサミット　祭礼パネル「大阪の四季を彩る祭礼」

　　　　　　　於：大阪国際会議場 10F

10 月 28 日　関西大学 120 周年記念事業企画

　　　　　　　記念講演会「日本のなかの大阪文化遺産」

　　　　　　　特別公演「篝の舞楽」　　　　　　　　　　　　　　　　

   先日の中秋の名月は雲隠れで拝見できませんでしたが、晴天特異日の 10月 10 日は、金木犀が香る快い天候

です。今月は 14日八尾市植田家の現地説明会や、28日篝の舞楽など屋外での催しが続きます。どうか晴天に

恵まれますように。

　晴天祈願のご利益がある神社などご存知の方、どうぞお知らせください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（編集：寧）

発行：関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センター
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５．編集後記



１．11 月の予定

　NOCHS MAIL（ノックスメール）は、関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センターで現在行わ

れている調査・研究の状況を研究員のみなさまに広く知っていただこうというものです。研究セン

ターのリサーチ・アシスタント（R.A.）が調査報告・研究の動向をお知らせいたします。

11 月 8日　  月例会議

11月 10日　八尾市植田家民具調査（森隆男・藤井裕之・R.A. 宮元）

11月 11～ 12日　〈なにわ・大阪文化遺産学叢書３〉出版準備合宿　

                　　　　　祭礼遺産研究プロジェクト（黒田一充・R.A. 内海）

11月 18日   第２回ワークショップ「お茶と茶釜～千里庵へのいざない～」

11月 25日   第 3 回文化遺産学フォーラム「まちづくりと文化遺産」

　　　　　　日時：11月 25日　13：30～ 17：00

　　　　　　会場：りそな銀行大阪本社地下講堂（堺筋線堺筋本町下車）

　　　　　　基調講演：神野直彦氏（東京大学大学院経済学研究科経済学部教授）

　　　　　　パネリスト：土居年樹氏・川口良仁氏・中村秀雄氏・藤原明氏

NOCHS MAILNOCHS MAIL
なにわ・大阪文化遺産学研究センターなにわ・大阪文化遺産学研究センター
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２．八尾安中新田植田家の文化遺産

　6月からインターンシップ生として迎え入れて頂いてから、早 3ヶ月が経とうしていた時、この「八尾安中新

田植田家の文化遺産」のお手伝いをさせて頂くことになりました。私にとって、今回がなにわ・大阪文化遺産学

研究センター外での初めてのお仕事だったので、緊張する反面、楽しみにもしていました。

　プログラムは、午前に植田家現地で植田家内を実際にご案内する説明会、午後から植田家の調査報告会という

ものでした。その中で私がさせて頂いた主なお仕事は、午前の説明会をビデオで記録することでした。ビデオの

扱いについては、ホームビデオなどでそれなりに慣れているつもりでしたが、きちんとした記録となるとまた違

うもので、スタッフという立場上あまり前にも行けず、後ろに居すぎるとビデオが撮れない等というように、ビ

デオ撮影一つ取っても難しいことばかりでした。いろいろ試行錯誤を重ねた結果、一参加者となって市民の皆さ

んの中に紛れながら撮影するのがベストだと分かり、その方法で撮影させて頂きました。市民の皆さんと同様、

私も初めて植田家にお邪魔させて頂いたので、ビデオを取りながらも、いろいろ勉強させて頂きました。

　今回、たくさんの良い経験をさせて頂きました。大したお手伝いはできませんでしたが、こんなへなちょこな

学生の私でも一個人として扱ってくださったセンターの皆さんには感謝しています。この経験はもうすぐ本格的

に就職活動が始まろうとしている私にとって、このようなお仕事もあるのかと、新しい発見をさせてくれました。
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これからも私に良い影響を与えてくれるのではないかと思います。しかし、ただ 1つだけ心残りがあります。

それは、植田家に調査の段階から関われなかったということです。当日のみの参加で、私自身も知らないことだ

らけで、市民の方に何か質問されても、先生が説明されたことをそのままお伝えするだけしかできませんでした。

それが今回の反省点でもあります。植田家の調査はまだまだこれからが本番のようなので、機会があれば積極的

に参加させて頂きたいと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（インターンシップ生：文学部３回生　久保 智美）

　最近、外国の方が当センターにお越しくださることが多くなってきています。このたびは、当センターにお越

しになり、特別にご講演くださいました外国人研究者お二方について、ご紹介いたします。

　まず、8月 9日にお越しになられた、チェコ・カレル大学哲学部日本学科助教授の Jan Sýkora（ヤン・シーコラ）

氏。「チェコにおける日本研究の現状　～カレル大学を中心に～」と題してご講演くださいました。カレル大学

でおこなわれている日本研究について、研究施設やスタッフ、カリキュラム、また学生の研究関心が伝統文化に

関することだけでなく、現代日本における政治・経済・社会問題、メディア、アニメなど幅広くなっていること

などをお話しくださいました。外国の大学における日本研究の現状について、知る機会はなかなかないので、興

味深く拝聴しました。これは余談ですが、長身のシーコラ氏がすっとした立ち姿で講演される様子に、一部研究

員の間でファンができました。

　それから、10 月 18 日には、ドイツ・ケルン大学日本学科

教授の Franziska Ehmcke（フランチィスカ・エームケ）氏が、

「オーストリアで新再発見された大坂図屏風」という演題で講

演されました。この屏風は、オーストリア・グラーツの貴族の

館内の「東洋の間」と呼ばれる一室の壁に張り付けられていた

ものを、エームケ氏が発見されました。貴族の日記などにより、

17世紀にオランダ東インド会社から購入したものであろうと

推定されています。

　講演では、金色のきらびやかな屏風絵に描かれた大坂城や大

坂の町並みは豊臣時代のものと推測されること、人びとの風俗

や、住吉大社の神事の様子、大坂だけでなく京の伏見城や醍醐

　　                           ヤン・シーコラ氏

　　　　　　　　　　　　　　現地説明会の様子 　　　　　　河内木綿の解説をする李熙連伊氏

３．NOCHS へようこそ！－外国人研究者による特別講演会ー



４．関西大学創立 120 周年記念行事と記念式典ーセンターは次の一歩を踏み出したー

寺など豊臣秀吉にゆかりのあるものが描かれていることなど、詳

細に説明されました。

　エームケ氏のお話を聴きながら、この屏風が貴重な資料である

ことを痛感しました。同時にオーストリアに屏風があったときの

ことに思いを馳せました。屏風を購入した貴族はどのような人物

だったのだろう、屏風の何に魅かれたのだろう、「東洋の間」に

は屏風以外に何があったのだろう…。屏風そのものに多くの謎が

残されているからこそ、想像がかき立てられました。

　私は上方役者絵や大坂画壇に関する講演を聴く機会が多いので

すが、共通して語られるのは、海外のコレクターが目をつけ、多

くの日本画や浮世絵が国外に流出してしまっているということで

す。お二方のお話を拝聴して、外国の方の日本に対するまなざし

を垣間見たような気がしました。

付記：エームケ氏が発見されました屏風絵については、2006 年 10 月 19日（木）付朝日新聞朝刊１面に掲載  

           されました。　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　  （学芸遺産研究プロジェクト R.A.　松本　望）

　明治 19年（1886）11 月 4日に、大阪西区京町堀の願宗寺で関西法律学校として開校した関西大学は、今年

で創立 120 周年を迎えました。学内ではさまざまな記念行事が行われましたが、センターでもそのいくつかに

関わりました。　

◇ 10月 28日　パネルディスカッション「日本のなかの大阪文化遺産」・特別公演「篝の舞楽」

　合言葉は「5月の借りを返す！」。5月の第 1回ワークショップ「天王寺舞楽の魅力」では、センター棟前の

なにわ広場での舞楽公演が、無情な雨により室内に変更されたため、今回は、何としても屋外で舞楽公演をとい

う思いをスタッフのみんなが抱いていました。　　

　しかし、天気よりも心配なことが。「果たして多くの人に参加してもらえるのだろうか？」パネルディスカッショ

ンの内容に工夫を加えたり、学長課さんの広報や、これまでセンターの行事に参加してくださった方々へのご案

　　　　　　フランチィスカ・エームケ氏

内だけではなく、吹田市と豊中市の一部の約 13

万世帯の新聞折込にチラシを封入するという方法

で、当初の定員 600 名に対して、およそ 1300

名の方からのご応募がありました。定員をパネル

ディスカッション会場の BIG ホール 100 に収容

できる 900 名に増やし、返信用はがきの「招待状」

を発送しました。それでも 300 名ほどの方には

「お詫び」をお送りしなければなりませんでした。

　参加者のことが一段落すれば、焦点は当日のお

天気に絞られてきます。人工衛星からの天気図で

気圧配置の変化を追う日が続き、25 日の会場決

入念に「かがりの火入れ」のリハーサル



　　　　　　　　尚文館前中庭に姿を現した舞楽の舞台

定会議を迎えました。午後からは、大阪国際

会議場での大阪ブランドサミットへの参加を

控え、慌しい中、センター長室に関係スタッ

フが集まりました。すべての天気予報が土曜

日は晴ということもあって、舞楽公演は尚文

館（大学院棟）前の中庭で開催することが決

定されました。今回は何の心配もなく即決状

態。いよいよ当日に向けてテンションが上が

ります。

　パネルディスカッションには 350 名が参

加され、BIG ホール 100 をいっぱいにする

ことができませんでした。しかし、髙橋セン

ター長の基調講演につづき、作家の森まゆみ

さん、ロンドン大学のアンドリュー・ガーストル先生、天王寺楽所雅亮会の小野功龍理事長、（社）上方落語協

会理事の笑福亭仁智さんの討論が、藪田総括プロジェクトリーダーの司会で進められると、会場の熱気は 1000

名分に達していたように思います。

　最後まで頭を悩ませた会場移動も、参加者のマナーのよさや、学長課さんの手際のよい誘導によって予想以上

にスムーズで、予定の 16時 30 分の 5分前に特別公演「篝の舞楽」が始まりました。雅亮会理事長の小野先生

の解説のあと、舞台の邪気をはらう演目「振
えんぶ
鉾」が終わるころには、辺りはすっかりと夕闇に包まれました。か

がり火の点火はリハーサル以上にうまくいき、続く「陪
ばい ろ

臚」は、鉾と盾を持つ勇壮な舞。途中、雨がぱらつい

てヒヤッとしたものの、渾身の「還
げんじょうらく
城楽」は、見る人を圧倒する迫力でした。その頃には、会場の尚文館前中

庭では 1200 名を超える人々が天王寺舞楽の世界に酔いしれていました。舞楽会の終わりには必ず演奏される

「長
ちょうげいし
慶子」の音色とともにすべての予定が無事終了しました。今回は、鳥

とりかぶと
甲をかぶり、襲

かさね
装束の楽人の方々も目

を惹きました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　( 次頁に続く）

                                                      パネルディスカッション                                                       還城楽



５．10 月の活動

◇ 11月 4日　関西大学創立 120 周年記念式典

　10月 28 日が無事終了し、ホッとする間もなく、11月 4日の記念式典に向けて準備を本格化させました。式

典で舞楽「萬歳楽」の特別公演があったからです。

　今回の心配事は、「式典の流れを妨げることなく、舞楽公演のための舞台設定ができるのか」でした。楽人用

の毛氈を二枚敷き、高欄を立て、打楽器を並べるという作業を、2～ 3分のうちにしなければならないのです。

二度のリハーサルをして本番を迎えました。

　緊張感がただよう中、何がなんだかわからないまま、とにかく一心に舞台設営をし、気がつけば楽人さんたち

が入場されていました。

　5月のワークショップでは二人舞でしたが、今回は正式な四人舞での「萬歳楽」。式典の趣きがガラッと変わり、

まさに創立 120 周年を寿ぐ四羽の鳥が、楽とともに舞い降りたようで、BIG ホール 100 を埋め尽くしたおよそ

1000 名の来賓の方々は、うっとりと見入っておられました。

　今回も、実に多くの方々のご協力があって、センターが関わった創立 120 周年記念行事、記念式典ともに成

功させることができました（担当者としては「大成功！」と自負しているのですが）。特に、天王寺楽所雅亮会

の小野功龍理事長や理事の徳山さんをはじめみなさんの舞楽への熱い思いが、これまであまり舞楽にふれたこと

がなかった人々の心を動かし、成功への道すじが開けたといっても過言ではないと思います。この場をかりて、

厚くお礼を申し上げます。

　また、今回は、センターのスタッフはもちろんのこと、これまでにないほど多くのセンターのスタッフ以外の

学内や学外の方々と創りあげていきました。そのなかで、「なにわ・大阪文化遺産学研究センター」の存在を広

めることになり、これまで以上に注目度が高まったことを肌で感じることができました。今回の行事への参加は、

「関西大学における文化の発信源」として、センターの第二ステップへの第一歩になったのではないでしょうか。

最後になりましたが、ご協力いただいたすべての方々に、心からお礼申し上げます。

        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　（歴史資料遺産研究プロジェクト R.A.　櫻木　潤）

10月初旬　         田辺大根・天王寺蕪播種

10月 2～ 3日　 東京出張　（薮田貫・P.D. 森本）

10月 8日　   　  芦屋市立美術博物館　公開シンポ「近世大坂画壇の特質」

                　　      共催として参加　（パネリスト：有坂道子・北川博子　司会：明尾圭造）

　　　　　 　      第 22 回　虎屋文庫講演会　（R.A. 内海）

　　　　　           四天王寺宝物館展示「近世の聖徳太子信仰」見学（R.A. 内田）

10月 12日　       大阪市立北恩賀島小学校　レッツゴー・プラン参加

10月 14日　       地域連携企画第 2弾　「八尾安中新田植田家と文化遺産」

　　　　　　　  　  現地説明会　森隆男

　　　　　　　  　  講演会　李熙連伊氏「植田家に伝わった河内木綿」　薮田貫「植田家の人々と学芸」

 10 月 18 日　     第４回センター推進委員会

　　　　　　　   講演会　フランチィスカ・エームケ氏　「オーストリアで新再発見された大坂図屏風」

            　　　     道明寺天満宮宝物写真整理（吉田晶子・R.A. 宮元）
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※記事を許可なく転載することを禁じます

10 月 19 日  　月例会議

10月 20日　  芦屋市立美術博物館　連続講座　肥田晧三氏「大坂四条派雑感」（R.A. 内海・R.A. 松本）

10月 25日　 大阪ブランドサミット「大阪の四季を彩る祭礼」

10月 26日　 道明寺天満宮宝物調査　（R.A. 宮元）

10月 28日　 第 1回外部評価委員会　井上宏氏・永井芳和氏・森まゆみ氏

             　　　創立 120 周年記念行事　

              　　　パネルディスカッション「日本のなかの大阪文化遺産」

              　　　特別公演「篝の舞楽」

〈創立 120 周年記念行事関係〉

10月中　      準備・打ち合わせなど（P.D. 森本・R.A. 櫻木）

10月 24日　かがり火リハーサル

10月 26日　リハーサル

10月 28日　創立 120 周年記念行事

11月 4日　  関西大学創立 120 周年記念式典

〈センター紹介記事〉

10月 9日（月）     朝日新聞（朝刊）「週間まちぶら第 97号」

10月 19日（木）   朝日新聞（朝刊）「豊臣時代の大坂欧州で発見」

10月 26日（木）   朝日新聞（朝刊）「大阪ブランド世界に発信」

10月 29日（日）   朝日新聞（朝刊）　篝の舞楽記事

　10月の活動報告を眺め、改めてあわただしい日々を実感していますが、その成果が表れているようです。こ

の 1ヵ月間だけで、当センターに関連する記事が新聞紙面に４度も掲載されました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（編集：寧）

６．編集後記



　NOCHS MAIL（ノックスメール）は、関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センターで現在行わ

れている調査・研究の状況を研究員のみなさまに広く知っていただこうというものです。研究セン

ターのリサーチ・アシスタント（R.A.）が調査報告・研究の動向をお知らせいたします。

11 月 18 日　  　　 第 2回ワークショップ「お茶と茶釜～千里庵へのいざない～」

　　　　　　　　　　第 1部「茶湯釜のできるまで」　 講演：角谷征一氏

　　　　　　　　　　第 2部「茶道体験」　 実演：関西大学茶道部OB会　洗心会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　解説：福原宗寿宗匠

                        　　　　　 　　　　　　　　茶室「千里庵」での呈茶

11月 25日　  　　 第 3回文化遺産学フォーラム「まちづくりと文化遺産」

　　　　　　　　　　基調講演：神野直彦氏

　　　　　　　　　　パネルディスカッション：土居年樹氏・川口良仁氏・中村英雄氏・ 藤原明氏・角知子氏

12月 4日　     　　学芸遺産研究班第 2回研究例会

　　　　　　　　　　山本卓氏「上方浮世草子作者「都の錦」－メディアとしての舌耕・書き本、そして出版」

　　　　　　　　　　鶴崎裕雄氏「港の歴史と文化－江口・神崎・大物－」

12月 5日～ 7日　 韓国文化遺産視察

　11月 18日に第 2回ワークショップ「お茶と茶釜」が開

催されました。第一部では茶釜の製作工程をテーマに角谷

征一氏を講師に迎え、角谷氏の父であり人間国宝でもある

故・角谷一圭氏の茶釜製作工程を収めたビデオの解説や、

茶釜の取り扱い方、鑑賞のポイントなどについて講演して

いただきました。茶道を嗜まない者は茶釜を目にすること

も珍しく、ましてやその製作工程ともなると、まず見るこ

とはありません。

　鋳造の方法も大変勉強になりました。鋳型の制作方法な

ど、現在調査中の錫器のものとは大きな違いがあることは、知識としては知っていたのですが、実際に（といっ

てもビデオですが）見てみると、その違いがよくわかりました。錫器では鋳型は何度も使うのですが、茶釜の鋳

造では型を最後には壊します。もったいないような気はしますが、型を崩していく中から現れる作品を見るのは
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２．第 2 回ワークショップ「お茶と茶釜」雑感



なかなかに感動的なものがあ

りました。

　後半は福原宗寿宗匠の解説

で、お点前の実演を見学した

後、茶道部の茶室「千里庵」

で実際にお茶席を体験すると

いう、まさにワークショップ

といった企画を行いました。

　実演は茶道部OB会の「洗心

会」の嶋村裕史氏が亭主、日浦典子氏・堀井健吾氏・西本

美穂氏が客となって行われました。お点前の所作ひとつひ

とつに福原宗匠の解説が入り、時には緊張感を持たせ、ま

た、時には緩めながらの、実に見ごたえのあるものでした。

　茶道体験は茶道の心得のある人、まったく初めてという

人、さまざまに入り混じってのお茶席でしたが、さまざま

に質問がでるなど、関心度は非常に高かったようです。筆

者は 10 年ほど大学にいるのですが、今まで茶室に入る機

会はありませんでした。初めての「千里庵」にいささか緊

張しながら、無作法にお茶とお菓子をいただき、癒しのひと時を味わわせていただきました。

　今回のワークショップでは、関西大学茶道部の皆様と洗心会の皆様に大変ご尽力いただきました。紙面上で申

し訳ありませんが、心より御礼申し上げます。

　　　　         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （生活文化遺産研究プロジェクト R.A.　 宮元 正博）

　11 月 25 日（土）、りそな銀行／関西大学なにわ・大阪

文化遺産学研究センター共催「第 3回文化遺産学フォーラ

ム「まちづくりと文化遺産」」をおこないました。

　まず、東京大学大学院経済学研究科教授・神野直彦氏

による基調講演をいただきました。神野氏の講演は、Stig 

Claesson の詩を引用しながら、市場経済に苛まれ、ひずみ

が生じつつある現在の日本社会に警鐘を鳴らすとともに、

ひとすじの光を照らしてくれるようなお話でした。

　「人間の信頼の絆」は、やがて地域経済の発展をもたらし、

コミュニティが残っている地域では、その地域が歴史的に辿ってきた景観や風習が残され、それが地域の「顔」

となっている。それはとりもなおさず「文化」であり、今はそれを崩してきた重化学工業を主な要素とする国民

国家の終焉期にきている。子どもたちの笑顔や人びとのやさしさがとりもどされなければ、真の幸福はやってこ

ない。神野氏のこれらのことばは、心にしみました。ご本人もおっしゃるように、神野氏のお話は「希望と楽観

主義」に満ちたものであり、日々耳にするいたましい事件や競争社会の現実のなかで、地域社会が崩壊する直前

に、このような言葉を誰かが言ってくれるのをどこかで待ち望んでいたんだな、という気持ちにさせられました。
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　つづくパネルディスカッションでは、講演者が、それぞれの地域で懸命にまちづくりに取り組んでおられる熱

意が伝わってきました。平野全興寺ご住職・川口良仁氏のお話からは、観光を目的とせず、地域の人びとのみで

つくる「手づくり」の楽しさやご苦労を快活な BGMとともに流れるDVD映像から感じ取ることができました。

同時に平野を訪ねてみたくなりました。（アンケートでも平野へ行ってみたいというご意見を頂戴しております）。

徳島市「新町川を守る会」の中村英雄氏には、新町川の清掃を中心とした活動から、「川へ市民の目が向く」ま

ちづくりの方法を紹介してもらいました。私自身、徳島県出身ということもあり、このフォーラム以前に、中村

氏にはひょうたん島クルーズに同行させてもらいましたが、私の知っている新町川は、ここ 10年ほどで大きく

変貌を遂げていました。以前と比べると、目に見えて川が美しくなっているのです。天神橋筋商店連合会会長の

土居年樹氏には、現在の大阪で商店街が持つ意味と、その地域で商売をする心意気、その心が人びとの絆をつくっ

ていることを教えてもらいました。また、新世界アーツパークの角知子氏には、フェスティバルゲートの再生方

法をアートの側面から生み出し、アートNPOとして地域再生に関わっている様子を分かりやすく話していただ

きました。りそな銀行地域サポート部・りそな御堂筋プランニングマネージャーの藤原明氏からりそな銀行が地

域社会と密着することを目的とした DVD 映像を紹介して

もらい、企業と社会のあり方を考えさせられました。

　会場後方では、前回のフォーラムにひきつづき、牧村史

陽氏旧蔵大阪の古写真展と題して、パネルを並べました。

今回の「まちづくりと文化遺産」というタイトルにふさわ

しく、大阪市内の昭和中期の写真と現在の写真を対比させ

るディスプレイにして、来場者に比較して楽しんでもらお

うというコンセプトでした。

　今回、フォーラム準備段階から、まちづくりに関わる

NPO法人や多くの人たちにお会いしてお話をうかがう機会を得ましたが、みなさんがそれぞれの立場・思いを

もってまちづくりに積極的に、真面目に取り組んでおられることをひしひしと感じました。「文化遺産」は人び

とがつくるということをあらためて考えさせられました。今回のフォーラム一度きりのことだと思わずに、人び

との気持ちに真摯に向き合っていきたいと思います。

　最後になりましたが、パネリストの方がたをはじめ、お話をきかせてくださったみなさまにこの場をかりて、

心よりお礼を申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　（P.D.　森本 幾子）

　11月 5日（日）、生活文化遺産班の宮元、千葉そして宮

元の友人 3名（中学生含む）とで上町台地を歩きました。

この日は雨男千葉が参加するにもかかわらず、とてもいい

天気でお散歩日和でした。朝 10 時、阿部野近鉄前交差点

の歩道橋上からスタート。まず、市立美術館を外から眺め、

四天王寺に行きました。亀の池で亀の多さに驚き、聖霊会

舞楽大法要の舞台に感動しました。続いて一心寺に立ち寄

り、安居神社に行き、工事中で近くまでいけなかったので

すが、社務所の崖下に残された「かんしづめの水」の井戸

４．上町台地お散歩ツアー



を眺め、真田幸村戦死跡碑をみました。そして増井の清水

として知られる井戸の屋形の所在を確認しながら、清水寺

に行きました。続いて大江神社で珍しい狛犬ならぬ狛虎に

対面し、そのかわいらしさにほほを緩めつつ、愛染さんと

して親しまれている勝鬘院にいき、吉祥寺の前を通り生国

魂神社に到着、ここで少し休憩を取りました。そして高津

神社へ向かいました。この間に大阪七坂のうちの六坂を通

りました（逢坂、天神坂、清水坂、口縄坂、愛染坂、真言

坂）。そして千日前通りに入り自由軒で織田作之助の愛した

カレーを食べました。食後に道具屋筋をぷらぷらと歩きながら日本橋へ向かいました。日本橋では通称軍艦アパー

トと呼ばれる市営下寺住宅をみて、今宮戎神社に立ち寄り、新世界へいきました。初めて通天閣にのぼり、ジャ

ンジャン横丁にいって串カツとビールでゴール。以上、10キロ程歩きました。

今回参加してくれた方の感想です。

　「今回上町台地歩き巡りツアーなるものに参加して感じた事は、例えば「こういう所がここにあります、歴史

　的に有名です」なんて資料を見ればいいことなんですけど、あえてその地を自分で歩く事で地形を知り、歩く

　事で歴史を感じたり…。とても楽しくてそして貴重な経験をさせてもらったなと思いました。」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　萬田千明・あかり

　「上町台地の史跡を巡り歩き、大阪の街に息づく歴史を改めて感じることができました。生まれ育った街でも

　あるのですが、今まで知らなかったことの発見や知識として持っていた事柄の再確認にもなり、大変有意義な

　一日となりました。」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塙　靖子

　京都で生まれ育った私にはすべてが新鮮でした。文化遺産が無理なく町に溶け込んでいて、文化遺産とは何か、

これからどうしていかなければならないのかを考えさせられる一日でした。

                                         　　　　　　　　　　　　　　　　（生活文化遺産研究プロジェクト R.A. 　千葉 太朗）

　最近めっきり寒くなってまいりました。また、ノロウイルスによる被害が各地で出ております。皆様もお体に

はくれぐれも気を付けていただいて、良いお年をお迎えください。　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（編集者　た）
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　NOCHS MAIL（ノックスメール）は、関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センターで現在行わ

れている調査・研究の状況を研究員のみなさまに広く知っていただこうというものです。研究セン

ターのリサーチ・アシスタント（R.A.）が調査報告・研究の動向をお知らせいたします。

1 月 10 日　　  センター仕事始め

1月 12日　　  祭礼遺産第 2回研究例会

            　　　   内田吉哉（なにわ・大阪文化遺産学研究センター R.A.）

　　　　　　    「大阪府下の神社合祀に関する新聞記事調査」

　　　　　　    和住香織（関西大学大学院博士課程前期課程）

　　　　　　    「明治後期の大阪の神社」

1月 13日　　  生活文化遺産第 2回研究例会

　　　　　　    尼子奈美枝氏（（財）元興寺文化財研究所）

　　　　　　    「出土金属製品の保存処理」」

　　　　　　    川本耕三氏（（財）元興寺文化財研究所）

　　　　　　　「なにわ・大阪文化遺産学研究センターでの金属器保存処理～保存科学について」　　　　　　　

　　　　　　　木庭元晴氏（関西大学文学部教授）

　　　　　　    「無層理未固結堆積物の堆積環境復元－レーザー回折による粒度分析法とX線像から－」

1月 19日　　  第４回 NOCHS レクチャーシリーズ

　　　　　　    「中・近世大坂の寺院と歴史資料遺産」

　　　　　　    大澤研一氏（大阪歴史博物館）

　　　　　　    「地域のなかで寺院を考える－中世～近世の摂河泉を題材に－」

　　　　　　    冨坂賢氏（独立行政法人国立博物館東京国立博物館）

　　　　　　    「国指定重要文化財と歴史資料」

　

　昨年の春から秋まで、この、関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センターにインターンシップ生として受け

入れて頂きました。このセンターで行われているイベントのお手伝いや、調査結果のデータ入力、イベントご案

内の封書作成など、様々なことをさせて頂きました。今回は約半年間、インターンシップ生として受け入れて頂

いた感想を書きたいと思います。
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１．1 月の活動報告

２．インターンシップ生として受け入れていて頂いて



　私は現在３回生ですが、２回生の時にも学校

インターンシップに行かせて頂きました。学校

インターンシップとは、名前からも分かるよう

に、企業ではなく学校に現場体験として行か

せて頂くものです。そこで私は、受動的に仕

事を与えてもらうのではなく、能動的に動く

ことの大切さを学びました。この教訓を活か

すべく、また、学校インターンシップとは違っ

た経験をしてみたいと思い、この関西大学な

にわ・大阪文化遺産学研究センターのインター

ンシップに応募させて頂きました。

　そんな中で始まったインターンシップは私

にとってとても新鮮なものでした。何よりも、とても身近な大阪とその周辺の文化と歴史を学べた事が、歴史分

野を学ぶ為に大学に来た私には良いものとなったように思います。センターで行われているイベントのお手伝い

に行っては、その時その時の講演者のお話を一般参加の方々と同様に聞かせて頂き、大学の授業では受けられな

い特別授業を受けさせて頂けたようで、大変勉強になりました。１つのことをいろいろな視点から見る大切さを

学ぶことができたように思います。その反面、少しセンターの方々のお言葉に甘え過ぎたように思います。これ

は今回の反省すべき点だと思います。また、今回私は、学校インターンシップで得た、自主的に行動するという

教訓を活かすことを１つの目標としていました。自分なりに、この目標は達成できたのではないかと思っていま

す。社会には私の知らない職業がまだまだたくさんあるのだということもわかりました。この発見はこれから本

格的に就職活動が始まろうとしている私には良い刺激となりました。ただ１つ、インターンシップは曜日を固定

で決めて、毎週その曜日に何かお手伝いをさせて頂くなど、イベントの前段階からもっと携わらせて頂く形で進

めて頂ければよかったなとも思いました。

　約半年間、普通の大学生活では決して体験できないようなことをたくさん体験できました。これは、普通の企

業で体験できるようなことでもないと思います。今回、このインターンシップに参加させて頂いて、本当に良かっ

たと思っています。

　最後になりましたが、こんな頼りない私でも受け入れて下さり、打ち解けやすい雰囲気を作って下さった関西

大学なにわ・大阪文化遺産学研究センターの方々には本当に感謝しています。ありがとうございました。

                         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（文学部３回生　久保 智美）

　今回、私がインターンシップ生として、なにわ・大阪文化遺産学研究センターでお世話になったのは、ゼミの

担当でもある森教授から声をかけていただいたことがきっかけでした。最初は何をするのかも全然分からず、た

だ「おもしろそう！」という安易な理由で受けたので採用の面接の時は苦労しました。しかし、いざインターン

シップで、センターの方たちと接するようになって、本当によい人たちばかりだと思いました。そして、普段大

学生活の中で経験することが出来ないようなことばかりで、貴重な経験が出来ました。

　一番印象的で、良かった面は、植田家の民具調査で、蔵の中に保管されている民具を採寸・スケッチ・写真撮

影等を調書に記録していくというものでした。テレビ番組で見たことのあるような螺鈿や、風呂、燈籠といった
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120 周年記念行事で受付をする久保さん（中央）



時代を感じさせる資料を実際に目で見て、触れることが出来て、「イ

ンターンシップなのに楽しんでいいのか？」と思ってしまうほどで

した。この植田家の調査には３，４回ほど参加したのですが、やっ

ていくうちにある程度スムーズにこなすことが出来るようになりま

した。

　他にも、関西大学 120 周年記念事業企画一環の「篝の舞楽」で

は初めて舞楽を見ました。案内や受付をしていたので演じる方たち

をとても近くで見ることができたり、文化遺産フォーラム「街づく

りと文化遺産」ではこれからの時代に向けて少しでも興味を持って

くれるように、街づくりと文化遺産の連携方法やゲストの方々の研

究内容をたくさん聞くことが出来ました。

　反対に悪かった面は、インターンシップの報告会で、他のグルー

プは企業の一社員として、自分達から積極的に企画・提案・発表を

していたのに、私は受身の仕事をこなすだけで半年間を過ごしてし

まったことを、とても悔やみました。もし、あの期間内で、センター

の方に自分がここで何をしたいのかをきちんと主張できていれば

もっと有意義に過ごせたかもしれません。

　でも、就職活動をするに当たって、自分のしたいことが見つけ

られたのは、このインターンシップからの経験があったからこそです。例えば、文化遺産において、ひとつのも

のを絶やさず伝えていくという「ものづくり」の意識は、私がメーカーに就職したいと思うきっかけを与えてく

れました。また、センターに携わる多くの人は、ひとつのことをとても熱心に研究されている知識の深さを見て、

私もひとつでも、強みとなる知識を見つけて仕事がしたいと思いました。そして、ワークショップやフォーラム

を通して、文化遺産に少しでも興味を持ってもらう活動は、私が企業で志望する職種が何かを気付かせてくれま

した。報告会の発表後、キャリアセンター所長のコメントを聞いて、自分がこんなに良い経験をしたのに、あま

り分かってくれなかったのは少し悔しかったけれど、逆に自分にどういうものが不足していたのか気付けたのは、

なにわ・大阪文化遺産学研究センターでインターンシップが出来たからこそだと感謝しています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　（文学部３回生　吉富 覚子）

　私は去年６月から 12月までの約６ヶ月、なにわ・大阪文化遺産学研究センターにインターンシップ生として

参加しました。その活動内容は主に、センターが次に開催する企画の準備として、来賓に宛てた招待状の作成や、

資料の整理等センター内での仕事と、企画の当日の会場設営や来場客の案内、受付、後片付け等の二種類でした。

　私が参加させてもらった企画の中で一番印象に残ったものが「お茶と茶釜のワークショップ」でした。これは、

釜師の方を講師に迎えた講演と、茶道部の協力のもと茶道の先生の茶道所作の実演に加え、実際に来場者が本物

の茶室にて茶道体験ができるというものです。私のこの行事の中の役目は、来場客を講演会場から茶室まで案内

するというものでした。全ての来場者を案内した後、私たちも茶道体験をさせていただけることになり、初めて

茶室に入っての茶道を経験することができました。初めて茶道を体験する私でしたが、そして茶道といえば難し

く厳しい作法で取っ付きにくいものと思っていましたが研究員の方に教えてもらいながら、また正しい作法より

４．インターンシップを経験して

　　  八尾市植田家民具調査での１コマ
　　　　　      （吉富さん：右）



もその場の雰囲気を楽しむことが重要とのお言

葉でリラックスして臨むことができました。

　私は総合情報学部という学部に所属している

ため、なにわ・大阪文化遺産学研究センターの

ある千里山キャンパスに通う他のインターン

シップ生に比べて活動に参加できた時間は少な

かったと思います。心残りがあるとすればもう

少し多くインターンシップ活動に参加できてい

ればよかった、ということです。しかし、上記

の茶道体験の様に、普通に学生生活を送ってい

る上では絶対に体験できないものや、センター

の研究員の方々とお話しする中で得たたくさん

の知識、活動に参加する中で気付いた自分の欠点、改善点などやはり参加してよかったと思います。

　仕事のある中面倒を見ていただき大変お世話になった、なにわ・大阪文化遺産学研究センターの皆様、貴重な

機会を設けていただきありがとうございました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（総合人間学部 3回生　角田 歩）

　ノックスメール第 16号でご紹介したインターンシップの 3名が昨年 12月でプログラムを終了しました。そ

こで今回はインターンシップの皆さんがこの実習を通して感じたことなどを書いていただきました。当センター

でインターンシップを受け入れるということが初の試みであったため、我々も手探り状態で、我々にとってもよ

い経験となりました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（編集者　た）

発行：関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センター

Kansai University Research Center for

Naniwa-Osaka    Cultural Heritage Studies
〒 564-8680　大阪府吹田市山手町 3丁目 3番 35

mailto:naniwa@jm.kansai-u.ac.jp

※記事を許可なく転載することを禁じます

５．編集後記

   地域連携企画第２弾での李氏の公演中（角田君：左手前）



　NOCHS MAIL（ノックスメール）は、関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センターで現在行わ

れている調査・研究の状況を研究員のみなさまに広く知っていただこうというものです。研究セン

ターのリサーチ・アシスタント（R.A.）が調査報告・研究の動向をお知らせいたします。

1 月 31 日　　　         第 1 回文章講座 ( 講師：永井芳和氏）

1月 31日　　　         難波潟 No.5 刊行

2月 8日　                  東大阪市植田家所蔵錫器調査（生活文化遺産班）

2月 14日　                第 2 回文章講座 ( 講師：永井芳和氏）

2月 15日　                大阪市立北恩加島小学校伝統野菜調理実習視察（祭礼遺産 R.A. 内海）

2月 19日～ 21日　  関西大学博物館所蔵本山コレクション拓本写真撮影（歴史資料 R.A. 櫻木）

発行予定出版物

3月 1日　                  Occasional Paper No.4 近世大坂の学芸

3月 31日　                2006 年度なにわ・大阪文化遺産学研究センター年報

3月 31日　                なにわ・大阪文化遺産学叢書 2　大坂代官竹垣直道日記（一）

3月 31日　                なにわ・大阪文化遺産学叢書 3　神社を中心とする村落生活調査報告（1）

3月 31日　                なにわ・大阪文化遺産学叢書 4　道明寺天満宮宝物選

　新しく年が明け、1月 10 日に当センターの仕事始めを迎えてから 2日後の 12日、祭礼遺産研究プロジェク

トの研究例会が開催されました。

　報告者の 1人は、私、R.A. 内田が担当させていただきました。内容は、昨年末から祭礼遺産研究プロジェク

トで取り組んでいる、「大阪府下の神社合祀に関連する新聞記事調査」の中間報告でした。発表に際して、要点

を簡潔にまとめることができず、我ながら要領の悪い話し方となり、当初予定していた時間を大幅に超えてしゃ

べり続けることになってしまいました。この予想外の事態に、冬の寒い時期にも関わらず、私は大量の冷や汗を

かくはめになりました。

　また、上記の調査プロジェクトで調査員として協力していただいた和住香織さん（大学院博士課程前期課程）が、

調査に携わる中で、修士論文の作成にむけて、自身の研究も大きく前進したとのことでしたので、和住さんにも、

調査の中で得た新知見について発表していただきました。数多くの史料を集め、実際に現地を歩いて確認すると
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いった精力的な研究内容を聞くにつれ、このまま

研究を進めてゆけば、来年度の今ごろには大変に

ハイレベルな修士論文が完成するのではないかと

予感させられました。

　今回は、報告者に大学院生の和住さんをむかえ

たことから、参加者側も大学院生に多く集まって

いただくことを目的として、祭礼遺産研究プロジェ

クトの黒田先生と大谷先生のゼミ生に参加してい

ただきました。そのため、研究例会としては参加

人数も多く、指導教授と学生という関係の気安さ

から、和やかなムードでの意見交換がみられまし

た。また、大学の授業時間割にあわせたため、約

１時間半の短い時間での研究例会となりましたが、それも意見交換の密度を高めるプラス効果として作用したよ

うに感じました。

                                 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （祭礼遺産研究プロジェクト R.A.　内田 吉哉）

　2007 年 1 月 13 日（土）生活文化遺産

研究例会を行ないました。今回のテーマは

「保存処理・分析」でした。今年度に入り、

元興寺文化財研究所の伊藤健司氏、川本耕

三氏、尼子奈美枝氏と関西大学文学部教授

木庭元晴氏が研究協力者として加わってく

ださいました。そこで、今回は川本氏、尼

子氏に金属器の保存処理およびそれに伴う

分析について、木庭氏に粒度分析器などを

使った研究についてお話いただきました。

例会終了後には参加者に保存分析作業室を

見学していただきました。今回のノックス

メールでは金属器保存処理にスポットを当ててそのご紹介をさせていただきます。

　早速ですが、金属器の保存処理は以下の工程で進められます。

①処理前調査→②サビ取り→③脱塩・BTA処理→④樹脂含浸→⑤コーティング→⑥接合・復元→⑦処理後調査

　①では資料の状態を観察し、処理前の写真を撮り、X線透過撮影装置などを用いて形状を確認します。これら

の調査を経て処理方針を決めます。決定した方針に従い②→③→④→⑤→⑥と作業を進めていき、最後の⑦では

どういう処理を行なったかということ、作業中に得られた新知見などをまとめ記録し、処理後の写真を撮って、

収蔵庫などに保管できる状態にして全工程が終了します。

　金属製品の保存処理は以上のような作業工程で行なっていきますが、元興寺文化財研究所と当センターでは③

の段階での方法が異なります。まず、③の脱塩とは金属器の内部に含まれるサビの原因となる塩分を取り除くこ

とで、鉄製品の保存処理ではこの脱塩処理を行ないます。BTA 処理というのは、主に銅製品のサビ止めのため
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に施される処理で、BTA とはベンゾトリアゾールのことです。銅の表面に皮膜を形成させることで銅を塩分か

ら遮断させるという処理です。金属器でも鉄と銅では異なる処理を施します。また、脱塩処理の方法も様々です。

例えば元興寺文化財研究所ではアルカリ水溶液含浸法といってアルカリ水溶液に鉄製品を浸して、塩分を水溶液

中に溶出させるという方法をとっています。この方法は、処理期間が 2ヶ月程度と長時間を要しますが、特別

な装置を必要としないので資料の大きさや形状に規制されること無く、必要に応じて途中経過が観察できます。

当センターで採用する方法は高温高圧法という方法です。これは鉄製品をインヒビター（腐食抑制剤）に浸し、

高温高圧をかけ、それを維持することで水の粘度と表面張力が極度に低下し、脱酸素された熱水がサビの内部に

浸入して可溶性の塩類を溶出させるという方法です。この方法は半日程度でできますが、専用の装置を用いるた

め資料の大きさや形状が装置によって規制されてしまいます。このように方法によって長所短所がありますが、

当センターでは時間や安全性を考慮し、高温高圧法が採用されました。

　そして、インヒビターを決定するために当センターで 2回の脱塩実験を行ないました。詳しくは次回紹介さ

せていただきます。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （生活文化遺産研究プロジェクト R.A.　千葉 太朗）

　1月 19 日に第４回 NOCHS レクチャーシリー

ズが開催されました。2005 年 9月から半年に一

回の割合で、各プロジェクト持ち回りで開催して

きたレクチャーシリーズも、歴史資料遺産研究プ

ロジェクトが担当する第４回目で一巡することに

なりました。

　今回は「中・近世大坂の寺院と歴史資料」をテー

マとして、講師に大澤研一氏（大阪歴史博物館）と、

冨坂賢氏（東京国立博物館）をお迎えしました。

　まず、大澤氏が「地域のなかで寺院を考える―

中世～近世の摂河泉を題材に―」と題して講演し

てくださいました。ご出身の岩手県盛岡市にある

北山の寺院群で小さい頃から宗教空間に触れら

れておられた体験や、これまでに関わってこら

れた寺院調査から、多彩な寺院 “ 史料 ”（大澤氏

は寺院の宗教的所有物＝史料ではないとされま

す）から何が読み解け、地域社会において寺院

がどのような機能を持っていたのかという問題

設定のもと、具体的な事例を挙げられて、寺院

の “ 史料 ” からはそのお寺を支えた人々が見え、

寺院を核とした地域史研究が今後の課題である

と指摘されました。

　つづいて、冨坂氏は「国指定文化財・歴史資

料の現状と課題」と題して、文化庁の調査官と

４．第 4 回 NOCHS レクチャーシリーズ「中・近世大坂の寺院と歴史資料」

大澤研一氏

冨坂賢一氏



して歴史資料の指定に携わっておられた経験から、文化財の「歴史資料部門」の設置と国指定の推進について

の文化庁の取り組みや、「歴史資料」の概念や特徴について、詳細な資料と写真を用いてご報告くださいました。

当日配布された「歴史資料指定文化財一覧」には、これまで歴史資料と指定された 150 件あまりが網羅されて

いますが、そのうち大阪に関するものは「末吉家貿易関係資料」の一件だけしかないことに驚かされました。

　当日は、一般の方がたや大学院生など 39 名の方が参加してくださいました。冨坂氏は関大 OBで、大澤氏

と冨坂氏はかつて共にお仕事をされたことがある間柄であることから、アットホームな雰囲気のなかでのレク

チャーシリーズとなりました。ご講演の内容については、『NOCHS Occasional Paper』として今夏をメドに刊行

する予定で、目下、テープ起こしの最中です。

         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（歴史資料遺産研究プロジェクト R.A.　櫻木　 潤）

　花粉症に悩まされる時期になりました。いつもはうれしいはずの晴天の日が疎ましく思われます。今年は暖冬

の影響で例年に比べ花粉の飛散時期が早まっているそうです。皆様はどのような花粉対策をなされているので

しょうか。何かよい花粉対策があればご一報ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（編集　た）
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　NOCHS MAIL（ノックスメール）は、関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センターで現在行わ

れている調査・研究の状況を研究員のみなさまに広く知っていただこうというものです。研究セン

ターのリサーチ・アシスタント（R.A.）が調査報告・研究の動向をお知らせいたします。

3 月１～２日、５～ 6日、12日、16日　　本山コレクション拓本調査（未表装分）　

3月 ５日　　　　　植田家から服飾資料の搬出

3月 14日　  　　　朝日新聞社と打ち合わせ

3月 24日　 　　　 第 3回ワークショップにむけての予備調査

3月 24～ 26日　  山口県出張（内海）

3月 28～ 29日　  東京出張（宮元・千葉）

３月発行の出版物

　3月 1日　                  Occasional Paper No.4 近世大坂の学芸

　3月 31日　                2006 年度なにわ・大阪文化遺産学研究センター年報

　3月 31日　                なにわ・大阪文化遺産学叢書 2　大坂代官竹垣直道日記（一）

　3月 31日　                なにわ・大阪文化遺産学叢書 3　神社を中心とする村落生活調査報告（1）

　3月 31日　                なにわ・大阪文化遺産学叢書 4　道明寺天満宮宝物選

　2006 年度は、多くの「発見」の連続でした。研究行事は、5月のワークショップにはじまり、2月のレクチャー

シリーズに終了しましたが、その間も大阪府下への調査出張、成果物刊行のための編集作業などがあり、髙橋セ

ンター長や藪田総括プロジェクトリーダーの調査・研究に対するバイタリティに引き寄せられるかたちで、セン

ターは日々活気に満ちていました。

　日々の仕事の中で、P.D.・R.A. のそれぞれの得意な部分も分かってきて、互いに助け合いながら、時には意見

をぶつけ合いながら一年間を乗り越えることができたと思います。2005 年よりも今年のほうが、それぞれの仕

事を理解し、プロジェクトの枠組みを越えて活動できたように思います。

　今年は、初の試みとして、長期インターンシップ生を受け入れました。インターンシップ生を指導するなかで、

主体的に行動してもらうための方策や注意の仕方など考えさせられるところが多く、正直悩むところが多かった

のですが、人を指導することの難しさを教えてもらいました。
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　また、天王寺楽所雅亮会や関西大学茶道部をはじめ、水田紀久先生や Andrew Gerstle 氏、作家の森まゆみ氏

や笑福亭仁智氏、神野直彦氏などそれぞれ国内外を問わず、大阪とご縁の深い魅力的な方たちと出会えたことが、

何よりの財産ではないかと思います。髙橋先生が言われるとおり文化遺産は人と人との絆をもとに生まれるもの

だとあらためて感じることができました。

　それから、わたしたちの研究を根気よく支えてくださっているのは、事務局です。出張やアルバイト生の書類

その他膨大な数の書類を処理してくださり、郵送物や書類の書き方について何度も丁寧に教えていただくことで、

私たちの円滑な研究活動ができています。今年は調査・研究活動が多岐にわたり、そのため多くの事務的手続き

を要したので、あらためて事務局の人たちのご苦労を思い知りました。　

　4月からも、人と人との結びつきを大切にしながら、調査・研究に取り組んでいきます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（P.D.　森本 幾子）

　センターの仕事をするなかで、多種多様な出会いがありますが、なかでも、いつも元気を分けていただくのが、

北恩加島小学校の4年生です。９月の勝間南瓜を使った調理実習、10月の伝統野菜ゆかりの地をめぐる校外学習、

そして、この度おこなわれた「伝統野菜ファイナル」と、北恩加島の 4年生と顔を合わせるのも 3回目となり

ました。

　同校の 4年生は、伝統野菜を復活させ、大阪でとれた野菜のよさを考える取り組みとして、石橋明吉さんに

よる指導のもと、昨年から「なにわの伝統野菜」を栽培しています。夏には勝間南瓜を収穫し、秋からは、難波

ねぎ、天王寺蕪、田辺大根を栽培しました。２月 15日、石橋明吉さん、田辺大根ふやしたろう会の谷福江さん

とともに、同校からお招きをいただき、藪田総括プロジェクトリーダー、事務の速水裕子さんと一緒に小学校を

訪問しました。

　この日開催された「伝統野菜ファイナル」は、4年生がこの一年で、

なにわの伝統野菜について学習した知識をまとめ、報告する発表会で

す。発表会に先駆け、午前中には、５年生が調理した田辺大根の大根餅・

風呂吹き大根・大根の味噌汁を、4年の児童、石橋さん、谷さんらと

一緒に味わいました。大根が苦手な児童もいたようですが、自分たち

で育てた野菜だからと、頑張って食べる姿も見られました。

　発表会は、音楽室に会場を移しておこなわれました。児童らは、勝

間南瓜・玉造黒門越瓜・天王寺蕪・田辺大根のグループに分かれ、そ

れぞれの栽培方法や、校外学習で学んだ事柄、野菜を使った料理など

を模造紙に書いて、元気よく発表しました。発表のあとは、みんなで「な

にわ伝統野菜の歌」の斉唱です。藪田リーダー、速水さんとともに、すっ

かり小学生気分に戻りました。また、石橋さん、谷さん、関西大学には、

児童から心温まる「感謝状」をいただきました。

　4年生の児童らは、自分たちの手で伝統野菜を栽培し、収穫した野

菜を食べることで「野菜」に対する意識が高くなったようです。2007

年度は、1年間を通じ、なにわの伝統野菜について学習する児童らの姿を調査する予定です。　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （祭礼遺産研究プロジェクト R.A.　内海 寧子）
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   所用で東京に行ったのですが、そのときに時間をつくって、当センターの外部評価委員の森まゆみさんが紹介

している「谷中・根津・千駄木」のあたりを散策してきました。東京の下町というと、浅草や葛飾、江戸川など

を思い浮かべるのですが、山手線の内側にもまだ下町と呼べる地域が残っていました。

　この「谷根千（やねせん）」と呼ばれる地域は上野の少し北西にあたる地域で、上野公園から歩いていける距

離にあります。大きな通りに面したところには高いビルも立っているのですが、一筋入れば路地裏の残る「下町」

がそこにあります。近頃はさまざまなメディアでも紹介され、ちょっとした観光スポットになっているようです。

　根津のあたりは狭い路地が入り組み、玄関の前には鉢植えが並んでいます。昔はどこでも見られた懐かしい光

景は、今では少なくなってきました。大阪市内なら空堀の裏手のあたりの雰囲気がよく似ているかもしれません。

また、ここには根津神社（根津権現）が鎮座しており、徳川綱吉の普請とされる社殿などは、重要文化財に指定

されているそうです。

　谷中はお寺が多く、坂がたくさんある地域でした。ここは谷町や寺町の界隈と少し似た印象を持ちました。「ね

んねこや」という猫グッズを売っている面白い店があって、「谷根千路地裏猫分布図」というものが貼ってあり

ました。路地裏に猫が似合うのは全国共通のようです。

　千駄木のあたりはほかの二地域とちがい、下町というよりは閑静な住宅街というイメージです。ここには「へ

び道」とよばれる曲がりくねった道があります。ここはかつて川が流れていたところを暗渠にして道にしたため

そういう道になってしまったのだそうです。

　今まで、東京は「用事をしにいくところ」で、今回初めてうろうろと歩き回りました。ドラマや映画で見る東

京の下町は、なんとなくガヤガヤしたイメージでしたが、「谷根千」地域は思ったよりも静かなところで、少し

イメージが変わりました。大阪の人間は「東京は……」というようなことをよく言いますが、根本的な部分でそ

う大きな差はないのではないかという気がしました。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（生活文化遺産研究プロジェクト R.A.　宮元  正博）

　

４．東京下町探検記～谷中・根津・千駄木編～

根津の路地裏２

根津の路地裏１



　新年度が始まりました。4月 5日から学部の講義も始まり、キャンパスはにわかに活気付いています。朝の電

車がものすごいラッシュです。もっとも、僕は基本的に自転車で通っているので、あまり影響はないのですが。

　キャンパスで迷子になる新入生も毎年の風物詩です。今年も講義の教室がわからずにウロウロしている学生さ

んを見かけます。ただ、10年ほど前なら、１回生は見ればすぐに「新入生だな」とわかったものですが、最近

の学生さんは遠目になると区別がつかなくなってきているような気がします。もちろん、自分が年をとったとい

うのが大きいのでしょうけれども、雑誌で仕入れた知識を総動員したような画一的なファッションもその原因の

ひとつではないかと思います。本人は個性的なつもりなのでしょうけれども。もう少し本質的な部分を見たほう

がよいのでは？と思うのは老婆心というものでしょうか…

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（編集　み）

発行：関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センター

Kansai University Research Center for

Naniwa-Osaka    Cultural Heritage Studies
〒 564-8680　大阪府吹田市山手町 3丁目 3番 35

mailto:naniwa@jm.kansai-u.ac.jp

※記事を許可なく転載することを禁じます

５．編集後記
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－第 27 号－－第 27 号－ 2007 年 5月 7日2007 年 5月 7日

　NOCHS MAIL（ノックスメール）は、関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センターで現在行わ

れている調査・研究の状況を研究員のみなさまに広く知っていただこうというものです。研究セン

ターのリサーチ・アシスタント（R.A.）が調査報告・研究の動向をお知らせいたします。

　このたび P.D. に採用していただきました櫻木潤です。昨年度までは歴史資料遺産研究プロジェクトの R.A. と

してセンターの活動に携わってまいりましたが、気持ちを新たにして、さらに邁進していきたいと思います。よ

ろしくお願い申し上げます。

　目先の課題を手探りでこなしていた初年度を過ぎ、二年目を迎えた昨年度の調査・研究や、怒濤のように押し

寄せるいくつも大イベントのひとつひとつを通して、ようやく私なりにセンターが目指していることを少しずつ

咀嚼できてきたような気がします。それは同時に、生まれてから 30数年間、一度も大阪を離れたことがなかっ

たにもかかわらず、大阪のことは何もわかっていなかったことの自覚でもありました。「天王寺舞楽」・「上方役

者絵」・「なにわの伝統野菜」・「大阪の祭り」・「本山コレクションの拓本と木崎愛吉」などなど。どれも長い年月

をかけて、地域の人々に支えられ、地域に根づいてきたなにわ・大阪の文化遺産です。大阪にこれほどまでに胸

を張って自慢できる文化遺産があったとは！なかには、すでに知っていたものもありましたが、この二年間でよ

り深く理解することができたように思います。

　髙橋センター長は、センターの名称となっている「文化遺産学」について、①何が文化遺産なのかを構想する

こと、②その研究の方途を模索し、構築すること、と定義されています（『なにわ・大阪文化遺産学研究センター

2005』）。センターの活動を通して、今まで気づいていなかったなにわ・大阪の文化遺産を発見できたことは、「文

化遺産学」の初歩を踏みだすことができたように思いますが、発見できた文化遺産を研究する段階にはいまだ至っ

ていません。かつて、ある先生から「富士山が高いのは裾野が広いからだ」との教えを受けられたとのお話をう

かがったことがあります。これからは、なにわ・大阪の文化遺産を発見し、それを調査・研究するというセンター

の活動を通して、自身の研究者としての裾野をさらに広げていきたいと思っています。

　また、「文化遺産学」には、その成果を地域の人たちに還元するということも含みこまれています。センター

の活動を通してさまざまな人たちと出会い、人間的にもさらに成長していけるようになりたいとも思います。

今年度は、7月と 9月の国際シンポジウムのほか、三年目の中間報告書の作成など、センターにとってはまさに

正念場となる一年です。私自身、one for all ,all for one の精神を忘れず、前進していきたいと思います。

　至らないことばかりで日々勉強の毎日ですが、今後ともみなさまのご協力を心からお願い申し上げます。

（P.D.　櫻木　潤）

　

１．新任者ごあいさつ



NOCHS MAIL
なにわ・大阪文化遺産学研究センター

－第 27 号－ 2007 年 5月 7日

　本年度、なにわ・大阪文化遺産学研究センターに R.A. として勤務することになりました、影山陽子と申します。

現在は関西大学大学院文学研究科史学専攻に在籍しています。センターでは生活文化遺産班に所属し、主に質量

同位体分析や、レーザー回折による粒度分析などを担当します。

　私の所属は考古学ではあるのですが、地理学の年代測定室で 14C 年代測定法による年代測定を行っています。

14C 年代測定法にはいくつか種類がありますが、私が行っているのはベンゼン－液体シンチレーション法と呼

ばれるものです。これは、試料からベンゼン（C6H6）の形で炭素を取り出して、その中に含まれる放射性炭素

14C を計測することによって、年代を測るものです。炭素を含むもの（木材、葉、貝、炭、泥炭など）であれ

ば計測可能ですが、試料からベンゼンを合成する関係上、試料はそれなりの量（木材であれば 50～ 100g）が

必要になります。また、試料を破壊してしまうことになるので、重要な資料等は測定できません。しかし、多く

の量を時間をかけて計測すること、またベンゼンは保存がきくために同じ試料を何度も計測できるため、現在も

使われている年代測定法のひとつです。なにわ・大阪文化遺産学研究センターに導入されている質量同位体分析

器を使用することで、その年代の精度を上げることを期待しています。

　質量同位体分析器とは、元素の安定同位体比を計測するものです。たとえば、堆積物の炭素や窒素、硫黄を調

べることによって、試料産出層準の堆積環境を復原することができます。また、レーザー回折式粒度分布測定装

置では、自然環境と融合しうる特色ある文化的遺産である古墳や社寺の、自然環境上での立地条件と古環境の復

元が可能です。

　各機器に使用法についてはまだまだ勉強中で、その活用法も今考えているよりもさらに多くのことができると

思います。センターの一員としてどういうことができるか、またどういう成果が出せるか、試行錯誤していきた

いと思います。

（生活文化遺産研究プロジェクト R.A.　影山 陽子）

　2007 年 4月より、なにわ・大阪文化遺産学研究センターのリサーチ・アシスタント（R.A.）として勤務する

ことになりました松永友和です。現在、関西大学大学院博士後期課程・文学研究科史学専攻に所属しております。

自分の研究テーマは、近世大坂の地域史、特に大坂三郷の周辺村落地域の研究を行っております。その他に大塩

平八郎に関わる研究も追及しております。

　さて、なにわ・大阪文化遺産学研究センターでは、4つの研究プロジェクトのうち、歴史資料遺産研究班に所

属することになりました。歴史資料班は、主に社寺が所蔵する古文書・書跡・古典籍・絵図・参詣図などの宝物

を網羅的に調査し、歴史資料の全体像を把握することが、第一の仕事です。具体的には、灯篭や道標・墓石など

の金石文資料について現在調査中です。これまで、古文書文献史料を中心に調査してきたため、金石文資料をど

のように調査すべきか、まずは先学の文献・研究に当たって目下勉強中です。

　金石文資料といっても、文献史料と無関係ではないことを、R.A. の仕事を通して実感しました。それは、以前

ある人物について調査していたとき、その人物の墓碑が現在は破損・剥落が激しく、文字が読めない状況にあり

ました。墓碑に記された文字の翻刻は、『浪速叢書』や他の文献にも収録されていましたが、両者で文字の異同

があり、オリジナルがどのようであったのかを確認できずにいました。そうしたとき、R.A. の仕事を通じて、本

学所蔵の「本山コレクション」の中に、破損する以前の墓碑の拓本と出会うことができました。墓碑から直接原

拓による拓本資料の恩恵を最大限受けるとともに、拓本資料の利用方法を実感した次第です。

　最後に、私の今年の目標を記しておきます。それは、仕事やまわりの環境に慣れることです。その上で、歴史

資料班として、且つなにわ・大阪文化遺産学研究センターの一員として、精一杯頑張っていく所存です。ご指導

ご鞭撻のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。

（歴史資料遺産研究プロジェクト R.A.　松永 友和）



２．継続任用者・今年度の抱負

　今年は、大きな行事として、7月と 9月の二度にわたる国際シンポジウムが開催されます。私は、7月の「人々の暮ら

しと文化遺産－中国・韓国・日本の対話―」の諸連絡を担当することになりました。日本語でしかコミュニケーションを

とれないのもなんとなく寂しい気がしますので、中国語と韓国語の勉強をはじめました。なにわ・大坂文化遺産学研究セ

ンターが、国際的な研究所として出発する第一歩だと思いますので、精一杯がんばります。

（P.D.　森本 幾子）

　時おり、「自分はなぜこの研究センターの R.A. をしているのか」と考えることがあります。今まで、自分の勉強になる

上に給料ももらえる、ということで楽しく働いてきましたが、R.A. 稼業も 3年目に入り、当センターの活動に参加して

いく中で、「どうもそれだけではないな」と思い始めるようになりました。今は「なにわ・大阪文化遺産学研究センター

を関大の新しい大看板にしなければいけない」という、一研究員に不相応な野望が芽生えています。自然、鼻息も荒くな

り、「ワシがセンターを背負って立っちゃるけんのう」と、一昔前の任侠映画のような気分で今年度に臨んでいます。

（祭礼遺産研究プロジェクト R.A.　内田 吉哉）

　３年目ともなると各メンバーの長所がわかり、それぞれの得意分野を生かして事業全体を進めています。機械に強い人、

雰囲気を和ませてくれる人、宴会部長さん etc.

