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左：「降松妙見社縁起写」（多賀社文庫 434） 右：「広文庫」の「めうけんぼさつ」の項より転載） 

 

 

大内氏は、北辰（北極）の象徴で

ある妙見菩薩をあがめる、特徴ある

信仰（「妙見信仰」）をもっていまし

た。 

ここでは、大内氏の妙見信仰にか

かわる史料のなかに象徴的に現れる

「亀」を紹介し、それらをもとにして、大

内氏の内面世界をたずねてみましょう。 

長享元年（1487）、大内政弘

は、鷹の餌として、鼈（スッポン）・

亀・蛇を用いることを、「氷上山仕者」

であるからという理由で禁じました

（裏面参照）。大内氏の信仰の中

心であった氷上山（山口市）にかか

わる「氷上山興隆寺之図」（軸物

136）にも「亀池」が画かれており

（裏面参照）、大内氏が亀を大切

にしていたことがわかります。 

大内氏が亀蛇を保護し、また氷上

山において鼈や亀蛇を「妙見の仕者」

となしていた理由については、次のよう

に考えることができます。すなわち、妙

見＝北辰は「北のシンボル」であり、

北のシンボルは「玄武＝亀蛇」で表さ

れます。スッポンはその長い首から、亀

と蛇の合体、すなわち玄武そのものと

してとらえられていたのではないでしょう

か。 

また、大内政弘は幼名を「亀童丸」

といいますが、この幼名は、子の義興、

孫の義隆と三代にわたって受け継が

れました。「亀童丸」という名について

は、当時一般的に流布していた妙見

菩薩像が、「亀に乗った童形の菩薩」

像であることから、「亀童丸」は、そのま

ま妙見菩薩そのものを意味するのでは

ないかと考えられます（上の右図参

照）。 

写真左は、大内氏の妙見信仰の

根源地ともいえる下松の妙見に出現

した白亀の図。ここでも「亀蛇は妙見

星の使わしめたまうところのものなり」と

述べています。 

 

妙見と「亀池」 

 

 
下松の妙見社の流れをくむ鷲頭寺

の亀池。現在もたくさんの亀が保護さ

れています。 

 

 
大内盛見が自らの一族の先祖の墓

とみなして体裁を整えたと考えられる

車塚妙見社（防府市）にも亀池が

現存します。 

亀 
大内氏と亀 
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「鷹餌鼈亀禁制事」（「大内家諸留書」、毛利家文庫 27諸家 4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氷上山妙見の「亀池」（軸物 136。妙見下宮の左方に「亀池」が描かれています。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*右の読みは『中世法制史料集 第三巻武家家法Ⅰ』（岩波書店、1965）

によります。条文は諸本により小異があります。 

亀池 
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藤岡家文書 1「大内義興父子遊山書留」（冒頭部分） 
 

 

戦国武将は鷹を大変好みました。

鷹はいうまでもなく鷹狩りに必須であ

り、贈答品としても人気がありました。

特に朝鮮半島の鷹は舶来品として、

珍重されたようです。ここでは、大内

氏と織田信長という二人の武将と鷹

の関わりを紹介してみます。 
 

１．大内氏の鷹狩り 

大永元年(1521)の晩秋に大内

義興とその嫡子義隆は、供を従え、

鷹狩りと松茸狩りに出かけています。 

その時の記録によると、五剋(午前

8 時前後）前に館を出発。「巣鷹」

（巣から捕まえてきた鷹のひな）２

連を吉田新九郎と大原孫兵衛尉

の２名が責任者として世話をし、周

防国吉敷郡菅内（すげうち）の

「中之壇」(現山口市)という野で鷹

狩りを行っています。その後、四剋

(午前 10 時前後)には、「松茸山」

に到着して松茸狩りを楽しんでいま

すので、鷹狩りに要した時間は移動

時間を除くと、正味半剋（小一時

間）といったところでしょうか。 

一行は、名前が判明する者だけで

も 50 名を数えます。その中には、

問田･野田･内藤･杉といった一族･

重臣や「御走衆」と呼ばれた当主の

親衛隊に混じって、陰陽博士、京

都から下向してきた医者、同朋衆

(大名に近侍して芸能・茶事・雑役

を務めた僧体の者)たちもいました。 

しかし、この日の鷹狩りは松茸狩り

とセットで行われ、メインは松茸狩り

とその後の酒宴だったようです。した

がって、果たしてこの中の何人が実

際に鷹狩りに参加したのかはよくわか

りません。 

大内氏父子は満足したようです。

今回行事（特に松茸狩りと酒宴）

の世話役であり、この記録を書き留

めた宮内胤宗は、後日太刀を拝領

しています。 

 

