


はじめに

永滝　稔

　春になりました。この冬は寒さがきついように思えたので、ようやくという感じです。
　さて、ここに『CROSS ROADS』第 12 号をお届け致します。
　本号は、『赤松啓介―民俗学とマルクス主義と―』を刊行していただいた岩田重則さ
んにエッセイをご執筆いただきました。赤松啓介というと、私の世代などは 80 年代・
90 年代に某社会学者の方などが、赤松の「夜這い」の研究に関してさかんに取り上げ、
話題になっていたことを思い出します。そのせいか、すっかり「マージナルな民俗学者」
イメージがついてしまった感じでしたが、本書はそのイメージを払拭するものとなって
います。
　また荻原魚雷さんによる連載「追分道中記」は第 2 回目となり、内藤新宿と酒折を取
り上げられています。
　そして、永滝勇の「連載　私が見た戦前の中国・台湾」では、天津から南京へと移動
する話ですが、何しろ戦時下の鉄道移動だったので結構大変だったようです。この話も
よく父から聞かされてきましたが、改めて文章で読むとまさに貴重な戦時体験の一つと
も思えて感慨深いものがあります。
　また、このページの下の広告にあるように、有志舎と提携している高円寺の古書店・
ブックカフェ・酒房である「コクテイル書房」は、大学研究室などの蔵書整理・買取な
どの経験も豊富な古書店です。研究者・読者の皆さん、ぜひ、お声がけください。
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　赤松啓介の学問を理解するためには、そこ
に登場する集落・遺跡・河川・山岳など地理
的環境を追跡し、体験的である必要がある。
なぜならば、赤松はそれらを実際に歩きフィ
ールドワークを行ない、そのうえで調査資料
を提出、特定の地域に即して議論を展開して
いるからである。概念図をともなうこともあ
り、それに沿って確認する必要もある。
　今回、そのすべてを実行できたわけではな
いが、重要な論考について、それを行なって
みた。うかがい知ることのできたことは、赤
松のフィールドワークによる調査資料が確実
であること、そして、これがもっとも重要な
ことであるが、そのフィールドワークが特定
の地理的範囲に対して行なう徹底した悉皆調
査であったことである。
　たとえば、1933 年（昭和 8）3 月の一度目
の検挙前、赤松がエネルギーをそそいだ生駒
山脈地域民間信仰調査は、北は星田妙見から
南は信貴山にいたるまでその山麓全域に及
び、中心寺社・谷筋ごとに整理、そこにおけ
る新宗教の勃興、庶民の救済心の氾濫を、多
くの水行場とともに論証する。また、一度目
の検挙から釈放され、兵庫県加西郡下里村に
帰省したのちに行なった考古学的調査は、加
西郡から加東郡西部、加古川支流下里川流域
から加古川本流域を設定し、この地域の古墳・
初期仏教寺院を網羅する。兵庫県播磨地域を
中心とする用水慣行調査では、集落ごとの調
査を踏まえ、この地域の用水慣行を溜池灌漑

（イケガカリ）・用水灌漑（ユガカリ）・湧水
灌漑（テンスイ）・小規模溜池灌漑（カエタ）
に 4 分類し、そのうえで、用水からの直接的
取水ではなく、オチミトと呼ばれる上段の水
田の排水を下段の水田へ通水する用水慣行を
重視する。拓きつくされた小農の灌漑農業の
微細な様式を明らかにしている。
　赤松が採用したこの特定の地理的範囲にお

ける悉皆調査、調査方法を、こなれない命名
ではあるが、仮に区画調査法とでもしておこ
う。
　赤松のこの区画調査法は、民俗学のみなら
ず地域研究全般に適応可能な調査方法論とし
て、有効であると考えることができないだろ
うか。
　というのは、民俗学ではそもそもちゃんと
したフィールドワーカーが少ない。みずから
が設定した調査研究対象の解明のために、適
切な調査方法を選択、フィールドワークによ
って資料を作成、分析を行なう研究者が少な
い。これは、赤松の同時代だけではなく現在
にいたるまで同様であろう。
　現在では、調査方法など議論されることす
らないが、かつて、おそらく唯一といってい
いほど一般的であった調査方法に総合民俗誌
的調査がある。1960 年代から 1980 年代まで、
自覚するしないを問わず、それが専門の研究
から学生の実習にいたるまでふつうであっ
た。この総合民俗誌的調査は、地理的範囲を
無視、対象をあるひとつの集落に限定し、民
俗誌的調査を行なう。大項目を、おおよそⅠ
生産生業、Ⅱ村落構造、Ⅲ人生儀礼、Ⅳ年中
行事、Ⅴ民間信仰、Ⅵ口承文芸、Ⅶ民俗芸能
に分類し、たいてい共同調査であった。機能
主義の影響を受け、特定の集落の民俗事象を
有機的関連性のうえに把握する。
　現在では、この総合民俗誌的調査も機能主
義も死語に近い。それのみならず、研究対象
とフィールドを一体化させた調査方法論など
なきに等しい。
　赤松は総合民俗誌的調査を採用したことは
ない。機能主義への理解もなかろう。これら
が一般的になる以前に民俗学徒として立った
ので当然ともいえるが、総合民俗誌的調査は
その成果もあいまいなまま雲散霧消し、いっ
ぽう、赤松が実践し得た区画調査法は現実に