　事業の内容には直接関係しないことかもしれませんが、日常の仕事でとても大切なことだと実感しています。さて、私

の長所は何でしょうか。ついつい目先の作業に追われ、精神的余裕がなくなってしまうのですが、自分の仕事だけでなく、

プロジェクト全体のなかで求められるように精進したいと思います。

（祭礼遺産研究プロジェクト R.A.　内海 寧子）

　昨年度は韓国文化遺産視察や篝の舞楽などでこれまでに味わったことの無い、未知なる体験をたくさんさせていただき

ました。個人的には楽しんで仕事ができた 1年でした。その反面で自分の不勉強さ、無知さを痛感させられました。自

分に足りないものが色々とみえてきました。そこで今年度は足りないものを補いつつ、ワンランク上を目指し、自分を高

めていきたいと考えています。そして自分を高めることでセンターに貢献できたらと思っています。

（生活文化遺産研究プロジェクト R.A.　千葉 太朗）

　区切りの年です。いろいろと中途半端になっている仕事にけじめをつけなければいけないのですが、この年度で全部を

片付けるには綿密に計画を立てないといけません。昨年度は秋の繁忙期に少々体調を崩し、皆様にご迷惑をかけたことが

ありました。今年国際シンポジウムをなどを含め、大きな行事がいくつか予定されていますので、体調管理も徹底して心

がけたいと思います。

（生活文化遺産研究プロジェクト R.A.　宮元 正博）

　昨年度は、レクチャーシリーズや地域連携企画の運営、そしてOccasional Paper や『なにわ・大阪文化遺産学叢書２

　大坂代官竹垣直道日記（一）』の編集・発行に携わりました。また、関西大学 120 周年シンポジウム・「篝の舞楽」な

どの大きな催しも経験しました。

　行事を開催するごと、あるいは出版物を発行するごとに、センターに集まる視線を強く感じるようになりました。だん

だんと注目を集めていくセンターの研究員であることに責任とプレッシャーを感じたことで、私は目の前のことに対して

全力をもって取り組めたように思います。しかしながら目の前のことをこなしていくのに必死で、途中で止まっている作

業がいくつかあります。今年度はこれまで経験してきたことを集約させて、形にしていきたいと思います。

（学芸遺産研究プロジェクト R.A.　松本　望）



5 月 16 日　13時～

　2007 年度第 1回推進委員会

5月 24日　13時～

　2007 年度第 1回祭礼遺産研究例会

　　黒田一充　「肥後和男氏の『神社を中心とする村落生活調査報告』」

5月 26日　13時～

　第 3回 NOCHS ワークショップ　なにわ・大阪を歩く

　　「天王寺七坂完全踏破―四天王寺から生国魂神社へ―（仮）」

　今年のゴールデン・ウィークは前半と後半に分かれていたせいか、それほど「大型連休」という感じがなかったよう

に思いますが、いかがでしょうか。間の平日２日間の電車の混雑ぶりも、学生が多い時間帯のせいか、普段とほとんど

変わりなかったように思います。

　とはいえ、貴重な休養期間であることに違いはありません。編者は休みを利用して福井県の永平寺に行ってきました。

永平寺はご存知の通り、曹洞宗の開祖・道元が開いた禅寺で、現在もおよそ 250 名の雲水が、日夜修行に励んでいます。

思ったほど厳粛な雰囲気がなかった（真冬ならまた違うのかもしれませんが）のは少々残念ではありましたが、雨のお

寺というのはなかなかに風情のあるものでした。現在のご住職は明治 34年生まれの 105 歳というから驚きです。これ

も禅宗の教えに従った規律正しい生活のなせる業なのでしょうか…　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（編集：み）

３．５月の活動予定

４．編集後記

発行：関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センター

Kansai University Research Center for

Naniwa-Osaka    Cultural Heritage Studies
〒 564-8680　大阪府吹田市山手町 3丁目 3番 35

mailto:naniwa@jm.kansai-u.ac.jp
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－第 28 号－－第 28 号－ 2007 年 5月 23 日2007 年 5月 23 日

　NOCHS MAIL（ノックスメール）は、関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センターで現在行わ

れている調査・研究の状況を研究員のみなさまに広く知っていただこうというものです。研究セン

ターのリサーチ・アシスタント（R.A.）が調査報告・研究の動向をお知らせいたします。

　関西大学では、2007 年度から政策創造学部がスタートし、その施設として第 1学舎に新たに 5号館が建設さ

れました。噂によると第 1学舎 5号館の中に何か美術作品が展示されているとのことで、この度、その「何か」

を確認すべく探検に行ってきました。

　「探検」と大層な言葉を使ったわりには、その目的物はあっさりと見つかりました。5号館の正面玄関を入っ

たところのロビー壁面に「朝ぼらけ」と題された作品が展示されていました。パッチワークキルト作家の山口怜

子氏の作品だそうです。山口怜子氏は古裂を素材とする作風を特色とし、福岡市天神で「藍工房」というアトリ

エを主催しています。

　5号館に展示される作品は、山口怜子氏の作品を陶板に焼成したもので、3000 × 900 センチの特大サイズに

布の質感を失わずに焼き付ける技術は大塚オーミ陶業という製作業者の技術の結晶であるという解説が記されて

いました。カメラを持っていましたので写真を撮りましたが、あまりにも作品が大きいので、写真からはせっか

くの古裂の文様や風合いを感じることができません。時間がありましたら、ぜひ直接見学に行かれることをおす

すめします。

（祭礼遺産研究プロジェクト R.A.　内田 吉哉）

１．関西大学新学舎の探検～山口怜子氏の作品を訪ねて～

「朝ぼらけ」



なにわ・大阪文化遺産学研究センター
NOCHS MAIL

－第 28号－ 2007 年 5月 23 日

　桜の花が満開になりつつあった4月1日、杭全神社で毎年おこなわれている「花の下
もと

連歌」に参加いたしました。

　最初、執
しゅひつ

筆の鶴崎裕雄先生が当日までに詠まれていた句を詠み上げた後、参加者の方がたにより次々と句が付

けられていきました。そんな中私は、しばらくの間硬直していました。といいますのは、連歌には式目が細かく

定められており、それに従って句を付けていかなければならないからです。例えば、決められた句数のところで、

決められた素材（月や花など）の句を詠まなければなりません。また、句
くさり

去という式目が句を付けるのを難しく

します。これは、同一分類の語は連続して使用し句を作ることはできるけれども、いったんその使用が終わると

一定の句数以上間隔を空けなければならないというものです。例えば、春の句のあと他の季節の句が付いた場合、

次に春の句を付けるには７句以上間隔を空ける必要があります。他には人倫（我・汝・人など）は２句以上、光

物（日・月・星など）や降物（雨・雪・霞など）は３句以上、恋や衣裳などは５句以上間隔を空けることになっ

ています。

　このような厳しい式目に悩みながら、初めて出した句を採っていただくことができました。

　　ただの水 いや高かりき 永田町

　されど心は 清くなるまじ　…（松本作）

　　ゆきゆきて 荒野の涯てに 遇ふ仏

　開始から３時間ほどかかってできた 44句の連歌は、宗匠の島津忠夫先生により神前で詠み上げられ、奉納さ

れました。句を作りながら、自分の心が固くなっていることに気づきました。日々の生活に追われて、季節の移

り変わりや人の気持ちに鈍感になっていると感じました。自然の声や自分の心に耳を澄ませたひとときは、私に

とってとても大切な時間となりました。

（学芸遺産研究プロジェクト R.A.　松本　望）

２．杭全神社・花の下
もと

連歌

花の下連歌の様子



　出土金属製品は発掘されるまでの長い年月、土の中に埋まっている間に錆びてしまいます。しかし、それを掘

り起こしたときから外気にふれ、これまでと異なった環境下にさらされるために新たに錆びる恐れがあります。

このような金属製品を後世永きにわたり伝えていくためには、金属製品に対して悪影響を及ぼしサビを促進する

物質である塩分を除去し、サビから金属製品を守ってあげる必要があります。金属製品の表面に付着している土

やサビは、メスなどの道具を使い人の手によってある程度除去できますが、塩分は金属製品の内部に潜んでいる

ため、人の手では除去することができません。そこで、化学的にこれらを除去する必要があります。このように、

化学的に塩分を取り除く処理のことを「脱塩」といいます。特にさびを促進するイオンとしていられているのが

硫化物イオン（SO2-）、塩化物イオン（Cl-）で、これらを取り除くことでサビを食い止めます。この脱塩にもい

ろいろな方法がありますが、今回は当センターで行なう脱塩方法の紹介をさせていただきます。

　当センターでは「高温高圧脱酸素水法」という方法で脱塩を行ないます。この脱塩には写真のような装置を使

います。これはもともと医療用の滅菌器（オートクレイブ）を脱塩用に改良したものです。水溶液に資料を漬け、

この装置に入れます。そして、まず減圧します。減圧することで水溶液中の酸素を除去します。次にこの脱酸素

水を一定時間高温高圧に保ちます。そのことによって、水の粘度と表面張力が極度に低下し、脱酸素された熱水

がサビの内部に浸入して可溶性の塩分を溶出させます。この過程が終了すれば、資料を水溶液から取り出し、乾

燥させます。しかし、資料を取り出すために装置の扉を開けたときに、高温高圧水が酸素下にさらされるために

酸素が一気に進入してきます。そうなれば、資料に新たなサビの原因を与えるようなものです。そこで脱塩の際

に使用する水溶液にはインヒビター（腐食制御剤）を添加します。当センターではインヒビターとしてホウ砂（四

ホウ酸ナトリウム：Na2B4O7）を使用しています。乾燥ししっかり水分を取り除いたら脱塩の終了です。

　以上のような脱塩処理を終えれば、次に空気中の酸素や水分から資料を守り、さらにサビによりもろくなった

資料の強度を上げるために樹脂を含浸させます。樹脂含浸についてはまた次回に。

（生活文化遺産研究プロジェクト R.A.　千葉 太朗）

脱塩装置

３.   保存処理分析作業室便り－脱塩－

脱堰装置に資料を入れる



2007 年度第 1回祭礼遺産研究例会

　日　時：2007 年 5月 24日（木）午後 1時～ 2時 30分

　会　場：関西大学 なにわ・大阪文化遺産学研究センター棟１階

　　　　文化遺産実習・展示室

　報告者：黒田 一充（関西大学文学部教授）

　タイトル：　「津田秀夫文庫本『神社を中心とする村落生活調査報告』について」

　　＊前号でタイトルが　「肥後和男氏の『神社を中心とする村落生活調査報告』について」になっていました。訂正してお詫びいたします。

第 3回ワークショップ

　「なにわ・大阪を歩く　天王寺七坂を完全踏破～四天王寺から生國魂神社～」

　日　時：2007 年 5月 26日（土）13：00～ 17：00

　

　季節の変わり目になり、最近、朝晩と昼間の気温差が激しいです。朝、出勤するときには少し肌寒くて長袖が

ほしいこともあるのですが、昼間になるともうかなり暑くなっていて、半袖のＴシャツ一枚でも十分に過ごせる

ほどです。こういうときは薄手のものを一枚羽織っておけばいいのですが、あまり衣装持ちなほうではないので、

この時期は着るものに困ります。

　もうひとつ困ることは、寝る前にお風呂に入ると、寝入るころはまだ暑くて、無意識に布団をどけてしまって

いることです。当然、明け方になると寒くて目が覚めます。自分でもよく風邪を引かないなと思います。体調が

いい証拠なのでしょう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （編集：み）

発行：関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センター

Kansai University Research Center for

Naniwa-Osaka    Cultural Heritage Studies
〒 564-8680　大阪府吹田市山手町 3丁目 3番 35

mailto:naniwa@jm.kansai-u.ac.jp

※記事を許可なく転載することを禁じます

４．５月の活動

５．編集後記



なにわ・大阪文化遺産学研究センターなにわ・大阪文化遺産学研究センター
NOCHS MAILNOCHS MAIL

－第 29 号－－第 29 号－ 2007 年 6月 6日2007 年 6月 6日

　NOCHS MAIL（ノックスメール）は、関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センターで現在行わ

れている調査・研究の状況を研究員のみなさまに広く知っていただこうというものです。研究セン

ターのリサーチ・アシスタント（R.A.）が調査報告・研究の動向をお知らせいたします。

　なにわ・大阪文化遺産学研究センター 1階保存処理分

析作業室には、パーティションで区切られた一角があり

ます。ここにはレーザ回折式粒度分布測定装置と、元素

分析装置および安定同位体比質量測定装置があります。

今回は、粒度分布測定装置について説明します。

　レーザ回折式粒度分布測定装置は細かい粒子の大きさ

を測定するものです。例えば、化粧品のファンデーショ

ンの粒子の大きさによる肌につけたときの感触の違い

や、食品の粒子の大きさによる舌触りの違いを調べたり、

半導体や精密機器の部品の大きさを調べたりと、さまざ

まな分野で使われています。

　現在、私が行っているのは、このレーザ回折式粒度分布測定装置の地球科学分野での応用です。地層は、水中

や窪地などに、外の場所から浸食された岩石や土砂が降り積もったり、水によって運搬されてきたりして堆積物

が溜まっていくことで形成されます。水中で降り積もった場合には、より大きい粒子が、より小さい粒子よりも

先に沈みます。

　地球科学では、堆積粒子は礫（径2mm以上）、砂（2mm未満～62.5μm）、シルト（62.5μm未満～3.906μm）、

粘土（3.906 μ m未満）と分類されます。大きい粒子は金篩でふるいわけすることによって粒径を調べますが、

篩には目の開きが 45μmくらいまでの物しかないので、それより細かい粒径の粒子を区分することができま

せん。

　レーザ回折式粒度分布測定装置 SALD-2200 は、粒子径 1mm～ 0.03 μ mと、幅広い範囲で粒度分布を測る

ことができます。これにより、シルトの粒度分布やシルトと粘土の区分ができ、粒径の小さいレス（黄土）や、

日常的に降り積もっている塵の判別などができます。また、地層の人的擾乱を捉えたり、肉眼では無層理に見え

る層の粒度分布を測定することによって、肉眼では見えない層理の有無を確認することができます。同じ層理の

X線撮像を考古学的に活用したいと考えています。

　装置の具体的な説明や使用方法については、また次の機会に。

（生活文化遺産研究プロジェクト R.A.　影山 陽子）

１．保存処理分析作業室便り－粒度分析－

粒度分析機 SALD-2200



なにわ・大阪文化遺産学研究センター
NOCHS MAIL

－第 29号－ 2007 年 6月 6日

　5月 28日、センター生活文化遺産研究プロジェクトの研究協力者酒井亮介先生のお誘いで、「浪速魚菜の会」

主催のセミナー『桜鯛と初夏の浪速野菜を学ぶ』に参加しました。「浪速魚菜の会」は、伝統的な「なにわの伝

統野菜」や魚介等に着目し、それらにまつわる食文化を見直して大阪ならではの食文化を後世に繋げていこうと

活動されています。

　5月、大阪湾には産卵を控えた鯛が桜色に色づき群れをなして集まってきます。その鯛の群れによって海面が

島のように盛り上がり、あたかも島のようになる様を「魚島」、この頃を「魚島時期」と呼び、大阪商人の間で

はお世話になった方々に大きな桜鯛を黒い漆の四角いお盆に飾り、贈る慣わしがあったそうです。豊臣時代から

江戸時代初期にかけて大阪の船場には魚市場があったそうで、戦後昭和 40年代になるまで大阪の “春ごと” と

して「魚島」の風習が続いてきたそうです。

　また、この時期は初夏の浪速野菜の出盛り時期でもあり、いまでは「うすいえんどう」といえば和歌山のもの

が主流になっていますが、明治時代の中ごろから羽曳野市碓井 ( うすい ) 地区で栽培されていた「碓井豌豆」や、

かつて泉州で栽培され、新品種に押されて 1980 年代に姿を消した水分の多さや甘みが特徴である泉州タマネギ

の一種の「吉見早生」の復活にかける熱い思いをうかがいました。

　セミナー終了後には、鯛を締めてから十二時間が経過したものと、四十八時間経過したものの食べ比べにより、

魚の美味しい食べ方や魚の旨みの秘密、鮮度と美味しさの関係を学び、羽曳野産碓井と和歌山産うすいの食べ比

べにより、甘みとこくの違いを味わいました。「大阪の食文化」「なにわ野菜」の奥深さを再認識した一日でした。

（センター事務　速水 裕子）

２．魚
うおじま

島時
ど き

期となにわ伝統野菜

←左が四十八時間、右が十二時間経過した鯛。粗塩をつけ
　ていただくと、十二時間のものはコリコリした歯ごたえ
　があるが魚独特の生臭さが残る。四十八時間のものは柔
　らかいが甘みが感じられる。

初夏のなにわ野菜→



　5 月 28 日（月）、大阪市中央卸売市場資料室の酒井亮介先

生にお誘いいただき、初めて浪速・魚菜の会に参加しました。

今回の会の主役は、「鯛」と「うすい豌豆」。　

　まず、「魚島」の習慣や鯛事情についてのお話からはじまり

ました。近世以来、大坂に運ばれてくる鯛は、明石や鳴門海

峡の荒波にもまれたものが市場で重宝されたということです

が、現在は、瀬戸内海でとれるもので良質のものはよい値段

で売れるということです。

　日ごろ、スーパーで切り身を見ることが多いのですが、こ

の日は桜色に輝く明石の桜鯛にまみえることができました。 　　　　

立派な明石の天然鯛です。

　また、うすい豌豆は、鮮やかな黄緑色をしており、和歌山産・大阪産があります。現在は、千早赤坂村などで

も栽培されているとのことでした。

　試食がはじまりますとまず、和歌山産うすい豌豆と大阪産うすい豌豆の競菜。つづいて天然鯛の活き〆と野〆

の競。鯛が比較的短時間で手に入る大坂では、活き〆が好まれ、大坂から運ばれるために時間を要する野〆は江

戸人に好まれるとか。

　その後も、市場に出回っていない吉見早生と呼ばれる玉葱や、犬鳴山で育てられている豚など今まで知らなかっ

たものが次々に登場しました。形が機械に合わないという理由で市場原理に淘汰されてしまった野菜が姿をみせ

ていたことに感動しました。野菜やお肉ひとつひとつがそれぞれの名前を持ち、大切に扱われているなと思いま

した。いただいている間、落ち着いた気持ちになりました。作られている地域や人の顔が見える食事なので、と

ても安心していただけるのでしょう。

　大阪の「食文化」は、大坂（大阪）という地で大坂（大阪）の人に育てられ、大坂（大阪）の人たちが食べ継

いでいくことなのではないかと思いました。近世社会以降は、それが上方の出版事情とも相俟って刷り物として

全国に流通し、「大坂の○○で○○を食べることが」一種の社会的な status になっていたのかもしれません。料

亭「浮瀬」などはそのひとつでしょう。

　今回参加されている方々は、地元の主婦の方やワイン業

者、料理人、なにわ伝統野菜の普及・保存に活躍されてい

る方などさまざまでした。例えば、近世社会などでは、身

分によって、特に「ハレ」の日に食するものが違いますが、

もしかしたら、いろいろな人たちが一緒に食事をする場を

設けて身分を越えたところで食文化を共有していたのかも

しれません。これからの課題ですが、日本全国の商品流通・

金融・情報・人びとの集うターミナルとしての役割を果た

してきた大坂（大阪）では十分に考えられることではない

でしょうか。

（P.D. 　森本  幾子）

３．「食文化」は時代を超えて～浪速魚菜の会に参加して～

明石の天然鯛

碓井豌豆



6 月 18 日～ 22日

　植田家 3Dスキャニング

6 月 28 日　14：40～

　2007 年度  第 1 回歴史資料遺産学芸遺産合同研究例会―大阪の碑文・拓本と学芸―

　　　報告：松永友和（関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センター R.A.）

　　　　　　　「大坂鉄砲方坂本鉉之助とその墓碑」

　　　　　　西田孝司氏（松原市文化財保護審議委員会）

　　　　　　　「大阪南部に残る泊園書院藤澤南岳・黄鵠の揮毫と碑文

　　　　　　　　　　　　　―中河内郡恵我村別所の中山家資料を中心に―」

　　　会場：関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センター棟１階  文化遺産学実習・展示室

6 月 30 日　13：30～

　第 5回 NOCHS レクチャーシリーズ

　　「大阪のモノづくりのおもしろさ」

　　　講演：大西正曹氏（関西大学社会学部教授）

　　　会場：関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センター棟１階  文化遺産学実習・展示室

　数年前から趣味で銀細工を作っています。といっても、巷で流行している銀粘土ではなく、地金を曲げたり、

ロウづけしたり、削ったりという、いわゆる「鍛金」とか「彫金」と呼ばれるものです。最近、鏨で模様を彫っ

ていく練習をしています。どうもうまく彫れず、悩んでいたところ、どうやら鏨の刃の角度や焼入れのやり方が

おかしいようだと気付きました。その後、大学の図書館で鋳造のことを調べていたときに、たまたま鏨の作り方

を詳細に書いた本を見つけて、そのとおりにやってみると、切れ味のいい、使いやすい鏨を作ることができまし

た。どうしても出来上がったものだけに目がいきがちですが、伝統技術はもっとトータルで見なければだめだと

実感した瞬間でした。

（編集：み）

発行：関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センター

Kansai University Research Center for

Naniwa-Osaka    Cultural Heritage Studies
〒 564-8680　大阪府吹田市山手町 3丁目 3番 35

mailto:naniwa@jm.kansai-u.ac.jp

※記事を許可なく転載することを禁じます

４．６月の活動予定

５．編集後記



　NOCHS MAIL（ノックスメール）は、関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センターで現在行わ

れている調査・研究の状況を研究員のみなさまに広く知っていただこうというものです。研究セン

ターのリサーチ・アシスタント（R.A.）が調査報告・研究の動向をお知らせいたします。

   さる 6月 5日、オーストリア第 2の都市グラーツに所在する州立博物館ヨアネウムとの間で、エッゲンベル

ク城所蔵の「豊臣期大坂図屏風」の共同研究に関する協定が結ばれ、髙橋センター長とペーター・パケシュ総監

督が、６ヵ条からなる協定書にサインした。協定書は日本語とドイツ語で作成され、冒頭、その目的が「大坂図

屏風」の共同研究にあることを謳い、ついで共同研究には調査研究はもちろん、資料の相互利用、シンポジウム

の開催、研究成果の交換などが含まれることを記し、期間は 2007 年より 3ヵ年とするとしている。

   本協定は昨年 10月、文学部の招聘研究者として滞在されていたケルン大学フランチィスカ・エームケ教授が

紹介した「豊臣期大坂図屏風」の資料的価値の大きさから、エームケ氏を介し、グラーツ側と共同研究の交渉を

進めていたもので、エッゲンベルク城視察の機会を利用して、協定書のサインに至ったものである。

   髙橋隆博センター長と小生は、ウィーンを経由して、6月 3日グラーツに入り、翌 4日、快晴の下、エームケ

教授も伴い、念願のエッゲンベルク城を訪問した。城のゲートから城まで歩くこと 10分、広大な庭園には菩提

樹などの高木が茂り、孔雀が放し飼いにされている。城の入り口で、主任学芸員のバーバラ・カイザー氏の出迎

えを受け、17世紀前半に建ったという城の 2階のオフィスに案内された。ヨアネウムが誇るエッゲンベルク城

については、すでにカイザー氏の手で英文図録が

作られているが、我々の質問に丁寧に答え、あわ

せて 2002 年から 5年かけて屏風が修復された経

緯についても、詳しい説明があった。午後は、同

城のメインホールを起点に、各部屋を巡り、屏風

パネルが飾られている「日本の間」に入った。た

しかに屏風は 8枚のパネルとされ、右回りに架け

られ、特別にライトを当ててもらい 1枚 1枚、じっ

くりと見ることができたが、目の前の人物や動物

がいまにも動き出しそうにリアルである。8枚が一

連の屏風となれば、さぞ見る人を圧倒するだろう。

   その日の夜には、世界遺産にも指定されているグ

ラーツの旧市街のレストランで、パケシュ氏ら博

物館関係者も加わり、歓迎会が開かれ、ワインを

飲みながら歓談が夜遅くまで交わされた。翌 5日に
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は、前記の通り、協定締結の運びとなったが、その後、ヨアネウムが誇るいまひとつの軍事博物館を案内された。

1万点を超える武器・武具が所狭しと展示され、15世紀から 400 年にわたり、対トルコ戦線の前線に位置して

きたグラーツの軍事的緊張の高まりが強烈に感じられた。それは同時に日本の戦国時代を想起させたが、その後

に訪れた「豊臣の平和」が描かれた「大坂図屏風」を入手したエッゲンベルク侯の思いやいかに、と想像を逞し

くするには十分すぎるほどであった。

   今回の訪問には、世界宗教者会議の取材を兼ねてウィーン入りしていた朝日新聞編集委員森本俊司氏が途中か

ら同行し、帰国後の 6月 8日同紙夕刊に、「関西大と現地の美術館・博物館　共同研究へ協定結ぶ」として大き

く報じられた。

   なおセンターとしては引き続き、同屏風の共同研究を目的に大阪城天守閣と協定を結ぶ予定でおり、二つの協

定を受けて 9月 28・29 日の両日、「新発見「豊臣期大坂図屏風」の魅力 ―オーストリア・グラーツの古城と日

本」と題して、国際シンポジウムを開催する。

                                                                                                                  （総括プロジェクトリーダー　藪田　貫）

　2007 年 5月 26 日（土）に、第 3回ワークショップ「なにわ・大阪を歩く 天王寺七坂を完全踏破 ～四天王

寺から生國魂神社～」が催されました。当日参加された方がたから、ご感想を寄せていただきました。

　センターの幟のもと天王寺公園前で、通りすがりの方に「ご苦労さん、頑張ってや」と気さくに声を掛けられ

た瞬間、改めて「大阪に来た」と私は感じました。

　今回のワークショップに参加して、私にとって「賑やかなまち、商いのまち」等のイメージが強かった大阪に、

改めて「坂のあるまち」「芸能のあるまち」という魅力を付け加えることができました。

　生活観ただよう町中にある天王寺七坂を上り、全身で上町台地の起

伏を感じました。印象に残ったのは、両側から青葉が茂る「口縄坂」

でした。織田作之助の小説「木の都」に、昭和初期のこの辺りの情

景が描かれています。その雰囲気を体験できることを期待してワー

クショップに参加しました。

　また、大阪ゆかりの芸能を、寺社を巡ることで知ることができま

した。舞楽が行われる四天王寺をはじめ、浄瑠璃作家・竹田出雲の

墓碑がある青蓮寺をまわり、人形浄瑠璃興行に尽力した植村文楽軒

の墓所を遠目に歩を進めました。生國魂神社では大阪落語の祖であ

る米澤彦八の碑を眺め、近松門左衛門の『曽根崎心中』に登場した

社前の風景に思いを馳せました。少し足を伸ばすことで文化遺産に

触れることができる、大阪への興味が増した一日でした。                   

                                   （関西大学大学院博士課程前期課程　藤岡 真衣）
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    「なにわ・大阪を歩く」の行事に参加させ

ていただき、今まで知らなかった大阪を知る

ことができました。四天王寺にも参詣したこ

とがなく初めて訪れましたが、境内はとても

広く、特に舞楽が行われる六時堂や石舞台は、

先日の聖霊会に参加することができなかった

ので、「ここで舞楽が行われるのか」と思うと

感慨深いものがありました。

　その後の七坂を回るのも、途中で様々な名

所・史跡があり、時間のこともあり隅々まで

見ることができなかったので、もう一度自分

で来ようと思いました。特に私が興味を持っ

た場所は、大阪星光学院高等学校の敷地内に

ある「浮瀬俳跡蕉蕪園」から見える景観でし

た。近世では上町台地の上にあるこの場所から大坂湾を望むことができ、遠く淡路島まで見ることができたと言

われています。しかし、近代になると大阪の街は広がり、現在は市街地の中に建つ通天閣が目に飛び込んできま

す。時代によって歴史景観が変わるとともに、名所は創出されることを、この場所で実感しました。

　今後も、今回行われた「なにわ・大阪を歩く」のような行事があれば、また参加させていただきたいと思います。

                                                                                                 　 （関西大学大学院博士課程前期課程　福井 英行）

   第 3回ワークショップ「なにわ・大阪を歩く」の前日、私はその行程にあった浮瀬俳跡蕉蕪園に下見に行って

来ました。浮瀬俳跡蕉蕪園は、大阪星光学院の敷地内にあります。そこの高等部の学生が、昭和 57年に卒業記

念として、江戸時代の大坂で有名だった料亭「浮瀬」跡に芭蕉や蕪

村の句碑を建て、俳諧庭園として整備しました。

　句碑はそのときに新しく建てられたものがほとんどですが、芭蕉

の「松風の軒をめぐりて秋くれぬ」の句碑だけは、寛政 12年（1800）

に建立されたものです。浮瀬の主人に依頼されて芭蕉が詠んだ句を

茅渟奇淵（ちぬきえん）が石碑にしたと言われています。当時浮瀬

から見えたという絶景 ―大坂湾を行き交う船の白帆や淡路島 ―を

現在は見ることができません。しかし江戸時代から残ってきたこの

句碑を通して、当時のことを偲ぶことができるかもしれません。

　さて、この日はどしゃ降りの雨でした。念のためトレッキング

シューズを履いて行ったのですが、庭園内にある階段の小径を歩く

とき、足場が悪くて少々怖い思いをしました。写真は撮影しにくい

し、体は濡れるし、へとへとになって蕉蕪園を後にしました。

　センターに帰ってデジタルカメラで撮影した画像を他の研究員に

見てもらいました。そのときある研究員から「雨だったから緑が映

えてきれいだね」と言われました。「雨の日の下見なんてうっとう

３．雨の日の浮瀬俳跡蕉蕪園

　　　　　　「浮瀬俳跡蕉蕪園」から通天閣をのぞむ

　　　　　　芭蕉「松風句碑」



しい」とばかり思っていましたが、思い返してみると、緑の鮮やかさや草のにおいなど、雨の日ならではの光景

を感じていました。そしてひとりでゆっくりと庭園を散策することができました。

　雨の日は外に出るのが億劫になりますが、思い切って外にでてみると今まで気づかなかったことに気づくかも

しれない、そう思った下見でした。

　この梅雨、1日ぐらいは雨の日に散歩してみようかな…。

※「浮瀬俳跡蕉蕪園」を見学の際は、大阪星光学院にあらかじめお問い合わせください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　（学芸遺産研究プロジェクトR.A.　松本　望）

　第 5回 NOCHS レクチャーシリーズ「大阪のモノづくりのおもしろさ」の詳細が決まりましたのでご案内申し

上げます。

　　日　時：2007 年 6月 30日（土）13：30～ 17：00

　　会　場：関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センター棟 1階    文化遺産実習・展示室

                      （※当日会場の位置を掲示します。）

　　定　員：80名　※参加無料

　　基調講演　：大西正曹氏（関西大学社会学部教授）

　　パネリスト：水戸祥登氏（三陽鉄工株式会社代表取締役）

　　　　　　　　佐藤元相氏（大阪商工会議所東成・生野支部異業種交流会フォーラム・アイ元代表幹事）

　今年は例年よりも少し遅い梅雨入りになりました。雨が続くと何となく気分も晴れず、洗濯物は乾かないなど、

鬱陶しい気持ちになります。ただ、ニュースで報道されていますように、今年は降水量が少なく、各地のダムで

は水不足のようです。その意味では「恵みの雨」と言えますが、それでも、センターの行事のときは晴れてほし

いものです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（編集　と） 

発行：関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センター

Kansai University Research Center for

Naniwa-Osaka    Cultural Heritage Studies
〒 564-8680　大阪府吹田市山手町 3丁目 3番 35

mailto:naniwa@jm.kansai-u.ac.jp

※記事を許可なく転載することを禁じます

５．編集後記

４．第５回 NOCHS レクチャーシリーズのご案内



　NOCHS MAIL（ノックスメール）は、関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センターで現在行わ

れている調査・研究の状況を研究員のみなさまに広く知っていただこうというものです。研究セン

ターのリサーチ・アシスタント（R.A.）が調査報告・研究の動向をお知らせいたします。

    6月18日から22日にかけて、八尾市にある旧植田家住宅のスキャニング調査を生活文化遺産班で行いました。

   旧植田家住宅は、江戸時代中期（宝永元年（1704））の大和川付け替え工事に伴い、安中新田の会所屋敷とし

て建てられたものです。宝暦 12 年（1762）、初代植田林蔵が支配人として赴き、植田家が代々新田の支配人を

勤めてたことが史料から明らかになっています。

 　2005 年 6月に植田家から八尾市に寄贈され、2006 年 6月には市の指定文化財となりました。旧植田家住宅

は史料館として復元・整備され、活用されることになり、そのための工事が 7月から着工されるということで、

生活空間の保存を目的とし、今回の調査を行いました。また、あわせて外観のスキャニングを予定していました。

　 18 日はあいにくの雨。外観のスキャニングはあきらめ、家屋内のスキャニングに徹することにしました。ス

キャニングで重要な事は、死角が少なくなるようにし、データを

合成するときの目印となるターゲットが、3つ以上重複すること

です。そのためにまず機械点、ターゲット位置を検討します。そ

こで今回は簡易なものですが、平面図を作成し、その図面を参考

に機械点、ターゲット位置を決定しました。この日は土間、カマ

ヤのスキャニングを行いました。

　 19 日の天気は曇のち雨。まず前日の続きでカマヤを中心にス

キャニングを行いました。昼頃、雨が降らないうちにということ

で、庭のスキャニングを行うことにしました。しかし、機械を設

置し、いざスキャニング開始というところで、突然雨が降りだし

たため、断念せざるを得ませんでした。結局、この日は、神棚を

中心に、室内のスキャニングを行いました。部屋は畳敷きなので、

コンパネを敷き、その上に機械を設置しました。仏間をスキャニ

ングしている最中に、コンパネ上で機械を設置するための脚がす

べる、というハプニングに見舞われましたが、データの取得に失

敗しただけで、機械などは無事でほっとしました。

　 20 日の天気はまずまず。今日こそは雨の降らないうちにとい

うことで、まず庭のスキャニングを行うことにしました。機械を

設置し、いざスキャニングというところで雨……ということには
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ならず、無事終了。というわけで、この日は庭を中心にスキャニングを行ないました。

　 21 日の天気は晴れ。今回の調査で一番よい天気でした。天気もよいので外観のスキャニングを行おうと思い

ましたが、道幅が狭く、案外交通量も多いので、交通の安全を確保しながらターゲットや機械を設置することが

困難でした。その上、スキャニングしてもノイズが多くなるので、外観のスキャニングは断念し、生活空間のデー

タ収集に徹することにしました。

　 22 日、最終日。天気はあいにくの雨。最後もやはり雨に降られてしまいました。「雨男ぶり」は健在でしたが、

室内でのスキャニングだったので、滞りなく作業ができ、結果、旧植田家 1階の約 9割の３Dデータを取得す

ることができました。

　今回の調査に関して、当センターの研究員である妻木宣嗣氏に多くのアドバイスをいただきました。また、八

尾市教育委員会の方がたには調査当日いろいろお世話になりました。末筆ながら記して感謝申し上げます。

                                                                                                   （生活文化遺産研究プロジェクト R.A.　千葉 太朗）

　2007 年 5月 26日（土）に、第 3回ワークショップ「なにわ・大阪を歩く 天王寺七坂を完全踏破～四天王寺

から生國魂神社～」が催されました。前回のNOCHS MAIL 第 30 号に引き続き、当日ご参加していただいた方

がたから、ご感想を寄せていただきました。

　5月 26 日（土）、ワークショップ「四天王寺七坂を歩く」に参加させていただきました。最初に歩いた四天

王寺参道には、色々なお店が並び、ついつい足を止めてしまいました。様々な種類の大阪本をそろえた本屋さんや、

おいしい釣鐘饅頭と瓦せんべいを売っているお菓子屋さんなど。そんな参道を抜けて石の鳥居をくぐると、四天

王寺です。広い境内には、五重塔や金堂、石舞台などがあり、その壮大さに圧倒されました。境内中央に位置す

る六時堂の前には、亀の池があります。ここは以前蓮池とよばれ、池一面を蓮の葉が覆っていたそうですが、今

では亀の池と呼ばれるほど、多くの亀が住むようになったそうです。天気がよかったせいか、池の中央にある石

の上でのんびり日向ぼっこをしている亀は、とてもかわいらしかったです。

　四天王寺の見学を終えると、次はいよいよ四天王寺七坂巡りに出発です。逢坂、天神坂、清水坂、愛染坂、口縄坂、

源聖寺坂、真言坂、と七つの坂をすべて歩きました。今回歩いた坂は、すべて初めて訪れた所でしたが、不思議

とその場所に溶け込み、そこに住んでいる人たちの生活にも溶

け込んでいるように感じました。

　私は大阪に住んでまだ二年目ですが、引っ越してきて一番に

感じたことは、大阪の町は坂が多いということです。「なにわ・

大阪を歩く」に参加して、それを改めて実感しました。また、

今回歩いた坂すべてに名前がつけられていたことに驚きました。

昔から変わらない風景のなかにある坂道を歩くことができて、本

当にいい経験をした一日だったと思います。　　　　　　　　

　　　　　　　　（関西大学大学院博士課程後期課程　澤﨑　瞳)
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　5月 26日（土）に開催された、なにわ・大阪文化遺産学研究センター主催のワークショップ「四天王寺七坂

を歩く」に参加させていただきました。今回は、四天王寺七坂と呼ばれる四天王寺周辺の上町台地にある諸坂と、

その周辺に存在する史跡を巡るというボリュームたっぷりなものでした。

　四天王寺では、極楽浄土の庭と呼ばれる四天王寺の本坊庭園を拝

観させて頂きました。池の傍らに 1903 年（明治 36）の内国勧業

博覧会で建てられたものを移築した八角堂があったのですが、手前

の蓮池と合わせてモネの「睡蓮」の世界を思わせる美しさでした。

さらに、京都の音羽の滝そっくりな清水寺では、こんな都会の真ん

中で、今もなお真摯に信仰が続けられていることに大変驚かされま

した。大江神社の「狛虎」に、阪神タイガースファンが願掛けをし

ているのも、過去、現代の信仰の一端を見ることができ、微笑まし

かったです。

　最後に「いくたまさん」こと、生國魂神社内で雑誌『大阪人』編

集長の北辻稔さんお招きして、お話を拝聴しました。大阪の文化や

暮らしを知るには絶好の雑誌である『大阪人』制作の苦労話、裏話、

「こだわり」などをお聞きすることができました。良質な本の裏には、それだけの手間と努力が隠されているこ

とを知りました。

　私は、大阪は日夜何か新しいものを生み続けている街だと思っていたのですが、今回のワークショップに参加

することで、大阪には古代から現代までの文化が重層的に多数残されていることを知りました。それが何となく

控えめで、さり気なく存在していることに、「大阪」という街の奥深さ、面白さを垣間見れたように思います。

今回は四天王寺七坂を歩きましたが、私がまだ知らない大阪の文化遺産を、これからもっと知って体験してみた

いと思います。

                       　                                                                            （関西大学大学院博士課程前期課程　鷲見 素直）

　

　6 月 30 日に開催した第 5回 NOCHS レクチャーシリーズ「大阪のモノづくりのおもしろさ」は、78名の参加

者を得て盛況のうちに終えることができました。講師の方がたのお話を聴くまでは、現在の大阪のモノづくりが、

これほど文化遺産学に関わる内容を含んでいるとは、思いもよりませんでした。講演の詳しい内容は、今後刊行

されるOccasional Paper にゆずりますが、「地財」を生かした産業の復活を提唱する大西正曹先生、次世代型航

空機の部品を「創造・製造」する水戸祥登氏、大阪生野から世界に向け、高付加価値をもったデザインを発信す

る佐藤元相氏から、実体験に基づいた貴重なお話をうかがいました。

　「大阪のモノづくり」は、一人の人間や一企業だけでなく、技術や人のネットワークが地域に集積し、その積

み重なったものによって支えられているものです。大阪の地に集積した技術や人のネットワークは、まさしく、

私たちが研究対象とする「文化遺産」そのものだと感じました。

　さて、行事を開催していると、気になってくるのが参加者の反応です。センターでは、今回のレクチャーシリー

ズをはじめ、年１度開催している文化遺産学フォーラムと地域連携企画、体験型のワークショップの開催時にア

ンケートをとっています。今回のレクチャーシリーズの感想を少しだけご紹介しましょう。

　　・大阪の中小企業のモノづくりが、新たな良いモノを生み出し、さらに街の活性化につながることがわかり、   

         大変満足しています。

３．アンケートからみる参加者の声

                      四天王寺内の八角堂



　　・大阪から発信されているモノづくりに力強く思い、感動します。これからは、今日いただいたお話を大切

           にして、生活に活かします。

　感想からは、モノづくりのおもしろさが皆さんにも伝わり、さらに、三氏のお話が未来・希望につながるよう

な内容であったことがわかりました。

　ところで、アンケートでは行事の感想だけでなく、今後センターで開催してほしい講演会や行事についても調

査しています。これまで実施した 9回のアンケート結果から、開催を希望する対象をまとめてみました。ここ

では紙面の関係上、集計人数が１名のテーマは割愛させていただきますが、2名以上ご希望があったテーマを

ご紹介します。

　　祭り（６名）　ことば・大阪弁・関西弁／伝統野菜・試食会（各５名）　上方の芸能（４名）

　　文化遺産学／食文化／文楽／能楽／歌舞伎・坂田藤十郎など／吹田の歴史・文化・千里ニュータウンなど／  

       河内の歴史・文化／大阪の地名・地理（各３名）     寺院／神社／寺社と地域コミュニティー／説話・伝承／

       落語／建築物／古文書講座／古墳／江戸時代の庶民生活／まちなみ・まちづくり（各２名）

　さらに、集計結果をジャンル別にまとめると、次のようになります。

　　伝統芸能（21名）　寺社・信仰（17名）　地域の歴史（12名）　ことば・文学（10名）食文化（８名）

    　考古学（７名）　美術・工芸（６名）

　センターでは、天王寺楽所雅亮会様のご協力で舞楽の講演を開催し、ご好評をいただきましたが、舞楽以外に

も、文楽や能楽、落語などの伝統芸能テーマにしてほしいとの声が多く、関心の高さがわかります。また、自分

が暮らしている地域の歴史・文化をもっと知りたいという希望が多く見受けられました。珍しいところでは、新

しいものを生み出してきた大阪の教育について、地域をスタンプラリーでまわるような企画、などがありました。

　開催後、少しドキドキしながらアンケートボックスを開封します。そして、皆さまからの感想を拝見するのが、

講演会の準備で追われたことも忘れてしまうひと時となっています。

                                                  　　　　　　　　　　　　　　  　（祭礼遺産研究プロジェクト R.A.　内海 寧子）

　先日、関西大学の敷地内を歩いていると、夏を感じる音が耳に飛び込んできました。蝉の声です。まだ２、3

匹が鳴いているだけでしたが、その声は大きく、「ああ、夏が来たんだな」と実感ました。蝉声響く夏といえば、

小学生のころ、鮎や山女をとりに近くの川の上流にいったことを思い出します。夏の強い陽射しにもかかわらず、

木々に囲まれた川辺は、その空間だけ別世界のように清々しく、川の水はひんやり冷たく、気がつくと蝉の声が

鳴り響いていました。

　ただ、今年は蝉が鳴く一方で、まだ梅雨があけておらず、やや変則的です。春から夏にかけての時期が、だん

だんと短くなっているように感じるのは私だけでしょうか？　                      　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　  　（編集　と）
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４．編集後記



　NOCHS MAIL（ノックスメール）は、関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センターで現在行わ

れている調査・研究の状況を研究員のみなさまに広く知っていただこうというものです。研究セン

ターのリサーチ・アシスタント（R.A.）が調査報告・研究の動向をお知らせいたします。

  

　7月14日、国際シンポジウム「人々の暮らしと文化遺産―中国・韓国・日本の対話―」が開催されました。当日は、

台風4号が接近し、どしゃ降りの雨にもかかわらず、168名の方が参加されました。フォーラム、レクチャー、ワー

クショップなどを通して、大抵の研究行事についてのノウハウは身についてきていますが、初めての国際シンポ

ジウムは、これまでのノウハウが通用しない、想定外の連続でした。

　今回は、中国から復旦大学の楊志剛先生、蘇州職業大学の 恩培先生、蘇州科技学院管理学院の陳来生先生を、

韓国から（財）新羅文化遺産調査団の金鎬詳先生、韓国文化遺産観光コーディネーターの金美貞先生、そして日

本からは近江八幡市の奈良俊哉先生をお招きしました。台風接近によって飛行機が飛ぶのか！？なによりも案じ

られたことでしたが、関空までお迎えにうかがった森本さんと千葉さんからご到着の連絡をもらった時は、一同

安堵しました。その日の夜には、宿泊先のホテルでのウェルカムパーティー。事前には、その形式や参加者など、

今までになく綿密な打ち合わせが行われました。パーティーの初盤は緊張感が漂っていたものの、お料理がすす

み、紹興酒が振舞われるころには、リラックスした雰囲気の中、森本さんの中国語でのスピーチののち、お開き

となり、シンポジウムを迎えました。

　シンポジウムのテーマのひとつが「水」であったため、翌日の大阪視察では、水上バスから大阪の街並みを楽

しんでいただこうと計画していましたが、シンポジウム直前に台風の影響で欠航との連絡を受け、急遽、大阪歴

史博物館の見学に変更されました。レクチャーでお世話になった大澤研一先生にお世話いただき、学芸員の村元

健一さんのご案内で、難波宮址などの展示を見学し

ました。想像以上に、中・韓の先生方が熱心に見学

され、後ろ髪をひかれつつ、大阪城へと向かいまし

た。昼食を済ませて登城。大阪城天守閣では学芸員

の瀬島宏計さんのご説明を受け、自由見学となりま

した。瀬島さんには、急に会議室の手配をしていた

だき、おかげで身軽に見学することができました。

天守閣見学後は、一旦解散し、講師の先生方を、大

阪の代表的な繁華街である道頓堀界隈にご案内し、

鶴橋で一同合流。懇親会場へ向かいました。ウェル

カムパーティーが中華料理でのおもてなしだったの
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で、最後の夜は韓国料理店「まだん」でマッコリ片手に親睦を深めることになりました。予定時間を大幅にオー

バーし、陳先生の歌声に一同うっとりして、帰路につきました。

　ご帰国の朝、私は森本さんと楊先生をホテルまでお見送りにうかがいましたが、空港までのバスに乗り込み、

われわれの姿が見えなくなるまで楊先生がにこやかに手をふってくれたお姿に、今回の国際シンポジウムへの充

実感が込み上げてきました。約半年ぶりの再会だった金鎬詳先生と金美貞先生、大阪歴博で小判を手に半纏をま

とって写真におさまる 先生、今度は近江八幡でゆっくりお酒を楽しもうとお約束した豪快な奈良先生。はじめ

ての国際シンポ開催の緊張感と疲労感は、講師の先生方のお人柄に癒されました。

          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（P.D. 　櫻木　潤）

   

