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松江観光における文化資源としての
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Matsue is considered one of the three major cities of tea culture, along with Kyoto and Kanazawa；however, it is not as wellknown as the other two cities. The deep relationship between Matsue and tea culture developed due to the efforts of Matsudaira
Harusato，Fumai, who was the feudal lord of Matsue in the 18th century, and father of Fumai-ryu, or the Fumai style of tea
ceremony.
The aims of this paper are to clarify the process of establishing Fumai as a cultural resource of Matsue, by verifying the events
honouring former feudal lords held in the Meiji and the Taisho period, and discuss the potential of Fumai and tea culture in the
development of tourism in Matsue.
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１．はじめに

立過程を明らかにし、今後の松江観光に

（入場者）数は494,078人（前年比31.1％

1－1

おける不昧と茶文化の可能性を考察す

増）と急増した（平成27年度『島根県観

松江では毎年秋の文化催事として、松

る。なお、松江は昭和初期にはすでに近

光動態調査』
）
。国宝指定の前後で建造物

江城大茶会が開催され、本年で33回目を

代的な観光都市に成長し、不昧と縁の深

自体は何も変わらないが、人々が松江城

数えた。この茶会は、広告や新聞記事に

い菅田庵も松江の重要な観光資源に位置

に向ける関心は一気に高まったといえ

は必ずというほど「（京都、金沢と並ぶ）

づけられていることから（工藤2014）
、本

る。国宝指定の決め手の一つとなったの

研究の対象を明治・大正期とする。

は、天守完成時期を示す祈祷札の存在で

研究の目的

『日本三大茶会』の一つ」と説明されてい

あった。松江城の完成年が裏付けられた

る。また、この三都市は、
「三大茶処」
「三
大菓子処」とも表現されている。

1－2

歴史研究の意義

ことで、城の文化的、歴史的評価が上昇

こうした松江と茶の文化の根拠は、不

日本各地の歴史都市において、有史以

し、松江市の観光入込客数にも影響を及

昧流の祖であり大名茶人として名高い松

来の時間軸の中から特定の時代のイメー

ぼしている（同上）
。特に、都市のイメー

ジが切り取られ、それが都市のイメージ

ジにその特定の時代を重ねている場合

「不昧」）の存在にある。不昧のおかげで

として特色づけられ、観光やまちづくり

（松江の場合、「近世松江藩の城下町イ

松江に茶道文化が根付き、茶道との関わ

に活用されている
（高木博志2005他）
。奈

メージ」
）
、歴史研究は現代の観光に直結

りのなかで多くの精選された菓子が生産

良は古代、京都は貴族の国風文化、地方

すると言っても過言ではない。

はるさと
（１）

江松平家第７代藩主・松平治郷

（以下、

され、美術工芸文化が盛んになった。そ

城下町では前田利家（金沢）、伊達政宗

のことから、不昧は松江の文化を形成し

（仙台）といった古都や旧藩に由来した都

た重要な人物として位置づけられ、市内

市イメージの形成は、明治後期に盛んに

には不昧ゆかりの観光スポットが多い。

行なわれたが、
それらは、
明治22年
（1889）

高木（2005、2013他）をはじめ、城下町

しかしながら、松江が茶の文化が色濃い

２月11日の大日本帝国憲法発布と、それ

イメージを前面に打ち出す金沢をとりあ

都市であることは、意外と知られていな

に伴う大赦令によって戊辰戦争の和解に

げた本康宏史（2006、2013他）など、近

い。ましてや不昧の存在については、ほ

よる相次ぐ旧藩を顕彰する事業
（紀念祭）

代都市史研究の立場から顕彰事業をふま

とんど知られていないだろう。

（２）

に由来する（同上）

えた研究がある。松江が不昧とともに文

本研究では、近代における顕彰事業を

平成27年（2015）
、松江城天守が国宝に

化的象徴として掲げる小泉八雲について

通して、文化資源としての「不昧」の成

指定されたことを受け、当城への登閣者

は、大正末の全集発行をきっかけに文化

。

－33－

1－3

先行研究

歴史都市のイメージ形成については、
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資源としての位置づけが大きく変化した

