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鷹・鷹場・環境

NEWS 総集号
鷹・鷹場・環境研究会の 5年間の活動報告

鷹・鷹場・環境研究会は、文部科学省科学研究費基盤研究 (A) 「日本列島における鷹・鷹場

と環境に関する総合的研究」 （研究代表：福田千鶴 課題番号 JSPS科研費 JP16H01946)を

5年間にわたり進めてきた。本報告書は、その間に発行したニューズ・レター 1~10号の総

集号として刊行するものである。
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NEWS 総集号
鷹・鷹場・環境研究会の 5年間の活動報告

序文

鷹・鷹場・環境研究会は、 2015年 9月 9日に発足した。こ

れは文部科学省科学究費基盤研究 (A) に申請するための研究

組織として結成された。幸いにも、 2016年 4月から 5年間の

研究計画が承認され、 「日本列島における鷹・鷹場と環境に

関する総合的研究」 （研究代表：福田千鶴、」SPS科研費

」P16H01946) を進めることになった。その間、年報機関紙

『鷹・鷹場・環境研究』 1~5号を刊行して、学術的な研究

成果を着実に蓄積してきた。その成果は、福田千鶴・武井弘

一編『鷹狩の日本史』 （勉誠出版、 2021年 2月）として、一

般社会に向けても公表した。さらに活動報告として、ニュー

ズ・レター『鷹・鷹場・環境 NEWS』1~10号を配信し、ホー

ムページ上で公開してきた。

研究計画最終年度にあたる 2020年度末をもって、鷹・鷹

場・環境研究会は解散し、それぞれのメンバーは新たな歩み

を進めることになった。そこでホームページも閉鎖すること

になったため、ここに『鷹・鷹場・環境 NEWS』総集号とし

て刊行し、活動の記録を残すことにした。

ニューズ・レターを読み直すと、共同研究として充実した

日々を送ることができたことを改めて実感する。鷹・鷹場を

中心に据えて日本の歴史を読み解くことで開かれた新たな

「知」に満ち溢れている。鷹・鷹場・環境研究会は解散とな

るが、鷹・鷹場・環境研究にはまだ、なすべき課題が山積し

ている。本研究会が 5年間に蒔いた種が、今後大きく花開

き、日本史、さらには世界史を豊かにしていくことへの期待

を述べて、本研究会活動の第一幕を閉じることにしたい。

2021年 2月 15日

鷹・鷹場・環境研究会代表福田 千鶴

鷹・鷹場・

環境研究の
Perspective 

本研究では、日本

史を貫く重要な要素

でありながら等閑視

されてきた應狩の歴

史を紐解き、自然界

の夕カが人間によっ

て鷹という人為的存

在となり、犬や馬と

ともに人間と長く共

生してきた道程を日

本列島上にフィール

ドを限定して解明す

ることをめざした。

とくに江戸時代に

全国的に設置された

鷹場が自然環境に与

えた影響は大きい。

その二次的な環境の

もとで、人々はいか

なる生活を営んでい

たのだろうか？
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鷹・鷹場・環境 NEWSの創刊について

平成29年度を迎えました。文部科学省科学研

究費基盤研究(A)「日本列島における鷹・鷹場と

環境に関する総合的研究」（研究代表：福田千

鶴）も、 2年目に突入です。これまでに、鷹・鷹場・

環境研究会のメンバー同志の交流をはかるため

に、『鷹・鷹場と環境 NEWS』を23号まで発行し

てきました。これは研究内容を含むとはいえ、自己

第 2回研究会の記録

鷹・鷹場・環境研究会の第2回研究会を2017

年 1月3日から5日にかけて開催した。当初は、 3

日に浜離宮恩賜庭園にて予定されていた諏訪流

放鷹実演会を観覧するはずであったが、鳥インフ

ルエンザの影響で急きょ中止という緊急事態とな

った。ビルの上から庭園まで舞い降りる鷹の雄姿

を期待していただけに、なんとも残念なことであっ

た。当日に向けて準備を進めていた諏訪流放鷹

術保存会の皆様にとっても、本当に残念なことで

あったと思う。

そのようななか、相馬拓也さんのご尽力で、諏

訪流放鷹術保存会の本拠地である青梅市におい

て、放鷹の実演をみせていただけることとなった。

鷹を至近距離でみることができ、また実際に据替

の体験をさせてもらえるなど、貴重な時間をすご

福田 千 鶴

2017年4ガ25H 

紹介を兼ねていましたので、いくぶんプライベート

な内容を含んでいました。そこで、今年度からは

『鷹・鷹場・環境 NEWS』と改めて、研究に特化し

た内容の NEWSLETTERとして刊行し、 HPでも

公開して、研究会の交流のみならず、広く情報を

発信する場へと変えていきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

鷹・鷹場・環境研究会

隋借H:2017年1ガ3月～5H 

すことができた。この場を借りて、諏訪流放鷹術保

存会の皆様には、心よりお礼申し上げたい。

翌4日は九州大学東京オフィス（有楽町）にお

いて、研究会となった。プログラムは以下のとおり。

・日本古代の王権と鷹狩森田喜久男

・中世の鷹狩りに関する研究の現状と課題

中澤克昭

・書評根崎光男著『犬と鷹の江戸時代』

山崎久登

古代・中世史の鷹狩研究をリードする森田・中

澤両氏からの報告は、時間を忘れるほど典味深

い内容で、議論も尽きることがなかった。また、近

世史の放鷹研究の第一人者である根崎光男氏の

最新の成果についても山崎氏の的確な紹介によ

り、研究会の今後の課題が明確化されたように思
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う。大変充実した研究会となり、 1日の研究会では

時間が足りなかったというのが、メンバーに共通し

た感想であったように思う。

3日目は、メンバー各自において東京近郊にて

文献調査を行った。

なお、諏訪流放鷹術保存会の見学記録を藤賓

久美子氏、また森田喜久男氏と中澤克昭氏の報

告要旨を以下に載せる。山崎久登氏の書評は、

『鷹・鷹場・環境研究』創刊号(2017年3月刊行）に

掲載した。

見学会参加記

［参加記］諏訪流放鷹術見学

藤宵久美子

2017年 1月 3日13:30,.......,15:30 諏訪流放鷹術

保存会の活動拠点である、東京都青梅市御岳に

おいて、諏訪流放鷹術の見学会が行われた。

今回、見学を受け入れて下さったのは田龍善

次郎・諏訪流第 17代宗家・会長、大塚紀子・第

18代宗家兼事務局長、稲田早苗鷹匠、仲野天都

鷹匠補・藤村円門下生の 5名で、本研究会からの

参加者は 14名であった。

見学会は 2部構成で、第 1部は平屋の母屋、

第 2部は母屋に隣接する庭で実施された。敷地

内には、ほかに餌用の鳩小屋、鷹犬の小屋など

がある。

第1部田寵善次郎会長のお話

鷹狩の始まりはメソポタミア文明にまで遡るもの

で、アラブの国々では鷹の中でも隼が大切にされ

ている。 UAE（アラブ首長国連邦）の首都、アブダ

ビ首長国の故ザーイド大統領がハヤブサを 5000

万円で購入したことは業界で話題になった。イギリ

スなどヨーロッパでブリーディングされたものの多く

がアラブ諸国に輸出されているという。

つぎに UAEのムハンマド皇太子の「御鷹場」を

訪問した時の体験が語られた。モロッコには王族

の「御鷹場」があり、テント仕立ての宿舎は豪奢で

あった。夜明けとともに鷹匠は始動する。到着した

ばかりの若い隼は 1時間ほど運動させ（「上げ

鷹」）、午前 7:30に狩場に向かう。獲物はフーバラ

（フサエリショウノガン）というツルの仲間であるとい

う。

韓国は鷹狩が盛んでなかったが、原発発注を

日本と競っていた時期に、金大統領は月 1回の頻

度で、 UAEを訪閤した。帰宅後、早速、インター

ネットで調べてみると、韓国観光公社の HPに鷹

狩の写真が掲載され、ユネスコ世界無形文化遺

産に登録されている旨が記されていた。観光公社

の下、鷹狩が国内で認知されるための活動を行っ

ているようである。

アメリカ合衆国には、現在、鷹匠は 3,000人ほど

いる。「鷹匠の庵」の HPには、確かにアメリカのハ

ヤブサ基金（＝鳥類保護のためのペレグリン基

金）の記事がある。ネットサーフすると、ハヤブサ

基金は農薬による環境破壊への危機感から、

1970年に設立され、現在はアフリカ猛禽類保護に

活動範囲が広がっていることが確認される。

第2部庭での実演

14:15～実演が行われた。なお、冒頭でカメ

ラ・フラッシュを禁止する旨の注意があった。また

大塚鷹匠より、実演は鷹の訓練の一部であると伝

えられた。いわゆる曲芸ではないということである。

実演に使用された鷹は、イギリスから輸入した

オオタカ当歳（生後 9か月位）の「紫野」（仲野鷹

匠補）とモモアカノスリ（ハリスホーク）2歳「銀嶺」

（大塚鷹匠）であり、モモアカノスリ 3歳「琳」（稲田

鷹匠）や藤村門下生のチョウゲンボウ 1歳「深景」

も写真撮影に使用された。実演はつぎのプログラ

ム構成となった。

(1)「振替」の訓練

「振替（ふりかえ）」は、据前（すえまえ、担当の

調教者の左拳）から飛ばして、調教者以外の左拳

に据替、再び据前に戻すものである。 2つの地点

を行き交わせる。オオタカによる振替では、据前

は仲野鷹匠補、受け手は田籠鷹匠であった。

受け手の田籠鷹匠は、「ホッ、ホッ」とやさしく声

をかけて呼ぶ。餌合子（餌入れ、蓋・身ともに見た

目よりも重い）を叩いて音を出す。呼子（笛、笛の

音の特徴は失念）を吹くなど、鷹の気をそらしつつ、

引き付ける。

しかし、なかなか動かない。動いたと思えば安

全な場所に逃げる習性から木立に隠れる。呼ぶこ

と暫しであった。無理はしない。じりじりしない。慌

てない。しかし、上手に急かす。このような田籠鷹

匠の様子を皆で見守った。

モモアカノスリによる「振替」は 3・4回成功した。

このうちの 2回は福田座長が受け手を務め、左手

に鹿革の手袋をはめて、鷹を据え、据前の大塚鷹

匠に戻した。緊張の面持ちながらご満悦な座長に

参加者より「お！ ！」の歓声が起こり、撮影タイムと

なった。この訓練は 14:40まで行われた。
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(2)向かいの山頂からの振鳩

15:05仲野鷹匠補が、向かいの山の頂付近

にゆき、そこから様子を見計らって、飛び立たせた。

庭では、田籠鷹匠と大塚鷹匠が、頃合いをみて、

「振鳩」（忍縄という紐に結んだ鳩を、円を描くよう

に振り回す）をして待っ。鷹は矢のように降りて、

空中で鳩を捕らえた。「振鳩」は鷹の本能を利用し

たもので、狩りの技術を仕込む時に行う。

(3)道具・餌などについて

15:10～田籠鷹匠、大塚鷹匠、稲田鷹匠、仲

野鷹匠補、藤村門下生を囲んで、いくつかのグル

ープに分かれてフリートークが行われた。

・鷹や鷹匠が身に付けている道具

オフ・シーズンに道具作りをする。

日本では鷹の尾羽に鈴板と鈴を縫い付ける。

現在は、尾羽に発信器をつける場合もある。

・鷹匠の服装・装束

現在の服装は羽織型の上衣が特徴的で、これ

にハンチングを被る。これは故花見薫諏訪流第

16代宗家が宮内省（宮内庁）に奉職時代に着用

した様式で、保存会では花見氏に敬意を払い踏

襲している。

江戸時代、諏訪藩に仕えた諏訪流鷹匠によれ

ば、鷹を献上する祭事を行う時には紫装束が許

可されたといわれている。

・鷹の技（わざ）

江戸時代の将軍の鷹は、大物の鶴をとる。こ

のため鶴捉の鷹を育てる必要がある。自然界の鷹

は自分が傷つくような獲物は狙わない。つまり、あ

えて鶴は捕らない。

鷹は水辺で鴨などの水鳥を捕ることができる。

鷹は当歳の茶色の羽のうちから訓練する。

・鷹の餌鳩

白子鳩（赤い肉）は消化もよく、力になるが、

現在は保護鳥のため使われていない。

レース鳩は筋肉質だが、脂肪が多いため、皮や

脂肪を取り除いて使う。

以上が、見学会の参加記録である。

田籠鷹匠の話からはアラブ諸国、イギリス、アメ

リカでの鷹狩の目的・質の違い、アーカイブ蓄積

の配置について、知ることができた。また「振替」の

訓練では用心深く、ナイーブな鷹の生態を実際に

見ることができた。焚き火のもとで見守る空気感は、

編集された映像とは違う。有意義な見学会であっ

た。

当初、東京都中央区の浜離宮恩賜庭園で実施

される放鷹観覧会「新春の空に鷹が舞う！放鷹術

の実演」で見学が予定されていた。だが、高病原

性鳥インフルエンザウイルスが確認されて、急逮、

変更された。運営・実施にあたり、諏訪流放鷹術

保存会の皆様、福田千鶴・座長、相馬拓也・早稲

田大学高等研究院助教の御尽力があったと思い

ます。深く感謝します。

【付記】脱稿にあたり、大塚鷹匠に貴重なご意見を

頂戴いたしました。懇切丁寧にご指導を賜わりま

したことに、感謝の意を表したいと思います。

報告要旨

日本古代の王権と鷹狩

淑徳大学森田喜久男

本報告は、日本古代の玉権が主催する鷹狩に

ついて概観したものである。

まず、王権の鷹狩を支えた養鷹・放鷹官司の変

遷について、ヤマト王権の段階の鷹廿部や律令

制下の主鷹司・放鷹司を中心に論じた。そのこと

に関連して鷹狩に従事した鷹飼についても言及し、

「尋常の鷹飼」と「猟道を知る親王公卿の鷹飼」の

ニ類型の鷹飼の実態を明らかにしようと試みた。

また、鷹狩が行われた猟場である禁野の実態

についても触れ、平安時代前期に増加しつつ民

業と対立している点を問題とした。さらに『新儀式』

を素材に、野行幸と呼ばれる儀式としての鷹狩の

次第について考察し、鷹狩とセットで実施される

山野河海の支配を確認する儀礼の重要性を指摘

した。その上で、昌泰元(898)年 10月に実施され

た宇多上皇主催の競狩の実態についても考察し、

この競狩について醍醐に譲位した後も自身が国

政を仕切るという決意の現れであることを指摘した。

最後に天皇や上呈の代理で諸国に派遣される狩

使についても考察した。

中世の鷹狩りに関する研究の現状と課題

上智大学中澤克昭

まず、中世史研究において狩庭・鷹栖などに言

及した古典的な研究として、新領主制論の武士研

究および国街軍制論をあげ、殺生禁断に関する

諸研究は、①荘園領主の領域支配イデオロギー

として、②呪術性の発見、③王権論へ、④環境史

へ、と整理した。つぎに、贈答儀礼および路頭礼

の研究を紹介し、王権と狩猟の関係については、

①王朝の鷹飼、②殺生禁断令と王権、③室町殿・

戦国大名・天下人、とまとめた。地域として、信越

国境に位置する秋山郷（栄村）、個別の家につい
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ては、祢津氏と諏方社、西園寺家および持明院

家に関する研究を紹介し、近年最も研究が盛んな

鷹書・鷹詞・鷹歌の研究については、①文学研究

者による先駆的な論考、②堀内勝氏を中心とした

鷹書研究会の成果、③三保忠夫氏の『鷹書の研

究』、④山本一・ニ本松泰子・大坪舞の三氏の論

考などをあげて概観した。

課題については、まず、『放鷹』史観の克服と鷹

道流派形成過程の解明、あわせて中世神話とし

ての鷹説話・注釈の豊かさの発見やアジアのなか

の鷹狩りという視座の重要性を指摘した。さらに、

①獣猟（巻狩）との差異、「罪業」の浅深（軽重）、

②鵜との差異、③他の芸道・儀礼との差異などに

ついて比較・考察する必要があること、中近世移

行期の問題として、雉から鶴へと最高の獲物が変

化した要因と獲物の意味を閤うことの重要性を指

摘した。

展覧会・講演会情報 肥後の里山ギャラリーセミナー

肥後の里山ギャラリーでは、永青文庫展1II「永

青文庫に舞う鳥たち一鷹狩から絵画・工芸・装束

まで一」と題して、 2017年4月17日（月）から5月2

7日（士）まで展覧会が開かれます。

この展覧会は、今年の干支・酉年にちなんで永

青文庫コレクションの中から鳥に関する資料や作

品を精選し永青文庫を彩る鳥の作品を一堂に展

示するもので、鷹狩に関する資料や鷹場の絵図、

屈指のコレクションといわれる鷹書、 6代藩主・重

賢の日記や写生帖などが展示されます。

講演会の様子 2017年 4月 8日

4月8日（土）には、研究会メンバーの水野裕史

氏（熊本大学教育学部）の講演会がありました。

「博物大名・重賢の眼差し～武将と鷹の意外な関

係～」と題して、肥後熊本藩の名君として著名な

細）1|重賢が命じて書写させた《滸禽図》（宝暦6

2017年4ガ8月（土）肥後銀打本店星囚ギャラリー

年： 1756年）や《群禽之図》などを読み解きながら、

「果たして重賢は、これらの烏たちの本質を見た

目の美しさで収集し、また絵画として描かせ、鑑賞

していたのだろうか？」という謎に迫り、鷹のもっ

「英雄」としての象徴性や武家との関係性などに

ついて、帝玉学との関わりのなかで鷹を位置づけ

るべきことを強調されていました。鷹図の解説では、

鷹の種類だけでなく、鷹の成長過程もきちんと鷹

図には描かれているのだとわかり、また「なるほど」

と思う鷹図の読み解き方についての知見もたくさ

ん披露され、学ぶところの多い講演会でした（千）。

肥後の里山ギャラリー

永青文庫展m
永青文庫に舞う鳥たち

一鷹狩から絵画・工芸・装束まで一

2017.4.17（月） ～5.27（土）

〒860-0017

熊本市中央区練兵町 1番地

（肥後銀行本店1階）

開館時間 9:30分ー16:30分

休館日 日曜・祝日 観覧料無料

電話096-326-7800
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鷹・鷹場・環境関連の出版物情報

•野田研ー・奥野克己編『烏と人間をめぐる思考一

環境文学と人類学の対話一』（勉誠出版社、

2016年 10月）

＊相馬拓也「カザフ騎馬鷹狩文化の宿す鷹匠

用語と語彙表現の民族鳥類学」、 343頁ー365

頁

・ロバート •A・アスキンズ著黒沢玲子訳『落菓樹林

の進化史』（築地書館、 2016年 11月）

＊第6章孤立林と森林性鳥類の減少

＊第7章オオカミが消えた森の衰退

・村田慎理「鷹狩（一）（二）」（『熊本城』復刊号

受贈図書

2016年10ガ～2017年3ガ

104・105号、 2016年 11月・2017年 2月）

・東昇「＋九世紀肥後国天草郡高浜村庄屋上

田宜珍の家祖調査一美濃大井の根津甚平と信濃

祢津、鷹ー」（『京都府立大学学術報告』人文 68、

2016年 12月）

・東幸代「近世の鯨と幕藩領主一丹後伊根浦の

捕鯨を手がかりとして一」（『史林』100-1、2017年1

月）

・『鷹・鷹場・環境研究』創刊号(2017年 3月）

•目黒区立教育会館郷土資料室編『将軍の鷹狩りと目黒』、 1987 年＊画像データ

•さいたま市立浦和博物館：浦和市郷士博物館編『特別展紀外'|鷹場』、 1988 年。
＊画像データ

・足立区立郷土博物館編『鷹狩り・その技とこころ』足立区立郷上博物館紀要第 10号、 1989年。 ＊画像デ

ータ

•江戸川区教育委員会編『古文書にみる江戸時代の村とくらし 1 鷹狩り』、 1989 年、江戸） 1| 区郷上資料室
編『江戸川区郷上資料集』第7集、江戸時代篇（四）鷹狩に関する古文書（その一）、 1975年、同編『同』第8

集、江戸時代篇（五）鷹狩に関する古文書（その二）、 1976年、同編『同』第11集、江戸時代篇（八）鷹狩に

関する古文書（その五）、 1976年。

•久喜市公文書館編『第 9 回企画展久喜鷹場』、 1998 年
・板橋区立郷上資料館編『いたばし動物ものがたり一自然・狩猟・見世物一」、 2000年。

・杉並区郷土博物館編『特別展図録将軍家の鷹場と杉並』、 2011年。

•春日部市立郷上資料館：春日部市郷上資料館編 『特別展図録最後の将軍がみた春日部：野鳥と

御鷹場・御猟場』、 2014年。 ＊画像データ

・戸田市立郷士博物館編『特別展図録将軍の鷹場：戸田筋』、 2014年。

・裔山陣屋管理事務所編『特別展図録幕領飛騨の御巣鷹山：江戸へ送られた鷹の雛たち』、 2015年。

・（財）徳川記念財団編『徳川将軍家と鷹狩り』、 2005年。 3 

鷹・鷹場・環境 NEWS VOL.1 2017年 4月 25日発行鷹・鷹場・環境研究会編集・刊行

〒819-0395幅岡市西区元岡 744 九州大学基幹教育院禍田研究室 TEL:092-802-6019 
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〔コラム1〕

第1回研究会
『日本列島における鷹・鷹場と環境に関する

総合的研究』スタート！

2016年7月30日～8月1日にかけて、文部科学省科学研究費基盤研

究(A)「日本列島における鷹・鷹場と環境に関する総合的研究」第1回研

究会が九州大学において開催されました。暑い中、多くの方々にご出席い

ただきました。

まず、研究会の正式名称は、「鷹・鷹場・環境研究会」とし、鷹・鷹場・環

境を三本柱として総合研究を進めていくということで決定しました。英語表

記は、 TheSociety for Hawks、HawkingGrounds、andEnvironment 

Studiesとなりました。

第1回研究会は本当に楽しく交流をもつことができました。また、福岡市

博物館でも鷹匠史料（廣羽家文書・周防家文書）を閲覧し、多くの新知見

を得ることができました。これを年度末紀要で紹介することも検討中です

（『鷹・鷹場・環境研究』創刊号、 2017年 3月：岩淵令治「元禄五歳江戸一

巻覚書：福岡藩鷹匠の勤番日記」として公表）。

また、第1回研究会では、「環境」をみる眼を鍛えていくことが大きな課

題であることが確認されました。今後、そうした点についても、 NEWS LE 

TTERで情報を発信し、共有化していきたいと考えております。皆様のご

協力をお願いいたします（『鷹・鷹場と環境 NEWS』16号、 2016年 8月

12日発行より一部抜粋）。

第1回研究

会懇親会風

景（九州

大学伊都キ

ャンパスセ

ンター3号

館交流スペ

ースにて）
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鷹・鷹場・環境 NEWS 2017.10.11 

Vol. 02 “-
鷹・鷹場・環境研究会 鴫戸
The Society for Hawks, Hawking Grounds, and E ロ`‘】

第 1次モンゴル調査隊報告

モンゴル到着

2017年9月 13日（水）から 20日（水）にかけて、

モンゴルにおけるカザフ騎馬鷹狩文化に関する

調査をおこなった。成田発、ウランバートル経由で

バヤン・ウルギー県に入る。研究会からは、岩淵

令治・相罵拓也・福田千鶴・越坂裕太（記録係り）

の4人のメンバーが参加し、これに動物写真家の

稲田喬晃氏にご同行いただいた。モンゴルからは

ボロルマー・ウヌルバト氏（モンゴル大学大学院

生）が通訳兼諸種の手配をご担当いただき、ウル

ギーではラシン・アリカン氏（相馬氏の研究補助

者）にカザフ語からモンゴル語への通訳・各種手

配の補助をお願いした。現地での移動は標識もな

い非舗装の道を長距離間の運転をせねばならな

いため、ジョコブ・ノケオ氏、ユルベク・スレン氏に

ウルギー滞在中の運転手をご担当いただいた。

ジョコブ氏はモンゴル人として初めてエベレスト

登山に成功した元軍人中佐で、名士として大変尊

敬されており、どこに行っても歓待を受けていた。

本調査においても、様々な便宜をはかっていただ

いたことに感謝申し上げたい。

福田 千 鶴

2017年9ガ25月

とはいえ、モンゴル、バヤン・ウルギーの第一印

象は、「木がない」の一言に尽きる。山は地肌がむ

き出しになっており、赤茶けた山の稜線が限りなく

続く。緑の山に慣れ親しんでいる日本人には、ま

るで別世界だ。厳寒の大草原での調査の期待度

が高まる。

残念ながら御日柄が良く

日本の出発前に、モンゴルはかなり寒くなって

いると相馬氏から聞き、完全防寒を準備して臨ん

だ調査だった。ウルギー空港に降り立った時も、

かなり寒いと感じ、氷点下の調査かと身構えた。 14

日（木）の到着後は、はやる気持ちを抑えて、ウル

ギー県博物館(1948年設立）を見学した。 1階は

自然史博物館、 2階はバヤン・ウルギーの歴史、 3

階はゲルを初めとするカザフの民俗について展示

があった。鷹のいくつかの標本や獲物となる動物

や鳥の様子をうかがうことができ、参考になった。

なお、ゲルは中国語のパオ（包）のことで、カザフ

語でキグズ（フェルト）・ウイ（家）と言い表す。

15日（金）は快睛。イーグルハンター宅訪問を7

時にスタート。ウルギーより南 70kmに位置するトル

ボ村に向かった。標高 2110mと高く、調査期間中

でもっとも厳しい寒さの中での調査になるとのこと

だったので重装備で出発した。途中、路の脇にあ

る土手にミサゴらしき鷹がいるのを発見した。

出発から1時間ほどで、村の中心部に到着。イ

ーグルハンターたちの生活は基本的に家畜（ヤ

ギ・羊・牛）の餌場を求めての移動生活なので、所

在情報の聞き込みをした。幸いにも、すぐ近くに

古老オロスバイ氏宅があるとわかり、そこに向かっ
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た。かつ、偶然にも同宅を訪間していた古老セセ

