
令和３年度 第45回郷土先人展

佐伯安一の軌跡

　佐伯氏は、砺波市久泉に生まれ、若いころから民俗研究をこころざした。学生時代の方言の採取に始まり、茅ぶき
屋根の形に注目した民家研究、五箇山の民俗調査へと広がった。その後、県教育委員会の民俗緊急調査に参画し、
民家、古文書、曳山、獅子舞、諸職、民俗芸能など様々な調査を担当した。

たれらけ付裏に料資史歴どな書文古、にうよるれさ現表と」輪両の車は究研史世近と俗民「、は徴特の学俗民の氏　
研究にある。本展では佐伯氏の残された著作、各種調査、研究記録、寄稿などを展示し、氏が歩んだ研究の軌跡を
たどる。

富山県文化財保護審議会委員（昭和49年～平成18年）
砺波市文化財保護審議会委員（昭和36年～平成26年）
高岡市文化財審議会委員（平成7年～平成28年）
南砺市文化財保護審議会委員（平成16年度～平成28年）
砺波市立砺波散村地域研究所所員（昭和58年～平成28年）

公的委員等略　歴
昭和21年 富山県立高岡商業学校卒業
昭和23年～昭和29年 北日本新聞社
昭和30年～昭和34年 砺波商工会議所
昭和34年～昭和62年 市堰建工株式会社
昭和62年～平成8年 砺波郷土資料館長

所属学会 日本民俗学会会員、富山民俗の会代表、日本民俗建築学会名誉会員、越中史壇会評議員

昭和5年（1930年）～平成28年（2016年）佐伯 安一
さ え き　　やす　かず

主な著作

『砺波民俗語彙』
昭和36年／高志人社
（昭和51年国書刊行会より復刻）

昭和18年から36年まで砺波地方各
地を歩き回ってメモした言葉6,000語

と史歴の闘苦の々人を」葉言「。析分を
暮らしの知恵の結晶ととらえて解説
する。

『富山民俗の位相』
平成14年／桂書房

昭和30年から平成14年に発表した論
文66編を所収。民俗学研究50年の
集大成。
自分の目で見、自分の耳で聞き、自分で
写真を撮ることを徹底した現地実見
主義の労作。

令和3年10月19日（火）～
11月23日（祝・火）

【期間】 砺波郷土資料館
砺波民具展示室（庄東小学校3階）

【会場】

○富山市考古資料館c

『合掌造り民家成立史考』
平成21年／桂書房
五箇山・白川の合掌造り民家について、
従来の学説を整理し、その成立過程を
様々な史料を駆使して明らかにした。
民俗・建築・歴史の目をもつ佐伯氏
だからこそ成し遂げられた考察の一書。

『近世砺波平野の
　　　開発と散村の展開』
平成19年／桂書房
砺波平野の近世初め以降の歴史研究
の集大成。残されている地域の関係史
料を丹念に読み込み、緻密に考察し、現
地へ足を運んで検証した砺波地方の
基礎研究の総まとめ。

県民芸術文化祭2021 協賛事業

【主催】砺波郷土資料館　【共催】砺波市文化協会
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　佐伯氏が民俗学に興味をもったのは高岡商業学校（現高岡商業
高校）在学中のことだった。昭和18年、学校へ城端線で通っていた
13歳の佐伯少年は電車の中で学校の友達の言葉が城端・福光・高岡・
氷見とそれぞれ違うことに気づいた。「狭い富山県の西半分でどうして
こんなにも言葉が違うのか。せめて砺波地方だけ
でも採集してみようかと手帳に記録し始めた」
ことが民俗研究の第一歩であった。

　学校卒業後も新聞社に勤めるかたわら、休日
には砺波地方を歩き回って方言集めを続けた。
　いろいろな人と話をして聞いた方言をノートや
方言収集カードに記入して約六千語の方言が
集まった。それを昭和29年から31年までの間で
8冊の『砺波民俗方言集稿』としてまとめ、ガリ版
で30部製作した。
　この方言集稿は足りないところを教えて
もらったり、文献に出てくる知らない言葉を確認
したりするために作られたものであった。地元の
知人や全国の専門家などに配られ、柳田国男
にも送っている。
　昭和36年に18年間の調査研究のまとめとして
『砺波民俗語彙』を自費出版した。

