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凡　例
  
1）この表は、『越後奥三面の山村生活用具図録』（新潟県朝日村教育委員会 2008年）をもとに作成
した。

2）本表の分類（掲載順）は、上記資料に準じている（下記目次参照）。
3）「名称」欄の民具名は、『国際常民文化研究叢書 6 ―民具の名称に関する基礎的研究―［民具
名一覧編］』（神奈川大学 国際常民文化研究機構 2014）に記載の名称に揃うよう心がけたが、［民具
名一覧編］に記載のなかったものについては便宜上つけた名称である。

4）「奥三面での呼称」欄には、上記資料に記載のあった名称を記したが、必ずしもすべてが、こ
の地域の方言名称かどうかは確認できなかった。中には一般的な名称も含まれているようである。

5）「説明」欄の個別の民具の解説文は、上記資料から引用した。
6）「画像ファイル名」欄に記載のあるものは、本叢書 83ページ以降の画像一覧にまとめて掲載
した。なお、画像はすべて村上市教育委員会のご好意により、上記資料からの転載を許可してい
ただいたものである。改めて御礼申し上げたい。

7）「画像ファイル名」について
　画像ファイル名は出典をたどれるように名づけた。
　例）越 1_図 001- アオシシヤリ
　→「越 1」は『越後奥三面の山村生活用具図録』、写真番号 1の「アオシシヤリ」（当該地の呼称）
の画像であることを表す。
8）「カテゴリ」欄は、本表を再編する際の区分けとして試みにつけてみたものである。今後の活
用を考えてそのまま残した。
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　本項で紹介する「奥三面の民具」は、国の重要有形民俗文
化財に指定された「越後奥三面の山村生活用具」734点を対
象として、『越後奥三面の山村生活用具図録』（ 1）をもとにリ
スト化したものである。三面（みおもて）は「秘境、奥三面」
などと呼ばれ、山形県境に近い新潟県北部（旧岩船郡朝日村）

に位置し、朝日連峰西側の山懐に抱かれた集落であった。三
方を険しい山々に囲まれ、「山に生かされた」という形容そ
のままに、山・川の自然物を恵みとし、狩猟や山菜採り、三
面川での漁撈、農耕、山樵など、生産活動を巧みに組み合わ
せて四季折々に沿った生活が営まれてきた。また、カノと呼
ばれる焼畑のほか、古くから田を開き、稲作も行っていた。
ムラの始まりは中世に遡り、さらに縄文時代の遺跡も発見さ
れている。その生活習俗は、江戸時代末期の書物にも紹介さ
れ、1896（明治 29）年に『東京人類学雑誌』に調査報告書
が掲載された後、昭和 20年代には民俗学的にも注目され、
調査記録が次々発表された。
　本コレクションは、「我が国の山村の生産活動の有り様の
一典型を示すものであり、全国的な比較資料としても重
要」（ 2）であり、「狩猟を行うマタギの里として早くから知ら
れてきた三面の人々の、狩猟のみならず採集、漁撈、農耕な
どの様々な生業を組み合わせて生活をしてきた有り様を示す
資料が体系的に収集されている」（同）のが特徴である。
　図録には、各資料の種別ごとの写真とその使用場面、使用
方法が解説され、資料自体が保存されており、「名称と実物
が特定できる」という点からも今後の山村の暮らしの民具を
比較検討する条件にかなっている。指定の内訳は、狩猟用具
270点、漁撈用具 53点、自然物採集・加工用具 108点、農
耕用具 190点、山樵用具 113点であり、現在では、奥三面
歴史交流館「縄文の里　朝日」に収蔵・保管されている。
　狩猟ではカモシカ猟のヤリや村田銃のほか、小型獣のサ
ル、ノウサギ、ムササビ猟の道具や、狩猟時に着た革製品の
ヤマギモンなどの装束類、獲物の運搬具、クマやアナグマの
オソ（罠）を用意する道具や、川漁のドォ（筌）などが整っ
ている。自然物採集・加工ではゼンマイ採りの用具に特徴が
あり、農耕用具ではカノと呼ばれた焼畑の用具、山樵用具に
は、伐採用具と搬出用具が含まれている。
　これら民具の収集・保存は「三面の文化財保存を進める
会」のメンバーが中心となって行われた。朝日村教育員会
は、昭和 30年代から奥三面の生活技術を伝えるための調査
整理・活用をすすめ、1978年には『朝日村の民俗』（３）を刊

