
山陰研究センターは、山陰地方の特性を踏まえた人文社会科学分野の研究を推進することにより、地域の経済、社会および文化の発展に寄与す

ることを目的として設けられた法文学部の附置研究所です。

2004年の創設以来、学部内外の研究者による共同研究（山陰研究プロジェクト）を推進してきました。毎年、紀要『山陰研究』により最新の成果を公

表しているほか、「山陰研究シリーズ」（全3冊）、また2012年からは、研究成果を一般の方々にもわかりやすく解説した「山陰研究ブックレット」を刊行し

ています。また、毎年恒例の講演会のほか、定期的に山陰研究交流会、山陰研究サロンなどを開催し、研究者のみならず、学生や一般市民の方々

にも参加いただいています。

2014年に創設10周年を迎えたのを機に、研究活動を通じた地域、社会への貢献をさらに促進したいと考えています。

研究成果の社会還元の一貫として、年に１回講演会を開催しています。その他にも、山陰研究交

流会・山陰研究サロンなどを定期的に開催しています。

山陰研究ブックレットは、本センターの研究プロジェクトの成果を研究者以外の皆様に
も分かりやすくお伝えするという趣旨で企画している刊行物です。

山陰地域に関連する研究発表の場として紀要「山陰研究」を年1回
刊行しています。

山陰研究センターでは、法文学部の専門的分野や人的資源を生かし、歴史・文学・地域経済・過

疎問題・エネルギー政策など、山陰地域の歴史文化の発掘や現在の山陰をとりまく問題解決をめざ

す研究等を実施しています。

山陰地域に関わる史料を発見し、研究活用できるよう整理・保存を行っています。

また山陰地域の図書館・資料館等とも連携し史料調査を行っています。

巡原1号墳の調査風景
山陰研究プロジェクト「「出雲国」成立過
程における地域圏の形成と展開にかんする
総合的研究」より

大田市役場文書の撮影調査風景
山陰研究共同プロジェクト「山陰地方にお
ける地域社会の存立基盤とその歴史的転換
に関する研究」より

活 動 紹 介

第7回山陰研究センター講演会
2013年5月に開催した山陰研究センター

講演会の様子です。
毎回、研究分野(歴史・文学・経済等)の

中から２テーマの講演を行っています。

山陰研究交流会
2013年度に開催した山陰研究交流会の様

子です。
毎年９～翌年２月頃の間に月１回のペー

スで開催しています。研究プロジェクトか
ら1回につき1グループ（1テーマ）ずつ発
表します。

No.3 松江城下の町人と能楽

江戸時代、松江藩主や家中の武士の前で、能楽の囃子や狂言
を演じた松江の町人たちの活動を紹介したものです。

著 者： 小林 准士
出版社： 今井出版
価 格： 926円（税別）
ISBN  ： 978-4-906794-49-2
発売日： 2014年3月

No.2 初代松江市長 福岡世徳
―その旅と松江振興策―

松江振興策実現のために情報収集や陳情旅行を精力的に行っ
た「旅をする市長」初代松江市長・福岡世徳についてまとめた
一冊です。

著 者： 竹永 三男
発 行： 今井出版
価 格： 952円（税別）
ISBN  ： 978-4-906794-24-9
発売日： 2013年3月

No.１ 江戸時代の出雲歌壇

和歌発祥の地とされる出雲国。この地では、江戸時代にも城
下町松江と出雲大社の門前町杵築を拠点とした歌壇があり、和
歌の文化が花開きました。

著 者： 芦田 耕一
出版社： 今井出版
価 格： 952円（税別）
ISBN  ： 978-4-901951-99-9
発売日： 2012年3月

「山陰研究センター論文データベース」上での公開
http://albatross.soc.shimane-u.ac.jp/src/kiyo/kiyobase/kiyobase.html

←山陰研究センター所蔵
山本文庫の一部

今浦文書→



近代山陰の政治と文化

近代日本における漢詩・漢学は近年再評価されつつありますが、いまだ地方については研究が手薄です。
この研究では地方の実態を究明することを目的としています。山陰地域には有力な漢詩結社「剪淞吟社」
があり、同社同人の漢詩人と、同じく漢詩文化の担い手であった官僚出身政治家の関係を、文学と歴
史学の両面から解明しています。具体的には、剪淞吟社第二代社長の渡部寬一郎と、渡部を師と仰ぎ
自身の後援会「克堂会」の会長に迎えた官僚出身政治家若槻礼次郎の関係を中心に、山陰地域で形
成された漢詩人ネットワークとその文学活動・政治活動の関連を究明しています。

剪淞吟社『剪淞集』

　渡部寛一郎（1854-1938）
は、松江生の教育者。明
治期は、私立中学修道館
館長として学校教育に腐
心した。後、若槻礼次郎
後援会克堂会の会長とな
る。東京にしばしば出張。
若槻礼次郎はじめ官僚、
政治家と交流し、毎日の

　今では、忘れられてしまったが、明治時代の山陰地域では、
多くの漢詩人が輩出し、全国でもまれな活況を見た。それら
漢詩人たちの詩集を整理・翻刻している。漢詩自体も興味深
いが、地方と中央におけるいろいろな人物関係が明らかに
なり、それらが地方政治ひいては中央政治にも影響を与え
ていることもわかる。写真は『剪淞集』冒頭。明治随一の
漢詩人森槐南の松江来訪を機として、漢詩結社「剪淞吟社」
が設立された。その初期の作品を集めたものである。（島根
県立図書館等所蔵）

　渡部寛一郎は、2回首相となった若槻礼次郎（1866-1949）
の後援会会長となった。二人の関係は大変に深く、漢詩の
やりとりもしばしばあった。若槻は、故郷島根県を生涯大
切に思っており、大量の書簡・揮毫を島根県各地に残して
いる。それらの所在確認、おくられた背景等を、国会図書
館蔵の若槻礼次郎文書とともに、今後整理する必要がある。
（写真は、出雲市板倉家所蔵の扁額。「棲情物外」。「克堂」
は若槻の号。)

