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滴石史談会会長 大 村

昭 東

会員の皆様明けましておめでとうございます。
皆様には、日頃から当史談会へのあたたかいご理解
とご協力をいただき厚く御礼を申し上げます。お陰を
もちまして昨年も町民公開の歴史講座をはじめ、少年
少女歴史教室など各種の郷土史教室を実施し着実に活
動基盤を固めてまいりましたが、ここに新年を迎え、
元日の岩手山神社。例年に比べ雪がかなり
本史談会の一段の躍進を期して清新の気がみなぎるの
多いという。その分豊作であれと願った。
を覚えます。
現在の社会環境は「国際化、情報化、少子高齢化」が急速に進行しつつあります。同じよ
うに雫石盆地においても「人口の激減」
「子どもと青少年育成及び農業の衰退」「商工業観光
及び雇用の不振」など、克服しなければならない多くの課題を抱えております。私ども史談
会といたしましては、次の世代へわが町の風土と歴史を良い形でバトンタッチできるよう、
少年少女歴史教室などに創意工夫を重ねて町民の皆様の期待に応えられるよう決意を新たに
いたしております。どうか本年も変わらぬご協力を賜りますようお願い申し上げます。
新年に当たって、私が昨年末に感動を覚えた一冊の本を皆様にご紹介します。
それは今からおよそ１００年前、英国に留学していた一人の日本人が英国の衰退を予感し、
１００年後の日本に＜英国の轍を踏むな＞との警告を込めて書いた「英国衰亡論」です。
その要旨を私なりにまとめてみると次のようになります。
・農業の衰退が国の衰退に陥る。農産物が輸入のみ依存している。
・低俗な文化がはびこり、俗悪な新聞、雑誌が流行している。
・国民の体力が衰え、喫煙者が増加している。
・宗教心が失われ、偽善と宗教儀式のみに慰めを求めている。
・地方自治のため国は多額の交付金を与え、多額の公債を発行している。
・政治家は大衆迎合主義に陥り、戦争に明け暮れる。
・公共事業は大規模になり、財政上の破綻を起こす。
・ 家庭におけるしつけと教育がないがしろにされ、子弟は勤労の尊さを忘れ、男は田を
耕さず、女は子どもに授乳しない。
・国民は国家を愛することを忘れ、安全保障の重要性を忘れた。
・人々は自由の名のもとに父母を尊敬せず、年長者を信頼しないで我がままを押し通す。
当時の英国は七つの海に君臨し、
「その領土に日の没することなし」と謂われた巨大帝国で
したが、この日本人留学生はすでに英国をむしばみつつあった病気の予兆を察知し、１００
年後の日本に警告しているその先見性に驚かされたのであります。
この一年、このことを肝に銘じながら未来ある青少年たちがこの郷土雫石において心身と
もに健やかに育つことができるよう、われわれも努力して参りたいと思っております。
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会報第３２号・会員の自主研究成果を特集
当会にとって会報は会と会員相互をつなぐ重要な媒体です。平成２３年から手づくり
で再開した会報を平成 26 年は７回（№25～31）発行いたしました。
今号は、昨年同様会員の自主研究成果を特集しています。寄稿者は前年より一名少な
い４名ですが力作ぞろいで３２頁のボリュームになりました。どうぞご高覧を。（編集子）
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訃報

当会理事

杉村祐一氏が逝去されました。

当会理事 杉村 祐一氏（69 歳）が去る平成 26 年 12 月 14 日(日)午前、胃がんの
ため入院中の病院で逝去されました。心からお悔やみ申し上げます。
杉村氏は、2013～2014 少年少女歴史教室で支援員として受講生を指導しながら事
業の運営に当たられました。平成 26 年４月に当会理事に就任しています。
公的には雫石町教育委員会委員、そして同委員長一期を務められました。
火葬は 12 月 18 日（木）午前 9 時 30 分から町営火葬場で、葬儀は同日午後零時 30
分から下町の臨済寺で営まれました。葬儀には当会から大村会長ほか役員、会員有志
が参列し、大村会長が、特に子どもたちへの指導ぶりを讃えた弔辞を奉読しました。
当会に慶弔規定はありませんが、これまでの慣例として、
「会員一同」名義のお悔や
み 1 万円を奉呈しました。このことを会員に周知し、弔意を表したい方から任意でお
一人 500 円ずつ頂戴して、これに充てることにいたします。（26・12・18 現在）
報告Ⅱ

2014 しずくいし少年少女歴史教室全 8 回終了の報告
記
【期間】 平成２６年６月１５日（日）～１１月２３日（祝）まで全８回
＜詳細・次表のとおり＞
2

回

実施月日

内

容

１

6・15（日）

開講式・雫石のミニ通史（日本の歴史と比べて）
生森山頂から雫石盆地を見る。秋田街道史跡巡り

２

7・13（日）

雫石地区のお寺さんと神社を訪ねて【永昌寺、臨済寺、
廣養寺でご住職のお話・雫石八幡宮、三社座神社】

３

8・ 5（火）

小日谷地遺跡での発掘調査体験・資料館で出土品見学

４

9・14（日）

御所地区の日【繋温泉地区、堀合神社、沼田神社、大村
山祇神社、昔話を聞く、切留鶯宿杉、森林軌道跡】

５

10・ 4（土）

岩手山南麓を訪ねて【姥屋敷、小岩井農場、岩手山神社
遥拝所盆花及び極楽野の開拓者のお話を聞く】

６

10・13（祝）

御明神地区の日【上和野観音堂、からかさ松、旧国鉄橋
場駅跡、橋場御番所跡、多賀神社、旧経済農場、籬野】

７

11・ 9（日）

西山地区の日【長山街道石碑、小松五輪塔、岩手山神社
参詣道関連地、篠崎八郎碑、駒木野神社、石仏橋】

８

11・23（祝）

無形文化財芸能祭鑑賞（野菊ホール）、資料館曲屋で昔
話を聞く、閉講式【活動振り返り・いものこ汁】

【受講者】 小学生４名、中学生 2 名 計６名
（参考；24 年度小学生 6 名、

（＋御所の日小学生女子 3 名参加）

25 年度小４、中４ 計 8 名 ）

小学生

雫石小学校６年４名（女３、男１）
、

中学生

１年 1 名、 ２年３名 （いずれも男）

＜8 回中７回出席２名、同５回出席２名、

同４回出席１名、３回出席 1 名＞

【支援員】 史談会員９名
大村(6)、関(7)、高橋繁(3)、上野(3)、杉村(3)、小田(3)、赤坂(6)、岩持(1)、高橋司(5)
（ほかに細川仁会員・午後のみ 2 回）

