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福岡市卯内尺古墳群４号墳出土人骨の親族関係について

舟　橋　京　子

九州大学総合研究博物館：〒812-8581 福岡市東区箱崎6-10-1

要旨：小稿では、福岡市卯内尺４号墳出土人骨４体の親族関係の復元を行った。
まず、人骨の出土状況に関する考古学的情報を元に世代構成の仮説を立て、歯冠計測値および頭骨小変異を用

いた血縁関係の推定法によりその検証を行った。
その結果、４体は同世代のキョウダイもしくは２世代にわたるキョウダイとそのコドモ達と考えられ、５世紀

初頭の卯内尺古墳集団は双系のキョウダイ原理に基づく社会であったと結論付けた。

キーワード：卯内尺古墳群、キョウダイ原理、親族関係、歯冠計測値、頭骨小変異

１．はじめに

2010年に福岡市教育委員会により、福岡市南区老司所

在の卯内尺古墳群の調査が行われ、５世紀初頭の４号墳

から４体の人骨が出土している（福岡市教委 2012；高椋

他 2012）（図１）。当該古墳は那珂川中流域西岸の丘陵上

に立地しており、同一丘陵上に卯内尺古墳・老司古墳な

どの前方後円墳が築造されている。

一方で、古墳時代の親族構造研究では、田中良之氏が

列島の大和政権下において５世紀における双系から父系

への変化を示している（田中 1995；2008）。このモデル

化の中で、福岡平野近郊に関しては、資料数の少なさか

ら検討例自体が少ない。その中でも、本古墳群近在の前

出の老司古墳に関しては田中氏により検討がなされてお

り、田中氏の基本モデルⅠに相当する段階で、「それぞれ

の石室が「家族」を単位とし、古墳全体はそれ以上の社

会単位を背景として」おり、「長」の家族が析出されてい

ない状態であると指摘されている。

モデルが発表された時点では、福岡平野およびその周

辺においてあまり良好な資料が得られていなかったが、

その後発掘された卯内尺古墳群では４号墳の石棺から出

土した４体の遺存状況の良好な人骨が得られている（高

椋他 2012）。但し、これまで親族関係の推定が行われて

いないことから、今回検討を行うこととする。

２．分析方法

本論では、田中氏らあるいは田中氏が上ノ原横穴墓以

降の一連の古墳時代親族構造研究で用いている、人骨の

出土状況から世代構成の仮説をたて歯冠計測値を用いた

血縁関係の推定方法によりその検証を行う方法を採る（田

中他 1985；田中 1995など）。歯冠計測値を用いた血縁者

の推定方法は、現代人の血縁関係の明らかな個体の歯冠

計測値データを元に作られた方法である（土肥他1986）。

方法開発者らが指摘している通り方法の特性上、他人の

空似を100％排除することは困難ではあるが、考古学的

手法を用いて作られた世代構成に関する仮説の絞り込み

には有効であると考えこれを使用する。加えて、血縁関

係の指標の１つとして頭骨小変異も使用する（Lane and 

Sublett 1972；Spence 1974）。頭骨小変異の有無が直接的

に血縁関係の有無に繋がるわけではないが、古墳人集団
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において出現率の低い項目を共有している場合、血縁関

係を推定する１つの指標になると考え、これを使用する。

古墳人の頭骨小変異出現頻度の算出には百々幸雄・石田

肇氏のデータを使用する（Dodo and Ishida 1990）。

本文中の年齢の表記は成年：20-40歳、熟年：40-60歳、

老年60歳-とする（九大解剖第二 1988）。

３．分　析

３－１．仮説：世代の復元

４号墳からは、男性２体、女性２体が出土しており、
B 号（成年前半男性）→ A 号（熟年男性）→ C 号（熟年

女性） → D 号（熟年後半～老年女性）の順に埋葬されて

いる。A・D 号は頭位を北にし、B・C 号は頭位を南にし

ている（図２）。
B 号は、A 号の追葬に際しほぼ全身が石棺南側の東半

図１　卯内尺４号墳埋葬主体および人骨出土状況（福岡市教委 2012より引用改変）
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分に片付けられている。B 号はほぼ関節状態を保ってお

らず、下肢も上半身上に片付けられており、A 号の追葬

の際にはかなり骨化が進んでいたと推定される。本来 B

号の頭蓋が位置していたと考えられる石棺南半の中央部

棺底付近から、遺体腐朽時に脱落しやすい単根歯牙の前

歯が多く出土しているとの報告（高椋他 2012）からもこ

の所見が支持できる。したがって、B 号と A 号の追葬間

隔は10年ないしそれ以上と推定される。
A 号は、C 号の追葬に際し下肢が長壁側（西側）に寄

せられている。A 号の肩幅はほぼ本来の間隔を保ってお

り、肩関節・椎骨・肋骨もほぼ解剖学的位置関係を保っ

ている。これに対し下肢、特に大腿骨は本来の股関節の

間隔を保っておらず、C 号の追葬の際には一部軟部組織

の腐朽が進んだ段階であったと推定される。したがって、
A 号と C 号の追葬間隔は５年程度と推定される。

C 号と D 号は全身がほぼ関節状態を保っている。D 号

の右膝関節は関節状態にはないが、C 号骨盤上に位置し

ていた右大腿骨が軟部組織の腐朽に伴い東側に転落した

と推定される。以上の出土状況から、D 号の埋葬に際し
C 号はほとんど片付けられておらず、C 号と D 号の埋葬

間隔はかなり短いと推定される。

一方で、報告でも指摘されている C 号左下肢の遠位側

とD号人骨の右上肢の肘関節の東側への移動に関しては、

これらの部位が本来石棺長壁際に位置していたと考えら

れることから、石棺内部への土砂もしくは目張り粘土の

崩落に伴い移動したと考えられる。B 号の右上肢に関し

ても同様な原因で肩関節側が石棺中央側へ移動したと推

定される。但し、人骨検出当初の石棺内への土砂の流入・

目張り粘土の崩落状況に関する情報を確認できておらず、

これら以外の要因の可能性を完全に排除できるものでは

ない。C 号左橈骨の近位・遠位の逆転に関しては埋没後

の自然営力では説明できないため保留しておく。

以上の出土状況に基づく埋葬間隔の推定から、初葬の
B 号埋葬時の A、 B、 C、 D 各個体の年齢を復元すると、A

号：成年後半～熟年前半、C 号成年、D 号成年後半～熟

年となる（図３）。したがって、A、D 号の年齢を低く見

積もると本石棺には、同世代の男女２体ずつが埋葬され

ていることとなり、得られる親族関係仮説としては、

Ⅰ- ①キョウダイ

Ⅰ- ②夫婦２組

Ⅰ- ③夫婦＋そのキョウダイ

の３つである（図４）。一方で、A、D 号の年齢を高く見

積もると、第一世代 A・D 号、第二世代 B・C 号の２世

代構成となり、仮説としては、

Ⅱ - ①キョウダイといずれかのコドモ

Ⅱ- ②夫婦とそのコドモ

Ⅱ- ③キョウダイといずれかのコドモ夫婦

Ⅱ- ④夫婦とそのコドモ夫婦

が得られる。

なお、C 号個体は寛骨の観察が可能であり、前耳状溝

図２　卯内尺４号墳石棺内人骨出土状況

B

A

D

C

10

5

20

40-60

40-60

50

20

20-50

20-40

30 60

B

図３　出土人骨の年齢推定（△：男性、○：女性）
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が認められる事から、妊娠・出産を経験した個体である

と推定される。

３－２．仮説の検証

卯内尺４号墳出土個体４体中３体（A，B，C 号）の歯

冠計測が可能である（表１）。歯冠計測値を用いた分析の

結果、A 号と B 号間、A 号と C 号間、C 号と B 号間のい

ずれにおいても相関係数で0.5以上の高い値が複数の歯種

の組み合わせで得られている（表２）。特に、A 号・C 号

間と C 号・B 号間ではイトコ間での相関係数0.5以上の出

現頻度が低い上下顎 I1I2CP1P2や下顎 I1I2CP1P2M1M2に

おいても、相関係数0.5以上の値が得られている。

BA DC

C B A D

BA CD

-

-

-

DD

B

AA

C B C

D

B

A

C

D A

C B

- -

- -

図４　出土人骨の親族関係仮説
　　　（仮説Ⅰ -②は女性がキョウダイの場合もあり　　仮説Ⅱ -①、③は二世代目が A号のコドモの場合もあり
　　　 仮説Ⅱ-④は C号が A・D号のコドモの場合もあり）

表１　歯冠計測値
A 号 B 号 C 号

１回目 ２回目 average １回目 ２回目 average １回目 ２回目 average
右 左 右 左 右 左 右 左 右 左 右 左

上顎

I1 8.95 9.00 8.85 8.90 8.93 8.60 8.75 8.70 8.80 8.71 9.00 8.90 8.95 
I2 7.95 8.10 8.00 8.15 8.05 7.40 7.55 7.48 7.95 7.80 7.85 7.80 7.85 
C 8.10 8.00 8.10 7.90 8.03 7.85 7.85 7.95 7.85 7.88 8.40 8.35 8.40 8.40 8.39 
P1MD 7.70 7.60 7.70 7.55 7.64 7.10 7.20 7.00 7.10 7.60 7.65 7.50 7.80 7.64 
P2MD 7.30 7.20 7.25 6.80 7.00 6.90 7.10 6.95 7.10 7.20 7.15 
M1MD 10.10 10.00 10.05 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 9.85 10.20 9.90 10.20 10.04 
M2MD 9.55 9.60 9.58 10.00 9.90 10.00 9.80 9.93 
P1BL 9.90 9.90 9.85 9.90 9.89 9.70 9.75 9.65 9.80 9.73 9.80 9.85 9.80 9.80 9.81 
P2BL 9.30 9.30 9.30 9.15 9.20 9.10 9.15 9.60 9.65 9.63 
M1BL 11.95 11.95 11.95 12.00 12.05 12.00 12.00 12.01 11.00 11.10 11.20 11.10 11.10 
M2BL 12.00 12.00 12.00 12.40 13.05 12.50 13.10 12.76 

下顎

I1 5.65 5.65 5.65 5.35 5.25 5.30 5.65 5.50 5.65 5.45 5.56 
I2 6.30 6.30 6.30 6.00 6.05 6.03 6.20 6.20 6.15 6.15 6.18 
C 7.35 7.20 7.35 7.15 7.26 6.70 7.00 6.70 7.00 6.85 7.20 7.40 7.20 7.35 7.29 
P1MD 7.35 7.35 7.35 7.20 7.35 7.25 7.40 7.30 7.60 7.70 7.55 7.70 7.64 
P2MD 7.50 7.45 7.48 7.60 7.60 7.60 7.30 7.30 7.30 
M1MD 10.60 10.60 10.60 10.65 10.61 11.35 11.15 11.25 
M2MD 10.30 10.50 10.40 10.50 10.43 11.10 11.10 11.10 
P1BL 8.30 8.25 8.28 8.55 8.65 8.60 8.70 8.63 8.30 8.20 8.30 8.35 8.29 
P2BL 8.40 8.40 8.40 8.75 8.80 8.78 8.55 8.50 8.53 
M1BL 10.75 10.50 10.75 10.40 10.60 10.40 10.50 10.45 
M2BL 10.30 10.25 10.30 10.15 10.25 10.35 10.35 10.35 

MD：近遠心径、BL：頰舌径
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一方で、加齢による歯の咬耗から歯冠計測が困難で

あった D 号に関しても、古墳人で出現頻度の低い複数の

項目（ラムダ縫合小骨、後頭乳突縫合小骨、鼓室骨裂孔）

で B 号、C 号との共有が見られる（表３）。

以上の分析結果から、A 号、B 号、C 号、D 号は相互

に血縁関係があったと推定される。したがって、先にあ

げた親族関係仮説のうちⅠ- ①もしくはⅡ- ①が支持さ

れる。

４．考　察

以上の分析結果で見てきたように、卯内尺４号墳石棺

墓出土の４個体は相互に血縁関係を有する同世代のキョ

ウダイもしくは２世代にわたるキョウダイとそのコドモ

達、即ち仮説Ⅰ- ①もしくはⅡ- ①が検証され、残りの

仮説は棄却される。

本古墳は田中氏のモデルⅠにあたる時期であり、今回

の分析の結果復元された親族関係も田中氏のモデルⅠと

合致する。卯内尺４号墳では、キョウダイ原理を重視し

た埋葬が行われており、経産婦すなわち結婚していた女

性が配偶者の墓ではなく自身の血縁集団の墓に埋葬され

ている点も田中氏の提示したモデルⅠそのものである。

したがって、卯内尺古墳集団は双系のキョウダイ原理に

基づく社会であったと考えられる。

田中氏により列島では倭の五王の朝貢の過程で、５世

紀中葉には支配層において父系へと転換が始まり、その

後半には農民にまで及んだとされている（田中 2008）。

５世紀初頭と推定される卯内尺古墳群を営んだ集団はま

さに父系化前夜の列島社会のありようを示す一事例であ

ると言えよう。

謝　辞

卯内尺古墳群出土人骨の観察・計測に当たっては、福岡市博
物館本田浩二郎氏、福岡市埋蔵文化財センター阿部泰之氏にご
配慮頂いた。この場を借りて深謝したい。

表２　歯冠計測値を用いた Qモード相関係数

歯種の組み合わせ A 号＊ B 号 A 号＊ C 号 C 号＊ B 号
UI1I2CP1P2M1／ LI1I2CP1P2M1 － － 0.436
UI1I2CP1P2／ LI1I2CP1P2 0.322 0.573 0.127
UCP1P2M1／ LCP1P2M1 － － 0.368
UP1P2M1／ LP1P2M1 － － 0.449
UI1I2CM1／ LI1I2CPM1 － － 0.563
UP1M1／ LP1M1 － － 0.501
UI1I2CP1P2M1M2 0.667 － －
UI1I2CP1P2M1 0.802 0.708 0.387
UCP1P2M1 0.747 0.474 0.103
UP1P2M1 0.748 0.588 0.112
LI1I2CP1P2M1M2 － － 0.505
LP1P2M1M2 － － 0.590

表３　頭骨小変異の出現状況

項　　目

古墳集団における両側・片側の
出現頻度 (Dodo and Ishida1990)

A B C D

男性 男性 女性 女性
男 性 女 性 右 左 右 左 右 左 右 左

ラムダ縫合小骨 11.9% (12/101) 7.9% (  5/63) － － ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋
顆管欠如 89.8% (44/  49) 95.1% (39/41) － ＋ ＋ ＋ －
後頭乳突縫合小骨 20.4% (11/  54) 18.8% (  6/32) － － ＋ － ＋ － －
眼窩上孔 53.7% (44/  82) 59.6% (31/52) － － － ＋ ＋ ＋ ＋
鼓室骨裂孔 15.4% (  4/  26) 33.3% (  3/  9) ＋ ＋ － － ＋ －
＋は変異あり、－は変異無し



― 6 ―

舟　橋　京　子

参考文献

Dodo, Y. and Ishida, H., 1990. Population history of Japan as viewed 

from cranial nonmetric variation. J.anthrop. Soc. Nippon, 99 （3）: 

pp269-287.

土肥直美・田中良之・船越公威．1986．歯冠計測値による血縁
者推定法と古人骨への応用．人類学雑誌，94-2，pp147-162．

福岡市教育委員会．2012．卯内尺古墳群，福岡市埋蔵文化財調
査報告書第1142集，福岡市教育委員会，福岡．

九州大学医学部解剖学第二講座．1988．日本民族・文化の生成
２永井昌文教授退官記念論文集．六興出版，東京．

Lane, A. L. and Sublett, T. A., 1972. Osteology of social organization: 

residence pattern. American Antiquity, 37 （2）: pp186-201.

Spence, W. M., 1974. Residential practices and the distribution of 

skeletal traits in Teotihuacan, Mexico. Man, 9 （2）: pp262-273.

高椋浩史・米元史織・中橋孝博．2012．卯内尺古墳出土の古墳
時代人骨調査報告．卯内尺古墳群，福岡市埋蔵文化財調査
報告書第1142集．福岡市教育委員会，福岡．pp32-44．

田中良之・土肥直美・船越公威・永井昌文．1985．上ノ原横穴
墓被葬者の親族関係．上ノ原横穴墓群Ⅳ．大分県教育委員
会，大分．pp10-16

田中良之．1995．古墳時代親族構造の研究．柏書房，東京．
田中良之．2008．骨が語る古代の家族．吉川弘文館，東京．



― 7 ―

福岡市卯内尺古墳群４号墳出土人骨の親族関係について

Reconstruction of kinship of the skeletal remains from Unaijaku tumuli No.4

Kyoko FUNAHASHI

The Kyushu University Museum: Hakozaki 6-10-1, Higashi-ku, Fukuoka 812-8581, Japan

This paper reconstructed kinship among four skeletal remains found from a stone coffin of No. 4 tumulus of Unaijaku 
mounded tombs cluster in Fukuoka City, Fukuoka Prefecture. Previous studies uncovered that prehistoric society was orga-
nized by bilateral decent system until  the 5th century AD. And during the second half of  this century,  it  transformed  into 
patrilocal system. However, Fukuoka region has yet to be examined in terms of the organization of kin-relation because of the 
scarcity of skeletal remains.

Four individuals, two male and two female, in the coffin were estimated to be inhumed continuously with various inter-
vals of time between their interments according to the varied degree of dis-articulation of each skeletal remain associated with 
subsequent interments. Preserved states of anatomical order can be used to estimate sequences and intervals of time of inhu-
mations among sample individuals. These estimations were used to hypothesize six patterns of capable constituent genera-
tions and kin-relations of the four adults.

The hypothesized patterns were verified by estimating kin-relation in terms of osteological approaches of tooth crown 
measurements and non-metric cranium variations.

Results remained two possibilities: 1) the four individuals were siblings in the same generation and 2) they were two pairs 
of sibling ranged over two kin-related generations. These estimations led to the conclusion that the kinship was organized by 
bilateral decent during the beginning of the 5th century AD in Fukuoka region as seen in other regions.



― 9 ―

二 重 権 力 空 間 構 造 論
― 並列御在所の歴史的評価 ―

岩　永　省　三

九州大学総合研究博物館：〒812-8581 福岡市東区箱崎6-10-1

要旨：日本の８世紀の王宮において、天皇の御在所と上皇の御在所が並列する構造が出現した。そのような構造
出現の事情を明らかにするために、８世紀における天皇と上皇の権能の関係を検討し、宮の中での両者の御在所
の位置関係がどのように推移したかを分析する。

天皇と上皇の権能の関係の８世紀における特質を明確化するために、７世紀における上皇の出現から12世紀の
院政期に至る長期間における当該関係の長期的推移を辿った。宮の中での天皇の御在所と上皇の御在所の位置関
係については、平城宮・恭仁宮・紫香楽宮で明らかとなった御在所遺構の変遷を検討し、並列御在所構造の出現
と展開の様相を明らかにしたうえで、奈良時代の天皇・上皇の関係の推移と対照して、当該構造出現の史的背景
を考察した。

キーワード：都城、御在所、天皇、上皇、空間構造

はじめに

天平12年（740）10月、聖武天皇は、藤原広嗣の乱の

さなかに平城宮を出立し伊勢への行幸に向かった。結果

的に５年間の彷徨の旅の始まりとなった。伊勢国河口頓

宮・赤坂頓宮・美濃国不破頓宮を経て、12月に恭仁宮へ

遷都した。翌年に国分寺建立詔を発し、恭仁京で宅地を

班給したが、天平14年（742）から離宮として紫香楽宮

の造営を開始し、行幸も度重なるようになり、ついに天

平15年（743）には紫香楽での大仏造立を宣言して恭仁

宮の造営を中止した。首都機能を担わせるべく天平16年

（744）にいったん難波宮に遷都したのち、いよいよ天平

17年（745）年に紫香楽宮に遷都したが、結局４か月し

かもたずに平城宮に還ってきた。

この摩訶不思議な遷都騒動の結果、短命に終わった恭

仁宮・紫香楽宮も、地道な発掘調査によって宮内の遺構

の様相が相当程度判明してきた。特筆すべきは、双方と

もに御在所的区画（恭仁宮・第２図）ないし御在所正殿

的建物（紫香楽宮・第３図）が二か所東西に並存してい

たことであり、聖武天皇と元正太上天皇の御在所とみる

説が有力である。

この並列御在所出現の事情としては、聖武天皇側の藤

原氏勢力と元正の再即位を目指す反藤原氏勢力との対立

説 1 が出されている。この説の当否を含めて、このような

構造の出現を的確に評価するには、奈良時代における天

皇と太上天皇の権能の関係を検討するとともに、宮の中

での両者の御在所の位置関係がどのように推移したのか

を分析する必要がある。小稿では、前者の問題について

は太上天皇の出現から平安時代後期までの長期的推移を

辿り、奈良時代の特質を明確化する。後者の問題につい

ては平城宮・恭仁宮・紫香楽宮で発掘調査によって明ら

かとなった御在所遺構の変遷を検討し、並列御在所構造

の出現と展開の様相を明らかにする。そのうえで奈良時

代の天皇・太上天皇の関係の推移と対照し、当該構造出

現の史的背景を考察する。さらに、皇権分裂時の御在所

のあり方、並列御在所構造の平安時代における終焉の事

情に言及する。

九州総合博物館研究報告第13号
Bulletin of the Kyushu University Museum

No.13,  2015,  pp.9-32
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Ⅰ　王権論の一環としての宮の研究

Ａ　宮の空間的事象研究の意義

古代国家を研究するにあたっては、支配者集団による

広域支配・統治を可能とし永続的に維持するための諸機

構・組織・制度と、それを支える社会的・経済的インフ

ラの研究が基本的とは言いながら、どうしてもそれでは

掬いきれない部分がある。社会・国家の中枢に座る王と

いう存在を避けて通れない。日本古代の場合、時期によっ

て呼称が変わるが、倭国王ないし天皇という「王」の権

威・権力を正当化し、それを発動させる様々な装置を解

明しなければならない。また王を中心とする権力核の維

持装置、さらに外側の国家機構が、いかに形成され維持

され変質を遂げて行ったかも重要な課題である。王の支

配が展開する拠点としての宮の構造や機能の研究が重要

な所以はここにある。

王権のもとへの支配者集団の結集は、①可視的・即物

的標識で表現される身分秩序への編入（３～５世紀）、②

血縁擬制を伴うウヂの形成とそのカバネ秩序への編入（５

世紀後半～６世紀）、③整然とした国家機構への結集（７

世紀～）へと変化した。これは結集の原理が即物的標識

→観念的→制度的への変遷を辿ったと評価できるが、大

枠ではそうであっても、③の段階でも、その集団内での

支配従属関係を説明・正当化する神話や系譜関係、価値

有る品物の授与や儀礼・宴会の繰り返しが、支配者集団

の紐帯を再生産し、貴族や官僚たちの奉仕や職務執行を

継続させていく上で、重要な意義を有した。

天皇の宮、特にその中枢部は、天皇や貴族・官僚によ

る政治・儀式、天皇の日常生活が展開した場であり、そ

の空間的構造の通時的変化に、天皇と臣下との身分的関

係、政治や儀式の執行形態、官僚機構の組織や成熟度な

どとその変動が、直接・間接に反映されている。たとえ

ば、前期難波宮から平安宮に至る諸宮における、朝堂院

－大極殿－内裏の空間的関係から、天皇の政治への関与

形態の変化、朝堂院・大極殿・内裏の機能の変化を探る

研究が蓄積されてきた 2。筆者は2006年に奈良時代の大嘗

宮遺構を素材に、その建設地の移動の意義を考察し、王

権を支える支配者集団結集方式の呪術的側面を検討した

（岩永 2006ａ・ｂ）。続いて平城宮内裏の改作を検討し、

歴代遷宮停止後に残った代替わりごとの天皇の居住地の

更新であり、天皇の支配の安定化・正当化のために、当

時最新の機構と法制の整備と並んで用いられた、大化前

代の古い歴史的資源を再構成して創出された擬古的方式

の一環として評価した（岩永 2008）。今回は天皇と太上

天皇の御在所並列を取り上げ、生前譲位がもたらした二

重権力状況の空間処理法を問題とする。

B　天皇と太上天皇の権能―奈良時代以前

倭王権の最高権力者は大王、律令国家の最高権力者は

天皇である ３。幼帝が普通となり、摂関や太上天皇が実

権を握るようになる10世紀後半以降はいざしらず、それ

以前の大王や天皇は、みずから政治を行うのが原則であっ

た。また７世紀前半までは終身在位も原則であった。

大王段階では、新大王の即位には群臣の推戴が必要で

あったが、645年に皇極が初めて生前譲位を行った。以

後、現大王の意志で新大王が決定されるようになり、王

位継承における王権の主体性が強まった（熊谷 2001）と

同時に、譲位した前大王（大宝律令以降の太上天皇。以

下上皇と記す。）と現大王の併存、そこに起因する政治的

諸問題が始まる。両者が協調・協力して政治にあたる場

合は良いが、両者の意志が異なる場合には、深刻な問題

を引き起こす危険性がある。

皇極の譲位は「乙巳の変」という突発事態に伴うもの

で、孝徳天皇時代の改新政権の政治的実権は中大兄が

握ってはいたが、譲位後の宝皇女（皇極）は「皇祖母尊」

として朝廷で大きな権威を保持しており、孝徳の反対に

もかかわらず中大兄が飛鳥環都を強行したのは、宝皇女

の意向に従わざるを得なかったからとみられる（熊谷 

2001）。そもそも大王が終身在位するのが原則であった

から、異例の譲位をしたあとも前大王が大きな権威を保

持し続けるのはむしろ自然というわけだが、早くも前天

皇と現天皇との軋轢が始まっているのである。

史上二回目の譲位は持統天皇がおこなった。持統は皇

太子軽皇子が15歳になった時に譲位して上皇となり、以

後５年間文武天皇と共同統治を行った。大宝令の施行、

32年ぶりの遣唐使の派遣、当時の国家領域の南北両端に

おける防衛力強化と安定化策などの事業は、まだ若い文

武がこれら重大案件を主体的に実施できたとは考え難い

から、祖母である持統の指導下に遂行されたとみるべき

であろう。

元明以降の奈良時代の上皇の権能については、天皇と

同等の大権を掌握したとみる説（春名 1990）、法制上同
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列だが、官僚機構による制度的権力を持つ天皇と人格的