ルカン氏にも会うことができた。ゲルの中に招かれ、

チャイ（ミルクティー）とバルサック（揚げパン）・自

家製バター・乾燥チーズ等で饗応された。これは

どこのゲルを訪ねてもほとんど同じメニューで、毎

日同じであったが、各家で少しずつ味や形に違い

があった。

早速、オロスバイ氏に狩への同行をお願いした

が、この調査期間中ば快睛の天気が続いており、

氷点下の日を迎えることなく温かく過ごすことがで

きた。それゆえ、カンソナル（雪が降って真っ白に

なり、獲物がよく見えるようになってから猟をおこな

う）の時期に至っていないため、まだ猟には出な

いとのことで、残念ながら出猟の様子を見学するこ

とはできなかった。この場所へは1週間ほど前にき

たばかりで、 10月半ばころにさらに山の近くまで移

動するとのことだった。例年なら、 9月から急激に

寒くなるようだが、来年度の第2次調査隊の出発

時期については、確実に氷点下になる時期を選

ぶように検討すべきかもしれない。

ゲルから約 200メートル離れた大草原の中に、

イヌワシ3羽が紐に繋がれていた。今は出猟前の

馬扇の状態とのことだったが、周辺には建造物は

何もなく川が流れているだけで、牛やヤギたちも

近くを往来することができる状態だった。目隠しを

されるわけでもなく、イヌワシは日長、そこに繋が

れていた。日本の鳥屋の状態とは大きく異なって

しヽた。

1羽目（写真左）のイヌワシは0歳から満1歳齢

にかけての若鷹でバラパンと呼ばれていた。嘴全

体が黄色く、生まれた時の白い羽根から黒い羽根

に生え変わりが進んでいる様子で、周辺にはた＜

さんの羽根が落ちていた。背中にはまだ白い羽根

が残っている。

2羽目（写真右）のイヌワシは2から3年目（満1

～満2歳齢）にかけてのテルネックかタス・トゥレク

と思われ、背中の白いラインがなくなり、少し黄色

い嘴が残っているが、首にゴールドの羽根が生え

ているのが目立つ。これがゴールデンイーグルと

呼ばれる所以とのこと

である。 2居とも、我々

が近づくと身構えるが、

ヒヨヒヨとなき声を出す

ため、おそらく巣鷹（巣

から取って育てた鳥）

だろうと判断された。

3羽目のイヌワシは

全体にゴールドの羽根

が広がり、成鳥とわか

った。いずれもメス

（「エレク」）であり、子を生めるようになる4~5年目

頃を区切りに自然に戻すとのことだが、近年は使

い続けることも増えて来たとのことである。なお、イ

ヌワシは自然に戻すこと（産地返還）が伝統の作

法であるため、イヌワシを供養する儀礼はない。た

だし、稀に不幸にも人間の生活する敷地内で死

んだ場合には、供養をして生まれた場所に返すと

の話だった。

こうして、ヤギや羊の一面糞だらけの大草原の

なかで、カザフの山並みを見ながら、ゆったりと過

ごした。氷点下どころか、とても暖かな一日だった。

サグサイ村のイヌワシ祭り参加

16（士）と17日（日）はサグサイ村でのイヌワシ

祭り (Mongolia-AltaiEagle Festival 2017)に参加し

た。昨年度は氷点下で観光客も少なかったと聞き、

これも厳重に防寒をして車に乗り込んだ。

サグサイ村はウルギーから西に車で1時間程度

のところにある。村に入るゲートの所で車を止めら

れ、今年から外国人に対しては会費 30USドルを

徴収するとのことだった(BLUEWOLF TRAVEL 

主催）。祭りは 10時からの開催予定で、 9時過ぎ

にウルギーを出発したのだが、時間通りには始ま

らないとのことだったので、ラシン・アリカン氏のご

自宅でお茶をいただくことになった。家の中には

靴を脱いで入るところはゲルと異なったが、テーブ

ルを囲んでの朝食は各ゲルでいただいた饗応と

同じであり、チャイとバルサック、乾燥チーズ、自

家製のバターという、ゲルでの生活とほぼ変わら

ないカザフの人々の食生活を見て、毎食、何を食

べようかと献立に悩む日本での食生活を大きく省

みる時間となった。

11時過ぎ頃に会場に向かうと、イヌワシを右手

に据えた騎馬のイーグルハンター25人ほどが登

録のために横並びしていた。その姿は壮観だった。

当日は5つの村からイーグルハンターが集まり、こ

れを見るために 48か国から観光客が来ていると

のことで（主催者発表による）、優勝者にはバイク1
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台と 50万トゥグルグ（約 25万円）がもらえるとのこ

とだった。

イーグルハンターのカイズム氏（右）と娘のジニ

エル氏（左・18歳）が写真撮影に応じてくれた。ア

イ・チョルパン氏の影瞥からか、ジニエル氏の他に

も女性イーグルハンターが増えているようだった。

キツネの毛皮を着たカイズム氏のイヌワシは6歳、

仔馬の毛皮を着たジニエル氏のイヌワシは2歳と

のことだった。成烏のイヌワシは重さが5~7kgあり、

それを右手に据えるために、罵具に付随してカザ

フ語でバルタックという器具が備えられているのが

わかった。これは騎馬麿狩猟の特有の技法であり、

日本の鷹匠にはない技術と思われる。

パレード後に、最初の競技である疑似餌の呼び

戻しコンテストが始まった。騎馬上でイーグルハン

ターがキツネの肉で崖の上にいるイヌワシを呼び

寄せるもので、日ごろの訓練が試される。しかし、

観光客を気にしてか、イヌワシはなかなか飛び立

たない。飛んだとしても失敗して、イーグルハンタ

ーのいる方向に向かわないことが続いた。日ごろ

の訓練もあるのだろうが、やはり観光客が周辺に

いて、イヌワシが集中力を欠いたことも原因だろう。

カザフ最初の女性イーグルハンターとして知られ

るアイ・チョルパン氏も参加していたが、残念なが

ら成功しなかった。そのなかで、イヌワシが少年の

据えていたハヤブサめがけて襲い掛かるという事

件が起きた。イヌワシはハヤブサやオオタカを捕

えて食べてしまうとのことで、イヌワシの瞬時の観

察力には驚かされた。

午後からはモンゴル遊牧民、特に地元ウリャン

カイ人が名手とされる伝統競技の弓術、新婚の夫

婦が騎馬に乗り妻が夫を鞭でたたきながら競争す

るクズ・コアル、中央アジアの伝統競技で、馬上で

死んだ羊を奪い合うコクバルが催された。 2日目

は各催し物の決勝戦、夕方からはウルギー県立

劇場で表彰式およびコンサートが催された。なお、

会場では0歳齢の狼を連れている2人組がおり、

写真を撮って良いとのことだったので撮影し、狼

にも触らせてもらったが、後からお金を徴収された

ので注意が必要である。とはいえ、この間は雲一

つない快晴で、日差しが肌に痛い、とても暑い2

日間であった。

再度のイーグル

ハンター宅訪問

18日（月）は、サ

グサイ村のさらに約

8km先にある草原の

ブテウ冬牧場を訪

ねた。ここには6~7

人のイーグルハンタ

ーがいるとのことだ

った。その一人、ジ

ンスベク氏 (25歳）

の使うイヌワシは2

歳の雌で、巣鷹との

ことだったが、とても

静かでヒヨヒヨとり烏＜

ことがない。理由を

尋ねると、捕まえてすぐに口を押えて鳴かないよう

にするとのことで、伝統的な技法により、巣鷹であ

っても不用心に鳴くことがなくなるものとわかった。

イヌワシの体尺測定を行い、頭から足までが約

50cm、頭から尾までが約 80cm、羽根を広げた幅

が約 180cmの成鳥だったが、大きい方ではないと
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のことだった。トゥグルという三

脚の台にとまらせており、この

台に人間は絶対に座っては

いけないとのこと。イヌワシは

神聖なものであり、人間の道

具とは厳密に区別しなければ

ならないからである。なお、出

猟前にイヌワシを据えさせて

もらったが、約7kgあるイヌワ

シを片手のみで据えるのは

数分が限度と思われた。

午後からイヌワシの訓練の様子をみせてもらえ

ることになった。騎馬の用意をする際に、近くでバ

ルタックの付け方を見せてもらった。馬具の腰と根

元の2か所を革ひもで結び、内側にしか倒れない

工夫がなされていた。腰の両方に掛けた皮袋に

は、餌と疑似餌が入れられていた。猟服をきて騎

馬上でイヌワシを据えた姿は、とても勇壮だった。

車で移動すること約1時間。草原の際にある山

に到着し、山上からイヌワシを放ち、馬上から招き

寄せる訓練が行われた。サグサイ村祭りで見た様

子とは違い、目隠しのトモガを外すと、すぐにイー

グルハンターの操る疑似餌をめがけて飛び立って

いた。日ごろの訓練の成果がよく表れていた。

その後、イヌワシの背中に 360度カメラを設置し

て、イヌワシの飛行状況の記録が試みられた。最

初はイヌワシもうまく飛べないようだったが、高い山

に場所を変えて飛び立たせると、うまくいった。最

後の飛翔を成功させ、たくさんのごちそうをいただ

4 --

いているイヌワシにお疲れ様といって感謝したあと、

全員で写真撮影をして調査を終了した。とても充

実した一日だった。

19日（火）はバヤン・ウルギー県からウランバー

トルに飛行機で戻り、午後はモンゴル国立歴史民

俗博物館を訪ねた。 20日（水）にウランバートル発、

成田着で無事に帰国し、解散となった。

8日間の初モンゴル調査であったが、カザフの

騎罵鷹狩猟の技法を直接見る貴重な体験をする

ことができた。ゲルでの饗応も心温まるもので、見

ず知らずの人を招き入れてくれるカザフの人々の

懐の深さを強く感じることができた。このような経験

はなかなかできるものではない。さらなる詳細は

『鷹・鷹場・環境研究』2号でお伝えする予定であ

る。最後に、調査を全てコーディネートしていただ

いた相馬拓也氏には心よりお礼申し上げたい。

左から越坂・ラシン・ボロル・稲田・岩淵•福田・
ジンスベク・祖馬・ジョコブ・ユルベク・セリックさん

鷹・鷹場・環境 NEWS VOL. 2 2017年 10月 11日発行鷹・鷹場・環境研究会編集・刊行

〒819-0395福岡市西区元岡 744九州'|大学基幹教育院福田研究室 TEL:092-802-6019 
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第3回研究会の記録

鷹・鷹場・環境研究会の第3回研究会を 2017

年 11月 11日（上）から 12日（日）にかけて鹿児島

県出水市で開催した。

11日は、ツル研究を進めている久井貴世氏の

ご案内で、出水市内のツル飛来地やツル観察セ

ンターにおいて、ツル観察をおこなった。気品ある

マナ鶴や、やや小ぶりのナヘ‘ヅル・クロヅルの群れ、

珍しいカナダツル等を実見し、鷹狩の獲物として

のツルが鷹にとっていかに巨大な危険な鳥である

か、ということが実感をもって理解できるようになっ

た。まさにフィールドワークならではの大きな成呆

であった。また、ツルといえば「丹頂鶴」という固定

観念をも大きく覆す貴重な体験となった。こうして、

心配していた鳥インフルエンザの影響もなく、無

事に調査を終えた。ご案内いただいた久井氏に

は、心よりお礼申しあげたい。

調査終了後は、宿舎において次年度以降の研

究会の打ち合わせをおこなった。また、越坂裕太

氏（九州大学大学院Ml)が9月に実施した第1次

モンゴル調査について報告し、情報の共有化を

図った。

12日は出水市ツル博物館クレインパークいず

みにおいて、研究会を開催した。プログラムは以

下のとおり。

・仙台藩の鷹匠について

堀田幸義（宮城教育大学）

•江戸時代の史料から復元するツルの生息実

態と人との関わり

久井貴世（北海道大学／（公財）日本生

態系協会）

鷹・鷹場・環境研究会

開催日：2017年 11月 11日～12日

・日本近世出版と鷹書・鷹図・鷹狩図

藤宵久美子（ノートルダム清心女子大学）

堀田報告は、仙台藩における鷹匠組織、鷹匠

の存在形態、勤務内容、身分格式、生活等につ

いて詳細な分析がなされ、仙台藩では延宝期に

鷹匠の家職化・組織の改編が見られることが指摘

された。藩レベルでの鷹匠の実証研究が皆無で

ある点に鑑みても、貴重な研究報告であった。

久井報告は、江戸時代に広域的に十数羽から

数十羽程度の群れでツルの渡りがあること、江戸

期のツルの生態にはヒトの活動が深く関係したこと、

また古文書上の鶴の表記と生態的な特徴からの

同定作業、史料上で「鶴」と現れた際に多様なツ

ルを想定する必要があること等が確認され、とても

刺激的な報告となった。

藤宵報告は、写本が中心の鷹書研究に加えて、

版本をいかに位置づけるかという間題提起的な報

告であった。公刊された鷹書・鷹図・鷹狩図の類

型化、江戸時代の鷹狩図の禁忌性を指摘、河鍋

暁斎『絵本鷹かがみ』の刊行時期についての検討

等、興味深い内容だった。

いずれも内容の濃い、充実した報告であったこ

とに加え、前日のツル観察の体験を経たことで、

史料解釈に緻密な視点を持つことができるように

なったことが、今回の研究会の最大の成果だった

のではないかと考える。

また、出水市ツル博物館クレインパークいずみ

主任学芸主事の原口優子氏からは、大鷹や角鷹

のはく製資料の閲覧をお許しいただき、実際に手
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にとって個体の大きさを確認させていただくなどの

便宜をはかっていただいた。前日、実際に鶴の大

きさを確認していた記憶の新しいなかでのことであ

ったため、得難い体験となった。研究会会場をご

提供いただいた出水市ツル博物館クレインパーク

いずみの関係者の皆様とともに、この場を借りて

心よりお礼を申し上げたい。

ツル観察会参加記

福 田 千 鶴

2017年 11月 11S 13:30,--...., 16:00鹿児島県出

水市ツル飛来地において、ツルの観察会をおこな

った。案内者は、北海道大学大学院文学研究科

専門研究員・公財）日本生態系協会専門研究員

であり、歴史鳥類学•生命環境学を専門とする久
井貴世氏。「タンチョウと人との関係史」という研究

テーマで、江戸時代のツルを研究対象とし、その

分布や季節移動など、ツルの生態だけでなく、狩

猟や利用法、さらに当時のツルの「保護」や人との

軋礫など、ツルと人との歴史的・文化的な関わりを

研究しておられる。突然、今回の案内をお願いし

たにもかかわらず、ご快諾をいただいき、多くの労

をとっていただいたことは感謝に絶えない。

JR出水駅に集合し、 17名でマイクロバスに乗り

込み、ツル飛来地の東干拓地・西干拓地を訪ね

たあと、さらにツル観察センターに移動した。

東干拓地では、到着後すぐにクロヅルが飛去し

たのは残念だったが、ナベヅル、マナヅル、カナ

ダヅルを確認できた。フィールドスコープを使いな

がらツルを観察し、多くのツルの渡来を確認でき

た。観察センターでは、室内でボランティアガイド

の解説を受けたのち、屋上の展望スペースでナベ

ヅルとマナヅルを観察しながら、両種の識別につ

いて久井氏から説明をうけた。その後、荊崎展望

公園に移動し、ツルの渡来地である出水平野を一

望した。前日に久井氏が下見で観察した自然ね

ぐらは水位の関係でみられなかったが、人工ねぐ

らへ戻るために展望公園上空を通過するナベヅ

ルの親子を観察することができた。

最初はどれも同じにみえていだ；；］レだったが、

久井氏の解説をうけ、観察しているうちに、ツルの

種別が識別できるようになった。今後の史料分析

等において、これら生態学的な知識を役立ててい

くことで、さらに鷹や鷹場をめぐる環境の理解を深

めることができるだろう。そのこと大きく期待させる

意義ある見学会となった。

報告要旨

仙台藩の鷹匠について

堀田幸義（宮城教育大学）

鷹好きな歴代藩主を持つ仙台藩伊達家では多

くの鷹匠たちを組士の 1つとして組織化していた

が、鷹匠組士に関する研究はほかの組士同様に

進展しておらず、本報告では、こうした状況をふま

え、鷹申次一鷹匠頭一鳥屋頭ー鷹匠組士と連な

る鷹匠組織の概要を押さえ、鷹匠の存在形態に

ついて素描した。最初に、彼ら鷹匠や鷹匠頭（後

の鳥屋頭）の先祖および召し抱えの由緒について

整理し、次に、鷹匠組のあり方とその歴史的変遷

に関して、延宝期、元禄期、亨保期にみられた改

組と鷹匠組の位置づけの変化についてまとめた。

そして、彼らの日常的な勤務内容や役人に登用さ

れる鷹匠たちの存在を指摘し、藩から「鷹事家業」

を命ぜられた鳥屋頭佐藤家について紹介し、藩

命による鷹事の家業化は 18世紀に入った享保年

間以降のことであることを指摘した。最後に、鷹匠

の身分格式について、家格や禄高、身上がり事

例、住んだ場所などから考察した。

江戸時代の史料から復元するツルの生息実態と

人との関わり

久井貴世（北海道大学／（公財）日本生態

系協会）

江戸時代の史料に記載された「鶴」の記録をも

とに、①史料上の「鶴」の同定、②江戸時代当時

のツル類の分布と生息環境、③渡りの経路、④権

威によるツルの保護、⑤ツルによる農業被害と人

馴れ、⑥人間によるツルの利用について検討した。

博物誌史料に記載された「鶴」は、「真鶴」はマ

ナヅル、「黒鶴」はナベヅルを指すなど、多くの場

合、生物種としてのツルヘの同定が可能である。

当時のツルの渡来地は全国各地に大小様々な規

模で分散し、それぞれの地域を繁殖地・越冬地・

中継地として異なるかたちで利用していた。現代

とは全く異なる渡りの経路も存在していたと推測で

きる。鷹狩の獲物や贈答品として重要性が高いツ

ルは、権威によって「保護」され、ツルヘの餌付け

や渡来環境の整備なども行われていた。一方で、

過度な「保護」がツルの人馴れや農業被害を助長

させた可能性がある。江戸時代の「鶴」の主な用

途は、ナベヅルやマナヅルが食用、タンチョウは

飼育用が多かったと考えられる。ツルは種によっ
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て利用方法や需要に違いがあり、「鶴」としてひと

括りにされるものではないことを指摘した。

日本近世出版と鷹書・鷹図・鷹狩図

ノートルダム清心女子大学藤寅久美子

鷹に関する知識の公刊状況について、寛永

年間に始まる商業出版界の流れと、本屋の階

層性を指標に用いて、問題提起的に作業の途

中報告をおこなった。

〈株仲間である本屋から出版された書物〉寛

永 13年 (1636)刊『鷹百首』と『鷹三百首』、

同20年刊『新増鷹骰方』（朝鮮本の和刻本）が

早い。これらに貞享元年 (1684)刊『武用弁

略』、宝永 6年 (1709) 刊『鷹やしない帥』、

享保 5年 (1720)刊『画品筆鋒』が続く。い

ずれも享保の書籍取締令以前の発刊である。

〈より下層の草紙屋から出版された摺り物〉

大津絵十種の一つ『鷹匠』が古い。画題『鷹

匠』は近松門左衛門の作品を契機に急速に広

4th International Festival of Falconry参加記

2017年 12月 5日から 10日にかけて、アラ

ブ首長国運邦アブダビにて開催された 4th

International Festival of Falconryに、座長の

福田千鶴氏、祖馬拓也氏、水野の 3名で参加し

た。各国から 400名を超す鷹匠や研究者が集ま

り、憔界中の鷹狩事情や文化、そして歴史と文

化を知る機会となった。

Bin Zayed Falconry and Desert Physiognomy 
School 

図 1 Bin Zayed Falconry and Desert Physiognomy School 

まり、五穀豊穣などの効力をまとったとされ

る。鷹図は諺「一富士二鷹三茄子」とともに、

寛政期以降に歌麿・北斎・広重などの商品を

生んだ。

〈鷹道具・鷹狩図〉明治 6年 (1873)以降、

新政府の殖産興業・伝統工芸保護、および懐

かしき「徳川」思潮のなか立ち現れる。なお、

両図は近世社会では禁忌とされた可能性があ

る。鍵は河鍋暁斎『絵本鷹かがみ』の刊行時

期の確定にある。

〈課題と提言〉 （1)知識の階層性（幕府の

鷹匠のヘゲモニー、藩鷹匠の口伝、写本、刊

本）の解明のための隠れた刊本の博捜とテキ

スト分析。 （2) 知識の利用・実用の実態の

解明。 （3)研究対象が広範にわたるため、

和歌書・両詣・本草書・軍書・摺り物、明治

以降の動向と細分化して、参加者各位の専門

性を活かした個別研究を行い、最終的に総合

化するとった研究方法がありえるのではない

か。

報告：水野裕史

5 日と 6 日は、 BinZayed Falconry and 
Desert Physiognomy School（図 1)にて開催さ

れたワークショップに参加した。様々なハヤブ

サの展示（図 2）、多くのワークショップが催さ

れ、充実した二日間であった。 6 日の夕方には、

夕刻より隣接する砂漠キャンプに移動し、 5回

にわたる隼の訓練

を見学した。 日本

では得られない貴

重な体験となった。

ワークショップで

は、日本ワシタカ

研究センター所長

の中島京也氏と交

流し、河鍋暁斎

「鷹かがみ」を始

めとする絵画史料

について、意見を

交換した。またド

イツの Karl-

Heinz Gersmann 
図 2 ハヤブサを据える福田座長
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氏を始めに、各国の鷹狩文化の歴史について、

意見交換し、見識を深めることができた。

ただ、時間通りを旨とする日本人にとっては、

鷹揚な中東の進行には辟易した。ワークショッ

プの場所が突如として変更されたり、数時間待

ったりと、辛かったこともある。

Louvre Abu Dhabi 

7日には、 2017年 11月 11日に開館したばか

りの、 LouvreAbu Dhabi（図 3) を観覧した。

Louvre Abu Dhabiでは、 600点を超える所蔵品

に加え、フランスの 13の美術館・博物館から貸

し出された 300点が展示されている。「白」を

基調 と し た 展示空間に、「 Prints and 

Drawings」や「TheArt of War」などといった

テーマに沿った展示構成となっている。また、

聖書や仏典の展示では「黒」色をベースとした

空間の演出がされ、随所に展示の工夫が見受け

られる。また「南蛮屏風」や「誰が袖図屏風」

などの H本美術も幾つか展示されており、オリ

エントの香りが漂う UAEらしい展示空間であ

った。

加えて、 UAEの国鳥が鷹であるため、鷹狩に

関する美術品が多く展示されていたことは特筆

される。展示品の多くが撮影可能であり、多く

の画像データを得ることができた。

7 日午後には、 8 日と 9 日に開催される

Khalifa Parkの展示のための準備をおこない、

夜にはザ・リッツ・カールトン・アブダビ・グ

ランドカナルにて催されたガラ・パーティーに

出席し、アラブ料理に舌鼓を打ちつつ、各国の

鷹匠や研究者の方々と交流した。

図3 Louvre Abu Dhabi 

Khalifa Park 
8日と 9日は、 KhalifaPark（図 4) にて開

図4 Kha I ifa Park 

図5 海外の方に説明する報告者

催されたイベントにて 3人ともにポスター発表

をおこなった。事前に、参国の威信を懸けた展

示をするようにと主催者からの要請があったた

め、心して望んだ。

発表タイトルは、以下の通り。

•福田千鶴 History of falconry in Japan 
・相馬拓也 Ethnography of Altaic Kazakh 
Eagle-Hunters: Art and Knowldege of Horse-
Riding Falconry in Western Mongolia 
•水野裕史 Aspects of Japanese Falconry 

Paintings 
各国の様々な方に我々の研究成呆をアピール

することができたと思う（図 5)。また、空き時

間を利用して、各国のブースやテーマ別の展示

を拝見し、情報収集をおこなった。例えば、ア

ラブの先住民が鷹狩の際に連れて行くサルーキ

という犬種が披露されている展示があった（図

6)。サルーキは、日本では古代において、すで

に輸入されていることが知られ、例えば「春日

権現験記絵」にはその姿が描かれている。
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図6 サルーキ

また、我々以外にも幾つか日本の鷹狩の展示

もあったので紹介したい。まず、日本の鷹狩の

起源に関する展示である。日本の鷹狩の起源は、

BC. 355と具体的な年代があげられて紹介され

ていた。典拠は書かれていなかったものの、他

にも紀元前における日本の鷹狩の実情として紹

介されているポスター展示もあり、日本の鷹狩

が、紀元前から存在していることが海外では自

明となっているようだ。帰国後、鷹狩の基本文

献の一つである宮内省式部職編『放鷹』（吉川弘

文館、 1931年）を見ると、仁徳天兒 43年

(355) に始まることが日本書紀に記載されて

いるとあり、これが日本における鷹狩の喝矢と

する。おそらく単純に ADが BCと誤記された

のだろう。なお、 1976年にアメリカで出版され

た日 本の 鷹 狩の本 (E.W.J ameson, The 
Hawking of Japan: The History and 
Development of Japanese Falconry. University 
of California, 1976) には、日本の鷹狩の発端を

