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令和 3 年度 環日本海文化交流調査研究集会の開催について 

 

 日本列島のほぼ中央部にあり日本海に臨む本県は、海を介した東西交流の結節点

としての役割を果たし、特色ある歴史文化や風土を育んできました。 

 平成 12(2000)年度に始まった「環日本海文化交流調査研究事業」は、主に日本海

沿岸各地の発掘・研究成果を持ち寄り、「日本海」を背景とする視点から、各地域の

独自性や共通性などをそれぞれのテーマに則して検討し、日本列島における日本海

沿岸各地の歴史的理解を深めること、ひいては本県の歴史･風土の理解を深化させ

ることを目的とした調査研究事業です。 

 

 １ 令和 3 年度調査研究テーマ 

   「古墳時代の祭祀 ～水のマツリを中心として～」 

 

 ２ 趣 旨 

 古墳時代の祭祀、特に水のマツリには王権や有力首長層が関わったとされ、

近年、それに関連すると見られる遺構の確認例も増加してきています。また、

主に畿内では、その遺構や施設が表現される埴輪も出土しており、王権や有力

首長層にとって水のマツリが重要な儀礼であったことが推察されています。 

 こうした施設の系譜が日本海側の地域に求められるのではないかとの指摘も

ありますが、その実態はまだまだ不明な点が多い状況です。 

 そこで、今回の調査研究では、各地の水のマツリに関わる遺構やそれに関わ

る遺物を集成・研究し、各地の特徴や共通性、畿内王権と地方との対比などか

ら、水に関わる祭祀の様相を探ります。 

 

 ３ 日 時 

   令和 3 年 2 月 24 日（木） １３：３０ ～ １５：３０ 

※ 新型コロナウィルス感染症の拡大により、Zoom ミーティングによる 

オンラインでの開催 

 

 ４ 主 催 

   公益財団法人 石川県埋蔵文化財センター 





石川県内における水のマツリ～古墳時代を中心に～ 
（公財）石川県埋蔵文化財センター 新美 祥人夢 

 
はじめに 
 古墳時代にみられる祭祀遺跡は①自然物を対象とするもの②住居跡付属地③古墳付
属地などがある。中でも①に該当する水の祭祀は、畿内周辺を中心として多くの検出
例がある。これは古墳時代前期から古墳時代中期にかけての時期に集中し、①湧水源
地を加工したもの（湧水点祭祀）②流水を対象としたもの（流水祭祀）に大別される。
 前者に該当する遺跡は三重県城之越遺跡、同県六大 A 遺跡などがあり、後者には奈
良県南郷大東遺跡、京都府小樋尻遺跡などが代表例として挙げられる。また、埴輪の表
現では中期以降に大阪府狼塚古墳、三重県宝塚１号墳など中央政権下において多く確
認できる。 
 
石川県内における水辺の祭祀 
 本節では県内の古墳時代における水辺の祭祀について触れていく。  
１．加賀地域 
千代・能美遺跡 小松市に所在する遺跡で、湧水点祭祀と流水祭祀双方を行った跡が確
認された（図２）。北区画からは、大型掘立柱建物（SB12）に隣接する形で大型の桶を
井戸に転材した井戸が見つかっており、SB12の南側には、目隠し塀と思わしき柱穴跡
があること、工房施設群があると思われる中央区画との境には坂塀が設置されている
ことから偏絶性が際立つ。南区画からは流水点祭祀に該当する導水施設が見つかった。
導水施設の東南側の井戸（SE01）から溢れ出る水を流して、木製構造物に入れたもの
と考えられる。大量の土器とともに木製高坏や武器・船といった木製祭祀具の出土も
確認されている。 
畝田遺跡 金沢市に所在する遺跡で、大溝と小溝などの遺構が確認された。古墳時代前
期の導水施設が溝（SD06）で見つかっている（図３）。この溝と合流する河道（SD05）
では刀の把や弧文板、儀仗といった祭祀的な属性を持つ木製品が出土している（図 5－
8・9）。また、SD05からの土製羽口、導水施設の南側に位置する遺構密集部分での石
釧未製品の出土から遺跡内で手工業生産工房の存在を推定できる。  
 
２．能登地域 
 能登地域では導水施設といった水の祭祀跡は現在見つかっていないが、溝における
祭祀などの痕跡は確認されている。 
 
３．石川県内の井戸 
 県内のおける井戸の出現は、金沢市藤江 C 遺跡や小松市八日市地方遺跡など弥生時
代中期まで遡る。弥生時代後期中葉になると加賀で木組み井戸が出現し、古墳時代早
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期になると数が増え、縦板組井戸側・桶転用井戸側などがみられバラエティーに富む。
また、堀大介氏の指摘によると北陸の井戸は、扇状地扇端部から沖積地にかけて発見
され、全体の４割を木組み井戸が占めるという。  
 井戸祭祀は、対象とする範囲が明確に定まっていない。萩市遺跡の鍬形木製品が出
土した井戸などは井戸祭祀に該当すると考える。堀氏が着目した土器の残存率に則る
と古墳時代にみられるものでは完形に近い土器が出土する井戸などが該当するが、ど
こまでを井戸祭祀の範囲とするかは問題が残る。  
 
４．石川県内の溝 
 溝における祭祀は明確な祭祀空間を表現した事例がないため、出土した遺物から再
試が行われた可能性があるものに限り、触れていく。  
二口六丁遺跡 金沢市に所在する遺跡で、弥生時代後期～古墳時代前期の土器と大量
の木製品が出土した大溝が見つかった。その中でも船形木製品が２点出土している。  
萩市遺跡（図４） 羽咋郡宝達志水町に所在する。調査区内を南西から北東へ向かって
流れる大溝と接するようにして井戸が１基検出されている。井戸側は一木の丸太をく
り抜いたものであり、木鏃が１点出土している。大溝からは、弥生時代中期～古墳時代
前期の土器に加え、大量の木製品が出土した。  
矢田遺跡 本遺跡は今年度発掘調査が行われ、弥生～奈良・平安時代の土器や木製品が
大量に出土した。また、過去の調査区でも同様に溝から土器と木製品が出土している。
今回の調査では、北側調査区から古代の木簡や木製小型祭祀具などが出土したが、今
回の発表では古墳時代のみ取り挙げる。南側調査区から弥生時代後期～古墳時代中期
に該当する時期の土器と木製品を含んだ東から西へと流れる大溝を検出した。木製品
の中には、袋状鉄斧の柄や刀装具未製品などがあり、祭祀具としては呪術的なものを
連想させる形の木製品（鳥形？木製品）、琴柱形木製品を連想させるような木製品など
が現在確認されている。周辺古墳は古墳時代後期が活発なことに対して、中期が主体
なことに疑問は残るが、追々検討していく所存である。 
 