【経費】

２６年度から町教育委員会と共催になりましたので、①当日資料の
印刷は教委が行ってくれるようになりました ②昼食会場などで使用
する町立公民館の使用料が全額免除扱いとなりました。

１・収入

参加料（保険料ほかとして徴収） 15 人分＝6,300 円

(内訳；受講生@300 円×6＝1,800 円、支援員@500 円×9＝4,500 円）
２・支出
19,918 円
主な内訳；地元説明者、昔話語り部さんへの謝礼等 5,400 円。受講者修了記念品
3,564 円。傷害保険料 1,260 円。消耗品(パソコンインク、印刷用紙
認定書用紙、USB メモリー等)4,887 円。閉講式いものこ汁食材費
4,807 円
収入

6,300 円－支出

19,918 円＝
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▲13,618 円

【史談会会計から支出】

寄稿文（Ⅰ）
金龍山炭礦について（雫石の炭坑－その２）
会員

丸山 塁

平成 26 年 1 月発行の滴石史談会会報
第 25 号で「橋場の亜炭鉱を探る」と題
して発表したあと、関敬一副会長からか
つて上野沢にあった炭坑の情報を頂いた。
上野沢の炭坑の存在は雫石町史や旧版地
形図で以前から知っていた。
雫石町史には次のように記載されている。

（昭和 27 年発行旧版地形図「雫石」抜粋）

御明神村金竜山炭鉱（旧上野村）
御明神地区上和野にあった金竜山炭鉱は、明治の始め頃「和野山炭鉱」と称し県営で開
発された。採掘された石炭を搬出するのに雫石川を利用しようと、雫石川の河川改修工事
が行なわれ、この石炭を搬出したといわれる。
その後、廃山となっていたが第二次大戦による需要の拡大から、清水建設の手によって
操業が再発され「金竜山炭鉱」と称された。しかし、この需要も戦後数年続いたが、石油
に押されて次第に少なくなり、昭和 22,3 年頃操業が閉鎖され廃山となった。
同じく町史には上野沢の石炭坑（和野山炭鉱）について明治 10 年 10 月 30 日試掘許可とあ
り、これらがおおよそこの炭坑について得られる情報だと思っていた。
関副会長からの情報は、インターネット
によるもので、独立行政法人新エネルギー
・産業技術総合開発機構（NEDO）が発注
する金龍山炭鉱袖山坑坑口等閉そく工事業
務の入札関係資料だった。
入札日は平成 22 年 5 月 28 日で、なぜ今
頃と思う反面、橋場の亜炭を調査していた
頃、近くでこのような動きがあったことに
運命も感じる。
工事の内容は、雫石町上野上和野地内の
金龍山炭鉱袖山坑閉そく及び坑口付近の陥
（閉そく工事個所位置図 抜粋）

没箇所の埋戻しで、その目的は、袖山坑及

び坑口付近の陥没は道路に近く、また薪山として開放されており不特定多数の人が出入りす
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る恐れがあることから、危害・鉱害を防止するため閉そく工事等を実施するものとある。
工事の概要は、袖山坑は、坑口から坑内水が流出しており閉そく工事後に板柵工による排
水路を設け沢へ導水する。陥没孔は、土砂が坑道内へ流入することは無いと考えられること
から、土砂で埋戻しを行い、盛土が雨水等で流されないよう植生シート（ワラ芝）で保護す
ることとしている。
この情報を知った時点で、既に工事は終わっているはずだが、当該箇所は平成 25 年 8 月
9 日の記録的豪雨により甚大な被害を受けた場所であるため、自分はこの現場をまだ調査し
ていない。
しかし、金龍山炭鉱についてはこれ以上の詳細はつかめないだろうと思っていたところ、
最近になって偶然に岩手県議会図書館で見つけた岩手縣鑛山誌（1950 年、昭和 25 年 岩手
縣鑛業會編 非売品）でこの鉱山が収録されていることを発見した。
これまでにない詳細な内容は、雫石町史の隙間を埋めるものとして貴重なものと思われる
ので、ここに紹介する。
【金龍山炭礦】
鑛種名 石炭
鑛区番号 岩手県採登第四二二号
一、所在地 岩手県岩手郡御明神村大字上野
雫石駅（橋場線の終点）より北西約五粁
二、鑛業権者 岩手県岩手郡御明神村大字上野
金龍山炭礦株式会社
三、地理交通 橋場線の終点雫石駅より北西約五粁の地点にある。
四、地質鑛床
当地域の地質は第三紀層の砂質凝灰岩、礫質凝灰岩、凝灰岩質並に石英安山岩質凝灰
岩よりなる。
炭層は礫質凝灰岩中に下限より二五米－三〇米位の位置に挟有せられ、走向は略々北
二〇度－四〇度東で傾斜は北西に約三〇度である。炭層は厚さ一五糎内外より二米に及
び膨縮著しく且つ多少波状を呈し、現稼行地域に於ては炭層の傾斜は三〇度、炭厚は平
均四〇糎であり、予想炭量約二十萬瓲、可採炭量六萬瓲と稱せられる。
五、現況
採炭
現稼行坑は新坑、本坑の二坑で本坑が主力をなし、採炭方式は残柱式手掘で日産五瓲
内外で、両者合算して七瓲程度の出炭を見ている。
選炭
選炭は主として坑内外手選に主力を置き、従来迄切込状態のままで送炭しておつたが
目下樋流水選を実施し、保證品位（十級四、八〇〇カロリー）の確保をはかっているが、
水利の便が悪く結果は良好でない。
送炭
送炭条件は非常によく、送炭距離山元－駅（雫石）間五粁を自家用トラック三台で運
搬しており、積込は手積によつている。
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貯炭場は比較的完備されており山元駅頭合せて二箇月分の出炭を貯炭することが出来、
積込方法は手積と漏斗式によつているが共に地積立地条件に恵まれ比較的容易である。
品位
金龍山切込保證品位は四、八〇〇カロリーで夾雑物も割に少く炭質は良好である。
※原文中の旧漢字は一部常用漢字に変換した。
これによれば、橋場の亜炭とは異なり、間違いなく石炭のようである。
町史との違いは、金竜山炭鉱ではなく、金龍山炭礦（NEDO でも金龍山炭鉱）となってい
ること。また、町史で清水建設により操業再発とあるのが地元の金龍山炭礦株式会社となっ
ている点である。この点は施設整備が清水建設で鉱山の所有と経営が金龍山炭礦株式会社と
いうことなのかも知れない。
また、町史では戦後、石油に押されて昭和 22,3 年頃操業が閉鎖され廃山とあるが、岩手
縣鑛山誌（1950 年、昭和 25 年）では、送炭条件や品質の良さに触れており、食い違いが否
めない。
ちなみに国の政策を見ると、1950 年代の石炭産業は朝鮮動乱終結後（1952～1961 年）
に不況に見舞われるものの合理化を進めながら、石炭を中心にエネルギー供給を行うなど炭
主油従政策を取っている。
下のグラフを見ても石炭の生産が減少を辿るのは 1960 年からであり、これには 1959 年
（昭和 34 年）に石炭を構造不況業種に位置づけ 60 年代以降油主炭従政策へ転換したこと
が影響している。
金龍山炭礦の閉山については、岩手縣鑛山誌にあるように、むしろ選炭における品質確保、
コスト削減がネックになったのかもしれないが、その原因が水利の悪さとされているのは、
先般の大水害を見ると皮肉に思える。
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寄稿文（Ⅱ）