示す文献として『古事記』をあげており、神功

皇后 44年 (244) を日本の鷹狩の起源年として

編集後記

しヽた。

加えて、女性鷹匠をテーマとしたブースでは、

浮世絵が紹介され、日本にも古くから女性鷹匠

がいると紹介されていた。これは文浪「男女鷹

匠」 (19世紀初、東京国立博物館蔵）を題材と

した展示であった。しかし、日本ワシタカセン

ター・所長の中島京也氏のご教示によると、明

治以前には女性の鷹匠はいないとのことであり、

この展示にも疑問が残る。

会場では、様々な書籍も頒布、販売されてお

り、多くの資料を入手することができた。帰国

してから、幾つか目を通したが、日本の鷹狩に

ついて明らかに誤って解説しているものが多か

った。例えば、日本の鷹書を中国のテキストと

して紹介したり、浮世絵に描かれた鷹匠を中国

の鷹匠として害いたり、あるいは 19世紀の日本

絵画を 8世紀の作品として解説したりと間違っ

て報告されているのである。以前、海外の研究

者から平安時代の鷹狩絵両に関する資料紹介の

打診を受けたのだが、現存していないと言って

断ったことがある。同じ方の書籍ではないが、

浮世絵や近代の鷹狩美術が古代の日本の鷹狩を

表したものとして、人口に謄炎しているのかも

しれない。先 H、出水にて開催された研究会の

報告であったように、本研究会の成果を海外に

向けて発信する必要性を大いに感じた。

最後に、全てをコーディネートしていただい

た相馬拓也氏に心より感謝申し上げる。

年2回の NEWSLETTERの発行を予定しておりましたが、

タイムリーな清報を提供することが NEWSLETTERの役割で

あると考え、本日の発行となりました。ご多忙のなか、ご執筆い

ただいた皆様には心よりお礼申し上げます。とても充実した内

容となりました。次回は、 4月にお届けする予定です。お楽し

みに（千）。

鷹・鷹場・環境 NEWS VOL. 3 201s年 2月 1日発行鷹・鷹場・環境研究会編集・刊行

〒819-0395福岡市西区元岡 744九州'|大学基幹教育院福田研究室 TEL:092-802-6019 
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〔コラム2〕

生態系のトップにいる

生き物が、その自然環

境をも形づくっている
—鷹・鷹場研究の先にあるもの

なぜ鷹・鷹場を研究するのか

まず、なぜ私が鷹・鷹場を研究しようと思ったのかについて説明させてく

ださい。 20年以上も前に日本近世史の研究を始めてから、鷹・鷹場は身

近に存在していました。好きなプロ野球の球団が夕カをシンボルとしている

こともありますが、なんといっても住んでいた東京近郊に、かつて広大な鷹

場が広がっていたからです。

鷹場に指定されていた村々は、さまざまな役負担が課されました。その

なかの1つがエビヅルムシです。今まで聞いたこともなかったこの虫が、タ

力を飼うための必要から領主に献上されていたことには驚きました。

しかし、鷹應場を強く意識するようになったのは、同僚のアドバイスが

あったからです。 10年ほど前でしょうか、かつて高等学校の教員であった

時、何か新たなテーマで環境史を研究したいと思いました。ある時、懇親

会の席でしょうか、生物の同僚に自然環境をどうとらえるべきかを尋ねま

した。すると、自然環境をとらえる場合は1つひとつの生き物ではなく生態

系を把握すべきこと、そのためには生態系の頂点にいる生き物を何よりも

おさえる必要があること、この2点のアドバイスを受けました。つまり、生態

系のトップにいる生き物が、その自然環境をも形づくっているというわけで

す。

その成果の一部を拙著『江戸日本転換点ー水田の激増は何をもたらし

かー』(NHK出版、 2015年）にまとめました。しかし、課題も多く残されて

います。まずは何より、日本各地のどこに鷹場が広がっていたのかが全く

わかっていません。どこの藩には鷹場があり、そしてなかったのでしょう

か。また、夕カを飼うには、餌となる鳥を大量に確保しておかなければなり

ません。夕カはどのような鳥を餌とし、その鳥はどのような環境下で生息し

ていたのでしょうか。また西日本と東日本の植生の違いも、鳥の生息環境

に大きな影響を与えたことでしょう。

（武井弘一「研究会副座長就任の挨拶」『鷹・鷹場と環境 NEWS』5

号、 2015年 10月 18日発行より、一部抜粋）

近世型生態

系を考える

現在ではヒトが、生

態系の頂点にいること

は言うまでもない。で

は、近世の場合はどう

か。同じようにヒトが頂

点にいたが、そのヒト

のなかで、しかも支配

者クラスである上級武

士が飼っている生き物

がいるではないか。そ

れどころか、その生き

物を飼うために、農村

ではいろんな規制もさ

れていた。 それが鷹・

屈場だ（武井弘一）。

鷹・鷹場・環境研究

会では、初年度計画の

なかで、全国の鷹場を

把握することを課題と

し、情報の集約に努め

た。その結果、全国ほ

ぽどの諸藩にも鷹場

が存在していることが

わかった。しかし、地域

ごとの多様性や時代

性があり、その全体像

を提示する方法は、難

題となった。残された

今後の課題だ。
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鷹・鷹場 ・環境研究会
The Sociecy for Hawks, Hawking Grounds, and Environment Studies 

日本ワシタカ研究センター訪問記

年の瀬の 2017年 12月 26 日、アブダビの

International Festival of Falconry第 4回大会でもお世

話になった鷹匠・中島京也（なかじまけいや）氏の運営

する、日本ワシタカ研究センター (TheJapan 

Falconiformes Center)を訪間させていただきました（写

真 l)。猛禽飼養技術について、多くの示唆に宮んだご

意見をいただきました。「鷹・鷹場・環境研究会」の活動

紹介もさせていただき、今後の協働に向けて意見交換

も行ってきました。

参加者メンバーは以下 4名で訪問させていただきま

した。

0福田千鶴（九州大学）

写真 1 鷹部屋について解説いただく中島京也氏

相馬 拓 也

2017年 12月 26日尾張旭

0武井弘一（琉球大学）

0山崎久登（都立新島高校）

0相馬拓也（早稲田大学）

はじめに中島京也氏は日本ワシタカ研究センターの

常務理事・所長として、「傷病鳥の治療・放鳥」「猛禽類

生息環境の保全・環境評価」「ワシタカ類の基礎研究」

など、幅広く猛禽類の保護・研究の実務に携わってい

らっしゃいます。またご自身も鷹匠として幅広く活動さ

れており、江戸期から伝わる伝統的な飼養術・鷹狩技

術の継承保存に尽力されています。こうした活動は近

年世界的にも評価されており、世界鷹狩連合

(International Association for Falconry & Conservation 

写真 2 オオタカ、ハヤプサ、ハイタカの大緒
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of Birds of Prey: IAF)の副会長（アジア担当）として、日

本の鷹狩技術や文化の敷術にも努めておられます。

とくに飼養に関する知見は、歴史学や文献研究に新

たな知見と地平を開くものと思われます。現代の鷹狩

では、オオタカでもハヤブサでも、 1歳未満の若鳥が扱

いやすいとされています。とくに猛禽類のメスは習熟が

早く、狩猟での能力もオスを上回る傾向があります。そ

の反面、オスは小さい鳥ほど集中力が持たないとも言

われているようです。さらに、飼養が進み 2~3年目と

なると、タカ自身が訓練内容を覚えてきてしまい、実際

には 1年目の個体と同じようには調教できないとのこと

でした。かつての鷹匠も、およそ 50日間程度をかけて

馴らしたといわれているようです。また吉田流、諏訪流

などの流派によって調教や狩りのスタイルが異なるもの

の、使用する鷹具や紐などの結び方等にそれほど流

派間の違いはないとのことでした。もっとも顕著な違い

は、諏訪流は呼子の笛を使ってタカを呼んだりすること

のようでした。

また「鶴捉りの鷹」についての知見を尋ねたところ、

当初から「鶴捉りの鷹」といった特定のタカの育成を目

写真 3 ハヤブサの頭巾（右）、左は中東・欧米などで用い

られる目隠し帽（※写真は中島氏ご提供）

的にしていたわけではないとの見解を示していただき

ました。実際には、何度も狩場で挑戦しているうちに捕

れるようになったのではないとか、とのことでした。また、

ツルは通常の獲物ではなく、特にナベヅルを儀礼的に

取っていたと考えられるようです。ツルの心臓が万病の

薬になったとの故事から、こうしだソルを捕えることので

きたタカは止まり木に繋ぐ際に使用する紐「大緒」を紫

色にかえるとのことでした（写真 2）。これによって、「鶴

捉りの鷹」は一目でその能力を識別できたとされていま

す。一方、ハイタカで獲れる最大の獲物はコガモであ

ったそうです。実務者として大変説得力ある意見をうか

がうことができました。

日本の鷹匠道具「鷹具」の優れた特徴についてもう

かがうことができました。その一例に、ハヤブサにかぶ

せる頭巾ですが、布地でとても脱ぎやすくなっているの

が日本の特徴とされています（写真 3)。これはハヤブ

サを手の上に載せた際にしか使われず、狩場で獲物

に向かってハヤブサを素早く放つ時にすぐに脱げるよ

うにした工夫とされています。また布地は軽く、ハヤブ

サが頭を振っても脱げにくいとのことでした。この点は、

写真 4 歴史史料に忠実にもとづいて復元した江戸期の鷹部

屋。タカは各個室に納められている。
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いわゆるレザーで成型した「ヘルメット型（アングロ・イン

ディアン型）」の目隠し帽をかぶせるアラブや西欧とは

顕著に異なる点と考えられます。アラブや西欧では、個

体の大きさや成長によっても、目隠し帽を替えなけれ

ばなりません。この点、日本の頭巾は布地で制作も簡

便であることに加え、猛禽への身体的負荷も軽減され

ているものと思われます。

さらに今回の訪間の目玉として、歴史史料を参考に

して復元された江戸期の鷹部屋も見学させていただき

ました（写真 4)。鷹部屋の面積・高さの寸法も正確に

再現されています。とくに、窓枠には竹筒をかぶせた格

子棒が用いられ、タカが飛び出そうとしても、竹筒が回

転して衝撃を和らげる工夫がされていました。内部や

詳細につきましては本書面ではご紹介できませんが、

中島氏の日本の鷹狩文化の継承・復元への並々なら

ぬ熱意を物語って余りある一面をあらわしていると感じ

ました。

かつて江戸時代、鷹匠は社会に広く認知された専

門職として活躍し、なかでも猛禽飼養や狩猟などのす

べてに通じた存在が鷹師であり据前であったといわれ

ていました。猛禽飼養の技術は高度に政治的・外交的

な手段であったことは間違いありません。しかし、猛禽

を自然からの使者として、自然界と交渉し、猛禽や獲物

の生態に早期の科学的で実証的な視点をもたらしたの

もまた塵狩と鷹匠の知と技法のためであったと考えられ

ます。歴史研究に実務者との協働の地平が開き、かつ

不可欠である認識を、訪間者一同強く感じた意義深い

訪問となりました。

センターの前で記念撮影

帰りは尾張旭の駅まで送迎までしていただき、また

今回の訪問を実現させていただきまして、中島京也所

長と日本ワシタカ研究センターのみなさまに感謝の意

を表します。

豊後日出城主木下延俊『慶長日記』にみる鷹狩り記事 福田 千 鶴

はじめに

近年、鷹狩りの秘伝書である鷹書の研究が進め

られている 1。これに対し、歴史学の側からは、実

際の鷹狩りの場における鷹詞の使用例や鷹狩りの

手法についての実例を一次記録から蓄積していく

ことが課題となろう。そこで本稿では、豊後日出

城主 (3万石）木下延俊の日記2を取り上げたい。

延俊は、豊臣秀吉の本妻浅野寧の甥にあたる。

！鷹書の研究史は、中澤克昭「中世の應狩に関する研究の
動向と課題」（『隅・底場・環境研究』2、2018年）を参照。
2 二木謙ー・荘美知子校訂『木下延俊慶長日記』（新人物往
来社、 1990年）。

日記は慶長 18年 (1613) 元旦から 12月晦日ま

での 1年間分である。家臣の中澤清介と神田甚吉

が、 5日に 1度宛、当主の行動を中心に記録した。

慶長 17年の暮れより江戸に滞在していた木下延俊

は、翌 18年 2月 2日に将軍徳）1|秀忠より帰国の暇

を得た。 4 日には早くも江戸を発ち、駿府、名古

屋を経由し、 2月 20日に京都二条に到着した。そ

の後、約 4か月近くを在京し、 6月 28日に京都を

発って、翌日大坂城の豊臣秀頼に礼を済ませたの

ち、伊予路を通って 7月 5日に日出に到着した。

それからは、慶長 19年に始まる江戸城普請のため

に出府するまで在国したが、日記は 12月晦日をも

って終わる。よって、 7月から 12月までの在国期
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間が記されるのみであり、鷹狩りシーズンの前半

しか判明しないのは残念だが、近世初期の鷹狩り

の事例として豊富な情報を提供している。以下、

2節に分けて鷹狩り記事を紹介する。

1、鷹の捕獲

木下延俊が在国中の鷹に関する最初の記事は、 9

月 3日の条である。

1. 九月三日 四つ時分市右衛門方よりはいたか

うち候てこし申し候、

午後 10時頃に市右衛門が鶴を持参したという。

この「うち候」の意味については、 1の他には次

のような用例がある。

2. 十二月六日 御麿野へ御出候。晩二くもりき

り雨ふり、御戻り候て、御たかうち候て参り候、

3. 十二月十一日 ひさしにてはやぶさのしやう 3

うちて参り候、

4. 十二月十九日 殿様野雁を御うち成され候也、

御鷹野より御帰り候、

「鷹犬詞語葉」 （『放鷹甘 633頁）によれば、

「ウツ」には次のような意味がある。

ウツ 打。犬に策を教ふるを打とも附るとも入ると

もいふ。

ウツ 欧。餌を吐き出す。

ウツ 山を刈ること。これに片うらうつ及諸うらう

っという別あり。 （隅法）

いずれにも、該当するものがない。そこで、鷹

書研究会編『鷹之書』 5五一 (32) 「鷹なつけ様の

事」をみると、次のような用例がある。

ー、鷹を先山より打をろして参候時、其侭据立て

申事悪し。

この訳として、 「網掛けで捉った鷹を山から降

ろしてくる時、そのまま手に止まらせることは悪

いやり方である」と説明し、 「打をろして」の解

説として、 「「網掛け」で捉えた鷹を山から降ろ

すこと」であり、 「「網掛け」は十月初旬から十

一月にかけて渡りの途中を捕獲するが、霜が降っ

てからの鷹は「霜かぶり」と言って、野生の時期

が長いため仕込みにくいことがある」と説明して

しヽる。

3 翻刻では「はやぶさのしゅを」とあるが、「しやう」の誤り。

4 宮内庁式部職編『放腰』（吉川弘文館、1931年）。
5 鷹書研究会（中部大学）『鷹の書一諏訪藩に残る『底書

（大）』の翻刻と注解一』（文化出版、 2008年）。

1~4は単に「うち」とあるので、 「打をろし

て」と同じ意味とするためにはもう少し事例がほ

しいところだが、 1~3は「網懸け」で捕らえた

鷹を日出城に持参したという解釈にとれなくもな

い。とはいえ、 4にあるように野雁に対しても

「うち」を用いているので、単に捕獲するぐらい

の意味でとっておきたい。

1のハイタカは雌雄不明だが、 8月 6 日に兵介

という人物が「このりの阿鷹」 （児縞・雄のハイ

タカ）を据えて参上しているから、単にハイタカ

とあれば雌の縞をさすのだろう。 2の鷹の種類は

不明だが、その他の記述からして単に鷹とあるの

は「大鷹」を指す可能性が高い。 3はハヤブサの

ショウ（小・兄鷹）とあるので、骸（雄）とわか

る（雌の表記は隼）。なお、 「ショウ」は大鷹の

雄の呼称とされているが（『放鷹』 481頁）、ハ

ヤブサにも用いられることがあったことがわかる。

このように鷹の捕獲記事は 3例と少ない。ただ

し、これは延俊の手元に残された鷹に関してのみ

特記された可能性も残る。 12月になっても鷹（ハ

ヤブサ）の捕獲は続けられており、 12月 10 日に

は荒鷹（捕獲してまだ馴れていない鷹）に「まろ

ばし（転鳥）御かい候」という、糸をつけた鳥を

鷹に捕らえさせる訓練をしている。

なお、鷹の捕獲に関しては、次の史料の解釈を

検討してみたい。

九月二十九日 昼過ぎより鷹野二御出候也。御手

鷹、若鷹壱つ取り申し候、とやの八助鷹四つ取り

申候、

日記の校訂者である二木謙ー氏は、これを次の

ように解説した (179頁）。

麿野とは麿狩、すなわち牒を使って山野で烏獣を

狩ることである。しかし、この日は「御手鷹、若

隅壱つ取り申し候、とやの八助腐四つ取り申し候」

などとあるのによれば、應そのものを捕獲したよ

うである。 （中略）これより延俊は、しばしば麿

の捕獲に赴いている。

要するに、 「取り申し候」とあるところを鷹狩

りではなく、鷹そのものの捕獲と解釈している。

しかし、鷹の捕獲は危険を伴うものであり、殿様

自身が出向くことは考えにくいし、先ほどの「う

ち」、つまり「うつ」ことが鷹の捕獲を意味する

とすれば、ここはやはり鷹狩りで獲物を得たこと

の意味で解釈すべきだろう。 「御手鷹」とは、延
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俊自身が拳に据えた鷹のことである。そこで、 9

月 29日の条を解釈すれば、次のようになる。

昼過ぎより鷹狩りに（延俊が）御出かけになった。

（延俊の）御手鷹でかつ若鷹（一歳の鷹）が（鳥

を）一つ取り、鳥屋（鷹匠）の八助が使う鷹が

（鳥を）四つ取った。

この他にも「取る」の用例は多くありので、次

節でさらに取り上げることにする。以上の検討か

ら、木下家では鷹や鳥を捕獲することを「うつ」

と称していたとしておく。

2、鷹の調教

鷹の調教に関しては流派や鷹の種類によっても

異なるし、鷹の年齢、鷹にどのような獲物を取ら

せるか、によっても様々に異なるようである。そ

れらは口伝によるところも多い。そのようななか

で、日記からは次のような鷹の調教の記事を拾う

ことができる。

（九月二十日） 御鷹今日より御おきわたし候、

この日は天気もよく、終日、延俊は二の丸の数
ろじ おきわた

寄屋の露地で過ごした。そのなかで、御鷹の喚渡

しが始まった。 「鷹犬詞語彙」 （『放鷹』 636頁）

には「オキ・ワタリ 喚渡」とのみある。 『隅の

書』五 (8頁頭注）では、 「おきたて」の解釈と

して、 「招（懺）き立て ある距離から餌を見せ

て拳に呼び戻して。拳に招き寄せて」と説明する。

その本文では、片鳥屋の鷹（二年目の鷹）に僅き

渡りもしないで鷹狩りに用いることを戒めている

ことからも、本格的な鷹狩りをさせる前に、鷹匠

の呼び戻しに応じるように鷹を飼いならすことを

意味した。この喚渡しから 7日後の 27日に、延俊

は今年初めての鷹狩り出かけた。

二王に取かひ二御出候、とやの八助麿爪つとり申

候、

「御出候」とあるところから、延俊自身が鷹狩

りに出かけたとわかる。同行の鳥屋（鷹匠）の八

助が鷹で鳥 2羽を取ることができた。なお、ここ

で八助が鷹 2もとを捕獲したという意味で取るの

は難しい。それは「取かひ」の解釈にもかかわっ

てくる。

「取かひ」とは「鳥飼」のことで、 『放鷹』

(673頁）では「雉子の左の片胸を沢山に鷹に食

はすこと」と説明しているが、実際には食べさせ

る鳥は雉子に限らず、鷹が捕獲した獲物を食べさ

せる行為を指す。この訓練により、鷹の狩猟意欲

を損なわないように調教するのである。

『鷹之書』一一（ 5) 新鷹鳥飼之事では、次の

ように説明する。

今日鳥飼んと思ふ日ハ鷹の肉相を能々見つくろひ、

必弱き鶉あらは拳はなれ鷹の知れぬ様に羽合へし、

（中略）取飼て後村へ入鷹を暫し休め、その後帰

るへし。必ず取飼前後に煩ひ出るものなり。心を

付べし。

要するに、いきなり野鳥を捉えさせるのではな

く、弱った獲物を獲らせて鷹に成功体験を積み重

ねさせる。そうすると、鷹は狩猟意欲が高まって

いく。逆に最初の狩猟で失敗すると、鷹は獲物を

取りに行かなくなる。鷹狩りの成功には、いかに

鷹のメンタル・ケアをするかということも重要な

要素だった図

しかし、八助の使った鷹は人間が用意した弱っ

た鶉等ではなく、いきなり野鳥を 2羽捕らえた。

要するに、 「鷹咸つとり候」とあるのは、初鳥飼

で野鳥 2羽をとった優秀な鷹であることを記した

ものと解釈すべきだろう。その 2日後の 29日には、

既述のように延俊の御手鷹（若鳥）が鳥 1羽を取

ることを成功させた。 10月 1日には、昼過ぎに鷹

狩りに出かけ、若鷹 2もとの取飼をした。この段

階でも若鷹の調練が続けられた。

10月 20 日の鷹野では、御手鷹を雉に羽合わせ

たが、人がおさえに行くのが遅くなり、取り逃が

した。 11月 6日には仁王山へ大鷹の鳥飼に出かけ

たが、これもうまくいかなかった。その後、鷹匠

のもとで調整が続けられたのだろう。 11月 10 日

の鷹野では、 「御鷹一段卜取る、なり能＜候也」

と鷹が順調に仕上がっている様子が記される。 11

月 13日には「御鷹もとりかい二遣はされ候、みな

／＼とりかい申し候」とあり、全ての鷹の取飼が

終了したことがわかる。

それからというもの、 11月 17日、 19日、 22日、

23日、 25日、 27日、 12月 2H、5日、 6日、 7日、

8日、 12日、 17日、 19日、 23日、 25日、 27日、

28 日と、延俊は 2~3日おきに頻繁に鷹狩りに出

かけるようになる。

6 この点につき、中島京也所長から貴重な修正コメントをお
寄せいただきました。文末をご参照ください。
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獲物は全てが記録されているわけではないが、