戦国武将と鷹 
 

酉

午

龍

寅 

 
 

鷹の数え方 
 

 

鷹は「ひともと・ふたもと」または「いち

れん・にれん」と数えます。表記は「一

本・二本」 「一連（聯）・二連

（聯）」 

【本（もと）】鷹狩に使う鷹を数える

のに用いる。（『日本国語大辞

典』） 

【連（れん）】鷹の数を数えるのに用

いる。手につらね据えるところからい

ったものか。（『日本国語大辞

典』） 

なお、鷹匠のことを「鷹居（たかす

え）」ともいい、鷹も「一居・二居」と

表記した例がまま見られますが、その

場合も、数え方は「ひともと・ふたもと」

と読みが振ってあることが多いようで

す。 
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２．鷹をもらった信長 

織田信長も他の戦国武将の例に洩れず、鷹狩りを

大変好んだといわれています。したがって、信長と誼を通

じようとする各地の武将にとって、鷹は有効な贈り物の

一つでした。 

戦国時代の瀬戸内海最大の海上勢力で「海の大

名」ともいうべき能島（のしま）村上氏も、信長に鷹を

贈って、歓心を買っていることを示す手紙が当館に遺っ

ています。内容を意訳すると、以下のようになります。 

「雌の鷹が一羽届いた。遠いところ親切な心遣いを

大変喜ばしく思う。特別に大変大事にしている。よって、

その方面において私に対して忠義を尽くすつもりだという

旨は、非常に殊勝なことである。今後ますます他を顧み

ずに尽力するように。次に、望みがあるのであれば、自

分としてはまったく異論はない。気にかけておくつもりであ

る。」 

 

 

 

 

末尾の一文「お前の望みについては、気にかけておい

てやる」とは、何と偉そうな物言いなのでしょうか。 

この手紙は、①相手の名前の書き始めの高さが、日

付のそれよりも低い位置に書かれてある、②相手の名

前の末尾に添えられた「殿」の字がひらがなに見えるくら

い崩れている等、その形式も相手に対する敬意の度合

いが低いもの（薄礼）となっています。 

この手紙は、天正７～９年（1579～81）頃のも

のと考えられます。天下人の座をほぼ手中にした信長の

思い切り「上から目線」の手紙といえるのかもしれません。 

ところで、能島村上氏はこの鷹をどこから入手したの

でしょうか？能島村上氏は瀬戸内海だけでなく、関門

海峡を越えて九州の諸勢力とも交流を持っていました。

彼らは海の世界を通じて外国とも盛んに交易を行って

いました。そういったことから想像をたくましくすれば、ある

いは彼らとの交易を通じて手に入れた朝鮮の鷹だったの

かもしれません。 

 

 

 

 

 

鷹狩り用の鷹の種類 

 
型 名称 雌雄 表記 よみ 鷹狩適否 

タカ目タカ科 

クマタカ属 
大型 クマタカ - 角鷹・熊鷹 くまたか △ 

タカ目タカ科 

ハイタカ属 

大型 オオタカ 
オス 兄鷹 しょう △ 

メス 弟鷹・大鷹 だい・おおたか ○ 

中型 
ハシタカ 

（ハイタカ） 

オス このり・兄鷂 このり △ 

メス 箸鷹・鷂 はしたか・はいたか ○ 

小型 ツミ 
オス 雀𪀚・悦哉 えっさい △ 

メス 雀鷹・雀鷂 つみ・すずめたか ○ 

ハヤブサ目 

ハヤブサ科 

ハヤブサ属 

中型 ハヤブサ - 隼 はやぶさ ○ 

 

村上家文書 5「織田信長朱印状」 
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「犬追物口伝日記」奥書（毛利家文庫 15文武 11 「騎射紀事料案」） 

 

 