石川県水辺の祭祀の特徴と首長系譜 
 加賀地域においては、南郷大東遺跡の例を代表とした所謂王陵系祭祀と総称される
祭祀形態が採用されているのが見て取れる一方で能登地域では、そのような祭祀形態
は現在確認されていない。しかし、私個人としては、矢田遺跡が水辺の祭祀を行ってい
た可能性は捨てきれないと考えている。  
林大智氏は古墳時代前期段階において加賀地域での首長居館の構造が加賀地域内で

共有されたと提唱し、畝田遺跡と千代・能美遺跡などで祭祀行為を行なった首長層が
近畿地域の首長層と交流関係にあったとした。その上で集落遺跡を４つに分類し、集
落と墳墓の階層を対応関係として示した（図７）。古墳時代前期の加賀地域での首長居
館構造の共有が為されたとしたら能登地域での祭祀遺跡と墳墓群の関わりをどう見る
か課題が残る。 
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終わりに 
 県内における水辺における祭祀の代表例を挙げてきたが、発見例を見落としがある
可能性が大いにある。なお、首長層と祭祀遺跡の関わりについても今後考えを深めて
いく必要がある。 
また、今回の発表では古墳時代前・中期を主な対象としたが、後期以降の水辺の祭祀

についても取り挙げる必要があろう。これらを来年度の課題としたい。 
 
附論 
 石川県内ではないが、近年福井県脇袋丸山塚古墳で狼塚古墳出土の囲形埴輪のよう
な長方形の囲形埴輪が、本来墳頂に置いていたと思われる場所で出土した（図６）。同
じく福井県六呂瀬山１号墳でも囲形埴輪が出土した。これらの資料で流水祭祀の埴輪
表現と判断するのは根拠として薄いが、用いられ方は違うにしても所謂中央系埴輪の
流入を示す。今後、類例が増えることにより、埴輪で表現される水の祭祀についても明
らかになっていくことを期待したい。  
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 表１ 石川県内の水のマツリ 
番号 地域 市町村 遺跡名 時期 祭祀痕跡 出土遺物 備考

1 古府クルビ遺跡 中期～後期 溝状遺構 有孔円盤 小型仿製鏡片出土

溝 琴柱形石製品

井戸 防錘車 未製品

3 二口六丁遺跡
弥生時代後期

～
古墳時代前期

大溝 船形木製品 大量の土器・木製品

4 畝田遺跡 古墳時代前期 導水施設周辺
弧文板
儀仗

5 西念・南新保遺跡
弥生時代後期

～
古墳時代前期

溝
剣形木製品

など
弥生時代の溝で短剣

6 永町ガマノマガリ遺跡 古墳時代？ 溝 勾玉

7 八日市遺跡
弥生時代後期

～
古墳時代前期

祭祀空間？
剣形木製品
漆塗製品など

方形区画＋井戸 湧水点祭祀

導水施設周辺
武器形木製品
木製高坏など

手工業生産工房

9 千代テジロA遺跡
弥生時代後期

～
古墳時代前期

溝 剣形木製品

10 羽咋市 太田ニシカワダ遺跡 古墳時代前期 溝 剣形木製品

大溝 刀形木製品 大量の土器・木製品

井戸 鍬形木製品 本文では木鏃と表記

12 矢田遺跡
弥生時代後期

～
古墳時代中期

大溝
鳥形？木製品
琴柱形木製品

大量の木製品

13 三室福浦B遺跡 古墳時代前期 溝 管玉

加賀

金沢市

2 戸水C遺跡
弥生時代後期

～
古墳時代前期

加賀市

8
小松市

千代・能美遺跡 古墳時代前期

能登

11
羽咋郡

宝達志水町 荻市遺跡
弥生時代後期

～
古墳時代前期

七尾市
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　図１　石川県水のマツリ遺跡位置図（数字はエクセル番号と対応） 
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１
２

３

図３　畝田遺跡の導水施設検出状況　左 1/120　右 1/30　石川県埋蔵文化財センター 1991 より

図２　千代 ・ 能美遺跡　１導水施設周辺平面図 1/130　２導水施設平 ・ 立面図 1/30　３北区画平面図 1/300

石川県埋蔵文化財センター 2012 より
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図４　荻市遺跡　溝 ・ 井戸平面図 1/60　石川県文化財保存協会 1998 より

図５　祭祀遺跡出土遺物 （遺跡表記省略） 金沢市 1996、 石川埋文 1991 ・ 石川県教育委 1972 より

１〜３剣形木製品　４琴柱形木製品　５〜７船形　８儀仗　９弧文板

１

２

７

６ ５

４

３

８ ９

１荻市　２太田ニシカワダ
３千代デジロ　４戸水 C
５・６二口六丁　８・９畝田
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１

２

３

図９　北陸の首長墳の編年　高橋 2011 より

図８　黒塚古墳 Y 字形鉄製品
橿考研 2019 より

図７　集落 ・ 墳墓の階層対応図
林 2016 より　

図６　脇袋丸山塚古墳出土の囲い形埴輪
藤本 （新美） 2019 より

１上部　２底部　３復元イメージ図
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1 
 

古墳時代の水のマツリ 
 

三重県埋蔵文化財センター 穂積裕昌 

 