奥州藤原文化と一本松経塚
高 橋 與 右 衞 門
Ⅰ はじめに
今回経塚をテ－マに一稿をまとめることになったが、主題に入る前にいわゆる宗教観につい
て前段として若干触れておく必要があろう。
私が関わってきた遺跡の発掘調査という分野では、宗教の分野については「いのり」とか
「まじない」と言う表現によって示して来た経緯がある。それは、信仰心は言うなれば究極は
宗教心であることのほかならないからである。日本の宗教については、ファジーな問題を多々
含んでおり、世界的な宗教である仏教が伝来するまでの実態が、中々理解・掌握しきれていな
いことの他、政教分離と言う原則の中での取扱が非常に微妙であることにも起因し、全容の把
握が非常に困難であることもまた其の一因である。次項から随時その実態的な内容について記
すことにしよう。

Ⅱ 仏教の伝来
本項では仏教が伝来する以前と以後に分けて、その実態の概略をまとめることにするが、こ
こでの信仰－宗教観は特定の神仏を対象としていないことを明記しておきたい。
１ 仏教伝来以前の「いのり」と「まじない」
「祈り」や「まじない」と言う行為は、既に約 13,000 年位前から存在していたことが、こ
れまでの発掘調査によって明らかにされている。それも、死者を墓と言う特別な施設を構築
して埋葬するという、現在に継続する行動がもう既に始まっていたことを示していることで
ある。勿論、現在、世界的に流布しているキリスト教や仏教と同じ形の宗教では無いことは、
誰しも納得がいくことであろう。それでは、その実態をどう知ることが出来るのか示してお
こう。
岩手県内の遺跡では確認されていないが、北海道の知内町(しりうち)に所在し、昭和５８
年に発掘調査された湯の里４遺跡から、国内最古の墓とされる土壙(どこう・墓穴の意味)が
発見されている。墓の中からは琥珀(こはく)や石製の垂れ飾りと小玉、其の他に石製の石刃
(ナイフ)･石刃核や細石刃など１４点出土したが、これらの遺物は埋葬された死者への供え物
として埋められた品物と解釈されている他、穴の中の土から大量の花粉も検出され、埋葬時
に献花された植物の花粉ではないかと推測されることから、約１万３千年前の墓であると結
論づけられている。
縄文時代になると、岩手県内でも二戸市の上里遺跡、軽米町の大日向Ⅱ遺跡や宮古市大附
遺跡などから埋葬人骨が出土している他、盛岡市萪内遺跡の土坑群なども墓の跡と解釈され
ている。このような状況は次の弥生時代、さらには古墳時代の仁沢瀬遺跡の墓壙など、平安
時代のある時期まで継続していたと考えられている。それは、単独の墓壙だけではなく、溝
で円形に区画する古墳も、仏教などという特定の宗教規範に従った行為とは理解されていな
いのである。
それでは「いのり」
・「まじない」の根源は何かと言うことになるが、おそらく、縄文時代
は自然崇拝と祖先崇拝、その後は稲作儀礼祭祀による信仰形態、仏教伝来後はその宗教理念
に則ったものと推測するのが最も妥当な考え方と思われ、ここに初めて現在に続く神仏混合
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による信仰の形が成立したものと考えることが出来よう。では、現在に継続する信仰形態へ
と替わった時期は何時かが問題となってくるのであるが、おそらくは、岩手県に仏教が何時
頃伝来したのかと、さらに、一般住民に何時頃から普及したかが、根底に関わっているもの
と考えられる。
次に岩手県に何時頃に仏教が伝来したのか考えてみることにしよう。
２