鎌倉時代の武士は、日頃から武

芸の訓練に励みました。この訓練とし

て笠懸・流鏑馬とともに行われたのが、

走る犬を馬上から射る「犬追物」です

（騎射三物）。なかでも犬追物は

広い土地や多くの人馬に加えて数多

くの犬の準備が必要だったため、有力

な武士のあいだで行われました。 

室町時代になると犬追物はしだい

に定型化し、また小笠原流などの流

派の「口伝」（くでん。秘伝を師が弟

子に直接伝授すること）が行われまし

た。写真は、小笠原流犬追物の「秘

説」が文明 14 年（1482）に陶尾

張守（弘護）に対して伝授され、そ

の大概を記した記録が与えられたこと

を示すもので、その記録の原本は防

府市の毛利博物館に現存します

（複製物は当館で閲覧可能です。

裏面参照）。 

陶氏がさかんに犬追物を行っていた

であろうことは、天文 7 年（1538）

5 月におそらく山口の「陶殿」で犬追

物が行われていること（「毛利隆元山

口滞留日記」）や、当時の陶氏の本

拠である富田保（現周南市）に「犬

馬場」（犬追物が行われたフィールド）

という地名があったことなどからうかがえ

ます。 

大内氏もさかんに犬追物を行いま

したが、16 世紀の大内義隆の時代

になると、しだいに娯楽色の強い競技

となっていたようです。 

防長における犬追物は、近世に入

り、毛利氏の時代には廃絶しました。

動物保護の観点からも、今後も決し

て復活しない競技だと思われます。 

その意味では、これらの記録は、犬

追物という文化のありようを知ることの

できる、たいへん貴重な遺産ともいえ

るでしょう。 

 

「犬馬場」という地名 

 
 

「犬馬場」（いぬのばば）地名

は、当館の徳山毛利家文庫 打渡

帳 30「防州都濃郡富田保打渡坪

付 五」（元和 8 年（1622）、

写真）や同 57「寛永御打渡牒」

（寛永 3 年（1626））に見えま

すが、その後は見えなくなります。 

犬追物の廃絶とともに消えていった

地名だと考えられます。 

戌 
中世の武将と「犬追物」 
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大内氏関係の「犬追物」の記録 

和暦 西暦 出典 主催 大内氏 場所 

明徳 04 1393/10/19 後鑑 足利義満 大内義弘・弘茂・満弘 泉州堺 

明徳 04 1393/10/21 後鑑 足利義満 大内義弘 泉州堺 

永正 06 1509/03/27 実隆公記 足利義尹 大内義興 京 室町殿 

永正 07 1510/04/03 実隆公記 大内義興 大内義興 京 大内義興許 

永正 07 1510/04/12 道照愚草 大内義興 大内義興 京 吉良殿御所 

永正 07 1510/07/07 犬追物手組日記 大内義興 大内義興 京 大内殿馬場 

永正 07 1510/07/19 犬追物手組日記 伊勢貞陸 大内義興 京 伊勢守馬場 

永正 07 1511/08/09 実隆公記 大内義興 大内義興 京 大内宿所 

永正 08 1511/06/28 実隆公記 細川高国 大内義興 京 細川方 

永正 10 1513/09/14 後法成寺関白記 細川高国 大内義興 京 細川方 

天文 07 1538/5/16 毛利隆元山口滞留日記 陶隆房 大内義隆 山口？ 陶殿 

天文 07 1538/5/18 毛利隆元山口滞留日記 大内義隆 大内義隆 山口 殿中 

天文 07 1538/6/16 毛利隆元山口滞留日記 大内義隆 大内義隆 山口 殿中 

 

 

「犬追物口伝日記」（「毛利家文書写真帳 191」、現物は毛利博物館蔵） 
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「御留守居所日記」（左：天和 3年 2月 25日条 右：同 2年正月 25日条） 
 

 

１．「御留守居所日記」の中のツルたち 

「御留守居所日記」（毛利家文庫

19 日記７）22 冊は、萩藩主第３

代毛利吉就が在府し、国許を留守に

していた天和２～３年(1682～83)、

萩藩領内で起きた火事や逃散・殺人

などなど、さまざまな社会的事件や事故

を記録した史料です。原本であり、後

世の写本ではありません。ただし、天和

３年の場合３・４月分を全く欠くなど、

一部欠損部が見られます。 

社会世相のほかにも鯨やツルなど動

物の捕獲や観察に関する記事もよく出

てきます。例えば、萩城の堀には白鳥

や獺（カワウソ）が居ついています。白

鳥はそこで抱卵さえしており、番人がつ

けられ、観察が続けられていました。 
 「御城御堀之白鳥之玉（子）三

ツ之内弐ツ喰つぶし申候、云々」

（2年 3月 3日条） 

城堀の白鳥が獺に襲われたらしい話

も記されています。 
 「御城御堀之白鳥壱羽脇之下を

喰（われ）候て今晩方おち申候、

多分獺にて可有之候、云々」（3

年 10月 8日条） 

この獺は、3 年 10 月 22 日、御

歴々の面前で狩猟される手はずでした

が、当日は荒天で記載が無く、計画は

実現しなかったようです。 

萩藩にとって鶴は当時、幕府からの

拝領品であるとともに幕府への献上品

でもありました。「初鶴」と称して、渡来

初期には盛んに捕獲され、献上候補と

して処理保存されました。日記では、捕

獲されたツル毎に、そのさまが代官を通

じて報告されていたことがわかります。 

捕獲されたツルの種類は、確認でき

る 73 例中、50 例が黒鶴（ナベヅ

ル）、22 例が真鶴、そして丹頂が１

例です。丹頂は、小郡宰判で捕獲され

ています。なお、八代（現周南市）へ
渡来するツルはナベヅルです。 

 「たんてう（丹頂）鶴（ママ)壱羽、

小沢七右衛門才判所にて三戸勝

右衛門与（組）之者うち出候通

蔵元両人より申越候付而、右之趣

記録史料の中のツルたち 
 

酉

午

龍

寅 

 
 