はじめに〜水に関わるふたつの遺構 井泉と「導水施設」〜 

 ・井泉は縄文時代以来の系譜が存在、導水施設は古墳時代になって登場 
 ・「導水施設」は、特定遺構を指すだけでなく、水路から水を引いてくる遺構全般を指

すこともあるので注意 
・「導水施設」は、それを原形とした埴輪である囲形埴輪の知見から概念が明瞭化 

   ⇒「導水施設」；遮蔽施設内（囲形埴輪の外周囲み部）に木樋を通して流水を引き

入れ、それを木槽部によって一定量溜めたのち、遮蔽施設外へ排出する機能を

もった施設で、木樋・木槽部上に覆屋が伴うこともある（穂積裕昌 2004「水にかかわ

る祭儀―井泉と導水施設」『考古学資料大観 10 弥生・古墳時代 遺跡・遺構』、なおこの定義は、囲形埴

輪の性格について述べた渞斎氏の定義にほぼ従うものである。渞斎 2001「水の祭祀場を表した埴輪につ

いての覚書」『史跡心合山古墳発掘調査概要報告書』八尾市教育委員会） 

 ・マツリは「祭祀」と同義だが、岡田精司は祭祀を「神もしくは精霊に対し、祈願し

たり、慰めなだめたりするための、儀礼的な行為」と規定した（岡田精司 1992「神と神ま

つり」『古墳時代の研究』12 雄山閣出版）。一方、死者に捧げる儀礼は「儀礼行為としては神

祭りと共通する行為も部分的には認められるが、神祭りとは目的も性格もちがうも

のである」とし、死者儀礼と祭祀を別個の枠組みと捉えた（岡田精司 1999「古墳上の継承

儀礼説について 祭祀研究の立場から」『国立歴史民俗博物館研究報告』第 80集）。 
    ⇒神・カミ・精霊に対して行うものをマツリ、死者に対して行うものは喪葬 
    （律令でも、神に対して行う規定は神祇令、死者に対して行う規定は喪葬令） 

１ 前史～縄文時代から弥生時代へ～ 

縄文時代・・・各地で「水場遺構」を確認 
  群馬県矢瀬遺跡、東京都下宅部遺跡など 
  湧水点を中心とした場を多目的（生産・貯蔵・祭祀など）の空間として定式化 
弥生時代・・・「水場」が目的に応じて特化していく方向性 

  生産；北九州市長野小西田遺跡など、木器生産に関わる貯木・水晒し場遺構など 
  祭祀；大型建物とセットを構成する井泉・井戸 
      大阪府和泉市池上曽根遺跡の独立棟持柱式掘立柱建物と大型井戸など 
      ⇒大型建物を神殿もしくは祭殿と考える立場と、祭祀と無関係の共同体会

所等を想定する意見の対立（神殿論争） 
     ※和田萃 2001「「神殿」をめぐって」『大美和』100号 大神神社 
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２ 聖なる井の系譜～弥生時代の井泉の存在形態～ 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
池上曽根遺跡の大型建物と大型井戸   鳥取県茶畑山道遺跡の大型建物と配石土坑 

秋山浩三 1999「池上曽根遺跡中枢部における大形建物・井戸の変遷(上)」『みずほ』28 
名和町教育委員会 1999『茶畑山道遺跡』名和町教育委員会  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                   唐古・鍵遺跡 74次調査の大型建物 

唐古・鍵遺跡 93次調査の大型建物と大型井戸 

田原本町教育委員会 2008『唐古・鍵遺跡―範囲確認調査―遺構・主要遺物編』 
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唐古・鍵遺跡の祭祀遺物等出土の井戸（抜粋） 

 田原本町教育委員会 2008『唐古・鍵遺跡―範囲確認調査―遺構・主要遺物編』及び同遺跡の各年度概要から作成 

 ・儀礼空間としての井泉と大型建物のセットは、すでに弥生時代に認められるが、基

本的に集落内に存在。井泉の性格については議論あり。 
 

３ 古墳時代の儀礼空間と井泉 

 
纒向遺跡第 48次調査の大型井泉         明石市藤江別所遺跡の井泉 

桜井市教育委員会 1987『纏向遺跡・纏向小学校地区第 6次発掘調査資料』 

明石市教育委員会 1996『藤江別所遺跡』 
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      三重県古轡通り B遺跡の儀礼空間 

（三重県埋蔵文化財センター2000『古轡通りＢ遺跡・古轡通りＢ古墳群発掘調査報告』） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛知県八王子遺跡の儀礼空間（上）の井泉と出土遺物（未使用状態のミニチュア土器） 

 （愛知県埋蔵文化財センター2001『八王子遺跡』） 

 
奈良市南紀寺遺跡の儀礼空間（石組井泉と貼石溝、方形池と島状施設） 

 （森下浩之 1998「奈良市の南紀寺遺跡」『日本の信仰遺跡』（奈良国立文化財研究所学報第 57冊） 
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参考；群馬県三ツ寺Ⅰ遺跡の主屋建物 

         （群馬県教育委員会ほか 1988『三ツ寺Ⅰ遺跡』） 

 
 
 
 
 
  
 
  
                      
 
群馬県中溝・深町遺跡の儀礼空間 

（新田町教育委員会ほか 2000『新田東部遺跡群Ⅱ〔第 1分冊〕中溝・深町遺跡 中溝Ⅱ遺跡』） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三重県城之越遺跡の儀礼空間（穂積裕昌 2012『古墳時代の喪葬と祭祀』雄山閣） 
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城之越遺跡の貼石祭儀場（上野市教育委員会 1998『城之越遺跡（2次）発掘調査報告』に加筆） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  城之越遺跡貼石祭儀場全景      城之越遺跡の第 1突出部・方形檀と立石 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

城之越遺跡井泉２          城之越遺跡大溝の出土土器 
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伊勢神宮内宮（皇大神宮）と城之越遺跡の立地比較（左；福山敏雄 1976『伊勢神宮の建築と歴

史』日本資料刊行会・右；上野市教育委員会 1998『城之越遺跡（第 2次）発掘調査報告』） 

 
 
 
  
 
 
  
                  東京国立博物館蔵内宮出土滑石製模造品 

伊勢市教育委員会 1990『佐八藤波遺跡発掘調査報告』 
    
  
   
 
 
伊勢神宮内宮（集英社 2000『訳注日本史料 延喜式』上） 

 
 
                  明治 28年刊行『神都名勝誌』４（神宮司庁）所

収の荒祭宮北方採集の滑石製模造品類 

・古墳時代には、「井泉＋大型」をセットとした儀礼空間が定式化 

・一方、纒向遺跡 48次（小学校地区第 6次）、藤江別所、南紀寺などは大型の井泉の

みが存在するが、周辺に大型建物がないか確認が必要 

・城之越遺跡や南紀寺遺跡など大規模な貼石造形が伴い、儀礼空間として整備された

状況を示し、首長層の関与が明確⇒城之越遺跡の大型建物は三ツ寺Ⅰ遺跡と同規模 
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４ 文献から探る水への信仰〜儀礼の場としての井泉空間〜 