　7 月 18 日（水）、16：00 から当センター 1階文化遺産実習・展示室において、「豊臣期大坂図屏風」研究会

がおこなわれました。9月 28 ～ 29 日に開催される国際シンポジウムに向けて、オーストリア・グラーツ市で

新発見された大坂図屏風の研究情報を交換しあうために、大阪城天守閣と当センターの研究員、およびシンポジ

ウムのパネリストを依頼している朝治啓三先生（関西大学文学部教授・西洋史）が集まりました。

　今回は、藪田貫先生がグラーツ視察の報告について、髙橋隆博先生が屏風に描かれた景観や屏風の制作年代に

ついての報告をおこないました。藪田先生の報告では、大坂図屏風の修復作業についての話とともに、オースト

リア・グラーツのエッゲンベルク城博物館から提

供された修復に関する資料が展示されました。膨

大なスライドや、屏風の下貼りに使われていた和

紙のサンプルなどがあり、短い休憩時間の間では

すべて閲覧することはできないほどの量でした。

　髙橋先生の報告では、屏風を美術作品としての

観点からとらえた見解が示されました。屏風に描

かれていた人物の描写や金雲の様式、使用されて

いる顔料などから、この屏風の制作年代が、当初

予想されていた江戸時代初期より下る可能性もあ

ることが示唆され、今後の研究に新たな課題が投

げかけられました。

　両先生の報告の後、参加者の間で議論が交わさ

れました。当センター研究員で大阪城天守閣研究

副主幹の北川央先生からは、屏風に描かれた景観

について、さまざまな指摘がありました。私もこ

の屏風には強く興味を抱き、以前から少しずつ研

究をしていたものの、基礎的な知識の不足から壁

に突き当たることが多かったのですが、北川央先

生の指摘によってその問題点のいくつかが一気に

解決され、大変勉強になりました。

        （祭礼遺産研究プロジェクトR.A.　内田 吉哉）
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２．「豊臣期大坂図屏風」研究会

屏風に描かれた景観を解説

豊臣期大坂図屏風研究会の様子



　

　関西大学博物館には、元大阪毎日新聞社主の本山彦一（1853 ～ 1932）が収集した資料「本山コレクション」

が所蔵されています。本山コレクション拓本は、日本・中国・韓国の金石文・石造物などの拓本があり、その数

は約 2300 点に及びます。今年度、歴史資料遺産研究プロジェクトでは、本山コレクション「日本の部」拓本の

うち、数十点を選び解説を加え、センターの立上げ以降調査・研究を行ってきた成果を、なにわ・大阪文化遺産

学叢書としてまとめる予定です。ここでは、現在までの調査状況について、ご報告いたします。

　本山コレクション「日本の部」拓本は、櫻木潤氏の調査報告書（「関西大学博物館所蔵所蔵本山コレクション

「日本の部」拓本目録」『なにわ・大阪文化遺産学研究センター二〇〇五』）によると、大正年間に木崎愛吉（1865

～ 1945）が収集したものを、本山彦一が譲り受けたものです。木崎は大阪の在野研究者であり、『大日本金石史』

の編者として知られております。

　木崎愛吉が拓本をとった明治・大正期には、墓碑・碑文・石造物は現存していても、現在は破損しているもの

があります。残された資料が拓本のみというものも中にはあり、本山コレクション拓本の価値の高さがわかりま

す。そのため、できるだけ現物を確認する作業を行っております。今年の６月に、井原西鶴や懐徳堂中井家の墓

石・墓碑が所在している誓願寺（大阪市内上本町）に調査に行き、７月には徳川家康母の於大の方（傳通院、東

京都文京区）・荻生徂徠（長松寺、東京都港区）の墓石・墓碑調査を行いました。

   誓願寺の墓石調査をした 6月 12日は快晴で、6月にしては日差しが強く、汗ばむ陽気でした。まずはじめに、

中井甃菴墓石の現状を確認しました。墓石の両側面と裏面に銘文が刻まれていますが、墓石下部の文字が読めな

い状態でした。お寺の方のお話によると、3、40 年前に修復を加えたとのことです。おそらく、そのときに剥

落していた墓石下部にコンクリートを埋めたものと思われます。ただ、木崎が拓本をとったときは、まだ剥落し

ていなかったようで、後日センターに帰って拓本を確認すると、はっきりと銘文が写っていました。銘文の文字

自体は、『浪華叢書　第十　稿本大阪訪碑録』でも確認することができますが、墓石建立時の状態を正確に伝え

るのは拓本のみです。

　中井甃菴の墓石以外にも中井竹山や井原西鶴などの墓石・墓碑を調査しました。調査してわかったことは、墓

石・墓碑の破損・剥落は現在進行形であるということです。夏の強い日差しや冬の寒風、風雨などを長年くり返

し受けることによって、表面部分が剥落した墓石・墓碑があります。なかには、墓石が大きく破損しているもの

もあり、痛ましく感じます。墓石・墓碑自体を修復できれば良いのですが、それができないとき、実物を手拓し

た拓本を叢書に載せる意味はあると思います。

   現在、プロジェクトリーダーの西本昌弘先生を中心に、本山コレクション拓本の中から重要かつ中核的なもの

をピックアップし、具体的な調査に着手しました。個別解説は、歴史学や国文学専攻の大学院生にも協力してい

ただきながら、日々、調査研究を進めております。

　　　　　　　　      　　　　　　　　　　　　　　　　　　（歴史資料遺産研究プロジェクト R.A.　松永 友和）

 

　

３．本山コレクション拓本の調査状況



   当センターでは、8月 11 日（土）から 8月 20 日（月）まで、夏季一斉休暇になります。この期間の電話お

よび FAXでのご連絡は、21日以降にお願いします。ご迷惑をおかけしますが、ご了承ください。

　盛夏、8月になりました。前期テスト期間も終わり、学生は夏休みに入りました。センターも 8月 11日から

20日の間、お休みに入ります。

　今年度の前期は、国際シンポジウム・NOCHS レクチャーシリーズ・ワークショップ・研究例会・屏風研究会

など、多くの研究行事を行いました。９月末には「豊臣期大坂図屏風」に関する国際シンポジウムを控えており

ます。前期での反省点を生かし、センター一同全力で 9月の国際シンポジウムに臨みます。みなさまにもご協

力をよろしくお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（編集　と）
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５．編集後記

４．夏季一斉休暇のお知らせ



　NOCHS MAIL（ノックスメール）は、関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センターで現在行わ

れている調査・研究の状況を研究員のみなさまに広く知っていただこうというものです。研究セン

ターのリサーチ・アシスタント（R.A.）が調査報告・研究の動向をお知らせいたします。

 　平野区で 8月 26 日に「平野町ぐるみ博物館」が行なわれました。これは「平野の町づくりを考える会」が

1993 年から取り組んでいるもので、今回は 40館での開催でした。博物館といっても、特別な建物を建てたり

するわけではありません。地域が持つ文化遺産や個人が持つコレクションなどを展示するもので、会場もお寺で

あったり、店舗の軒先であったり、個人の自宅であったりと、バラエティーに富んでいます。展示よりもむしろ、

コミュニケーションを促進し、地域の持つ様ざまな資産を再発見していこうという趣旨で開催されているもので

す。これはリヴィエール (i) の提唱した「エコミュージアム (ii)」という概念をほぼ具体化したものといえます。

　町ぐるみ博物館をまわる参加者と、それぞれの博物館開催者との距離は非常に近く、やわらかい雰囲気の中で

押し付けでない説明を聞くことができます。展示されているものも特別なものは少なく、その多くは普段の生活

の中にあるもの、もしくはかつてあったものなので、話に入っていきやすいのです。また、それぞれの開催者は

自分が展示するものに一方ならぬ愛着を持っていて、解説にも自然と熱が入ります。この「熱意」というものは

博物館にとって非常に大事なもののはずなのですが、ともすれば雑務に追われ、見失いがちなものでもあります。

　参加者の層は幼稚園児くらいの子どもを連れた家族や、40代くらいの男性グループ、20代の女性グループ、

老夫婦など非常に幅広く、地元の人だけでなく、地域外から来たと思われる人もたくさんいました。実際に町を

歩いて空気を肌で感じてみると、平野という町の魅力だけではなく、長年にわたる真摯な取り組みが無ければこ

うはいかないだろうと実感させられました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　（生活文化遺産研究プロジェクト R.A.　宮元 正博）  
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１．「町ぐるみ博物館」という取り組み

「自転車屋さん博物館」には
フレームから手作りのオリジナル自転車が並ぶ

精肉店に陳列された「銘仙の魅力展Ⅱ」



         

　(i) フランスの博物館学者。国際博物館会議（ICOM）初代ディレクター

   (ii)「地域社会の人々の生活と、その自然環境・社会環境の発達過程を史的に探究し、自然遺産および文化遺産 

       を現地において保存し、育成し、展示することを通じて、当該地域社会の発展に寄与することを目的とする   

       新しい理念を持った博物館」（新井重三『実践 エコミュージアム入門』1995 年、牧野出版）

　センターの夏期休業中、私は和歌山にある実家に帰っていました。実家にいる間、和歌山市内にある２ヶ所の

博物館、和歌山県立博物館と和歌山市立博物館に行ってきました。

　和歌山県立博物館に行ったとき、ミュージアムショップで 1冊の図録が目に留まりました。それは本年 4月

28 日から 6月 10 日まで和歌山県立博物館で開催された「特別展　文人墨客　―きのくにをめぐる―」の展示

図録でした。この図録では、「紀州の三大文人画家」と称された祇園南海（1676 ～ 1751）・桑山玉洲（1746

～ 99）・野呂介石（1747 ～ 1828）をはじめとする文人墨客や、藩主が招いた陶工たちに焦点を当て、書画を

中心に画論書、陶磁器などが紹介されています。展示品から、「きのくに」で育まれた文人墨客たちの交流の様

子や、「きのくに」が和歌浦や那智滝など、豊かな自然が生み出した名勝に恵まれた地であることが伝わってき

ます。

　この図録が目に留まったとき、昨年水田紀久先生からお譲りいただいた和歌山市立博物館の展示図録『［特別展］

桑山玉洲』を思い出しました。この特別展の会期が 2006 年 7月 22 日～ 8月 27日でしたから、昨年から今年

にかけて和歌山の歴史博物館では、近世期和歌山で活躍した文人たちが一つのテーマになっていたようです。私

はいずれの展示にも行けなくて、大変後悔しました。

　さて、近世期の文人に焦点を当て紹介した 2冊の図録を読んでいると、やはり登場するのが木村蒹葭堂です。

蒹葭堂が大坂内外の文人たちと交流をもっていたことは先行研究ですでに明らかになっていますが、蒹葭堂は 4

度も紀州を訪れ、桑山玉洲や野呂介石と交流を図っていたようです。近世大坂の文化について研究していると随

所に顔を出す木村蒹葭堂に和歌山でも出会ったので、これまで自分がやってきたことはどこかでつながるんだな

あと、感慨深く思いました。

　当センターには「長島侯増山雪斎独楽園賀詞帖」があります。長島藩主増山雪斎を中心にした文人たちの交流

の一端がわかる資料で、木村蒹葭堂をはじめとする近世大坂の文人たちの名前も数多く見られます。これまで有

坂道子研究員が中心となって調査・研究を進めてまいりました。
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２．きのくにの文人交流　―故郷和歌山の博物館にて―

「矢立博物館」は婦人服店の軒先で開館 大阪の伝統工芸品 ”トンボ玉 ”が陳列されている
「トンボ玉博物館」



　学芸遺産研究プロジェクトでは、当資料の研究を新たな方向に展開していきたいと考えていますが、それに際

し、故郷和歌山で出会った 2冊の図録を読んで感じたことを活かしていきたいと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（学芸遺産研究プロジェクト R.A.　松本　望）

   今夏は、立山信仰について調べるため、2日間立山にて過ごしました。1日目は、まず、富山市から富山地方

鉄道というローカル線に乗り、のどかで緑豊かな田園風景を左右に眺めながら立山駅に到着しました。立山駅か

らは、「材木石」と呼ばれる安山岩の柱状摂理を左手に見ながらケーブルカーで標高 977 ｍの美女平までいっき

に上ります。ここからは高原バスに乗り、窓の外に富山県木・立山杉や立山頂上から流れる称名滝、そのすぐ傍

にある西国三十三ヵ所の 26番石仏などを見ながら、くねくねした七曲という山道を登り、標高 1930 ｍの弥陀ヶ

原に到着しました。空気がひんやりして、長袖でなければ外に出られません。弥陀ヶ原は、日本屈指の大高原で、

イワショウブ・ミヤマタンポポ・ミヤマアキノキリンソウ・オニアザミ・ワレモコウ・シモツケソウなどの可愛

らしい高山植物に出会うことができました。バス停弥陀ヶ原駅の近くには、西国三十三ヵ所の 28番石仏を発見

しました。空が近くに感じられ、空気が冴えきっている

ので、月の光も煌々と、満天の星がとても美しかったで

す。

　翌日、弥陀ヶ原を出発し、天狗平を経て、標高 2450

ｍの室堂ターミナルに到着しました。全国からやって来

た登山客や観光客でにぎわっていました。室堂平からは、

立山主峰・雄山を中心に、浄土山・大汝山・真砂岳・別

山・剱岳など約 3000 ｍ級の連峰が屏風のごとく天空に

そびえたち、浄土さながらの光景に圧倒されました。

　雄山の頂上に雄山神社があり、立山信仰の聖地になっ

ています。室堂（写真）は、現存する日本最古の山岳宿

泊施設で、国指定重要文化財に指定されており、立山信仰を今に伝える貴重なものです。もともと大宝期より存

在したらしく、文献に室堂の名が現れるのは、元和 3年（1617）の加賀藩二代藩主前田利長夫人・玉泉院が再

興したという記録で、現在の建物は、北室が享保 11年（1726）、南室が明和 8年（1771）に再建されたもの

であると伝えられています。戸を押し開けて中に入る

と、風雪に耐えた木のにおいがたちこめていました。『越

中遊覧志』の著者、竹中邦香は室堂について「縦四間、

横十一間一尺あり。正東に面す。内を劃りて四区となし、

南のかた一区は神官及仕丁等の居る所に充て、餘ハ皆

登山の客を容る。床板を張りたる上に莚を敷きたるの

みなれバ甚だむさくろし。一区毎に方一間ばかりなる

囲炉裏をきり米を炊き湯をわかすなんど、皆爰に於て

す。室堂にてハ此山中に生ずる薊 ( あざみ ) を味噌汁に

なして客に供するを例とす。」と記しています。

　

３．この世の浄土　～弥陀ヶ原・室堂～

玉殿岩屋

室堂



　室堂から約 20分ほど、すべるのに注意しながら狭い道を分け入ったところには、立山に導かれた佐伯有頼が

熊から変身した阿弥陀如来と不動明王に立山開山を告げられたという伝説の岩屋・玉殿岩屋（写真）に辿り着き

ますが、これは、立山が噴火した時にできた

洞窟です。それから、立山が噴火した時の火

口湖・みくりが池を右手に見ながら、前方左

を見下ろすと煙が不気味にと立ち込めている

地獄谷があり、そこら中で硫黄のにおいが鼻

をつきました。

　この時期には、国の天然記念物・雷鳥が見

られるのですが、残念ながら今回は出会うこ

とができませんでした。現在では信じられな

いことですが、竹中邦香は、立山に登山した

際、雷鳥を殺して室堂で煮て食べたというこ

とです。　　　　　　　　　　　　　　　　

　　

　立山信仰は、山麓の芦峅寺や岩峅寺を中心に、

近世には大坂にも広まったということです。今は、立山黒部アルペンルート開通により、各交通機関を利用して

苦労なく立山へ到着することができますが、昔は人の足で登っていたので、室堂から雄山頂上へ辿り着いた時の

感慨も一入であったことでしょう。立山には、立山信仰を全国に伝えるために携帯された有名な「立山曼荼羅」

がありますが、室堂からの光景を眺めていると、まるでこの曼荼羅の世界のように、この世にいながら極楽浄土

と地獄を一度に見たような不思議な感覚におそわれたのでした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　（P.D.　森本 幾子） 

   9 月に入り、日が落ちると少し涼しく感じるようになってきました。センターでは 8月 11 日～ 20日と短い

夏休みをいただきましたが、実は、生活文化遺産班のメンバーのうち二人は、稼動させている機械の都合もあっ

て、夏休み期間中の半分くらいは出勤しておりました。その成果が出たかどうかは……。まだまだ精進しなけれ

ばいけないなぁと感じています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（編集　か）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　

発行：関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センター

Kansai University Research Center for

Naniwa-Osaka    Cultural Heritage Studies
〒 564-8680　大阪府吹田市山手町 3丁目 3番 35

mailto:naniwa@jm.kansai-u.ac.jp

※記事を許可なく転載することを禁じます

　室堂平より立山連峰を臨む

４．編集後記
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　NOCHS MAIL（ノックスメール）は、関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センターで現在行わ

れている調査・研究の状況を研究員のみなさまに広く知っていただこうというものです。研究セン

ターのリサーチ・アシスタント（R.A.）が調査報告・研究の動向をお知らせいたします。

　「カンカン場」という「大阪」の名所を皆さんはご存知でしょうか。「大阪にそんなところあったかな。大阪の

名所で聞いたことがないな」という方が多いと思います。非常勤講師先の授業で、学生に大阪の名所はどこかと

訊ねたところ、かえってきた答えが、この「カンカン場」でした。

　先日、「カンカン場」が最も盛りあがる岸和田市のだんじり祭を見学しました。「カンカン」とは「看
かんかん

貫秤
ばかり

」の

ことをさしますが、その昔、岸和田港に荷揚げされた荷を計量する場所として名づけられたそうです。だんじり

祭では、豪快な遣り回しが行われるスポットで、祭りの見所として観覧席が設けられます。

　見学した 16日は本宮で、だんじりが岸和田城内の岸城神社へ参拝する宮入りが行われました。宮入り前の朝

8時頃、すでに各町のだんじり小屋前にはメンバーが集まり、そろって朝食をとるなど、支度をする様子がみら

れました。心地よく緊張

した、ピリッとした空気

が感じられます。潮かけ

のため、浜手に向かって

走り出すだんじりもみら

れました。

　8時半過ぎ、宮入りで

最大のクライマックスと

される岸和田市役所前の

小
こなからざか

半坂は、はやくも見物

人でいっぱいです。坂を

あがりきった岸和田城が

見えるあたりで見学しま

した。

　宮入の順番は、宮三番

で固定している宮本町・

上町・五軒屋町、次に、

籤で順番がきまった 12

１．岸和田だんじり祭　－名所・カンカン場－

岸城神社に向かうだんじり



なにわ・大阪文化遺産学研究センター
NOCHS MAIL

－第 34 号－ 2007 年 9月 26 日

町が続きます。纏持ちに続き、子どもも女性も走

る、走る。立派な彫物で飾られた重さ 4トンもの

「車」が、よく走るものだと感心させられます。今年、

53年ぶりに新規参入した「南上町」のだんじりが、

宮入りの取りを飾りました。

　祭りを裏方で支える方々の様子を見るのも勉強

になりました。「若連」の文字を染め抜いた法被姿

の岸和田市連合若頭連絡協議会の男性は、各町か

ら選抜され、祭りを見守ります。安全かつスムー

ズに宮入できるように、走り回って奮闘されてい

ました。屋根の上の大工方、綱をもって走る人、

鳴物、後梃子などだんじりを曳行する方々のほか、

多くの裏方さんの各役割それぞれが協力し、岸和

田の誇りとして祭りを地域で支えているのだなと

感じました。　

　「カンカン場」が名所だと答えた学生も、中北町

のだんじりメンバーです。自分たちの最大の見せ

場に「名所」としての誇りを持って、今年も祭り

を終えたことでしょう。

         （祭礼遺産研究プロジェクト R.A.　内海 寧子）

　

　9月 5日から 6日にかけて高野山で行われた、『神社を中心とする村落生活調査報告』翻刻の読み合わせ合宿

に参加させていただきました。この資料は、宮座の研究を行った肥後和男氏が、昭和 10年から 12年にかけて

宮座の調査として近畿地方を中心に、神社に配布した調査の回答を集めたものです。資料の翻刻後に、黒田一充

先生、研究員の内海寧子さんをはじめ院生で読み合わせを行い、判読困難な文字や不明な箇所を一つ一つ議論し

ます。そうしたなかで、翻刻された内容の意味が改めて理解でき、戦前における神社祭祀の様子をうかがい知る

ことができます。

　読み合わせは通常、大学の研究室にて進められていますが、今回は高野山で行うことになり、胸を弾ませなが

ら合宿当日を迎えました。南海電鉄・特急「こうや」の車窓から見える、幾重にも連なる山やまに、高野山の奥

深さを感じました。

　高野山に到着後、霊宝館を訪れました。展示品の中でも印象に残ったのは、運慶作「国宝　八大童子立像の内 

制多伽童子像」でした。像の色鮮やかさは今でも失われず、その凛とした立ち姿に見入ってしまいました。

　今回の読み合わせで大変お世話になったのは、別格本山・南院の宿坊でした。時間を気にすることなく読み合

せを進めることができ、宿坊という場が作業をより集中させてくれました。

中北町のだんじり

２．高野山合宿に参加して



　作業が一段落した後、奥の院から中の橋までを散策しました。真っ暗な参道をほのかな灯火を頼りに、大木の

間から見える武将や庶民の墓碑をお参りし、往時の人びとの高野山に対する信仰の深さを感じました。

　翌日の早朝は、南院の勤行に参加しました。ご本尊の浪切不動明王は、空海が唐から帰国の際、荒波を鎮めた

という伝承をもっているそうです。経に耳を傾けて手を合わせていると、日頃の行いを反省しつつ、心を新たに

頑張ろうという気持ちが湧きました。

　今回の合宿では数多くの資料を読み合わせることができました。また宝物を目にし、貴重な体験にも恵まれ、

高野山をあとにしました。

   参考文献：黒田一充 編集・内海寧子 校訂『なにわ・大阪文化遺産学叢書３ 神社を中心とする村落生活調査　

　　　　　　報告（１）大阪府―大阪市・三島郡・豊能郡―』（関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センター、

　　　　　　2007 年）

　                　　　　　　　　　　　　　　　　       （関西大学大学院文学研究科博士課程前期課程　藤岡 真衣）

　お久しぶりの保存処理分析作業室便りです。今回は樹脂含浸について少しお話させていただきます。

　樹脂含浸とは読んで字の如く、金属製品に樹脂

を含浸させることです。では、なぜ樹脂を含浸

させるのか……。それは遺物の強化と保護にあ

ります。

　出土した金属製品はほとんどの場合錆びてい

ます。サビによって空隙ができ、脆弱になって

います。そこで樹脂を含浸させることによって、

その空隙に樹脂が浸透し、遺物は強化されます。

また、出土した金属製品はサビの原因である塩

化物イオンなどを内包しており、空気中の酸素

や水分と接触することでサビが進行してしまい

ます。樹脂を含浸させることで、サビの進行を

促す空気中の酸素や水分から金属製品を保護し

ます。ただし、サビの原因が内包したまま樹脂

含浸すると、それらがそのまま閉じ込められて

しまうので、必ず脱塩処理を行なってから樹脂

を含浸させます。

　樹脂含浸は保存処理工程の中で 3回行ないま

す。1回目は脱塩が終わった直後、2回目・3回

目は、1回目の含浸後の 2次クリーニングが終

了したら、続けて行ないます。その方法ですが、

専用のタンクを使用し、減圧下で樹脂を含浸さ

せます。

　もう少し詳しく説明すると、まず、遺物をしっ

かり乾燥させます。水分を少しでも含んでいたら、

３．保存処理室便り　－樹脂含侵－

含侵タンク



錆びの原因を遺物に閉じ込めることになるからです。そして、

タンクに遺物を入れ、真空ポンプによってタンク内をなるべ

く真空に近くなるまで減圧します。その状態を 3時間保ち

ます。

　その後に樹脂を注入し、一晩放置します。そして、タンク

内の樹脂を抜いたら、タンクから遺物を取り出して、ナフサ

で余分な樹脂を拭き取ります。その後しばらく風乾させたら、

乾燥機で強制的に乾燥させます。乾燥機の温度は 80℃に設

定し、3時間ほど乾燥させます。3時間は目安で、樹脂がしっ

かり定着するまで乾燥させます。遺物の種類や形状によって

は臨機応変に含浸時間や真空度を調節します。

　使用する樹脂にも様ざまなものがありますが、当センター

ではフッ素系アクリル樹脂（Vフロン 1液マイルドクリア）を使用しています。保存処理においては広汎にアク

リル樹脂が使用されています。しかし、アクリル樹脂には、表面に傷がつきやすい、吸湿するなど、金属器の保

存処理にとって欠点となる要素があります。そこで、近年開発されたフッ素系アクリル樹脂は溶剤にも可溶で、

透湿性も低いという特徴を持つことから保存処理に利用されるようになりました。溶剤に可溶であるというのは、

今後再処理されることを視野に入れたものです。現在の保存処理の方法が完全なわけではなく、今後もよりよい

樹脂や方法が開発されていくことでしょう。

（生活文化遺産研究プロジェクト R.A.　千葉 太朗）

　先ごろ 9月に入ったと思いきや、あっという間に月末が来てしまいました。

　現在、センターでは２８・２９日に開催されます、「豊臣期大坂図屏風」に関係した２つの国際シンポジウム

にむけて、最終調整と直前準備に追われている真っ最中です。

　シンポジウムが終わればもう 10月、今年度も半分終わることになりますが、下半期もどうぞ当センターをよ

ろしくお願いいたします。

（編集　か）

発行：関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センター

Kansai University Research Center for
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樹脂含侵を行った鉄器



　NOCHS MAIL（ノックスメール）は、関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センターで現在行わ

れている調査・研究の状況を研究員のみなさまに広く知っていただこうというものです。研究セン

ターのリサーチ・アシスタント（R.A.）が調査報告・研究の動向をお知らせいたします。

　

　10月 28日 ( 日 )、毎年恒例の地域連携企画で、今年は平野郷に赴き、『町ぐるみ博物館』の一環として、私たち、

なにわ・大阪文化遺産学研究センターからは『もめん博物館』を出展させて頂きました。

　当日は、前日の雨とは打って変わり、心地好い秋晴れの中、午前 10時に開館。人出が少なかったのも束の間

の事、１時間後くらいには『もめん博物館』に入って、糸紡ぎや綿繰りという作業に熱中する人も増え、この企

画に成功の兆しが見え始めました。特に綿繰りは子供たちに人気で、一人で何袋も綿繰りをする子供も現れたく

らいです。この企画にはターゲットを子供に絞り『interesting より exiting な面白さ』をというコンセプトがあっ

たので、狙い通りの収穫を得、私個人としてはこの時点で既に大満足でした。しかし、喜ばしい事に、昼過ぎか

らの染色体験では約 50人もの方に楽しんで頂き、結局、この日の総来展者は 240 人にまで達しました。もう

ここまでくれば完璧と言っても良いのではないでしょうか。更に、今回、『もめん博物館』という事もあり、ター

ゲットにした子供以外にも、昔綿紡ぎの経験があるというお年寄りの方々も多数懐かしんで、ご参加下さった為、

参加者が増えたのでしょう。今年は例年とは違い、講演会等を開き、予め参加者を確保する方式を採らなかった

ので、何人参加されるかもまったく分からないという不安があったり、企画段階では、備品の関係や衛生面から

許可が降りず没になってしまったものもいくつかあり、途中、企画が難航してしまった時もありましたが、結果

から考えるに、今回の地域連携行事は十分に 100 点満点と言い切れます。

　私たちインターンシップ生は８月の『町ぐるみ博物館』も下見として回らせて頂きました。その時に、10月

は人出も８月に比べ格段に減ると聞いていたので、８月に出展できれば良かったかも知れないと当初は考えてい

ましたが、８月だと到底、手が回らなかったと思うので、その点でも今回のこの時期はベストだったと思います。

　ただ、些細な事ですが、いくつか問題点を挙げるとすれば、もう少し、広くスペースを取る事ができれば、参

加者の方々に落ち着いて体験して頂けたのではないでしょうか。そして、企画段階で、話が出ていたように、当

日、『町ぐるみ博物館』を出展していらっしゃる側の人々にもアンケートをとる事が出来れば、更に、『町ぐるみ

博物館』に対するそれぞれの方の考え方が分かり、そこから、得られるものも何かあった筈なので、意見交換と

して、とっておくべきだったと思います。

　『町ぐるみ博物館』でお客様として参加された方々にとったアンケートを少し、拝見した結果、どの博物館も

ほぼ均等に来訪者があり、また、高齢者と子供を筆頭に、様々な年代の方が参加されているようです。コミュニ

ケーション不足が叫ばれるこの時代に平野の町の人々の心と伝統をつなぐ博物館としてこれからも絶える事なく

続いてほしいです。

NOCHS MAILNOCHS MAIL
なにわ・大阪文化遺産学研究センターなにわ・大阪文化遺産学研究センター
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１．町ぐるみ博物館



　最後になりましたが、今回の地域連携行事では貴重な体験と楽しい活動をさせて頂きありがとうございました。

自分たちの企画が滞りなく進み、参加者の方々に喜んで頂ける事がこれ程嬉しい事であると初めて実感しました。

しかし、この成功は皆様のご協力なくしては得られなかったでしょう。『もめん博物館』を訪れて下さった多数

の方々、私たちの『もめん博物館』を温かく受け入れて下さった平野郷の方々、糸紡ぎを教えてくださった八尾

市立歴史民俗資料館の李さん、そして、地域連携企画を支えて下さったセンターの方々、本当にありがとうござ

いました。

（インターンシップ生：総合情報学部 3回生　田中 美帆）

　

　10月 28日に全興寺さんにて、地域連携企画としてもめん博物館の出展の企画に参加させて頂きました。

いつもは学校と家とを行き来する毎日でしたが、この企画に参加させてもらえてからはいろんな場所に足を運び

貴重な体験を多くさせてもらいました。

　このもめん綿博物館で綿くりと糸紡ぎ、そしてハンカチの染色をすることになりました。そこでまず河内木綿

のことを知るために八尾市立歴史民俗資料館で河内木綿のできるまでと歴史を教わりました。木綿と聞くと私は

安く手に入るいうイメージを持っていたのですが、当時はまだとても貴重で、河内木綿は丈夫であるということ

で多くの武将たちが合戦のときに鎧の下に衣服として着るために高値で取引されていたようです。

　またこの資料館で綿くりと糸紡ぎの仕方を教わりました。糸紡ぎは最初なかなか糸が紡げず必死にやっている

と気がついたときには 1時間以上経っていました。このフワフワな綿から丈夫な糸に変わることが私は不思議

でしかたありませんでした。でもこの綿に紡いだ糸をのせ一定の速さで引くと、綿が紡ぎだされ細く糸のように

なります。このままではやわいので縒りをかけてやると、しっかりとした糸になります。自分で紡いで初めてわ

かりました。また、センターでは染色をさせてもらいました。またこれも自分でやってわかったのですが、普通

にたたんで染めるとむらができます。でも “たたみ折り ”という折り方で折って染めるとむらなく染めることが

できました。ここに載せた写真は自分で染めたハンカチを部屋で飾って（？）みたものです。私は右側の赤紫に

染めたハンカチがお気に入りです。

　もめん博物館出展当日の私の役割は博物館ブースで綿くり・糸紡ぎの指導、染色体験の進行でした。午前中は

訪れる人も比較的少なく、のんびりとした雰囲気で進みました。しかし午後は一変しました。染色体験が始まっ

た頃から人が多く集まり対応に慌てました。でもこれはとても嬉しいことでした。主に染色体験を参加してもらっ

た人々は、小学生の子どもたちや、ご年配の方で、みんな興味を持って楽しんで

もらえました。必死にたくさんの小石を輪ゴムでとめてしぼり染めを作った男の

子や、ハンカチで鶴を折りそのまま染めてみたおじいちゃんや、染物をすること

が夢だったとすごく喜んでくれたおばあちゃん。「このハンカチ大事にしますね。」

と言ってもらえた時は本当にとても嬉しかったです。

　もめん博物館は大盛況で終わることができたと思います。私はこの企画に参加

することができ本当良かったと思いました。部分部分ではありますが、企画の立案から参加させてもらい、もめ

ん綿博物館当日までの約二ヶ月はあっという間に過ぎていきました。そしてその間はここには書ききれないぐら

い、とても充実した時間を送ることができました。私は工学部の学生ですが、おそらく工学部の学生の中で糸を

紡ぐことができるのは私だけだと思います。この企画に参加させていただき本当にありがとうございました。

（インターンシップ生：工学部 4回生　岩下 夕岐子）

NOCHS MAIL
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　今回は元素分析装置および安定同位体比質量測定装置について、お話します。

　この二つの機械は繋がっており、二つで一つの役割を果たします。おおまかに言うと、元素分析装置（EA）

に試料を投入して高温で燃焼させ、気体にしたうえで、試料中に含まれていたさまざまな元素を元素ごとに分け

ます。それを安定同位体比質量測定装置（IsoPrime）に送り、それぞれの元素に含まれる同位体の比率を計測し

ます。

　同位体とは、原子番号が等しく、質量数が異なる（原

子核の中性子数が異なる）原子です。たとえば炭素の場合、
12C、13C、14C があります。そのうち 12C が全体の 98.9%

を占め、13C は 1.1%、14C はごく微量です。12C と 13C は

どれだけ時間が経っても質量が変わらないので、安定同

位体といいます。一方、14C は物質として非常に不安定な

ため、安定した他の原子になろうとする放射性同位体で

す。

　ちなみに、14C は放射性炭素年代測定法に使用されてい

るものです。放射性同位体が安定した他の原子になるこ

とを放射壊変といいますが、一定時間内で原子が崩壊して

いく確率は、原子ごとに決まっています。そのため、現在の物質中に残っている 14C の比率を調べることで、そ

の物質の年代を測ることができるのです。

　EAと IsoPrime で計測できるのは、炭素の場合は安定同位体である 12C と 13C の比率で、14C の比率は計測で

きませんが、安定同位体の比を計測する事も重要なことです。というのは、同じ物質であっても、産地や存在す

る場所によってその比率は微妙に（パーミルのオーダー（0.1％ =1‰）で）異なっているからです。これは物質

や生物が化学反応（燃焼や腐敗・発酵・呼吸・消化などを含みます）をするときに、重い同位体よりも軽い同位

体の方が反応をしやすいためで、これを同位体分
ぶんべつ

別と言います。

　たとえば、15N で構成される窒素（N2）よりも、14N で構成される窒素の方が反応しやすいわけです。もっと

大きく言えば、食物連鎖の下位の生物を食べる上位の生物の方が、軽い同位体が多いことになります。また、同

じ鉱物であっても含まれる物質の同位体比はその産地によって異なっているので、鉄器などはこれを利用して産

地同定が行われています。

　空気中の炭素と海水中に含まれる炭素でも同位体比は異なっていますし、同じ種類の木であっても、生えてい

る場所の環境によって異なるのです。これを利用して、古環境の復元をしようというのが、元素分析装置および

安定同位体比質量測定装置を使用した研究の目標の１つです。

（生活文化遺産研究プロジェクト R.A.　影山 陽子）

３．保存処理分析作業室便り－安定同位体比－

EA（右）・IsoPrime（左）



「なにわ・大阪の文化力－大阪文化遺産学の系譜と源流を辿る－」

　会場：関西大学千里山キャンパス　新関西大学会館北棟ホール（正門横）

　日時：11月 24日（土）12：40～ 17：00

　第 1部　能勢人形浄瑠璃　鹿角座公演　

　第 2部　シンポジウム

　　基調講演：中野三敏氏（九州大学名誉教授）

　　パネリスト：井上宏氏（（社）生活文化研究所・「上方研究の会」代表）

　　　　　　　　近江晴子氏（大阪天満宮文化研究所研究員）

　　　　　　　　酒井一氏（大塩事件研究会会長）

　　　　　　　　水田紀久氏（木村兼葭堂顕彰会代表）

　　　　　　　　髙橋隆博（関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センター長）

　　コーディネーター：藪田貫（関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センター総括プロジェクトリーダー）

　関連展示：企画展「なにわ・大阪の文化力－大阪文化遺産学の系譜と源流を辿る－」

　　会期：11月 24日（土）～ 12月 1日（土）（日曜日は閉館）　※入場無料

　　　　　月～金　10：00～ 16：00（入館は 15：30まで）・土　10：00～ 18：00（入館は 17：30まで）

　　主な展示品：本山コレクション金石文拓本・津田秀夫文庫古文書・牧村史陽氏旧蔵写真

　パネルディスカッション「回想・津田秀夫と歴史学」

　　パネリスト：奥田晴樹氏（金沢大学教授）

　　　　　　　　岩城卓二氏（京都大学准教授）

　　　　　　　　常松隆嗣氏（関西大学非常勤講師）

　　コーディネーター：藪田貫（関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センター総括プロジェクトリーダー）

　　日時：11月 29日（木）16：20～ 17：50　　　　　

　　会場：関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センター棟 1階　文化遺産実習・展示室

　お久しぶりのノックスメールをお送りいたします。今回は 10月 28日に行なわれた地域連携企画『もめん博

物館 in 平野』において企画立案の段階から参加してくれたインターンシップ生の田中さん・岩下さんにご寄稿

いただきました。もめん博物館では、私もお客さん以上に楽しんでしまいました。　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（編集：た）
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　NOCHS MAIL（ノックスメール）は、関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センターで現在行わ

れている調査・研究の状況を研究員のみなさまに広く知っていただこうというものです。研究セン

ターのリサーチ・アシスタント（R.A.）が調査報告・研究の動向をお知らせいたします。

　芦屋市立美術博物館では、10月６日（土）か

ら 11月 18日（日）まで、特別展「浪華風俗を

描く　菅楯彦の世界」が開催されました。関西

大学なにわ・大阪文化遺産学研究センターは、

この特別展に事業協力という形で参画しました。

その関係で研究員の櫻木・松永と松本が、10月

14日（日）におこなわれた肥田晧三先生の講演

会のお手伝いを致しました。会場設営や受付、茶

菓の配付などをおこない、その合間に肥田晧三

先生の講演「菅楯彦とその時代」を拝聴しました。

　内容は、明治後期から昭和初期の大阪で風俗画家

として活躍した菅楯彦の生涯、谷崎潤一郎による菅楯彦評、そして楯彦の妻・美記子のことに話がおよびました。

私は楯彦夫人の美記子の話が印象に残りました。

　美記子は、楯彦の妻となる前は、富田屋八千代という名で一世を風靡した芸者でした。楯彦と結婚してからは

楯彦を献身的に支え、38歳という若さで亡くなりました。

　肥田先生は彼女のことを書いた文章をいくつか紹介してくださったのですが、そのうちの一つ、中井浩水によ

る美記子の追悼文を簡単に紹介したいと思います。

　「第一に変な声だなと思った。第二に、色が白くない。肌も滑らかではあるまいと思った。第三に、ああ気をつかっ

ては長生きが出来まいと思った」で始まる追悼文は、途中芸者時代の宴席でのエピソードを挟み、最後「惜しく

も私の最初の印象の最後のものが適中した。芸者は名妓にならぬ方がよい」というコメントで締められます。レ

ジメでこの文章を黙読したとき、巧い文章だと思いました。しかし肥田先生の味わい深い朗読に乗ったとき、私

の心に突き刺さってきました。

　講演の最後には、美記子が書き遺した日記が紹介されました。彼女は「年八月十七日今日よりなにごともひろ

くこころをもちかんにんをするようにいたし申候」と決意し、日々堪忍ができたときには「○」、堪忍ができなかっ

たときには「●」をつけていました。

　「近ごろの私は●ばかりだ…」と反省しつつ、心が温かくなったひとときとなりました。

（学芸遺産研究プロジェクト R.A.　松本　望）
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１．菅楯彦が愛した女性　～肥田晧三先生の講演を拝聴して～

講演会の様子



　平成 19年 11月 24日（土）から同年 12月

1日（土）まで、関西大学博物館において、な

にわ・大阪文化遺産学研究センターが主催とな

り、企画展「なにわ・大阪の文化力 ～大阪文

化遺産学の源流と系譜を辿る～」が開催されま

した。今回の企画展は、第4回文化遺産学フォー

ラムの関連行事として、当センター研究員の桜

木・内田と私の三人が、中心となって担当しま

した。企画展の主な展示品は、「本山コレクショ

ン金石文拓本」、「津田秀夫文庫古文書」、「牧村

史陽氏旧蔵写真」です。展示はセンターの研究

活動にとって初めての試みであり、同時に私個

人としても初めての経験でした。ここでは、展

示を担当してみて、私自身考えたこと、思った

こと等を述べさせていただきます。

　率直にいって、今回の企画展を通じて展示の

大変さと面白さを実感しました。企画展の 3つ

のコーナーのうち、私は、元関西大学教授の津

田秀夫先生（1918 ～ 1992）が収集した古文

書「津田秀夫文庫古文書」を担当しました。準

備にあたってはじめに考えたことは、企画展の

コンセプトと照らし合わせたとき、どのように

して「津田秀夫文庫古文書」を表現するのか、展示するのか、ということです。これが一つ目の難問でした。思

案した結果、津田秀夫先生の著書『近世民衆教育運動の展開』で使われている、「平野含翠堂・土橋家文書」を

中心に出品することにしました。江戸時代の平野郷にあった含翠堂は、享保 2年（1717）に設立された郷学で

あり、大坂近郊の庶民教育・文化水準を高め、かつ大坂の学問所として有名な懐徳堂にも多大な影響を与えまし

た。平野含翠堂を取り上げることは、今回のコンセプトにぴったり合うと思ったのです。

　難問の二つ目は、津田秀夫先生自身をどのように紹介するのか、という点です。私自身、津田先生とお会いし

たことはなく、噂や逸話からのみ、そのお人柄を推察するしかありませんでした。ただ、先生の死後、津田秀夫

先生を偲ぶ会によって『津田秀夫先生を偲ぶ』・『津田秀夫先生を偲ぶ（二）』が刊行されており、そこから先生

のお人柄をより詳しく窺い知ることができました。それに加えて今回、大阪市史編算所のご協力を得て、先生の

手書き原稿などをお借りすることができました。津田先生の手書き原稿や調査ノートを見ると、小さい文字で事

細かに記されており、先生のお人柄は豪快で情熱的で型破りなところがある、と聞いていた私にとっては意外な

一面でした。実際に津田先生をよく知る方が展示をご覧になったとき、「津田先生がこんなに小さい文字を書く

とは知らなかった」とおっしゃっていました。

　この 2つ以外にも難問は多々ありましたが、なんとか開催初日までに準備は間に合いました。もちろん今に

して思えば、こうすれば良かった、ああしたらもっと分りやすかったかもしれない、という点はあります。反省

NOCHS MAIL
なにわ・大阪文化遺産学研究センター

－第 36 号－ 2007 年 12 月 14 日

展示の準備をしている様子

展示会場の様子

２．「展示」の大変さと面白さ～企画展「なにわ・大阪の文化力」を通じて～



点は多くありますが、今回の展示を通じて、「展示を作り上げていく」という面白さを経験することができました。

もし今度展示を担当する機会があれば、今回の反省点を生かしていきたいと思います。

（歴史資料遺産研究プロジェクト R.A.　松永 友和）

　これまで、保存処理分析作業室便りで、保存処理工程の脱塩、樹脂含浸に

ついて述べてきました（ノックスメール 28号・34号参照）。そこで、これま

でのまとめとして、今回は保存処理の流れをお話したいと思います。

　大まかに、右のような工程で処理を行なっていきます。まず、資料の状態

を確認します。肉眼観察、X線撮像による観察を行ない、サビの状況、本来

の形状がどのようであったのかなどを確認し、今後の作業方針を決めていき

ます。資料表面に有機質が付着している場合もあるので、注意深く観察する

必要があります。作業方針が決まれば、写真のような道具を使用し、資料表

面のサビや土など不必要な付着物を除去していきます。8割程度クリーニング

できれば、脱塩を行います。クリーニングでは表面の、脱塩では内部のサビ

の原因となる物質を除去します。脱塩が終われば資料をよく乾燥させて、樹

脂を含浸させます。脱塩後に樹脂を含浸させるのは、資料を空気中の酸素や

水分から守る目的と、資料の強化という目的があります。樹脂含浸後、よく

乾燥させてから 2回目のクリーニングを行ないます。1回目のクリーニング

で除去しきれなかったサビや土などの付着物を除去し、さらに、脱塩するこ

とによって内部から表面に出てきた新たなサビを除去していきます。そして、

クリーニングが終われば再び樹脂を含浸させま

す。樹脂含浸が終われば、またよく乾燥させてか

ら、コーティングを行ないます。含浸用の樹脂を

2倍希釈したものを使用し、筆を使って資料表面

に樹脂をコーティングします。これは、念には念

をということで、外敵から身を守るために行ない

ます。樹脂含浸後のコーティングは 2回行ない、

接合が必要な資料は接合し、破損部分は必要に応

じて復元を行ないます。接合にはエポキシ樹脂を

使用し、復元にはエポキシ樹脂にガラスマイクロ

バルーンという超微粒子（径 60μm）で中空の

硝子の玉を混ぜて使用します。余分な部分はグラ

インダーなどで整形し、その後、さらにコーティ

ングします。そして、復元部分に資料に遜色のない程度に色を付けます。補彩が終われば、樹脂特有の光沢を消

すため、つや消しを塗り、実質的な作業は終了です。最後に、処理を行なうことで得られた知見や処理工程、使

用溶剤などを記録し、これらも記録資料として残します。今後、新たな処理方法が開発された場合や、資料の経

年変化によって、再処理が必要になった場合にこれらの情報が必要になります。以上で保存処理が完了します。

　保存処理技術や方法は現段階で完全ではなく、今後もよりよい方法・技術が検討されており、ますます進化し

３．保存処理分析作業室便り－保存処理のながれ－

クリーニングのための道具（一部）

①処理前調査
↓

② 1次クリーニング
↓
③脱塩
↓

④樹脂含浸（1回）
↓

⑤ 2次クリーニング
↓

⑥樹脂含浸（2回）
↓

⑦コーティング（2回）
↓

⑧接着・復元、整形
↓

⑨コーティング（2回）
↓
⑩補彩
↓

⑪つや消し
↓

⑫処理後調査



ていくことでしょう。そして、金属製品に限らず、あらゆる文化財の保存に関して、このような努力が続けられ

ています。

（生活文化遺産研究プロジェクト R.A.　千葉 太朗）

2007 年度第 2回生活文化遺産研究例会

日　時：12月 18日（火）13：00～

会　場：関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センター棟１階　文化遺産実習・展示室

講　師　吉田　豊氏（堺市博物館学芸員）

　　　　「天下の台所・大坂の産業」

報告者   宮元　正博（生活文化遺産研究プロジェクト R.A.）

 　　　　「錫器の製作工程－大阪錫器を例に－」

このほか、保存処理分析作業室進歩状況報告を千葉太朗・影山陽子（生活文化遺産研究プロジェクト R.A.）がお

こないます。

第 6回 NOCHS レクチャーシリーズ

豊臣時代の大坂を掘る～発掘調査からみる大坂城～

日　時：2008 年 1月 16日（水）13：30～ 17：00

会　場：関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センター棟１階　文化遺産実習・展示室

講　師：松尾　信裕氏（大阪城天守閣館長）

　　　　「豊臣期大坂の景観」

　　　　杉本　厚典氏（財団法人大阪市文化財協会学芸員）

　　　　「大坂城三ノ丸北辺の発掘調査から」

　気が付けば、12月。あっという間に 1年が過ぎようとしています。例年より 1ヶ月早く、インフルエンザの

流行が始まっているそうです。今年のインフルエンザは近年流行のなかった Aソ連型だそうです。皆様、外出

後には手洗い、うがいは忘れずに。

    （編集：た）

発行：関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センター

Kansai University Research Center for

Naniwa-Osaka    Cultural Heritage Studies
〒 564-8680　大阪府吹田市山手町 3丁目 3番 35

mailto:naniwa@jm.kansai-u.ac.jp

※記事を許可なく転載することを禁じます

４．12 月・1 月の予定

５．編集後記
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　NOCHS MAIL（ノックスメール）は、関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センターで現在行わ

れている調査・研究の状況を研究員のみなさまに広く知っていただこうというものです。研究セン

ターのリサーチ・アシスタント（R.A.）が調査報告・研究の動向をお知らせいたします。

　昨年の 12月 12・13 日（水・木）の両日にわたって、このたび、叢書に収録する予定の本山コレクション金

石文拓本の写真撮影を行いました。写真撮影といっても簡単にできるものではなく、専門の業者―株式会社光楽

堂―に依頼し、一級マイクロ写真撮影の技術士が撮影にあたりました。

　初日は、光楽堂さんが 9時にセンターに来て、センター 4階の写場にて撮影準備に取り掛かりました。撮影は、

拓本資料を下におき、上から撮影するという方法は取られませんでした。まず、壁に光楽堂さん制作の特別な板

を斜めに立て掛け、拓本資料とカメラが向かい合わせになって、撮影が行われました。そのとき、板には数十ヶ

所の小さい穴が開けられ、後ろから掃除機二台で空気を吸い込みという方法が取られました。そのため、板に拓

本をおいても拓本はズレ落ちません。もちろん、板の上には白布を敷き、その上に拓本資料を置いたため、拓本

は傷めることなく撮影は行われました。

　この方法が取られたのは、今回、ピックアップしている拓本のうち、大きさが 1メートルを超す物がいくつ

かあり、なかには、「奈良県高市郡稲淵龍福寺竹野王塔」拓本のように、2メートル以上のものがあったためと

考えられます。

　また、撮影を行うにあたって、拓本のシワを伸ばすか否かが問題となりました。というのも、光楽堂さんいわく、

過去別の研究機関では低温アイロンでシワを伸したことがある、というのです。ただ、今回の資料は拓本資料で

あることを考慮して、また原田先生のアドバイスも頂き、シワはそのままの状態で（できるだけ伸ばして）撮影

することになりました。拓本資料によっては、手拓するときにすでにシワがあるものもあり、伸ばすと却って資

料としてよくないものもあったためです。

　撮影は、予定通り 2日間で終了しました。あとは叢書完成に向けて、現在、編集作業を行っている最中です。

（歴史資料遺産研究プロジェクト R.A.　松永 友和）

１．本山コレクション金石文拓本の叢書づくりにむけて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～拓本の写真撮影～
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　お大根やカブラ、白菜などの冬野菜がおいし

い季節になりました。なにわの伝統野菜・冬チー

ムも時期を得て活躍中です。去る 12月 8日には

「なにわの伝統野菜フェスタ」が弁天町のオーク

200 で開催され、視察のために会場を訪れまし

た。

　この催しは大阪市農業センターが主催するイ

ベントで、市民に向けたなにわの伝統野菜アピー

ルの場となっています。今回は伝統野菜の栽培

に取り組んでいる小学生の活動紹介がメインに

なっていました。大阪市内の小学校では、伝統野

菜を授業で扱っているところが少なくありませ

ん。最近では小学校における「食育」が盛んになっ

ていますが、学校では理科の植物栽培や調理実

習の「教材」として、また、生命のつながりを

子どもたちに理解してもらうために伝統野菜を

取り上げているようです。

　会場では自分たちの取り組みを絵や写真で解

説した掲示や、児童が世話をして収穫した野菜が

ディスプレイされていました。センターでも田

辺大根と天王寺蕪を栽培しているのですが、児

童らの野菜の方がはるかに立派で正直「負けた」

と思いました。小学校のなかでも阿倍野区の長

池小学校は、田辺大根の栽培に取り組んで７年

目になります。注目したいのは、同校では１年生から６年生を含む縦割りの班で栽培に取り組み、さらに６年生

は各自の興味に基づいて田辺大根の歴史や料理、栽培技術について調べた『田辺大根なんでも辞典』を作成して

いることです。

　ところで当センターの４、５年目の研究構想では、小・中学校との教育連携や副読本の作成を予定しています。

そこで１つのポイントになるのが、この「なにわの伝統野菜」であると考えています。この２年間、大正区北恩

加島小学校の活動を拝見していますが、伝統野菜は小学校とセンターを結ぶきっかけとなっており、さらには、

児童・生徒にとっても地域とその文化遺産を考える重要な「切り口」になるでしょう。

　2月 16日に開催を予定している第４回ワークショップでは、学校教育となにわの伝統野菜に関する企画を立

てています。伝統野菜の栽培に取り組む学校教員をお招きして活動状況をうかがい、ぜひ今後の教育連携につな

げてもらいたいと思います。

（祭礼遺産研究プロジェクト R.A.　内海 寧子）

２．学校教育への視点ーなにわの伝統野菜フェスタ視察からー



　2007 年 12 月 19 日、教育出版株式会社・関西支社の藤岡正憲さんにご来館いただき、センターにおける副

読本の作成へ向けた勉強会を開催しました。藤岡さんによると、副読本は、教科書の補助的な役割を果たしてい

るということでしたが、自分が小学校の時を思い出してみても、学習していて印象に残ったのは、教科書よりも、

むしろ、この副読本のほうでした。それは、藤岡さんも言われていたように、自分の地域のことを考えないと、

社会というものをイメージできなかったからです。藤岡さんは、「約 95％の市には、小学校 3年生・4年生用の

副読本がある。」と説明してくださいました。私は四国の出身ですが、教科書で東京駅や築地市場が出てきたと

しても、「首都やから駅には人がいっぱいおるんやなあ。」「人がいっぱいおるから市場から魚やら野菜やら大量

に消費するんやなあ。」とかそういうイメージしか沸かず、それはブラウン管を通してみるものとそう変わりは

ありませんでした。それよりも、吉野川の流域で豊富に作られる人参やレタスなどに注目して、それが誰の手に

よってどのように作られ、流通するのかを考える方が面白かったです。副読本は、地域と自分の距離を縮めてく

れました。それは、郷土愛とかそういうものを育もうとする今の学習指導要領の方針でもありますが、その議論

はさておき、自分の育つ地域を勉強することは学習のモチベーションが上がるものでした。

　さて、なにわ・大阪文化遺産学研究センターでは、「なにわの伝統工芸」「なにわ伝統野菜」など、小学生の学

習に適した研究材料があります。これは、大阪の伝統技術を持つ人や伝統野菜復活のために尽力している人たち

とのこれまでの交流で培ってきたものです。

　このたび、副読本作成に向けて取り組みをはじめるにあたって、「大阪の子どもたちが、もし、こんなに素晴

らしい文化遺産が自分たちの生まれ育った地に遺されていることを知らないとしたら、なんと勿体ないことなん

だろう！」「早く知ってもらいたい！」というのは少々おこがましい気持ちかもしれませんが、正直そう思いま

した。

　藤岡さんから教えてもらったことは、視覚に訴えないと子どもたちは教材をかえりみないこと、現在の学校で

は学習量が非常に少なくなってきていること、それを踏まえた教材づくりをするということです。

　好奇心を駆り立てる写真をいっぱい載せて、その本を開く回数が多くなるような（暇なときに手にとるような）

楽しい副読本づくりができれば、センターの調査・研究が、地域社会のみならず、学校教育へも大きく寄与する

ことができます。今後、何度か勉強会を設けて副読本のあり方を考えていくことが必要でしょう。

　最後に、お忙しい中、いろ

いろご教示くださいました藤

岡さんにお礼を申し上げま

す。

（P.D.　森本 幾子）

３．「副読本」の作成めざして勉強会



2 月 1日～ 8日　関西大学入学試験

　学内の混雑が予想されます。また、図書館等が利用できません。

　当センターは、通常通り活動しています。

2 月 16 日　第 4回ワークショップ

　「なにわの伝統野菜の復活・継承をめぐる小中高等学校の交流会」

　　時間　13:30 ～ 17:00

　　場所　当センター 1階、文化遺産実習・展示室

2 月 28 日～ 3月 1日　文化遺産視察

　場所　長崎県

　　この文化遺産視察の間、当センターは閉館しております。ご注意ください。

　現在、第 1学舎（法・文・政策学部）の新しい建物が、ほぼ出来上がりつつあります。それにつれて、古い

建物の解体工事も進行中です。解体工事の振動が、思いのほか大きく、時折、震度 1ぐらいの揺れを感じるこ

ともあります。精神衛生上、あまりよろしくない状態ですが、3月には竣工するそうですのでそれまで耐えてい

ます。

（編集：吉）

発行：関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センター

Kansai University Research Center for

Naniwa-Osaka    Cultural Heritage Studies
〒 564-8680　大阪府吹田市山手町 3丁目 3番 35

mailto:naniwa@jm.kansai-u.ac.jp

※記事を許可なく転載することを禁じます

４．2 月の予定

５．編集後記



なにわ・大阪文化遺産学研究センターなにわ・大阪文化遺産学研究センター
NOCHS MAILNOCHS MAIL

－第 38 号－－第 38 号－ 2008 年 2月 18 日2008 年 2月 18 日

　NOCHS MAIL（ノックスメール）は、関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センターで現在行わ

