交野 古文化 同好会
平成 29年 4月 22日

(土 )

「継 体天 :皇 と河 内 の 馬飼 首荒籠 」
四條畷市立歴史民俗資料館

野島 稔

モンゴルのナーダム祭
馬の背で育つというモンゴルの子供。
6歳 〜 12歳 の少年少女が馬にま―
たが り、
草原
15キ ロ
から30キ ロ
します
走
疾
̀
数百頭の馬が走 りますが、 2歳
馬がもつとも
可愛がられ、 レースも一番人気といいます。

讃 良 は渡 来 系 の 地域
四條 畷市 は大阪府 の東北部にあた り、国定公 園生駒 山地北部 の 山麓 にひ ろが る緑豊 かな地域 です。
『 続 日本紀』和銅 6年

(713)5月

、元 明天皇 の時 に 「畿内 と七 道諸!国 の郡・ 里 の名称は 、良い名 を

選 んでつけ るよ う」命 じられま した。四條畷市 を中心に して 、北側 に寝屋川市 の一部 と南 に大東市の一
部 を含 めた地域 に讃 良の地名 が使 われ ま した。 そ の地名 は、明治時代 まで使 われ ま した。
古墳時代 の讃 良は馬 を飼う 初期牧場 で、古代 におい て最 も華やかな時代で した。 日本 書紀 にも馬 に関
す る記述が 多 く、馬 は軍事の要 にな つてい きま した。また、渡来系 の馬飼 い であ る娑羅羅馬飼造・ 菟野
馬飼 造 な どの名 がみ えます。鵜野讃 良皇女 (持 統天皇 ‐ 686)の 「鵜野・ 菟野」は四條畷 あた りと考
え られ ています。讃 良は渡来人や渡 来系 の人 々が住む先進的な地位 であった ことは間違 い あ りませ ん。

河 内 に伝 わ つ た 最 新 技 術
古墳時代 に朝鮮 半島か ら最新 の技術 が河 内に伝 わ りま した。鉄 工技 術 は交野市・ 柏原市。須恵器 の焼
成技術 は堺市。馬 と馬 の飼育技術 は四條畷市 のほぼ全域 と寝屋川市 の南部 の一部で、い わゆ る讃 良にあ
た る地域 で 牧場 が運営 されま した (そ の範囲 は四條畷市 の西側 を中心 に して東西約 2b、 南北約

3 km)。

四條畷市域 の 山系‐
か らは、讚 良川・ 岡部川・清滝川 ‐権現川 な どの川が西 へ流れ出 してい ます。 この
川 の水 が古墳時代には 「河内湖」に注 い でいま した。一方 、寝屋川市 では淀川 が 「河 内湖 」に注いでい
たま した。今 の大阪平野 中部 は海 だった り湖 だ つた りした のです。
朝鮮半島か ら河 内へ のルー トは、玄界灘 を越 え 、瀬戸 内か ら難波津 ヽ 、それ につ:な が るのが河 内湖 で
した。四條畷は そ の河 内湖畔 に所在 し、生駒1山 系 を東西 にまたいで河 内湖 か ら大和へ つ なが る「清滝街
道」が走っていま した。山系の西側 山裾 を南北に走 る山の根 の道 「東高野街 道」は、四條:畷 で 「清滝街
道 」と交差 しています。これ ら[の 幹線道路は古墳時代 か ら利用 さ:れ て いた とこ―
とは遺 跡 が点在 す るこ と
か らも想像す るこ とができます。
この よ うな立地条件か らもヤ マ ト政権 が讃 良郡 に牧 を誘致 し、馬 の機動力 を軍事制度 に組 み入れ新戦
力 とした こ とは容易:に 理解:で きます。 そ して馬 は無 くてはな らない軍事力 とな ってい きま した。
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馬 は準 構 造 船 に 乗 つ て
四條畷市 蔀屋北 遺跡 は大阪府 寝屋川 北部流域 下水
道 「なわて水み らいセ ンター」建設 に伴 い約 2万 5千
ポを調査 しま した。 (大 阪府教 育委員会調査 )そ の成
果 は、古墳時代 の馬牧 場 の存在 をさらに明確 な もの と
しま した。蔀屋 北遺跡 は河 内湖 の東端 にあた る湖 畔近
くの集落 ですが、現在 で も￨か な りの低湿地 帯 です。
渡来人 は準構 造船 に馬 をのせ て讃 良 を終 着点 とし、
牧 を築 きま した。蔀 屋北遺跡 では準構造船 を リサイ ク
ル した井戸 が 6基 、寝屋川市長保寺 遺跡 で 3基 出土 し

