『北越雪譜』から民俗写真へ
石井正己（東京学芸大学）
今回、池田記念美術館で開催された展覧会「光の記憶」を

なって、柳田国男（1875 ～1962）が原本を複製し、深沢多市

前にして、
「くらしの記憶と記録」というテーマを考えようとす

（1874 ～1934）が秋田叢書別集に収録して、ようやく出版が

るとき、2011年 3月の東日本大震災を忘れることができない。

叶ったのである。

今年（2015）年 9月にも、関東・東北豪雨によって利根川が決

それに対して、鈴木牧之（1770 ～1842）
の場合、山東京伝の

壊し、常総市などが 大きな被害を受けている。ＮＨＫの巨大

弟・山東京山（1769 ～1858）
の刪定を経て、
『北越雪譜』
（1837

災害の放送によれば、こうした変異はもはや異常ではなく、

～1842）を出版することができた。名所図会が 次々と出版さ

地球環境が 大きく変わってきていると見るべきである。

れた時期であり、越後の縮商人であった牧之は江戸の文人と

寺田寅彦の指摘したように、文明が発達すると、災害によっ

の交流を持っていたことが大きい。京山が息子の京水（1816

て日々のくらしが 失われた場

～1867）に挿絵を描き直させ

合、復旧・復興が困難になる。

たところもあり、数え方にもよ

しかし、その渦中にありなが

るが、この作品には 52 点ほど

ら、流失した写真が亡くなった

の挿絵が載っている。

家族を取り戻すための思い出

その中には現在も続く行事

のよすがになっていることから

や生業が見られる。例えば、普

すれば、映像の持つ意味合い

光 寺毘沙門堂の 裸 押 合 大 祭

は大きい。やがて起こるであろ

は「 ○ 浦佐の 堂 押」に「 浦佐

う巨大災害と向き合うには、記

詣 堂 押図」とともに載ってい

録を記憶に変えてゆく仕掛け

る（図版１）。伝統工芸の縮は

を作り、心 の防 波 堤を高くし
て常に補修することが大切に

「○ 縮を曬す」に「雪中晒縮

1.「浦佐詣堂押図」
『北越雪譜』

図」とともに載っている（次頁、
図版３）。縮は雪を利用した生業で、2009 年に小千谷縮・越

なると考えている。
そこで、これまで関わってきた民俗学の立場から、新潟県を

後上布はユネスコの無形文化遺産に登録された。時代に合

対象にして、この問題について考えてみたい。幸い、この地域

わせた変質を伴いながらも、ここには 17 0 年前の魚沼の生

には江戸時代に『北越雪譜』があり、昭和時代には柳田国男

活が残されており、歴史的な価値は高い。

▶

監修の『日本民俗図録 』
（ 朝日新聞社、1955
年）や濱谷浩の『雪国』
（毎日新聞社、
1956 年）、
名取洋之助編の『新潟県』
（ 岩波書店、1958
年）がある。それらを通史的に 読み解くこと
によって、
「くらしの記憶と記録」について考え
るところを述べてゆく。

1. 鈴木牧之『北越雪譜』の挿絵
江戸時代の後期に北東北・南北海道を歩
いて紀行や地誌を書いた人物に、菅江真澄
（1754 ～1829）がいる。真澄は文章の間を
縫うようにして、細やかな色彩画を数多く描い
ている。しかし、それが災いしたのか、長く出
版されることはなかった。昭和時代の初期に

2. 中俣正義写「浦佐毘沙門堂裸押合」1960 年代

NM-P-009-027-30
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『北越雪譜』から民俗写真へ
▶