れている調査・研究の状況を研究員のみなさまに広く知っていただこうというものです。研究セン

ターのリサーチ・アシスタント（R.A.）が調査報告・研究の動向をお知らせいたします。

　立春も過ぎたというのに、最近また急に寒くなってまいりました。先日の積雪量は大阪では 11年ぶりだった

とかで、自宅付近の屋根や道路も真っ白に雪化粧しておりました。こういう日は家でゆっくり熱燗でも飲みたく

なるものです。

　そんな私が、ここ数年好んで使っているのが錫製の酒器です。現在、生活文化遺産研究プロジェクトでは大阪

錫器株式会社で錫器の製造工程記録をとらせていただいておりますが、実はその前からここの錫器を愛用してお

りました。

　錫は熱伝導率が高く、短い時間で燗ができます。また、冷たいものを入れたときには瞬時に器が冷えます。で

すので、あらかじめ器を温めたり冷やしたりする必要はありません。手に持ったとき、体温を吸収して手になじ

む感じも何ともいえません。不思議なことですが、金属であるにもかかわらず、やわらかな温かみがあるのです。

　しかし、錫製酒器の一番の魅力はやはり酒の味が格段によくなること。効果の感じ方に個人差はあるようです

が、日本酒や焼酎はすっきりと飲

みやすくなり、ビールも口当たり

がまろやかになります。これはイ

オン効果だといわれており、敏感

な人は水を飲んでも違いがわかる

とか。

　錫器のお値段は確かに安いとは

いえませんが、それに見合った価

値はあると思います。問題がある

とすれば、つい飲みすぎてしまう

ことだけではないでしょうか。

（生活文化遺産研究プロジェクト

R.A.　宮元 正博）

1．錫器の魅力～酒器編～

小酒器 羽衣 ( 足付 )



なにわ・大阪文化遺産学研究センター
NOCHS MAIL

－第 38 号－ 2008 年 2月 18 日

　

  

　2008 年 1月 22 日、第 2回歴史資料遺産・学芸遺産研究例会で、大阪市史料調査会の古川武志さんに、「南

木芳太郎と「上方」について」という演題で講演していただきました。この例会の案内を研究員や学生に配った

際、「南木芳太郎ってどう読むの？」と尋ねられることがしばしばありました。南木芳太郎は私にとってなじみ

の深い人物だったので、彼のことが余り知られていないことに少々驚きました。

　私が南木芳太郎を知ったのは、学部生のころです。卒業論文のテーマを引札にしようと決めて、大阪引札研究

会編『江戸・明治のチラシ広告　大阪の引札・絵びら　南木コレクション』（東方出版、1992 年）を手にとっ

たのが彼を知るきっかけでした。本書には南木芳太郎が蒐集し、現在は大阪城天守閣に所蔵されている引札や絵

びらが約 200 点紹介されています。暁鐘成がコピーを書いた引札、松川半山や長谷川貞信が挿画を描いた引札、

そのほか正月引札や暦などがカラー図版で掲載され、眺めているだけでわくわくします。

　学部生のころや鬼洞文庫一枚摺の調査をしていたとき、引札を研究に有用な資料として見ていました。「これ

は商業史の研究に有用な資料だ」「あれは美術史の研究資料として役立つ」といった観点で、引札を一枚ずつ、

あるいはジャンルごとに分類して見てしまいがちでした。

　しかし古川さんが紹介された南木芳太郎の思い、―亡びゆく名所名跡、廃れゆく風俗行事、敗残せる上方芸術、

その一歩一歩薄れ行く影を眺めて、私は常に愛惜に堪へません、滅びゆくものは時の勢として如何とも致方がな

いが、せめて保存に務めたい、そして記録に留めて置きたい―　に触れると、引札のコレクションがこれまでと

は違って見えてきました。引札そのものはもちろん、引札のコレクション全部からあふれ出る、なにわの情景、

空気といったものをすべてひっくるめて後世に伝えたかったのかなあと感じるようになりました。

２．南木芳太郎との再会

籐巻き酒瓶セット

ワインカップ　さざなみ



 　『難波潟　No.1』の拙稿「鬼洞文庫一枚摺について」の最後で、「一枚摺一枚一枚の史料としての可能性を探

るとともに、“ コレクター出口神暁 ” の思いに触れることができたら…と思っています」と記しました。そのと

きもやはり、泉州の郷土史家である出口が、自身の研究に一枚摺をどのように利用していたのだろうと考えてい

ました。しかし南木芳太郎の思いに触れて、私の想像などとても及ばない、もっと強い意志を持っていたのでは

ないかと今は考えています。

（学芸遺産研究プロジェクト R.A.　松本  望）

　昨年 11月 24日から 12月 2日にかけて、当センターでは、関西大学博物館第 2展示室で、企画展「なにわ・

大阪の文化力―大阪文化遺産学の源流と系譜を辿る―」を開催いたしました。博物館展示は、大きく 3つのパー

トに分け、1つ目は関西大学博物館が所蔵する「本山コレクション金石文拓本」、2つ目は関西大学文学部古文

書室が所蔵する「津田秀夫文庫古文書」、そして 3つ目は、当センターが所蔵する「牧村史陽氏旧蔵写真」とい

う構成をとりました。私は、そのうちの「牧村史陽氏旧蔵写真」のパートを担当したのですが、展示の準備を進

める中で見つけた、ちょっと面白い物をご紹介します。

　牧村史陽氏は、『大阪ことば事典』『難波大阪』などの著作で知られる郷土史家ですが、三善貞司編『大阪人物

辞典』（清文堂出版、2000 年）で次のように紹介されています。

　彼はまた無類のコレクターであった。それもしようもないものを集めるマニアだ。乗物の切符、汽車弁な

どの包紙、箸入れ袋、マッチのレッテル、こんなもの何の役に立つかと眉をひそめるガラクタの山が書斎を

占めている。無論古い大阪の写真・史蹟資料・新聞雑誌のスクラップ、取材メモ等は膨大なもので、しかも

それらが綺麗に整理され、どこそこの古墓といえば手品のような手つきでたちまち引き出してくる。

　当センターが所蔵する資料には、牧村史陽氏が撮影した写真のほかに、まさに上記のコレクションに相当する

「マッチのレッテル」が含まれています。これらのレッテルも、企画展で展示したのですが、その中に、菅楯彦（1878

～ 1963）が原画を描いたものがありました。

　菅楯彦は、大阪の名誉市民第 1号になった画家で、当センターでも菅楯彦の筆になる「猿田彦」（讃：藤沢南岳、

大正 3年）を所蔵しています。今回紹介するマッチのレッテルは、大きさ 11cm× 7.4cm、マッチ箱としては

大きく、髷を結い、「吉」の字が入った半纏を着た 4人の男性が、鮪を担いで歩く姿を描いたものです。画面右

上に「楯彦」の署名があります。このレッテルのほかに、同サイズで、菅楯彦の揮毫による「吉寿司」という寿

司店のレッテルがあるため、両者は対になる可能性も考えられます。

　当センター所蔵の「牧村史陽氏旧蔵写真」および牧村史陽氏の旧蔵品は、現在はまだ十分に調査が行われてい

ない状況ですが、これらの資料を調査することで、大阪文化遺産学の研究に資することができると考えられます。

（祭礼遺産研究プロジェクト R.A.　内田  吉哉）

３．マッチ箱のレッテル～牧村史陽氏旧蔵品の中から～



2 月 28日～ 3月 1日　文化遺産視察

場所　長崎県

　この文化遺産視察の間、当センターは閉館しております。ご注意ください。

　最近、とても寒い日が続いています。昨年 12月ごろに、天気予報で「今年の冬は平年並みの寒さ」と言って

いましたが、気象用語でいうところの「平年並み」は、2008 年現在の場合だと、1971 ～ 2000 年までの 30

年を基準に取るそうです。30年前といえば、まだ昨今ほど暖冬が話題に上らないころで、つまり「平年並みの

寒さ」というのは、暖冬が続くここ数年の感覚でいえば「けっこう寒い」ということになるようです。

（編集：吉）

発行：関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センター

Kansai University Research Center for

Naniwa-Osaka    Cultural Heritage Studies
〒 564-8680　大阪府吹田市山手町 3丁目 3番 35

mailto:naniwa@jm.kansai-u.ac.jp

※記事を許可なく転載することを禁じます

４．3 月の予定

５．編集後記

菅楯彦が原画を描いたマッチ箱レッテル（当センター所蔵）



なにわ・大阪文化遺産学研究センターなにわ・大阪文化遺産学研究センター
－第 39 号－－第 39 号－ 2008 年 3月 6日2008 年 3月 6日

　NOCHS MAIL（ノックスメール）は、関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センターで現在行わ

れている調査・研究の状況を研究員のみなさまに広く知っていただこうというものです。研究セン

ターのリサーチ・アシスタント（R.A.）が調査報告・研究の動向をお知らせいたします。

　「1月は行く、2月は逃げる、3月は……」とよくいわれますが、気がつけば年が改まって早や三カ月が経と

うとしています。しばらくぶりのNOCHS MAIL への登場ですので、この間のことを振り返っておきたいと思い

ます。

　1月 7日の仕事始め。交礼会ののち、スタッフ一同で大阪天満宮へ初詣に出かけました。日もとっぷり暮れた

都会の真ん中の天神さんの杜は幽玄で、それぞれが今年一年の思いを祈願しました。仕事始めから 10日、新年

最初の研究行事は、1月 16日の第 6回 NOCHS レクチャーシリーズ「豊臣期大坂城を掘る」。今回は、グラーツ

本「豊臣期大坂図屏風」を最新の考古学の成果から読み解こうとする試みで、大阪城天守閣の松尾信裕館長と（財）

大阪市文化財協会の杉本厚典学芸員をお迎えし、大坂城下町の変遷と三ノ丸の発掘調査についてご講演いただき

ました。ご講演の内容は言うまでもなく、お二人のお人柄に大いに盛り上がり、知的好奇心が揺さぶられる一日

となりました。1月下旬には、各研究プロジェクトの研究例会が行われ、それぞれの特色ある報告に、議論が深

まりました。

　2月に入り、入試期間の平穏な日々はアッという間に過ぎ、16日には第 4回ワークショップ「なにわの伝統

野菜交流会」が天六キャンパスで開催されました。今回は、「なにわの伝統野菜」に取り組まれる 9校の小学校・

高等学校の先生方とゲストにお集まりいただき、それぞれの取り組みについて熱く語っていただきました。われ

われとは違った視点からの問題提起が多くなされ、貴重な時間となりました。月末には、昨年の韓国慶州に続き、

文化遺産視察として長崎を訪れました。長崎県教育庁の世界遺産登録推進室の方がたの全面的なご協力のもと、

長崎市内から車で一時間ほど走った遠藤周作『沈黙』の舞台である旧外海 (そとめ )町（現長崎市）からスタートし、

坂の町長崎を十分過ぎるほど堪能できた市内見学など、「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」として世界遺産

への登録に取り組む活気ある長崎での三日間でした。

　2008 年になって 70日余り。今年もセンターは走り続けています。3月 10日からは、ベルギーのルーヴェン・

カトリック大学において、関西大学日本・EU研究センターの第 1回 Japan Week の一環として、「豊臣期大坂図

屏風」のフォーラムと展示、17日には、第 1学舎第 1号館での陶板製「豊臣期大坂図屏風」の竣工式など、年

度末にむけてまだまだ目白押しの日程です。春の陽気とともに去ってしまわれないように、毎日を噛みしめる 3

月にしたいと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（P.D.　櫻木　潤）

1．2008 年も走り続けるセンター　－天満宮・大坂城・長崎、そしてベルギーへ－

NOCHS MAILNOCHS MAIL



なにわ・大阪文化遺産学研究センター
－第 39 号－ 2008 年 3月 6日

　

　2007 年 12 月に、6 回に分けて、平野町ぐる

み博物館の参加館 13館に聞き取り調査を行いま

した。これは、センターが「もめん博物館 in 平野」

として参加した、平野町ぐるみ博物館の取り組み

をオケージョナルペーパーにまとめるためです。

　平野町ぐるみ博物館は毎月第 4日曜日に開催さ

れています。毎年 8月には常設館以外にも参加者

を募っており多数の館が開館しますが、今回聞き

取り調査を行ったのは毎月開館している常設館で

す。12月 8、9、16、21、22、27日の 6日間を

かけて、小さな駄菓子屋さん博物館、パズル茶屋、

平野映像資料館、自転車屋さん博物館、新聞屋さ

ん博物館、くらしの博物館、鎮守の森博物館、町

家博物館・今野家、珈琲屋さん博物館、へっつい

さん博物館、和菓子屋さん博物館、幽霊博物館、

平野郷民俗資料館・阪井家（順不同）の 13 館に

調査に行きました。

　年末のお忙しい時期にも関わらず皆さん快くイ

ンタビューを了承してくださり、またお話をされ

るのが好きな方が多く、小一時間から一時間半近

２．町ぐるみ博物館聞き取り調査

NOCHS MAIL

長崎県・外海の風景



くもお邪魔してしまうことが何度もあ

りました。パズル茶屋では自ら作詞さ

れた平野をモチーフにした曲の歌詞を

見せてくださったり、へっついさん博

物館では平野こんにゃくをお土産にい

ただいたりと、あたたかな雰囲気の中

で調査することが出来ました。

　また、町ぐるみ博物館を主宰してい

る「平野のまちづくりを考える会」の

12 月の会議にも参加し、「もめん博物

館」の成果報告をしました。これまで

にも幾つかの大学の大学生が町ぐるみ

博物館に参加したことがあるそうですが、私たちのように当日行ったアンケートや博物館として参加した成果を

後日発表した団体はこれまでなかったようで、好意をもって受け入れられました。町ぐるみ博物館は館長お一人

で運営されている館が多く、当日他の館を見に行けないため、他の館の様子や全体をまとめることになる今回の

オケージョナルペーパーには期待されているようでした。その期待に応えられるよう、鋭意製作中です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　（生活文化遺産研究プロジェクト R.A.　影山 陽子）

　保存処理分析作業室では、関西大学博物館のご協力を得て、同博物館所蔵本山コレクション鉄製品の保存処理

を行ないました。滞りなく処理を終えることができましたが、保存処理は終了すればそれで終わりというのでは

なく、文化財をより永く遺し伝えていき、活用していくためには、その保管・展示環境が重要になります。そこ

で、今回は文化財の保管・展示環境に影響を与えるものについて紹介したいと思います。

　文化財の保管・展示環境下で劣化因子として、温湿度、光、空気汚染、生物被害が挙げられます。まず、温度

ですが、温度が高いほど化学的劣化が速く進むので、低い温度での保管が望ましいといわれています。ただし、

展示室は一般的に鑑賞者が快適に感じる 20℃前後に設定されているようです。また、温度は外気温の変化や人

の移動、照明の発熱などにより変化するので、緩やかな変化に留めるように配慮することが重要です。そして、

湿度は文化財に大きな影響をもたらします。温度と湿度は相関関係にあり、収蔵庫と展示室に大きな温度差があっ

た場合、資料を移動させるとその温度差によって相対湿度も変わるため、結露または乾燥してしまうのです。特

に金属製文化財にとって結露はサビの発生につながるため避けなければならないので、資料を移動させる際には

時間をかけて徐々にその環境に慣らすということが大切です。また、資料の材質によって好まれる湿度が異なり、

金属製文化財は 45％以下がよいといわれています。また、温度と湿度は害虫や微生物などの生物の成育にも影

響をあたえ、二次的な被害をもたらすことも注意しなければなりません。続いて、光による影響は、収蔵庫では

出入り以外は照明をつけることがないので、特に展示の場合に注意しなければならなりませんが、金属製文化財

は光の影響をあまり受けないので気にしなくてもよいといわれています。空気汚染は、屋外では大気中に含まれ

る硫黄酸化物や窒素酸化物が、屋内では建物の内装用建材や接着剤が原因となるホルムアルデヒドなどの揮発性

有機化合物や、コンクリート壁などから発生するアンモニアなどのアルカリ汚染因子が挙げられます。これらの

汚染因子は文化財だけでなく鑑賞者にも影響を与えることも注意する必要があります。生物被害は小動物、昆虫

３．保存処理分析作業室だより　－保存処理を終えて－



による被害、カビなどの微生物による被害がありますが、金属の腐食には硫酸塩還元菌によるものが知られてい

ます。この微生物によって硫酸イオンが還元され鉄が腐食されるのです。これは汚染海水や海成土壌中に埋蔵さ

れていたものに多くみられるようです。

　このほか、地震などの災害による被害や人的な被害なども挙げられます。保存処理を終えた資料は確かにその

前よりは状態もよくなり強化されていますが、それに甘えた取り扱い方をしていてはいけません。人や文化財に

優しい保管・展示環境を整備し、慎重な取り扱いを行なうように心がけ、文化財の保護や公開に努めていきたい

ものです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　（生活文化遺産研究プロジェクト R.A.　千葉 太朗）

　本文記事中にも記載がありますが、「豊臣期大坂図屏風」がベルギーで披露されます。今回、藪田先生のお供で、

私も連れて行ってもらうことになったのですが、出発時間があと 12時間後に迫っています。出発前にNOCHS

メールを発行しないと、スケジュールが間に合わないのです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（編集：吉）

発行：関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センター

Kansai University Research Center for

Naniwa-Osaka    Cultural Heritage Studies
〒 564-8680　大阪府吹田市山手町 3丁目 3番 35
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４．編集後記
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－第 40 号－－第 40 号－ 2008 年 3月 27 日2008 年 3月 27 日

　NOCHS MAIL（ノックスメール）は、関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センターで現在行わ

れている調査・研究の状況を研究員のみなさまに広く知っていただこうというものです。研究セン

ターのリサーチ・アシスタント（R.A.）が調査報告・研究の動向をお知らせいたします。

　2008 年 3月 3・4日に、本山コレクション金石文拓本の叢書作成のため、東京に出張調査を行いました。調

査地は、品川区の海晏寺・東海寺、文京区の西善寺・大塚先儒墓地です。これまでの調査でも、明治・大正期に

木崎愛吉が収集した拓本でははっきり文字が読みとれるものの、風化や破損によって現物の金石文を読みとるこ

とができなくなっているものが多くあることがわかっています。今回の調査は、東京に所在する金石文銘文につ

いて、現物調査をすることが目的でした。

　初日はまず、「伝・北条時頼石塔」の調査を行いました。調査の結果、拓本は東京都品川区海晏寺にある石塔

からとったこと、さらに石塔の地輪背面から手拓していることがわかりました。最初、拓本が石塔背面のもので

あるとは想定していなかったため、目標の石塔を探すこと 20分、発見したときは海晏寺の墓地で、一人喜びを

噛み締めました。

　その後、品川区の東海寺に行き、「沢庵和尚碑」と「賀茂真淵碑」の現状を確認しました。宝暦 3年（1753）

建立の「沢庵和尚碑」は、銘文の一部が破損していますが、拓本では文字を読むことができます。本山コレクショ

ン拓本の資料的価値の高さを確認することができました。

　翌日には、本山彦一が中心となって建碑した「大森貝塚碑」を見るために、大森貝塚公園に行きました。本山

は「考古学界の最大のパトロン」と言われ、のちに多くの発掘調査を後援していますが、もともと本山が考古学

に関心を抱くようになった契機は、明治 10年のモースによる大森貝塚の発見です。本山は昭和 4年に「大森貝

塚碑」を建立していますが、この石碑には、本山の考

古学に対する思いがこめられているように感じました。

　風化や破損によって、現状では金石文の銘文がわか

らなくても、拓本によって判明する場合があり、今回

の東京調査でも拓本資料の価値の高さを再確認しまし

た。それとともに、現地調査をすることによって、と

きに墓碑を所蔵している方の「声」や、石造物にこめ

られた「思い」を感じることができ、現地調査の重要

性をあらためて実感しました。　　　　　　　　　　

　　（歴史資料遺産研究プロジェクト R.A.　松永 友和）

１．現地調査の重要性　～本山コレクション金石文拓本の調査を通じて～

大森貝塚碑



　3月 7日から 14日にかけて、関西大学日本・ＥＵ研究センターの開所式および、同時に開催されるルーベン・

カトリック大学第 1回 Japan Week のために、ベルギーへ行ってきました。

　Japan Week で行われるイベントの中で、3月 11 日には、オーストリア・グラーツ市のエッゲンベルク城博

物館が所蔵する「豊臣期大坂図屏風」についてのフォーラムがあり、その際に当センターが作成した複製品を展

示することになっていました。屏風の取扱いに人数を要するため、P.D. 櫻木氏と私が取扱要員ということで藪田

先生のお伴をしました。

　屏風フォーラムでは、ルーベン・カトリック大学のヴァンデワレ先生と、ドイツ・ケルン大学のエームケ先生、

そして藪田先生がそれぞれ講演をし、討論しあう予定でした。ところが、エームケ先生が急に体調を崩されたと

のことで、参加できなくなり、代替案をヴァンデワレ先生と藪田先生との間で協議することになりました。

　当初は、エームケ先生の原稿を誰かが代読するという案が有力でしたが、ヴァンデワレ先生と藪田先生が話し

合ううちに、妙な雲行きになり、なぜか私が屏風に描かれた場面・景観・人物などについて解説するという話が

まとまりかけました。私はさりげなく逃げようとしましたが、ヴァンデワレ先生の「キミなら十分できると思う

けどね」という殺し文句に、ついOKしてしまいました。

　突如決定した出番でしたが、日本出発前に髙橋センター長から「今までの研究成果は全部持って行くように」

との指示を受けており、また、発表の構成案については藪田先生にプロデュースしてもらいましたので、思いの

ほか準備に支障はありませんでした。

　屏風フォーラム当日、屏風の設置等は櫻木氏と現地学生スタッフにお任せして、私は壇上で油汗を流していま

した。藪田先生は、流暢な英語で華麗に講演していましたが、私はベルギーでは「Yes」「Please」「Sorry」の 3点セッ

トで済ませており、やむなく日本語で発表して、ヴァンデワレ先生に英訳してもらうという方式をとりました。

　ヴァンデワレ先生はとても陽気な人で、1分に 1度ぐらいの割合でダジャレを飛ばしては大笑いしているよう

な方でした。発表時の通訳は、現地の大学生にわかりにくいところを適度に意訳していただいたため、急造の発

表原稿の割には、内容はよく伝わったようでした。フォーラム終了後に、たくさんの方から「とてもおもしろく、

わかりやすかった」と褒めていただきましたが、周囲の人達に多大なフォローを受けたことで、なんとかやりお

おせたという自覚があるため、どうにも気恥しい思いでした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　（祭礼遺産研究プロジェクト R.A.　内田 吉哉）
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２. ルーベン・カトリック大学
     　第 1 回 Japan Week「豊臣期大坂図屏風」フォーラム



　

　私にとって3年間で何にも増して思い出深いことは、長時間一緒に仕事をさせていただいたP.D.・R.A. の皆さん

との日常です。多少衝突を繰り返しながらも、そこはやはり、同じ分野が好きだし、何より同世代なので私たちに

しか分からない悩みと感性で支えあってやってこられたような気がします。センターで、楽しい空間と時間を共有

できたこと、そのなかで芽生えたさまざまな感情をこれからの人生の宝物にします。ありがとうございました。

　髙橋先生、藪田先生、研究員の先生方、そして熊次長をはじめ博物館の皆様、事務室の常行さん、速水さん、

本当にご迷惑ばかりおかけしましたが、丁寧にご指導いただきましてありがとうございました。

                                                                                                                                                   　 （P.D.　森本 幾子）

　本当にいろんな出会いのあった３年間でした。大学の中で研究しているだけでは触れられないモノに出会い、

研究員の先生方をはじめ、大学や研究の世界を超えた多くの方々から貴重なお話をうかがうことができました。

　大阪に関する知識が増えたことは言うまでもありませんが、いま、私の心に浮かんでくるのは「昔もいまも、

大阪には面白い人がたくさんおるんやなあ」ということです。そう思うと、何だかワクワクしてきて、もっと大

阪のことを研究したくなりました。

　最後になりましたが、これまでご指導くださった先生方、各関係の皆様には厚くお礼申し上げます。ありがと

うございました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （祭礼遺産研究プロジェクト R.A.　内海 寧子）

　センターの R.A. として採用されてから約 3年が過ぎました。長いようで短いようで。1年目は右も左もわか

らず、2年目はようやく少しずつ慣れてきて、3年目はとにかく忙しいという感じでした。来年度から新しいR.A.の

方がたも加わるということで、また新しいセンターを築いていっていただきたいと思います。最後になりました

が、お世話になった皆様、本当にありがとうございました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （生活文化遺産研究プロジェクト R.A.　千葉 太朗）

　

　長いようで、終わってみるとあっという間でした。最初こそのんびりムードで始まったものの、日を追うごと

に業務は激しくなり、正直なところ「やってられるか！」と思ったことも多々ありました。

　それでも楽しい 3年間だったと思えるのは、51：49くらいで、しんどいことより楽しいことのほうが多かっ

たからだと思います。“ 終わりよければすべてよし ” ではありませんが、世の中うまくバランスがとれるように

なっているものだなと悟りました。

　3年間でお世話になった方は数え切れないほどになっています。特に、繰り返されるミスをあきれながらもフォロー

してくださった速水さん、無茶なお願いを何度も聞いてくださった常行さんには一生頭が上がらないことでしょう。

　さて、最後に一言。5年間のプロジェクトも残すところ 2年となりました。来年度のスタッフの皆様、あとは

よろしくお願いします。　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　（生活文化遺産研究プロジェクト R.A.　宮元 正博）

３．離任者ごあいさつ　

　当センター設立 1年目の 2005 年７月に着任した P.D. および R.A. が年限を迎えました。皆様への感謝の気

持ちを込めまして、ごあいさつ申し上げます。



　私がかかわった仕事の一つに叢書『大坂代官竹垣直道日記』の発行があります。当センターの R.A. になる前

から藪田先生の近世史ゼミで講読してきた史料ですが、作業をしながら知らず知らずのうちに、竹垣直道に感情

移入していました。竹垣が検見巡見などの職務に追われて痰血や歯痛になると心配になり、事細かく名所見物の

様子が書かれた記述に触れると微笑ましく思いました。癖の強い小さな字で書かれていて読めないときは彼のこ

とを恨みました。史料に対してここまでのめり込んだのは、それぞれが大切に思う文化遺産を後世に伝えていき

たいと願う強い思いに触れたからだと思います。　

　当センターは人びとの思いに支えられている研究機関です。そして私もたくさんの方がたにお世話になりまし

た。3年間ありがとうございました。　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （学芸遺産研究プロジェクト R.A.　松本 望）
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　NOCHS MAIL（ノックスメール）は、関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センターで現在行わ

れている調査・研究の状況を研究員のみなさまに広く知っていただこうというものです。研究セン

ターのリサーチ・アシスタント（R.A.）が調査報告・研究の動向をお知らせいたします。

　今年度より、特別任用研究員として新たに着任いたしました、内田吉哉です。私は、なにわ ･大阪文化遺産学

研究センターが平成 17年度に設立されてから昨年度 3月まで、当センターで祭礼遺産研究プロジェクト R.A. と

して勤務していました。つまり事実上は昨年度から引き続き当センターの研究員をつとめるということになりま

すが、ここはあえて心機一転、一から出直す心構えで望みたいと思います。

　こうした心境の理由として、1つには、これまで 3年間 P.D. の多忙さを見てきたことがあります。昨年度ま

では「わぁー大変そう」と眺めているだけでしたが、いざ自分が同じ立場になってみると、まだ着任 1ヶ月で

すが、殺到する仕事量に思わずうめき声がもれてしまう状態です。どうやらこれは、相当に気を引き締めてかか

らねば、と実感しました。とりあえず、気を引き締めるために、今年度からは毎日ちゃんとネクタイを締めて出

勤することにしてみました。これは意外に効果的で、毎朝ネクタイを締めると「今日も気合入れて仕事しよう」

という気分になるものです。私は今までも、髙橋センター長から常日頃、礼儀や服装について何度も説教をされ

ていましたが、ネクタイ着用を実行してみて、やっとその重要性に気がつきました。「服装の乱れは心の乱れ」

などというと、中学生の生活指導のような雰囲気が漂いますが、どうも私は生得ズボラな人間で、それぐらいの

初歩から始める方がちょうど良いように思われます。

　また、今年度からは「文化遺産学」の研究者として、さらなるステップアップを遂げたいと考えています。

R.A. として 3年間在籍したことで、ようやく最近、自分なりに「文化遺産学とは何か」ということをつかみか

けたように感じています。この命題をさらにつきつめるために、私個人でも研究テーマを持つべきであると考え

ています。私が現在構想している研究テーマとしては、「豊臣期大坂図屏風」と、当センター所蔵「牧村史陽氏

旧蔵写真」があります。

　とりわけ、「牧村史陽氏旧蔵写真」は、私個人にとって重要な題材であると思います。というのは、私は他府

県で生まれ育ち、大学入学にともなって大阪に住みはじめた人間であるために、「大阪生まれ・大阪育ちの人」

さらには「昔の大阪を体験として知っている人」なら当然持っているであろう記憶や実感が不足しているのです。

「牧村史陽氏旧蔵写真」は、主に昭和 20年代から 40年代にかけての資料で、「かつて大阪に何があったのか」「大

阪から何が失われたのか」を知る上で貴重であると思われます。特別任用研究員として在籍している間に、これ

らの資料について研究し、「文化遺産学」の研究者として独り立ちできるように頑張りたいと思っています。

（特別任用研究員　内田 吉哉）

　

１．新任者ごあいさつ



　こんにちは、石本倫子です。2008 年４月から、なにわ・大阪文化遺産学研究センターに R.A.（リサーチアシ

スタント）として勤務することになりました。どうぞ、よろしくおねがいいたします。３月までは高等学校の教

壇に立っていました。善き同僚や愛らしい生徒に囲まれて成長した日々は宝物です。今でも、キャンパス内では

つい卒業生を探してしまいます。

さて、教員として一つ決めていたことがあります。「自分のできないことは生徒にも求めない」。そのため４

年間、「勉強しろ」とは言わず（言えず）、ひたすら「あいさつをしろ」「掃除をさぼるな」と繰り返してきまし

た。実はここに、一番のこだわりがこめられています。どんなに勉強やスポーツを頑張っても、心がけが悪いと

結果を出せないよ。これこそ私が何よりも伝えたかったことでした。それにしても、この「伝える」ことの難し

さ。高校生は、理解できないときには「分からへん」と言います。まったく、この率直な反応には随分鍛えられ

ました。「教える」というより、「分かってもらうために伝える」。伝われば、子どもはこちらが思っている以上

の興味と理解力を見せてくれます。そうして一つずつ知識を共有していく喜びは得難いものでした。

喜びといえば、もう一つ。自らが学ぶ喜びです。私の専門はおもに中世から近世の大坂とくに北摂の地域社

会史です。しかし授業を担当するうえで、それまで馴染みの薄かった近代や現代の歴史のみならず、政治経済や

国際問題に至るまで関心が深まったことは、自分でも驚くほどでした。私自身の世界が広がる興奮は、きっと教

え子にも伝わっていたと思います。

いま、地域社会史と書きましたが、具体的には、どのような人びとが生き、そしてどのような地域が作られ

ていったのかを考えています。対象として大阪を選んだのは、何よりも自分が生活している場所に対する興味と

愛着であったと思います。学問的な問題意識に比べれば実に単純な発想ではありますが、地域の歴史を改めて見

つめなおそうという思いは、文化遺産学の考えにつながるように思います。

しかし、そうした思いを伝えたり、まして共有することは難しいものです。その難しい課題に取り組むことが、

センターの役割なのかなと思います。当センターでは生活文化遺産研究班に所属することになりました。これま

でとりあげてきたものは、野菜や生活道具など、手で触れられるものから、祭りの「にぎわい空間」など、目に

見えないものまで多岐にわたります。いったい、どこまでが文化遺産なのでしょうか。先人が遺したものすべて

が財産だと受け止めて、それをどう再現し還元するかを考える。それが文化遺産学だと聞くと、この学問とセン

ターの豊かな可能性を感じます。とはいえ、まずは自分にできること―あいさつと掃除（片づけ）から始めて、

みんなが気持よく仕事ができるように心掛けたいと思います。

（生活文化遺産研究プロジェクト R.A.　石本 倫子）

今年度より、なにわ・大阪文化遺産学研究センターの R.A. として勤務することになりました中尾和昇と申し

ます。現在、関西大学大学院文学研究科国文学専攻に所属しております。センターでは学芸遺産研究班に所属す

ることになりました。これまでは、センターの R.A. はすべて歴史を専門とされている方々が中心になって活動

されてこられたのですが、今回初めて私のような国文の人間を一員として加えていただき、大変ありがたく感じ

ると同時に身の引き締まる思いがいたします。

　私は曲亭馬琴の読本（近世後期の絵入小説）を専門に研究しています。ですので、研究スタイルとしては、曲

亭馬琴の作品を取り上げ、その作品構造を読み解くというものです。しかし、よくよく考えてみますと、馬琴の

作品は馬琴一人で著述・出版されたものではありません。そこには様々な人々が関わり合っています。例えば作

品を執筆する際には、伊勢松坂の素封家殿村篠斎、同じ伊勢の豪商小津桂窓、高松藩家老の木村黙老、あるいは

越後の豪商鈴木牧之らと頻繁に連絡を取り合い、果ては作品の批評を依頼するなどの親密な関係を築いていまし

た。読本においては挿絵も重要な位置を占めており、歌川豊国・葛飾北斎といった当代きっての浮世絵師に挿絵

を描かせました。また、本を出版するに際しては、江戸の鶴屋喜右衛門・角丸屋甚助、大坂の河内屋太助などと
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綿密な打ち合わせを重ねました。そう考えたとき、馬琴は大変豊かな交流関係をもった人物であることが浮かび

上がってきました。馬琴の作品なのですから、主に馬琴の意志が反映されているのですが、それに関わった人々

の思いもまた深く込められているのだと思います。

このような馬琴の人物関係と同様に、このセンターもまた人と人との関わり合いで成り立っているのだと思

います。これまで自分なりに人間関係を築いてきました。これからは今まで以上にいろいろな人たちと話をし、

コミュニケーションをとっていきたいと思います。まだ R.A. となって日は浅いですが、だんだんと自分のやる

べきことが見えてきたように思えます。まだまだ慣れないことばかりですが、なにわ・大阪文化遺産学研究セン

ターの一員として、精一杯努力していく所存でございますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。

（学芸遺産研究プロジェクト R.A.　中尾 和昇）

今年度の 5月から、なにわ・大阪文化遺産学研究センターのリサーチ・アシスタントとして勤務することにな

りました、藤岡真衣です。現在、私は関西大学大学院博士課程後期課程・文学研究科史学専修に在籍し、民俗学

を専攻しています。センターでは、祭礼遺産研究プロジェクトに所属することになりました。

当プロジェクトでは、年中行事としての法会・祭礼全般に関わる研究が掲げられています。そして、法会・祭

礼の具体的把握やその担い手と地域社会の関係、法会具祭礼具・奉納される諸芸能などの解明を行なっていくこ

とが主な研究目的となっています。また、大阪の祭礼に関する文書や記録類を収集し、資料集として刊行する活

動も行われています。

調査研究のなかでも、翻刻作業と資料集の刊行が進められているものの一つに、『神社を中心とする村落生活

調査報告』という資料があります。当資料は昭和初期に記録されたもので、当時の大阪府下における神社の有様

とそこに関係する人びとや祭礼の詳細など、神社をとりまく様ざまな歴史や文化について貴重な情報を提供して

くれるものです。私は幸いにも修士課程在籍中に、その資料の一部を翻刻する機会に恵まれました。この翻刻の

作業を通じて強く感じたことは、今まで広く知られていない資料が、歴史を明らかにする資料として新たに存在

価値を持つものになったということでした。

資料の存在価値を見出すことは、「何が存在し、何が失われてしまっているのかが未検証」という当センター長・

髙橋隆博教授のお話に通じることであると思います。寺社における法会や祭礼をはじめとし、大阪の文化遺産に

は何があるのかを知る作業が不可欠であることを改めて感じました。これから、なにわ・大阪の歴史と文化を考

察していく中で、自分自身が今まで気づかなかったことに目を向けていけるようになれればと思います。

また、当センターには、「何が文化遺産なのかを探る道程」そして「その研究方途を模索する」基本構想があ

ります。こうした研究の視点が、自分自身が行なう調査や考察の中において広く展開していくことができればと

考えています。センターでの様ざまな事柄が、私にとりまして勉強であり、大切な経験となります。こうした貴

重な機会に恵まれたことを感謝し、頑張ってまいりたいと思います。何卒よろしくお願い申し上げます。

（祭礼遺産研究プロジェクト R.A.　藤岡 真衣）

　2008 年５月より、リサーチ・アシスタントとして勤務することになりました、和
わず み

住香織です。関西大学大学

院博士課程後期課程・史学専修で日本近代史を勉強しています。主なテーマは明治期における大阪の神社につい

てです。前期課程で勉強していたときには、祭礼遺産研究プロジェクトの掲げる研究テーマの一つである「大阪

の神社記事調査」で大変お世話になりました。また、研究例会では発表の機会を与えていただいたことで、修士

論文「明治後期の大阪と神社合祀」も仕上げることができました。現在は同プロジェクトに所属し、収集した記

事の整理・分析を中心にすすめております。

　今回、R.A. として勤めるにあたって、過去に発行されたNews Letter『難波潟』を読み直してみました。第一



線で活躍なさっているたくさんの方々がこのセンターにかかわっていらっしゃることがわかり、自分も未熟なが

らですがここにかかわれることができてとても嬉しく思う反面、責任の重さに身の引き締まる思いがいたしまし

た。そして、文化とは、文化遺産とは何か、を改めて考えました。神社は寺院と同様、「『文化遺産』が歴史的に

集積された場」です。明治後期に行われた神社合祀では、現在私たちが目で見たり、肌で感じたりすることがで

きるものの他、今ではもう、見たり感じたりできなくなったものもきっとあるはずです。または、一度は失われ

たものの、人手や時間をかけて再び姿を見せるようになったものもあるでしょう。

　文化とは？文化遺産とは？私の中では答えは簡単には出そうにはありませんが、「何が失われ」、「何が失われ

なかったのか」を意識しながら、勉強に調査に取り組んでいきたいと思っています。そして、その成果がセンタ

ーにのみに閉じられたものではなく、ひろく地域の方々に少しでも関心をもっていただけるようなものであれば、

と思います。ご指導ご鞭撻のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。

（祭礼遺産研究プロジェクト R.A.　和住 香織）

　昨年度に引き続き P.D. として任用されました櫻木です。昨年度は、2度の国際シンポジウム開催と、3年目の

中間報告書の作成など目まぐるしい毎日でしたが、それだけに刺激的な毎日でもありました。今年度は、P.D.・

R.A. メンバーが大幅に交代し、新たな船出になりますが、初年度からのメンバーの方がたからの思いを受け継ぎ、

新メンバーでそれらをさらに発展させていきたいと考えています。今年度もよろしくお願い致します。

（P.D.　櫻木　潤）

　昨年度に引き続き、今年も生活文化遺産研究プロジェクトのリサーチ・アシスタントを勤めさせていただく、

影山陽子です。昨年は３人体制だった生活文化遺産研究プロジェクトは、私以外の二人と入れ替わりに新しくお

一人が入ってこられ、２人になりました。今まで、班としての細かい事柄はほかの方に頼ってしまうことが多か

ったのですが、昨年一年間の様ざまな研究行事を通じて得たものを糧に、心機一転、気を引き締めてがんばりた

いと思いますので、本年もよろしくお願いします。　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　（生活文化遺産研究プロジェクトR.A.　影山 陽子）

昨年度よりセンターに勤めさせて頂いております、松永友和です。今年度も引き続いて歴史資料遺産研究プ

ロジェクトのリサーチ・アシスタントを勤めさせていただくことになりました。昨年度はレクチャーシリーズや

国際シンポジウム、文化遺産学フォーラムなど様ざまな研究行事を通して、自分にとって足りない点、不勉強な

点がわかってきました。今年度はまず初心にかえって、自分に足りない点を補うとともに、今まで以上に精一杯

頑張っていきますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　（歴史資料遺産研究プロジェクトR.A.　松永 友和）
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　NOCHS MAIL（ノックスメール）は、関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センターで現在行わ

れている調査・研究の状況を研究員のみなさまに広く知っていただこうというものです。研究セン

ターのリサーチ・アシスタント（R.A.）が調査報告・研究の動向をお知らせいたします。

去る 5月 28日（水）に、第 5回ワークショップ「紙芝居は

楽しいぞ！」が開催されました。講師としてお招きした鈴木常

勝先生は、現役の紙芝居師で、平野全興寺などで紙芝居をされ

ています。今回のワークショップの準備のため、4月 27日（日）

に全興寺を訪れ、実際に紙芝居を拝見しました。私は、生れて

初めて紙芝居を見たのですが、鈴木先生の全身から熱気が伝わ

ってきて、終始圧倒されてしまいました。鈴木先生が演じてお

られる姿はもちろんのこと、それを食い入るように見つめる子

どもたちを見ていると、何だかうれしいような、うらやましい

ような気分になりました。

　5月に入って、いよいよ本格的な準備にとりかかりました。今回特に大変だったのは、紙芝居の舞台（紙芝居

が入った木箱）を載せるための自転車を用意することでした。舞台は約 50センチ四方の大きさで、これを載せ

るためには、かなり荷台の大きな自転車でなけれ

ばなりせん。大学近くの自転車屋さんや、郵便局

などを探し回りましたが、こういった自転車はあ

りませんでした。あきらめかけていたときに、大

学前の新聞販売店にあるとの情報を聞き、そこで

お借りすることができました。ところが、その自

転車は荷台のところに金属の突起があり、舞台を

安定させることができません。そこで、急きょ大

学内の業者さんにお願いして、木製の台を作って

もらうことにしました。さらに輪をかけて大変だ

ったのは、自転車を借り、台を設置するのが当

日にならないとできないということでした。このようにトラブル続きで、当日はどうなることかと不安でしたが、

想像以上にスムーズに紙芝居用の自転車に変身させることができ、ほっと胸を撫でおろしました。

紙芝居をレクチャーする鈴木常勝先生

１．第 5 回ワークショップ「紙芝居は楽しいぞ！」を終えて

紙芝居を聞く学生たち



　このワークショップが、センターで働くようになって初めて担当する研究行事でした。下準備から当日までバ

タバタしていましたが、多くの方のご協力もあり、大きなトラブルもなく、無事終えることができました。これ

を糧にしてこれからもセンターの仕事に邁進していきたいと思います。

（学芸遺産研究プロジェクト R.A.　中尾 和昇）

6月 14日に、大阪の住吉大社の御田植神事を見学しに行きました。

住吉大社では、一年を通じて数多くの神事が行なわれています。この神事は、「御田」（おんだ）とも呼ばれ、

1979 年には国の重要無形民俗文化財に指定されています。

神事では、本殿での祭儀に続き、境内の約 2反歩（約 2300㎡）の神田に田植をする間、神田の中央舞台と田

の畔で、豊作を予祝する行事が行われます。この神事の由来は、神功皇后が神田を設け、長門国から植女（うえ

め）を召して田植えをさせたことに始まるとされます。

　祭儀の後、神田に向かって、風流武者、雑兵、楽人、宮司以下神職、八乙女、稚児、御稔女（みとしめ）、植

女、替植女、奉耕者、田植踊、住吉踊の人びとなど約 300 名の行列が続きます。その後、神田中央の舞台上で、

植女から替植女に早苗がわたされ、替植女が植え付けをはじめます。田植えと牛による代掻きの間、田舞、神田

代（みとしろ）舞、風流武者行事、棒打合戦、田植踊、住吉踊が展開されます。一連の行事が終わる頃には、神

田一面に青々した早苗が整然と植え付けられているのです。

植女は、かつて堺の乳守の遊女が代々つとめていました。明治維新以降は、新町廓の芸妓が奉仕するようにな

りました。これは、維新に際して新町廓が御供田を奉納したことに由来します。そのため今でも「新町廓」の幟

が立てられています。現在は、（財）上方文化芸能協会が奉仕しています。

神田の収穫量は約 8石で、その品種はヒノヒカリとのことです。稔った稲穂は 10月 17 日の宝之市神事で刈

り取られ、初穂が神前に供えられます。また、住吉大社の様ざまな神事にお供えされるそうです。

なにわ・大阪文化遺産学研究センター
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こうした神事が長く伝えられてきた背景には、住吉大社や地域の人びとをはじめ、様ざまな人びとの力によっ

て支えられてきたことがわかります。今に伝わる神事を改めて文化遺産として位置づける時、伝承される背景に

は多くの人びとの努力があったことを忘れてはなりませんし、受け継がれていく過程に目をむけていくことが重

要なのだと感じました。

参考文献：

『重要無形民俗文化財指定　住吉の御田―住吉大社「御田植神事」略記―』（住吉大社のリーフレット）

一柳安次郎「住吉神社おん田神事（上）・（下）」（『郷土研究　上方』第 6号・第 7号、創元社、昭和 6年）

（祭礼遺産研究プロジェクト R.A.　藤岡 真衣）

　センターでは、「なにわの伝統野菜」を文化遺産のひとつとして、実験農園を設けて栽培してきました。今年

度も引き続き、毛馬胡瓜や吹田慈姑、勝間南瓜、玉造黒門越瓜のほか、新たに泉州水茄子の栽培にも挑戦して

います。

　

　

　４月には、畑の土づくりをし、５月中旬には毛馬胡瓜や泉州水茄子などの苗を植えました。胡瓜などの蔓を網

に誘引させるため、畑内に網を張るとともに、畑の周囲には、犬や猫除けの防護網を張りました。最初は小さか

った苗ですが、日を追うごとに成長していき、畑の水やりは、センターの仕事の中でもホッとするひとときにな

ってきました。６月上旬、胡瓜や南瓜の葉

に白い斑点模様がつく、うどんこ病が発生

したため、急きょ展着剤とサプロール（殺

菌剤）を散布するなどして対応しました。

　６月中旬、センター研究協力者で「なに

わの伝統野菜」の復活に取り組んでおられ

る森下正博先生に、畑の様子を見ていただ

きました。森下先生から水と肥料が不足し

ているとのご指摘を受け、それまでの夕１

回だけを、朝夕の２回水をやり、かつ肥料

を以前より多めに散布するようにしまし

た。その成果があらわれたのか、葉の緑は

濃くなり、茎も太くなってきました。

３．なにわ大阪の伝統野菜、今年度はじめての収穫！　

毛馬胡瓜の苗 苗を畑に植える作業

森下正博研究協力員の指導を受ける



　６月 25日（水）は、いよいよ収穫です。先週までは、まだ小さかった胡瓜の実は、梅雨の恵みも手伝って、

急に立派に成長しました。食べ頃の２本の胡瓜も収穫し、センター全員で試食。メンバー交替で水やりを行って

いることもあり、毛馬胡瓜の味

は格別でした。

　現在、実験農園では、泉州水

茄子が育ちつつあります。まだ

まだ小さい実ですが、大きく実

を結ぶよう、日々、水と愛情を

注ぎながら育てております。

（歴史資料遺産研究プロジェクト

R.A.　松永 友和）

　７月３日（木）　第７回レクチャーシリーズ「なにわの食文化 ～「天下の台所」からみる日本食～」

　　　　　　　　　「日本料理の歴史」熊倉功夫氏（林原美術館館長・国立民族学博物館名誉教授）

　　　　　　　　　「モダン大阪の台所」山下満智子氏（大阪ガスエネルギー・文化研究所副主任研究員）

　７月４日（金）　第３回「豊臣期大坂図屏風」研究会

　　　　　　　　　「ハプスブルク家と日本」　大津留厚氏（神戸大学教授）

　７月７日（月）　2008 年度第 1回学芸遺産研究例会（13：00～）

　　　　　　　　　「伊勢長島「独楽園」の環境―増山雪斎と大名庭園―」（藤田真一 センター研究員）

　　　　　　　　  2008 年度第 1回生活文化遺産研究例会（14：40～）

　　　　　　　　　「なにわ伝統野菜（在来種）の衰退・復活の経緯とこれから」

　　　　　　　　　　（森下正博氏（センター研究協力者））
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４．今後の予定　

収穫を祝っての一枚

（なにわ実験農園前にて）



　NOCHS MAIL（ノックスメール）は、関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センターで現在行わ

れている調査・研究の状況を研究員のみなさまに広く知っていただこうというものです。研究セン

ターの研究員が調査報告・研究の動向をお知らせいたします。

7 月 3日　　　　　　第 7回 NOCHS レクチャーシリーズ「なにわの食文化－天下の台所からみる日本食―」

　　　　　　　　　　　熊倉　功夫氏「日本料理の歴史」

　　　　　　　　　　　山下　満智子氏「モダン大阪の台所」

7月 4日　　　　　　第 3回屏風研究会

　　　　　　　　　　　大津留　厚氏「ハプスブルク家と日本」

7月 7日　　　　　　2008 年度第 1回　学芸遺産研究例会・生活文化遺産研究例会

　　　　　　　　　　　藤田　真一氏「伊勢長島「独楽園」の環境－増山雪斎と大名庭園－」

　　　　　　　　　　　森下　正博氏「なにわ伝統野菜（在来種）の衰退・復活の経緯とこれから」

7月 15日     　　　　難波潟No.9 刊行

　今年 10月に開催される第 5回文化遺産学フォーラムのテーマは「水と文化遺産」。2008 年 7月 14日、フォー

ラム担当の 4名（和住・藤岡・松永・櫻木）は、その企画準備のために枚方市にある 2ヶ所の資料館の見学に

出かけました。

　京阪枚方市駅から徒歩 10分ほどのところにある淀川資料館は、「淀川の歴史」・「くらしと淀川」・「淀川の環

境」という 3つの展示ゾーンからなっています。また、映像資料として仁徳天皇など淀川をめぐる人物を紹介

するビデオも上演されています。近年、淀川に関わるさまざまな取り組みがなされていますが、なかでも「ワン

ド」の再生は有名です。生態系に目が注がれることが多い「ワンド」は、その歴史をたどると人為的な水制工に

よる産物だったのです。明治初期にオランダ人技師デ・レーケらは、大阪港から京都までの淀川航路整備事業を

行います。そのとき、川幅を狭め、蛇行させて水流を弱めるとともに、水深を確保し、航路を維持するために粗

朶沈床（そだちんしょう）法という水制工を用いました。その水制工がきっかけとなってワンド（湾）やタマリ

（池）が生成されるのです。「ワンド」は古代からの淀川の自然をとどめるものだと勝手にイメージしていた私に

とっては、目から鱗の驚きでした。また同時に、明治初期の大阪においても西洋技術の恩恵があった（デ・レー

ケは 1600 年代から代々堤防をつくる職人の家系）ということに長崎での文化遺産視察で感じた思いがよみがえ

りました。
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２．淀川が織りなす風景ー淀川資料館・市立枚方宿鍵屋資料館見学ー

１．7 月の活動報告



　淀川資料館をあとに、当時の面影を残す旧京街道を南下し、市立枚方宿鍵屋資料館を訪れると、幸いにも平尾

賢二館長にご案内いただくことができました。枚方が交通の要衝として人やモノの集積地であっただけでなく、

さまざまな文化が集積する場であり、それを支えたのが淀川の流れであったことを改めて感じました。また、別

棟二階の広間からのぞむ淀川は、ここが大阪であることを疑ってしまうほどの趣きで、この辺りにたびたび行幸

した桓武天皇らが詩を賦した風景に思いを馳せていました。この風景も、後世に残すべき大阪の文化遺産のひと

つであるといえるでしょう。

　鍵屋資料館見学後、再び旧京街道を枚方市駅へ向

けて北上。途中、道標などの石造物に往時を偲び、

枚方市駅前での楽しいハプニングもありながら、無

事見学を終えました。現地を歩くことの大切さを改

めて感じた夏の午後でした。

　　　　　　　　　　　　　　　   （P.D.　櫻木　潤）

　