要とする先決問題の容認せらるるあら

に総勢700人を越える大規模な巡幸もあ

ことを工藤（2015）が論じている。しか

ば、堀尾松平二氏に歴史を有する地を

ったが（フジタニ1994）
、山陰地方には一

しながら、松江の城下町イメージの形成、

修飾して記念とするは当然の措置なる

度も足を踏み入れたことがなかった。松

不昧の文化的象徴の形成についての研究

べし。

江市では天皇の山陰巡幸を願い、明治36

は管見の限りない。

［『山陰新聞』1910年５月８日付、

（下線

２．明治末期の顕彰事業と松平家
2－1

松江開府三百年祭

１）城下町イメージの創出

年（1903）９月、行在所とする目的で、

部引用者による、以下同じ）
］

松江市工芸品陳列所
（後に松平直亮が「興

このときすでに、観光による「外貨輸

雲閣」と命名）を建設した。結局、天皇

入」や「市を紹介」することが重要であ

の行幸は叶わなかったが、皇太子行啓の

り、単に一過性の祭の執行だけでなく、

際、御旅館として使用された。

明治43年（1910）５月、
「松江開府三百

堀尾氏、松平氏の「歴史を有する地を修

皇太子の滞在中、市内で共進会や美術

年祭（以下「三百年祭」）」が挙行された。

飾して記念とする」
（ここでは二氏ゆかり

展、歴史展が開催され、旧松江藩士の武

この祭では、特に不昧に関する顕彰の事

の公園整備）
ことが市の繁栄につながる、

術試合（松平家主催）
、御船遊（松平家主

実を確認することはできなかったが、旧

という見方がなされている。
「二氏」
の存

催）
、
小学校生徒３千人の提燈行列が繰り

藩時代の顕彰と松江観光との関係性を見

在、旧藩時代の歴史が松江の観光資源で

広げられた。夜は湖上で漁火３百隻の行

る上で必要なことから言及しておく。

あるという認識が読み取れる。

進、数千発の煙火打揚げ、提燈行列があ

松江城は慶長12年（1607）、堀尾吉晴が

この三百祭は、本来、開府記念として

り、床几山及び湖南沿岸で数千の篝火が

２代将軍徳川秀忠の許しを得て亀田山に

堀尾家を顕彰するものであったが、松平

たかれるなど、昼夜通してお祭騒ぎが続

築城を開始し、同16年（1611）に竣工し

家と堀尾家が松江の恩主の二枚看板とし

く（島根県1966、
『新修松江市誌』1962）。

たものである。従って、この三百年祭は

て掲げられた。それは、堀尾家三代に対

武術試合や御船遊の主催が松平家、すな

築城からほぼ300年を祝う記念事業であ

し、松平家（10代）が長かったというだ

わち直亮である。また、行啓のお供（供

った。５月４日から５日間にわたり市内

けではない。懐古的歴史として顕彰され

奉人）に、直亮の子息・直国氏の名があ

各町に装飾が施され、昼は城山および床

た堀尾家に対し、後述するように、松江

った。さらに、
御旅館となった興雲閣は、

几山で、夜は宍道湖上や城山三の丸前で

を離れたとはいえ、
松平家にはその子孫、

松平家の土地を借用して建てられたもの

なおあき

花火があがり、町は連日連夜お祭りムー

その当時の当主松平直亮伯爵（以下、
「直

である。ここから、かつて絶対的な主君

ド一色であった（『山陰新聞』1910年５月

亮」）の存在が大きかったことを指摘して

（殿様）であった旧藩主が、皇太子を迎え

４日付）。５日は曇天にも関わらず、約１

おきたい

る松江市民の側（ホスト役）になったこ

。

（４）

とが読み取れる（５）。行啓の際、皇太子は

万人の人出があった（同、５月６日付）。
７日に実施された甲冑行列ではランド

2－2

皇太子の行啓と旧藩顕彰

旧藩の藩祖・藩主への贈位を積極的に行

マークとなった城山に５千人が集結した

三百年祭からさかのぼること３年、明

（同、５月９日付）。この前年（1909）の

治40年（1907）５月から６月初めにかけ

松平直政（従三位）に贈位した。贈位の

て、天皇の御名代として、当時の皇太子

基準は「勤皇」か否かにあり、このこと

松江の人口が36,421人であったから

