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１．霊山寺。季節外れの台風接近で大雨となり、板東のドイツ館訪問を諦めて

雨宿りに立ち寄った四国八十八ヶ所第一番札所の霊山寺本堂、幽玄の世界に思

わずシャッターを切った。後日、ここがドイツ兵俘虜の楽団・合唱団によって、

日本（東洋）初の「第九」の演奏と「歓喜の歌」の合唱が 1918 年になされた場

所と知った。偶然がいくつも重なると必然となる…徳島を今回のテーマに置い

たのもそのような考えであった。2011.5 口絵写真：出口正登 

２．旧加賀須野橋を貨物船が通る。可動橋は片持式で横の小屋が制御室である。

10 年間で 7-8 回来て、船が通るのは 3 回 4 艘だった。しかも最初の２回は橋の

稼働部で撮って、船の大きさと速度でワイドレンズでもうまく撮れず、最後に

新橋の工事現場から望遠レンズで撮って成功した。責任者に聞くと、非常に狭

いため制御室に船がぶつかって全損したこともあるとのことだった。新橋は航

路も広くなり、可動部も両側から水平に上下する方式となった。2010.1 



３．出羽島港全景。北向きに深い湾になっており、前回の台風接近時も湾内は

おだやかだった。突堤は明治４年に建設費の半額を島民が負担してできた石組

みで、今も 3 本が残り、港を波から守っている。手前の大きい石組みは「大波

止」と呼ばれ、牟岐町の文化財に指定されている。2018.11 

４．太龍寺へのロープウェーからの展望。蛇行する那賀川の瀬の上に出発点・

駐車場・観光センターがある。遠くに高知へつながる四国山地が望まれる。こ

こから巨大なロープウェーが谷や尾根を越えて太龍寺へ至る。ひとつの尾根を

越えると分水嶺で紀伊水道も見える。2018.10 



和歌山加太沖海揚がり陶磁器の引き揚げ地点と

海底遺跡基礎調査報告 
木村 淳 

１．概要 

和歌山県友ヶ島周辺海域では、過去に、明代の中国陶磁器や江戸期の肥前陶

磁器などが多数引き揚げられてきた。これら海揚がり陶磁器の存在は江戸時代

末期の嘉永 6 年（1803）に確認され、森浩一の研究に端を発し、貿易陶磁器研

究で着目され、和歌山市教育委員会によって報告書が刊行されるに至る［森

1963、西山 1974、上田 1982、和歌山市教育委員会 1997］。大阪府深日の漁業

関係者らの底引き網漁による海揚がり陶磁器で、深日青磁と呼ばれる一群は、

15 世紀後半の龍泉窯系青磁製品を主体とする［上田 1982］。これらが海底から

引き揚げられる理由として、紀淡海峡通過中に沈没した船に由来する可能性が

指摘されている。積載されていた青磁は、この時期の堺商人が介在した日明貿

易との関連も議論されてきた［和歌山市教育委員会 1997］。 

和歌山加太沖海揚がり陶磁器の重要性を踏まえて、加太沖紀淡海峡の友ヶ島

の北側の海域、神島から北北西の海域と海底は、沖ノ島北方海底遺跡として周

知の埋蔵文化財包蔵地化がされている。しかしながら、和歌山市教育委員会の

報告では、正確な引き揚げ地点については、 低2ヶ所の候補があったことが示

唆されている。当該海域では、現在、底引き網漁は行われておらず、過去に陶

磁器を引き揚げた経験のある関係者は高齢化している。本研究では、和歌山の

加太漁業協同組合と深日漁業協同組合の協力を得て、友ヶ島周辺海域で漁業に

従事する関係者へのアンケートを行うことができた。和歌山加太沖海揚がり陶

磁器の引き揚げ地点についてのアンケート調査結果報告を行う。 

和歌山県友ヶ島周辺海域での水中考古学調査の実施の必要性が指摘されて

いたが［石原 2013］、友ケ島周辺海底地形は潮流が複雑であり、水深の問題か

ら、潜水調査実施には至っていなかった。水中考古学の方法論という観点から
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は、潜水調査は可能であり、音波探査が有効との指摘も出されていた。一方で、

水深 50ｍ以上という深度の問題と、海流の問題からこれまで現況確認を行うな

どの潜水調査は実施されていない。2017－2018 年度「関西湾岸エリアの海文化

観光と広域連携プロジェクト」の一環で、改めて沖ノ島北方海底遺跡周辺での、

海揚がり遺物の位置確認を、大阪深日漁業協同組合と和歌山加太漁業協同組合

の協力を得て、実施した。また水深 50ｍ以上の海底遺跡の現況確認を行うため、

国内では初となるヘリウムガスを使用した混合ガスによる水中考古学潜水調査

を行った。 

２．遺跡立地・環境・背景 

 和歌山市の周知の埋蔵文化財包蔵地である沖ノ島北方海底遺跡は、紀淡海峡

友ヶ島の無人島群の一つ沖ノ島の北側の海域に位置する（図１）。沖ノ島は、

地ノ島と中ノ瀬戸によって隔てられており、水道の北側の海底は、潮流によっ

て擂鉢状に水深が深くなる海釜地形となっている（以下本報告「沖ノ島北方海

底遺跡の潜水調査」の「友ヶ島水道海底地形図」を参照）。この地形から西側

に延びた谷筋の延長上に海底に遺跡は所在する。 

深日漁業協同組合関係者が、かつて友ヶ島周辺海域で操業していた時期、底

引き漁の網に陶磁器がかかることがあった。これら友ヶ島周辺海域の海揚がり

陶磁器群は、先行研究で、明代の青磁群と江戸期の肥前系陶磁器群の 2 時期の

海揚がり陶磁器が報告され、特に前者については深日青磁として、引き揚げ後

は売買もされていた。現在では、深日の宝樹寺と加太の淡島神社が一部を所有

するほか、漁協関係者宅などに保管されている。本調査においても、青磁碗 5

点と小皿 1 点を管見することができた（写真 1）。青磁碗は連弁文と雷文帯を

施した製品で、和歌山市報告にある淡島神社所有の 15 世紀後半浙江省龍泉窯系

碗と同製品である。 

龍泉窯系青磁製品は、海上交易を通じて国内に流入、中継貿易地として台頭

した琉球王国の首里城内の倉庫跡からは、14 世紀後半から 15 世紀前半の龍泉

窯系青磁製品が出土している。深日青磁については、15 世紀後半、堺に入港す
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る交易船の積み荷由来の指摘がなされてきた［和歌山市教育委員会 1997］。堺

商人は、15 世紀後半には、琉球貿易、日明貿易に関わり、遣使船経営を請け負

っていた。堺は、日明貿易を基礎に経済力を持った自治都市になり、中世期か

ら備わっていた環濠は、近世期には一回り大きく町を囲む濠となる。近年、堺

環濠都市遺跡の様相が発掘調査により明らかとなっており、琉球王国や東南ア

ジアから貿易陶磁器含み交易品が検出され、戎島町の旧堺港を中心とする港市

としての性格が明らかとなっている［大阪府文化財センター2008、嶋谷 2010、

續 2011］。 

日明貿易では、応永 8 年（1401）の足利義満の入貢から、天文 18 年（1547）

まで、18 次の遣明船派遣があった。足利将軍家経営の遣明船派遣の頃は、兵庫

を発着港としていたが、勘合を渡しての請負形態での遣明船経営となった足利

義政の時期には、堺も遣明船派遣の中心となっていた［須田 2015］。この契機

となったのは、応仁度の遣明船のうち 1 隻が、応仁の乱の影響で、中国からの

帰路を変更、五島列島から南九州を回航し、日向灘を超えて四国土佐沖を航行

し、堺に帰港したことが挙げられている［須田 2015］。文明元年（1469）以後、

文明度の 2 回の遣明船の堺発着を経て、遣明船経営で堺が果たす役割は大きく

なった。堺商人の活動範囲は、古代から海上交通路であった瀬戸内海に及んで

いたが、応仁・文明の乱の混乱で、中国の港から九州西岸を南下、日向灘を過

ぎて、四国沿岸を航行して、紀淡海峡（友ヶ島水道）に入る南海航路を堺商人

が選択することがあった。 

 明代、鄭若曽による『日本図纂』や鄭舜功による『日本一鑑』には、中国沿

岸から日本の兵庫や堺に至る南海路の航路が示され、紀淡海峡付近では淡路島

南側海域の沼島の船泊まりのあとに友ヶ島を航行したと考えられている［秋澤

2001］。土佐沖を通過しての紀淡海峡での航行に関する記述には、徳島（阿波）

の山を陸標として、淡路島を視認しながら、紀淡海峡に入る航路が示される。

紀伊水道から紀淡海峡に通過する陸標として、文献上の大門山を友ヶ島として

比定している（米谷均氏、教示による）。大門山、友ヶ島の西側海域を航行

後、大阪湾に入ると陸標の記述はなく、兵庫あるいは堺に直接入港した。南海

路において、友ヶ島は、関西沿岸域での 後の陸標であったと考えられる。 
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写真 1  深日漁業協同組合関係者が所有する連弁文青磁

碗。内面には牡蠣殻片が付着し、海揚がりであることが分

かる。深日の底引き網操業者の間では、網に牡蠣殻と共に

陶磁器が混じることが知られる。写真：深瀬美香 

図 1 和歌山遺跡分布図上の沖ノ島北方海底遺跡(1)、和歌山県教育委員会

1997『和歌山市加太友ヶ島沖出土の陶磁器』2 頁、一部改変
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３．加太沖海揚がり陶磁器の引き揚げ地点のアンケート調査 

陶磁器が引き揚げられる海域として周知化された遺跡は、友ヶ島 4 島群島の

うち、沖ノ島の北方 1km である。周知化の範囲指定にあたっては、森浩一の深

日での聞き取り調査が反映されている［和歌山市教育委員会 1997］。周知化さ

れた海域とは別に、陶磁器が引き揚げられる場所として、大阪深日の漁師の間

では「イカ場」と呼ばれる海域がある。陶磁器は、イカを採るための底引き網

による操業時のみに引き揚げられてきたとされる。現在、当該海域の漁業権を

管理する和歌山加太漁業協同組合は、底引き網漁は実施しておらず、これまで

大阪深日の関係者のみに海揚がり陶磁器の存在が知られてきた。2017 年 8 月の

深日と加太の両漁業協同組合長への、海揚がり陶磁器についての聞き取り内容

は、以下のようにまとめられる。 

（１）深日漁業協同組合

 深日漁業協同組合（以下、深日漁協）では、南泰治組合長及び組合関係者に

よれば、深日では昔から底引き網漁を行っているため、頻繁に陶磁器が網にか

かることがあり、イカ場では組合長自身も数点の陶磁器を引き揚げた経験があ

るとのことだった。1998 年から組合長を務めているが、深日の漁協では、それ

以前から陶磁器が引き揚げられていた。網にかかった陶磁器は、小片ではなく

ほぼ完形品の状態であった。深日では、現在も、スレという古い網を重ねて使

用する方法により他所でタイ、ハモ、エソなどの漁を行っている。若い漁師も

底引き網漁を行っている。しかし、加太漁協との取り決めで、深日の漁師は 20

年ほど前からイカ場では操業していない。深日のイカ場では水深 50ｍ以上の海

域で、コウイカを漁っていた。深日の漁師が、加太で操業していた当時は魚群

探知機がなかったため、イカ場で漁をする際は、山立てを行って位置を確認し

ていた。組合長曰く、ここでは特に大きな牡蠣殻が集積し、漁網にかかるとの

ことで、潮流に乗って陶磁器も流れ込んだのではないかとのことだった。この

情報を海図に記入したところ、周知の包蔵地である沖ノ島北方海底遺跡の位置

には該当しなかった。 
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（２）加太漁業協同組合

 加太漁業協同組合（以下、加太漁協）では、由井臣組合長と大川恵三専務に

よる対応があった。加太では昔からあまり陶磁器が網にかかることはなかった

という。昭和期の、20～30 年前にはそのような話を聞いたことがあるそうだが、

件数は多くなかったとされる。その理由については、加太で行っている漁業の

方法が、タイの一本釣り漁、刺し網漁、タコ壺漁、素潜りによる採貝藻であり、

網の操業が限られていたからとされる。曰く、稀に刺し網に陶磁器の小片が引

っかかる程度のことはあった。また深日の漁業関係者にイカ場として知られる

漁場について、イカ場と呼ばれる海域は聞いたことがないとのことだった。仮

に陶磁器の小片が網にかかったことはあっても、当時価値がわからず海に戻し

た漁師が大半だったのではないかとのことだった。 

（３）深日・加太漁業協同組合へのアンケート調査概要

 加太漁協と深日漁協の関係者に、海揚がり遺物についてアンケート調査を依

頼した。各漁協の組合員数は、深日漁協が 28 名で、加太漁協が 105 名である。

沖ノ島北方海底遺跡は、先学により海揚がり陶磁器の学術的価値が明らかにな

ったことで、海域・海底の遺跡周知化につながった希少な例である。一方で、

海揚がり陶磁器と、それらが由来する可能性のある沈没船遺跡の存在有無は、

広く認識されていない。海揚がり陶磁器が考古遺物である場合には遺失物とし

ての取り扱いが必要である。漁業関係者が過去実際に陶磁器を引き揚げた場合

においてどのような対応を行ったのか、どこでそれらの遺物を見たことがある

のか、海揚がり遺物が考古遺物に該当することがどの程度認知されているのか

調べることもアンケートの目的とした。両漁協へアンケート回答期間は、2017

年 9 月末から 10 月末の一ヶ月間とし、深日漁協からは 9 回答、加太漁協が 25

回答、合計 34 回答があった。 
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（４）アンケート調査回答者集計

年齢 人数 

20 代 １ 

30 代 １ 

40 代 ９ 

50 代 12 

60 代 ７ 

70 代 １ 

未回答 ３ 

合計 34 

表 1 加太漁協と深日漁協の

アンケート回答者の年齢構成

と人数 

図 2 アンケート回答組合員の職種と年齢構成 グラフ内数字は

回答者数を指す 
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以下が、集計アンケートの結果である。両漁協の回収率は、深日が約 3 割で、

加太が約 2 割で、組合員数に対しての回答率は低調という結果になった。アン

ケート回答者の基本情報として、性別と年齢、職種の記入欄を設けた。基本情

報は記入者全員に向けての質問のため、無記入の場合は未回答としてカウント

した。表 1 と図 2 には年齢構成と職種（漁師、漁業関係者、漁業関係者の家族

とその他）を集計した。年齢構成は、底引き網漁での陶磁器引き揚げ経験が、

ある特定の年齢層の漁業従事者に限られることが予想されたため、その把握を

目的とした。 

（５）漁の方法と海揚がり遺物の引き上げ回数

アンケートの形式上、一部の質問は漁師（漁業従事者）のみを対象とした設

問を設けた。基本情報の職種で、漁師との回答者に、「漁の方法を」と「海揚

がり遺物の引き揚げ経験回数」の回答を記入してもらい、それらを組み合わせ

た集計結果を出した（図 3）。 

アンケート上で漁の方法を記入する際には複数回答となっている。回数に関係

なく遺物の引き揚げ経験がある回答者は 6 名であった。「底引き網」漁を選択

し、かつ海揚がり遺物を引き揚げた回数が「5 回以上ある」という回答者が 3

名中 3 人であった。加えてこの「底引き網」漁と回答した全員は、他の方法を

選択していない。 

一方、「一本釣り」で「5 回以上」引き揚げ経験があるという回答者が、漁

の方法を複数で回答している（「一本釣り」、「刺し網」、「採貝藻」と記入）。

「一本釣り」、「刺し網」、「採貝藻」の漁法で、どう引き揚げたのか不明な

点があり、設問の意図が理解されていなかった可能性がある。その他は「シラ

ス漁」と「タコ壺」の二つの回答があった。

遺物引き揚げ経験のある 6 名の回答者より、さらに 10 年以内～40 年の間で

の引き揚げ情報が寄せられた（表 2）。「底引き網」漁では唯一「40 年前」の

引き揚げ経験の回答があった。また 20～30 年前の引き揚げ経験回答があり、こ

の漁法での継続的な海揚がり陶磁器の確認できる。「刺し網」では「10 年前」

と「20 年前」に引き揚げられていることから、20 年以内に稀にかかることがあ
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るといえる。この回答者は、遺物の引き揚げ経験が「5 回以上ある」と回答し、