準構造船
平成 17年 、九州熊本から大阪南港までの航海実験

ています。
船材 は ス ギが多 い 中で蔀屋北遺跡 では、モ ミ材 の も
の が 1基 あ り、朝鮮 半島製 と考 え られて い ます。 この
井戸 か ら出土 した 土器 は遺跡 で最 も古 く 5:世 ‐
紀 の初
めごろの ものです。 この船 に乗 つて渡来人 と馬 が来た
ので しょ っ。
これ らの準構造船 は、全長約

10傷 。 lo名 ほ どで

漕 ぎ、人が歩 く速 さで進 みま した。荒波 の玄界灘 を越
えるのはかな り危険 を￨と も、
ない 、多 くの船 が海 の底 に
沈 んだ と考 え られ てい ます。

蔀屋北遺跡 準構造船をリサイクル した井戸 スギ材

集 落 か らi出 上 した蒙 古系￨の 馬
≪子馬 ≫ 四條畷市では、集落 か ら馬骨・ 馬歯が多
量に出土 します。蔀屋北遺跡 では、乳歯 のある 2歳
馬が出土 しています。生きていればハ ミをつ ける練
習 を してい たで しょう。馬 にとつてハ ミは、 口に異
物 を入れ られ るの ですか ら:と て も嫌が ります。調教
して、馬が 人 を乗せ られ る.よ うになる 5歳 ごろによ
うや く出荷。 この子馬は牧 の存在 を裏付 けま した。
蒙古 系 の血 統 を継 ぐ本 曽馬

昭和終わ り頃に木曽福島で撮影

戸

忍 ケ丘駅前遺跡 .子 馬形埴輪

蔀屋北遺跡 子馬の歯
永久歯が乳歯の下に隠れています (0内 が平L歯 )

≪1愛 馬 の埋葬 ≫蔀屋 北遺跡 で多 くの馬骨 が 出土 して
い ます 。 と りわけ遺存状 態 の良 い馬 一体分 が横 たわ
るよ うに して出土 しま した。 この馬 は、体高
cIIlの

124

蒙古:系 馬 で、死 に際 し廃 棄 された もの ではな く

丁1重 に葬 られてい ま:し た。現在 、保存処理 され近 つ
飛 鳥博物館 で展示公 開 され ています。また、「なわて
水′
み らいセ ンター」敷地 に馬 一体 ￨の レプ リカや説 明
板 が設置 され ていま￨す 。 ぜひ 、 ご覧 くだ さい。
≪馬 を焼 く≫中野遺跡 では、火 を使 う祭祀 に使 われ

蔀屋北遺跡

愛馬の埋葬

体高 124事

ン

た と考 えてい る焼 け木 と下顎骨 が 出土 してい ます。

この馬骨が四條畷で最初 の発見 となった記念 的な馬です。今か ら40年 ほ ど前 の調査ですが、当時は古
墳調査 が花盛 りの時で、ヤマ ト政権 を支 えた馬飼集団の話な ど注 目され ることはあ りませんで した。
≪1井 戸 の中 の馬￨≫ 同 じ中野遺跡 か ら、井戸 の 中位堆積土層か ら板材 の上に乗せた馬頭骨 が出土。頭骨 の
上には石 と土器 が置 かれていま した。これは井戸 の1廃 棄 に伴 う祭祀 と考えています。この1後 、次 々 と馬
骨が発見 され、渡来人 がこの地 に根 をおろした証拠 とな る陶質士器や韓式系土器が1多 量に出土 していま
す。