　現在は、渡部寛一郎文書
より、寛一郎の朝鮮旅行
（1916年）を記した日記を解
読中。植民地となった朝鮮
各界の人物と交流。漢詩も
作っている。

渡部寛一郎について

【山陰研究共同プロジェクト】
「近代山陰の政治と文化 ―「渡部寛一郎関係文書」・「若槻礼次郎関係文書」に見る
漢詩と政党政治の関係分析を通して―」

（2016-18 年度 (科学研究費)， 代表：要木純一）

パネル編集：要木純一

若槻礼次郎との関係

渡部寛一郎日記の解読

―「渡部寛一郎関係文書」・「若槻礼次郎関係文書」に見る
漢詩と政党政治の関係分析を通して―

ように、私立学校を参観して、新しい教育法を取り入れた。
写真は、東京で活躍している修道館出身者達との記念撮影
（中央＝二列目左から３人目和服の人物が渡部寛一郎。原家
所蔵渡部寛一郎文書より）。



山陰の環境・エネルギー事業による
地域形成
　福島第一原発事故や地球温暖化問題などのリスクへ対応するために、省エネや再生可能エネルギー
の推進が一層求められてきている。これらのエネルギー事業は様々なリスクを回避するのみならず、地
域経済への波及効果（事業や雇用創出）をもたらし、社会構造を変革することも期待されている。本研
究の目的は、山陰地域（島根・鳥取県）における小規模分散型エネルギー事業づくりにむけた分析と
政策提言を行うことである。

山陰研究ブックレットの刊行

　2016 年に山陰研究ブックレットとして『島根の原発・エ
ネルギー問題を問いなおす』（今井出版）が刊行された。島
根原発をめぐる諸問題を明らかにし、これからのエネルギー
のあり方を提示している。

　家庭のエネルギー消費は、地理・
気候条件、家族構成、住宅駆体や電
化製品のエネルギー性能によって大
きく変わるが、コミュニティや基礎
自治体レベルの実態が把握されてこ
なかった。山陰4ヶ所でエネルギー
調査を実施したところ、家庭のエネ
ルギー消費は、家庭の年間光熱費・
ガソリン代（世帯平均額）は、調査対
象4ヶ所ともに最も高いのがガソリ
ン代であり、自動車や軽トラックが
住民の移動手段として欠かせないこ
とを示している。また、家屋の断熱
性能やオール電化が家庭のエネル
ギー消費に影響を与えている。

「エネルギーは地域社会の未来を変える」

【山陰研究プロジェクト】
「山陰の環境・エネルギー事業による地域形成に関する研究」
（2016-18 年度， 代表：上園昌武）

パネル編集：上園昌武

山陰地域の家庭のエネルギー消費の特徴

　原発再稼動の是非と
いった直近の課題に限
定せず、再生可能エネ
ルギーや原発が地域社
会にもたらす影響など
も学術的に明らかにし
ながら、原発とエネル
ギー、そして地域社会
の将来を住民合意にむ
けて熟議することの重
要性を提起した。
　なお、シンポジウム
の報告や議論は、『山陰
研究』第 9号（別冊）に
収録されている。

山陰研究センターシンポジウム

シンポジウム会場の様子（2016 年6月）

家庭の年間光熱費・ガソリン代の世帯平均額
出所 : 上園昌武（2018）「山陰地域の家庭エネルギー消費実態」『山陰研究』第 11号。



地方の人口減少問題を，住民の視点，
生活という視点から考える研究
　地方の人口減少は「待ったなし」の問題とされ，島根県でも，定住人口増加や地域活性化
に向けてのさまざまな対策が推進されています。
　しかし，こうした取り組みをめぐる議論は，ややもすれば「日本の活力を維持するために」「日
本の成長のために」といったように中央の目線で展開しがちであり，地方に住む一人ひとりの
生活，あるいは人生，生きがいという視点から検討されることは少ないように思われます。本
研究は，地方の住民の日常生活実践を調査することを通して，人びとのウェルビーイングとい
う点から地方の問題を考察することを目指しています。

生活者の視点で 人びとの「当たり前の暮らし」に注目

　中央主導で進められる「地方創生」について，住民＝生活
者の視点で考え直すことの意義を議論したシンポジウムを開
催し，本研究の目指す方向性について確認しました。

　行政主導の町おこしというよりは，住民が自分の楽しみ・
喜びのために動く活動が起こってきていることへの注目。

　「地方創生」の観点から模範的とされているような事業へ
の注目。

島根県における 2010 年～ 15 年の間での年齢別移動人数
（その 5年の間で，他県から島根県への転入した人の数から，島根県から
他県への転出した人の数を引いた人数）
※2010 年，2015 年の国勢調査より。

「高校卒業後は県外に」

　島根県の高校生の親を対象にしたインタビュー調査で
は，親たちが「子どもにはこんな狭いところ（＝島根）に
じっとしているのではなく，広い世界（＝県外）に出てい
ろいろなことを学んでほしい」と，子どもを県外に出すこ
とを，いわば「正しい親」「親として当然」と思っている
ことがうかがえた。そして，子どもの県外進学で子どもと
の家族生活も区切りを迎える。こうした親の日々の子育て
実践も，若年層県外流出に大きく影響するだろう。
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その他の進行中の調査研究

★隠岐島前高校の魅力化プロジェクト

★ひとり親家庭の I ターン移住

★西ノ島町にできたコミュニティ図書館

★邑南町での地域運営組織

→卒業生，住民たちによる，自発的な活動への展開

→住民のつどいの場として機能。住民による応援隊も。

→空き家対策，観光，福祉など住民チームの取組み。

→浜田市の，ひとり親家庭の I ターン移住を支援する施
策は，「地方の模範」としても注目を集めているが，
住民の視点からはどう映るのか。

東京で開催された「ひとり親の
ための合同移住相談会」のようす。

「地方の教育期家族についての質的調査研究」
【山陰研究プロジェクト】

（2015-16 年度山陰研究プロジェクト，代表：片岡佳美）

「住民の生活・生き方から問う「地方」」
（2018-20 年度山陰研究プロジェクト，代表：片岡佳美）

パネル編集：片岡佳美

Gさん =高 3の息子の母。
 「中学 3年生のときに ,『いいんだよ，
県外行っていいんだよ』っていうことは
言ったんですけど、本人ももうすっかり
忘れてて ,( 現在通っている ) 松江北高し
か選択肢がなかったからだと言う･･･」