権威をもつ上皇が相互補完的に役割分担するが、実質的

には天皇より上位であったとする説（仁藤 1990・1996）、

法制上同列ではないが実態は同等とみる説（筧 1991・

1992）などに分かれている。

奈良時代の上皇は、後の院政期におけるように、独自

の権力機構を持たず、常に政治の多方面に関与したわけ

でもないが、いずれにせよ実態として、元明・元正・聖

武・孝謙といった上皇は、天皇と全く同等ないしそれ以

上の権限を行使する場面があったのは後述するとおりで

ある。

その法的根拠はあるのか。養老令の儀制令天子条・儀

制令皇后条・公式令平出条に天皇と上皇が身位上並列し

て示されている。養老令のみならず大宝令にも同様な規

定があったようだが、権能の具体的規定があるわけでは

ない。制度としては身位同等としか定められておらず、

実際は当事者たちの理解と運用にかかっていたので、そ

の時々の政治力学で表現型に偏差が生じるのは避けがた

く、上皇が有した実際の権能およびそれが時間的にどう

変化したかは、時々の上皇の実態を天皇との関係におい

て見るほかはない。

令に上皇の権能を天皇と同等に置く規定が設けられた

のは、律令編纂時の持統上皇の存在によるところが大き

いとされる（渡辺 2001）。身位をこえて権能まで同等と

されたのかは議論があろうが、持統上皇が、天武の皇子

達がまだ複数生存する中で即位させた自己の直系たる文

武天皇を、まだ弱い政権基盤の中で強力に補佐する現実

的必要性から規定させたのであろう。

仁藤敦史氏は機能分担・相互補完説である（仁藤 1990

ｂ・1996）。前代の大王が有した人格的権威が、律令法

と官僚機構を背後に持つ制度的権力と分離され、後者を

天皇が担い、前者を上皇に与え、両者が役割分担しつつ

直系尊属関係に基づく共同統治をすることで、国家外的

権威と国家内的権力という相互補完的な二重構造をとっ

て、高度な政策決定能力と安定的皇位継承の両立が図ら

れたとする。意志の表示が天皇（詔勅・鈴印）と上皇（口

勅・私文書）で異なるが、奈良時代には上皇の人格的権

威が口勅の型式的不備を補い、詔勅と同等以上の効力を

発揮して、天皇の大権行使を補完した（王権が分裂して

いない場合には）とみるのであるが、このような共同統

治体制と相互補完は皇位継承の安定化に合目的的だった

とみる。

これに対して筧敏生氏は、上皇・天皇ともに大王制の

継承者で実質的に同等であり、天皇にとって上皇の存在

は矛盾であると捉えた（筧 1992）。

他方で、上皇の存在が必要とされ、上皇が大きな権威

や権力を保持することが受け入れられた背景として、前

大王と現大王の血縁関係とは無関係に、前大王なるがゆ

えに重視されたとみる説もある。舒明以前の大王の終身

在位制のなごりとして譲位後の前大王が大きな権威を保

持したとされる（熊谷 2001）。また、古代の天皇霊につ

いての考え方、つまりかつて天皇であったもの総べての

霊が祖霊と合体して現天皇を守護するという考え方（熊

谷 1988）を背景とするといった見方もある（坂上 2001）。

以上のように、旧天皇全般を重視する考え方が原因な

のか、現天皇の尊属であることに基づく権威が主因なの

か、奈良時代の間、上皇が天皇と同等ないしそれ以上の

権力を行使し得た事情を見ておこう。（変遷対照表参照）

	 元明天皇⇒元明上皇

文武の死去に伴って即位したので、上皇はいない。即

位の正当化根拠は文武の遺詔であり、即位の必要性は、

文武の子たる首皇子即位までの中継ぎである。平城京へ

の遷都・造営が一段落した後で元正に譲位したが、首皇

太子が直ちに即位せず、元正が即位した事情は次に述べ

る。元正への譲位後は、元正の後見をしていたとみられ

る。元明は上皇であり元正の実母でもあるので、二重の

権威を保持したとみられる。元明死去時の固関は、元正

の天皇としての権威を元明上皇が支えていた面を示す（岸 

1966）。

	 元正天皇⇒元正上皇

元明から譲位され即位した。すでに首皇太子が15歳に

達しているにもかかわらず元正が即位したのは、天武の

皇子達がまだ何人も存命な中で、母が皇族でない首皇子

の即位を正当化するために、首皇子の養母として即位し、

首に皇位を安全に伝えるためであった（渡辺 2001）。元

正は10年間天皇を務め、養老５年（721）に元明が死去

し太上天皇が空位になり、その後の（首皇太子の地位を

揺るがすような）不穏な情勢（岸 1966）も収まったのを

受けて、皇位を首皇子に譲った。譲位後は、若い聖武の

「母」かつ上皇として二重の権威と発言力を有し、聖武の

政権運営を護持したとみられ、聖武は国政をいちいち元

正に相談していた。光明子の立后に際しては、元正が聖



― 12 ―

岩　永　省　三

変　遷　対　照　表　（1）

西暦 年　号
天皇・上皇・皇太子の変遷 遺構時期区分

上皇御在所
元明 元正 聖武 光明 孝謙 淳仁 光仁 桓武 中 央 区 東区朝堂院 内裏・

居住者

710 和銅３ 天皇 造営工事 下層 Ⅰ期・元明

711 ４ 〃 〃

712 ５ 〃 〃

713 ６ 〃 〃

714 ７ 〃 皇太子 〃

715 ８・霊亀１ →上皇 天皇 〃 Ⅰ－１期開始 →元正 不明

716 ２ 上皇 〃 〃 〃 〃

717 ３・養老１ 〃 〃 〃 〃 〃

718 ２ 〃 〃 〃 〃 〃

719 ３ 〃 〃 〃 〃 〃

720 ４ 〃 〃 〃 〃 〃

721 ５ 死去 〃 〃 改作 平城宮中安殿

722 ６ 〃 〃 　

723 ７ 〃 〃 Ⅱ期・元正

724 ８・神亀１ →上皇 →天皇 神亀～ →聖武 Ⅱ期内裏 SB8000

725 ２ 〃 〃 天平初年に 〃 〃

726 ３ 〃 〃 Ⅰ－２期開始 〃 〃

727 ４ 〃 〃 〃 〃

728 ５ 〃 〃 〃 〃

729 ６・天平１ 〃 〃 皇后 〃 〃

730 ２ 〃 〃 〃 〃 〃

731 ３ 〃 〃 〃 〃 〃

732 ４ 〃 〃 〃 〃 〃

733 ５ 〃 〃 〃 〃 〃

734 ６ 〃 〃 〃 〃 〃

735 ７ 〃 〃 〃 〃 〃

736 ８ 〃 〃 〃 〃 〃

737 ９ 〃 〃 〃 〃 〃

738 10 〃 〃 〃 〃 〃

739 11 〃 〃 〃 皇太子 〃 〃

740 12 〃 〃 〃 〃 Ⅰ－３期開始 〃 〃

741 13 〃 〃 〃 〃 恭仁宮

742 14 〃 〃 〃 〃 〃

743 15 〃 〃 〃 〃 〃

744 16 〃 〃 〃 〃 難波宮

745 17 〃 〃 〃 〃 Ⅰ－４期開始 聖武 中宮西院

746 18 〃 〃 〃 〃 改作 〃

747 19 〃 〃 〃 〃 〃

748 20 死去 〃 〃 〃 Ⅲ期・聖武 〃
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変　遷　対　照　表　（2）

西暦 年　号
天皇・上皇・皇太子の変遷 遺構時期区分

上皇御在所
元明 元正 聖武 光明 孝謙 淳仁 光仁 桓武 中央区・

居 住 者 東区朝堂院 内裏・
居住者

749 21・天平勝宝１ →上皇 →皇太后 →天皇 Ⅰ－４期途中 改作 Ⅲ期・孝謙 宮内某所

750 ２ 〃 〃 〃 〃 〃

751 ３ 〃 〃 〃 〃 〃

752 ４ 〃 〃 〃 〃 〃

753 ５ 〃 〃 〃 SB7802解体上限 上層？ 〃 〃

754 ６ 〃 〃 〃 改作 〃 〃 〃

755 ７ 〃 〃 〃 〃 〃 〃

756 ８ 死去 〃 〃 〃 〃 内裏寝殿

757 ９・天平宝字１ 〃 〃 皇太子 上層 〃 　

758 ２ 〃 →上皇 →天皇 宝字年間に →淳仁 中央区Ⅱ期か？

759 ３ 〃 〃 〃 Ⅱ期完成 〃 〃

760 ４ 死去 〃 〃 ・未完成 改作 〃

761 ５ 〃 〃 両方の可能性 保良宮

762 ６ 〃 〃 Ⅳ期・淳仁 法華寺

763 ７ 〃 〃 〃 〃

764 ８ →天皇 廃帝 Ⅱ期・称徳 放棄か？ 　

765 ９・天平神護１ 〃 〃 　

766 ２ 〃 〃 　

767 ３・神護景雲１ 〃 〃 　

768 ２ 〃 〃 　

769 ３ 〃 〃 　

770 ４・宝亀１ 死去 天皇 放棄か？ 　

771 ２ 〃 改作 　

772 ３ 〃 Ⅴ期・光仁

773 ４ 〃 皇太子 〃

774 ５ 〃 〃 〃

775 ６ 〃 〃 〃

776 ７ 〃 〃 〃

777 ８ 〃 〃 〃

778 ９ 〃 〃 〃

779 10 〃 〃 〃

780 11 〃 〃 〃

781 天応１ →上皇・死去 →天皇 →桓武 不明

782 ２・延暦１ 〃 〃

783 ２ 〃 改作 　

784 ３ 〃 Ⅵ期・桓武

785 ４ 〃 長岡宮・桓武

786 ５ 〃

787 ６ 〃

788 ７ 〃

789 ８ 〃

790 ９ 〃

791 10 〃

792 11 〃

793 12 〃

794 13 〃
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武に与えた勅が持ち出されている。岸俊男氏は、元正上

皇の死去に際して固関が行われなかったことを根拠に、

元正上皇が元明上皇に比して存在意義が軽かったとみた

が（岸 1966）、固関が行われなかったのは、元明上皇死

去時の元正天皇や、聖武上皇死去時の孝謙天皇に比して、

元正上皇死去時の聖武天皇の権威が揺らいでおらず、た

だちに非常事態の発生が危惧されたわけではなかったと

いう事情によろう。後述するように、元正は聖武に、紫

香楽宮での大仏造顕の断念と平城への環都を承知させた

とみられ（渡辺 2001）、決定的影響力を有したとみられ

る。元正と橘諸兄の反藤原氏という立場での強い結びつ

きを考える説（直木 1970）もある。

	 聖武天皇⇒聖武上皇

元正から譲位されて即位した。光明子立后後は藤原四

子にささえられた光明子が阿倍内親王の立太子など大き

な政治的影響力を行使したようだが、その間の聖武天皇

と元正上皇との関係は良好だった。聖武は天平15年

（743）には、阿倍内親王の五節舞を「母」としての元正

に捧げている。聖武は紫香楽宮と大仏の造営に夢中にな

り出した天平15年頃から政治の実務から離れてしまうが、

遷都と大仏造立をめぐる迷走の最後で、紫香楽宮の放棄

と平城環都を元正に了解させられた（渡辺 2001）。元正

が天平20年（748）に死去したのを機に出家して天平感

宝元年（749）に阿倍内親王に譲位した。聖武上皇の時

期には、紫微中台に拠る光明皇太后、太政官に拠る孝謙

天皇、および両者と結びついた藤原仲麻呂に国政を委ね

たため、聖武と孝謙との間で政治的問題が生じてはいな

い。ただし、死去直前に孝謙の皇太子を道祖王に定めた

から（死後廃太子されてしまうが）、皇位継承の主導権を

握っていたことになる。聖武と光明は上皇・皇太后とし

て、また実父・実母として孝謙天皇に対して二重の権威

を有していたであろう。なお天皇在位中の天平17年９月

の不予時、天平勝宝８歳４月の死去直前に、橘奈良麻呂

らの謀反計画がなされ、天平勝宝８歳５月の死去時には

固関がなされたことから、孝謙天皇・光明皇太后に対す

る聖武上皇の実権の大きさが説かれているが（岸 1966）、

聖武の健康状態悪化が非常事態と直結するのは阿部の立

太子、孝謙の即位を認めない勢力が存在する中で、その

地位を直接に聖武が支えていたためであり、奈良時代の

上皇の存在意義を端的に示している。

	 光明皇后⇒光明皇太后

光明皇后も天皇と同等の実権を行使した。藤原氏にとっ

て、光明子を立后せずとも聖武との間に皇子が誕生すれ

ば将来即位させることが可能であり、聖武の即位当初に

は立后させる計画がなかった。しかし、皇子（基王）の

夭逝と夫人県犬養宿禰広刀自に安積親王が誕生するとい

う事態を受けて藤原氏は、光明子の皇子立太子策から光

明立后策に切り替え、最大の政敵長屋王を排除して実現

させた（岸 1966）。当時の皇后は皇太子に比肩する執政

権を持ち、皇位継承の機会をも有する地位であることに

注目し、藤原氏が聖武の次に光明女帝としての即位さえ

計画していたとみる説（岸 1966）がある。光明子の立后

と同時に置かれた皇后宮職は光明子の皇后としての活動

を支えるためのものであった。光明皇后は、聖武在位中

は、藤原四兄弟・橘諸兄 4・藤原仲麻呂と政治的実権掌握

者に近縁の者が続き、国分寺造営・大仏造顕など仏教的

施策で夫・聖武に大きな影響力を持った。平城環都後の

聖武が大仏建立に集中し、病気がちで政治の実務から離

れるにつれ、光明の政治的重みが増した。さすがに聖武

退位後の光明即位は、聖武上皇が存命で、光明が皇族で

はないために実現せず、すでに天平10年に立太子してい

た阿倍内親王が即位することになったが、聖武譲位後に

置かれた紫微中台は、光明皇太后が聖武に代わって国政

を行うための執政機関であり、国政の実権は孝謙即位後

も光明皇太后に握られていた（岸 1966・直木 1970） 5。そ

の証拠は、天平勝宝９歳（757）の橘奈良麻呂の変の際

に、天皇大権の所在を示す駅鈴・内印が、孝謙天皇のも

とではなく光明皇太后宮にあったことに示される。淳仁

天皇・孝謙上皇の時代になると、政治的実権は仲麻呂が

握り光明皇太后は背景に退いた。

	 孝謙天皇⇒孝謙上皇

孝謙は、前例のない女性皇太子を経て即位後も聖武上

皇・光明皇太后の存命中は、二人をバックとする藤原仲

麻呂の政権掌握下にあり、孝謙の独自色は出せていない。

聖武上皇が天平勝宝８歳（756）に死去したのを機に、聖

武が遺言で皇太子とした道祖王を廃し、子孫ではない大

炊王を立太子させた。しかし大権は聖武から直ちに孝謙

に移りはせず、天平勝宝９歳（757）の橘奈良麻呂乱の

際に、鈴印が皇太后宮に置いてあったように、大権は天

皇たる孝謙でなく光明が握っていた。孝謙が天平宝字２

年（758）に譲位し上皇となると、鈴印は光明皇太后か
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ら淳仁天皇の元に移った。これは淳仁を傀儡とする仲麻

呂が光明の支持のもとに専権をふるうためであったと思

われる。このように孝謙は、光明皇太后存命中は光明お

よび仲麻呂の意を受けて動いたが、光明の死後にようや

くフリーハンドで動けるようになった（渡辺 2001）。淳

仁天皇およびそれを背後で操る仲麻呂は、光明の死後２

年経ってから孝謙上皇が仲麻呂から離れて独自の動き（道

鏡への接近）をするに及んで、それを制約できなくなっ

た。天平宝字６年（762年）に孝謙は保良宮において淳

仁と険悪になり、平城京に戻って法華寺に入り、国家の

小事を孝謙が、大事を自分が行うと一方的に宣言するに

至った。上皇が天皇を庇護するという意味で天皇より優

位に立つというそれまでの在り方が、逆鱗に触れた天皇

に対してより極端な現れ方をしたのである。

孝謙上皇が淳仁天皇に対して持ちえた優位性は何に基

づくのか。坂上康俊氏は、孝謙が、ただ単に先代の天皇

であったということから、子孫でない現天皇に対しても

優位性を主張し得た原因を、かつて天皇であったもの総

べての霊が祖霊と合体して現天皇を守護するという天皇

霊観に求め、現天皇の父系直系の祖であることが統治権

掌握の前提となった院政期と異なるとみた（坂上 2001）。

しかし孝謙上皇が、子孫でない淳仁天皇に対して優位性

を主張し得たのは、ただ単に先代の天皇であったという

ことではなく、淳仁を天皇とした張本人であるからであ

り、その優位性が、光明の在世中は淳仁を操る仲麻呂を

光明とともに支持するという間接的な形で現れ、光明死

去後は仲麻呂との関係が悪化するにつれ、天武直系の孝

謙－傍系の淳仁という力関係として露骨に表れたという

ことであろう。そしてついには仲麻呂の乱に際して淳仁

のもとにあった駅鈴・内印が孝謙側に奪われ、仲麻呂敗

死後に淳仁の皇位も奪われることとなった。

こうしてみると文武から孝謙に至る奈良時代の天皇は、

いずれも天武直系というより持統の直系子孫に皇統を伝

えるために、必要な場合には中継ぎの女帝を立て、その

ラインでの皇太子を立てて、廃太子を目論む政敵から守

り、譲位後は新天皇を後見した。上皇と天皇は、真に中

継ぎであった元明を除けば、親－子という関係にあった

（元正は聖武の養母）。上皇は、大宝令が規定する天皇と

同等の権能に加えて、天皇の直系尊属という二重の権威

を有していた。

	 光仁天皇

称徳の死後、天武系に天皇候補者がいなくなった事態

を受けて擁立された光仁は、久しぶりの天智系天皇であっ

た。聖武の娘・井上内親王との間に他部皇太子がおり、

天武の血を女系を通じて残す可能性を見込んで擁立され

たと見られるが、藤原良継・百川の陰謀で井上・他部は

廃され山部親王が立太子した。光仁在位中は当然ながら

上皇は不在。

	 桓武天皇

光仁の病気により山部が即位して光仁は上皇となった

が、８ヶ月後に死去したため、上皇としての実権は振る

えなかった。以後の桓武天皇・平城天皇在位中には上皇

はいない。

Ｃ　天皇と太上天皇の権能―平安時代
B で検討した奈良時代の太上天皇のあり方を、平安時

代の前・中期、後期（院政期）と比較して特徴をあきら

かにしておこう。

	 ①平安時代前・中期
B で述べた奈良時代の二重権力状態が平安時代に入る

と変化する。平城上皇と嵯峨天皇は同母兄弟であり、平

城上皇は、平城環都など独自の動きを画策して鎮圧され

た（薬子の変）。この苦い経験から嵯峨天皇は、上皇と天

皇の関係の整理に乗り出し、上皇が政治的権限を持たな

い原則を作り、自ら譲位後は冷然院に移り、さらに嵯峨

院に隠棲した。嵯峨は太上天皇号を辞退し、淳和天皇か

らあらためて授与され、それまで譲位後に自動的に上皇

になっていたことを改め、新天皇の任命権下にあるもの

へと変えた（春名 1990）。その後の上皇は、天皇の直系

尊属として朝覲行幸を受けるなど敬意を払われる存在で

はあっても、政務からは排除された（後冷泉まで）。

せっかく天皇主導の政治運営体制が作られたが、間も

なく空洞化する。政務への意欲はあったが病弱だった文

徳天皇の死後、天安２年（858）に清和天皇が９歳で即

位したのが史上初の幼帝である。清和朝に藤原良房が事

実上摂政に、宇多朝に藤原基経が関白となり、朱雀朝

（930年代）に摂関体制が成立した。

摂関政治期には10歳前後の幼帝を即位させ成人に達し

て譲位したのが７例（清和・陽成・醍醐・朱雀・円融・

一条・後一条）、20歳前後の即位が５例（宇多・村上・冷

泉・花山・後冷泉）、30歳前後以降が４例（光孝・三条・
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後朱雀・後三条）ある。皇位継承の主導権と政治の実権

（政権中枢の地位）は外戚をはじめとする天皇のミウチ

（限られた親類縁者）や摂関が共同で握り、天皇の幼少期

は摂政が政務を処理し（天皇大権の代行）、天皇の成人後

は関白が補佐したが、必ずしも摂関が常置されていたわ

けではない。

醍醐朝（897～930）と村上朝（946～967）の大部分は

親政期で摂関を置かなかったが、醍醐については藤原時

平が没したために醍醐譲位、保明即位、時平摂政という

体制が取れなくなり、村上については藤原師輔が没した

ために村上譲位、憲平即位、師輔摂政という体制が取れ

なくなったのであって、親政を過大評価できないという

説もある（保立 1996）。また一条朝後半と三条朝も関白

がいないが（天皇の年齢から摂政はいなくて当然）、この

時期は道長が左大臣として太政官機構を掌握していたか

ら、前後の摂関期と同質である（大津 2001）。

朱雀朝（930年代）に摂関体制（藤原忠平摂政）が成

立し、村上朝の中断期を挟んで冷泉朝以降（969～）、ほ

ぼ摂関が常置され摂関政治の盛期となるが、後三条の登

場まで上皇は政治的にほとんど無力であった。

平安時代前・中期の上皇は、平城・嵯峨・淳和・清

和・陽成・宇陀・朱雀・冷泉・円融・花山・三条と多い

が、上皇と天皇が兄弟ないし別皇統である例が多く、そ

の場合院政はできない。ただし、嵯峨－仁明－文徳－清

和－陽成のような直系王統の安定が貴族にとっては本来

望ましく、平城・嵯峨・淳和の兄弟継承は桓武の遺志で

あり、その後の王統の移動、兄弟継承やそれに起因する

両統迭立状態は、陽成の殺人、冷泉の精神疾患などの非

常事態へのやむをえざる対応、あるいは兼家・道隆・道

長が両統に娘を送り込み両天秤策を取ったことの必然的

結果であった。

院政は天皇の直系尊属でないとできないが、息子が新

帝となった上皇は、清和、宇多、円融のみである。彼ら

が院政を実施できたのだろうか。清和上皇の場合、譲位

の際に摂政藤原基経が、大事を上皇が、小事を「皇母」

＝高子が処置する体制を奏上し「院政」の萌芽を意味し

たが（保立 1996）、清和の健康が悪化し実権を基経に握

られ、結局出家して仏道修行に励むしかなかった。宇多

は天皇即位直後に阿衡事件があったが、基経死後は親政

を行い政治に意欲的に取り組み、譲位直後は政治に積極

的に介入し院政的政治を目指した。しかし、菅原道真を

重用しすぎて他の公卿の反発を買って近臣層の育成がで

きず、結局政権の掌握に失敗し、藤原氏との関係を修復

せざるを得なかった。円融上皇は花山（冷泉の皇子）か

ら一条（円融の皇子）への譲位後に天皇の父となり、院

政を目指したと見る説（保立 1996）もあるが、結局政権

掌握はできなかった（美川 2006）。一条の摂政・外戚た

る藤原兼家と対決する政治的条件を欠き（美川 2006）、

兼家が冷泉と居貞へも肩入れしたため、王統が一元化せ

ず不完全なものとなったからである（保立 1996）。

このように、摂関政治期の上皇は天皇のミウチに組み

込まれるか、冷泉・花山のように政治から排除されるか

となり、ほとんど政治に関与できなくなっていた。

ところが、後朱雀天皇と関白頼通の頃になると、中央

では儀礼を運営し、受領に地方支配を委任していた政治

形態が行き詰まり、頻発する相論や寺社強訴に対して天

皇と関白の責任の押し付け合いが頻発した。摂関権力が

しょせん天皇の代理や補佐でしかなく、他方、天皇も摂

関の輔弼に慣れて決断力を欠いていた状況では、そもそ

も原因の一端が上皇にある政治的難題（荘園公領の紛争、

大寺社の強訴・騒乱）の噴出への対応ができなくなって

きた。そこで公卿・寺社・受領が、決断できる最高権力

者を求めるようになった（坂本 1991・下向井 2001）。後

三条の親政と譲位、皇統の決定（実仁立太子）は自己に

よる強力な政治指導を意図したものだったが、譲位翌年

の彼の死で挫折した。

	 ②平安時代後期

白河から始まる院政について確認しておく。院政とは、

直系子孫を天皇とした上皇「治天の君」が、王家の家長

としての親権を行使して最高権力を掌握する体制で、院

政を実施できるのは単なる元天皇ではなく現天皇の直系

尊属のみであり、兄弟に譲位した天皇、父院が存命中の

上皇も行えない（美川 2006）。院の権力 6 の根源について

は、院が皇位継承の主導権（譲位・後継天皇の決定）を

天皇・摂関家から奪い取って掌握したこと、寺社強訴・

反乱などの「国家大事」に対する裁断権と、貴族たちの

人事権を握ったことにあり、中下級貴族層を主体とする

院近臣を組織して政務の主導権を掌握して、天皇・摂関・

公卿らを操縦したほか、最高軍事指揮権も握り、賊の追

討・追捕、京内外の治安維持、所領相論の裁定などをお

こなった（下向井 2001）。

院政期には、10歳未満の幼帝を即位させ、成人に達す
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るとじきに譲位させ、また幼帝が即位するのが状態となっ