馬 具 (今 も昔 も変 わ らな い デ ザイ ン)
≪乗馬の1道 具 ≫蔀屋北遺跡 では馬:具 も出土 しま した。馬 の日にかませ るハ ミ (鉄 製鎌轡 )。 乗馬 の際 に
脚 をかけるカシ製 ―木造 りのアブ ミ2点 。黒漆塗 り木製鞍 が出土 しま した。これ ら:の 馬具は古墳 出土の
きらびやかなもの ではあ りませんが、牧で使 う実用性 の高い ものです。
≪本物そ つ くり馬形埴輸 ≫南山下遣跡 出土の馬形埴輪は、ず ん ぐりとして足が短い馬 です。蒙古系の馬
の体形や表情、馬具な どがよく観察 され ていて忠実につ くられた埴輪です。この馬 がつ けてい る馬具は
先述 の蔀屋北遺跡で出土 した馬具 とうり二つ。馬具の出土に よつて埴輪 の資料的価値 も高.く な りま した。
≪飼育・乗馬 に必要￨な 道具 ≫馬 の体を手入れす るブラシは、ほこりや虫か ら皮膚を守 ります。馬 を走 ら
せ るにはムチは欠かせません。
市内の遺跡か ら鉄滓や羽 国の出土 もみ られ、馬具な どの鉄製 品を作 ったり、修理 もしま した。

南山下遺跡 馬形埴輸

口 にかませて制御するハ ミ

ハ ミをかんだ 馬

乗馬 の時 に足 を か ける ア プミ

奈良井遺跡

の時 に腰 をかける鞍 (後 輸)
乗馬‐

ムチとブラシ

神功皇后 (仲 哀天皇 9年 10月 )
『 新羅 Iよ 、天地 とともに長 く、降伏 じ
て馬飼部 とな り、1船 の舵 を乾かさず に、
春秋 に馬 を洗 うクシとム チを献 じま し
ょう』

馬 飼 集 団 の馬 の 祀 り
≪馬 のい1ナ にえ》奈 良井遺跡や鎌 田遺跡 の祭祀場 では 、馬 を
生 け贄 に して祀 りを していま した。私たちに とつて は残酷 に
思 い ます。当時 の人 々 も大切 な馬を犠牲 にす るの は忍び なか
つた と思い ますが、牧 の繁栄 を願 う強 さの あ らわれで 、何 よ
りも大切な 馬 を犠牲 に したのです。儀式 のハ イ ライ トは、馬
の首 を切 り落 とし、神様 に捧 げる瞬間だ つたで しょ う。
≪:奈 良井遺跡 の祀 り場 ≫で は、一辺 40mの 方形台状 を とり
巻 く溝 か ら 9頭 分 の馬 が 出土 して い ます。生 け贄に され た馬

・■ t
ヽ二
奈良井遺跡

い けにえに され た馬 の頭 骨

の首は、今切 り落 としたか と思 うほ ど生 々 しい姿 で出土 しま
した。板 に載せ られ た馬 一体 も出土 しま したが、遺存状態 は
良 くあ りませ んで した。
祀 りで使 われた道具 として、36個 の滑石製 自玉入 りの須
恵器大甕、 ミニチ ュアの人形

12点・ 馬形 5点 と先述 のブ ラ

シ とムチが出土 しま した。
≪:鎌 田遺跡の祀 り場 ≫では、ス リザサ ラを奏で、玉や木製 の
矢や刀 を使 い ま した。渡来品 ,と 考 え られ る金 製 垂飾 (耳 飾 り 奈良井遺跡

人と馬の ミニチュア土製品

か ?)の 一部 も出土 しています。 どち らの遺跡 か らも朝鮮
半島 か ら運 ばれた陶質土器や韓式系土器 が 出土 して い ます。
鎌田遺跡 楽器のスリザサラ