「御留守居所日記」 

鶴の捕獲数 
 

 天和 2年 1月 1日～天

和 3年 12月末の合計で

す。 

 

宰判名 （羽） 

大島 4 

山代 1 

上関 1 

熊毛 7 

都濃 3 

三田尻 4 

小郡 34 

山口 2 

船木 5 

吉田 2 

先大津 16 

前大津 2 

（大津郡） 4 

奥阿武 10 

（見島） 9 

その他・不明 2 

計 106 
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申上念ヲ入被仕置ニ仕候様ニと申遣候事」（3

年 2月 25日条、表写真左） 

捕獲されたツルの地域性について、宰判毎にまとめ

たのが別表です。見通しのよくきく広い平野に恵まれ

た小郡宰判の 34 例が抜群に多く、一方、捕獲例の

見当たらないのが徳地・美祢・当島の３宰判に限ら

れることから、藩領内津々浦々に飛来していたことが

想像できます。 

萩の沖合約 40km の見島でも 3 年 9 月の４日

と 24 日に雁とともに黒鶴５羽と３羽の鶴（種類記

されず）が捕獲されたことが記されています。萩城内

で飼育され、その上、産卵にまで及んだツルもいました。 
 「御城御飼鶴玉（子）をうみ申出候、云々」(2

年正月 25日条、表写真右)  

ツルを食べたという記述も見えます。捕獲された献

上用の仕置きの対象にならないツルは、祝膳の料理

などに提供されました。 
 「先頃在郷よりうち出候疵付候鶴御仕置不相成

候付、今晩御番（伴カ）食之料理ニ被仰付、

云々」（3年 11月 20日条） 

 

 

 

 

２．絵はがき（佐倉谷家文書）の中のナベヅル 

 
撮影されたツルの写真は多くありますが、戦前期のものや撮影時期が判明するものはごく少ない中、

館蔵品で唯一、佐倉谷（さくらや）家文書（上関町）63〔天然記念物八代鶴渡来地絵葉書〕に

昭和 14年（1939）と思われるスタンプの押された８枚セットの封筒入り絵はがきがあります。 

写真をベースに着色印刷された観光用絵はがきで、被写体の内訳は、野鶴(やかく)空中飛翔（2

枚）、群鶴降下、野鶴群遊、野鶴求餌（2 枚）、野鶴塒(ねぐら)と「天然記念物八代村鶴渡来

地」との内務省の標識制札であり、封筒により下関の写真館が製作、熊毛郡八代村野鶴保護会が

販売していたことがわかります。 

八代のナベヅルが国の天然記念物の指定を受けたのが大正 10 年（1921）、355 羽！の最大

渡来数を数えたのが昭和 15 年です。昭和 14 年だとすれば、この絵はがきは飛来数の最も多かった

ころの状況を写しとっていることになります。 



２ 人々と動物たち 第 10回中国四国地区アーカイブズウィーク（山口県文書館）  
 

 

 

文書館 
もんじょかん 

動物記 
 

書庫に棲む動物たち 

 

  

「大島郡本控」（宰判本控」4） 

 