例えば、
「 ○雪を掃ふ」は、和漢の吟咏では雪を掃うのは風

『海南小記』には多くの写真を入れ、1928 年の『雪国の春』

雅だが、大雪を掃うのは風雅ではないとする。1 度降れば 1 度

には真澄遊覧記の挿絵を模写して載せた。そうした資料は

掃うのを俚言に「雪掘」と言う。雪を掘るには木で作った鋤を

改版時に削除された場合があり、生前から刊行が始まった

用い、俚言に「こすき」
（木鋤）
と呼ぶ。
「かかる大雪」の「かかる」

『定本柳田国男集』が「先生のお書きになったもの」に限定

は挿絵の「掃除積雪之図」を指す。そこにはこすきを使って雪

したために、そうした 傾向が 決定的になった。その結果、柳

を掃う様子が 描かれている。山中の人はこれを作って、里に

田は写真や挿絵を軽視したように見られてしまった。

売ったという。
「雪中歩行用具」にも「こすき」が見える。

だが、戦後、民俗学の共同研究を推進する機関として財団

さらに「○雪を掃ふ」では、
「雪を掘る状 態は図にあらは

法人民俗学研究所を設置し、その成果を次々に刊行した際

したるが 如し」とし、掘った雪は空 地の、人の 邪 魔になら

には違っていた。その中に、1953 年の柳田国男監修・民俗

ない場所に積み上げ、俚言に「掘揚」と言う。この「図」とは

学研究所編『年中行事図説』
（ 岩崎書店）と、1955 年の柳田

「駅中積雪之図」を指す。図中には 1～ 3 の番号があり、1は

国男監修・民俗学研究所編『日本民俗図録』
（ 朝日新聞社）

「人家の雪を掘る事本文にいへるごとし」、2 は「雪をほりて

がある。前者は口絵に写真、本文に多くの挿絵を載せて「図

洞のごとくになし棚も台もみな雪にて作り物を売るこれをさ

説」とし、後者はおびただしい量の写真を載せて「図録」と

つやといふ」、3 は「図中山の如くなる所みな雪なり」である。

した。前者には 8 点の挿絵、後者には 12 点の写真が、新潟県

雪を降ろし雪を 揚げる人がもっと多かったことは、本文にあ

から収録されている。

る「掘る処図には人数を略してゑがけり」という注記からわ
かる。

『 日本 民 俗 図 録 』の 298・299 は「 毛ボカイ（1）─（2）
」。
秋田県のマタギと呼ばれた狩人が熊や羚羊を捕ったときに

こうして「○雪を掃ふ」を見るだけでも、
『 北越雪譜』は豪

行う作法で、獲 物の皮を剥いで、それを頭部を下にして逆

雪地帯魚沼のくらしを如実に記した記録になっている。この

さに被せる。
「ホカヒは神霊に供物をあげることで、他地方

他にも、
「○雪中の洪水」は「雪中洪水之図」とともに、初雪

で毛祭というのと同じことである」とする。300 の「毛ボカイ

後の洪水を書き残す。
「○吹雪」は「農人夫婦逢雪吹図」とと

（3）
」が 新潟県の事例で、
「この地方の狩人は、毛ボカヒと

もに、夫婦が急な吹雪で亡くなり、乳呑み児だけが生き残っ

いう言葉は使わないが、熊を捕った時、やはり秋田マタギと

た話を記す。豪雪地帯の悲劇であり、この地域がしばしば雪

同じ作法で 獣の皮を剥いで 逆さにしてかける」と 説明し、

による災害に遭ってきたことを記録している。

写真を載せる（次頁、図版５）。

2. 柳田国男監修の図説・図録に見る
挿絵と写真

実は、この写 真は 別のかたちですでに利用されていた。
1948 年の『村のすがた』は、1944 年から 45 年にかけて『週
刊朝日』に連載され、戦後になって単行本化された。雑誌連

あまり知られていないことだが、柳田国男は自分の著書に

載は熊谷元一（1909 ～2010）や東山魁夷（1908 ～1999）
らの

写真や挿絵を熱心に入れて、重要な役割を担わせていた。

画家を使って乗り切ったが、単行本では野口義恵 1 人に絞っ

1910 年の『石神問答』には市販の絵葉書を使い、1925 年の

た。
『定本 柳田国男集』
（1962 〜1971）はそれらの挿絵をほ

3.「雪中晒縮図」
『北越雪譜』

4. 中俣正義写「越後上布の雪晒し」1957 年 3 月 塩沢町十日市
NM-P-006-047-05
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5. 『日本民俗図録』75 頁

6. 『村のすがた』
（『柳田國男全集』第 17 巻、筑摩書房、1999 年、457 頁）

7. 中俣正義写「熊の皮」1956 年 5 月 湯の谷村   NM-P-004-002-04

とんど削除してしまったが、この本は本文と挿絵が一体化す

り」であったとする。そして、
「写真というものは、事象の周囲

ることによって、まさに「村のすがた」を描き出していた。
「毛

の状況なり雰囲気なりが入るので、大きな価値を持ってくる」

ぼかい・毛祭」には、この写真を挿絵に描き直し、
「越後北蒲

と評価し、
「シチュエイションを好く表わすようなスナップで、

原郡（ママ）山村の毛祭」として入れ、本文の「この絵に見る

あるままの姿が撮れるように努力する」ことが大切だと説い

ように」と対応させた（図版６）。

た。民俗学に早くから映像を取り入れたのは渋沢敬三（1896

一方、柳田は『日本民俗図録』の「序」で、民俗学に写真を

～1963）だったが、渋沢のもとで学んだ宮本常一（1907～

利用する気持ちが起こらなかったのは、写真技術の普及の

1981）の写真に、柳田がここで述べた思想が具現化している

遅れや写真利用に対する無関心があったにせよ、
「不覚の至

ように思われる。

▶
にいがた 地域映像アーカイブ
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『北越雪譜』から民俗写真へ
▶