岩手県への仏教伝来

岩手県に何時頃仏教が伝来したのであろうか。その前に日本への伝来、東北地方への伝来
を知る必要があろうと思うので、前段としてその概要について触れておこう。
日本は現在、世界的には仏教国と理解される場合が多いと思うが、実際は次第に無宗教の
方向に進んでいるとも言われる今日この頃である。それでは、仏教が日本に伝来したのは何
時かと言うことであるが、
『日本書紀』の欽明天皇１３年(５５２年)に、「百済国(朝鮮半島の
国)の聖明王(せいめいおう)が仏像や経典とともに仏教流通の功徳(くどく)を賞賛した上表文
を献上した」との記載から、この時に日本に仏教が伝来したとされ「仏教の公伝」としてい
る。結果的に時の朝廷は国教として受け入れ、全国の官衙に付属する国分寺と国分尼寺が建
立されたが、東北地方では多賀城にも建立されていることから、東北地方にも７世紀後半に
は伝来したことを示す。
それでは岩手県への伝来は何時かが問題となるが、宮城県と同様に朝廷の出先機関であっ
た胆沢城が、西暦８０２年に現在の奥州市に建置されたが、付属寺院が建立されたとする記
載がなく不明なのである。胆沢城跡の至近に「伯斉寺跡遺跡」があり、胆沢城跡と同じ瓦の
出土から付属寺院跡と司藤真雄氏から示されているが文献上の確証がない。同じように志波
城は全く不明、徳丹城については紫波町古館の高水寺廃寺を付属寺院とする考えもあるが、
いまいち決定打が無く判然としない。現在、岩手県内で廃寺跡として第１表に記載の２６ヶ
所知られており、その中の奥州市の「伯斉廃寺」と北上市「極楽廃寺」が９世紀代の廃寺跡
とされることから、９世紀代には仏教が伝来したものと解釈して大過ないであろう。
№
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

名

称

黄金堂遺跡
白坂観音･白坂薬師
仁王廃寺
高水廃寺
大荘厳廃寺
円満廃寺
東禅廃寺
上鬼柳廃寺
岩崎台地廃寺
横町廃寺
大竹廃寺
極楽廃寺
白山廃寺
伯斉廃寺
金竜廃寺
益沢廃寺
髙勝廃寺
新山廃寺
長者原廃寺
醍醐廃寺
平泉町の廃寺跡群
花館廃寺
泥田廃寺
長勝廃寺
骨寺廃寺

所在地
岩手町
八幡平市
盛岡市
紫波町
紫波町
花巻市
遠野市
北上市
北上市
北上市
北上市
北上市
北上市
奥州市
奥州市
奥州市
奥州市
奥州市
奥州市
奥州市
平泉町
平泉町
一関市
一関市
一関市

時

期

10世紀頃？
11世紀？
11世紀？
12世紀以前？
12世紀？
12世紀？
建武頃(中世)
10世紀頃？
11世紀頃？
10世紀頃？
平安時代
９世紀？
平安中期
９世紀？
平安前期？
12世紀
12世紀
12世紀？
10〜11世紀？
平安末期？
12世紀
12世紀
11世紀？
平安前期？
12世紀？

事

歴

塑像螺髪･鰐口と土師器･須恵器や仏堂跡発見。
遺構は不明だが、一尊像の八陵鏡御正体出土。
仏像は玉山区東楽寺にある。明治維新時廃仏毀釈で移転。
『吾妻鏡』に記載あり。1189年に存在した。
12世紀樋爪館跡地内に存在と伝承。仏具(馨)出土。
布目河原と鴟尾河原片を表採。
寛永10年に盛岡城下に移転。
発掘調査で「寺」の墨書土器や奈良二彩、仏堂跡が出土。
発掘調査で遺物の出土は無いが寺院跡らしき建物跡発見。
発掘調査で仏堂らしき礎石建物跡を発見。
発掘調査で土師器・須恵器・鉄鐘・長押化粧釘出土。
『文徳天皇実録』天安元年(857)の定額寺に比定。
発掘調査で礎石建物と各種瓦片、土師須恵破片出土。

胆沢城と同じ瓦出土。胆沢城の付属寺院？。
嘉承３年(850)に慈覚大師円仁の開基伝承。
元中尊寺蔵(現高野山蔵)の金銀字経を元永２年に書写。
昭和９年発見の石櫃に髙勝寺長承４年(1134)の紀念あり。
藤原清衡が奥羽1万ｶ村に1万ｶ寺を建立し新山寺と命名。
県指定史跡。発掘調査で礎石建物を複数発見。
未調査のまま消滅。大日堂に古仏像３体残存。
観自在王院や無量光院等数多くあり。
昭和25年の学校建設時に礎石建物跡や各種遺物が出土。
県指定史跡。発掘調査で建物跡と各種の遺物発見。
天長10年(833)の太政官符に記載。金銅仏他2体の仏像。
慈覚大師の骨を埋葬したとする塚あり。
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26 松川廃寺

一関市

12世紀

第１表 岩手県古代寺院跡一覧

平泉円隆寺の修正会の水運んだ。仏像が残存。

(昭和 53 年

岩手放送編集の『岩手百科事典』から集成)

全体的にみると１１世紀代が５ヶ所、１２世紀代が９ヶ所と、ほぼ半数の１４ヶ所が安倍
氏と藤原氏が活動した時代に建立されたと推測されており、岩手県内には官衙創建の９世紀
頃に伝来し、その後、時間の経過とともに地域権力者の庇護の元に、次第に全域に布教・定
着していったものであろう。これらの廃寺跡の殆どは和賀郡以南に立地しており、安倍氏と
藤原氏の采地範囲内であることは、これらの廃寺跡は上記した両氏の影響下に建立されたと
解釈して大過ないであろう。一方、安倍氏の采地であった紫波郡と岩手郡には紫波町の高水
寺廃寺と大荘厳廃寺、盛岡市の仁王廃寺、岩手町の黄金堂跡、八幡平市の白坂観音と薬師廃
寺が知られている。その中の紫波町所在の２廃寺は１２世紀かとされ、平泉藤原氏の一族と
される樋爪氏の館跡に関連する地域に立地するが、他は１０〜１１世紀代とされており藤原
氏以前の安倍氏との関連を推測出来る。 このようなことから考えると、岩手県内に仏教が
普及したのは官衙を創建した９世紀以降とするのが妥当であり、その後、次第に紫波郡や岩
手郡にも伝わったと言えよう。それも、藤原氏の前の覇者である安倍氏の活躍した１１世紀
頃に一気に普及したということが出来ようか。