　『砺波民俗語彙』には、集めた方言の整理方法や配列方法など氏独自の視点と
工夫がいくつもある。
　①掲載は五十音順ではなく項目別に分類したり、作業の内容ごとや類似語をまと
めたりしている。 ②ことわざやなぞなぞ・挨拶など生活習俗や文化が反映されている
分野の言葉も掲載されている。 ③方言辞典ではなく、砺波地方の生活習俗を方言と
いう観点からまとめた民俗資料に比重をかけた作りになっている。
　氏は後に「いろいろなことに関心をもつことができたのは、研究に方言から入った
からである」と語っており、多岐にわたる民俗研究の始まりがここにある。

民俗研究の始まり ～方言調査～

『砺波民俗語彙』の「妖怪」の項目

砺波地方のカマキリの方言は１１種類あり、地域差がわかりやすい方言の一つ
でもある。

方言調査ノート　上：昭和18年　下：昭和20年
聞き取った方言についての考察も付記されている。

方言調査を始めた
13歳当時の佐伯氏

『砺波民俗方言集稿』第８巻 林宏氏から譲られた
鷹栖村の方言採録集
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　昭和38年、砺波市紺屋島で富山県初の民俗緊急調査が
行われた。講師に立教大学教授の宮本馨太郎氏を招き、県内
各地から調査員を委嘱し、その後県内各地で実施された緊急
調査のモデルとなったものである。
　調査内容は、生産暦、仕事と用具、仕事着、染・織、毎日の
食事、住居など生活全般にわたる。
　下図は、その時作成された紺屋島集落の概図である。道路・
用水、寺社、墓地、民家の配置、井戸の設置の有無、さらに
民家の間取図も記録され、高度経済成長以前の農民生活を
残す貴重な資料となった。

　左図は、昭和40年に発刊された『砺波市史』において、
佐伯氏が説いた「砺波散村の起源」に関する一考察に使われ
た図である。砺波散村の起源を、地元砺波市鷹栖に残る
「お藪」に関する史料を使って実証的に証明しようとしたもの
である。
　鷹栖村は、「お藪」が藩から指定された慶安4年（1651年）
以前、すでに散村状の居住形態であったという結論である。

　佐伯氏は昭和36年（31歳）から砺波市史（昭和40年刊）にかかわり、
砺波郷土資料館長時代には全5巻の資料編(平成2年～同8年刊)を編集・
執筆し、平成16年には編集委員長として『砺波市五十年史』を発刊した。実
に40有余年を砺波市史にかかわってきたといってよい。
　これらの市史では、民俗分野とともに近世も担当した。必要に迫られて
身に付けた古文書から得た知識は、自らの専門である民俗を理解する
うえでも非常に有用であったといい、「民俗と歴史とは車の両輪」という
佐伯氏の言葉がそれを端的に表している。

～佐伯民俗学の広さと深さ～

鷹栖村のお藪の分布

自治体史編纂
－ほぼ半生をかかわり続けた「砺波市史」の例－

民俗緊急調査 －砺波市紺屋島で
行われた富山県最初のモデル調査会の例－

民俗緊急調査と自治体史編纂

『砺波市史』昭和40年

　高度経済成長が始まり、日本社会が大きく変
貌する直前の昭和38年から県教育委員会は次々 と
民俗緊急調査を実施した。佐伯氏は委嘱を受け、
その多くの調査の指導に当たった。
　ちょうどその頃、県史をはじめ各市町村でも自治
体史編纂が企画され、ここでも請われて多数の
編集執筆にかかわった。
　これらの「頼まれ仕事」が佐伯民俗学の広さと
深さを培ったのである。

主な自治体史編纂と緊急調査、古文書調査の年表
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暮らしとすまい
富山県の民家

　佐伯氏が北日本新聞砺波支局に勤め始めた昭和23年、県内のほとんどの
農家は昔ながらの茅ぶき屋根であった。
　ある時、佐伯氏が自転車で砺波平野を駆け回っていると、地域によって屋根の
形が微妙に違っていることに気づく。そこで佐伯氏は各集落の民家を五万分の
一の地図に記入しながら調査を行い、その結果を昭和28年に北陸三県の
地学会で発表した。
　これが民家研究の始まりであり、やがてその調査範囲は県内全域にまで
広がった。 

