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フィールドノート・アーカイブズからみる
『美濃徳山村民俗誌』の作成過程

辻本　侑生

1．はじめに
　本報告は、桜田勝徳が 1930 年代に行った岐阜県徳山村・坂内村における山村調査に関わる資料（資
料 6-17、資料 1-12）について、若干の検討を行うものである 1）。
　桜田は岐阜県における山村調査を、1935年5月17日～5月22日、1935年10月27日～11月16日2）、
1939 年 8 月の計 3回行った。そのうち、1935 年の 2 回の調査は桜田単独によるものであり、郷土
生活研究所のいわゆる「山村調査」（1934～1936 年）の一環として行われた。また、1939 年 8 月の
調査は 1泊 2 日とごく短いものであり、桜田の他、岩倉市郎、鈴木東一、高橋文太郎、高谷重夫、
浜谷浩、山田隆夫との共同調査であった 3）［山田　1942：19、山田　1964：100］。
　桜田の岐阜県における山村調査の成果は個別論文［桜田　1935、桜田　1937a、桜田　1937b、桜
田　1940］の発表を経て、『美濃徳山村民俗誌』［桜田　1951］に結実した。本報告ではフィールド
ノート・アーカイブズの検討により、民俗誌の作成背景を調査段階にまで遡って明らかにすること
を目的とする。

2．資料6-17「揖斐記」の検討
1）記載様式
　資料 6-17「揖斐記」は 1935 年 5 月に実施された調査のフィールドノートである。壱・弐・参の
全 3冊からなる（図 1）。「壱」が徳山村、「弐」・「参」が徳山村の隣村である坂内村に関するノー
トである。
　記載様式について見ると、横書き用のノートが用いられているものの、それを横向きにし、縦書
き形式で記されている（図 2）。図 2は「壱」の始めの頁であるが、調査前日の「五月十七日　大
森の家に荷物到着」（資料 6-17-1-0190）から始まり、翌朝の岐阜到着以降も自身の行動が日次順
で記されている。このように、日次形式で、自身の行動も含めて記されている点は大福帳の用い方
に近いと考えられる。
　「揖斐記」には、徳山村・坂内村における聞き書きの記録も多く含まれている。聞き書きの記録
は例えば「木じるし」（資料 6-17-1-0247）、「廃村した八草」（資料 6-17-2-0278）のように、小見
出しが示された後に内容が記され、末尾に括弧書きで話者名が「○○氏談」というように記されて
いる。ただし、「川上校長談－堀口教諭」4）（資料 6-17-2-0271）のように、先に話者名が記され、
その後に複数の項目にわたる聞き書きの内容が記されている場合もあり、聞き書きの記載様式は必
ずしも一貫していない。
　なお、後述する経緯により、特に「壱」に関してはページごと切り取られた箇所が多くみられる
（図 3）。
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図 1　「揖斐記」壱・弐・参（資料 6-17-1-0187）

図 2　「揖斐記」における縦書き・日次順の記載形式（資料 6-17-1-0190）

図 3　切り取られた「揖斐記」（資料 6-17-1-0251）
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2）資料から読み取れる調査行程
　表 1と図 4は「揖斐記」を基に 1935 年 5 月の調査行程を復元したものである。ちょうど桜田は
1935 年 5 月からアチックミューゼアム研究所員として勤務しており、東京府東京市大森区に、妻
と 4月に生まれたばかりの長男と家族三人で暮らしていた。5月 17 日の夜に大森を出発し、夜行
列車で 5月 18 日早朝に岐阜に到着した。「雨しきり」の岐阜に着いた桜田は、まず「岐阜高農」の
鈴木栄太郎を訪ね、鈴木と「農会技手大口氏」より、坂内村と徳山村に関する説明と資料提供を受
けた 5）。鈴木は 1922 年東京帝国大学卒業後、1925 年から 1941 年まで岐阜高等農林学校教授を務
めており、岐阜赴任以前から柳田と交流があったことからも［鈴木　1971（1963）：328］、桜田は
柳田の紹介によって鈴木を訪ねたと推察される。「揖斐記　壱」には「鈴木氏の教室の学生が呈出
せる粗雑な報告書」（資料 6-17-1-0191）と『揖斐川郡誌』を書き写している。また、「雑誌「地方」
いまの「地方行政」の前身に共産部落としての門入なる記事あるよし」（資料 6-17-1-0190）といっ
た文献の教示も受けている 6）。その夜は岐阜に戻ってから電車で北方町へ向かい、そこから自動車
で根尾村樽見に投宿した。
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図 4　1935 年 5月の調査経路

