2009年
第５０回よろなか塾

２０１７年１０月３日(火)

佐伯の歴史と海上防備 (前半)
〜 ① 可能性を考える 〜
講師 佐伯史談会会長 佐藤 巧 氏
・プロフィール：

・穂門(ほとの)郷(さと)
むかし景行天皇が御船をこの門(と)に泊めたとき海
の底に海藻が多く生えて、長く美しかったので、 天皇
は最勝海藻(ほつめ、保都米)を取れとおっしゃいました。そ
れで最勝海藻の門(ほつめのと)といっていましたが、 今
穂門というのはなまったものです。＜『豊後国風土記』より＞
上記で、 最勝海藻(保都米ほつめと謂う)がなまって穂門
(ほと)というようになったという所は、 『豊後国風土記』
の編纂者がそう書いた、 作り上げた説なんですね。
大分大学の富木隆先生は、史談会の事務局時代に
よく連絡があったんですが、 地名に詳しい方でした。
その富木隆先生がおっしゃった。 「昔の地名は、 意味
不明なものほど古い。 それを考えるためには、 漢字
で意味を考えたらいけない。 全部カタカナに直して
意味を考えなさい」 と。

昭和２５年、生まれ。６７歳。
５０歳を機に、「番匠茶屋」を自作、
レストラン経営開始。 町並み保存の
仕事に関わり、 切り絵作家に。
佐伯史談会39年、 事務局長１０年。
平成28年より、 佐伯史談会 会長。
日豊中世歴史研究会佐伯支部長。 著書：『絵巻栂牟礼実録』、
『日豊風雲録』(共著)、 『中島子玉の日本史(日本詠史新楽府現代語訳)』、 ・「ホト」の語源について：
『中島子玉と恩師淡窓の漢詩』(共著)、 他。
穂門(ほと)は、 保戸島にその名残りがあると考えら
一級建築士。 切り絵作家。
れますが、 実は『古事記』、 『日本書紀』の中にホトと
季節料理 「番匠茶屋」 ： 主は、 息子さん。
いう言葉がいくつも出てきます。 何かというと、これ
( TEL:23‑3100 池船、 花火観覧席と佐伯大橋の中間、 土手沿い、 登り口そば )
は女性器のことなんですね。
イザナミとイザナギが日本の国生みをするときに、
真桑って、この大八洲(おおやしま)、 日本を生んでいくわ
・佐伯の歴史の４つの時代区分：
けですが、最後に産んだ子がヒノカグツチの神でした。
火之迦具土神(ヒノカグツチノカミ)は、火の神であるため
御手洗一而(いちじ)先生、 『巴の鏡』、『毛利高政』、『独立
に、生まれるときに母である伊邪那美神
(イザナミノミコト)
国佐伯』 などの本を書いておられる、佐伯出身の方、 佐
伯の時代を、 古代、 中世、 近世、 近現代の４つに分けら の陰部に致命的な大火傷を負わせてしまいます。 ホ
トを焼いてしまって、 イザナミは、 息絶え絶えになっ
れるとしています。
1) 古代 ： 海部(あまべ)の時代。『豊後国風土記』にあります、 て亡くなってしまいます。
『古事記』の解説にこう書いています。 このホトは、
海部郡の民は皆海辺の民であったと。
実は語源が違うところにあると。 火窪(ほと)、 これは
海部郡穂門郷〜佐伯院の時代。
2) 中世 ： 大神(おおが)姓佐伯氏が、平安末期〜戦国時代 たたら、 製鉄所のことだというんですね。
火窪の窪は、 窪(くぼ)み、 穴のことです。 私も寝ず
の終わりまで、 約400年、 治めてきた時代。
に考えました。
ホトって何だろうかと。 ふと思いつい
3) 近世 ： 毛利高政〜、 265年間。 佐伯藩２万石。
4) 近現代 ： 明治以降、連合艦隊が入って、演習を行い、 たのが、「炉」でした。 火と戸がくっついて炉、溶鉱炉
大正天皇もやってきました。 昭和になって海軍航空 の炉です。 火窪、これは音読みにしたら、ホド。 ホドが、
隊がここに設置された、軍都佐伯の時代を経て現代 ホト、 ホトは火戸に、 これが火穴に、 そして戸穴に繋
がったんです。
まで。
穂門(ほと)は、火窪があった場所ではないか、 穂門の
4つの時代にはっきり分けられる。 こういう例は、全国
中心は、
戸穴辺りにあったのではと思えてきたのです。
でも珍しいそうです。 大神姓佐伯氏が治めた４００年間、
戸穴荘が荘園として、 安元２年(1176)、 立券された
その長く治めた時代は比較的平和であったろうと。
(官庁から許可された)史実と繋げて考えると、その中
心に戸穴があったと考えられないこともないです。
・『豊後国風土記』 732年頃、国司が提出した報告書：
・天皇の勅令によって作られた最古の地誌、現存する５風土記の一つ。
・地名は、歴史の謎解きの鍵 ：
・内容： 国名・海部郡等各郡の名前の由来、及び各地の伝承等
・海部(あまべ)の郡(こうり)
地名には、意味不明のものが多くあり、 学者によっ
海部の郡には郷(おおざと)が4ヶ所(佐井さい・佐加さか・丹
て色々な説が出されてきていますが、
私には富木先
生にう・穂門ほとの4郷)。 そのうちに里(こざと)が12あり、
生に示唆されたことが多くありました。
駅(うまや)は1ヶ所、 烽(とぶひ、のろし台)は2ヶ所ありました。
ニウがつく地名は、 水銀(丹)の(生)産地に関係が
この郡(こうり)の百姓(おおみたから)はみな海辺(うみべ)の白水
あり、 大ニウ島もその一つです。 『豊後国風土記』の
郎(あま)だったので海部郡(あまべのこうり)といいました。
海辺郡の中に山から朱砂(水銀の硫化鉱物)を取ったとあり、
(佐井郷は、今の大在・小佐井。 佐加郷は、坂ノ市・佐
大入島帯が戦時中、水銀鉱区に指定されておりました。
賀関。丹生郷は、臼杵を含めて水銀の取れる所でした。
それを示す穴がいっぱい残っていて、 そのボタ山の
穂門郷が、現在の佐伯辺りということでした。)