た。摂関政治期には幼帝即位は約半数であったから、摂

関とくに摂政がほぼ常置となったのはむしろ院政期に入っ

てからである。摂関政治期と異なるのは、天皇・摂関で

なく院自身が政治の前面に進出し専制的権力をふるうよ

うになったことである。その要因は、既述したように政

治的難題（荘園公領の紛争、大寺社の強訴・騒乱）に決

断できる最高権力が求められたことに加えて、在位中の

幼帝が男子（皇太子）を持てない皇太子空位が通常となっ

たため、王権中枢が「天皇・皇太子」のペアから「院・

天皇」のペアにかわり、皇太子周囲に「待ち幸い」を期

待する政治勢力が形成されなくなったこと（保立 1996）、

成人天皇の政治介入（白河と堀河、白河と鳥羽との間の

緊張関係、後白河と二条の対立の原因）が院政継続の支

障とみなされ早期に譲位させたこと（元木 2004）、があ

ろう。ただし弱点もあり、上皇が恣意的に天皇人事を行

えた半面、崇徳の子重仁を排除し権威に欠ける中継ぎ後

白河を即位させた直後に鳥羽が死亡し、一挙に保元の乱

に至ったように、上皇への権力の集中は、その死による

不安定と直結していた。また皇太子不在によって、天皇

の健康問題が直接に後継者選定問題を引き起こすように

なった（保立 1996）。

なお、天皇が独自の政治力を発揮できる前に20歳前後

で譲位させられたため、上皇が二人の場合も生じるが、

院政を実施できるのは現天皇を直系子孫とする年長の上

皇のみであった 7。そして奈良時代には上皇と天皇の共同

統治体制に近かったのに対し、院政期には上皇と天皇が

父子関係にあっても必ずしも親和的・協力的とは限らな

かった 8。また、天皇が上皇の恣意的・強権的政治執行の

妨げとなることは忌避され、天皇が主体的に政治を行お

うとした場合には上皇との間に激しい政治的緊張関係が

生じることもあった 9。

院政期には摂関と外戚の関係も変化した。頼通期以降、

摂関家や政権中枢に関与できる公卿が（入内できる女子

が減ったため）必ずしも外戚になれなくなった。白河上

皇が鳥羽の即位に際して外戚の閑院流・公実でなく頼通

流の忠実を摂政に任命して以来、摂関への就任は外戚関

係と関わりなく頼通流に固定して「摂関家」が成立した。

外戚関係が政治的権威の源泉とはみなされなくなり、外

戚が摂関として実権を握る体制ではなくなった。

また、政務能力（儀式作法・有職故実）に長けた実務

官僚の家と家職が成立し、院の周囲に結集するようにな

り、政治の実務を担う「院近臣」層が形成された（元木 

2004・美川 2006）。彼らは摂関政治期には中・下級貴族

だったが、院政期に急速に台頭し、政治的地位を上昇さ

せた。すでに摂関期の宇多が譲位後も政治権力を維持し

ようとする試みが失敗したことから、院制の実現には、

太上天皇が天皇の直系尊属であるだけでは不十分であり、

摂関の政治力の弱体化、院の権力を支える寵臣集団の形

成が歴史的条件として必要であった。

平安時代の天皇の理想は、王統を安定させたうえで、

退位して後見の上皇の位置を占めることであったと言わ

れる（保立 1996）。しかし実際は、摂関期には直系子孫

が即位することが少なく、兄弟・別皇統への移動が多く、

皇統は不安定で政争の原因となることの方が多かった。

譲位後に上皇となった清和・陽成・宇多・朱雀・冷泉・

円融・花山・三条・後三条のうち、院政実施の可能性が

あった清和・宇多・円融・後三条も結局は失敗している。

陽成・冷泉は精神面の問題を抱え、花山は陰謀で退位後

政治から遠ざけられ、他は病気などで安穏な引退生活を

送れなかった。一方、院政期には幼帝が成人して譲位後

に院政を敷けた白河・鳥羽・後白河以外は、在位中に没

したか譲位後すぐに没した例が多い。白河・鳥羽にして

も専制的権力をふるったとはいえ、若い天皇と関白では

処理できない政治的難題への対応でとても安穏な引退生

活とは言い難かった。後白河はあからさまな中継ぎとし

て即位したためもともと権威に乏しく、二条天皇・平清

盛・木曽義仲・源頼朝と対峙し何度も危機に陥った。理

想は理想でしかなかった。

Ｄ　奈良時代・平安時代の相違

奈良時代には、成人の天皇が即位して政治を行い、皇

太子の政治的立場が安定すると譲位して、上皇が天皇を

補佐する、あるいは天皇と同様な大権を行使した。そし

て上皇は、天皇権力の分掌者として実質的な権力を担っ

ていたから、上皇が二人ということはありえず、上皇が

死去してはじめて、天皇の譲位と新帝の即位が可能となっ

た。上皇が大権を行使しえたという点では平安時代院政

期と近い。しかし院政期には、天皇が実際上政治を行え

ない幼帝のことが多く、実権のほとんどが上皇に帰した

点が異なる。一方、摂関政治期には、奈良時代と同様に

上皇と成人天皇のペアがいるが、政治の実権は摂関・外
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戚が握る期間が長く、そこに上皇が組み合わさっても、

上皇は実権を持たない点が奈良時代と異なる。

過度の単純化となることを恐れずに言えば、奈良時代

は天皇・上皇の二重権力期、摂関政治期は摂関・外戚に

包囲された天皇の一重権力期、院政期は上皇（院）によ

る一重権力期と要約できる。摂関政治期の清和・宇多・

円融上皇による二重権力化（院政）の試みは失敗し、院

政期に一重権力の主を上皇から天皇に戻そうとした二条

天皇の試み（親政）は短期間で終わった。

Ⅱ　		奈良時代諸宮における御在所遺構	 	
―平城宮・恭仁宮・紫香楽宮の御在所―

Ⅰ D で見たように、奈良時代における天皇と上皇の関

係は、摂関政治期、院政期とはことなる特徴を持ってい

た。それが宮内における天皇と上皇の御在所の位置関係

として具体的に表れるだろうか。まず平城宮・恭仁宮・

紫香楽宮における御在所遺構の状況を具体的に検討する。

Ａ　平城宮内裏の遺構変遷（第１図）

平城宮内裏の遺構は、『平城宮発掘調査報告ⅩⅢ』（奈

文研 1991）（以下『学報ⅩⅢ』と略す）で変遷案が示さ

れ、Ⅰ期～Ⅵ期の６時期に区分されている。本稿では、

『学報ⅩⅢ』の見解に大枠で従いつつ各期の建物配置など

を概観してから、各期の年代、天皇との対応関係につい

て記す。

Ⅰ期；一辺600尺の正方形を掘立柱塀で区画し、その

中央やや北寄りにご在所正殿 SB4700、区画南半の中央

に内裏正殿 SB460を置く。Ⅱ期以降と異なり SB4700・
SB460の周囲には建物がないが、SB4700より北側には東

西棟の付属殿舎を数棟配す。内裏の中心的建物として同

形同大の大型東西棟建物を２棟並行させるプランは、飛

鳥宮跡Ⅲ期（後飛鳥岡本宮・飛鳥浄御原宮）に存在する

ことが橿原考古学研究所による2004年（第153次）・2006

年（第155次）の調査で判明しており、藤原宮内裏では

不明ながら、平城宮Ⅰ期のプランは７世紀後半の内裏を

継承するものと言える。

Ⅱ期；大掛かりな改造を行う。外周の区画を北端で３

間、南端で６間南にずらし、南北630尺とする。Ⅰ期の

ご在所正殿・内裏正殿の位置を踏襲して、一回り小さな

SB4703Ａ・SB450Ａを建て、内裏正殿に対しては東西２

棟ずつの脇殿を建て、それら５棟の東西北３方を回廊で

囲って正殿区画を形成する。御在所正殿に対しては東西

１棟ずつの脇殿と後殿を建て、それら４棟の東西北３方

を塀で囲って御在所区画を形成する。御在所区画の北側

に４棟、東北側に１棟、東側に４棟の殿舎を建てる。東

北区のSB8000は御在所正殿と同規模・同形式で格が高い。

東側区画の様相は６期に至るまで大きくは変化しない。

Ⅲ期；Ⅱ期の外周区画を同位置で築地回廊に建て替え、

以後Ⅵ期まで踏襲される。区画内の建て替えは小規模で

ある。正殿区画ではⅡ期の建物を踏襲するが、御在所区

画では正殿・脇殿の廂を改造・増築し、後殿を建て替え

る。御在所区画北側では建物を３棟にし、東北区画は建

物が無い広場とする。

Ⅳ期；Ⅲ期に比して大掛かりな改作を行い、正殿区画

では正殿を建て替え、御在所区画ではⅡ期の正殿・後殿

を撤去し、南にずらして建て替える。御在所北側では建

物を２棟、東北区画に１棟とし、これら３棟を一体とし

て用いた。

Ⅴ期；外周区画は変わらないが、内部の大規模な建て

替えを行ない、構造が大きく変化する。正殿区画では正

殿を南にずらし脇殿を１棟ずつとし、区画の南北幅を６

割に縮小して塀に替える。これに対して御在所区画の南

北幅を1.6倍に拡大して塀で囲い、その内部を南４分の１

と北４分の３に分けて、南部に御在所正殿と東西棟の脇

殿を置き、北部に皇后宮正殿・前殿と２棟の脇殿、３棟

の後殿を配す。Ⅱ～Ⅳ期に比して正殿区と御在所部分が

縮小され、広い皇后宮が出現したのがⅤ期の特徴である。

皇后宮の北側の狭くなった区画には２棟を建てる。東北

区には小型建物や塀があるが一時的なもので基本的には

広場であった。

Ⅵ期；皇后宮内で前殿・後殿を建て替えるが配置に変

化は無い。北区には建物が無くなる。東北区は塀で囲っ

た独立区として正殿・後殿を建ており、後宮と評価され

る。当期にはⅤ期の皇后宮に加えて後宮が創設され、平

安宮内裏の構成要素が揃った。

以上、『学報ⅩⅢ』の記述に拠りつつ遺構変遷を略述し

た。Ⅰ～Ⅵ期とその南側の東区大極殿・朝堂地区の遺構

変遷との対応関係について『学報ⅩⅢ』は、Ⅰ・Ⅱ期を

東区下層、Ⅲ～Ⅵ期を東区上層としている。筆者はこれ

には異論があり、Ⅲ期の期間中に大極殿・朝堂院が下層
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から上層に建て替えられたと変更した（岩永 2008）。各

期の実年代、天皇との対応関係は、変遷対照表に示した

ように、Ⅰ期が和銅３年～養老年間で元明～元正、Ⅱ期

が養老末年～天平17年で元正在位末年～聖武、Ⅲ期が天

平末年～天平宝字初年で聖武在位末年～孝謙～淳仁在位

前半、Ⅳ期が天平宝字後半～神護景雲で淳仁後半～称徳、

Ⅴ期が宝亀～延暦初年で光仁～桓武初年、Ⅵ期がその後、

である（岩永 2008）。各期の間には改作期間が入る。

Ｂ　平城宮西宮（第１図）

平城宮中央区の北半は、恭仁遷都までは大極殿院で

あったが、平城環都後しばらくしてから、Ⅲ～Ⅵ期の内

裏と同じ630尺四方の区画を設け、その内部北半の壇上

に推定27棟の建物を林立させる。建物は長方形の中心区

画とその周囲を逆凹字形に囲む外縁区画に分かれる。中

心区画の中心に間口９間の高床建物 SB6610・6611・

7150を南北に並列して正殿とし、区画の四隅に廂を持つ

脇殿を置き、その間に主殿と脇殿、脇殿と脇殿を結ぶや

や小さい建物を介在させる。外縁区画で、中心区画の後

方には東西棟、中心区画の側方には南北棟を配する。こ

の宮が淳仁天皇の「中宮院」であるのか、称徳天皇の「西

宮」であるのか、長らく論争が続いていたが、中央区朝

堂院で称徳大嘗宮が発見され「西宮」であることが確定

した 10。後述するように、そもそもは孝謙上皇御在所と

して造営された可能性が高い。ただしこれが聖武上皇ま

で遡るのかは即断できない。

Ｃ　恭仁宮の御在所（第２図）

大極殿の北側に、塀で区画されたブロックが東西に並

んで検出され、「内裏西地区」「内裏東地区」と命名され

ている（京都府教委 2000・2002・2003）。内裏西地区は

四方を掘立柱塀で区画し、南北約127.4ｍ（430尺）、東西

約97.9ｍ（330尺）で、区画の中央やや南側に東西棟建物
SB5303が建つ。内裏東地区は、東西南を築地塀、北を掘

立柱塀で区画し、南北約138.9ｍ（約470尺）、東西約109.3

ｍ（約370尺）で、西地区より規模が大きい。区画中軸

線上に四面廂東西棟建物 SB5501と SB5507を南北に並列

させる。両地区内の空間構造には差異がある（橋本 

2001）。東地区では区画の中央南北に大型東西棟建物を

並列させており、平城宮内裏第Ⅰ期・第Ⅱ期と類似する。

西地区では区画中央に大型東西棟建物が１棟あり、その

南にもう１棟大型東西棟建物があった可能性は小さい。

橋本義則氏は、東区が天皇の公的空間と私的空間を明確

に区分する平城宮内裏の系譜上にあり、西地区はその系

譜上にはないとみる（橋本 2001）。この相違の原因につ

いては、調査者や調査関係者による公・私機能分担説、

西地区後宮説、西地区皇后宮説を採らず、東区 = 聖武天

皇内裏、西区 = 元正上皇「新宮」と解した。

Ｄ　紫香楽宮の御在所（第３図）

長大な南北棟建物２棟と東西棟建物１棟からなる朝堂

区画の北側に朝堂北方区画があり、この区画内に桁行７

間、梁行５間の東西棟建物２棟が東西にほぼ並列する。

２棟は同規模で南北両廂が付く（渡部 2012）。２棟は塀

で囲まれておらず、若干位置がずれているが、一対をな

すと考えられる。調査中の甲賀市教委の発表では、聖武

天皇と元正太上天皇の対立で内裏正殿が二つに分けられ

たとみているが 11、融和・尊重を演出する舞台装置との

評価もある（渡部 2012）。

Ⅲ　		奈良時代における二重権力状況の空間的
表現

Ⅱで検討した考古学的データ、および文献史学の研究

成果に基づき、奈良時代の天皇、皇后、上皇の御在所に

ついて個人別に記述したのち、二重権力状況がいかなる空

間的構造を生み出したのかを検討する。（変遷対照表参照）

A　奈良時代の天皇、皇后、上皇の御在所

	 元明天皇⇒元明上皇

元明天皇は、平城遷都後はⅠ期内裏に住んだとみられ

るが、和銅８年に元正に譲位後の居所は不明である。養

老５年の死去時には「平城宮中安殿」であるが、Ⅰ期内

裏との関係は不明である。養老５～６年は内裏の改作期

であるが、養老５年（721）の元明の死去が、元正の譲

位と首皇太子の即位を可能とし、首の即位に備えた内裏

改作が要請されたからとみられる 12。

	 氷高内親王⇒元正天皇⇒元正上皇

即位前の氷高内親王の時の居所は不明である。渡辺晃

宏氏は左京三条１坊十五・十六坪など平城宮から遠くな

い場所と推定している（渡辺 2010）。元正の即位が和同
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Ⅰ期

飛鳥宮跡Ⅲ期

Ⅱ期 Ⅲ期

第１図　		平城宮内裏の遺構変遷（上段）と関連遺構（下段）
　　　　（1/2500 上段は奈文研1991を一部改変）
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Ⅳ期

中央区第Ⅱ期（西宮） 中央区第Ⅲ期（平城西宮）

Ⅴ期 Ⅵ期

（奈文研1982より。一部改変）
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第２図　		恭仁宮の「内裏西地区」「内裏東地区」（1/2000 京都府教委2000・2003を一部改変）

第３図　		紫香楽宮の「朝堂区画」「朝堂北方区画」（1/2000 渡部2000を一部改変）



― 23 ―

二重権力空間構造論

８年（715）となったのは、元正が即位式を挙行する大

極殿の完成を、元明が待っていたからであり、また首皇

太子がいるにもかかわらず元正が即位したのは、皇族を

母に持たない首皇子の即位を万全なものにするための手

続きであった（渡辺 2010）。即位後の元正天皇はⅠ期内

裏に住んだ。養老５年（721年）からの宮内改作中の居

所は不明。神亀元年（724）に聖武に譲位した後は、Ⅱ

期内裏の東北部の SB8000に暮らした（岩永 2008）。この

建物は御在所正殿 SB4703A と同規模であり、天皇権力

の分掌者としての上皇の地位を象徴している（渡辺 

2010）。天平12年（740）の藤原弘嗣の乱を契機に、聖武

が恭仁宮⇒難波宮⇒紫香楽宮と遷都を繰り返したのに伴

い、元正は天平13年（746）に恭仁宮に移り 13、天平16年

（744）に難波宮に移った。元正は紫香楽に執着する聖武

を平城に連れ戻したかったようだが、元正と橘諸兄を難

波に置いたまま紫香楽宮に移ってしまった聖武が盧舎那

仏造営を開始してから元正も紫香楽に移り、天平17年

（745）に聖武とともに平城宮に還ってきた。環都時に環

都前に住んでいたⅡ期内裏 SB8000に戻ったかどうかは

不明である。天平18～19年（746～747）が内裏改作期で

あることから、どこか別の場所に移り、改作終了後Ⅲ期

内裏に入ったのかもしれないが、Ⅱ期の SB8000は恭仁

遷都時に撤去されたのかⅢ期には姿を消しているから、

内裏東北部ではない。万葉集には元正の環都後の御在所

は「中宮西院」とあるから内裏西部に居住区があったの

かもしれない。内裏の西半分は未調査であるため、無い

とは言い切れない。天平20年（748）に死去した場所は

「寝殿」とある。

	 首皇太子⇒聖武天皇⇒聖武上皇

和銅７年（714）の立太子後には、平城宮東張り出し

部の「東宮」に住み、神亀元年（724）の即位後は、Ⅱ

期内裏に移った。

天平９年（737）に天然痘の流行で藤原四子政権が崩

壊し、天平10年（738）の阿部立太子を経て、天平11年

（739）の甕原離宮への行幸を先ぶれとして、天平12年

（740）の藤原弘嗣の乱を契機に恭仁宮に遷都した。天平

14年（742）～15年（743）に離宮として紫香楽宮造営を

進め、天平16年（744）に難波宮にいったん遷都したの

ち、天平17年（745）正月に紫香楽宮に遷都したが、同

年５月に平城宮に還ってきた。

環都後はⅡ期内裏に入ったが、環都直後の８月に難波

に行幸した聖武はそこで不予となり、何とか回復した。

阿部への譲位を急ぐ必要を感じたためか、天平18年

（746）から19年（747）にかけて内裏の改作を進めた。天

平20年（748）に元正が死去し、天平勝宝元年（749）に

出家の後に薬師寺宮へ移り 14、阿部へ譲位した。譲位後

に平城宮に戻ったものの、宮内での御在所は明らかでな

い。渡辺氏は聖武が元明・元正のように内裏に上皇宮を

作って住んだことはありえないとした（渡辺 2010）。確

かにⅢ期内裏にはⅡ期内裏の元正上皇の居所 SB8000の

ような大型建物は検出されていないが、内裏の西半分は

未調査であるため、上皇宮が無いとは言い切れない。天

平勝宝８歳（756）の死去地は「内裏寝殿」とある。仁

藤敦史氏・渡辺氏は中央区「西宮」が聖武上皇の宮とし

てすでにできていた可能性を提唱するが（仁藤 1998・渡

辺 2010）、岩永は反論している（岩永 2008） 15。

	 皇太子妃⇒光明皇后⇒光明皇太后

霊亀２年（716）に首皇子と結婚し皇太子妃となった

光明子は、父・藤原不比等邸に宮を営んで居住した。神

亀元年（724）の聖武即位に伴い「夫人」となり、神亀

６年（729）、長屋王の死後、皇后の座に就いた。接収さ

れた長屋王邸はいったん没官地となった後に皇后宮に造

り替えられた（渡辺 1995・2001・2010）。県犬養広刀自

ら聖武の夫人はいずれも内裏には居住空間を持たなかっ

た。光明皇后が皇后宮を宮外に設けた事情は、大化前代

以来キサキが天皇と別に宮を営み、経営も別基盤で高い

独立性を保持してきた（三崎 1978）、という伝統に基づ

くであろう。

天平12年（740）の藤原弘嗣の乱を契機に、聖武が恭

仁宮⇒難波宮⇒紫香楽宮と遷都を繰り返したのに同行し

た。恭仁での皇后宮は宮外であったとみられる（橋本 

2001）。天平17年（745）に平城宮に還ってきたが、環都

後は夫・聖武がⅡ期内裏に戻ったのに対し、光明は左京

三条二坊の皇后宮に戻らず、皇太子妃時代に住んだ旧不

比等邸を宮寺（法華寺）に改造してそこに住んだ（橋本 

1991）。

	 阿部内親王⇒皇太子⇒孝謙天皇⇒孝謙上皇

天平10年（738）に立太子。皇太子時代の居所は不明。

天平勝宝元年（749）に即位した。その直前に聖武は薬

師寺宮に移っているから、聖武の代わりにⅢ期内裏に

入ったとみられる。しかし平城宮には落ち着かず、即位

の年は、河内に行幸して大郡宮に戻った。朝堂院が改作
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中であったためか大嘗祭は「南薬園新宮」で挙行した。

天平勝宝２年（750）には大郡宮から薬師寺宮へ移った。

その後しばらく平城宮にいたようだ。天平勝宝４年（752）

には大仏開眼供養の後、田村第を御在所とし、その後し

ばらく平城宮にいたようだ。天平勝宝９歳（757）には、

「大宮改修」のため仲麻呂邸に移り「田村宮」としたが、

橘奈良麻呂の謀反で改修が中止になり、平城宮内裏に

戻った。

天平宝字２年（758）に譲位した。どこかに移ったは

ずであるが、中央区Ⅱ期の称徳天皇時代の「西宮」がす

でにできていたかどうかは意見が分かれる。岩永は仲麻

呂が淳仁天皇御在所（Ⅳ期内裏）のみならず孝謙上皇御

在所（中央区Ⅱ期）を建設したと考えた（岩永 2008）。

渡辺氏も「西宮」が「太上天皇」宮として天平宝字年間

には完成していたと考え 16、「西宮」の建物配置が孝謙の

母光明皇太后が整備した宮寺（法華寺）の配置を継承し

たとみている（渡辺 2010）。天平宝字４年（760）に光明

皇太后が死去すると、孝謙と藤原仲麻呂・淳仁天皇との

関係は微妙なものとなった。天平宝字５年（761）に天

皇とともに保良宮に移ったが、そこで天平宝字６年（762

年）に淳仁天皇と険悪になり、平城京に戻った際には、

平城宮「西宮」ではなく法華寺に入った。淳仁を廃して

重祚するまで法華寺にい続けたのか、それ以前に「西宮」

に戻ったのかは不明である。

	 淳仁天皇

立太子前には藤原仲麻呂邸（田村第）に住んでいた。

天平勝宝９歳（757）に立太子し、平城宮に入ったとみ

られるが、内裏の改修のため天皇とともに「田村宮」に

移った。しかし、橘奈良麻呂の謀反で改修が中止になり、

平城宮に戻った。

天平宝字２年（758）に即位し、改修が中止になった

ため孝謙時代のⅢ期内裏にそのまま入ったとみられる。

天平宝字４年（760）に再開された「大宮改修」のため

小治田宮に移り、天平宝字５年（761）に武部曹司に、続

いて近江保良宮に移った。保良宮は内裏改修中の住居と

して仲麻呂が造営を推進したが、天平宝字６年（762）に

そこで孝謙太上天皇と険悪になり、平城宮「中宮院」（Ⅳ

期内裏）に戻り、天平宝字８年（764）に廃されるまで

そこに住んだ。

	 称徳天皇

淳仁を廃して重祚してからの御在所は中央区Ⅱ期の「西

宮」である。神護景雲４年（770）に「西宮寝殿」で崩

じた。この間、東院を豪奢に改造したほか、離宮機能を

もつ西大寺を造営した（渡辺 2010）。

	 光仁天皇⇒光仁上皇

立太子・即位が急であったため、即位後もしばらく「春

宮」で執務し、その間に内裏を改作し、宝亀３年（772）

以降はⅤ期内裏に落ち着いた。内裏に皇后の居住空間と

して皇后宮が整備された（橋本 1991）。それまで天皇宮

とは別に平城宮外に営まれ、その維持のための組織を伴

い、皇后が皇権の一翼を担う基盤となっていた皇后宮が

この時点で内裏に吸収された原因について橋本義則氏は、

天武系皇后の居住形態を変更して政治的基盤を弱め、天

智系天皇への従属を強化するためであったとみる（橋本 

1994）。光仁は東院に楊梅宮を造営し、近年の発掘調査

成果から、楊梅宮に関わる大規模な御在所的区画が存在

したことが判明してきているが、Ⅴ期内裏との構造比較

などは今後に待たなければならない。山部への譲位後死

去までの８か月間の上皇としての居所は不明である。

	 桓武天皇

Ⅴ期内裏を改作してⅥ期内裏とした。Ⅴ期に作られた

皇后宮の東側、内裏の東北隅に後宮が付加された（橋本 

1991）。内裏での後宮の整備、人的規模・構成員の拡大

は、天武系皇統の失敗に鑑みた皇統の維持政策と評価さ

れている（橋本 1991）。

B　奈良時代における二重権力と御在所並列

奈良時代においては、上皇が、天皇と全く同等ないし

それ以上の権限を持っていた。この二重権力状態が、上

皇と天皇の御在所の位置関係とどのように有機的に関係

するのか検討する。

上皇の宮内における御在所は、元明は不明であるが、

元正ではⅡ期内裏区画内の東北部の大型建物 SB8000で

あったとみられ、内裏内に天皇と共住していた。

この状態が恭仁遷都後に変化する。恭仁宮では天皇御

在所区画とほぼ同等の規模でそれと併存する別区画が上

皇宮として設けられ、紫香楽宮においては御在所正殿的

建物が二棟東西に並列して設けられた。これは、そもそ

もは宮全体の規模縮小にともない、上皇御在所を中に含

みこんだ大規模な内裏を設けることが困難となったこと

に伴う措置という面もあろうが、天皇と同等の上皇の立

場をより直截に表現することが可能となったのである。
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平城環都後に、Ⅱ期内裏の元正上皇御在所 SB8000が