資料 6-17「揖斐記」、国土地理院地図より作成。経路の一部は推定を含む。
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表 1　1935 年 5月の調査行程

日程 宿泊 行程

5月 17 日 車中 「大森の家に荷物到着。午後十一時二十分発汽車にて出京」（資料 6-17-1-
0190）

5 月 18 日 根尾村樽見

「早朝岐阜着…那加村岐阜高農鈴木栄太郎氏を訪る。鈴木氏及び農会技手
大口氏しきりに徳山村調査をすゝむ（資料 6-17-1-0190）、「午後四時　鈴
木氏宅を辞し、先を急ぐ。岐阜に引返し、忠節橋より電車にて北方町に
到り、五時半発の自動車にて根尾村樽見に着く。此時七時十五分。罐詰
をかひ入れる」（資料 6-17-1-0226）

5 月 19 日 徳山村本郷
宮元旅館

「自動車にて長嶺に到る…之よりひとり馬坂峠にかゝる。…矢谷に到る。」
（資料 6-17-1-0227）、「徳山村本郷に到り宮元旅館に宿をとる…橋浦氏の
作品なり」（資料 6-17-2-0267）

5 月 20 日 徳山村戸入 「此の時は本郷を出てからは戸入に一泊した丈けで、門入を経てホハレ峠
を越し簡単に坂内村川上に出てしまい」［桜田 1951：1］

5 月 21 日 坂内村川上 「黒谷よりホハレ峠へ」（資料 6-17-2-0262）「峠を下れば川上の出造り小
屋多し」（資料 6-17-2-0264）

5 月 22 日 「川上を出て川に沿ひ川下へくだる…廣瀬に到る」（資料 6-17-3-0300）、「横
山まで歩く…大垣に出て急遽大阪に向ふ」（資料 6-17-3-0307）

資料 6-17「揖斐記」より作成

　5月19日は、いよいよ徳山村入りであり、長嶺まで自動車で行った後、馬坂峠経由で徳山入りした。
その日は「徳山村本郷に到り宮元旅館に宿をと」った。宿に到着した桜田は「宿屋の台所に牡丹の
絵の額あり。富貴有庭畝云々の字あり。橋浦氏の作品なり」と記している（「揖斐記　弐」に挟み
込み（資料 6-17-2-0267））。橋浦泰雄は 1925 年 10 月に徳山村を訪れ［鶴見　2009：168-169］、桜
田と同じ本郷の宿に宿泊している。この経緯について橋浦は次のように記しており、桜田が見た絵
は 10 年前に橋浦が宿泊した際に宿の主人に請われて描いた絵であったことがわかる。

　「宿の主人は役場の書記を勤めて居るが、夕方帰ってきて、私は本職は画家だと云つたので、記
念の為に何か描けと云ふ。仕方が無いので美濃紙を二枚横続きとし額面様用にもと淡紅の牡丹を描
いて与へる。主人ひたすら褒めた上、もつと勉強して帝展へでも入選するやうになれと云ふ。ぎや
ふんと参る」［橋浦　1943：162］。