民家研究の始まり

昭和27年から28年にかけて
まとめられた民家調査の手帳 

富山県の多様な屋根型 
　全国的に民家の屋根は「切妻」「寄棟」「入母屋」を基本形としている。今ではほとんど姿を消してしまった茅ぶき屋根だ
が、富山県ではこの基本形3つを含む様々な屋根型が分布していた。
　県内で最も広く見られたのは入母屋造りであるが、「富山・射水平野型」を中心に破風の大きい「下新川型」「八尾山
地型」、屋根の勾配が緩やかな「氷見型」と地域ごとに特徴が異なり、それぞれに分布圏が形成されていた。
　県西部の砺波平野には寄棟造りが分布するが、平野に吹く強風に破風をまくられないよう対処したものとされて
いる。また、降雪量の多い五箇山では雪対策や養蚕業に適した切妻造り(合掌造り)を基本としている。このほか「半切妻」
「片入母屋」といった基本形の中間型も確認されており、県内には実に多様な屋根型が存在していた。
　屋根型の多様化に大きく影響を与えたのは県東部・西部・山間部における自然条件の相違である。加えて県内に広く
分布するのは京都を中心に広がる入母屋造りであるが、家の間取りは東北・北陸・湖北地方に分布する「広間型」を基本
としている。このことから富山県の民家は西日本文化圏に属しながら、東日本文化の影響も大きく受けていたと考えられ、
これが県内の屋根型を多様化させる一因にもなった。 

きり づま よせ  むね い  り  も  や

は　 ふ

佐伯安一 『富山民俗の位相
　　　　　＝民家・料理・獅子舞・民具・年中行事・五箇山・その他＝』 

富山・射水平野型 （入母屋）

八尾山地型 （入母屋）

砺波型 （寄棟）

下新川型 （入母屋）

氷見型 （入母屋）

五箇山型 （切妻・合掌造り）
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暮らしと祭り
富山県の獅子舞

　富山県は獅子舞芸能の多い地域である。現在は若者の流失と少子化で減少してきているが、昭和53年の緊急
調査では県内で1,200ヵ所を数えた。この調査によって県内には獅子舞の芸態上は5つのタイプがあり、それぞれ
図のような分布圏を形成していることが分かった。また各獅子舞の流入の過程は、次のように加賀、飛騨､越後方
面から流入したものであると確認された。

　調査では、氷見獅子の伝播経路がはっきりしなかった。芸態が百足獅子で、獅子に角がないこと、獅子殺しをすること
などから加賀、越中に通ずるものであるが、最も特徴的な獅子あやしの天狗のスタイルについて疑問が残された。①天狗面
（鼻高面）を付ける。②ヨボシ（鳥帽子）と呼ぶ鳥かぶとをかぶる。③採り物はシシマイボウと呼ばれる1メートルばかりの
棒の先端から少し入ったところに幣を房状につけたものを使う。
　民俗芸能でこのスタイルに似たのが能登にある。七尾市中島町の久麻加夫都阿良加志比古神社のお熊甲祭の露払い
をする猿田彦がこれと同じスタイルである。さらに、福井県若狭の宇波西神社、弥美神社等の王の舞は鼻高面をつけ鳥か
ぶとをかぶり、矛を持って
舞う。このスタイルで御輿
行列を先導し、舞楽を演ずる。
この列の後には田楽や獅子
舞が演じられる。これが氷見
獅子に直接結びつくことは
ないが、つながりがあること
が推測される。

氷見獅子の源流を考える（若狭、能登、氷見をつなぐルート）

氷見獅子
百足獅子
胴幕の中に5～6人。
胴幕は手で挙げて張る。獅子
あやしは天狗で青年が行い、
鳥かぶとを付ける。
ヒトアシ、フタアシ、キョウブリ
などの演目がある。

金蔵獅子
二人立ち
演目は金蔵が御幣をもつカグラ
ジシ、ヘビジシ、アクロバットな
曲芸をするキョクジシがある。
獅子あやしは金蔵の他おどりこ
がおり、獅子の左右で踊る。