さらに引き揚げた年代を「10 年前」としている。 

底引き 一本釣

り 

刺し網 採貝藻 その他 

10 年前 0 1 2 1 0 

20 年前 1 0 1 0 0 

30 年前 1 0 0 0 0 

40 年前 1 0 0 0 0 

合計 3 1 3 1 0 

表 2 海揚がり遺物の引き揚げ年代と漁法 

図 3 漁の方法と海揚がり遺物の引き上げ回数 
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遺物引き揚げ経験者の方に、引き揚げ位置の詳細について回答を求めた。引

き揚げた地点や年代を記憶していた場合、当該海域を、海図上で示すことがで

きる方法を採用した。結果、4 名から回答があった（図 4～7）。 

回答者１は、刺し網で漁を行っており、遺物の引き揚げ経験は 2～4 回ある

という。引き揚げた年代は「50 年前」と記入されている。引き揚げ地点は、海

図上に B と記述されている（この質問では記入例を“A”としているので、“B”

と記入したと考えられる）。これは、アンケートの質問に沿った回答である場

合、遺物を「50 年前」にこの地点で引き揚げたということになる。しかし回答

者１はアンケートでは、引き揚げ年代を「20 年前」と回答しており、回答に齟

齬が生じている（図 4）。刺し網漁で、遺物が引き揚がった事例であり、補足

の説明書きと合わせて、周知の遺跡である沖ノ島北方海底遺跡が所在する沖ノ

島では無く、地ノ島の北方沖での陶磁器引き揚げ経験報告となっている。

図 4  回答者１によって記入の陶磁器引き揚げた地点 
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回答者 2 は、底引き網漁を行っており、引き揚げ経験が「5 回以上ある」と回

答している（図 5）。さらにアンケートに「割れも有り」との記述があったこ

とから、完形の陶磁器を引き揚げた経験があると推測される。引き揚げた年代

は「40 年前」と記入されている。底引き網漁による海揚がり陶磁器の確認地点

は、地ノ島の南方の西側海域である。 

 回答者 3 も、底引き網漁を行っており、遺物の引き揚げの経験は「5 回以上

ある」としている。また引き揚げた年代は「30 年前」と記入されている。底引

き網漁による海揚がり陶磁器の確認地点は、地ノ島の北方、友ヶ島海域からは

距離のある海釜地形が広がる海底である（図 6）。 

 回答者 4 も底引き網漁を行っており、遺物の引き揚げ経験は「5 回以上ある」

との回答であった（図 7）。引き揚げた年代は「20 年前」という回答である。

底引き網漁による海揚がり陶磁器の確認地点は、回答者 3 と近い。地ノ島の北

方、友ヶ島海域からは距離のある海釜地形が広がる海底で陶磁器を引き揚げて

いる。 

 以上 4 名の回答者より、友ケ島周辺海域での、海揚がり陶磁器の情報を得る

ことができた。刺し網漁と底引き網漁の 2 種の漁法によって陶磁器が引き揚げ

られてきたが、いずれも 20～50 年前の引き揚げ経験となっている。興味深いこ

とには、いずれの引き揚げ地点も、沖ノ島北方海底遺跡には該当しない。 

図 5 回答者 2 によって記入の陶磁器引き揚げた地点
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図 6 回答者 3 によって記入の陶磁器引き揚げた地点

図 7 回答者 4 によって記入の陶磁器引き揚げた地点 
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（６）海揚がり遺物を引き揚げた後の対応

実際に遺物を引き揚げた経験のある 6 名の回答者に、その対応について複数

回答を求めたところ、「欲しいという方に譲る」、「持って帰る」という回答

が 多で、次に「神社やお寺に持って行く」、「海に戻す」が続いた。また、

深日漁協と加太漁協の関係者へのアンケートでは、「引き揚げられた陶磁器を

どこでご覧になりましたか」との設問で、伝世品があるかを尋ねた（表 3）。

この質問で職種を漁師と選択している場合、漁師自身が引き揚げた遺物は除い

た回答となっている。50 代以上の年齢層で、遺物の個人所有が確認され、「神

社やお寺」でみたという回答がある。以前、淡島神社や宝樹寺で、一般公開さ

れていた時にみる機会があったと考えられる。一方で、各年齢層全体で、海揚

がり遺物を見たことがない人が多く見られた。高齢の漁協関係者の間でのみ知

られる、加太沖海揚がり陶磁器という状況が浮かび上がる。 

20

代 

30

代 

40

代 

50

代 

60

代 

70

代 
未回答 合計 

過去に自宅で 0 0 0 1 1 0 0 2 

今も自宅にある 0 0 0 1 0 0 0 1 

友人・知人に 

見せてもらった 
0 0 0 1 0 0 0 1 

神社やお寺 0 0 0 0 2 1 1 4 

骨董品屋 0 0 0 0 0 0 0 0 

見たことはない 

該当なし 
1 1 3 3 1 0 1 10 

その他 0 0 0 0 1 0 0 1 

未回答 0 0 6 6 2 0 1 15 

表 3  海揚がり遺物所有可能性と年齢層 
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アンケートの 後の質問では、回答者全員に「海から引き揚げられた陶磁器

が落し物（遺失物）に当たることを知っていますか？」と質問した。回答者 34

人中 29 人が「いいえ」、「はい」は 1 名にとどまり、「未回答」が 4 名という

結果であった。加太海揚がりの深日青磁は、これまで数回の調査がされている

が、周辺海域から引き揚げられる陶磁器が、遺物であるとの認識はない。 

（７）アンケート調査結果

和歌山加太沖海揚がり陶磁器の引き揚げ地点についての考察を行うべくア

ンケートを実施したが、回答の誘導や配置の問題を初め、母集団に対するアン

ケートの回収率が低かったことによるデータの誤差や、アンケートの質問自体

に心理的な作用がはたらいた可能性がある。アンケート回収にあたって、両漁

協から「中々漁師の方は組合に寄る用事がないので、アンケート用紙を渡す機

会がなかった」と報告があった。回答期間について今回は約一か月間の実施で

あったが、報告のことを踏まえると期間の確保が不十分であった。今回の方法

では回答者は、漁協組合に訪れる必要があり、その点についても配慮しなけれ

ばならなかった。アンケート調査実施に当たり、組合の関係者に依頼するだけ

でなく何かしらの形での調査を行っていることを周知する必要性があった。よ

り詳細なデータをまとめていくに当たり、海揚がり遺物を引き揚げた経験のあ

る漁業関係者に個別に質問する機会が必要だと考えられる。今回の場合海揚が

り遺物の引き揚げ経験者は 6 人であったが、その 6 人それぞれに聞き取り調査

を行うことが必要であった。今回のアンケートで質問することができなかった

漁協関係者が所有する海揚がり陶磁器の詳細を把握することも考慮しなければ

いけない。6 名の回答者のなかには、周知化されている沖ノ島北方海底遺跡で

の、陶磁器引き揚げ経験をもつ漁業関係者はいなかった。母集団に対しての回

答者が少ないため、これをもって沖ノ島北方海底遺跡の位置を巡る議論につい

ての結論を導くことは難しい。一方で、友ヶ島周辺では、複数の海域で、陶磁

器の引き揚げが行われている事実があり、今回のアンケート調査で回答のあっ

た海域は、これについて一定の情報をもたらした。 

漁法と海揚がり陶磁器の関係性がアンケート調査結果に示されており、底引
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き網漁を行っている漁師による回答結果が、海底遺跡所在の把握につながる可

能性が高いことが示唆されている。アンケートを収集する際に加太漁業協同組

合の関係者から、兵庫県の淡路島にある由良町漁業協同組合で底引き網漁を行

っているので一度聞いてみてはとの情報を得たので、今後の調査の参考になる

のではないだろうか。 

 海底遺跡が関西湾岸エリアの海の文化観光の振興に貢献できるのかという点

については、アンケート調査の結果により、障害があることが判明している。

可視化が困難な海底遺跡は、海揚がり陶磁器からその所在が示唆されていても、

遺跡の存在自体を確認することが難しい。また漁協関係者の間では、海揚がり

陶磁器と埋蔵文化財包蔵地との関係は、理解されていないに等しい。戦前より、

海揚がり陶磁器の実態把握が進み、専門家による引き揚げ遺物研究という成果

に対して、水中考古学の立場から、周知の海底遺跡把握をどう進め、今後、友

ケ島周辺海域で、陶磁器が引き揚げられた場合、どのような対応をとるのが望

ましいのかの議論が必要な状況である。 

４．沖ノ島北方海底遺跡の潜水調査 

（１）潜水調査の目的及び調査に至る経緯

2017 年「関西湾岸エリアの海の文化観光と広域連携プロジェクト」で実施し

た、大阪深日漁業協同組合と和歌山加太漁業協同組合への海揚がり陶磁器関連

のアンケート調査では、友ケ島周辺海域で、複数の陶磁器引き揚げ地点が確認

された。翌 2018 年、当該海域での海底面確認を目的とし、国内初のヘリウムガ

スを混合したガスによる水中考古学潜水調査を行った。

大阪深日漁業協同組合の南泰治組合長によれば、現在は、加太漁協が管理す

る友ヶ島海域で、かつて深日漁師がイカ場と呼び、20 年前に底引き網漁を操業

していた海域があり、ここではカキ殻に混じり、陶磁器が頻繁に網にかかるこ

とがあった。深日の漁協関係者は、イカ場の水深は 50－60m とする。当時は、

魚群探知機がなかったため、イカ場で漁をする際は山立てを行って位置を確認

していた。沖ノ島を北から見たときに 3 つ目の谷、神島の北辺りがイカ場の位
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置とする漁師もいる。周辺海域には、海釜地形があり、潮流が非常に速いとさ

れる（図 8）。山立てによるイカ場の位置と、周知の埋蔵文化財包蔵地の位置

との関係が不明であったため、2018 年調査では、大正 15 年（1926）生まれの

深日漁協関係者の協力を得て、海上で、深日青磁の引き揚げ位置の確認を改め

て行うこととなった。 

図 8 友ヶ島水道海底地形図（第 6383 号）5 万分の１、一部改変。 

周知の包蔵地である沖ノ島北方海底遺跡及び深日漁業関係者が底引き網によ

って青磁を引き揚げていたイカ場海域、2018 年の潜水調査地点（北緯 34 度

19 分 01.6 秒、東経 138 度 01 分 29.6 秒）を追記 
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（２）潜水調査法

 周知の埋蔵文化財包蔵地海域での初の潜水調査であり、書面による調査の通

知・届出を行った（表 4）。事前準備の段階で、海上保安庁が刊行する海底地

形図（第 6383 号、友ヶ島水道）を確認したところ（図 8）、沖ノ島北方海底遺

跡は 60m 程度の水深に所在することが予想されたため、混合ガスを使用しての

潜水を行うこととなった。2015 年の高気圧作業安全衛生規則の改正により、水

深 40m 以上の作業では、圧縮空気ではなく、混合ガスを使用する義務が生じて

いる。この深度以上に所在する水中遺跡を業務調査する場合には、混合ガスに

よる潜水調査が必要となる。沖ノ島北方海底遺跡は、国内で包蔵地に指定され

ている水中遺跡で、この条件に該当する。 

潜水調査は、潮流が弱まる小潮の時期に行うことで計画し、2018 年 9 月の実

施となった（表 5）。調査の実施にあたっては、和歌山加太漁業協同組合より

傭船を行った（写真 2）。酸素とヘリウムガスの比率を変えた 3 種の混合ガス

を充填したタンクを用意し、各人が 3 本のボンベを携行して潜水を行う方式を

採用した（写真 3）。1 本目の 14L タンクに酸素 20％とヘリウム 30%のガスを充

填、2 本目 10L タンクに酸素 32％、3 本目 10L タンクに酸素 80％の混合ガスを

使用した。潜水調査を計画した段階で、安全性を 大限考慮し、混合ガスを使

用した潜水方法でも、海底での滞在時間は、7 分と想定した。潜水者 2 名と安

全確認を行う潜水者1名で潜水を行い船上記録研究者1名での調査となった（写

真 4）。同時に、3 地点で東海大学海洋学部航海工学科が開発した水中ロボット

（ROV）を投入した。 

表 4 周知の埋蔵文化財包蔵地海域各種届出・通知一覧 

水中遺跡包蔵地調査書類提出先 各種届出・通知 

和歌山市文化振興課 調査計画書、文化財保護法第 92 条

（届出） 

加太漁業協同組合 協力依頼書・同意書 

和歌山海上保安部 行事許可申請書（第 9 号様式） 
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表 5 和歌山潮位表 潜水調査は、2018 年 9 月の小潮に合わせて行うことで

計画し、満潮前後の潮が止まる時間帯での実施となった 

表 6 2018 年沖ノ島北方海底遺跡の調査体制 

５．潜水調査経過と結果 

 和歌山市報告では、漁協関係者の間で陶磁器が引き上がる海域は複数候補あ

るとの説明がある［和歌山市教育委員会 1997: 10］。調査日、海上で深日漁協

関係者により、イカ場とされる海域は、北緯 34 度 19 分 01.6 秒、東経 138 度

01 分 29.6 秒付近と確認された。この位置は、沖ノ島と地島の間の海峡延長線

上、大阪湾の友ヶ島水道の海域にあたる。海上保安庁刊行「友ヶ島水道」（5

万分の一）海底地形図によれば、水深が 大 100m になる海釜地形の北側の、水

深 50～60m の海域である。関係者によって確認された位置は、和歌山遺跡分布

日時・潮 
満潮 干潮 

時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 

09/01

(土)  
小潮 9:44 169 21:44 174 3:33 71 15:32 90 

09/02

(日)  
小潮 10:44 159 22:20 167 4:24 72 16:15 108 

・日程 2018 年 9 月 1 日～9 月 3 日 

・潜水調査員 木村淳（東海大学海洋学部海洋文明学科）、鉄多加志

（東海大学海洋学部、准教授）、山本祐司（株式会社

クレール）

・ROV 調査 坂上憲光（東海大学海洋学部航海工学科、准教授） 

＊調査支援 坂本泉（東海大学海洋学部

地球科学科、准教授） 

・船上記録 出口晶子（甲南大学文学部歴史文化学科、教授） 
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和歌山加太沖海揚がり陶磁器の引き揚げ地点と海底遺跡基礎調査報告（木村） 