　「五月二十日」と記された揖斐記の箇所は切り取られ、バインダー（資料 1-12-1-0241）に貼り
付けられている。5月 20 日は東谷から西谷へ移動し、戸入に宿泊していることは分かるが、それ
以外にどのような調査をしたかは、切り取られた部分が多く判然としない。
　5月 21 日にはホハレ峠を経由して徳山村を出て、坂内村に着いた。「徳山には電燈はないが此川
上には在る」（資料 6-17-2-0276）というように、徳山村よりも開発が進んだ坂内村の印象を記し
ている。坂内村の川上集落に宿泊し、そこで先述した堀口教諭や住民から聞き書きを行っている。
　最終日の 5月 22 日には、川上から横山まで歩き、そこから恐らく自動車で大垣まで出て、鉄道
で大阪へと至っている。「揖斐記　参」に「昭和九年村勢一覧」「大正四年調査終了　坂内村是」7）

を筆写しているが、おそらく坂内広瀬にあった村役場に立ち寄って閲覧したものであろう。
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3．資料1―12バインダーの検討
1）記載様式
　資料 1-12 には 2冊の黒いバインダーが含まれ、背表紙にはそれぞれ「美濃徳山村調査（一）」「美
濃徳山村調査（二）」と記されている。バインダーは「揖斐記」のようにノートに続けて記された
ものではなく、祭魚洞文庫の原稿用紙や罫線用紙、メモ用紙等が雑多に挟み込まれている。その中
には、図 5のように 100 項目の採集手帖から切り取られたものもみられる。
　バインダーには 1935 年 10 月・11 月の調査か、1939 年 8 月の調査に基づくデータも含まれてい
ると考えられるが 8）、「揖斐記」と異なり日次順に記載されていない。日付がみられる場合も、図
6のように「揖斐記」から切り取られ、貼り付けられた場合に限られる 9）。

図 5　採集手帖の貼り付け（資料 1-12-1-0233）

図 6「五月二十日」の「揖斐記」切り取りとバインダーへの貼り付け（資料 1-12-1-0241）

2）資料から読み取れる民俗誌の作成過程
　次に、バインダー全体の配列と、作成された民俗誌の構成を比較検討してみたい。表 2は民俗誌
の構成と調査資料中のバインダーの対応関係を大まかに示したものであるが、バインダー中の資料
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が、おおよそ民俗誌の目次に沿ってテーマごとに並べられていることが分かる。前節での検討を踏
まえれば、桜田はフィールドノートをカードとして切り取り、テーマごとに並べ替え、バインダー
に貼り付けていたと推察される。つまり、バインダーがノートと民俗誌をつなぐ役割を果たしてい
たのである。

表 2　『美濃徳山村民俗誌』の構成とバインダーとの対応関係

民俗誌の構成 バインダー
はしがき －
一　村の概観

資料 1-12-1
0157 ～ 0198

二　家業と衣食住 0202 ～ 0410
三　総仕事と村内連合 0413 ～ 0478
四　年中行事

資料 1-12-2
0196 ～ 0233

五　出産、婚礼、葬式 0234 ～ 0257
六　信仰 資料 2-2「美濃徳山村メモ」
七　村の言葉 資料 1-12-2 0027 ～ 0081
索引 －
資料 1-12 等から作成

　ノートをばらばらに切ることは、フィールドノートを時系列順に再利用できなくすることであり、
大福帳のありかたと大きく異なっている。こうしたデータ整理・執筆方法を採った理由は明らかで
はないが、民俗誌の執筆を効率的に進める方法の一つであったと考えられる。
　『美濃徳山村民俗誌』は 1935 年 5 月の最初の調査から約 16 年後に出版された。資料から民俗誌
の執筆期間を特定することは出来ないが、全国民俗誌叢書が 1947 年に設立された民俗学研究所の
出版企画であったことを考えると、本格的な執筆は 1947 年～ 1951 年の間であったと推察される。
この時期の桜田は CIE のコンサルタントとして勤務しており、美濃調査の成果の取りまとめ・執
筆は本務ではなく、多忙の中、空き時間に進められたのではないだろうか。