文献１ 『日本書紀』巻一 神代上第六段一書第二 
一書（第二）に曰はく、素戔嗚尊、天に昇らむとする時に、一神 
有す。羽明玉と号す。此の神、迎へ奉りて、瑞八坂瓊の曲玉を進 
る。故、素戔嗚尊、其の瓊玉を持ちて、天上に到る。是の時に天 
照大神、弟に悪心有らむを疑いたまひて、兵を起し詰問りたま 
ふ。（中略）時に天照大神、復問ひて曰はく、「汝が言の虚実、何 
を以ちてか験とせむ」とのたまふ。対へて曰はく、「請はくは、 
吾と姉と共に誓約を立てむ。誓約の間に、女を生まば黒き心と為 
ひたまへ。男を生まば赤心と為ひたまへ」とのたまふ。乃ち天真 
名井三処を掘り、相与に対ひて立たす。是の時に、天照大神、素 
戔鳴尊に謂りて曰はく、「吾が所帯せる剣を以て、今当に汝に奉 
らむ。汝は汝が持たる八坂瓊の曲玉を、予に授れよ」とのたま 
ふ。（中略）已にして天照大神、則ち八坂瓊の曲玉を以ちて、天 
真名井に浮け寄せ瓊の端を囓ひ断ちて、吹き出づる気噴の中に 
神を化生したまふ。市杵嶋姫命と号く。（以下、略） 

            三重県六大Ａ遺跡の井泉と出土遺物

（滑石製勾玉・木製刀形） 

（三重県埋蔵文化財センター2002『六大Ａ遺跡発掘調査報告』） 

文献２ 『日本書紀』巻第二十四皇極天皇 
（元年）八月の甲申の朔に、天皇、南淵の川上に幸して、跪きて四方を拝み、天を仰

ぎて祈りたまふ。即ち雷なりて大雨ふる。遂に雨ふること五日、天下を溥く潤す。或

本に云はく、五日連雨して、九穀登熟れりといふ。是に、天下の百姓、俱に万歳と称

して曰さく、「至徳します天皇なり」とまをす。 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

三重県伊賀市島ヶ原・川南地区の滝祭り 

 

文献３ 『日本書紀』巻第七景行天皇 
（四十年是歳）胆吹山に至りますに、山神、大蛇に化りて道に当れり。（中略）時に山
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神、雲を興し氷を零らしむ。峰霧り谷曀くして、復行くべき路無し。乃ち捿遑ひて、

其の跋渉る所を知えず。然るに、霧を凌ぎて強に行で、方しに僅に出づること得たま

へり。猶し失意ひて酔へるが如し。因りて山下の泉の側に居して、乃ち其の水を飲し

て醒めます。故、其の泉を号けて居醒泉と曰ふ。日本武尊、是に、始めて痛身みたま

ふこと有り。（以下略） 
文献４ 『日本書紀』巻二十七 天智天皇 
（九年）三月の甲戊の朔にして壬午に、山御井の傍に、諸神の座を敷きて、幣帛を班

つ。中臣金連、祝詞を宣る。 
文献５ 『続日本紀』元正天皇養老元年十一月条 
朕今年九月を以て、美濃国不破行宮に       

到る。留連すること数日なり。因て当

耆郡多度山の美泉を覧て、自ら手面を

盥ひしに、皮膚滑らかなるが如し。亦、

痛き処を洗ひしに、除き癒えずといふ

こと無し。朕が躬に在りては、甚だそ

の験有りき。また、就きて飲み浴る者、

或は白髪黒に反り、或は頽髪更に生

ひ、或は闇き目明らかなりが如し。自

餘の痼疾、咸く皆平癒せり。昔聞かく、

「後漢の光武の時に、醴泉出でたり。これを飲みし者は、痼病皆癒えたり」ときく。

符瑞書に曰はく、「醴泉は美泉なり。以て老を養ふべし。蓋し水の精なり」といふ。寔

に惟みるに、美泉は即ち大瑞に合へり。朕、庸虚なりと雖も、何ぞ天の貺に違はむ。

天下に大赦して、霊亀三年を改めて、養老元年とすべし」とのたまふ。 
文献６ 『常陸国風土記』新治郡条 
古老の曰へらく、昔、美麻貴の天皇馭宇しめしし世に、東の夷の荒ぶる賊俗、阿良夫

流爾斯母乃と云ふ。を平け討たむと為て、新治の国の造の祖、名は比奈良珠の命と曰ふ

ものを遣はしたまひき。この人罷り到りて、すなはち新しき井を穿りしに、今も新治

の里に存り。随時に祭を致す。その水浄く流れき。すなはち、井を治りしを以て、因りて

郡の号に着けたり。（以下略）。 
 
① 祭祀・儀礼空間としての井（文献１・２・４） 
② 洪水・旱魃等の水に関わる厄災からの逃れとそれに対抗する「鎮」の意識（文献２） 
③ 地域開発の根源、生活・農耕に不可欠な水の永遠の湧出への祈念（文献４・６） 
④ 井そのもの、あるいは井水（湧水）がもつ生命力への憧憬・讃え（文献３・５） 

 

文献４は、律令期の重要祭祀である祈年祭の初出史料と位置づける研究者もおり、古墳

時代に定式化した井泉空間の重要性が歴史時代にも連続していることがわかる 

⇒大嘗祭で奏上される中臣寿詞（文献８）も、天上世界へ連なる聖なる井水を讃える

内容が入る 
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文献７ 『日本書紀』巻三十 持統天皇 4年条 
四年の春正月の戊寅の朔に、物部麻呂朝臣、大盾を樹つ。神祇伯中臣大島朝臣、天神