図で示される神島の北北西の沖ノ島北方海底遺跡から約 3km 隔たっている（図

8）。

上記の経緯度位置で、浮標（ブイ）に 70m のロープを付けたコンクリ塊を沈

め潜水基準点とした。潜航中に混合ガスのタンクを切り替えながら、深度 55m

の海底面の確認を行った。夏季であり透明度は悪く、日光がほとんど届かない

ため、海底での視界はほぼゼロであった（写真 5）。海底の底質は、茶褐色の

締まった砂質であった。潜水基準点コンクリ塊にテープメジャ―を固定し、270

度真西方向に直線 14m 進んだが、底質に変化は認められなかった。陶磁器含め

遺物は確認できなかった。水中ロボット（ROV）で確認したところでは、水深が

深くなる調査地の西側の海釜地形では、シルトの堆積が厚くなることが確認さ

れた。今回の調査により、当該海域での深度や海流については、入念な調査準

備と混合ガスによる潜水技術で解決をみた。但し混合ガスを使用しても潜水時

間には制限があり、夏季の透明度の不良もあり、十分な範囲の海底面の確認に

は至らなかった。イカ場周辺海域で、海底面上に露出した遺物の有無を判断す

る上で、サイドスキャンソナーによる音波探査は一定程度の有効性があると考

えられる。一方でシルト層に遺物が埋没している場合には、探査が確実に遺跡

の特定につながるかは検討の余地がある。また今回の調査では、埋蔵文化財包

蔵地である沖ノ島北方海底遺跡での潜水調査の実施には至らなかった。当該海

域では、生産時期と生産地が異なる複数の海揚がり陶磁器が確認されており、

複数の海域で海底面確認を行う必要が考えられる。 

写真 2 加太漁協より傭船した調査船。写真 2～3：山本祐司 
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 関西湾岸エリアの海の文化観光と広域連携 

写真 3 中深度域潜水用の 3 種混合ガス 

写真 4 ヘリウム高濃度酸素を充填したタンクの潜水準備。 

深度 40m 以上の作業潜水では混合ガス利用が義務づけられる。 
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和歌山加太沖海揚がり陶磁器の引き揚げ地点と海底遺跡基礎調査報告（木村） 

６．小結 

加太沖海揚がり陶磁器に関連する友ヶ島群沖合の沖ノ島北方海底遺跡は、沈

没船との関連も指摘される国内では数少ない室町期、江戸期の海底遺跡である。

遺跡の周知化が行われているが、海底面の状況確認には至っていなかった。海

揚がり陶磁器については、現加太沖での、20 年前の大阪深日の漁業関係者によ

る底引き網操業中の話であり、現在の加太の漁業関係者の間では知られていな

い。深日漁業関係者は、現在でも牡蠣殻片の付着した青磁を所有しているが、

実際に海揚がり陶磁器を引き揚げた海域を知る当事者は、高齢となっている。

写真 5 透明度不良での深深度での、トライミックス 

混合ガスによる国内初の潜水調査 
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 関西湾岸エリアの海の文化観光と広域連携 

こうした課題を踏まえて、本研究では、漁協アンケート調査による友ヶ島周辺

海域での海揚がり陶磁器引き揚げ状況、周辺海域での水中考古学調査による海

底面確認を行った。その結果として、以下のことが指摘できる。 

① 深日漁業協同組合関係者が所有する海揚がりの連弁文青磁碗の内面には牡

蠣殻片が付着し、コウイカの漁場であるイカ場と呼ばれる場所で、底引き網漁

によって、牡蠣殻とともに青磁が引き揚げられた。 

② 4 名の底引き網・刺し網漁操業者によって、友ヶ島周辺海域には、沖ノ島

北方海底遺跡以外に、海揚がり陶磁器を引き揚げた海域が複数あることが確認

された。 

③ イカ場は、沖ノ島と地島の間の海峡の北側の友ヶ島水道の海域を示す。網

を曳く海域から、周知の包蔵地一帯に、陶磁器引き揚げ可能性範囲が及ぶ。 

④ 友ヶ島周辺海域での適切な技術による潜水調査は可能である。海洋探査機

器、ROV などを利用し、海底面さらに海底面下の状況を確認することは有効で

ある。 

⑤ 水中調査の結果、地形に応じて、海底面は、シルト質から砂質に変化する

ことが判明した。陶磁器の埋没あるいは消失可能性の検討が必要である。 

文献上で復元できる南海路では、友ヶ島は大門山と記述され、関西沿岸域で

の 後の陸標である。日中間の海上交易で太平洋岸を航海し、兵庫や堺を目指

した交易船にとっては、紀淡海峡にそびえ立つ海上の門のような景観を成し、

大阪湾の入口と認識されていた。友ケ島は、関西沿岸地域の海上の歴史景観を

構成する重要な場所との評価を与えることができる。 

現代の友ヶ島は、加太との間で定期船が運航され、観光地として一定の訪問

者がある。一方で、海上交易の陸標として文献上に記載される事実、国内では

数少ない海底の埋蔵文化財包蔵地が沖合にある事実、個人が所有する海揚がり

陶磁器の存在は、研究者や一部関係者に知られるのみである。売買の懸念もあ

る海揚がり陶磁器の保存、海底遺跡のさらなる検証と周知、友ヶ島の海上交易

に果たした歴史的景観の活用を結節することができれば、海域の文化資源の評

価に新たな枠組みを提示できる。 
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創業 625 年の老舗企業・鉛市の事業継承 

奥野 明子 

１．はじめに 

NI ケミテック株式会社は、平成 20 年（2008）に鉛市化学工業株式会社から変

更された社名である。同社が設立されたのは大正 15 年（1926）であるが、その

歴史は応永２年（1395）まで遡る。同年に事業の柱となる鉛丹の製法を始祖鉛

市兵衛氏が明人より伝授されて以来、創業 625 年を数える超長寿企業である。 

本稿では、この NI ケミテックの歴史を紐解きながら、堺における同社の事業

継承の経緯を記述する。注目すべきは、事業の継続性である。鉛は環境や人体

への危険性のため、とりわけ戦後から現在に至るまで厳しい規制が設けられた。

同社は、伝統のある鉛丹・鉛白という中核事業から、リサージ（一酸化鉛）、

さらに戦後には樹脂添加剤・安定剤の製造へと事業転換を進め、その厳しい事

業環境に適応した。その結果、現在に至るまでの事業継承に成功している。本

稿では、このプロセスに注目する。現在、経営の中核を担う常務取締役林隆夫

氏から詳細な話を伺う機会を得た1。林氏の話を中心に、できる限り 625 年の歴

史を遡るよう心掛けた。 

 冒頭に述べたように、NI ケミテック株式会社は、平成 20 年（2008）までは

鉛市化学工業株式会社であった。同社の社名の変遷をみると、最も古い資料の

家伝巻物では鉛屋とあり、江戸期の資料には堺鉛屋とある。明治 42 年（1909）

に合資会社鉛市商店、大正 15 年昭和元年（1926）に株式会社鉛市商店となり、

昭和 20 年（1945）から鉛市化学工業株式会社となった。このように長い歴史の

中で複数回社名が変更となっていることを踏まえた上で、事業の継続性を際立

1 林氏へのインタビュー調査は、約 2 時間半行われた。またその際に入手した

社内資料、および後のメールによる質問事項に対する返答を本稿執筆に利用し

た。 
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たせるため、また読み易さを意識し、本稿では鉛市と表記を統一した2。 

以下では、まず２において創業時の鉛市について述べる。次に３では、残され

た資料に基づき、江戸期の鉛市について述べる。さらに、４では明治期以降の

同社について述べる。戦中に堺空襲により関連する資料は焼滅してしまった。

そのため、ここまでの記述は限られたものとなる。５では、林氏による詳細な

説明を基に、戦後から現在に至るまでの事業の継承と発展について記述する。

最後に６で全体をまとめ、本稿の課題を示す。 

２．創業時の鉛市 

創業時について記されたものは、現在も鉛家が所有する巻軸である。これには

次のように記されている3。 

「泉劦堺南向井領鉛屋乗久者世製丹之家也。襲其濫觴。先祖某氏直得大明光明

丹之傳。蓋當本朝後小松院應永年中。自爾三百年來代々一子相傳而至家兄乗

久。々々以此方傳家。實是我一人之所以傳得也。故雖遠國遐島靡不來求。我可

謂我国不二之名方也。是以家傳印因。大明國直傳光明丹製方日域無雙者也。其

製方在別紙今記其大槩。 

鉛屋乗久 同氏市兵衛 改乗清」 

大約すれば、「泉州堺向井領鉛屋乗久は世々製丹の家なり。其起源を考えるに、

先祖某氏直接大明光明丹の伝を得たり、我が国の朝廷後小松院応永年中今から

三百年来代々一子に伝えて我が先祖乗久に至り 此方法にて家に伝う 実に是

我一人の所以を伝え得るなり。故に遠国遠島より我を求め来りても なびかず

我が国二つとない名方法である是を以って家伝の印に「曰」く大明直伝光明丹

2 NI ケミテック株式会社のグループ会社として株式会社鉛市がある。同社は、

昭和 51 年（1976）に企業買収し設立したものであり、現在は鉛健造氏の妻鉛咲

子氏が社長である。本稿では、この株式会社鉛市については言及していない。 
3 鉛市グループが創業 600 年を記念し作成したパンフレットより。また、髙橋

［1997:97］にも巻軸の写真と内容が記述されている。 
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の製方我が国でもたぐいまれなものなり其の製法別紙に大略を記す。4」 

堺に来る明人から、始祖鉛市は鉛丹の製法を身につけ、これを子孫に一子相伝

しながら事業を継承した。巻軸にある鉛屋乗久は鉛市の中興の祖であり、この

名から「乗久丹」が鉛丹の種類の１つとして商標登録されている5。 

後に記すように鉛市に関する資料は全て戦火で焼失し、現存するのは上記巻物

のみである。次に鉛市に関する記述が残るのは、江戸期に入ってからのことで

ある。 

３．江戸期の鉛市 

江戸に入ってからの鉛市の様子を記すのは、著名な染料・顔料の研究家であ

る山川隆平氏によって昭和 14 年（1939）に書かれた小冊子『鉛丹及び鉛白と鉛

屋市兵衛』である。鉛市は平成７年（1995）に創業 600 年を記念し、この小冊

子を新たに製本し直し配布した。以下の記述は、この小冊子に基づく。 

明人から伝承された製法によって鉛丹の製造販売をしていた鉛市兵衛氏の子

孫は、江戸時代初期、元和（1615〜1624）の頃には品種を増やし乗久丹、長吉

丹、菊丹等の銘柄をつけて販売した。そのため、評判が良くなり需要が増えた。

当時、鉛丹は上級のものは膏薬として、その他にも神社仏閣建築物の朱色の塗

装に使われていた。 

江戸時代正徳・享保（1711〜1736）の頃には、大阪や堺において鉛丹を製造・

販売する者が複数現れた。その中には、品質の劣る製品を安く売る者も出てき

た。そこで、徳川幕府は、主として国民衛生保健の観点から、また粗製乱造を

防止する目的で御定丹製法人仲間を定めた。元文 2 年（1737）のことであった。

そこでは、次のような点が定められた。 

・大阪と堺の鉛丹を製造するものとして、鉛屋吉左衛門、福島屋庄蔵、鉛屋市

4 上記社内パンフレットより。 
5 山川［1939:9］。 
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兵衛、河内屋利右衛門6、丹屋市兵衛、紣屋九郎右衛門、越後屋丹蔵の七名に

限って定める 

・大阪の鉛屋吉左衛門、福島屋庄兵衛、堺の鉛屋市兵衛は互いに相談し合いな

がら、公正な商売に勤め、他の四名を指導すること

・黄丹の製造は固く禁止する

・丹の値段は、幕府に願い出て許可を受けた上で変更すること

・製造販売を休業する者は、その旨を頭取へ直ちに報告し、仲間一同に許可を

得た上で幕府に伝えること。自分勝手に休業してはいけない

・注文があった時には、自分勝手に判断し独占的に売ってはいけない

・以上の条目を厳格に守り、万一背いた場合には直ちに他の仲間と幕府に申し

出ること。さらに製造場も諸々の道具も仲間に差し出し、一言の申し開きも

せず、直ぐに製造を止めなければならない

以上の基本条目からは、鉛屋市兵衛が、大阪の鉛屋吉左衛門と福島屋庄兵衛

と共に、７人のうちでも古くからの製造者であるとされ（彼ら３人を「古製法

人」と称した）、３人が中心となって新規の他４人（同「新製法人」）を束ね

て、指導する立場にあったことがわかる7。 

元文 2 年（1737）には、大阪備後町一丁目に御定丹改所が設置された。ここは、

上記７人がそれぞれの製品を持ち寄り、仲間の立会いのもとで検査し、その品

質を上中下に分類し、検印する所となった。毎月 16 日を製丹検査の日とし、製

品袋に検印のあるもののみ販売を許可した。検印のない製品を販売した場合に

は、奉行所に届け出をした上で、違反者の製造器具を他の者が保管し、違反に

対しては一切の釈明も認められず、罰則金 300 両を仲間に即納することが定め

6 寛保 4 年延享元年（1744）には、堺の河内屋が廃業し、新たに大阪の漆屋五

郎左衛門が製法人の資格を得た。 
7 3 人のうちでも大阪鉛屋吉左衛門が頭取であった。大阪鉛屋吉左衛門が大正

期に廃業した際、その株全てを堺鉛屋が譲り受けたとのことである［山川

1939：8］。このことからも、堺・大阪において鉛市が鉛丹事業に関して確固と

した位置を占めていたことが推測される。 
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られていた。罰金は全額を納金するまで販売が許されず、再犯の場合には御定

丹製法人から外され、製造の中止を命じられた。 

鉛丹の価格については、7 人で協議し一定のものを定めた。時々の商品相場を

堺・大阪奉行所を通じて江戸に出願し、許可を得た上で販売した。その他にも、

商売をやめる際や、改所の運営費の分担についてなど、細かなことが御定丹製

法人仲間の覚書中で定められた。 

御定丹製法人仲間のような商人・職人間の申し合わせは、中世の座と同じよう

に語られる。本稿が参考にした小冊子にもその旨の記載がある8。座は、公家・

寺社などの中央の荘園領主と結びついて各種の特権を認められた商人や手工業

者の集団を指す。中世から近世への移行期にあたる戦国時代には、荘園領主た

ちの権力を排除するために、座を廃止し、自由な商売を認めた。それが楽市楽

座である。一方株仲間は、江戸幕府が 17 世紀はじめ頃から主に物価統制を目的

として徐々に定めたものである。その背景には、米価の低下とそれ以外の諸物

価の上昇からくる財政悪化があった9。八代将軍徳川吉宗が行なった享保改革

《正徳 6/享保元～延享 2 年（1716〜1745）》から老中の田沼意次の時代《安永

元～天明 6 年（1772〜1786）》には、物価統制を目的として仲間の結成が推進

され、炭、薪、酒、醤油、塩、鉄釘、藁灰、石、鳥といった数多くの品を扱う

商人が仲間を結成した。これらは、しだいに仲間数を限定し、株として固定化

するようになった。これが、株仲間である。鉛屋市兵衛を含む丹製法人仲間も、

このような流れの中で結成され、固定化されたと考えられる。 

その後、天保改革《天保 12～14 年（1841～1843）》の中で天保 12 年（1841）

には物価高騰の一因である株仲間を廃止するための株仲間停止令が出されるも、

物価抑制に繋がらないばかりか、むしろ流通機構の混乱を引き起こした。そこ

で嘉永 4 年（1851）には株仲間再興令が施行され、株仲間が復活した。しかし、

仲間の人数制限は禁じ希望者は誰でも商売ができるように定めた。また、株札

の交付や冥加金（幕府への上納金）も廃止され、停止前と比べると緩やかな株

8 「徳川時代における座は専売の意味で、座物とは専売品と解して差し支えな

い」［山川 1939：3］。 
9 株仲間に関する記述は岡崎［1999:86-103］を参照した。
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仲間であった。この間、丹製法人仲間については、「少しの影響をこうむるこ

