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1. はじめに

弥生時代、日本列島では鉄器が導入され、生産や手工業の場で大きな威力を発揮することと

なる。このような鉄器化の波は北部九州地域（福岡・佐賀）で始まり、次第に東へと進んでい

き、弥生時代後期後葉から終末期（2世紀後半～3世紀前半）にかけて日本列島では広範に鉄器

化したと考えられている（村上2007）。しかし、日本列島で鉄器化したにもかかわらず、各地

域における鉄器化の状況や、鉄器を製作開始した段階などについての研究は進展していない。

そこで本報告では、日本海沿岸地域における鉄器化の状況を整理するとともに、鉄器の普及し

た状況を明らかにしたい。 

2. 日本海沿岸地域における鉄器化

 北部九州地域には弥生時代前期末～中期初頭段階で鉄器が流入したと考えられている。朝鮮

半島から流入した鉄器は急速に拡散し、中期後葉段階で石川県に到達している。以下では日本

海沿岸地域で出土した鉄器を検討し、鉄器化の状況を整理する。 

2.1 山陰地域（島根・鳥取）  

当地域は鉄器の流入が比較的早く、弥生時代中期前葉で確認されている。また、その出土量

も多量であるため、北部九州地域から直接流入したとみられる。しかし出土量の大幅な増加は

弥生時代後期中葉～後葉段階であり、鉄器を製作する鍛冶炉等の生産遺構の出現も当段階であ

るため、鉄器が集落での定着は後期後葉前後と推定される（会下 2019）。 

2.2 北近畿地域（兵庫北部・京都北部）  

北近畿地域では弥生時代中期後葉段階で鉄器が流入する。中でも京丹後市奈具岡遺跡では中

期末まで遡る玉製品生産に付随する鉄器生産遺跡が検出されており、早い段階での鉄器生産が

確認されている。当地域でも鉄器の増加は後期後葉段階以降であり、鉄器の本格的な普及が山

陰地域とほとんど変わらないことがわかる。 

また一方で他地域とは異なり、墳墓からの出土が大半を占める。朝鮮半島南部との直接的な

交流を行うことで、鉄器以外の文化や思想なども流入した可能性も指摘できる（福島 2016）。 
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2.3 北陸地域（福井・石川・富山）  