、

（３）

よしひと

ったが（６）、山陰では池田慶徳（従一位）、

１日に約１万人の人出や、城山に５千人

（嘉仁親王、後の大正天皇）の山陰行啓が

は、旧藩が「勤皇」であったという物語

が集結するということがいかに大きな騒

あった。『新修松江市誌』
（1962）によれ

の創出に連動していた
（高木2005）。この

ぎであったか想像に難くない。この甲冑

ば、これは、山陰地方にとって長年の悲

点については、次章の郷土史編纂で述べ

行列は、今日、松江の春の恒例行事「松

願であり、
「県民の奉迎ぶりは前後に類例

る。

江武者行列」として復活しているが、当

のないほど」で、
「明治・大正・昭和の初

２）不昧好みの菓子復活

時の人々には旧藩時代を彷彿させるに充

年までも記念式をあげて追憶したほどの

皇太子は行啓先で必ずその土地の物産

分であったことだろう。

地方民にとっては印象に残る行啓であっ

品を購入したが、松江市での様々な購入

２）歴史をふまえた観光振興

た」という。いわゆる紀念祭ではないも

品のなかに、羊羹三棹（高見作兵衛）、八

記念事業とは何ぞ、松江に不備の公衆

のの、盛況であったというこの一大イベ

重垣糖、琥珀糖（山口善右衛門）、羊羹、

的施設是れなり、外来の観光は即ち市

ントを通して、不昧および松江市の観光

松江八景（中西栄之助）の、和菓子５点

に取りての外資輸入にして亦市を紹介

がどのように変化したか見ていこう。

が含まれていた
（星野春雄2002：88－89）。

しあらゆる事業の端緒を開くものな

１）旧藩顕彰と「勤皇」

同年（1907）松江商業会議所が実施した

り、
（中略）市富を増進するため明媚な

明治期、
特に前半の20年間に集中して、

松江名産品の懸賞募集には71点の応募が

る風食を利用する公園の如きは決して

天皇は頻繁に地方を行幸した。なかには

あり、一等賞大銀盃に八重垣糖（山口善

不生産的事業にあらず、既に設備を必

東北・北海道に74日間、北陸・中部地方

右衛門）
、二等賞中銀盃に蜆の甘露煮（杵

－34－
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築恒）、三等賞小銀盃に松江八景（中西栄

販出高判明セスト雖モ、近時羊羹「カ

之助）が選ばれた（高尾幸吉1967、
『山陰

ステーラ」ヲ始メ柚餅子、八重垣糖、

新聞』1907年９月21日付）。四等（22点）

吐月糖、生姜糖等ノ如キハ鳥取、広島、

には高見作兵衛の練羊羹もあった（『山陰

岡山諸県及京阪地方ニ販出セリ

新聞』同上）。皇太子が購入した品はいず

［「第十回関西府県連合共進会

― 島根

れも評価が高いものであったことがわか

県出品物概説」島根県（1966）
『新修島

る。

根県史．史料編５』所収（８）］

図－１

神様と同列の松平直政

同年８月、菓子業の営業改善発達を目
的に「松江市菓子商同業組合」が結成さ

不昧のおかげで、精選された菓子製法

れた。明治43年（1910）
「全国菓子飴業者

が発達したこと、
「近時」すなわち鉄道延

大会」
（名古屋市）、44年（1911）
「第一回

伸の時期に販路が拡大したことが書かれ

帝国菓子飴大品評会」
（東京）が開催され

ている。ここで、鉄道敷設、全国的な菓

るなど、明治40年代は日本の菓子業界全

子業の発展というほぼ同時期の社会的要

体が発展した時期でもあるが、松江の菓

因と、皇太子行啓という松江市における

子は、観光の側面からも発展していく。

一大イベント、そして、不昧の存在（旧

明治41年（1908）11月、米子・松江間

藩時代の歴史）という、関係のないそれ

に鉄道が開通。同45年（1912）６月には

ぞれが、不昧好みの菓子復活という一本

大社駅まで延伸し、鉄道敷設とともに松

の糸としてつながった。

出典：後藤蔵四郎・足立鍬太郎著『小学校用
島根県地誌史談』（1897）
小
 学生向けに編纂された郷土教育資
料のなかで、松平直政は神話上の素戔
嗚尊、大己貴命と同列に扱われていた。