著者エッセイ　『赤松啓介―民俗学とマルクス主義と―』

赤松啓介の区画調査法

岩田重則
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存在する。現在では、その調査研究成果のみ
ならずその調査方法論も忘却の観があるが、
兵庫県をフィールドして農耕儀礼研究を『季
節の神々』（1968）にまとめた西谷勝也、鹿
児島県をフィールドとして十五夜綱引・農耕
儀礼研究を『農耕儀礼の研究』（1970）・『十五
夜綱引の研究』（1972）などにまとめ独自の
地域周圏論を展開した小野重朗は、赤松と同
じく、研究対象に対して特定の地理的範囲を
設定、そこにおける悉皆調査に基づく。赤松
の区画調査法と同じ実践による。このような
事実をとってみても、赤松の区画調査法は再
評価されてもよいのではないだろうか。
　机上で文献研究のみを行なう人たちには、
このような調査方法論を議論することの意味
は、理解しがたいかもしれない。あらかじめ
文献資料があるのではなく、眼前の社会現象
を把握し資料を作成しなければならないフィ
ールドワークに基づく研究では、調査方法論
はその研究の存立基盤である。研究のスター
トラインに着くためには、調査方法論の確立
と実践が必須となる。それができなければ、
物理的に資料がなく、分析など不可能である。
　赤松啓介の実践、その区画調査法を、有効
な調査方法論として甦らせることができない

だろうか。それは、理屈ではなく、みずから
の手と足で実際に動き、丁寧にフィールドを
歩きつぶしていく、ふつうの誠意さえ身につ
けていれば実践可能な課題であるようにも思
われる。
　赤松啓介の学問の、調査方法論として再確
認、方法論的角度からの再評価の必要性であ
る。そして、それは民俗学などという狭い分
野のみならず、地域研究全般に適応できる調
査方法論であるように思われてならないので
ある。

Information

『赤松啓介―民俗学とマルクス主義と―』

岩田重則　著

四六判、ハードカバー
340 ページ
定価（本体 2,800 円＋税）
ISBN978-4-908672-52-1
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　この春、上京して 33 年になる。はじめの
10 年、30 歳くらいまでは新宿界隈でよく飲
んでいた。当時のＪＲ中央線の終電は午前 1
時 10 分。それを逃すと朝まで飲むか漫画喫
茶（後のインターネットカフェ）で過ごした。
　江戸四宿といわれる宿場町は東海道の品
川、中山道の板橋、日光街道の千住、そして
甲州街道の新宿である。もともと甲州街道
の第一宿場町は高井戸だったが、1698（元禄
11）年に新しい宿場町が設置された。
　それが内藤新宿である。信州高遠藩主の内
藤家の屋敷地だったことからその名が付いた

（新宿御苑は内藤家の中屋敷跡地）。
　新宿区立新宿歴史博物館が刊行している

『特別展 内藤新宿 くらしが創る歴史と文化』
（1998 年）は新宿が宿場町になって三百年の
記念の特別展のパンフレットである。このパ
ンフレットに「甲州・青梅両街道図」も載っ
ている。
　新宿は甲州街道と青梅街道の追分で新宿三
丁目に追分交番があり、追分だんご本舗とい
う店もある―ということをわたしは 40 代
半ばすぎ、街道に興味を持つようになってか
ら知った。
　中西慶爾著『青梅街道』（木耳社、1982 年）
によると、新宿追分は「伊勢丹前の四ッ辻」
で「甲州街道はここで左の方へ曲って行くが、
ここを始点とする青梅街道は曲ることなく、
真直にいまの新宿駅正面口へと延びて行く」
とある。
　今の新宿に宿場町の名残を見つけるのは難
しいが、新宿アルタ方面の駅の東口と西口を
つなぐトンネルの前に旧青梅街道の道標があ
る。トンネル内の壁面には宿場町も描かれて
いる。いつ描かれたのか。昔はなかった。
　青梅街道は江戸に石灰（白土）を運ぶため
の道でもともとは成木街道と呼ばれていた。
石灰は江戸城の外壁などに使用された。青梅