壽詞を読む。畢りて忌部宿禰色夫知、神爾の剣・鏡を皇后に奉上る。皇后、即天皇位

す。公卿・百寮、羅列りて匝拝みたてまつり拍手つ。 
文献８ 中臣（天神）寿詞 ※大嘗祭の御膳の調理水は天の八井から湧く天つ水に由来 

 高天の原に神留ります、皇親神ろき・神ろみの命をもちて、八百萬の神等を神集へた

まひて、『皇孫の尊は、高天の原に事始めて、豊葦原の瑞穂の國を安國と平らけく知ろ

しめて、天つ日嗣の天つ高御座に御坐しまして、天つ御膳の長御膳の遠御膳と、千秋

の五百秋に、瑞穂を平らけく安らけく、齋庭に知ろしめせ』と事依さしまつりて、天

降しましし後に、中臣の遠つ祖天のこやねの命、皇御孫の尊の御前に仕へまつりて、

天のおし雲ねの命を天の二上に上せまつりて、神ろき・神ろみの命の前に受けたまは

り申ししに、『皇御孫の尊の御膳つ水は、顯し國の水に天つ水を加へて奉らむと申せ』

と事教りたまひしによりて、天のおし雲ねの神、天の浮雲に乗りて、天の二上に上り

まして、神ろき・神ろみの命の前に申せば、天の玉櫛を事依さしまつりて、『この玉櫛

を刺し立てて、夕日より朝日の照るに至るまで、天つ詔との太詔と言をもちて告れ。

かく告らば、まちは弱韮につゆ五百篁生ひ出でむ。その下より天の八井出でむ。こを

持ちて天つ水と聞しめせ』と事依さしまつりき。かく依さしまつりしまにまに聞こし

めす齋庭の瑞穂を、四國の卜部等、太兆の卜事をもちて仕へまつりて、悠紀も近江の

國の野洲、主基に丹波の國の氷上を齋ひ定めて、物部の人等・酒造兒・酒波・粉走・

灰燒・薪採り・相作り・稻の實の公等、大嘗會の齋場に持ち齋はり參ゐ來て、今年の

十一月の中つ卯の日に、ゆしり・いつしりもち、恐み恐みも淸まはりに仕へまつり、

月の内に日時を撰び定めて、獻る悠紀・主基の黑酒・白酒の大御酒を、大倭根子天皇

が天つ御膳の長御膳の遠御膳と、汁にも實にも、赤丹のほにも聞しめして、豊の明り

に明り御坐しまして、天つ神の壽詞を、天つ杜と國つ社と稱辭定めまつる皇神等も、

千秋の五百秋の相嘗にあひうづのひまつり、堅磐に常盤に齋ひまつりて、茂し御世に

榮えしめまつり、康治の元の年より始めて、天地月日と共に照らし明らし御坐しまさ

む事に、本末傾かず茂し槍の中執り持ちて仕へまつる、中臣の祭主正四つの位の上に

して神祇の大副を行ふ大中臣の朝臣淸親、壽詞を稱辭定めまつらく」と申す。（以下略） 
文献９ 万葉集 

・和銅五年壬子の夏四月、長田王を伊勢の斎宮に遣はす時に、山辺の御井にして作る歌 
山辺の 御井を見がてり 神風の 伊勢娘子ども 相見つるかも（巻１・81） 

・やすみしし わご大君 高照らす 日の皇子の 聞こし食す 御食つ国 神風の 伊

勢の国は 国見ればしも 山見れば 高く貴し 川見れば さやけく清し 湊なす 

海も広し 見渡す 鳥も名高し ここをしも まぐはしみかも かけまくも あや

に恐き 山辺の 五十師の原に うちひさす 大宮仕へ 朝日なす まぐはしも 

夕日なす うらぐはしも 春山の しなひ栄えて 秋山の 色なつかしき ももし

きの 大宮人は 天地と 日月と共に 万代にもが（巻 13・3234） 
・山辺の 五十師のみ井は おのづから 成れる錦を 張れる山かも（巻 13・3235） 
◎『万葉集』巻１と 13の「山辺御井」は伊勢神宮の御井か⇒さすれば中臣寿詞にも照応 
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５ 導水施設に関する私見〜導水施設は祭祀の場か〜 

 
奈良県御所市南郷大東遺跡の導水施設 

（奈良県立橿原考古学研究所 2004『南郷遺跡群Ⅲ』に加筆） 

これまで提起されてきた導水施設の性格に関する諸説 

 １ 水のマツリ場（白石太一郎・坂靖・青柳泰介・今尾文昭・渞斎ほか）⇒浄水を重視 

 ２ 死者に奉げる水の採取場（笹生衛）⇒祭祀の場は別。大嘗祭の原形の祖を祀る祭祀 

 ３ 禊ぎの場（和田晴吾）⇒被葬者が埋葬前に禊を受ける場⇒禊ぎを室内で行うことに疑問 

 ４ 殯所（穂積裕昌・米田敏幸）⇒導水施設を実用施設とみ、その対象を遺体とみる 

 ５ トイレ（松井章）⇒導水施設下流部から寄生虫卵が出土したことから提起（厠＝川屋） 

 ６ 産屋（黒崎直）⇒トイレを備えた産屋。トイレ説から派生 

 ７ 糞尿を撒く祭祀施設（石野博信）⇒寄生虫卵と祭祀遺物の出土を重視 

 

なぜ導水施設を殯所の一施設と考えたのか 
・導水施設に関する一般的見解⇒首長が主宰した水に関わる祭祀を実修した祭祀施設。

王権祭祀の実修施設とみる考えもある。しかし・・・ 
↓ 

・古代祭祀の一般的あり方は、露天で行う「庭上祭祀」が基本（伊勢神宮等） 
・「浄水化」機能も説かれるが、流水内での沈澱・濾過機能はほとんど期待できない 
・狭い遮蔽空間、建物内で行う祭祀の具体相が明確でない   

↓ 
遮蔽施設・覆屋内で流水を利用した実用的な施設と考えてはどうか 
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↓ 
その場合、導水施設を原形として埴輪化した囲形埴輪との整合性がある必要があるが、

湧水施設を内包したタイプの囲形埴輪は、先に見た井泉系祭祀施設と存在形態が異なる 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松阪市宝塚 1号墳の出島状施設（穂積裕昌 2017『古代の喪葬と船形埴輪 宝塚 1号墳』新泉社） 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

松阪市宝塚 1号墳の囲形埴輪（左；湧水施設型、右；導水施設型） 
（松阪市教育委員会 2005『三重県松阪市 史跡宝塚古墳』） 

周辺の出土状況か

ら上段には家形埴

輪が存在したと推

定されている 

- 20 -



13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大阪府心合山古墳出土囲形埴輪（八尾市教委 2001『史跡心合山古墳発掘調査概要報告書』） 
 