騎∵

奈良井遺跡・ 中野遺跡
コ ップ形を した製塩土器

手前 は馬の歯

後列 :四 條畷小学校内遺跡 右 :奈 良井遺跡 左 :中 野適跡
朝鮮半島から運ばれてきた陶質土器

ネ馬の文化叢書 2 古代 馬と日本史 高橋富雄編 財団法人馬事文化財団
牧 場 の条件
元信議史学会会長―志茂樹氏 (故 )に よる論文は、牧場の条件がわかりやすぐ書かれています。
『 放牧地域の広さは、馬一匹につき 1〜 2町 歩前後を必要とするとのことであるから、その頭数によっては相当の広範囲を
必要としたことが推察される。その土地は幾分の傾斜をも:っ た、酸性土壌ではない乾燥性の肥沃なところを必要:と する。何と
いっても豊かな、栄養価値の高い牧草の繁茂する土地でなくてはならず、それに相当量の清水は絶対に必要であり、土質は馬
の蹄を強 くするに適するところが望ましい。もなみに水は繁飼の際は馬一匹につき一日に 1斗 〜2斗 を必要とするとのことで
ある。
なほ、放牧地帯は純然たる草原地帯より常緑樹の雑林を交えた、斜陽率 50:燿 度のところが最も条件にかなつているとき
・・・ ・・
れている。それに高度の高いところを併せ持つていれば紫外線が強いので、よい牧草を供給することができる。
大体において放牧地帯は高度の高い方向に延びていつた公算が大きいようである。牧場を廃棄するのは、牧車が育たなくな
つた、疲病などでその地域力 適当とされた時である』
'不

￨
讃島 の牧 は、生 駒山系
の西側裾野。
日 当た りの良 い.傾 斜
をもつ、雑林 のある牧
場 で した。

←難波海

北

大和→

日本 書 紀 に 見 る 馬 飼 三 氏
日本書紀に登場す る荒籠は渡来人 の馬飼 の リー ダー で した。荒籠は継体天皇 の即位へ と導 き信頼 を確かなもの
に しま した。
■ 日本書紀 履 中天皇 5年 9月 の条
天皇が淡路嶋に狩 を した 日に、河内馬飼部 らが駕に従 つて轡 をつ け手綱をつ けた と記 されてい るが、これが河
内の馬飼 についての記述 の最初 です。
■ 日本書紀 継体天皇 元年正月 の条
河内馬飼首荒籠 (か わちの うまかひのおび とあ らこ)は 天皇 の即位 を導い た重要な人物です。首 は中小 豪族に
与えた氏族 の姓 の一つです。
同 23年 4月 の条 近江毛野臣 (お ふみのけなのおみ)の 従者 として河内馬飼 首御狩 (か わちの うまかひのお
び とみか り)
河内母樹馬飼首御狩 (か わちのお もの きの うまかひ のおび とみか り)と い う人物 があらわ
1同 24年 9月 の条
れます。 この河内母樹は河内母木 邑のこ とで東大阪市豊浦町付近である.と 考えられます。
■ 日本書紀 欽明天皇 22年 二月の条
河 内馬飼首押勝 (か わちの うまかひのおび とお しかつ)と い う人物 が登場。
■ 日本書紀 天武天皇 112年 9月 ・ 10月 の条
川内馬飼造 (か ふち)・ 娑羅羅馬飼造 (さ らら)・ 菟野馬飼造 (う の)が 連 の姓を賜 つたことが記 されています。
この馬飼 三氏の うち娑羅羅馬飼造 と党野馬飼造は四條畷あたりに在住 したか、も しくは出身 とみ られ ます。

牧と馬に関わる文献
■ 日本書紀 応神天皇 15年 8月 6日 条
つた。軽坂 の辺 の菫 で養 つた。
・・・ oそ れで、そ の馬 を養 つた とこ
百済王が向置伎を派遣 して、良馬 二匹を
ろを、厩坂 とよぶのである。 (橿 原 市大軽町付近)
'言
■ 日本書紀 安閑天皇 2年 (535)9月 13日 条
牛を難波 の大隅島 (東 淀川区南大道町・ 西大道町)と 姫島 (西 淀川区姫島町)の 松原 とに放せ。
(こ の牧 を廃止 して人民が水 田を増やす ことを許 し1た のは霊亀 2年 (716))
■ 日本書紀 欽明天皇 23年 (562)7月 1日 条、
日本に留ま った新羅 の使者 は河内の国の更荒郡 の曲鵜野 (鵜 野)の 邑の新羅 の人 の先祖 である
鵜野讚良皇女)
孝徳天 皇 2年

■日本書紀

(後 の持統天皇は

(646)正 月条

駅馬 、伝馬 を給 うのは、みな鈴、伝符に よる。 (駅 馬 を供 給す ることので きる牧が存在 した証 しです)
伝鈴 =駅 馬・ 伝馬 の制度 の設置に伴 つて造 られた と考 えられてお り、官吏は駅にお いて、 この鈴を鳴 らして馬 を
走 らせま した。
天智天皇 7年