親が県外の大学進学をすすめるのに，息
子がその気にならないことを受けて ,「遅
い反抗期でしょうか」と悩んでいる。 
「今，うちの子なんか見てると，( 県外に )
行けばいいのにって私なんかは思うし，
( 私は息子に『こんなとこもあるよ，こ
んなとこもあるよ』って言うけど，もう
何か本人はまだそういうことを受け入れ
る体勢にない。今の目の前の課題を一生
懸命クリアしていくのが精一杯で，その
中でここって思ってて。ああ，卒業して，
いろいろ体験して，いろんな人に出会っ
て･･･うちの子はどんな人に出会うんか
なって，出てから。今はまあちょっと狭
いですけど，仕方がない，本人の気持ちっ
ていうのがないからあれだけど，私がど
うにかできることは，もう今ないってい
うような感じがしてて。もうすっかりな
いなって。小学校 4年のときと大分違っ
て･･･」

A さん＝2人の息子の父。長男は高校進
学クラス→県外大学→県外就職。二男も
高校進学クラスを経て現在、県外の大学
生。
「( 子どもが出て行くと ) 寂しさはありま
すよ，そりゃ，最初はね。･･･」

「出て行った子どもは ) 自分で持ってい
きたいものはちゃんと持っていって，後
は処分するものは処分してねっていう感
じで。･･･今 ,( 自宅で子どもが使ってい
た ) 机はね , なかなか処分しづらいんで
置いたままになってますけど，後は少し
ずつ , 二人 ( の子どもたち ) が帰ってき
たときに少しずつ処分させてますね。自
分で処分しないとね。」

「家族で楽しめたのは、子どもが中学校
に入るまでですね。中学校に入ると部活
が始まるんで，もうどうしてもそっちが
もうメインになって， 週末でも。」

「刺激を与えているんです，つねに与え
てきたんです。･･･いや , 結局多分，僕も，
田舎にいるとそういう刺激がないから，
与えないといけないっていう意識はあっ
て，そういう育て方をしたのかもしれな
いですね。」

I さん＝3人の娘の父親。長女は県外短
大卒。三女が高3。 
「( 三女は ) 自分のやりたいことが，ま
だ定まらないみたいで，でも何か大学
には行きたい。で，家からは出たくない。
･･･あんまり反抗 , 家を飛び出したりと
か , そういう反抗はなくて。家が好きみ
たいですね。･･･ただ行きたいところが
というか，何をやりたいかっていうで
すね，それが決まれば，例えばこちら
の大学にないものであれば，県外とか
も考えると思うんですけど。父親とし
ては一回出したいと思いますけどね。」

「お金がないから県外諦めてくれとか
( は言えない )･･･，そういうのを私も 5
人きょうだいで 2番目ですけども，上
からみんな送り出してくれて，とくに
姉と妹が一番お金，海外に留学とかな
んとかで。もう東京の私立とか，もう
莫大なお金かかってるんですけどもね，
やっぱり親はそういうことは一切 ( 出
し惜しみしない )。どこから集めてきた
か分からないんですけど。･･･そういう
のもあって･･･そうですね，( 子どもの
進学の費用は )何とかなるもんじゃな
いかと。ちょっと甘いですけど。」 



『出雲国風土記』の学際的研究

奈良時代の地誌『出雲国風土記』に記された官衙（国府・郡家・駅家）や寺院、それらをつなぐ道路
は、古代日本における国郡制に基づく地方支配のあり方を明らかにする上で重視されてきました。また、
『出雲国風土記』を理解する上では、『常陸国風土記』『上野国交替実録帳』も重要な史料です。本プ
ロジェクトでは『出雲国風土記』に記された出雲国の実態について、他地域の史料や考古学的成果の
学際的研究に基づいて研究を進めています。

出雲市神門郡家周辺の現地調査

・『出雲国風土記』に記された神門郡家周辺について、  
前史からの変遷を把握できるようになった。
・古志本郷遺跡が神門郡家であり、後に郡家が移転
していることを推定した。
・『出雲国風土記』に記された山陰道について、ルー
ト変更や複線ルートを考慮する必要性を明らか
にした。

神門郡家周辺の検討作業

島根大学における研究会

「「出雲国」成立過程における地域圏の形成と展開にかんする総合的研究」
【山陰研究プロジェクト】

【山陰研究共同プロジェクト】

（2009 年度，2012-14 年度 , 代表：大橋泰夫）

「「出雲国」成立過程における地域圏の形成と展開にかんする総合的研究」
（2010-12 年度 ( 島根大学萌芽研究 )， 代表：大橋泰夫）

「『出雲国風土記』の学際的研究」
（2016-18 年度，代表：大橋泰夫）

パネル編集：大橋泰夫

―文献史学と考古学との学際的研究による古代出雲国の解明―



山陰地方における
既掘考古資料の再検討

　日本では明治時代以降、昭和初期にあたる戦前までの古い時期に数多くの考古資料が出土し、その
存在が知られるようになりました。そうした既掘考古資料のなかには、地域を代表する古墳の副葬品が
多数あり、山陰地方もその例にもれません。本プロジェクトでは、山陰地方の重要な古墳資料を今日的
な学術的見地から資料化をおこない、その成果を共有するとともに、山陰地方の古墳時代研究に新た
な光をあてることを目的としています。

古天神古墳の研究

　島根県松江市大草町に所在する古天神古墳は、墳長 27m
の前方後方墳です。1915（大正４）年に横穴式石室から鏡
や刀剣類をはじめとする副葬品が出土し、その存在が知られ
るようになりました。出土品はその後、東京帝室博物館（現
在の東京国立博物館）の所蔵となっています。
　古天神古墳が注目されるのは、６世紀末から７世紀前半に
かけて出雲地域で盛行する「出雲型石棺式石室」の初源的な
横穴式石室をもつ点にあります。この石室の位置づけや評価
を定めるには、古墳の年代を詳細に把握する必要があります
が、古天神古墳の出土品の全貌についてはこれまでに明らか
にされたことがありませんでした。
　そこで本プロジェクトでは、古天神古墳の出土品の全貌を
把握するために、東京国立博物館のご協力を得て、出土品全
点の資料化をおこなうことを企画しました。