ネズミは愛らしい姿をした動物です。 

しかし、危険な病原菌を媒介して

伝染病を流行させたり、作物・食物

に甚大な被害を与えるなど、歴史的

にみれば、つねに人間との間に緊張

関係をもった動物でした。 

江戸時代も終わり頃の嘉永 4 年

（1851）4 月、萩藩領大島宰判

森村（現周防大島町）の庄屋が、

藩に歎願書を提出しました。管轄す

る離島・浮島で大量のネズミが発生

し、たいへんな被害が出ているという

のです（「大島郡本控」）。 

 歎願書には次のように記されてい

ます。 

① 春からネズミが大量発生し、次第

に苗代を荒らしたり、唐芋や麦な

どの作物に被害を与えるようにな

っている。 

② 島民は、氏神である宝王神社で

ネズミ退治の祈祷を行ったが効果

がない。その後、自力で祈祷を行

ったりしたがまるで効果がない。 

③ 過去、文政 10 年（1827）に

ネズミが大量発生し被害が出た

時には、藩から銀子を下げ渡され、

それによって祈祷を行ったところ、

ネズミを退治することができた。 

④ 今回もなにとぞ藩から援助を受け

て祈祷を行いたい。 

歎願書では、大量発生したネズミ

のことを「海鼠」と表現しています。ま

た、浮島でのネズミの大量発生は今

回が初めてではなく、24 年前にも

発生していました。 

江戸時代には、ネズミの大量発

生という事態に対し、神社への祈祷

という方法しか有効な手段がなかっ

たこと、島民たちの要望で藩がその

費用を支給するケースがあったことが

わかります。 

一方で、町場では「白いネズミ」を

吉祥として尊び、福神である大黒天

の使いとする風もあったようです

（「和漢三才図絵」）。 

 

浮島 

 

 
 

 

前島のネズミ被害と神楽 

周防大島町の前島（旧久賀町前

島）に残る伝承では、むかし、ネズミ

が大量発生した際、島民が神楽を

奉納したところ治まったことから、以

後、５年ごとに神楽を奉納し、また、

島内に荒神社をまつるようになったと

いいます（『山口県久賀町誌』 昭

和 29年）。 

いずれもネコを移入すればよさそうな

ものですが、当時、ネコは希少な動

物だったようです。 

子

龍

寅 

祈祷によるネズミ退治（江戸末期） 
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写真は、昭和 43 年（1968）、

社団法人山口県地区衛生組織連

合会が編集したネズミ駆除のガイドブ

ック「さよならネズミ君」です(行政資料

1960 年代各種団体 405)。県内

各地区に組織された衛生組織の指

導者用テキストとして配布されました。 

 

このガイドブックでは、ネズミ駆除に

は地域での組織的な活動が重要で

あることを強調するとともに、駆除の方

法として、 

（1）環境的駆除 

（ネズミの住みにくい環境づくり） 

 (2)機械的駆除法 

（捕そ器によるネズミ捕獲） 

 (3)薬剤による駆除法 

（殺そ剤による駆除） 

を紹介しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ネズミ駆除に熱心に取り組んだ地

域は「ねずみ駆除優良地区」として県

衛生連合会長から表彰を受けました。 

地域での組織的なネズミ駆除（昭和 40年代） 

 
 

社団法人山口県地区衛生組織

連合会 

社団法人山口県地区衛生組織連

合会は、市町村などにおける地区衛生

組織の結成を援助し、その活動振興

を図ることを目的に、昭和 41 年に設

立された団体です。①地区衛生組織

の強化、②機関誌の発行、③衛生害

虫駆除運動の推進、④県環境衛生

推進大会の開催、⑤健康感謝募金

の実施、などを主な事業としていまし

た。 
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「防長古器考 有図 25」 

 

上の「虎頭枕」を先祖代々伝えて

きたという堅田広範家は、古く「粟屋」

を名乗った毛利家譜代の家臣です。

堅田元慶は毛利輝元や小早川隆

景の信任を受け、隆景は元慶を養

子として迎えようとまでしましたが、元

慶はそれを辞退し、堅田を名字とし

て名乗りました。 

天正 16 年（1588）には輝元

に従って上洛し、豊臣秀吉にも気に

入られました。文禄・慶長の役では

毛利軍の一員として従軍しています。 

そういう経緯からか、同家には小

早川隆景の甲冑や鞍、豊臣秀吉か

ら賜ったという小菊の生花などが残さ

れていました。 

この「虎頭枕」は黒塗りで、「歯牙

トモニ顕ハルヽ所ハ悉ク現虎也。頭ノ

全体ヲ半分用ヒテ、其外図スル所ハ

虎頭ヲ箱ニ仕付タル制作也。（中

略）上腮（あご）下腮ヨリハ現虎ノ

頭ナリ（後略）」という説明がついて

います。 

この「虎の頭骨」がどういう事情で

堅田家に伝わったものかは明らかであ

りませんが、文禄・慶長の役で手に入

れた、また朝鮮との交易で入手した

等が可能性として考えられます。同じ

「防長古器考 有図 3」には、毛利

就盈家（厚狭毛利家）の先祖毛

利元康が朝鮮陣の獲物として持ち

帰ったという「虎頭」の詳細な説明が

あります（図はありません）。 

トラは朝鮮半島には数多くいて、そ

の皮は対馬の宗氏などを通じて日本

にもたくさんもたらされ、敷物や行縢

（むかばき）、鞍の下の敷物などに

用いられました。それらの虎皮には、

頭骨がついたものもあったと思われま

す。 

裏面にあげたのは、「李朝実録」に

みえる、大内氏に関する虎皮・豹皮

の輸入の記録の一覧と、対馬の宗

氏を通じて大内氏方へ贈答された虎

皮・豹皮の記録一覧です。 

虎と虎皮  

「奈古屋家伝来之 
長刀虎皮伝記」 

 