鶉がもっとも多く、五位鷺・鴨．雉子がみえる。

なお、鶴の捕獲は確認できない。

おわりに

以上、 「うつ」 「とりかい」 「とる」の意味す

るところを検討してきた。流派によっても異なる

だろうから、さらなる事例の蓄積が必要だが、鷹

詞の独特の使用方法を理解したうえで史料解読に

取り組む必要性を指摘しえたものと思う。

ちなみに、 12月 2日には愛宕社社僧の玄海法印

が日出城で「鷹ノ書物」の写本を作っている。 4

日にはその「鷹ノ書物」は豊削小倉城の細川忠利

のもとに送り届けられた。具体的な書名は確認で

きないが、延俊の鷹に関する知識が書籍を媒介に

していること、また鷹書が伝播する過程の一つと

しても興味深い事例を示しているといえよう。

てり-
9
 

て"-＝＂
＂ 

．
 

r"• 

-＂H駄
し

．．
 

て＂日芍，

＇
ヽ

-ili-＂ ．
．
 底
位
守

仕
叫
仄
ぷ
Y・

-
9
甘
ふ
重
可
，

一

＊中島京也所長からのコメント＊

野生の鷹も毎回狩りに成功しているわけではあ

りませんので、 「最初の狩猟で失敗すると、鷹は

獲物を取りに行かなくなる」という事はありませ

ん。鷹の持つ基本的な生態により、鷹は空腹にな

ればまた獲物を捕る気になります。ただ、鷹狩で

は鷹に嫌な思いをさせないメンタル・ケアは重要

です。

鷹狩は鷹が捕った獲物を人間が横取りする狩猟

方法です。最初から横取りされるとわかれば、鷹

は自分の捕った獲物を持って人間から離れようと

します。鷹に捕獲した獲物を食べさせるという鳥

飼の目的は鷹が自分で捕った獲物を横取りされる

こと無く、人間が目の前にいても安心して食べる

事ができるという状況を体験させるためです。丸

嘴（まるばし）という名称の鷹の訓練過程もあり

ますが、これも同じ目的のために実施されます。

この段階の次に、捕った獲物の代わりに他の餌を

鷹に見せ、鷹の注意を逸らして捕った獲物を回収

するようにします。この訓練過程が不十分だと、

鷹狩で鷹が捕った獲物を生きている状態（無傷に

近い状態）で人間が手に入れるという事ができま

せん。無理に鷹が掴んでいる獲物を回収しようと

すると、鷹はさらに強く獲物を握りしめてはずす

事ができませんし、人間が獲物の回収のために近

づくと警戒して逃げようとする鷹になります。道

切に鳥飼を行った鷹なら、人間が近づいても捕っ

た獲物を押さえ込んだままその場にとどまり、代

わりに見せた餌に自分から移動して食べはじめ、

捕った獲物に過度に執着せずにすぐに手放します。

鷹自身がそのように行動し、自分で捕った獲物の

一部を食べたと錯覚して空腹感を満たしているの

で、獲物を手放していますが鷹は不快な思いをし

ていません。人間が鷹を利用している状況下でも、

鷹は常に自然界と同様、自分が獲物を食べるため

に狩りをしている状態となっています。

「今日鳥飼んと思ふ Hハ鷹の肉相を能々見つく

ろひ、必弱き鶉あらは拳はなれ鷹の知れぬ様に羽

合へし、 （中略）取飼て後村へ入鷹を暫し休め、

その後帰るへし。必ず取飼前後に煩ひ出るものな

り。心を付べし。」の文章は「鳥飼を実施する際

は、鷹の空腹状態と体重を適切に管理し、弱った

鶉などを鷹が自分の意志で捕獲したような状態に

し、鷹が獲物を食べた後もすぐに鷹部屋に戻すよ

うな事はせず、人間が近くにいても鷹にとって不

利益が無い状況にする事が重要です。鳥飼をうま

くやらないと人から逃げようとしたり、獲物を掴

んだまま放さないような行動をとる鷹になるので

注意が必要です。」という意味になります。
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出版情報

・山崎久登『江戸鷹場制度の研究』 （吉川弘文館、 2017年 4月）

•横山輝樹『徳） 1|吉宗の武芸奨励一近世中期の旗本強化策一』 （思文閣出版、 2017年 7月）

※第四章狩猟の復興と勢子運用の発展

※第五章小金原鹿狩

・小宮輝之『日本人と動物の歴史 ③鳥』 （ゆまに書房、 2017年 11月）

・相馬拓也『鷲使いの民族誌モンゴル西部カザフ騎馬鷹狩文化の民族鳥類学』 （ナカニシヤ出版、 2018 年

2月）

・ニ本松泰子『鷹書と鷹術流派の系譜』 （三弥井書店、 2018年 3月）

・三保忠夫『鷹狩と王朝文学』 （吉）1|弘文館、 2018年 3月）

•水野裕史「狩野永納筆《秀吉鷹狩絵巻》下絵と勧修寺家」 （『デアルテ』第 33号、 2017年 6月）

・東 昇「大洲藩主の猟・狩と献上・領民」 （『温故』創刊第 40号、 2018年 3月）

・『鷹・鷹場・環境研究』第 2号 (2018年 3月）

受贈図書

•山名隆弘『戦国大名の鷹と鷹狩の研究』 （私家版）、 2012年

•菊池勇夫『近世北日本の生活社会ー北に向かう人々ー』 （清文堂出版）、 2016年

・『TheInternational Journal of Falconry, Autumn 2016』、 2016年

・中野等『石田三成伝』 （吉）1|弘文館）、 2017年

・中井均編『古地図で楽しむ近江』 （風媒社）、 2017年

• Khonisbay Yedilkhan『EAGLEHUNTER Informative photo album』 (Munkhiin Useg Press, 

Mongolia) 、2017年

・鳥取県立博物館： 「池田光政展」実行委員会編『鳥取入府 400年池田光政展ー殿、国替えにござりま

すー』、 2017年

•伊藤昭弘編『鍋島元茂一父を支え小城を領すー』、 2017 年

•三保忠夫『鷹狩と王朝文学』 （吉）1|弘文館、 2018年 3月）

•青森県史編さん通史部会編『青森県史』通史編 2 近世（青森県史友の会、 2018 年 3 月）

編集後記

NEWSLETTER 『鷹・鷹場・環境 NEWS』Vol.4 をお届けします。

日本ワシタカ研究センターの中島京也所長には、年末のご多忙のなか訪問をご快諾いただき、訪問記の

掲載をすることができました。さらに、実体験に基づく貴重なコメントもいただき、重ねて交流を深めることがで

きました。数々のご教示に心よりお礼申し上げます。

今回もとても充実した内容となりました。次回は、 9月にお届けする予定です。お楽しみに（ち）。

鷹・鷹場・環境 NEWS VOL.4 201s年 4月 9日発行鷹・鷹場・環境研究会編集・刊行

〒819-0395 幅岡市西区元岡 744 九州大学基幹教育院禍田研究室 TEL:092-802-6019 
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〔コラム3〕

鷹をめぐる贈答儀礼
オオタカ・ハイタカ・ハヤブサの階層性

慶長5年(1600)の関ヶ原合戦で徳川家康に屈した上杉景勝は、翌6

年に上洛して家康に臣従の礼をおこないます。その際に、景勝が進物の

ために持参したのが、「鷹八十もと」であり、そのうち「十二もと・銀子千枚・

さらしの布」が家康用であったと噂されています（ちなみに、鷹の単位の

「もと」は、「本」を使います。よく使われる鷹の単位の「居」は、「すえ」と読

みます）。

80居もの鷹をどのようにして景勝が入手したのかというのも謎ですが、

残る68居の行方はどうなったのでしょうか。また、 80居の鷹を景勝はど

のようにして京都まで運んだのでしょうか。多くの鷹匠や餌差たち（もちろ

ん餌も）が必要だったはずです。いくつもの疑問がうかびます。

次は慶長16年のいわゆる二条城会見です。ここで大坂城の豊臣秀頼

は京都・ニ条城の徳川家康のもとに挨拶に出向き、表向きは家康に臣礼

の態度をとりました。その際に秀頼は家康に太刀1・馬1・黄金300枚・秀

吉愛用の刀・脇差などを送り、これへの返礼として家康は鷹3 ・馬 10• 太

刀1・脇差1を送りました。鷹はその後の秀頼返礼状によれば、「若鷹兄鷹

一連・弟鷹二連」でした。つまり、生まれて1歳までの若鷹のうち、兄鷹（し

ょう、雄） 1連・弟鷹（だい、雌）2連を送ったことになります。

ここで家康が若鷹を秀頼に与えたことには、何か深い意味（メッセージ）

があったのではないか、ということを考えていますが、うまく説明できませ

ん。

ただ、上記から鷹の贈答儀礼には、献上する意味（景勝→家康）、与え

る意味（家康から秀頼）、単なる進物や下され物の意味（景勝→その他大

勢）という三つの社会的機能を解き明かす必要があるのではないか、と漠

然と考えている次第です。

ここに、 鷹の種類の問題を入れてくると解決するのかもしれません。ま

だ答えがみつかったわけではありませんが、家康が秀頼に若鷹の雌雄を

与えた意味も含めて今後も深く考えていきたいと思います。

（福田千鶴「應の贈答儀礼について」（『應・應場と環境 NEWS』7号、

2015年 12月31日発行より一部抜粋）

鷹の階層性・

地域性を読み

解く

「…王にはシロハヤブ

サを，王子にはメスの

ハヤブサを伯爵には

ペリグリンを貴婦人に

はコチョウゲンボウを

大地主にはチゴハヤブ

サを自作農にはオオ

夕力を神父にはハイタ

力をそして召使いや

使用人でもチョウゲン

ボウを…」と，階級に準

じたふさわしい猛禽が

推奨されていた

[ Harting 1871: 49] 

ヨーロッパでは「ハヤブ

サ」を重用し、オオタカ

を自作農に与えたとい

うのは驚きだ。近世日

本は「大鷹を愛でる文

化」だし、特に鶴取の

大鷹が大事だった。

こうした理解も、本研究

により共有できるように

なった。 鹿狩研究は大

きく前進した。
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編集後記

韓国調査報告

はじめに一調査概要一

2018年9月7日（金）から9日（日）にかけて、韓

国にて鷹狩文化の調査を実施した。当初、 8日に

予定されていた日韓学術シンポジウム「東アジア

における H本の鷹狩文化の成宣と展開」が諸般

の事情により延期となったこと、また、関西地方を

直撃した台風23号の被害をうけ、凋西空港が閉

鎖されたことから、直前になって出発をとりやめざ

るをえなかった参加者が出たため、当研究会から

の参加者は、福田千鶴（研究代表）・岩淵令治・大

坪舞・相馬拓也・中澤克昭・森田喜久男・越坂裕

太（連絡調整係）・丸山大輝（記録係）の計8名と

なった。本調査ではソウルとテジョンの2都市を訪

れ、現地での鷹師への聞き取り調査や意見交流、

チョウセンオオタカの観察、韓国における伝統的

鷹狩文化の普及活動などの調査を行った。

調査初日一国立中央博物館を訪問一

9月7日（金）、福岡空港と成田空港をそれぞれ

出発した韓国調査メンバーは仁）1|国際空港にて

合流、空港鉄道A'REXでソウル市内へと向かった。

国立中央博物館を訪問し、日本館に展示されて

いる「狩り」を題材とした近代美術を鑑賞した。オ

オタカがキジを捕らえた場面を描いた石崎光瑶(1

884~1947) の「狩 (Hunting) 」、タンチョウを背後

丸山 大 輝

開催日：2018年 9月 7日～9日

から捕らえるオオタカの姿とそれを見て飛び立つ

マガンの群れを描いた前田青郁(1885,......,1977)

の屏風絵「鷹狩(Falconry)」等が展示されていた。

これらの作品から、日本の近代を生きた芸術家に

よる「狩り」へのイメージを感じ取る事ができた。

博物館見学後は地下鉄で東大門駅へ移動。周

辺の歴史文化公園城壁跡と東大門を巡見し、初

日の日程を終えた。

パク・ヨンスン鷹師の高麗鷹房を訪問

日（土）は、午前9:25ソウル発の KTXに乗車、韓

国中西部の都市テジョンヘ。当地を訪れた第一の

目的は、現役の鷹師であるパク・ヨンスン氏との交

写真 1パク鷹師（中央）との座談会の様子
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流を図ることにあった。パク鷹師は大田市無形文

化財第8号に登録された鷹狩技能保持者であり、

韓国の鷹狩文化の保存とその普及活動にも努め

ている。韓国の鷹狩は、 2010年11月にモンゴ

ル・フランス・ベルギーなど計11カ国とともにユネス

コ世界無形文化遺産に登録された。パク鷹師は

韓国を代表する鷹師であり、無形文化遺産登録

運動で中心的役割を担った方でもある。

テジョン駅から車で30分ほど移動し、パク鷹師

の運営する高麗鷹房に到着した。パク鷹師夫妻と

その弟子のクォン・ジェミョン氏の出迎えをうけ、す

ぐに座談会が始まった。

まず、パク鷹師から韓国の鷹狩についで、日本

の鷹狩と比較しながら説明があった。パク鷹師に

よると、韓国には王族が用いた伝統的な鷹道具や

鷹書はほとんど残っておらず、現在伝わっている

鷹道具は庶民が用いたものばかりだという。一方、

日本では鷹書が多く現存し、主に武士層が用い

た伝統的な鷹道具なども、流派ごとの鷹狩技術と

ともに伝承が続いている。アジアの鷹狩文化の共

通性を考えれば、韓国の伝統的な鷹狩文化を復

元するうえで、日本の鷹狩文化が参考になるとこ

ろもあるので、今後は研究面で協力していきたい

とのことであった。

パク鷹師は鷹狩の保存を語る上で、現代の韓

国と日本における鷹狩の普及の違いについても

言及された。韓国では鷹狩を行うための前提とし

て免許制が導入されており、タカを扱うためには

政府の定めた試験を合格する必要がある。さらに、

鷹狩に用いるタカについて、韓国では野生のタカ

を捕獲・調教して、鷹狩に用いている。一方、日本

では野生のタカの捕獲が禁止されているため、海

外からの輸入、もしくは国内で繁殖させてインプリ

ントしたタカを鷹狩に用いる。

このようなパク鷹師の説明から、韓国では鷹狩

を保存するための前提として、より多くの人への普

及を重要視しているように感じた。

また、日本と韓国の鷹狩の異なる点については、

パク鷹師からは狩猟空間の違いを指摘された。韓

国では平地で鷹狩は行わず、 4~6人で山へ赴き、

キジやウサギを狙った鷹狩を行うので、平地を中

心に鷹狩を行う日本との大きな違いではないか、

ということだった。そこで、韓国では鷹狩でツルや

1朝鮮半島全体で鷹狩文化の共通性があるが、

今回は韓国を調査したことから「韓国の鷹狩」に

表記を限定する。

2以下、チョウセンオオタカや日本のオオタカとの

識別については、財団法人山階鳥類研究所編

「オオタカ識別マニュアル」（環境省自然環境局

写真3 鳥屋の様子

ハクチョウなどの大型の水鳥を獲るかどうかを日本

側から確認したところ、オオタカは自分より大きい

獲物は獲らないとのことだった。この点についても、

日本と韓国の鷹狩文化の違いなのかどうか、今後

慎重に検討していくことが必要であろう。

飼育されているタカと鷹道具

高麗隅房の鳥屋は長屋に6部屋があり、各室の

3面を囲って鷹が相互にみえない構造となってい

たが、正面は開放されていた。この点は、 4面を囲

って暗室にできる日本の鳥屋とは異なる構造であ

った。

烏屋にはチョウセンオオタカ (2歳、メス）・ハヤ

ブサ(3歳、メス）・チョウゲンボウ(1歳、オス）・ハリ

スホーク(5歳、オス）の4居が飼育されていた。ハ

リスホーク以外は、パク鷹師が自ら近隣の山で捕

獲したものだという。

チョウセンオオタカ (Accipitergenガissc力vedowi)はタ

カ目タカ科の鳥で、全10種類の亜種が確認され

るオオタカ(Accipitergen砿s)の1亜種である2。ウラル

山脈からアムール地方、中国の東北部と南西部、

朝鮮半島に留鳥として分布し、一部は中国南部、

インドシナ北部等で越冬する。チョウセンオオタカ

は日本の固有亜種オオタカ (Accipitergenti泌

f吻1amae)に最も類似するが、日本のオオタカよりも

大きく、全体的に淡色なのが特徴である。そのた

め、チョウセンオオタカには狩を得意とする名鷹が

野生生物課、 2008年）、公共財団法人山階鳥類

研究所「オオタカの日本固有亜種とヨーロッパ産

亜種との識別に関する調査業務報告書」（環境

省自然環境局野生生物課、 2015年）を参照し

ている。
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多く、朝鮮半島から輸入されたオオタカは、日本

の鷹狩文化において重宝されていた。日本の鷹

狩を考える上で重要なチョウセンオオタカを実見

し、実際にチョウセンオオタカを据えされてもらい、

その大きさを体感することができたのは今回の調

査における大きな収穫であった。（その他、鷹房で

飼育されていたタカについては、表1を参考にし

ていただきたい。）なお、韓国ではタカの雌雄はそ

れほど重要ではなく、飛ぶのが速いオスのオオタ

カでキジを獲り、体の大きなオオタカのメスでウサ

ギを獲るといったように、タカの特性にあわせた狩

猟を行っていると聞いた。どちらかといえばメスを

重宝する日本との相違点が分かり、興味深かった。

タカの餌について、以前はニワトリやネズミ、イヌ

の肉を用いていたそうだが、現在はウズラやハト、

キジ、ウサギなどを餌にしているそうだ。高麗鷹房

の敷地内には、のちにタカの餌となるウズラやウサ

ギが飼育されていた。タカに餌を与える際には太

らないように草や木の皮を一緒に与えるそうで、こ

れには満州地方との共通性があるとのことだった。

また、実際に鷹狩で使用する道具類も紹介して

いただいた。タカを捕獲するための道具（写真3)

やスイベル（端長鼓）と呼ばれる韓国独自の道具

（写真4)、ウシの皮で作られた三つ指の手袋（左

手用）、タカの行方を知らせるシチミと呼ばれる道

具（写真5)などである。

チョウゲンボウ
1歳／オス

獲物：小鳥・ネズミ

ハリスホーク
5歳／オス

狩には使わない、デモ
ンストレーション用

表1高麗鷹房のタカ

スイベルは夕カを据える際に用いる紐（麻製）で、

状況に応じた様々な使い方が可能である。 シチミ

（人は1口I)とは飼い主の名前などが記載された札

のことである。韓国では、タカの尾羽にシチミを付

けて鷹狩を行うが、これはタカの所有者を示すた

めである。パク鷹師のシチミはウシの角で作られ、

山で鷹狩する際の目印となるようにハクチョウの羽

根と鈴をとりつけていた。また、「シチミを外す

（人は1叫曇 [[i|E卜）」という慣用句も存在し、「しらを

切る、とぼける」という意味で日常的に使用される

そうである。これは、シチミを外すことで他人のタカ

フP--~ tt 

一
, I •..··, 
)'-.,..' 

写真3 夕カを捕獲する道具（中央）とその
使用法を説明するパク鷹師

・.、}:.．．今

写真5 シチミ（手元は名前が書いてある札）
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写真6 高麗鷹房にて集合写真

を自らの所有物と偽ったことに由来する。韓国の

日常生活において、鷹狩文化がいかに根付いて

いるかがうかがえる。

このように、座談会では主に韓国と日本の鷹狩

を比較しながら討論を行った。パク鷹師・調査メン

バー双方から質問が飛び交い、日韓両国の鷹狩

文化について考える貴重な機会となった。

座談会終了後、パク夫妻とともに昼食をとり、午

後はテジョンの伝統文化を伝える「テジョン伝統つ

ばさ館」を訪問した。当館はテジョンの伝統文化や

生活を紹介する施設で、係員の方から案内を受

けながら見学をした。テジョンには鷹狩の他にも木

工や藁細工などの伝統工芸、独特な食文化や宗

教行事などがあり、テジョンの文化や民俗につい

て理解することができた。

南山ゴル韓屋村にて

最終日 (9日）の午前中は、南山ゴル韓屋村へ

向かった。南山ゴル韓屋村は、韓国式庭園に伝

統家屋を移築して造られた公園で、その一角に常

設の鷹狩ブースが設けられている。調査メンバー

の到着とともに、ファン・テイン氏が暖かく迎えてく

ださった。ファン氏はパク鷹師の弟子で、韓屋村

を拠点に一般の方々を対象とした鷹狩の普及活

動に努めておられる。鷹狩ブースにはチョウセン

オオタカとチョウゲンボウが繋がれており、鷹道具

の公開や鷹狩に関するポスターが掲示されてい

写真7 南山ゴル韓屋にてファン氏（一番左側）とともに

た。ここで、観光客や地域の子どもたちを対象とし

た鷹狩体験を行っているそうだ。タカを実際に飛

ばして受け止める渡りの体険には安全性を考慮し

てチョウゲンボウを用いていた。調査メンバーも実

際に体験させていただいた。

ファン氏は、タカに興味を示して近づいてきた

子どもたちに「夕カは怖くないよ」と積極的に話しか

けておられた。韓屋村での体験活動も、子どもた

ちがタカや鷹狩に興味をもつきっかけになればと

始めたことだそうだ。ファン氏との交流からは、伝

統的な鷹狩文化を一般の方々に認知してもらい、

それを普及・継承につなげていこうとする熱意が

伝わってきた。

また、ファン氏は普及活動の傍ら、鷹狩に関す

る研究も進めているそうだ。「鷹狩文化研究の発

展に向けて東アジア全体が協力していく必要があ

る」と熱く語る姿がとても印象的であった。ファン氏

とは今後も情報共有や研究交流を続けていくこと

を約束し、韓屋村を後にした。

午後は国立古宮博物館を訪問した。当博物館

では朝鮮の歴史をたどりながら、動物美術を中心

に鑑賞をした。屏風や襖などに多くの動物が描か

れていたが、その中でもツルが多く見られた。韓

国の歴史において、ツルがいかに重要で、象徴的

な動物だったのかを理解することができた。古宮

博物館の見学後は隣接する景福宮を訪れ、朝鮮

玉朝時代の文化を学んだ。景福宮見学後、ソウル

駅から空港鉄道で仁）1|国際空港へ。無事に三日

間の調査を終えることができた。

おわりに

今回の調査は、韓国鷹師との交流、鷹狩文化

の現状調査を目的に行われた。パク鷹師を中心

に、多くの弟子へと伝統的な鷹狩文化が受け継が

れ、また、一般への認知度を高め、普及を目的と

した活動にも力を入れている姿が印象的であった。

今後も韓国の鷹師や研究者の方々と交流を続け

ていくことで、東アジア地域の鷹狩文化の広がり

やその展開について、多くの研究成呆を発信して

いくことができるのではないだろうか。

前述したように、予定されていた日韓鷹狩文化

学術交流シンポジウムが延期となり、日程が急速

変更されたにもかかわらず有意義な調査を終える

ことができた。シンポジウムでの報告を予定してい

たクォン・ジェミョン氏からはまた、「韓半島最南端

南洵の島に残るオオタカによる鷹狩」と題する発

表用スライドの資料をいただいた。報告を聞けな

かったことは残念だが、今後の研究に活用してい

きたい。



29

最後に、訪問を快く引き受けていただいたパク・

ヨンスン鷹師夫妻、その弟子のクォン・ジェミョン氏

とファン・テイン氏、テジョンでの通訳を引き受けて

宮内庁鴨場見学参加記

埼玉鴨場見学参加記

山崎久登

埼玉鴨場は、埼玉県越谷市の元荒川左岸にあ

り、明治 41年より皇室の御猟場となった。現在も

宮内庁が管理をしており、内外の要人を招いての

鴨猟が行われている。約 12万ヘクタールの広大

な敷地の中に、元溜と呼ばれる池や、御泉水、食

堂などの諸施設がある。

6月 29日に実施された見学会は、参加者は 20

数名であった。まず 30分程度、鴨場についての

映像を視聴し、その後宮内庁式部職の方々の案

内で鴨場内部を一時間程見学した。

実際に鴨猟を行うときは、囮の家鴨（鴨場で飼

育されたもの）を使って鴨を引堀に誘いこみ、そこ

を叉手網を使って捕らえることになる。この時、鴨

の数を数えて捕り手に合図を出すのは、鷹匠の役
さで

目ということであった。以前は、叉手網で捕らえそ

こなった鴨を、鷹匠が鷹で捕らえていたという。

今回の見学会では、鴨を監視するための「大

覗」（おおのぞき）などの施設を具に見ることがで

き、実際の狩猟に思いをはせることができた。今後

は、紀朴I藩や幕府の鷹場と鴨場の関係性につい

て、この科研の中で検討することができればと考

えている。

新浜鴨場見学参加記

福田 千 鶴

新浜鴨場は、千葉県市川市にあり、もとは東京

湾の干潟の一部であった。現在は、JR京葉線の

市川塩浜駅と東西線の行徳駅の間に位置する。

昭和 45年 5月に新浜鴨場を含む約 83万ヘクタ

ールが行徳緑地保全区域に指定され、昭和 51

年1月には「市川野鳥の楽園」が造成され、鳥類

の保護地区とされた。新浜鴨場は埼玉鴨場と同様

に宮内庁の管理のもとにあり、約 13万ヘクタール

の広大な敷地のなかに、元溜と呼ばれる池、御泉

水、食堂などの諸施設がある。

くださったイ・スジョン氏には、この場を借りてお礼

を申し上げたい。

宮内庁鴨場は平成 28年度より所在する鴨場の

市民を対象に公開してきたが、今年度からは市民

以外にも公開することになった。幸運にも当研究

会の申請は、 2倍以上の倍率のなかから当選を勝

ち取り、 9月 25日（水）午後の部への参加となっ

た。参加者は、東幸代・伊藤昭弘・榎森進・大坪

舞・兼平賢治・中澤克昭・中野渡一耕・福田千鶴・

丸山大輝・渡部浩二（五十音順）の 10名である。

宮内庁職員の説明によれば、鴨場は鷹場の一つ

の形態であり、獲物の鴨を傷つけずに捕獲する伝

統的な狩猟法で、江戸時代から続けられていると

のことだった。現在も鷹師長・鷹師・鷹匠という職

階のもとで鴨場は管理されているとのことで、これ

も鴨場が鷹場であったことの名残といえよう。

見学会では、まず映像を視聴して基礎知識を

得たあとに、実際の鴨場見学となった。建物を出

た正面に御泉水の優美な景色が広がり、その左

手に野鳥の鴨等が飛来する元溜がある。その周

囲は竹藪で覆われ、「大覗」の覗き穴以外からは

池が見えない構造となっており、野鳥がヒトの姿に

臆することなく安全に暮らすことのできる環境であ

ることがよくわかった。また、鴨よりやや大きいのが
あひる

囮の家鴨だということだったが、素人目には鴨と家

鴨の区別はほとんどつかなかった。呼び音に馴ら

された囮の家鴨に好奇心の旺盛な数羽の鴨があ

とに続き、それに連動して鴨たちが引堀（長さ 15

~20m、幅2mの水路）に入ってきたところを待ち

受ける。家鴨は飛べないので、鴨だけが驚いて飛

び立ち、それを叉手網を持った 10人が次々に捕

まえる。捕獲した鴨は生態調査等を済ませたあ

と、御泉水に放鳥されるとのことだった。

見学当日は雨天が心配されたものの、無事に

見学会を終えることができた。貴重な見学をご許

可いただき、また数々の質問等に丁寧にご対応

いただいた宮内庁式部職の皆様にお礼を申し上

げます。

＊以上の記事は、宮内庁の掲載許可をとって

います。よって、無断転載を禁止します。
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編集後記

Photo by Chizuru Fukuda 

2018年 9月 8日 高麗鷹房のハヤブサとオオタカを据えるパク鷹師

今年の夏は、酷暑・地震・台風と相次ぐ天変地異に心を痛める日々でした。韓国訪問も、まさかの関西空

港閉鎖という緊急事態に振り回されました。その惨事のため、韓国調査に参加できなかったメンバーには、本

当に残念なことだったと存じます。とはいえ、無事に韓国調査を終え、また有志者による宮内庁鴨場見学も充

実した貴重な体験を得ることができました。宮内庁鴨場の撮影写真は、個人利用のみということで掲載できな

いのが残念ですが、また来年も機会を設けるとのことですので、ぜひこれらの機会を利用して見学会へご参

加いただければ幸いです。

なお、報告記・参加記をご執筆いただいた丸山大輝さん、山崎久登さん、ありがとうございました（ち）。

鷹・鷹場・環境 NEWS VOL.5 201s年 10月 1日発行鷹・鷹場・環境研究会編集・刊行

〒819-0395 福岡市西区元岡 744 九州大学基幹教育院幅田研究室 TEL:092-802-6019 
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鷹・鷹場・環境研究会の第4回研究会を 20 