行している。しかし、1981（昭和 56）年には、奥三面ダム
の建設が決まり、奥三面の集落がダムに沈むことになったの
を機に、三面集落有志が集まり、この会が組織されたのであ
る。足掛け 5年の歳月をかけて集落の家々をくまなく回っ
て集めた資料には、山村の生産用具の外にも、道具類の製作
用具や、信仰・年中行事を含む生活用具全般が含まれ、
4,000点余りに及ぶ（その後 100点ほどが追加寄贈されて、総

数 4,158点となっている）。
　1984年には、民俗文化映像研究所（姫田忠義監督）が記録
映画『越後三面　―山に生かされた日々―』を完成させ、ほ
ぼ同時期に姫田氏が刊行委員会の代表となって『山に生かさ
れた日々　新潟県朝日村奥三面の生活誌』（ 4）が刊行されて、
この山の村の暮らしぶりが民具とともに克明に記録された。
筆者は、まだ村人が居住している三面の集落を、姫田氏らの
撮影隊に同行を許されて訪ねたことがあった。豪雪期の集落
は、道路交通が途絶え、ダムサイトから砕氷船で氷の張った
湖をさかのぼって、さらに雪道を 1時間ほどラッセルして
集落に到達したのを思い出す。すっぽりと雪に埋もれた茅葺
の家々を訪ねて冬の暮らしを垣間見る一度だけの機会となっ
た。1985（昭和 60）年には閉村、集団移転を余儀なくさ
れ、収集された民具は目録とともに村に一括寄贈された。朝
日村教育委員会は、その後も資料を整理保管しながら報告書
の刊行や展示公開を行って、閉村から 22年を経た 2007（平
成 19）年、膨大な収集資料の中から、地域の特徴をよく示
す資料が精選されて 734点が国の重要有形民俗文化財の指
定を受けた。
　なお、朝日村は 2008（平成 20）年に村上市、荒川町、神
林村、山北町と合併して村上市となり、本コレクションの所
有者も村上市となっている。今回、村上市教育委員会より本
叢書への民具名のリスト、および画像の転載が実現した。こ
の場を借りて改めて御礼を申し上げたい。
　「奥三面の民具」は、山村の生産用具、生活用具の重要な
具体例として、今回の研究叢書で収録できた岐阜県の「徳山
の民具」などとともに比較検討を加えることで、全国の民具
のあり方を理解する重要な基礎資料になるはずである。

神野善治

「奥三面の民具」一覧について
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（ 1）新潟県朝日村教育委員会編『越後奥三面の山村生活用具図

録』2008年

（ 2）文化庁の国指定文化財等データベース「重要有形民俗文化

財」詳細解説による。

（ 3）朝日村教育委員会編『朝日村の民俗』1978年

（ 4）「山に生かされた日々」刊行委員会編『山に生かされた日々　

新潟県朝日村奥三面の生活誌』同委員会発行　1984年

注 

小泉蒼軒『巳亥（つちのとい）随筆　七十二巻』1839年

暁晴翁撰・松川半山画『兼葭堂雑録　巻之三』1859年

宮島幹之助「越後国三面の土俗」『東京人類学雑誌（第 11号第 126

号）』1896年

渡邊茂蔵「三面の調査報告豫報」『地理学研究第 1号』山形大学教

育学部地理学研究会　1953年

杉本寿「越後国・三国聚落（合本）」『山脉』1955年

長井政太郎「奥三面の人口問題」『地理学研究第 2・3合併号』山

形地理学会　1957年

森谷周野『新潟県文化財調査報告書第八　民俗資料編　奥三面郷狩

猟習俗調査報告書』新潟県教育委員会　1961年

長井政太郎「越後三面伝説と古記録」『東洋文化研究所紀要　第 8

号』　東北学院大学 1977年

朝日村教育委員会編『奥三面民俗文化財調査報告書Ⅰ　狩猟編』

1999年

朝日村教育委員会編『奥三面民俗文化財調査報告書Ⅱ　採鉱・冶金

編漁撈編』2002年

参考文献 


	p075_075 中扉（越後・奥三面の民具）.pdf
	p076_076 凡例（越後・奥三面の民具）
	p077_082 表（越後・奥三面の民具）
	p083_088 写真（越後・奥三面の民具）
	p089_090 「奥三面の民具」一覧について