復活しなかったのは確かだが、元正上皇がどこに住んだ

のかは不明である。孝謙は即位後にⅢ期内裏に住んだが、

譲位後の聖武上皇の御在所は不明である。淳仁は当初Ⅲ

期内裏に住み、改作を経てⅣ期内裏に住んだが、譲位後

の孝謙上皇の御在所は問題である。中央区Ⅱ期すなわち

称徳朝に「西宮」と呼ばれる宮殿が、そもそもは孝謙上

皇御在所として造営された可能性が高い。これが聖武上

皇まで遡るとみるのは無理がある。

いずれにせよ、天皇の内裏と全く同等の外郭規模を

持った上皇宮 17 が出現したのであれば、天皇と上皇の二

重権力が、形式的にも確定されるに至ったことになる。

こうして見ると、天皇と上皇の二重権力は、天皇の内

裏内に上皇が共住するという空間的従属から出発し、恭

仁宮・紫香楽宮においては、天皇御在所区画とほぼ同等

の規模の区画を並列させる、ないし御在所正殿的建物を

東西に並列して設けるという空間的二重性をうみだした

（元正・聖武）。これは、宮全体の規模の狭小さの中で、

平城宮Ⅱ期内裏のような天皇御在所と上皇御在所を含み

こんだ内裏を造営する空間的余裕がなかったという歴史

的偶然の結果である。加えて、聖武天皇に対して元正上

皇が「母」としての権威を持ち、気まぐれな遷都・行幸

と造都・造宮・造寺事業を繰り返す聖武に対して諫言し

得る唯一の存在としての元正の政治的立場の強化が作用

したと言えよう。しかもこれが恭仁・紫香楽の特例に終

わらず、平城環都後に、その方向の延長線上に、淳仁天

皇の内裏に対して全く同等の外郭規模を持った孝謙上皇

宮（中央区Ⅱ期）が並列されることになった。この中央

区Ⅱ期の宮が孝謙天皇の内裏（Ⅲ期）に対する聖武上皇

宮まで遡るかどうかが問題であるが、中央区Ⅱ期の完成

を聖武上皇在世中まで上げるのは難しい。いずれにせよ、

偶然の結果が先例として固定され、伝統的構造が変化す

る事例として重要であろう。

御在所並列の出現は、二重権力の中でもとくに上皇の

権威が増し、内裏内同居から御在所並列にまで格式を上

げるのに支障がなくなった結果であるが、あくまで二重

権力の枠内であって、皇権の分裂や対立の結果ではない。

皇権が分裂したので、御在所が並列になったのではなく、

二重権力の潜在的可能性の顕現化と評価できよう。

Ｃ　皇権分裂状態と御在所

では、本当に皇権が対立し分裂した場合にはどのよう

な事態が生じたのであろうか。

奈良時代には、上皇と天皇の二重権力が、元明－元正、

元正－聖武、聖武－孝謙の場合は、親の子に対する保護

と援助という形で概ねうまく一体的に作動していた。し

かし皇権が分裂していたと認識できる状況も、すでに述

べたように２回あった。

天平15年（743）の大仏造立発願以降、政治に関心が

なくなり紫香楽での大仏造立に邁進する聖武天皇と平城

環都を目指す元正上皇との間で対立が生じてきたとみら

れる。天平16年（744）正月に元正は聖武とともに難波

宮に移ったものの、聖武は２月に紫香楽に行幸してしま

う。この時、元正と橘諸兄は難波に留まり、聖武不在の

まま難波を皇都と定める勅が読み上げられた。恐らく元

正は紫香楽遷都に反対であり、皇権分裂状態である 18。難

波に残った元正は、天平16年（744）11月に紫香楽で盧

舎那仏の体骨柱が立ってからようやく紫香楽に移って聖

武と合流し、皇権分裂状態が消滅した。このように、天

平16年２月から11月まで確かに皇権分裂状態であるが、

恭仁宮・紫香楽宮の御在所並列状態はその前にできてい

るのであり、この時の皇権分裂とは関係がない。皇権分

裂は聖武が紫香楽、元正が難波というように、居場所の

完全な分離という直截な形を取った。

翌天平17年（745）正月に形ばかり紫香楽へ遷都した

ものの、５月には平城宮に環都してしまったから、紫香

楽への遷都は、聖武を紫香楽から平城に連れ戻すための

「方便」だったとみられる（渡辺 2010）。そして元正は、

紫香楽宮での大仏造顕を断念し、平城で継続することを

条件に平城へ環都することを聖武に諫言して承知させた

とみられる（渡辺 2001）。しかし平城を嫌った聖武は、

天平17年（745）９月に再び難波に行き、そこで危篤と

なり、辛くも回復して平城に戻った。難波に居座れば、

皇権分裂状態が再現されたであろう。

２回目は、天平宝字６年からである。天平宝字４～５

年（760～761）年の内裏改修期間中の宮として藤原仲麻

呂が造営した保良宮において、孝謙上皇と淳仁天皇が仲

違いし、平城京に戻った後、淳仁は平城宮「中宮院」（Ⅳ

期内裏）に入ったが、孝謙は法華寺に入った 19。中央区

Ⅱ期の宮殿（称徳期の西宮）は上皇御在所として完成し

ていた可能性があるが孝謙はそこには入らなかった 20。孝
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謙は五位以上の官人を朝堂に召集し、小事を淳仁が、大

事を自分が行うと宣言し皇権は分裂した。今回も皇権分

裂は、淳仁が宮内「中宮院」、孝謙が法華寺というよう

に、居場所の完全な分離という直截な形を取ったのであ

り、宮内における内裏と上皇御在所の並列は皇権分裂と

関係がない。なおこの時の分裂に際しては天皇大権の象

徴としての鈴印は当初は淳仁の許にあり、正当性は淳仁

側にあったが、天平宝字８歳（764）９月の鈴印争奪戦

で印が孝謙側に移ると、淳仁・仲麻呂は挙兵するしかな

かった。親（上皇）の子（天皇）に対する保護と援助と

いう形で概ねうまく一体的に作動していた関係が、孝謙

－淳仁の場合は、天武直系と傍系で関係が遠く、淳仁を

操る仲麻呂の拠り所であった光明皇太后亡きあとは、剥

き出しの上下関係となって衝突に至り上皇の勝利に終

わった。

称徳天皇は孝謙上皇時代の「西宮」を踏襲したため、

東区内裏は空いていた。光仁・桓武（在平城期）は東区

内裏に住み、上皇はいなかったので「西宮」は空いてい

た。二重権力と並列御在所構造の問題は一時的に潜在す

ることとなった。

こうしてみると、実際に皇権が対立し分裂した場合に

は上皇が宮外に退去するなど、同一宮内での共存を避け

る措置が取られたのであって、宮内の並列御在所は、上

皇が天皇と同等の権力を保持し得た奈良時代では異常な

状態ではなかった。

D　並列御在所の終焉

最後に、奈良時代の並列御在所構造がその後どうなっ

たか述べておく。

長岡宮には「西宮」と「東宮」があり、延暦８年（789）

に桓武が西宮から東宮に移った。これは永らく内裏の西

から東への移動と解されてきたが（今泉 1983・清水 

1986）、橋本氏は桓武が将来における自らの譲位を考慮

して、長岡遷都時点で東西両宮の並置を考えていたとし

た（橋本 2009）。橋本説の検証のためには、西宮の位置・

規模・存続年代に関する考古学的データの蓄積が必要で

ある 21。

平安宮には奈良時代後半期の平城宮のような並列御在

所はできなかったとみられるが、平安遷都当初の宮の設

計で考慮されていなかったかどうかは検討を要する。

平安宮においては、宮の中軸線を挟んで、内裏と対称

の位置に「宴の松原」という広大な空閑地があり、内裏

の造り替え用地として用意されていたとする説が有力で

あった（瀧浪 1979・甲元 2007）。筆者もそれに同意し、

奈良時代に歴代遷宮はなくなり、内裏が基本的には東区

に固定していたにもかかわらず、初期平安宮で内裏の移

動という発想が出てきた理由について、以下のように考

えた（岩永 2008）。

奈良時代後半期において、淳仁→称徳→光仁（桓武）

のご在所が、東区→中央区→東区へと移動した。桓武が

光仁を継承して東区をご在所としたのは、大嘗宮の場合

と同様に、王朝始祖の場を踏襲する意識が桓武に強かっ

たからであろうが、その前の東区→中央区→東区への移

動は、歴史的偶然の結果である。しかしこの偶然が平安

最初期の宮廷人の意識を強く束縛し、平安宮設計時に内

裏の造替用地としての「宴の松原」設定の理由となり、

平城即位時に彼が公卿の勧めに従えば、内裏の移動が実

現したであろう（岩永 2008）。

しかし今回、天皇・上皇の二重権力とからむ並列御在

所の出現を考察した結果、上記の説には無理があると考

えるに至った。まず淳仁→称徳→光仁の御在所移動につ

いては、ここだけ見れば東区→中央区→東区であるが、

称徳の西宮は彼女の孝謙上皇時代の宮の踏襲であり、天

皇の宮としての位置決定ではない。したがって称徳を外

せば桓武を含めて基本的に東区を内裏とする原則は崩れ

ていない。また旧説では、平城が譲位後に嵯峨と対立し

平城旧宮に戻った際に、桓武所縁の東区でなく中央区を

御在所とし、名称を「平城西宮」とした点に注目し、桓

武が東区を御在所としたことを承知の上で、過去数代が

中央区と東区を交互に使ったという「先例」に倣って中

央区を選択したと述べた。これも平城が天皇として平城

西宮（中央区）に入ったのではなく、上皇としてである

から、「西宮」を上皇の宮と認識して占地したと見たほう

が良い。

このように考え直すと、平安宮における「宴の松原」

は、内裏の造り替え用地として用意されたのではなく、

上皇御在所すなわち桓武譲位後の御在所建設用地として

用意されたと解したほうが良い。この説は橋本義則氏が

すでに述べており（橋本 2009）、橋本氏に賛意を表する。

もっとも、桓武は上皇になることはなく、平城上皇も平

城旧宮に留まり、嵯峨は宮外に後院を設けたため、上皇

御在所用地として使われなくなり、空海の真言院建設（承
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和元年（834）・仁明天皇）で、上皇宮建設が事実上不可

能となった。その後も真言院を除いた広大な空閑地は空

いたままであったらしく、物の怪の出る恐ろしい場所と

して意識され、花山天皇が命じた藤原道隆・道兼・道長

の肝試し場面に出てくるのは著名だが、「宴の松原」を空

けたままに放置した理由が何かについては、今後の検討

を要する。

桓武・平城天皇時代には、天皇と上皇の共存はなかっ

たが、次の嵯峨天皇の場合、上皇（平城）と天皇（嵯峨）

が兄弟であり、それぞれが同等の権力を行使して衝突し

た。平城は、譲位後宮内を五遷したのちに平城西宮に移

り翌年に遷都命令を出す 22。この時の平城上皇の動きは、

律令制官司機構の一部を分割しての独立の試みであり、

それとは別の私的な組織ができていたわけではない（橋

本 1994）。平城は薬子の変で敗れた後も平城西宮 23 に居

住を続けた。薬子の変で皇権分裂の危機が潜在する二重

権力の構造的矛盾が露見することとなったことから、そ

の収束後、嵯峨によって上皇の権力の骨抜きがなされ、

天皇から尊号を献上され朝覲行幸を受け敬意を払われる

ものの、政治には関与できなくなった（瀧浪 1980、橋本 

1986ｂ、春名 1990）。また上皇は宮を出て主として京域

の離宮ないし「後院」 24 に入り、天皇と上皇が居所を別に

するようになった 25。居場所の完全な分離は奈良時代に

は皇権の分裂を意味したが、嵯峨上皇から摂関政治期ま

では、外戚・摂関に包囲された天皇による一重権力を安

定させる要素（上皇の排除）となった。居場所の完全な

分離は、院政期には逆に上皇による一重権力に好都合で

あり、院は鳥羽殿・白河南殿・白河北殿・三条西殿・三

条東殿・法住寺殿等の院御所を構え、独自の権力装置を

作動させて政治を操っていった 26。

注

1   紫香楽宮で東西二か所の「内裏」が発見された際に、甲賀
市教育委員会から発表された。2012年１月18日京都新聞、１
月19日産経新聞、２月５日産経新聞など。

2   この種の研究は、1970年代以降本格化し、1980年代以降、
難波宮、浄御原宮、藤原宮、平城宮、長岡宮などの構造が発
掘調査で判明するにつれ、その成果を取り込んで次々と修正
が加えられてきた。

    前期難波宮で従来の内裏の前面に政務を処理する一廓が付
加され、その中心殿舎・内裏前殿が大極殿の前身となった（直
木 1975）。この内裏前殿の一廓は、藤原宮以降の大極殿院と

構造（内裏と直結するかしないか）・機能（天皇の独占空間か
どうか、居住空間としての性格を残すかどうか）が異なり、
名称も異なる（狩野 1975・鬼頭 1978）。藤原宮ではこの内裏
前殿を中心とする一廓を内裏から切り離し、大極殿院として
独立させた（直木 1975）。機能・名称での大極殿は藤原宮で
成立した。

    一方、朝堂については、既に藤原宮において朝儀・宴会を
中心とする朝儀場とみる説（八木 1974）もあったが、朝儀の
場のみならず本来政務の場とみる説（岸 1975ａ）が強くなっ
た。大極殿は朝堂の正殿でもあったが、儀式・政務・饗宴の
際に天皇が内裏から出御する空間であり、内裏との関係を保
ち続けたため、大極殿院は藤原宮・平城宮東区においては内
裏外郭の中に取り込まれていた。したがって中国の都城との
対照においては、朝堂が皇城に当たるのに対し、大極殿院は
内裏とともに宮城に当たる（岸 1975ｂ）。

    藤原宮では内裏・大極殿・十二朝堂が直列的に配されたが、
前期平城宮においては中枢施設が中央区と東区に分けられ、
中央区に即位儀・朝賀を行う大極殿および四朝堂、東区に内
裏と十二朝堂が配された。後期平城宮では、大極殿が十二朝
堂の正殿として東区に移され、中央区には四朝堂が残った。
今泉隆雄氏は平安宮の豊楽院・朝堂院の用途分担を遡らせて、
四朝堂の用途を饗宴を中心とする行事、十二朝堂の用途を朝
政とした（今泉 1989）。前期平城宮で長安城大明宮含元殿を
模した大極殿院が創出されながらも、後期平城宮でそれが消
滅した理由、後期平城宮で内裏・大極殿・十二朝堂が直列す
る藤原宮型に復帰した理由については、日本的なものへの回
帰（今泉 1989）、天皇の専制化路線の変更（岩永 2008ｂ）、儀
式空間と日常政務空間を統合する聖武の希望（渡辺 2010）、な
どの説がある。

    平安宮では宮の中央に大極殿と十二朝堂、その西に四朝堂
の豊楽院、大極殿の東北に内裏という配置になった。平安宮
では大極殿と内裏の場所が離れ、大極殿の性格が変わって内
裏の一部ではなくなり、大極殿門がなくなって大極殿と朝堂
を区別する必要がなくなった（直木 1967）。長岡宮でも大極
殿と後期内裏が分離しており、かつては平安宮と同様に大極
殿門が無いと想定されていたが、まだ存在していることが1979
年に判明した（向日市教委 1979）。この内裏の大極殿からの
分離は、桓武朝までに朝政の場が内裏に移ったこと、天皇が
朝政のために大極殿に出御しなくなったこと、大極殿・朝堂
が儀式の場に変化したことに起因する。奈良時代における天
皇の朝政出御については認める説（古瀬 1984）、認めない説

（橋本 1984）、途中まで認める説（今泉 1989）がある。
3   以下、天皇号の成立以前の７世紀の大王についても便宜的
に○○天皇と呼んでおく。

4   光明と橘諸兄は県犬養三千代を母とする異父キョウダイで
あるから近い関係である。ただし、諸兄に藤原氏との血縁は
なく、元正上皇と光明皇后とを対立関係でとらえ、元正と親
密な諸兄を光明と対立的にとらえる説もある（直木 1970）。

5   直木孝次郎氏は、聖武譲位後に光明皇太后が実権を握った
事態が、天平16年段階で生じる可能性があったとみている。
この年に聖武が難波宮を捨てて紫香楽に移ったことから、元
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正上皇は光明皇后が聖武を押しのけて実権を握ることを恐れ
たが、元正が聖武不在のまま遷都の勅を宣すなどして光明と
藤原氏を抑制したため、元正と光明との間に妥協が成立して
元正が紫香楽に行き、翌年に聖武が平城に戻ったとみる。し
かし元正逝去、聖武譲位後に、実質的な天皇の地位を光明が
継いだとみている（直木 1970）。

6   院政期上皇の権力が初めから強力であったわけではない。
白河天皇は、後三条上皇の遺言通り皇太弟実仁に皇位を譲る
ことに抵抗し、実仁死去後、わが子善仁を即位させ（堀河天
皇）、上皇としてバックアップしていた。当初は天皇と摂関

（師実・師通）に日常政務を任せ、受領人事に介入するだけ
だったが、寺院の強訴、武士の紛争が激化し院の意思が求め
られるようになると、政治的意思を示し始め、堀河天皇の早
世後、孫の鳥羽を即位させると、政治の実権を握るに至り、
それ以前から進めていた独自の政治拠点・宗教拠点の充実、
主従関係を持った院近臣や私兵の組織に本格的に乗り出して
行った（五味 1993）。しかし白川院政初期には、院に対抗す
る摂関家・師通が「おりゐの帝の門に車立つるやうはある」

（『今鏡』「すべらぎの中」）と白河を非難し、堀河天皇と結ん
で白河を抑えて政務を主導する時期もあったように（元木 

2004・美川 2006）、院の勢力伸長を摂関家側が警戒していた
し、院の優位が確定していたわけでもない。剛毅な師通が38
歳で急死し、後継者忠実が21歳で関白をすぐには継承できず、
白河によって関白に補任されたことなどから摂関家の権力の
低落が決定的となった（元木 2004）。

7   摂関政治期・院政期含めて上皇が２人だった例は、仁明天
皇に対する嵯峨・淳和、村上天皇に対する陽成・朱雀、一条
天皇に対する冷泉・花山、崇徳天皇に対する白川・鳥羽、高
倉天皇に対する後白河・六条、安徳天皇に対する後白河・高
倉であり、このうち院政を行えたのは白川、後白河である。

8   たとえば、白川上皇に正統と位置付けられた崇徳は、白河
没後に院政を始めた鳥羽に忌避された。その原因として崇徳
が鳥羽の実子ではない可能性は古来言われてきたが不確かで
あり、崇徳の直系資格が、白河が定めたものであり自己が定
めたものでないことに対する反発、鳥羽の寵妃となった得子
の子・体仁（後の近衛天皇）を直系とする意志が主因であっ
た（下向井 2001）。

9   近衛天皇の若死という事態の中で、鳥羽院・美福門院とも
に本命と認めたのは守仁（後の二条天皇）であったが、彼を
差し置いて公然たる中継ぎ天皇としてまったく権威に欠ける
後白河が即位させられた。後白河は早々に譲位し上皇となっ
たが、平治の乱を経て近衛を継ぐ正統天皇と鳥羽に位置付けら
れた二条が意欲的に親政を開始して後白河と対立し、後白河は
二条が死去して高倉が即位するまで院政を開始できなかった。

10  中央区北半を「中宮」「中宮院」と見る説は長らく有力で
あった（阿部 1974・1984、今泉 1980・1989、橋本 1991）。根
拠は、天平末年の「西宮兵衛」木簡の出土を主根拠に東区内
裏を一貫して「西宮」とすると、「中宮」「中宮院」を中央区
にせざるをえなくなるということである。諸論者ともに「中
宮」を内裏と異なる出御空間とし、中央区北半のⅠ期遺構（大
極殿院）を中宮とするために、強引に居住性を持たせようと

し、大極殿院築地回廊の外側に居住域を想定したり（阿部 

1984）、大極殿 SB7200が恭仁宮に移された後の後殿 SB8120
を居所とみなす（橋本 1991）など、かなり強引な遺構解釈を
行っていた。またこの説では中央区Ⅱ期遺構を淳仁の御在所

「中宮院」とする。Ⅱ期遺構は確かに居住区画としての特徴を
備えるが、東区内裏・長岡宮内裏・平安宮内裏とは全く建物
配置が異なり、これを淳仁の御在所とすると、天皇の御在所
構造の変遷に一貫性が全くなくなるという不合理があった。
それにも拘らず、このような無理な説が隠然たる力を持って
きたのは不思議な事であったが、中央区朝堂院での称徳大嘗
宮の発見、すなわち称徳「西宮」の確定は、膠着した論争に
一気に片を付けることとなった。なお、中央区Ⅱ期を西宮、
東区を「中宮」・「中宮院」と見る説は、奈文研1982、奈文研
1993、小沢1996、渡辺2006、などがある。

11   1 と同じ。
12  橋本義則氏は、平城宮第Ⅱ期内裏東北部の SB8000が、御在

所正殿と同規模・同形式で格が高いことから、元明上皇が居
住した建物とした（橋本 1994）。これは平城宮第Ⅱ期内裏を
元明上皇在世中の元正天皇の内裏とみることとなる。しかし、
Ⅱ期を『藤氏家伝』下に記す武智麻呂の改作（養老５～６年）
で成ったものとすると、元正朝の末期を含むものの元明の存
命期間と合わない。養老５年に元明上皇は死去しているから、
改作後の第Ⅱ期内裏に元明上皇は居住できないはずである。
したがって SB8000の居住者を太上天皇とするなら元正しかあ
りえない。

13  元正はいったん木津川を挟み恭仁宮の対岸の施設に移り、
聖武より遅れて恭仁宮の「新宮」に移った（橋本 2001）。

14  瀧浪貞子氏は聖武の薬師寺宮を平安時代の後院的要素の胚
胎として評価する（瀧浪 1982）。それに対して橋本義則氏は、
上皇に供奉する集団が律令制官司機構の一部を裂いたもので
あって、それから独立して設けられたのちの院司とは異なる
ので、薬師寺宮は上皇の政治的拠点として機能することを期
待されたものではなかったとみる（橋本 1994）。

15  仁藤敦史氏は、中央区第Ⅱ期の建設開始年代を天平勝宝元
年とし、第Ⅰ期の SB7802の柱抜き取り痕跡出土の木簡が示す
天平勝宝５年は、第Ⅱ期建設開始の上限年代を示すのではな
く、第Ⅱ期主要殿舎の造営後まで目隠しとして残されていた
Ⅰ期南面築地回廊が最終的に解体された年代であって、Ⅱ期
殿舎には当初、聖武太上天皇が居住したとする（仁藤 1998）。
これは妥当であろうか。第Ⅱ期殿舎群の建設年代については
かつて説が分かれていたが、平城宮軒瓦の編年研究が進んだ
ことで絞込みが可能となった。Ⅱ期殿舎群所用軒瓦は6134A

－6732A、6133A －6732C が知られていた（奈文研 1982）。
1998年の第295次調査で、主要殿舎の１棟である SB17870の
所用瓦が6130B －6718A と判明した（奈文研 1999）。6130B

はかつて瓦Ⅱ期後半に置かれたこともあったが、軒平瓦
6732A・6732C・6718A は曲線顎Ⅱであって、近年の精緻化
した平城宮軒平瓦編年によれば瓦Ⅳ期に下り、天平勝宝元年
まで上げるのは難しい（ 奈文研 1991）。 軒丸瓦6134A・
6133A・6130B も瓦Ⅳ期に下げて問題ない。したがって、仁
藤氏が主張するように、Ⅰ期南面築地回廊の解体（天平勝宝
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５年頃）に先駆けてⅡ期北半殿舎群が建設されていたとは言
えず、最初の居住者は聖武上皇ではない。したがって、天平
勝宝年間に東区の内裏を孝謙天皇の「東宮」とし、聖武上皇
の「西宮」との並存を考える仁藤氏の構想には無理がある。
また仁藤氏は、聖武上皇が「西宮」の正殿で死去したと考え
る（仁藤 1998）。しかし中央区第Ⅱ期の中心殿舎 SB6610・
6611・7150のうち最も早く解体された SB7150の柱抜取痕跡
出土の土器は土器編年Ⅴ期であり（奈文研 1982）、解体が居
住者の死去時になされるのなら聖武の死去年代（天平勝宝８
歳）とは合わない。これも聖武の居住地が中央区第Ⅱ期では
ないことの傍証にできよう。