1 8年 11月 23日（金）から 25日（日）に

かけて、北海道釧路市にて開催した。

2 3日は、今年度より研究分担者として参加

いただいている久井貴世氏の案内で、釧路市鶴

居村にてツル観察をおこなった。

当初は、宿舎近くの阿寒国際ツルセンターに

て観察する予定であったが、今年は例年になく

暖冬のため、センター周辺にはツルがほとんど

飛来していないという情報を得たため、急きょ、

鶴居村に出向くことに変更した。

鶴居村ではタンチョウの生息地である釧路漉

原の様子や環境省支援の給餌場である鶴見台と

鶴居・伊藤サンクチュアリを見学し、夜にタン

チョウがねぐらとして集まる雪裡）1|を観察した。

現在、タンチョウの生息環境は人為的な給餌に

よって保たれているが、人馴れしたタンチョウ

による食害や家畜への被害が発生しているとの

ことだった。

咋年度に観察したマナヅル・ナベヅル・クロ

ヅル等と比較し、タンチョウ（成長で全長平均

約 12 0 cm) がとてつもなく大きな鳥であるこ

とを実見し、鷹狩の獲物としてのツルが鷹にと

っていかに巨大で危険な烏であるか、というこ

とをますます実感をもって理解できるようにな

った。現在の北海道において、 「タンチョウに

は天敵がいない」というのもうなずける。阿寒

国際ツルセンターには、鷲が複数のタンチョウ

に威嚇されながら、魚を獲って逃げる写真など

も展示されており、翼開長 24 0cmというタン

チョウに集団で襲われては、鷲も一溜りもなか

来見田博基

2018年11月23日～25日

Photo by Akihiko Et(j 

ったと推察される。これらの鶴を捕獲する役割

を担わされた鷹の置かれた状況が、いかに過酷

であったかという認識を体得することができ、

あらためて貴璽な体験となった。

また、タンチョウの圧倒的な存在感からは、

「ツルといえば丹頂鶴」という固定観念が生ま

れるのも無理からぬように感じられた。昨年度

の出水での観察から、 「ツルは丹頂鶴だけでは

ない」という実情を踏まえて歴史分析をする必

要はもちろんだが、その一方で「ツルといえば

丹頂鶴」という固定観念が創出される歴史的な

意味もあわせて考えていかねばならない。なお、

今回の貴璽な体験ができたのも、地道にフィー

ルドワークを続けてこられた久井氏の研究成果

の賜物であり、前年に引き続き久井氏のご協力

に心よりお礼申しあげたい。

2 4日は、サークルハウス赤いベレー会議室

において、東幸代「琵琶湖の内湖と腹地の利用
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について」、来見田博基「鳥取藩池田家の鷹狩

と鷹場について～湖山池を中心に～」、伊藤昭

弘「佐賀藩における諸猟について」の 3本の報

告があった。東報告と来見田報告はいずれも湖

という環境に鷹場が与えた影瞥について考察し

たものであり、伊藤報告も佐賀藩において有明

海の干拓が進むことで鷹場環境が変化すること

を示唆する輿味深い内容であり、科研 3年目と

なり鷹場と環境の関係に考察が深められた点で、

有意義であった。特に、来見田報告で紹介され

た湖山鴨堀は、今年度にフィールドワークを実

施した宮内庁鴨場における鴨堀を初彿させるも

のであり、その際に出された「江戸期にもこの

ような鴨堀が実存したのかどうか」という疑間

を奇しくも氷解させることになり、改めて共同

研究の威力を感じる会となった。

2 5日は、丸山大輝「近世初期における「鶴

捉之鷹」調教の実態 一九小卜1大学幅田研究室所

蔵「池内文書」の紹介を兼ねて一」の報告があ

った。前日の伊藤報告から示唆を得るところも

あり、また池内文書の稀少性を証明するデータ

の提示により、その共有化がはかられた。さら

に、 9月の韓国鷹狩文化調査報告、および新浜

鴨場見学会の調査報告が丸山大輝からあり、次

年度活動計画の検討会を行い、 3日間の研究会

の日程を終えた。

報告要旨 1

琵琶湖の内湖と陵地の利用について

東幸代（滋賀県立大学）

本報告は、鷹狩を実施する「場」、とりわけ、

鴨をはじめとする水烏の生息環境について検討

するものである。対象地は、琵琶湖の内湖（な

いこ）である。

近世の琵琶湖は、彦根藩井伊家が徳川家康か

ら鷹場として拝領したとされ、 「鴨捉」の鷹を

拝頷する井伊家にとって重要な猟場であった。

特に内湖は、腹などの抽水植物に寄る水鳥が多

く好猟場である。ごく最近、新たな史料群の発

見によって、これまで歴史研究が皆無であった

腹地について検討できる可能性がでてきた。そ

こで、鷹場としての内湖の基礎研究として、腹

地の利用について検討をおこなった。検討の結

果、彦根藩が腹地検地をおこない百姓の私的所

持を認めていたことや、鷹狩のために腹の刈取

制限をおこなう場合があったことなどが明らか

になった。こうした事例が、水鳥の猟場全般に

対して一般化できるか否か、今後史料調査を進

めながら考えていく必要がある。

報告要旨 2

鳥取藩池田家の鷹狩と鷹場について

～湖山池を中心に～

来見田 博基（烏取県立博物館）

鳥取藩では鷹場を対象とした実証研究は手薄

である。報告では最初に鳥取藩における留場の

区域変遷と概念整理を行い、ついで湖山池に造

営された鴨堀が地域に与えた影響について検討

しようとした。

まず用語としての「鷹場」は、主に藩主が鷹

狩りを行う特定の場所を指し、より広域には許

可者以外の鉄砲使用および狩猟を禁止する「留

場」が設定されていた。この留場は時期により

区域が拡大縮小しており、その変遷を 1期から

VI期までに区分した。つぎに五～十代藩主が行

った鷹狩り回数と場所を分析し、 V期（文化二

年～安政六年）に、湖山池での鷹狩りが激増し

ている実態を指摘した。

鳥取城下から西へ約六kmに位箇する湖山池は、

藩内有数の野鳥棲息地であり、藩初から鷹場と

されていた。ここに文化二年頃、鴨堀が浩営さ

れ、弘化期には放射状の構造をもつ新鴨堀や、

付属施設である鷹部屋なども新設された。 V期

に鷹狩りが増加するのは、鴨堀の造営に要因が

あり、同時期には環境撒備のため、湖畔での抽

水植物（蒲）の生育も行われた。これは他方で、

湖山池の生態系に変化をもたらし、地元の漁業

（雑魚すくい、ひび漁）との調照が求められる

結果となった。

報告要旨 3

佐賀藩における諸猟について

伊藤昭弘（佐賀大学）

佐賀藩における鷹・鷹狩りにかんする研究は

皆無な状況から、本報告は鷹・鷹狩り関係史料

を収集し、諸猟（鷹狩りのほか、鉄砲や罠など

を用いた猟の総称とする）の方法や獲物である

鳥獣を確認した。まず、諸猟にかんする職制を

幣理した。 2代藩主光茂期に諸猟を管轄する

「諸猟方」が設置され、その後御鷹方・御鉄抱

方・御狩方が別置、幕末には御鉄砲方と御狩方

のみとなった。次に猟場について、初代藩主勝

茂期は佐賀平野全域に広がっていたが、特に佐

嘉郡・小城郡・杵嶋郡が重要な猟場と認識され

ていた。しかし 4代藩主吉茂は、 「御鷹場」と

して与賀・川副（佐嘉郡）を指定し、小城郡・

杵嶋郡は除かれた。 8代藩主治茂・ 10代藩主直

正も鳥猟に熱心だったが、やはり佐嘉郡を中心

に猟を行った。藩主の猟場が小城郡・杵嶋郡か
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ら佐嘉郡へと移動しており、何を理由にするの

か、今後の課題として残った。

報告要旨 3

近世初期における「鶴捉之鷹」調教の実態

九州大学福田研究室所蔵「池内文書」の紹介を

兼ねて一

丸山大輝（九州大学大学院修士課程）

九州大学福田研究室所蔵「池内文書」は、タ

カでツルを捕獲する「鶴捉」の調教に精通した

池内左太右衛門吉長に関する史料群である。吉

長は近世初期に会津蒲生家、熊本加藤家、福岡

黒田家を渡り歩いた人物で、大崎流や菰井流な

ど鷹術諸流派を相伝した。 「池内文書」には、

諸流派鷹書とともに、 「鶴捉」を育成するため

の調教実践記録が残る。本報告では「池内文暑」

浜離宮恩賜庭園鴨場調査記

の紹介をふまえつつ、一次史料「御鷹肉当之日

記」を分析することで、タカの調教実態を明ら

かにし、以下 4点を指摘した。

①「池内文書」には、各地に伝わる鷹書の原

本と考えられる鷹暑が伝来し、その相伝経路

から、中世から近世にかけての鷹術諸流派の

成立事情の一端を解明しうる。

②近世初期にはツルを獲ることを明確な目的

としたタカの調教が行われていた。

③鷹狩はツルを捕獲するにあたって効率の悪

い方法だった。

④タカにとって鷹狩とは死と隣り合わせの行

為であり、大型の水鳥の反撃を受けて死にい

たることもあった。

来見 田 博基

2019年1月 3日

浜離官恩賜庭園の内堀広場にて、正月恒例イベントとして実施された諏訪流放鷹術保存会による放鷹の実演

を視察した。会場には多くの見物客が集まっており、このうち3割程度は外国人観光客のように思われた。主催者

によれば、前日は2倍の数にあたる約1万人の客入りがあったそうである。

実演の演目はおおむね以下のとおりであった

・輪回り：鷹匠がーか所を回りながら、鷹に周辺を見せて場所と状況に馴れさせる訓練

・振替：鷹匠の拳から鷹をもう一人の鷹匠の拳へ飛ばせる技

・渡り：樹上などに鷹をとめ、拳に呼び戻す技

・鷹匠体験：観客から選ばれた3名が振替を体験するコーナー

・振鳩：近隣ビルの屋上にいる鷹と鷹匠に対して、下にいるもう一人の鷹匠が鳩を振って呼び、空中で捕らせる

技

・写真撮影：実演後、観客の希望により記念撮影を行う

なお、渡りでは、樹上にとまったオオタカがおりてこなくなるハプニングがあり、 15分近く実演が中断した。警戒

心の強い鷹を調教することの難しさを改めて感じた。また実演前に観客に対し食肉用の獲物（鳩）を使用すること

をアナウンスしていたが、現代人にとっては見慣れない状況とあって、実際に鳩を捕らえる場面では、周囲から「残

酷…」や「鳩は本物？」といった声も聞かれた。

実演全体としては、午前の部のみで行われたビルからの振鳩が、迫力があり見応えがあった。庭園外のビルを

使用するとなると、様々な制約や事務手続きもあるかと思われるが、 20年以上も本イベントを継続されている保存

会や主催者の方々の努力には敬意を表したい。

実演以外の時間は、園内にある二つの鴨場と、本年度に復元公開された「鷹の御茶屋」を調査した。徳川将軍

家の鷹狩りが行われた鴨場は、北側の庚申堂鴨場が、安永7(1778)年、南東の新銭座鴨場が、寛政3(1791) 

年にそれぞれ築造とされている。規模は庚申堂鴨堀の方が大きいが、「溜り」という池の中に「中嶋」を設け、周囲

に引堀が放射状に伸びる構成は共通している。また「小覗」や「大覗」といった池や引堀の様子を見る小屋も部分

的に復元整備されており、当時の鷹狩りの様子が容易に想像できた。

出張者が研究対象としている鳥取藩では、江戸後期に造営された鴨場が国元と江戸にあった。その構成は絵

図をみる限り、浜離官の鴨場と比較してみても、驚くほど共通していた。さらに鳥取藩の鴨堀は、溜りの土手周りに

樫や粧を植えたことが記録にみえているが、浜離宮の鴨場では、常緑樹の大木や笹が群生していることが確認で

きた（もちろん近代以降に、渡り鳥を媒介として生育した樹種もあると思われるが）。また構造物の規模については、

鳥取藩の鴨場と新銭座鴨場とは、「溜り」の大きさ(60間四方）や引堀の長さ(13間～20間）、小覗の大きさ（現地
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での簡易な計測では、幅約10m、高さ約2.3m)などがほぼ等しいことがわかった。ただし引堀の幅については、

鳥取藩の鴨場では3.6mとなっているが、新銭座鴨場のそれを実際に計測してみると、約1.7mほどであり、両者

に違いのあることはわかったが、その理由については、今のところ不明である。これらの共通点を踏まえると、資料

的な裏付けはないが、鳥取藩の鴨場造営には、先行する将軍家の鴨場の影響があったと推測される。

また鷹の御茶屋は、 11代将軍家斉の時代に建てられ、戦災で失われたものを文献史料・絵図資料・古写真・修

理記録•発掘調査などをもとに復元したものである。室内は基本的に土間叩きで、将軍が休憩する畳敷きの上段

(4帖）が設けられているが、全体に簡素な造作である。また鷹を休ませる鷹部屋が付属する構成になっている。と

くに鷹部屋の構造や位置を復元とはいえ、実寸で調査できたことは、鴨堀に付随する施設の構造を考えるうえで

示唆を得ることのできる有意義な機会となった。

今回の調査では、文献史料でしか確認ができない烏取藩の鴨場と、近代以降に多少の改修はあるものの、実

物として残っている浜離宮の鴨場を比較することで、多くの知見を得ることができ、今後の研究を進めていくうえで

も大変参考になった。

【参考写真】

放鷹術の実演（左：会場風景、右：ビルから降りてきた鷹が白鳩と捕らえる直前）

鴨場の調査

（左：庚申堂鴨場の小覗と引堀、右：新銭座鴨場の溜りと中嶋）

鷹の御茶屋（左：鷹部屋、右：室内の上段）
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編集後記

新年を迎えたことが遥か遠くに感じられるほどの慌た

だしさのなか、ようやく NEWSLETTER 6号の発行に

こぎつけることができました。報告要旨をお寄せいただ

いたメンバーの皆様、また浜離宮恩賜庭園の調査報告

をお寄せいただいた来見田博基さんにはお礼申し上げ

ます。徳川家斉期の「鷹の御茶屋」が本年度に復元され

たという新情報も初耳でした。宮内庁鴨場見学で得た貴

重な体験に加えて、ぜひ浜離宮恩賜庭園にも訪問して

みたいものです。

さて、現在、『鷹・鷹場・環境研究』3号の編集が大詰

を迎えています。充実した内容になりそうですので、ご期

待ください（ち）。

2018年11月23日鶴見台にて

鷹・鷹場・環境 NEWS VOL. 6 2019年 1月 25日発行鷹・鷹場・環境研究会編集・刊行
〒819-0395福岡市西区元岡 744 加）‘|‘|大学基幹教育院福田研究室 TEL:092-802-6019
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〔コラム4〕

関東鷹場を見直す
吉宗が再編成した鷹場は、本当に江戸周辺地域の

一体化・均質化を進めたのか

鷹場は地域分散化をもたらし、新たな地域結合を生む

むしろ鷹場が地域に存在することによって一体化どころか、地域の差

別化・差異化が起こってきていることを明らかにしました。事実、江戸

周辺地域には将軍家の鷹場だけでなく、御三卿鷹場や、御三家の拝借鷹

場などが錯綜しており、そうした状況がむしろ地域の中にあらたな地域

結合を生み出すこともありました。鷹場の存在によって、一体化ではな

く個別分散化していく地域像というものが描けるのです。 （山崎久登

「江戸周辺の地域編成と御三卿鷹場」、 『日本歴史』、日本歴史学会、

2015年）

関東鷹場制度は文政期にも画期がある

この時期（文政期）になると、鷹場制度は大きく弛緩し、地域に賦課

される人足が不始末を起こすことも増えてきました。そうして鷹場制度

は一つの危機を迎えますが、そこで幕府は、御成御場所（将軍が実際に

鷹狩を行う場）に通暁した地域の人材を「御場肝煎」として登用し、こ

れを幕府の鷹場役人の末席に加えることで、制度の立て直しを図ってい

きました。こうした過程があって、初めて鷹場は幕末まで継続すること

ができたと考えています。 （山崎久登「江戸周辺鷹場と御場肝煎制ー化

政期を中心にー」、 『地方史研究』第 63巻第 6号〈通巻 366〉、地方

史研究協議会、 2013年）。

（山崎久登「研究会の参加によせて」 『鷹・鷹場と環境 NEWS』6

号、 2015年 11月 1日発行より一部抜粋）

＊山崎久登さんの研究は、 『江戸鷹場制度の研究』 （吉川弘文館、

2017年）として出版されました。

「鷹狩一覧」より

（国立公文書館蔵）

なぜ鷹場を研究

するのか

きっかけは「江戸周辺地

域」にあります。

世田谷には、彦根藩井伊

家の菩提寺で、井伊直弼の

肖像画でも有名な豪徳寺が

あり、またそこから直線距

離にしてほぼ700メート

ルの位置に、吉田松陰の松

陰神社が存在します。私は

高校生のころから、なぜ井

伊直弼と吉田松陰が世田谷

の地でかくも至近に葬られ

ているのか、不思議でなり

ませんでした。それは、彦

根藩世田谷領という飛地領

があったことと、長州藩の

抱屋敷が世田谷の若林村に

あったことが直接の理由な

のですが、こうした状況を

現出させる江戸周辺地域の

特質に対する興味関心が、

研究の出発点でした（山崎

久登）。

（『鷹・鷹場と環境

NEWS』 6号、 2015年

11月 1日発行より一部抜

粋）

鷹場といえば、関東周辺地

域に設定された将軍家の鷹場

や徳川三家（尾張•紀伊・水

戸）や有力諸大名が拝借した

鷹場の研究が進められてき

た。その鷹場研究の見直しを

大きく進めるとともに、全国

に設置された諸藩の鷹場の存

在やそこで生活する人々の生

業について解明し、さらに環

境史の問題へとつなげたこと

は、本研究会の大きな成果と

いえよう。
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展覧会紹介「Eaglemania:Collecting Japanese Art in Gilded Age America」

ハーバード大学燕京図書館調査：鷹書の伝来について

水野裕史

福田千鶴

受贈図書

編集後記

展覧会紹介「Eaglemania:Collecting」apaneseArt in Gilded Age America」

2019年 3月 15日（木）にボストンのマクマレン

美術館で開催された展覧会「Eaglemania:

Collecting Japanese Art in Gilded Age 

America」に行って参りました。現地では、ゲス

トキュレーターのビクトリア・ウェストン先生

（マサチューセッツ大学ボストン校）とダイア

ナ・ラーセン先生（マクマレン美術館）に解説い

ただき、また 20世紀初頭に建築された美しいボ

ストンカレッジの構内もご案内いただきました。

この場を借りて深くお礼申し上げます。

今回の展覧会は、ボストンカレッジのシンボルで

ある “goldeneagle”の修復完成を記念して企両さ

れたものです。この “goldeneagle’'とは、アメリ

カの外交官であったラーツ・アンダーソン (1866-

1937) と妻のイザベル (1876-1948) によってボ

ストンカレッジに寄付された日本彫刻です。

01 マクマレン美術館の外観

水野裕史

2 0 1 9年 3月 15日

もともとは、彼らの邸宅の庭園に飾られていたも

ので、 1900年前後の制作と考えられています。

02 golden eagle 

03 ボストンカレッジの構内

展覧会では、 “goldeneagle'’の作者が明らかにさ

れました。これまで作者は不詳でしたが、金工家
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の鈴木長吉 (1848-1919) による制作の可能性が

指摘されました。鈴木長吉は、アメリカでもよく

知られた日本の彫刻家です。ジャポニズム運動の

立役者であった林忠正 (1853-1906) の依頼によ

り、シカゴ・コロンブス博覧会 (1893) に「十二

の鷹」 （東京国立近代美術館蔵）を出品したこと

で広く知られています。

この「十二の鷹」を含む鈴木の作品と‘‘golden

eagle”には幾つかの共通点が見受けられ、これが

根拠の一つとなって、作者が同定されたのです。

詳細は、同展覧会閲録と『鷹・鷹場・環境研究』 3

号にご寄稿いただいたビクトリア・ウェストン先

生の論考をご覧ください。

展示総数 92点の作品が、 7コーナーほどに分

けて展示されています。 「鷲」と「鷹」のコー

ナーから始まり、曽我二直庵「鷲鳥図」 （ボス

トン美術館蔵）や根付、蒔絵といった幅広いジ

ャンルの展示で、見応えがありました。随所に

工夫された演出が見られ、例えば美術品の受容

者の階層を分け、侍文化と町人文化に区分けし

たコーナーがありました。また、フィラデルフ

ィア万国博覧会 (1876年）の日本館の展示の一

部が再現されていたことも印象的でした。 9本

の論文が掲載された展覧会の図録も必見です。

04 展示室（正面が goldeneagle) 

05 フィラデルフィア万国博覧会の再現

アメリカでは、国章に鷲が描かれていることも

あって、猛禽類への関心が高く、猛禽類をテーマ

とした美術展覧会が何回か開催されています。こ

れだけの充実した展覧会が日本で開かれていない

ことが残念に思います。

なお、本調査は、 2018年度公益財団法人鹿島美

術財団：美術に関する調査研究助成「豊臣秀吉

「大鷹野」と鷹狩図屏風」 （研究代表者：水野裕

史）によって実施したものです。ご助成いただき

ました鹿島美術財団の皆様にも篤くお礼申し上げ

ます。

06記念写真（左からダイアナ・ラーセン先生、ビクト

リア・ウェストン先生、幅田千鶴代表、報告者）

ハーバード大学燕京図書館調査

鷹書の伝来について 幅田千鶴

2019年 3月 16 日（士）に、米国ハーバード大

学燕京図書館において、鷹書の調査をおこなっ

た。第一の目的は、白河文庫旧蔵青である『鷹

壽』の実見にあった。これに関しては、白河文庫

印をもつ鷹関連書籍は持明院流鷹書を書写したも

のであることを確認した。持明院流に関連するも

のとしては、 『秘伝鷹狩之術』と題された小横帳

1冊があった。この他にも、注目すべき鷹書とし

て、大坂雁金屋版『古今鷹之書』は、生類憐み政

策により鷹狩が制約される文化環境のなかでの鷹

書の出版として、その読者を含めて興味深いもの

がある。

この他、まった＜想定外のものに河鍋洞郁著

『絵本鷹力‘>み』の存在が確認できたので、以下

に報告したい。

①金花堂版『鷹力‘>み』上・中・下 2冊 (3冊本）

請求番号TJ6289. 6 (1 -3) 
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黄表紙本来は 3冊本だが、現在は、上 1冊、下・

中1冊の組み合わせで洋装本 2冊となっている。

②松山堂版『鷹力‘>美』一～五 5冊 請 求 番 号

]6289.6 3860,2 (1-5)黄表紙ーは、上一～十。

二は、下ー～十一＋無番号 1枚、三はコー～コ十、

四は中一～中十、五はコー～コ十の頁数が丁ごと

に付されており、ーは金花堂版上、二は同下、四

は同中に相当することが確定する。

① 金花堂版『鷹力‘>み』下 1冊請求番号

TJ6289.6 3860. 1黄表紙内容は金花堂版3

冊本の下に相当するが、表紙型押しが①と

は異なるため、①系統の版本ながら、版を

異にすると考えられる。なお、出版年等の

わかる刊記はないが、表紙見返しの内扉表

題から金花堂版であることが確定でき、燕

京図書館での受け入れ日が 1878年 12月 10

日とあるので、当該年までの出版となる。

以上、藤賞久美子「河鍋洞郁（暁斎） 『絵本鷹

ヵ‘>み』の史料学的考察一文久 2年 (1862) 3月

の校合摺の紹介を兼ねて一」 （『鷹・鷹場・環境

研究』 3号、 2019年）において『鷹力‘>み』版本

の書誌情報を蓄積する必要が指摘されていたが、

早くも三系統の版本を確認することができた。藤

賓論文により既存の『鷹かいみ』と比較しても新

受贈図書

・谷徹也『石田三成』 （戎光祥出版）、 2018年

・ニ本松泰子『鷹書と鷹術流派の系譜』 （三弥井書店）、 2019年

・『近世史藁』第 9号、 2018年

・大洲史談会『温故』復刊第 40号、 2018年

系統の版本であることは明らかだが、書誌情報も

含めて本格的調査が必要と判断した。いずれも下

記の鷹書を含めて、今後の本格的調査に委ねた

し‘。

01 古今鷹之書 TJ6981/0350

02 白鷹記 T]6981/1235

03 青鷹似鳩拙抄 TJ6981/5024

04 鷹口伝 TJ6981/0620

05 鷹秘抄 TJ6981/0750＊外題に鷹関書とあり。

内題に鷹秘抄とあり。

06 〔鷹聞書力〕 TJ6981/0250 ＊外題に鷹秘抄と

あり。内題なし。

07 嵯峨野物語附白鷹記 TJ6981/1234

08 鷹絵図 T]6981/0260

09 鷹百首 TJ6981/4738

なお、司書のマクヴェイ山田久仁子氏には、大

変ご親切にご対応いただき、書誌情報についても

さまざまの有益な情報のご提供をいただいた。こ

の場を借りて御礼を申し上げます。

•山名隆弘『中世鷹飼の春秋一鷹狩の種々相 12 話・ 「蒙求臀鷹往来」 12か月一』 （雄峰舎）、 2018年

・中澤克昭『肉食の社会史』 （山）1|出版社）、 2018年

・行田市郷士博物館『鷹狩と忍城』、 2018年

・ニ本松康宏編『諏訪信仰の歴史と伝承』 （三弥井書店）、 2019年

• Victoria WESTON (McMullen Museum of Art, Boston College)編『EAGLEMANIA; Collecting Japanese Art in 