市の北の成木や小木曽地区は石灰の製造が盛
んだった。
　青梅街道の新宿〜荻窪間は東京メトロ丸ノ
内線と重なっている。
　わたしはＪＲ中央線の高円寺駅界隈に住ん
でいるので一番もよりの街道は青梅街道とい
うことになる。中野区や杉並区はＪＲ中央線
の駅まわりのほうがにぎやかだが、鉄道が敷
設される前は青梅街道沿いのほうが中心地だ
った。
　長い間、わたしは青梅街道は新宿から青梅
市までとおもっていた。甲州街道も甲府まで
とおもっていた。わたしが地方出身で関東の
事情に疎かったせいもあるが、東京生まれの
友人でも知らない人は知らない。
　甲州街道は長野県の下諏訪まで続いていて
中山道とつながる。甲州街道は江戸の半蔵門
からの甲府への脱出路だった（諸説あり）。
江戸が敵に攻められたら、幕府直轄領の甲府
まで逃げ延びれば何とかなると考えたのだろ
う。甲府まで行けば、富士川を下って駿府に
辿りつける。下諏訪に北上すれば、中山道に
出て名古屋、京都、大阪と西に行くこともで
きる。
　そのため甲州街道沿いには伊賀組鉄砲組百
人隊の屋敷（新宿区百人町）があり、八王子
千人同心（八王子市千人町）といった警護組
織があった。ふだん彼らは花（ツツジなど）
の栽培や農業をしていた。
　追分と呼ばれる場所を訪れると、そこから
分岐した二つの道はどこまで続いているのか
知りたくなる。そのまま交わらない道と再び
交わる道がある。
　甲州街道と青梅街道は新宿で分かれ、再び
交わる。二つの街道の合流地はどこか。すぐ
浮ぶのは甲府だが、実はそのすこし手前の酒
折（甲府市）なのだ。もより駅はＪＲ中央本
線酒折駅―。

連載　追分道中記②

内藤新宿と酒折

荻原魚雷
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　わたしは山梨に行くと石和温泉に泊り、酒
折や甲府界隈の旧街道を散策する。町の中に
足湯ができる場所がいくつもある。甲府盆地
は年間通して晴れの日が多く、温泉もぬる湯
で気持いい。
　石和温泉界隈は井伏鱒二が疎開していた甲
運村（現在の甲府市川田町あたり）も近い。
甲州に疎開時代の井伏鱒二は地元の漁協に入
って釣りばかりしていた。戦後もずっと山梨
びいきだった。
　井伏鱒二の疎開地の近くの甲運橋の道標に
は「大山　富士」「身延　甲府」と刻まれて
いる。
　甲府からは身延往還（身延道、駿州往還、
甲州往還）という街道もある。身延往還は甲
州街道からＪＲ見延線に沿った道で岩淵宿

（静岡県富士市、東海道の吉原宿と蒲原宿の
間宿）とつながる（他の宿場町につながるル
ートもある）。
　身延往還は甲州街道と東海道を結ぶ脇往還
である。
　酒折の近くに酒折宮という神社がある。こ
こはヤマトタケル（実在したかどうかはさて
おき）が東征の帰りに立ち寄ったとされ、連

歌発祥の地ともいわれる。この神社には国文
学者の本居宣長撰文、平田篤胤の書の「酒折
宮壽詞」もある。
　井伏鱒二は『七つの街道』（中公文庫）と
いう街道本も書いている。この本に「甲斐わ
かひこ路」という一篇がある。
　「甲州には大昔からの古い道が残ってい
る。これを古道（ふるみち）と総称し、隣国
へ通ずる古い道が九本ある。それがみんな酒
折というところを起点として、酒折が扇の要
なら九本の道は扇の骨である。一と息に道路
計画をしたかの観がある」
　青梅街道は石灰の道だったが、甲州街道の
古道は黒曜石を運ぶ道として栄えた。長野県
の下諏訪あたり（和田峠）は黒曜石の産地で
古代の甲府は黒曜石の集積地のひとつだっ
た。黒曜石は割ると鋭利な断面があらわれる
ことことから、矢じりなどの石器としてよく
つかわれた。
　鉄の道、馬の道、塩の道、石灰の道、黒曜
石の道……。道に歴史あり、町に歴史あり、
モノに歴史あり。
　追分はそうした歴史の交差点といえるかも
しれない。