    また仁藤氏は、天平勝宝４年の東大寺開眼供養時の留守官
構成で東宮２名、西宮１名とあることから、東宮を内裏地区、
西宮を中央区第Ⅱ期に当てるが、上で述べたように、この時
点で中央区第Ⅱ期はできておらず西宮には当てられない。し
たがって、平城環都直後の SK820から出土した「西宮兵衛」
木簡を根拠に、この時点での西宮を内裏地区に当て、東宮を
東院地区に当てる通説に従っておきたい。西宮より東宮に留
守官が多いのは、宇奈多理神社北側で大型建物からなる重要
施設が続々と発見され始めた現状から見て怪しむに足りない。

16  仁藤敦史氏も孝謙上皇が「西宮」に住んだとみるが（仁藤 

1998）、氏は聖武上皇の時にすでに「西宮」ができており、上
皇の「西宮」居住が継続したと見るので、岩永や渡辺氏の天
平宝字年間「西宮」完成説とは異なる。

17  ただし中央区Ⅱ期「西宮」の建物配置は内裏と全く異なる。
西宮に長安城大明宮麟徳殿の影響を見る説（奈文研 1982）が
有力であるが、渡辺氏は「西宮」の建物配置が孝謙の母光明
皇太后が整備した宮寺（法華寺）の配置を継承したとみた（渡
辺 2010）。麟徳殿説は、西宮の中心建物が、高床の東西棟建
物３棟を南北に双堂的に並列させる形式が麟徳殿と類似する
とみる。渡辺氏は東西棟建物を南北に並列させた単位を東西
に三つ併存させる全体配置に宮寺との共通性を見出している
のであろう。建物配置の比較の力点が異なる。なお、高床の
大型建物を近接させて南北に並列させる形式が東院西部でも
見つかっており（292次・381次、SB17810・17800・18770）、
宮殿建物か倉庫か評価が分かれている。その年代は称徳朝と
され、 中央区Ⅱ期の中心建物と類似するかどうかは、
SB17800・18770を６×６間の正方形建物とみるか、６×２間
と６×３間の双堂とみるかに左右され、建築学的検討を要す
る。いずれにせよ「西宮」の構造は天皇の内裏と全く異なり、
天皇の内裏に要求される公的空間と私的空間を備える構造的
縛りがなく自由度が高かったとみられる。

18  直木孝次郎氏は、天平16年の難波遷都をめぐる対立状況を、
難波遷都に固執する元正上皇（+ 橘諸兄・安積親王）、紫香楽
遷都を推進する光明皇后（+ 藤原仲麻呂・阿倍内親王）との
主要対立軸でとらえ、聖武はむしろ難波に引かれていたが、
光明の強請に負けて紫香楽に行ったとみる（直木 1970）。皇
親対藤原氏、姑対嫁の対立を重視するのであるが、天皇と皇
后のどちらに実権があるかに関わらず、上皇－天皇・皇后間
の皇権分裂状態には違いない。

19  瀧浪貞子氏は、孝謙が入った法華寺宮は上皇の権力の拠点

として機能し、後の後院の濫觴であったと評価した（瀧浪 

1982）。これに対し橋本義則氏は、孝謙の法華寺入御は一時的
措置であって、後院を造る意図は無かったとした（橋本 

1994）。
20  岩永 2008において孝謙が法華寺に入ったのは上皇御在所が

未完成であったためと書いたが、天平勝宝年間後半には改作
が始まっていたのであれば、天平宝字６年には完成していた
と見たほうが良いので訂正する。また東西に並ぶ淳仁天皇御
在所（東）と孝謙上皇御在所（西）を同時並行で造っていた
と書いたが、全く同時並行ではなく、上皇御在所の造営着手
が天平勝宝年間、天皇御在所の改作が天平宝字年間で時間差
があると訂正する。

21  長岡宮における西宮の位置については、平城宮・難波宮の
状況から類推して大極殿院の北側と考えられてきたが（福山 

1965・中山 1973・山中 1986・清水 1986）、國下多美樹氏は、
過去の調査成果・地形復元に基づき、大極殿院北方ではなく、
大極殿院西方の従来西方官衙と呼ばれてきた地域に当てた（國
下 2007）。また國下氏は、西宮 = 第一次内裏を、東宮 = 第二
次内裏完成までの仮内裏とし、東宮完成後は別機能の施設に
変わったとみている。

22  五遷の場所のうち「東宮」「左兵衛府」「東院」は判明し、
二か所は不明である（瀧浪 1980））。

23  平城西宮は称徳天皇の西宮跡を利用して作られた（奈文研 

1982）。
24  橋本義彦氏によると、後院には（a） 内裏の「本宮」に対す

る仮御所、（b） 天皇の譲位後の御所、（c） 天皇の私的な所領・
財産を管理する機関という機能があった（橋本義彦 1966）。瀧
浪貞子氏は、後院を上皇御所として天皇の在位中もしくは譲
位後に定められた宮外の施設とし、橋本氏の（b） に限定して
おり、嵯峨天皇の冷然（泉）院・朱雀院・嵯峨院、淳和天皇
の淳和院、宇多天皇の亭子院、河原院、円融天皇の円融院な
どを当てる（瀧浪 1980）。冷泉院・朱雀院は多くの上皇が使
用し「累代の後院」と呼ばれたが、橋本氏は、冷泉院・朱雀
院・淳和院が嵯峨朝・淳和朝に後院であった根拠はなく、後
院の設置は仁明朝に下り、円融・一条朝を最後に天皇の仮御
所機能が衰微し里内裏に移行するという（橋本義彦 1966）。村
上天皇の天徳４年（960）の内裏焼亡以降、内裏の頻繁な焼失
と再建が繰り返され、天皇が後院に遷御することが多くなっ
たが、天延４年（976）の内裏焼亡時に円融天皇が太政大臣藤
原兼通の堀河第に移って以降、里内裏が増加していく（橋本
義彦 1986ａ）。ただし、天徳４年以降も本来の内裏を再建し
てそこへ戻るのが原則であり、その後百年間で内裏以外にい
たのは約３分の１であるという（大津 2001）。一方、在位中
の後院が譲位後の御在所となるのは、宇多上皇の朱雀院から
で、円融の堀河院でいったん途絶え、白河の鳥羽殿で復活す
る（橋本義彦 1966）。

25  平安時代の中で、上皇は天皇宮とは別の御在所、律令制官
司機構とは別の私的機構、人員、財産を有するに至るが、そ
の設定は摂関政治期までは上皇の政治からの排除と表裏の意
味を持った。奈良時代の上皇が天皇と同等の身位や機能を有
したとしても、上皇が意志を表明したのは律令制官司機構を
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通してであり、それから独立した組織や独自の官司機構を有
してはいなかった点で、後院を有する上皇とは異なる（橋本
義則 1994）。

26  これは院の権力拠点の場所が固定していたことは意味しな
い。白河上皇・鳥羽上皇は、京中の院御所（場所は多数で頻
繁に移動）を一般的に使用し、白川殿・鳥羽殿の院御所には
常駐しておらず、院御所としては断続的にしか使用していな
い（井上 1981）。公卿議定もほとんど京中の院御所で開催さ
れていた（美川 2001）。井上満郎氏によれば、白川上皇が子

（堀河天皇）や孫（鳥羽天皇）の皇居近くに院御所を設けたの
は、国制上の重要な政務たる除目に干渉・指導するほか、上
皇の政治的支配権の主張のためでもあった。白川院政期の上
皇御所は鳥羽殿を除けば借用であり、移動頻度が高く、面積
も多様であることから、政権の自立性の低さ、政治機構の未
発達が見て取れるという。（井上 1981）。京外の院御所の政治
的重要度を低く評価する説である。

    しかしその一方で、白河上皇による鳥羽・白河の開発は、
交通・物流・軍事の要地を開発・制圧して院政の権力を収
斂・強化するのに貢献した（井上 1989）。鳥羽殿の建設は、
法・慣習・タブーに規制された天皇の政治空間から脱出し、
新たな政治空間を作るという評価もある（五味 1993）。後白
河は鳥羽殿を顧みなくなり、京中の高松殿・三条西殿・六条
西洞院殿を利用するものの、京外の法住寺殿を継続的に使用
し、公卿議定もそこで行うようになった（美川 2001・2002）。
後白河が鳥羽殿と疎遠になったのは、後白河と対立した二条
天皇（養母美福門院）が美福門院所生の近衛天皇を鳥羽殿に
改葬したからであるという（美川 2001）。美福門院は後白河
の母待賢門院を疎んじたから、後白河にとって鳥羽殿は居心
地のよい場所ではなかった。（美川 2006）。

    以上の例から見て、個々の御所の重要度の評価は分かれる
としても、天皇の御所とは別に上皇御所を設けることの意義
は、上皇権力の確立上極めて大きかったと評価しなければな
るまい。

    注 6 でもふれたように、白河上皇は、独自の政治拠点・宗
教拠点の創設、主従関係を持った院近臣や私兵の組織を進め
た。拠点の建設は造宮職等の担当官司を編成せずに受領層の
成功によった。その受領層は地位の維持のために太政官下の
公的官職に就くことを目指し、そのために院との個人的関係
を強めようとしたのであって、院政の政治機構中に身分を獲
得すること自体が目的ではなかった（井上 1981）。院の私兵
としての武力は検非違使に任じられたり、地方の海賊や盗賊
の追捕の任を任されるようになると国家の軍隊としても機能
した（五味 1993）。院が私的関係から動員した者達の公的意
義が膨張していく過程と纏められようが、それを可能にした
という点で、武士や近臣たちが結集する拠点が天皇や太政官
とは別に成立した意義はやはり大きいであろう。
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岩　永　省　三

Issues concerning the spatial structure of the Imperial Palaces 
under the dual political power 

of the Emperor and the ex-Emperor in the Nara Period

Shozo IWANAGA

The Kyushu University Museum  Hakozaki6-10-1, Higashi-ku, Fukuoka 812-8581, Jaqpan

This article explicated the historical background of the appearance of dual domiciles of the Emperor and the ex-Emperor 
in the Nara Palace, the Kuni Palace and the Shigaraki Palace. For that purpose, I investigated the relationship between the 
political powers of the Emperor and the ex-Emperor from the Aska to the Heian Period. I further examined the transition of 
the spatial relationship between the location of the domiciles of the Emperor and the ex-Emperor in the Palaces during the 
same period.
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日本産ハネカクシ科総目録（昆虫綱：甲虫目）
― 2014年までの追加と訂正 ―

柴田　泰利1）, 8）・丸山　宗利2）, 8）・山本　周平3）, 8）・保科　英人4）・ 
直海俊一郎5）・野村　周平6）・渡辺　泰明7）

1）東京都町田市・2）九州大学総合研究博物館・3）九州大学大学院生物資源環境科学府・4）福井大学教育地域科学部・ 
5）千葉県立中央博物館・6）国立科学博物館・7）東京農業大学・8）編集担当（編集より後の著者はラテンアルファベット順）

要旨：2013年に出版された日本産ハネカクシ科総目録に関して、2014年までの情報をもとに、追加と訂正を行った。
今回の追加および訂正により、日本産ハネカクシ科は400属 2,335種 41亜種となった

キーワード：追加種・属・族、所属変更、同物異名、分布削除

１．はじめに

日本での本格的なハネカクシ科だけを対象にした目録

が「日本産ハネカクシ科総目録（昆虫綱：甲虫目）」とし

て、2012年前半までの情報をもとに、2013年３月に当報

告第11号に発表された。目録では398属2,268種44亜種を

記録し、国内産すべての種と属に和名を付け、分布地も

ローマ字表記での地名略号で記載するなどの配慮がして

ある。

つづいて2014年３月には、2013年までの目録の誤りや

追加すべき点などを対象にした「日本産ハネカクシ科総

目録（昆虫綱：甲虫目）の訂正」が当報告第12号に掲載

され現在に至っている。

この２年間に国内外で多数のハネカクシの論文が発表

され、新種や新分布など多くの知見が得られている。本

報文は2014年末までの情報をもとに日本産に新たに加

わった種、日本への分布が確認できた種や属、分類学的

変更や訂正などを纏めたものである。幸いにも目録は研

究論文の参考文献欄に散見されるようになったが、今後

も今まで以上に使用していただけるよう、内容の精度を

あげ、より充実したものにするつもりである。

九州総合博物館研究報告第13号
Bulletin of the Kyushu University Museum

No.13,  2015,  pp.33-44

２．目　録

Subfamily Omaliinae MacLeay, 1825  ヨツメハネカクシ亜科

● Newly listed species  新規追加種

Tribe Coryphiini Jacobson, 1908

Genus Archaeoboreaphilus Zerche, 1990  カクムネヨツメハネカクシ属
Species group of E. pollens ハナムグリヨツメハネカクシ種群

sadoensis Y. Watanabe & M. Yoshida, 2013: 252 サドカクムネヨツメハネカクシ Sad
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Tribe Eusphalerini Hatch, 1957

Genus Eusphalerum Kraatz, 1857  ハナムグリヨツメハネカクシ属
sadoense Y. Watanabe, 2013: 17 サドハナムグリヨツメハネカクシ Sad

Tribe Omaliini McLeay, 1852

Genus Xylodromus Heer, 1839  キカワヨツメハネカクシ属
kujuensis Y. Watanabe & T. Miyake, 2014: 178 クジュウキカワヨツメハネカクシ KYU

Subfamily Pselaphinae Latreille, 1802  アリヅカムシ亜科

● Newly listed species  新規追加種 

Tribe Tmesiphorini Jeannel, 1949

Genus Saltisedes Kubota, 1944  セダカアリヅカムシ属
kojimai Nomura & Yin, 2013: 7 オキナワセダカアリヅカムシ　Okn, Ish, Iri （注釈１）

Tribe Tyrini Reitter, 1882 
Subtribe Tyrini Reitter, 1882

Genus Lasinus Sharp, 1874  オオトゲアリヅカムシ属
mikado Bekchiev, Hlaváč & Nomura, 2013: 33 ミカドオオトゲアリヅカムシ

  HOK, HON, SHI, Kun, Iz-O （注釈２）
yamamotoi Bekchiev, Hlaváč & Nomura, 2013: 34 ヤマモトオオトゲアリヅカムシ SHI

inexpectatus Bekchiev, Hlaváč & Nomura, 2013: 36 ナガイオオトゲアリヅカムシ KYU

yakushimanus Bekchiev, Hlaváč & Nomura, 2013: 37 ヤクオオトゲアリヅカムシ Yak

amamianus Bekchiev, Hlaváč & Nomura, 2013: 38 アマミオオトゲアリヅカムシ Amm

saoriae Bekchiev, Hlaváč & Nomura, 2013: 39 サオリオオトゲアリヅカムシ Okn

okinawanus Bekchiev, Hlaváč & Nomura, 2013: 40 オキナワオオトゲアリヅカムシ Okn

Tribe Clavigerini Leach, 1815 
Subtribe Clavigerina Leach, 1815

Genus Diartiger Sharp, 1883  ヤマトヒゲブトアリヅカムシ属
toshioi Nomura & Komatsu, 2012: 12 ミクラヤマトヒゲブトアリヅカムシ HON （Iz-MK） （注釈３）

（注釈１）本種の和名は野村（2015）による。   
（注釈２）本種以下７新種の和名は野村（2014）による。   
（注釈３）本種の種への昇格と和名は Nomura et al. （2013）による。
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Subfamily Tachyporinae MacLeay, 1825  シリホソハネカクシ亜科

● Scientific name changed  学名変更

Tribe Tachyporini MacLeay, 1825 シリホソハネカクシ族

Genus Sepedophilus Gistel, 1856  ヒメキノコハネカクシ属
wankowiczi Pandellé, 1869: 294 （Conurus） フタモンヒメキノコハネカクシ HOK, HON, SHI, KYU; China, Russia （Far 

East, Siberia）, Belarus（注釈１）

（注釈１）  総目録の註釈７（104ページ）において、フタモンヒメキノコハネカクシ Sepedophilus bipustulatus 
（Gravenhorst, 1802） の日本産種は学名を S. wankowiczi （Pandellé, 1869）に変更すべきことを指摘してい
た。総目録の出版後、Yamamoto （2013）により日本産種の学名を後者として正式に入れ替えた。

Subfamily Aleocharinae Fleming, 1859  ヒゲブトハネカクシ亜科

● Newly listed genera/species  新規追加属・種

Tribe Aleocharini Fleming, 1821 ヒゲブトハネカクシ族

Genus Aleochara Gravenhorst, 1802  ヒゲブトハネカクシ属
Subgenus Coprochara Mulsant & Rey, 1874

binotata Kraatz, 1856: 106 キバネヒゲブトハネカクシ HOK（注釈１）

Tribe Deinopsini Sharp, 1883 ヌレチハネカクシ族

Genus Adinopsis Cameron, 1919  ヤチハネカクシ属（和名新称）
nippon Maruyama & Kamezawa, 2013: 77 ヤチハネカクシ HON（注釈２）

Tribe Liparocephalini Fenyes, 1918 ウミハネカクシ族

Genus Halorhadinus Sawada, 1971  イソハネカクシ属
kawashimai Ono & Maruyama, 2014: 42 ツヤケシイソハネカクシ HON

miyataorum Ono & Maruyama, 2014: 44 アシナガイソハネカクシ SHI

miyakei Ono & Maruyama, 2014: 46 ヒメイソハネカクシ KYU

masakazui Ono & Maruyama, 2014: 46 ウスチャイソハネカクシ HON, KYU

satoi Ono & Maruyama, 2014: 48 アメイロイソハネカクシ HON, SHI, KYU
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Tribe Lomechusini Fleming, 1821 アリノスハネカクシ族 
Subtribe Termitozyrina Seevers, 1957 オオシロアリハネカクシ亜族

Genus Yakuus Kanao & Maruyama, 2014  （in Kanao et al., 2014） オオシロアリヤドリ属
iwatai Kanao & Maruyama in Kanao et al., 2014: 417 オオシロアリヤドリ Yak（注釈３）

Tribe Oxypodini Thomson, 1859 ゴミハネカクシ族 
Tribe Oxypodina Thomson, 1859 ゴミハネカクシ亜族

Genus Thiasophila Kraatz, 1856  アリヤドリ属 

nipponica Maruyama & Zerche, 2014: 18 クサアリヤドリ HOK, HON

aynumosir Maruyama & Zerche, 2014: 20 キタアリヤドリ HOK

shinanonis Maruyama & Zerche, 2014: 22 ヤマアリヤドリ HON

● Tribal assignment changed, newly listed tribe  族所属変更、新規追加族

Tribe Himalusini Klimaszewski, Pace & Center, 2010 ズングリハネカクシ族（和名新称）

Genus Protinodes Sharp, 1888  ズングリハネカクシ属
puncticollis Sharp, 1888: 378 ズングリハネカクシ HON （注釈４）

● Species excluded from Japanese fauna  日本からの分布を削除する種

Tribe Aleocharini Fleming, 1821 ヒゲブトハネカクシ族

Genus Aleochara Gravenhorst, 1802  ヒゲブトハネカクシ属
Subgenus Coprochara Mulsant & Rey, 1874

bipustulata Linnaeus, 1760: 232 （Staphylinus） フタモンヒゲブトハネカクシ West Palaearctic（注釈５）

● Tribe/subtribe excluded from Japanese fauna  日本に分布しない族・亜族

Tribe Hygronomini Thomson, 1859 
Subtribe Hygronomina Thomson, 1859（注釈６）

● Synonymized species  同物異名処理された種

Tribe Leucocraspedini Fenyes, 1921 マルケシハネカクシ族

Genus Leucocraspedum Kraatz, 1859  マルケシハネカクシ属
rufotestaceum Bernhauer, 1927: 97 マルケシハネカクシ HON, KYU, Tsm, Yak, Amm; Taiwan（注釈７）   

= pallidum Cameron, 1933: 172   



― 37 ―

日本産ハネカクシ科総目録（昆虫綱：甲虫目）

= parvum Cameron, 1949: 470

（注釈１）  これまで日本産フタモンヒゲブトハネカクシ Aleochara （Coprochara） bipustulata （Linnaeus, 1760）とさ
れてきた種は、全国に分布するフタモンヒゲブトハネカクシ（和名交換済み）A. （C.） verna Say, 1833 も
しくは北海道のみに分布する日本新記録種のキバネヒゲブトハネカクシ A. （C.） binotata Kraatz, 1856 い
ずれかの誤同定であった （Yamamoto & Maruyama, 2013）。なお、『原色日本甲虫図鑑 （II）』（柴田 , 1985）
で図示されているフタモンヒゲブトハネカクシ “A. bipustulata” は後者である。Yamamoto & Maruyama 

（2013）の内容に準拠した解説を和文で行っており、興味のある方はご参照頂きたい（山本・丸山 , 2013）
（注釈２）  Maruyama & Kamezawa （2013） により、日本初記録属の新種として記載された。
（注釈３）  Kanao et al. （2014） より、新属新種として記載された。「アリの巣の生きもの図鑑」（丸山ら , 2013）に

おいて、図示と和名の提唱が行われている。
（注釈４）  従来、Hygronomini 族 Hygronomina 亜族に含められていたが、Maruyama et al. （2014）によって、再記

載と分類学的に位置の検討が行われ、Himalusini ズングリハネカクシ族の一員であることがわかった。
（注釈５）  経緯に関しては上記の注釈１にて詳述している。
（注釈６）  経緯に関しては上記の注釈４に述べている。
（注釈７）  Maruyama et al. （2014）により、L. pallidum Cameron, 1933と L. parvum Cameron, 1949が L. rufotestaceum 

Bernhauer, 1927のシノニムとされた。

Subfamily Oxytelinae Fleming, 1821  セスジハネカクシ亜科

● Assigment change/newly listed species  所属の変更、新規追加種

Tribe Oxytelini Fleming, 1821

Genus Ochthephilus Mulsant & Rey, 1856  ヨコセミゾハネカクシ属
Species group of O. emarginatus

japonicus Y. Watanabe & Shibata, 1961a: 6 （Ancyrophorus） ヒゲナガヨコセミゾハネカクシ HOK, HON, SHI 

Species group of O. laevis

laevis Y. Watanabe & Shibata, 1961a: 8 （Ancyrophorus） ツヤヨコセミゾハネカクシ HOK, HON, SHI; South Korea, China, 

Russia（注釈１）
Species group of O. omalinus

forticornis Hochhuth, 1860: 553 （Ancyrophorus） ヒゲブトヨコセミゾハネカクシ HOK, HON; South Korea, China, Russia, 

Mongolia, N. America, Scandinavia （注釈２）   

= antennatus Y. Watanabe & Shibata, 1961a: 7
Species group of O. vulgaris

itoi Makranczy, 2014: 59イトウヨコセミゾハネカクシ（和名新称） HON, KYU

loebli Makranczy, 2014: 601 レイブルヨコセミゾハネカクシ（和名新称） HON

vulgaris Y. Watanabe & Shibata, 1961a: 7 （Ancyrophorus） ナミヨコセミゾハネカクシ HOK, HON, SHI; South Korea, 

Taiwan, China, Russia（注釈３）   

= masatakai Y. Watanabe, 2007: 55 

（注釈１）  O. laevis （Y. Watanabe & Shibata） が当種群に移動し、四国以降が新分布となった（Makranczy, 2014）。
（注釈２）  O. antennatus （Y. Watanabe & Shibata） が日本未記録の O. forticornis （Hochhuth）のシノニムになり、China

以降が新分布となった（Makranczy, 2014）。
（注釈３）  台湾産のO. masatakai Y. WatanabeがO. vulgaris （Y. Watanabe & Shibata）のシノニムになり、上記のTaiwan

以降が新分布となった（Makranczy, 2014）。
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Subfamily Megalopsidiinse Leng, 1920  メダカオオキバハネカクシ亜科

● Newly listed species  新規追加種

Genus Megalopinus Eichelbaum, 1915  メダカオオキバハネカクシ属
jambar Naomi & Hirano, 2014: 293 ヤンバルメダカオオキバハネカクシ Okn

Subfamily Steninae MacLeay, 1825  メダカハネカクシ亜科

● Newly listed species  新規追加種

Genus Stenus Latreille, 1797  メダカハネカクシ属
Species group of S. humilis Erichson ヒメメダカハネカクシ種群

kirin Naomi & Ito, 2014: 281 キリンヒメメダカハネカクシ HON

houomontis Naomi & Ito, 2014: 283 ホウオウヒメメダカハネカクシ HON

ubusuna Naomi & Ito, 2014: 286 ウブスナヒメメダカハネカクシ HON

Species group of S. crassus Stephens フトケブカメダカハネカクシ種群
finitor Ryvkin, 2011: 64 ホッカイケブカメダカハネカクシ HOK 

Species group of S. pubescens Stephens キシベメダカハネカクシ種群 （注釈１）
pubescens fraternus Casey, 1884: 155 キシベメダカハネカクシ HOK 

● Elevated to species rank  種に昇格したもの

Species group of S. humilis Erichson ヒメメダカハネカクシ種群
ohbayashii Naomi, 1997 オオバヤシヒメメダカハネカクシ SHI（注釈２）
curvaticellus Naomi, 1997 ホクリクヒメメダカハネカクシ HON（注釈３）

（注釈１）  日本から初めて発見された種群で、139頁の Species group of S. pallitarsis Stephens アシベメダカハネカク
シ種群の前に入る。

（注釈２）  S. zaishin ohbayashii Naomi の亜種を種に昇格 : Naomi et Ito, 2014, p.287で comb. nov.
（注釈３）  S. zimmermanni curvaticellus Naomi の亜種を種に昇格 : Naomi et Ito, 2014, p.288で comb. nov.