Gilded Age America』、 2019年

•佐藤孝之『近世駆込寺と紛争解決』 （吉川弘文館）、 2019年

・小宮木代良編『近世前期の公儀軍役負担と大名家一佐賀藩多久家文書を読みなおす一』 （岩田書院）、 2019年

編集後記

新年度を迎え、 NEWSLETTER 7号を発行できました。今回は 3月に実施した米国出張についての報告となりました。

NEWS LETTERでは伝えきれないほどの、大きな収穫のある調査でした。マクマレン美術館では、河鍋暁斎の肉筆鷹絵（軸装

3点）が展示されており、大迫力でした。水野裕史さんの報告にもあるように、これらが日本で見ることができないという

のは、本当に残念なことです。

鷹・鷹場・環境 NEWSVOL. 7 2019年 4月 22日発行鷹・鷹場・環境研究会編集・刊行

〒819-0395福岡市西区元岡 744九州大学基幹教育院福田研究室 TEL:092-802-6019
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〔コラム5〕

鷹待場と新田開発
鷹の棲息環境と新田開発との競合関係

鷹の名産地：北東北

北東北は鷹の一大産地であり、弘前藩の鷹献上は「生類哀れみの令」

が施行された時期を除いて、幕末まで続きました。これら献上鷹や藩主の

鷹狩りに使われる鷹（一般にはオオタカ）は領内各地に設けられた「鷹待

場」と呼ばれる場所で捕獲されていました。鷹待場は、津軽平野を流れる

岩木川などの川岸の大きな林を中心に分布していました。このような場所

には湿地帯が広がり、多くの水鳥が飛来し、それを狙う猛禽類も多く生息

していたからです。他にも海岸沿いなど、寛文年間(1661-72)には 60カ

所を超えました

新田開発により変わりゆく自然環境

ところが江戸後期には鷹待場の数が減少し、文化 9年(1812)には領

内全体で 30カ所と半減し、うち 8カ所は「荒れ地」という状態でした（弘前

市立弘前図書館蔵「御用格」）。弘化 3年(1846)には実質的に 5カ所に

集約されています（同館蔵「弘前藩庁日記」同年 2月 28日条）。弘前藩は

全国有数の新田開発が進んだ藩ですが、開発のピークは17世紀の後半

で、岩木川下流域を中心とした平野部が中心でした。鷹待場の減少は開

発の進展と無縁ではありません。（中野渡一耕「津軽地方の鷹待場につい

て」『鷹・鷹場と環境 NEWS』17号、 2016年8月 30日発行より一部抜

粋）。

図3 大沼袋（弘前市浪岡町）の現況(2004年中野渡一耕撮影）

鷹待場と環境

天和元(1681)年から

明和4(1764)年にかけ

て、「弘前藩庁日記」に

は大沼袋で 36件の鷹

の捕獲記事がありま

す。享保期には大沼袋

で捕獲された若黄鷹が

定期的に江戸に献上さ

れており、優秀な鷹の

捕獲地だったことがわ

かります。

しかし、この大沼袋も

天明期 (1781~88)以

後は飢饉による荒廃

と、沼の干拓が進み、

藩の記録には文化9年

には「荒地」と記載され

るようになります。弘化

3年には大沼袋自体の

記載が無くなり、江戸

後期には鷹捕獲の記

事が姿を消してしまい

ます。現在でも大沼袋

の小字名が残ります

が、土地改良事業で水

田になってしまい、昔日

の面影はありません。

（中野渡一耕「津軽地

方の鷹待場について」

『鷹・鷹場と環境

NEWS』17号より一部

抜粋）。
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鷹・鷹場・環境 NEWS 2019.10.3 

Vol. 8 “-
鷹・鷹場・環境研究会 鴫戸
The Society for Hawks, Hawking Grounds, and E ロ`‘】

第5回研究会の記録

佐渡市内トキ観察フィールドワーク報告（福田千鶴） 2019年8ガ23E（金）

佐渡市内田園地帯へ

2017年 8月 23日（金）午後より野生のトキの生

態観察をおこなった。前日より佐渡入りをして事前

調査をしていただいた久井貴世氏の案内で、 3台

の車に分乗して佐渡市貝塚地域に移動し、野生ト

キの観察を行った。トキは事前調査時から若干場

所を移動していたとのことだったが、採餌や羽繕

いをする野生の群れを観察することができた。警

戒心の強いトキの群れや空を実際に舞う姿を目視

できたのは、貴重な体験となった。

鷹狩の獲物にトキはあまり出てこないが、伊達

政宗が豊臣秀吉に送った「目赤鶴」は「トキ」だっ

たのではないかと推定されている。実際のトキの

目は赤くないが、遠目にみると目が赤いようにもみ

えるし、羽を閉じて餌をついばむ白い後ろ姿は鶴

のようにもみえた。

トキの森公園にて

次にトキの森公園に移動した。「トキ資料展示

館」において、本間獣医師による解説をうけながら、

トキの生態や歴史について知見を得た。トキは明

治頃までは日本全国に棲息していたが、その後

次第に減少し、特に戦後の森林伐採と減反政策

によって里山と水田が急速に減少したため、トキ

の棲息地が佐渡島のみになり、 1980年代以降、

佐渡の人々がトキの保護に努めたため、現在のよ

うなトキの棲息が復活したということである。

「トキふれあいプラザ」ではガラス越しに間近にト

キを観察することができ、トキの形態や採餌の特

徴、成鳥と幼鳥の違いなどを確認した。トキの成鳥

は羽を広げると 123cmほどにもなる大鳥であるとの

ことだが、現在でもトキの天敵は猛禽類とのことで、

ときおり鷹に襲われたトキが館に運び込まれるとの

ことであった。大鳥であるトキを襲うのは、経験の

少ない若鷹だということや、トキは採餌に夢中にな

ると上方に意識が向かなくなることが多く、そのた

め野外ではサギ類の行動に反応して危険を回避
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したりするそうだとの貴重な話を本間獣医師から

伺うことができた。

その後、佐渡市新穂潟上で野生トキのねぐら入

りを観察する予定であったが、直前に大雨が降っ

たためトキの行動が変わり、久井氏が事前調査を

した時のような群れを確認することはできなかった

のは残念だった。

以上、途中大雨も降ったが、全体的には気候も

涼しく、無事にトキ観察フィールドワークを終了し

た。

第 5回研究会次第

8月 24日（上）

やまき両津ホテル内会議室（朝日の間）にて研

究会参加者19名

9:00,......,9:20研究会打ち合わせ

9:30,......,11:30 報告 1東昇「伊予大洲藩主の狩

御鷹野場と生業」

17世紀後期から 18憔紀末にかけての大洲藩

主の狩の実態や鷹匠、御鷹野場に指定された村

の生業などについての報告があった。河川に沿っ

て設定された御鷹野場において、川漁と鷹狩の

関係性を読み解くとともに、鷹をめぐる怪異伝承と

いった新たな論点の提示もあった。

（昼食）

12:30,......,14:30 報告 2 渡辺浩二「越後村上藩

主松平直矩の鷹・鷹狩と動物」

『松平大和守日記』をもとに、藩主の越後在国

時の鷹狩の様子や鷹の生息地や環境などについ

て詳細な分析が報告された。特に、村上では大鷹

を用いていない点が注目された。また、鷹にとどま

らない多様な動物の贈答・購入など、近世前期の

生態系について地域性をふまえつつ網羅的に紹

介され、興味がつきない豊かな内容であった。

14:30'"'--'16:30 報告 3 中野渡一耕「盛岡藩の

巣鷹捕獲について」

口戸町小笠原家文書「巣鷹御用覚帳」の分析

を通して、盛岡藩の巣鷹御用懸の実態が具体的

に明らかにされ、巣鷹の捕獲がいかに危険な行

為であるか、といった問題から捕獲時のトラブルな

ど、巣鷹の管理体制といった新たな研究分野が開

拓された点で大きな意義があった。

8月 25日（日）

ホテル内会議室にて研究会参加者 18名

9:00'"'--'11:00 報告 4 山崎久登「鷹場領主と御

救一幕末期の横井家鷹場を事例に一」

尾張藩上級家臣横井家の拝領鷹場において、

横井家が鷹場領主として鷹場領民にお救をして

いた問題を幕末期に焦点をあてて検討した。その

なかで、嘉永4年に鷹場が拡大する問題と、それ

に伴う鷹場領民からの鷹場返上嘆願など、鷹場に

指定されることがいかに領民の生業に影響をもた

らすかという観点からの検討がなされ、前回までの

検討を大きく進展させる研究報告であった。

11 :00'"'--'11 :30総括

両津港にて解散

有志にて佐渡金銀山、佐渡奉行所跡を巡見後、

解散

報告要旨 1

伊予大洲藩主の狩、御鷹野場と生業

東昇（京都府立大学文学部）

伊予大洲藩主の狩は、 17世紀後期、 2代藩主

加藤泰興の代には、城下近隣の鷹野で小規模な

狩が行われ、藩主と藩士・領民が出会い交流する

場であった。 18世紀には、狩りをしない藩主も登

場するが、軍事演習、獣害対策、武の象徴として

の狩と変化し、領民の見物の対象、まだ怪異と遭

遇する場でもあった。 18世紀末の 10代藩主泰済

の代に、柳瀬山における御代始の狩に約 4000人

の大規模動員が行われる一方で、老人・奇特者

の褒賞、難渋者の御救が実施された。この狩を支

える鷹匠は、下級藩士の世襲、巧者や同業役を

養子とし、屋敷に鳥を飼い設備を整えていた。ま

た狩の場は、御鷹野場など鉄砲停止場として、鳥

見方や鳥目付が監視し鳥獣が保護される。この保

護は、領民の生業とせめぎ合い、獣害対策として

の踏出、威筒願が各村から出されている。一方で

藩の川漁、御用簗設置、鮎の時献上と比較するこ

とで、藩主の狩と領民•生業との閤係の特徴を分
析できる。
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報告要旨 2

越後村上藩主松平直矩の鷹・鷹狩と動物

渡部浩二（新潟県立歴史博物館）

17憔紀中期の越後村上藩主松平直矩(1642~

92)の日記（『松平大和守日記』）をもとに、直矩の

鷹・鷹狩について素描した。直矩所有の鷹は村上

在城時に 20居前後にもおよび、それらは江戸の

松前屋敷から購入したり、縁戚の大名らからの贈

答品もあったが、村上産の隼や縞が中心で、領内

で捕獲する体制が確立していた。直矩は自ら鷹狩

に出ない場合でも、鷹を鷹師（鷹匠）に預け、領内

各所で頻繁に鷹狩・訓練させて、捕獲した獲物を

詳細に注進させていた。江戸藩邸でも複数の鷹を

飼育していたが、松江藩主松平直政や福井藩主

松平光通ら縁戚の大名が将軍から下賜された恩

賜鷹場や幕府鷹匠の預り鷹場に鷹師とともに遣わ

しており、江戸での飼育・訓練の状況の一端が明

らかになった。

また、直矩は鷹以外にも馬・犬・小鳥などの動

物の贈答・購入を頻繁に行っており、当該期の武

家の動物に対する関心の一端を指摘した。また、

日記中には現在は絶滅したニホンオオカミやニホ

ンカワウソを村上で捕獲した記事や、江戸藩邸で

も多様な動物を捕獲した記事がみられ、当時の動

物生息環境の一端を紹介した。

報告要旨 3

盛岡藩の巣鷹捕獲について～三戸町小笠原家

文書「巣鷹御用覚帳」の分析から～

中野渡一耕（青森県県民生活文化課

県史編さんグループ）

盛岡藩における鷹場や鷹狩りの研究はあまり

進んでいないが、本報告では、三戸代官所（現青

森県三戸町）巣鷹御用懸を宝暦元年(1751)から

安永 7年(1778)まで 28年間に渡って勤めた所給

人（他藩でいう郷士）小笠原庄左衛門の留書から、

同藩における鷹狩り用の巣鷹（多くはハヤブサ）捕

獲の実態について分析した。

巣鷹御用懸は、近世中期に巣鷹捕獲のため、

藩内 4か所の代官所に置かれた役職である。巣

鷹の捕獲は、山の見回りを始める 3月頃から、巣

鷹を巣下げし、盛岡の鷹部屋に納入する 6月頃

までが業務時期であるが、その見回りや捕獲は、

巣下げを監督する所給人や実際に捕獲する「巣

子下げ」という専門の百姓のほか、肝入・山守など

多くの村人が動員される一大作業だった。藩の権

力を背景にした鷹の権威の大きさが見てとれる。

また藩用人の指示により、捕獲の要・不要が判断

され、また巣懸（営巣）・貝割（孵化）・巣下げの度

に代官や用人に報告させるなど、厳格な管理体

制が敷かれていた。一方で、いったん捕獲不要と

指示されながら「急御用」のため慌てて捕獲する

例など、藩の方針に振り回される現場の様子も垣

間見え、藩政と地域の結節点にあった所給人の

業務の特性が現れている。

今後は捕獲された巣鷹の行方（藩の入用か贈

呈用か）や、藩の鷹匠組織における巣鷹御用懸

の位置づけ等が課題である。

報告要旨 4

鷹場領主と御救

一幕末期の横井家鷹場を事例に一

山崎久登（東京都立砂川高等学校）

本報告は、尾張藩の重臣である横井家の鷹場

を対象とし、主に嘉永4年(1851)の増拝領前後の

鷹場政策を検討したものである。明らかになった

のは、横井家の鷹場領主としての実態と、鷹場政

策によって地域で生じた間題の内実についてで

ある。

嘉永4年に鷹場に編入された地域は、元々は

尾張藩の運上場であった。同地域の村々は、生

業を継続させるため、輪中という特性に依拠して

御救に基づく狩猟継続を横井家に求めていった。

横井家側もこうした訴願を認めざるをえず、運上

銀支払を条件に、御救の名目で漁猟を許可する

ことになったのである。また、輪中地帯で発生する

水害に対しては、横井家が村々に白米を給付す

るなどの御救を行っていた。しかし、やがて鷹場の

存在自体が生活を脅かすものとして領民から認識

され、鷹場領主が「御救によって領民の生活を成

立させる」という構造は、自己矛盾を生み出すこと

になっていったのである。
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編集後記

本年度2回目の NEWSLETTERをお届けします。今回は8月に実施したフィールドワークと第5回研究会

の内容です。トキ観察は、ちょうど換羽を終えたトキとまだ少し灰色の羽が残ったトキをみることができました。

ツルとの比較ができるようになったことは有意義な経験になったと思います。

また、研究会も大変充実した内容で、白熱した議論をすることができました。やはり4年間も積み上げてき

たことが、共同研究として大きな実りを結びつつあると感じる2日間でした。次年度にかけては、その成果を広

く社会に向けて発信していくことにも取り組んでいきたいと思っています（ち）。

鷹・鷹場・環境 NEWS VOL. 8 2019年 10月 3日発行鷹・鷹場・環境研究会編集・刊行

〒819-0395福岡市西区元岡 744九州大学基幹教育院福田研究室 TEL:092-802-6019 
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文献紹介：下坂玉起『茶の湯の羽蕎―知られざる鳥の文化誌ー』淡交社 2018年 9月

藤 賓 久 美子

カントリーサイド生業史研究会第2回フォーラム「狩猟書の比較史」参加記

福 田千鶴

編集後記

文献紹介：下坂玉起『茶の湯の羽纂ー知られざる鳥の文化誌

一』淡交社 2018年 9月 藤賓久 美子
助版）の 2編袋に描かれる絵に酷似している。

この点は筆者の興味をひいたところである。著者の下坂玉起（しもさか・たまき）氏はバー

ドウォッチングと茶道を趣味とする。この二つ

の趣味は結びついて、 「羽審」の研究は進めら

れることになった。羽第とは茶道の炭手前で炭

火の周囲を掃き清める道具のことである。

本書は、現存する 900本近くの羽審の実測調

査、京都の羽審師杉原鳳堂氏への聞き取り調査、

唯一の羽審専門書である青木宗鳳『羽第一件』

（浪華文庫今日庵文庫蔵）への着目と分析、

そのほか多数の文献史料の参照引用、これらを

糾合せた成果である。

冒頭のカラーロ絵には、湯木美術館・彦根城

博物館・仙台市博物館・三井記念美術館で所蔵

される羽審 15本、座審 1本が掲載される。口絵

写真はいずれも美しく圧巻である。写真キャプ

ションにある素材の同定結果はもちろん著者の

研究成果の一つである。なお、座帯は席入前や

中立の間に茶室を掃き清める大きな羽審のこと

である。掲載写真の形状は河鍋洞郁（暁斎）

『絵本鷹力‘':,.み』 （明治 12年刊・金花堂中村佐

著者はイラストレーターでもあり、カバーの

下
坂
玉
起

ふ
総
り

言
鱈
噂
ソ

き清める
だけじゃない！？
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イラスト、 「羽の部分名称」 「三枚の羽の重ね

方」、第 6章の図はとくに読者への導きとなる。

カバーを外すと表紙・後ろ表紙に印刷されてい

る鳥羽の名称があらわれる。これも読者にとっ

ては楽しい驚きである。

以下、本暑（全 415ページ）の構成を記す。

ロ絵

目次

はじめに

第 1章羽審にひかれて

第2章茶の湯の羽審

第3章茶人と羽第

第4章羽審を結う

第5章羽第を使う

第6章羽審の羽とその鳥たち

第 7章 羽審から見える日本人と鳥の関係史

おわりに

第 1章は導入、第 2章は羽審に関わる用語説

明と、茶道での羽審の実用・象徴・鑑賞・精神

性をまとめる。第 3章は千利休以降の武家茶道

および近現代の湯木貞ー・三井家までの茶人を

取り上げる。第4章は羽審に使用する風切羽や

尾羽の加工について杉原鳳堂家の技法を紹介す

る。第 5章は羽審の棚飾り（鑑賞性）を文献史

料から復元する。第 6章は羽第に使用される烏

の同定結呆 (DNA鑑定、動物園飼育員の知見

を含む）、同定の難しさを記す。第 7章は社会

の仕組みと人と鳥の関係変化を、鳥の捕獲・飼

育の制限、鳥の輸出入の観点などからまとめる。

本科研との関係ではつぎの点が重要である。

①将軍から大名などが拝領した羽審は確認でき

ない。しかし、②将軍みずからが捕った「御拳

（おこぶし）の鶴」の羽を用いて羽審に仕立て

た例（嘉永 2年豊橋南坊流 13世山岡特譲差出、

14世鏑木譲得宛の書状）、将軍より拝領した鶴

の羽をもって作成した羽審のみを横ー文字に釣

棚に飾る使用例（「釣棚飾り」は古田織部が考

案したもの。上記の使用例の出典は本文からは

特定できなかった）はある。ところが、③実際

の茶の湯で使った②の羽審の伝存は確認できて

いない (240 頁 •385 頁）とのことである。ま

た④鷹の羽審は少ない。たとえば、千家流の羽

審は羽 5寸を標準とする。マナヅル・タンチョ

ウ・ナベヅルなどの大型の鳥と比べて、身体が

小さな鷹の羽は羽審作成には適さなかった。尾

羽であれば長さは十分だが、細く出来栄えがよ

くなかった (350頁）とのことである。

著者が強調する点（①)、また筆者が奥味深

く読んだ点（②・③）はつぎのとおりである。

①茶道の用語と烏類学の麒顧

茶道では羽軸の右側が広ければ右羽、左側が

広ければ左羽とする。しかし、羽が烏の身体に

付いているときは左側が左羽（身体に近い左側

が広い）、右側が右羽となる。茶道と烏類学で

は右羽・左羽の呼称が逆なのである。史料解読

時には注意を要する。ただし、茶の湯の時代か

らこの呼称であったかについては課題として残

る (248~249頁、 373頁）とされる。

②鳥羽の利用

本書は羽第を扱うが、鳥羽の江戸社会にける

利用は広範であった。文法具、矢羽根、道具

（将軍・大名の行列時の槍カバー。これは鳥羽

に限定されない。ラッコの毛などもある）はそ

の代表的なものである。本書によって得られた

視角、すなわち狩猟・飼育・鑑賞・食用という

’’鳥の身体’'に限定されない人と鳥の関係を間

うべきであるとする視角はきわめて有益である。

③鳥羽の収集・販売・流通

二都の羽根屋について、数行だが著者は言及

している(384頁）。遠州流の青木宗鳳はセイラン

の羽 6枚を大坂天王寺西門付近の羽根屋より購

入している (283頁）。鳥羽は換羽、死亡時に

採取できる。鳥羽の需要（上記②）と関係する

供給の仕糾み

は今後の課題

となろう。

最後に、本

科研のメンバ

ーである久井

貴世氏の論文

が要所で引用

されているこ

とを付言して

おく。

． 
匹

ヽ
「羽符」1例

インターネットフリー画像より転載
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カントリーサイド生業史研究会第 2回フォーラム「狩猟書の

比較史」参加記
於、上智大学四谷キャンパス 2 019年 12月 7日（士）

標記フォーラムが開催される情報を研究会の

メンバーの中澤克昭氏からいただき、狩猟暑が

どのように東西で差異があるのかに興味を持っ

たため、参加することにした。研究会メンバー

からは、東幸代氏の出席もあった。当日は生憎

の雨模様だったが、会場には学生や研究者のみ

ならず、現役の鷹匠さんたちも来られており、

大変熱気が感じられる会であった。

まず、主宰者の加藤はるか氏（御茶の水女子

大学）から「狩猟が行われない狩猟地」と題し

て、問題提起があった。中世イングランドでは、

forestは「国王、あるいは貴族らによる鹿、猪

などの独占的な狩猟権が行使された場所」であ

り、国王の forestと貴族らが狩猟権を持つ「非

国王の forest」という区分があり、自然利用の

際に村という区分ではなく、 forestが重視され、

そこでは実際には狩猟が行われていたわけでは

なかった、という問題関心が述べられ、カント

リーサイドにおける自然利用と生業の有り方を

とりあげていく重要性が指摘された。

これを前提に、第 1報告：頼順子（佛教大学）

「西欧中世の狩猟書ー14・15世紀フランスの俗

語の狩猟書を中心に一」では、中世フランスに

おいて、それまでラテン語で書かれていた狩猟

書に対し、 13世紀以降に俗語（フランス語）で

狩猟書が書かれるようになり、 14世紀から 15

世紀初頭にかけて相次いだ俗語による狩猟書の

登場は、狩猟が貴族のものと規定されていった

ことを象徴的に示す事柄であり、 「狩猟文化」

と「書物文化」が結びつくことになったと論じ

た。ヨーロッパにおける狩猟書の情報を整理い

ただいたことは、本研究会においても西洋との

鷹狩技術の比較検貫寸をしていきたいと考えてい

たところであったため、大変ありがたい報告で

あった。

第 2報告：二本松泰子（長野県立大学） 「武

家の鷹術一近枇諸藩の鷹書から一」は、近世に

なって富山前田家に鷹匠として取り立てられた

福田千鶴

依田家に伝来する鷹書の由緒書の分析を中心に、

日本に鷹狩が伝来した経緯を述べた鷹狩説話を

比較検討するなかで、各流派の主張の特徴を読

み解こうとする内容であった。二本松氏の研究

のこれからの方向性が示されており、鷹書研究

の奥深さが感じられた。

第 3報告：中澤克昭（上智大学） 「獲物とし

ての鹿一『諏方大明神画詞』と『狩詞記』ー」

は、肉食忌避のなかでも鹿食がなぜ忌避の中心

に位圏づいていくのか、という疑間から、 『諏

方大明神画詞』に描かれたように東国・諏訪社

では狩猟神事として鹿狩殺生・肉食が肯定され、

『狩詞記』に描かれたように在地社会における

獲物としての鹿の重要性は維持され、弓馬故実

のテキスト化も進むが、室町将軍家においては

鹿狩・鹿肉食が忌避されるており、狩猟文化の

階層差となって展開していたことなど、殺生罪

業観が多様な言説によって正当化される諸局面

を考察した。なお、 『狩詞記』については、上

智大学文学部史学科編『歴史家の調弦』 （上智

大学出版、 2019年）に、 「『狩詞記』の史的世

界一故実書から探る室町時代の武家文化ー」と

して発表されているので、あわせて参照された

し‘。

永松敦氏（宮崎県吃大学）のコメントでは、

権力者の狩猟書のみならず、生業にかかわる狩

猟書（作法書）の存在にも注目する必要がある

ことや、生業という意味では、殺生に対する東

西の意識の差（罪業観）は無視できず、動物に

対する意識を明らかにしてく必要性が指摘され

た。水野裕史氏（筑波大学）のコメントでは、

単に比較をするだけでなく、相互の文化が交流

する側面にも留意する必要があることが指摘さ

れた。最後の総括では春田直紀氏（熊本大学）

から、 I．狩猟書、 II．狩猟と王権、 III．狩場の三

項目に分けて三人の報告の論点が比較・整理さ

れ、有意義であった。

各報告は 30分という時間では収まりきらない

充実した内容であり、報告が途中で打ち切られ

たのは大変残念であった。全体的な感想として
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は、狩猟書の問題をどうカントリーサイドの生