 北陸地域は小松市八日市地方遺跡のように、弥生時代中期中葉段階で鉄器の流入が確認され

るものの、継続しない。本格的な鉄器の流入は後期後葉～終末期段階となる。石川県や福井県

では玉製品生産と関連する遺構で鉄器の出土が確認され、他地域と同様に玉製作に鉄器が使用

されたことを示唆する（村上 2007）。また鍛冶炉など生産遺跡も確認されており、鉄器生産技

術が比較的高い水準であったものといえる。 

3. 鉄器化の過程

日本海沿岸地域の鉄器普及の様相を整理した。山陰地域は鉄器化が比較的早く、弥生時代後

期前葉～中葉にはある程度の鉄器が普及したと考えられる。北近畿地域では墳墓からの出土が

多く、集落での出土事例は少ないものの、後期中葉～後葉段階で鉄器が増加していくという様

相を呈する。そして北陸地域では後期後葉～終末期の段階で出土事例が増加する。このように

西から順に鉄器化が進行していったことが明らかになった。 

4. おわりに：鉄を媒介とした交易

日本海沿岸地域は鉄器出土量も非常に多く、同時期の近畿地域や瀬戸内地域と比較しても量

的に圧倒している。遠隔地に多量の鉄器がもたらされた要因として、日本海における長距離の

交易が考えられる。鉄器は朝鮮半島から北部九州地域を通り、日本海沿岸部を経て北陸まで到

達した。日本海沿岸地域は玉造りが盛行する地域でもあるため、玉製品製作のため鉄器を使用

したといえる。これは遺跡から出土する鉄器に錐や針が多いことからもわかる。 

さらに、鉄器を外部から獲得するだけでなく、鍛冶工房を有し自らで鉄器の製作を開始する。

北近畿の奈具岡遺跡のように中期末段階といった早い段階で確認されるとともに、山陰では後

期を通じて鉄器生産が行われていた。今後は他地域（瀬戸内海沿岸地域・畿内地域）と比較し、

鉄器がどのように普及したのかを詳細に検討していくとともに、朝鮮半島からの流入経路につ

いても考察していきたい。 
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1. はじめに

中世後期の、日明通交・日琉通交などの対外交流においては、禅宗寺院や禅僧が大きな役割

を果たしていた。例えば、遣明船貿易では禅僧が使節の主力を担い、彼らは外交文書の起草に

おいてもまた、必要な存在であった。また、禅宗寺院自体、遣明船使節などの外交使節の宿舎

として機能していた。以上のような対外交流における禅宗寺院・禅僧の役割は、これまで主に

畿内や周防国（現・山口県）の大内氏領内を中心に解明されてきた。一方、同時期の南九州地

域では、東アジア海域との境界地帯に位置するという地域的特性から、頻繁に対外交流が行わ

れていたと考えられ、南九州地域における対外交流にかかわる研究は極めて多い。しかし、こ

れらの研究では、必ずしも地域内の禅宗寺院や禅僧にスポットを当てた検討がなされていると

はいえない。こうした問題意識に基づき、本報告では、16世紀を中心として、南九州地域の禅

宗寺院・禅僧の動向を、島津氏一門などの武家権力による対外交流と関連させて検討したい。 

2. 遣明船派遣と南九州地域の禅宗寺院・武家権力

16世紀初頭の日明貿易においては、大内氏と、室町幕府管領の細川京兆家が、貿易利権をめ

ぐり対立していた。この対立は、後に寧波の乱（大永3、1523年）に発展する。そうした情勢

の中で、遣明船の航行ルート上に位置する南九州地域の武家権力は、大内氏・細川京兆家双方

との政治的交渉をもつこととなった。薩摩・大隅国（現・鹿児島県）守護であった島津奥州家

や、その一門家であった日向国（現・宮崎県）の島津豊州家などは、その典型例である。そし

て、それらの武家権力の領内の禅宗寺院・禅僧もまた、遣明船派遣をめぐる政治的交渉に関与

していたのである。 

例えば、寧波の乱の契機となった大永度遣明船の準備段階においては、細川京兆家の派遣す

る遣明船を、島津豊州家の拠点港であった日向国油津（現・宮崎県日南市）で抑留するように、

大内氏が島津豊州家に対して求めている状況下において、「興国寺東堂」という人物が、大内

氏と島津奥州家・島津豊州家の仲介を行っていた。興国寺は、島津奥州家の本拠であった鹿児

島に所在する曹洞宗寺院であり、島津奥州家菩提寺として強大な影響力を持っていたと考えら

れる福昌寺末の寺院であった。「興国寺東堂」すなわち鹿児島興国寺の前住職が、遣明船派遣
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にかかわる政治工作を行っていたのである。 