Subfamily Euaesthetinae Thomson, 1859  チビフトハネカクシ亜科

● Newly listed species  新規追加種

Tribe Euaesthetini Thomson, 1859

Genus Edaphus Motschulsky, 1856  スジツヤチビハネカクシ属
bishamon Puthz, 2014: 351 ニッコウスジツヤチビハネカクシ（和名新称） HON

bosatsu Puthz, 2014: 360 ボサツスジツヤチビハネカクシ（和名新称） HON

daimio Puthz, 2014: 353 ダイミョウスジツヤチビハネカクシ（和名新称） SHI
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haniwa Puthz, 2014: 351 ハニワスジツヤチビハネカクシ（和名新称） SHI 

kanzeon Puthz, 2014: 358 カンゼオンスジツヤチビハネカクシ（和名新称） KYU

mikado Puthz, 2014: 355 ミカドスジツヤチビハネカクシ（和名新称） SHI, KYU 

peramicus Puthz, 2014: 366 オモゴスジツヤチビハネカクシ（和名新称） SHI

perangustus Puthz, 2014: 371 ナラスジツヤチビハネカクシ（和名新称） HON

percongruus Puthz, 2014: 364 ヤバケイスジツヤチビハネカクシ（和名新称） KYU

pergracilis Puthz, 2014: 368 エヒメスジツヤチビハネカクシ（和名新称） SHI

pergratus Puthz, 2014: 373 オオダイスジツヤチビハネカクシ（和名新称） HON

perillustris Puthz, 2014: 370 ギフスジツヤチビハネカクシ（和名新称） HON 

perincommodus Puthz, 2014: 368 アマギスジツヤチビハネカクシ（和名新称） HON

permacer Puthz, 2014: 372 オバコスジツヤチビハネカクシ （和名新称） HON

permolestus Puthz, 2014: 374 オオイタスジツヤチビハネカクシ（和名新称） KYU

perparvus Puthz, 2014: 372 キュウシュウツヤチビハネカクシ（和名新称） KYU

persimplex Puthz, 2014: 365 イシヅチスジツヤチビハネカクシ（和名新称） SHI  

persubtilis Puthz, 2014: 362  ソボスジツヤチビハネカクシ（和名新称） KYU

perplexabilis Puthz, 2014: 364 シラトリスジツヤチビハネカクシ（和名新称） SHI, KYU

perpropinquus Puthz, 2014: 365 サガスジツヤチビハネカクシ（和名新称）
sakura Puthz, 2014: 356 シャカダケスジツヤチビハネカクシ（和名新称） KYU

samurai Puthz, 2014: 358 クマモトスジツヤチビハネカクシ（和名新称） HON, KYU

shogun Puthz, 2014: 359 ショウグンスジツヤチビハネカクシ（和名新称） HON, SHI 

tanuki Puthz, 2014: 354 チュウゼンジスジツヤチビハネカクシ（和名新称） HON

Subfamily Scydmaeninae Leach, 1815  コケムシ亜科

● Newly listed species  新規追加種

Tribe Cyrtoscydmini L. W. Schaufuss, 1889

Genus Euconnus Thomson, 1859  ヒメコケムシ属
Subgenus Euconophron Reitter, 1909

Euconnus kumejimensis Hoshina, 2013: 285 クメジマヒメコケムシ Kum

Subfamily Paederinae Fleming, 1821  アリガタハネカクシ亜科

● Newly listed species  新規追加種

Tribe Paederini Fleming, 1821

Genus Lathrobium Gravenhorst, 1802  ナガハネカクシ属
Subgenus Lathrobium Gravenhorst, 1802

Species group of L. pollens/singon コバネナガハネカクシ種群
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awajiense Y. Watanabe, 2014: 136 アワジコバネナガハネカクシ Awj

biexcisum Assing, 2013c: 1621 ハモンドコバネナガハネカクシ（和名新称）HON

duplebarbatum Assing, 2013c: 1626 ジョウヤマコバネナガハネカクシ（和名新称）KYU

inflatum Assing, 2013c: 1632 ホタカコバネナガハネカクシ（和名新称）HON

loebli Assing, 2013c: 1623 レエブルコバネナガハネカクシ（和名新称）HON

yuzuruhaense Y. Watanabe, 2014: 133 ユズルハコバネナガハネカクシ Awj

Species group of L. brachypterum/monticola ヒメコバネナガハネカクシ種群
horridum Assing, 2013c: 1628 ホウマンヒメコバネナガハネカクシ（和名新称）KYU

kuramaicum Assing, 2013c: 1624 クラマヒメコバネナガハネカクシ（和名新称）HON

masarui Y. Watanabe, 2014: 138 マサルヒメコバネナガハネカクシ Awj

Genus Lobrathium Mulsant & Rey, 1878  ツツナガハネカクシ属
Subgenus Lobrathium Mulsant & Rey, 1878

kujuense T. Ito, 2013: 199 クジュウツツナガハネカクシ KYU

● Newly listed genus/species, assignment change  新規追加属・種、所属の変更 

Subtribe Lathrobiina Laporte, 1835

Genus Elytrobium Assing, 2013b  ヒゲブトナガハネカクシ属（和名新称）
moninicorne Sharp, 1889: 259 （Lathrobium） ヒゲブトナガハネカクシ HOK, HON; China （注釈１）

Genus Lathrobium Gravenhorst, 1802  ナガハネカクシ属
Subgenus Lathrobium Gravenhorst, 1802

Species group of L. dignum  ナガハネカクシ種群
imminutum Assing, 2013a: 41 オオサカチビナガハネカクシ（和名新称） HON; China

Species group of L. sinense  アジアチビ ナガハネカクシ種群
sinense Herman, 2003: 6 アジアチビナガハネカクシ HON; China（注釈２）

Genus Lobrathium Mulsant & Rey, 1878  ツツナガハネカクシ属
Subgenus Lobrathium Mulsant & Rey, 1878

scabripenne Sharp, 1874: 58 （Lathrobium） ナガサキツツナガハネカクシ（和名新称） KYU; China

  = Lathrobium cylindricum Bernhauer, 1938a: 37 （注釈３）

Genus Pseudobium Mulsant & Rey, 1878  ニセナガハネカクシ属
kobense Sharp, 1874: 57 （Lathrobium） アカバニセナガハネカクシ（和名改称） HON, SHI; China （注釈４）

Genus Pseudolathra Casey, 1905  スジナガハネカクシ属
Subgenus Pseudolathra Casey, 1905 

pulchella Kraatz, 1859a: 116 （Lathrobium） アジアスジナガハネカクシ（和名新称） Yon; India, Nepal, Laos, Thailand, 
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Vietnam, Malaysia, Philippines, Indonesia, Taiwan（注釈５）

Genus Tetratopeus Czwalina, 1888  コガシラナガハネカクシ属
gracilentus Kraatz, 1859: 115 （Lathrobium） キアシコガシラナガハネカクシ HOK, HON, Oki, Tsm, Okn, Ish; South Korea, 

China, Russia

   = pallipes Sharp, 1889: 257 （Lathrobium）（注釈６）

Genus Luzea Blackwelder, 1952  キタトガリハネカクシ属（和名新称）
rubecula Sharp, 1889: 264 （Medon） イブシキタトガリハネカクシ（和名改称） HOK, HON, SHI, Awj; South Korea, China, 

Russia（注釈７）

（注釈１）  Lathrobium moniricorne Sharp をタイプ種として、Elytrobium 属が創設されたための移動（Assing, 2013b）。
（注釈２）  L. imminutum Assing は大阪、L. sinense は日光戦場ヶ原からそれぞれ記録された（Assing, 2013c）。
（注釈３）  Lathrobium scabripenne Sharp は Lobrathium 属と新結合のため、また Lathrobium cylindricum Bernhauer は

シノニムのための移動（Assing, 2014c）。
（注釈４）  Lathrobium kobense Sharp は Pseudobium 属と新結合のため移動（Assing, 2013c）。
（注釈５）  沖縄県与那国島祖納から記録された（Assing, 2013e）。
（注釈６）  T. pallipes Sharp が T. gracilentus Kraatz のシノニムのため移動（Assing, 2014）。
（注釈７）  Medon rubeculus Sharp が Luzea 属と新結合のための移動（Assing, 2013d）。

Subfamily Staphylininae Latreille, 1802  ハネカクシ亜科

● Assignment change  所属の変更

Tribe Staphylinini Latreille, 1802 
Subtribe Philonthina Kirby, 1837

Genus Philonthus Stephens, 1829  コガシラハネカクシ属
lewisius Sharp, 1874a: 42 オオドウガネコガシラハネカクシ

  = havelkai R. Dvořák, 1958: 140 ハベルカコガシラハネカクシ（注釈１）

● Newly listed species  新規追加種

Subtribe Philonthina Kirby, 1837

Genus Philonthus Stephens, 1829  コガシラハネカクシ属
velatipennis Solsky, 1870: 461 ツマアカスジコガシラハネカクシ（和名新称）HOK; Russia, Turkey, Iran, Turkestan（注

釈２）

Subtribe Staphylinina Latreille, 1802

Genus Creophilus Leach, 1819  オオハネカクシ属
flavipennis Hope, 1831: 32 （Staphylinus） ミナミオオハネカクシ Iri; China, Nepal, India, Sri Lanka, Myanmar, Laos, 
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Thailand, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Philippines（注釈３）

● Species excluded from Japanese fauna  日本からの分布を削除する種

Tribe Staphylinini Latreille, 1802 
Subtribe Anisolina Hayashi, 1993

Genus Hesperosoma Scheerpeltz, 1965  キバナガマルズハネカクシ属
excellens Bernhauer, 1939a: 100 （Amichrotus） キバナガマルズハネカクシ HON（?）; China, Vietnam（注釈４）

Subtribe Staphylinina Latreille, 1802

Genus Dinothenarus Thomson, 1858  ビロウドハネカクシ属
ganglbaueranus Bernhauer, 1939a: 101 （Staphylinus） ビロウドハネカクシ HON

Genus Miobdelus Sharp, 1889  ホソサビイロモンキハネカクシ属 

insignis Müller, 1926: 41 （Staphylinus） クロバネホソサビイロモンキハネカク Japan; China

  ＝ fokiensis Bernhauer, 1933: 32 （Staphylinus）

（注釈１）  P. havelkai R. Dvořák が P. lewisius Sharp のシノニムになったための移動（Hayashi, 2013）。
（注釈２）  札幌産の種が記録された（Hayashi, 2013）。
（注釈３）  西表島からの種が記録された（Hayashi & Shôyama, 2013）。
（注釈４）  本種以下３種を日本産から削除する。その理由は参考文献に詳述している（柴田 ,  2014）。

参考文献

Assing, V., 2013a. On the Lathrobium fauna of China III. New species 

and additional records from various provinces （Coleoptera: 

Staphylinidae: Paederinae）. Contribution to Entomology, 

Beiträge zur Entomologie, 63: 25-52.

Assing, V., 2013b. Two new genera of Lathrobiina from the East 

Palaearctic region （Coleoptera: Staphylinidae: Paederinae）. 

Contribution to Entomology, Beiträge zur Entomologie, 63: 

219-239.

Assing, V., 2013c. On the Lathrobium fauna of Japan. （Coleoptera: 

Staphylinidae: Paederinae）. Linzer biologische Beiträge, 45: 

1615-1641.

Assing, V., 2013d. A revision of Palaearctic Medon IX. New species, 

new synonymies, a new new combination, and additional records 

（Coleoptera: Staphylinidae: Paederinae）. Entomologische 

Blätter und Coleoptera, 109: 233-270.

Assing, V., 2013e. A revision of Palaearctic and Oriental Pseudolathra 

III. Seven new species and additional records （Coleoptera: 

Staphylinidae: Paederinae）. Entomologische Blätter und 

Coleoptera 109: 271-284.

Assing, V., 2014. A revision of Tetratopeus IV. A new species from 

Turkey, new synonymies, and additional records （Coleoptera: 

Staphylinidae: Paederinae）. Linzer biologische Beiträge, 46: 

1119-1131.

Bekchiev, R., P. Hlaváč & S. Nomura, 2013. A taxonomic revision of 

Tyrini of the Oriental region. V. Revision of the genus Lasinus 

Sharp, 1874 （Coleoptera, Staphylinidae, Pselaphinae）. Zookeys, 

340: 21-42.

Casey, T. L., 1884. Revision of the Stenini of America north of 

Mexico. Insects of the family Staphylinidae, order Coleoptera, 

206pp. Collins Printing House, Philadelphia.

Hayashi, Y., 2013. Notes on the subgenus Cephalonthus of the genus 

Philonthus, with a key to the species-group and a list of species 

（Coleoptera, Staphylinidae）. Elytra, Tokyo, New Series, 3: 

205-212.

Hayashi, Y. & M. Shôyama, 2013. First record of Creophilus flavipen-

nis （Hope） from Japan （Coleoptera, Staphylinidae）. Elytra, 

Tokyo, New Series, 3: 204.

Herman, L. H., 2003. Nomenclatural changes in the Paederinae 



― 43 ―

日本産ハネカクシ科総目録（昆虫綱：甲虫目）

（Coleoptera: Staphylinidae）. American Museum Novitates, 

3416: 1-28.

Hope, F. W., 1831. Synopsis of the new species of Nepaul insects in 

the collection of Major General Hardwicke. In: Gray J. E., ed. The 

zoological miscellany, Vol. 1. London: Treuttel, Wurtz &  Co., 

etc., 21-32.

Hochhuth, J. H., 1860. ［new taxa］. In: Motschulsky V.: Énumération 

des nouvelles espèces de coléoptères rapportées de ses voyages. 

3-ième article. Bulletin de la Société Impérial des Naturalistes de 

Moscou, 33: 539-588.

Hoshina, H., 2013. New record of the subfamily Scydmaeninae 

（Coleoptera, Staphylinidae） Kumejima Island, the Ryukyus, 

Japan, with description of a new species. Japanese Journal of 

systematic Entomology, 19: 285-288. 

Ito, T., 2013. Notes on the species of Staphylinidae （Coleoptera） from 

Japan, XVI. Description of a new species of Lobrathium Mulsant 

et Rey from Kyushu. Elytra Tokyo, New Series, 3: 199-203.

Kanao, T., M. Maruyama &  R. Iwata, 2014. Systematics of rove 

beetles （Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae） associated 

with Hodotermopsis sjostedti （Isoptera: Termopsidae）. 

Entomological Science, 17: 409-424.

Makranczy, G., 2014. Revision of the genus Ochthephilus Mulsant & 

Rey, 1856 （Coleoptera, Staphylinidae, Oxytelinae）. Revue 

Suisse de Zoologie, 121: 457-694.

Maruyama, M. &  H. Kamezawa, 2013. Adinopsis nippon, a new 

species of marsh-dwelling rove beetle （Coleoptera: 

Staphylinidae: Aleocharinae: Deinopsini） from Japan, with an 

annotated catalogue of Adinopsis species of the world. Zootaxa, 

3669: 76-84.

Maruyama, M., S. Yamamoto & K.T. Eldredge, 2014. Synopsis of the 

Japanese species of Aleocharinae （Coleoptera: Staphylinidae）, I. 

Tribes Himalusini and Leucocraspedini. Zootaxa, 3887: 

393-400.

Maruyama, M. & L. Zerche, 2014. Japanese species of the myrme-

cophilous genus Thiasophila Kraatz, 1856 （Coleoptera, 

Staphylinidae, Aleocharinae）. Esakia, （54）: 27-31.

Naomi, S.-I. &  Y. Hirano, 2014: A new species of the subfamily 

Megalopsidiinae （Coleoptera: Staphylinidae） from Okinawa Is., 

Japan. Elytra, Tokyo, 4: 293-297.

Naomi, S.-I. & T. Ito, 2014. Three new species of the genus Stenus 

Latreille, with taxonomic notes and new distributional records 

from Japan （Coleoptera: Staphylinidae: Steninae）. Elytra, Tokyo, 

4: 281-291.

野村周平 ,  2014.  日本産オオトゲアリヅカムシ属（Lasinus Sharp, 

1874: Coleoptera, Staphylinidae, Pselaphinae）の分類学的ノー
ト .  さやばねニューシリーズ （16）: 1-12.

野村周平 ,  2015. アリヅカムシの小族 Tmesiphorini と日本周辺の
セダカアリヅカムシ属 Saltisedes について .  ハネカクシ談話
会ニュース（投稿中）.

Nomura, S., H. Kamezawa & S. Arai, 2013. A review of pselaphine 

beetles （Coleoptera, Staphylinidae） from the Izu-shotô Isls., 

Tokyo, Japan. Elytra, Tokyo, new series, 3: 31-43.

Ono, H. & M. Maruyama, 2014. Five new species of the intertidal 

genus Halorhadinus Sawada （Coleoptera, Staphylinidae, 

Aleocharinae） from Japan. Esakia, （54）: 41-50.

Puthz, V., 2014. Edaphus von Japan （Coleoptera: Staphylinidae）. 

118. Beitrage zur Kenntnis der Euaesthetinen. Revue Suisse 

Zoologie, 121: 349-378.

Ryvkin, A. B., 2011. Contributions to the knowledge of Stenus 

（Nestus） species of the crassus group （Insecta: Coleoptera: 

Staphylinidae: Steninae） 1. Four new species from the Russian 

Far East with taxonomic notes. Baltic Journal of Coleopterology, 

11:57-72.

柴田泰利 ,  2014. XXI. Subfamily Staphylininae Latreille, 1802ハネ
カクシ亜科 .  日本産  ハネカクシ科亜科別概観 .  解明度 ,  地域
間比較 ,  分布の特徴・生息場所 ,  そして未解決の諸問題 .  ハ
ネカクシ談話会ニュース （42）: 21-24.

Solsky, S. M., 1870. Matériaux pour servir à I’ étude des insectes de la 

Russie. V. Coléoptères de la Russie orientale. Bulletin de la 

Société Impériale des Naturalistes de Moscou 42 〔1869〕 （2）: 

459-467.

Watanabe, Y., 2013. A new species of Eusphalerum （Coleoptera, 

Staphylinidae） from Sado-ga-shima Island off northern Honshu, 

Japan. Japanese Journal of systematic Entomology, 19: 17-20.

Watanabe, Y., 2014. New brachypterous Lathrobium （Coleoptera: 

Staphylinidae） from the Island of Awaji-shima in Hyôgo 

Prefecture, Japan. Elytra Tokyo, New Series, 4: 133-140. 

Watanabe, Y. &  T. Miyake, 2014. A new species of the genus 

Xylodromus （Coleoptera, Staphylinidae） from the Kuju 

Mountains in Kyushu. Elytra Tokyo, New Series, 4: 178-181.

Watanabe, Y. &  M. Yoshida, 2013. Notes on the Omaliine beetles 

（Coleoptera, Staphylinidae） from streamside of the Island of 

Sado off central Honshu, Japan. Japanese Journal of systematic 

Entomology, 19: 251-256.

Yamamoto, S., 2013. Taxonomic study on Sepedophilus wankowiczi 

（Pandellé, 1869） from Japan, with a note on its scientific name in 

the previous records Sepedophilus wankowiczi （Pandellé, 1869） 

from Japan, with a note on its scientific name in the previous 

records （Coleoptera: Staphylinidae: Tachyporinae）. Japanese 

Journal of Systematic Entomology, 19: 57–63. 

Yamamoto, S. &  M. Maruyama, 2013. Revision of the subgenus 

Coprochara Mulsant & Rey of the genus Aleochara Gravenhorst 

from Japan （Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae）. Zootaxa, 

3641: 201-222.

Yin, Z.-w., S. Nomura, D. S. Chandler & L.-Z. Li, 2013. The genus 

Saltisedes （Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae）: redefini-

tion, synonymic notes, and new species from the Oriental region. 

Canadian Entomologist, 145: 1-11.



― 44 ―

柴田　泰利・丸山　宗利・山本　周平・保科　英人・ 直海俊一郎・野村　周平・渡辺　泰明

Catalogue of Japanese Staphylinidae (Insecta: Coleoptera)
— Addition and Corrections until 2014 —

Yasutoshi Shibata1), 8), Munetoshi Maruyama2), 8), Shûhei Yamamoto3), 8), Hideto Hoshina4), 
Shun-Ichiro Naomi5), Shûhei Nomura6), Yasuaki Watanabe7)

1)Machida-shi, Tokyo,  2)The Kyushu University Museum, 
3)Graduate School of Bioresource and Bioenvironmental Sciences, Kyushu University, 
4)Faculty of Educatin, Fukui University,  5)Natural History Museum and Institute, Chiba, 
6)National Museum of Nature and Science, Tokyo,  7)Tokyo University of Agriculture, 
8)Editors

Abstract. Shibata et al.  (2013) published “Catalogue of Japanese Staphylinidae (Insecta: Coleoptera)” based on taxo-
nomic information available up until the first half of 2012. In that catalogue were listed 398 genera, 2,268 species and 44 
subspecies, together with Japanese names and known distributions of all species/subspecies. Shibata et al. (2014) listed cor-
rection to the catalogue. Since the publication of the catalogue, many papers concerning Japanese Staphylinidae were pub-
lished.  These  papers  included  new  species,  new  records,  taxonomic  changes,  and  corrections  concerning  the  Japanese 
staphylinid fauna. This paper lists such additional data published up until the end of 2014. As a result of the additions and 
corrections, a total number of Japanese Staphylinidae is represented by 400 genera, 2,335 species, and 41 subspecies.
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「 夏 の 昆 虫 教 室 」 の 実 践 報 告
― 子供たちに昆虫学への興味の種を蒔く ―

福原美恵子・丸山　宗利

九州大学総合研究博物館：〒815-8581 福岡市東区箱崎6-10-1

要旨：九州大学総合研究博物館では、2014年に子供を対象とした昆虫学をテーマとする体験型講座「夏の昆虫教
室」を行った。本講座の目的は、昆虫に接しながら、身近な実用品または保存性と鑑賞性をもつ標本をつくるこ
とで、昆虫と昆虫学に対する親近感と好奇心を増すことである。本報告では、講座の詳細と、目的を達成するた
めに講座内容に盛り込んだ内容および実施方法の工夫、そして今後の課題点について記述する。

キーワード：博物館、体験型講座、観察、採集、標本

１．はじめに

2014年度九州大学総合研究博物館では、小学生から中

学生をおもな対象（募集は高校生まで）に「夏の昆虫教

室」を３回実施した。昆虫採集をはじめ、昆虫とふれあ

う機会が減少傾向にあるなか、昆虫をより身近に感じ、

その場かぎりの体験ではなく生活の中で身近に使うこと

が可能な「実用性」、子供たちの成長のその時々で昆虫に

対する興味を新たにすることが可能となる「保存性」と

「鑑賞性」を重視した製作物をつくる体験型講座を目指し

た。本稿では各講座の意図、実施方法の工夫、今後の課

題を報告する。

２．実践報告

２－１．概　要 

2014年度「夏の昆虫教室」は以下の３回行った。

２－１－１．「カイコの糸取り教室」

実 施 日：  2014年７月26日（土）

講　　師：  福原  美恵子・伴野　  豊

共　　催：  総合研究博物館・農学研究院附属遺伝子資源

開発研究センター

場　　所：  箱崎キャンパス21世紀交流プラザⅠ 多目的

ホール

参加人数：  子供17人　大人13人

  参加者は、カイコの卵・幼虫・繭・成虫を観察し、カイ

コの生態や人との関わり、カイコの系統を保存する意義に

ついて説明を受けた後、繭から実際に糸を取り、腕飾りや

栞などの素材として使える「より糸」を作った（図１）。

２－１－２．「セミの標本教室」

実 施 日：  2014年７月27日（日）

講　　師：  紙谷  聡志・丸山  宗利

共　　催：  総合研究博物館・農学研究院昆虫学分野

場　　所：  箱崎キャンパス21世紀交流プラザⅠ 多目的

ホールおよび同ホール前庭

参加人数：  子供８人　大人７人

  参加者は、地域によって身近なセミが異なることなど

を教わった後、外に出てセミを自身で採集し、標本作製

の意義、針を刺す位置、翅の広げ方、脚の整え方、ラベ

ルの書き方などを学びながら、学術的な利用価値を備え

た「昆虫標本」に仕上げた（図２）。

九州総合博物館研究報告第13号
Bulletin of the Kyushu University Museum

No.13,  2015,  pp.45-50
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２－１－３．「セミのぬけがら樹脂封入教室」

実 施 日：  2014年８月６日（水）

講　　師：  福原  美恵子・紙谷  聡志・丸山  宗利

主　　催：  総合研究博物館

場　　所：  箱崎キャンパス21世紀交流プラザⅠ 多目的

ホールおよび同ホール前庭

参加人数：  子供19人　大人11人

  屋外で、参加者自身で採集したクマゼミのぬけがらを、

透明なエポキシ樹脂の中に埋め込み「プラスチック封入

標本」を作製した（図３）。セミ、ツノゼミ、生物標本に

ついての講義も受け、昆虫について子供たちが日頃疑問

に思っていることに答える時間も設けた。

運営協力：  有本晃一・大崎遥花・川上太朗・柿添翔太

郎・河野太祐・城戸克弥・木村栞太・倉橋拓

也・黒岩亜梨花・黒田麻路・米田洋斗・阪上

美由紀・原田萌香・増本桃子・宮　敏雄（五

十音順、敬称略）

２－２．実施意図の講座内容への盛り込み

２－２－１．「カイコの糸取り教室」

昆虫は、絹という繊維を通して、人の生活の中に意識

せずとも浸透し、関わっている。家庭や学校で飼育され

ることも多いカイコだが、絹糸をとるための家畜である

点は理解されていても、家庭で繭から取り出した糸を製

糸するには技術的・感情的困難が伴う。カイコの幼虫、

繭、成虫を観察し、昆虫飼育の楽しさ、羽化前の繭から

糸を取り出し命を利用するという体験、糸をつくり生活

に必要な品を得るという体験を得ることを意図した。

２－２－２．「セミの標本教室」

屋外で自身クマゼミ、アブラゼミ等を採集し、標本を

作製するという体験を通して、昆虫学や標本資料に対す

る理解のきっかけを得ること、長期の観察に耐える標本、

ひいては、学術的に利用価値を備えた昆虫標本を作製す

るために必要な技術とこだわりを伝えることを意図した。

２－２－３．「セミのぬけがら樹脂封入教室」

プラスチック樹脂素材に封入された標本は、脆く分散

しやすい乾燥標本を、肉眼・ルーペ等による観察に適し

た状態に長く保つことを可能にする。また、直接さわる

ことを躊躇するものであっても身近に置くことが可能に

なる。美しさに焦点をおくことにより昆虫に対する認識

の変容を生じうることは本館の過去の昆虫展示において

も示唆されている（藤野ら 2012）。屋外で昆虫採集を体

験し、鑑賞に適した「プラスチック封入標本」を作るこ

とで、昆虫をより身近に感じることを意図した。

２－２－４．

上述した「夏の昆虫教室」すべての講座を通して、「残

るものを作る」という点を重視した。夏休みの思い出と

ともに、本講座で作製した製作物が子供たちの宝物とし

ての場所を占めてほしい、という気持ちを込めた。その

図１「カイコの糸取り教室」
ａ．作製した「より糸」。 ｂ．定規に糸を巻き付けカイコの繭から糸をとる。巻いている際、乾燥による生糸の縮みにより定規が反っている。この巻か
れた糸をカセとし、輪のはしをはさみで切り糸束としてａ．の「より糸」を作製した。 ｃ．作製途中の「より糸」。 ｄ．当日の作業の様子。

a b c d
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ためにも、「実用性」「保存性」「鑑賞性」を備えるような