■ 日本書紀

(668)7月 条

近江 の国は武術を訓練 した。 また多 くの:牧 を設置 して馬を放牧 した。 (こ れが放牧の初見)
■続 日本書紀 文武天皇 4年 (700)3月 17日 条
諸国に命 じて牧場 の地を定め、牛馬を放牧 させた。
これが国牧の初見 です。ただ し牧 が どこであったかはよ くわか ってい ませんが、信濃・ 甲斐 。上野・ 武蔵などが
放牧敵地であり、最 も早 くか ら国の牧 が設置 された と想定 されています。
牧は大宝律令 (702年 頒布 )で きび しく管理 されま した。馬は 国家 の資であ り有事 の備 えとして重要性 は益 々
高ま りま した。
■続 日本書紀

文武天皇

(大 宝 2年

=702)

初 めて紀伊国に賀陀 働日
太 )の 馬家を設 けました。淡路に渡 る港の ためです。
飼馬株料

■続 日本書紀

文武天皇 (慶 雲 3年 =706)

諸国の騎兵 660人 が天皇の乗 り物につ き従 いま した。

■続 日本書紀

元明天皇

(和 銅 2年 ‐ 709)。

隼人 の郡司以下 186人 が

朝廷 に参内 し、諸国の騎兵 500人 を召 して行列の威儀 をととのえま した。
平城京遷都 (710)で は、 どれだけの騎 士が行列 したかは想像できます。

夏冬

季

米
￨

式

升 升

喜

伊賀国向畠郡には署象駅

夏冬

塩

延

うえむら

嶋下郡 には殖村 駅

夏冬

三升
二升

摂津国;嶋 上 郡 には大原駅

上馬

河内国交野には楠葉駅

中馬

綴喜郡には山本駅
一升

山背国相楽郡には岡田駅

下馬

に近い主要な所 に≪駅 ≫を設けま した。

貶

(711)平 城京遷都 の翌年、初 めて都

二句

元明天皇 和銅 4年

一句

■続 日本書記

二十

一升

一升

奎￨

当時 の一 升 は 4合
馬 の飼料
大宝律令 は奈 良時代 延喜式 は平安時代

古代律令制 の成立 と共に駅伝制 が導入 され、各国の連絡 のために東海道・ 山陽道な どの 官道 を整備 し、駅 を各所
に設 け られま した。駅は官道 を騎乗で往来す る人 々に便宜 を図ると共に、駅備 え付けの駅馬によつて早馬 を走 ら
せて手紙や荷物 を運ぶ役割 を果た しま した。

ま とめ
:国 牧 が設置 されたのは文武天皇

4年

(700)と いわれています。 この頃には、讃良の牧はす っか り姿を消 し

讃良の地洛 や渡来系の馬飼 いに関わる人名 にだけ残 りま した。鵜野讃良皇女

(持 統天皇)の 鵜野 (菟 野

)讃 良は

まさに渡来人の本拠地 といえます。
讃良の牧 が消滅 した後 の牧 の所在地は明確 ではあ りませんが、 田畑が開墾 されていな い山林 。原野な ど未開の
地が選ばれ、信濃・ 甲斐 。上野・ 武蔵な どで国 の牧 として最 も早 く設置 されたで しよ う。奈良時代 の大宝律令に
は飼育に関することがきめ細か く記載 されてい ますが 、この頃に馬の飼育方法が定め られた とい うわけではなく、
讃良の渡来系馬飼集団などの飼育や調教技術 が引き継 がれていつたのではないか と思 います。
讃 良の牧はごく初嘲 の牧場 ですが、馬飼 いの熱意 で、疫病などの恐怖か らのがれて、 200年 間も牧 が続 いた
ことは驚異 とい えるで しょ う。
大和朝廷が原初的な国の まとま りをつ くり上げるためには、讃良の馬が重要な役割 を果 た したに違 い あ りませ
れ

『待 つてろよ。今、おいしい水をやるか らな」
若 い馬飼が馬の世話をしています。井戸は準構 造船 をリサイクル したものです

