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『諸国産物見立相撲』を用いた授業実践例
私立海城高等学校

「見立番付」とは，江戸期に出版や印刷文化の

明記が確認される。

進展を受けて，庶民向けに売り出されたさまざま

「番付」には，一般に，祭礼，山・川・温泉の効能・

なモノをのせた一枚摺の「ランキングチラシ」で

花や松・酒・俳諧師など多種のものがある。そし

ある。こうした「チラシ」類の登場は，読み手の

て，江戸時代ばかりでなく明治以降の近代社会で

存在やその広がりを考える必要がある。寺子屋な

もくりかえし流布されて，現代の例えば「高額納

どの庶民教育機関の普及を通じて識字階級が大き

税者番付」などのランキングにつながっている。

な裾野を広げつつあったことが背景にあった。

次に，この「番付」にのるということは何を意

まず，全体をながめて筆太の文字・筆致に注目

味するのだろうか。
「番付」はいわばガイドの役割

してみよう。これは，18 世紀末に根岸治右衛門

を果たし，読者（購買者・消費者）はこれを読む

が書いた書体が定着し，
「根岸流」とよばれる字

ことで，地理的に認識できる空間が広がった。そ

体である。現在，「日本相撲協会」の番付にも踏

してランキングされたものに関して，読者に安心

襲されているので，生徒にもなじみになっている

感を与える機能をもった。つまり，そこにのった

だろう。

モノは信用とブランド力をもったといえる。これ

この「番付」には書かれていないのだが，一般

は，18 世紀半ば以降，米価が下がっていったため，

の「見立番付」には中央に「蒙御免」と大きく書か

各地域で特産品をつくり出し，それを商品作物と

れている場合がある。これは，江戸の民衆に人気

して市場に売り出して現金を得ていこうとする動

のあった相撲の番付の形式をとっていることに由

きが活発化したことと連動していたのである。
まずは，以上のことを大きな「前提」として生

来する。
相撲は，17 世紀の後半から寺社への勧進の形
式をとって興行として行われることが定着した。
興行で集まった金銭の一部ないしは全部が寺社の
修理や建物の新増築の「もとで」となることが前
提であった。したがって，
その興行は，
「寺社奉行」
の「御免」
（免許・許し）を得て行われていること
を示すのである。
そして，こうしたランキング表示の媒体として，
相撲番付の形式をとっていることがより多くの
人々の関心・注意を喚起したのであろう。
ところで，
「見立」とはいったい何を意味する
のだろうか。「見立てる」とは，本物ではないが，

徒に語っておこう。そして，生徒とともに，現物
を見てみよう。
「さて，全体を見わたしてみて，何でも気づい
たことを指摘してみて」とよびかけてみよう。
A さん「勧進元が『京羽二重』となっていますが，
これはどんな意味があるのでしょうか」
B さん「私は，真ん中の行司の意味について知
りたいです」
C さん「大関で，東方が『陸奥

松前昆布』って

なってますが，そんなに皆に知られたものだった
のでしょうか」
D さん「大関で，西方の『土佐

鰹節』に興味が

仮にそれを「本物」として代用して考えるという

あります。私の家では，煮物をつくるときには欠

ことであろう。つまり「相撲興行」に見立てると

かせない出汁ですから」

いうことである。そして
「相撲興行」
をうたう以上，

「よし，わかった。順番に答えていこうか。じゃ，

そこには勝負にかかわらない（ランキングからは

まず A さんの疑問に答えるね。この『番付』の左

中立の立場だが，
「相撲」全体を統括して興行と

下の欄外を見てごらん。京都の『五條大橋東詰町』

して成り立たせる）行司・勧進元・世話人などの
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『正本屋堅治』が木版で出しているよね。
『京羽二