Ⅲ 奥州藤原氏と仏教
岩手県平泉町は１２世紀のほぼ１００年間に亘って、時の都「京都」に似た形で栄えたが、
その発展の原動力としてその主役を演じたのが、清衡から基衡、秀衡そして泰衡の４代続い
た藤原氏一族であることは周知のことである。永らく藤原氏の先祖は不詳とされたが、実は
『造興福寺記』に記載される「六陸(陸奥の国のむつ)亘理権大夫経清」と記録されている、
宮城県亘理郡の副知事のような役職で地方官衙に下向していた人物の子孫であることが判明
し、そのまま現地に土着した人物「経清」の子孫「清衡」であると言うことができ、その母
親が安倍氏の娘である。
藤原氏が平泉の市街地を造っていく過程の理念は、浄土思想による仏国土の形成であった
とされるが、それは過去３８年間続いた源氏と安倍氏・清原氏との間で長期間続いた戦乱に
よる犠牲者を供養することにあったとされている。その表れが初代清衡の中尊寺、２代目基
衡の毛越寺と夫人の観自在王院、３代秀衡は無量光院をそれぞれ建立し、さらに、有り余る
財力に委せて中国から宋版一切経の経典の他、多くの中国陶磁器を輸入したことは、現在に
遺されている遺跡や発掘調査で出土する中国陶磁器の優品が、その行動の結果を如実に示し
ている。
このように、平泉は藤原氏により仏教に彩られた町として完成し、その姿の片鱗が現在の
平泉の金色堂に代表される遺跡や遺構そして出土品に受け継がれている。
１２世紀の仏教を語る時、忘れられないことに末法思想とそれに関連する経塚の造営があ
り、次項で詳細について記載を進めていこう。

Ⅳ 経塚信仰のあらまし
経塚は、仏教における予言思想の一つであるが、末法思想に伴う供養の形として造営され
たとされている。末法思想の中に、釈迦の立教以来の千年を正法(しょうほう)、次の千年を
像法(ぞうぼう)、その後の千年を末法(まっぽう)の三時観に分けて考え、釈迦の教えが及ば
なくなる末法では、仏法が正しく行われなくなる、とする仏教(特に大乗仏教、日本は小乗
仏教)の中での考えであるが、日本では平安時代から具現化してくる。特に永承７年(1052)
は末法元年として多くの人々に恐れられ、末法の世まで経典の保存を目的とした供養のため
に、経塚が盛んに造営された。この風潮は都「京都」だけではなく全国に広まるとともに、
都から遠い陸奥の地までも伝わった。岩手県においては、陸奥に君臨し平泉に住した藤原氏
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の力・影響により北上川流域に数多くの経塚が築かれることとなり、その結果が現在に伝わ
っていることになる。しかし、発掘調査で塚の内部から経典が出土した例は殆どない。そし
て、経塚を造営する風習･習慣は、中世から江戸時代の一字一石経塚の造営まで続いている
のである。岩手県内には３０ヶ所の経塚の存在が知られているが、分布調査や広域に係る開
発事業などで偶然発見される場合が多く、今後も増加することが推測される。個別名称は第
２表に岩手県内の経塚一覧として掲載した。
№

名 称

所在地

時期

基数

１ 高倉東ﾉ森経塚
２ 鹿ﾉ畑経塚
３ 金鶏山経塚

一関市
一関市
平泉町

12後半
12後半
12前〜後

不明
２
１

４ 鈴掛森経塚
５ 寺ﾉ上経塚
６ 五輪堂経塚

平泉町
奥州市
奥州市

12？
12後半
12後半

１
４
不明

７
８
９
10
11
12
13
14

三子田経塚
羽田地区
伝豊田館跡
万松寺経塚
髙勝寺経塚
南部工業団地
新山神社
丹内山経塚

奥州市
奥州市
奥州市
奥州市
奥州市
北上市
北上市
花巻市

高松山経塚群鋼塚
高松山経塚群鉞塚
高松塚群経塚
小瀬川Ⅰ経塚
新山神社境内
伝比爪館経塚
花立地区
山屋館経塚
城内山頂経塚
湯壺経塚
内村地区
一本松経塚
玉山館経塚
西方寺毘沙門堂
毘沙門堂経塚
29 土踏まず丘経塚

花巻市
花巻市
花巻市
花巻市
紫波町
紫波町
紫波町
紫波町
矢巾町
盛岡市
盛岡市
盛岡市
盛岡市
一戸町

30 越戸内経塚

陸前高田市 12前半

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

二戸市

12後半
12後半
1後〜12前
12後半
長承4年
12中頃
12後半
12後半
12後半
12後半
12後半
12後半
12後半
12後半
12後半
12前〜後
12中頃
12後半
12後半
12前半
12か？
12後〜13
初
12後半

不明
不明
不明
１
不明
７
不明
２
２
不明
不明
不明
不明
不明
不明
４
１
不明
不明
１
２？
２
１

形状

主体部

出

土

遺

物

常滑三筋文壺2
常滑三筋文壺1
渥美袈裟襷文壺、常滑三筋壺1、常滑甕5、
銅製経筒1、平瓦1、土製皿1、漆器椀残片
2、刀身残片2、木材残片、砂金

円形
円形

円形
円形

有槨色

円形

有槨色？

隅丸方形

土壙

円形

有槨色

方･円形

不明

不明
不明
不明
不明
円形
不明
不明
不明
円形
円形
円形

不明
不明
不明
不明
有槨色
岩盤穿孔

台形

不明

不明
石組有槨

渥美壺1、法華経墨書土器多数
珠洲波状文壺1、常滑三筋文壺または二筋
文壺
常滑三筋文壺1、
常滑三筋文壺1、
中国白磁四耳壺1、
渥美壺1、
石櫃1、
渥美刻文壺1、
常滑三筋文壺1
石製経筒1、中国戦18枚、白磁四耳壺1、
湖州鏡1、
常滑三筋文壺1
常滑三筋文壺1、渥美片口鉢1
白磁壺1、
珠洲波状文壺1、
常滑三筋文壺1
珠洲壺1、
常滑三筋文壺1
須恵系波状文四耳壺1、常滑三筋文壺1、
渥美袈裟襷文壺1、
常滑二筋文壺1
常滑甕1、
渥美おおあらこ窯壺1、
壺1、
須恵系波状文壺