となく経過した」とある。つまり、新しく商売を始めて株仲間となる者はなく、

7 人のまま継続していた。しかしながら、江戸末期には仲間の淘汰が生じ、堺

では鉛屋市兵衛のみが営むところとなった。 

４．明治以降の鉛市 

 明治に入り 5 年（1872）には株仲間は解散させられ、自由競争の時代が始ま

った。市中には海外からの輸入品も多く出回り、中国やヨーロッパからの輸入

が進んだ。堺で唯一の鉛丹屋となった鉛市は製品の改良を重ねた。とりわけ、

鉛市兵衛氏の長男鉛市太郎氏が化学研究者となったことから、専門的な知識が

同社の研究開発に活かされた10。その結果、欧米の一流品と比較しても劣らな

いと言われるほどに品質が格段に向上した。その結果、国内はもちろんのこと、

中国、東南アジア、インド、南アメリカ、東アフリカにまで輸出するまでとな

った。 

 また、明治 42 年（1909）には、文政年間（1818～1830）に分離し大阪荻田屋

利兵衛氏に譲渡していた鉛白事業を再統合し、鉛丹と鉛白を 2 つの柱として事

業を展開するようになった。これを機に、合資会社鉛市商店に組織変更を行っ

た。大正７年（1918）には、リサージ（一酸化鉛）の製造を開始した。さらに、

大正 15 年昭和元年（1926）には、株式会社鉛市商店となった。 

小冊子には、昭和 5 年（1930）8 月 15 日に、小冊子の筆者山川隆平氏が鉛市

10 鉛市太郎氏は、明治 16 年（1883）1 月 17 日に鉛市当主市兵衛氏の長男とし

て生まれた。明治 39 年（1906）に東京大学を首席で卒業すると同時に、住友伸

銅所電線製造工場に就職した後、42 年（1909）に退職しドイツに留学する。ド

イツでは満鉄の留学生としてベルリン大学等で無機化学、電気化学を研究し、

大正 4 年（1915）に帰国し満鉄中央試験所電気化学課長となる。大正 9 年（1920）

に満鉄を退職し、家業の鉛丹・鉛白の製造に協力した。鉛市は、専門化学研究

者を内部にもち、それだけでなく彼のネットワークを広く使うことができたと

考えられる。市太郎氏は大正 13 年（1924）に工学博士の学位を取得し、昭和 4

年（1929）には大阪工業大学（現大阪大学）の教授となった。鉛市の家業は次

男が継承した［伊藤 1960］。
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兵衛宅を訪問した様子が記載されている。堺市堺区市之町東六丁目（旧名南向

井領町）にある鉛氏の本邸には、御定丹製法人制度創成当時の「元文二丁巳年

十二月十八日決め仲間手本」と書かれた鉛丹の見本、「中丹」、「下丹」、「中

乗久丹」、「市兵衛丹」それぞれがあったという。山川氏は先述の一子相伝の

巻軸を見ることができた。また、その昔、秘密調合部屋であった座敷の向こう

の茶室や、調合のための乳鉢を見ることができた。工場は女人禁制だったとい

う。さらに、山川氏は丹に関係する百数に近い文章類を借り受けた。昭和 5 年

（1930）には、丹の製造場や器材、また関連する数多くの文書類が残っていた

のである。 

 次に記録が残っているのは、昭和 49 年（1974）に化粧文化史の研究者髙橋雅

夫氏が、鉛白の調査の過程で、鉛市兵衛宅を訪れた時のことである［髙橋

1997:94］。先と同じ堺東にあるが、戦後新たに購入されたとある。鉛恂一氏と、

その娘の由紀子氏（現社長）に会った様子が記されている。昭和 5 年（1930）

に山川氏が見た鉛丹製造の器材や文書類は全て戦争で焼け、先述の一子相伝の

巻軸のみが防空壕の中で残ったという。昭和 27 年（1952）7 月の堺の空襲によ

っておしろいと鉛丹の工場が焼けたこと、四天王寺にある大阪工場で昭和 9 年

（1934）まではおしろいを、また昭和 30 年（1955）頃までは鉛白を製造してい

たが訪問当時はもう止めていたと高橋氏は聞いた。 

昭和 9 年（1934）とは、健康被害を防ぐため鉛白を使用した化粧品の販売、陳

列、貯蔵の禁止令を政府が発布した年である。同社がおしろいの製造を中止し

たのは、この禁止令が要因であることは容易に推測される。おしろいのため鉛

中毒に似た症状が歌舞伎役者に出ていることは有名で、明治 23 年（1890）には

医学的な見解が示された。それを受けて、市中には無鉛白粉が出回るようにな

った。内務省は、明治 33 年（1900）には有害性著色料取締規則を制定し、砒素

やバリウムに並び鉛もその対象となった。その際には、化粧に含まれる鉛は規

制の対象外となったが、大正 14 年（1925）には乳幼児の脳膜炎の原因として母

親が使う白粉を指摘する医学的見解が発表された。昭和 5 年（1930）に改正さ

れた条例では、鉛を含む化粧品も製造、販売禁止となった。このように、鉛を

主事業とする鉛市にとって、社会は厳しい経営環境へと変わっていった。 
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以上が記録に残る鉛市の歴史である。応永 2 年（1395）に始まり、江戸時代ま

での歴史は明確でないものの、それ以降は日本だけではなく海外にまで広く鉛

丹を輸出し、優良製品として知られていた鉛市の様子を記述した。一方で、明

治以降は、鉛の健康被害が取り沙汰され、市場から徐々に鉛が排除されていく

様子を述べた。 

戦後、鉛市は鉛丹・鉛白に代わる製品群へと事業をシフトする。その一方で、

業界団体の一員として鉛製品の存在意義を唱えていくこととなる。次章では、

現在、同社の番頭役を担う常務取締役林隆夫氏へのインタビューを中心に、戦

後から現在までの変遷を見ていくこととする。 

５．戦後の鉛市 

（１）鉛丹・鉛白に代わる主事業

 先述のように、戦争によって鉛市兵衛氏の本邸にあった歴史的資料は全て焼

失した。工場は、堺と大阪上本町に約 2000 坪の鉛白工場（荻田商店）が残り、

この 2 箇所で戦後に事業を再開した。近代工業化が急速に進む中で鉛業界にも

大資本が参入し、鉛市は新たな製品領域への進出が求められていた。林氏が鉛

市に入社したのは、そのような時期にある昭和 52 年（1977）のことであった。

鉛市兵衛氏の四男鉛健造氏と懇意であった林氏は、鉛系安定剤の製造・販売を

開始するにあたり、同社への入社を求められた。 

 鉛系安定剤は、塩化ビニル樹脂を製造する際に発生する塩素ガスを塩化鉛に

変化させることにより封じ込めるための安定剤である。先述のように明治・大

正期に鉛の危険性が広まる中で、主業である鉛丹・鉛白に代わる製品を生み出

さなければならなくなった鉛市は、大正７年（1918）にはリサージの製造を開

始した。リサージとは、電気鉛を焼結し酸化させた一酸化鉛(Pbo)のことで、鉛

系安定剤の主原料となる。戦前と戦後しばらくは安定剤メーカーにリサージを

販売していたが、昭和 49 年（1974）以降はその安定剤を自らが製造するように

なった。そして、それが現在に続く同社の主力商品となる。 
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（２）鉛産業の縮小と同社の生き残り戦略

鉛の有害性は指摘され続け、世界的にも継続的に規制が設けられ多くの製品

が鉛を使わないものに置き換えられていった。国内での鉛化成品（リサージ、

鉛丹及び鉛白）の需要は、図表１のように変化している。 

図表１     （出所：NI ケミテック社内資料より） 

このような厳しい環境において、鉛を主業とする鉛市はどのように事業を継続

させてきたのだろうか。林氏によると、それは次の２つの戦略による。１つは

鉛化学製品業界の維持である。もう１つは、縮小する業界内において企業間で

機能を分化し互いに不可欠な存在となることで生き残ってきた。それぞれにつ

いて説明しよう。 

 厳しい規制が進む中で、鉛化学製品のメーカー団体として、日本無機薬品協

会の鉛丹部会、塩化ビニール安定剤部会鉛分科会、顔料部会黄鉛分科会がある。

平成 12 年（2000）に同協会から発行された冊子『社会に貢献する鉛化学製品』

によると、それぞれの部会・分科会、5 社（品川化工株式会社・直島化成株式

会社・鉛市化学工業株式会社・日本化学工業株式会社・三井金属鉱業株式会社）、

6 社（勝田化工株式会社・キクチカラー株式会社・堺化学工業株式会社・品川

化工株式会社・鉛市化学工業株式会社・水澤化学工業株式会社）、3 社（キク

チカラー株式会社・大日精化工業株式会社・東邦顔料工業株式会社）である。

冊子のはじめには「この冊子は、多くの皆様に「有害」と「危険」とは異なる
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事を理解していただき、いかに鉛化学製品が社会に貢献しているかを、簡単な

歴史と鉛化学製品の様々な特性・機能、そして、リサイクルの現状などについ

て、永らく鉛化学製品の生産に携わっている私達がわかり易くまとめたもので

す。」とある11。冊子の内容は、鉛の歴史（世界・日本）、鉛化学製品の例（放

射線遮蔽材、蓄電池、ブラウン管の管球ガラス等）、鉛化学製品の特徴、需要

量、規制、リサイクルの方法である。そして、最後は「この冊子を発行するこ

とにより、多くの皆様の鉛化学製品に対する正しい理解が一層深まることを私

達は切望しています。」と括られている。この言葉にあるように、市場の縮小

を何とか食い止めようとした思いが、業界団体（部会・分科会）の結成と、鉛

化学製品の普及活動であった。 

 それにもかかわらず、図表１に見るように市場の縮小は進む一方であった。

そこで次に取られた生き残り戦略が、分業と協業である。日本無機薬品協会の

鉛丹部会、塩化ビニール安定剤部会鉛分科会、顔料部会黄鉛分科会は、冊子の

発行から約 20 年経った現在では大きく様変わりをしている。 

鉛丹部会の中では、鉛丹や鉛白などの酸化鉛を主として生産するのは現在は三

井金属のみである。かつては鉛市を含めそれぞれの会社が生産していたが、三

井金属に生産を集約、各社はそこから購入し、加工と販売をするようになった。

三井金属は電気鉛を生産しているので、酸化鉛はその二次製品として生産が可

能であり、また生産規模も確保できるため、継続した生産が可能である。 

次に、塩化ビニール安定剤部会鉛分科会は、勝田化工、キクチカラーの 2 社は

製造を辞め、残る 4 社のみとなった。この 4 社のうち業績が比較的良い鉛市が

希望する同業メーカーに供給するように変化した。鉛丹部会と同じく、小さく

なった業界で一定規模の生産を担う会社と、そこから購入し加工・販売をする

会社に分業、協業化が進んだ。 

顔料部会黄鉛分科会については、黄鉛顔料の製造が禁止となったことから、消

滅した。 

酸化鉛及び塩化ビニール安定剤業界でみられたのは、前者は三井金属に、後者

11 日本無機薬品協会［2000:1］。 
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は鉛市に生産機能を１つの会社に集約し、他社はそこから原料及び製品を購入

し、加工と販売に特化する戦略であった。その結果、業界内で製造会社として

生き残った会社は強みを持つようになる。買う側の選択肢は少なくなり、生産

する側が強い立場となる。 

しかし、これは決して自社のみが強くなることを目指しているのではない。業

界の中で生産、加工・販売の機能を分化したことを考えるとむしろ互いに支え

合い共存する道である。 

超長寿企業鉛市は、縮小する鉛化学製品業界で、このように最後のニッチとな

ることによって生き残ってきたのである。古くからの鉛とその周辺領域におけ

る製品知識や業界事情を知り尽くした強みによって、現在では取り扱う製品の

種類は 450 種、少ロット生産によって顧客の様々なニーズに応えることが可能

である。現在、従業員は 50 人に増加し、年商 26 億円を超えるまでにもなって

いる。 

（３）社長鉛由紀子氏による鉛市の継承

前節では、戦後を支えた番頭役林氏の話を中心に進めた。本節では、鉛家直系

の継承者現社長鉛由紀子氏について述べる。戦前から戦後にかけて事業を継承

したのが、由紀子氏の祖父鉛市兵衛氏だった。由紀子氏の祖父市兵衛氏には 4

人の男子があり、長男の恂一氏の長女にあたるのが由紀子氏である。祖父市兵

衛氏の後、恂一氏が会長、四男の健造氏が社長として鉛市を継承した。さらに、

健造氏の後を姪の鉛由紀子氏が事業を継承した。昭和 53 年（1978）、鉛由紀子

氏が 32 歳の時であった。 

平成 20 年（2008）に同社は社名を鉛市化学工業から NI ケミテックに変えた。

実質的に同社の事業のうち鉛化成品はわずか 6％にすぎず、ほとんどが非鉛系

の樹脂添加剤、安定剤と鉛系安定剤である。事業内容の実態に合わせて社名を

変更したのである。また、アルファベットと片仮名を使った新しい社名からは、

同社を次の世代へと継承する意識が感じられる。今回、継承者についての具体

的な話を聞くことはなかった。しかし、生き残り戦略により国内唯一となった

同社が次の世代へとバトンタッチされていくことは間違いない。 

35



 関西湾岸エリアの海の文化観光と広域連携 

６．おわりに 

本稿では、堺にある鉛市の 625 年の歴史を、主に江戸時代と戦後期について述

べた。注目したのは、その事業の継続性である。江戸時代には株仲間制度によ

り新しい参入者が拒まれ事業の継続を容易にした。株仲間が解散した明治５年

（1872）以降は自由競争の時代となった。鉛市では、長男市太郎氏が化学研究

者となって商品開発を助けたこともあり、海外まで広く知られる優れた商品を

作ることができた。しかしながら、明治期には鉛の危険性が唱えられはじめ、

徐々に鉛製品の規制が始まった。鉛市では、大正期には鉛丹・鉛白に加えリサ

ージの製造を開始し、戦前まで事業が続けられた。 

戦後は、鉛製品に対する規制が厳しくなる中、生き残るための戦略として、

同社は２つの方法をとった。１つは鉛業界の維持であり、もう１つは、縮小す

る業界において企業間で機能を分化し互いに唯一不可欠な存在となることであ

る。 

現在の社長は鉛市兵衛から直系の鉛由紀子氏である。女姉妹の長女であった鉛

氏は昭和 53 年（1978）から事業を引き継ぐ。今回の調査では、事業継承の思い

や、その困難について鉛由紀子氏に直接話を聞くことができなかった。これは、

今後の課題としたい。 
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徳島の観光適地を歩く 

出口 正登

１．はじめに 

これまで 50 年近く、なにかを論じるために写真を「利用」するのではなく、

写真「で」景観や人々の営みを細密に示すことを目的に、日本各地の景観や生

活・民俗を記録し研究してきた。試行錯誤を重ねながら、写真で示す映像解析

学とでもいうべき成果もいくつか発表してきた［出口 1998～、出口・出口 2005、

2010、出口 2018a、2018b など］。バウハウスのモホイ＝ナジは、1928 年写真

について、こう指摘したことがある。「写真の限界を見極めることはできない。

ここでは、すべてがまだ新しいことばかりなので、探究しさえすれば創造的な

結果に導かれるのだ。そこへ至る道を切り開くのは、もちろん技術である。文

字に通じていない人ではなく、写真に通じていない人が、未来においては識字

できない人（analfabet）とみなされるだろう」［モホイ＝ナジ 2011：199］。 

写真の本質は記録である。このことを強く意識し、私は写真を撮り続けてき

た。写真（カメラ）の目は、人間の目をはるかに超えた光学の目である。フィ

ールドではその日目的にしたもの、必要とみなしたものを中心に撮るが、それ

らの回りの景色や事物も同時に記録しておく。フィールドに出たら、撮影し続

けるのだ。すべては記録のため、現場は絶対である。写真は、時間と空間に厳

しく規定され、まったく修正はきかない。この同時性と同地性が、写真の本質

である。その結果、撮った瞬間には意識できなかった映像に、10 年、20 年後に

重要な意味があたえられることもある。時間を比較し、その変化を瞬時に目で

識るのだ。これは写真の無限の可能性のひとつだろう。今回は観光適地を軸と

して、研究を私の方法で進めていこう。 
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 関西湾岸エリアの海の文化観光と広域連携 