・囲形埴輪は、前方後円墳の場合、造出・出島状施設と後円部や前方部との「墳丘谷部」

からの出土が多いことが判明しており、それは実際の遺構（導水施設など）の存在形

態と照応していると考えられている 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                 奈良県極楽寺ヒビキ遺跡（奈良県立橿原考古学研究所

2007『極楽寺ヒビキ遺跡』） 
 
 
兵庫県行者塚古墳西造出 

（加古川市教委 1993『行者塚古墳 

発掘調査概報』をもとに作成） 
 
 
 
 
 
                      極楽寺ヒビキ遺跡 （穂積撮影） 
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極楽寺キヒビ遺跡と南郷大東遺跡の位置関係（穂積 2017『古代の喪葬と船形埴輪 宝塚 1号墳』） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
宝塚 1号墳出島状施設と極楽寺ヒビキ遺跡の対比  岡山市金蔵山古墳出島状施設 
（穂積『古代の喪葬と船形埴輪 宝塚 1号墳』、岡山市教育委員会 2017『金蔵山古墳範囲確認調査（第 3
次）現地説明会資料』） 
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・文献資料からは、古墳時代を含む古代において、殯の存在は明確であるが、これまで

あまり考古資料との照応はされていなかった 

 

文献 10 『三国志』魏書烏丸鮮卑東夷伝倭人条 
ａ 其その死には棺あるも槨なく、土を封じて冢を作る。始め死するや停喪十余日、

時に当りて肉を食わず、喪主哭泣し、他人就いて歌舞飲酒す。已に葬れば、挙家水中

に詣りて澡浴し、以て練沐の如くす。 
ｂ 卑弥呼以て死す。大いに冢を作る。径百餘歩、循葬する者、奴婢百餘人。 
   ⇒ｂより、卑弥呼の死亡後、造墓を開始か 
   ⇒ａは短期、ｂは長期、その間の遺体は？ 

文献 11 『隋書倭国伝』 
死者は歛むるに棺槨を以てし、親賓、屍について歌舞し、妻子兄弟は白布を以て服を

製す。貴人は三年外に殯し、庶人は日を卜して瘞む。葬に及んで屍を船上に置き、陸

地これを牽くに、あるいは小轝を以てす。 
文献 12 『日本書紀』神代上第五段一書の九 
 伊奘諾尊、其の妹を見まさむと欲して、乃ち殯歛の処に到す。（中略）時に闇し。伊奘

諾尊、乃ち一片之火を挙して視す。時に伊奘冉尊、脹満太高へり。上に八色の雷公有

り。伊奘諾尊、驚きて走げ還りたまふ。 
  ※中略部で、妻イザナミは、夫イザナキに自分を決して見ないように告げる 
文献 13 『古事記』上つ巻 
一つ火燭して入り見たまひし時、蛆たかれころろきて、頭には大雷居り、胸には火雷

居り、腹には黒雷居り、陰には折雷居り、左の手には若雷居り、右の手には土雷居り、

左の足には鳴雷居り、右の足には伏雷居り、并せて八はしらの雷神成り居りき。 
文献 14 『日本書紀』神代下第九段本文 
天稚彦が妻下照姫、哭き泣ち悲哀びて、声天に達ゆ。是の時に、天国玉、其の哭ぶ声

を聞きて、則ち夫の天稚彦の已に死れたることを知りて、乃ち疾風を遣して、尸を挙

げて天に致さしむ。便ち喪屋を造りて殯す。即ち川雁を以て、持傾頭者及び持帚者と

し、一に云はく、鶏を以て持傾頭者とし、川雁を以て持帚者とすといふ。又雀を以て舂女とす。

（中略）而して八日八夜、啼び哭き悲し歌ふ。（この後に続く部分で、喪屋の場所を「美濃

国藍見川之上喪山」とする） 
文献 15 『古事記』上つ巻  
故、天若日子の妻、下照比賣の哭く聲、風の與響きて天に到りき。ここに天なる天若

日子の父、天津國玉神またその妻子聞きて、降り来て哭き悲しみて、すなわち其處に

喪屋を作りて、河雁を岐佐理持とし、鷺を掃持とし、翠鳥を御食人とし、雀を碓女と

し、雉を哭女とし、かく行なひ定めて、日八日夜八夜を遊びき。 
文献 16 『日本書紀』巻第十三允恭天皇 
五年の秋七月の丙子の朔己丑に、地震る。是より先に、葛城襲津彦の孫玉田宿禰に命

せて、瑞歯別天皇の殯を主らしむ。則ち地震る夕に当りて、尾張連吾襲を遣して、殯

宮の消息を察しむ。時に諸人、悉に聚りて闕けたること無し。唯玉田宿禰のみ無。吾
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襲、奏して言さく、「殯宮大夫玉田宿禰、殯の所に見らず」とまうす。則ち亦吾襲を葛

城に遣して、玉田宿禰を視しむ。是の日に、玉田宿禰、方に男女を集へて、酒宴す。 
文献 17 『日本書紀』巻第二十一用明天皇即位前紀元年 
夏五月に、穴穂部皇子、炊屋姫皇后を姧さむとして、自ら強ひて殯宮に入る。寵臣三

輪君逆、乃ち兵衛を喚して、宮門を重璅めて、拒きて入れず。 
文献 18 『令集解』巻四〇喪葬令 親王一品條遊部事 
謂。葬具者。帷帳之屬也。遊部者。終身勿事。故云遊部也。釋云。以外葬具。帷帳之

屬皆是。遊部。隔幽顕境。鎭凶癘魂之氏也。終身勿事。故云遊部。古記云。 
⇒（以下、「古記」説） 
遊部は大和国高市郡にいて、生目天皇（垂仁）の苗裔である。遊部を負う所以は、生