猿投短頚壺1、猿投壺1、須恵系波状文四
耳壺1、刀子4、
不明
不明
不明
渥美おおあらこ窯壺1、
岩手県立博物館第 50 回企画展図録『岩手の経塚』から集成

第２表 岩手県内の経塚一覧

１ 経塚の分布範囲が平泉文化のエリア
第２表に示したとおり、岩手県内で経塚が３０ヶ所でその存在が確認されているが、詳細
な分布調査を実施するとまだ増加するものと推測されている。分布の密度には地区により若
干違いはあるが、ほぼ全域に分布しており、強いて言えば一関市から盛岡地区までの北上川
流域に多く分布すもことを見て取れる。特に花巻市〜一関市の範囲、さらに藤原氏の一族樋
爪氏の本貫の地である、紫波町と盛岡市地区でもやや濃密に分布する。その分布範囲の西域
の経塚が雫石郷の旧繋村(現盛岡市)に所在する「一本松経塚」であると理解することが出来
よう。この表では沿岸地区の分布が少ないものの、釜石市の大天場山からも常滑の壺が出土
しているし、最近の震災復興住宅地建設に係る発掘調査で、釜石市と宮古市や山田町などで
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も１２世紀代のカワラケの出土が確認されており、１２世紀代には三陸沿岸部を含む岩手県
ほぼ全域に藤原氏の影響が及んでいたことを示している。さらに二戸郡地域やその以北でも
経塚の存在が知られており、奥六群とその北部も１１世紀代には安倍氏や清原氏の采地であ
り、１２世紀にその実績を引き継いだのが藤原氏であることから、北東北一円に経塚が造築
されたことも納得出来る結果と言えよう。

２ 盛岡・紫波地区の経塚遺跡とその存在意義
前掲した岩手県内の経塚一覧表に記載される３０ヶ所の経塚の内、盛岡市〜紫波町管内に
立地する塚として９ヶ所あり、特にも紫波町・矢巾町に５ヶ所、他の４ヶ所が盛岡市管内で
ある。
この数を多とするか少とするかは微妙であるが、少なくも滝沢市、八幡平市の旧岩手郡分
では現段階では存在が知られていないことは事実であるが、八幡平市には安倍氏の時期の白
坂観音と白坂薬師の寺院跡の存在が明白であり、仏教文化を受け入れていたことは明らか
である。特に八陵鏡の鏡面に一尊仏を刻んだ御正体の出土がその証明となろう。このような
状況は岩手町地区でも黄金堂遺跡付近の山中に、古代の山岳寺院の伽藍跡の存在が推測され
ていることから、仏教の信仰形態はほぼ確立した状況と言えよう。
雫石町地区では古代寺院跡の存在は知られていないが、経塚の存在は仏教の信仰基盤が成
立していたことを推測出来るし、至近のかつての志和郡であった飯岡地区でも湯壺経塚と内
村経塚が存在することは、お互いの関連を考えるのに十分であろう。さらに矢巾町城内山経
塚もその流れで理解可能である。このことは、１２世紀代に仏教信仰ひいては経塚信仰を受
け入れた人物が在住した可能性を強く示唆している。おそらく、最初の発信地は平泉であり
その人物は藤原氏であろうことは明白であり、それが志和地区の樋爪氏を経由してその影響
範囲に経塚が造営されたと考えることが出来よう。
以上のように、雫石川流域に古代寺院跡の存在は知られていないが、
「一本松経塚」の存在
は、１１世紀代には安倍氏の采地、１２世紀代には藤原氏の采地であり、その管理下にあっ
たことを示すと考えられる。もう少し言えば、１２世紀の繋地区には藤原氏か樋爪氏の配下
に相当する人物の存在を想定する必要があろう。その人物が、『寛政重修諸家譜』に寿永
３年(1184)に戸澤荘に下向とする戸澤氏ではないことは確である。しかし、１２世紀にこの
地区または至近に集落が形成されていたことは読み取れ、もしかすると鄕内最初の基本集落
が繋地区に存在した可能性も推測される。では次にその「一本松経塚」について記載しよう。

３ 一本松経塚の状況
経塚は繋地区の現温泉神社の東、湯の館山から南西に延びる尾根の突端部に位置し、大き
な一本松と呼ばれる赤松の生える場所にあることから、
「一本松経塚」と呼ばれている。
塚の場所と出土した壺の実測図を下掲したので参考にして欲しい。
塚は、かつて経５ｍほど
の土饅頭形に周辺部より盛
り上がった所謂「塚」状を
なしていたが昭和20年代後
半(正確な時期は不明)に、
その当時、旧御所村立繋小
中学校の細川某校長先生と
学童達が発掘したとされて
いる。
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その状況を記録した報告書が無いので詳細は不明であるが、その時に盛り土を除去したとこ
ろ、中心部で川原石をほぼ円形状に配置した場所が見つかり、「その中心部に立った状態で埋
め込まれた壺が見つかった」ことを記憶していると言う。その後の研究で埋められていた壺
は愛知県渥美半島に所在する「おおあらこ窯」で12世紀前半頃に焼成された壺であり、岩手
県内では陸前高田市矢作町の「越戸内経塚」から出土した壺と、形式的にも時期的にもほぼ
同様であることが判明し、原産地の愛知県でも完形品の数少ない製品とされている。
この壺は、現在、盛岡市から文化財の指定を受け、市立遺跡の学び館で展示公開されてい
る。この様な主体部の構造は、紫波町の山屋館経塚(筆者も発掘調査関係者)の構造とまった
く同じであるが、山屋館に埋められた壺は常滑産と北陸の須恵器系であることから時代的に
も若干新しいといえ、それからかすると繋一本松経塚の方が若干古いことになる。

4

雫石町内に存在する塚状の遺跡
雫石町内には地面に塚状の高まりを持つ遺跡が９ヶ所知られ、遺跡台帳には塚や古墳とし

て登載され、言うなれば地面が塚状に盛り上がる現状を古墳という言葉で表現したものであ
ろう。
昭和５４年発刊の『雫石町史』に掲載の雫石川流域の遺跡一覧表によると次のようである。
№ 台帳番号
１
２
３
４
５
６
７
８
９

03-013
03-012
03-015
03-014
03-011

遺

跡

名

イタコ塚古墳
上野館跡
安庭古墳
高前田古墳
八卦堂古墳
晴山古墳
虚空蔵古墳
イタコ塚
五輪森古墳

時

代

不明
不明
15世紀
不明
不明
不明
中世？
不明
不明

所

在

地

町内繋字新城
盛岡市繋字上野
町内西安庭字幸輔
町内１地割高前田
町内３地割八卦
町内長山字晴山
町内御明神字滝沢
町内長山字小松
町内長山字小松

備

考

方形墳１基
館内の塚を岩手大学が調査。詳細不明
昭和49年に御所ダム関連で調査
円墳と上下方墳あり。
墳墓であろうとしている。
刀陵古墳とも呼ばれる。
昭和36年に岩手大学で調査
塚とのみ記載
五輪塔の側、供養塚か？
昭和 54 年刊行の『雫石町史』より