２．ローカルな観光適地－徳島 

関西湾岸には、数多くの観光適地がある。大阪や神戸、明石、淡路島、姫路、

堺や岬町、和歌山など数々の現場を見て撮影記録してきた。そこから誰もがよ

くいく場所以外に、すぐさま連続性をもった観光適地をいくらもあげることが

できる。大阪渡船、天保山、堺の大浜・浜寺公園、須磨浦、明石海峡、家島諸

島、淡路の福良、沼島、岬公園、紀の川、由良洞窟などである。よく知られた

場所のすぐそばに、まだ価値の十分気づかれていない観光適地はあるものだ。

たとえば、天保山渡船に乗ってみよう（写真１）。 

写真１ 大阪市営天保山渡船。この渡船の両岸に海遊館をはじめとする

大阪港の港湾娯楽施設とユニヴァーサルスタジオジャパンなどがあり、

住民だけではなく観光客やそれぞれの施設スタッフも常時行き来してい

る。2016.6 
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徳島の観光適地を歩く（出口） 

USJ の外国人スタッフが自転車で通う日常と出会う。渡船は、USJ に通じる

自転車道だと知る。大阪市は日本のなかでも渡船場が多い町なのだ。橋と船の

関係は、それだけで観光適地となる。 

その中で、本稿では関西湾岸の徳島エリアをフィールドに、ローカルだが可

能性を秘めた観光適地を見出すことにしよう。場所と場所のつながりを発見し、

関西湾岸の広域性を写真で「識字」するのだ。撮影地については、（図１）に

示した。 

図１ 関連地名図 図中番号は、写真番号と対応 
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 関西湾岸エリアの海の文化観光と広域連携 

（１）鳴門の渡船をめぐる

渦潮があらわれ、大小の観潮船がゆきかう大鳴門峡をこえて道は小鳴門峡に

さしかかる。ここは近畿から四国への玄関口である。大鳴門峡は、大型船が通

るが、渦潮の発生する付近は、小島や暗礁が多い（写真２）。 

 

 

 

 

写真２ 鳴門渦潮。観潮船が鳴門側と淡路島福浦側から出ていて、船から

見る渦潮はよく見る景色だが、鳴門大橋の下に「渦の道」という歩道が渦

潮の真上まで延びていて、そこからの眺めも格別である。おりしもこの日

は１年で一番干満の差が大きい日にあたり、１時間近く渦潮が続いた。

2019.1 
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徳島の観光適地を歩く（出口） 

そのため大鳴門峡を避け、四国側の小鳴門峡を通る船が多い。ここは太平洋

から瀬戸内への、海の玄関口でもある。水道にかかる橋は高い。高い橋は、車

の交通には支障がないが、人の交通には便利が悪い。そのため人は対岸に渡る

のに船のほうが都合がよい。鳴門は、市営の渡船が運航する数少ない場所で、

大阪に次いで全国でも渡船が多い［出口・出口 2011］。島田島、大毛島、高島

などかつて島だった場所は橋でつながったが、渡船でもつながっており、地元

の人たちのふだんの買い物や、釣竿をもった子供たち、海外旅行者が自転車に

乗って、あるいは孫を連れてちょっと船旅する姿がいりまじる（写真３）。 

黒崎渡船は、鳴門教育大学の学生でにぎわう。鳴門の渡船場は、大阪と並ん

で関西湾岸が放つ観光適地なのである。 

写真３ 鳴門市営岡崎渡船。大阪市と同様、船を通すために橋は高く架け

られ、徒歩や自転車では対岸に渡りにくいことへの配慮から、岡崎・黒崎・

島田の 3 ヶ所に就航している。あとは対岸の病院に行くためのシーガル渡

船もある。いずれも道路の延長と規定され、無料である。2017.10 
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 関西湾岸エリアの海の文化観光と広域連携 

吉野川の肥沃な平野にレンコン畑や鳴門金時の芋畑が広がる。砂丘のなかに

人工の湿地があり、そこでレンコンは栽培される。葉も少なく、花は咲かせな

いが、日本一のレンコン産地だ。吉野川の分流、今切川にかかる加賀須野橋に

さしかかる。ここに船の航路と道路が交差する可動橋がある。国道からはずさ

れても地元の声によってこの可動橋は守られた。橋は新しく架け変わったが、

やはり橋の形式は可動橋になった。日本で稼働している可動橋では 大だ。船

が通る時間帯には遮断機がおり、人や車、バイク、自転車が船の通過を待つ（写

真４）。 

鳴門にくるたび訪ねるが、船の交通に遭遇できたのは、10 年でたったの３回、

橋の上流側にある化学工場からもどってきた大型タンカーは、橋げたにぶつか

りそうに接近し、絶妙なコース取りで通過していった。こんな迫力ある風景は、

ここでなければ見られない。 

写真４ 加賀須野橋。新旧 2 本の橋が見られる貴重な写真である。舟運

のため新橋を造る間も旧橋（県職員が担当）は活動を続け、新橋（民間

委託）が稼働開始の時に落とされた。2014.11 

42



徳島の観光適地を歩く（出口） 

（２）吉野川左岸をゆく

吉野川左岸を走り、板東を訪ねた。第一次世界大戦後の俘虜収容所のひとつ、

板東俘虜収容所があった場所だ（写真５）。 

収容所に近い四国八十八箇所霊場の一番札所・霊山寺前は当時、ドイツ人俘

虜たちが開催した展覧会や演奏の会場となり、数々の交流が繰り広げられた。

その時の所長、松江豊寿を主人公にドイツ人俘虜と土地の人との交流を映画化

した『バルトの楽園』は、この地をロケ地とした。板東で過ごしたドイツ人俘

虜たちと土地の人びとは、当時の出来事をそれぞれの場所で、俘虜仲間や子孫

たちに語り継ぎ、そのことが市と市を動かし、交流が温められた。鳴門市では

ドイツ館の建設、俘虜収容所跡地の公園化、第九の里としての公演や合唱など

が繰り広げられてきた。映画のロケに使われたセットは、場所を移し、観光施

設「阿波大正浪漫 バルトの庭」にもなった（写真６）。 

写真５ 鳴門市、板東俘虜収容所跡地。敷地は現在まで残され、比較的

近年に公園としての整備が始まっている。遺構は何ヶ所かあるが、いち

ばん往事をとどめるのがこの給水塔である。2019.1 

43



 関西湾岸エリアの海の文化観光と広域連携 

NPO 法人の運営で、ていねいな案内と、移築したセットを利用して軽食をだ

す店もあって、焼き立てのドイツパンまで売られている。パン窯の脇には、神

戸・岡本のフロイン堂の写真があった。パン窯つくりをフロイン堂に習ったの

だという。フロイン堂は、神戸のドイツ菓子の専門店・フロインドリープから

ののれん分けだ。その初代は、第一次世界大戦後、名古屋のドイツ人俘虜収容

所でパンつくりの腕をふるい、敷島パンの技術者となったのち、神戸に移った。

神戸のドイツ菓子で有名なユーハイムも、広島の似島にあった収容所で俘虜生

活を送ったが、鳴門ほど俘虜収容所の記憶を、町をあげて継承している例はな

い。近くの大麻比古神社にあるドイツ人俘虜たちが造った眼鏡橋付近は（写真

７）、以前にもまして整備が進み、顕彰する動きが風景に現れていた。

亡くなったドイツ兵の記念碑も元興寺文化財研究所の手によって修復中だ

った（写真８）。 

写真６ 映画「バルトの楽園」の収容所のセット。これを地元の NPO が体

験型資料館として運営していた。残念ながら今は閉館している。しかしセ

ットそのものはそのまま保存されている。2011.5 
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徳島の観光適地を歩く（出口） 

 

 

 

写真７ ドイツ橋。アーチの二重になった眼鏡橋も近くにあり、神社の裏山

の一帯を公園のように整備しようとした。老朽化が進んだため現在は通行で

きない（2011 年の訪問時には渡れたように思う）。2019.1 

写真８ ドイツ兵記念碑。ドイツ兵が第一次大戦終結の後に収容所から解放

される際に、将兵自身の手で亡くなった兵の墓標として記念碑を建てた。そ

の後草木に覆われ忘れ去られていたが、地元の夫婦により２世代に渡り、個

人の力で碑は守られた。現在は文化財として認知され、予算がついて元興寺

文化財研究所による保存修復作業が始まっていた。これもたまたま寄ったと

きに出くわしたことだ。何度でもフィールドに立つことを忘れてはいけない。

2019.1 
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 関西湾岸エリアの海の文化観光と広域連携 

ユネスコの記憶遺産に向けた取り組みは少しずつ進められている。残念なが

ら「バルトの庭」の施設は、その後閉鎖された。2018 年の台風の被害もうけた

ようだ。今後再開する予定はないようだが、閉鎖後この地を再び訪れると、八

朔が黄色い大きな実をつけていた。 

河岸段丘の発達した吉野川をさらに西へ遡上し、阿波土柱に出た（写真９）。 

およそ 100 万年前の堆積層が地震によって隆起し、川床だった砂礫層が風雨

に流されて浸食されて、大きな蟻塚のような柱状の自然をつくりあげている。

昭和 9 年（1934）に国の天然記念物に指定された場所で、イタリアのチロルや

アメリカのロッキー山脈などとともに世界でも珍しい地形だという。一見する

と荒れた山崩れの後に見えなくもなく、人出はいたって少ない。過去には観光

開発がなされた時期もあったのだろう、土産物屋の看板や温泉旅館があるには

あるが、20 数年前の印象と同様、取り残された感がある。単独での観光適地は

難しいが、ここは地球の歴史を観察するジオパークの構成遺産には十分なりう

る。工夫次第でもっと光があてられてよい観光適地である。 

うだつの町並みとして知られる脇町へむかう。吉野川舟運で栄えた町で、撫

養街道と讃岐街道が交差する水陸交通の要衝である。20 数年前にきたときには

国の伝建地区に指定はされていたが、もっとひなびた風景だった。閉鎖された

映画館だったオデオン座は、『虹をつかむ男』で映画のロケ地になり、その後

文化財になって一般公開されている（写真 10）。 

伝建地区の人出も多かった。町並みは保存修景が進むと、どことも風景が似

かよりがちになる。脇町もその傾向はみられるが、ロケ地と伝建地区の文化財

保全が相乗効果をなし、すでに観光に成功している場所である。 
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徳島の観光適地を歩く（出口） 

写真 9 阿波の土柱。観光地としては寂れているが、今もローカルな名所とし

て人出は少なくても、外せない地質学的な意味のある場所である。無料で駐車

場もあるため、近隣の人達の散歩コースにもなっているようだ。土柱の山の上

まで歩いて行ける。2019.1 

写真 10 脇町オデオン座。20 数年前に来たときより伝建地区として整備が進

み、人出も多く観光地として定着している。ただここに写真を出していない

が、町並みは整然とした映画のセットのようになり、民芸カフェや土産物屋

が目立つ風景となっている。以前に来たときや映画で見た雰囲気は、水運と

陸運の交差点の繁栄をしのばせるものが残っていたが、今は歴史・民俗の知

識がないと分かりにくくなっている。川湊は埋められ公園となって当時浮か

んでいた木造船も今はない。いつも観光と文化遺産保全の両立は難しい面が

ある。2019.1
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（３）眉山と徳島

徳島港と本州を結ぶ唯一のフェリー、和歌山港からの南海フェリーで徳島港

までやってきた（写真 11）。 

紀伊水道のけしきは、瀬戸内海とは思えないほど単調だ。しかし船内でのん

びりゆっくりと過ごせるゆとりはある。このフェリーがいつまで運航されるか

は、先行き不透明だが、南海電鉄は電車とフェリーによる徳島スキップ乗車乗

船券を発売するなど電車とフェリーの接続のよさをアピールし、旅客を呼び込

んでいる。徳島港と徳島市中の間はやや距離がある。港界隈は、倉庫と小規模

な漁業と住宅地が混在し、川が複雑に入り組むため、すぐ目の前だが簡単には

いけない場所もある。神社の境内に、安政地震を教訓とする石碑を見つけた。

写真 11 徳島港。和歌山から紀伊水道を渡って徳島港へ入船する南海フェ

リー。大型船が着岸するのは迫力がある。船が回頭すると大小の渦ができ

て、小型の漁船やプレジャーボートは波を被らないように逃げていく。唯

一残った本州と徳島を結ぶ連絡船である。右背後に少し見えている山は、

徳島市のランドマーク眉山だ。2018.1 
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徳島の観光適地を歩く（出口） 

川沿いも市中につながる整備が進めば、水の道で連続性が生まれる。 

船から、港から、見えた眉山の頂上にのぼり、吉野川の河口、紀伊水道・淡

路島を見た。公園にはモラエスの立像があった（写真 12）。 

モラエスは、神戸のポルトガル総領事として活躍したあと、晩年を徳島に居

を移し、「徳島の盆踊り」などの作品を残した。公園の一等地にある像からは、

モラエスを郷土の誇りとする市民の意気込みが伝わってくる。新町の中州をぐ

るりと一周するひょうたん島クルーズ船も健在である。10 年以上前に乗ったと

きは、まだ開始されたばかりで、方向性が定まらない印象だったが、徳島の町

にすっかり定着した（写真 13）。 

水の動線は、関西湾岸の観光適地化に欠かせない。 

写真 12 眉山山頂。山頂公園の中にポルトガル総領事モラエスの銅像が

愛犬と共に建っている。2012.5 
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 関西湾岸エリアの海の文化観光と広域連携 

 

 

 

 

（４）那賀川をのぼって太龍寺にぬける

徳島市街から小松島にはいると、そろそろ「四国の右下」の地図の出番であ

る。那賀川の左岸沿いをさかのぼることにした。川沿いには水神の祠があちこ

ちにある。製材所に「ウナギの稚魚買います」の看板、川舟も健在である。桜

の名所という岩脇公園から北へのぼると、そこは妙見信仰や神々の戦いの場所

であったらしく、いくつもの巨石と星にちなんだ寺や三宝荒神、高野山を望む

遥拝所があった（写真 14）。 

晴れた日は紀伊水道をはさんで東北東の方角に東の高野を遥拝することが

できる（写真 15）。 

写真 13 ひょうたん島クルーズ。吉野川の中州に徳島市街の中心があり、中

州全体がひょうたんのような形をしているため NPO運営の川のクルージング

の名前となった。便利な場所にあるため、休日には行列ができるほどである。

正面の山は眉山。2008.5 
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写真 14 三宝荒神社。山の頂上には荒神様が祀られている。それ以外にも大