　祭礼班として携わる初めての仕事が「大阪の夏祭りカレンダーの作成」でした。大阪の夏祭りは、6月末の愛

染祭に始まり、7月の住吉祭に終わると言われています。私がかつて住んでいた阿倍野区でも、7月 7日の安倍

晴明神社の七夕祭や 28日の阿倍野王子神社の夏祭りが催されています。この間、普段は何の変哲もない町に張

りめぐらされる注連縄に、暑い夏を迎える心準備や夏の祭りを無事に終わらせることを願う町内の方々の思いを

感じたものです。

　このように、町内なら勿論、大阪に愛着をお持ちの方なら、なおさら楽しみにしておられる、「大阪の夏祭り」

をお知らせするものですから、念には念を入れて取り組みましたが、結局体裁が整ったのは 7月に入ってから

でした。

　初めてということもあり、不慣れな点が多々ありましたが、もし、来年もカレンダーを作成し、担当させてい

ただけるのなら、次の 3点に留意し、来年に生かしたいと考えております。

　まず１点目は、夏祭りカレンダーを作成するということを寺社側に明らかにし、掲載することを了解していた

だいた上で祭りの日程や内容などを早めに確認することです。当たり前のことですが、今回はこれが徹底されて

いなかったため、寺社側との間に多少の齟齬があり、反省しています。

　次に、カレンダーに掲載する祭りの選定基準を考え直す必要があるのではないか、ということです。「選定」

という表現は、おこがましいのですが、基本的には、「夏祭りは都市の祭り」ということであるので、大阪市内

の寺社の祭りが主となり、そこから洩れてしまう祭りがあるのが現状です。しかし、現在の紙面の都合上すべて

の祭りを網羅することはできません。あるいは、「地域別」や「季節別」の祭りカレンダーをつくる、という可

能性もありましょう。
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旧京街道沿いに建つ鍵屋資料館

３．2008 年大阪の夏祭りカレンダーを作成して



　最後に告知方法です。今回は、当研究センターホームページで告知した他、テレビ・新聞で取り上げていただ

きましたが、各メディアとも、広報をお願いしてすぐに取り上げてくれるという訳ではなく、取り上げていただ

くまでに 1週間から 10日ほどの期間がありました。ちなみに、当ホームページを見てお申し込みをして下さっ

たであろうと考えられる方は、申込者全体の 1割弱でした。

　お申し込みの方々からは「こういうものがあるのを知りませんでした」、「大阪にはたくさんお祭りがあるので

すね」などとともに、丁寧なお礼をいただき、大変ありがたく思いました。このような反応は、今までカレンダー

にかかわってこられた方々の努力の賜物です。すべての人の希望に沿えることは到底できないことですが、先達

から受け継いだ財産を食いつぶすことのないよう、さらに実りあるものにしていきたいと思っています。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　（祭礼遺産研究プロジェクト R.A.　和住 香織）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　行事を担当するときに大切なことは何でしょうか。―行事を予定通りにつつがなく進行すること。この答え

は確かに間違いではないでしょう。センターに入って、いくつかの行事を経験しましたが、初めて担当となった

のが第 7回 NOCHS レクチャーシリーズです。しかし今、自分の取り組みかたを振り返ってみると、行事を進行

することに捉われすぎていたように思います。

　実際に当日も、私は眉間に皺を寄せて会場に座っていました。それでも山下満智子先生の「モガ」を地で行く

桃色の帽子と爽やかな白いスーツ。熊倉功夫先生の、穏やかな語り口の合間からこぼれるエスプリ。そして会場

全体を和やかな空気が取り巻いているのが伝わってくると、私の気持ちは自然と綻びました。

　それから、今でも気持を温かくしてくれるのが今回のチラシです。と言っても私が作ったわけではありません。

「これまでのポスターは青を基調とした寒色系が多いね。食べ物に関わるテーマでもあるし、暖かい色はどうか

な。」そんな一言を拾い上げて見事な意匠に仕上げてくれたのは、担当として苦楽を共にした影山さんです。

　

４．初めての担当行事

2008 年　大阪の夏祭りカレンダー



　行事が終わってしばらく経ってみると、そういったやり取りも含めて、愛

着を持ってチラシを眺める自分があり、よいイメージこそが反芻されている

ことに気づかされます。

　行事で一番大切なことは何でしょうか。それは参加する人も企画する側も

楽しむことではないでしょうか。小さな手違いがあっても、それは「失敗」

を意味するのではなく、何かが生まれたこと自体が「成功」だと考えたいです。

そしてその生まれた結果から、いかに学べるかが、成長につながるように思

います。

　というわけで、今度行事を担当するときは「趣味レーター」という域まで

段取りを細かく考えることはほどほどに、ひょうたんから駒が出てくるのを

待つぐらいの気持ちで臨みたいと思います。

　　　　　　　　　　　　 　（生活文化遺産研究プロジェクト R.A.　石本 倫子）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　当センターでは、8月 9日（土）から 8月 20日（水）まで、夏季一斉休暇になります。この期間の電話およ

び FAXでのご連絡は、21日以降にお願いします。ご迷惑をおかけしますが、ご了承ください。

　7月上旬は研究行事が重なり、怒涛の日々が続きました。しかし、気がつけばもう 7月も終わろうとしていま

して、まさに光陰矢の如くといった感がいたします。センターでは、秋以降も、文化遺産学フォーラムや地域連

携企画などの研究行事が目白押しですので、ご期待下さい。連日猛暑が続いていますが、皆さま体調をくずされ

ませぬよう、ご自愛ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　（編集：な）
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レクチャーシリーズのチラシ

５. 夏季一斉休暇のお知らせ

６. 編集後記



　NOCHS MAIL（ノックスメール）は、関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センターで現在行わ

れている調査・研究の状況を研究員のみなさまに広く知っていただこうというものです。研究セン

ターの研究員が調査報告や研究の動向をお知らせいたします。

　7月 22日から 23日にかけての 2日間、奈良県明日香村にある飛鳥文化研究所のセミナーハウスで合宿を行

いました。来年、センターが 5年目を迎えるということで、今後の課題・展望を集中的に討議しました。

　私は、飛鳥の地を訪れるのは今回が初めてで、とても楽しみにしていました。このセミナーハウスは、明日香

村の南、稲
いなぶち

淵という所にあり、近くを飛鳥川が流れています。飛鳥川といえば、『古今和歌集』の「世の中は何

か常なる飛鳥川昨日の淵ぞ今日は瀬になる」（巻 18・雑下）が有名ですが、特に稲淵の辺りを詠んだ歌としては、『万

葉集』の「飛鳥川明日も渡らむ石橋の遠き心は思ほえぬかな」（巻 11・2701 番）があります。また、飛鳥は古

代の都が置かれた土地であるため、高松塚古墳をはじめとする多くの古墳・遺跡に囲まれています。

　このように、飛鳥は万葉以来の歌枕として、また史跡を豊富に持つ土地として広く知られています。しかし、

1日目の藤田尚氏（明日香村・政策調整室課長）のレクチャーを聞いて、明日香村の現状を知り、大変驚きました。

特に印象的だったのは、飛鳥には伝統産業と呼べるものが少ないということです。確かに、考えてみれば、飛鳥

に来る人の目的は、古墳や遺跡を巡ることが中心であって、美味しいものを食べ、名産品をお土産に買ったりす

ることはほとんどありません。この問題を解消するため、明日香村では観光立村をテーマに掲げ、棚田オーナー

制度を設けて村民の農業生活を支援し、飛鳥の土地で採れた野菜を直売する「あすか夢販売所」、夏の夜に明日

香村内の数ヶ所を灯籠で囲む「光の回廊」などといった事業を展開し、観光客を増やす取り組みがなされています。

　明日香村の問題は、大阪にも繋がる部分があります。

飛鳥は遺産を保存することには長けていますが、それ

を利用した観光事業が遅れています。逆に大阪は、観

光事業を推し進める力はあるものの、遺産として保存

すべきものを多く失ってきました。古代の「飛鳥」と

現代の「明日香」、近世以前の「なにわ」と現代の「大

阪」、それぞれの言葉が持つ意味は、大きな違いがあ

ります。その違いを認識した上で、それぞれの文化を

共存させなければならないでしょう。なにわ・大阪の

文化遺産学を見つめ直す上で、今回の合宿は良いきっ

かけになったと思います。

　　 　（学芸遺産研究プロジェクト R.A. 　中尾 和昇）

明日香村の棚田をのぞむ

１．「飛鳥」と「明日香」ーセンター夏季合宿ー１．「飛鳥」と「明日香」ーセンター夏季合宿ー
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　8月 4日、神戸から電車とバスで 3時間。兵庫県豊岡市出石町に到着したのは、日差しの強いお昼ごろでした。

近畿地方に現存する最古の芝居小屋とされる「出石・永楽館」で、復原修理の竣工を記念して「杮落大歌舞伎」

が興行されました。

　永楽館の前身は、農村歌舞伎舞台でした。これは、出石の紺屋業である小幡家 10代目久次郎氏が、明治 7年

（1874）に出石城二の丸の廃材を用いて造営したもので、地方一座による歌舞伎公演や上方芝居が上演されてい

ました。

　その後、11代目久次郎氏が本格的に芝居小屋を建設し、明治 34年（1901）には劇場開演式が挙行されました。

新築の「永楽館」は木造 2階建瓦葺で、歌舞伎上演に必要な廻り舞台、花道などが整備されました。明治から

大正期にかけて大阪の歌舞伎一座の公演、新派劇、活動写真の興行、昭和期には映画館としても活用され、昭和

39年（1964）の閉館まで娯楽を提供しました。建物は小幡家により保存され、平成 10年には豊岡市指定文化

財となりました。平成 18年から今年の 6月まで修復工事が行われ、舞台機構が充実していた大正 11年（1922）

頃の姿に復原されました。

　本公演では、上方の花形役者である片岡愛之助丈を座頭

とし、片岡秀太郎丈、中村壱太郎丈が、「操り三番叟」・「杮

落記念口上」・「奴道成寺」を披露しました。2階の舞台正

面右手の席から見物した私は、三番叟を演じる愛之助丈と

目が合っていると錯覚してしまうほど舞台との近さを感じ

ました。口上では、客席からの声に役者さんが応える場面

もあり、大劇場にはない芝居小屋ならではの温かい雰囲気

がそこにはありました。

　永楽館の座席数は 332 席、1階の枡席には、角材で枡

形に仕切った一区画に 24人または 12人の観客が座って

いました。席の出入りのため、枡席を仕切きる細い角材の

上を器用に渡る観客やお茶子さんの姿は、まるで浮世絵に描かれた芝居小屋の情景をみるようでした。

　上方形式での口上など「上方歌舞伎」を強く意識した本公演の背景には、かつて永楽館において上方芝居を興

行したということがあったからだと推測します。

　但馬地方では幕末から明治期にかけて、永楽館のように一座を招いた芝居興行のほかに、村人自身が大坂で歌

舞伎の技芸を身につけ、帰村後、村芝居をする事例もみられました。但馬地方に点在する芝居上演の様子を知る

ことは、上方文化の広がりをとらえるとともに、改めて上方文化そのものを考えるきっかけになると感じました。

　

　参考文献：

　出石町史編集委員会編『出石町史　第二巻（通史編下）』（出石町、1991 年）

　松竹関西演劇部編『永楽館杮落大歌舞伎』（豊岡市・豊岡市教育委員会、2008 年）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　（祭礼遺産研究プロジェクト R.A.　藤岡 真衣）

出石・永楽館

２．出石・永楽館杮落大歌舞伎の公演を訪れて２．出石・永楽館杮落大歌舞伎の公演を訪れて
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　8月 4日（月）、もはや当センターの定番行事となった、「篝の舞楽」の鑑賞に出かけました。参加メンバーは、

当センターのスタッフのほか、髙橋センター長と藪田 G.P.L の奥様方、関西大学 EU- 日本学教育研究プログラム

の方がたもご一緒しました。

　篝の舞楽がおこなわれるこの日は、四天王寺本坊庭園にて納涼茶会も開催されています。毎年、この納涼茶会

を体験してみたいと思いつつ果たせずにいましたが、今年は念入りにスケジュールをやりくりし、ついに念願か

なって一服喫することができました。この日は気温も湿度も高い日でしたが、水が流れ樹木が生い茂る本坊庭園

は心持ち涼しく、豊かな気持ちになって茶会を楽しみました。場所が場所だけに、蚊がたくさんいて刺された人

もいたようですが、私は最近なぜか蚊に刺されることが少ないため、特に気になりませんでした。

　お茶をいただいた後、四天王寺の本坊庭園を一巡りしましたが、庭園内の「極楽の池」に咲き誇る蓮の花を眺

めるうちに髙橋センター長が私たちを見回しつつボソリと「なぜ仏教では蓮の花を重んじるのか、君たちは知っ

ているか…」と問いかけました。私はとっさに視線をそらしてやりすごすことに成功しましたが、そのかわりに

P.D. 櫻木氏が犠牲となっていました。

　午後 6時ごろになると日がかげりはじめ、風も吹いて過ごしやすくなったところで、篝の舞楽の会場へ入り

ました。天王寺雅亮会の徳山氏のご配慮で、私たちはあらかじめ席を用意していただいていました。篝の舞楽は、

春の聖霊会と比べて、より舞台に近い位置で鑑賞することができます。演目は、振
えんぶ

鉾･北
ほくていらく

庭楽･蘇
そ り こ

利古･蘇
そまくしゃ

莫者の

4つですが、このうち、北庭楽は私にとって初めてみる演目でした。また、蘇莫者は聖徳太子信仰にまつわる説

話を題材にとった演目で、学位論文のテーマに聖徳太子信仰を選んだ私としては、思わぬところで旧友に再会し

たような思いで舞台を眺めていました。

　すべての演目が終了すると時刻は 9時近くになっており、舞楽を鑑賞する間は忘れていた空腹を抱えて、各

自家路につきました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     （特別任用研究員　内田 吉哉）

　

四天王寺本坊庭園にて「一心大神」

３．篝の舞楽の日、念願の納涼茶会を楽しむ３．篝の舞楽の日、念願の納涼茶会を楽しむ



　以前、ノックスメール 35号で、センター１階の保存処理分析作業室にある元素分析装置（EA）と安定同位体

比質量測定装置（IsoPrime）の話を簡単にいたしましたが、今回はそれらの機械を使った測定に欠かせない、電

子分析天びんの話をします。

　保存処理分析作業室にある電子分析天びんは、0.01mg ～ 200g までを量ることができます。この分析天び

んで試料重を量り、それを EAおよび IsoPrime で測定して、特定の元素の同位体比を調べます。EAおよび

IsoPrimeで測定できるのは一試料あたり0.5～1mg程度なので、

電子分析天びんの役割は非常に重要です。

　ところで、精密機械が非常にデリケートであることはご存知

のことだと思います。この電子分析天びんも同様で、精度が高

いため、空気の流れや温度変化によっても結果が左右されてし

まいます。極端に言うと、人間が接近したときのわずかな温度

変化でさえ、影響を及ぼしてしまうのです。ですから、この天

びんで計量するときには室温が一定で、かつ空気の流れがない

状態で計量しなければなりません。空気の流れを止めるために

は空調を切る必要がありますが、例えば真夏であれば外気が高

いため、室温が一定になったときには、天びんが安定して測量

できる室温をはるかに超えてしまいます。かと言って測定可能

な室温にするために空調を入れると、今度は空気の流れが発生

してしまうのです。最終的には空調を入れたり切ったりして何

とか天びんをなだめすかしながら、少しずつ試料を計量してい

くことになり、一日で測定するはずの半分の試料数しか計測で

きなかった…などということもあります。精密機械の相手は、なかなかに大変なものです。　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　    　（生活文化遺産研究プロジェクト R.A. 　影山 陽子）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　北京五輪が閉幕しました。かつてあの大舞台をめざして練習に明け暮れていた私は、選手たちに多少のシンパ

シーを感じながらも連日テレビの前で心を躍らせていました。精神と肉体を鍛えあげ、いざ一瞬に輝かんとする

アスリートの姿には、いつも胸が熱くなります。祭りの余韻も冷めてきた頃、センターの周りでは朝顔が淡い赤

紫の花弁を揺らしています。その花一時の可憐さにも、夏の終わりと秋の訪れを感じます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （倫）
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電子分析天びん IVW-200D
天びんに乗っているのは試料測定用のスズカップ
　　　　　　（φ 3.5mm×高さ 5mm）

４．保存処理分析作業室便りー電子分析天びんー４．保存処理分析作業室便りー電子分析天びんー

５．編集後記５．編集後記



　NOCHS MAIL（ノックスメール）は、関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センターで現在行わ

れている調査・研究の状況を研究員のみなさまに広く知っていただこうというものです。研究セン

ターのリサーチ・アシスタント（R.A.）が調査報告・研究の動向をお知らせいたします。

　 

    今年度の文化遺産学フォーラムの予備調査

と打ち合わせのため、9月 4日・5日の両日

に山形県を訪れました。到着するとすぐに最

上川へと向かいました。目の前の最上川は、

山あいの深い谷間を滔々と流れる、まさに山

形の母なる川としての景観を織りなし、平野

部を流れる淀川とは少し趣を異にしていまし

た。その景観は、現在、「舟運と水が育んだ農

と祈り、豊穣な大地」として世界遺産の暫定

リスト登録を目指しているそうです。最上川

は、紅花などの山形の産物を京・大坂へと運

ぶルートであるとともに、京・大坂の文化を

山形へともたらすルートでもありました。現

在でも山形では言葉や食習慣、商法などに上

方文化の影響が残っているそうです。また、

最上川流域の河北町にある谷
や

地
ち

八幡宮には、

慈覚大師円仁の立石寺（山寺）開創時に随従

したとされる天王寺楽所楽家のひとつ林家が

伝えた舞楽が、「谷地の舞楽」（林家舞楽）と

して毎年 9月の谷地どんがまつりで奉納され

ています（今年は 9月 17～ 19日）。「谷地

の舞楽」は八幡宮境内の石舞台で演じられる

そうで、四天王寺聖霊会舞楽を彷彿とさせま

す。今夏、宮島の厳島神社を訪れた私にとっ

ては、またしても天王寺舞楽とのご縁を結

ばせていただいたようでした。
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１．最上川がむすぶ山形と大阪

　　　　　　　　　　　東北芸術工科大学

　（手前の建物が図書館。2階に東北文化研究センターがある。）

　　　　　　　山あいを縫うように流れる最上川



　二日目に訪れた東北文化研究センターでは、フォーラムの講師としてお招きする菊地和博先生・岸本誠司先生

と打ち解けた雰囲気の中で打ち合わせができ、菊地先生から「谷内の舞楽」では創立 120 周年記念行事の際に

演じられた「還城楽」は子どもが舞う演目であることや、兵庫県ご出身の岸本先生からは聞き取り調査を行う際、

山形市内よりも最上川河口の酒田や庄内では「言葉の壁」をさほど感じないとのお話をうかがい、接点などまっ

たくないと思っていた山形と大阪とは、文化遺産という観点からみれば多くの共通点があることを認識しました。

その両者を結びつけたのが最上川の流れだったのです。遠く離れた地の文化を結ぶ最上川こそが文化遺産なのだ

といえるかもしれません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（P.D.　櫻木　潤）

　霧島・宮崎・指宿と、南九州を満喫した二泊三日の旅行の最終日は、知覧でした。知覧町は鹿児島県川辺郡に

属していましたが 2007 年（平成 19）12月、川辺郡川辺町と揖宿郡頴
え

娃
い

町の 3町が合併し、現在では南九州市

となっています。 

　知覧では、まず「知覧特攻平和会館」を訪れました。知覧は、1942 年（昭和 17）３月大刀洗陸軍飛行学校

の分校が設けられましたが、戦局の悪化とともに、本土最南端の航空基地として陸軍の特攻基地となった地です。

この地からおよそ千人の若い兵士が沖縄の海に飛び立っていきました。平和会館までの道は「平和祈念通り」と

して、戦没特攻兵士と同じ数の石灯籠が建てられており、周辺は慰霊の空間となっていました。また、館内は特

攻兵士たちが家族や知人に遺した手紙や遺書、辞世の句などが遺影とともに出撃した月日順に展示されていまし

た。 

　特攻平和会館を見学したあと、そこから車で５分ほどのところにある、武家屋敷地区に行きました。ここは島

津藩政時代、113 の外城の 1つとして栄えたところです。武家屋敷の庭園は、自然の風景をよく取り入れており、

1981 年（昭和 56）2月には、国の「名勝」として、また同年 11月には周囲の地域が重要伝統的建造物群保存

地区として国の選定を受けています。武家屋敷群と調和の取れた町並み、そして道端の清流溝には鯉が遊泳し、

落ち着きのある静かなたたずまいを見せていました。ここでは７つの庭園をみることができますが、いずれもそ

こに住んでいる人がおり、また、非公開になっ

ているお宅もあります。非公開の家の門の前

には庭園を紹介する看板が立っていませんが、

公開されているお宅と混在しているので気を

つけなければなりません。 

　庭園を 2～ 3見てから、周辺を少し歩きま

した。武家屋敷の近くにある「ホタル館」は

多くの特攻隊員から慕われ、「特攻の母」と呼

ばれた鳥濱トメさんの切り盛りしていた富屋

食堂を復元した建物であり、2007 年に制作さ

れた映画「俺は、君のためにこそ死ににいく」

のロケでも使われた場所です。トメさんの生

涯と特攻隊員とのふれあいのひとときを撮っ

た写真などが展示されていました。 
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２．南九州の旅

　　　　　　　　　  知覧武家庭園

　　（見学できるところには看板が建てられています。）



　このように知覧は、「平和記念館を訪れ、名勝も見ることができる」という盛り盛りだくさんの町でした。団

体旅行にはこの二箇所が組み込まれていて、必ず訪れることになっています。大阪の場合はどうだろう。帰途の

夜空にまばゆいばかりにネオン輝く大阪の街をみおろしながら、そんなことをふと考えた旅の終わりでした。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（祭礼遺産研究プロジェクト R.A. 　和住  香織）

　9月 3日から 6日までの 4日間、調査旅行で長崎・島原を訪れました。大阪から島原までは、電車で乗り継

ぐこと約 6時間。車中では、最近刊行された大橋泰幸氏の『検証島原天草一揆』を読み終え、気持ちは「島原」

に切り替わりました。初日は集合時間前に島原城や武家屋敷を散策し、二日目は原城跡周辺を視察。三日目は本

光寺（島原市）で史料調査を行い、四日目は自由行動、私は長崎を訪れました。昨年度のセンターの視察でも長

崎市外海地区に訪れましたが、今回の調査旅行は主に島原半島ということもあり、長崎のもう一つの「顔」を発

見することができました。ここでは、原城跡の視察を中心に述べたいと思います。

　原城跡周辺の視察では、南島原市教育

委員会の松本慎二氏から解説をしていた

だきました。キリシタン墓地と日野江城

跡をまわり、そのあと、原城跡に行きま

した。私は以前から「島原天草一揆」（呼

称は、大橋氏の著書に従っています）に

興味関心を抱いていましたので、実際に

その終結地に訪れることができ、感慨深

いものがありました。

　近年の原城跡の発掘調査はめざましい

ものがあり、日本史の通史や概説では必

ずといっていいほど、その成果が取り上

げられています。原城跡からは、大量の

陶磁器と破却後の石垣、それに大量の人

骨が眠っていることが判明しました。3万

人（人数は諸説ありますが、ここでは「3万人」としておきます）の人びとが殺され、埋められた場所…、日本

にこの原城を除いてそんな場所があるだろうか、と考えさせられました。「人骨で一体まとまった形で出土した

例はない」、実際に発掘調査に携わった松本氏の言葉です。島原天草一揆における最後の舞台の壮絶さは、発掘

された刀傷のある大腿骨や上部のない頭蓋骨が物語っています。なぜ、それほど多くの人びとが死ななければな

らなかったのか、原因は宗教によるものか、領主の苛政によるものか、あるいはその両方によるかは議論の分か

れるところですが、いずれにせよ、その事実は変りません。海につきだした廃城・原城跡全体が、キリシタンを

含む 3万人の人びとが眠る墓標のように感じられました。

　最後に、昭和 2年 8月に新村出が、原城跡を訪れたときに詠んだ歌を紹介したいと思います。

　　　　痛ましき　　 原の古城に来て見れば　　 ひともと咲けり　　 白百合の花　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（歴史資料遺産研究プロジェクト R.A.　松永  友和）

３．長崎・島原を訪ねて　～ 3 万人が眠る原城跡～

　　　　原城跡で松本慎二氏（写真左側）の解説を受ける



10 月 2日　（木） 杭全神社総合調査

10月 5日　（日）地域連携企画第４弾　関連企画「留学生の見た平野」（平野郷フィールドワーク）

10月 8日　（水） 第４回「豊臣期大坂図屏風」研究会

10月 17日（金）文化遺産学フォーラム　連携企画

10月 18日（土）文化遺産学フォーラム「水と文化遺産」（仮）

10月 26日（日）地域連携企画第４弾「平野をさぐる」

10月 30日（木）～ 11月 1日（土）文化遺産視察（東北）

　9月も中旬になりましたが、日差しの強い日が続いております。10月は、地域連携企画や文化遺産学フォー

ラムなど、催しが目白押しです。センターも残暑に負けず、10月に向けて企画準備や調査研究に奔走していき

たと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（編集：ふ）

発行：関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センター

Kansai University Research Center for

Naniwa-Osaka    Cultural Heritage Studies
〒 564-8680　大阪府吹田市山手町 3丁目 3番 35

mailto:naniwa@jm.kansai-u.ac.jp

※記事を許可なく転載することを禁じます

４．10 月の予定

５．編集後記



　NOCHS MAIL（ノックスメール）は、関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センターで現在行わ

れている調査・研究の状況を研究員のみなさまに広く知っていただこうというものです。研究セン

ターの研究員が調査報告・研究の動向をお知らせいたします。

　10月 26日（日）開催予定の地域連携企画第 4弾「平野をさぐる」に向けて、現在準備を進めています。昨

年に引き続き、平野を舞台にしていますが、今回は杭全神社に焦点を当てたいと考えています。

　平野といえば、中世に環濠集落として栄え、近世に入ると「平野郷町」が整備され、木綿を主産業として目覚

ましい発展をとげた、大阪でも指折りの都市です。特に、今回の会場である杭全神社には、江戸時代の連歌所が

今なお残されており、往時を偲ぶことができます。その杭全神社内で、3人の講師をお招きし、杭全神社と平野

について大いに語っていただきます。どのような話が飛び出すのか、担当する私自身が一番楽しみにしています。

　さらに、今回は「留学生の見た平野」と題した関連企画も行ないます。秋学期から関西大学に来た留学生を対

象に、平野の町を歩いてもらい、それぞれ印象に残った建物・風景などをカメラで撮影していただきます。その

写真を 26日に会場で展示し、写真コンテストを開催します。日本人とは異なる感性をもった留学生たちは、一

体どのようなものに興味を抱いているのでしょうか。

　今回の地域連携企画では、さまざまな視点から平野という地域を、文字通り「さぐる」ことができると思います。

                                                             

                                   

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    （学芸遺産研究プロジェクト R.A.　中尾 和昇）

１．地域連携企画開催に向けて

　杭全神社　　大門
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　前号のノックスメールに引き続き、長崎県島原の調査旅行についてお話をいたします。藪田先生による島原調

査に、私も参加することができました。9月 3日から 6日の旅程のなかでも強く心に残ったのは、島原市内に

ある本光寺での史料調査でした。

　瑞雲山本光寺は曹洞宗のお寺で、島原藩主松平家の菩提寺でした。当寺は、享禄元年（1528）、希
きせいえいおん

声英音禅師

を開山とし、三河国深
ふこうず

溝の城主松平忠定公を開基として創建されたことに始まります。松平家と深く関わった当

寺は、藩主の幾度かの移封による領知替えにも必ず同道しました。当寺が島原の地にあるのも、寛文 9年（1669）

に松平家が丹波国福知山から移封されたことが背景にあります。

　島原藩では寛延 2年（1749）に藩主の転封があり、一時は戸田家に支配された時期がありました。安永 3年

（1774）には再び松平家となり、廃藩置県にいたるまで島原を統治し続けました。

　本光寺には、島原藩主深溝松平家に関する史料が数多く所蔵されており、その保存・公開のために「常盤歴史

資料館」が設けられています。

　このたびの調査ではお寺の一室をお借りして、所蔵品の目録と照合しながら、史料の内容を確認していく作業

が進められました。藪田先生をはじめ先輩方により、史料の中に秘められた様ざまな可能性が見出されていく光

景を目の当たりにしました。客観的に史料を調査すると同時に、考察が加えられていくところに調査の面白さを

改めて感じました。

　「これを見てみては」と先生から手渡された和綴じ史料には、「寛政四壬子年　嶋原　山焼　山水　高波　一件」

と記されていました。

　寛政 4年（1792）、島原は雲仙普賢岳の噴火に伴う大災害を被りました。特に眉
まゆやま

山崩落では、土砂や岩石が

島原城下とその周辺を埋め尽くしました。その土砂は有明海まで流入して大規模な津波を起こし、対岸の肥後に

も大きな被害をもたらしました。史料には、当時の普賢岳噴火の様子をはじめ、眉山崩落による被災を「肥前国

嶋原大変」と記しています。また、災害の様子を記した絵図も同時に調査でき、状況が具体的に想像できました。

　各地の祭りや芸能について調査を行なうことが多かった私にとって、遠方での古文書調査は初めての貴重な経

験となりました。

　最後になりましたが、所蔵史料を閲覧させてくださるとともに、詳細な解説をしてくださいました常盤歴史資

料館館長の片山弘賢様に深く感謝申し上げます。

　

    参考文献：

　常盤歴史資料館 監修・瑞雲山本光寺 編集『瑞雲山本光寺略史（寺史）』1996 年

　瀬野精一郎・新川登亀男・佐伯弘次・五野井隆史・小宮木代良『長崎県の歴史』（山川出版社、1998 年）

　国立歴史民俗博物館編『ドキュメント災害史 1703 － 2003 ～地震・噴火・津波、そして復興～』（財団法人

　歴史民俗博物館振興会、2003 年）

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　 （祭礼遺産研究プロジェクト R.A.　藤岡 真衣）
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　暑い夏も終わり、センターの農園では夏野菜の収穫を終え、現在は冬野菜の準備をしております。ノックス

メール 42号では、毛
け ま

馬胡
きゅうり

瓜の初収穫の内容をお届けしましたが、本号では、その後の夏野菜（勝
こつまなんきん

間南瓜と泉
せんしゅう

州

水
みず

茄
な す

子）の収穫について、ご報告いたします。

　勝間南瓜は、大阪市西成区の玉出地区が発祥のカボチャです。万延元年（1860）に勝間村の百姓が、天満青

物市場問屋にあてて野菜七品目に限り、同村内での「立ち売り許可願」を申し出ており、その中に「南京瓜」が

記載されていたことから、このカボチャのことをコツマナンキンと呼んだようです（『なにわ大阪の伝統野菜』

121 頁より）。見た目は縦溝とコブのある小さいカボチャですが、熟すると味の良かったことから、勝間村の特

産となりました。昭和 10年代までは大阪市南部地域で栽培されていましたが、都市化の影響で産地が移動する

とともに、しだいに縦溝やコブのない西洋カボチャに取って代わり、今では姿を見せなくなりました。

　今年度、センターの農園では、勝間南瓜 21個、泉州水茄子 18個を収穫することができました。いずれも青々

とした縦溝とコブのあるカボチャです。黄色い花を咲かせ、毛馬胡瓜に比べてゆっくりと成長していく勝間南瓜

を収穫したときは、また感慨深いものがありました。毛馬胡瓜は、来年の種まきに備えて種をとりました。

　現在は冬野菜（天
てんのうじかぶら

王寺蕪・田
たなべだいこん

辺大根）の植え付けに向けて、土作りを行なっています。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （歴史資料遺産研究プロジェクト R.A.　松永 友和）

３．なにわ実験農園便り～勝間南瓜と泉州水茄子の収穫～

勝間南瓜 泉州水茄子と毛馬胡瓜

勝間南瓜の収穫（なにわ実験農園前にて）



10 月 5日　（日）地域連携企画第４弾　関連企画「留学生の見た平野」（平野郷フィールドワーク）

10月 17日（金）文化遺産学フォーラム関連企画「文化遺産学交流会　―東北学となにわ・大阪文化遺産学―」

　　　　　　　　　時間：18：00～ 20：00

　　　　　　　       会場：関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センター（文化遺産実習・展示室）

                                講師：菊地 和博氏（東北芸術工科大学／東北文化研究センター准教授）

　　　　　　　　　　　　岸本 誠司氏（東北文化研究センター専任講師）

10月 18日（土）第 5回文化遺産学フォーラム「水がむすぶ文化遺産～最上川と淀川～」

　　　　　　　　　時間：13：30～ 16：30

　　　　　　　　　会場：関西大学千里山キャンパス第１学舎１号館・千里ホールＡ

　　　　　　　　　講師：河
かわうち

内 厚
あつろう

郎氏（文化プロデューサー／夙川学院短期大学教授）

　　　　　　　　　　　　菊地 和博氏（東北芸術工科大学／東北文化研究センター准教授）

　　　　　　　　　　　　髙橋 隆博 （関西大学教授／センター長）

　　　　　　　　　コーディネーター：藪田　貫（関西大学教授／センター総括プロジェクトリーダー）

10月 26日（日）地域連携企画第４弾「平野をさぐる」

　　　　　　　　　時間：14：00～ 16：00

　　　　　　　　　会場：杭全神社　瑞鳳殿（大阪市平野区）

　　　　　　　　　講師：鶴崎 裕雄（帝塚山学院大学名誉教授／センター研究員）

　　　　　　　　　　　　藤
ふじえ

江 正
まさのり

謹氏（杭全神社宮司／平野HOPE ゾーン協議会役員）

　　　　　　　　　　　　北川 央（大阪城天守閣研究副主幹／センター研究員）

10月 30日（木）～ 11月 1日（土）文化遺産視察（山形・仙台方面）

※ 10月 8日（水）第４回「豊臣期大坂図屏風」研究会は延期となりました。詳細は後日お知ら
せいたします。

                                                                                                                                           　　　　　　（編集：ふ）

発行：関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センター

Kansai University Research Center for

Naniwa-Osaka    Cultural Heritage Studies
〒 564-8680　大阪府吹田市山手町 3丁目 3番 35

mailto:naniwa@jm.kansai-u.ac.jp

※記事を許可なく転載することを禁じます

４．10 月の予定



　NOCHS MAIL（ノックスメール）は、関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センターで現在行わ

れている調査・研究の状況を研究員のみなさまに広く知っていただこうというものです。研究セン

ターの研究員が調査報告・研究の動向をお知らせいたします。

　

　関西大学なにわ ･大阪文化遺産

学研究センターは、研究・調査活

動の中でこれまでにも何度か、大

阪市平野区―平野郷との関わりが

あり、そのつど平野の方がたにお

世話になってきました。文化遺産

学フォーラムで 1度、地域連携企

画で 2度、平野をテーマとする研

究行事があり、そしてまたこの度、

杭全神社宮司の藤江正謹氏のご厚

意により、杭全神社の総合調査を

させていただくことになりました。

　そこで、本格的な調査に入る前

に 1度予備調査を行ない、それに基

づいて今後の調査計画を立てるということで、10月 2日（木）に杭全神社へお邪魔させていただきました。今

回の調査では、宝蔵の中の宝物だけに留まらず、境内にある石碑・樹木や杭全神社で行なわれる神事なども総合

的に調査するという計画になっています。当日は、髙橋センター長を先頭に立てて藪田GPL・鶴崎先生・大谷先生・

常行さん、そして P.D. と R.A. の総勢 12名でした。私は R.A. 松永君とコンビを組んで、宝蔵の中の状況を確認

しつつ、宝物を運び出す役割を担当していました。

　蔵の中の調査ということで、当初は埃まみれ、煤まみれになることも辞さない覚悟で乗り込みましたが、杭全

神社の宝蔵は手入れがよく行き届き、花粉症持ちで鼻の弱い私ですらほとんど影響を感じないほどで拍子抜けす

る思いでした。

　宝物を運び込んだ別室では、髙橋先生や鶴崎先生の解説を聞きながらの調査という実に面白そうな光景が繰り

広げられていましたが、私と松永君の 2人はひたすら、蔵の中に篭りっぱなしで宝物の箱書きを記録していま

した。とはいえ、それはそれで楽しいもので、自分たちだけで箱書きを眺めては、

　「松永君…この錦の袋に入ってるの、日本刀やで…神社の奉納品ということは名剣かもしれん」

１．杭全神社総合調査・予備調査
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「それより内田さん、この箱の中、絵図が山ほど入ってま

すよ…これ全部調査したらスゴイことがわかるかも」

などヒソヒソ話をしながら記録を取っていくと、時間が

経つのが早く感じられました。

　今後も、杭全神社に足を運んでは調査をさせていただ

くことになると思います。平野に親しみを感じ始めたこ

の頃では、「いっそ平野で安いコインパーキングを探して

マイカーで通ってやろうか」「これから何度も平野へ来る

のだから、やはり近所で美味いメシ屋を開拓する必要が

あるだろう」など、あまりアカデミックでない方向に期

待をつのらせたりしています。　　　                               

                                                                       　　　　　　　　    （特別任用研究員　内田 吉哉）

                                                                          　                      

　　　　　

　

　10月 5日、留学生 28名と一緒に平野郷を歩いてきました。題して「大阪を探検しよう！ Excursion & Photo 

Contest in Old OSAKA」。その名のとおり、単なる遠足ではなく、留学生には簡易カメラを配布して、それぞれ

の興味をひいた風景を自由に撮影してもらいました。　

　留学生は自分の撮った写真の中から１枚を選んでコンテストに応募します。10月 26日の地域連携企画第 4

弾「平野をさぐる」第２部「留学生の見た平野」では写真を展示して、当日の投票で決定した「平野賞」も含め

た表彰式と、再び参加してくれた留学生 9人のスピーチを行ないました。

　さて、写真コンテストの結果や留学生のスピーチ等の詳細は、また後日『難波潟』や『Occasional Paper』で

お知らせすることにして、今回は “縁の下の力持ち ”をし

て下さった方と、お店と、自転車を紹介したいと思います。

　まず、学術センター次長の熊博毅さんです。熊さんには

ご自身のカメラとパソコンをお持ちいただき、行き帰りの

バスから、食事の風景、何気ない談笑のシーンまで、留学

生の表情をあますところなく撮影していただきました。「留

学生が撮った写真」に、熊さんの「留学生を撮った写真」

が加わることで、今回の行事はいつにも増してより鮮やか

な思い出を沢山残すことができました。

   それから、約 30人分のネガ、枚数にして 700 枚以上も

の写真を、2時間で現像してくださったミナミカメラ平野

店のみなさん。私たちの計画をご理解いただき、終始迅速

で丁寧な対応で全面的に協力してくださいました。おかげ

で留学生たちに、撮ったばかりの写真を感動の冷めやらぬ

うちに見てもらえることができました。

　そして、そのタイトなスケジュールを支えてくれたのが

折りたたみ自転車・和住号です。R.A. の和住香織さんが小

雨の中、天満橋から平野まで溌溂と乗ってきてくれました。

２．熊さん、赤い和住号、ミナミカメラ平野店

ミナミカメラ平野店の店頭掲示
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この赤い自転車があったからこそ、カメラ店まで短時間で往復できたのです。スタッフの機動力が倍増したこと

もあり、予定の時間を超えることなく大学まで帰ってくることができました。

　いまも、こうして書きながら、本当にありがたく胸が熱くなる思いがします。当日は髙橋センター長からみた

らし団子を差し入れていただき、一同大喜びでした。うっかり食べそびれてしまった私は、いつもなら地団駄を

踏んで悔しがるところですが、この日ばかりはお世話になったみなさんの厚意で、お腹まで膨れる思いがしたの

でした。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

                                                                                                   （生活文化遺産研究プロジェクトR.A. 　石本 倫子）

　祭礼遺産研究プロジェクトでは、神社の統廃合が盛んに行われた 1906 年（明治 39）から 1908 年（明治

41）までの大阪の神社に関する記事を集めています。これらの成果は『大阪の神社に関する新聞記事集成』と

してなにわ・大阪文化遺産学叢書より出版予定で、アルバイトの学部生にご協力をいただきながら新聞記事の翻

刻作業を行っております。今回はその中から「迷信の大阪」という連載記事の第 15回目に掲載された、「土堤

下の歯神」を紹介したいと思います。

　「迷信の大阪」では、1906 年 11 月から 12月にかけて『大阪朝日新聞』に全 22回、13か所の社寺に関する

記事が連載されました。大阪府下の主に稲荷信仰や蛇の信仰など、民間に広く信仰されているものを取り上げて

いますが、これらを「迷信」とし、これからの大阪では「合理の信仰」を心がけることを促しています。折しも

神社の統廃合が行われようとしている時期です。新聞記事では「大

阪府が内務省令に基づいて本年八月発布したる管内神社寺院廃合

の訓令を今少し広義に」とらえ、これらの淫祀邪教に容赦なく監

督権を加えることを望み、連載は終わっています。

　「土堤下の歯神」は「東区京橋一丁目偕行社の裏手」にありま

した。淀川に注ぐ幅三尺余の大溝のところに、「歯守大明神」と

呼ばれる一体の稲荷があって、一度焼失したものの、再興し、「今

は一廉の社となりて道行く人の目を惹く」ほどに繁盛していると

のことです。再興した当初は、近所の焼餅屋の庭先に小さな祠が

設けられたそうですが、だんだん繁昌し、「街路に向けて高さ六

尺余」もある社が建てられました。そして、もともと歯神がいた

とされる溝にも 5、6個の小華表や線香立てやお礼参りのときに

供える杉箸が幾百膳と入れられた箱などが並べられていたのだそ

うです。

　歯神の収入はすべて焼餅屋が収めていましたし、また焼餅屋は

大師参りの通路にも当たっていたことから、お参りのおこぼれが

焼餅屋へと及び、焼餅の売れ行きも良いとのこと。「蓋し溝の中

より引き上げた名もなき稲荷がこゝ迄出世して焼餅屋が米櫃に

ならんとは、彼れも予期せざりしところなるべく、よい加減に

切り上げ」るのが身の為、稲荷の為だろう、と記者は忠告し記

事を結んでいます。

　

３．新聞記事収集の醍醐味

寝屋川が大川に注ぐ寝屋川橋のところ。記事

にある「偕行社裏手」付近です。



　さて、「歯神大明神」が祀られていた場所付近は、現在、追手門学院やテレビ大阪、日経新聞社大阪本社など

の建物が並んでいますが、上町筋を挟んだ反対側には、大阪歯科大学天満橋学舎と付属病院が建っています。大

阪歯科大学の前身は私立大阪歯科医学校で、1911年（明治44）9月に大阪市北区西野田に設立認可を受けて以来、

天満橋の現在の地に校舎と付属病院を竣工したのは、1935 年（昭和 10）のことでした。ちなみに『大阪伝承

地誌集成』にもこの歯神さんは「歯神石跡地」として紹介されており、跡地に歯科大が設立された偶然を「不思

議な縁」としています。まさか現在の歯医者さんが歯神でもって治療をしているとは思いませんが、このような

偶然に出合うのも、新聞記事収集の面白いところです。

　

　参考文献：三善貞司編著『大阪伝承地誌集成』（2008 年、清文堂出版）

　　　　　　『摂津名所図会大成　其之一』（1976 年、柳原書店）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　（祭礼遺産研究プロジェクト R.A.　和住 香織）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　10月 30日（木）～ 11月１日（土）　文化遺産視察（山形・仙台方面）

　11月 22日（土）　国際シンポジウム　新発見「豊臣期大坂図屏風」

　　　　　　　　　　　場　　　　　　所：関西大学東京センター　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　時　　　　　　間：13時 30分～ 17時

　　　　　　　　　　　講師・パネリスト： Franziska Ehmcke 氏（ﾌﾗﾝﾁｨｽｶ ･ ｴｰﾑｹ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／ﾄﾞｲﾂ ･ ｹﾙﾝ大学東洋学部日本学教授

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Barbara Kaiser 氏（ﾊﾞｰﾊﾞﾗ ･ ｶｲｻﾞｰ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／ｵｰｽﾄﾘｱ ･ ｴｯｹﾞﾝﾍﾞﾙｸﾞ城博物館主任学芸員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 狩野博幸氏／同志社大学文化情報学部教授

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｲｻﾍﾞﾙ ･ 田中 ･ ﾌｧﾝ ･ ﾀﾞｰﾚﾝ氏／日蘭学会幹事

　10月というのに、暑い日が続きました。センターの熱い催しも一息つきました。虫の声に耳をすまし、秋の

夜長を楽しみたいと思います。しばしの休息です。　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（編集：和）
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５．編集後記



　NOCHS MAIL（ノックスメール）は、関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センターで現在行わ

れている調査・研究の状況を研究員のみなさまに広く知っていただこうというものです。研究セン

ターの研究員が調査報告・研究の動向をお知らせいたします。

　10月 26日（日）、杭
くまた

全神社（大阪市平野区）にて地域連携企画第４弾「平野をさぐる」が開催されました。

　この企画は２部構成になっており、第１部「杭全神社と平野のはなし」では鶴崎裕雄先生、藤江正謹宮司、北

川央先生のお三方による鼎談が行われました。第 2部では「留学生の見た平野｣ として写真コンテストを開催

しました。これは 10月 5日開催の関連企画「大阪を探検しよう！」で平野を歩いた、関西大学の留学生 28名

による写真コンテストです。

　26日は、5日の関連企画に参加した 28名の

うち 9名の留学生が参加してくれました。あい

にく、この日も朝から小雨が降っていましたが、

鼎談の準備に追われる会場を後にして、5日に

歩いて回れなかった箇所などを留学生とスタッ

フ数名で見学しました。この日はちょうど「平

野 町ぐるみ博物館」開催日で、「かたなの博物館」

「平野映像資料館」「新聞屋さん博物館」などを

回りました。留学生たちは展示されている本物

の日本刀や、町並みの映像、古い新聞などに興

味しんしんでした。特に新聞屋さん博物館に展

示されていた、平野商店街の宣伝を兼ねたすご

ろく（大正時代のものの復刻版）が人気で、何

名かの留学生がお土産に買っていました。また、この日は大念佛寺でフリーマーケット「くすのき市」が開かれ

ていました。残念ながら雨のため出店数は少なく、店仕舞いを始めている店もありましたが、留学生たちはたど

たどしい日本語ながら楽しそうに地域の人びとと交流し、商品を購入する留学生もいました。

　鼎談会場である杭全神社に戻ってから、留学生たちには自己紹介と出品写真のアピールを兼ねて 1分間スピー

チしてもらいました。その後の休憩時間に、一般参加者のみなさんに投票していただき、平野賞が決定されまし

た。平野賞の受賞者3名にはこのときスピーチした２名が含まれており、スピーチをした甲斐があったようです。

　留学生ならではの視点に驚きを感じたと同時に、国籍が違っても感銘を受けるところは似ているのだな、と感

じた一日でした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（生活文化遺産研究プロジェクト R.A.　影山  陽子）

１．留学生と歩いた平野１．留学生と歩いた平野

２．天王寺舞楽ゆかりの地を訪ねて－立石寺・慈恩寺・谷地の八幡神社－NOCHS MAILNOCHS MAIL
なにわ・大阪文化遺産学研究センターなにわ・大阪文化遺産学研究センター
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　　　　　　　大念佛寺の「くすのき市」にて



　今年度の文化遺産視察では、10月のフォーラムで取り上げた最上川が育んだ文化遺産を見学することとなら

んで、天王寺舞楽ゆかりの地を訪ねることが私にとっての大きな目的でした。

　天王寺舞楽が源流とされる舞楽は、日本の各地でみられますが、山形県では特に多く分布しています。貞観 2

年（860）に慈覚大師円仁の東北巡錫に随従した天王寺の楽人林越前政照が、円仁開創の立石寺にもたらした後、

寒
さ が え

河江の慈恩寺、谷
や ち

地の八幡神社へと伝えられたといわれています。毎年 5月の慈恩寺一切経会の舞楽と、9月

の谷内の八幡神社どんが祭りの舞楽は、「林家舞楽」として昭和 56年に国の重要無形民俗文化財に指定されて

います。

　河北町の紅花資料館内「紅の館」

では、「林家の舞楽」を紹介するコー

ナーが設けられ、陵王の舞台が再

現されていました。ビデオ上映も

あり、四天王寺では色鮮やかな装

束に鎧を着け、鉾を手に（のちに

抜刀して）舞う太平楽が、戦国武

士を髣髴とさせる甲冑姿で抜刀し

て舞われていたり、120 周年の

「篝の舞楽」で感動を覚えた勇猛な

還
げんじょうらく

城楽が、幼い子どもによって舞

われる映像には驚きと感嘆の声を

あげました。その余韻も冷めぬま

ま谷地の八幡神社に到着し、境内

にある石舞台を見て、四天王寺の

聖霊会舞楽や住吉大社の卯の葉神事での舞楽が石舞台で演じられ

ることの意味を改めて考えさせられました。また、境内には「子

ども雅楽舞楽教室」の案内が掲示されており、「林家舞楽」が地域

の人びとによって守られ、受け継がれていることを知り、文化遺

産の保存と継承には地域の人びとの支えがなによりも大切である

ことを再認識しました。

　天王寺舞楽の伝播については、今日それほど多くの研究がある

とはいえません。舞楽と声明との関わりなどを考えると、天台声

明をもたらした円仁の東北巡錫にまつわる「林家舞楽」との出会

いは、日本古代の仏教史をテーマとしている私に多くの課題を投

げかけてくれました。

                                                                      　　（P.D.　櫻木　潤）

１．留学生と歩いた平野

２．天王寺舞楽ゆかりの地を訪ねて２．天王寺舞楽ゆかりの地を訪ねて－立石寺・慈恩寺・谷地の八幡神社－－立石寺・慈恩寺・谷地の八幡神社－NOCHS MAIL
なにわ・大阪文化遺産学研究センター
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八幡神社境内の「子ども雅楽舞楽教室」の案内

　　　　　　　谷地の八幡神社（鳥居の左手に石舞台がある）



 　2008 年度文化遺産視察として、10月 30日から 11月 1日にかけて山形・仙台に行ってきました。東北を舞

台にした古典文学の中でも、とりわけ強い光を放っている作品に、芭蕉の『おくのほそ道』があります。中学・

高校の国語で取りあげられ、研究も盛んな『おくのほそ道』ですが、実際に芭蕉が歩んだ足跡をたどってみるこ

とで、初めて気付かされる部分も多いかと思います。その意味で、今回の視察は私の念願でもありました。

　特に印象深かったのは、初日に船下りを体験した最上川です。芭蕉は最上川を船下りした際に「五月雨をあつ

めて早し最上川」という名句を残しましたが、この句には興味深いいきさつがあります。芭蕉は大
おおいしだ

石田に滞在の折、

高
たかのいちえい

野一栄宅にて句会を催しました。その際に芭蕉が詠んだ発句は「さみだれをあつめてすずしもがみ川」という

ものでした。船問屋を営む高野一栄の屋敷は、最上川のほとりに構えていたので、涼しい川風が俳席の間に入り

込んだようで、芭蕉は旅の疲れが癒されるありがたさから、「すずし」と表現しました。その後、芭蕉は実際に

最上川を船で下り、外から見た最上川と実際に舟に乗った時のそれとがあまりにかけ離れていたのか、その様子

を「水みなぎつて舟あやうし」と表現しました。その実体験からの推敲を経て「早し」となったわけです。私も

舟で最上川をくだり、芭蕉の旅を少しばかり追体験できました。芭蕉の時代の川舟とは違いますが、いざ乗って

みると、時折大きく揺れることもあり、私も「早し」という印象を受けました。

　さらに幸運なことに、最終日に山寺芭蕉記念館にて、企画展「芭蕉・蕪村・一茶」を見学する機会を得、高野

一栄宅で詠じられた連句が書きとめられた歌
かせん か ん す

仙巻子を披見することができました。今振り返ってみると、何か芭

蕉に導かれていたようで、鳥肌が立つ思いがします。

                                                                                                         （学芸遺産研究プロジェクト R.A.　中尾  和昇）

３．「早し」と「すずし」―芭蕉の足跡をたどる―３．「早し」と「すずし」―芭蕉の足跡をたどる― ４．今後の予定

５．編集後記

滔々と流れる最上川



◆国際シンポジウム　新発見　豊臣期大坂図屏風

　　講演・パネルディスカッション

　　　　Franziska Ehmcke  氏（フランチィスカ・エームケ /ドイツ・ケルン大学東洋学部日本学教授）

　　　　Barbara Kaiser  氏（バーバラ・カイザー /オーストリア・エッゲンベルク城博物館主任学芸員）

　　　　狩野  博幸  氏（かの・ひろゆき /同志社大学文化情報学部教授）

　　　　Isabel Tanaka-Van Daalen  氏（イサベル・田中・ファン・ダーレン /（財）日蘭学会）

　　　　髙橋  隆博（たかはし・たかひろ /関西大学博物館長 /なにわ・大阪文化遺産学研究センター長）

　　総合司会

　　　　藪田   貫（やぶた・ゆたか /なにわ・大阪文化遺産学研究センター総括プロジェクトリーダー）　　　

　　日　時　　2008 年 11 月 22日（土）　13時 30分～ 17時 00分

　　会　場　　関西大学東京センター（東京都千代田区丸の内 1-7-12 サピアタワー 9階）

◆ 2008 年度　第 2回　歴史資料遺産研究例会

　　日　時　　2008 年 12 月 18日（木）　午後 4時 20分～ 5時 50分

　　会　場　　関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センター棟 1階　文化遺産実習・展示室

　　講　師　　浜野  潔　研究員　（関西大学経済学部教授）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                  　　※詳細は、追ってご連絡申し上げます。

　11月も後半になりました。秋の深まりとともに紅葉の季節をむかえ、大学の木々はすっかり色づいております。

本格的な冬の到来の前に、もう少し秋を楽しみたいと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　（編集　友）
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　NOCHS MAIL（ノックスメール）は、関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センターで現在行わ

れている調査・研究の状況を研究員のみなさまに広く知っていただこうというものです。研究セン

ターの研究員が調査報告・研究の動向をお知らせいたします。

　11月 10日の夕方、大阪中之島のフェスティバルホールにて「第 42回 天王寺楽所 雅亮会　雅楽公演会　秦

姓の舞」が開催されました。ホール前は公演を待ち望む人びとでいっぱいになり、舞楽に対する関心の高さがう

かがわれました。当日は、雅亮会の小野功龍先生（センター研究協力者）のご厚意により席をご用意いただき、

研究員（R.A.）の中尾さんとともに舞楽を鑑賞しました。フェスティバルホールでは、雅亮会により昭和 49年

（1974）の第 9回雅楽公演会以来、定期的に公演が行なわれてきましたが、建物の改修に伴い、現在のホール

での上演は今年で最後になりました。そのため、上演の集大成として、「秦姓の舞」が今回の公演テーマに定め

られました。

　「秦姓の舞」とは、四天王寺の舞楽を担ってきた「天
てんのうじ

王寺楽
がく そ

所」と呼ばれる組織の楽家と楽人の祖にあたる、

聖徳太子の重臣・秦
はたのかわかつ

河勝に由来するものです。このことから、天王寺舞楽は「秦姓の舞」と称され、聖徳太子の

御命日に営まれる聖霊会舞楽大法要において久しく伝承されてきました。明治維新の際には、楽家の人びとが東

京に召されることになり、「秦姓の舞」は断絶の危機に直面しましたが、その伝統を守るべく「雅亮会」が明治

17年（1884）に結成され、現在では 200 名を超す会員の方が

たが舞楽を支えています。

　「秦姓の舞」をテーマとした公演では、その舞態や故実をよ

く伝えた曲目が選ばれ、第一部では舞楽「甘
かんしゅう

州」、「蘇
そ り こ

利古」、

「還
げんじょうらく

城楽」、第二部では舞楽「蘭
らんりょうおう

陵王」、「陪
ばいろ

臚」、退
まかでおんじょう

出音声

「長
ちょうげいし

慶子」が上演されました。

　本来、法会を通して行なわれてきた天王寺舞楽ですが、限ら

れた人のみが見るものではなく、より広く舞楽に接する機会が

設けられていることの意味は大きいと思います。次つぎと舞人

によって演じられる曲目からは、全身を使って天を仰ぎ見る姿

勢や、リズミカルに歩を進める所作がみられ、とても躍動的で

力強さが感じられました。そうした力強さのなかに、洗練され

たしなやかな動きが織り交ぜられている「秦姓の舞」を目の当

たりにし、舞の型や精神を守り伝えていくことの大切さとその

難しさを改めて実感しました。

　

１．「第 42 回　雅楽公演会　秦姓の舞」を鑑賞して１．「第 42 回　雅楽公演会　秦姓の舞」を鑑賞して

２．Do English or English?