　古天神古墳の築造年代が出土遺物の詳細な調査で明らか
になったことによって、埋葬施設である横穴式石室の年代
も定まりました。古天神古墳の出雲型石棺式石室は、類例
中もっとも古く位置づけられます。さらに、石室の構造的
な分析によって、外観を家形とする「見せる石室」のプロ
トタイプと評価できるようになりました。

出土遺物からみた古天神古墳の年代

「見せる石室」のプロトタイプ

研究の背景

　調査研究の結果、古天
神古墳の副葬品について、
銅鏡は古墳の年代を少し
遡るものですが、大刀・
鉄鏃・馬具・須恵器といっ
た多くの遺物が６世紀後
半でもやや新しい様相を
もつことが明らかとなり
ました。したがって、古
天神古墳の築造年代も６
世紀後半でもやや新しい
時期と考えられます。

―重要古墳資料の資料化と研究成果の公開―

年代の目安
（須恵器型式） TK23・47 　　　MT15・TK10　 TK43（出雲３期） TK209（出雲４期）

埋葬施設 　　　　　　　御崎山 →　古天神　→　伊賀見 1号

倭　　鏡 　　御崎山　→　　　　　古天神・中村１号
　　　　　　　　　　　　大門大塚・勝福寺

銀装円頭大刀 　　　　　上塩冶築山・岡田山 1号 →　古天神　→
　　　　　　　　　　烏土塚・宇洞ヶ谷 風返稲荷山

銀象嵌装大刀 →　古天神　→ 　　　　　　島田池１区２号穴
　　　芝塚

長頸柳葉形鏃 　岡田山１号・御崎山・上塩冶築山 ・　古天神　→ 中村１号墳（う群）
　　　　　　　平林・烏土塚・藤ノ木 牧野

環状鏡板付轡 　　　　　　　御崎山   ・  古天神A →　古天神B
　　　　　　　　星の宮神社・竹原    →  川島・湯舟坂２号　　　　　　　　　　　　

金銅装雲珠 　　　　　　　御崎山・ 　　古天神　→ 福岡岩屋
　　　　　　　　　　烏土塚・竹原   ・   川島・城山１号

須 恵 器
　　　山代二子塚　→ 　岡田山１号・東淵寺・御崎山

　　　中竹矢２号横穴墓
→　古天神　・　伊賀見１号　→　岩屋後・団原
　   中竹矢１号横穴墓

　　　古天神古墳の構成要素とその年代的位置
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　　　横穴式石室実測図〔平面図・立面図〕 17・18

①

出土品の調査風景
古天神古墳から出土したおもな副葬品

古天神古墳の横穴式石室



研究の目的 築造時期と社会背景

山陰地方における既掘考古資料の再検討

伯耆国分寺古墳の研究

　鳥取県倉吉市国府に所在する伯耆国分寺古墳は、全長
60m近い規模の前方後円墳ないし前方後方墳と考えられる、
山陰東部を代表する首長墓の一つです。三角縁神獣鏡をはじ
めとする３面の銅鏡を出土したことで著名ですが、副葬品の
全貌についてはこれまでに詳細が報告されていません。
　こうしたことから本プロジェクトでは、伯耆国分寺古墳か
ら出土した副葬品群を対象に、今日的な観点から資料化をお
こない、古墳が築造された時期とその背景にある社会につい
て再考することを試みました。

　調査研究の結果、伯耆国分寺古墳から出土した副葬品の
うち、とくに鉄製農工具からその築造時期は４世紀前葉に
あることが明らかとなりました。鉄製武器の年代もこれと
矛盾しません。
　そのいっぽうで、３面の銅鏡は２世紀前半、２世紀後半、
３世紀中葉の製作であり、古墳の築造時期よりも大きく遡
る「伝世鏡」と考えられます。今回の研究では、日本列島
での類例の出土傾向を検討し、古墳から出土する「伝世鏡」
が古墳時代の開始期よりもやや新しい時期から急増するこ
とを論証し、３面の鏡が倭王権で集積され、伯耆国分寺古
墳にもたらされたと評価しました。伯耆国分寺古墳は倭王
権との関係が強まるなかで、古い銅鏡とともに最新の武器
と農工具を入手しえたきわめて有力な集団によって築造さ
れたと考えられます。