 
 

奈古屋家に伝来した虎皮も、朝鮮

陣であげた首級の代わりに、敵が草

摺（すね当て）にしていた虎皮を持

ち帰ったものだと伝えています。 

（奈古屋家文書 207） 

寅 上
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「李朝実録」にみる虎皮・豹皮の輸入（『山口県史史料編中世 1』より抜粋） 

 
李朝 和暦条 西暦 虎皮・豹皮 

李
朝
実
録 

定宗 応永 6年 7月 20日条 1399 虎豹皮 

太宗 応永 15年 8月 1日条 1408 虎豹皮 

世宗 

応永 31年正月 9日条 1424 虎皮 2領 

応永 31年 2月 7日条 1424 虎皮 2領、豹皮 1領 

正長元年 11月 26日条 1428 虎皮 2張、豹皮 1張 

正長元年 12月 7日条 1428 虎皮 4張、豹皮 2張 

永享 2年 12月 12日条 1430 豹皮 

永享 4年 7月 27日条 1432 虎皮 4領、豹皮 2領 

嘉吉 3年 2月 21日条 1443 虎皮 10領、豹皮 10領、豹皮坐子 1事 

嘉吉 3年 2月 21日条 1443 虎皮 4領、豹皮 3領、虎皮坐子 1事 

嘉吉 4年正月 21日条 1443 虎皮 4領、豹皮 2領、虎皮坐子 1事 

文安元年 6月 19日条 1444 虎皮 6領、豹皮 3領 

文安 2年 3月 2日条 1445 虎皮 4張、豹皮 2張 

文安 3年 6月 17日条 1446 虎皮 4張、豹皮 2張 

世祖 

康正 3年 4月 3日条 1457 虎皮 4張、豹皮 4張 

康正 3年 6月 1日条 1457 虎皮 1張、豹皮 1張 

長禄 3年 8月 24日条 1459 虎皮心豹皮辺てん皮裏坐子 1事 

長禄 3年 8月 24日条 1459 虎皮 4張、豹皮 2張 

成宗 

文明 5年 9月 9日条 1473 虎皮 1張、豹皮 1張 

文明 6年 8月 27日条 1474 虎皮 1張、豹皮 1張 

文明 9年正月 8日条 1477 虎皮 4張、豹皮 2張 

文明 11年 5月 21日条 1479 豹皮 2張 

文明 11年 5月 21日条 1479 虎皮 2張、豹皮 2張 

文明 11年 5月 21日条 1479 虎皮 2張 

文明 15年 10月 29日条 1483 虎皮 2張、豹皮 2張 

長享元年 8月 3日条 1487 虎皮 2張、豹皮 2張 

延徳 2年 10月 13日条 1489 虎皮 1張、豹皮 1張 

中宗 大永 8年 7月 23日条 1528 豹皮 
 

*1378年～1528年で虎皮 73枚以上、豹皮 52枚以上。ただし、これらのすべてが大内

氏の入手したものとは限りません。 

 

 

 

対馬の宗氏から大内氏側への贈答品にみる虎皮・豹皮 

和暦 西暦 虎
皮 

豹
皮 

贈 受 備考 No. 

（享禄 2）10.26 1529 1 
 

宗盛賢 大内義隆 大内義隆家督相続祝 1 

（享禄 2）10.26 1529 1 
 

宗盛賢 陶隆房 大内義隆家督相続祝 3 

享禄 4.6.7 1531 1 
 

宗盛賢 陶興房 遼遠を謝す 88 

天文 2.4.11 1533 1 
 

宗盛賢 大内義隆 戦勝祝 140 

天文 2.4.11 1533 
 

1 宗盛賢 陶興房 戦勝祝 142 

天文 3.6.24 1534 1 
 

宗将盛（盛賢） 大内義隆 当年の御慶 167 

（天文 4）8.6 1535 
 

1 宗将盛（盛賢） 大内義隆 開陣の礼 177 

（天文 4）8.6 1535 
 

1 宗盛廉 陶興房 開陣の礼 183 

（天文 5）6.2 1536 1 
 

宗将盛（盛賢） 陶隆房 陶隆房家督相続祝 189 

（天文 6）3.5 1537 1 
 

宗将盛（盛賢） 大内義隆 返礼 203 

（天文 7）3.5 1538 1 
 

宗将盛（盛賢） 大内義隆 綸旨の祝儀 234 

（天文 7）10.20 1538 2 1 宗将盛（盛賢） 大内義隆 返礼 262 

（天文 7）10.20 1538 1 
 

宗将盛（盛賢） 陶隆房 返礼 264 

（天文 8）6.16 1539 1 
 

宗貞泰 大内義隆 家督啓上 275 

 