下新川獅子
二人立ち百足獅子百足獅子
二人立ちが基本だが、後足が
抜けて一人立ちで演ずること
もある。獅子あやしは天狗で
棒、刀、傘、樽を採り物にして
アクマバライ、シシオコシを
演ずる。

射水獅子

胴幕の中に4～5人。
氷見獅子と同様に胴幕に竹を
入れないが、獅子あやしは
シャグマをかぶった青年や花笠
をかぶった子供が行う。演目は
キリコなど。

砺波獅子

胴幕の中に5～6人。
胴幕に竹の輪を入れて支え
胴を大きく見せる。獅子あやし
はシシトリといい、ボウ、ナギ
ナタ、タチ、カマをもって獅子を
打つ。

王の舞 猿田彦 天　狗
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　米の需要が減少したというがこれは副食を多く摂るようになり、多様な食文化が氾濫したからであろう。本来
米の味は日本人にとって母なる味である。それに新鮮な野菜、山菜、魚がたくさんある。日本料理の数々は
米食のためのものであると言ってよい。しかし、私たちの先人はこのうまい米や魚をふんだんに食べていたわけ
ではない。魚は月に一度か二度、よい米は一粒でも売って平生はくず米を食べるつましい食生活だった。

暮らしと食
ふるさと料理

日常食の歴史と地域性

砺波郡持高十石百姓の開作様子など答書
（菊池文書）

　農民の普段の食生活が古文書に残されることは少ないが、江戸時代の中
ごろの記録がある。寛政3年（1791年）に砺波郡の十村役が中小層農民の生
活ぶりを藩に報告したものである。
　「米の飯は盆、正月と祭りだけ。農作期には麦などの煎粉やだんご。2、3日に
一度は太唐米を食べる。冬から春にかけては煎粉と雑炊が主で､時たま太唐米
に菜、大根、いもを下に敷いて炊いて食べた。」
　明治時代以後は米を食べる比率が高くなったとはいえ、昭和初年までこの
様子が変わることはなかった。日常食には農村、山村、漁村とそれぞれに特徴が
あり、呉西と呉東にも地域性があったが一様に極めて質素であった。

　ふるさとの伝承料理は派手なものでなく、厳しい生活の中から生まれ、長い年代に
わたって工夫を積み重ねながら伝えられてきたものである。佐伯氏はこの特徴を
「身近にある材を生かす」ことだと繰り返し説き新聞、雑誌にも寄稿した。また、『富山
のふるさと料理―正月・春夏編』『富山のふるさと料理―秋冬・人生編』『聞き書富山
の食事』『とやまの郷土料理』等のふるさと料理の出版にも積極的に参画した。
　また、平成10年に開かれた「全国食文化交流プラザ富山『食祭とやま'98』」に富山
県企画委員の一員として参画し、多数のイベントの企画や準備にかかわった。

伝承料理の提唱と普及

『富山のふるさと料理―正月・春夏編』
『富山のふるさと料理―秋冬・人生編』
昭和54年 巧玄出版

ふるさと料理
むかしの祭りの料理が毎日の食事に

「食祭とやま’98」の報告書（平成11年2月発行）より

富山県企画委員会で佐伯氏が提案した「伝承料理5つの提言」
1. 富山の伝承料理を再認識して、次の世代に引き継ぐ。（食の伝承人）
2. 富山の食材の素晴らしさとそれを生かした先人の知恵を発信する。
3. 富山の食材を生かした新しい料理を創作する。
4. 富山の郷土食を観光に生かす。
5. 新しい食生活のあり方を考える。

年忌供養のお斎の膳と報恩講の料理
とやま伝統の味（信仰と料理) 富山の代表的料理の選定

春夏秋冬の「とやま御膳」の提案と展示
とやま食文化フォーラム
平野レミ氏とともに佐伯氏も出演

たい とう まい

い　 こ
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　新村は近世になって作られた村である
から、それを地図化することによって、砺波
郡のどの地域が近世になって開け、どこが
古くからの地帯であるかが分かる。それは
散村の展開過程を表していることになる。
　新村地帯は芹谷野・山田野・野尻野と、
野尻川をはじめ、庄川東遷に伴う中村川・
新又川・千保川の廃川地であることが分
かった。砺波平野では一般に開拓予定地の
真ん中に居住地を定め、周辺を開いて
いったから結果的に散村という集落形態
となった。