３．郷土史の編纂

国」の章は［宍道湖、松江市、松平直政、

江市を訪れる観光客が急増した（工藤
2014）。さらに、鉄道の連絡が良くなった
ことで、京阪神地方への販路が拡大し、

紀念祭の時代、地方都市においては、

中海、広瀬－尼子経久、山中幸盛、船通

やがて不昧公時代の菓子の復活へとつな

地域のアイデンティティの形成が行なわ

山、斐伊川、今市・杵築、素戔嗚尊、大

がる。

れ、各地で郷土史の編纂が進められた
（高

己貴命、出雲の海岸］の12節で構成され

正確な時期は不明だが、明治40年代の

木2005）。京都では、明治28年（1895）の

ている。
「松江市」の節では、松江城の築

こと、松江市内の呉服問屋、宿場主等の

大型イベント開催（第四回内国勧業博覧

城主として堀尾吉晴について若干言及し

茶飲仲間からなる「どうだら会」で不昧

会および平安遷都千百年紀念祭）が近代

ているものの、明らかに松平家初代藩主

時代の菓子の復活が話題にあがり、彼ら

観光都市としての大きな転換期となった

直政との扱いが異なる。本書では、特に

は市内の菓子業者に相談を持ちかけた。

が（９）、その際、京都市は全国の自治体史

「勤皇」の物語は示されておらず、むし

そこで、調査、研究を重ねた末、再現し

の先駆けとなる本格的な歴史書『平安通

ろ、直政が神話上の素戔嗚尊、大己貴 命

たのが、山川（風流堂、内藤隆平）、若草

志』を編纂した（小林丈弘2005）
。

す さのおのみこと おおなむちのみこと

（オオクニヌシの別名）
と同列に扱われて

（彩雲堂、山口善右衛門）であったという

松江市は、明治22年（1889）に市政施

いることが興味深い（図－１）
。直政の項

（星野2002：93） 。これらは、今日松江

行されていたものの、市単独の自治体史

に、
「直政より六代目に治郷あり不昧と号

が誇る三大銘菓の２つである。明治40年

『松江市誌』編纂は、昭和16年（1941）ま

す、賢にして芸多く、種々の制度を整理

代に不昧好みの菓子に関心が寄せられて

で待たねばならず、それまでは県編纂の

し、学校を起し、退老の後はもっぱら風

いたこと、鉄道敷設による松江の菓子の

ものしかなかった。この時期に島根県で

流にのみ遊びて、一流の茶道を開けり。

普及については、明治43年（1910）発行

編纂された『小学校用島根県地誌史談』

彼の楽山及布志名の陶器も亦此時より盛

（７）

の
「第十回関西府県連合共進会 ― 島根県
出品物概説」からも読み取れる。
三菓子

（1897）
『
、島根県史要』
（1907）には、どの

大になりしといふ」と、４行にわたって

ように松江が描かれたのであろうか（10）。

不昧の説明がある。地元の小学校では、
このように松平家の存在や風流な文化を

事業ノ来歴

（前略）

出雲藩主松平治郷致仕シテ不昧

3－1 『小学校用島根県地誌史談』
（1897）

ト号シ予テ点茶ノ嗜好ヲ有セシニヨリ

明治27年（1894）
、島根県は簡易版の郷

自ラ一派ヲ案出シテ雲州流ト称シ之ニ

土史『小学校用島根県地誌史談』を発行

用ユル菓子ノ如キモ極メテ精選セシ

した。現在、明治30年（1897）に再版さ

為、其製法頓ニ発達ス（後略）

れたものが確認できる。本書は全28頁か

明治40年（1907）に発行された『島根

販路ノ拡張

らなり、
「出雲国」
「石見国」
「隠岐国」の

県史要』は、
「出雲」
（全18章、324頁）、

本
 県二統計ノ徴スヘキモノナキニヨリ

３地域に分類されている。さらに、
「出雲

－35－

もたらした不昧について、郷土教育を行
われていたのである。
3－2 『島根県史要』
（1907）

「石見」
（全８章、72頁）
、
「隠岐」（全６
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章、38頁）の３編、全434頁からなる本格

不昧については、
［１章．領主国司］の

門院（14）の説明をみると、いずれも直政と

的な自治体史である。これは、同年５月

「松平氏」において、10人の藩主の一人と

の関係が書かれているものの、不昧との

の皇太子山陰行啓の記念として編纂さ

して説明がある。不昧については、生い

れ、
県知事から献納されたものであった。

立ち、佐陀川の治水工事、兵の配置、そ

また、堀尾吉晴については、
［３章．松

執筆は県内中学校および師範学校の教諭

して、隠居の身となってから茶事を楽し

江城］や［１章．領主国主］の「堀尾氏」

４人が行い、編纂事務は島根県の「皇太

み不昧流を起こしたことなどが、全11行

にて、たびたび言及されるが、松平直政

子殿下山陰道行啓事務委員」であった

にわたって書かれている。しかし、これ

との扱いとは明らかに開きがあった。

（
『島根県史要』1908）。
本書は、全体を３地域に分けてはいる

関係には全く言及されていなかった。

は、最重要人物扱いの初代直政はもちろ
んだが、３代綱近、５代宣維、６代宗衍、

４．不昧公百年忌

ものの、特定の市町村で章を立てること

９代斉貴、10代定安の、６人よりもむし

これまでみてきたように、明治末には

なく、社寺・御陵などの史蹟、人物など

ろ短い説明文である。また、
［３章．松江

松平家
（特に直政）
の顕彰と城下町イメー

で構成されている。
「出雲」編の全18章

城］の第４節には「城下各地の社寺」の

ジの創出が盛んに行なわれたものの、不

は、
［１章．領主国司、２章．富田城、３

説明があるが、今日では不昧と縁の深い

昧については、不昧好みの菓子復活を除

章．松江城、４章．松平直政政績、５章．

寺として知られる月照寺 （写真１）
、普

けば、歴代藩主のなかで特別に重要視さ

（13）

富士名義綱、６章．佐々木高綱、７章．
伊弉冉尊の神陵、８章．簸川上、９章．

図－２ 『島根県史要』
（1907）にみる松平家（直政、治郷）の存在

出雲大社附両国造、10章．須佐神社、11
章．日御碕神社、12章．熊野神社、13章．
美保神社、14章．須賀神社、15章．鰐淵
寺、16章．雲樹寺、17章．清水寺、18章．
大梶七兵衛］である（図２）。
前 出 の『小 学 校 用 島 根 県 地 誌 史 談』
（1897）との双方で大きく取り挙げている
のは、松平直政だけである。７章に多数
い ざ な み の みこと

の神々を産んだ女神（伊弉冉尊）の名が
見えるが、ここでは「神陵」
（史蹟）とし
ての位置づけであり、神様と同列に並べ
られていた前資料とは若干異なる。また、
有史以来の人物、富士名義綱（11）
（７頁）、
佐々木高綱（12）
（５頁）に対し、松平直政
政績は10頁と多くの紙幅を割かれてい
る。さらに、
［１章．領主国司］では、武
家の節に「佐々木氏」「後佐々木氏」「山
名氏」「京極氏」「尼子氏」「毛利氏」「堀

