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水と緑の甲州道中を歩く
２０１０・２・２７～６・４

日本橋から下諏訪宿・中仙道との合流点まで

佐薙恭 鈴木克夫 髙崎治郎 松尾寛二 宮川次夫 石和田四郎
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水と緑の甲州道中（街道）を歩く

東海道が終わって年が明け、今年は何処に行こうか？

詮索する間もなく、佐薙がまたまた手際よく「甲州道中踏破」のプランを用意してくれた。

「オーション会・プロジェクト・第２号」である。

２月７日の「オーション会」の初会合で説明があり、言わば今までの延長のような感じで、

いともスムースに実行案が確認された。

「京都三条」で一区切りついてからたった３ケ月だが、年齢は「１歳」増えた勘定になる。

「喜寿を超えて・・」ということになるのか。メンバーの参加可能性もほぼ同じ。

「五体不満足」、昨年大変な迷惑、世話をかけたが、何とかゴールまで辿り着けたので、今

回もついて行ける所まで行くことにさせてもらった（何しろ東海道完全踏破、たった２人

のうちの１人の実績？だから。実はこれが危ない！戒めを忘れずに。）

距離は東海道の半分以下の２１０余粁、５３里２４町という。しかし宿の間隔は短く、宿

駅の数は数え方にもよるが４５宿（３８宿とも）、所要日数は１０日ほどか。

東海道が海沿いの街道とすれば、甲州道中は内陸への「山の道」である。

新宿発夜行列車にさんざんお世話になって来た吾ら山男にとっては、多分一番馴染みの深

い道であり、地方であり、数々の思い出の詰まっているルートである。

今回は歴史を辿ると共に、眼前に展開する山、川、風景、風物が味わえるものと期待され

る。季節や佳し。

ただ、東海道に較べて、街道の歴史に関する資料、ガイドブックなどは少ない。

佐薙が予め集めてくれた数冊の案内本と地図、それにネットでかき集めた関連資料と言う

ことになる。

小生は全くの他力本願、ネット情報、聞きかじり、読みかじりのみとなってしまった。

東海道ではいささか得意だった「鉄道唱歌」も中央線にはないようだ。（信濃、信越線には

あるが・・）

「甲州道中」でまず抱く疑問、関心、期待は：

１） 「甲斐」という國の國境（くにざかい）がどうしてあれ程不自然？（大菩薩嶺、

御坂山塊の東・南側まで）と思われるほど武蔵、相模側にはみ出しているのか？

２）甲斐といえば武田、戦国時代、一時は天下を取るほどの勢いであったこの一族の興亡。

３）四方を山に囲まれたこの内陸の國（律令制下では上から２番目の上国の格付け）の存

在、役割、独自性、明治以降の人材排出の背景。

４）桃の花咲く「桃源郷」、四周の山々の表情。

他にも予期せぬテーマ、ハプニング（救急車のお世話は無し）は出てくるだろう。
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[ 1 ] ２０１０年２月２７日（土）雨 日本橋～内藤新宿～高井戸宿～布田五宿・上石原

（距離 24.8Ｋｍ、時間 7Ｈ（6Ｈ10ｍ）歩数 41.400

佐薙 鈴木 高崎 松尾 石和田（宮川は榊原記念病院での心臓バイパス手術に備える）

７：４５ 日本橋・日本道路原標発 日比谷 桜田 半蔵門 四谷

９：００ 新宿（内藤新宿）明大前

１１：４０～１２：３０ 桜上水駅付近・昼食 ガスト（松尾の新婚当時の居住区域）

１２：３０ 上高井戸 国領 布田

１５：００ 上石原・西調布駅着

＊昨年は此処に宮川が居た。彼は

必ず復帰する。

＊五街道の出発中心、無事「甲州」

を踏破しても、あと３つ残る

＊東海道、中仙道は「道」、その他

は「道中」、江戸初期に呼称を区

分けしたという。何故か？

＊日本橋の上、米国人２人を含む

中年の５人グループ、３年かけ

京都・三条大橋を目指すそうだ。

彼らには時間がある。

佐薙 石和田 鈴木 松尾 高崎

日本橋・日本国道路原標 2010・2・27 7：45am

＜日比谷・桜田、武蔵野の原＞

大手町 和田倉門から日比谷へ、土曜日の朝、午前８時過ぎ、小雨降る江戸城の堀の水面

は静かだ。鴨の群れ、数羽の白鳥が浮かんでいる。

佐薙が早速双眼鏡で観察、解説してくれる。

徳川家康が小田原，北條攻めの折、石垣山の頂上で

秀吉と立小便をしながら「関八州は大納言殿に差し

上げよう」と体よく「先祖以来の三河から根こそぎ

引き抜かれて」江戸に移ったのは１５９０年、その

頃、日比谷、桜田の辺りにはせいぜい１００戸ほど

の茅葺の家があった程度だったという。

それまで、武蔵國、更には関東の大平野を統一する

ほどの英雄は出なかった。 ＜お堀・鴨と白鳥、日比谷公園角付近＞

伊勢から流れてきた北條早雲ほか５代がかなりの支配を広げたがそれでも南のはずれ小田

原を根拠に勢力を張っていた程度。上杉も武田も出ては引くという有様、それを家康が始
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めて広大な平野の真ん中に城を構えたのだ。

＜例によって少し昔に遡ってみよう＞

＊大和、平安初期の都人にとってアズマ（その境は時代により次第に東へ移る）はおよそ

人の住んでいそうな所ではなかった。「上総国」の国司として国府、今の「市原市惣社」に

滞在していた菅原孝標（たかすえ）の女（むすめ）が帰国の時から書き始めた「更科日記」

（１０２０年～）には「馬に騎りて弓持ちたる男に、極くまれに出会うが、その男たちも

振り返れば葦や荻の草むらに隠れてしまう」と描写されているそうだ。（６６３年、百済が

滅亡すると多くの百済人が「倭」に流入、３年後の６６６年には「百済の男女２千余人を

以って、東国に居く」との記録があるそうで、その時から３５０年も経っているのだから・

馬に乗れる・かなり人も住んでいただろうにと思われるのだが）

＊１４００年代中頃、始めて江戸に形ばかりの城を築いた武人で歌人の太田道灌（１４３

２～１４８６）は都で後土御門帝に拝謁、「武蔵の国とはいかに」と問われて

「露おかぬ方もありけり夕立の空より広き武蔵野の原」と答えたと言う。

その頃、「武蔵野は月の入るべき峰もなし・・」と詠まれていたと言うから、途方もない

一大原野というのが都人の印象・想像だったのだろう。

＊それから１００年ばかり過ぎて家康はやってきて、ケチな三河武士でも驚くほどの粗末

な廃城に拠を構え、天下を制した。

＊それから４００年余、我々は今、名前ばかりが残る江戸城の周りを歩いている。

＜徳川幕府の逃げ道・甲州道中、半蔵門、四谷・鉄砲百人組、八王子千人同心など＞

甲州道中は江戸幕府になってから整備が進んだ。それは甲府藩が親藩であり、後に直轄領・

天領となっていたため、「万が一江戸城が攻められた時、半蔵門から逃げ出して甲府まで引

き、再起を図る」という、とてつもない用心深さによる。

甲州道中は「陰陽道の四神相応」で言う「白虎」の方角で四谷（新宿御苑角の四谷大木戸

付近か）には伊賀組・根来組・甲賀組・青木組（何故か忍者の郎党）の２５騎組からなる

鉄砲百人組を配し、また秀吉軍（上杉景勝と前田利家）に落された北條氏照（小田原・北

條当主の弟）の居城・八王子城の残党を抱えて「八王子千人同心」という徳川直臣団を作

り、甲斐や相模に抜ける小仏峠の防衛に当たらせた。

また、短い街道なのに小仏、鶴瀬に関所も設けた。

お蔭で？この街道は参勤交代で飯田、高遠、高島の

３藩と年に一度、宇治茶を幕府に献上する「お茶壷

道中」が通るくらいで、その他は、距離は長くても

中仙道を使ったようだ。身延詣でや善光寺参りが盛

んになっても、それ程賑わったとは思えない。

＜内藤新宿の賑わい？＞ 現在の（内藤）新宿の賑い
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江戸４宿（他に、東海道の品川、中仙道の板橋、日光・奥州街道の千住）の一つ、（内藤）