第３表 雫石川流域に知られる塚、古墳遺跡一覧
上記９ヶ所の塚の内、実際、発掘調査されたのは岩手大学の板橋源先生による御明神の虚
空蔵古墳の調査と、盛岡市萪内地区の上野(かみの)館の中にあった塚に対する岩手大学の草
間俊一先生の調査がある。虚空蔵古墳については昭和 50 年頃、県教委にあった調査報告書
を一読したが、盛り土による高塚状ではあったが、主体部と言うような特別な施設は確認で
きず、副葬品と解釈出来る遺物の出土も無く、結論としては経文の記載された紙片を埋めた
経塚のような遺構と結論づけられていた、と記憶している。上野館跡の塚については、地区
民から岩大で「掘った」と言う話は聞いたが、報告書も無く詳細は全く不明である。
安庭古墳については、昭和４９年に御所ダム建設関連遺跡として筆者が担当者として発掘
調査を行った。詳細は発掘調査報告書に譲るが全体が堀で区画され、ほぼ中心部に長方形の
深さ１ｍ程の土壙が掘られ、底部は石敷であったが内部から何も出土しなかった。ただ、区
画した堀の埋土から１５世紀(室町中期)の愛知県瀬戸地方で焼かれた灰釉陶器の折縁深皿と
卸皿の破片が出土したことから、明確ではないが室町中期頃の経塚遺構であろうとの結論に
なった。

Ⅴ まとめ
あまり紙数が無いので簡単にまとめをしておこう。
当経塚は、平泉の平泉文化が隆盛を極めた１２世紀代前半期頃に、平泉藤原氏の一族であ
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り、紫波町の樋爪館を本拠地とした樋爪氏の影響下の中で、その采地一円に仏教信仰に係る
行為の中で構築された経塚であることは明白である。ということは、当滴石郷のこの時は藤
原氏の采地であったことは確実であり、その差配を受けて実行出来る人物の存在が認められ
る。もう既述したように、文献記録では確認不能であるが、戸澤氏系図に記載から戸澤氏の
存在は否定されることだけは確実であろうことを記しまとめとする。
なお、本稿は『甦る 滴石郷の歴史』の記載と、経塚関係資料からの新稿である。

寄稿文（Ⅲ）

雫石八景と周辺諸事
会員

関

敬 一

１・はじめに
先日インターネットで雫石町のホームページを見ていたところ「雫石十景」という言
葉に目がとまった。そこにはこう書いてあった。――雫石十景とは、平成８年に「雫石
十景選定委員会」が、町民の方々からのアンケート調査などを元に選定した雫石町の 10
の景勝地です。この十景が決定する以前は、雫石八景と称される景勝地がありましたが、
宅地開発や農地の拡大に伴って景観が大きく変わり、現在の十景となりました。――
この書き方だと、
「『雫石八景』は、つい最近まであったが宅地開発等でその景観が変
わってしまった。そこで新たに十景を選定した。
」と読める。しかしこれでは「雫石八
景」を知る人なら首をかしげたくなる。実は「雫石八景」は江戸時代に選定されたもの
で、戦前までは知られていたが、いまでは耳にすることの少ない「風景」なのだ。それ
は長い時間の中で＜時代が変わり＞記憶が薄れていったもので、決して「宅地開発」や
「農地の拡大」によって消えたものではないのである。もちろん八景の中には、今とな
っては目にすることができない風景もあるが、雫石町の歴史をひもとけばそのほとんど
の景色や姿がほうふつと甦るのである。
今から 155 年前の経緯をみると選考に当たった“雫石の碩学の方々”の文学的な素養
の深さやそれに裏打ちされた見識も感じられて大変興味深い。
正真正銘の「雫石八景」とそれにまつわる「諸事」を見てみよう。

２・雫石八景の対象と現状
「雫石八景」とは次のとおりである。
１)

巌鷲（がんじゅ）の残雪

２)

籬野（まがきの） の月

３)

御所

４)

駒木野(こまぎの) の雨

（ごしょ） の帰帆（きはん）

５）舟原沢（ふならざわ）の紅葉

（＝船原とも）

６)

姥屋敷（うばやしき）の落雁（らくがん）

７)

廣養寺（こうようじ）の晩鐘

８)

恵照山（えしょうざん）の納涼
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「巌鷲」は岩手山のことで、
「籬野」は雫石駅の南方の高台である。
「御所」は現在の御
所ダムによってできた御所湖に架かる繋大橋の上流付近にあった御所の船場のことであ
る。
「駒木野」は西根地区にあり明治維新後、禄を失った盛岡藩士たちが入植した所と
して知られる。
「舟原沢」は、国道４６号（旧秋田街道）沿いの橋場小学校と橋場集
落の中間の南側にある沢と崖地のことである。姥屋敷は滝沢市管内にあり、同市立姥屋
敷小中学校に近い。廣養寺は、雫石町内の寺で通称「上寺（かみてら）さん」だ。恵照
山は、臨済寺、通称「中寺（なかてら）さん」の山号である。
岩手山の残雪は昔と変わらぬ景観を見せ、舟原沢の紅葉もまた美しさを残し、恵照山
臨済寺の納涼も味わいを残しているが、籬野、駒木野、そして姥屋敷は開拓が進み、そ
の景色も大きく変わった。
「御所」は御所ダムの建設で湖底に沈んでしまった。廣養寺
の鐘は戦時中に徴用されてしまい、今はその響きを聴くこともできない。