「山陰地方における既掘考古資料の再検討と歴史文化遺産の持続的活用」
【山陰研究プロジェクト】

（2013-15 年度，代表：岩本　崇）

「山陰地方における既掘考古資料の再検討による歴史文化遺産の活用と地域還元」
（2016-18 年度，代表：岩本　崇）

パネル編集：岩本　崇

―重要古墳資料の資料化と研究成果の公開―

②

中四研編年
〔岩本 2018〕 Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 Ⅴ期 Ⅵ期

和田編年〔和田 1987〕 １期 ２期 ３期 ４期
集成編年〔広瀬 1991〕 １期 ２期 ３期 ４期

銅
鏡

八鳳鏡（2A式） 桜井茶臼山・象鼻山 1号 ヘボソ塚 伯耆国分寺・国分尼塚 1号　
同向式二神二獣鏡 東之宮 伯耆国分寺
三角縁神獣鏡
（表現⑤・F2群）

安満宮山・権現山 51 号 黒塚    ・  椿井大塚山 伯耆国分寺 石切神社周辺

武
器

鉄　鏃
（鑿頭式B1類Ⅳ類）

神原神社 伯耆国分寺・紫金山

ヤ リ
（糸巻底辺円弧・直線）

西求女塚・椿井大塚山 塚金黄泉和号005沢新）前（塚大戸寺・号1山迫大・寺分国耆伯山リスメ

短　刀（A類） 黒塚 真名井 伯耆国分寺・  紫金山 ・寺戸大塚（前）　　

農
工
具

方形鍬鋤先 浦間茶臼山・神原神社 元稲荷 伯耆国分寺・ 紫金山・会津大塚山 新沢 500 号 金蔵山（中央）

直刃鎌（背外反） 安満宮山 弁天山C1号　　　　　　伯耆国分寺・  免ヶ平 ・寺戸大塚（前）新沢 500 号 金蔵山（中央）

短冊形鉄斧 安満宮山 西求女塚・椿井大塚山 真名井　 伯耆国分寺・大丸山・会津大塚山 中道銚子塚 松林山

鉄鉇（2b類） 伯耆国分寺・  紫金山 ・寺戸大塚（前）

〔凡例〕古墳名のゴシック体表記は、時期比定の確度が高いと考えられるもの。斜体にした古墳名は、時期比定にあたって検討を要する事例であることをあらわす。
　　　各品目（型式）の主要な副葬時期をグレーの実線で表記する。破線による表記はその存在が安定的ではないこと、濃度は存在の度合いをあらわす。
　　　銅鏡のうち、漢鏡は製作年代が古墳時代以前に遡るため、存続期間の表記をおこなわず、類例の出土古墳の位置づけのみ示す。

副葬品からみた伯耆国分寺古墳の年代的位置

資料検討のようす（2018 年 6月 24 日）

国府川から伯耆国分寺古墳を望む 伯耆国分寺古墳からの出土品（左：銅鏡・右：鉄製武器･農工具）



人手の過不足の状況 2018スメケン自治体アンケート単純集計結果

①

出所：島根県中小企業家同友会

出所：島根県中小企業家同友会

(担当：藤本) (担当：毎熊 )

山陰生活圏の地域再生に関する研究

　山陰生活圏の地域課題解決に向けた政策提言を行うために、山陰の地域経済や住民生活の諸問題
について研究を進めている。
　2016～2018 年度には、島根県の中小企業動向、中小企業振興基本条例、地域経済循環などの地
域経済に関する研究や、「地方創生」政策下における公共交通（三江線）と住民生活、鉄道遺産を活
用した地域づくり、人口減少問題と小さな拠点政策などの地域政策に関する研究を進めました。

地域経済と中小企業動向・政策

　島根県の企業構成のうち、中小企業数は 23,542 社（99.9%）、従業員数は 174,127 人（92.7%）を占めており、これらの
企業が島根県の地域経済を牽引している。地域経済の活性化のためには、中小企業の企業活動の活発化が必要不可欠である。

中小企業の経営上の課題
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DI（Diffusion Index）とは、景気動向指数のこと

であり、一般的に、「良いと答えた企業の割合

―悪いと答えた企業の割合」で算出する。

　近年（2016～2018 年）では、「やや不足」や「不足」と回
答する中小企業が「過剰」や「やや過剰」と回答する中小企
業よりも多い。さらに、人手の過不足DI は、大幅なマイナ
スとなっており、人手不足が常態化している。

　中小企業の経営上の課題として経営者に意識されている
のが、「新規事業の展開」、「人材確保」・「社員教育」など
である。新規顧客や新商品・新サービスなどの事業や、人
手不足への対応をはじめとする労働の在り方への問題意識
が強いことがわかる。

「スメケン（Small and Medium Enterprises 研究会＝中小
企業研究会）」は、島根県中小企業家同友会と島根大学行
政学ゼミ (毎熊ゼミ) で構成している。中小企業や地域がよ
り一層元気になることを目指し、特に中小企業振興基本条
例に焦点をあてて研究を続けている。自治体アンケートで
は、条例に基づいてどのような施策展開がなされているか
を中心に尋ねた。
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Q1. そもそもの条例策定の「きっかけ」は何でしたか。

Q2. 条例を策定する過程で、以下の機会を設けましたか。

Q3. 条例に基づく取り組みについて教えてください。

Q4. 条例制定の後、以下について「（よい）変化」が
あったと思いますか。

2018 スメケン自治体アンケート単純集計結果
（同年 8月実施 ,18 市町村の回答）

1. 首長の指示 (14.8%)
2. 議会・議員による提案 (25.9%)
3. 行政職員の提案 (3.7%)

4. 企業・関係業界からの要望 (51.9%)
5. 一般市民の声 (0%)
6. その他（3.7%）

1. 第三者検討機関（公募なし）(8.3%)　     　
2. 第三者検討機関（公募あり）(4.2%)　
3. 企業・関係業界との意見交換 (58.3%)     
4. 一般市民との意見交換 (0%)

5. パブリックコメント (16.7%)
6. 中小企業の実態調査　(4.2%)
7. その他（4.2%）
8. 無回答 (4.2%)

A．中小企業の実態調査
B．具体的な実行計画の策定
C．第三者機関の設置
D．取り組み状況の評価
E．取り組み状況の報告・公表

A．中小企業の経営状況
B．企業・関係業界の動き
C．企業・関係業界の意識
D．行政の事業・動き
E．行政職員の意識
F．市民の意識

実施
している

未実施だ
が、今後
実施予定

実施する
予定は
ない

検討中

あまり
思わない 思わない思う まあ思う

無回答

無回答

27.8% 16.7% 22.2% 33.3%    0%

0%　11.1%　55.6%　27.8%　 5.6%
0% 38.9% 27.8% 27.8%　 5.6%
0% 27.8% 44.4% 22.2%　 5.6%
0% 55.6% 22.2% 16.7%　 5.6%
0% 61.1% 16.7% 16.7%　 5.6%
0%　11.1% 38.9% 44.4% 5.6%

22.2% 16.7% 27.8% 33.3%    0%
38.9% 0% 　0% 61.1% 　   0%
22.2% 33.3% 33.3% 11.1%　  0%
22.2% 22.2% 27.8% 22.2%　 5.6%