新宿は昔も今も似たようなマチといえようか。

吾らの青春もこのマチとかなり？の関わりがある。１９５２～３年ごろ、敗戦の荒廃から

７～８年、駅の東側にはバラック建て、裸電球をぶら下げた飲み屋がずらっと並んでいた。

山男達は新宿発・着の列車のお蔭か？行きも帰りも此処で屯した。

なかには馴染みとなり、かなりな足跡を残す果報者も居た。

好奇心、探究心、冒険心に富んだものたちは更に東に足を伸ばし、「赤い線引き」の区域へ

と踏み込むこともあった。

（＊小生は恵比寿に下宿していたため新宿は言わば通過点、昼は「風月」、「らんぶる」な

どで高尚な？クラシックを聞き、陽が暮れると「トリス・バー」あたりで安いウイスキー

やジン、塩えんどう豆をほおばりながら大いに青春を語りあったものだ。また生涯、決し

て忘れられない奇跡的な出会いを得た場所でもあった）

そもそも此処に宿場が開かれたのは１６９６年、しかもこれは浅草安部川町の名主・高松

喜兵衛ら民間人の申し入れで宿場の開設が許可されたという。

高井戸宿までの距離が４里（16Km）近くもあり、中間に宿場（ニーズを満たす所）を設け

ると言う発想はうなずける。当初は「内藤宿」と称したが後に「新しく出来た宿なので新

宿」となったようだ。

今の新宿御苑辺りにあった高遠藩・内藤家の下屋敷の一角を上地（幕府に返納）して、こ

こにスタートした。「飯盛女、遊女売買、奉公人売買」などで大いに賑わったらしいが「風

紀が乱れる」との理由で２０年後には廃止されてしまったと言う。再開されたのは５０余

年後、１７７６年、こういうことは押さえつけるよりオープンにして管理する方がよい・・

との判断だったろうか。

今、３００年前、いや６０年前の風景はないが、「餃子・石の家」があったとか「占い師・

手相見」がいた等という記憶は誰にでも共通にあり、（内藤）新宿は今でも何だか人間味の

温もりが生きているマチだ。

[ 2 ]２０１０年３月１１日（木）晴 上石原宿～府中宿～日野宿~横山宿～駒木野宿

（距離 25Ｋｍ 時間 7.Ｈ30Ｍ（7Ｈ）歩数 42.500）

佐薙 高崎 石和田

７：３０ 上石原・西調布駅発（近藤勇生誕の地、西光寺）

飛田給（宮川・榊原祈念病院で加療中）

９：００ 大国魂神社

１０：００ 谷保天満宮 日野の渡し 日野宿本陣

１１：３０ 日野駅・昼食

１２：００ 千人町・千人同心屋敷跡 多摩御陵

１３：００ 高尾駅着 反省会(コーヒー１３０円) ＜大国魂神社・本殿＞
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＜大国魂神社、武蔵国の総社、東山道・・＞

武蔵國の国府は文字通り、ここ「府中」だった。そして、この大国魂神社は武蔵国の「総

社」、神社境内の東半分から東側一体に国庁があり、この神域の東隣が国衙跡という。

紀元１１１年（景行天皇４１年５月５日）の創建、（祭神は大国魂大神・大国主命と同じ）

と伝えられるから、弥生時代の中頃、

（日本武尊は景行天皇の皇子）まさに

神代、伝承の時代である。

さて、律令制に移る前、大和政権は地

方の豪族などが服従したらそのまま

「國造」（くにのみやっこ）に任命し、

臣、連、君、公、直などの姓を贈り、

その地方の支配を任せた（国造制）。

しかし、その権限の範囲は軍事、外交、

裁判権まで・・と様々で、結局、律令

制以前の地方支配体制は未確立だった。

＜大国魂神社・ご神木の大ケヤキ＞

大和政権の国家支配は６４５年の「大化の改新」に始まる律令制（大宝律令・701 年）によ

って画期的に整えられた。武蔵國は「无邪志（むざし）國造」の領域と「知知夫（ちちぶ）

國造」の領域を合して出来、７１０年頃、此処に国府が置かれたとされる。

（＊５３４年に「武蔵國造」の座を巡り笠原直使主（かさはらのあたいおみ）と同族の小

杵（をき）が争った。「小杵」は当時大和政権に歯向かっていた「上毛野國の小熊」に助け

を求め、「使主」は大和政権に助けを求めて結局「使主」が勝利した。

このことから大和政権は「上毛野國」の隣には強力な国を置かなければならないと考えた。

これが大きな武蔵国の誕生の背景かと思える。

領域は現在の埼玉県、東京都の隅田川以西、川崎市、横浜市の大部分であり、大変広い。

武蔵國は当初、五畿七道（行政区域）のうちの「東山道」に属していた。

大和政権は東日本を太平洋側の東海道、日本海側の北陸道、そして中央部を東山道として

統治した。

即ち「東山道」には近江国を起点に美濃国、飛騨国、信濃國、上野国、[武蔵國]、下野国、

陸奥国（当時まだ出羽はなかった）という内陸の国が属し、そして、これら各国・国府を

繋ぐ道路も整備された。この「道」とは「行政区域」と「道路」の２つの意味がある。

しかし、東山道の派遣官吏が「上野国（前橋）、武蔵國（府中）、下野国（栃木市）と経由

するのは日程が延びて非効率だ、東海道に帰属させては・・」と上申、７７１年に東海道

へ移管となり、それまで水上交通主体だった武蔵國にも、陸路が整備された。

これ以降、「上野國」の国府（前橋）から府中への幅１２m 程の直線の多かったこの路は「東

山道武蔵路」（支道）となり、東山道の上野国・新田駅と下野国・足利駅は直接結ばれた。
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＊支道となった「東山道武蔵路」の遺構は小平市小川の一橋大学付近、国分寺市泉町・旧

国鉄中央鉄道学園跡地・・などで見つかっている。５７～８年前、そんなことは夢にも思

わなかった。

＜日本の古代道路考・・ほんの受け売り＞

佐薙が時間があったら「古の道路と馬について」もっと研究してみたい・・と言った。

賛成である。 ＜東山道＞ ＜東海道＞

（しかし限りなく奥が深い）

獣道、歩いた跡が段々と路に

なることは確かだが、わが国

で道路（計画的）と言えるも

のは何時からか？国が統一

され始めた６世紀という説

が有力だ。（となると古墳時代 ＜近江、美濃、飛騨、 ＜伊勢、尾張、三河、駿河、

仁徳天皇陵なんていうあの巨大 信濃、上野、下野 伊豆、甲斐、相模、武蔵、

な土木工事はどうしてやれたか？ 陸奥、・・＞ 安房、上総、下総、常陸＞

なんて疑問が沸くが・・） ＊甲斐、武蔵はない ＊甲斐、武蔵へは支道あり

道路は政治的、軍事的、経済的

に極めて重要、不可欠、そして、その跡を辿れば国の統治進展の経緯、様子がうかがえる。

直線的な道路が計画的に整備されたのは７世紀、飛鳥に都が置かれ、奈良盆地を南北へ、

そして東西には河内平野まで幅広い直線的な道路が造られた。

これには遣隋使による中国・隋の都の情報が強く働いていると言われている。

６４５年の「大化の改新」の「詔」に「駅伝制を布く」旨の記述があり、大化の改新直後

には畿内及び山陽道で直線的な「駅路」や「駅家」の整備が行われ、６８０年頃までには

九州（西海道）北部から関東地方（東海道）に至るまでの広範囲にわたって建設が進んだ

ようだ。律令の駅伝制は「駅路」と「伝路」から構成されていた。

「駅路」とは中央と地方との情報連絡を目的とした路線で各地方拠点を最短経路で直線的

に結んでおり、約１６Km ごとに「駅家」が置かれた。

「駅路」はその重要度から、大路、中路、小路と区分され、当時、国内最重要路線は中央

と大宰府を結ぶ山陽道と西海道の一部で、これが大路、中央と東国を結ぶ東海道・東山道

が中路、それ以外が小路とされた。

（＊徳川幕府が五街道を「街道」と「道中」に区分したのもこれによるか）

駅家に置く馬（駅馬）は大路２０疋、中路１０疋、小路５疋で使者が駅馬を使うには「駅

鈴」が交付されている必要があった。

（＊小生は何故かこの駅鈴を隠岐島の郷土館？で見たことがある）

「伝路」は中央から地方への使者を送迎することを目的としており、郡（律令制は國、郡、
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里の定め）ごとに伝馬が５疋置かれる規定になっており、伝路は各地域の拠点である郡家

（郡司が政務をとる役所）を結んでいた為、地方間の情報伝達も担っていた。

依って駅路は直線的で道路幅も９m～１２m、地域間を結ぶハイウエイ、伝路は旧来の地域

拠点である郡家間を結ぶローカルロードで、従来からの自然発生的なルートを改良・整備

したもので道路幅も６m 前後と狭い。

１０世紀前期（905 年勅を受け 927 年撰進、967 年施行）の「細かく堅苦しいこと」の代

名詞のような例の「延喜式」には駅路、五畿七道で４０２ヶ所の宿駅の名前と備えるべき

駅馬や伝馬の数が記載されているそうだ。

しかし、この壮大な道路網も１０世紀後半から

１１世紀初期頃には駅路、伝路とも名実ともに

廃絶となった。

何故だろうか？

着手された飛鳥、奈良時代の狙いは何だったのか？

国防、軍用道路？外国の使者への国威誇示？地方豪

族へ中央政府の強大な力、権威を示すなど。

技術、費用、労働力はどう調達したのか？？ ＜延喜式巻第廿七、民部省・主税寮

技術は恐らく渡来人の齎したものが相当に関わ ＜巻第廿六・廿七は主計・主税寮関係

っていたと見られるが費用や労働力はどうしたか？＜算数（算道）に強いものをあてる＞

國造（地方豪族）の役割は國造国の支配で子女を舎人（とねり）や釆女（うねめ）として

中央に出仕させること、部民（べみん）や屯倉（みやけ）を管理すること、馬や兵器など

物品を貢納すること、軍事力を負担することなどの任務を持っていたから彼らが相当の役

割を担っていたことは確かだろうが、具体的にとなると殆ど解っていないようだ。

＊ 部民・私有民の総称で朝廷全体に隷属するものを品部（しなべ）諸豪族に隷属するもの

は部曲（かきべ）。この部民制は百済から輸入され、これにより大和朝廷の支配組織は

飛躍的に進展したという。

＊ 屯倉・大和朝廷の直轄領から収穫した稲米を蓄積する倉、朝廷の直轄領

何れにせよそれらが、時代の変化と共に費用と効果・ニーズのバランスから見て維持・存

続を否定したのだ。

何だか、不思議である。

道路はその時代、その時の政権の必要性、判断によって、広く平らな路が凸凹に変わるこ

ともある。鎌倉に頼朝が幕府を開けば「鎌倉への街道」が整備される。

甲斐で武田が根を張るには「甲斐九筋」と言われる街道が、家康が江戸に根拠を築けば家

康独特の性格を帯びた（歩きにくい箱根、甲州への逃げ道）道路が造られるのだ。

なべて、統治、支配の手段のように思える。これが「道」の宿命だろうか。

＜出会った人の姓（かばね）から歴史を遡り、懐かしむ・・＞
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＊ ５４年前、入社（東洋高圧・現三井化学）して初めてお目にかかった人事部の係長は「伴