4．おわりに
　以上、フィールドノート・アーカイブズの検討によって明らかになった民俗誌の作成過程につい
て、まとめておきたい。
　第 1回目の調査で記されたフィールドノート「揖斐記」は、桜田自身の行動が日次順に記され、
いつ誰と会い、何を目にし、どのような話しを聞いたか、時系列に沿って記されていた。こうした
記載様式は、無所属時代に用いていた大福帳に連なる特徴を有している。
　また、第 1回目の調査行程の復元からは、徳山村調査に至る背景には、橋浦泰雄の足跡や、鈴木
栄太郎の示唆があったことが明らかになった。大藤時彦が回想しているように山村調査の調査地選
定は「選定はやはり柳田先生が自らなされた。陸地測量部から出て居る全国の二十万分の一の地
図を集めて、各府県毎に先生が赤鉛筆で丸印をつけられた。そこへ我々が赴いたのである」［大藤　
1990：65］とされているが、こうした経緯を踏まえると少なくとも徳山村は全くランダムに選定さ
れたとは考えにくい。むしろ、選定された調査地には、すでに調査の前提となる人的なネットワー
クが存在していた可能性が浮かび上がる。
　第 2回目、第 3回目の調査におけるフィールドノートはまとまった形では存在せず、資料 1-12
はバインダーという形式で、出版された民俗誌の構成に近い形でフィールドデータが並び替えられ、
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切り貼りされていた。そこには第 1回目調査のノートである「揖斐記」の原本を直接切って、テー
マごとにバインダーに貼り付けるなど、執筆作業を急いだ形跡が窺える。
　このように、同じ岐阜県の山村調査のフィールドノート・アーカイブズであっても、日次順に調
査の行程に沿って記される「揖斐記」と、テーマごとにデータが切り貼りされて並び替えられてい
るバインダーというように、その性格には大きな違いがみられた。大福帳形式からバインダーへの
移行は、項目に沿って効率的に民俗誌を作成できる技法の開発として評価できる一方、フィールド
ノートそのものは時系列的な文脈を失っているという側面も見られる。
　今回は岐阜県の山村調査に関する資料の検討に留まったが、それ以外の山村調査や海村調査の
フィールドノート・アーカイブズの検討も行うことで、フィールドデータの記述の仕方・加工の仕
方という観点から 1930 年代における日本民俗学の「制度化」過程の一端を見通すことも可能であ
ろう。今後の課題としたい。

注
1） なお、岐阜県の山村調査関係の資料は他にも、資料 2-2（美濃徳山村メモ）、資料 8-17（［桜田　1940］の草稿
が含まれる）がみられる。

2） 1935 年 10 月・11 月の調査に関しては時系列順に記されたフィールドノートは残されておらず、フィールドノー
ト・アーカイブズからその具体的な日程を復元することは難しい。ただし、1935 年 10 月 26 日のアチックミュー
ゼアム日誌に桜田、岩倉市郎の送別の晩さん会が開催された記載があり［窪田　2001：221］、11 月 16 日には「桜
田さん帰らる」という記載があること［窪田　2001：226、247］ から、出発日は 10 月 27 日、帰京日は 11 月
16 日であったと推察される。ただし、桜田が『美濃徳山村民俗誌』の「はじめに」に記しているように、調査
日程のうち約 10 日間は体調を崩して宿舎で休養しており［桜田　1951：1-2］、実質的に調査に費やした日程
はこれより短かったと考えられる。

3） 『近畿民俗』誌の渋沢敬三追悼号に掲載された山田隆夫の回想によれば、1939 年 8 月の坂内村調査には当初渋
沢敬三も参加予定であった。

 　 「高橋（文太郎：辻本註）氏に私（山田隆夫：辻本註）が美濃坂内村廣瀬の漁と猟を営む男の話をすると、非
常に喜ばれて調査の同行を求められた。渋沢敬三先生も大乗気で、美濃揖斐谷奥に木地屋、出作り、熊狩など
の民俗調査団がアチックよりくり出すことになった。この一行は、渋沢先生の叔母さまの御急逝で先生一人を
除いて八月坂内村廣瀬に入村、大阪の鈴木東一、高谷重夫両氏と合流。東京は岩倉市郎、桜田勝徳、高橋文太
郎の諸氏と写真家の浜谷浩氏である。浜谷氏はこの度が縁で民俗学的撮影をもって有名大家の道に進まれた。
この一行は徳山村門入に入り、高谷氏は越前温見に出られ、私は他の諸氏と大垣駅でわかれた」［山田　1964：
100］。