出所：『島根県史要』（1907）をもとに筆者作成。
松平直政の存在の大きさは圧倒的だが、治郷は松平家歴代藩主のなかで特に重視され
ているわけではなかった。

尾氏」「後京極氏」「松平氏」が項目立て
られ、
「松平氏」の10頁中２頁以上に直政

写真1－1

不昧公廟（月照寺）

写真1－2

手水舎（月照寺）

の生い立ちが書かれている。また、［４
章．松平直政政績］では、治国の要とし
て、まずは民を豊かにする「富国」に力
を注ぎ、教育「教化」を重んじたことや、
隠岐の山陵を修造し、杵築大社（出雲大
社）の復古に尽力したなど、「尊皇」「敬
神」の人物であったことが説明されてい
る。皇太子山陰行啓の際、松平直政に贈
位があったことを前述したが、本書には
直政の尊皇の立場が明示されていた。

廟門は小林如泥作。左下の看板に不昧と如泥
の説明がある。堂々とした廟だが、明治後期
には荒廃していた。（筆者撮影）

－36－

画面左の看板に「不昧公御愛用の茶の湯の
水」とある。（筆者撮影）
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れていたわけではないことがわかった。

井松籟の松荷亭、益田鈍翁の瓢庵、およ

なった（
『山陰新聞』1916年４月15日付）。

しかし、大正初期に不昧評価が高まる大

び高橋筝で茶室が開かれ、四百余名の茶

これは後述するように、直亮の松江に対

きな出来事があった。「不昧公百年忌」で

客が集った。献茶式場と茶室では不昧好

する特別な想いがあったからだと思われ

ある。安部鶴造（1970）は「不昧公百年

みの装飾や茶道具が多数用いられ、菓子

る。

忌の施行で、不昧公という人物、雲州茶

には「菜種の里」も含まれていた（
『山陰

さらに、翌24、25日、上野公園の日本

道具、菅田庵、それに雲州流茶の湯なる

新聞』1916年４月25日付）
。山川、若草と

美術協会において、
「不昧公遺品陳列会」

ものが全国的存在となった」と述べてい

並び、今日、
「松江の三大銘菓」と言われ

が開催された。そこでは、
松平家から250

るが、これを機に不昧評価が飛躍的に高

る不昧好みの菓子が、このときには復活

点余りの出品があり、不昧に関する講演

まり、松江の重要な文化的象徴として位

していたことがわかる。

会が行なわれ（同、４月29日付）
、彼の功

茶会が開かれた明々庵は、不昧の好み

置づけられていく。
4－1

御大典挙行による贈位

「不昧公百年忌（以下、
「百年忌」）」は、

績が称えられた。

で家老の有澤家本邸（現松江市殿町）に

続いて、大正６年（1917）５月、京都

造らせたものだが、松江藩出身の松原新

では孤逢庵（不昧が古式を模して再建）

之助

で、
松江では有澤邸ほかで茶会が開かれ、

が購入し、東京原宿の自邸に移築

（16）

大正５年から６年（1916－17）にかけて行

してあった。松原は死を前にして、それ

展覧会（興雲閣）
、治績展覧会、不昧公講

な わ れ た。正 し く 言 う な ら 文 政 元 年

を松平家に「献納」したのであった（
『山

演会（白潟小学校）が開催され、いずれ

（1818）の没年からほぼ100年だが、前年

陰新聞』1916年４月15日付）
。明々庵は、

も大変な盛況であった（
『大阪朝日新聞

の大正４年（1915）に挙行された大正御

大正４年（1915）末に解体され、翌５年

大典にて不昧に従三位が追贈されたこと

（1916）１月末に基礎工事、２月初めに着

を受けて、当時の当主松平直亮の意向に

工、直亮自らの工事指揮で再建された
（松

よって執り行われたのである。当時の『山

平家編輯部1917b：２）
。その後、大正11

百年忌の記念事業として、不昧の伝記

陰新聞』に「昨秋御大典の際贈位の御沙

年（1922）
、明々庵の経営と不昧流茶道の

『松平不昧傳』
（1917）が編纂された。こ

汰ありし祝賀を兼ね盛んなる百年祭を執

振興を目的に設立された「一々会」に下

れは、当主直亮の命を受けて、旧松江藩

行さるる由（1916年４月23日付）」とある

付され、昭和３年（1928）
、松江市菅田町

出身の国文学者高橋龍雄（梅園）を代表

ように、盛大な「祭」として企画された。

にある有澤邸内への移築を経て、昭和41

とする松平家編輯部が編纂したもので、

『御大禮記録』（1916）によれば、御大

年（1966）
、不昧公150年忌記念事業とし

上・中・下（３巻）からなる和装本であ

典の際、豊臣秀吉（贈正一位）を筆頭に、

て、現在地に移築された（
『島根新聞』

った。この和装本は非売品であったが、

贈位・叙位435件、叙勲63件があった。そ

（山陰版）
』1917年５月29日、30日付）。
4－3 『松平不昧傳』
（1917）の編纂

1966年９月４日付）
。これは、今日、不昧

同年、別途、口絵を省いた本文のみから

のなかに、津和野藩11代藩主亀井茲監（贈

ゆかりの松江市の重要な観光資源になっ

なる、３巻を１冊にまとめた同名の洋装