野秀夫さん」課長は武田、部長は長野。巧みな？取り合わせである。伴野さんは色浅黒く

鼻が胡坐をかいたような風貌、酒を飲むと一中・一高・東大が自慢で、俺の生まれは「信

州」というのが口癖だった。

伴野氏は清和源氏・小笠原長清の六男、時長が佐久郡伴野荘の地頭として入り、その地名

に因んで伴野氏と名乗ったのが始まりで中世、信濃國佐久一帯に勢力を張っていた。伴野

氏は１３世紀末の北條幕府執権の騒動に巻き込まれて挫折したり、足利幕府の南北朝時代

足利尊氏側について復活したり、岩村田の大井氏と争って、武田に助けられ、信長に滅ぼ

され、家康に従うと言う興亡を繰り返したが、数家に分かれつつも、徳川の旗本として存

続したらしい。わが伴野さんはその支流の何処かの末裔ではあるらしい。

この「伴」は律令時代に入る前の大和王権で大王の従者（品部・トモ（伴））集団を統率

する「伴造」（とものみやっこ）（（「國造」（くにのみやっこ）と対比される））と関わりが

あるのだろうか？「伴造」の姓（かばね）は「連」か「首」（おびと）。

もし、繋がりがあったとしたら一中、一高以外にもご高説があったろうに、聞いた覚えは

ない。伴野さんは退職後、山の一人歩きが好きで信州の山で一人土に還って行かれた。

もう聞くすべもない。（＊最初に赴任した下関工場の保安課に「目・さっか」というひとが

居られた。律令制下の国司の位、守・介・掾・[目・さかん] 史生の一つと今ぞ知るだ）

＊５８年前、大学前期の S 組で「連 信雄君」と一緒になった。なんの科目が得意だった

か覚えていないが、色がやや黒く、黒縁の丸い眼鏡をかけ、おとなしい、柔らかい感じの

青年だった。「注連縄・しめなわ」なら知っているが「連・むらじ」という名前は初めてだ

った。

その後、及ばずながら、少々古い時代のこと

を垣間見るにつれ「連」とは何んとも古く由

緒ある姓（かばね）であることを知った。

姓（かばね）は「古代の豪族・貴族がその

氏（うじ）の名に添えて家柄を示したもの」

と言う。

姓の起源は首長、部族の長に対する尊称であ

る彦（ひこ）、耳（みみ）主（ぬし）玉（た

ま）根子（ねこ）別（わけ）などに溯るが ＜一橋大学・前期小平校舎・S６０年頃？

これらは私的な称号で天皇から授与、承認 吾らが入学した当時はクリーム色・

され、氏によって世襲された姓とは性格を異にする。 屋上中央に高商マークがあった＞

原始的姓にはもともと上下尊卑はなかったが大和朝廷の統一支配の進展につれて、豪族の

多くが氏という政治的な集団に編成されてくると、氏による職業の世襲と氏々の朝廷にお

ける地位・序列が自ずから定まり、それに伴って姓の制度が整えられ、姓間の尊卑も凡そ

定まった。



10

前述の「部民制」の導入で氏々の朝廷の職務の分担・世襲が一層明確になり、それに応じ

て部民を統率する「伴造」の氏々に「連・むらじ」や「造・みやつこ」などの姓が授与さ

れていった。（＊「國造」には臣、連、君、公、直などの姓が贈られた）

大和朝廷の君主は７世紀以降天皇と呼ばれたが、それ以前は大王、古くは一般の豪族と同

じだったが５世紀中頃から大王という超越的な称号を称し、やがて大王は姓を制定して、

これを諸豪族に授与する超越的存在となっていった。

姓は初めは大伴（おおとも）物部（もののべ）氏など世襲の職名や部名を名のる「伴造」

の氏々を対象にして「連」や「造」などの姓が与えられた。

その後、居住地の地名を氏の名とする葛城、平群（へぐり）巨勢（こせ）蘇我（そが）氏

などに臣（おみ）直（あたい）君（きみ）などの姓が与えられ、６世紀の頃までに大和朝

廷の支配組織はほぼ完成したと言われる。（＊吾が上総国に「平群」というところがる）

姓は約３０種、その一つが伴造に与えられた「連」や「造」である。（＊他には豪族への臣、

君、官職や称号が姓化した国造、県主、史（ふひと）薬師、宿禰などである）

夫々の姓を有する諸氏の最有力者が大臣（おおみ）・大連（おおむらじ）に任命され国政の

枢要にあずかった。

（＊大化の改新で大臣、大連制や伴造が廃され、姓は家柄や出自を示すものとなる）

こう見てくると、吾が学友の連 信雄君の血筋はいとも古く、かしこいものといえる。

その彼は３年生の冬、雪の北海道・駒ケ岳に登り命を絶った。

何故だろうか？

＊N 組の「丹 直清君」（律儀で苦労人の好漢）はその風貌からして、いかにも「武蔵七党」

の一つ「丹党」の末裔という感じがする。

「武蔵七党」は平安時代後期から鎌倉時代・室町時代に

かけて、武蔵國を中心として下野、上野、相模と言った

近隣諸国にまで勢力を伸ばしていた同族的武士団の総称

である。

平安時代、武蔵国は駿馬の産地で多くの「牧」が設けら

れていた。その管理者の中から、多くの中小武士団が生

まれた。

武蔵國の中小武士団は、朝廷や軍事貴族、それらと結び

つく秩父の河越氏や畠山氏など在地の有力武士に動員を

かけられ、保元の乱や平治の乱、治承・寿永の乱（源

＜玉川上水・羽村～四谷大木戸 平合戦）では多くの関東武者が活躍した。

1653～54 年完成 ＞ 各党（横山、児玉、猪股、村山、野与、丹、西）は婚姻

による血族で社会的・軍事的集団として機能したと言われる。

鎌倉時代、武蔵武士は御家人として鎌倉幕府を支えた。

（＊源頼朝の武士の時代―日本を震撼せしめる坂東武者の登場・と司馬さんは言うーを造
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る基盤となったと言えようか。）

丹党は秩父から飯能にかけて活躍。平安時代に関東に下った「丹治氏」の子孫と称する。

丹基房が秩父五郎を称し、その長男である「直時」が勅使河原に居住して勅使河原氏の祖

となり直時の弟、恒房が新星、安保を領有し、新里氏と安保氏の祖となった。

丹党・児玉党・猪股党など武蔵武士団は、南北朝時代には南朝側・新田義貞について新田

氏の滅亡と共に弱体化、さらに上杉禅秀の乱では禅秀側に付いたため鎌倉公方の足利氏に

所領を没収されている。しかし、派生一族が多く、巧みに情勢をよんで生き延びてきてい

るようだ。

丹直清君はまだ元気だ。話を聞いてみたい。

＊＜谷保天満宮とヤボテン＞

国立の大学キャムパスから南へ２Km,谷保天満

宮がある。

知らぬ人無き学問の神様。菅原道真は醍醐天皇

の右大臣だったが、９０１年、藤原時平の讒言

により太宰府権師に左遷（子息の道武は武蔵

國・府中に配流）され、９０３年、大宰府で没。

道武は父の死を知らされると直ちに手ずから

彫った父の仏像を多摩川の中洲・天神島に祀っ

た。その後、道真から六代目の津戸為守が現在地 ＜谷保天満宮・拝殿＞

に移した。道真から４代の子孫が菅原孝標で１０１７年に上総介に任じられて上総国・国

司（千葉・市原市）となり、その帰り道、娘が書いたのが「更級日記」（前述の武蔵國の描

写）であり、孝標は更に１０年後、１０２８年常陸介として再び東国に下り、このとき秩

父権守平重綱の娘を娶って一子をもうけた。

この人が津戸為広（更級日記の著者は異母姉になる）でこの為広の子孫が代々神職を継ぎ

現在は第６４代の津戸最（つど・まさる）氏だという。

この谷保天神を一橋大学の初代学長・矢野善作先生は大変、信仰されたという。

吾ら貧乏な山男たちは、雨漏りするお粗末なテントを「ヤボテン」と称し、大変お世話に

なったものだ。谷保天、野暮天（きわめて野暮なこと・その人、

道武の彫った仏像が誠に出来が悪く、野暮の語源とか？本当かな

あ）、ヤボテンは似て非なるものか。

吾らは皆、このテントで仲間になり、天神様に助けられて？今

日に及んでいる。境内に放し飼いの「矮鶏・チャボ」（天神様の

＜境内に放し飼いの矮鶏＞ 使いは牛で、チャボではないそうだが）を見つめているうち

に佐薙と高崎が消えてしまった。やれやれ「神隠し」にあったか。

しばし、呆然としていると、本殿までお参りした両君が戻ってきた。小生は結局、拝殿ま
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でで、本殿にお賽銭を挙げなかった。（でも天神様、ご利益は３人に等しくお願いします）