業史へとつなげていくのか、といった点が、こ

れからの議論でどう深められていくのか、興味

深く感じた。

最後に一点だけ今後の発展に向けてのコメン

トを述べさせていただきたい。本フォーラムは、

「狩猟が行われない狩猟地」という魅力的な間

題提起があり、その点では、日本近世期の鷹場

も実際に狩猟を行わない場所も含めて広範囲に

鷹場が設定されており、鷹場内で狩猟や漁携な

どの生業を営む民衆は多くの生活規制をうけ、

鷹場返上運動なども起きている。よって、その

観点に関していえば、東西で共通して議論をす

る素地は大いにあると考える。

しかし、それをカントリーサイドといわれる

と、多少の違和感をもった。というのも、江戸

の鷹場の事例でいえば、 1628年に江戸城を中心

に約 5里（約 20キロメートル）の範囲が鷹場に

指定され、その後、 18世紀までに約 10里の範

囲にまで拡大されていく。これは江戸だけでな

く、私が分析対象とする福岡藩でも、福岡城を

中心に鷹場は同心円状に設定されている。また、

藩領域すべてを鷹場に指定する例もある。つま

り、日本近世における鷹場（御猟場・御留場）

は都市域を中心に含みこんで設定された空間で

あり、 forest（カントリーサイド）という概念に

はなじまないのではないか、というのが正直な

感想である。

よって、狩猟地といわれれば鷹場との比較検

討を思いつくが、カントリーサイドといわれれ

ば里山研究の方に、より接点があるように思わ

れた。カントリーサイド研究のめざすところは、

今後の比較検討のなかでよりよく鍛えられてい

くのだろうと思うので、前向きな意味でのコメ

ントと受け止めていただけると幸いである。

ニューズ・レター余録
東京国立博物館蔵「正月 14日付徳友斎光悦書状

加式少（加藤明成）宛」 （福田千鶴撮影）

本阿弥光悦 (1558,..._,1637) から江戸にいる加

藤明成 (1592,..._,1661) に対して、旧冬より日々

御鷹野と推量していると告げるとともに、明成

の父嘉明から注文をうけた茶碗が出来たので、

江戸に送ると伝えている。東博では、元和

(1615,..._,1623) 頃の発給と推定されている。大

名の嫡子が、江戸近郊で鷹狩をしていることが

わかる史料でもある。
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編集後記
新年を迎え、 NEWS LETTER 9号を発行できました。今回は藤賓久美子さんによる文献紹介と科研メンバーの中澤克昭さ

んと水野裕史さんが関係しているフォーラムの参加報告となりました。さて、本科研も来年度は最終年度となります。科

研の総まとめの年となりますので、ますます連携を強めて、研究成果を発信し続けたいと思います。よろしくおねがいい

たします（ち）。

鷹・鷹場・環境 NEWS VOL. 9 

福岡市西区元岡 744〒819-0395

2020年 1月 31日発行 鷹・鷹場・環境研究会編集・刊行

九小卜1大学基幹教育院福田研究室 TEL:092-802-6019 
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〔コラム6〕

アイヌの人々と鷹
一ユカラ（英雄叙事詩）成立の背景

『元史』本紀・成祖（フビライの事）至元元年(1264)11月辛巳条に

「葎蒐を征す。是より先、吉皇迷内附して言く。其国東骨蒐・赤皇キ両部有

り。歳に来たりて彊を侵すと。故に往きてこれを征す」とあります。文中の

「届風」は、「アイヌ」のことで、中国の史書や記録に「アイヌ」のことが記さ

れるのはこれが初見です。明代には「舎允」「舎夷」、清代には「庫蛉」・「庫

簗」・「庫賃」等と表記されましたが、こうした表記は、アムール川下流域の

諸民族が「アイヌ」を「クギ」・「クイ」と称したことから、中国の各王朝側がそ

れを漢字表記したものです。また「吉里迷」は、ギリヤークのことで現在の

ニブフ民族のことです。

『金史』を初めとする「金」に関する中国側の史書からは、「金」がサハリ

ンを版図にしていたにもかかわらず、「金」の版図の東端をギリヤークの居

住地としながらも、アイヌのことは一切記していないこと。したがって、蝦夷

島のアイヌ集団は、既に1264年以前にサハリンに進出していたことを知

ることが出来ること。また、ギリヤークは、 1234年、モンゴル軍が「金」を

滅ぼした後には、モンゴル帝国の支配下に編入されていたこと。ところが、

1264年以前に既に蝦夷島からサハリンに進出していたアイヌ集団がギリ

ヤークの居住地域（サハリンの北端部地域）に侵入するに至り、両集団の

間で抗争が続けられるに至ったこと。そのためモンゴル・元朝は、版図内

のギリヤークの要請に応えてサハリンに軍隊を派遣しアイヌを征討してい

ること、といった様々な事実を知ることが出来ます。

しかも、『経世大典』の「序禄」には、サハリンに進出したアイヌ集団は、

1264年から1307年に至るまでの44年間もモンゴル・元朝と戦い続けた

ことが記されているのです。

そして、今回の我々の共同研究との関わりで注目しておきたいことは、

上記の記事中にアイヌ集団がサハリンに派遣されていた元朝の「打鷹人」

（鷹を捕獲する人）を捕虜にしようとしているとの情報をギリヤーク（ニブフ）

が元軍に伝えた、とあることです。当時、サハリンとアムール川最下流域
ヌルガン

のキジ湖周辺の奴兒干地域は、「海東青」（鷹）の名産地になっていたた

め、元朝は、放鷹のための鷹を当該地域から入手していたのです。（榎森

進「私の研究遍歴ー自己紹介をかねて」『應・應場と環境 NEWS』10、

2016年 2月 19日より一部抜粋）

北東アジア世

界の中で、日

本列島の歴史

を見直す

日本列島を舞台

にして繰り広げられ

た歴史の諸相の意

味を正しく理解する

ためには、日本国

内だけの諸現象に

だけ目を向けてい

たのでは駄目で、

広く北東アジア世

界の中の日本とい

う視点で分析するこ

とが大切だというこ

とだ。（榎森進「私の研

究遍歴ー自己紹介をか

ねて」『鷹・鷹場と環境

NEWS』10、2016年 2月

19日より一部抜粋）

日本の鷹狩のルー

ツは、モンゴルといわ

れ、中国・朝鮮を通じて

伝来したとされるが、北

方からの伝来ルートも

あったのではないか。

いずれにせよ、越境す

る鷹狩文化の諸相は、

日本列島を超えた分析

が必要であることはい

うまでもない。これを次

の課題の射程としてい

くことが必要になる。
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〔コラム7〕

鷹狩研究の NEXT

STAGE 
鷹・鷹場・環境研究の到達点と課題

本研究の目的は、古代から近世までの前近代において、日本列島諸地

域において展開した鷹狩文化の諸相を解明し、さらに鷹狩が長期的に環

境に与えた影響を明らかにすることにあり、持続可能な社会を考える際の

指針となるべき歴史学的「知」を発信するところにあった。

鷹・鷹場・環境研究の到達点

自然に恵まれた豊かな循環型社会に見える江戸時代の生態系には、

石高制のもとで必然化された二次環境の存在（「水田リスク社会」）とその

影響を受けない残余の生態系の条件を持続させる環境因子が存在してお

り、後者の解明こそが次に取り組むべき新たな課題として浮上する。そこ

で本科研 Aでは、残余の生態系の条件として應と應場に着目し、生態系

の条件を持続させる環境因子について検討を重ね、鷹場環境の消滅が近

代以降の環境のレジリエンスを急激に機能低下させる大きな要因であっ

たことを位置づけようと試みてきた…。

継続申請では新たな重点課題として、次の3つを提起してみた。

①地域環境比較史

日本列島の西日本と東日本では異なる植生をもつ。そうした自然環境

の違いを前提としつつ、鷹狩方法や鷹場が設置される際の諸条件を比

較・検討する。

②環境人間学への接近

鷹や鷹狩の獲物の生態を踏まえつつ、鷹狩文化を通して構築されたヒ

トと動物の関係を実証的に提示する。

③文化交流史的視点

越境する鷹狩文化という文脈のなかで、日本の鷹狩文化の独自性を多

文化との比較史のなかで解明する。

＊日本の鷹狩文化についての情報発信を国外に向けて続けていく必要

があることはいうまでもない（以上、 2019年科研 A申請書から一部抜粋。申請は残念なが

ら採択されませんでした）。

鷹狩研究は、

どこにむかう

のか…

鷹狩文化研究の水

準は、宮内省式部職編

『放鷹』（吉川弘文館、

1931年）に示されてい

た。「本邦放鷹史」と題

して日本の鷹狩の歴史

を詳述し、腐狩の故実

書（鷹書）の解題や専

門用語の解説を加え、

さらに朝鮮の放鷹史ま

でを扱い、近代以前の

鷹狩の解説書として、

総合的な内容が記され

ている。

これに対し、本研究

では、実証的な鷹狩研

究を示した点で『放鷹』

史観を克服する学術成

果を発信してきた。しか

し、いまだなすぺき課

題は多く残されている。
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1．はじめに

鷹・鷹場・環境研究会のモンゴル鷹狩研究の

一環として 2020年 2月 8日～16日まで、バヤ

ン・ウルギー県サグサイ村でイーグルハンター

たちの出猟調査を実施した。カザフ騎馬鷹狩文

化の出猟期間は、 10月 20日頃～3月 20日頃ま

での冬季を本格的な狩猟の期間としている。主

要なターゲットとなる冬毛のキツネ、マヌルネ

コ、ウサギなどの捕獲を目的としている。狩猟

期間は、遊牧民でもあるイーグルハンターたち

が冬営地へと季節移動する時期と初雪後の晴天

日‘‘カンソナル”の時期と一致している。降雪

によって動物の足跡を追跡できるようになり、

獲物の行動を把握しやすいことから、イーグル

ハンターたちはこの日を心待ちにしている。カ

ンソナルは、いわば出猟開始を告げる合図でも

あり、また酷寒の冬季と向き合う季節の到来を

意味する転換日ともされている。

出張は筆者（相馬拓也）と稲田喬晃カメラマ

ンの 2人でウルギーを訪間し、出猟の写真や映

像の撮影も集中的に行った。今回の出張は暖冬

の影響が懸念されたが、ウランバートルでは相

変わらずの煙霧と降雪に出迎えられ、気温も一

28℃と例年通りの厳寒地であった。出張時点で

は、新型コロナ・ウィルスの影響はまだそれほ

ど大きなものではなかったものの、ウルギー市

の空港で体温検査や既往歴などのチェックが行

われた。実際には、ウルギー滞在中の 2月 12日

~13日にかけて、ウルギー市内の飲食店の営業

は自粛させられていた。サグサイで滞在先の家

族も、毎日テレビでコロナ・ウィルスの蔓延状

況を心配そうにチェックしていたことが印象的

であった。

サグサイ村ではかつての滞在先ブテウ冬営地

へと向かい、 1年半ぶりにセリック一家と再会

した。ここで出猟の打診とイヌワシの調整、馬

の手配などを実施した、騎馬鷹狩への出猟は 2

月 11日（火）11:30~、サグサイ村南方 6.9kmに位

置するカラ・ユロック（「黒い鴨」）山地で実施

した。出猟は兄弟 2名の鷲使いによって実施し

た。

① ジンスベク 27歳／3歳ワシ（図 la-b)

② ジャルデンベク 17歳／3歳ワシ（図 2a-b)

ジンスベクは 2011年 7月からの現地調査で、

生活を共にした青年鷲使いであり、当時は 17歳

であった。また同行した末弟のジャルデンベク



52

a 2020年 2月撮影 b 2011年 9月当時

図 1ジンスベク (27歳）

a 2020年 2月撮影 b 2011年 9月当時（写真右側）

図2末弟のジャルデンベク (17歳）

は当時 7歳であった。たくましく成長した 2人

の青年を Hの前にすると、時の流れをあらため

て実感した。ジンスベクは鷹狩競技で毎年ロシ

アやカザフスタンに呼ばれており、今年はウズ

ベキスタンの競技に参加するとのことであった。

カザフスタンでは、馬上相撲“コクバル’'競技

のモンゴル代表として参加し、 2019年は見事チ

ームを優勝に導いた。一方、ジャルデンベクは

現在サグサイ学校の 10年生で、今年 9月に卒業

する。昨年 2019年冬から本格的な狩猟に参加

しており、すでにキツネ 2匹とマヌルネコ 1匹

を捕らえている。卒業後は英語を勉強して、鷹

狩も続けたいと話しており、次世代のイーグル

ハンターとして期待される（英語を話せるイー

グルハンターは、 10年間の調査でもまだ一人も

出会っていない）。

2．狩場カラ・ユロック山地の状況

出張時のサグサイ村は比較的穏やかな気候で

あり、最低気温は夜間でも一17℃程度、日中の

気温も一1℃程度まで上がり、吹きすさぶ西風の

なかでも手袋なしで過ご‘せるほど暖かであった。

また積雪は一切見られなかった。今年は、北半

球全体が暖冬の影響を受けていることが強く印

象付けられた。

騎行路は、モンゴル鷹狩調査第 1次隊で参加

した、イヌワシ祭り会場‘‘ジャマン・トゥベ”

から始まった（図 3)。当日はときおり風速 10m

以上の強風が一日中吹き荒れ、あまり出猟の好

天日ではなかった。そのため調査車輛で迎い、

車内で 30分ほど待っと、 2人の騎馬人物が西の

方から駆けって来るのが見えた。かつて狩場と

して頻繁に利用されていたホブド）1|北岸のアグ

ジャル山地は近年、獲物が消え失せてしまった

といわれている。おそらく狩猟による捕獲頭数

にキツネ等の個体の再生産が追い付かなくなっ

たか、狩猟頻度の増加により獲物の営巣がされ

なくなったためと考えられる。そのため、ジン

スベク宅から 10.7km離れたカラ・ユロック山地

まで狩猟に来るようになった。出猟は複数のイ

ヌワシや乗用罵がない限り、毎日行うものでは

ない。それでも、イーグルハンターたちは、狩

猟活動により野生動物が攪乱されて獲物がいな

くなることを避けるため、毎回同じ狩場に行く

ことは伝統的には避けられてきた。

カラ・ユロック山地は南北に約 9.4km、東四

約 3.1kmで南部の山地からはやや孤立した独立

連峰の形状になっている（図 4)。最高標高地点

は2,266m、騎行路での最低地点は 1,816mの切

り立った峰である。東西の山麓が見晴らしやす
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図 3カラ・ュロック山地の全景

図 5aカラ・ュロック山地の急傾斜を降馬して登る

く、騎馬鷹狩猟の狩場としては理想的な地形と

いえる。狩りは基本的には、山亜みの西麓に向

けて放鳥する。これは、サグサイでは西風・南

風が優位に吹き、イヌワシの上昇飛行と帆翔を

助けるためと考えられる。風下に向けてイヌワ

シを放烏すると、自力では戻ってこられないほ

ど風に煽られ離翔することもあり、危険である。

また東麓は開けた場所であるものの、生活道路

が整備されており、獲物の気配はあまり期待で

きなかった。

3．ハンティングの実施

出猟の出発地点ジャマン・トゥベは、南部山

地への入り口でもある。この場所からカラ・ユ

ロック山地の南側から騎馬登山し、半月上のカ

ラ・ユロック山地の稜線上を北に進む騎行路が

とられた。カラ・ユロック山地の険しい山道で

は、ときおり傾斜角が 35℃を超えるような場所

もあり、慣れたハンターたちも降馬して進まね

ばならないほどであった（図 5)。急傾斜の上昇

と下降を繰り返していると、馬上で体が前後に

大きく揺れるため、鞍を止める腹帯がたびたび

緩んでしまうことがあった。また稜線上の細い

溢路や崖際の騎行など、アグジャル山地以上に

恐怖を感じる難所もたびたびあった。全体的な

図4ジャマン・トゥベで出猟準備をする 2人とイヌワシ

図 5b騎馬登山の途中で獲物を探すジャルデンベク

騎行距離は合計 8.2kmであった。これはアグジ

ャルのもっとも長い騎行路と比べると、半分程

度の距離であった。

カラ・ユロック山地での出猟では、 5地点の

ハンティング・ポイント (HP01,,_,_,HP05)が確

認された（図 6)。各 HPで、ハンターは小高い

頂点から山麓を見渡し、ときおり口笛を吹いた

り、石を崖下に投げ込んだりして獲物を待ち構

えていた。当日は風速 20mを超える非常に強い

西風が吹くこともあり、イヌワシ自身もソアリ

ング（帆翔）の安定しない飛翔がたびたび見ら

図6カラ＇ュロ呪山地での勘行路
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れた。そのため、放鳥回数はそれほど多くはな

く、ジンスベクによる放鳥は 4回、ジャルデン

ベクによる放烏は 0回であった。前述したとお

り、イヌワシはすべて西麓に向けて放たれた。

狩場での最初の 4時間以上の騎行で、キツネを

目撃したのは 1度だけ 14:40頃であった。この

とき、ジンスベクのイヌワシはキツネの上空数

メートルまで迫ったものの、キツネが岩陰に隠

れたことから取り逃してしまった（図 7)。惜し

くもハンティングの瞬間の撮影は逃してしまい、

稲田カメラマンと大いに悔しんだ。

狩猟も終盤に差し掛かり猟価なく下山してい

る途中、待機していた車輛と合流する直前の

15:55頃、ジンスベクは成獣個体のウサギ 1羽

を仕留めることができた（図 8)。あいにく急傾

斜を慎重に下っていたため、捕獲の瞬間を見逃

してしまった。ジンスベクがイヌワシを飛ばし、

自らは山麓へ騎馬下山している最中に、ウサギ

を視認したイヌワシが襲い掛かったとのことだ

った。ウサギは比較的大きな成獣であった。捕

獲後はすぐに食餌用にされ、およそ 2/3程が捕

らえたワシ自身に与えられ、残りはジャルデン

ベクのワシに与えられた（図 9)。右足部分は切

り取られ、その場でイヌワシを呼ぶための手持

ち肉“チャクル“に加工された。狩猟のまさに

終了直前に猟価があり、ジンスベクにもどこか

安堵の表情があったのが印象的であった。

GPSの記録データを参照すると、出猟は

11:10,---..,16:23までの 313分間実施された。途中

14:03,---.., 15:02までの 60分間は調査車輛のなか

で昼食をとった。計測値では、移動時間 2時間

30分／静止時間 2時間 42分と計測され、狩猟

活動の実質稼働には 253分間が費やされた。

4.まとめ

今回の出張では、降雪不足や強い西風などか

ら、あまり出猟の好天日に恵まれなかった。そ

のため、イーグルハンターたちからも獲物の追

跡が難しいとの指摘があった。また、カラ・ユ

ロック山地での騎馬歩行路はかなり険しいルー

トとなっており、昇降差も土500m近くとなっ

た（出発地点から合計で 527m上昇／488m降

下した）。そのため、馬にとっても身体的負荷の

大きい狩場と推定された。また強風日には獲物

となるキツネの出現率が低く、かつイヌワシの

飛翔が安定しないことから出猟の好天日とは言

えなかった。極度の強風や冷温の日を避けると

すれば、ひと冬での出猟日は多くても 50~60

H間程度と考えられる。

今回の出猟では、イヌワシをいかに効率的に

呼び戻せるか、の重要性を再認識することがで

きた。ジンスベクは騎行の途中で飛ばしたイヌ

ワシを、そのまま再び自身の腕まで呼び返すほ

ど腕の良いイーグルハンターに成長していた。

図 7あと一歩までキツネに肉薄するイヌワシ

固 8捕らえたウサギをむさぼるイヌワシ 回9捕らえたウサギを与えるジンスベク
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実際にこの術を身に付けたイーグルハンターを

実見するのは初めてであった。そのため、イヌ

ワシの呼び戻しによる時間と移動労力のロスが

少なく、効率的に狩猟が実施された。イヌワシ

が呼んでも戻ってこないと、急傾斜を上下せね

ばならず、狩猟に費やす時間もおのずと制限さ

れてしまう。

筆者が 2011年 7月に騎馬鷹狩文化の本格的

な調査を開始したときは、「消えゆく騎馬鷹狩の

最後のフェイズの記録」という認識があった。

仙台藩重臣の狩猟と野場

丸森町大内の鶴供養碑

宮城県丸森町大内地区に、 「鶴供養」碑が 3

基残されている。それぞれ文化 3年 (1806) • 
天保 2年 (1831) ．嘉永 3年 (1850) の年記を

持つ。碑文はいずれも「鶴供養」であり、さら

に嘉永 3年の碑には鶴の文様が彫られている。

一般に、供養碑の建立の理由には、何らかの特

定の霊を慰める場合もあれば、数多くの霊を慰

める場合もあるであろうが、この碑がいずれに

当たるかは碑文そのものからは判然としない。

一方で、同地区にはこの碑の存在と照応するよ

うな記録が残されている。

黒佐野原東部に鶴小屋と云ふ所あり。之は

鶴来りて此の慮の中島家にて鶴打と云ふ役

ありて小屋に居て打つ。明治の初までは小

屋なけれど垣ありて之にかくれて打ちしが

其の後来らず。

図 1 丸森町大内黒佐野の鶴供養碑（画像提供：丸

将来的には消えて行ってしまう無形文化遺産だ

ろうと感じていたために、 ドキュメンテーショ

ンに多くの努力を費やした。しかし、あらため

て若い世代と出猟し、かれらのイヌワシと自然

への向き合い方を目の当たりにすると、わずか

ながらも技術の継承・伝承が進んでいることに

安堵をおぼえるとともに、今後もこの貴重な知

と技法の記憶の記録にたずさわる必要性を感じ

る貴重な機会であった。

籠橋俊光（東北大学大学院文学研究科准教授）

2021年 1月 7日

中島家にてある時打たせんとせしに緋の衣

の僧に見えたれば止めてよくよく見れば鶴

なり。右を以てねらい定めて打つ。見れば

丹頂鶴なり。人家の辻に鶴供養とて石の鶴

の形を掘りて立つ（『設録大内村誌』）。

大意を示せば、以下の 2点になろう。まず、

大内村黒佐野に鶴小屋なるところがあり、そこ

で「鶴打」をしていたことである。村内の鶴小

屋ところで、実際には小屋はなかったが、代わ

りに垣が設けられ、そこに隠れて鶴猟をしたと

いう。もう一つは鶴狩猟に関する伝承である。

ある時、鶴小屋で猟師が「鶴打」をしていた

時、鶴かと思って打とうとしたところ、よく見

れば緋衣の僧侶であった。いったんは躊躇した

ものの、よく見ればやはり鶴であったので狙い

を定めて打ったところ、それは丹頂鶴であった

としヽう。

大正期の地誌の情報で注意が必要ではある

が、ここから少なくとも鶴そのものは猟師が躊

躇なく狙撃するような恒常的な狩猟の対象であ

り、同時に供養の対象でもあったといえるだろ

う。近世の大内では、猟師の鉄抱による鶴猟が

行われていたのである。

さて、この記録には、碑との関運以外にも重

要な「青報が含まれている。ここでの中島家とは

仙台藩重臣中島家を指す。中島家は仙台藩重臣

に 2家あるが、この場合は大内村の隣村金山本

郷の領主である中島家を指し、金山・大内・伊

手 3ヶ村（宮城県丸森町）に石高 2,000石を領

し、家格は一族（藩内では一門・一家・準一家

に次ぐ 4番目の家格）であった。それでは、こ

こでの大内村の狩猟とは一体何なのだろうか。
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仙台藩主の狩猟

まず検討すべきは、仙台藩主の狩猟だろう。

諸藩内の狩猟の実態については、本研究会にお

いて多角的に検討され、実態分析の深化が見ら

れるところである。ここで取り上げた仙台藩に

ついては、堀田幸義氏が明らかにされた多数の

鷹匠の存在からもうかがえるように、初代藩主

伊達政宗以降の歴代藩主が各種狩猟を盛んに行

っている様相が確認できる。供養碑が建立され

た時期に該当する時期に限っても、実に 400件

以上の藩主の狩猟・漁猟が確認できる（仙台市

博物館所蔵「六代治家記録」）。史料の性質

上、具体的な狩猟のあり方については不明な点

が多いが、鶴や鶉、千鳥、鹿や猪などを対象と

した狩猟や広瀬川での漁猟が見られる。仙台藩

主の国許における多様な狩猟の様相が窺える。

では、仙台藩主はどこで狩りをしたのか。仙

台藩主の狩猟として代表的なのは、松森御狩場

における「野初（野始）」で、藩主在国時の正

月 3日に藩をあげて挙行される一大行事であっ

た。さらに、仙台城本丸の西南部に接続する金

剛沢・芦ノロなどの「御城林」と呼ばれた山林

や国分中山・吉成・権現森総岡などの仙台城下

の北西に位置する各御林では、藩主が在国する

12月から 1月にかけて鹿狩りが行われた（「六

代治家記録」）。松森を除く「御城林」や城下

北方の各御林は、仙台城本丸西側の御裏林とと

もに、 「御留山」として常時禁猟とされていた

（東北歴史博物館所蔵中島家文書 215) 。だが

一方で、野始や鹿狩り以外の場合、多くは「東

郊」 「南郊」 「北郊」などと具体的な地名が記

されず、地名が見える場合は現在の宮城郡東南

部や名取郡の村々が多くを占める（「六代治家

記録」）。藩はこれらの狩場を「御野場」など

と呼び、 「八月朔日より二月晦日迄渡世之猟師

二而も堅被相留」など、狩猟期間中の禁猟を命

じるなど保護の対象としていた（ 中 島 家

図 2 仙台藩主の御野場の一つ、南小泉村近辺から

東を望む（著者撮影）

215)。亨保元年 (1716) の記録では、藩の「御

鶴場」が領内各郡合計で 71ヶ所設けられていた

という（東北歴史博物館所蔵涌谷伊達家文書

No.35雑II-8)。

重臣の野場

それでは大内村の鶴猟は、藩主の御野場のも

のと考えてよいのか、実は先ほどの「御鶴場」

71ヶ所には金山本郷・大内・伊手 3ヶ村は含ま

れていない。そこで中島家文書を検討すると、

宝永 7年 (1710) に中島家家中から藩に提出し

た記録が見いだせる。これによれば、 「中嶋刑

部在所伊具郡金山本郷・大内村・いて村三ヶ村

共二所拝領二而、代々自由仕罷在」、すなわち

金山本郷・大内・伊手 3ヶ村は「所拝領」とし

て田畑のみならず山野河川も含めた知行を認め

られており、村内の野場についても先祖から

代々自由にしてきたと述べる。さらに中島家側

はこの根拠として「野場之義、向後御一門中井

所拝領之衆ハ在所績之知行者、御鷹場之外ー式

其地頭可致自由事」という、元禄年間の藩の規

定を引いている（中島家 61)。この規定とは、

藩の「御鷹場」に抵触しない限りで、上級家臣

による在所近隣の知行所内における「自由」す

なわち狩猟を認めるものであった。これらのこ

とから、中島家の在所である金山本郷と隣接す

る所領である大内・伊手 2ヶ村が中島家の狩猟

の場、すなわち同家の野場として認められてい

たことがわかる。

このような例は、実際に他の重臣でも確認で

きる。たとえば登米伊達家（家格一門、石高約

20,000石）は、貞享年間に同家の登米郡内所領

12か村内に野場を所持していたとする（東北大

学附属図書館所蔵登米伊達家文書 9-4-1-2)。こ

の野場について、同家側は慶安 3年 (1650) に

藩から与えられたものとするが、この年は 2代

藩主伊達忠宗の子で登米伊達家を継いだ宗倫が

登米に初めて下向した年に当たる。以後同家で

はこれらを「御拝領野場」と称する。登米伊達

家の「拝領」といい、中島家の「代々自由」と

いい、重臣の野場の所持とは、それぞれに藩に

狩猟の権利を認められるに至った何らかの経緯

が見られる。

さらに登米伊達家の野場については、興味深

い史料が残る。登米郡の中田堤は登米伊達家の

拝領野場であったが、周辺の村々の用水の都合

により、藩から明和年間以降数度にわたり「御

留野」すなわち狩猟停止の措置を受けていた。

これに対して藩はそのたびに同郡森村・新井田

村の御野場を代替地として同家の使用を許可し

ていた。これを受けて登米伊達家は、文政 5年

(1822) に藩に対して以下のように願い出た。

それによれば、森村・新井田村の御野場は替地
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としてすでに 50年余り使用しているので、これ