砺波平野の新開と散村の展開

　砺波郡の草高は、江戸時代初期の慶長10年（1605年）には
202,111石（※1）、幕末の嘉永6年（1853年）には267,056石（※2）で
あり、この間6万5千石の増加となっている。
　下図は砺波郡平野部630ヵ村の村高について、慶長10年と嘉永
6年を比較し、その増減を図化したものである。嘉永の村高を円の
大きさで示し、慶長10年より増加した場合は慶長10年の高を円内に
黒く示し、反対に減少した場合は赤い楔型で示してある。この図では、
以下の８か所の新開地帯があることが分かる。

くさびがた

佐伯安一『近世砺波平野の開発と散村の展開』（2007桂書房）巻末図４

砺波平野の村高比較（部分）
－ 慶長10年（1605）と嘉永6年（1853） －

※1 「正保三年利波郡高物成田畠帳」（加越能文庫）
　　記載各村の本高の合計
※2 「（嘉永六年）越中三郡高免」（加越能文庫）記載
　　各村の本高と新田高の合計
※3 「加越能三ヶ国御絵図被仰付候覚書」（加越能文庫）

庄川の古い扇状面で、新扇状面の水も
あがらず、南砺山麓の小河川の水も届か
なかったので中世末まで開発が進んで
いなかった地域。

H  野尻野

野尻川と宮川の間の地帯で江戸時代の
ごく初期に開発された地域。ここには、
野村島、苗加、鷹栖、水島などの大村が
並び、典型的な散村地帯となっている。

F  野尻川氾濫原

かつての庄川の本流は、15世紀初頭に
野尻川に移り、その後、中村川から千保川
へ移動したといわれる（※3）。この主流の
東遷により廃川地化した川跡に用水が
整備されて開発された地域。

G  野尻川（本流）跡

E  中村川跡

D  新又川跡

C  千保川跡

庄川が山から平野部へ出る谷口にあたり、強固な堤防整備によって
はじめて安定した地域。

B  大川原

段丘上であり、寛文3年（1663年）からの芹谷野用水の開削により
はじめて開発された地域。

A  芹谷野
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　砺波郷土資料館に収蔵されている民具の収集は、昭和42年の太田小学校PTAの活動に始まる。 
当時PTA役員であった佐伯氏の主導により、校下から約300点が集められた。その活動は開館後の
砺波郷土資料館に引き継がれ、多くの市民の協力により、令和3年現在、約1万点の大コレクション
となった。平成29年にそのうちの6,900点が国の重要有形民俗文化財に指定された。

　集められた民具の情報は一点ごとにカードに記入する。
旧所蔵者の住所氏名のほかに、いつごろまで、どのように
使っ ていたのか、だれが製造したのかなど、分かる限りの
聴き取り調査も実施した。写真を撮り、図をかいて寸法も
記入する。現物にも名札をつけ、現物とカードとを対応
できるようにした。カードの記載様式そのものも収集を
始めた当初は何度も変わった。試行錯誤の連続であった。

仕事着の収集
　日用品や農機具など多くの民具が集められ
たが、中でも仕事着は特に貴重なものである。
通常仕事着は着られなくなると雑巾などにされ、
残りにくいからである。そこで婦人ボランティアの
協力を得て収集に取り組んだ。また収集品を
整理し、この成果として、昭和53年には『砺波
のみしかもん・へんじょ着・あかいば』という冊子
も作成した。和昭（」りじも「例集収 53年）

機能的に改訂した民具調査カード（佐伯氏の筆）

　佐伯氏は砺波の民具を重要有形民俗文化財にすべく、資料館職員と
の波砺「。だい注を血心にもと 生活・生産用具」解説編の執筆中に急な

病のため入院を余儀なくされた。
　「民具は人々の暮らしの生き証人
である。ただその使い方や目的が
わからなくなれば、その民具は存在
意義を失ってしまう。そのため、できる
だけ正確な情報を、それぞれの民具
について残したい」そんな想いから
入院中も執筆は続けられた。

「砺波の生活・生産用具 －解説編－」 草稿

国重要有形民俗文化財の指定に当たって

民具の収集

令和3年度 文化庁 地域と共働した博物館創造活動支援事業

砺波民具展示室内部風景