量の仏像・神像が山頂付近の岩場に置かれ、星祭りの祈祷なども行われていた

ようで、この地方の古い信仰のよりどころであった。山の中腹は公園になり、

たくさんの花が植えられている。ここも予備知識なく偶然立ち寄った。2018.4 

写真 15 高野山遙拝所。取星寺の裏山は全体が霊場となっていて、ここから東

を見ると高野山が紀伊水道越に見える場所である。この日はモヤがかかってい

て写真では見えにくいが、肉眼ではうっすらと紀伊半島が見えていた。ここは

また那賀川から阿南市街、紀伊水道まで見渡せるために、戦中まで軍の監視所

が置かれていた。2018.4 
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手前に那賀川河口の阿南市街が見える。那賀川はここから上流へ、大きく蛇

行する。加茂谷では川幅一杯に使われなくなった鯉のぼりを幾筋も流し、カン

ドリ舟で遊覧する鯉祭りの準備中であった（写真 16）。 

かつては渡船だった場所に敷設された沈下橋は、新しく付け替えられ、やは

り沈下橋のままだった。洪水のときには氾濫するのだろう。ガードレールのな

い沈下橋を渡ってお松大権現に出た。有馬・鍋島とともに三大怪猫伝の地とさ

れ、願掛けの猫の置物が所せましと並ぶ（写真 17・18）。 

写真 16 賀茂谷鯉祭り。那賀川中流域の鯉の名産地で、鯉と鯉のぼりをか

けてゴールデンウィークには鯉祭りが開催される。まだローカルな範囲の観

光だが、美しい川面と緑の山々、沈下橋…今後が楽しみである。2018.4 
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写真 17 お松大権現社。本来祀られている神（どうも水神のようだ）とは違っ

て、いつの頃からか怪猫伝説の猫が祀られている神社となった。短いが門前町

まであり、今出来のものではない。 近の猫ブームのためか、山の中の不便な

場所にもかかわらず多くの参拝者（観光客）が来ていた。猫狛犬・猫不動・猫

七福神と猫づくしである。しかし繁栄していることもあり、境内は整理され、

花が植えられて宗教的ではない癒しの空間を演出している。2018.4 

写真 18 境内の奉納猫人形。少し気味が悪いが、熱心な猫ファンが奉納した

猫が何万体も続いている。2018.4 
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生きた猫は一匹もいないが、面白い風景である。西の高野・四国霊場 21 番

札所の太龍寺にのぼる（写真 19）。 

 

 

 

 

 

 

 

遍路ころがしと呼ばれる難所のひとつだが、ロープウエイができてずいぶん

行きやすくなった。海抜 600 メートル、大きく蛇行する那賀川をまたぎ、山を

越えてのロープウエイは他にみられない圧巻の川景色である。22 番札所平等寺

をまわり、阿南市街の海正八幡神社にぬけた。那賀川河口の阿南市内には対岸

の加太と同様、淡島神社、また船だんじりや奉納船をもつ神社もあって、水運

で栄えた町であることが伝わってきた。 

写真 19 太龍寺。西の高野と呼ばれて、大師信仰が厚い寺である。相当の奥

山で、巨大ロープウェイに乗って到着する。高野山ほどは広くないが、境内

の雰囲気は重厚である。高野山と同じように本堂裏に弘法大師空海の廟があ

り、その先は深い森が続いていた。参る人も信心の人達が過半を占めており、

観光的なものはほとんどない。歩いて上がるのは難しいため、ロープウェイ

の発着所周辺（広い駐車場もある）だけに何軒かの店舗や観光案内所がある。

2014.4 
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（５）太平洋と瀬戸内海の境の離島・伊島

近年、離島観光はブームである。定期的に芸術祭を開催している東瀬戸内海

に限らない。なんでもない離島への旅に、人は楽しみを見出している。愛知県

の日間賀島や佐久島なども土日祝日ともなれば、船は驚くほど乗客で一杯だ。

船景色を楽しみ、ひなびた島内の道を散策し、一日すごして船で帰る。ちょう

ど日帰りで帰れる小離島が都会の人にとっての魅力ある観光適地となっている。

徳島県は、香川県や愛媛県にくらべると、離島の数こそ少ないが、観光適地に

ふさわしい離島がある。 

伊島は、四国の 東端、紀伊水道に浮かぶ阿南市の離島だ（写真 20）。 

写真 20 伊島。「い」の形で 2 つの島が並んでいて伊島と言われている。

右の島は無人島で海産物加工場があり、橋が架かっている。橋の上から南を

見た。向こうは太平洋、島の太平洋側は波も荒く風も強いため、民家や施設

はなにもない。民家や港の施設は背後のおだやかな瀬戸内海側にある。行政

上の瀬戸内海と太平洋の分岐の島だが、それ以上に風土や気象・海況が南北

を分けているのである。2015.3 
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待合室はコンテナだけという答
こた

島
じま

港から 45 分、島の北半分は瀬戸内海、南

半分は太平洋、両方の海に接する伊島に着く。男海士によるアワビやイセエビ、

サザエやウニなどの潜水漁がさかんで、産業は漁業が７割、島全体に忙しく働

く活気があり、子供や若者の姿も多くはないが目につく。海外からきた英語教

師も住んでいる。漁獲は水道を渡った対岸の和歌山市田ノ浦に出荷する。その

ほうが値がいいからという。経済圏は対岸に開いているのだ。港近く、「入舟」

という旅館の看板が目に飛び込んできた。漁協の販売部もある。船の待合室は

やはり質素なコンテナ。発着所ともに、こうした施設にお金をかけていない景

色は漁業がさかんな姫路沖の坊勢島と共通している。坊勢も人口増加を続けた

写真 21 伊島集落。海辺だけではなく、多くの家の回りには風や波よけ

の石垣が組んである。家は無住になると、アッという間に暖地性の草木

に覆われる。漁業で成り立っている島で、島の規模の割には大きな漁協

があり、漁協ストアは小さな離島では考えられないほどの品数がそろっ

ている。2018.4 
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全国でも珍しい沿岸漁業で食べていける島なのだ。観光に力をいれなくてもよ

いのである。伊島の連絡船は日に３便、島の人中心のダイヤで、観光客が日帰

りをするには、短い時間しか滞在できない。まとまって仕事をするには泊りに

なる。だから旅館は必要なのだろう。北部には島固有のイシマササユリの群生

地もあるという。島人が道路の舗装をした伊島灯台にも通じるが、足をのばす

にはとても時間がたりない。明らかに観光向けの島ではないのだが、漁業集落

としての生活感にあふれ、それが断然島の魅力となっている（写真 21）。 

観光適地とは観光名所をつくり、施設を整備するばかりとは限らない。 

（６）伝建地区になっていく出羽島

出羽島は、牟岐町の港から連絡船で 15 分、6 便の船便が通う離島である。マ

グロの一本釣り漁で栄えた島で、近くには高級魚・アマダイの好漁場もある。

島民のほとんどが、漁船団や貨物船の船員に従事してきた。島の港は、北向き

に入江があり、入江に沿って集落は形成される。台風の風波をしのげる地形が

特徴的だ。昭和 30 年代ころの漁村集落をよくとどめたところとして、国の重要

伝統的建造物群保存地区に指定されたばかりである（写真 22）。 

人口 60～70 人の過疎高齢の離島だが、よそ者を排除しない島の雰囲気は、

すぐにも伝わる。島を離れた人が週末リフォームする姿や、神戸からきた外国

人が空き家で修復する姿、京都から移住して帆布縫製品で生活の拠点をつくる

姿がある。一軒あるゲストハウスでは、英会話を習いに定期的に出羽島へ渡る

地元民の姿もみられた。この伝建地区の保全の取組みはいま進められている途

上にある。一気に進めず、ゆっくりとその変化も見てもらいながら、修景する

のがよさそうだ。島の伝建地区には、きれいに整備されたものの、人気のない

場所もあるからだ。出羽島は、船の便数が確保され、気軽に島に渡れる。ハイ

キングの客は灯台をまわり（写真 23）、島を一周しても十分時間の余裕がある。

定期的に手作りパン屋も行商にやってくる。これからの交流と成長が、楽しみ

な離島の観光適地である。 

ここでとりあげた風景は、徳島エリアのほんの一部にすぎない。しかし、徳

島エリアには阿波踊りに限らず、市民の自発的な文化継承がつくりあげた風景 
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写真 22 出羽島。港に着くとすぐに出羽神社があり、それから先が伝建地区

（正式には重要伝統的建造物群保存地区）の町並みとなっている。現在は 60

～70 名程度の人口だが、遠洋漁業華やかな頃は土地の漁師だけではなく、各

地から船員として人が集まり、1000 人もの人が住んでいたようで、今は廃屋

となった家々に外から芸術家・工芸家・外国人などを受入れている。牟岐町

からの船便も多く、牟岐には徳島から鉄道も来ているため、これからが楽し

みな島と言えよう。2018.11 

写真 23 出羽島灯台。島の集落はやはり北（陸側）を向いており、太平洋側

は深い山で風を防いでいる。以前に訪れた時は台風接近中で、港の外は大荒

れで山へも入れなかったが、島を一周するハイキングコースもそれなりに整

備されている。南端に灯台があり、その周辺には過去にやった観光開発の跡

も残されている。私が訪ねた多くの島では過去に一度は観光開発がなされて

いる。成功した島も一部にはあるが、成功せずにその跡だけが残されている

風景によく遭遇してきた。2018.11 
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がそこここにある。渡船も、可動橋も、ひょうたん島クルーズも、眉山のモラ

エスも、鳴門のドイツ館も、那賀川の鯉まつりも、漁業集落も、伝建地区も、

御接待文化に通じる異種を交える精神がどことなくにじみでている。そして、

その場所に立てば、彼方此方の関係がうかびあがり、広く湾岸を立体視するこ

ともできる。観光適地とは、土地の暮らしと旅人の経験が相寄り、育っていく

ものなのだろう。 
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出口 晶子

１. 追い風が吹く船と港

船の交通は、物流・クルーズ船を含め、このところ追い風が吹いている。港

の整備も各地で進められ、日本のベイエリアは今、ホットな空間だ。新潟や佐

世保、松山、宮島など観光港のターミナル整備は訪ねるたび目をみはるほどだ

し、熊本の八代港などでも国際クルーズ船の入港が相次ぐ。京都の舞鶴港では、

日本海をはさんだ韓国・ロシア、さらに中国と結ぶコンテナやフェリー等の国

際航路が充実し、クルーズ客船の入港もこの 3 年で順調に伸びている。2018 年

はクルーズ船旅客数が 4 万人を突破し、2019 年は 10 月現在 34 回の入港が予定

され、旅客ターミナルである海の京都駅（仮称）の建設も急ピッチで進む。天

橋立や伊根など近場の観光以外に、半日程度停泊時間があれば新たに開通した

京都縦貫道や新名神等を利用し、京都・奈良などの観光が船を基点に十分展開

できるのだ。 

国土交通省では、政府が今後の観光ビジョンとして訪日外国人旅行者を 2020

年までに 4000 万人、2030 年までに 6000 万人とする数値目標を示したことをう

け、国内移動における船旅を促進する方針をうちだした。2016 年 4 月からは観

光利用に特化し、周辺の生活航路に悪影響を及ぼさないと認められる地区を、

船旅活性化モデル地区に設定し、2 年間弾力的な運用による社会実験を試行し

た。モデル地区は北海道の森－室蘭航路、羽田・お台場から浅草・朝潮運河、

横浜など関東地方の 7 件に、瀬戸内海の高松－大島航路、九州の博多－平戸航

路を加えた 10 地区にのぼる。また全国 24 の半島や岬、離島を対象とする船旅

とサイクリングを組み合わせたコース提案がなされ、関西湾岸では深日（岬町）

―和歌山港間の自転車と徳島―和歌山港間の船旅、淡路島の自転車と明石―岩 

屋港間の船旅が含まれる。CO2 削減の課題とあわせ、鉄道やバス・自動車に頼
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らないもう一つの旅の提案だ。 

さらに 2017 年は、大阪港や神戸港が開港 150 周年を迎えたのを機に海港の

歴史文化資源を再発見する観光・教育関連の事業がいくつも実施された。また

洲本・深日港を結ぶ定期運航航路の社会実験（船名は INFINITY）も 2017 年 6

月から 98 日間にわたり実施された。同年 7 月には淡路島の洲本―関空間の定期

航路が、㈱淡路関空ラインによって運行開始された。近年の訪日外国人旅行客

の増加を見込み、10 年ぶりに復活したもので、片道運賃 2800 円、水道を約 1

時間で結ぶ。このほか 2011 年から継続する「とくしま好きっぷ 2000」は、和

歌山―徳島港を結ぶ南海フェリーと南海電車を乗り継ぐ旅の促進をねらう。

2015 年以降徳島側からは南海電車支線を含む 8 種類の行き先が可能となり、四

国から和歌山方面への観光移動にとっては魅力的だ。このように海むこうの対

岸と直接つながる船の交通は、新しい観光の可能性を広げるものとして今、様々

に試されている最中だ。 

こうした状況をみすえ、筆者は 2017 年度から 2 年間にわたり、関西湾岸エ

リアの海の文化観光を、沿岸の民俗文化や観光舟運、水中考古遺産や港に集積

する企業文化などから多角的に実地検証し、適切な地域・文化資源の保全を図

りながら、新たな広域連携をめざす共同研究を開始した。ローカルな足場を固

めつつ、対岸どうしのダイナミックなつながりを見出し、豊かな湾岸文化を醸

成していくにはどうすればよいのか。関西湾岸エリアは、観光と結びつくこと

のできる豊かな自然・歴史・文化・産業資源が背後・彼方の山河を含め、重層

的に存在する。それは熊野古道、高野山、百舌鳥・古市古墳群、姫路城など認

定をうけた世界遺産にとどまらない。本研究はまだ端緒についたばかりだが、

山河海を海の視点でつなぎ、関西湾岸エリアの新しい可能性をひきだす見取図

を、本論では描いてみることにしたい。 
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２. 関西湾岸を定義する

（１） 海辺の 3 都市をゆく

大阪市の市章を眺め

る（図１）。 

市章は、天保年間の

絵図に描かれた澪標

（船の航路案内標識）

がデザインとなってい

る。近世淀川の三十石舟

をデザインした枚方市の市章と同様、大阪市の市章は、海と川が接する「港・

大阪」の歴史を強くイメージさせるものだ。 

 神戸市の市章を眺める。これも、カウベのカの字と、兵庫・神戸の両港が扇

のように配置され、海港にちなんだデザインだ。六甲の堂徳山には夜間北前船

の電飾がこの 30 年灯されるようになり、近代以前の海港の歴史が市制 100 年を

機に強調された格好である。1920・21 年頃の阪急電車のポスターには「汗の大

阪から涼しい神戸ゆき急行電車」のフレーズと絵が描かれ、大阪と神戸の市章

が象徴的に登場している[「阪神間モダニズム」展実行委員会 1997]。もっとも

両都市が鉄道で結ばれた近代以降は、人の移動はもっぱら陸上となり、海の視

点で都市をとらえる機会は薄らぐこととなった。大阪の南、堺へゆく。浜寺公

園や大浜公園は、明治前期に開園された歴史ある公園で、大浜公園は 1903 年（明

治 36）大阪で開催された内国勧業博覧会の会場となった。浜寺公園は大阪から

もっとも近い海水浴場として人気を博したが、臨海工場地帯としての発展の結

果、高度経済成長期の堺は「七色の煙たなびく」とも形容され、やはり「汗の

街」のイメージが強い。16 世紀なかば、日本を訪れたポルトガル人宣教師ガス

パル＝ヴィレラは、この堺の町を（写真 1）、ヴェニスのような自治都市とと

らえ、その都市ぶりを「当堺の町より安全なる所なく、（中略）敗者も勝者も

此の町に来住すれば皆平和に生活し、諸人相和し、他人に害を加ふる者なし」[笹

山ほか 2012：151]と評した。 

図 1 大阪（左）・神戸（右）の市章
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写真 1 堺の灯台 2018 年 日明貿易の中国人も宣教師もやってきた 