３・「八景」はどのようにして選定されたのか
安政 6(1859)年早苗月、雫石村の 歌人諏訪歌随と 廣養寺十四世益雄法寛師が臨済寺
住職の石叟珉師 を訪ね、三人で南部八景や近江八景を思慕し、これらに匹敵する景勝の
地として＜雫石八景＞の選定を行いました。
安政６年といえば明治維新の９年前。世情に幕末の気配が漂いはじめたころである。
この雫石郷では安政２年から４年間米の不作が続いており、人々の心は天下国家とは別
な切実な不安感に覆われていた。上記の三人は地域の文化人として、こうした世の中を
少しでも明るくしようと考えたのであろうか、雫石郷が他に誇りうる景観を選びだし、
これを愛でることによって民人の心を慰めようと「雫石八景」の選考に取り掛かったも
のと思われる。
手本にしたのは、全国的に知られる「近江八景」や「南都八景」
（奈良東大寺周辺の
景色）であった。いずれも室町時代には文人たちによって取り上げられていたようであ
るが、雫石の三人が最終的に選んだのは両者のうち「近江八景」であった。
近江八景とは、琵琶湖周辺の代表的な名勝 8 カ所を選んだもの。その選定には、中国湖南
省洞庭湖（どうていこ）付近の名勝・瀟湘（しょうしょう）八景が参照されている。室町時
代には、その瀟湘八景をもとにさまざまな日本の風景が漢詩に詠まれたが、現行の近江八景
が登場するのは江戸時代の初め頃とされる。以後、屏風絵や版画の題材として流行したこと
で知られている。
江戸時代中期には、盛岡城下でも藩主自ら「盛岡八景」を選んだとされているが、草深い
この雫石の村で「雫石八景」が選考されていたことにまず驚く。
雫石村の歌人諏訪歌随と二人の僧侶がモデルにした＜近江八景＞は次のとおりである。
雫石八景を右に対比させてみた。

石山秋月

［いしやま の しゅうげつ］ （石山寺）

勢多（瀬田）夕照 ［せた

の せきしょう］（瀬田の唐橋）

…籬野の月
…舟原沢の紅葉

粟津晴嵐 ［あわづ

の せいらん］ (粟津原)

…恵照山の納涼

矢橋帰帆 ［やばせ

の きはん］ （矢橋）

…御所の帰帆

三井晩鐘 ［みい

の ばんしょう］（三井寺（円城寺））

唐崎夜雨 ［からさき
堅田落雁

の やう］（唐崎神社）

［かたた の らくがん］（浮御堂）

比良暮雪 ［ひら

の ぼせつ］（比良山系）

…廣養寺の晩鐘
…駒木野の雨

…姥屋敷の落雁
…巌鷲の残雪
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参考までに盛岡藩主が選定したという「盛岡八景」も掲げてみる。
＜盛岡八景＞ ＜江戸中期に、南部氏 33 代利視（一説には 36 代利敬）が選んだ盛岡八景＞
1

鵜飼の晴嵐、2 新山（河岸）の帰帆、3 梁川の夜雨、4

5

沢田の夕照、6 太田の落雁、7 北山の晩鐘、8 岩鷲の暮雪。

新城（岩山）の秋月、

＜『内史略』中の盛岡八景＞
1

舟橋夜雨、2 夕顔瀬夕照、3 古川の落雁、4 手代守の帰帆、

5

たた羅山暮雪、6 北上川の秋月、7 愛宕山晩鐘、8 北山晴嵐。

＜「舟橋八景※」を「盛岡八景」とよぶ場合＞
※舟橋は現在の明治橋の所にあった舟を繋いだ橋のこと
1

安庭晴嵐、2 北上川帰帆、3 高嶋夜雨、4 鑪山（たたらやま）秋月、

5

舟橋夕照、6 沢田落雁、7

円光寺晩鐘、8 岩手山暮雪。

〔資料「岩手百科事典」(1978・岩手放送(株)発行)〕

４・近江八景を手本にしながらも独自性
これらを見ておわかりのとおり、盛岡の場合は三種類の八景のいずれも、漢字の情景
二文字（例；晴嵐、帰帆など）は近江八景とまったく同じである。
雫石八景は、およそ半分において近江八景とは少し異なる表現を用いていることがわ
かる。近江式の情景にふさわしい景観が雫石村にはなかったのか、あるいは雫石の独自
性を示したものなのか。私は雫石の選者三人の「無いなら、無いなりに次善のものを」
の見識だったと思う。それは次の理由からである。
「近江八景」
、
「盛岡八景」ともそれぞれの景色に、著名な絵師の見事な絵が添えられて
いるが、雫石八景にはそれがない。その代わりに八景にそれぞれふさわしい和歌が添え
られているのである。おそらくは俳人である諏訪歌随が主導して進めたのかもしれない
が、ここに「雫石八景」を大いに愛でようとする三人の心意気を感じるのである。
近江八景

江戸後期の浮世絵師・歌川広重によって天保５(1834)年頃に描かれた「近江八景」。「東海道
五十三次」で成功を収めた広重の代表作でもあり「近江八景」の錦絵としての傑作でもある。
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盛岡八景も絵に描かれた。
江戸時代の盛岡でも季節ごとの風物を取り上げ「太田落雁」や「北山晩鐘」「巌鷲暮
雪」などが題材になった。江戸中期の巻子本では水墨画の八景が描かれている。
江戸生まれで全国的に活躍した柴田是信は「舟橋八景図」（下図）を残した。北上川
に架かる舟橋から岩手山にかけての風景を柔らかな淡墨で描写している。制作年は天保
12（1841）年とされる。

５・「雫石八景」にみる高い文芸性
このようにして選定された「雫石八景」
。撰者たちの素養を反映して極めて文芸性の
高いものとなっている。
まず、序文からしてすごい。臨済寺の石叟珉師の筆なる次の一文は漢詩の世界だ。
がいがい

鎧々たる岩鷲の雪
こうぜん

嚝然たる籬野の月
ようよう

颺々たる御所の帰帆
じゃくぜん

寂然たる駒木野の雨
えんせん

嫣娟たる舟原沢の紅葉
あいあい

哀々たる姥屋敷の落雁
いんいん

殷々たる廣養寺の晩鐘
そうぜん

爽然たる恵照山の納涼
序文も格調高いが、さらに八景それぞれにふさわしい和歌が添えられている。
それでは、以下「雫石八景」それぞれにまつわる新旧さまざまの事柄を添えながら
１５５年前の景勝の地を味わっていきたい。
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