跡も、八迫にあるんです。
どうしてこういう地名になったかを考えていくと、
夢が膨らんでいくんで、 面白いですね。
・海部の地名 ( 一考察 ) ：
むかし海部郡には、漁労を生活の糧とした狩猟採
集の民が暮らしていました。
そこへ大陸の文化を持った人々が鉱山資源を探
しにやってきました。 彼らは鉄・銅・水銀などを採掘
して精錬をはじめましたが、鉄を溶かすには大量の
木炭が必要でした。 そこで海岸線の照葉樹林をこ
とごとく伐って木炭の生産に当て、 その生産地に
溶鉱炉を築いて鉄を溶かしました。
その痕跡が地名として認められますが、天平５年
(724)に『豊後国風土記』が編纂された時には、 既
に地名の意味を失っていたのか、 海人の住む海部
郡として、ホト郷の地名は海藻のホツメがなまった
のだと説明しています。 ホトは、窯(かま)、溶鉱炉が
あったのではないかと謎解きをしてみたのです。
・佐井郷： (サイ＝鉄)、 (大在、 小佐井)
・佐加郷： (サカ＝銅)、 (佐賀関、 坂ノ市)
・丹生郷： (ニウ＝水銀)、 ニウ島 (臼杵)
・穂門郷： (ホト＝炉)、 ホト島、ヒアナ(火穴)、ニ
ウ津、 大ニウ島、 弥ニウ津、 カマド、 カマエ