教科書に登場するこの知られた記述にたいし、日明貿易で栄えた堺の交易の

実態、船の入港のあり方はまだわからないことが多い。その歴史文化景観を目

に見える形に保全するための文化財調査や整備活動が、いま 100 年の計で進め

られていると聞く。百舌鳥・古市古墳群は、2019 年大阪で初めての世界遺産に

認定された。古墳回りの遊歩道や展望台など文化財の保全整備も進められ、観

光適地化が図られている。堺市管轄の古墳の堀割に船を浮かべて、間近に見学

する。あるいは気球に乗って町と古墳、海や山を俯瞰する。そんな体験が実現

するのは、どうやらあと 2 年ぐらい先のことらしい。堺もまた海や水、鳥の視

点でとらえると、さらに多くの歴史文化の発見がありそうだ。 

（２）関西湾岸の地理的概念

沿岸の 3 つの都市、大阪・神戸・堺をたどってみると、改めて沿岸と湾岸は、

視点が異なることに気づく。沿岸は陸を軸にした見方であるのにたいし、湾岸

は、海を軸とする概念である。「関西湾岸」は、地理的概念としてこれまで明
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確な定義がなされてきたわけではない。むしろ近年使われ始めた造語である。

その一つ、朝日新聞社をパートナーとし、甲南大学が取り組むプロジェクトに

「関西湾岸 SDGs チャレンジ」がある。これは、大阪湾を囲む 4 自治体（神戸市、

堺市、和歌山市、徳島市）が抱える地域の課題を SDGｓ（Sustainable Deve- 

lopment Goals、持続可能な開発目標の意味で、国連サミットで採択された

2016 年から 2030 年までの国際目標のこと）の視点でほりおこすプロジェク

トと位置づけられている。もっとも地理的には、この 4 市のうち徳島・和歌山

両市は大阪湾を囲んではいない。つまり 4 市が連携を図ることの意図をもって

生み出された造語が「関西湾岸」と考えられる。そこで本論では、まず地理学

的な概念として「関西湾岸」の定義を試みたい。その定義により「関西湾岸」

は海を軸にした地理的エリアとして今後一層有効になると認識している。 

関西湾岸の海は、大阪湾に限定されるものではない。関西湾岸は、むしろ大

阪湾・播磨灘・紀伊水道という 3 つの海（灘）をつないだ広域エリアとして浮

かびあがる（図 2）。 

図 2 関西湾岸エリア 資料：地震調査研究推進本部の断

層地図をもとに筆者作成 
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この 3 つの海は、地質学的にみれば、2 つの断層帯の活動で生まれたものだ。

プレートの衝突で生じた断層のずれが陸上のしわとなり、島をつくり、海峡で

区切られた 3 つの海を誕生させた。この断層は、一つが六甲山から淡路島にか

けて通る六甲・淡路島断層帯だ。1995 年 1 月 17 日の阪神淡路大震災は、この

断層帯のずれによって生じた大地震だった。もう一つが、紀の川から淡路島の

南部を通り、四国・吉野川に走る中央構造線断層帯だ。この古い断層帯に沿っ

て、両河川は向き合って紀伊水道に流れ込む。それぞれ県境は、この線に沿っ

て形成され、さらに和歌山港と徳島港をつなぐ航路もまた、海底を走る断層線

上をゆく。つまり、関西湾岸は、その成り立ちにおいて大阪湾・播磨灘・紀伊

水道という 3 つの海（灘）にまたがる海を軸としたエリアと定義することがで

きる。しかもそれは、地形的連関やまとまりをもった歴史的、文化的にも意味

のあるエリアととらえられるのだ。 

３. 関西湾岸の海の文化観光

（１）震災後に成長した河川観光舟運

関西湾岸を対象に海の文化観光を考えるとき、断層帯を有する海域エリアで

あるという地理的特質は、重要な意味をもつ。1995 年の阪神淡路大震災から 25

年がたった今日、大学生のほとんどは地震を直接経験した世代ではない。その

記憶は、親や学校で、あるいは地域や現場に出向き、学び取る対象となってい

る。神戸港の震災メモリアルパークは震災後付け加わった名所である。生まれ

かわった公園に、災害の景色が景観の一部として残され、華やいだ港の活気と

ともに震災の記憶を定着させている。 

地震で生じた野島断層は、1998 年いちはやく国の天然記念物に指定され、周

辺の公園整備とともに、淡路島の災害・地域学習の拠点となった。これまで断

層を保存展示した資料館・博物館・公園は、京都府北丹後市の郷村断層、岐阜

県本巣市の根尾谷断層、静岡県函南
かんなみ

町の丹那断層、長野県大鹿村の中央構造線

断層など全国に 5 箇所ほどある。加えて 2016 年の熊本地震により、益城町や大

津町、南阿蘇村では断層や震災遺構を保存することが 2019 年決定された。これ
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らは、大地の営みとしくみ、活断層と災害、暮らしの関係を国内外の人々に適

切に伝える学術・教育の重要な使命を担う。 

他方、1997 年には河川法の大改正がなされ、日常的に川を利活用していく事

業整備が一気に進んだ。川港の設置や、船の定期航行等が地域観光に資する形

で進められた背景には、災害時、目の前に川や海があるにもかかわらず、水上

からの接近が十分機能せず、物資輸送等の救援に課題を残したことがあげられ

る。観光という限られた場面ながら、川を日常の交通の場として位置づけ直す

ことで、現代人は、船の視点、水の視点で町を眺め、風景を楽しみ、学ぶ機会

を手に入れた。現在、川や湖、池、城の堀割を含め、河川観光舟運は全国で 200

箇所以上、どの都道府県にもみられ、現在進行形で増え続けている［出口・出

口 2016、2016web magazine］。その多くは、かつて水運でにぎわいのあった地

域の歴史や文化、産業の文脈に沿って再構築され、比較的安価な値段で小さな

船旅が楽しめるとあって、各地の旅のコースにも積極的に取り入れられている。

川を背に、排水路と化していた風景が川を表に修景され、陸からの川景色が見

違えるようになったところも少なくない。関西湾岸の河川観光舟運は、姫路城、

大阪城、和歌山城、赤穂城などの城の堀割のほか、大阪市内の運河や河川、徳

島の新町川、堺の環濠クルーズなどがあげられる。河川観光舟運は小規模なが

ら、海より先んじて定着した船の交通による新たな文化観光なのである。 

（２）関西湾岸の船祭りの伝統

関西湾岸の海の文化として、本論では、船祭りの伝統をあげておきたい。天

神祭りは日本三大船祭りに数えられ、大阪の夏祭を代表するものだ。大川を中

心に櫂伝馬のオカだんじり、櫂伝馬競漕、船渡御など盛大な船絵巻が 2 日間に

わたり繰り広げられる（写真 2）。  

兵庫県赤穂市坂越では、秦河勝を祭神とする大避神社で毎年秋に船祭りが開

催される。猿田彦の修祓に先導され、祭神をのせた神輿が社から浜辺に到着す

ると、舞台は一気に海上へ移る。櫂伝馬の競漕、バタカケ（神輿を船にのせる

橋板（バタ）を浜と船の間にかける前に板の上で舞い見せる場面）ののち、 

神楽や神輿を乗せた伝統の木造船が列をなし、坂越湾の生島へむかう。この船 
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写真 3 赤穂・坂越の船祭 2008 年 

国の重要無形民俗文化財。祭の舞台・坂越湾のむこうに播磨灘、家島

諸島が点々と見える 

写真 2 天神祭りの櫂伝馬 2017 年 

水上からあげられ、そのままオカだんじりとなって、天満宮へ、再び

船をおろし大川・道頓堀川を漕ぎ渡る 
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渡御は、さながら江戸時代の関船や参勤交代の御座船文化を彷彿とさせる（写

真 3）。 

相生のペーロン祭りは、中国から長崎、長崎から関西湾岸に伝わった海の祭

りである。江戸初期すでに長崎で開催されていたペーロン競漕は、大正期、長

崎出身の造船所従業員によって相生にもたらされ、造船所内の海上運動会とし

て開催された。それが造船所内の天白神社の例祭となり、戦後市民祭りに成長

した。ペーロンは相生市の一大行事であり、市を代表する海の観光資源となっ

ている。 

明石の岩屋神社の祭礼・おしゃたか船神事は、祭神をのせた船模型を手にし

た男たちが、海に飛び込み、「おじゃったか、おじゃったか」と声をあげなが

ら、船をほうり投げ、泳ぎ進める全国でも他に例のない海の祭礼行事である。 

古くは明石海峡を横断し、淡路島の岩屋まで船で渡御していたのが、中古高麗

人来朝のおりに停止され、東浦にこぎだすものにかわったと近世の記録には伝

える。播磨灘と大阪湾をつなぐ海峡ならでは祭礼である。このほか西宮神社の

祭礼や尼崎貴布祢神社の祭礼など、関西湾岸では、海上や河川での神輿の船渡

御が近年復活したところが少なくない。 

大阪港区の天保山では、弁才船の船模型を用いて新たな船だんじりを誕生さ

せた。この模型は、なにわの海の時空館の展示用に千石船が原寸復元された際、

その試作として製作された 3 分の１の模型船である。倉庫に眠っていたものを

ひきだして、2013 年より祭りの目玉にすえた。博物館は同年惜しくも閉館され

たが、江戸時代の図面に忠実な細密模型であることから、広場では、帆柱を実

際にたて、艤装を正しく設置し、帆をあげて観客に披露する。大阪市が所有し

ていた練習帆船「あこがれ」のボランティアスタッフを務め、帆走艤装のわか

る人が祭礼にはかかわり、帆走方法を祭の中で伝承する。こうした新旧船祭り

の伝統は、関西湾岸を特徴づける海の文化となっている。 

このほか大阪太子町山田の科長神社、淡路島洲本の鳥飼八幡神社や都志八幡

神社の祭礼、淡路島多賀の伊弉諾神宮の祭礼などオカを練る、船をかたどった

だんじり（船だんじり）も広い展開を見せる。淡路島の伊弉諾神社の例祭は 17

世紀末ころにさかのぼるとされ、明治中期、経済的に豊かになった島では各地
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で船だんじりを含む多彩なだんじりが競いあって製作されるようになったとい

う。大阪太子町は海から離れた場所であるが、科長神社の祭礼に登場する船だ

んじりは、上物の屋形を装備した御座船の造りである。菜種油の製油業を営み、

石川の舟運で商って巨額の富を築いたのち、大名貸などの金融業へと転じてい

った豪商が、江戸時代に造ったものという［上野 2003：70］。天神祭りでも江

戸時代に製作された船だんじり・天神丸がオカをゆく姿がかつてはみられた。

これらは、商船ではなく、公儀の船をだんじりに仕立てている点に共通性があ

る。 

 一方、和歌山市の和歌祭では唐船と呼ばれる竜頭鷁首の船形屋台が出て、船

歌が奉納される祭りが繰り広げられる。徳島側の四所神社の船だんじりもまた、

蜂須賀公の参勤交代に使われた御座船を模したとされ、社のある福島一帯は阿

波水軍の根拠地だった場所である。この船だんじりは、現在徳島市が選定した

とくしま市民遺産となっている。阿南市蛭子神社では天保年間に製作された船

だんじりがあり、当地の酒造家が巨額を投じ奉納したと伝わる。このように関

西湾岸には広く濃密な船祭りの伝統がみられ、その文化はさらに紀伊半島南部、

徳島南部へと連続していくのである。 

（３）山河海をつなぐ文化の発見

関西湾岸の海の文化は、船祭りのようにおよそ湾岸や流入河川に沿って展開

するものにとどまらない。山河海のつながりの発見は、行政単位を超えた広域

の観光を育てていく。海の道や川の道によって育まれた文化を立体視していく

ことは意外に難しいが、それらを丁寧にほりおこすことは学術的にも文化的に

も価値がある。本叢書では、奥野明子が堺の超長寿企業の事業継承をとりあげ

ている［奥野 2020］。これは応永 2 年（1395）の頃、始祖鉛屋市兵衛が明人か

ら直伝で製丹技法を学び、子々孫々に伝授して事業継承してきた会社である。

鉛丹は赤い粉末で、亜麻仁油などと混ぜ、鉄の防錆剤、釉や鳥居の朱などに用

いられてきた。中世の日明貿易が、現代の堺の企業と深く結びつき、脈々と引

き継がれていることは驚きに値する。背後の和泉・吉野熊野の山々は、修験道

や弘法大師の信仰の山であると同時に、水銀や丹生、鉄、銅などの鉱物資源の
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採取や精錬、薬種等の技術が培われた場所でもあった。化学製品、刀や鉄砲、

野鍛冶など、外来と伝統の技術や文化の融合が堺の町を育んだ歴史性について

は、今日の企業文化を含め、長い時間と広い視野で立体視していくことが必要

であろう。 

また本叢書では出口正登が徳島の観光適地をとりあげ［出口 2020］、徳島に

は、阿波踊りや渦潮にとどまらない、ローカルだが魅力にあふれた観光適地が

あることを示す。神戸三宮から南へ下った東遊園地のフェンスぎわには、ポル

トガルの初代総領事だったモラエスのささやかな像がある。公園をゆく人々の

ほとんどがその像に気づいてはいない。たいする徳島にあるモラエス像は立派

で、人間存在が一等大事にされていることに感づく。マカオに海軍士官として

やってきたモラエスは、ラフカディオ・ハーンと相前後して来日し、神戸で領

事として仕事をするかたわら、日本の歴史や文化を西洋に紹介した。30 年余り

の日本生活の約半分を神戸、後半を徳島で過ごした。徳島の市街をあるけば、

モラエス通りがあり、吉野川河口を眺望できる眉山頂上では犬を連れたモラエ

ス像に出会う。山頂にあった記念館は 2015 年閉館となったが、その資料は徳島

市の公民館などで展示しているという。神戸と徳島をつないだ異邦人の人生の

軌跡は、今日、我々の旅路ともなるのだ。 

和歌山市加太の沖にある友が島近くの海底は、陶磁器の水中遺産の場所とし

て和歌山市の指定をうけている。本叢書では木村淳がその場所に関する基礎調

査の結果と課題を論じている［木村 2020］。過去に揚げられた陶磁器には、日

明貿易時代の海外陶磁と江戸時代の唐津などの国産陶磁が含まれていたことが

知られており、その遺物は、堺や兵庫津、長崎のほか、中国や東南アジアなど

海域アジアをまたいだ交易の証である可能性が推測される。今後友が島沖の水

中遺跡がより正確に比定され、その解明が進めば、南蛮貿易のルートや堺・兵

庫津との関係なども一層明らかになるであろう。国際性をもった関西湾岸の海

の文化財としてその学術的な価値の検証と保全とともに、文化遺産としていか

に適切にアピールしていくかは今後一層議論されていかねばならない。 

和歌山の日ノ御埼にたつ。対岸徳島の伊島を眺める。ここは美浜町三尾、紀

伊水道の端、瀬戸内海と太平洋の境である。波しぶき高く、海は荒々しい。ア
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メリカ大陸をめざした漁民たちを多く輩出した場所だ。カナダ移民経験者が住