からも使用させてもらいたいが、新井田村は所

領外なので「御預野場」すなわち藩から同家に

預けられた野場として認めてほしいという。こ

こから、仙台藩重臣の野場が何らかの理由で藩

から禁猟とされる、つまりは「自由」とはいえ

藩の制限下にあったこと、一方でその際には藩

は重臣にしかるべき代替地を用意したことがわ

かる。なお、このような重臣の拝頷野場と藩の

御野場の交換は、同じ一門の涌谷伊達家におい

ても確認できる（涌谷伊達家文書 No.35 6-

4)。

もう一つ、用水確保を理由として藩から禁猟

を、しかも繰り返し命じられている点も重要で

ある。所有者が誰かを間わず、野場が村に存在

する以上、村・百姓の生業とは少なからぬ関係

を持つ。その中で、藩主や重臣の狩猟の場とは

いえ、村の正当な要求の前では何らかの対応を

せざるを得なかったのである。同様の事例とし

て、名取郡岩沼の領主である古内家（家格着

座・石高約 7,000石）の野場に関して、天保飢

饉中に村々への御救として鹿や猪の狩猟を解禁

したところ、周辺の村落に獣害が発生したとし

て、百姓への鉄砲所持許可を願い出た村の願書

が残る（『岩沼市史』資料編）。郡方は、野場

近辺の鉄抱許可には難色を示す一方、代わりと

して家臣の鉄砲による獣害駆除を提案して解決

を促している。禁猟・解禁いずれにしても野場

周辺の村落に及ぼす影響は少なからぬものがあ

った。

重臣の狩猟

このような野場での狩猟が実際にいかなるも

のであったのか。中島家に関しては、鶴猟に関

する規則として、寛延 2年 (1749) に「初鶴打

留候者」と「初鮭取候者」への褒賞金をそれぞ

れ銭 20疋とするものがある（引地昭夫氏筆耕資

料、原文書は所在不明）。狩猟そのものについ

ては、文久 4年 (1864) 2月に大内村などで

猪・鹿の御山追いを行う例が見られる（明治大

学刑事博物館所蔵島崎家文書 153) ものの、件

の鶴猟に関係する史料、または同家の野場や狩

猟の具体を示す史料は見いだせていない。

幸い、中島家と同じ郡に所在する一門石川家

（石裔約 21,000石）に関する幕末の記録がある

（角田市文化財調査報告害『和田家資料「内

留」』）。同家奥年寄の日記であり、当主の狩

猟全体を通覧できるかやや疑問が残るが、それ

でも石川家当主やその子息が在所角田要害に隣

接する大沼や領内の村々で狩猟・漁猟を行う様

子が見える。例えば嘉永 3年では、 8月 6日に大

沼での「御坤初」以後、 21 日には「大沼菱食鳥

御勝負有」、 11月 8日には「江尻村雉子御時江

被為入」、翌年 2月 9日には「殿様猪山御出馬

被遊」などとある。狩猟対象は菱食・雉子・

鴨・猪などで、なかでも菱食が特に目立つ。加

えて、涌谷伊達家文書には岩出山邑主伊達弾正

からの雁の不猟を歎くなど、互いの在所での狩

りの成果を知らせ合う書状がある（涌谷伊達家

文書 No.3 15897-112)。いずれも、仙台藩重臣

における狩猟の一端が見いだせるものといえ

る。

むすびにかえて

結局のところ、鶴供養碑について解明できた

ことはほぼなく終始したが、これは偏に筆者の

能力不足によるものである。また、一藩の事例

で、それが近世の鷹・鷹場研究全体において果

たしてどれほどの意味があるものか、大いに疑

問が残る。ただ、わずかながら仙台藩重臣の狩

猟と野場の様相に触れることができたかとは思

う。今後の研究の進展に期待したい。あわせ

て、重臣の狩猟・野場の存在を今日に伝える大

内の鶴供養碑が、同地域の貴重な遺産として永

く残されていくことを願う次第である。

（付記）本稿作成にあたり、調査のきっかけと

なる各種情報を提供いただいた大内晴氏に感謝

申し上げる。さらに史料閲覧等にあたり荒井優

作氏（丸森町教育委員会）、相澤秀太郎氏（東

北歴史博物館）には多大なご協力を賜った。こ

こに記して感謝の意を表したい。
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飼養される鷹の嬌の進行について

おおよそ春頃から秋にかけて鷹に起こる換羽

を籍（鳥嵐）という。また、坤が始まることを

「睛入り」と言い、 1年に 1度訪れる換羽の時

期には鷹にとって多くのエネルギーが必要とな

る。そのため、鷹匠は 1年間使う羽を強く綺麗

に伸ばすために様々な工夫をし、猟期を迎える

までに羽根をうまく育てることと、鷹の体調管

理に努めている。前近代に飼養されていた鷹た

ちは、それまでホコに繋がれていた状態から、

時人りが起こると小屋に放たれ、峙の促進を促

してから再び係留され、猟期に向けて準備を行

った。現代でも、その手法は基本的な点ではそ

れほど変わらない。

今回、株式会社ファルコンウィングの飼養す

る猛禽を中心に、年齢や記録時の気候や気温デ

ータをとり、僻の進行について報告したい。期

間は、令和 2年 (2020)5月 27日から 10月 17

日までの間とし、 1日に定期的に埠の状況につ

いて記録した。餌やりの回数は 1日に 2回。期

間中、餌は鶏の雛（ひよこ）や鶉を主に与えた。

この時期は 1年の中で最も羽根に栄養を届ける

必要のある時期のため、 1 日 1回でも良い食事

を 2回に分け、できるだけ多く餌を与えること

にした。また、羽根の痛みのある鷹や、ハイタ

カの混血のオオタカは時が大きく、特に多く餌

を摂食した。既に埠入りした個体も多かったた

め、対象としたのは以下の 6羽となる。

1. ハヤブサ牟（シロハヤブサ X亜種オオハ

ヤブサ） 5年日。

2. オオタカ早11年目。

3. オオタカが3年目。

4. オオハイタカ Xオオタカ 3年目。

5. シロオオタカ早3年目。

6. ハリスホーク 6年日。

以下、 1から 6として説明する。

以下、 1から 6として説明する。

1.ハヤブサ早（シロハヤブサx亜種オオハヤ

ブサ） 5年目

石橋美里（株ファルコンウイング鷹匠）

2021年 1月 31日

1-1 6/3日外気温 23度睛れ

1-2 

6/3日

外気温 23度

晴れ

1-4坤完了 10/18日外気温 18度晴れ

1-3 

7/3日

外気温

22度

雨
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2．オオタカ早11年目

2-1 

5/27日

外気温 20度

晴れ

2-2 

5/27日

外気温

20度

睛れ

2-3 

6/3 H 
外気温

22度

曇り

2-4 

6/6日

外気温

23度

雨

2-5 

6/28日

外気温

30度

晴れ

2-6 

7/1日

外気温 24度

曇り

2-8 7 /15日外気温22度曇り

2-7 

7/7日

外気温

25度

雨

2-9 ほぼ埠完了。 10/17日外気温 18度睛れ
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3．オオタカa'3年目 4. オオハイタカ Xオオタカ 3年目

3-1 7 /3日外気温22度雨 4-1 8/3日外気温 32度晴れ

3-2 7/3日外気温22度雨 4-2 8/20日外気温 35度晴れ

5. シロオオタカ早3年目

3-3 伸びた様子。 7/19日 外気温 28度曇り

5-1 6/28日外気温 30度晴れ

3-4 ほぼ峙完了。 10/2日 外気温 21度 晴れ

5-2 8月 3日外気温 32度晴れ
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6-2 7月 17日 外気温 26

5-3 8月 3日 外気温 32度 晴れ

6-3 7月 19H

5-4 10月 2日 外気温 23度 睛れ

5-5 10月 15日外気温 20度 晴れ 6-4 8月 29日

6. ハリスホーク 6年目

雨
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まとめ

今回の記録では、時の進行は種類や日照サイ

クルにより若干のズレがあったものの、生態的

機能には一定の決まりがあった。また、傷みの

ほとんどない羽根は抜けていないため、一概に

すべての羽根が抜けるというわけではない。以

下、各鳥の概要をまとめる。

1は基礎代謝が高い状態で婚入りを果たした。

ほかの個体よりも羽根が傷んでいたため、 6月 3

日頃、埠に入ると早い段階で急速に尾羽が抜け

落ちていきながら、少しずつ尾羽が伸びていっ

た。次列風切りや雨覆いはこの時点で抜けはじ

めており、 1か月後の 7月 3日には初列風切り

よりも尾羽が伸びてほかの尾羽も抜けた順に伸

びた。

2は中世期の蒲生鷹と一致する。この個体は

5月 27日時点で既に本格的な坤に入っており、

胸部の羽根が次第に抜け落ち、雨覆いも抜けて

いた。その後、次列風切りや三列風切りがほと

んど抜け、 6月 6 日頃に最初に抜けた雨覆いが

生えだしているのを確認し、 6月 28H頃の記録

では両翼の対となる位隧の羽根が抜けていたの

と同時に雨覆いが生えだし、坤入りしてまもな

く抜け落ちていた部位の尾羽もほんの少し出始

めた。

基礎筋肉が低下していたこともあり、この個

体は全体的に坤の進行が遅かった。 7月になる

と、日照サイクルやホルモンの関係などもあり

一気に羽根が抜けて埠が進みだしたので、記録

中、基礎筋肉に対して時の進行が早すぎると判

断した。そのため、止まり木に係留した状態で

の記録を止めて、基礎筋肉を維持して安全に坤

をさせていくべく一時的にこのオオタカは小屋

に 1か月以上放すことにした。翼の羽や尾羽が

抜け、生えて基礎的な筋肉がついたと判断でき

た頃に再び止まり木に係留して、 10月 18 日頃

に時を完了した。

3は、 2の約半分の体重の兄鷹である。この

鷹は同じ種類でも体の大きい 2より坤の進行が

早く、埠の完了も早かった。また、気づいたこ

との中で 7月 3日にこの鷹は初列小翼羽以降の

小翼羽根が両翼ともに対になって羽根が抜けて

おり、 2より基礎代謝の高かったこの個体はそ

の後 2週間余りで両翼の小翼羽根が全部生え揃

った。

4は、記録中最も早く瑞が完了した鷹である。

この鷹はいわゆるオオタカとハイタカの混血個

体である。 8月 3日に抜けた羽根を確認し、 8月

20 日に睛が完全に完了したため最も睛明けが早

かった。

もろ

5は、 3や4と同じく 3年目を迎える諸峙の

鷹である。初列風切りが抜けた後、伸び始めた

のを確認してから調教を前倒しで始めたので、

一部尾羽が抜けなかった。 6月 28日と 8月 3日

の写真で分かるように初列風切りが抜けてから

伸びるまでの間、両翼が同じくらいの長さを維

持して伸びてきていた。この鷹は坤入り直前ま

で飛ばし続けており、羽根は短くなっても常に

飛ばしていた。これによって、時期間中でも飛

べるということが言える。すべて生え揃ったも

のの、換羽しなかった尾羽根は弱く、 10月 15

日時点で 1本石打羽根が折れたのでこれが遅れ

て抜けて生えてくるまでの間に尾羽を継いでい

た。

6の鷹は、キレイに尾羽が抜けて、ジグザグ

に同じ進度で伸びだした。記録としてわかりや

すかったのは 7月 7Hで、この 10日後に綺麗な

新しい羽根が伸びてきた。

以上のように、個体差はあるものの、総じて

尾羽がジグザグに抜けるのは同様であり、オオ

タカやハヤブサも、それぞれの抜け方・伸び方

をしているとはいえ、今回記録データを取った

鷹たちに関しては、種類の差によって抜けて伸

びる順番はあまり変わらなかった。また、時中

でも常に飛べるようになっており、抜けて伸び

る間に別の羽根がその代わりを担って機能して

いた。また、痛みのある羽根は優先的に抜け落

ち、おおよそ 10月下旬までに多くの鷹たちが時

を終え、ハイタカの混血、体の小さな兄鷹、代

謝の早い鷹は坤の進行や完了が早いと言うこと

ができる。さらに、日差しを積極的に浴び、積

極的に水を摂取することで坤の進行が進むこと

が指摘できる。

6/22日外気温 31度 睛 れ
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6/22 H 外気温 31度晴れ

第6回研究会（オンライン開催）

鷹場領主論ー尾張藩士横井家の鷹場を事例に一

本報告は、尾張藩士である横井家の鷹場を事

例として、「鷹場領主」がどのような人材登用を行

ったのかを検討したものである。嘉永4年(1851)に

横井家の鷹場が拡大されると、同家の鷹場支配

機構は大きく改められることになった。従来まで用

人として鷹場の実務にあたっていた岩田小弥太が

鷹場奉行に就任し、また鷹方役所も新たに設置さ

れた。さらに、鷹場に住む人々を鷹場役人として

登用するシステムも確立した。登用された役職は、

受贈図書

・菊池勇夫氏『飢えと食の日本史』（吉川弘文館、 2019年）

7/15日外気温 22度天気 曇り

2020年 11月 15日

山崎久登

鷹場の維持管理をするための鷹場見廻役、鷹の

餌を調達する餌差役、川の環境維持などを行う川

守役である。彼らは横井家の家中として位置づけ

られ、横井家による支配を受けることとなった。ま

た、このような鷹場制度の改革を通じて、横井家

は鷹場領主としての意識も確立させていった。し

かし、一方で鷹場の拡大は、鳥害の増加を招き、

村々による鷹場返上運動を引き起こすことにもな

るのである。

•久水俊和・石原比伊呂『室町・戦国天品列伝後醍醐天皇から後陽成天皇まで』（戎光祥出版、 2020 年）
・伊藤昭弘『青年藩主鍋島直正一天保期の佐賀藩』（海鳥社、 2020年）

・兼平賢治『近世武家社会の形成と展開』（吉川弘文館、 2020年）

• Oliver Grim(ed) "Raptor on the fist-falconry,it's imagery and similar motifs throughout the millennia on a global 

scale(Advanced studeis on the archaeology and history of hunting)”、Wachholtz、2020年

・『近世史藁』第 10号、 2020年

•松江歴史館編『松江城天守閣国宝指定5周年記念企画展 NARITAKI立公江藩主松平斉貴ー北斗七星
と鷹と西洋文化に魅せられた殿様』、 2020年

・中塚武監修／鎌谷かおる•佐藤大介編『気候変動から読みなおす日本史6 近世の列島を俯敵する一南
から北へ』（臨川書店）、 2020年

・霞会館・扶桑社編『御料鵜飼』（霞会館・非売品）、 2020年

•安田寛子『幕末期の江戸幕府鷹場制度一徳川慶喜の政治構想一』（河出吾房新社）、 2020 年
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編集後記にかえて（鷹・鷹場・環境研究会代表福田千鶴）

2 0 2 1年2月5日

科研最終年度を迎えました。 2020年度が始まれば、すぐに「鷹・鷹場・環境 NEWS」10号を発行する予定でしたが、この時期

にまでずれ込んでしまったことをまずはお詫び申し上げます。とはいえ、最終号にふさわしい豪華なラインナップとなりました。ご寄

稿いただいた各位には、心よりお礼を申し上げます。

振り返れば、 2020年3月に COVID-19による海外出張の中止に始まり、大学研究室の封鎖等の状況によりデータが利用で

きなくなるなど、研究遂行が極めて困難な状態に陥りました。また、オンライン化への対応に時間を浪費する日々が続くなか、

三密回避のために、 2020年 10月 31 日（土）に開催予定であった新潟県立歴史博物館でのシンポジウムも中止の決断を迫

られるなど、研究計画の大幅な見直しとなりました。シンポジウムの準備に関わっていただいた皆様には、この場をかりて、お詫

びを申し上げます。

本号に掲載した相馬拓也さんによる第2次モンゴル調査隊には、ハワイでサバティカル中であった安田章人さんも参加する

予定でしたが、その途次に日本に帰国していたなかで COVID-19が拡大し、米国への再入国が難しくなる危惧から、急ぎハワイ

に戻るという混乱した状況でした。そのなか、ぎりぎりのタイミングでモンゴル調査に出向き、無事に調査隊の一行が帰国できたこ

とは幸いでした。相馬さんからは早々に調査報告を受け取っていましたが、上記のような状況のなかでニューズレターの発行が

遅れました。これについても、心よりお詫び申し上げます。

2020年4月には、前倒し申請を出していた科研(A)の継続が不許可になるという残念無念の連絡も届きました。落選理由

は、継続させるためには「研究計画に格段の飛躍が必要」とのことでした。鷹狩研究の次のステップとして、国際比較を大きく提

起したつもりでしたが、理解を得られなかったのは残念です。これだけ地道に研究を蓄積し、斬新な成果を発信し続けていても

評価されなかったという落胆は、ニューズレター発行の意欲を失わせた一因といえば恨み節になりますが、 COVID-19への対応

で疲弊するなかで精神力が続かなかったのは事実とさせてください。

研究会のメンバーには、科研継続が認められなければ解散する旨を伝えていました。まさに背水の陣を敷いての参戦でした

ので、鷹・鷹場・環境研究会は本年度末の 2021年 3月をもって解散となります。本当に共同研究のすばらしさを実感すること

のできた充実した5年間でした。メンバーの皆様には、心より感謝を申し上げます。とくに副代表の武井弘一さんには、いつも的

確なアドバイスをいただきました。この場をかりて御礼を申し上げます。ここで研究会を解散するのは残念な思いもありますが、 5年

間に蒔いた種は研究会の枠組みを超えて、たくさんの芽を出しつつあることを確信しています。今後に続く方々にバドノを渡し、

「格段に飛躍」した研究として再結成してくれることを期待したいと思います。

なお、研究の国際化が喫緊の課題であるにもかかわらず、これを

放置したまま研究会を解散するのば橿泥たる思いでした。そこで、やや

気力が戻ってきた9 月に、『鷹狩の日本史』（福田千鶴•武井弘一共

編、勉誠出版、 2021年 2月刊行）の英文化を思い立ち、シンポジウ

ムの予算をこれに振り替えることにしました。全文の翻訳はかないませ

んでしたが、『鷹狩の日本史』の序章・通史編と各論のなかから計7

章を英訳して『鷹•鷹場・環境研究』 5号に掲載することにしました。ご

覧いただけますと幸いです。

それでは、本号をもって「鷹・鷹場・環境 NEWS」も最終回となります。

ご愛読いただいていた皆様には心よりお礼を申し上げます。また逢う

日まで、お元気で。 2018年 11月24日（土）早朝

Photo by Chizuru Fukuda 

鷹・鷹場・環境 NEWS VOL.10 2021年 2月 5日発行鷹・鷹場・環境研究会編集・刊行
〒819-0395 福岡市西区元岡 744 九州大学基幹教育院幅田研究室 TEL:092-802-6019

c本誌掲載の記事および画像の所有権は鷹・鷹場・環境研究会にあります。無断の転載を禁止します。
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＜研究会メンバー紹介＞

0代表

福田千鶴九州大学基幹教育院教授

0研究分担者

イブズ系教授

堀田幸義 宮城教育大学教育学部教授

水野裕史筑波大学芸術系助教

森田喜久男 淑徳大学人文学部教授

安田章人九州大学基幹教育院准教授

武井弘ー（副代表） 琉球大学国際地域創造学 渡部浩二新潟県立歴史博物館専門研究員

部准教授

東幸代滋賀県立大学人間文化学部教授 0研究協力者

伊藤昭弘佐賀大学地域学歴史文化研究セン 榎森進東北学院大学名誉教授

ター教授（センター長） 来見田博基鳥取県立博物館主任学芸員

岩淵令治 学習院女子大学国際文化交流学部 中野渡一耕青森県環境政策課総括主幹

教授 山崎久登東京都立砂川高等学校教諭

江藤彰彦久留米大学経済学部特任教授 越坂裕太 九州大学人文科学府後期博士課

大賀郁夫宮崎公立大学人文学部教授 程・ (2020年 8月まで日本学術振興会特

大坪舞佐世保工業高等専門学校講師 別研究員、 9月より郡山城史跡・柳沢文庫

籠橋俊光東北大学大学院文学研究科准教授 保存会学芸員）

兼平賢治東海大学文学部准教授 丸山大輝長崎県対馬歴史研究センター学芸

相馬拓也京都大学白眉センター特定准教授 -昌'‘ 

中澤克昭上智大学文学部教授

東昇 京都府立大学文学部准教授

久井貴世北海道大学大学院文学研究院准教 ＊所属は 2020年4月現在のみを示した。各年度の

授 メンバーは、『鷹・鷹場・環境研究』 1~5号掲載の活

藤賓久美子 国文学研究資料館研究部アーカ 動報告を参照のこと。
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〔編集後記〕 福田 千 鶴

文部科学省科学研究費 A 「日本列島における鷹・鷹場と環境に関する総合的研究」 (JSPS科研費

JP16H01946)の活動記録『鷹・鷹場・環境 NEWS』1~10号の総集号をお届けします。また、これに先行

して発行していた非公開の『鷹・鷹場と環境 NEWS』からの抜粋記事をコラムとして掲載しました。

「そもそも、この研究会を立ち上げようと考えたのは、ちょうど武井弘一さんが琉球大学にご就職をさ

れた頃でした。私もいろいろあって、 2008年度より生まれ故郷の福岡に戻り、九州産業大学に迎えていた

だいた頃に重なります。九小＇‘|出身の二人が九州・沖縄に戻ったことから、何か加）小 Iから研究を発信できる

プロジェクトをそのうち計画したいという武井さんの強いオファーがあったと記憶しております。（中略）

たまたま、武井さんとは『新発見！週刊日本の歴史 1616-1651』（朝日新聞出版、 2014年）で一緒にお仕事

をしたこと、また今年 10月には「EastAsian of Environmental History in Kagawa」で共同研究報告を

するということで会合を持つ機会があり、プロジェクト研究の方向性を検討いたしました。日本近世史の

喫緊の課題としては、家老研究の方向性も検討されたのですが、私と武井さんとの出会いのきっかけであ

る麿の研究でプロジェクトを立てようということで合意にいたりました。」（『鷹・鷹場と環境 NEWS』3号、

2015年 10月 1日発行より）

こうして 2014年秋から武井弘ーさんとメンバーの選出に入った。近世史に関してはお互いに気心の知れ

た仲間を招き入れた。とくに鷹が専門という方ばかりではなかったが、皆快諾してくれた。藤官久美子さ

んには應書と出版の問題を考えてほしいという無茶ぶりだったが、いつもニューズ・レター原稿が足りな

いときのお助け隊になっていただいた。古代史の森田喜久男さん、中世史の中澤克昭さんには、近世史中

心のメンバーのなかでご参加いただけたことは、本当にありがたかった。2014年冬の筆者の職場忘年会で、

狩猟学専門の安田章人さんに「誰か私をモンゴルに連れて行って！」と人探しを頼むと、即、相馬拓也さ

んを紹介された。同じく美術史の同僚に「求む！鷹狩美術ができる人」とダメ元で相談したところ、これ

も「いますよ」といって、水野裕史さんを紹介してくれた。お二人はこの科研になくてはならない人材と

して活躍していただいた。フィールド先の方々にも数々お世話になった。とくに久井貴批さんに差配をし

ていただけたことで、充実したフィールドワークに結実した。いずれの方々にも感謝申し上げる。

他にもメンバー全員のお名前をあげて御礼を申し上げたいが、紙幅の関係で割愛することをお許しいた

だきたい。振り返れば、私の勝手気ままな随意刊行のニューズ・レターにも、皆よくつきあってくれた。最

後の最後に、この科研を通して得たたくさんの出会いに心よりの深謝を伝え、終わりとしたい（畢）。

（付記）本研究は、 JSPS科研費 ]P16H01946の支援をうけたものです。 5年間の研究支援にも感謝申し上げます。
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