(複数回答)
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三江線存続に向けた方策と模索の構図

山陰研究ブックレット

島根大学山陰研究ブックレット刊行記念シンポジウム

「ともに考えよう三江線沿線のこれから」

地域公開シンポジウム

「人口減少時代の地域再生」

三江線と住民生活

　沿線市町による鉄道の存続も検討されたものの、多額の転
換交付金が支給されたかつての国鉄分割民営化の時期とも状
況が異なり、沿線自治体による鉄道の維持は財政的な裏づけ
に乏しいため困難とされ、現実的な選択肢たり得なかった。

　三江線を事例に、廃線までの経緯と構図を明らかにして教
訓を引き出すとともに、沿線の地域再生に向けた動きについ
ても紹介している。

　山陰研究センターブックレット
『三江線の過去・現在・未来』の刊
行記念とともに、三江線沿線の代替
交通のあり方を含めた沿線地域の未
来を住民の方々と一緒に考えるため
に開催しました。(2017年6月24日)

　この企画は、山陰研
究センターと日本地域
経済学会とが共催した
ものです。シンポジウ
ムでは人口減少社会に
対応した地域づくりの
事例について報告・ディ
スカッションがありま
した。
　当日は会場内で、スー
パー・グローバル・ハ
イスクール（SGH）事
業の一環として、出雲
高校の生徒たちによる
地域課題に関するポス
ター発表もありました。
(2018 年12月8日) 

「山陰生活圏における地域再生策の分析と評価に関する研究」

【山陰研究プロジェクト】

（2016-18 年度，代表：藤本晴久,
 プロジェクトメンバー : 毎熊浩一, 渡邉英俊, 関　耕平, 保母武彦, 岡　一則, 大坂健一郎）

パネル編集：藤本晴久

研究プロジェクトの成果

②

関連URL：https://www.jichiken.jp/article/0058/ 上：シンポジウム会場の様子
下：当日の JR 三江線

上：シンポジウム会場の様子
下：出雲高校生徒によるポスター発表

山陰生活圏の地域再生に関する研究

　車窓からは「田植えする人々」の手元が見え、人間が人
間らしく生きている農村風景を味わいながらのんびりと楽
しむことができる、いまでは数少ない貴重な鉄道―三江線
が、2018 年 3月に廃線となった。
 　廃線問題は、沿線地域の固有の問題である。しかしそ
れは同時に、効率性や採算性だけでは回らない地域・地方
に、日本全体がどう向き合っていくのか、という普遍性を
持った問いでもある。

『三江線の過去・現在・未来
　　　　　　　　　　　　　　　　　』─地域の持続可能性とローカル線の役割

(担当：関 )



手錢記念館 手錢家所蔵資料を使った古典講座

①

手錢記念館　外観

講座風景

講座資料

出雲文化活用プロジェクト(2018)　ポスター

山陰地域の文学と歴史を探る

　山陰地域では、古代から現代に至るまで、多くの文学・芸術作品が生まれ、関連資料も多数伝存し
ています。しかし、十分な調査や研究が行われないままになっているものも少なくありません。本プロ
ジェクトでは、山陰地域の図書館や個人宅に所蔵されている江戸時代から明治時代にかけての文学作
品やその関連資料、日記や御用留、文書等の歴史資料の調査を 2004 年から継続的に行っています。
また、このような研究成果を書籍・連続講座・講演会・シンポジウムといった形で地域へ向けて発信・
公開し、地域の文化遺産の継承に役立てていきたいと考えています。

手錢家所蔵資料の研究

　本プロジェクトでは、大社町の旧家手錢家が所蔵する資料を継続的に調査しています。手錢家は、貞享３年（1686）大社
の地に移り住んだ初代・長光を祖とし、江戸時代には、酒造業などの商いを営みながら大年寄といった町役の要職を勤め、
出雲大社とも深い関わりを持っていました。手錢家には、書画や工芸品などの美術品や政治・経済・文化など多岐にわた
る分野の文献資料が残されています。また各代の当主や家族が和歌や俳諧などの文芸活動に積極的に関わっていました。

出雲文化活用プロジェクト

江戸時代の蔵を改装して作られた手錢記念館。1993 年、手
錢家から寄贈された約500点の美術工芸品を基に開館しま
した。2018年、NHK Eテレ「日曜美術館」でも紹介されました。

文化庁助成事業「出雲文化活用プ
ロジェクト」と共同で、手錢家所
蔵資料を活用したイベントの開催
に取り組んでいます。

毎年、手錢家の所蔵資料を使った古典講座を実施していま
す。2018 年は、江戸時代に出版された源氏物語の注釈書『源
氏物語湖月抄』と「金地源氏物語図屏風」を使い、当時の
目線から源氏物語を読み解きました。

―文献資料調査による研究と成果の発信



『極秘誹諧初重伝』（広瀬百蘿著）

広瀬百蘿と手錢家の人々

百蘿追善集『あきのせみ』（1805 年跋）

『萬家人名録』（1827 年刊）

江戸時代の出雲の俳諧

手錢家五代有秀（1771～1820）が序文を寄せ、百蘿の肖像を
描いています。

手錢記念館に巻一のみ現存します。百蘿の俳論を知る上での
貴重な資料です。

当時の俳人六百名余りの肖像画と賛句を収録しています。
住所も掲載されており、全国規模で俳人が相互に交流でき
るようになっていました。手錢家五代当主有秀も掲載され
ています。

　大社の社家出身の広瀬百蘿（1733? ～ 1803）によって向井去来（松尾芭蕉の高弟）の伝が出雲にもたらされました。広瀬家
と手錢家は親しく、両家は大社俳壇の指導的立場を担っていきました。

「山陰地域文学関係資料の公開に関するプロジェクト」
【山陰研究プロジェクト】

（2013-15 年度，代表：野本瑠美）

「山陰地域文学関係資料の研究」
（2016-18 年度，代表：野本瑠美）

パネル編集：野本瑠美

②山陰地域の文学と歴史を探る

　これまでの研究（桑原視草『出雲俳句史』1937 年など）では、明治時代以前の出雲の俳諧は低調なものだったと捉えら
れていました。しかし、手錢家に残された多くの俳諧資料から、出雲俳壇の活動は全国的な俳壇の動向としっかり連動し
ていること、俳諧を通じて全国の俳人と交流していたことが判明しました。また、向井去来の伝を保ち続けるという、他
の地域にはない独自性をもった活動を展開していたことが明らかにされました。