んでいた洋風古民家は、現在カナダミュージアムとなり、NPO 法人でその歴史

民俗の継承活動がなされている。「子供のころね、パンはブレッド、長靴はラ

バグツといってました。学校にあがってからブレッドはパンというんだな、ラ

バグツは長靴というんだな、と知ったものです。日ノ御埼灯台からは四国が見

えます。あそこが伊島と教えられたが、私はまだ行ったことがない」（三尾た

かえ氏談）。日ノ御埼灯台は、地すべり地から移転し、2017 年に完成したばか

りで真新しかった。他方、山腹に見える風力発電のポールは、2018 年 9 月の関

西を直撃した台風で真っ二つに折れ曲がったままだった。ここは風の通り道、

船の通り道だ。1957 年 2 月、名古屋から神戸に向かう途中のデンマーク船が、

日ノ御埼北北西の海上で火災をおこした徳島県浅川（現海陽町）の木材運搬中

の機帆船高砂丸を発見した。デンマーク船は、縄梯子をおろして救助したが、

縄梯子をあがろうとした日本人は力尽き、海に転落した。救助のため暗夜の激

浪に飛び込んだ機関長ヨハネス・クヌッセンは、高砂丸の乗組員ともに紀伊水

道に消え、翌日亡骸が浜にあがったという。草むした公園の一角には、60 年以

上前の出来事とクヌッセンを讃える顕彰の碑がひっそりと建っていた（写真 4）。

ここは「わかやま歴史物語」の旅のストーリーに入れられている。関西湾岸の

観光適地として目をむけてよい場所だ。 

写真 4 

和歌山・日ノ御埼の 

クヌッセン碑

2018 年 
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４．関西湾岸の広域観光とジオパーク構想 

（１）関西湾岸の新たな観光ルート

観光庁は、2015 年 6 月、全国で 7 つのルートを広域観光周遊ルートとして認

定し、2020 年までの数値目標を含めた事業概要を発信した。目的には外国人旅

行者の地方への誘客があげられている。2016 年には新たに 4 つのルートが追加

認定され、現在全国で 11 ルート、ルート中のモデルコースは、全国で 31 策定

されている。このうち関西湾岸エリアが直接・間接に関与するルートは、3 つ

ある。1 つは、「せとうち・海の道」（図 3-a）であり、瀬戸内沿岸をしまな

み海道や瀬戸大橋、松山観光港など橋と船の選択肢でつなぐルートだ。関西湾

岸では、神戸／姫路／徳島・鳴門・淡路島地区がその広域観光拠点地区に含ま

れる。 

2 つめは「スピリチュアルな島～四国遍路」だ（図 3-b）。 

四国八十八箇所の巡礼道を中心に、四国の中央部で交差する∞の周遊ルート

が構想されている。関西湾岸では、南阿波／徳島・鳴門地区が含まれる。 

3 つめは「美の伝説」である（図 3-c）。 

大阪を結節点として紀伊半島西部、但馬・丹後・若狭・近江方面の日本海・

琵琶湖につながる南北に∞を描く広域ルートだ。関西湾岸では大阪／神戸、広

域ルートからはずれるが関連するものとして徳島・鳴門が含まれる。これらは、

関西湾岸の一部を含みながら、ほぼいずれも陸で移動する広域観光ルートとな

っている。先にとりあげた河川観光舟運も、これらのコースには取り入れられ

ている。今のところ、関西湾岸エリアは上記ルートへの接続点として一部を構

成するにとどまっているが、先述するとおり、関西湾岸はそれ自体、海の視点

で観光ルートを構想できる魅力的な場所である。ルートは大きく 2 つ考えられ

るだろう。湾岸を南北につなぐ∞ルートと、湾岸の東西をつなぐ∞ルートだ（図

4a-b）。 

いずれも淡路島を交差点としてループを描く。このルートは 2 つの断層帯を

軸とした地質学的にも意味あるルートだ。関西湾岸エリアを結節点や出発点に
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とどまらない広域観光の舞台とすることは、観光庁が示す既存の 3 つの広域ル

ートにもつながる新たな広域ルートとして提案できると考えている。 

図 3－a 瀬戸内 

図 3－ｂ 四国遍路 図 3－ｃ 美の伝説 

図 3 3 つの広域観光ルート 

資料：観光庁広域観光周遊ルート（2015） 
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（２）中央構造線ジオパークを構想する

そこで提案するのが、中央構造線ジオパーク構想である。関西湾岸を特徴づ

ける 2 つの断層帯、3 つの海のなりたちをベースにしたジオパーク構想は、関

西湾岸の広域観光にとって地理的基盤をあたえる重要な意味をもつ。通過点で

はなく、その場所ならではの地質、自然、文化、産業等を見出すことができる

からだ。 

ジオパークは、地球や大地（geo）の公園（park）を意味し、地質遺産とも

訳される。日本では、フォッサマグナのある新潟県糸魚川で、その取り組みが

早くから進められ、火山噴火が生じた島原半島や洞爺湖有珠山とともに、2009

年日本ではじめて世界ジオパークに認定された。2019 年 9 月現在、日本には 44

のジオパークがあり、うち 9 地域が世界ジオパークに認定されている。現在、

ジオパークをめざして活動中の地域も 15 か所ほどある。兵庫県では、2010 年

山陰海岸ジオパークが世界ジオパークに、和歌山県では、南紀熊野ジオパーク

が 2014 年日本ジオパークに認定されている。また吉野川中流域の徳島県三好市

図 4a-b 関西湾岸観光ルート 

（a） （b） 
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が、現在、日本ジオパークの認定を目指して活動中である。日本はプレートの

ぶつかりあう線上にできあがった細長い国土であるため、地震・火山国である

一方、さまざまな場所で地球を観察できる。本州は、糸魚川を基点に中部地域

で逆くの字に折れ曲がっている。興味深いことに、学生が描く日本列島地図は、

この地質の特徴が、ほとんど無意識に描けている（留学生の場合、本州がしば

しば長芋のようになる。むろん一部の日本人学生も）。この折れ曲がった本州

中部にある大きな溝・フォッサマグナとクロスするのが中央構造線である。西

側は、天竜川から渥美半島をぬけ、伊勢湾を横切って、三重・和歌山・紀伊水

道・徳島さらには九州へとつながっていく。関西湾岸の場合、フィリピン海プ

レートがユーラシアプレートの下に沈み込んで、讃岐山脈、和泉山脈はもりあ

がり、横ずれのしわで灘と瀬戸が交互に現れることとなった。今のところ関西

湾岸はいずれもジオパークの活動地となってはいないが、地質学的特徴に着目

すると、十分構想可能な場所であることがわかる。 

さらに文化的にも、熊野古道や四国遍路は、別々に存在したわけではない。

信仰は四国・紀伊山地をまたいで展開してきた。西の高野と東の高野、この関

係は中央構造線に沿った海路を軸にすると

一直線に結ばれていく。つまり熊野古道は

単独でユネスコの世界遺産になり、四国巡

礼は単独で日本遺産に、さらにユネスコの

世界遺産をめざして活動しているが、両者

は互いにつながりある信仰世界である。こ

うした文化遺産どうしを結びつけることは、

関西湾岸における中央構造線ジオパーク構

想のより大きな働きであろう。 

また、阪神淡路大震災の遺構がある淡路

島の野島断層保存館は、開館 1 年目の 1998

年は明石海峡大橋の開通とも重なり、282

万 7 千人が入館した。しかし翌年以降減り

続け、2018 年の入館者は過去最少の 13 万 6

図 5「自然災害伝承碑」

の地図記号 
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千人で、20 年前の 20 分の 1 まで減ったという（朝日新聞 2019 年 1 月 12 日）。

過去 20 年間、東北震災後少し入館者が増えた以外、減り続けているのである。

これは、こうした学習施設が震災を経験しない世代には十分届いていかないこ

とを示している。つまり防災教育の単独拠点化は、必ずしも来訪者の安定増加、

リピーターを見込めず、ねらいは正しくてもそれだけでは長続きしないことが

読み取れる。 

一方、徳島県では 2016 年末現在、39 基の地震・津波碑が確認されていると

いう（徳島新聞 2016 年 12 月 31 日「小松島で安政南海地震の碑発見」）。

県下沿岸部に広く分布し、うちもっとも多いのが安政南海地震の碑で、全体の

約半数近くを占めるという［徳島県 2008］。また 2019 年、国土地理院では、

「自然災害伝承碑」（図 5）が 13 年ぶりに新たな地図記号として設けられ、同

年 6 月より「地理院地図」のウエブ版、9 月以降 2 万 5 千分の１地形図での掲

載が開始された。災害の教訓を踏まえ、的確な防災行動によって被害の軽減を

目指す防災教育や地域活動、地域連携は、今後ますます社会要請が高まるはず

だ。 

地図上にあらわれた伝承碑はまだ数少ないが、関西湾岸を歩けば、徳島に限

らず、和歌山・堺・大阪・神戸でも同様の碑や遺構をいくつも発見できる。和

歌山県広川町では安政大地震の伝承である「稲むらの火」が資料館となり、広

川町の防災遺産は、「百世の安堵」として文化庁の日本遺産に認定されている。

稲むら（稲わらの束）に火をつけて村人を高台に避難させた濱口儀兵衛をモデ

ルとしたラフカディオ・ハーンの作品「A Living God」（生神）は教科書に

も使われた。堺の大浜公園にある日本一低い蘇鉄山には、安政南海地震の記憶

が擁護爾の碑となっている。嘉永 7 年（1854・安政元年）、大きな地震ととも

に津波で家はつぶれたが、神社の広い境内に集まったため命は助かった。しか

し他のムラでは小舟にのって川へ逃れ、大きな船が津波でぶつかって命をおと

した者が多かった。地震時はけっして川舟で避難してはいけないという教訓を

碑は示している。同様の碑は、大阪の木津川と道頓堀川、尻無川が合流する大

正橋脇にも建っている。碑は、津波が平常の高潮と異なることを、経験者はよ

く知っているが、後の人の心得のため、心ある人は文字が読みやすくなるよう、
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毎年碑文に墨を入れてほしい、と締めくくる。その約束をはたして、当地では、

毎年地蔵盆のおりに石碑を洗い、墨を入れることが年中行事になっているとい

う。神戸市生田神社の境内に参れば、安政大地震で倒れた鳥居の一部が生田の

森に安置されているのを発見する。また古代祭祀の磐座や灘の一つ火（大阪湾

の航海者の目印となった常夜灯）で知られる神戸市東灘区の保久良神社では、

阪神淡路大震災のおり倒れた鳥居が記念碑とともに境内脇の森にある。これら

災害の記憶は、湾岸の野外学習によって点から線、面へ、過去から現在、未来

へと結ばれていく。淡路島の野島断層、中央構造線上の黒岩水仙郷（写真 5）、

高野山と四国の大師信仰、船祭りの伝統など一見別々の文化や自然も、中央構

造線ジオパーク構想は、それらをつながりあるものとして構築していくことが

できるのだ。 

写真 5 淡路島の黒岩水仙郷 2015 年 

中央構造線に沿った山の斜面に１月から水仙が咲き誇る。 

紀伊水道をはさんだ対岸に和歌山が見える 
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（３）船の交通課題

関西湾岸の広域連携に船の交通は重要だが、鉄道以上に浮き沈みが激しく、

存続には課題もある。神戸国際空港と関西国際空港を結ぶベイシャトルは「海

から行く、神戸―関空は近い」を合言葉に 2019 年現在、1 日 16 往復、30 分の

速さで結ぶ。関空開業の 1994 年から神戸市の外郭団体である㈱海上アクセスに

より運航していたが、乗客の伸び悩みからこの航路も一旦運航中止を経験して

いる。神戸空港ができた 2006 年、神戸市の予算計上により航路は復活し、2009

年には乗客の増加等により黒字になったという。2017 年度の年間乗船客数は約

329000 人、ここ数年減少気味だが、黒字を保っている［みなと総局 2019］。1994

年の関空開業時には、これ以外に淡路島の洲本や津名、四国の徳島や大阪天保

山を結ぶ航路運航もみられたが、いずれも乗客がのびず、廃止された経緯があ

る。こうしたなか、洲本と関空を結ぶ淡路関空ラインが 2017 年 7 月に再開され

た。岩屋―明石間を運航する淡路ジェノバラインが新会社を設立し、進めてき

た事業で、近年の訪日外国人旅行客の増加から水道を約 1 時間で結ぶ航路とし

て復活し、当初は 1 日 5 往復、年間 96000 人をめざす目標だったという（産経

新聞 2018 年 7 月 6 日）。船は比較的大型で甲板にも出られる。すれ違う大型

タンカーや関空に離着する飛行機、遠くの六甲の山並みなどをじかに眺められ、

快適だ。しかし利用者は少なく、時間帯によっては乗客が数人という便もあっ

た。「毎月 1 千万の大赤字」と事業者は語っていたように、結局 10 年ぶりに復

活したこの航路は、わずか 1 年で運航を休止する運びとなった。 

一方、深日―洲本間については、2018 年 7 月より 8 か月間、深日・洲本ライ

ナーによる社会実験が再び始まった。広域型サイクルツーリズム事業として片

道 55 分、1500 円、定員 68 名、1 日 4 往復で運航する。船は比較的小型で、甲

板に出られない不自由さはあるが、地元自治体の継続の意向は強い。結果とし

て残れるチャンスはあるようだ。2017 年の社会実験では、1 便の平均乗客 13.9

人、1 日 4 往復で運航し、1 日 111 名ほどだった（写真 6）。 

1 万 600 人の利用者のうち１割を越えるサイクリング客があったという。 

この 10 年あまり、連絡船運航の動向として読み取れるのは、淡路島と本州

をつなぐ航路の減少だ。泉佐野―津名間は 2007 年中止された。翌年明石―富島 
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間が廃止、明石―岩屋の通称たこフェリーは本州と淡路島をつなぐ唯一のフェ

リー航路となったが、2010 年には休止、2012 年には航路廃止となった。沼島や

家島諸島、和歌山の友が島のように船でしかいけない近距離の離島連絡船は存

続しているものの、橋のかかった淡路島と本土との航路は、休止・廃止が繰り

返され、現在、明石―岩屋間の高速船のみに限定されている。いまや和歌山―

徳島港の南海フェリーは、関西湾岸をつなぐ唯一のフェリーなのだが、徳島港

は市街から離れており、公共交通はバスだけだ。船が着いた先に魅力ある文化

資源が継ぎ目なく接続されているとはいえない現状だ。橋と船の交通は相寄り

にくい。橋ができれば、船は一方的になくなるケースがほとんどだ。それでも

船は橋の交通を補って機能することがある。2018 年 9 月、関西を直撃した大型

台風で関空につながる橋が不通となったとき、空港に取り残された多くの旅行

客を輸送し、窮地を救ったのは、神戸―関空間を連絡する船の交通だった。関

西湾岸の広域観光を構想するとき、船の交通をいかに活かしていけるかは、多 

写真 6 深日-洲本間の社会実験船・infinity  2017 年 

9 月終盤に乗った便は満席で、帰りは予約完売で乗れないほどだった 
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角的視点から検討すべき課題の一つなのである。 

関西湾岸の海の文化を軸にした広域観光の構想は、まだ端緒についたばかり

である。中央構造線ジオパークにしろ、港の整備や船の交通の社会実験にしろ、

アイデアや構想はあり、その一部は試されているが、課題も多く、まだ十分成

功しているという段階ではない。しかし、大都市を除き、地方の人口減少が進

む今日、観光による流動人口、交流人口を増加していくことは、関西湾岸エリ

アも必須の課題である。そのためにはローカルな観光資源を新たな視点で見出

し、より大きな構想であるジオパークや世界遺産などに結び付け、国内外から

気軽に足を運んでもらえる場所となっていくことが重要だろう。本叢書で示し

た事例はごくわずかだが、観光の適地化は、文化保全や今を息づく企業文化と

離反するものではない。今後さらに踏み込んで構想していきたい。 
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