＊田中健夫『対外関係と文化交流』所収の「大永享禄之比 御状并書状之跡付」より作

成。右端列はその史料番号です。 



２ 人々と動物たち 第 10回中国四国地区アーカイブズウィーク（山口県文書館） 
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山口県経済部『兎の飼ひ方』（鍛冶利吉文書 154） 
 

 

平成 16 年（2004）時点のデ

ータによれば、山口県内では 22 戸

の農家が 106 羽、県内５ヶ所の農

林事務所が 2,171 羽のウサギを飼

っていました。 

ところが、昭和戦前期には、県内

で 6,000～7,000 戸もの農家が

養兎業に従事し、多い時には

36,000 羽ものウサギが飼育されて

いました。 

 

１．近代の養兎業 

ウサギ（家兎）が日本に輸入さ

れたのは明治維新以後です。当初

は愛玩用が主でしたが、日清戦争

（明治 27～28〈1894～95〉）、

日露戦争（明治 37～38〈1904

～1905〉）の際には、毛皮が防寒

用として軍需品に、肉は缶詰に利

用され、畜産業のひとつとしてウサギ

の飼育がさかんになりました。 

第一次世界大戦（1914～19）

中には、ウサギの肉・毛皮需要が増

加し、輸出も行われるようになりまし

た。 

戦争が養兎業の追い風となったの

です。 

【参考】山口俊策「時局と養兎業」

(｢地理｣vol.2 1939) 

 

２．山口県内での養兎業 

山口県内でウサギの飼育がさかん

になるのは昭和になってからです。 

第一次大戦後、大正後期から

昭和初年にかけ、経済恐慌により

農村不況が深刻になると、山口県

は、大森望知事の強い指導の下、

その対策のひとつとして、農家にさま

ざまな副業を奨励します。畜産関係

では、肥牛、養豚、養蜂、養鶏とな

らんで養兎も奨励されました（『山

口県政史』）。 

 

山口県経済部『兎の飼ひ方』 
（昭和 12年 12 月刊行） 

 

山口県庁の経済部（経済更正

課・農務課・商工課・水産課・林務課・

土木課・耕地課で構成される部局）

が、兎皮の増産のため、ウサギの飼育

方法をまとめ刊行した小冊子です。 

その緒言には次のようにあります。 

 

近時兎毛皮の需要激増し殊に最

近軍需品として重要視せらるゝに至り

非常時局に直面する今日之が増産

は愈々緊切の度を加えつゝあり 

本県に於ては之が実情に鑑み国

の施設に順応し曩に兎毛皮増産奨

励施設を計画し挙県一致速に之が

増産に邁進せられむことを切望するも

のなり 

本書は今後家兎飼養に従事せむ

とする者の参考に資せむが為刊行せ

るものなり 

昭和十二年十二月 

           山口県経済部 

卯

龍

寅 

ウサギと戦争～毛皮に、肉は缶詰に～ 
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３．昭和戦前期のウサギ飼育数 

当館には、昭和戦前期、副業奨励を担

当した県庁各課の文書「副業一件」が遺っ

ており、その中に、県内のウサギ飼育数のデ

ータがあります。 

大正 15 年（1926）時点では、まだ、

点在的に養兎業が行われているに過ぎませ

んでしたが、昭和 2 年（1927）以降、県

が副業奨励に力を入れると、養兎業もさか

んとなり、昭和 9 年調査では戸数 6,300、

飼育ウサギ数は 36,000 余、昭和 11 年

では戸数 7,100、飼育数 28,000 余を

数えました。 

全国的にみても、また、県内の他の家畜

数と比べても、大きな規模ではありませんが、

現在では考えられないほど、多数のウサギが

県内で飼育されていたのです。 

 

 

 