（※本プロジェクトメンバー・伊藤善隆氏（立正大学）による研究）

―文献資料調査による研究と成果の発信



山陰地域の近代化過程の研究
― 矢田貝家住宅（鳥取県伯耆町）での住民参加調査を通して ― 

　東京大学経済学部資料室とともに、２０１５年度から日本近現代史に関わる共同研究プロジェクトを伯耆
町の国登録有形文化財矢田貝家住宅で進めてきました。このプロジェクトは、同住宅に残されていた約
４万７０００点の歴史資料を、伯耆町教育委員会の協力のもと、地元の方々とともに紐解くという、大学・
行政・住民の三者が連携しつつ住民参加の調査スタイルで取り組んできたことに大きな特徴があります。

近現代地域資料を現代に活かす

　矢田貝家文書のように、日本各地に大
量に残されている近現代記録群は、現代
人には平凡に感じられる身の回りの生活
の土台の形成過程を、地域の先人達の足
跡に即して明らかにできるもの。自分た
ちの身の回りにある、ありふれた近現代
資料にも光をあてていく意義は大きいの
です。

　日常の生活にとって当たり前のことは、案外記録に残ら
ないもの。住民参加調査で求めているものは、地元住民の
方々の記憶や生活感覚です。いわゆる「よそ者」の大学の
研究者ではなかなか把握できない、地名や人名、かつての
暮らしの記憶や生活感覚の記録化を整理・解読と共に進
めています。現在は、矢田貝顕造日記の解読をしています。

学生による企画展示「近代伯耆のタイムカプセル」

　矢田貝家での住民参加調査は、法文学部の演習とも連動させて学生教育の一環として取
り組んでいます。その成果は、企画展示「近代伯耆のタイムカプセル」として毎年、学生た
ちによる展示パネルの作成と現地解説を実施しています。

住民参加調査と庶民生活史

展示パネルの作成 (2018 年12月14日) 学生による展示解説　(2017年12月17日)

矢田貝家住宅外観

矢田貝顯造日記　1928年

住民参加調査
(2016年9月3日)

企画展示「近代伯耆のタイムカプセル」チラシ
(2017年12月17日～ 23日)

矢田貝家の土蔵に残されていた歴史資料
（2011年4月東京大学経済学部による概要調査）

「山陰地域の近代化過程における社会・経済構造に関する研究」
【山陰研究プロジェクト】

（2015-17 年度山陰研究プロジェクト，代表：板垣貴志）

「山陰地域の近代化過程における社会・経済構造に関する研究」
（2018-20 年度山陰研究プロジェクト，代表：板垣貴志）

パネル編集：板垣貴志



島根大学法文学部山陰研究センター

山陰研究センター所蔵 山本文庫は、島根県安来市母里の山本家に伝存した近世の古典籍、133点、529冊から成る。
山本家は、近世において、たたら製鉄を営み、塩・醤油をも商ったと伝えられる。
当文庫は、多く蔵書印を有する一家伝来の書籍群である点に特徴がある。
近世小説（特に実録）、漢詩文、教訓書等に加え、母里の地で営まれた俳諧の書にまで広くわたっており、同家

の教養水準の高さと文芸活動への関わりの深さを伝える。この蔵書が蓄積されたのは、主として近世中後期と推定
する。
2010年11月、同家御子孫に当たられる関西大学教授山本登朗先生の御教示により、芦田耕一（法文学部教授、現

名誉教授）と田中則雄（法文学部教授）が同家に赴き調査を開始し、2011年6月山陰研究センターに寄贈いただいた
ものである。

現在までの調査で確認できた蔵書印は5種類。山本家で継承された資料であることを示す。

多く実在の事件（敵討ち、御家騒動など）に取材し、大いに脚色を施した近世の
読み物。原則出版はなされず、写本によって流布した。

パネル編集：田中 則雄

「雲州／母里／山本屋」 「雲州／母里／山本」

「山本屋」 「山本屋」

「母里／山本屋」

『太閤真顕記』
豊臣秀吉の伝。山本文庫本は12編120冊。

『伊賀上野敵討実録』
荒木又右衛門、渡辺数馬の鍵屋ノ辻の敵討ち。「伊賀越
道中双六」などの演劇や、講談などの素材となる。



島根大学法文学部現代史学研究室では、学生や

市民とともに県内の戦争体験の継承に向けた活動を

しています。戦争体験者が減り、肉声による体験談が

聞けなくなっていくなか、今後のために、記録資料を

散逸させることなく引き継いでいくことが重要と

なっています。戦争体験の継承活動は、《記憶から

記録への移行期》にあるともいえるでしょう。

後世の戦争を体験していない人びとが、記録

資料を読み解きながら体験者に共感しつつ、より

客観的な視点から感じて考えることが積み重なれば、

広く社会が共有すべき県内の記録遺産となっていく

のではないでしょうか。

島根県立図書館での集中調査
（2019年6月2日）

島根大学法文学部現代史学研究室の演習風景
（2021年5月21日）

島根県内の戦争・銃後体験記録収集事業

このコーナーでは、

を紹介します。

１

島根県の戦争被害2

出雲弥生の森博物館での大社基地調査展示3
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【4. 島根大学1：島根県内における戦争体験の継承に向けた取り組み】
2021.10.12修正



中発行年

1903 ～ 1929

1931 ～ 1945

1945 ～ 1949

1951 ～ 1959

1960 ～ 1969

1970 ～ 1979

2000 ～ 2009

総計

冊数

24冊

13冊

0冊

2冊

11冊

40冊

1980 ～ 1989 82冊

1990 ～ 1999 78冊

41冊

2010 ～ 38冊

不明 20冊

349冊

島根大学法文学部現代史学研究室では、２０１８年８月
より県内の地域史研究者や図書館司書と連携しながら、
戦争・銃後体験記録収集事業を立ち上げました。
島根県立図書館にて有志学生による調査を実施した
ところ、県内の戦争記録冊子が３４９冊確認されました。
その後、２０２１年５月からは、島根県教育庁社会