NOCHS MAILNOCHS MAIL
なにわ・大阪文化遺産学研究センターなにわ・大阪文化遺産学研究センター
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「第 42回 雅楽公演会」会場にて



　この公演を通じて、鑑賞者の一人一人が大阪の文化遺産である天王寺舞楽の歴史や取り組みを知り、理解を深

めていくことが、文化を守り続ける意識の裾野を広げていくことに繋がるのだと思いました。

　参考文献：

　『第 42回 天王寺楽所 雅亮会　雅楽公演会』（天王寺楽所 雅亮会、2008 年）　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（祭礼遺産研究プロジェクト R.A.　藤岡  真衣）

　―英語を話さないうちは、英語を話せるように思えるものである―石本倫子の言葉です。他人が英語を話して

いるのを聞くと「自分もそれぐらいは話せるのではないか」と思えるけれども、いざ自分が話す段になると、意

外に簡単なフレーズさえ出てこないも

のです。

　初めての海外経験以来、NHKのラ

ジオ講座を皮切りに、英検や TOEIC

を受験したり、昨年 1年間はリスニン

グの通信講座を受けたりと、英語の勉

強を続けてきました。しかし、今回の

地域連携企画での留学生とのやりとり

のなかで、やはり何度かもどかしさを

感じる場面がありました。

　まだまだ日本史の分野では、英語を

使う必要性も優先度も低いのが実情だ

と思います。そういった状況もありま

すし、いくら好きであっても英語だけ

にかまけているわけにもいきません。

この 10年間の学習スタイルは自然「細く長く」というものでした。

　これまで、電車での移動中や家事の合間など、おもにそういった細切れ時間を勉強にあててきました。最近で

は、ランニングをしながら聴いたり、はたまたコンピューターが立ち上がるまでの間も単語ノートに目を通した

りと、よく言えば熱心ですが、わるく言えば意地汚くさえなってきています。

　しかし、そんな 1分単位の積み重ねがあっても、生きた英語に触れる機会が少ないのは致命的です。即座に

スマートかつ積極的な対応がとれないことがあります。語彙力や読解力よりもコミュニケーション力が大切。留

学生との交流の中でこのことを身にしみて感じました。

　そこで、まずは英会話学校で客観的なレベルチェックをしてもらいました。ネイティヴ並を 10とすると、私

の会話力は7.5。本丸までもう一息ですが、最後の石垣が高いのです。まさにTide is high. このあたりで一度、「太

く短く」正式なレッスンを受けてみることにしました。

　勿論、総合的なレベルアップが必要だと思います。これからは、なにわ・大阪の文化遺産学もますますグロー

バル化していくと思います。そういった面でセンターに貢献していけるよう、今後ますます精進して英語力を高

めていきたいと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（生活文化遺産研究プロジェクト R.A.　石本  倫子）

１．「第 42 回　雅楽公演会　秦姓の舞」を鑑賞して

２．Do English or English?２．Do English or English?
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平野へのバス遠足「大阪を探検しよう！」当日の朝、

図書館前に集った留学生たち



　

　これまで、なにわ大阪の伝統野菜については、ノックスメール 42号で毛
け ま

馬胡
きゅうり

瓜を、同 46号では勝
こつま

間南
なんきん

瓜と

泉
せんしゅう

州水
み ず な す

茄子を取り上げ、生育から収穫までをお伝えしてきました。本号では、これまで取り上げていなかった

「吹
すいた く わ い

田慈姑」に注目し、その成長記録をお伝えします。

　もともと慈姑はオモダカの変種で、中国で栽培が始まり、

日本では平安時代中期に成立した『和名類聚抄』に「久和為」

の名が見られます。慈姑には大型のものと、小型のものがあ

り、江戸時代から有名だったのが、小型の「吹田慈姑」です。

『大和本草』や『摂津名所図会』などにも紹介され、大坂名

物番付には「関脇」にランクされています。吹田慈姑は「豆

慈姑」や「姫慈姑」とも呼ばれ、やわらかくて甘みがあり、

豊臣秀吉に愛されたともいわれています。また、銅座役人

として大坂に出張した大田南畝は、大坂の味を思い出して、

　　思いでる鱧の骨切りすり流し　吹田くわいに天王寺蕪

という狂歌をよんでいます。明治になると、牧野富太郎が吹

田慈姑の植物学的研究を行っています。牧野は、東京帝国大

学農学部で教鞭をとっていたとき、吹田の仙洞御料庄屋第

十二代当主西尾興右衛門と出会い、その縁あって、関西に出

張する際には、西尾邸を利用していたようです。一時、吹田

慈姑の生産量は減少しましたが、現在は保存会の方がたの尽

力もあり、なにわの伝統野菜として、復活を遂げています（『大

阪「食」文化専門誌　浮瀬』（№ 11、2006 年）などを参照

しました）。

　さて、当センターの吹田慈姑ですが、5月中旬に鉢に植え、

土の中で水と栄養を吸い、夏にはぐんぐんと育ちました。夏

の終わりには小さい白いきれいな花を咲かせ、センターに来

る人たちの目を楽しませてくれました。寒くなった現在は、

茎や葉が茶色に変色し、あとは収穫を待つばかりです。収穫

は 12月 10日を予定しています。この半年間、静かに土の

中で育った慈姑との「出会い」が楽しみです。

      

          　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　 （歴史資料遺産研究プロジェクトR.A.　松永 友和）

３．なにわ実験農園便り ～吹田慈姑の成長記録～３．なにわ実験農園便り ～吹田慈姑の成長記録～ ４．今後の予定

５．編集後記

　　　　　芽が出始める（5月 29 日）

　　　　　   大きく成長する（9月 17 日）

収穫間近の吹田慈姑（12月 2日）

吹田慈姑の花（8月 27 日）

よく見ると花の下にカマキリがいます



◆ 2008 年度　第 2回　歴史資料遺産研究例会

　　日　時　　2008 年 12 月 18日（木）　午後 4時 20分～午後 5時 50分

　　会　場　　関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センター棟１階（文化遺産実習・展示室）

　　講　師　　浜野　潔　研究員　（関西大学経済学部教授）

　　タイトル　近世三都の歴史人口学　―江戸・大坂・京都―

◆ 2008 年度　第 2回　生活文化遺産研究例会

　　日　時　　2008 年 12 月 20日（土）　午後 2時 00分～午後 3時 30分

　　会　場　　関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センター棟１階（文化遺産実習・展示室）

　　講　師　　妻木　宣嗣　研究員　（大阪工業大学准教授）

　　タイトル　神社空間の「にぎわい」と人の「ふるまい」　－祭礼時の参道デザインと、人の行動を素材に－

　師走になり、早いもので今年も残り 3週間余となりました。秋から冬へと季節は移り、日中は暖かくても朝

晩はめっきり寒くなりました。例年、この時期は風邪を引きやすいので、無理をせず、体調管理に気をつけてい

る毎日です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　（編集　友）
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３．なにわ実験農園便り ～吹田慈姑の成長記録～ ４．今後の予定４．今後の予定

５．編集後記５．編集後記



　NOCHS MAIL（ノックスメール）は、関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センターで現在行わ

れている調査・研究の状況を研究員のみなさまに広く知っていただこうというものです。研究セン

ターの研究員が調査報告や研究の動向をお知らせいたします。

　11月 22日（土）、生活文化遺産研究プロジェクトの影山・石本で、吹田市歴史文化まちづくりセンター「浜屋敷」

に行ってきました。吹田村の庄屋屋敷だったものを改修再整備した浜屋敷は、阪急吹田駅・JR吹田駅・阪急相

川駅と神崎川に挟まれた、旧吹田村の中心部に位置します。土間のある主屋と、ギャラリーや展示室を兼ねた蔵

棟、だんじり展示庫があり、ひろく市民に開放されています。

　この日は浜屋敷にて「まちづくり学習会「吹田の技」」と題して、吹田の左官職人である村上明さん・幸生さ

んのご兄弟による講演会があり、それにお邪魔してきました。ご兄弟が携わった、吹田市内の土蔵の建築工程を

撮影したビデオを 20分ほど見た後、会場の参加者との質疑応答という形で会は進みました。壁の基礎となる竹

の組み方、土の産地、白い土壁と黒い土壁の成分や塗り方の違い、土蔵の扉の作り方など、実際に使われている

具体的な技術についてお話を聞かせていただきました。また今も現場で使われている道具を見せていただき、繊

細な職人技を実感することが出来ました。吹田市内では左官職人さんは数百人おられるそうですが、最近は今回

見せていただいたような土蔵を一から造る仕事はほとんどなく、補修工事くらいしか発注がないそうで、自分の

腕を見せる場がないと残念そうに言われる姿が印象的でした。

　浜屋敷の次に、同じ旧吹田村内、徒歩５分の距離にある吹田文化創造交流館「旧西尾家住宅」にも見学に行き

ました。こちらは仙
せんとう

洞御
ご

料
りょう

の庄屋であった西尾家の屋敷です。主屋は明治時代に改修を受けていますが、近代和

風建築の整然とした建物でした。ほかに藪
やぶの

内
うち

家の指導になる茶室・積翠庵のある庭園、建築家・武田五一の手に

よる和洋折衷の離れがあります。西尾家は夭折の音楽家・貴志康一の生誕の地でもあり、また武田五一や植物分

類学者の牧野富太郎など文人との文化交流が盛んでした。庭の一角では今も吹田慈
くわい

姑が栽培されており、文化を

伝えようとする地域の人々の心が感じられました。

　時代の変化により人が住む環境も変わってしまいましたが、浜屋敷・旧西尾家住宅ともに、今後も地域で伝え

ていくべきことを訴えているように感じました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　（生活文化遺産研究プロジェクト R.A. 　影山 陽子）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１．浜屋敷と旧西尾家住宅　ー地域が伝えていくものー１．浜屋敷と旧西尾家住宅　ー地域が伝えていくものー
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　当センターでは、特別プロジェクトとして『豊臣期大坂図屏風』（オーストリア・エッゲンベルク城博物館蔵）

の共同研究を行なっています。11月 22日（土）、この屏風に関して、東京で国際シンポジウムを開催しました。

シンポジウムの内容につきましては、後日NewsLetter『難波潟』などでお知らせすることになると思われますが、

今回のNOCHS MAIL では東京での国際シンポジウムにまつわる楽屋話をお届けいたします。

　今回のシンポジウムにあたり、初の東京進出ということで最も悩んだ要素の一つは、やはり広報についてでし

た。電話ひとつ掛けるにしても、まずは「大阪に関西大学という私立大学がありまして…」というところから説

明を始める必要があり、また東京という都市のあまりの大規模さに、チラシを配布するにあたって、どのような

ルートを辿れば効果的であるのか把握しにくいということがありました。当日参加された方からは「関西大学と

はどういう大学であるのか？」というご質問がしばしばあり、その中でも私個人として特に印象深かったのは、

ある女性の方から「あら、フィギュアスケートの高橋大輔と織田信成って関大だったのね」と話しかけられたこ

とでした。体育会出身の私としては「関大といえば高橋大輔」「織田信成といえば関大」が全国に浸透している

のだとばかり思っていたのですが…。

　シンポジウムの翌日、私は東京での文化遺産視察として浅草に出かけました。すると今度は逆に「東京ってこ

んな所もあったのか」という、大阪人の予備知識を覆す新鮮な驚きがあり、東京・大阪という 2大都市の間ですら、

お互いのことを正確に理解しているわけではないことを実感しました。

　　                                                                                                          　　　   　（特別任用研究員　 内田 吉哉）

　

 

　 

　２．国際シンポジウム・東京見聞録２．国際シンポジウム・東京見聞録NOCHS MAIL
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　11月 16日と 23日に、鬼洞文庫一枚摺に関する調査のために住吉・堺を訪れました。鬼洞文庫一枚摺には、

『住
すみ

吉
よししゃさいけん

社細見絵
え ず

図』という住吉大社の絵図が残されています。その絵図は近世大坂の絵師竹
たけはら

原春
しゅんちょう

朝斎
さい

の描いた

もの（明和 8年〈1771〉版）で、同じく竹原春朝斎が描いた『摂
せっ

津
つ

名
めいしょ

所図
ず え

会』との関わりをさぐる上で重要な

資料だと考えられます。

　調査の第一歩として、まず 16日に住吉大社を訪れました。その日は七五三ということもあり、多くの家族連

れで賑わっていました。絵図に描かれた様子と比較しながら、広大な社域を誇る住吉大社内を歩いてみると、想

像していた以上に風景が変わっていることに気付かされます。特に住吉といえば松が有名ですが、現在はその往

時を偲ぶことは難しくなっています。しかし一方で、神社の周囲を走る阪堺電車が作り出す景観を見ていると、

昭和の「レトロ」な大阪を感じることができました。

　翌週の 23日には、大仙陵にほど近い堺市立中央図書館を訪れました。ここには鬼洞文庫のものと同じ住吉大

社の絵図が所蔵されています。残念ながら原資料を目にすることはできませんでしたが、複製品を閲覧すること

ができました。すると鬼洞文庫の絵図には大きな特徴が見られることがわかりました。1つは彩色です。鬼洞文

庫のものは青や赤など彩色が施されていますが、堺市立中央図書館の絵図は単色摺でした。これがどういう意味

をもつのかはわかりませんが、少なくとも摺りの異なる絵図があったのだと考えられます。2つ目は書き込みで

す。鬼洞文庫の絵図では、朱で数ヶ所に書き込みがされています。推測ですが、収集者の出
で

口
ぐちしん

神暁
ぎょう

氏が書き入

れたのではないかと考えています。

　今回はわずかな時間の調査でしたが、大変収穫の多い二日間でした。今後もこのような調査を続けていきたい

と思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　  　（学芸遺産研究プロジェクト R.A.　中尾 和昇）

３．住吉・堺調査訪問記３．住吉・堺調査訪問記

　昭和の雰囲気ただよう阪堺線



    2008 年 12 月 18日（木）第 2回 歴史資料遺産研究例会　16：20～ 17：50

　　　　　　　　　　　　　    浜野　潔 「近世三都の歴史人口学　－江戸・大坂・京都－」

　 　  　    12 月 20 日（土）第２回 生活文化遺産研究例会　 14：00 ～ 15：30

　　　　　　　　　　　　　　妻木　宣嗣 「神社空間の「にぎわい」と人の「ふるまい」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－祭礼時の参道デザインと、人の行動を素材に－」

   

 　

　2009 年  1 月 19 日（月）第２回 学芸遺産研究例会　 13：00 ～ 14：30

　　　　　　　　　　　　　　中尾　和昇 「馬琴の見た大坂－鬼洞文庫一枚摺を手がかりに－」

　　　　 　1月 22日（木）第２回  祭礼遺産研究例会    17：00 ～ 18：30

　　　　　　　　　　　　　　森本　安紀 「『神社を中心とする村落生活調査報告』からみる年頭行事」

　　　　　　　　　　　　　　藤岡　真衣 「『神社を中心とする村落生活調査報告』にみる和泉地方の祭礼行事」

　

　

　当センターでは、12月 26日（金）から 1月７日（水）まで冬季一斉休業となり、1月８日（木）は大阪天

満宮に参ります。電話および FAXでのご連絡は、１月９日（金）以降にお願いいたします。ご迷惑をおかけい

たしますがご了承ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（編集：倫）
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４．今月の活動４．今月の活動

６．冬季一斉休業のお知らせ６．冬季一斉休業のお知らせ

５．来月の予定５．来月の予定



　NOCHS MAIL（ノックスメール）は、関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センターで現在行わ

れている調査・研究の状況を研究員のみなさまに広く知っていただこうというものです。研究セン

ターの研究員が調査報告や研究の動向をお知らせいたします。

　

　センターでは、江戸時代の旗本・竹垣直道が記した日記（冊数・計 47冊）のなかから、大坂代官として勤

務していたときの史料を翻刻し、『大坂代官竹垣直道日記』（一）・（二）（なにわ・大阪文化遺産学叢書 2・5、

2007・2008 年）として刊行しております。叢書は全 4冊を予定しており、今年度は 3冊目の刊行準備をして

おります。

　今回は、この年末年始に私の実家・静岡に帰省した折、竹垣直道の実父・岸本十
じゅう

輔
すけ

ゆかりの蓮
れんえい

永寺
じ

（静岡市

葵区沓
くつのや

谷）を訪れましたので、それに関わるご報告をしたいと思います。

　竹垣直道は文化 2年（1805）、岸本十輔の四男として生まれ、幼名は長四郎、同 14年正月、15歳のときに

竹垣直清の養子となります。直道の養父・直清も日記を残しており、翻刻・刊行されております（寺田登校訂『江

戸幕府代官竹垣直清日記』新人物往来社、1988 年）。直清日記の文化 13年 8月 26日条には、「岸本へ参り帰 

り掛け、武八四男長四郎養子之事談有之」、翌年正月 12日条には、  「今日日柄能、長四郎引越シ」とあり、竹垣

直清は長四郎（のちの直道）が竹垣家の養子として入る、少なくとも半年前に岸本十輔と養子の相談をしていた

ことがわかります。竹垣直道はその後、 家督を継ぎ、代官としての人生を歩むことになります。

　さて、岸本十輔荘美についてですが、彼の父は岸本武
ぶ だ

太夫
ゆう

就
なりよし

美といい、  寛保 2年（1742）7月、美作国東
とうなん

南

条
じょう

郡押
おしいれ

入村において、大庄屋彦左衛門泰久の五男として生まれます。その後、倉敷の藤本甚助代官所の下役に

仕えるようになり、寛政 5年（1793）、精勤ぶりが認められ、代官に就任します。代官としては、荒廃地起返、 

小児養育、堕胎・子間引の防止などを行い、名代官として名を残すことになります（村上直『江戸幕府の代官群像』

同成社、1997 年）。岸本十輔荘美は、就美のあとを受けて代官となり、竹垣直道同様、一時期大坂代官も勤め

ております。『竹垣直道日記』には時折実父・十輔荘美の名前がみられ、例えば、直道が大坂代官の勤めを終え、

江戸に帰る際、十輔荘美の墓がある駿河国蓮永寺に立ち寄っていることが日記からわかります。『竹垣直道日記』

の嘉永 2年（1849）正月 7日条には、「駿州有渡郡水辺谷村日蓮宗貞松山蓮永寺江岸本父上様御墓参として相越、

南安東村名主与七郎、井宮村名主庄左衛門江相頼案内いたす、住持ニ逢御法事執行右料金五百疋相納ル」とあり、

直道が蓮永寺住持に法事執行料を支払っていることもわかります。

　岸本十輔荘美の詳細は現在調査中ですが、蓮永寺の墓碑には、「天保九年戊戌十月六日子刻　六十七歳」（右側

面）、「岸本十輔源荘美墓　岸本辰之烝源荘壽建之」（背面）と刻まれており、墓碑からは、十輔荘美が天保 9年

（1840）10 月 6日に 67歳で亡くなったこと、岸本辰之烝荘壽が建立したことなどがわかります。辰之烝荘壽

はおそらく荘美の子であると考えられます。まだ確証はありませんが、お墓が静岡に建てられたのは、代官とし

ての最後の任地が、駿河代官であったことによると考えられます。
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　なお、蓮永寺は弘安 6年（1283）に日蓮六老僧の一人日持上人が、駿河国庵
い

原
はら

郡松野村（現、富士川市）に

建立したものを、元和元年（1615）に徳川家康の側室・お万の方（紀伊徳川家の祖・頼宣と水戸徳川家の祖・

頼房の生母）が、この地に移したのがはじまりといわれています。また同寺には、勝海舟の母・信子と妹・じゅ

ん（佐久間象山の妻）も追葬されており、徳川家ゆかりのお寺に、直道の実父・岸本十輔荘美は眠っています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （歴史資料遺産研究プロジェクト R.A.　松永 友和）

    昨年の 12月 13日から 15日にかけて、宮崎県西
さい

都
と

市にある銀
しろみ

鏡神楽（国指定重要無形民俗文化財）の調査

見学に参加しました。調査では黒田先生ご指導のもと、民俗学専攻の院生の皆さんと一緒に史跡も訪れました。

　13日は自由行動のため自転車を借りて、宮崎県庁、県立平和台公園、宮崎神宮、宮崎県総合博物館などを回

りました。特に県庁舎（本館）は昭和 7年（1932）の建設で、九州では唯一戦前から残る県庁舎です。自然石

がふんだんに使われた正面玄関内の壁面と、そこに施された西洋風の装飾がとても印象的でした。

　14日の午前中は、宮崎市から日向灘に沿って北上し、都
つ の

農町の日向国一之宮 都農神社を参拝し、さらに日向

市美
み み つ

々津に足を延ばしました。美々津は日向灘に面し、神武天皇がこの地から御船出をして東に向かったと伝え

られています。江戸時代以降は、高鍋藩の重要な港町として発達しました。その経済面を支えたのが廻船問屋で、

瀬戸内海の舟運を通じて上方との交易を盛んに行い、帰路の際には上方の特産品や美術工芸品を多く持ち帰った

そうです。江戸・明治時代の白壁土蔵の残る町並みが、当時の繁栄ぶりを今に伝えており、1986 年には重要伝

統的建造物群保存地区にも選定されました。遠方の地で上方とのつながりを見出だせたことは、昨年 10月末の

山形県視察のときと同様で、海上交易を通じて上方文化が山形に持ち込まれて地域文化に大きな影響を与えてい

たことを思い起こさせるものでした。美々津を後にした私たちは、南下して西都市に入り、西
さい

都
と

原
ばる

古墳群と県立

西都原考古博物館を見学して銀鏡へ向かいました。

　銀鏡神楽は銀鏡神社の大祭において奉納され、14日の午後 8時ごろから翌朝の 9時までに三十一番が夜通し

で舞われます。私は仮眠をとる宿と神社を往復しながらの見学になりました。神楽奉納に先立って、摂社の神が

みが銀鏡神社に迎えられ、猪の頭が献納されます。その後、拝殿前の広場に特設された祭場で、銀鏡神社や摂社

の神がみが次つぎに登場し、祭神の舞が行われます。特に銀鏡神社の祭神である西宮大明神が現れると、人びと

は祈りをこめて、祭神の宝冠目がけて賽銭

を献じ合掌します。深夜、一段と冷え込む

中で、額に汗をにじませて舞う人びとの熱

気が、見ている私たちにも強く感じられま

した。夜神楽をすべて奉納した後、本殿祭

をはさんで、

狩猟の暮らしと猟獲に感謝する神事「シシ

トギ」が始まり、翁と嫗による猪狩りの模

様が演じられ、最後の神送りにより無事大

祭が終了します。
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西宮大明神（銀
しろみ

鏡神楽）



　今回の宮崎調査では、夜を徹した神楽に祭神への祈りを感じ、史跡見学では海上交易を通じて上方文化が地域

にもたらしたものを改めて考えることができ、貴重な体験をした 3日間でした。

　参考文献：

　山口保明『宮崎の神楽　―祈りの原質・その伝承と継承―』（みやざき文庫 2・鉱脈社、2000 年）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　（祭礼遺産研究プロジェクト R.A.　藤岡 真衣）

　

　年が改まり、早二週間余りが過ぎました。本年もよろしくお願いいたします。

　センターでは、目下、年次報告書をはじめ、成果物の刊行にむけて邁進していますが、その一方で、現地に出

かけ、多くの「再発見」を得る機会もありました。

　12月19日の八尾市旧植田家住宅の視察。旧植田家住宅は、センター設立の平成17年度から総合調査をスター

トし、あわせて、八尾市によって史料館としての整備が進められてきました。いよいよオープンを間近に控えて

の旧植田家住宅との再会です。調査報告書の編集が進む中での今回の視察は、これまでとは違って、安中新田会

所を引き継ぐ植田家の歴史の息づかいをより身近に感じました。

　新しい年が始動し、1月 8日には昨年に続き大阪天満宮へと初詣に出かけました。ご本殿への参拝を終え、北

側の鳥居へ歩いていたときのこと。ひっそりと佇む摂社の十二社に目が留まりました。何気なくご祭神を見てびっ

くり。そこには早良親王や伊予親王など貞観 5年（863）の神泉苑御霊会で慰撫された御霊たちがお祭りされて

いたのでした。これまで何度も十二社の前を通っていたはずなのですが、不覚にも見落としていました。多くの

御霊がお祭りされていることは、天満宮が天神信仰の本社であることを思えば、至極当然なことでしょう。しか

し、なぜ御霊たちが摂社として天神様と一緒に大阪天満宮においてお祭りされるようになったのか。新年から大

きな宿題を菅公から授けられたような気がしました。

　現地に出かけること。これはセンターが掲げる「文化遺産学」の第一歩です。しかし、一度だけではなく、同

じ場所といえども何度もくり返し足を運ぶことの大切さを実感した年末年始のひと時でした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （P.D.　櫻木　潤）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    1 月 14 日（水）外部評価委員会

    1 月 19 日（月）第 2回 学芸遺産研究例会　 13：00 ～ 14：30

　　　　　　　　　　　中尾　和昇 「馬琴の見た大坂－鬼洞文庫一枚摺を手がかりに－」

　　　　   　　　　第２回 合同例会　15：00～ 17：30

　 1 月 22 日（木）第 2回  祭礼遺産研究例会   17：00 ～ 18：30

　　　　　　　　　　　森本　安紀氏 「『神社を中心とする村落生活調査報告』からみる年頭行事」

　　　　　　　　　　　藤岡　真衣 「『神社を中心とする村落生活調査報告』にみる和泉地方の祭礼行事」

３．３．何度も現地に足を運ぶ大切さ－旧植田家住宅と大阪天満宮－何度も現地に足を運ぶ大切さ－旧植田家住宅と大阪天満宮－

４．今月の活動４．今月の活動



　

 

   2 月 1日（月）～ 2月 8日（日）関西大学入学試験

　　　　　　　　　　　　　　　　この間学内の混雑が予想され、図書館等が利用できません。

　　　　　　　　　　　　　　　　当センターは、通常どおり活動しています。

　3月   7 日（土）　第 2回文化遺産学交流会　

　　　　　　　　　　　神戸大学地域連携センターとの交流会　　

　3月 14日（土）　第 6回ワークショップ

　　　　　　　　　　　青山賢信氏（大阪工業大学名誉教授）のご講演と旧西尾家住宅の見学　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※詳細は追ってご連絡申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （編集：倫）

発行：関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センター

Kansai University Research Center for

Naniwa-Osaka    Cultural Heritage Studies
〒 564-8680　大阪府吹田市山手町 3丁目 3番 35

mailto:naniwa@jm.kansai-u.ac.jp

※記事を許可なく転載することを禁じます

５．今後の予定５．今後の予定



　NOCHS MAIL（ノックスメール）は、関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センターで現在行わ

れている調査・研究の状況を研究員のみなさまに広く知っていただこうというものです。研究セン

ターの研究員が調査報告や研究の動向をお知らせいたします。

　

　

　昨年の 12月、京都府乙訓郡大山崎町にある宝
ほう

積
しゃく

寺
じ

に行ってまいりました。宝積寺は天王山の中腹に建てら

れた真言宗の寺院で、神亀元年（724）に聖武天皇の勅命を受けた行基による開創と伝えられています。また、

聖武天皇が夢で竜神から授けられたという「打出」と「小槌」を祀ることから「宝
たからでら

寺」の別名があり、大黒天宝

寺とも呼ばれています。

　さて、今回宝積寺を訪れた目的は重要文化財に指定されている三重塔を見ることです。桃山時代の慶長 9年

（1604）に建てられたとされるこの三重塔は、当センターが調査を進めている「豊臣期大坂図屏風」にも描かれ

ており、一度実際に見ておきたいと考えていました。屏風に描かれている風景は、秀吉ゆかりの地が多く選ばれ

ており、宝積寺もそのひとつです。秀吉にゆかりがあるという根拠の一つが山崎の合戦です。この合戦の際、秀

吉の本陣が宝積寺に置かれました。そして、三重塔は秀吉が合戦で亡くなった人々を弔ったとの逸話が残されて

います。今後検討しないといけませんが、この屏風を描いた絵師はそういった事情を知っていた人物だったかも

しれません。

　宝積寺は私の家からそう遠くはないにもかかわらず、今まで気に留めていませんでした。こういった身近な文

化遺産をひとつひとつ掬いあげて検証し、それを積み重ねていくこ

とこそが私たちに求められているのだと思います。　　　　　　　

　　                        　（学芸遺産研究プロジェクト R.A.　中尾 和昇）
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　兵庫県芦屋市立美術博物館で現在開催中の「近世大坂文人画の世界～関西大学コレクションを中心に～ 」の

館外企画、料亭体験「花外楼体験ツアー」（1月 17日）に参加しました。「花外楼」といえば、天保期に創業し、

明治初期には「大阪会議」の場がもたれたという歴史ある料亭。そんなところへはめったに行けないでしょうか

ら、文人画に関しては全く不勉強な私ですが、つい、お料理につられてしまいました。

　ツアーは 30人ほどの参加者がいました。芦屋市立美術博物館の学芸課長で当センターの研究員でいらっしゃ

る明尾圭造先生の講演があり、大坂画壇の雰囲気と、文人画の国内外における危機的状況などが紹介されました。

　一時間ほどの講演のあと、お料理が出されました。はじめに、花外楼の女将・徳光正子さんのご挨拶と新年の

杯がふるまわれました。すでに松の内は過ぎていますが、新しい年を迎えた客に対する女将さんのおもてなしで

す。お料理もお正月仕様で、目にも舌にも大変おいしくいただきました。

　デザートが出たころから、参加者の方が持ち寄ったお軸や古文書、器などを鑑賞する人の輪があちこちにでき

ました。明尾先生はその輪の中に分け入って歓談なさっていました。これがコアな明尾ファンがいらっしゃる所

以でしょう。今回の企画をコーディネートされた方が、「博物館といえども、やっぱり『人』の持つ力だと思います。」

とおっしゃっていたのがとても印象に残りました。

　大坂画壇は絵を描くことを生業としない人々が中心の集まりです。奇をてらうことのない画風から読み取れる、

文芸をさりげなく生活の中に取り入れていこうとする姿勢。その様子が参加者の方々や明尾先生にも重なってみ

えました。

　さて、会がお開きになって、明尾先生は参加者の方々と老松町の古美術街に行かれたそうです。私はそのタイ

ミングを逸しましたが、お見送りにいらした女将さんに少しお話を伺いました。

　以前、花外楼の少し西側に「アイルモレ ･コタ」というお店がありました。花外楼のお食事が気軽に楽しめる

分店で、私も一度お食事をしたことがあります。そのとき、偶然にも女将さんのお父様でいらっしゃる花外楼の

会長さんにお会いし、お話を伺ったのです。「アイルモレ ･コタ」とはインドネシア語で「水辺の美しい街」と

いう意味で、会長さんが海軍で従軍していた町の名前だそうです。女将さんにそのことを話しましたら、会長さ

んは現在 90歳で、お店にも毎日元気にお顔を出されているとのことでした。

　これからも「水辺の美しい街」を守り続けるのだ、という花外楼の気概を感じながら、ますますのご活躍を祈

り、お店をあとにしました。　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 （祭礼遺産研究プロジェクト R.A.　和住 香織）
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　1月 8日から 10日までシンガポール国立大学・アジア研究所で開催された国際学会「アジアの文化遺産」に、

藪田総括プロジェクトリーダーと、報告者の一人でもある EU日本学研究センターの豊山亜希さんと参加してき

ました。チャンギ空港に降り立つと、そこは気温 30度。樹々や草花からは紛れもなく熱帯の匂いが漂ってきて、

整然とした街路と林立する高層公共住宅が作り出す景観は近未来を思わせます。

　管理国家、国際都市、経済発展……いわゆるシンガ

ポールのキーワードはごく自然に実感しましたが、何よ

りも私の肌に触れてきたものは「diversity」。まさに国際

学会がその「多様性」を映す鏡で、多岐にわたる専門分

野の多彩な経歴を持つ研究者が、環太平洋の諸地域から

集まる様は一種壮観でした。（学会での詳細は改めてご報

告したいと思います。）

　diversity は街の其処彼処に湧き出ています。プラナカ

ン（独自の文化を持つ中国系グループ）エリアで訪れた

関帝宮やヒンズー教寺院。モスクの尖塔を見上げながら

朝食をおかわりしたマレー食堂。黄衣の僧侶もデジカメ

で撮りだすマーライオン。旧正月前の喧騒あふれる宵の

チャイナタウン。汗だくになってエスニック・コミュニ

ティを歩きながら、まさしくじっとりと感じたものは、「多民族」の一言では言い表せない世界でした。

　いくつかの博物館をめぐれたことも幸せでした。国立大学博物館、切手博物館のショップ、消防署に隣接する

シビル・ディフェンス・ヘリテージギャラリー。明日にでも再訪したい国立博物館とプラナカン博物館とマレー・

ヘリテージセンター。中世の聖域から英国軍司令部の要塞まで、何世紀にもわたる歴史を抱くフォートカニング

の丘では、先生とジョギングをしながらまるでタイムトリップをしているようでした。　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そのフォートカニングを下りたところに国立文書館があ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り、第二次世界大戦中の日本軍政下、いわゆる昭南時代に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関する特別展示を行なっていました。ここが休館日であっ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たことは本当に心残りで、明後日にでも行きたいところで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す。この次は郊外に点在する日本軍に関わる戦跡もまわり、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本とシンガポールの関係にも自分なりに向き合って、そ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こから多くの heritage を学びたいと思います。　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さて、この ｢heritage｣ こそが、今回シンガポールで最

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も多く目にし、最もノートに綴った言葉です。「文化遺産」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と翻訳せずに heritage を直接扱っている点は、海外の研

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　究の強みといえるでしょう。これからの日本の、そしてな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にわ・大阪の文化遺産学の道程を考えずにはいられません

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が、世界中が heritage という処女峰を目指してあらゆる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　登山口から歩み始めている、こういう印象を受けた５日間

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　でした。

休憩中に交流を深める学会の参加者

色鮮やかなプラナカンの家並み

３．新加坡酔夢譚３．新加坡酔夢譚（シンガポールすいむたん）　（シンガポールすいむたん）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



　―1月 12日午前 1時の SQ618 便。後ろの席から聞こえてきた男の子の言葉に私はドキリとしました。「日本

には帰りたいけど、シンガポールからは帰りたくないねん！わかるやろ？」振り返って「わかるわかる！」と答

えそうになった私が思わず隣を見ると、通路側の professor はすでにアイマスクをつけて指を組んでいます。私

は再び窓外の滑走路を眺めながら、充実した日々の余韻と感謝の気持に身を沈め、眠りにおちていきました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　（生活文化遺産研究プロジェクト R.A.　石本 倫子）

　2月   1 日（月）～ 2月 8日（日）   関西大学入学試験

　　　　　　　　　　　　　　　　    この間、図書館は閉館しています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　当センターは、通常どおり活動しています。

　3月   7 日（土）　第 2回文化遺産学交流会：神戸大学地域連携センターとの交流会　

　　　　　　　　　　　報告：奥村 弘氏（神戸大学文学部教授）　　

　　　　　　　　　　　　　：坂江 渉氏（神戸大学文学部講師）

　　　　　　　　　　　ワークショップ・水損史料の修復

　　　　　　　　　　　　　：松下正和氏（神戸大学地域連携センター研究員）　　

　3月 14日（土）　第 6回ワークショップ「旧西尾家住宅のモダニズム―吹田の文化遺産―」（仮）

　　　　　　　　　　　第一部　講演：青山賢信氏（大阪工業大学名誉教授）

　　　　　　　　　　　第二部　旧西尾家住宅の見学　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※詳細は追ってご連絡申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（編集：倫）
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　NOCHS MAIL（ノックスメール）は、関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センターで現在行わ

れている調査・研究の状況を研究員のみなさまに広く知っていただこうというものです。研究セン

ターの研究員が調査報告や研究の動向をお知らせいたします。

　

　先日、1月 25日に道明寺天満宮（藤井寺市）で行なわれた「初天神うそかえ祭」に行ってまいりました。当

日は雪のちらつく寒い日だったにも関わらず、境内には多くの人びとが集まっていました。神事は 11時からと

15時からの 2回行なわれ、午前中に 2000 人、午後から 1200 人、合わせておよそ 3200 人ほどの人びとが参

加しました。

　この神事では、「鷽
うそ

」が「嘘」に通じることから、天神様の

力で昨年ついた嘘を真に変えてもらうとか、うそを交換する

たびに持っている厄が半分になっていくなどとされています。

また、菅原道真が大宰府で神事を行なっている際に襲ってき

た蜂を鷽が食い尽くして、集まった人びとを救ったという故

事にちなんでいるとも言われています。道明寺天満宮のうそ

かえ祭は、小さな木彫りの鷽が入った紙袋を境内に集まった

参加者同士で交換していくという神事です。参加者は鷽鳥を受

け取り、開始の合図とともに「かえましょう、かえましょう」という掛け声を出しながら、近くの人と次つぎに

鷽鳥を交換していきます。昨今は様ざまな事件が起こっていることもあり、日常生活の中では見知らぬ人と無警

戒に接することはほとんどなくなっていますが、この神事ではそのようなことはありませんでした。子どもたち

がうれしそうに笑いながら鷽鳥を交換する場面も多く見られ、寒い中で心が温まる思いでした。

　鷽鳥の交換が始まってしばらくたつと太鼓が鳴らされ、紙袋の封をあけることができる

ようになります。入っている鷽の木彫りに「金」や「銀」と書いてあることがあり、それ

が当たるとそれぞれ「金の鷽」「銀の鷽」が授与されます。しかし残念ながら、センター

から参加した 3名とも当たりませんでした。日ごろのおこないのせいなのか、単に運が悪

いのかはまさに天のみぞ知る…といったところでしょうか。

　さて、郷土玩具としても有名な鷽の木彫りですが、道明寺天満宮のうそかえ祭でつかわ

れる鷽鳥は神職の方がたの手作りで、お守りとしても人気があるそうです。大きさも手ご

ろなので、ストラップにして携帯電話につけてみるのもいいかもしれません。　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　（非常勤研究員　宮元 正博）
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　分析作業室にある機械 Elemental Analyzer と Iso Prime のことは

以前にもお話しましたが、この機械では、たとえば同じ炭素でも質

量の異なるもの（12C、13C）がどういう割合で含まれているのかを

調べることが出来ます。

　放射性炭素年代測定法で年代を調べるときに使われるのは 14C で

すが、14C の個数そのものを調べることは出来ません。これはまた

別の機械を使用して計測しています。では、何故 12C と 13C の割合

が必要になるかというと、試料の木材を、14C を計測できる状態に

するまでの間に、同位体分
ぶんべつ

別によって割合が変わっている可能性が

あるからです（分別については、ノックスメール 35号をご参照くだ

さい）。もし分別が起こっていて、同位対比が変わってしまっていれ

ば、測定した 14C 年代に誤差が生じてしまいます。

　14C年代測定では、主に木材の試料を測定します。元の試料木材は、

こぶし２個分以上は必要になります。

　これをすり鉢で細かくすり潰し、含まれている不純物を塩酸など

の化学薬品を使って溶かすことで取り除きます。じゅうぶんに不純

物を取り除けたら、蒸留水で何度もすすいで中性に戻し、乾燥させ

ます。

　これを更に電気炉（300 度）で焼き、炭化させます。高温で焼く

ことで、試料のほとんどが炭素になります。

　炭化した試料から、常温で液体であるベンゼン（C6H6）を合成し

ます。14C を計測する機械は、液状でないと計測できないためです。

ベンゼンになった試料の中にシンチレーター（14C が発する放射線

に反応して発光する液体）を混ぜて、測定機で計測します。

　使用した試料全てが化学反応を起こすように細心の注意は払いま

すが、これらの過程の中で試料全てが反応しきれていなければ、同位

体分別が起こっている可能性があります。ですので、元の木材試料

からベンゼンの状態のものまで、それぞれの同位対比を計測します。

Elemental Analyzer と Iso Prime では 14C は計測できませんが、12C

と 13C の同位対比が変わっていなければ、14C との同位対比も変わっ

ていないことになります。これまでのところ、試料の同位対比は誤

差の範囲内で収まっています。ただし、長期間冷凍保存したベンゼ

ン試料の中にはズレが見られるものがあり、保管状況に注意が必要

だということが分かってきました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （生活文化遺産研究プロジェクト R.A.　影山 陽子）
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　センターでは、夏野菜（毛
けまき ゅ う り

馬胡瓜・勝
こつまなんきん

間南瓜・泉
せんしゅうみずなす

州水茄子）の収穫後、

冬野菜の栽培に向けて、10月上旬に天
てんのうじかぶら

王寺蕪と田
たなべだいこん

辺大根の種を蒔

きました。そのうち、1月に天王寺蕪を収穫し、また昨年 5月に植

えた吹
すいた く わ い

田慈姑を 12月に収穫しました。本号では慈姑と蕪の収穫に

ついて、ご報告いたします。

　吹田慈姑の成長記録については、ノックスメール第 49号（2008

年 12 月 8日発行）でお知らせしました通り、5月に植えた後、夏

には大きく成長し、12月 10日に収穫を迎えました。鉢から慈姑

を取りだすと、側面にはびっしりと根が這っており、「姫慈姑」と

呼ばれるだけあって、たくさんのかわいい慈姑が目に飛び込んでき

ました。寒くなりはじめた時期でしたが、吹田慈姑の収穫の喜びと

興奮で、水の冷たさは全く感じませんでした。

　次に、天王寺蕪についてですが、正保 2年（1645）刊行の

『毛
けふきぐさ

吹草』には、「本邦古今の名物の摂津に天王寺、鋸、綿、はぜ、蕪、

天満宮前の大根、木津瓜」とあり、この「蕪」が天王寺蕪を指して

いると考えられます。『摂
せつようぐんだん

陽群談』（元禄 11年、1698 刊）には「形

平均大にして草葉少し味甚甘くして如も軽和なり。乾蕪として諸国

に送る。西成郡木津、今宮の辺住吉郡に懸て作得たりと云えども皆

天王寺蕪の名を以て市店に所商之也」とあり、「天王寺蕪」がある種、

ブランド化していたことが推察されます。天王寺蕪について蕪村は、

　　名物や　蕪の中の　天王寺

と詠み、正岡子規は、

　　此頃は　蕪曳くらん　天王寺

と詠んでいます。

　また、現在よく知られておりますが、宝暦 6年（1756）に京都

へ遊学していた、信州野沢村・健命寺の住職が、天王寺蕪を故郷に

持ち帰り、それが今日の「野沢菜」のルーツになったと言われて

おります（『なにわ大阪の伝統野菜』農文協・2002 年、『浮瀬』№

11・2006 年、などを参照）。

　さて、今年度、センターで栽培した天王寺蕪ですが、畑は建物の

裏にあり、決して日当たりは良くありませんが、真っ白な丸々とし

た蕪を収穫することができました。一つ一つ形は異なりますが、完

全無農薬であり、私たちで栽培した蕪だけあって、味はまた格別で

した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　（歴史資料遺産研究プロジェクト R.A.　松永 友和）

　３．なにわ実験農園便り～吹田慈姑と天王寺蕪の収穫～３．なにわ実験農園便り～吹田慈姑と天王寺蕪の収穫～

鉢から取り出した吹田慈姑（12月 10 日）

天王寺蕪の種を植える（10月 10 日）

収穫直前の天王寺蕪（1月 28 日）

蕪を収穫する（1月 28 日）



   

 

　3 月 7日（土）第 2回文化遺産学交流会：神戸大学地域連携センターとの交流会

　　時間：13：00～ 17：30

　　会場：なにわ・大阪文化遺産学研究センター棟 1階　文化遺産実習・展示室

　　報告：奥村　弘氏（神戸大学文学部教授）／藪田　貫（総括プロジェクトリーダー）

　　　　：坂江　渉氏（神戸大学文学部講師）／内田　吉哉（特別任用研究員）

　　ワークショップ・水損史料の修復：松下　正和氏（神戸大学地域連携センター研究員）

　3月 14日（土）第 6回ワークショップ「サロン・ド・西尾家―吹田の文化遺産―」

　　時間：10：00～ 14：30

　　会場：吹田市立内本町コミュニティセンター・旧西尾家住宅（吹田文化創造交流館）

　　第 1部　講演：青山　賢信氏（大阪工業大学名誉教授）

　　第 2部　旧西尾家住宅の見学

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※詳細は追ってご連絡いたします。

　梅が見ごろを迎え、春の訪れを告げています。センターでは出版物を控え、多忙な日が続きますが、少しずつ

移り変わる季節を肌で感じていければと思っています。　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　  （編集：な）
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収穫した吹田慈姑を手にして（12月 10 日）

４．今後の予定４．今後の予定

５．編集後記５．編集後記



　NOCHS MAIL（ノックスメール）は、関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センターで現在行わ

れている調査・研究の状況を研究員のみなさまに広く知っていただこうというものです。研究セン

ターの研究員が調査報告や研究の動向をお知らせいたします。

　

　当センターでは、地域との連携をコンセプトとする他大学の研究機関との交流を目的に、今年度から「文化遺

産学交流会」を企画しています。3月 7日には、神戸大学大学院人文学研究科地域連携センターの方がたをお迎

えして、第 2回目の交流会を行なう予定です。このセンターは、平成 14年（2002）の 11月に神戸大学大学院

人文学研究科（文学部）に設置されて以来、歴史文化の保全と活用にかかわる自治体やNGOとの連携事業に取

り組まれています。

　第 2回交流会に先立って地域連携センターよりご案内をいただき、2月 1日、センター主催の「第 7回歴史

文化をめぐる地域連携協議会」に、内田吉哉研究員とともに参加しました。「歴史文化をめぐる地域連携協議会」

は、センターが毎年の年度末に開いているもので、県内自治体の文化財担当者・学芸員・市民・NGO団体・大

学関係者等が一堂に会し、歴史遺産をめぐる各地域・各分野での取り組みについて、情報交換を行なっています。

こうした機会を通じて、歴史遺産の保存・活用のネットワーク作りが進められています。第７回協議会では、「自

治体合併後の地域遺産の保全・活用をめぐる現状と課題」がテーマでした。平成の自治体合併後における地域遺

産の保全・活用の課題が議論の対象となり、今後、歴史文化を活かしたまちづくりのあり方をめぐって、住民・

自治体・大学がどのように連携・協力できるかが検討されました。報告のなかには、合併後の文化財保存にかか

わる人員、保管場所などについて切実な問題が取り上げられました。

　さまざまな課題が挙げられるのを聞いていると、かつての調査で兵庫県

のある地域を訪れた時のことを、ふと思い起こしました。その地域では、

歴史資料に適した保存と管理が一つの問題になっていました。それに対処

できるように将来的には専門的な知識を持つことが必要だというお話を、

地元住民の方からうかがいました。自分達の住む地域の歴史文化の大切さ

を理解はしていても、資料がよりよい状態で次世代に受け継がれることが

決して容易ではないことを改めて感じました。協議会でも、地域における

歴史資料の保存・活用について総合的な基礎知識をもつ人材育成が大きな

鍵になるとの指摘があり、多くの自治体が抱えている課題の一つといえる

でしょう。そうした中で、兵庫県では全国に先駆けて、地域の歴史遺産を

発見・保存し、まちづくりに活かす能力を持った人材として「兵庫県ヘリ

テージマネージャー（歴史文化遺産活用推進員）」の登録が進められていま

す。
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１．身近なところに存在する文化遺産の保存と活用の課題１．身近なところに存在する文化遺産の保存と活用の課題

当日のポスター



　地元に残る有形・無形の文化遺産は、私たちの生活の中に存在しているものですが、そういった身近な文化遺

産に対して、常に意識を傾ける必要があるのだということを強く感じました。

　参考文献：

　『第 7回　歴史文化をめぐる地域連携協議会自治体合併後の地域遺産の保全・活用をめぐる現状と課題』

　（神戸大学大学院人文学研究科地域連携センター、2009 年 2月）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（祭礼遺産研究プロジェクト R.A.　藤岡 真衣）

　センターの今年度新収資料のひとつに、菅楯彦の旧宅周辺図が

あります。これは、弟子の一人である内
うちだ

田稲
とう

葉
よう

（1900 ～ 83）の

手によるもので、阿倍野筋から菅邸へ向かうための道順が描かれ

ています。年次報告書でご紹介するにあたって、昭和 30年～ 50

年頃の地図と比較していたのですが、阿倍野に疎い私にとっては、

どういった雰囲気の街なのかよくわかりませんでした。そこで、

阿倍野に詳しい R.A. の和住さん、石本さんとともに、実際に歩い

てみることにしました。

　当日は晴天に恵まれ、この時期にしては暖かく、フィールドワー

クをするには格好の天気でした。JR天王寺駅を降りて、早速菅楯

彦の旧宅があるという松崎町に向かうと、大きな道には再開発の影響なのか、たくさんの新しい建物が林立して

いました。ところが、狭い路地に一歩足を踏み入れると、小さな社や味わいのある喫茶店など、そこには昭和の

阿倍野が残されていました。ただ、地図をたどって付近を訪れてみても、菅邸と思しきものが見つかりません。

近所の人にお話を伺ってみると、昨年の秋ごろまでは子孫の方が住んでいたのですが、すでに家を移されたそう

です。それを聞いた一同はがっくりと肩を落としました。

　気を取り直して、次は菅楯彦夫妻が眠る阿倍野墓地へと足を運びました。広大な敷地なので、探しだすのに時

間がかかりましたが、五
ごだい

代友
ともあつ

厚の大きな墓のすぐそばに、ひっそりと墓碑が立っていました。銘文を見ると、昭

和 43年（1968）に甥の眞
まひと

人が建てたようで、師であり義父でもある楯彦への思慕の念が垣間見えます。

　当初は旧宅周辺の様子を探ることを目的にしていたのですが、次第に菅楯彦に思いを馳せながら歩いている自

分に気づきました。私は北摂に住んでいますが、菅楯彦の愛した街―阿倍野の落ち着いた雰囲気に親しみが湧い

てきました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

                                                                                                      　（学芸遺産研究プロジェクト R.A.　中尾 和昇）
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　２．菅楯彦の愛した街ー阿倍野を歩くー２．菅楯彦の愛した街ー阿倍野を歩くー

当日のポスター



　寒空の日曜日。中尾和昇、藤岡真衣、石本倫子の三名で、芦屋市立美術博物館で開催中の「近世大坂文人画の

世界～関西大学コレクションを中心に～」を見学してきました。

　文人画といえば、私が木
き む ら

村蒹
け ん か ど う

葭堂や増
ましやま

山雪
せっさい

斎と出会ったのは何を隠そうセンターに勤務するようになってから

です。このような初心者にとって、まずは「現
げ ん こ

古漢
か ん が

画名
め い か

家集
しゅうらん

覧」に見知った名前を見つけることは屈託なく楽し

いものでした。

　たとえば金
か ね こ

子雪
せっそう

操。増山雪斎に学んだ雪操は、吹田に寓居を構えること数年、吹田雪操とも呼ばれていた人物

です。後から調べたことですが、田
たゆいのしょう

結荘千
せ ん り

里は金子雪操の門下で、田
た の む ら

能村竹
ちくでん

田や鼎
かなえ

春
しゅんがく

嶽、忍
にんちょうじ

頂寺静
せいそん

村も吹田を訪

れており、私自身が研究している吹田という地域と、近世文人画の世界がここでつながりました。

　今回は、この展示を企画された芦屋市立美術博物館学芸課長の明尾圭造先生（センター研究員）がお忙しいな

か時間を割いてお話をして下さいました。大坂画壇はまだまだ研究していく余地があるとのこと。文人画の世界

の広さと深さをつくづくと感じました。

　それにしても無知をいいことに私たちは、田能村直
ちょくにゅう

入の「虞美人図」を前に、「蝶が描かれているから、あの

花は牡丹ですかね。」「でも一方は芙蓉にも見えますね。」「蒹葭堂の絵は蝶に朝顔だったけれど。」なんて勝手気

ままなことを言っていました。

　しかし単なる無駄話だけではなく、わずかながらもお互いの知識を持ち寄ることで、一人で見学するよりもは

るかに理解を深められました。文人たちが互いに交流することで、なにわの文化がより華やいだように、文化遺

産学もこうして共に学び、語りあうことで、より豊かになるのではないでしょうか。

　今日のこのひと時も、ささやかではあるけれど私たちにとっては一つのサロンだ。そんなことを感じながら、

敷地内の一角にある暖かい喫茶店を出ると、私たち三名は二本の傘で雨の中、駅まで向かいました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（生活文化遺産研究プロジェクト R.A.　石本 倫子）