制作物とした（図１a；図２a；図３a）。

２－３．実施方法の工夫

２－３－１．		「カイコの糸取り教室」：簡単で実用的なより

糸の作り方の工夫

繭から糸を引き出し紙筒等に巻き取るといった体験学

習活動は、広く実践されている。しかしながら、巻き取

られた繭糸はごく細く、含まれるセリシンにより互いに

膠着するので、そこから実用的な糸を作ることは初心者

には困難である（鈴木 2006）。そこで、繭糸の引き出し

と、繊維をそろえた糸束を作るカセ繰りを、30センチ定

規に生糸を巻き付けることで同時に行い（図１b）、その

繰り糸に撚りをかけることで、ロープ状のより糸を作製

することとした（図１c， d）。出来上がるより糸は50cm

ほどの短いものではあるが、絹特有の美しい光沢を持っ

ており、ストラップ（図１a）や栞の素材に問題なく使用

できる。

２－３－２．「セミの標本教室」：一対一の丁寧な指導

標本作製を日常的に行っている学生、博物館ボラン

ティアの協力を得た。これにより参加者が手取り足取り

の個人指導を受けながらの作製が可能となり（図２b， d）、

また、複数の個体（クマゼミ、アブラゼミの雄雌計４個

体）の標本作製（図２a）を行うことで、徐々に協力者の

関与を減らし、ひとりで作業する時間までを取ることが

できた。

２－３－３．		「セミのぬけがら樹脂封入教室」：安全性の優

先的確保

封入に使うプラスチック樹脂や硬化剤は化学薬品であ

り、取り扱いに注意を要する。今回は、硬化が安定し、

他機関での多くの講座で実績のある不飽和ポリエステル

樹脂を、以下の理由で使用しなかった。不飽和ポリエス

テル樹脂にはスチレンモノマーが大量に含まれ臭気がき

ついため換気扇だけでは対応できず（畑中 2013）、今回

のように大人数の場合、屋外での実施が必須となる。今

回は、大学内の共用施設を借りての実施であること、雨

天の場合の実施場所の確保が難しいことから、臭気の問

題がないホビー用として販売されている２液性のエポキ

シ樹脂を用い、かつ、樹脂の取り扱いは実施者側に限定

した（図３c）。

図２「セミの標本教室」
ａ．作製したセミの「昆虫標本」。ｂ．標本にするセミを自身で採集。ｃ．学生による標本作製方法の
説明。ｄ．ボランティアによる指導。

a b

c d
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２－３－４．運営：学内外協力者との連携

本「教室」の実施にあたっては、農学研究院の教員、

学生、社会人ボランティアの協力を得た。「セミの標本教

室」ではさらに、九州大学大学院農学研究院昆虫学分野

「農業生物資源学プロジェクト演習」（修士課程）との連

携を得て、配布資料の作成、説明等は運営協力の大学院

生（米田洋斗、河野太祐、倉橋拓也、有本晃一）によっ

て行われた（図２c）。すべての「教室」を通して、協力

学生、ボランティアには、可能な限りプログラムの内容

を事前研修として体験してもらった。これにより、当日

の講座の運営への参加がより自主的となり、参加者への

働きかけも積極的になる様子が見られた。

２－４．課　題

２－４－１．		主催者側の意図と、申込者・参加者の意向と

の均衡

「セミの標本教室」では、保護者から生きたセミを使っ

て標本を作製することへの不安についての事前問い合わ

せがあった。本問い合わせに関しては、実施担当者から

の返事で理解していただき、予定通り参加いただいた。

日常的に標本、標本作製に携わっている実施側と、参加

者側の認識との間に違いがあることを把握すると同時に、

まずは体験し先入観なく対象をみることを働きかけるこ

ととの、均衡の取り方が今後の課題として出てきた。「セ

ミの標本教室」への申込者が他の二講座に比べ少なかっ

たのは、生体を用いることへの抵抗が実施側の認識以上

に大きかったのかもしれない。

学習的講座の多くが、講義の後に実習という流れで行

われる。講座への募集は作製物を前面に出して行われる

ため、参加者の興味や期待も実習に集まる。保護者は、

夏休みの自由研究等に利用したい意向があるため、講義

への反応はよかったが、子供たちは若干そわそわした反

応を示した。保護者の意向と、子供たちの興味と集中力

とのバランスから実習と講義の順序を考慮する必要が課

題として出てきた。

２－４－２．時期的、時間的な制約

すべての「教室」において、予想以上に時期的、時間

的な制約を受けることが明らかとなった。

「カイコの糸取り教室」では、カイコの幼虫、繭、成虫

の観察も行い、糸取りも煮繭から実施した。そのため当

日に必要な、生育時期をずらした生体、繭を準備するた

めの飼育の負担は少なくなかった。今回は幸いにして飼

育事故もなく、必要な生体、繭数を確保できたが、講座

を開催した時期は、梅雨あけ直後の高温多湿時期であり、

湿度および温度制御なしでまとまった個体数を飼育する

期間としてはぎりぎりであった。昨今の九州北部地方の

不安定な気候の状態を考えると、生体が用意できなかっ

た場合の予備のプログラムの準備も必須であることを実

感した。

「セミの標本教室」では、翅を広げる作業が難しく、結

果的に学生らが１人１頭ずつ見本を作って見せ、それを

もとに他の個体を作ってもらうこととなった。当日の参

加者は見込みより少なかったが、見本作製の時間の問題

から、結果としてそのほうが良かったと言える。

「セミのぬけがら樹脂封入教室」では、前述の通り今回

はエポキシ系樹脂を使用したが、本樹脂の硬化時間は湿

度環境に大きく左右される。不運なことに、実施時間中、

時間あたりの降雨量が13.5mm という道路が一時冠水す

るほどの短時間集中豪雨に見まわれ、前日の雨の影響も

図３「セミのぬけがら樹脂封入教室」
ａ．クマゼミのぬけがらの「封入標本」。ｂ．標本にするセミのぬけがらを自身で採集。ｃ．セミのぬけがらを入れた容器に、プラスチック樹脂を注ぐ。

a b c
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あり当日の平均湿度は89％と高く、事前研修を行った

2014年７月29日の平均湿度65％とは条件が大きく異なっ

てしまった。そのため、実施時間内に固化せず持ち帰り

が不可能となり、作製物は後日郵送することとなってし

まった。固化が不十分でも移動が可能な封入容器の工夫、

光硬化性樹脂の併用などより安定して実施できるプログ

ラムの開発の必要が課題として出てきた。

申し込み者は夏休みの自由研究等に利用したい意向か

ら夏休み前半からお盆休み頃までの開催を望まれるので、

開催時期と講座の内容の決定は、今後常につきまとう課

題となりそうである。

２－４－３．実施意図の効果の確認と今後のとりくみ

「昆虫教室」実施意図の効果、製作物のその後は、本教

室に参加した子供達への聞き取り、アンケート等でその

成果を確認、追跡する必要があるが、現段階では実施で

きていない。特に、乾燥標本は湿度や日光に対して弱く、

保存性の問題があるため、何人かの参加者の保存状況を

追認できればと考えている。組織運営技術に関するファ

シリテーション（集団による知的相互作用を促進する働

き：堀 2004）から見た場合、本教室はかなり理想的な状

況を達成できたと思われるが、実施者、運営協力者の多

くが、実施内容に興味あるいは共通する素養を持ってい

たことが大きい。こうした人材を常に擁することは難し

く、また、総合研究博物館として、自然史分野、理科教

育に関連した分野以外に体験型講座の企画を広げる場合

も考えると、運営協力者に対する異分野融合を意識した

働きかけが重要となると思われる。
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た。九州産業大学が2014年に実施した「大学博物館・美術館を
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福原美恵子・丸山　宗利

Practice Report: Summer Entomology Class for Children.
— How Can Boost Children’s interest in Entomology —

Mieko FUKUHARA and Munetoshi MARUYAMA

The Kyushu University Museum: 6-10-1 Hakozaki, Higashi-ku, Fukuoka 812-8581, Japan.

In summer 2014, we held three entomology-related workshops for children in Kyushu University Museum. The objective 
is to boost curiosity about insects and entomology through making utility handicrafts or beautiful and durable specimens. Here 
we report the details, design, practical tips and problems.
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実践報告：大学院演習によるワークショップ 
「みんなでつくろう　標本ものがたり～標本になりきって演じてみよう～」

九州大学大学院統合新領域学府ユーザー感性学専攻修士課程大学院演習・ 
平成26年度開講感性コミュニケーション PTLⅢ チーム＊

九州大学大学院統合新領域学府ユーザー感性学専攻：〒812-8581 福岡市東区箱崎6-10-1

要旨：平成26年度の九州大学大学院統合新領域学府ユーザー感性学専攻感性コミュニケーションコース修士課程
における大学院演習科目「プロジェクト・チーム・ラーニング（PTL）」において、九州大学総合研究博物館を活
用した教育普及プログラムを開発し、実施した。このワークショップには、参加者の主体的な学びを促すために、

「鑑賞」「創作」「表現」の３つの活動ステージを組み込んだ。「鑑賞」では、博物館の研究者の解説を伴うバック
ヤードツアーによる標本資料を閲覧し、「創作」では、鑑賞に基づくものがたり制作、「表現」では、創作物の発
表と共有を行った。本報では、本ワークショップの概要とワークショップの効果などについて報告する。

キーワード：鑑賞体験、表現活動、博物館体験、参加型学習、Project Team Learning、ファシリテーション、ワー
クショップ

１．プログラムの作成過程

１－１．背景

九州大学大学院統合新領域学府修士課程では、学生主

導によるチーム演習である「プロジェクト・チーム・ラー

ニング（Project Team Learning: PTL）」が開講されている。

そのうち PTLIII は、「ミュージアム・コミュニケーショ

ンを中心として、ワークショップ等の企画・実施などの

実践演習をとおして、社会的課題にリアルタイムに取り

組み実践的スキルおよび思考法を習得する。」ことを目的

とした科目である。平成26年度前期に開講された PTLIII

では、移転のために近々閉鎖されることが予定されてい

るが骨格標本・鉱物鉱石・機械などの豊かな標本資料が

収蔵展示されている九州大学総合研究博物館第一分館を

活用することを必須の条件とした企画の立案と実践を

テーマとした。履修者である筆者ら大学院生は、ワーク

ショップ・プログラムを開発・実施することとし、参加

者にどのような学習や体験をしてもらいたいかというこ

とから議論を重ねた。

１－２．プログラムの主軸

一般的に、自然科学系の博物館の学習では、知識や技

術を修得するための展示や学習プログラムが多く（例え

ば、独立行政法人国立科学博物館2009など）、九州大学

に付設されている九州大学総合研究博物館（以下九大博

物館）でも、知識修得型の展示や体験が多かった（三島 

2014）。そこで筆者らは、従来の知識や情報の獲得と趣

を変え、鑑賞における自由な解釈や表現など、参加者の

主体性を重視するようなプログラムの開発と実施を目指

した。そして、知識を修得しつつも、参加者が資料を通

して想像力や創造性を伸ばすことや、他者理解へと繋げ

られるようなコミュニケーションを育むことに重きをお

九州総合博物館研究報告第13号
Bulletin of the Kyushu University Museum

No.13,  2015,  pp.51-64

＊愛甲　梨恵・猿渡　誠・高江洲淳子・陳　彦宇・津嘉山絵美・永田　陽亮・野中　雅彦・萩本　裕太・パクジンヒ・原　泉・茂泉　千尋・
吉元　仁平（以上修士課程の平成26年度履修学生、五十音順）、三島美佐子（演習担当教員、九州大学総合研究博物館所属・統合新領域学
府兼任教員）



― 52 ―

平成26年度開講感性コミュニケーション PTL Ⅲ チーム

いたプログラムとした。

参加者が資料を通して想像力や創造性を伸ばすという

点に対して、鑑賞した事実について想像力を働かせて自

由に解釈して“ものがたり”を創造し、言語的・身体的

に表現するワークショップとし、その過程に「鑑賞」「創

作」「表現」の３つのステージを組み込むこととした。そ

れぞれのステージは、（1） 「鑑賞」 ＝知識を習得しつつ、

学習的な理解のみの枠に捉われない自由な視点で資料を

鑑賞し、楽しむステージ、（2） 「創作」 ＝参加者同士意見

を交わしながら、感じたことから、ものがたりを創造す

るプロセスを体験するステージ、（3） 「表現」 ＝表現を通

して、参加者全員で共感することを体験するステージと

した。コミュニケーションを育むという点については、

グループワークとすることと、研究者による解説や、コ

ミュニケーターの働きを重視した。

このプログラムを作り上げていくうえで、文化庁によ

るミュージアム・エデュケーター講習会の 2011年度の講

義配布資料として公開されている、佐藤優香氏による「博

物館のプログラムをつくる」を参考にした（文化庁  

2011）。佐藤氏は、「博物館の学びはコミュニケーション

のデザインである」ということを挙げ、「人と人とのコ

ミュニケーションに物が介在する」という視点を示し、

また、資料との関係性をつくりだす要素として、「物語を

つくる」という手法を組み込んでいる。さらに、佐藤氏

による「江戸図屏風」のプログラム事例では、「出会う」

「味わう」「共有する」「意味付ける」というプログラムの

進行に伴い、「鑑賞」「表現」「知識理解」の要素が行き来

する過程が示されている。創造性とコミュニケーション

を重視する今回のプログラムは、佐藤氏による「人と人

とのコミュニケーションに物が介在する」という視点に

対応させれば、「人」＝参加者（子どもとその保護者）と

「人」＝研究者あるいは学生ファシリテーターとのコミュ

ニケーションに、「物」＝展示資料やワークショップの企

画内容が介在する、という捉え方になる。一方、今回の

プログラムでは、佐藤氏による３つの要素を参考にしつ

つ、それらに類似する要素を含むプログラムの進行のス

テージとして、「鑑賞」「創作」「表現」を組み込むことと

した。

１－３．バックヤードツアー

一方で、今回の利用必須条件となっている九大博物館

第一分館には、骨格標本・鉱物鉱石・機械などの豊富な

標本資料があり、それら貴重な標本資料を間近で鑑賞・

観察することができる（図１）。そこで、鑑賞のステージ

として、第一分館にある合計４部屋の収蔵展示室（考古

標本１部屋、鉱物鉱石標本１部屋、骨格標本２部屋）を

約60分かけて回るバックヤードツアーの時間を用意した。

また、それら資料について専門の研究者らから解説を直

接聞けることは、博物館ならではの機能であり、資料を

通して想像力を膨らませたりコミュニケーションを促す

上でも大いに有益である。そこでバックヤードツアーで

の専門的な解説を、九大博物館の教員である岩永省三教

授（考古学資料）、中西哲也准教授（鉱物鉱石標本）、舟

橋京子助教（骨格標本）に依頼した。これら教員には、

留意点として、多くの参加者が初来場で、対象年齢は小

学生とその保護者と幅広いため、できる限り子どもの目

線に合わせ、わかりやすく噛み砕いた表現で解説してく

れるよう伝えた。

１－４．主体的な鑑賞と共有を支えるツールの導入

鑑賞のステージであるバックヤードツアーでは、お気

に入りの資料を選んで記録をすることとした。これは、

学術的な知識に裏打ちされた研究者からの知識習得の機

会が、参加者にとって単なる知識伝授の機会となるので

はなく、参加者の主体的な鑑賞機会になるようにするた

めであった。記録方法としては、写真撮影であればデジ

タルカメラ、タブレット端末、インスタントカメラを、

描写であればスケッチとして紙やボードの使用等を検討

した。プログラムの後半のものがたり作りの段階で、参

加者同士が互いのお気に入りの記録を見ながら対話が引

き出されることを重視した結果、机の上に撮影した写真

を並べることができるインスタントカメラを使用するこ

ととした。

今回のような教育プログラムとしてのワークショップ

でインスタントカメラを利用することは、写真投影法（野

田 1988）の応用として、坂倉により2010年から始められ

た（坂倉、未発表）。本プログラムに先立ち実施され、筆

者らが実施サポートをした「国際博物館の日2014記念特

別企画　標本 de 表現」という博物館主催のワークショッ

プのプログラムの中でも導入されており（三島、未発表）、

利用することの効果が見込まれた。
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実践報告：大学院演習によるワークショップ 「みんなでつくろう　標本ものがたり～標本になりきって演じてみよう～」

③③

⑥⑥

①①

④⑤④⑤

②②

図１．会場配置図と会場の様子
①工作機械状態展示室、②鉱物鉱石標本室、③考古資
料室、④⑤動物骨格展示室、⑥骨格標本整理室．
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２．実施概要

タイトル：  みんなでつくろう　標本ものがたり～標本に

なりきって演じてみよう～

開 催 日：平成26年７月20日（日）

実施時間：開場13：00、開始13：30、終了17：00 

実施場所：九州大学総合研究博物館第一分館

対 象 者：小学生とその保護者

ファシリテーター総括：猿渡

各グループ ・ファシリテーター：津嘉山・高江洲・原・

パク・野中・陳

参加人数：  合計18名（子ども10名、大人８名）。学年な

どの内訳は、図２に示している。

広　　報：  事前申込み制とし、九大博物館のウェブサイ

トや Facebook、Twitter など電子媒体にて公

示。近隣の箱崎小学校および箱崎東小学校に

チラシ（図３）を配布し、福岡市営地下鉄箱

崎九大前駅、JR 箱崎駅にポスターを掲載。

当日の実施のタイムスケジュール：

13：00  受付開始

13：30  開始挨拶（全体管理・進行 : 茂泉）

　　　   博物館概要説明（九大博物館副館長： 岩永省三

教授）

　　　   スケジュールと注意事項説明（パク）

13：40   くじ引きによるグループ分け（４グループ）、自

己紹介

13：55   第一部：バックヤードツアー概要説明、移動

14：00  バックヤードツアー開始

15：05  休憩

15：15  第二部：ものがたり作り

16：05  第三部：発表（１グループにつき約５分）

16：25  アンケート記入・質疑応答

17：00  終了

  プログラム構成は、時間配分や内容とともに、図４に

示している。

３．実施の詳細

本項では、４グループのうちの１グループを例として、

プログラム進行の詳細や参加者の様子を、当日撮影した

映像や記録写真、ファシリテーターによる記述記録など

を元に、時系列で示す。

３－１．導入（グループ分け・自己紹介など）

グループ名：カメさんチーム

ファシリテーター１名（津嘉山）

参 加 者：  合計５名、内訳：子ども（兄弟）２名（A：

小学２年生男子　B：小学４年生男子）、大人

３名（C：50代男性、D：30代女性（A と B の

母親）、E：60代女性）

住所：〒812-8581 福岡市東区箱崎 6-10-1

地下鉄
箱崎九大前

国道３号線

博物館第一分館

みんなでつくろう

標本ものがたり

九州大学総合研究博物館特別企画

　大学院生企画ワークショップ

2014 7/20日　　　13:30-16:40

参加費無料先着 20 名

件名を「標本ものがたり申込」として、参加者全員の氏名、

学年（または年齢）、学校名と、連絡先（PC メールが受け

取れるメールアドレス）を明記のうえ、お申し込み下さい。

メール : event@museum.kyushu-u.ac.jp

FAX：092-642-4299

主催：統合新領域学府ユーザー感性学専攻感性コミュニケーション PTLIII

共催：九州大学総合研究博物館

HP : http://www.museum.kyushu-u.ac.jp/

場所

九州大学　箱崎キャンパス　
総合研究博物館第一分館

（但し、３年生以下は必ず保護者同伴 )

要予約
対象 /小学生

地下鉄箱崎九大前駅から歩いて５分程度

JR 箱崎駅から歩いて 15 分程度

〜標本になりきって演じてみよう〜

問合・申込先：event@museum.kyushu-u.ac.jp

博物館は宝の山！

一緒に探検しながら、珍しい石や動物の骨をよーーく見てみよう。

君の目にはどう映る？

心に残った一番のお気に入りと

ワクワクした気持ちをみんなにも教えてね

どんなものがたりができるかな？

標本になりきって演じてみよう！

バックヤードツアー

博物館の先生が館内を案内します

岩永省三先生（考古資料）

中西哲也先生（鉱物鉱石標本）

舟橋京子先生（骨格資料）

13:00 受付開始

図２．参加者（計18名）の内訳

図３．		「みんなでつくろう標本ものがたり」チラシ。
Web上での宣伝にも用いられた。
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時間配分 ステージ 内容 実施の様子

15分 導入 グループ分け

１グループ５～６名にファシリテーターの学生
を１～２名配置。対象者は小学生とその保護者
とし、保護者も小学生と同様に参加者と位置付
けた。グループ分けにはあめを使用し、あめの
袋の色で18名を４つのグループに分けた。なお、
親子での参加者も基本的に別々にくじを引き、希
望がある場合は適宜個別に対応。

１時間10分 第一部
鑑賞

バックヤード
ツアー

九大博物館標本資料室の合計４部屋の標本資料
室（考古標本１部屋、鉱物鉱石標本１部屋、骨
格標本２部屋）を約60分かけて鑑賞。解説は考
古学資料を岩永省三教授、鉱物鉱石標本を中西
哲也准教授、骨格標本を舟橋京子助教が担当し、
子どもの目線に合わせ、わかりやすく噛み砕い
た解説を行う。

写真撮影

各グループに付き２台インスタントカメラを用
意し、参加者はバックヤードツアー中に各部屋
につき１点、気に入った写真を撮影して良いこ
ととした。写真は、第二部のものがたり作りの
際のグループ内での共有に使用。

50分 第二部
創作

鑑賞体験の
共有

各自撮影した写真を使用して、バックヤードツ
アーで得た知識や情報、各自が感じたことをグ
ループ内で共有。ファシリテーターは、参加者
がどのような展示資料に興味を持ったかを話し
やすいよう促した。

ものがたり
作り

自由な発想で考えたストーリーを演じて発表す
ることを目標に、ものがたりを組み立て、誰が
何をどのように演じるかなどの役割分担や内容
を検討。

20分 第三部
表現 発表

第一分館１Ｆの工作機械状態展示室に移動し、グ
ループごとに着席。１グループにつき約５分を
設け、参加者全員の前で発表。発表後は、もの
がたり内容や参加者の解釈についてファシリテー
ターが解説。

35分 ふりかえり 質疑応答
アンケート記入

体験したプログラムでの鑑賞やものがたり作り、
発表に対しての感想を記入。

図４．「みんなでつくろう標本ものがたり」のプログラム構成
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  参加者はほぼお互い初対面であり、最初に集まった部

屋である骨格標本作製室では、緊張している様子であっ

た。特に子ども達の表情は固かった。そこで、話しやす

い雰囲気を作ろうと、ファシリテーターがまず自己紹介

（名前や出身地）をした。

すると、大人の参加者から、以下の発言があった。

C ： 「今回は娘の付き添いで来て、やんややんや

言っていれば良かったと思って来たんですが、

私もやるんですね。」
E  ： 「私はこういうのにあまり興味ないんですけど

…。子どもたちには興味を持って欲しいと

思って参加しました。」

参加した保護者は、外から子どもを見ているつもりで

あり、自分自身が参加者になるとは思っていなかった様

子が伺える。他のグループでも、大人の参加者は戸惑い

を感じている様子が見受けられた。しかしながら、班分

けのためのくじを引いたことで、自分自身も子どもと一

緒に主体的に参加することへの意識が芽生えているよう

でもあった。

一方、自己紹介の間、子どもたちの声は小さく、お互

いにほとんど目も合わせず、緊張している様子が見受け

られた。するど、子どもたちが自ら話し出すことが難し

い様子を見た大人の参加者が、例えば、母親が子どもに

話しかけたり博物館について質問したり、自ら話しのきっ

かけを作り話し始めるなどして、子ども達を援助するよ

うな立場に徐々に変化していった。

ファシリテーターは、バックグランドが異なる参加者

がまとまりグループに一体感が出せるよう、グループに

名前をつけることを提案した。ファシリテーターの「チー

ム名は何にしようか？ 好きなものはある？」との問いか

けに、小学生の男の子が小さく「カメ」と言ったことか

ら、このグループは「カメさんチーム」になった。

３－２．鑑賞のステージ（バックヤードツアー）

このステージでは、グループごとに、４つの標本室を

順番に鑑賞した。各標本室には、専門の研究者が待機し

ており、グループが部屋に到着し次第、研究者による解

説がスタートした。以下に、「カメさんチーム」の各標本

室での参加者の様子と発話の一部を記述する。

３－２－１　鉱物鉱石標本室

鉱物鉱石標本室では , 中西哲也准教授（総合研究博物

館）による標本室の概要説明から始まった（図５）。子ど

も A と B の２名は、初めて入る部屋と見慣れない標本に

そわそわしている様子だった。しかし見学が始まると、
A と B は母親である D に付いて鉱物を見て回り、気にな

る鉱物を撮影したり、疑問に思ったことを研究者に投げ

かけたりしていた。大人の参加者も好奇心の赴くままに

積極的に質問をしていた。参加者は、些細な質問からで

も、研究者の解説によって専門的な知識を得ることがで

きるため、次も聞きたいという好奇心の持続がなされて

いたように見受けられる。

ファシリテーターは、そのような参加者の好奇心や質

問を促したり、標本から具体的に何かを知ることへのきっ

かけの橋渡しになるような声かけを心がけた。

図５．		鉱物鉱石標本室での様子。
	 左：研究者から熱心に解説を聞いている子ども達。右：自分の入った鉱石の写真を、インスタントカメラで撮影しているところ。
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A ：「お母さん見て、羽みたいなのがある！」
D ：「本当だねー。」