教育課と調整しつつ県立図書館での市民参加による
戦争記録のデータベース作成調査講座を毎月開催して
います。県内の戦争体験記録に関わる人びとの輪は、
着実に広がっています。
また、県内の戦争体験記録冊子の継続的な資料

提供を呼びかけています。関係者の物故により行き場を
失った手記などの受け皿となって、想いを後世に伝えて
いく活動へのご協力・ご参加をお願いします。

市民参加による調査（島根県立図書館）

島根県立図書館にて確認された戦争体験記録

１
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【5. 島根大学2：島根県内の戦争・銃後体験記録収集事業】

W550×H900/DM7t



島根県における空襲犠牲者島根県出身戦没者の死亡場所

注）島根県高齢者福祉課提供「死亡場所等調査票」（平成7年6月20日集計）

中国・モンゴル

中国東北部（満洲）

朝鮮

台湾

フィリピン

フランス領インドシナ

タイ・ビルマ・インド

オランダ領東インド
豪州・海峡植民地等

太平洋各諸島

ソ連・樺太・千島・
アリューシャン等

小笠原・硫黄島

沖縄・南西諸島

内地

その他・不明

合　計

6,501人

1,448人

416人

597人

7,379人

207人

1,026人

3,141人

1,865人

989人

840人

1,048人

5,182人

809人

31,448人

発生日

1945年7月25日

1945年7月28日

被災地

美保関撃墜機

美保関 長発丸

美保関北浦
第5昭海丸

安来日立銃撃

大社基地空襲

湯町基地空襲

布志名 列車空襲

天山丸空襲

6人

3人

7人

1人

3人

25人

15人

1人

県内の空襲犠牲者計 61人

16人参考：機雷処理中の戦災死（1945年6月28日 美保関惣津）

注）高塚久司『島根県における空襲とその時代2020』より

犠牲者数

島根県高齢者福祉課の協力のもと、県内の公的記録に

残る戦没者の死亡場所および学徒勤労動員数が明らかに

なりました。これらの公文書は、戦後に恩給対象者を

把握する過程で作成されたものと考えられます。

しかし、学徒勤労動員に関する公的記録は公立の旧制

中等教育学校に限られ、私立学校やより年齢の低い尋常

高等小学校における動員記録はなく、実際はこの数値

以上の動員規模であったと想定できます。また、現在の

調査段階で確実に判明している島根県内の空襲犠牲者は

61名です。

もはや兵士としての従軍体験を語れる人はまれで、

学徒勤労動員体験を語れる世代すら少なくなっています。

2

島
根
県
の
戦
争
被
害

島
根
県
の
戦
争
被
害

【6. 島根大学3：島根県の戦争被害】



注）島根県高齢者福祉課提供「動員学徒名簿」（昭和32年5月島根県社会課調）より作成

合　計 10,019人

安来高等学校

松江高等学校

松江商業高等学校

松江工業高等学校

大東高等学校

横田高等学校

三刀屋高等学校

平田高等学校

川本高等学校

川本農林学校

出雲高等学校

出雲産業高等学校

出雲農林高等学校

大社高等学校

大田高等学校

邇摩高等学校

江津工業高等学校

浜田高等学校

益田高等学校

益田産業高等学校

津和野高等学校

隠岐高等学校

農科大学附属農林学校

報告学校名 動員学校名 動員数 動員先

不明 不明県立安来農業学校・県立安来高等女学校

県立松江中学校・県立松江高等女学校・松江市立高等女学校

県立松江商業学校

県立松江工業学校

県立大東高等女学校

県立横田農業学校

県立三刀屋中学校

県立平田農業学校・県立平田高等女学校

県立川本高等女学校

川本高校が県立川本農林学校分を別途報告

県立今市高等女学校

県立今市工業学校

県立今市農業学校

県立大社中学校・県立大社高等女学校

県立大田中学校・県立大田高等女学校

県立邇摩農林学校

県立江津工業学校

県立浜田中学校・県立浜田高等女学校・浜田市立高等女学校

県立益田高等女学校

県立益田農業学校

県立津和野中学校・県立津和野高等女学校

県立隠岐高等女学校

県立松江農林学校

734人

293人

954人

178人

148人

256人

54人

49人

35人

1,054人

281人

167人

752人

401人

490人

290人

1,474人

367人

503人

310人

56人

1,173人

呉海軍工廠ほか

県内工場ほか

県内工場ほか

県内工場ほか

北海道 飯石郡ほか

呉海軍工廠 県内工場ほか

広第11海軍航空廠ほか

呉海軍工廠

不明

陸軍被服廠学校工場

呉海軍工廠 県内工場ほか

出雲市内

呉海軍工廠 県内工場ほか

呉海軍工廠 県内工場ほか

北海道（食糧増産）美濃郡内（陣地構築）

大阪造兵廠石見製造所 県内工場

呉海軍工廠 県内工場ほか

呉海軍工廠 広島軍需工場

浜田・益田市内ほか（災害復旧・食糧増産・防空壕造築ほか）

呉海軍工廠

広海軍工廠

不明

島根県内の旧制公立中等教育学校の学徒勤労動員

W550×H550/DM7t

【島根県出身戦没者の死亡場所】 2021.10.12修正



学生による展示解説（2021年7月18日）

2021年には、出雲市文化財課と連携しつつ、出雲

弥生の森博物館にて大社基地に関わる企画展示を学生と

作成して開催しました。

旧海軍大社基地遺跡群は、1945年（昭和20）3月頃

から6月にかけて急遽建設された、島根県最大規模の

戦争遺跡です。米子の美保海軍航空基地予科練習生や、

鰐淵鉱山の労働者、周辺の住民や学童など数千名の

動員による突貫工事で作られました。当時最新鋭の

攻撃機であった「銀河」が配備され、敗戦時には、西日本

最大規模の軍事拠点となっていました。

今後は、学術的な調査研究を進めつつ、県内における

重要な平和学習・平和教育の場としての遺跡の活用が

期待されています。
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【7. 島根大学4：出雲弥生の森博物館での大社基地調査展示】