　３．花は芙蓉か朝顔か３．花は芙蓉か朝顔かー『近世大坂文人画の世界』展にふれてーー『近世大坂文人画の世界』展にふれてー

芦屋市立美術博物館のエントランスにて



　3月 7日（土）第 2回文化遺産学交流会：神戸大学地域連携センターとの交流会

　　　　　　　　　時間：13：00～ 17：30

　　　　　　　　　会場：なにわ・大阪文化遺産学研究センター棟１階　文化遺産実習・展示室

　　　　　　　　　第１部

　　　　　　　　　　奥村　弘氏（神戸大学文学部教授／地域連携センター事業責任者）

　　　　　　　　　　　「神戸大学大学院人文学研究科地域連携センターの概要について（仮）」

　　　　　　　　　　藪田　貫（関西大学教授／センター総括プロジェクトリーダー）

　　　　　　　　　　　「関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センターの理念について（仮）」

　　　　　　　　　第２部

　　　　　　　　　　坂江　渉氏（神戸大学文学部講師）

　　　　　　　　　　　「神戸大学人文学研究科地域連携センターの具体的活動について（仮）」

　　　　　　　　　　内田　吉哉（センター特別任用研究員）

　　　　　　　　　　　「関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センターの活動について（仮）」

　　　　　　　　　ワークショップ

　　　　　　　　　　河野　未央氏（神戸大学地域連携センター研究員）

　　　　　　　　　　　「水損史料ワークショップ」

　3月 14日（土）第 6回ワークショップ「サロン・ド・西尾家―吹田の文化遺産―」

　　　　　　　　　　時間：10：00～ 14：30

　　　　　　　　　　会場：吹田市立内本町コミュニティーセンター・旧西尾家住宅（吹田文化創造交流館）

　　　　　　　　　　第１部　講演：青山　賢信氏（大阪工業大学名誉教授）

　　　　　　　　　　第２部　旧西尾家住宅の見学

　花粉の季節になりました。まわりを見わたしてみると、花粉対策のためにマスクを着用している人をよく見か

けます。センターでも来年度に向けた「対策」を鋭意進めています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　（編集：な）

発行：関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センター

Kansai University Research Center for

Naniwa-Osaka    Cultural Heritage Studies
〒 564-8680　大阪府吹田市山手町 3丁目 3番 35

mailto:naniwa@jm.kansai-u.ac.jp
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　NOCHS MAIL（ノックスメール）は、関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センターで現在行わ

れている調査・研究の状況を研究員のみなさまに広く知っていただこうというものです。研究セン

ターの研究員が調査報告や研究の動向をお知らせいたします。

　2009 年 3月 14日、降りしきる雨の中、第 6回

ワークショップ「サロン・ド・西尾家―吹田の文

化遺産―」が行われました。二部構成で、第一部

は 10時より内本町コミュニティセンターにおい

て、旧西尾家住宅の調査を行った大阪工業大学名

誉教授の青山賢信先生による講演、第二部は 12時

45分から、旧西尾家住宅のボランティアガイドに

よる住宅見学でした。

　私は今回、ワークショップの手引き作成を担当

し、作成するにあたっては多くの方々のご協力を

いただきました。

　まず始めに、2000 年に書かれた旧西尾家住宅の調査報告書を読みました。このとき、「難解だ」と思った建

築用語を抜き出し、辞書などで調べたのが今回の手引きにある「建築用語解説」です。この解説についてはお忙

しい中、青山先生に時間を作っていただき、チェックしていただきました。

　建築用語を調べていくなかで、母屋のことがわかると、その和風な雰囲気とは対照的な内装の離れのことが気

になりました。近代建築の祖・武
たけだ

田五
ごい ち

一が設計したと言われていますが、今のところ確証がないとのことです。

離れを設計した人物は、西尾家の建物を見たうえで離れの設計に携わったことでしょう。その人物は母屋や茶室・

積
せきすいあん

翠庵のどことどこを見て離れのイメージを膨らませたのだろう、と思いを馳せました。

　次に西尾家にルーツを持つ音楽家・貴
き し

志康
こういち

一については、藤岡さんに書いていただき、芦屋の甲南学園内にあ

る貴志記念室の内野順子さんにチェックしていただきました。さらに、貴志記念室のホームページでは、今回の

ワークショップの告知もしていただきました。

　また、手引きの裏にある西尾家周辺の地図は、吹田市まちにぎわい創造館にご協力いただきました。カラーで

見やすく、詳しい地図でした。

　京都にある茶道藪
　やぶのうち

内流のことを調べてくれた中尾さん、原稿のレイアウトを考えて下さった櫻木さんなどセ

ンターのメンバーは勿論のこと、たくさんの方々の手によってできあがった手引きは、一冊一冊にぬくもりが感

じられました。
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１．ゴイチとコーイチ～ワークショップてびきを作成して～１．ゴイチとコーイチ～ワークショップてびきを作成して～

青山賢信先生の講演



　さて、貴志康一には「貴志康一の記念行事をするときにはいつも雨」というエピソードがあります。ワークショッ

プ当日は朝から冷たい雨が降っていましたが、もしかしたら貴志康一が歓迎してくれていたのかもしれません（雷

が鳴って少々手荒い歓迎だったけれども）。ワークショップに参加した人はみな、貴志康一にみちびかれて西尾

邸にやってきたのだ、と思えば雨も私にとっては心強いものでした。そして、ゴイチとコーイチを手がかりにし

て、かつての吹田のまちのたたずまいやこれからの吹田の文化遺産について考えました。

　私にとって、吹田がますます身近に感じられたワークショップでした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（祭礼遺産研究プロジェクト R.A.　和住 香織）

　

　当センターでは、2008 年度から「文化遺産学交流会」という催しを行なっています。当センターの活動は、

文化遺産を通じた地域連携を大きな柱の一つとしています。他の大学にも、こうしたコンセプトを持つ研究機関

がいくつかあります。それらの他研究機関と交流することによって、相互刺激を得ようというのが「文化遺産学

交流会」の企画です。第 1回目は、昨年 10月 17日に東北芸術工科大学の東北文化研究センターとの交流会を

持ちました。そして 3月 7日に第 2回目として、神戸大学人文学研究科地域連携センターとの交流会が行なわ

れました。

　この交流会の最大の目的は「議論・討論」にあります。とりわけ今回の交流会は、当センター総括プロジェク

トリーダーの藪田先生と、神戸大学人文学研究科地域連携センター事業責任者の奥村先生とが、以前からのお知

り合いということもあり、藪田先生は「ボク、今日は奥村先生とガチンコで議論するよ」と準備万端という雰囲

気でした。…が、結論からいうと今回の交流会は、「熱い議論は半分ぐらい」と、やや不完全燃焼な結果になっ

てしまいました。藪田先生と奥村先生との間にはたしかに熱い議論が交わされましたが、私たち P.D.・R.A. はあ

まり議論に参加する時間がなかったのです。その理由は、交流会の中で行なわれた神戸大学地域連携センターの

ワークショップ「水損史料の修復」があまりにも面白すぎたためでした。泥水に浸かって汚れてしまった古文書

を修復する体験実技に皆が夢中になり、つい時間を割きすぎてしまいました。

　この文化遺産学交流会は、2009 年度も引き続き行なっていく予定になっています。私は、次回の交流会こそ、

他大学の方たちと藪田先生ばりの熱い議論を交わそうと、一人ひそかに決意を固めているところです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（特別任用研究員　内田 吉哉）
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議論を戦わせる 2人 「水損史料ワークショップ」にすっかり夢中

　２．第 2 回文化遺産学交流会～隣の芝生は青いか？～２．第 2 回文化遺産学交流会～隣の芝生は青いか？～



　生活文化遺産研究プロジェクトでは、保存処理分析作業室のこれまでの成果をまとめた叢書『金属製品の保存

処理－本山コレクションを対象に－／考古遺跡の分析学的研究』を年度末に刊行予定です。

　この叢書は 2部構成で、第 1部では、金属製品（鉄製品）の保存処理の過程および当センターでの脱塩実験、

また関西大学博物館所蔵の本山コレクション（大阪毎日新聞社社長本山彦一が収集した資料と、後に譲り受けた

神田孝平収集資料の総称）の鉄製品に保存処理を施す過程と結果について検討しています。

　第２部では、放射性炭素年代測定のための液体シンチレーション計測の改善方法ついて、また大阪府内の遺跡

から採取した土壌を用いてレーザー回折式粒度分布測定装置（SALD-2200）を使用した際の問題点について検

討しています。更に府内の遺跡から採取した未固結ブロック試料をX-ray TV system FI-30 を使用してX線撮影

し、肉眼では見えない層理を識別することについて検討しました。加えて、詳細な日本語マニュアルのなかった

同位体比測定装置 IsoPrime の具体的な使用方法を、補遺としてまとめています。

　保存処理分析作業室のこれまでの成果のまとめとして刊行しますが、あと１年、さらなる検討と実験を重ねて

いきたいと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（生活文化遺産研究プロジェクト R.A.　影山 陽子）

　３．保存処理分析作業室便りーこれまでのまとめー３．保存処理分析作業室便りーこれまでのまとめー

５．編集後記

持ち帰った地層ブロック

粒度測定のため、不純物（木の根など）を取り去る

● 画面中央、黄色い部分が火山灰層。

試料採取の様子

（大阪府立総合青少年野外活動センター敷地内にて）
● 水分が抜けて固結している。
これを X線撮影、また粒度分析をする。

● 作業には 1週間程度かかる。



　3月 4日、センターで栽培している田
たなべ

辺大
だいこん

根を収穫しました。毛
け ま

馬

胡
きゅうり

瓜や勝
こつ ま

間南
なんきん

瓜などの夏野菜の収穫後、秋に土作りを行い、10月に種蒔

きをしたときの大根です。今回のノックスメールでは、田辺大根の収穫

までの様子とその味についてお知らせします。

　田辺大根の種蒔きから 4日後、芽が出始めました。発芽したものの中

でも元気な芽はそのままにし、残りの芽は、およそ 10㎝の間隔をあけて、

間引きました。成長後、間引きはもう一度行いました。

　12月 14日には、毎年駒川駅前商店街（大阪市東住吉区）で開催され

ている「田辺大根フェスティバル」に、センターの田辺大根を初めて出

品しました。フェスティバル当日は、47の個人や団体（そのうち、畑で

の栽培が 34、プランターが 13、団体は主に大阪府下の小学校）が田辺

大根を出品しており、森下正博先生（センター研究協力者）が審査委員

をつとめておられました。惜しくも賞は逃しましたが、田辺大根フェス

ティバルを通じて、地元の商店街や「田辺大根ふやしたろう会」の取り

組みの一端と、地域における伝統野菜への関心の高まりを肌で感じ取るこ

とができました。

　さて、その後、センターの畑では特に問題なくすくすくと成長していき

ました。日当たりはあまり良くないものの、その分葉は柔らかく、美味し

い大根に育ったと思います。収穫した後は、センター研究員が持ち帰り、

各自で調理しました。以下の感想が寄せられております。

●おろしにしたものを冷奴の薬味として食べました。大根にほのかな苦味

　があって、あっさりした味わいを堪能しました。（P.D. 櫻木さん）

●味噌汁に入れて食べました。皮をむかずに煮たのですが、とても柔らかくて、大根の甘みが感じられて大変お

　いしかったです。（R.A. 影山さん）　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　※今年度の「なにわ実験農園便り」は、本号が最後となります。センターでは、来年度も引き続き、なにわの伝統

　　　　　　　　　　　　　野菜を栽培していきます。その模様については、今年度同様、順次お知らせします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（歴史資料遺産研究プロジェクト R.A.　松永 友和）

　早いもので、2008 年度の配信は今号で最後となりました。新年度からのノックスメールも、どうぞよろしく

お願いいたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（編集：な）

発行：関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センター

Kansai University Research Center for

Naniwa-Osaka    Cultural Heritage Studies
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４．なにわ実験農園便り～田辺大根の収穫とその味～４．なにわ実験農園便り～田辺大根の収穫とその味～

５．編集後記５．編集後記

昨年栽培した田辺大根からとれた種

収穫した田辺大根

田辺大根の収穫（3月 4日）



　NOCHS MAIL（ノックスメール）は、関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センターで現在行わ

れている調査・研究の状況を研究員のみなさまに広く知っていただこうというものです。研究セン

ターの研究員が調査報告や研究の動向をお知らせいたします。

　JR八尾駅に降り立ち、旧植田家住宅を初めて訪れたのは、センター設立から間もない 2005 年 8月のこと。

旧植田家総合調査のスタートでした。この調査は、八尾市に寄贈された旧植田家所蔵の古文書・書籍・書画・生

活用具・工芸品など、ありとあらゆるものを“まるごと”調査するというセンターとしては初めての大仕事でした。

当初は、現地での調査が中心でしたが、資料館への建て替えが決まり、その整備と調査の利便性のために、古文

書・書籍・書画が、センターで保管されることになりました。汗をぬぐいながらの搬出作業を終え、センターに

搬入したのは 2006 年 7月。これも暑い夏の日でした。

　そして、2009 年 4月 7日。センターでの調査を終えた書籍・書画が、「安中新田会所跡旧植田家住宅」とし

て新装なった植田家へ三年ぶりに戻ることになりました。搬出準備のために書籍や書画の一点一点を目録と照合

しながらの作業では、叢書として刊行中の『竹垣直道日記』にたびたび登場する千種有功の和歌掛幅や、本山コ

レクションの金石文拓本の旧蔵者木崎愛吉が著した『竹山国字牘』（『懐徳堂遺書』のうち）など、新たな発見も

あり、あらためて植田家の魅力を見直すとともに、

これも点検作業中に発見された近代の八尾を代表す

る植田一郎氏の肖像画の面影に、これらを守り伝え

てきた植田家の人びとの心意気に触れたような気が

しました。

　今後、旧植田家所蔵の資料は、地域の文化遺産と

して、地元の人びとによって守り伝えられていくこ

とになります。キャンパスをピンクに染める満開の

桜が、新たな出発にエールを送っているようでした。

（P.D. 櫻木　潤）

　センターでは、昨年度より杭全神社総合調査を行っています。その一環として、4月 13日に執り行われた御

田植神事を調査・記録するため、杭全神社に訪れました。
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１．旧植田家資料の再出発－地域の人びとの文化遺産として－１．旧植田家資料の再出発－地域の人びとの文化遺産として－

　２．杭全神社の御田植神事～杭全神社総合調査より～２．杭全神社の御田植神事～杭全神社総合調査より～

チェックをしながら慎重に運び出し



　杭全神社の御田植神事は、通称「御田」とも呼ばれる予祝儀礼で、田作りから田植えの動作を行い、その年の

豊作を祈るものです。住吉大社のように早乙女が実際に田植えをするのではなく、農耕を模擬的に演じる田遊び

系統の神事に属し、能狂言の形で進められる点に特徴があります。

宮司さんの祝詞奏上のあと、翁面をつけたシテが、「今日は当社権現の御田植にて候、めでとう御田を植えよ

うと存ずる」といって始まります。シテは明きの方（恵方）に向かい鍬を 3度入れます。続いて、牛に唐
からすき

犂を

曳かせ拝殿を 1周半し、牛は 2、3回モウモウと鳴き、横棒で田ならしをします。なお、牛面の箱には天和 2年

（1682）の銘が、唐犂には「宝永八年正月吉日　樫木屋三右衛門」と墨書されているとのことです（『おおさか

の祭り』、大阪市立博物館、1994 年）。

次に、シテが「福の種を蒔こうよ」といって、実際に籾
もみ

を拝殿内に蒔きます。このとき、籾が口に入ると「吉」

とのことです。これは、表源吾「杭全神社の御田植神事」（『上方』第 62号、昭和 11年）に、「四方の群衆の面

を目掛けて米を蒔く、群衆は此時又どよめき立ち皆々口一杯に開いて福の種子「米」を口中に受ける」とあり、

戦前も同様だったことがわかります。

そのあと、シテが「太郎坊やーい、次郎坊やーい」と呼ぶと、子ども（人形）を背負った男と早乙女 2人が

登場してきます。男は子どもをシテに渡し、シテは箸でモッソウ（ご飯）を子どもに食べさせ、その後、着物の

裾をめくって放尿させる所作をします。子どもは再び男が背負い、男は早乙女 2人とともに松葉で作った苗を

植える所作をし、神事は終了となります。神事がすむと、参拝者は縁起を戴くため、蒔かれた籾を拾っていました。

この神事の起源は、シテの翁面に、建久 2年（1193）の年紀を持つ由緒書（慶長 15年の写）があり、中世

前期にさかのぼるようです。『神社を中心とする村落生活調査報告（一）大阪府』（なにわ・大阪文化遺産学叢書 3、

2007 年）には、「一月十三日執行。第一に翁の舞あり

て後、田植神事を行ふ。」とあり、戦前（昭和 10～ 12

年時点）、神事は 1月 13日に執り行われていたようで

す。さらに、曽根研三「杭全神社御田植神事」（『上方』

第 5号、1930 年）には、「數年前迄は夜間行はれ、江

戸時代は子刻卽ち今の午後十一時から十二時過にかけ

て行はれてゐた」とあり、昭和の初めごろまでは夜間

に行われていたこともわかります。

今回、はじめて杭全神社御田植神事に参拝させてい

ただき感じたことは、杭全神社御田植神事が今に伝え

られてきたのは、単に「伝わった」のではなく、杭全神

社や御田植神事保存会、平野地域の方がたが「伝える」

努力をされた、ということです。そこには、受動では

なく能動の姿勢・意志が込められていることを実感し

ました。

（歴史資料遺産研究プロジェクト R.A.　松永友和）
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「福の種を蒔こうよ」と言って籾を蒔く翁

翁と子ども（人形）を熱心に記録する人たち

※ 4月 13日の御田植神事当日は、宮司の藤江正謹様をは       

   じめ、杭全神社の皆様には格別なお取り計らいを賜りま 

   した。この場を借りて厚く御礼を申し上げます。



　関西大学博物館では現在、企画展「浪速の絵師　菅
すが

楯
たてひこ

彦の画業」が開催されています。本展示の目玉は

『職
しょくぎょうふじんえまき

業婦人絵巻』ですが、当センターや関西大学図書館所蔵の資料なども多数展示されています。私も先日、こ

の展示を拝見しましたが、そのなかでも菅楯彦の画業の一端が垣間見える作品がありましたので、この場を借り

てご紹介いたします。

　その作品は図書館所蔵品で、『陽だまり』というタイトルが付けられています。モチーフとなっているのは源

実
さねとも

朝。実朝は武家の棟梁である源氏に生まれながら、自作の和歌が小倉百人一首に選ばれ、『金槐和歌集』とい

う私家集を編むなど、和歌に長けた風流男として知られています。この作品は縁側に佇む実朝が描かれています

が、そこにはどこか平安貴族の優美さが感じられ、楯彦の思い描く実朝像を窺うことができます。

　しかし、この完成作には下書きが存在します。それが『楯彦素描巻物』です。これは楯彦が描きためた、多く

の白描画・彩色画などを巻子に仕立てたもので、実朝の絵もそこに含まれています。下書きということで、完成

作ほど精彩に富んでいるわけではありませんが、絵の製作過程がわかる好資料と言えるでしょう。

　この企画展ではその他にも自筆の扇面や書簡なども展示されており、関西大学には思いのほか楯彦にまつわる

資料が多く存在していることに気付かされました。このような豊饒な資料群を活用し、楯彦の画業を根こそぎ理

解しなければと思いを新たにしました。

（学芸遺産研究プロジェクト R.A.　中尾 和昇）

　5月 1日（金）夕方から 5日（火）までの間、２階書庫で燻蒸を行なうため、センターを閉館いたします。

　この期間はセンターには入れませんので、ご注意ください。

　当センター締めくくりの年である 2009 年度が始まりました。研究員一同、最後まで精一杯頑張っていきたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。

　今回のメインタイトル・小タイトルに使用したのは、収穫が終わった後も種の収穫用に育てている田辺大根の

花です。この可愛らしい花からたくさんの種が取れるであろうことを楽しみにしています。

（編集：か）

発行：関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センター
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　NOCHS MAIL（ノックスメール）は、関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センターで現在行わ

れている調査・研究の状況を研究員のみなさまに広く知っていただこうというものです。研究セン

ターの研究員が調査報告や研究の動向をお知らせいたします。

吹田市西
にし

の庄
しょう

町
ちょう

に鎮座する泉
いづどのぐう

殿宮にて、5月 2、3日に春大祭が行われました。この祭礼では「泉殿宮神
かぐら

楽

獅
じ し

子」（吹田市地域無形民俗文化財）が奉納されるとのことから、3日に黒田一充先生、研究員（R.A.）の和住

香織さんと私の三人で調査見学に訪れました。

泉殿宮の由来は『大阪府全志』によると、平安時代中期ごろに、播磨の広峰神社から牛頭天王（建
たけはや

速須
す さ の

佐之

男
おのおおかみ

大神）が山城国へ勧請される途中、その神輿が当地を訪れた際、日照りで苦しむ里人がこの神に祈願すると、

忽然と泉が湧き出したという伝説があります。泉が湧き出した所は「泉殿霊泉」とされ、社名の由来にもなって

います。

春大祭は泉殿宮の一年のなかでも、最も大きな祭礼といわれています。3日の宵宮は、神楽獅子が奉納され、

3日の神幸祭には神輿が氏子区域を廻ります。午後２時ごろに神社を出発した行列は、蒲
ふとん

団太鼓に続いて、猿田

彦・右大臣・左大臣・稚
ち ご

児・泉殿宮神楽獅子保存会・総代・役員が、神社から約 1キロメートル離れた御
おたびしょ

旅所

の「大
だい

の木
き

さん」まで向かいます。

獅子頭を被った子どもたちは、笛

の音や太鼓の拍子に合わせて、足

取り軽やかに舞いながら進んでい

きます。「大の木さん」に着くと、

境内で獅子頭を持つ子供が大人の

肩の上に立ち上がり、神楽を奉納

します。これは二階獅子と呼ばれ、

肩の上に立ち上がったままで四方

を祓い、剣や鈴を手にして舞うも

のです。二階獅子を行うのは、伊

勢太
だい

神
かぐ ら

楽の影響をうけている可能

性が高いと考えられています。頭

上高くにある獅子の姿をビデオに

おさめていた私は、そのアクロバ

チックな舞に感心するばかりでし

NOCHS MAILNOCHS MAIL
なにわ・大阪文化遺産学研究センターなにわ・大阪文化遺産学研究センター

－第 57 号－－第 57 号－
  2009 年 6 月 10 日2009 年 6月 10 日

１．吹田の文化遺産－泉殿宮と神楽獅子の調査－１．吹田の文化遺産－泉殿宮と神楽獅子の調査－

泉殿宮の神楽獅子



た。神楽獅子が舞い納められると、境内に神輿が入り、神事が始まります。その間、神楽獅子は各家を廻ってお

祓いを行い、舞を披露します。

　神楽獅子は、古くから神幸祭に奉仕してきましたが、特に大正から戦前までは総勢 200 人以上の神楽獅子が

渡御列に供奉したとのことです。しかし、第二次世界大戦により中断し、戦後は長く行われることはありません

でしたが、昭和 45年（1970）の万国博覧会の開催を機に復活したとのことです。中断以前の春大祭の様子を

記した資料としては昭和 11年（1936）の『神社を中心とする村落生活調査報告』があります。その中の「村

社 泉殿宮」の項目には、5月 3日の神幸祭の記事があり、神輿・太鼓・各舁番町・獅子講・敬神講等のそれぞ

れが午後３時に神社を出発し、午後 10時半に還幸したことや、神輿舁番を西の庄町・田中町・浜之堂町・川面

町の担当で廻していたことがわかります。また、その舁番に当たっていた地区は、神事や太鼓等の道具類を一年

間修復保存するという義務を負っていたようです。

　現在行われている神幸祭を調査するとともに、かつての様子がわかる史料を紐解くことで、当社の祭礼と地域

の結びつきや吹田の文化遺産について考える貴重な機会になりました。

（祭礼遺産研究プロジェクト R.A.　藤岡 真衣）

参考文献：

　井上正雄『大阪府全志』1917 年

　黒田一充編集・内海寧子校訂『なにわ・大阪文化遺産学叢書 3　神社を中心とする村落生活調査報告（一）大

　阪府―大阪市・三　島郡・豊能郡―』（関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センター、2007 年）

　センターでは、平成 17年度より八尾市の植田家総合調査を行ってきました。調査を終えた所蔵品が旧植田家

住宅へと里帰りしたことは、NOCHS MAIL 56 号で紹介しましたが、5月 5日のこどもの日には、旧植田家住宅

が「安中新田会所跡旧植田家住宅」として装い新たに生まれ変わり、開館記念式典が執り行われました。八尾市

長や河田学長らによるテープカットののち、旧植田家住宅を見学しました。

旧植田家住宅は、宝永元年（1704）の大和川付替えにより開発された安中新田の会所屋敷地を継承したもの

です。新田会所のなかでも今日まで残されている

のは、安中新田会所のほかに、鴻池新田会所（東

大阪市）と加賀屋新田会所（大阪市）のみであり、

貴重な史跡・建物といえます。ここでは、その一

部についてご紹介させていただきます。

　敷地の中心に位置する主屋は、「座敷」・「ダイ

ドコ」・「カマヤ」・「茶室」・「仏間」・「ウチニワ」

などによって構成されています。座敷は主人がお

客をもてなした場所で、付書院と棚をもつ伝統的

な日本建築の形式で造られています。床の間には

掛軸や花が飾られており、言葉ではなかなか表現

しきれませんが、落ち着いた心地よい空間です。

主屋には 2階もあり、カマドで使う薪などを保
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存しておくための「つし」という造りになってい

ます。個人的には 2階から見ることができる緑

豊かな庭の景色がとても良く、印象的でした。

敷地の北東には展示室があります。ここでは、

松村呉春や菅楯彦の掛軸のほか、屏風や陶磁器な

ど美術工芸品が展示されています。さらに床面に

は縦約 1.5m、横約 6.5mの「安中新田分間絵図」

が展示されており、見ごたえのあるものばかりで

す。展示ケースにおさめられた「植田家の文化遺

産」に感動もひとしおでした。

敷地の西側には土蔵 1と土蔵 2があります。

ここでは、主に明治から昭和期に使用された生活

用具が展示されています。ラジオやパン焼き器の

ほか、アイスクリーマー、ぜんまい式蝿取り器ハイトリックなど、植田家の人びとが、大正から昭和初期にかけ

て登場した商品を積極的に入手していることがわかります。植田家では新しいもの・便利なものをいち早く取り

入れ、それらを地元に紹介するなどして、地域に貢献していたものと思われます。

植田家は、例えば明治期に植田一郎が戸長や村会議員をつとめ、さらに河内カタン糸株式会社や河内鉄道敷

設に関わるなど、地域の歴史と密接に関わっています。その意味で、八尾地域にはぐくまれた歴史や文化が、植

田家に凝縮されているといえます。

今後、「安中新田会所跡旧植田家住宅」では、7月 1日（月）～ 8月 2日（日）に企画展「大和川付替えと新

田開発」が開催されます。また、チェロコンサートや映画会など、さまざまな趣向を凝らした行事も計画されて

いるようです。みなさまも是非、足を運んでいただきたいと思います。

（歴史資料遺産研究プロジェクト R.A.　松永 友和）

　当センターでは、平成 20年度の受託研究として上町台地マイルドHOPE ゾーン協議会「上町台地の社寺や

生活にかかわる年中行事―暮らしの歳時記調査―」を実施しました。黒田先生をリーダーとし、P.D. 櫻木氏、

R.A. 藤岡氏・和住氏と黒田ゼミの大学院生たちが緻密な調査をもとに報告書の作成に取り組んでいました。5月

16日、その報告会が大阪国際交流センターで行なわれたのですが、上記の受託研究に参加していない私、内田

もなぜかその場に出席していました。

　というのは、上町台地マイルドHOPE ゾーン協議会では、受託研究の他に若手研究者を対象とした研究助成

も募集しており、幸運にも私の研究テーマを採用していただいたからです。私が助成を獲得した研究テーマは「上

町台地の文化遺産をとりまく景観とその変遷　～関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センター所蔵「牧村史陽

氏旧蔵写真」に見る史跡・名所・寺社～」というものでした。なにしろ、生まれて初めて「研究助成」というも

のを受けた私としては、最初こそ一人前の研究者気取りで調査計画を立てたりしていましたが、年度末が近づく

につれて余裕がなくなり、最後は徹夜に次ぐ徹夜でなんとか報告書を作成するという次第でした。

４．編集後記

　３．初めての研究助成～３．初めての研究助成～上町台地マイルド HOPE ゾーン協議会上町台地マイルド HOPE ゾーン協議会～～

植田家で河田学長に解説をする髙橋センター長



　さて報告会の当日ですが、今年度の研究助成は

動植物の生態系や景観設計など、理系分野のテー

マが多く、当然ながら報告にあたってもパワーポ

イントに華麗なアニメーションを散りばめ、いか

にも「科学的」という雰囲気が充満していました。

その中で私は、ごくシンプルに写真を提示しなが

ら報告していくスタイルを取っていました。話し

ているうちに報告時間を超えてしまうというミス

もあり、しどろもどろでなんとか報告を終わらせ

た私が得たのは、「プレゼンテーション能力とい

うのは大切なものだなあ」という教訓と反省でし

た。

（特別任用研究員　内田 吉哉）

　5月の連休明けから、日本国内で新型インフルエンザが流行りはじめました。関西大学でも 1名の感染者が出

たため、5月17日～23日の一週間は全学休講になり、当センターも閉館を余儀なくされました。幸い、当センター

内では感染者はなく、現在は流行も収束したようです。しかし、毎日の健康は毎日の積み重ねによるもの。今回

の新型インフルエンザのためだけでなく、今後も日々のうがい・手洗いを心がけようと思いました。

　今回のメインタイトル・小タイトルに使用したのは、4月に植えた毛
け ま

馬胡
きゅうり

瓜の花です。

（編集：か）
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４．編集後記４．編集後記

　３．初めての研究助成～上町台地マイルド HOPE ゾーン協議会～

報告会の様子



　NOCHS MAIL（ノックスメール）は、関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センターで現在行わ

れている調査・研究の状況を研究員のみなさまに広く知っていただこうというものです。研究セン

ターの研究員が調査報告や研究の動向をお知らせいたします。

　現在、センターでは杭
く

全
また

神社（大阪市平野区）の総合調査として、同社の宝物庫に収納されている什
じゅう

物
もつ

や宝物

を調査中です。およそ２週間に１回の割合で、髙橋隆博センター長や鶴崎裕雄研究員、長谷洋一研究員の指導の

もと、P.D.・R.A. が順次交替で調査しています。

　調査メンバーは宝物庫班と記録班に分かれて作業しています。

第 1回目の調査では、まず宝物庫班が、所狭しと宝物庫内を調べ、

どういったものが所蔵されているのかを調査しました。その間、

記録班は宝物庫の近くにお借りした室内に記録用の機材をセッ

ティングし、宝物庫班が調査の終わった箇所から運び出してき

た宝物を順次記録していきました。記録は写真撮影をした上で、

センターから持ち込んだパソコンに法量や箱書き等を記録しま

す。この時にナンバリングしておき、あとで見たときにも分かる

ようにしておきます。

　写真撮影は、軸物であれば表装された資料本体を、巻物や冊子状のものであれば全てのページを撮影していま

す。連歌懐紙を撮影した日は、撮影点数は膨大な数になり、数百枚を記録できるデジタルカメラの記録媒体がひ

とつでは足りず、予備も使用することになったほどでした。

　私は撮影担当なのですが、軸物や書物、また小さなものから非常に大きな立体物など宝物にはさまざまなもの

があり、今まできちんと撮影技術を学んだことのない私は、四苦八苦しました。しかも、この杭全神社宝物調査

の成果は図録として刊行する予定になっており、図録掲載に

耐えうる写真を撮る必要があるのです。最初は緊張で戸惑っ

てばかりだった私に、美術史が専門の長谷研究員がアングル

のとり方や照明の方向、デジタルカメラの撮影設定などを一

から教えて下さいました。長谷研究員の指導がなければ、写

真は非常に単調でつまらないものになっていたでしょう。

　杭全神社宝物調査はまだ途中段階であり、よりよい写真が

撮れるよう、今後とも精進していきたいと思います。
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※郷土史家の村田隆志氏にも調査にご協力いただき、杭全神社についていろいろと教えていただきました。また、   

    5 月 29 日の調査時には、ご好意により本殿を間近で撮影させていただきました。　

                       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（生活文化遺産研究プロジェクト R.A.　影山 陽子）

　2009 年６月 15日、午後 6時 30分より、本町の本願寺津村別院（北御堂）の津村ホールで開催された雅楽

ゼミナールに行ってきました。二部構成になっていて、第一部は元宮内庁楽部主席楽長であり、日本芸術院会員

の東儀俊
としはる

美氏の講演「天王寺楽所と明治選定譜」、第二部は天王寺楽
がく

所
そ

雅
が

亮
りょう

会による演奏・舞楽「抜
ば

頭
とう

」が行な

われました。

　第一部のテーマは、「天王寺楽所と明治選定譜」。つまり、雅楽の近代化にまつわるお話でした。明治維新によ

り天皇とともに東京へ移った三方楽人（京都・奈良・大阪）の新たな選定譜作成への試みが、俊美氏の柔らかな

口調で語られました。特に私が興味を持ったのは、選定の基準となったものは何だったのか、ということです。

　三方楽所はそれぞれの旋律と旋法を持っています。三方楽所の譜面の比較をすると、天王寺楽所だけが違う旋

律になっている曲が多いにもかかわらず、採用された旋律は天王寺流が多いようだ、ということでした。ちな

みに、天王寺の楽人は東京へ移った者より大阪に残った者のほうが多かったそうです。第一回目の選定が明治 9

年（1876）で、そのときには百何十曲あった唐楽が四十五曲になりました。その後、第二回目の選定がされた

のが明治 21年（1888）で、それ以来、曲が増えたことも第三次選定が行われたこともないそうです。しかし、

選定に関する具体的な資料は一切残されておらず、詳細はわかりません。

　第二部の演奏・舞楽は「抜頭」でした。一つまた一つと音が重なり合って曲が奏でられる中、赤い顔の鼻高な

面をつけた舞人が左手を何度も激しく天へ振り上げます。掌で何かをつかむようであり、放り投げるようでもあ

るしぐさは印象深いものでした。

　さて、演奏が終わった後、「質問コーナー」の時間が設けられました。その中に、「雅楽は同じような曲ばかり

に聞こえるが、違いはあるのか？」という質問がありました。俊美氏は「違いはあるんですよ」と至極当然だと

いうふうに答えて笑いを誘いましたが、その回答は的確なものでした。すなわち、洋の東西を問わず、音楽とい

うものは「その音の奏でる音に近い方へ流れるのが自然」なのだそうです。雅楽にはそうしてできたパターンが

八十種類くらいあり、これが組み合わされて一曲ができあがっているとのことでした。なお、一番新しく作られ

た曲が「千秋楽」という曲で、十二世紀に作られたきり、新曲はないそうです。

　楽人は残した曲に何を託したのか、時代が下り、それがいつ伝統文化として認識されるにいたるのか、そもそ

も近代化とはなんなのか。いろいろなことを考えながら、音楽で高揚した気持ちを醒まそうと、夜の御堂筋を歩

いて帰りました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　（祭礼遺産研究プロジェクト R.A.　和住 香織）
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　今年度も、なにわ実験農園の栽培がスタートしました。昨年度は松永さん（歴史資料遺産研究プロジェクト

R.A. が農園担当でしたが、今年度は私が担当することになりました。それにともない、ノックスメールの「なに

わ実験農園便り」も引き継ぎましたので、どうぞよろしくお願いします。

　さて、例年通り毛
け ま

馬胡
きゅうり

瓜と勝
こつ

間
ま

南
なんきん

瓜という二つの夏野菜を栽培します。まずは農園の土作りから。鍬とスコッ

プを駆使して新しい土と肥料をまぜるのですが、冬野菜に養分を取られたのか、土がかたまっていて掘り返すだ

けでも大変でした。つづいて畝
うね

作り。昨年は畝を高くしすぎて水を

やっても下に流れてしまい、根に水をいきわたらせることができま

せんでした。その反省を活かして、できるだけ低い畝を作ることを

目指しました。

　土作りができたところで、つぎに苗を定
てい

植
しょく

（苗の植え付け）します。

15～ 20センチくらいに育った苗を 30～ 40センチの間隔で植え

ました。後で研究員の森下先生に伺ったところ、もうすこし間隔が

広いほうがよいとのことでした。

　つづいて胡瓜の蔓（つる）を這わせるためのネット張りを行ないました。胡瓜は出来るだけ直立にさせるよう

にしました。というのも、もし蔓や葉が倒れて土に付けば、雑菌が繁殖して枯れさせてしまう恐れがあるからで

す。また、できるだけ養分を分散させないように、中心となる親つる以外はできるだけ摘むように心がけました。

　定植してから一ヶ月ほどで胡瓜と南瓜は可愛らしい花を咲かせ、さらに受粉した雌花は子房が膨らみ小さな胡

瓜・南瓜がたくさんのつるに見られるようになりました。

　そして、そこから二週間ぐらいで胡瓜は見事な大きさに成長し、収穫の時を迎えました。昨年も大きな胡瓜が

生ったのですが、今年は大きさもさることながら形も非常に美しく、実に見事な胡瓜になりました。

　今回は毛馬胡瓜が中心となりましたが、次回の「なにわ実験農園便り」では、勝間南瓜の栽培と収穫の様子を

お伝えする予定です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（学芸遺産研究プロジェクト R.A.　中尾 和昇）

植え付けの様子（4月 27 日）

毛馬胡瓜の摘みとり（6月 15 日）

毛馬胡瓜の花（6月 8日）

3．3．なにわ実験農園便り～毛馬胡瓜の収穫～なにわ実験農園便り～毛馬胡瓜の収穫～



7 月 15 日（水）第 8回文化遺産学フォーラム「「豊臣期大坂図屏風」～日本とヨーロッパの交流～」

　　時間：13：00～ 16：00

　　会場：なにわ・大阪文化遺産学研究センター棟 1階　文化遺産実習・展示室

　　講師：朝治　啓三（関西大学文学部教授／センター研究員）

　　　　　内田　吉哉（センター特別任用研究員）

　センターの農園で育てている毛馬胡瓜が見事に育ち、われわれ研究員は収穫のたびに感嘆の声をあげています。

これから本格的な夏を迎えようとしていますが、もう少し梅雨のしっとりとした空気を味わいたいです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（編集：な）
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4．今後の予定4．今後の予定

5．編集後記5．編集後記

収穫した毛馬胡瓜



　NOCHS MAIL（ノックスメール）は、関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センターで現在行わ

れている調査・研究の状況を研究員のみなさまに広く知っていただこうというものです。研究セン

ターの研究員が調査報告や研究の動向をお知らせいたします。

　6月は能勢浄るり月間です。能勢町の浄るりシアターでは、人形浄瑠璃鹿
ろっかく

角座
ざ

の本公演が行なわれ、今回は 6

月 20日の公演に行ってまいりました。センターでは以前にも、2007 年 11 月 24日の第 4回文化遺産学フォー

ラムの際に鹿角座をお招きしましたが、今秋のフォーラムでも再び公演をしていただく予定です。

　さて、本日の演目は「能
の せ

勢三
さん

番
ば

叟
そう

」「仮
か な で

名手本
ほん

忠
ちゅう

臣
しんぐら

蔵―裏門の段―」「風神雷神」「壺
つぼさかかんのんれいげん

坂観音霊験記
き

―沢市 内

より山の段―」です。「能勢三番叟」はオリジナルの作品で、能

勢町の地名や名産品が登場します。演目にかぎらず、人形や衣

装に至るまで手作りの運営がなされていますが、そこには単な

る親しみやすさだけでなく、洗練されているものも感じました。

　座員は、本公演以外にも年間 30回に及ぶ公演をこなすため、

仕事や学校のあとや休日に集まって練習を行なっています。小

学生から高校生で構成されている「子ども浄瑠璃」の活動もさ

かんで、人形浄瑠璃の担い手たちが着実に育っているのでしょ

う、今回の公演でも大活躍。会場全体が温かな眼差しで彼らの

熱演を見守っていました。

　とくに私の目を惹いたのが、太夫をつとめた中学生の男の子。朗々とした声での語りは、なかなか堂に入った

ものです。きっと頭の中では床
ゆかほん

本の文句を一生懸命に辿っているの

でしょう、ふと彼の練習風景に思いを馳せます。たとえば日曜日、

友達から遊びに誘われて「オレ、今日浄瑠璃の練習やねん」なんて

答えているかもしれません。

　大げさなようですが、そうやって皆が今日の晴れ舞台を迎えたの

かなと思うと、胸が熱くなってくるのでした。私には舞台の出来不

出来は分かりません。しかし技術的な完成度ではなくて、日々の暮

らしのなかで取り組んでいる人たちの姿に感動します。公演後、劇

場の出口で見送る一座のなかに、その中学生太夫を見つけました。

私は何気なく歩み寄って「ありがとう」と声をかけました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（生活文化遺産研究プロジェクト　石本 倫子）
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　大阪の夏祭りは、「愛染さんから住吉さんまで」という言葉があるように、6月 30日に行なわれる勝
しょう

鬘
まん

院
いん

愛
あいぜんどう

染堂の愛染祭の宝
ほ え か ご

恵駕籠行列に始まり、8月 1日の住吉大社の住吉祭までの約 1か月間、各地で盛大に催さ

れます。

　センターでは、大阪府下のさまざまな夏祭りを紹介する「大阪の夏祭りカレンダー」を 2005 年から作成して

おり、祭礼遺産研究プロジェクトが編集を担当しています。研究員の和住香織さんと私が担当するようになった

のは 2008 年からのことです。昨年は初めてのことで作成までに時間を要してしまいましたが、今年は短期間で

完成までこぎつけることができました。カレンダーの作成は、祭りの日を寺社に確認することから始まりました

が、その際に寺社の方がたから、さまざまなご感想をうかがいました。例えば、カレンダー作成の経緯と掲載さ

れている祭りの特徴についての質問や、府下の祭りの多様さに驚いたことなど、貴重なご感想をいただきました。

こうしたご感想によって、大阪の夏祭りを考える貴重な機会を得ることができ、そのことがカレンダーを作成す

る上でとても参考になりました。

　また、「大阪の夏祭りカレンダー」をより多くの方がたに知っていただくため、センターや大学のホームペー

ジを通じて配付のお知らせをし、さらに新聞社の協力も得て、カレンダーの申し込み受付の記事を掲載していた

だきました。その結果、FAXや E-MAIL で多数の申し込みをいただきました。特に新聞に掲載された日は、セン

ターの FAXの紙を何度補充しても追い付かないほどで、応募定員 200 名をあっという間に超えてしまいました。

　昨年、私はカレンダーを手に、生
いくくにたま

國魂神社のいくたま夏祭や守口市の寺
てらかた

方提
ちょう

灯
ちん

踊りなどを見学しました。い

くたま夏祭では、枕太鼓の勇壮な音が全身に響くのを感じ、寺方提灯踊りでは、踊りの輪に入って見様見真似で

一緒に踊ると、地元の方がたとの会話もはずみ、祭りの楽しさや地元の人びとの祭りに対する思いも知ることが

できました。実際に神社へ足を運び、夏祭りの熱気に触れることの大切さを強く感じました。

　今年、申し込みいただいた方の中には、「府下の夏祭りや文化遺産について知りたい」「祭りをよく見に行くの

でカレンダーを参考にしたい」というメッセージを寄せていただきました。カレンダーを片手に、各地の夏祭り

の雰囲気を是非とも味わっていただきたいと思います。

　最後になりましたが、カレンダーを作成するにあたり、ご協力賜りました寺社の皆様をはじめ、多くの方がた

に厚く御礼を申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（祭礼遺産研究プロジェクト R.A.　藤岡 真衣）
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　センターで進めている研究事業の一つに、『大坂代官竹垣直道日記』の史料翻刻があります。近世後期の代官

竹垣直道が記した天保 11年（1840）から文久 3年（1863）までの日記のうち、大坂代官時代にあたる天保

11年 9月～嘉永 2年（1849）正月までの日記を翻刻しています。日記からは、大坂代官としての職務の実態や、

町人や国学者との学芸交流などのほかに、竹垣直道本人がしばしば京坂の寺社や名所を訪れていることがわかり

ます。日記を読んでいくにしたがって、私も竹垣が訪れた場所に行ってみたい・追体験をしてみたいと思うよう

になりました。ここでは、弘化 3年（1846）9月に竹垣が、石清水八幡宮を訪れたときの様子を紹介したいと

思います。

　日記によると、弘化3年9月晦日の暁七ッ時（朝

4時頃）に、竹垣は手代の与八郎を連れて、堤方

廻村に出かけていることがわかります。淀川の

堤を一通り見分（大坂代官の職務の一つ）した

あと、九ッ半時（昼 1時頃）に樟
くず

葉
は

村（現大阪

府枚方市）に到着しています。「八幡宮」へとつ

づく山道を少し登ると、河内と山城の国境に辿

り着き、さらに登ると目的地に到着。日記にみ

える「東西両側尓石燈籠数多あり」との光景は、

石清水八幡宮に訪れたことのある方なら、「あの

場所だ」とわかると思います。

　そのあと、竹垣は本殿で拝礼をし、社人の案内を

受け、「金
きん

樋
ひ

一
いちらん

覧」をしています。はじめ日記を翻刻していたとき、そのときの状況や様子がわかりませんでした。

文字のくずし方を見ると、確かに「金樋」でしたが、「金樋」が何なのか、さらに「金樋一覧」という動作の意

味がわからなかったからです。後日、自分自身、石清水八幡宮に足を運ぶと、「金樋一覧」の意味がわかりました。

日記にみえる「金樋」は、天正 8年（1580）に織田信長が寄進した黄金の雨
あまどい

樋（制作したのは、京三条釜座の

天下一国次。『石清水八幡宮展』松花堂美術館編集・発行図録より）だったのです。先日、石清水八幡宮では平

成の大修造にともなう本殿の特別拝観がありましたが、竹垣が社人から案内を受けたように、そのとき私も「こ

 の樋は信長公が寄進した黄金の樋です」との案内を

 受けたのです。竹垣が体験したことを私も追体験す

 ることができたことに驚くとともに、このときあら

 ためて現地に足を運ぶ大切さを実感しました。

　現在、『大坂代官竹垣直道日記』（四）の刊行を目     

 指し、日記の読解を進めています。単に机の上で古

 文書を翻刻するのではなく、竹垣が足を運んだ場所          

 に、できるかぎり私も訪れたいと思います。

   （歴史資料遺産研究プロジェクト R.A.　松永 友和）

　

3．大坂代官竹垣直道がみた石清水八幡宮の「金樋」3．大坂代官竹垣直道がみた石清水八幡宮の「金樋」

三ノ鳥居をくぐると東西に石燈籠がならぶ

平成の大修造後の石清水八幡宮本殿



　7月 15日（水）に、今年度第一回目の研究行事である、第 8回 NOCHS レクチャーシリーズ「「豊臣期大坂図屏風」

～日本とヨーロッパの交流～」が開催されました。当日は厳しい暑さにもかかわらず、参加者は 100 名を超え、

会場は熱気に包まれていました。ご参加いただき、まことにありがとうございました。

　大学の坂道を歩いていると、気の早いセミの声が聞こえてきました。今年も夏がやってきたのだと感じます。

研究員一同、「熱い」夏にしていきたいと意気込んでいます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（編集：な）

発行：関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センター
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　NOCHS MAIL（ノックスメール）は、関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センターで現在行わ

れている調査・研究の状況を研究員のみなさまに広く知っていただこうというものです。センター

の研究員が調査報告や研究の動向をお知らせいたします。

　昨年度、関西大学と大阪市立大学、大阪府立大学の 3大学が、大阪都市圏に立地する大学として幅広く連携

を強化するために、包括連携協定を締結しました。その連携記念として、今年 7月 18日に中之島中央公会堂で

公開講座「水都大阪 “汽水 ” 文化の都
ま ち

市と暮らし」が開催されました。この公開講座は、基調講演が建築家の安

藤忠雄氏、パネリストには、大阪府立大学からは橋爪紳也先生、大阪市立大学からは谷直樹先生とビッグネーム

が登場しました。関大からは、われらがセンター長・髙橋先生が出演です。そうとなれば、私たち「なにわ・大

阪文化遺産学研究センター」も出動しないわけにはいきません。このあたり、なにやら鎌倉武士の一族郎党が「い

ざ鎌倉」と馳せ参じる様子に通じるものがあります。

　さて、私たちが「いざ中之島」となったのは、当日、中之島公会堂の玄関ホールに「豊臣期大坂図屏風」複製

品を展示するためです。この日のために、わざわざ照明ライトを新調し、満を持して中之島中央公会堂に乗り込

みました。展示するにあたって、「豊臣期大坂図屏風」は大きなスペースをとってしまい、設営作業をするとき

も玄関ホール中に備品や道具を散らかし、市大・府大の方に少し迷惑をかけたかな…という感じはしました。し

かし流石に「豊臣期大坂図屏風」の威力は絶大で、展示が完了し照明を点けると「フフフ…市大さん、府大さん

ゴメンネ…僕らばっかり目立っちゃって」と思わず笑みがこぼれてしまうほど圧倒的存在感を発していました。

　開会直後は、参加者の皆様は会場へと急い

で足を運び、関大・市大・府大のどの展示に

もあまり多くのお客さんは訪れませんでした。

私は玄関ホールの傍らで行なわれている「安

藤忠雄著書販売とサイン会」の様子をぼんや

り眺めながら「出版社の人というのも、なか

なか大変だなあ」と思っていました。しかし、

公開講座が終了すると、パネルディスカッショ

ンの中で髙橋センター長が当センターの活動

についてお話をしたせいもあり、おそろしく

多くの人びとが「豊臣期大坂図屏風」の見学

に押し寄せました。私はふと思いついて、展示

ブースから離れて 3大学のそれぞれの様子を遠くから観察しましたが、やはり我が「豊臣期大坂図屏風」はダ

ントツで素晴らしい人気を誇っていました。

１．「豊臣期大坂図屏風」、関大の「顔」として出動１．「豊臣期大坂図屏風」、関大の「顔」として出動
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　公開講座がすべて終了したのちに、センター長

をはじめ全員で中之島中央公会堂の地下にあるレ

ストランでくつろぎの一時をすごしました。久し

ぶりに飲むベルギービールは格別でした。

　　　　　　　  　（特別任用研究員　内田 吉哉）

　

　2009 年 7月 23日（木）19時より、吹田市芳野町のアメニティ江坂内レストラン、ル・ジャルダンにて「華

麗なる乙女文楽・吉田光
みつか

華の世界」が開催されました。センターでは、今秋のフォーラムで乙女文楽をとりあげ

ることから、センターのみんなで鑑賞してきました。

　「乙女文楽」では、三人で動かす人形浄瑠璃に対し、女性一人で人形を遣います。「乙女文楽」の発祥について

は、かつて、関西大学留学生で、人形浄瑠璃の研究をされ、吉田光華さんの師匠である吉田光子さんが座長をつ

とめる「乙女文楽座」に研究生として一年間研鑽を積まれた、ガラヴィナ・クセーニャさんの論文に詳しく書か

れています。

　　　「乙女文楽座」の歴史は昭和3年6月に始まる。女性一人で人形１体を動かす仕組みを初めて考案したのは、

　　　素人義太夫の林二木と井上政次郎である。彼らは大阪新世界のラジウム温泉で素人義太夫を語っていた。

　ところが、語るだけでは飽き足らず、「人形を自分の語りに乗せて動かしたいと願うようにな」り、さりとて

正式な三人遣いの文楽座を創る余裕もないので、一人遣いの、しかも女性が人形を操る座が誕生したとのことで

す。林二木の創設した若い娘の一座は人気を博しました。林の考案した人形遣いは「腕
うでがね

金式」と呼ばれるもので

特許権を得、林と仲間の井上の弟子にのみ使うことができました。

　　　林二木の仲間であった井上政次郎は、義太夫を中心に腕金式の「娘文楽」という座を大阪大正橋で創設し

　　　た。井上政次郎には娘が 4人いて、3人が人形遣いになり、その一人は若干 14歳で座長になった。現在

　　　の「乙女文楽座」の座長吉田光子師匠である。

　今回の人形遣いである吉田光華さんは、3歳から学ばれた日本舞踊の素地を吉田光子さんの下で活かされ、義

太夫だけでなく、さまざまな音楽に振りを付け、乙女文楽の世界を広げていらっしゃいます。

　さて、オープニングの顔見世を鑑賞したあと、体験コーナーの時間があり、フォーラム担当の藤岡さんと松永

さんが人形遣いに挑戦しました。特に藤岡さんが人形を遣う様子は、かつて林二木が創設した一座で若いお嬢さ

んがはつらつと、可愛らしく明るく人形を遣ったであろう場面を彷彿とさせました。一方、松永さんが人形を遣っ

たときには、センター長が「なかなかいける」と微妙な太鼓判を押し、会場を湧かせました。

　初々しい若者の人形遣いのあとは、円熟した吉田光華さんの「舞い」を再び鑑賞しました。私はここに光華さ

んの人形遣いを「舞い」と表現しましたが、これは内田さんが「能勢の鹿角座は義太夫を聞きながら人形を見る、

という印象だったけれど、吉田光華さんのは「舞い」を見る、という感じがする」と言ったことに同意するもの

２．乙女文楽鑑賞―カラヴィナ・クセーニャ論文とともに―２．乙女文楽鑑賞―カラヴィナ・クセーニャ論文とともに―
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です。奇しくも、ガラヴィナ ･クセーニャさんも「乙女文楽座」の二人三番叟を初めて見たときの印象をこう述