国立に長寿の母上を抱えていた孝行息子の佐薙は横浜・国立間、何百回という往復の都度、

この天神様を遥拝していたらしく、今も頭脳の冴えは相変わらずだ。

＜漸く街道の雰囲気・日野宿本陣＞

「日野の渡し場跡の碑」を過ぎ、多摩川を渡る橋（立日橋）

にかかると、漸く前方に佐薙たちお馴染みの丹沢山塊、その

背後に真っ白な富士、右に頭を巡らすと多摩、秩父の山々が

紺碧に連なる。

甲州道中の贅沢な風景、そして、越え行くべき遥かな前途で

もある。

程なく「日野宿本陣」が現れた。そろそろ腹ごしらえの時間

でもあり、いざとなればまた来ることは出来ようかと、外側

から一瞥するに留めたが、なかなか立派な結構である。 ＜日野宿本陣＞

日野が宿場町として整備されたのは１６０５年だそうで、脇本陣や旅籠がどうだったか？

の痕跡は見逃してしまった。初代の建物は消失、現存のものは佐藤彦五郎俊正が１８６３

～４年から住み始めたというから短期間ながら激動の幕末を見たことになる。

むしろ此の一角に佐藤彦五郎が「天然理心流」の「佐藤道場」を開き、近藤勇、土方、沖

田、井上、山南などは此処で出会ったとう１５０年前の話の方が主題であろうか。

（＊甲州道中に現存する本陣建物は相模湖町の「小原宿本陣」と大月の「下花咲宿本陣」

だけという）

・・広大な武蔵國を通過するのにどうも時間がかかりすぎてしまったか。先を急ごうと・・

[ ３]２０１０年４月７日（水）曇小雨 駒木野・高尾～小仏峠～小原宿～吉野宿・藤野

佐薙 高崎 石和田 距離 22Km 時間 7H45M(5H45M) 歩数 31.400

７：３５ 駒木野・高尾駅発 両界橋東 小仏関跡 常林寺 浅川神社 寶珠寺

９：４５ 小仏峠頂上（小雨）（武蔵國から相模國へ）甲州古道底沢 美女谷温泉入り口

１１：００ 小原宿本陣見学

１２：００～４５ 与瀬・相模湖駅着・昼食・発 与瀬本陣跡 ら～めん関所

１４：００ 吉野宿 資料館（旅籠跡）見学～１４：５０

１５：２０ 藤野駅着

＜小仏関跡・手形石、手付石＞

高尾駅を出て間もなく右側に「小仏関跡」があった。

関所は北條氏照が天正年間（1573～92）に武蔵國と相模國の境として小仏峠の頂上に築い

たのが始まりで、当初は「富士見関所」と言われていたが、１５８０年、峠から麓の駒木
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野に下ろされ,北條氏滅亡後、家康によって１６１６年に現在地に移されたという。

江戸時代、甲州道中で

最も堅固と言われた関所で

ある。

現在は建物の前にあった

通行人が手形を置いた「手

形石」と吟味を待っている

間に手をついていた「手付 ＜小仏関跡の碑＞

石」がある。 ＜手前・手付石、奥・手形石＞

昔の通行人たちがじっと手をつき

頭を下げている光景が眼に浮かんできた。頭上には遅咲きの桜が満開だった。ああ・・

＜小雨決行、小仏峠越え、引き分け？＞

「雨天決行！」佐薙リーダーのお達しであ

る。手帳が予定で真っ黒な御仁の都合と天

気の関係で候補日が２回延期されたことに

もよるか。佐薙の Yahoo 予報によれば昼頃

から少し降るらしい。高崎と石和田はなん

とか天気予報の外れることを願う。

リーダーの腹のうちはどうも逆のようだ。

石和田が林道から峠道にかかるあたりで急

に元気がなくなった。早くも「敗残兵」出

＜小仏峠頂上・５４８ｍ＞ 現か？！

少々休憩、エネルギーの補給をさせてもらい、辛うじて危機？を逃れ、頂上についた。

漸く、武蔵國から相模國に入ったことになる。

（＊この写真では３人同じくらい元気に見える。佐薙のカメラは思いやりがあるなあ）

軽く腹ごしらえをして、下りにかかって間もなく、なんと「ぽつりぽつり」と来たではな

いか。新緑を濡らす程度で歩行には差し支えない。

お天道様も味なことをしなさる。この祈りは引き分け？

（＊「小仏」の名は奈良時代の行基上人（668～749）が小さな仏像を彫り、祠に納めたこ

とに由来すると言う。行基上人は勝沼の「大善寺」を開基したとも伝えられているから一

連の「伝」として承ることとするか）

＜漸く街道歩きの気分、小原宿本陣ほか）

小仏峠を下って相模湖畔に出る手前、「大たるみ峠」を越えてきた国道２０号と合流する辺

りに「小原の郷」という展示施設があり、ボランテイアと思しきご婦人から一服の茶と資

料、丁寧な説明を頂いた。そして１００米ほど先が「小原宿本陣」。

（相模湖町・現相模原市は歴史文化の維持・保存に力を入れているようで好感が持てる）
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神奈川県（相模國とは範囲が少し違うが）下には東

海道と甲州道中合わせて２６軒の本陣があったが、現

在でも建物が残っているのはこの「小原宿本陣」だけ

だと言う。（下花咲宿本陣も此れに該当すると見る）

当主清水家は後北條氏の家臣だったが、後北條氏滅亡

後は当地に土着し、江戸時代は本陣、庄屋、問屋を兼

ねていたと伝えられる。

重厚な造り門、大名の乗る籠、食器などの家具、が展

示され、そして見事な庭園も望める。 ＜小原宿本陣・清水家＞

治郎が如才なく留守番役のご夫人（８０歳くらいのおばあさん）と懇ろに話し込んでいた

が収穫は何だったか教えてもらえなかった。

＜治郎殿・「ら～めん関所」で御用！？＞

「要注意の場所あり」と佐薙が早くからリマークしていた所。「通行不能」と書いてある案

内書もある。中年の姉妹？が賄っている「蕎麦屋」で願い通り腹ごしらえを済ませ、雨も

小止み、気分よろしく足取りも軽い？。ガイドブック片手に先頭を歩く治郎が自転車に乗

って通りかかった妙齢のお嬢さんに声をかけてたずねる。

お嬢さんは「ラ～メン屋の所から右に入り沢に降りる。降りるところは表示が出ているが

見難いから・・」などと丁寧に説明してくれている。ところが治郎の手にあるガイドでは

どうもそうは書いてないらしく、治郎は治郎で其処を読んでお嬢さんに迫っている。意見

が合わない。“そんなら聞かなければいいのに！”お嬢さんは“折角説明したのに・・年寄

りは頑固で！”なんて、時間のロスを悔いる表情も見せず立ち去った。間もなく、そのラ~

メン屋が見えてきた。しかし、何故か治郎はラ~メン屋の前を黙々と通り過ぎて止まらない。

（通常であれば、これ幸い！となるのだが・・ガイド・ブックを信じているのか？元気す

ぎたか？）

石和田が店に入り店主に尋ねる。案の定、お嬢さんの説明

どおり。（この「ら～めん屋」、日本一まずい！と豪語して

いるそうだが、その店主は親切に教えてくれ、我々が然る

べきところへ到着するまで見守ってくれていた）

「旧道が残っているところは１歩でも踏み残さず歩く」と

いうのが吾らの大原則。かなり先の方まで行ってしまった

治郎を呼び返すのにひと苦労。この間のロスタイム、１０

分余か。旧道は「貝沢に下り、登る」かたちで復元されて

おり、「小原の郷」で頂いた最新の地図にはちゃんとそう

＜ら～めん関所・１軒のみ＞ なっていた・写真矢印方向へ行くべきだった。

治郎殿、関所での手形に問題があったの？すんなりは通してもらえなかったね。お疲れ！

＜吉野宿、郷土資料館、一橋ボート部・・＞
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「吉野宿本陣跡」には幟と表示板が立っているだけだが、吉野宿は小さいながらもなかな

か「色艶」の豊かな宿場（相模原市のホームページには“遊女の濃艶なる姿、数百を数え・・”