正二位）、
『島根県史要』（1907）の「出雲

ている（写真２）
。

本『松平不昧傳』を慶文堂からも発行し

これ み

国」
に名が見える富士名義綱（贈正四位）、

この大茶会では、直亮の計らいによっ

ている。この『松平不昧傳』は、上巻241

不昧に仕えた家老朝日丹波（贈従五位）、

て出雲蕎麦がふるまわれ、楽山焼の徳利

頁、中巻244頁、下巻209頁、約700頁に及

後に松江の最も有力な文化資源となる小

盃が招待客に記念品として頒布されるな

ぶ大書である。そこには、いかに不昧が

泉八雲（贈従四位）の名もある。なかで

ど、出雲の物産が多数発注され、東京の

優れた人物であったかが述べられ、中巻

も不昧の評価がこの機を境に急速に高ま

名士に広く松江、出雲を宣伝する機会と

には皇室との関係、勤皇であったことが
記されている。同書の紙型が関東大震災

ったことの理由は、百年忌という節目の
時機であったとともに、何よりも当時の

写真２

明々庵

で消失してしまったことから、直亮は、
再び高橋に改訂版編纂を委嘱し、『茶道』

当主直亮の存在が大きい。以下、当時の

（1937）
、および、
『茶禅不昧公』（1944）

様子をみてみよう。

を発行した（松平直壽1999）
。大正６年
4－2

百年忌大茶会の開催

（1917）
、高橋は、百年忌を記念して『山
、東京四

陰新聞』
『松陽新報』に寄稿した記事、各

谷の松平邸で「不昧翁百年忌大茶会」が

種講演会で話した内容、展覧会での筆記

開催された。書院で献茶式が行なわれ、

等からなる『不昧公』
（1917）を、山陰新

大正５年（1916）４月23日

（15）

充子夫人が不昧流で茶を点て、亭主の直
亮がそれを献じた。献茶式に続き、再建
されたばかりの明々庵、鎖の間ほか、三

不昧公の好みによって建設された茶室。厚い
かやぶきの入り母屋造りで、二畳台目と四畳
半の席が組み合わされている。（筆者撮影）

－37－

聞社より発行している。
このように、百年忌を機に、直亮と高
4

4

4

橋による仕掛けによって、不昧は特別な
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存在になっていく。このことについて、

明らかに増えている。大正後期に発行さ

なかに松江市の説明がある。
そこには「松

高橋自身が「一は以て郷土教育の資料に

れた地誌の多くに不昧の名が散見され

平直政」と「松平治郷と朝日郷保」の節

供し、一は以て天下に公の人格を知らし

る。不昧の記述がなかった３件中２件
（資

があるが、その他の藩主の名はない。さ

めんと欲す」（高橋1917）と、『不昧公』

料番号12、17）は紀行文（記録文）であ

らに、直政の説明が全９頁であったのに

の「自序」で述べているように、松江の

った。また、残りの１件（資料番号20）

対し、家老の朝日郷保（丹波）と対では

郷土教育と不昧の名声を高めることが意

は全国の名所を１冊にまとめたもので、

あるものの、不昧の説明は全18頁と、直

図されていた。また、直亮にとっても、

紙幅がかなり制限されていたことがその

政を遥かに上回る扱いであった。そこに

先祖への想いはもちろんのこと、松江と

理由であろう。

は、不昧が朝日丹波を登用し、傾いた藩

いう町自体も特別な存在である。直亮が

明治期に発行された郷土史は、いずれ

の財政を立て直し、治水、畜産奨励、人

明治20年（1887）に初めて松江を訪れた

も松平家初代藩主直政の存在が圧倒的

参栽培、抄紙業・鉱山業・工業促進、武

際、町中装飾が施され、約２週間の滞在

で、不昧は歴代藩主のなかで特別な存在

備の推進など、いかに優れた藩主であっ

中に歓迎行事が繰り広げられ、奉迎歌ま

として扱われていなかった。しかし、大

たか、さらに、教育にも熱心で、茶道家、

で作られた。こうした松江の人々の歓迎

正12年（1923）発行の『島根県誌』をみ

著述家としても優れ、古美術保存に尽力

ぶりが、直亮の松江に対する想いを篤く

ると、
「第二章

したこと、人格的にも称賛に値すること

松江及び宍道湖附近」の

し、後に松平家所有の領地、芸術品等の
寄付につながったと思われる。百年忌の

表－１

東京の大茶会において、出雲地方の特産
品を宣伝していたことからも、不昧顕彰
を通して松江の発展を願う様子が伺え
る。

1

山陰地方、島根県、松江市の地誌（おも
に名所案内、旅行記）から、不昧に関す

19点［「松江」「遊覧」「観光」「案内」の
キーワードで検索し、報告書、人名（松

道不昧流」
、
「不昧公の考案」、楽山焼に

M32

旅懺悔

木崎好尚著・尚文堂発行

―

島根県写真帖

島根県

―

4

1900

M33

地理写真帖
内国之部第２帙

野口保興編・東洋社

―

5

1902

M35

徒歩旅行

中村楽天（修一）著
俳書堂

―

1907

M40

1907

M40

山陰道行啓録

角金次郎編
稲吉金太郎発行

1908

M41

(19 07)