べています。

　　　「乙女文楽座」の二人三番叟を初めて見たとき、人形遣いが人形と同じように踊るのにもかかわらず、まっ

　　　たく目立たず、人形だけが踊るように見えた事に大きな驚きと魅力を感じた。（中略）人形遣いの体がすっ

　　　かり人形に固定されているので、むしろ人形遣いがいっそう人形になりきることができるのではないかと

　　　思ったほどだ。実際一年にわたる稽古の間、「人形を動かす」という言葉は 1度も聞いたことがない。そ

　　　の代わり、遣う、踊る、人形になりきるという言葉は頻繁に耳にした。人形が体と一体化しているので、

　　　人形遣いは何かを動かすのではなく、自分の踊りで人形を遣うということになる。

　大正末期から昭和初期にかけてのこの時期、大阪は景況を極め、また市域を拡げ「大大阪」と呼ばれていまし

た。人々の欲望をも飲み込みながら拡張した大阪で、この乙女文楽が生まれたのです。

　　　林二木が男性ではなく、若い娘の一座を旗揚げしたのは、素人義太夫を中心に芝居を続けたかったからだ

　　　といわれている。プロ集団の男性文楽ではなく、アマチュアの女性文楽を好んだのである。

　林二木がなぜ、「素人義太夫を中心に」した「アマチュアの女性文楽」を好んだのでしょうか。乙女文楽を大

阪の文化遺産として捉えようとしたとき、何かのヒントがこのあたりにあるような気がします。

　

参考文献：ガラヴィナ・クセーニャ「◇ロシア語特別講義◇乙女文楽考－乙女文楽座研修生としての１年」（関

　　　　　　西大学外国語学部『視聴覚教育』第 28号、2005 年 3月）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　（祭礼文化遺産研究プロジェクト R.A.　和住 香織）

　「千里山団地が建て替えられる」という情報がもたらされたのは、夏が始まろうとする頃でした。千里山団地は、

日本が高度経済成長に突き進んでいた 1955 年（昭和 30）に日本住宅公団（現・都市再生機構）が着工したも

のです。「香里団地」（1958 年）・千里ニュータウン（1962 年）の

先駆けとなる貴重な文化遺産といえます。現在、関西大学のキャン

パスがある吹田市の文化遺産の調査・研究を進めているセンターで

は、黒田先生や本学環境都市工学部建築学科の橋寺知子先生の指導

のもと、千里山団地の記録作成を進めています。

　「霧ヶ丘」「星ヶ丘」「虹ヶ丘」といった番地名からは、街づくり

に対する当時の心意気が伝わってきます。「ホシ」棟はその名の通

り「スターハウス」といわれる星型の建物です。女性的でスマート

な給水棟はうっとりと見とれてしまう美しさです。橋寺先生による

と、当時は給水棟のような施設にこそ造形美を凝らしたそうです。

　正直なところ、「たかが団地」と思っていた私ですが、千里山団

地は、現在のわれわれが毎日の生活の中で失いつつある多くのこと

を投げかけてくれます。来春からの建て替え工事にむけて、敷地内

では作業が本格化しつつありますが、是非一度、千里山団地を訪れ

ていただきたいと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（P.D.　櫻木　潤）

３．造形美のあるくらし―千里山団地の記録作成にむけて―３．造形美のあるくらし―千里山団地の記録作成にむけて―

女性的な美しさをたたえる給水塔



　

　10月 11日（日）  　  御堂筋 kappo 2009

　10 月 17 日・24日　 第 6回文化遺産学フォーラム「なにわ・大阪の復興―もっと知りたい大阪文化―」（仮）

　　　   　17 日（土）　 　乙女文楽の講演：吉田光華氏　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　フォーラム　基調講演：河内厚郎氏「古都おおさか再生へ」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　パネラー：吉田光華氏、井上宏氏、永井芳和氏　　（会場：山本能楽堂）

　　　　　24日（土）  　   特別講演「能勢人形浄瑠璃の世界」　　　　　　　　　　（会場：関西大学千里ホール）

　11月予定　　　　　  地域連携企画第 5弾　杭全神社総合調査報告会　

　12月 5～ 19日　　  企画展「なにわ大阪文化遺産学研究センター 5年の軌跡」（仮）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　詳細は決定次第、改めてお知らせいたします。

　蝉しぐれの音はいつしか止み、替わって朝夕に涼しい風が吹き抜けていきます。足元を見やると、おや、草む

らからひょいと飛び出てきたのはコオロギさんではありませんか。ひとあばれした夏が過ぎ、穏やかな秋が訪れ

ようとしています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（編集：倫）

発行：関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センター

Kansai University Research Center for

Naniwa-Osaka    Cultural Heritage Studies
〒 564-8680　大阪府吹田市山手町 3丁目 3番 35

mailto:naniwa@jm.kansai-u.ac.jp
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　NOCHS MAIL（ノックスメール）は、関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センターで現在行わ

れている調査・研究の状況を研究員のみなさまに広く知っていただこうというものです。センター

の研究員が調査報告や研究の動向をお知らせいたします。

　先日、ブラッセルから一飛びしてグラーツに行ってきました。2007 年以降、三年連続の訪問です。エッゲン

ベルク城で行なわれている、「豊臣期大坂図屏風」の撮影と取材を見るために、フランチィスカ・エームケ教授（ケ

ルン大学）に同行したのです。

　撮影は、NHK大阪放送局が、BS（衛星放送）の特別番組「新発見！豊臣大坂図屏風の謎」作成のために行なっ

ていたもので、到着した８月 26日の午後には、ペーター・パケシュ博物館ヨアネウム総監督の取材が、孔雀の

いる庭で行なわれ、さらに「日本の間」で、8枚のパネルにライトを当てての撮影が行なわれていました。

翌 27日には、終日エームケ教授とバーバーラ・カイザー主任学芸員の取材と撮影が行なわれました。グラーツ

で取材班に会ったエームケ教授が、路面電車でエッゲンベルクに向かい、バーバラさんと会うという設定です。

その後、エームケ教授は「日本の間」で、カイザーさんは彼女のオフィスで、それぞれインタビューをうけ、午

前中に始まった取材は、午後 6時半ごろまでかかりました。取材班は、ディレクターの星井さんにカメラ・ラ

イト担当の日本人スタッフ、録音担当のドイツ人、そして現地のコーディネーターと総勢 5名ですが、全員で

丁寧かつ厳正に、粛々と収録している姿には感動を覚えました。28日には、武器博物館と、再度「日本の間」

を撮影するとのことで、8日間の滞在はほぼすべて取材に当てられていました。放映は 10月 31日夜とのこと

ですが、90分のなかでどのように構成されているのか、映像を見るのがいまから楽しみです。

　ところで滞在中に、カイザーさんから新しい情報がもたらされました。それは屏風の入手経路にもかかわ

る重要情報です。これまで屏風の存在を記す記録は、エッゲンベルク家の 3代ヨアン・ザイフリート（Johan 

Seyfried・1644 ～ 1713）の財産目録に、この屏風と思われる「インドの屏風」という記載があるとされてい

ました。ところがその後の調査で、つぎのことが明らかになり

ました。

　インドの屏風という記載は、ザイフリートの 2番目の妻 アン

トニア・オルシニ（Maria Antonia von Orsini-Rosenberg・1690

～ 1715) が 1715 年に没した時の財産目録に始めて見え、さら

にエッゲンベルク家の 4代目ヨアン・ヨーゼフ・アントン（Johan 

Annton Ⅱ・1669 ～ 1716）が 1716 年に死去した時に、彼の

財産目録に再度出るということです。それに反し、ザイフリー

トの財産目録には、残念ながら屏風の記載は見られないという

ことです。このことは、芸術に造詣の深かったザイフリートが、
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ウイーンに来ていたアントワープの商人から購入したのではないかという、これまでの仮説が成り立たなくなっ

たことを意味します。それに代わって、ザイフリートに嫁した女性によって、屏風が外から持ち込まれた可能性

を示唆します。

　嫁入り荷物としての屏風については、これまでも検討されており、ザイフリートの最初の妻ロザリア・ルー

ビンシュタイン（Maria Rosalia von Liechtenstein・1666 年婚姻）がその候補とされ、1705 年に 15歳で嫁ぎ、

1715 年に 25歳で亡くなる 2番目の妻アントニア・オルシニは、まったくの想定外であったということです。

この調査の報告を受けたカイザーさんも、予期していなかった事実と驚かれたそうです。

　幸いなことにアントニアの生家は現存し、文書・資料も残されているとのことで、現在その調査が進んでいま

す。彼女の母方の家は名家であったそうですが、興味深いのは、その弟が長くリスボンに滞在していたことがあ

るということです。いずれにしてもルートは未定ですが、屏風が婚姻を通じてエッゲンベルク家に持ち込まれた

可能性が高まってきました。

　もうひとつの問題は、その屏風が、父ザイフリートの後妻アントニアから、先妻ロザリアとザイフリートの間

にできた嫡子ヨアン・アントンに譲られた経緯です。財産目録に書かれた価格 25フロリアンが同一なので、屏

風もひとつだと思われます。継母から 4代目へ屏風が譲られることで、この屏風はエッゲンベルク家の屏風と

して現在に続くことになります。この時点で屏風であったものが、その後グラーツ市内の邸宅からエッゲンベル

ク城に持ち込まれ 8枚に分割された経緯については、これまで知られていることと変わりはありません。

　短い滞在中、あらためてエッゲンベルク城のなかを案内してもらいましたが、一階にはミュージアムショップ、

向いに特別展「ローマの神話」の会場。2階の中央にはバーバラさんたちのオフィスと、旧美術館と名付けられ

たヨーロッパの絵画展示館、そして 3階に「日本の間」を含む部屋があります。そのなかでも「日本の間」は、

なにも知らなければアッという間に通り過ぎてしまうほどの小ささ。その部屋に 8枚のパネルが中国画に取り

囲まれて嵌められています。よくぞ残してくれたという思いと

同時に、よくぞこの 8枚がひとつの作品ではないかと気が付い

てくれたものと感謝したくなります。もし見落とされていれば、

このようにして 3年も連続して、グラーツに来ることはもちろ

ん、NHKの BS で特集が組まれることもなかったでしょう。

　グラーツ郊外の山並みを望むレストランで夕食をご一緒し

たとき、“God Bless Us” でなく、 “Houkoku（豊臣秀吉の神号） 

Bless Us” だと言って、みんなで大笑いしました。

  　　 　（総括プロジェクトリーダー　藪田　貫　8月 30日記）

　「各地で上演されてきた歌舞伎や人形浄瑠璃の様子を知りたい」と思っていたわたしにとって、「愛媛県歴史文

化博物館　特別展『歌舞伎と文楽の世界―愛媛の伝統芸能―』」のチラシを目にした時はとても幸運に思えました。

8月 10日の午後、チラシを手に大阪から新幹線と特急列車を乗り継ぎ、愛媛県の西
せい

予
よ し う わ

市宇和町
ちょう

卯
う の

之町
まち

をめざ

すこと約 5時間。瀬戸大橋にさしかかるころには、西日をうけた島が、白く輝いた水面に黒くこんもりと浮か

び上がっていました。

　卯之町は、城下町宇和島へと続く旧街道が走り、商業や交通の中心地でした。街道沿いには、江戸時代後期か

ら明治時代初期に建てられた商家がたたずむ町並みが、今なお残っています。愛媛県歴史文化博物館は、この町

並みから少し離れた小高い山をのぼりきったところにあります。
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　早速展示室に入ると、色鮮やかで大胆なデザインを施した歌舞伎衣裳が目の前にとびこんできました。滝をの

ぼる金色の鯉、どっかりと座ってこちらを見据えた布袋様、にらみをきかせて今にも飛び出してきそうな鐘馗様

など、いずれも見る人をあっといわせるようなモチーフが、パッチワークや刺繍で着物の背中いっぱいに表現さ

れているのです。驚くべきことに、こうした衣裳は、村人たちが自ら歌舞伎を演じる際に着たものでした。

　歌舞伎は江戸時代以降、三都を中心として発展し、その他の都市でも興行され、村でも神社の祭礼などの折に

上演されてきました。愛媛では、現在 400 点近くの衣裳が確認されており、古いものは江戸時代にさかのぼり、

明治時代から昭和初期にかけてのものは、大阪などから購入したものが数多くみられるそうです。このように衣

裳が現在にいたるまで保存されていることは珍しく、大切に遺されてきた衣裳の存在が、何よりも各地で歌舞伎

が盛んに演じられてきたことを物語っています。

　展示品の中でも珍しかったものは、宇和海の戸
と

島
じま

に残されていた「衣裳の雛型本」でした。雛型本は、衣裳の

作成や入手の際に参考とした本で、小袖の模様と色や技法が書き込まれたものです。通常、雛型本は木版摺が多

いのですが、戸島のものは手書きでした。使用時期は不明ながら、地元の人がこの本を歌舞伎の上演に際して、

どのように活用したのだろうかと考えるだけでも、とても興味深い資料だと思いました。

　歌舞伎や文楽などのような伝統芸能を知るうえで、有形の資料は限られていますが、伝統芸能が演じられてき

た背景を、残された一つ一つの資料から考えていくことのおもしろさや大切さを、今回の展示を通じて改めて実

感しました。

　参考文献：『平成 21年度特別展図録　歌舞伎と文楽の世界―愛媛の伝統芸能―』（愛媛県歴史文化博物館編、

　　　　　　2009 年）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（祭礼遺産研究プロジェクト R.A. 　藤岡 真衣）

　センターで栽培している夏野菜は、毛
け ま
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門越瓜が実りの時をむかえ、現

在までに、勝間南瓜は 9個、玉造黒門越瓜は 5本収穫しました。

　前回収穫の模様をお伝えした毛馬胡瓜は、最終的に 64本という非常にたくさんの収穫に恵まれました。とこ

ろが、南瓜と越瓜の栽培は思っていた以上に難しく、特に南瓜の収穫数は昨年を下回る結果となりました。その

要因を考えてみると、一つは例年にくらべて雨の日が多く、日照時間が少なかったことが挙げられます。そして

もう一つは、摘
てきしん

心（余分な蔓
つる

を摘みとること）が十分にできなかったことが影響していると考えられます。つま

り、必要な養分が葉にばかりいってしまい、せっかく受粉して子房がふくらんでも、そこで成長がとまってしま

うわけです。ただ、そのような悪条件にもかかわらず大きく育ったものもあり、農園を覆うようにして広がる大

きな葉の中から、可愛らしい南瓜と越瓜が実っているのを見つけたときは、宝物に出会ったように、自然と顔が

卯之町の町並み 愛媛県歴史文化博物館

３．なにわ実験農園便り～勝間南瓜・玉造黒門越瓜の収穫～３．なにわ実験農園便り～勝間南瓜・玉造黒門越瓜の収穫～



ほころんでいくのがわかりました。あらためて伝統野菜がもっている力に驚かされました。

　野菜づくりをしていくなかで特に強く感じたのは、刻々と移り変わる野菜の表情をとらえることのむずかしさ

です。野菜が何を求めているのかを読み取り、それに応じて適切な処置を施すことは容易ではありません。しか

し、収穫数に一喜一憂することなく、辛抱強く向き合うことが何よりも大切なのだと思います。

　なにわ実験農園は、いよいよ冬野菜の栽培に向けてスタートします。これまでの経験を活かして、よりよい野

菜づくりを目指していきたいと考えています。　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　（学芸遺産研究プロジェクト R.A.　中尾 和昇）

　10 月 17 日・24日　 第 6回文化遺産学フォーラム「なにわ・大阪 再生―大阪文化遺産の魅力―」

　　　   17 日（土）　 　乙女文楽の公演：吉田光華氏　　　　　　　

　　　　　　　　　　　フォーラム　基調講演：河内厚郎氏「古都おおさか再生へ」

　　　　　　　　　　　　　　　　　パネルディスカッション：吉田光華氏、井上宏氏、永井芳和氏　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（会場：山本能楽堂）

　　　　24日（土）  　  特別公演「能勢人形浄瑠璃の世界」　　　　　　　　　　（会場：関西大学  千里ホール）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　詳細は決定次第、改めてお知らせいたします。

　いつも「スポーツの秋」で終わってしまう私。今年こそは「勉学の秋」として、頭に筋肉をつけたいと思いま

す。それにはやっぱり体が資本。ということで、まずは「食欲の秋」から実行したいと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（編集：倫）

発行：関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センター

Kansai University Research Center for

Naniwa-Osaka    Cultural Heritage Studies
〒 564-8680　大阪府吹田市山手町 3丁目 3番 35
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　NOCHS MAIL（ノックスメール）は、関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センターで現在行わ

れている調査・研究の状況を研究員のみなさまに広く知っていただこうというものです。センター

の研究員が調査報告や研究の動向をお知らせいたします。

　センターでは、これまでにさまざまな写真を撮影

してきました。資料や史料の記録写真はもちろん、

祭礼などの映像でしか保存できない文化遺産や、セ

ンターで育成しているなにわ伝統野菜の成長記録、

センターで開催した行事の記録などです。

　杭全神社宝物調査で写真担当をしたこともあり、

最近は写真撮影担当になることが多い私ですが、

10月 11日開催の「御堂筋 kappo2009」に出展す

る際、センターの基本的事項をまとめたパネルを作

成することになりました。このパネルは、一般の方

にも分かりやすいように、これまでに開催した主な

行事を紹介する写真パネルにすることにしました。

この５年間で開催してきた行事の数多くの写真か

ら、パネルに使用　する写真を選ぶことは、感慨深

いものでした。

　私は 2007 年からセンターに在籍しているので、

最初の２年間の行事については実際に体験していま

せん。しかし写真を見ることによって、報告書で概

要を知っているだけだった事柄について、より理解

を深めることが出来ました。

　 また、行事中に撮影した写真をセンター１年目

から順に見ていくと、撮影者の意識の変化が見て取

れました。当初の被写体は講師が講演している様子がメインであり、講演中の参加者の様子などは遠景だけしか

撮影していませんでした。それが徐々に、行事開催前や開催後の会場の様子や参加者の表情なども撮影するように

なり、また講演中の写真も、後に報告書やニューズレターへ使用することを意識して、行事の概要を一枚の写真で伝え

られるようなアングルで撮影するようになってきていました。

NOCHS MAILNOCHS MAIL
なにわ・大阪文化遺産学研究センターなにわ・大阪文化遺産学研究センター

－第 62 号－－第 62 号－ 2009 年 10 月 28 日2009 年 10 月 28 日

１．その「一瞬」をのがさないために１．その「一瞬」をのがさないために～御堂筋 kappo に出展して～～御堂筋 kappo に出展して～

「御堂筋 kappo」に出展した「なにわポスター」



　文化遺産は目に見える “物 ” であることが多いですが、祭礼や生活空間の動きも含みます。そのため、写真を

どのように撮影するかも非常に重要です。こういった、一見何の関係もないような部分から、文化遺産学は始まっ

ていると感じました。何のために撮影するのかを常に念頭に置きながら、今後もベストショットを逃さずに撮影

していきたいです。　　　　　　　　　　　　　　　　　

                                                                                                　（生活文化遺産研究プロジェクト R.A.　影山 陽子）

　イチョウの樹が色づきはじめ、銀杏のあの
4 4

香りが漂う

季節となりました。イチョウ並木と言えば御堂筋。10

月 11日、その御堂筋で行なわれた「御堂筋 kappo」に、

関西大学博物館として出展してきました。

　「御堂筋 kappo」は、御堂筋パレードに代わって

2008 年から行なわれています。わたしたちのブースは

「大阪ミュージアムゾーン」の一画に設けられ、高松塚

古墳壁画の模型と、牧村史陽の古写真、そして今秋に開

催されるセンターの行事案内などを展示しました。

　当日は、歩行者天国は多くの人でにぎわい、高松塚古

　　墳の模型を見学する人の列が途切れることはありませ

んでした。牧村史陽の写真  は昭和30年代から40年代の御堂筋周辺を写したものを10点ほど展示しましたが、

こちらも多くの方に見ていただきました。　

　今回とくにうれしかったのは、来場者の方から、昔の関西大学や御堂筋のお話を伺えたことです。写真に閉じ

込められているセピア色の大阪を私は知らないのです。だからこそ、実際にその風景のなかを生きてきた方のお

話には心が弾みました。たとえばそれは古き良き時代を惜しむ気持ちであったり、ささやかだけれど大切な思い

出だったりします。

　そういうものに触れているうちに、私の足は自然と御霊神社の鳥居に向かいました。そして展示した牧村史陽

と同じアングルで写真を撮ると、空は澄み渡り、清々しいことこのうえない秋の一日でした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　（生活文化遺産研究プロジェクト　石本  倫子）
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－第 62 号－ 2009 年 10 月 28 日
２．10 月 11 日、御堂筋を闊歩する。２．10 月 11 日、御堂筋を闊歩する。

当日の会場の様子

御霊神社南鳥居（牧村史陽撮影・昭和33年） 　　現在



　センターでは、『大坂代官 竹垣直道日記』を翻刻し、史料集として刊行するプロジェクトを進めています。

NOCHS MAIL 第 59 号でお知らせしたように、今年度は、なにわ・大阪文化遺産学叢書『大坂代官 竹垣直道日記』

（四・完）の刊行を目指し、日々、古文書の解読を行っております。『日記』（四）には、竹垣直道が大坂代官と

して支配した最後の 2年間の日記を収録します。

　竹垣は、母、妻おきく、息子龍太郎、娘おみち・おかよを伴って大坂で暮らし、その様子は時折日記にも見ら

れます。ここでは、これまであまり触れられてこなかった竹垣の家族―具体的には息子龍太郎の元服について、

ご紹介したいと思います。

　弘化３年（1846）12 月 27日、龍太郎は大坂で元服をむかえますが、この日の様子を父直道は次のように記

しています（なにわ・大坂文化遺産学叢書 10『大坂代官竹垣直道日記（三）』関西大学なにわ・大阪文化遺産学

研究センター、2009 年、293 ～ 294 頁）。

　　一、吉辰ニ付龍太郎元服為致ル、九ッ時過自分前髪採遣し、髪者栗田連吉ニ為結ル、規式目出度相済

　正午過ぎ、龍太郎の元服がとり行われ、直道が前髪をとり（史料中「自分」は竹垣直道本人を指す）、髪は直

道の家来連吉に結わせ、元服は滞りなく済んだことがわかります。このあと、家族そろって祝儀の盃をかわし、

家来一同から祝儀を受けています。その日の夕方には、もう一人の大坂代官（鈴木町）設楽金市郎が竹垣宅を訪

れ、酒飯をともにしていることが日記からわかります。

　翌 28日には、高橋杢三郎が竹垣宅に訪れています。高橋杢三郎は、大坂鉄砲方坂本鉉之助の養子で、直道と

鉉之助が親しいのと同様に、その子どもの龍太郎と杢三郎も親しい関係にあったようです。竹垣と坂本は家族ぐ

るみのつきあいをしていたようで、鉉之助や杢三郎の名は日記にしばしば見られます。弘化４年２月 22日には、

一緒に四天王寺舞楽の鑑賞をしています。

　さて、元服を済ませた龍太郎ですが、翌年の弘化 4年正月元日には、家来一同からの挨拶を受けています。

この年以前は直道一人が挨拶を受けていましたが、この年からは龍太郎も同席させています。つまり、このとき

支配の村々に対して、龍太郎元服のお披露目が行われたのです。父直道の心づかいがうかがわれます。竹垣日記

は、他の日記に比べて事実が淡々と記されることが多いのですが、このときの直道の喜びが、幾ばくであったか

は想像に難くありません。　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　（歴史資料遺産研究プロジェクト R.A.　松永 友和）

　　

３．３．竹垣直道の息子龍太郎の元服　竹垣直道の息子龍太郎の元服　

　　　　　　　　　　　　
～『大坂代官 竹垣直道日記』翻刻の過程から～～『大坂代官 竹垣直道日記』翻刻の過程から～



    

2009 年 11 月８日（日）13:00 ～ 16:40　国際フォーラム 「豊臣期大坂図屏風の「謎」をとく」

　　　於：大坂産業創造館（大阪市中央区本町 1-4-5　最寄り駅：地下鉄堺筋本町駅）

　講　演：　Barbara  Kaiser（バーバラ・カイザー／オーストリア・エッゲンベルグ城博物館主任学芸員）

　　　　　　Isabel  Tanaka-Van  Daalen（イサベル・田中・ファン・ダーレン／財団法人 日蘭学会）

　　　　　　跡部　信（あとべ　まこと／大阪城天守閣主任学芸員）

　

　なお、NHKハイビジョン〈BS hi〉にて 10月 31日（土）20:30 ～ 22:00 に、NHKハイビジョン特集「新発

見　大坂図屏風の謎」が放送される予定です。ぜひご覧下さい。

　遅ればせながらノックスメール第 62号をお届けいたします。10月は 11日（日）に出張博物館として出展し

た御堂筋 kappo を皮切りに、17日（土）の山本能楽堂、24日（土）の関西大学千里ホールでの第６回文化遺

産学フォーラムと行事が目白押しでした。文化遺産学フォーラムの様子は、次号にてお伝えする予定です。

　また、10月 22日（木）には、センター実験農園に田辺大根・天王寺蕪の種まきをしました。これこそまさに「遅

蒔きながら」。無事に種から芽が出て収穫の日を迎えることができるよう、秋深くなり、傾きかかっているおて

んとうさまにお願いしているところです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（わ）

発行：関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センター

Kansai University Research Center for

Naniwa-Osaka    Cultural Heritage Studies
〒 564-8680　大阪府吹田市山手町 3丁目 3番 35

mailto:naniwa@jm.kansai-u.ac.jp

※記事を許可なく転載することを禁じます

５．編集後記５．編集後記

４．今後の予定４．今後の予定



　NOCHS MAIL（ノックスメール）は、関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センターで現在行わ

れている調査・研究の状況を研究員のみなさまに広く知っていただこうというものです。センター

の研究員が調査報告や研究の動向をお知らせいたします。

　10月 17日（土）、センターが主催する「第 6回文

化遺産学フォーラム なにわ・大阪 再生－大阪文化遺産

の魅力－」が、大阪市中央区徳井町の山本能楽堂で行

なわれました。

　フォーラム進行のアナウンス役を担当することに

なった私は、前日からすでに緊張がピークに達してい

ました。フォーラムの進行役も、能舞台に立つことも

生まれて初めて。進行表は完璧ですが、一番の不安要

素は私自身でした。会場となった山本能楽堂は、初代

山本博之氏によって昭和 2年に建てられ、後に戦災に

あいましたが、昭和 25年に再建されました。平成 18

年には伝統的な能舞台をもつ能楽堂として国の登録文

化財に指定されています。大阪市内では数少ない能舞台の一つとして貴重な文化遺産であり、そこで進行役を

務めるとは、夢にも思っていませんでした。

　能舞台に立つ人は必ず足袋を着用します。白足袋をはくと、身の引き締まる思いがしました。私は、舞台正

面の右手奥にある切
きりどぐち

戸口から舞台へ出入りして進行をアナウンスすることになりました。切戸口は、大人一人

が身をかがめてくぐることができるほどの大きさで、能や狂言が演じられる際に、地
じ

謡
うたい

方や後
こうけん

見方が出入りし、

演者の退場などにも使われます。緊張を抑えきれず、小声でアナウンスの練習をしていると、切戸口を通りかかっ

たスタッフのみなさんが、励ましの声をかけてくださいました。

　フォーラムでは、昭和のはじめに大阪で誕生した「乙女文楽」を、吉
よし

田
だ

光
みつ

華
か

さんが演じてくださいました。

乙女文楽は、文楽人形一体を女性一人が操るもので、戦争時に解散を余儀なくされましたが、吉田さんによっ

て平成 4年、約 55年ぶりに復活されました。今回上演される演目は、長唄「七福神」の恵比寿、浄瑠璃「艶
はで

容
すがた

女
おんな

舞
まいぎぬ

衣～酒
さか

屋
や

の段
だん

」のお園でした。舞台裏の御
み す

簾から吉田さんが舞う姿をうかがっていると、吉田さんの所

作や心の動きがそのまま人形に移り、吉田さんと人形が一体になっていくのを目の当たりにしました。切戸口

には、舞台の様子を映し出すモニターが設置されており、それを確認しながら基調講演やパネルディスカッショ

ンの話もうかがいました。

NOCHS MAILNOCHS MAIL
なにわ・大阪文化遺産学研究センターなにわ・大阪文化遺産学研究センター

－第 63 号－－第 63 号－ 2009 年 11 月 30 日2009 年 11 月 30 日

１．初めて尽くしの第 6 回文化遺産学フォーラムで考えたこと１．初めて尽くしの第 6 回文化遺産学フォーラムで考えたこと

　人形と一体になった、吉田光華さんの舞



　今回のフォーラムは、緊張につぐ緊張でしたが、能舞台に立ったり、切戸口に控えるという経験は今だかつて

ありませんでした。日本の伝統芸能に関心がある私にとって、これほど貴重な経験をさせていただくことは、滅

多にありません。

　切戸口で控えているとき、ふと考えていたのは、山本能楽堂も乙女文楽も、その始まりは昭和初期にさかのぼり、

戦争の影響を大きく受けながらも、それぞれに復活を遂げて今日に至っているということでした。私たちの身近

に存在する文化遺産は、ひとたび失われたり忘れ去られると、再生させることは決して容易ではありません。「こ

れは、非常に大切なものではないだろうか」と気づくきっかけを作りだすのが、文化遺産学フォーラムなのだと

私は思いました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　（祭礼遺産研究プロジェクト R.A.　藤岡 真衣）

　センターで、身近な吹田市内の文化遺産について調査を

進め、その一環として、来春建て替えられる千里山団地の

記録作成に取り組んでいることは、NOCHS MAIL 第 60 号

でお伝えしました。10月 18日に、千里山団地を中心に「ダ

ンパク F　大団地博覧会 in 千里山団地　スターハウスは永

遠に輝く」が開催されました。この催しは、団地愛好家の

方による団地研究チーム “プロジェクトD” が毎年行ってい

るものです。午前中に、住戸内を含めた千里山団地見学会

があり、記録を作成する予備調査として参加しました。

　前日に開催されたフォーラムの余韻のまま、午前 10時

に集合場所の千里山・佐井寺図書館前へ。この日は、千里

山平和カーニバルも開催されており、千里山周辺は多くの

人たちで賑わっていました。ダンパク組のわれわれは、主催者からの趣旨説明の後、出発。取材のためのテレビ

カメラも同行していました。

　団地内は建て替えにむけた転居が進んでいる

ようで、夏ごろに訪れた時と比べ、住民のいなく

なったことを示す封印された棟の入り口の数が

増えているように感じられました。説明を聞きな

がらついつい話し込んでしまうことも多く、急い

でください！との掛け声に急きたてられながら、

何度見ても美しさを感じる給水塔を横目に、サン

ルーフがアクセントを醸し出す霧が丘 5号棟の

内部を見学。最近まで泉北ニュータウンに住んで

いた私には、公団住宅に住む友人も多くおり、小

さい頃に友人の家に遊びに行った時のことを思

い起こさせ、なつかしさを感じました。南向き

に設計された台所を通して、太陽の光が明るく

室内を照らしています。次に見学した霧が丘 12
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２．文化遺産としての “ すまい ” －千里山団地見学会－２．文化遺産としての “ すまい ” －千里山団地見学会－

起伏のある自然地形を活かした千里山団地

千里山・佐井寺図書館にて



号棟は、NSペアといわれる構造で、道を挟んだ向かい側の棟とお互いの玄関が向き合い、住民どうしがコミュ

ニケーションできる工夫がされています。当時としては最新の建築といえる団地に、日本人の長屋暮らしという

伝統的な生活スタイルを取り入れたものであったことがわかります。利便性ばかりを追求する現在のすまいのあ

り方を考えさせられるものです。最後に、“スターハウス ”との愛称で知られる星が丘 5号棟の見学。この棟の

内部は当初に比べて大きく改造されているそうでしたが、メゾネットタイプの明るい室内は印象的でした。

　「千里山団地」と一括りにしてしまうと、単なる団地の集まりと見なしてしまいがちですが、「ニジ」「キリ」「ホ

シ」といった棟それぞれに名前がつけられているように、千里山団地は、多くの顔をもっています。内部につい

ても、ある一定の基準をもとに設計されているもののそれぞれに異なった趣があります。千里山団地は、“すまい ”

を通して、人びとの営みの歴史、すなわち生活史を知ることができる貴重な文化遺産であるとともに、その変遷

は、混沌とした現代を考える上で、高度経済成長期からの日本を検証する手がかりを与えてくれるのではないか

との思いを抱きながら、木々が色づき始め、もちつき大会の歓声があがる千里山団地を後にしました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　（P.D.　櫻木　潤）

　

　10月 24日、三味線の音色とともに、第６回文化遺産学フォーラム「特別公演　能勢人形浄瑠璃の世界」は

幕を開けました。会場は、300 人を超す人びとの熱気に包まれ、３時間の上演は瞬く間に過ぎていきました。

参加者からは、太夫の語りや人形の仕草に感動したとの声が多く寄せられ、大盛況のうちに終えることができた

と思います。

　私は今回の特別公演に際して、藤岡さんとともに「鑑賞のてびき」の作成を担当しました。演目は、「能
の せ

勢三
さん

番
ば

叟
そう

」「傾
けいせい

城阿
あ わ

波の鳴
なる

門
と

」「壺
つぼさかかんのん

坂観音霊
れいげん

験記
き

」。鹿角座オリジナルの「能勢三番叟」を除けば、浄瑠璃の古典とし

て著名な作品であるため、まずは浄瑠璃解説書や文楽劇場の上演記録などに目を通すことから始めました。また、

実際の上演映像なども参考にしました。そして試行錯誤の結果、演目と能勢浄瑠璃の解説に床
ゆかほん

本集を加えたてび

きは無事完成しました。

　さて、作成段階で最も印象に残ったのは、浄瑠璃の「語り」です。語り物の歴史は古く、平安中期には『平家物語』

を語る〈平曲〉が流行し、室町時代に入ると社寺の縁起や神仏の霊験譚を語る〈説経〉が誕生しました。これら

の影響を受け、15 世紀末ごろには牛若丸と   浄瑠璃姫の恋物語である『浄瑠璃姫物語』において新しい語りが

流行し、「浄瑠璃」の起源と言わ

れています。そして、三味線の出

現、義太夫節の誕生とともに浄瑠

璃の「語り」は洗練されていきま

した。

　能勢の浄瑠璃は江戸時代の文

化年間（1804 ～ 18）に伝播し、
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派が伝統を継承してきました。驚

くべきは、現在でも 200 名を超

える語り手が存在していること

で、文字通り「語り」継がれてき

たわけです。そして人形・囃
はやし

子を

３．「語り」がもたらす文化遺産～能勢の浄瑠璃～３．「語り」がもたらす文化遺産～能勢の浄瑠璃～

       能　勢　三　番　叟   



加えて劇団となったわけですが、その目的は「地域の財産

として守り育て、次の世代に向けて発展させる」というこ

とでした。これこそ、私たちのセンターが掲げる文化遺産

だと思います。能勢の浄瑠璃は、「現在に生きる遺産（Living 

Heritage）」の一翼を担っているのだと強く感じました。　

　　　　　　　（学芸遺産研究プロジェクトR.A.　中尾 和昇）

　

　2009 年 12 月５日（土）～ 12月 19日（土）　（日曜日は休館します）

　　企画展　「なにわ大阪ものがたり～なにわ・大阪文化遺産学研究センター５年間の軌跡～」

　　　会場・時間：関西大学博物館・10時～ 16時

　2009 年 12 月 19日（土）　13:00 ～ 14:30

　　企画展関連講演会・肥田晧三氏　「大阪文化遺産学の流れ―大阪文化遺産展観史―」

　　　会場：なにわ・大阪文化遺産学研究センター 1F実習・展示室

　10月の文化遺産学フォーラム、11月の国際フォーラムが

終わり、ほっとしているのも束の間、来月からは企画展があ

り、今はその準備で忙しくしています。

　ところで、前号でお知らせしたなにわ野菜の天王寺蕪と田

辺大根は無事に芽を出し、すくすくと育っています。　

　11月 16日には、間引きをしました。実験農場は日当た

りがあまり良くないので、肥料をこまめにやることがおいし

い冬野菜を育てるコツだそうです。

　寒くなってきたら栄養分をたくさん摂取したくなるのは、

生きとし生けるものの定めでしょうか。寒くなり、私もせっ

せと栄養分をためこんでます。　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （わ）
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４．今後の予定４．今後の予定

太夫による語り

中尾農場長、肥料やってます。



　NOCHS MAIL（ノックスメール）は、関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センターで現在行わ

れている調査・研究の状況を研究員のみなさまに広く知っていただこうというものです。センター

の研究員が調査報告や研究の動向をお知らせいたします。

　11月 18日から 20日にかけて、文化遺産視察が行なわれました。今年の目的地は佐賀と福岡です。事前に

視察するポイントをいくつかリストアップしました。それらの候補の中で、各自、特に行きたい場所を尋ねら

れたとき、私は迷わず「肥前名護屋城」を挙げました。もちろん、「豊臣期大坂図屏風」のことが頭にあったか

らです。肥前名護屋城といえば豊臣秀吉、秀吉といえば大坂城、そして大坂城といえば「豊臣期大坂図屏風」。

　「豊臣期大坂図屏風」について、不勉強な私は、安土桃山時代の城郭がどのようなものであったのか、今ひと

つ実感がつかめずにいたのです。さらに私は、不勉強に加えて出不精という持病も抱えています。その上私には、

机上の知識だけでわかったつもりになってしまうという悪癖もあります。文化遺産視察の機会に、この三重苦

の状況を一挙に打破しようと目論んだわけです。

　実際にこの目で見てみると、秀吉が築いた城とはこういうものであった、ということが、やはりよくわかり

ます。野
の づ ら づ

面積みの石垣の雰囲気を味わいながら、本丸まで登りました。そこで一つ首をかしげたのは、天守台

の小ささです。「本当にこの広さで五層の天守が建つのか？」という気がします。実際に五層の天守が建ってい

たとすると、細長く上に伸びた、展望台のような風情だったのか、とも思いました。だとすると、「肥前名護屋

城図屏風」の、ずいぶん背高ノッポに描

かれた天守は、実はかなり正確な表現で

あるといえるのではないか……等々、特

に根拠のない推理を楽しみながらの視察

でした。

　肥前名護屋城の視察で、一つ番外編の

エピソードがあります。それは、隣接し

て建てられている名護屋城博物館で開催

されていた特別企画展「肥前名護屋城と

「天下人」秀吉の城」を見ていたときのこ

とです。展示品の中に、「聚楽第図屏風」

（三井記念美術館所蔵）がありました。髙

橋センター長も「この屏風に対面するの

は何年かぶりだなあ。いいタイミングで
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来館したものだ」と嬉しそうな顔でした。

　私は早速、展示ケースのガラスに鼻を擦りつけるような姿勢でかぶりつき、隅から隅まで眺めはじめました。

そこへ髙橋センター長が「内田、この屏風を見てどう思うか」と問いを投げかけてきました。私はここぞとばかり、

しかつめらしい顔つきで「先生……描かれた人物を見ますと、これは狩野派の顔ですねえ」。髙橋センター長は、

（こいつめ）という顔つきでニヤリと笑い「うむ、その通りだな」と答えました。

　以前から、一度はこういうやりとりをしてみたいと思っていたのです。今回の文化遺産視察の中で、私が最も

格好良かった一瞬でした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （特別任用研究員　内田 吉哉）

    センターでは、関西大学博物館第二展示室におい

て、センター所蔵品を中心とした企画展「なにわ大

阪ものがたり～なにわ・大阪文化遺産学研究センター

５年間の軌跡～」を開催しました。当初は 2009 年

12 月５日から 19日まで開催の予定でしたが、好評

につき２日間の延長となりました。会期中は、吹田

市民の方やこれまでセンターの行事に来てくださっ

た方など、多くの方に見学いただいたほか、12月

12日には楠見晴重学長が来館されました。また、学

内の先生方が歴史や文化の授業の一環として学生さ

んとともに見学されました。休館日を除く 15日間の

来場者は、753 名でした。

　この企画展では、センターの所蔵品を紹介すると共に、「文化遺産とは何か」を探求してきたセンターの５年

間の活動を振り返りました。また来場者の方がたにも文化遺産について考えていただくことを目指し、分かりや

すくシンプルな展示を心がけました。

　展示内容は物語形式で、オープニング、第一話～第四話、エンディング、という構成にしました。まずオープ

ニングではセンターがこれまで行なってきた行事を中心とした年表と、これまでの出版物を展示し、博物館の閲

覧コーナーでも自由に閲覧できるようにしました。
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第一話「景観いまむかし～大阪名所案内～」より 第二話「寺社の風景～祭りとくらし～」より



　

　続いて第一話では「景観いまむかし～大阪名所案内～」として、江戸時代後期から昭和期にいたるまでの大阪

の景観を、絵図や地図類を通して案内しました。第二話「寺社の風景～祭りとくらし～」では、昭和前期の木版

画や写真、そしてセンターの調査研究による現在の写真などを通じて、寺社を取り巻く風景を見ていきました。

第三話「なにわの名物～巷の味と匠の技～」では、明治時代の食に関する広告や切手を集めた貼込帖や、高度経

済成長期の中で一度は衰退した「なにわの伝統野菜」などから人びとの日常的な食文化を、そして実用性を兼ね

備えた錫器や茶湯釜などの伝統工芸品を紹介しました。第四話「文化の創造～学都に集う人びと～」では、商業

都市ではなく文化都市としての大阪に着目し、大阪ゆかりの文人たちの作品や『独楽園賀詞帖』、『上方芝居絵帖』

などを展示しました。

　また、特別編「豊臣期大坂図屏風との出会い」と題して、センターの特別プロジェクトである「豊臣期大坂図

屏風」について、これまでの研究経過や、センター所蔵の大阪城に関する資料を展示しました。

　エピローグ「人と地域と」では、センターの行事参加者の方がたの感想・横顔など、あまり注目されなかった

視点からセンターのこれまでを見つめ直しました。

　今回の展示は、これまで公開する機会が限られていた資料を公開することも目的であったため、それらを中心

に各話を構成しましたが、結果的にセンターの４つの研究プロジェクト（祭礼遺産・生活文化遺産・学芸遺産・

歴史資料遺産）に添うような形になりました。もちろん合致していない部分もありますし、展示された内容以外

にもさまざまな研究を行なっていますが、やはりセンターの基本はこの４つのプロジェクトなのだなと改めて実

感しました。

　なお、本企画展では特別展示として、12月 19日

に講演会をしていただいた肥田晧三先生の所蔵品を

「大阪の夢二・宇崎純一の優しき世界～よみがえる大

正ロマン～」として展示させていただき、こちらも

好評を得ました。

　快く所蔵品をお貸し下さった肥田晧三先生、関西

大学図書館、展示方法についてご助言いただいた関

西大学博物館の皆様にお礼申し上げます。

　（生活文化遺産研究プロジェクト R.A.　影山 陽子）

第四話「文化の創造～学都に集う人びと～」より　　　第三話「なにわの名物～巷の味と匠の技～」より

　　特別編「豊臣期大坂図屏風との出会い」より



　

　

　本号は、本来でしたら 12月に配信する予定でしたが、1月にずれ込んでしまい、研究員の皆様にはお詫び申

し上げます。そのため 64号が今年はじめてのノックスメールになります。本年もどうぞよろしくお願い申し上

げます。

　センターでは、研究活動の一環として「なにわの伝統野菜」を栽培しております。昨年の 12月 26日には、

吹
すいた く わ い

田慈姑を収穫しました。個数はおよそ 300 個。今年も昨年以上に良い慈姑を収穫することができました。残

る田辺大根と天王寺蕪も収穫のときを待っています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

                                                               　                                                                                                         （と）
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鉢からだしたばかりの吹田慈姑（収穫の様子） センターで獲れた吹田慈姑



　NOCHS MAIL（ノックスメール）は、関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センターで現在行わ

れている調査・研究の状況を研究員のみなさまに広く知っていただこうというものです。センター

の研究員が調査報告や研究の動向をお知らせいたします。

　12月19日、肥田晧三先生をお招きして、

講演会「大阪文化遺産学の流れ―大阪文

化遺産展観史―」を行ないました。先生

には、近世から現代にいたるまでの、大

阪を中心として、いわゆる文化遺産の収

集と研究と展観の歴史についてお話して

いただきましたが、その膨大な情報量と、

微に入り細にわたる内容は、まさに圧巻

でした。

　先生の学識の豊かさについては今さら

私などが言うまでもありません。ここで

は肥田先生と直接お会いして、肌で感じ

たことをお話ししたいのですが、まずは、

先生の文化遺産に対する愛情と、先人た

ちへの敬意の強さ。会場の前方で聴いて

いた私は、講演の間じゅう、先生の熱い

思いの飛
つぶて

礫を浴びているようでした。

　今回は、12月 5日より 22日まで開催

した企画展「なにわ大阪ものがたり―な

にわ大阪文化遺産学研究センター 5年間

の軌跡―」に際して、ご講演をお願いし

たのですが、さらに先生お持ちの資料を

いくつか展示させていただけないかとい

う（図々しい）ご相談もしていました。

　肥田先生はすぐにご快諾くださり、11

月下旬のある日、先生と奥様の美知子さん
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がわざわざセンターにお越しになって、宇
うざきすみかず

崎純一の絵葉書や関連書籍を多数お持ちいただきました。初めてお目

にかかったときに一番驚いたのは、噂に違わぬ粋な着流し姿……ではなくて、先生がすでに明確な展観イメージ

を造られていたことです。

　タイトル「大阪の夢二・宇崎純一の優しき世界～よみがえる大正ロマン～」。図書館から借用する資料のリス

ト（しかも請求番号付き！）。こういったところを揃えて何気なくお渡しくださるわけですが、展観を具体的に

つくる作業レベルにまでいきとどいた、肥田先生のマインドマップの大きさには感動しました。

　さて、講演会の当日、宇崎純一の展示も含めて、企画展の会場をご覧になってくださった先生。「ええ展示で

すな。」「これは、ええものですよ。」　「ほんまに、よう、やってくれました。」至らぬところばかりであったはず

なのですが、先生のお言葉は温かさで溢れていました。

　肥田先生の懐の深さと眼差しの優しさに、髙橋センター長が常日頃からおっしゃっている、人としての「佇ま

い」を見た気がしました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （生活文化遺産研究プロジェクト　石本 倫子）

　一昨年秋の予備調査から始まり、今年度には本格的に行ってきた杭
くまた

全神社総合調査の様子は、NOCHS メール

でもたびたびご紹介してきましたが、宝蔵の調査を一通り終え、その成果を叢書として刊行するため、目下、編

集作業に取り組んでいます。新しい年を迎え、今年の始まりは、叢書の無事完成を祈願すべく杭全神社に詣でな

ければと、正月三日に杭全神社を “初詣で ” に訪れました。

　国道 25号線沿いに立つ石の鳥居からの参道には屋台が立ち並び、いつもは静かな境内は、まさに老若男女で

活気に満ちていました。特に私が感じたのは、家族づれでお参りに来ている方が多いということでした。これか

らお参りに行く人も、お参りを終えて帰る人も、それぞれが神社で授かる縁起物を手にしていました。昨年授かっ

た縁起物を返し、新たに授かっているということなのでしょう。杭全神社に初詣でに訪れる方たちは、一家揃っ

て、毎年のお正月に一年の安寧を祈っているのです。

　総合調査では、杭全神社の什宝物や境内にある石燈籠などに平野郷に暮らした人たちの名前を多く見出すこと

ができました。これは紛れもなく、杭全神社が古くから平野郷の “鎮守 ” として、地域の人たちによって守られ、

支えられてきたことの証です。そうした伝統が、今に伝えられ、また次の世代にも引き継がれていくのだという

ことを実感しました。「町ぐるみ博物館」などの取り組みも、そうした平野の人たちの地域に対する思いがある

ということを理解できたような気がします。あるいは、その思いは、中世の自治都市としての誇りが、脈々と受

け継がれてきたのではないかと想像したりしていました。

　杭全神社の神々に、叢書の無事完成を祈願し、幸いにも宮司さんにお会いすることができ、新年のごあいさつ

を申し上げた後、帰宅の途につきました。すると、どこからともなく季節外れのだんじり囃の音が。泥堂町のだ

んじりが曳かれていたのでした。実はこの日の午前中、自宅近くの八幡さんにお参りに出かけた帰り道にも、近

くの町内のだんじりが倉から出され、餅つきをしている光景に出くわしていました。祭り好きの南大阪の人間と

しては、新年早々、血の騒ぐような、この一年がどのような年になるのか、ワクワクする思いで、「今年は春か

ら縁起がいい！」などと一人で納得していたのでした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（P.D.　櫻木　潤）

NOCHS MAIL
なにわ・大阪文化遺産学研究センター

－第 65 号－ 2010 年２月 15 日

２．地域の守り神として　－お正月の杭全神社－２．地域の守り神として　－お正月の杭全神社－



　大阪市中央区博労町に鎮座する難波神社は「博労町稲荷」や文政年間に植村文楽軒が人形浄瑠璃を興行したと

して有名な神社です。現在の神社境内地の南西隅には神苑があります。大きな庭石と池のまわりには樹木が茂っ

ており、ビジネス街の中にあって、静寂な雰囲気を醸しだしています。

　ここにかつて、一対の丹頂鶴が飼育されていました。神苑の中には、鶴の記念碑が建てられています。『難波

神社　御造営記念誌』（1974 年）には、次のように書かれています。

　　　「明治三十二年五月」

　　　仁徳天皇千五百年祭を当社に行われし時に包丁式を奉れとて

　　　韓国より鶴二翼を寄せられしかど、これを割くに忍びざりしかば、

　　　鯉にかえてその式に供へ奉り鶴は神鏡に養ふこととなりぬ。

　　　今歳を重ねしをもてかくしるしおくになむ。

　　　難波なる神のゆにわに、幾千代を舞はしめける鶴の羽を。

　　　明治四十年六月、谷村良居

　1907 年（明治 40）７月 22日付『大阪朝日新聞』には「鶴の記念碑（難波神社境内）」として、もう少し詳

しく書かれています。谷村良居という人物は、名を幾太郎といい、彼が 80歳の年を迎えた 1907 年に、この「鶴

の記念の文章を作り、石に彫り付け」たのだそうです。幾太郎氏は「元紀州藩御台所役」でした。幾太郎氏の父

である谷村萬助氏も紀州藩の御台所役であり、「鶴の故実などを能く知」っていました。萬助氏は維新後、「鶴を

勝手気儘に猟するやうになりたるを痛く嘆き」、同じ藩士であった山田金太夫、鶴の名所である和歌の浦に住む

藩医の松原玉翁の三人で「十七年十一月和歌山県令松本鼎氏に鶴猟禁止」を願い出ます。このとき三人は傘寿

をとうに迎えていました。彼らの願いが受け入れられ、「鶴猟禁止の令」が出たのは、それから８年後の明治 25

年 10月。もはや三人のうちの誰もこの世にはいませんでした。

　難波神社と鶴との縁はその後さらに深いものになっていったようです。前述の『難波神社　御造営記念誌』に

よると、1914 年（大正３）に、当時の宮司であった武津八千穂氏の発案によって「鶴寿会」という会が発足し

ました。鶴寿会は、「千年の寿を保つという芽出度い鶴にあやかって、氏子各位の延命長寿を祈り併せて氏神難

波神社の御神徳を景仰する趣意のもと」に氏子有志に呼びかけたところ、多数の賛同を得て結成されたそうです。

　入会時に終身会費として三十円を納め、会の基本金

の利子は鶴の飼育に関する一切の経費に充てられまし

た。秋大祭宵祭の 10月 20日には、「鶴寿祭」が執り

行なわれ、会員の延命長寿が祈願されましたが、太平

洋戦争が激しくなると飼料もままならなくなり、鶴は

「天王寺動物園に引取ってもらった」そうです。

　鶴のいなくなった鶴寿会は会員の消息も絶え、次第

に影をひそめ、鶴寿祭も自然消滅しました。日本国内

においても鶴は貴重な存在となってきた昨今では、そ

れも仕方のないことでしょう。そのくらい、「鶴は千年」

の長寿にあやからなくても、長生きをする人が多くなっ

てきたということなのかもしれません。　　　　　　　　　 　

　　       （祭礼遺産研究プロジェクト R.A.　和住 香織）

３．難波神社の「鶴の記念碑」３．難波神社の「鶴の記念碑」

　　　　　　鶴寿会八乙女奉仕記念

（『難波神社 御造営記念誌』昭和 49 年 11 月、より転載）



地域連携企画第 5弾  杭全神社総合調査報告展

　　開催日　平成 22年 3月 13日（土）10:00 ～ 16:00

　　場所　　杭
くまたじんじゃ

全神社  瑞
ずいほうでん

鳳殿 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※詳細につきましては、追ってご連絡いたします。

　

　昨年の暮れに、なにわの伝統野菜の「高
たかやま

山真
ま な

菜」と「高
たかやま

山牛
ごぼ う

蒡」をもとめて、隠れキリシタンの里として知ら

れ、また高山右近の誕生の地と伝わる大阪府豊能町高山に訪れました。地元の農家の方にご協力いただき、野菜

の写真を撮影させていただくとともに、数株をわけていただきました。さっそく持ち帰り、植え替えたところ根

がつき、現在センターの畑では新たに「高山真菜」が “すくすく ” と育っています。

　なにわ・大阪文化遺産学研究センターでの研究行事は、地域連携企画第 5弾  杭全神社総合調査報告が最終と

なります。「終わりよければすべて良し」ではありませんが、有終の美を飾ることができるよう、最後まで気を

抜くことなく、研究活動に邁進していきたいと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（と）

発行：関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センター

Kansai University Research Center for

Naniwa-Osaka    Cultural Heritage Studies
〒 564-8680　大阪府吹田市山手町 3丁目 3番 35

mailto:naniwa@jm.kansai-u.ac.jp

※記事を許可なく転載することを禁じます

４．今後の予定４．今後の予定

畑一面に広がる「高山真菜」 センターの畑に「高山真菜」が加わりました

５．編集後記５．編集後記

隠れキリシタンの里  大阪府豊能町高山にて







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