一方で、島津奥州家・豊州家は、細川京兆家との間でも政治工作を行っており、それにも禅

宗寺院・禅僧が関与していた。油津に所在した禅宗寺院である慶雲院・臨江寺には、大永度遣

明船細川船正使・鸞岡省佐の師にあたる玉淵瑞杲が滞在し、細川船派遣のための工作を行って

いたとみられる。島津奥州家・豊州家は、大内氏・細川京兆家双方に協力し、利益の最大化を

図ろうとしたと考えられるが、その中で、領内の禅宗寺院・禅僧を有効に活用したと考えられ

よう。 

3. 16世紀後半の対琉球通交と禅宗寺院

16世紀中盤以降、南九州地域の武家権力の勢力図は大きく変動し、守護・島津奥州家の没落

と共に、有力な一門家であった島津相州家が台頭し、島津本宗家として南九州地域を統一して

いく。島津相州家もまた、対外交流の利権を掌握し、積極的に関与していった。当該期以降は、

琉球との通交・貿易が、南九州地域における対外交流のメインとなっていく。 

 それでは、禅宗寺院はどのように関与していたのだろうか。例えば、前述の鹿児島興国寺は、

天正 3 年（1575）に琉球使節が鹿児島を訪れた際、その宿舎として利用されている（『上井覚

兼日記』）。遣明船貿易において培われた興国寺の対外的機能が、対琉球通交でも活用されてい

たと評価できよう。 

 16 世紀末には、島津本宗家（相州家）が豊臣秀吉に降伏し、対琉球通交・貿易利権も、豊

臣政権の関与するところとなっていく。同時期に、島津本宗家は通交・貿易の拠点を、薩摩国

山川（現・鹿児島県指宿市）に集約する動向を見せ始める。その中で、天正 20 年（1592）に

豊臣政権から派遣され薩摩に下向した細川幽斎は、島津領内の寺院から領地を召し上げる政策

の実施を試みるが、山川の臨済宗寺院である正龍寺には、「唐船が行き交う港に位置するため」

という論理で寺領を安堵した（『薩藩旧記雑録』）。これは、正龍寺が拠点港・山川における外

交的機能を期待されたためであろう。実際、元和 8 年（1622）には、正龍寺の僧が琉球使節と

なっている（『島津家文書』）。近世初期に至っても、南九州地域の禅宗寺院の対外的機能は、

維持されていたのである。 

4. おわりに

以上のように、南九州地域の禅宗寺院・禅僧も、先行研究で明らかにされた他地域の禅宗寺

院・禅僧と同様に、対外交流における政治的交渉を担っていたことが明らかになった。今後は、

さらなる事例の蓄積と、個々の禅僧の動向を追究することを課題としたい。 
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1. はじめに

唐代後半期から、揚州の都市経済は空前の繁栄をみせた。唐末、北宋末、元末、明末四度の

戦争に襲われ、揚州は何度も荒廃したが、清代になって再び繁栄した。唐代、明代の繁栄の盛

況に比べて、その間の宋代の揚州はやや衰退していた時期と一般には評価されている。しかし、

宋代の経済史と都市史研究は古くより研究者の関心を集めたのに対し、これまで宋代揚州に関

する専論は見られない。本報告では宋代揚州に関する研究史を整理し、そこから課題を指摘し、

最後に史料と研究視角を中心に今後の展望を述べる。 

2. 先行研究の回顧

宋代における揚州研究については、今までの研究では宋代揚州経済と都市という二つの側面

を集中的に分析することが多かった。揚州経済に関する研究から見ると、研究者は自然地理環

境、港口、戦争、水利、経済重心など異なる面に重点を置き、宋代の揚州経済の衰退原因を検

討してきた。商業、農業などの検討は多少触れられているが、未だ十分ではない。一方で都市

に関する研究を見ると、揚州城の城壁形制、周辺都市の規模、都市建設などの問題および唐、

宋、明三朝における揚州城の沿革に集中することが多く、唐代から宋代までの揚州の州城の規

模がどのように変化していったかについては明らかになった（図２）。しかし、両宋間において、

揚州の都市空間、淮南地区の変化が揚州にどのような影響などの課題は未解明のままである。 

3. 史料について

まず、文集などの利用が考えられる。文集は豊富な内容を包含しており、揚州に関わる上奏

文、記、序、題跋、詩文、書信などを利用して全面的に分析することで、揚州の全貌を把握で

きる可能性がある。 

次に碑刻など現物資料の利用があり、碑文を上述史料の補足資料として使用する。碑文が編

纂された時期、編纂内容、編纂内容の元となる史料、さらには地方志、文集の史料と碑文の関

係などを探っていく。 

4. 研究の視点について
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一つ目は空間の視点である。平田茂樹は宋代政治史研究において「政治空間」の方法概念を