目天皇の庶子、円目王が伊賀比自支和気の女（娘）を娶って妻としていた。およそ天

皇が崩御した時には、伊賀比自支和気等は殯所に到って殯所での仕事に供奉したが、

その際、比自支和気の氏人から二名をとって「禰義」「余比」と称した。禰義は刀を負

って戈を持ち、余比は酒食を持って刀を負い、共に殯所内へ入って供奉した。ただ、

禰義らが申す辞（言葉）は人に知らせるものではなかった（秘密にしていた）。後に長

谷天皇が崩御した際、比自支和気が散じていたため、七日七夜、御食を奉らなかった

ところ、（天皇の魂は）荒びたまわれた。（中略）それで諸国に比自支和気の氏人を求

めたところ、ある人がいうには、「円目王が比自岐和気の娘を娶って妻としている、王

に問うべき」と。それで王を召して問うた。（王は）答えた「然りなり」と。その妻を

召して問うた。（妻が）答えていうには、「わが氏（比自岐和気氏）は死絶し、妾（で

ある自分）ひとりが残るのみです」と。殯所での供奉を指示すると、妻がいうには「女

（の身で）は武器を負って供奉することは出来ない」と。そこで、殯所での供奉を夫

の円目王に移した。それにより、その夫がその妻に代わって殯所での行為に供奉した。

すると（天皇の魂は）和ぎ平らたもうた。（以下略） 
文献 19 『令集解』巻四〇喪葬令 京官三位條殯斂之事 
謂。斂於戸内殯於客位是。釋云。殯斂之事。孝經。始死於牖下。浴於中霤。飮於牖下。

斂於戸内。殯於客位。祖-奠於庭。又云。禮爲死制槨。□周於棺。々周於衣。々周於身。
衣即斂衣。衾被也。古記云。殯斂之事。謂棺槨衣衾事是。孝經。浴於中霤。飮於牖下。

斂於戸内。殯於客位。又云。禮爲死制槨。□周於棺。々周於衣。々周於身。衣即斂衣。

衾被也。擧屍内之棺槨也。（以下、略） 
文献 20 『孝経』喪親章第二十二 
 之が棺槨衣衾を爲りて以て之を擧げ、其の簠簋を陳ねて、之を哀慼し、哭泣擘踴、哀

しんで以て之を送り、其の宅兆を卜して、之を安措し、之が宗廟を爲りて、鬼を以て

之を享し、春秋に祭祀して、時を以て之を思ふ。生事に愛敬し、死事に哀慼す。生民

の本盡くせり。死生の誼備はれり。孝子の事終れり。 
文 22 『古文孝経』（孔安國傅『古文孝経』（叢書集成初編 古文孝経（及其他三種））の「哭

泣擘踊哀以送之」に付された注） 
搥心曰擗跳曰踊所以泄哀也男踊女擗哀以送之送之、送墓始死牖下浴於中霤飯於牖下斂

於戸内殯於客位祖奠於庭送葬於墓彌以即遠也。 
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文献 21 『礼記』坊記第三十 
 子云く、賓禮は進む毎に以て讓り、喪禮は加ふる毎に以て遠ざかる。中霤に浴し、牖

下に飯し、戸内に小斂し、阼に大斂し、客位に殯し、庭に祖し、墓に葬る、遠ざかる

を示す所以なり。 
※「霤」とは・・・白川静によると、「のきした、雨だれのおちるところ、雨だれ」の

ことで、霤水は「雨垂れ水」、霤槽は「雨垂れ受けの桶」を指し、霤の「留」に溜

り水の意があるとする。説文には、「屋水」の流るるなり」とあり、そのあまだれ

を承けるところを承霤という、とする。     （白川静 1996『字通』平凡社） 
殯所遺構をさぐる 
1 凶癘魂の寄り憑きを排除する強力な辟邪意識を実現した施設として（文献 18）、柵・
塀などによる厳重な囲繞施設を伴って外部と画される（文献 17） 

   ※凶癘魂とは、遺体に取りつく悪霊・邪霊の類とみることが可能で、それを具体

的に示したものが文献 12・13（岩田勝 1992『神楽新考』名著出版） 
2 遺体を入れる喪屋が伴い（文献 14・15）、喪葬儀礼に従う集団が従事する（文献 15） 
3 遺体を「浴」する行為などが伴う（文献 19、大陸由来⇒文献 21・22） 
4 水辺に設けられたとみられる文献記載の存在（文献 14、その他、『日本書紀』の天
皇崩御時に設けられる殯宮が、「飛鳥川原」など河原と親和性のあることを和田萃氏

が指摘 （和田 1980「服属と儀礼―殯宮儀礼の再分析―」『講座日本の古代信仰』3 学生社） 
5 使者を派遣することから（文献 16）、日常空間からは離れた場所か（『万葉集』巻二 

199 の高市皇子殯宮挽歌でも、高市を埴安（香久山西麓）から城上殯宮まで葬列を
組んで送った情景が謡われている） 

↓ 
この条件に最も適応した既知の考古学上の遺構が、「導水施設」遺構ではないか。 
 

◎なぜ導水施設を原形とした囲形埴輪を古墳上に樹立したのか 

 ⇒囲形埴輪の意義を明らかにすることは、なぜ埴輪が樹立されたのか、引いては古墳

の本質的意義を問うことにつながる 

「埴輪とは何か」を問うことは、「古墳とは何か」を問うこと 

文献 18 によると、天皇崩御の際、比自支和気らは殯所内に赴いて死した天皇に供奉
し、氏人２名を選んで御食を奉るなど天皇の魂を和ませることに努めたが、長谷天皇（崇

峻か）崩御時は御食を奉れず、天皇（の魂）が荒びてしまった。この記載から、天皇の死

に際しての殯所内の処置が、天皇の魂が荒ぶるのを防ぐことにあったことが判明 
⇒殯所での正しい処置を怠ると、恐ろしい事態が発生しうるという恐懼意識 
以上を敷衍した場合、古墳出土の飲食を示す埴輪（壺・朝顔・高杯形など）や土器、

食物形土製品などは、死者霊を和ませるため殯所で供奉された御食供献を、埋葬後立ち

入れない埴輪樹立後の古墳においても、被葬者（死者）が悪霊化しないよう、朽ちるこ

とのない仮器に置き換えて永続的な御食供献として象徴的に示したものと評価できる。

古墳出土の籠目土器や食物形土製品などの存在意義も、ここにあるとみてよかろう。 
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行者塚古墳西造出の食物供献の復原       大阪府河内黒姫山古墳の埴輪配置 