3. 濱谷浩『雪国』が撮った新潟県と民俗学
民俗学の影響を強く受けて新潟県を撮った写真家に、濱

がいない。ただし、
「町や村の辻々に、子供の世界の、子供の
天国が開かれる。雪国の子供だけのお伽の国の行事である」
とする記述は、民俗学を超えるような詩人の感覚であろう。

谷浩（1915 ～ 1999）がいる。1956 年の『雪国 カメラ朝日別

また、高田市の「8 危い雪路」は、豪雪によって山が築か

冊』
（ 毎日新聞社）はその白眉である。扉に「これは日本人の

れ、峠ができ、谷が走るとする。これは、やはり『北越雪譜』

生活の古典を記録した本である」としたのは、民俗学の影響

の「○雪を掃ふ」を連想させる。だが、
「凍てついた朝はこと

である。構成は大きく「越後」と「桑取谷」に分かれ、前者

に危く、さすがに雪国に育った者でも大困惑。接骨病院は

は 1955 年から 56 年撮影の18 点で、1957 年の『裏日本』
（新

大繁昌となる。滑る雪道はチョコチョコと小股に、足を雪か

潮社）に連続し、後者は 1940 年から 42 年撮影の108 点であ

ら離さずに歩く。見ていると、貧相な歩きぶりだが、それが

る。後者は上越市桑取谷の小正月行事を撮ったもので、
「あ

転ばぬ先のコツなのである」と述べるところは、都会人には

とがき」で、
「 方法は狭い地域の短い期間の行事を、できるだ

わからない、雪国のくらしの身体感覚に迫る。それは雪山の

け精密に撮影する計画をたてた。それで実行に移し、ある程

上から老婆を撮る視線と重なっている。

度目的を達した」と述べている。

この写真集には渋沢敬三が「序」を寄せている。
「濱谷さ

例えば、十日町の「6 ホンヤラ洞で 歌う子供たち」は、
『北

んの民俗学的視野は広まり、同時にわが国常民の生活様式

越雪譜』の「○鳥追櫓」に載った「正月鳥追櫓之図」を意識

を単に撮影記録するに止まらず、民俗に潜む悠久な歴史を通

しているのではないか（図版８、
９）。鳥追櫓はもう作られなく

じての個人個人、及び集団に受け継がれた「日本常民の心」

なったようだが、子供たちの歌う鳥追歌はよく似ている。100

を汲みとってこれを写真に表現せんとする意念が強く抱か

年の時を超えて、この行事が続いていることを見ていたにち

れ初めたようです」とする。渋沢は民具のような物からくらし
を捉えようとしたが、ここでは「心」を持ち出す。
「濱谷さんの
撮った風景や民俗事象は「写真」であると同時に「写心」で
もあると思います」とも述べている。
一方、魚沼にこだわった写 真ということならば、むしろ、
1962 年の島田謹介（1900 ～ 1994）
『 雪国』
（ 暮しの手帖社）
を引き合いに出すべきかもしれない。
「あとがき」にはスキー
ブームの到来で雪国の生活が安定し、素朴だった服装も大き
く変化したことを指摘している。それはそれで重要だが、せっ
かく魚沼を撮りながらも、
『 北越雪譜』はもちろん、民俗学へ
の関心は見られない。
「長いトンネルを抜けるとそこはもう深
い雪で埋った別天地であった」という一文からすれば、意識

8. 「正月鳥追櫓之図」
『北越雪譜』

したのは川端康成の『雪国』
にちがいない。そうした意味
で、この写真集は民俗写真
の系譜に位置づけることは
できない。

9. 「6 ホンヤラ洞で歌う子供たち」
『雪国 カメラ朝日別冊』
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10. 中俣正義写
「小正月 子どもたちは
雪塔に登り鳥追い唄をうたう」
1953 年 1月14 日 六日町   
NM-P-002-002-01