ファシリテーター（以下 FT）：「先生に（羽みたい

なものが何かを）聞いてみたら？」
A ：（うなずきながら）研究者へ質問をしに行く。

A と B は、各自のペースで標本を鑑賞しながら、時々

「金があるよー！」など何かを発見してちょっと嬉しそう

に母親の D を呼んだり、一緒にキャプションを読みなが

ら「ネイティブゴールド（Native gold）って書いてある

ね」「白い石の中に小さな金が混ざっている！」と丁寧に

観察し、それらの特徴をメモに取ったり写真を撮影した

りする様子が見られた。

３－２－２　骨格標本室
A と B は兄弟で、自宅でカメを飼うなど日頃から生き

物に関心があるという。そのせいもあるのか、２名とも

大きな骨格標本に興味津々で見入っていた。兄の B は、

舟橋助教から実際に本物の骨を持たせてもらうことがで

き、解説を一所懸命に聞いていた。しかし弟の A は、初

めて目にする大きな骨格標本を怖がり、なかなか近づか

なかった。Aは徐々に「角が大きいからトナカイだと思っ

た」などと話すようになり、シカの骨格標本を撮影した

くなったようであった。
A はシカの骨格標本を撮影しようとしたが、標本ケー

スの枠が邪魔をし、撮影が難しい様子であった。しかし、

骨格標本そのものを動かすことは難しいため、ファシリ

テーターは、「違う角度から撮影するのはどう？」と投げ

かけた。A ははじめ、標本ケースの他の側面に回るもの

の、写真に収まる撮影ポイントを見つけられず不満そう

であった。しかしファシリテーターからの「じゃあ、好

きな角度からポイントを絞って撮るのはどう？」と問い

かけに「あぁ、そっか！」と納得し、最終的に A はシカ

の角にフォーカスして撮影した。

３－３．創作のステージ（ものがたり作り）

バックヤードツアーの終了後、参加者には、もう一度

展示資料を見たいと再度確認しに行くような、積極的な

姿勢が見られた。メンバー全員が揃った後は、各自撮影

した写真を見せ合いながら、自分の気に入ったポイント

を説明し始めた。兄である B は、弟の A が緊張気味にや

や小さい声で話す際、A の話を引き出したり代弁したり

と、話のきっかけや共有の手伝いを自然に行っていた。
A と B からは、以下のような発話があった。

A ： （セマルハコガメの標本を見た後）「図鑑で見

たカメの本物が見られて良かった！」
B ： 「（標本室で金を見つけた際、研究者から他に

も銀があると説明を受けて）自然の金、銀、

銅を見つけたことが嬉しかった。」

このものがたりづくりのステージでは、それぞれが撮

影した写真を持ち寄り（図６）、皆で意見を共有できるよ

う A 3用紙に流れを可視化しながら話し合いが進められ

た。ファシリテーターの「今日は何をしたかな？」との

問いかけにより、この時間までに博物館で体験したこと

の流れから、“探検”というキーワードが参加者から挙

図６．共有の様子。
	 左：写真を並べて親子で会話をしている。右：インスタントカメラで撮影した、お気に入り標本の写真。
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がった。このキーワードを元に、はじめはファシリテー

ターと参加者の一問一答のようなやりとりが始まったが、

次第に参加者自身から、ものがたりのアイディアが出て

来るようになっていった。大人の参加者の中には、時間

内にものがたりを作れるのか、不安と焦りの気持ちのあ

る様子が伺えた。しかし , 対話の主体がファシリテーター

から徐々に参加者に移り、子どもたちからの発言が増え

るにつれて話合いの場が和みグループの一体感が醸成さ

れた中で、ものがたり作りがスムーズに進んでいった。

以下に、キーワードから発してストーリーを組み立てて

いく様子を例示する。

FT ： 「探検はまず、どこに行く？」
B ： 「（鉱物鉱石の標本が印象に残ったので）鉱山！」
FT： 「じゃあ、鉱山にはみんなでどうやって行こう

か？」
B ： 「トロッコ！」
FT ： （大人の参加者が時間の概念を提案したことを

踏まえて）

   「いつがいいかな？ 未来にも行けるし、昔に

も行けるね。」
B ： 「昔！」
FT ： 「鉱山には何があるかなー？」
A ： 「宝石！ キラキラしている石がたくさんある」

この会話の後、B が「発表の時は、台詞も言うのか

な？」と小さな声で発言したことから、ストーリーと台

詞を紙に書くことに作業が移っていった。

更に子どもたち自ら「発表する前に練習しよう」と提

案し、発表会場の工作機械状態展示室に移動することに

なった。B が「トロッコどうする？」と何か道具を使い

たい様子であったため、ファシリテーターが「この部屋

（整理室のこと）からは持って行くことができないから、

発表会場にあるもので探そうか？」と伝えると、「うん！」

と元気よくトロッコの代わりになる道具を探し始めた。

鉱物鉱石標本室から工作機械状態展示室への扉を開け

足を踏み入れた際には、ファシリテーターも大人の参加

者もいよいよ発表かと少し緊張感が増した様子であった。

一方その横では、B がトロッコに使えそうな小さな古い

棚を見つけ、嬉しそうにまたがっていた。それを見てい

た弟の A も後ろへ乗り、２人ともこの棚をトロッコに使

用しようと納得したようにファシリテーターを見つめた。

ファシリテーターが「それにしよう！」と子どもたちに投

げかけると、２人とも得意げな笑顔でうなずいた。

３－４．表現のステージ（発表）

「カメさんチーム」の発表は１番最初であり、大人たち

の表情も緊張のため固いように感じられた。一方子ども

たちは、大人の緊張をよそに、楽しんでいるようであっ

た。発表に使う道具の準備の段階から、「どれをトロッコ

にしようか？」と子どもたち自身から積極的に動き、「撮

影した宝石の写真を床に置いて、鉱山にあるキラキラし

た石があるみたいにしたら？」など、新しいアイディア

もどんどん出てきた。
AとBがトロッコに乗り込んだタイミングを見て、ファ

シリテーターが「ガタンゴトン、ガタンゴトン」とナレー

ションを添えると、子どもたちは２人とも探検に出発す

る様子を身体を揺らしながら楽しそうに表現していた（図

７上）。発表では、トロッコに乗って時間を過去にさかの

ぼり、バックヤードツアーで見つけたお気に入りのもの

を一緒に探検しながら探すというストーリーを演じた（図

７下）。

図７．発表の様子。
上：トロッコに乗って過去に探検に行くところ。下：探検した先
で、動物たちと出会う場面。
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３－５．ふりかえり

「カメさんチーム」の特徴は、大人と子どもの混合グ

ループで、その中に親子の関係と、初めて出会う大人と

子どもの関係が混在していたことが挙げられる。大人の

人数が多く、最初は皆緊張した面持ちでお互いどのよう

に接して良いか戸惑う雰囲気であった。

しかしバックヤードツアーを共にし、写真と言葉で感

じた事を表現し合い、ものがたりにまとめるという一連

の共同作業を通して、徐々に一体感を持つようになり、

一人ひとりにも変化があらわれた。例えば、最初は親子

（A・B・D）と大人である C、E の５名が別々に鑑賞して

いたが、時間が経つにつれ、会話や写真を通して感動や

共感を伝え合い、積極的に交流することが自然に生じて

いた。特に C は、他のグループに入った娘の父親であっ

たが、博物館の展示資料への知識が豊富で、自分のグルー

プの子どもたちに自ら話しかけて説明をするなど、積極

的に関わりを持っていた。発表の際には台本には無いア

ドリブを入れたり、子どもたちを誘導したりするなど、

当初「娘の付き添いで来たのに、私もやるんですね。」と

話していたとは思えない程、主体的に参加していた。

最初は緊張していた子どもたちも、「保護者」として一

歩線引きをした態度で参加していた大人たちも、本物の

資料に出会うという感動を感じながら熱を持って鑑賞し

ていた様子が伺えた。今回のプログラムで「自分のお気

に入りをみつける」という自分自身の視点を持った鑑賞

や、「創作した内容を発表する」という目標があったこと

は、参加者のより積極的な鑑賞や参加を促したものと思

われる。

また、参加者による鑑賞の特徴のひとつとして、自分

と標本の接点を見いだしたり日常の生活に引きつけたり

して鑑賞していたことが挙げられる。

E  ： 「（考古資料の出土した場所が）自分のルーツ

（出身地）と同じでした！」
A と B：「家でカメを飼っていて、カメが好き」

このような、展示物を身近なものに引きつける鑑賞あ

り方は、坂倉（2010）によっても報告されている。

３－６．その他の特筆すべき参加者の様子

３－６－１．		鑑賞から共有への橋渡しとしての「自分の

お気に入り標本写真」

今回主体的な鑑賞と共有を支えるツールとして導入し

たインスタントカメラでの撮影は、撮影した写真をすぐ

に出力して、同時に並べたり参加者全員で一緒に見せ合っ

たりすることが可能である（図６左）。バックヤードツ

アーをとおしてファシリテーターは、「なぜその作品を選

んだのか」「どんな点が気に入ったか」を語ることを参加

者に促し、参加者自身の言語的な表現が引き出されるよ

う心がけた。それをうけた参加者らは、撮影した写真に

展示資料の名前を記録し（図６右）、グループで共有する

時にそれらを用いてまるで自分ごとのように説明をして

いた。また、どのグループでも参加者は、熱心に鑑賞す

ることはもちろんのこと、鑑賞後の休憩時間にもかかわ

らず、「自分が選んだ作品をもう一度じっくり観察した

い」「作品の時代と名前を確認したい」と申し出て、ふた

たび観察しに行ったりしている人もいた。さらに、丹念

に自分の目で資料を確かめ、捉えた印象や感じた面白さ・

不思議さを自分の言葉に置き換え、他者に説明しようと

する姿勢が多々見られた。以上のような参加者の様子か

らは、バックヤードツアーの時間をより主体的に鑑賞す

るためにプログラムに組み込まれた「自分のお気に入り

を撮影する」ということが、鑑賞から共有に至る橋渡し

として機能していたことが伺えた。

４．アンケートの実施とその結果

プログラム終了後、図８に示すアンケートを実施した。

子どもについては、親に代筆または説明してもらいなが

ら、記入してもらった。図９には、質問番号２～８の集

計結果を、表１には、質問番号８～11における自由記述

に対する回答を、それぞれ示している。

子どもによるアンケート回答からは、ものがたりづく

りや表現に対し、おおむね楽しんだ様子が伺える（例え

ば、回答者２番、８番、９番の質問10への回答など）。ま

た、保護者の感想からも、子どもたちの主体的な参加に

満足したり驚いたりしたことや、当初は単なるつきそい

として来場したにも関わらず自分自身も楽しむことがで

きた様子が伺えた（例えば、回答者12番、14番、15番の
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今日がはじめて

その他
（Twitterなど）

無回答

アンケート	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 企画番号	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

 

参	 加	 の	 み	 な	 さ	 ん	 へ	 

1.	 あなたは	 （	 	 	 	 	 	 ）才	 	 	 	 	 男・女	 

	 	 	 小学校１年、２年、３年、４年、５年、６年、その他（	 	 	 	 ）	 

	 

２．今日のワークショップはたのしかったですか？	 

	 	 とても楽しかった	 	 楽しかった	 	 あまり楽しくなかった	 	 楽しくなかった	 

	 

３．今日のワークショップはわかりやすかったですか？	 

	 	 とてもわかりやすかった	 わかりやすかった	 すこしむずかしかった	 むずかしかった	 

	 

４．前にも今日のようなワークショップ（標本をみてものがたりをつくる）に参加したこと

がありますか？	 

	 	 ある（どこで	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ）	 今日がはじめて	 

	 

５．またやってみたいですか？	 

	 	 とてもやってみたい	 	 やってみたい	 	 あまりやりたくない	 	 やりたくない	 

	 

６．あなたは、今日のような活動は好きですか？	 

	 ６ー１	 標本を見たりすること	 

	 	 とても好き	 	 好き	 	 あまり好きではない	 	 きらい	 

	 ６ー２	 ものがたりをつくること	 

	 	 とても好き	 	 好き	 	 あまり好きではない	 	 きらい	 

	 ６ー３	 体を使って表現すること	 

	 	 とても好き	 	 好き	 	 あまり好きではない	 	 きらい	 

	 ６ー４	 チームで一緒にやること	 

	 	 とても好き	 	 好き	 	 あまり好きではない	 	 きらい	 

	 

７．今日のワークショップのことを、何で知りましたか？	 

	 	 家のひとから	 	 先生から	 	 お友達から	 	 インターネット	 	 ポスター	 

	 	 その他（	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ）	 

	 

８．次回も参加したいと思いますか？	 

	 	 はい	 	 	 いいえ	 

	 ８ー１．参加するとしたらどのようなテーマがよいですか？	 

	 	 興味のあるテーマについて教えてください（例：宇宙、植物、昆虫、化石など）。	 

	 

	 

	 

	 

アンケート	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 企画番号	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

 

	 

９．ミュージアム探検の感想や印象に残ったこと、感じたことを自由にお書き下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１０．標本ものがたりの感想や印象に残ったこと、感じたことを自由にお書き下さい。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

１１．今回のワークショップ全体をとおして、感想など自由にお書き下さい。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

ご協力ありがとうございました。	 

皆様からのご意見・ご感想をもとに、よりよいワークショップを企画・実施していきます。

今後ともよろしくお願いいたします。	 

図８．実施したアンケート

図９．アンケート集計結果（問２〜８）
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表１．アンケート自由記述
質問番号 ８－１ ９ 10 11

回答者
番号

学年または年代、
性別

参加するとしたら
どのようなテーマ
がいいですか？

バックヤードツアーの感想や印
象に残ったこと、感じたことを
自由にお書きください。

ものがたりづくりの感想や印象
に残ったこと、感じたことを自
由にお書き下さい。

今回のワークショップ全体を通
して感想などを自由にお書き下
さい。

1 小学校１年、女 ほね

2 小学校１年、男 宇宙
ほねのへやにいったとき大きい
ものと小さいものがあってすご
かったです、またきたいとおも
います。

ほんばんが一ばんたのしかった
です。 たのしかったです。

3 小学校２年、男 宇宙、ほし
石がいっぱいキラキラしてた。
キラキラしている石をみつけて
みたい。

ちょっときんちょうした。きん
ちょうしたから言えなかった。

むかしのことがいっぱいわかっ
た。

4 未入（8歳）、女
今回と同じとを同
じチームでやりた
いです。

色々な友だちと（ジニ、いずみ）
いろんなことをできたのがうれ
しかったです。

ものがたりを作るのはむずかし
かったけど、発表をうまくでき
たのでよかったです。

ジニ、いずみ、などの友だちや
先生などと色々なことができ、
色々な友だちができたのでよ
かったです。

5 小学校３年、女 宇宙
いろいろなひょう本を見たり、
きれいな石を見たりして、すご
く楽しかったです（・ｖ・）

みんなでげきをしてたのしかっ
たです。

すごくよかったです。またきた
いです。

6 小学校３年、女 植物、昆虫 きんちょうした。 こうさくが楽しかった。

7 小学校４年、男 宇宙
めずらしい昔の物や、動物の骨
があったりして楽しかった。特
に印象にのこったのは昔の本を
いんさつする活字です。

物語を作るのは楽しかったです。
（くうそうでもよいことが） ありません

8 小学校４年、男 こうさく
今回初めてやってみて、最初は、
あまりたのしみにしてなかった
けど、最後は今日、やってみて
よかったと思いました。

今日見たものをすべて、ものが
たりにできてよかったです。

最初は、ぜんぜん知らなかった
けど、今回やってみてよかった
です。

9 小学校５年、男 魚のひょうほん作
り

いろいろな動物のひょう本がた
くさんあって、動物のほねの作
りなどもわかってよかったと思
いました。

ものがたりはとってきたひょう
ほんがばらばらだったので、ま
とめるのはむずかしかったけど、
うまくまとまり、げきもうまく
できてとてもよかったです。

ひょう本をみたり、ものがたり
をとおして、おなじチームの友
だちとなかよくなれたのでとて
もよかったです。

10 20代、男 宇宙、植物、昆虫、
化石

なかなか見れない標本を見せて
いただき、ありがとうございま
した

すばらしいイベントだと思う。 すばらしい。

11 30代、女 宇宙 !! 素粒子 !! 元
素

ふつうに自分で見てまわるより、
やはりくわしく知っている方か
ら説明を聞きつつ見られるのが、
色々知ることが出来て良かった。

「標本ものがたり」という言葉か
らは何をするのかイマイチピン
とこなかったですが、やってみ
るととても楽しかった。

普段そんなに興味があるわけで
はない分野でしたが楽しく参加
することができました。ありが
とうございました！！

12 30代、女 宇宙、化石
常時見られないのがもったいな
いほど充実した内容で驚きまし
た。大変だと思いますが是非公
開してほしいです！

子供たちの目が輝いているのが
見られて嬉しく、大人としても
刺激的でした。

バックヤード探検、とても楽し
かったです。スタッフの皆さん
にとても優しくしていただいて、
子供も楽しそうでよかったです。
ありがとうございました！

13 30代、女 昆虫、宇宙
普段はなかなか見れないものを
見れて、とても興味深かったで
す。

短時間のうちに物語を考えて、
グループで作業して発表するこ
とは、子供にとっても楽しいこ
とと同時に難しくもあったと思
いますが、とてもよい経験だと
思いました。

小３の娘と年長の息子、父母で
参加しました。難しいかなぁ…
と思いましたが、スタッフの先
生方の説明も易しくわかりやす
い言葉で話していただけたので、
子供たちも最後まで、飽きるこ
となく楽しめました。ありがと
うございました。

14 40代、男 昔の人の生活、魚 骨格を見ると、その生物の生態
もよくわかると思いました。

子供の発想力を養うにはいいこ
とだと思いました。（今回は大人
のチームで活動しましたので、
自分の脳の活性化もはかれまし
た）

今後も続けて開催してください。

15 40代、女 植物、ガーデニン
グ

歴史が感じられて、すごいと思
う。

普段は入れない場所だったので、
おどろきと、感動もありました。
それを形にするのは、難しいと
思いました。表現力って、子ど
も達はすごいですね。

貴重な展示物を広く見てもらえ
ると良いですね。

16 50代、男
総合科学になると
思いますが、 宇
宙、航空、電磁気
関係

本当に好きな人同士で話しが出
来ることが大変楽しい。休日の
開館を希望。

ぐだぐだでとんでもない事にな
りそうで心配したけど案外うま
くまとまった。

子供だけでなく、大人も楽しめ
る好企画だと思う。続けてもら
いたい。

17 60代、女 宇宙、植物、昆虫 展示物は大変興味深く、感動的
でした。

他にもいろいろ展示物を見てみ
たいです。

人前で演じるのは初めてで、よ
い経験になりました。…が、あ
まり好きではありません。
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質問10への回答など）。

５．ふりかえり

５－１．分野横断的な内容を含むプログラムの可能性

今回のプログラムの特徴は、ものがたりを組み立てる

際に、自然史・歴史双方の資料から感じたことなどを自

分の言葉で説明して共有し物語化するという言語的表現

に加え、“演じる”という身体的表現を組み合わせた内容

とした点である。

佐藤・八代（2005）は、「（博物館教育を考える上で）

教科・領域ともに拡がりをもったものとして、子ども達

にさまざまな学びの機会をもたらすことを可能にするに

は、子どもの学びを教科や評価にとらわれずにひろい視

野で受け止めることのできる学習環境が必要になってく

る」と述べている。特定の教科や分野に留まらず、今回

のような複合的で横断的な鑑賞と表現をプログラムに組

み込むことは、博物館のプログラムに新たな拡がりを持

たせることであり、実際に参加者にとっても新鮮かつ効

果の高いことが今回示されたことから、今後のさらなる

可能性が見込まれる。 

５－２．関連する大学院演習の相乗効果

プログラムを円滑にすすめ、かつその過程で参加者の

意見や発想をうまく引き出し、そのプログラムが参加者

にとって満足いく体験となることをサポートするうえで、

ファシリテーターの適切な態度や能力は重要である。

例年、PTLIII を受講する学生には、同じ大学院で開講

されている「ファシリテーション演習」（加留部貴行客員

准教授担当）の受講が推奨されている。この「ファシリー

テーション演習」は、ファシリテーションの基礎をワー

クショップ形式で体系的に学び、演習を通じて相互作用

が起こる現場を体験しながら、理論、意義、必要性、ス

キル（場づくり、対人関係、論点の構造化、分かち合い）、

効果などについて学ぶことを目的としている。今回も筆

者ら12名全ての PTLIII 履修者が、この「ファシリテー

ション演習」を受講した。ファシリテーション演習は、
PTLIII と同じく前期に並行して開講されており、そのた

め筆者ら履修学生は、ファシリテーション演習で学んだ

内容を、今回のプログラム開発や準備の過程で実践・検

証することができた。同時に、今回のプログラムの企画

を作り上げる過程で生じた課題について、ファシリテー

ション演習の中で相談したり確認したりすることができ

る状況であり、大いに助けられた。

今回の PTLIII 受講者の背景は、九州大学や他大学の学

部からの進学者６名、留学生２名、社会人学生４名とバッ

クグラウンドや世代が様々であり、企画内容が二転三転

することもあった。しかしながら , どのような意見であ

れ、まずは否定することなく受け止め、お互いを理解し

ながらそれぞれが主体的にかかわるというファシリテー

ションの基本を実践することにより、無事企画を遂行さ

せることができた。このような相互に関連のある演習を

並行して履修していたことが、今回のプログラムにおけ

る参加者の満足や、実施者である筆者ら学生の達成感に

つながっていることに、ほとんどの学生が共感している。

５－３．今後にむけての課題など

現場の様子からは、しばしば笑いもおき、発表を見て

いる側も非常に楽しんでいることがうかがわれた（図10）。

しかし今回のプログラムでは、発表を見た側から発表し

た側へのフィードバックなどは組み込んでおらず、アン

ケート結果からも、他のグループの発表やその内容につ

いての具体的なコメントはほとんど見られなかった。今

後、発表そのものへのコメントやフィードバックをプロ

グラムに組み込むことで、参加者同士のコミュニケーショ

ンがより深まったり、体験への満足感が増したりするか

もしれない。

今回はプログラムの開発と実践そのものに重きを置い

たため、プログラムの評価やその分析までには至ってい

ない。今後は , よりよいプログラムへの改良のために、評

価や検証に取り組んで行くことが必要である。例えば、

図10．発表を観る参加者の様子。
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より実践的なファシリテーションスキルに対する検証と

して、年齢などが異なる層の参加者に対して、その発達

段階や理解度に合わせた投げかけ方や引き出し方を想定

し、その効果を測ることなどは、多様な参加者を対象と

したよりよいプログラムの開発や改良に繋がるだろう。

ワークショップ終了後、希望者にはプログラム中には

組み込まれていなかった収蔵室を案内し、好評であった

（図11）。時間を充分にとることができる場合には、会場

以外のバックヤードを案内するような「遊び」の時間を

設けることは、参加者の好奇心を喚起したり、学びをさ

らに深めたりする機会となるだろう。
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Practice Report: A Workshop “Let’s Make Specimen’s Story, 
Let’s Express Specimens with Performance!”

Project team of Kansei Communication PTLIII at the fiscal 2014*

Department of Kansei Science, Graduate School of Integrated Frontier Sciences, Kyushu University: 
Hakozaki 6-10-1, Higashi-ku, Fukuoka 812-8581, Japan.

An educational program utilizing the Kyushu University Museum was developed and practiced by students of Kansei 
Communication PTLIII, a practice of Department of Kansei Science at Graduate School of Integrated Frontier Sciences. Three 
stages  of  activities,  i.e.,  “appreciation”,  “creation”  and  “expression”,  were  put  in  the  group-work-program  to  progress 
participants’ autonomous learning. At the first “appreciation” stage, participants observed the specimens at museum-backyard. 
The museum’s  researchers  explained  the  specimens  and  answered questions  from participants.  Second,  “creation”  stage, 
participants share their own finds and impressions of observed specimens and made a story based on their observation. In the 
final  “expression”  stage,  each  group  presented  and  performed  their  own  story.  We  report  the  process  of  the  program 
development, the outline of the workshop and several notes from the observation of participants. 

 ＊ Rie Aiko, Makoto Saruwatari, Junko Takaesu, Yanyu Chen, Emi Tsukayama, Yousuke Nagata, Masahiko Nonaka, Yuta Hagimoto, Ji-Nhee Park, Izumi Hara, 
Chihiro Moizumi, Jinpe Yoshimoto and Misako Mishima. Department of Kansei Science, Graduate School of Integrated Frontier Sciences, Kyushu 
University.
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