（高橋克壽 2017「家形埴輪と器財埴輪」『別冊太陽 古墳時代美術図鑑』平凡社）  （穂積、前掲 2017年文献） 

（写真；高橋克壽氏提供） 

殯所とは、死後直後の遺体が置かれた不安定な状態のなか、邪霊から遺体（死者霊）

を護って安寧な状態として埋葬へ導く場として観念されたと推定。ここは、悪霊・邪霊

（＝凶癘魂）の寄り憑き排除、死者霊の悪霊化防止とその封じ込めのため、酒食供献等

による死者霊の鎮魂（和魂化）が図られ、その前提として遺体を清浄に保つ具体的な措

置として、遺体洗浄・周衣・入棺・施朱などが行われた。 
葬所とは、埋葬後も死者（遺体）の安寧な状態が維持される場であり、死者霊は永続

的に葬所たる古墳に鎮まってもらう必要があった。埋葬諸儀礼や石室・粘土槨の構築、

排水溝の設置、副葬品の埋置などの多くはこの目的に従った。埴輪樹立についても、そ

の本質的意義は、被葬者霊を安寧なまま永続的に封じ込めることにあるとみられる。 
 
前期 「垣」としての円筒（犬木 2002）と、寄り来る邪霊としての凶癘魂を和ませ退散
させるための飲食を具現化した壺形や高坏形の埴輪の樹立（『古事記』出雲神話の「ヤ

マタノオロチ」物語がこの観念を象徴（水野 1974）（犬木務 2002「円筒埴輪という装置―形態論・

機能論からの検討―」『東アジアと日本の考古学Ⅱ墓制②』同成社、 水野正好 1974「埴輪体系の把握」『古代史

発掘』7 講談社 

前期後半から中期  悪霊・邪霊の排除を具現化した武具系器財埴輪による墳頂部囲

繞と、死者霊の鎮魂を永続的に示すため囲形埴輪と家形埴輪で表現された象徴空間

を造出等・墳丘谷部で演出。酒食供献は食物形土製品と籠目土器により象徴化 
中期末から後期 遊部が行う鎮魂の所作と邪霊圧伏を象徴化した人物埴輪群像、死者

霊に捧げる供犠としての各種動物埴輪（若松 2007）、大型の須恵器等を用いた酒食供献
などを造出や堤の特定区画を舞台として象徴的に演出（若松良一 2007「形象埴輪祭祀の構
造と機能―狩猟表現埴輪を中心として―」『第 12 回東北関東前方後円墳研究会 大会≪シンポジウム 

埴輪の構造と機能 発表要旨資料』東北関東前方後円墳研究会） 
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６ まとめ 

井泉を祀る祭祀（湧水点祭祀≒水源祭祀） 
・農耕に基盤を置いた社会にとっては極めて重要な意味をもつもの 
・古墳時代には直接その井泉を祭祀対象として執行された祭儀が各地で存在 
・南紀寺遺跡や城之越遺跡の貼石遺構は、施設造作にかかる作業量や質、出土遺物の優

秀さなどから首長層の介在を予感させる。首長は自らの職掌として、農耕・生活にお

いて必要不可欠な水を管理し、またその永続的な確保を意図して祭祀を実修 
⇒祭祀行為が明確に首長諸活動の一環として把握でき、ここに古墳時代祭祀研究が 
首長制論と交わり、王権研究の一翼を担う重要なテーマのひとつとして明確化 

・この祭祀的行為の淵源は、畿内の大型弥生集落内の象徴空間に営まれた大型井戸と大

型建物のセット関係のなかに見出すことが可能で、首長層による「祭祀的基盤の共通

性」を背景に列島各地にもその祭祀観念が波及 
・井泉と大型建物を核とした祭場形成には、聖水意識を共有して実修された「祭式」の

共有が予想され、ヤマト王権による祭式導入が、地域においても基本構成を同じくし

た祭場形成や儀礼・所作導入の契機 
・この祭祀は、古代以降に擬人化された神が出現するまでは、王権内や地域首長が実修

する祭祀の中で最もプリミティブかつ重要な位相にあり、首長執行の祭祀のなかの中

心的な役割を担ったとみられる 
・天皇即位や大嘗祭で詠まれた中臣寿詞も、井と御膳調理水の井水を寿ぐもので、古墳

時代の井泉・井水への信仰との連続性が辿れる（万葉集「山辺御井」が伊勢神宮の井

戸ならば中臣寿詞とも照応する。天皇祭祀においても井水の重要性が窺われる 
・律令期以降も、律令官社体制のなかの各地の水分・山口・川上・井などに関わる神社・

社への祭祀として水を祀る（＝水の湧き出る地を祀る）観念が引き続き存続 

導水施設とは何か 

・「古墳という装置」の本質は、凶癘魂の依り憑きを排して死者霊を和んだ状態のまま永

続的に保つための様々な仕掛けが施された葬所 
・導水施設を原形として埴輪化した囲形埴輪は、そのなかで死者霊を鎮める殯所の一施

設（遺体処理に関わる喪屋など）を表現し、古墳においても死者霊鎮魂の措置が永続

的に継続していることを象徴的に示す 
・導水施設、囲形埴輪を殯所の一施設（＝喪葬施設）と捉えることにより、大化前代の

喪葬や、古墳の本質的機能に関する新たな統一的解釈が生まれる地平が拓く 
 

付 千代・能美遺跡について 

・「導水施設」は、南郷大東遺跡でみられるような導水施設とは別の性格を考えるべき 
・井戸を覆う覆屋は、群馬県三ツ寺Ⅰ遺跡主屋建物脇の井戸にも認められる 
  ※覆屋付の井戸は、大嘗祭の斎田斎場（稲実殿地）でも造られる 
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  （延喜踐祚大嘗祭式抜穂条  井一処を掘れ 蓋うに片屋を以てせよ） 
・独立棟持柱式建物や草壁をもつとみられる建物（Ｂ地区ＳＢ07）があり、注目できる 

 
遺構配置図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ａ区遺構配置図                    覆屋のある井戸ＳＥ６ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
給水源の井戸ＳＥ１と「導水施設」     （石川県教育委員会ほか 2012『千代・能美遺跡』） 
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三ツ寺Ⅰ遺跡の覆屋付井戸            千代・能美遺跡Ｂ地区ＳＢ07 
（穂積裕昌 2021「片流れ造り建物とその性格―践祚大嘗祭式を敷衍して―」） 
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