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「「「「巴と火の牛巴と火の牛巴と火の牛巴と火の牛」」」」ＣＧＣＧＣＧＣＧ動画動画動画動画制作中制作中制作中制作中    

火牛火牛火牛火牛    

巴隊巴隊巴隊巴隊    

２月２７日・小矢部市 

 本会主催「木曾義仲・巴御前フォーラム」は 2 月

27 日（日）、小矢部市の津沢コミュニティプラザで開

催されました。開会挨拶の後、ＣＧアニメ「KURIKARA 

―巴と火の牛―」が上映されました。続いて 3 名の

専門家によるフォーラム、義仲・巴プロジェクト推

進班船見氏による大河ドラマ誘致活動についての報

告が行われました。参加者は 8０名でした。 

最初に廣田秀徳副会長から「本日は木曾義仲・巴御前の魅力をたっ

ぷりと感じとっていただきたい」と主催者挨拶がありました。次に桜

井森夫小矢部市長から「本日のフォーラムを通してますます木曾義

仲・巴御前を顕彰し、大河ドラマにつながることを心から願っており 

開会挨拶 木曾義仲・巴御前の大河実現へ 

ます」とご祝辞をいただき、山下穣総合司会が代読しました。続いて津沢地区自治振興会の澤田八太郎会

長、朝日町宮崎太郎顕彰会の魚津龍一会長、小矢部市観光協会の村上一宏会長、神嶋神社の河合多久巳宮

司、津沢公民館の田中良久館長の来賓紹介がありました。最後に柴田巧参議院議員がビデオメッセージで

「十数年前の県議時代に木曾義仲・巴御前の大河ドラマ化を県として目指すべきではないかと申し上げた。

これが県議会としての最初の出来事であった」と NHK 大河ドラマ誘致の経緯を述べました。 

桜井市長ご祝辞代読 柴田議員メッセージ 

CG アニメ上映 「KURIKARA —巴と火の牛—」 

  

「CG アニメ制作の経緯」と題しプレゼンがありました。大河ドラマ

誘致にはこれまでにない「新しい何か」が必要で、それがこれまで

シーンとして描けなかった「火牛の計」です。これを 3次元コンピ

ュータグラフィックス（CG）で映像化したと説明がありました。 

「KURIKARA ―巴と火の牛―」は数十頭の火牛が巴御前と共に平

家の大軍を攻め落とす CG アニメです。細い道を火牛が駆け抜ける

ところなどで埴生八幡宮宮司らのアドバイスを受けつつ、平家の大

軍と火牛の大群とが対峙するシーンなど若者向けに仕上がってい

ます。現在、動画サイト YouTubeで公開中です。 （2面へ続く） 

迫力ある火牛の CG アニメシーン 

YouTube で ☛ 視聴できます 
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フォーラム テーマ「木曾義仲・巴御前の魅力をとことん語る」 
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トーク 
木曾義仲・巴御前の顕彰及び大河ドラマ誘致活動について 

                          フォーラムの様子 

最後に富山県埋蔵文化財センターの安念幹倫上

席専門員が、「ここに全国の北海道から沖縄までの

子供たちが使っている教科書がある。皆さんのお子

さんやお孫さんは倶利伽羅合戦、倶利伽羅峠の戦い

を歴史で学んでいる。今日はそのことをしっかり覚

えて帰っていただきたい」と力強く語りました。 

話題提供の後、質疑応答に移りました。「義仲が敗

れる要因となった京都の治安悪化は嵌められたの

でしょうか」という質問では、牧野先生より「九条

兼実の日記『玉葉』では後白河法皇を『不徳の君』

と書いている。法皇の心はすでに源頼朝に移ってお

り、してやられたのかなと思います」と回答があり

ました。コーディネーターは「ここが重要なところ

です。2 年前に大反逆人と烙印を押されていた明智

光秀が NHK 大河ドラマの主人公になりました。時代

は変わりました。木曾義仲が天から遣わされた人と

いう流れになれば、大河ドラマの主人公になるのも

決して夢ではありません」とまとめました。 

 