・海上警護の佐伯部：
佐伯の地名起源については諸説があります。
佐伯部(東北の蝦夷えみし)が瀬戸内海五国に配置さ
れたのは、防人(さきもり)としてであったというのも。
当時新羅の国と戦っておりました百済が660年に
滅び、 その新羅が日本に攻めてくるのではという
ことで、 朝廷は水城(みずき)や山城を築いて、瀬戸内
海まで、 この防人を配置しました。 これこそが、
海上防備、 海上警護の人たちです。 海上警護につ
いた佐伯部です。 その佐伯部が一部当地に移住し
たというのですが、 それがいつのことか、 本当は
わかっていません。
ある時、新聞を見ておりましたら、 別府大学の飯
沼賢司先生が、 大分合同新聞に掲載してた記事が
目に入りました。 それで、なるほどと思ったのです。

・「隼人の反乱」で、この地が兵站基地となって：
「宇佐八幡宮の何とか〜」という記事でした。
720年代に、「隼人の反乱」が起き、 隼人が、国が派遣
した国司、今の県知事を殺害。 朝廷は、にわかに群団
を組織して、 太宰府から万を超す軍団が、 隼人討伐
に向かいました。 その時に、武器や食糧を、船で運ん
で行きましたので、当地が兵站(へいたん、前線部隊に軍需物資、
食糧を供給する)基地になったというのです。
ここが豊後水道の要衝であり日向の国境に接する
この地、佐伯湾が、軍事的に重要であったわけです。
戦いは１年半にも及び、その時に佐伯部があるいは
配置されて、佐伯という地名が起こったのじゃないか
という風に書かれてありました。
太宰府から軍団だけではないんですね、 宇佐八幡
宮、それから英彦山(ひこさん)の衆徒、そういう人達がみ
なこぞってやって来た。
ここに彦岳の地名があるのも、 城八幡宮があった
りするのも、 そういう影響か、なるほどと思いました。
・「佐伯院」：
佐伯部の居住地はやがて地名となり、 天平宝字
３年(759)、諸国に常平倉(穀類を貯蔵した官営の倉)
が設置された時、当地にも院倉が置かれ、その院の
名が佐伯を取って佐伯院となりました。
院とは延暦１４年(795)7月および9月の太政官符に
よって、 １ないし数か郷ごとに租税を収納するために
分置された「倉院」すなわち正倉のことです。
今まで海部郡穂門郷と呼ばれていたのが、海部郡
の佐伯院という地名になりました。
穂門郷は、 日向境に至る海岸線と番匠川流域の山
間部を控え、 海部郡四郷のうちでは最も広い領域を
占めていました。 佐伯院の設置は、 この地域にも律
令制が確立され、 番匠川流域の山間地に至るまで公
地公民制が浸透して行ったことを物語っています。
佐伯宿禰久良麻呂が、神護景雲元年(767)、豊後守
(ぶんごのかみ)となってから、 天慶(てんぎょう)の乱(941)ま
での２世紀の間に海部の郡に佐伯院が設けられた。院
となった時期は特定できないとする考えもあります。
佐伯院の所在については、佐伯市古市、弥生小倉、
上の台などが出ていて、 まだ特定されていません。
・佐伯院から、佐伯荘に：
天慶(てんぎょう)４年(941)、元国司の佐伯純友(さいきす
みとも)が起こした反乱に関わる記録として、 ９月６日、
豊後国海部郡の郡役所の佐伯院に賊徒が襲来、合戦
があったことが『本朝世紀』に載せられています。 佐
伯院は残された記録としては、これが最初です。
平安末期に、大神惟家(おおがこれいえ)・惟安(これやす)父
子によって、この佐伯院が開発され、皇室家に寄進さ
れたことによって、 佐伯荘(さいきのしょう)となり、 開発
領主である惟安が、 初代佐伯氏となりました。
・・・ 活字(書物)になっているからといって、 立証されたとは考えるな。
(マイモニデス ： カイロユダヤ哲学者)