と書かれているらしい）、江戸末期の本陣は、木造五階建ての威容を誇り、明治１３年、天

皇行幸の際には行在所となり、陛下は二階で昼食を摂られたとか。明治２９年の大火で消

失、今は模型が「資料館」に展示されているが何だか信長の「安土城」を思わせる感じだ。

本陣・名主の「吉野家」は弘安年間に遡り、承久の乱（１２２１年）では天皇側に従い宇

治、勢田で北條義時を討ったが結局戦いに敗れ、故郷を去り,この地に住み着いたという。

今でも「屋号」を「本陣」と呼ぶそうである。

治郎が一休みを狙ってか？対面の「吉野郷土資料館」の潜り戸を押し開けた。

還暦を少々回ったかと思われる人の良さそうなご夫妻が現れ、勧められるままに、つい靴

を脱ぎ応接間に上がりこんでしまった。

茶菓のもてなしを頂き、話が飛び交う。

この資料館は、もと「ふじや」という格式の高い

旅籠だったが、明治の大火で焼失、その後は養蚕

を行う建物として建てられたもので、ご当主・大房良

顕氏はこの旅籠の何代目かの後裔、定年になったのを

機に無償の資料館長ということのようだ。こういう雰

囲気が何んとも言えずよろしい。

奥方がまたこの近くの生まれでまさに「夫唱婦随」 ＜旧旅籠・吉野郷土資料館＞

の印象である。

治郎が例によって「僕達は・・」とやったことをきっかけに、眼下の相模湖には「一橋の

ボート部」が練習に来ること、村松祐次先生と懇意だったこと、当主は国立の郵便局に勤

めていたこと、相模原市になったっても税金が上がるだけで・・などと話が止まらない。

４５分も昵懇さながらの時間を頂き、２階、３階に展示してある農機具、ささやかな現金

収入の道であった養蚕、機織、炭焼きの道具などを見学して辞去した。

収穫のあった１日、２０分ばかりで次回のスタート地点となる「藤野駅」に到着、反省会

なしで解散。（横浜組みは知らないが・・）

[４]２０１０年４月１９日（月）吉野宿~上野原宿～鶴川宿～野田尻宿～犬目宿～鳥沢宿

佐薙 鈴木 高崎 石和田 距離 20Km 時間 6H45M（5H15M）歩数 36.600

７：５５ 藤野駅発（４時起床、5：13 新検見川発、7：10 高尾駅着 7：11 高尾駅発）

８：３０ 境沢橋・堤川橋（道を誤り３０分ほどロス・甲斐に入らず相模に戻った？）

諏訪番所跡 諏訪神社 疱瘡神社 花井番所

１０：００ 上野原宿・酒饅頭購入 鶴川宿・小休止 大椚一里塚

１１：００ 長峰砦跡・酒饅頭で昼食 野田尻宿 西光寺 犬目峠・座頭転がし

１３：００ 犬目宿 犬目の兵助の墓 本陣跡 恋塚一里塚 富士絶景個所 一路下る
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１４：４０ 鳥沢宿・鳥沢駅着 反省会（八王子）

＜甲斐國へは入り難し、入国？に手間取る＞

漸く甲斐國に入る。「甲斐國が何故武蔵・相模国側へ不自然？にはみ出しているか？」とい

う当初からの疑問への答えを探しながら歩く。楽しみであり、しんどそうでもある。

新緑は益々盛ん、満面に水をたたえた相模湖を左に眺めながら歩く。

藤野駅から１．５Km ほどか、街道は湖に向かって緩やかに下る。路の両側には「山吹」が

色鮮やか。橋を２つ渡り、相模湖の対岸へ。「中央高速」や「２０号」を湖の向こうに見な

がら右に曲がる街道の入り口がそのうち現れるはずだと信じ川下に向かって進む。

「どっちへ行くんかい？上野原なら反対だよ」と

教えられたのは、橋を渡ってから１０～１５分後

位か。快調に来すぎてしまった！

街道は初めの橋（境川を渡る境沢橋）と次の橋（堤

川橋・本流の桂川・相模湖を渡る）の間に、まさ

に U ターンするように存在していた。

どうして、見逃したのか？去年９月２８日、吉田

宿（豊橋）の黄檗宗・鶴松山壽泉禅寺で間違えた

＜前方・堤川橋、手前右・乙女坂＞ 時は「お賽銭を挙げなかったから」ということで一

同納得したが、果たして今回は？思い当たる節がない。

右折して登る坂は「乙女坂」とある。この歳ゆえに歓迎されなかった！とでもしておくか。

「それでも３０分ほど時間調整したお蔭で上野原宿での「酒饅頭屋」の開店時間に丁度よ

かった」と屁理屈をつけておくのも悪くない。

＊ 境川は桂川・相模川に注ぐ小支流ながら、甲斐國と相模國との國境である。昨年、佐薙

と２人、駿河・静岡県湖西市と三河・愛知県豊橋市の境の川を渡ったが、これも随分小

さな川だった。古来、川は國の境となることが多いが、境川と名のつく大・中河川だけ

で北海道から鹿児島までに４２を数える。

＊ さらに山中湖に発し、笹子川と合流するこの主流は甲斐國の間は「桂川」、相模国では

「相模川」と称する。富士川・釜無川についての甲斐・山梨と信濃・長野での呼称にも

似た例が見られる。

＜長峰砦跡、談合坂、戦国時代の攻防を忍ばせる・・＞

上野原宿で「酒饅頭」を仕入れて脇本陣細田家、旧本陣跡を横目で見ながら通過、２０号

を跨ぎ、鶴川を渡って「鶴川宿」に入る。鶴川は境川に比べ遥かに水量も多く、鮎、鮠（は

や）、などがいそうな川だ。鶴川宿は昔の風情を残したままで人影は見えない。屋並のはず

れで、また三叉路に来た。鈴木が「用向き」を催したのを幸い、休憩。案内表示なく、今

度は慎重。石和田が少々後戻りして戸別訪問？漸く一人の“おばさん”に確かめる。

「三叉路を左折、中央高速を渡り大椚一里塚、大椚観音堂を目指せば次の「野田尻宿」へ
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は間違いなし」と。有難うございました。

「野田尻宿」の手前に「長峰砦跡」の碑がある。

此処で酒饅頭、コンビニ・オニギリで早やめの

昼食。この辺り一帯は縄文時代から人が住んで

いた形跡があり、甲相を結ぶ街道筋でもあるた

め、砦、烽火台が谷に沿って南北に設けられて

いる。戦国時代には甲斐の勢力と関東の諸将と

の勢力争いが繰り広げられ、攻守両面からみて

大変重要な地域であった。 ＜砦跡は中央高速で分断されている＞

眼の前を中央高速が走り「談合坂」（戦国末期、

武田と北條が会談した）と呼ばれている所である。この砦は武田信玄の家臣で上野原の加

藤丹後守が天正年間（1573～92）に築いた山城で、甲斐の国の東口を北條の侵略から守る

ためであった。

＜貴重な写真の撮り損ないは許されないぞ！治郎さん＞

犬目峠にかかる手前、南向きの斜面は花、花、花、まさに桃源郷だった。先頭を歩く治郎、

妙齢の母娘と出会う。武甕槌神社への階段のあたり。どうやら横浜に嫁いだ娘が里帰りし

て来て、久しぶりに母と２人、花を愛でに来たものらしい。

“シャッターをお願いします”。治郎さん、“任せて！”とばかりだったが、日頃の彼の実

績？からして、母娘を落胆させなければいいが・・。“あの花は素敵だったね・・”なんて

さ。昨今のデジカメ、写り具合をチェックすれば良かったのになあ・・。

お蔭で犬目峠、「座頭転がし」に緊張しながらも、無事通過、犬目宿に入れた。

＜犬目の兵助・・一揆の首謀者ながら逃亡、木更津で算盤を教えていたとは＞

佐薙が色々と調べて来て、予備知識充分、甲斐国の郡内地方（国中に対する区分、後に詳

しく触れるが）を知るうえで興味ありと、「無知な我々」に解説をしてくれた。

天保７年（１８３６）も天候不順で再び飢饉がやってきて、食料不足に郡内（富士吉田市、

都留市、大月市、南都留郡、北都留郡）の人達は草の根、木の皮まで食べ尽くし、餓死者

は日を追って増加する有様。もともと狭隘な土地で米は取れず、僅かに養蚕、絹織物、炭

焼きなどで暮らしてきた人達、代官所に救済を願い出たり、国中からの米の移送を訴えた

がラチがあかず、遂に犬目の兵助と下和田（大月市）の森武七を頭取として郡内人は結集

し、笹子峠を越え、国中・春日居町の米問屋、小川奥右衛門を襲撃した。

兵助は百姓代という名主に連なる村の中位の責任者的立場・年齢４０歳、一方の武七（治

左ヱ門）は侠客だったらしい。

この一揆は途中から無宿・無頼の徒なども加わって、激化、無秩序化、暴徒化して鉄砲や

竹槍等で武装し、盗みや放火などを繰り広げる３万人、国中地域一帯（富士川の舟運によ

る米の積出港の鰍沢にまで）に及ぶ大騒動（所謂天保騒動）となってしまった。

他方、郡内からの人達は「百姓一揆」の作法（訴願の実現を第一とし、蓑笠姿で、武器の
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携行や強盗、放火などの逸脱行為は自主的に禁止）を守