重』は西陣などで白くて はだざわりのすごくいい

をつなぐ，大切なモノなんだ。『陸奥

松前昆布』

絹生地としてさかんにつくられ高額で取り引きさ

とあるけれど，昆布は寒流系の海藻をいう。すで

れたので，資金がたくさんあつかえると考えられ

に，8 世紀の平城京木簡からも『陸奥国名取郡』か

たんじゃないだろうか。もう一つは元禄期に出版

らの贄として平城京に上納されている。名取郡と

された実用的な京都案内書に『京羽二重』がある

は，今の宮城県仙台市周辺をいうので，おそらく

ので，その網羅性や検索性の高さにあやかってい

現在の北海道産の昆布を中継して上納したのだろ

るのかもしれない」

うと推定されている。また，すでに習った 14 世

「次に，B さんの行司の意味なんだけど，
『東方』

紀の『庭訓往来』という通信文の文例集にも『宇賀

の代表として『江戸現銀店・両国舩遊』が，
『西方』

昆布』が出てくる。宇賀は現在の函館市の地名だ

の代表として『北山茸狩・北濱米市』がそれぞれ

し，いまも高級なマコンブの産地なんだよ。」

あげられているね。江戸と大坂という巨大な都市

C さん「先生，僕も朝起きて登校までの時間が

で，よく知られた遊楽の代表として『両国の船遊

ないとき，おぼろ昆布に醤油をかけて簡単な昆布

び』と『京都北山のきのこ（マツタケ）狩り』があ

汁をつくって飲んできます」
「それはまさにファストフードだね。さて，本

がっているのだろうね。ここには，都市に住んで
いる人たちの楽しみや，暮らしの余裕がみえるね。

題だ。江戸期に西廻り航路や北前船が蝦夷地から

江戸の両替屋と大坂の米価決定にかかわった大

北陸・下関を経て瀬戸内海を通じて大坂・京都と

坂・堂島北浜の米市があげられているのも，そう

いう大消費地とをつなぐネットワークができるだ

した都市生活の余裕を支えていると考えられてい

ろう（図）。このネットワークにのって初めて昆

たことの現れだろう。つまり，あくまでもシャレ

布は大量に北陸や大坂などの上方へ商品として流

で「相撲興行」
をするうえでの経済的な基盤が整っ

れ込んでいったんだ。そして，日常のだし汁とし

ていることを示したものなのだろう」

て，あるいは C さんが言うように昆布そのもの

「C さん。そうなんだ。
『昆布』こそ，江戸時代

を食品として食べる習慣ができあがっていく。ほ

の海運のネットワークや，日本列島の外の世界と

かの食材と一緒に炊き込み佃煮にして商品として
売るようになった。今でも大阪の町
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を
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けるよ。また，北海の産物の 鰊 う
どんが京都では名物になっているよ

はこだて
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しん

そして，富山藩が専売にした薬とそ
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▲図：北前船で昆布を運んだルート（『社会科
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れを全国に「置き薬」の形で売る売
薬商人のネットワークにのって，領
内で商売をするお礼として昆布が薩
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摩藩に納入された。つまり，昆布ははるか薩摩ま

乾燥・燻製が始まったので，長期の貯蔵に耐える

で伝わっていったんだ。薩摩藩は琉球王国との接

鰹節ができるようになったんだ。
『鰹節』自体，旨

遇とその支配を役にしていたから，薩摩藩を通じ

みを担うイノシン酸を豊かに含むので，D さんが

て琉球王国へと昆布の販路はのびていき，中国大

いうような煮物の出汁として携帯にも便利で長持

陸の清に漢方薬・高級食材として輸出されていた

ちのする不可欠の商品になっていったんだ」

ハイダイ

んだ。現代中国では昆布を『海帯』というけれど，
まさに，海をつなぐ帯のような役割を果たしたん

う出汁に使われるものですよね。これって何か意

だな。もちろん，沖縄でも昆布そのものをいため

味があるのでしょうか」

て食べる『クーブイリチー』
（写真②）という料理
があるね」
「ところで，昆布が自生しない中国で，なぜ昆
布が受け入れられたのだろうか？」
生徒全員「？」
「1950年代に，曾呈奎（Ceng Chengkui 1909−

「これは仮説だけど，毎日の食事をつくるとき
に，人々が一番身近な調味料・出汁をとる素材と
しての『昆布』『鰹節』を最高位の『大関』の位置に
持ってきて，
『番付』読者の注意をひく『つかみ』
にしたんじゃないかな」
最後に，
「右欄外にも『それ
つく

産物ハ廣大にし

2005）という海藻学者が，自ら海にもぐり，遼寧・

て百紙にも極しがたく』とあるように，すべてに

山東などの北の海域で低温育苗した昆布を低温輸

わたって取りあげることはできない。今回触れら

送して福建・広東などの南の海域にもっていき，

れなかった『関脇』『小結』『前頭』などにも，す

より大きく育てる技術を開発した。こうして昆布

ぐれた材料があるはずだ。君たちも，興味をひか

の養殖が定着して自給が完成するのだけれど，そ

れる産地とモノについて，インターネットや，そ

れ以前の中国では日本列島を初めとする周辺地域

の土地の博物館などに問い合わせて調べてみると，

からの輸入に依存していたんだ。昆布は，アルギ

その土地ごとのたどった歴史や人間の努力の跡と

ン酸などの多糖類，リン・亜鉛・ヨードなどのミ

深い関係をもっていることがわかって，日本を見

ネラル類を含んでいる。一方，中国の四川・湖北・

直せるよ。そして，それぞれの地域に “ これは ”

湖南・江西などの内陸部ではヨード不足から甲状

という産物があることによって，江戸期の日本列

腺異常の風土病があり，そうした病に効く漢方薬

島社会は，いわゆる一極集中しない豊かな成長を

の素材としても必需品だったんだ」

とげていたといえるんじゃないかな」という励ま

「D さんの指摘も身近なところからでおもしろい。
『土佐

鰹節』とあるが，おそらく土佐清水沖を中

心とする，ソウダガツオ（高知の地元ではメジカ）
を燻製加工してつくったものなんだろう。カツオ
の生息域になる黒潮が通る海域になっているか
らね。さらに1822（文政 5）年の『鰹節番付』では，
『大関

土佐清水』と見えるんだよ。ところで，こ

しと問題提起の言葉で生徒たちの知的好奇心を刺
激しておきたい。
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