▶

上 : 13.『新潟県─新風土記─』42 〜 43 頁    下 : 14.『新潟県─新風土記─』56 〜 57 頁
にいがた 地域映像アーカイブ
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は、説明的分析的であるとする批判がある
が、見開き2 頁で山村生活の衣食住が 見
事に構成されていることに気がつく。
また、
「越後の織物」では、
『北越雪譜』を
引いて解説している。右頁の「越後上布の
雪さらし 湯沢町」は、
『北越雪譜』の「雪中
晒縮図」と変わるところがない（前頁、図版
14）。
「小千谷市の絣」も伝統が生きている
11.「屋上雪掘図」
『北越雪譜』

▶

12.『新潟県─新風土記─』4 頁

4. 名取洋之助の岩波写真文庫が残した
新潟県の組写真
それに比べれば、戦後の復興を経て、高度経済成長期にさ

場面を写す。だが、左頁になると一転して、
新しい設備による大量生産が始まってい
るとして、
「五泉市の絹織物」
「五泉市はメリヤスの生産が多
い」
「近代的な製糸工場。小千谷市」
「高田市のテープ工場」
「お
召のデザイン。十日町市」の 5点が入る。伝統的な工芸と近
代的な産業が共存している様子が明快に示されている。

しかかった新潟県を鮮やかに切り取ったのは、1958 年の名

島田謹介が取り上げたスキーについても、
「高田市」で、オー

取洋之助（1910 ～ 1962）編『新潟県─新風土記─ 岩波写

ストリアの武官レルヒが日本で初めてスキーを試みた所だと

真文庫 256』
（岩波書店）ではないか。岩波写真文庫にはテー

し、
「妙高高原」では「冬の妙高温泉はスキー客で 賑う」とす

マで編集したものの他に、こうした風土記があり、こちらの方

る。
「十日町市の雪祭り。
「雪の芸術」コンクール」も載るが、こ

がよく売れたという。目次の上のまえがきには、新潟県は豊か

れは 1950 年に始まった祭りで、現在も続く。雪国のレジャー

な土地であり、農業と工業が発展し、
「同じ雪国でありながら、

やイベントについてもぬかりなく載せて、伝 統的なくらしが

東北にみられる暗さが感じられないのも、この豊かさを反映

大きく変わろうとしていた様子を明らかにしている。

している」と述べる。そこにある雪降ろしの写真は、
『 北越雪
譜』の「屋上雪掘図」と変わるところがない（図版 11、12）。

思うに、
『 北越雪譜』の挿絵から170 年、こうした写真から
でもすでに 50 年以上が経ったことになる。それぞれの記録

写真は何人かから提供されたものであるが、それを編集

が定点観測の記録として意味を持つ。だが、その意味を現

する際に、名取は得意とした組写真の技法を駆使した。例え

代の視線から読み解くことがなければ、懐かしい新潟県が

ば、
「山村」は、右頁に「中魚沼郡中里町藤沢の部落」
「この

ここにある程度で終わってしまう。与えられたテーマ「くらし

付近の農家の造りはＬ字形」
「軒下にはさまざまなものが 乾し

の記憶と記録」に照らせば、絶えず記録を記憶にしてゆく作

てある」の３点を並べる（前頁、図版 13）。左頁には乾してあ

業が必要になる。今、日本各地で地域を写した写真の価値

るさまざまなものとして、
「ヤマゴボウの葉」
「ヒロロ。ミノの材

が再発見されつつある。しかし、膨大に溢れる映像のビッグ

料」
「脚絆」
「玉蜀黍とチマキにする笹の葉」
「ガマ。脚絆の材

データを前にして、立ちすくむ状況を迎えていることも間違い

料」
「養蚕に使うマブシ」
「カヤ。これで屋根を葺く」
「種夕顔」

ない。私たちの映像リテラシーの変革が求められている。こ

「ヒロロでつくったミノ」の 9点を入れる。
「新仏の墓」
「セナ

うした企画が各地で展開され、新潟県から地域と映像を結

コウジ」の 2 点は葬送や運搬の民俗である。組写真について

ぶ実践と理論が発信されることを願ってやまない。 ■
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付記  
2015 年 9月12日、池 田 記 念
美術館「くらしの記憶と記録」
の講演をもとにまとめた。
ただし、周防大島文化交流セ
ンター提供の宮本常一が撮っ
た魚沼の写真については、紙
幅の関係で割愛した。