り、騒動には加わらず郡内へ引き上げてきたと伝えられ

ている。

しかし、一揆の首謀者の厳罰は免れず、武七は自首して磔

（これぞまさに任侠道か）となるが、兵助には逃亡を促し、

彼は３０年に及ぶ逃亡を果たす（幕藩体制の崩壊も近く、

箍が緩んでしまった統治下では一百姓の逃亡者が身を

＜犬目兵助の墓・小高い丘の上＞ 隠すのにそれ程不自由は無かったのかも知れない）

彼は信濃善光寺、高田、富山、敦賀、岡山、広島、松山、琴平、京都、大津、奈良、高野

山、伊勢、～上総・木更津へと、なんと１年余りで、今日で言えば、名所・旧跡の地を転々

とし、「木更津」に隠れ住んで、算盤、開平・平方根や開立・立方根を解く算盤まで教えた

らしい。（＊吾が祖先には兵助に算盤を習った人がいるかもしれないなあ）

年老いてから犬目に戻ってきたが、この犬目ではまさに義民として誉め讃えられている。

＊ 「一揆」とは「反乱」、農民や宗徒によるものが主だ。

＊ 古来、農民は私有物化され、搾取され、虐げられてきた。８世紀中頃から始まる「荘園

制」８００年間の農民の地位の変化（貴族や社寺・律令制下の高い地位を持つものと地

方農村から生まれ育ってくる武士や農民との力関係の変化）を見ることは重要である。

＊ 武士である地頭、御家人は荘園領主に対し次第に、百姓からの年貢取立てを請け負った

り・地頭請け、荘園そのものを半分ずつ分ける・下地中分け、などによって領主化し、

荘園における支配権は主客転倒、武士階級の在地領主化は進み、荘園制は漸く崩壊へと

近づく。

＊ 農民の支配者に対する反抗は色々な形で早くから行われてきたが、鎌倉末期から南北朝

の内乱の時期にかけて活発化していったと言われる。

わずかな土地からの収入の半分（以上）を収奪される農民の生活はただでさえ楽ではな

かったが、それに風水害や長雨、日照、冷害などに見舞われれば、たちまち飢饉に追い

やられる。このような場合でも荘園領主の収奪は容赦なかった。

＊ さらに荘園には早くから「商人」が入り込み、農民は貨幣経済の渦に巻き込まれ、年貢

の納入でも銭納化、商人の介在を許し、不当な利益をしぼりとられて行ったのである。

（士農工商。野菜５０％、秋刀魚１００％値上げというが、果たして生産者の手元には

どれだけの実質アップがあるのだろうか？かっての「数の子」のケースはいただけない）

此処に及んで農民は村々に寄り合いを持ち、名主を中心に結束、自分達の力で自分達の

生活を守ろうという段階に達した。

＊ 一揆の主動力は、名主、中、小農民であったが、更に智慧や戦術指導などで下級武士や

僧侶、神官など、荘園領主の権力を在地から払いのけようと言う点で共通の利害に立つ

者達が力を合わせたのである。

こうして成長した農民を利用したり、一揆を起こさせないようにしながら、戦国大名は
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勢力を拡大してゆく。

今度は農民が戦国大名に旨く支配されようとした時、土一揆、國一揆の後を受けて、力

強く戦国大名に抵抗したのが、真宗（一向宗）の門徒、農民、及び門徒国人衆であった。

＊ 真宗の「一向一揆」は知る人ぞ知る。（多くを語る必要はない）

本願寺８世蓮如上人の強烈な布教により、１４７０年頃から１００年に亘り、主として

北陸を中心にして数々の一向一揆があったが、「寺社が領地をえて、武家と対等の武力

を有することに対して、これを徹底的に排除する」という信長との「石山合戦」で終り

を迎えた。

＊ 「一揆」と「直訴」は違うが、その責任者は「民衆のために命を捧げる」覚悟と言う

点では異ならない。兵助が「木更津」に隠棲して算盤を教えていたと言う事に因んで、

吾が千葉県・下総国の義民、木内宗吾・佐倉宗五郎に触れておきたい。

宗吾は佐倉藩・印旛郡君津村の名主総代で、農民が数年来の不作で大変な飢饉で困窮

しているにも拘らず、佐倉藩は年貢の取立てを少しも緩めることのない（足りない

分を名主が財産を処分して代理で納め、なお足りない場合はその農家を厳しい処分に

処した）事態に、何とか農家の処分だけは免除して欲しいと願い出るが却下されてし

まい、かくなるうえは将軍に直に訴える以外にないと覚悟し、死罪は免れないことを

承知の上で１６５３年、上野東叡山寛永寺に墓参りの第４代将軍・徳川家綱に直訴。

（印旛沼の渡し守・甚兵衛も死罪を覚悟で、宗吾を送り出した）

家綱は訴状の内容を確認、直ちに佐倉藩の情況を調べさせ、その深刻な不作が確認さ

れたので、そのあと３年間年貢が免除された。農民たちは救われたのである。

宗吾処刑の地には現在宗吾霊堂（鳴鐘山東勝寺・成田市）が建っており、参拝者は絶

えない。

＜犬目峠・富士の絶景ポイント、山中湖の貴婦人＞

富士はそう易々とはその麗姿を見せてはくれない。

春霞の中だ。昨年の薩埵 峠 でもそうだった。

広重も北斎も此処からの富士を描いている。これで我

慢するか。

何時も富士を間近に眺めているご婦人に会えた。

留学時以来の仲良し、帆足昭夫君の夫人、緑さん。

昭夫は１３年前に他界、３人の娘さん達は結婚し、緑

＜犬目峠からの富士・広重＞ さんは数年前から山中湖の別荘で独り暮し。

今回の「甲州道中歩き」に際し、彼女のテリトリーに入るので、一応の挨拶をしておいた

ら、信玄餅５人分の土産を携えて鳥沢駅までわざわざ山から下りて来てくださった。

古稀を過ぎたと言うが若々しく、週１回、英語で聖書を読む会に参加する一方、様々な

教会活動や山登り、月に数回は中央高速を車を飛ばして江戸にも出てきておられるようだ。
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昭夫は「ブラウン・守屋・帆足」という国際関係の弁護士事務所のパートナーで、ジ・ラ

インの法務室長だった治郎は守屋弁護士にお世話になっていたと言うし、先々は何時も富

士が眼近に見られるところに住んでみたいと言う佐薙とも、短い時間ながら歓談出来て幸

いだった。

[ ５]２０１０年４月２６日（月）

鳥沢宿~猿橋宿～駒橋宿～大月宿~花咲宿～初狩宿～白野宿～阿弥陀宿・笹子

佐薙 鈴木 高崎 松尾 石和田 距離 19Km 時間 7H05M（5H55M）歩数 35.000

（３：５０起床 ５：１３新検見川発 ７：１１高尾発 ７：４０鳥沢着）

８：１０ 鳥沢発 明治天皇駐蹕（ちゆうひつ）碑 西ノ宮神社

９：００ 猿橋 猿橋宿 阿弥陀寺 駒橋宿 厄王大権現 岩殿山

１０：００ 大月宿・小休止 富士街道追分・桂川

１０：３０ 花咲宿・花咲本陣 大月警察署

１１：４０ 初狩宿・１００Km 地点

１２：００～２０ 初狩駅・昼食

１３：３０ 白野宿・今泉本陣 稲村神社（道祖神）・小休止 親鸞上人念仏塚 葦ケ池跡

１４：００～３０ 笹一酒造 （宮川宛、見舞いと激励に生一本送付）

１４：４０ 阿弥陀宿・笹子駅着・解散（反省会は八王子）

＜遅れたから先で待つ・鈴木、飲まず食わずで飛び乗った・松尾＞

日に日に緑は進む。１週間前に比べまた一段とその濃さを増し、諸所に藤の紫が極めて鮮

やかだ。昨年の東海道ではついぞお眼にかかることのなかった、甲州道中ならではの光景

である。

「逆さま」と聞こえる「遅れたから先で待つ」という鈴木からの連絡、確かにそのとおり

だ。されど、幸いなるかな、神は鈴木に「中抜け」はさせなかった。

一方、松尾、どうしたと言うのか、予定より１時間も遅れてお目覚め。飲まず、食わず、

弁当も持たず。娘さんに頼み込んで駅まで送ってもらい、これまた辛うじて滑り込み。

目出度し。久しぶりに５人打ち揃っての「甲州道中」と相成る。

５つの脳みそと１０個の眼があれば、道中、道を踏み

間違うことは無かろう、か。

＜天下の３大奇橋の一つ・猿橋＞

富士の溶岩がせり出し、峡谷を造る。その底を桂川が

碧く流れる。幅３０米、高さも３０米あまり。

橋脚なしで橋が架けられるものか？！

伝説では古代、推古天皇の時代に来日した百済僧・

志羅呼（しらこ）が「猿が何匹も繋がって川を渡って ＜緑の中の猿橋・回遊路あり＞
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行く・猿の谷渡り」を見て、この架橋を思いついたという。