提案した。この視点を参考にし、揚州を、都市空間の中核としての様々な施設がどのような機

能を持ち、都市制度、都市空間、人間のネットワークなどの問題がどのように関係しているの

か、という空間視点を設定する。平田は特に文集所載の題跋、序、記、書信などの利用を積極

的に提言する。 

また、具体的な宋代都市空間分析としては、山崎覚士の明州（現在の寧波）研究が参考とな

る。以上の二人の研究を参考にすれば、地方志、石刻資料、文集などの史料を利用して、都市

空間とその構造を復元し、その諸特徴を探る可能性があることを示してくれる。 

二つ目は広域地域史研究の視点である。報告者は主に張勇の宋代淮南地区研究の成果を参考

にしている。報告者は宋代揚州それ自身に目を向けるとともに、揚州を包含する淮南地区、即

ち広域地域へと目を向ける必要があると考えている。報告者は淮南地区の問題の変化を検討す

ることを通じて、広域地域が個別の地方都市にどのような影響が及ぼし、どのような現象を出

現させたのかを明らかにし、最後に、両宋時代の国家体制の転換と揚州との関係性を捉えてい

くことを目指す。 

図１：淮南東路（譚其驤主編『中国歴史地図集』第６冊、中国地図出版社、1996 年より） 

図２：揚州城池(中国社会科学院考古研究所等『揚州城遺址考古發掘報告 1999〜2013 年』、科学

出版社、2015 年より) 
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1. はじめに

飛田・浅田（2018）『現代擬音語擬態語用法辞典（新装版）』によれば、擬音語というのは

人間又は人間以外の生物が自然にあるいは外力の作用を受けて発する音響を音声で表現したも

のであり、擬態語というのは人間を含む生物、無生物、自然界の事物の有様、現象、変化、動

き、成長などの状態、様子を描写的、象徴的に音声で表現した物である（pp.V〜XIV）。呉

（2005）により、中国語の「象声词」というオノマトペは、物音や人間・動物の声などを言語

音に模倣して漢字で表記する語の一群を指し、中に音のイメージで状態を表すものも含まれて

いる（p.3）。本研究では、擬音語と擬態語をまとめて「オノマトペ」とする。 

玉村（1992）は、擬態語・擬音語の多いことは、日本語の一つの特徴であると指摘した。日

本語の擬音語・擬態語は数量も種類も豊富で、コマーシャルや日常会話、文学作品などに頻繁

に使われているのに対して、中国語の擬音語・擬態語は日本語より少なく、あまり使われてい

ない。それゆえ、中国人の日本語学習者にとって、オノマトペの勉強は大切である。 

今まで、日本語と中国語のオノマトペ、それぞれの音韻構造と形態的特徴についてさまざま

な研究が行われてきた。オノマトペの日中対照研究に関して、薛(1987)は人間の行為について

の日中両言語のオノマトペの対照を行った。また、吉永(2017) は擬態語の語彙的性質と習得

状況の関係性を調査するため、中国の教育機関でアンケートを実施し、集計結果を分析した。

擬態語文の文末「だ／する」を選択させる部分作文アンケートの結果分析から、このアンケー

トの答えを間違えたのは動詞、形容詞、副詞の用法や品詞分類の知識がないための誤用と判断

される。しかし、身体的特徴や人の気持ちに関するオノマトペの習得研究はまだ見つからない。

それゆえ中国人日本語学習者による身体的特徴や人の気持ちに関するオノマトペの習得現状を

把握するため、本研究を行う。また、本研究を通して中国人日本語学習者にとって正解率が高

いオノマトペと正解率が低いオノマトペ、それぞれの特徴をまとめたい。 

2. 研究方法

三省堂が発行する電子版辞典『スーパー大辞林3.0』の付録の中で、「擬音語・擬態語」と

いうインデックスから、人の身体的特徴、人の健康状態と人の様子・心情・感覚に属するオノ

マトペを抽出し、①人の身体的特徴、②人の健康状態、③人の性格、④気持ちの高揚・充足、
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⑤不注意・失望、⑥不安・心配・小心、⑦不愉快・疲労、全部で七種類に分けた。一種類を５

個ずつ、辞典やインターネットで調べた例文をもとにして、合計35問の選択問題と個人の学習

状況を把握するための設問を加えて、アンケートを作成した。現在中国にいる日本語学習者10

人と現在日本にいる中国人日本語学習者10人を対象者として、アンケートに回答してもらう。 

3. 現状の分析結果（現在進行中）

依頼した20人の中で、アンケートに回答をくれたのは中国にいる学習者2人を除く18人であ

る。合計35問のうち、正解率が80％以上の問題は９つあり、それに対して、正解率が30％以下

の問題は４つある。

正解率が高いオノマトペは「いらいら、すべすべ、がんがん、うんざり、すっきり、じんじ

ん、にこにこ、うっかり、おろおろ」の９つである。対象者は回答するときの考えを聞いたら、

この９つのオノマトペはよりなじみのあることが確認された。アニメ、ドラマやCMにおいて

見たことがある、あるいは日本語能力試験（JLPT）の勉強で学んだことから、対象者はこれ

らのオノマトペの意味と表す気持ちや感覚をかなり把握していることがわかった。例えば「い

らいら」の方に対して、対象者はこの単語の「思い通りにならなくて焦れた気持ち」をよく理

解していて、日常生活にも「いらいらする」のような言い方を時々使っていることがわかった。

正解率が低いオノマトペは「しくしく、おちおち、ごつごつ、むずむず」の４つである。間

違えた原因を聞くと、対象者は勉強するときにあまり触れないことと、日常生活であまり使わ

ないと答えた。例えば、「しくしく」に関して、「たえず差し込むように、鈍い痛むさま」とい

う意味は知らず、マイナスの意味を持っていることを想像しにくいと対象者が答えてくれた。

その理由として、報告者が現在考えていることは、まず日常生活によく使う言葉、例えば「静

かな人」や「静かにして」から、「し」は静かな印象が持たれやすいということである。また、

中国語には「しくしく」と似ている発音がない一方で、発音するときの感覚から考えたら「鼻

詰まり」の方が連想されやすいということである。
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