 

 

 

羅峠での平家との合戦に臨み、木曾義仲が埴生に陣

を敷いたところ源氏の守り神である八幡宮が目に

入った。そこで戦勝祈願すると鳩が出現した。鳩は

八幡宮の神様の使いで、『八』は 2羽の鳩の形、鎌倉

の鶴岡八幡宮の近くで売られている有名な鳩サブ

レーもこの鳩に由来する」と述べました。 

続いて小矢部市郷土史会の牧野潤会長は、「横田

河原合戦後の 1年余りの間に、義仲は越中・能登・

加賀・越前、そして都へ上るための布石を打ってい

る。時代の潮の目を読みながら、越中では砺波地方

の石黒氏を味方にした。また平家追討の令旨を発令

した以仁王の遺児である北陸宮を、越中の宮崎城に

迎えて都に上るための旗印にした」と語りました。

なお宮崎城主であった宮崎太郎の顕彰会から４名

が来場されました。 

船見 幸広 氏 

 第３部のトークでは小矢部市商工観光課 義仲・巴プロジェクト推進班の船

見幸広氏より木曾義仲・巴御前の顕彰及び大河ドラマ誘致活動について、「今

年の大河ドラマ『鎌倉殿の 13人』に木曾義仲・巴御前が登場します。しかし

まだ 2 人を主人公とする大河ドラマは実現していません。木曾義仲・巴御前

に縁のある富山・石川・長野・埼玉・滋賀・神奈川の６県と 35の市町村とで

41自治体が『義仲・巴』広域連携推進会議を組織し NHK 大河ドラマ誘致に向

け情報収集・発信しています。今回の CG アニメも YouTubeで全世界へ発信さ

れるとのことで期待しています」と語りました。 
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ヒガンバナの里 小矢部市五郎丸町内 
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ヒガンバナの里に大勢が集う 

ご 挨 拶 

会  長  

  令和 2 年初めに立ち上げました本会もおかげさ

まで、今年で 3年目を迎えました。初年度は、東大

寺の大仏建立に尽力した砺波地方の豪族、利波臣志

留志の業績と人柄を専門家のインタビューでまと

めた映像を制作し、散居村ミュージアムで発表しま

した。 

 昨年は津沢・福野町の開祖、阿曽三右衛門にスポ

ットを当てたフォーラムを開催し、今年 2月には現

在放映中の大河ドラマに登場する木曾義仲・巴御前

に関するフォーラムを開催しました。いずれも、地

元の関係者のご協力と、メディアも好意的な報道を

してくださり、徐々に私たちの活動も地域に定着し

つつある手ごたえを感じているところです。 

 2 年が過ぎて                  会長職のバトン 

を預かりました。私たちは郷土史に生きる義人や偉

人の足跡をたどる取組とともに、地域の復興、活性

化のために尽力される、「名もなき義人」の皆様と力

を合わせて活動してまいります。 

 これまでと同様、変わらぬご支援、お引立てを賜ま

すようお願い申し上げます。皆様のご健康とご多幸

をお祈りし、ご挨拶とさせていただきます。 

 

川原 俊昭 （小矢部市） 

  今から４，５０年前まで秋の彼岸の頃には道端

やアゼなどにヒガンバナが咲いていました。黄金色

の稲穂と燃えるようなヒガンバナが秋の原風景で

した。 

 そんな景色を蘇らせようと、これまで農道、川縁、

アゼなどにヒガンバナの球根を植え続け、約１０万

本の花が見られるようになりました。 

 令和２年、取り組み始めて２０年目となることか

ら、のぼり旗を国道ぶちなどに立て、ラジオ、新聞

で紹介されたこともあり、県内各地や石川県からも

大勢見に来られました。 

令和３年からは、町内に「ヒガンバナの里づくり

委員会」を設置し、町内散策マップ作成、休憩場、

シシオドシの設置などに取り組みました。 

 彼岸を中心とする１０日間に約１８００人が訪

れ、特に土・日曜日は若い親子連れが多く、子供が 

歓声を上げて走り回る様子は、我が町内では久しく

見ていない光景でした。今後とも里山の景観をその

まま楽しんでもらうため、より美しい村となるよう

町内の皆さんで取り組んで行ければと思っていま

す。 

春の砺波チューリップ公園 
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亡父河合久則は、高校教諭・宮司の傍ら『砺波市