工法は「刎木（はねぎ）」とも「肘木けた式」とも言うらしい。岸の岩盤に穴を開けて刎ね

木を斜めに差込み、中空に突き出させる。その上に同様の刎ね木を突き出し、下の刎ね木

に支えさせる。支えを受けた分、上の刎ね木は下のものより少しだけ長く出る。これを何

本も重ねて、中空に向けて遠く刎ねだしてゆく。

これを足場に上部構造をくみ上げ、板を敷いて橋にする、・・というものだ。

松尾と佐薙が夫々、感心のある角度から丁寧に観察している。柱状節理とか溶岩流とか・・

この工法による橋を他に見たことは無い・・とすると、まさに奇橋、人間の智慧、歴史の

遺産としての価値として拝見させていただいたことになる。

＜岩殿山・武田氏の命脈を絶った城・甲斐で悪評の小山田については後で触れる＞

０７年３月４日、針葉樹会の懇親ハイキング。

オーション会は前日、佐薙、鈴木、高崎、松尾、

宮川、石和田の６人が新緑に包まれた一軒宿・

橋倉温泉に集まり、“前夜祭”よろしく久しぶり

に久闊を暖め、翌日に備えた？。

鈴木は所要で帰宅、松尾、宮川、石和田はそれ

ぞれ抱えているハンデイキャップを考慮して

針葉樹会一行には合流せず、３人だけで先発、騙

しだましではあったが、標高６３４米の頂上に無

事到着した。（＊実標高差は３００米程度か）

＜小山田の要害・岩殿山＞ 暫くして一行と合流、「豚汁」の振る舞いを受け、

コースを歩く佐薙、高崎と分かれて山を降りた。

（＊息切れを感じていた宮川が登れた！と感無量、頚椎損傷、五体不満足の石和田も気が

かりな下りを何とかこなして、これまた１つの収穫を得た）

それにしても「なんでこんな険しい山の上に城など築いたものか？水の手を切られる、兵

量攻め、持久戦になったら、不便この方も無かろうに・・」と大いに疑問をもったのだが、

今もこれは解けていない。

＜富士街道、郡内、都留郡の歴史・地理、石和田

の疑問？＞

桂川は大月で笹子川と別れ、西向きにその源流地

点・山中湖方面へ。

それに沿って富士街道が延びている。

富士山博士の佐薙が数日（4/14）まえ、この富士

街道・都留郡一帯を独りで２０Ｋｍばかり歩き、

「古代の甲斐國」に関する「説明と地図」の写真

を撮ってきてくれた。あり難い。 ＜左・富士道、右・甲州道＞
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(＊その佐薙、写真撮影に集中して小さな段差を踏み外し、転倒したが、車にもひかれず、

カメラも壊わさず、左手に打撲、青あざ程度。平衡感覚を失った・五体不満足とは違う）

この都留郡一帯は、律令制時代から「甲斐國」に属しているが、甲斐（国中）、駿河、相模、

武蔵に挟まれて、その辿ってきた歴史は独特であり、興味が尽きない。

＜佐薙撮影の左の写真の説明＞

・ 中央が甲府盆地（八代、山梨、巨摩郡・富

士川沿い＝国中）

・ 右側下半分が都留郡・桂川沿い＝郡内。都

留，古郡など７つの郷があり、青色は富士

五湖。右下一番大きいのは山中湖）

・ 右側の縦書は「平城宮出土の木簡」・「東山

道不破関を通過して甲斐に帰国する際の過

所（関所通行手形）、東山道を経て甲斐にい

たるルートもあった」との説明書き。

＜都留市内・古代の甲斐国の説明地図・ 「何故、都留郡も甲斐国か？」という石和田

傍らに「律令制下の甲斐国」の説明文＞ の疑問に、勉強家の佐薙が早速予習をして来

て、「甲斐には所謂甲府盆地を国中、山脈の南側・桂川沿い一帯・都留地域を郡内という歴

史的に厳然たる地域区分がある」という話を聞かせてくれた。

「国中/郡内」とは、初めて耳にする呼称であるが、その意味するところは解る気がする。

その特殊性、独立性、地域性からして、“さもありなん“とは思うが、それ故にこそ、なお

当初からの「何故？」という疑問は解けない。

これから、石和田の苦闘？が始まる。以下はそのあらましである。

☆甲斐国の成立（やや復習を含めて）

◍ ６４５年の「大化の改新」に始まる律令制は天智天皇・６６８年の「近江令」、６８９

年の天武の「飛鳥浄御原令」、文武・７０１年の「大宝律令」、元正天皇・（７１８年に編

纂を開始）７５７年の「養老律令」でほぼ完成したと考えられるが、全国的な広域行政

区画である「五畿・七道制」（全国で６６＋２島）は６９０年頃の「天武朝」期に出来上

がったようだ。（元明天皇・７１３年に國の名前は好字（よいじ）２字をつけるよう統一）

◍ 全國は「国・郡・郷/里」の単位で組み立てられ、国の長官・国司は中央から派遣され、

その下の郡司や郷の責任者などは、中央政権に帰順した地方豪族などが任命された。

◍ 甲斐國には八代、山梨、巨摩、都留の４郡が置かれた。甲斐国の政治の中心は言うま

でもなく八代、山梨で初期の国府は山梨郡・現笛吹市春日居町国府、後期は笛吹市御坂

町辺りとされ、惣社や国衙の跡もある。
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巨摩郡は渡来人勢力が、郡の成立に関わったと考えられているが甲府盆地の南の辺境で

信濃や駿河と境を接し、國境（くにさかい）は遅くまで変動を免れなかったようだ。

◍ 都留郡はどうか。国の東・南に位置し、その帰属には諸説が見られる（そこが石和田

の関心・知りたいところなのだが）

イ）７世紀の天武期には「七道制」が定められた結果、「国郡制」が完成し、甲斐国は

東海道に編入されるが、この頃には甲斐４郡も夫々立郡されていたと考えられている。

文献史学における「部民」の分布や考古学的知見から、天武朝期に東海道へ編入され

た「甲斐」は国中地方のみを指し、都留郡域はそれまで「相武國造」の支配領域であ

った（磯貝正義「七世紀以前の甲斐と大月」）

ロ）甲斐国の東海道編入に際しては東海道支路が設定され、「駿河國・横走駅」（現・御

殿場）から分岐して「篭坂峠（加古坂）」（山中湖の南）をへて「都留郡域」へ入り、

「御坂峠」（河口湖の北）を経て、甲斐国府（山梨、八代郡と想定されている）へ至

る「官路」（甲斐路、御坂路）が定められたが、[延喜式にある駅としては、駿河國横

走駅・静岡県御殿場市、都留郡水市駅・みずち・山梨県山中湖村山中、同河口駅・同

富士河口湖町河口、八代郡加吉駅・かき・笛吹市一宮町市之倉・国分、御坂町黒駒を

経て]、都留郡はこの東海道支路の設定に伴い甲斐国へ編入された可能性が考えられて

いる。つまり、都留郡は相武國造の支配領域であったが７世紀に甲斐国が東海道に再

編され、官道が整備されると甲斐国へ編入されたというわけだ。

（＊この言によれば、都留郡は後から付け足されたことになるが、それ以前はどうな

っていたのか？との疑問がわく）

ハ）八代郡黒駒（笛吹市御坂町黒駒）には、郡内から御坂峠を超えて国中へ入る境界に

関所（黒駒関）が設けられていた。（後年、富士信仰の高まりと共に富士山へ向かう旅

人から通行料を徴収したというが、この関所は何時頃からあったものか、同じ国の中

に関所を置くとはどういうことか？

☆都留郡の特徴は？

◍ 佐薙が写して来た都留市内の説明板にも、

「郡内には、相模川に沿って東から西へ相模、

古郡、都留、福地、征伐、多良、賀美、と７つ

の郷が設立されていた」とある。

この相模郷が何処かについては２論（上野原市か

ら道志村付近、と藤野町から相模湖町。現在は後

者の説が有力）があるが、前説の論者は、 ＜佐薙撮影・都留市の説明板＞

「この地域が延暦１６年（７９７年）の策定で相模の国に遍入され、後に甲斐に戻され

た」という。

なお、藤野町から相模湖町にかけては奈良・平安遺跡が分布しており、後者の説が支持
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される理由になっているようだ。

◍ 古代の人口は初め郡の東部に偏在しており、相模川に沿って徐々に西部が開拓されて

行ったと考えられ、郡域西部には変動があり、また八代郡と接する西南部の富士北麓地

域も富士山の噴火の影響で郡境の未確定地域があった。

相模川水系を通じて相模國と密接な関係にあり、相模との國境は平安時代に策定される

まで同様に変動があった。

◍ 郡域の大部分が山地で相模川やその支流域に小平野が分布する地理的特徴から旧石

器時代・縄文時代に遺跡が数多く分布しており、早くから人々が定住していたものの

（甲府盆地と比べ）平野部が少ないため、弥生時代以降の遺跡は少なく（稲作が出来な

かった）、国中地方（古墳時代には曾根丘陵を中心にヤマト王権の影響を受けた大型古

墳が展開し、古代にも中央と関係を持った有力豪族が活動した）とは異なり、郡域では

相模川及びその支流域の小平野に中小規模の古墳や集落が分布する程度である。

都留郡域は古墳時代から古代まで相模川を通じた相模國など関東地方の文化的影響が

強かったことが指摘されている。

☆然らば、なぜこの都留郡が甲斐の一部なのか？

律令制の前、國造、県主、豪族支配の時代に遡らなければならない。

◍ 山や川で区切られ、血筋も暮し方も違う集団や集落、地域が次第に纏められてゆく過

程は一体何処まで遡れるか。独自性に富む都留地域が甲斐国の一部になったのは何時

で何故か？

◍ 律令制に移る前の段階をかなり網羅的

に知る手がかりの一つに

「先代旧事本気・せんだいくじほんぎ」と

いう歴史書がある。平安初期に書かれたもの

で、古事記、日本書紀の内容が繰り返されて

いるらしいが、

その第十巻「國造本紀」は独特なもので、律

令制国家へ移行する前の「九州から宮城・

福島までの「國造名」が初任の時期・どの

天皇の時代か、初代の国造は誰か、系譜関

＜國造一覧図・甲斐・駿河・相模・武蔵周辺＞係・誰の子孫か、令制遺跡地・その地域」

＜房総半島は９の小さな國造に分かれていた＞ が記されている。

◍ 本文中には１４４ケ國の「國造」が任命されたとあるが、実際には１３５ケ國。初任

の時期・どの天皇の時代に任命されたかで見ると第１３代成務天皇がなんと６４ケ国で圧

倒的に多く次が応神（１５代）、そして崇神期（１０代）となっている。

成務天皇（１３１~１９１）は第１２代景行天皇の皇子で、日本武尊の弟にあたる。
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日本武尊による東国平定がかなり進み、一段落した時期に重ねているようだ。