Information

『中年の本棚』

荻原魚雷　著

四六判、ハードカバー
紀伊國屋書店　発行
272 ページ
定価（本体 1,700 円＋税）
ISBN978-4-314-01175-4

※本書は有志舎発行の書籍ではありませんので、お
間違えなく。
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　天津に行ってしばらくしてから、父は中野
さんとの臨時の仕事も終わり、次の仕事を探
して上海へ一人で行ってしまった。数日後、
父から「上海―廈門（アモイ）間の定期航路
船の通信士として臨時に雇われる事になった
ので至急上海に来るように」との知らせがあ
り、別れを惜しむ中野さん夫妻に感謝しつつ
上海への汽車の長旅に身を委ねることとなっ
た。
　中国での汽車の旅は以前経験してはいた
が、戦時下の中国で母と二人だけでの旅は初
めてであり、私は小学校三年だったから、ま
だ頼りない子供だ。母からすれば相当の覚悟
が必要であっただろう。子どもの私は状況が
分らないまま、とにかく列車に乗り込んで驚
いた。車内は物凄い混雑で、しかも中国人ば
かりである。何とか座席は確保できたが母と
は離れ離れにしか座れない。すえたような臭
いと人いきれの中で、私は小さく縮こまって
下を向いたままだったが、母はやはり心配だ
ったのだろう、通路の人をかき分けて私のと
ころに来てくれた。
　｢お母さん、座席は？｣。ほっとしながらも
尋ねると、「一人じゃ気持ちが悪くて」と言
うではないか。そうか、母も嫌なんだ！そう
思うと子供ながら「チャンコロ（今は差別語
だが）なんかに負けてなるもんか！」と妙に
男気をだして周囲を睨みつけた私だった。不
思議なもので、こんな小さな子供でも肩を怒
らせて中国人を睨みつけると、皆一様に顔を
背けてしまうのだった。考えてみると日本人
の女性と子供だからと日ごろの反感をあらわ
にするものの、どこかに日本人の大人の男性
がいるのではないかという警戒があったのだ
ろう。
　そんな事とは露知らず私はすっかり得意に

なってしまい、ちょうど空いた隣に座った母
の肩を抱くようにして ｢お母さん、僕がいる
から大丈夫だよ｣ と大見得を切ったものだ。
しかし母は、周囲の中国人の物怖じした姿を
見て安心したように私の肩を抱くと、ふっと
息を吐いて静かに目をつぶったのだった。そ
のあと、いつの間にか私も眠ってしまったら
しく、肩を揺り動かす母の手で目を覚ました。
　窓の外は、もう暮れなずんでいて、先程ま
で見えていた広々とした草原はなく、ゴミゴ
ミとした家並みの間を列車は走っていた。｢
南京に着くみたいよ｣ という母の声にもほっ
とした感覚があり、周囲の乗客も何となくザ
ワザワと動き出していた。やれやれ、やっと
南京だ。今晩はここで旅館に泊まることにな
っており、母も私も少し緊張が解けたのだっ
た。
　南京の街はかなり戦災でやられたらしく、
広い道路のあちこちに崩れた家屋があり、何
やら騒然とした落ち着かない雰囲気で、私た
ちは早々に予約してあった旅館に入り、荷物
を解いた。日本人の経営する旅館だったが、
何となく女中さんも殺気立っている。聞けば、
２日前に蔣介石軍の反攻があり、日本軍との
間に相当激しい戦闘があったとの事。女中さ
んが「日本軍は重慶のそばまで迫っていて、
もうすぐ中国全土を制圧するって聞いている
のに、どうして南京に中国軍が攻めてくるの
かしらねえ」と首をかしげていた。
　女中さんが下がってから、母は青い顔をし
て「勇ちゃん、こんな時によく無事にここま
で来れたわよねえ」と言っていたが、私も同
じ気持ちであった。もちろん、当時は南京虐
殺のことなど、全く知らなかった私たちであ
った。

連載　私が見た戦前の中国・台湾⑫

南京へ向かう

永滝　勇