史』（昭和 40 年）の編纂委員を担当、『砺波市史資

料編』（平成 2 年）では編纂委員長（古代・中世・寺

社担当）を務めました。ものごころがついた時から、

父といえば歴史の研究に没頭していた姿しか記憶

にありません。たまに家族旅行で遠出できた時で

も、父は家族をほったらかしにして旅先で調査に勤

しむ始末。母はあきれるというよりあきらめていま

した。そのような父が『資料編』の中で最も力を入

れたのが利波臣志留志です。古代史の重要人物であ

る志留志について記す地元の市史ですから、さぞか

し力が入ったことと思います。 

 その志留志の実力が試された事件が、761年に越

中の班田で生じた、手違いによる東大寺荘園と現地

住民の紛争です。そのころ同じような事件が全国各

地で起こり、放置すれば国の根幹を揺るがす大事件 

になりかねませんでした。そこで太政官の吉備真備 
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父と利波臣志留志 

右大臣は紛争の再発を防ぐため、志留志（当時は特

任の富山県副知事）を名指しの上で、越中の東大寺

未開田地の検校という重要な任務を与えました。志

留志は期待に見事に応え、わずか１カ月足らずで検

校を終えたと記録にあります。『資料編』の中で父

は、「献物による利波臣志留志の栄進は真備には及

ばないが、同じ地方豪族の出であり、官界に進出し

た点では共通したものがある」と結んでいます。 

 

利波臣志留志の生涯３：伊賀守、その後 

高志の国文学館 係長  大川原 竜一 

天平神護三年（七六七）に貴族となった利波臣志

留志は、『続日本紀』によると、宝亀十年（七七九）

に伊賀守という官職に任じられました。守とは諸

国の行政をつかさどった国司の長官のことであ

り、伊賀国は現在の三重県西部にあたります。彼は

地方豪族から立身出世して、一国をあずかるまで

になったのです。その後志留志がどのような消息

をたどったのかは、残念ながら史料がないため分

かりません。けれども彼の名は、奈良県の東大寺二

月堂でおこなわれる修二会において現代まで語り

継がれてきました。 

「お水取り」の名でも親しまれる東大寺の修二

会は、天平勝宝四年（七五二）に始められたとされ

る法会（仏教の儀式）であり、ふるくは旧暦の二月

に修せられていました。現在では、三月一日より二 

週間にわたりさまざまな法要や行事がとりおこな

われます。志留志の名は、三月五日と十二日の両日

の夜に、聖武天皇をはじめとする東大寺にゆかりの

深い人たちの名前の書きあげられた過去帳を奉読

して、その菩提を弔うという行法のなかで、つぎの

ように唱えられています。 

米

ヨーネ

五

ゴ

千

セ ン

石

ゴ ク

奉

ホ ー

加

ガ ー

 

セル

利

リ

波

ハ

志

シ

留 志

  ル ノサカン

 

ここでは、利波を「リハ」、志留志を「シルノサカ

ン」と読んでいます。「サカン」という読みは、古代

の衛府の第四等官である「志」が「サカン」と訓読

されたことにひかれたものであると思われます。奉

加とは献物や寄進の意味です。東大寺の創建におい

て盧舎那仏の知識として多くの米を献じた志留志

の功績は、いまなお讃えられているのです。 （完） 

シリーズ ① 

となみのおみ し  る  し 

と なみのおみ し 
 
る   し 

神嶋神社宮司  

河合 多久己 （本会相談役） 

右：『砺波市史』 

左：『砺波市史資料編』 