４.『兎の飼ひ方』－戦争とウサギ－ 

中国大陸での戦争が激しくなるにつれ、

軍需物資としてのウサギ皮の需要がいっそう

高まっていきます。 

日中戦争が開始された昭和 12 年

（1937）12 月に、山口県が『兎の飼ひ

方』という小冊子を刊行しています。軍需

用品としての毛皮が重要視され、増産の緊

急度が増加していることから、兎飼育従事

者の参考とするため刊行したものです。ウサ

ギの種類、繁殖方法、飼育管理、病気対

策がまとめられるとともに、飼育箱の図面も

収録されています。 

戦争の激化が、軍需品としてのウサギの

重要性を高めていったのです。 

昭和 16 年に太平洋戦争が始まると、需

要の増加、増産奨励にもかかわらず、飼育

数は 12,000 頭前後に減少したといいま

す（山口県経済部特産課「農村副業のし

るべ」1950経済 23）。 

重要文化財山口県行政文書「副業一件」（県庁戦前Ａ農業）より作成 

【昭和 9年山口県内の養兎業者戸数および飼育数】 

帝国副業奨励会編『アンゴラ兎の飼育法』（昭和 6年）より引用 
（県立山口図書館蔵） 

【ウサギの飼育舎風景】 
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吉田松陰関係資料 157「意見書文案」の裏面 
 

 

この馬の絵は、吉田松陰関係資

料№157「意見書文案」の裏面に描

かれているものです。 

いったいだれが描いたものなのでしょ

う？ 
 

１．表側は松陰の意見書案 

馬が描かれた面の反対側、文書の

表側には、作成者名も年月日もあり

ませんが、山口県教育会編『吉田松

陰全集』（昭和 7～12 年刊）以

来、安政６年（1859）2月頃、松

陰が記したものと推定されています。こ

の時期は、松陰が老中間部詮勝襲

撃を計画したことから、藩が彼を再度

野山獄に投獄した時期（安政 5 年

12 月～同 6 年 5 月）に当たります。 

文書の内容は、松陰が藩（もしく

は藩の重職）へ提出しようとした意

見書の下書のようです。藩の役人人

事はたいへん難しい問題であること、

藩の重役はもちろん、重役を補佐す

る役人の人選には十分な吟味が必

要であること、人事の決定は衆議を

尽くし、できるだけオープンであること、

いったん決定した人事はできるだけ長

く続けること、下からの意見上申の道

を担保すること、などを提言しています。 

 

２．裏側は手紙の下書き 

一方、馬が描かれた側の文章にも、

作成者名や年月日はありません。 

内容は、個人的な手紙の下書き

です。「小幡ばい堂」なる人物の病状

を尋ねたり、手紙の前日、宛先となる

人物が忘れて帰った袴のことなどにつ

いて書かれています。手紙の内容と馬

は何も関係ありません。馬の絵は、単

なるいたずら書きのようです。 

これまでの研究の中で、この文章は、

松陰が書いたものとは考えられていま

せん。ゆえに『吉田松陰全集』にも収

録されていないものです。 

現時点では、だれが書いた文章な

のか不明なのです。 

 

「吉田松陰関係資料」の中の馬の絵 
 

 

吉田松陰関係資料 

 
 

吉田松陰に関係する文書や所用

品など、松陰が家督を継いだ吉田家

に伝わった「吉田松陰関係資料（吉

田家伝来）」754 点は、山口県文

書館が所蔵しています。 

これらは、松陰の生涯に関する資

料が時代に偏ることなく残り、松陰の

行動や思想を知る上で基本となる資

料であることから、平成 21 年 11 月

17 日、山口県指定有形文化財

（歴史資料）に指定されました。文

書の多くは『吉田松陰全集』に翻刻

されています。 

午

龍

寅 
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３．なぜウマの絵が意見書の裏に？ 

  
なぜ松陰が書いた意見書案の裏側に

馬の絵があるのでしょうか？ 

可能性としては、 

①紙が自由には使えない野山獄中に

あって、松陰が反古紙を再利用した

もの 

②松陰死後、意見書案が反古紙とな

り、誰かが手紙の下書き用に使った

もの 

という二つが推測されますが、②は考え

難く、①の可能性が高いでしょう。 

残念ながら、現時点では、この馬の絵

を松陰が描いたと考えることは難しいよう

です。ただし、少なくともこの馬の絵を「松

陰も見た」とはいえそうです。 

 

 

 

 
 

４．馬の絵が意味するものは？ 

  

松陰の意見書案の裏側に、このような

馬の絵があることは、これまで取り立てて

指摘されたことはありません。 

松陰研究は、主に『吉田松陰全集』

など活字史料を利用して進められていま

すが、いまいちど原文書に注目することで、

さまざまな新しい発見がある可能性があ

ります（たとえば筆跡、紙の質、読みの

訂正など）。もしかしたら、そこから新たな

研究が広がるもしれません。 

馬の絵は、そうした問いを投げかけるひ

とつのシンボルとして理解すべきかもしれま

せん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「意見書文案」の表側：松陰の上申書の下書き 

「意見書文案」の裏側：誰かの手紙の下書きと馬の絵   

馬の右側に馬の顔や人の顔なども描かれています。 
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