(M40)

島根県史要

藤本充安著
川岡清助発行

島根県名勝誌

奥原碧雲編、
有田有斐堂蔵版発行

6
7
8

9

1908

M41

1910

M43

1912

M45

山陰鉄道名勝案内

11

1913

T2

松江市全図及案内
附山陰路線一覧

有田伝助編
有斐堂発行

1916
-17
1917

△ ・楽山焼の説明として「不昧公の遺留を汲み…」
―

T5－6にかけて「不昧公百年忌」開催。

T6

『松平不昧傳』刊行。

12

1917

T6

山水小記

田山花袋

13

1922

T11

松江案内

大竹巽編、
松陽新報社発行

○ ・菅田庵「不昧公の考案になりしもの」ほか、

松江及其附近案内

大竹巽編、
松陽新報社発行

○

島根県教育会編

・「松平直政」（全9頁の説明）に対し、治郷（含
○
朝日丹波）全18頁。直政を越える扱い。

14

1923 T12

島根県誌

T13

松江及其附近案内

大竹巽編、
松陽新報社発行
井上鍵之助編、
神徳書院
島根県編・発行

17

1924

T13

佐藤先生山陰旅行
随行記

18

1924

T13

島根県案内

19

1924

T13

出雲案内記

20

1926

T15

全国名所めぐり

小林鶯里著、
文芸社発行

21

1926

T15

山陰小観

神戸鉄道局米子運輸
事務所編・発行

て、百年忌（1916－17）開催以前にはほと
んど見られなかったが、この時期を境に、

―

T5
-6

1924

「不昧好み」であることを示す説明につい

―

大正御大典にて従三位追贈。

16

こうした文化的価値を高める文脈で

△ ・歴代藩主の一人として説明有。特別な扱い無。

T4

不昧のお墨付き、不昧ゆかりの場所・品

る。

今村一城編、
鉄道画報社

M45

1923 T12

如泥などの解説にも不昧の名が見られ

山陰名勝乃栞

1912

1915

―

松江開府三百年紀念祭

10

15

布志名焼や、不昧が支援した名工・小林

皇太子山陰行啓

奥原福市（碧雲）編
有田有斐堂

「不昧公遺愛」といった表現で用いられ、
であることが説明されている。ほかに、

不昧記述
△ ・直政の説明文中に、不昧の説明４行有。

M33

（1907、1908）、『島根県誌』（1923）の計

澤山荘）に「不昧公しばしば臨席」、「茶

著者・発行
後藤蔵四郎・足立鍬太郎著
川岡清助発行

1899

なる文献を除く］および、『島根県史要』

不昧の名は、主に普門院、菅田庵（有

資料名
島根県地誌史談

1900

江）
、「産業案内」など、本研究趣旨と異

21点である。

M30

2

る記述の有無をまとめたものである。調
査に使用した資料は、国立国会図書館蔵

1897

3

５．地誌にみる文化資源としての不昧
表－１は、明治末から大正期における、

明治・大正期発行の地誌にみる不昧の記述

発行年

（筆者作成）
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―
・普門院「不昧公のしばしば臨席ありしところ」
「楽山焼」「名工・如泥」との関係など多数。

同上

○ ・『松江案内』（1922）に同じ。
―
・普門院「不昧公遺愛の観月庵あり」

○ ・菅田庵「不昧公遺愛の茶亭」「茶道不昧流」ほか。

三宅孤軒著、
・菅田庵写真、普門院、楽山焼、布志名ほか多数。
○ ・高橋梅園（龍雄）著の引用有
全国同盟料理新聞社発行
―
・普門院「茗席観月庵あり、旧藩主松平不昧公茶道を好

○ み、しばしば隣席ありし処」ほか多数。
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が、ふんだんに盛り込まれて説明されて

図－３

松江観光における茶文化と不昧

いる。文末には「大正４年11月従三位を
贈られ又公を輔けて治績を揚げし朝日郷
保には従五位を贈られた」ことも言及さ
れていた（『島根県誌』1923：360）。
このように、直政と不昧の立場が逆転
したことは、文化資源としての不昧（茶
道、
芸術といった文化的象徴となる人物）
が成立したことを示しているといえよ
う。これは、地域（松江・島根）の人々
が、百年忌以降、名声の高まった不昧の
存在を、地域アイデンティティ形成の過
程で地域固有の文化的象徴と位置づけた
結果だと考えられる。茶文化・不昧を前
面に出すことでほかの城下町と差別化し
た松江の都市イメージの土台が築かれた
といえるであろう。
（筆者作成）