4） この「川上校長　堀口教諭」は、2014 年 11 月に筆者が行った追跡調査で、その存在を確認することが出来た。
堀口教諭は「堀口仁十郎」という人物であり、揖斐郡谷汲村の出身で、1927 年 3 月 ~1942 年 3 月まで川上小
学校教諭を務めた［坂内村教育委員会　1979：182］。川上集落における筆者の聞き取りによれば、堀口教諭は
祭りのときは一升瓶を持って踊りまわっていた、酒飲みの先生だったという。資料からは 5月 21 日に、桜田
が堀口教諭から年中行事や伊勢代参、明治期の豪農について話を聞いたことが読み取れる。桜田が堀口教諭と
酒を酌み交わしながら話を聞いたかどうかはわからないが、その村の出身でない小学校教員をも村の民俗を知
る話者として重視していた可能性が浮かびあがる。なお筆者の聞き取りによれば、1939 年の雪崩で川上分校は
崩壊し、桜田が訪れた時の場所からは移転したという。

5） 鈴木の側も、この 6年後に書いたエッセイで桜田との時間を次のように振り返っている。「柳田先生の門下で
美濃の山村をもっとも組織的に調査されたのは桜田勝徳氏である。同氏はたしか前後二回に二十日間ばかり滞
在して徳山村を民間伝承の各方面にわたって調査された。第一回目の徳山踏査に行かれた時には、雨の中に拙
宅を訪ねられた。雨の土砂降りの中に今から徳山に出掛けて行く同氏を停留所で見送った時、私は何かしら悲
壮なものを感じた事を今も記憶している。現地調査の基礎の上に立つ研究を試みる者の労苦、またその上にで
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きる成果の貴さというような事を私は何時も考えているのではあるが、あの時はそれを如実に見せつけられる
ような気がした」［鈴木　1971（1941）：271］。

6） ただし、この時鈴木が桜田に教えた文献の著者は実は橋浦泰雄であり［橋浦　1926］、鈴木はこのことを後日
木曜会に出席した際に橋浦本人から聞かされる（「もう四～五年も前の事であるが、柳田国男先生のお宅で同
先生を中心として先生の門下の人々が毎週一度集って研究発表する木曜会という会合に偶然行き合わせたので
私もその会に列席した時の話である。（中略）私が「いまから十二、三年も前の『地方』という雑誌に揖斐の
奥の門入の事を書いたのがありました」というと、「あれを書いたのは私でした」と橋浦泰雄氏が云われたの
にもまた驚いた」［鈴木　1971（1941）：270］。

7） このうち大正 4年の坂内村是は、現在も坂内廣瀬の揖斐川町坂内振興事務所（旧坂内村役場）に保管されてい
る（2015 年 8 月に筆者が確認・閲覧）。

8） 資料 1-12-1 の 0131 ～ 0153 まで 1971 年の徳山村民俗調査に関わる書類が挟み込まれており、調査員のレジュ
メや原稿に桜田がコメントしていると思われるものもある。桜田が 1930 年代の調査経験をもとに、戦後の自
治体誌編さんに意見を求められていたことが窺える。この時桜田が徳山村を再訪していたかどうかは明らかで
はない。

9） なお、1935 年 10・11 月、1939 年 8 月の調査においても「揖斐記」のような日次形式のフィールドノートが作
成されていたかどうかは判然としないが、少なくとも資料 1-12 に貼り付けられた資料からはその形跡は窺え
ない。
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