６．まとめと展望
6－1

まとめ

名所案内に、不昧に関する説明が掲載

ない（観光庁2016）
。つまり、
「日本の歴

されるようになった。不昧ゆかりの場

史・伝統文化」を何度も体験したい、あ

次のとおりである。

所や茶文化は、松江の重要な観光資源

るいは、さらに深く学びたい観光客が多

①大赦令発布をきっかけに始まった旧藩

となり、不昧自身が松江の文化的価値

いことを示している。

本研究を通して明らかになったことは

を顕彰する「紀念祭の時代」、松江では

を高める象徴となった。

三百年祭（1910）が開催されたが、そ

以上をまとめたのが、図－３である。

げられていた。

食」ブーム、健康志向の高まりなどから、
抹茶の人気は高まる一方である。世界的

のとき堀尾家と松平家の二枚看板が掲
②三百年祭の３年前（1907）、皇太子の山

UNESCO無形文化遺産登録による「和

6－2

展望

な需要に対して供給が追いつかない危惧

現在、松江市では、
「不昧公200年忌」

すらある
（Japan Times, 2015. 03. 08）。こ

陰行啓が行なわれ、松平家初代藩主直

（2018）に向けて、不昧ゆかりの茶室菅田

のことから、ただ茶を飲み、抹茶スイー

政に従三位が追贈された。このとき、

庵（現在一般公開中止）を、松江の茶の

ツを購入する、といった消費活動だけで

本格的な島根県の自治体史が発行され

湯の文化を発信する拠点として再生させ

終わらせるのではなく、その文化が育っ

たが、明治期を通して松江を代表する

ようと、平成29年（2019）秋公開再開を

た歴史、そして、都市の空間を味わい、

人物としては、直政の存在が圧倒的で、

目指して修理中である（
『山陰中央新報』

体験してもらうことが肝要である。それ

歴代藩主の中で不昧は特に重要視され

2016年９月27日付）
。このことは、
歴史や

を可能とするのが観光の持つ力である。

ていたわけではなかった。

建築に関心のある観光者にとって、国宝

城下町としての歴史を有し、史的建造物

松江城とともに松江観光のポテンシャル

がいまなお現存する松江はその力を発揮

を高めるものである。

できる都市であり、我が国の地方創生に

③皇太子の行啓、菓子業の隆盛、鉄道の
普及といった複数の要因が重なり、明
治40年代に、不昧公好みの菓子が復活

また、国際観光に目を転じると、イン

貢献できる可能性が高い。

バウンド観光客が滞日中に「今回したこ

今日、不昧の名を松江で知らない者は

④不昧が全国的に知られるきっかけとな

とと次回したいこと」について、
「繁華街

いない。これは百年忌以降の郷土教育の

ったのは、御大典で従三位を追贈され

の街歩き（今回76.5％・次回32.8％）
」や

賜物と考えられる。しかしながら、松江

たことを受けて開催された「不昧公百

「ショッピング（今回84.5％・次回45.7％）
」

の茶文化、不昧の存在は全国的にはあま

年忌」（1916－17）であったが、そこに

といった都市型の観光は、
「今回したこ

り知られていない。このことから、200年

は当時の当主直亮と国文学者高橋龍雄

と」と「次回したいこと」の差が大きい

忌においては、地域内だけでなく、全国・

の多大な貢献があった。

のに対し、
「日本の歴史・伝統文化体験

世界に向けて情報発信していくことが必

した。

⑤百年忌を境に、ほとんどの松江の地誌・

（26.4％・26.3％）は、その差がほとんど

－39－

要であろう。
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尭（正二位）などの贈位があった（高

付記

木2005）
。

本研究は、科学研究費補助金・基盤研
究C「戦後松江における観光行政の展開」
（研究課題番号16K02103、2016～18年度、
研究代表者工藤泰子）の助成を受けたも
のの一部である。

彩雲堂のHPによれば、
「明治中期」に

（７）


復活したとある。
http://www.saiundo.co.jp/2shop_


wakakusa.html（2016年11月８日閲覧）
史料の存在については、星野（2002：

（８）


宝暦元年（1751）に６代藩主・松平宗
のぶ

衍の次男として生まれ、17歳で藩主と
お たて

なり、家老の朝日丹波とともに「御立
は

1970年。
・上野富太郎・野津静一郎編『松江市誌』
松江市、1941年。
・工藤泰子「近代松江における観光」
『日
本国際観光学会論文集』第21号、2014

高木（2008）は、両イベント時に京都

年。

の社寺が拝観料を徴収するなど観光化
むね

（１）


・安部鶴造『不昧公と茶の湯』今井書店、

89－91）の指摘による。
（９）


注

参考文献

・工藤泰子「戦前松江における文化資源

を図ったことを指摘する。

としての小泉八雲」
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られ、特に茶道に造詣が深かった。大
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主が天皇の臣下として迎える姿を市民
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