また、その初代の国造は誰の系譜かを見ると殆どが〇〇の命の△△代の子孫などとなっ

ている。こうなると、もう神代の時代・弥生時代のことになってしまうが、「統一国家ら

しきものが混沌の中から初めて形作られた」ことを描こうとしているのだから、これは

止むを得ないとして、律令制へ移る少し前の「國の姿」を想像する方便としてみたい。

◍「國造本紀」によるとカイには甲斐国造とあり、周辺には「スルガに珠流河國造、サガ

ミに師長國造・酒匂川流域、相武（さがむ）國造・相模川流域、ムサシに无邪志國造、

知々夫國造、胸刺國造がある。しかし、残念ながら、これらの國造でこの地域全部を隈

なくカバーしていたか、それとも所々には独立の豪族が支配している地域が残っていた

かは解らない。山、川で隔てられた「都留・郡内」はどうだったのか？

◍相武、甲斐の國造について面白い記述がある。

〇「相武國造」は相模国の東部を支配していた國造で第１３代・成務天皇の時代に出雲

神の子・伊勢都彦（いせつひこ）の３世孫・弟武彦命（おとたけひこのみこと）を國造

に定めたことに始まるとされる。ところが相武の小野で相武國造が日本武尊を火攻めに

しようとして返り討ちにあい、滅ぼされたとの説話が「古事記」にある。（＊中央政権

の覚え悪し）

〇「甲斐国造」は甲斐国を支配した國造で、第１２代景行天皇の時代に挟穂彦王（さほ

びこのみこ）の３世孫・臣知津彦公（おみちつひこのきみ）の子・塩海足尼（しおうみ

のすくね）が甲斐国造に任じられたことに始まる。４世紀後半に百済から馬の飼育と乗

馬の風習が伝えられたことで甲斐国は馬の産地として古くから知られ、甲斐国造が寄進

した駿馬「甲斐の黒駒」が特に名声を博したとの記述が「記紀」にも見られる。甲斐は

古くから中央政権にとって東国支配の拠点として重要視されていたようだ。（＊中央政

権の覚えよし）

☆石和田の（邪）推論、締めくくり

◍ 都留郡は律令国家体制が出来上がる７世紀後半までは、どこの國造（甲斐国造、相武

國造、師長國造）、県主にも属さず、その土地の豪族？に支配されていたのではないか

◍都留郡内地域は縄文時代、相模郷（河口湖～

上野原）には人が住み、相模、武蔵等との

交流はあったが、弥生時代、古墳時代になっ

ても（稲作の適地が無いこともあってか？）

あまり発展は見られなかった。

◍他方、甲府盆地・国中地方は既に４世紀

（古墳時代）後半にはその南部地域に東海地方

を経由して畿内色の影響をうけた（甲斐銚子塚 ＜甲府盆地から東・南側を見る大菩薩・

古墳を代表とする）大型古墳があり、中央の 笹子山塊 都留は山脈の向こう側＞
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ヤマト王権の進出拠点になっている。その後支配の中心は盆地の東部地域へ移る。

そして、６世紀ごろには國造になるものが実質的な支配をしていたのではないか。

しかし、その範囲は大菩薩峠や笹子山塊の南・東、都留地域へは及ばなかったのでは？

◍ 相模平野側からはどうか。相模湾に注

ぐ相模川流域、或いはその支流、津久井

湖付近で合流する道志川沿いの地域とは

交流はあっても、箱根、丹沢山脈の北側

の地域、しかもそれ程豊かでもない地域

への興味は少なかったように思える。

◍ そして、７世紀後半、律令制国家確立

の際、大事で従順な甲斐国を、わざわざ

＜相模平野から丹沢山脈 大山、塔ケ岳 官道を、駿河の御殿場から篭坂峠、御坂

都留郡は箱根・丹沢山脈の向こう側だ＞ 峠（この間が都留郡の地域だ）を経由

して国府の所在する八代、山梨郡まで整備（支路）し、東海道の行政区域に編入した。

（東海道から甲斐への道筋は富士川沿いに若彦路、河内路・駿州往還、右左口路・中道

など他にもあったはずだが、この経路・御坂路が選ばれた）

◍ 官道が都留地域を通ること（しかも甲斐国造とのよろしき関係、相武國造とのよろし

からぬ関係もあり？）から、地理的、文化的、社会的、軍事的？にも独立性の高い都留

郡は不自然？ながらも「甲斐国」の一部となったのではないか。

＊ 長々と時間とスペース、エネルギーを費やしたが、得たものは「かくの如し」

またまた路草をしてしまった。先へ進もう。

＜漸く１００Ｋｍ、５日間の成果？・・＞

日本橋を出てから５日、お蔭様で１００Ｋｍ

来た。東海道なら箱根の辺りだ。今回は弱者

配慮？で１日平均２０Ｋｍ、有り難い。

写真撮影や民俗・文化の観察に忙しい松尾が

少し「ネ」を挙げはじめた。（幸いなるかな？）

近くのコンビニで小休憩、初狩駅の待合室で

昼食。

松尾、今朝は１時間のお寝坊、飲まず、食わず、

娘さんに駅まで送ってもらって、駆けつけたと

いう。流石の松尾も空腹には勝てないようだ。 ＜１００Ｋｍ地点、撮影・松尾＞

＜富士が見えるところがあるよ・・＞

駅の待合室、世話好きそうな「おじさん」が「この先に富士が見えるところがあるよ」
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と親切にも教えてくれた。笹子川に沿って歩いている為、空の広さは細長く区切られて

いるのだが・・。その「おじさん、こっち！」となんと駅の構内を線路を歩いて笹子方

向へゆけという。「人身事故」に悩まさ

れている吾ら、「線路を？」と不思議だ

ったが、実は、かっての「スイッチバ

ック」用の引込み線、今は錆びついて

いて、列車が来ることもなさそうだ。

佐薙が「宮川の橋上から見える」と書

いてあるという。

その前に、誠に綺麗な「八重桜」あり。

山間の小さな工場で働いているのか、

昼食帰りと思しき数人のお嬢さんの姿

＜ソメイは済んだがヤエが歓迎。松尾も元気＞ も濃い緑と共によろし。

宮川次夫は不在だが、宮川橋の上からやや霞んだ空に富士は望めた。

＜稲村神社、道祖神、丸石信仰・・＞

中央線、中央高速、国道２０号、笹子川、そして吾らの甲州道中、まさに狭い山間を重な

るように通っている。曲がりくねった旧道を進むと右側に「社」あり。稲村神社という。

石段を１０段ばかり、松尾や石和田は緑陰にやれやれ一休みと石灯籠の片隅にエンコ、他

方、佐薙はいそいそと境内をうろつく。予め調べて来ていたようだ。

奥まった所に「道祖神」と言われる石造神？２体。巨大な一物を股間に誇示？した姿はユ

ーモラスでもある。（＊佐薙は生命の根源を解く「理趣教」を一度読んでみたいと前向きだ）

ところで、甲斐には「丸石神信仰」という奇妙・独特なものがあるそうだ。諸説あるが、

・ 天然に産出した丸石がいかにも珍しいことから、これに神性があると考え、他方、道祖

神の神体がどんな形であるのか、はっきりしない為に丸石を当てたのではあるまいか。

・ 丸い象形からは円満であることが連想され、

円が何時の世にも神の象徴とされてきた事

実、また甲州では男性器は棒形の彫像、女性

器は丸石に象徴されたという説をあげる。

・ 自然崇拝を原点とする民間信仰の一つなら、

何故余所では丸石信仰が見られないのか？

それへの答えは、「中部・関東には石器時代・

縄文中期以来、石棒をシンボルとする信仰が

あり、この地方人のある集団は古くから ＜丸石神・塩尻駅付近＞

丸石信仰を持っていた」ということである。

＊ 信濃・安曇地方には男神が盃、女神が瓢箪のような徳利を持った睦まじい双体道祖神像

が４００体もあるそうだ。境の神、防塞、除災、縁結び、夫婦和合、豊饒, 豊作、生命
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の根源に関わる素朴な神に敬意を払おうか。（合体道祖神もある、此れはまさにヒンズ

ー教の神、そっくりだが、）キリが無いので本稿は此処でおしまい。

＜笹一酒造で宮川へ激励に一樽・・＞

道祖神の逞しさに気おされたのか、松尾がカメラを稲村神社の石灯篭の脇に置き忘れた。

「ちゃんと拝まなかったから」でもあるまいが、鎮守の森まで戻る。目指すは笹子駅近く

の酒蔵、「笹一酒造」。国道２０号をテクテクと歩くと「笹一酒造、あと５分」なんて看板

が目に付く。歩幅６０Ｃｍとガソリンを餌に走る車とやらとの実力差は相当なものだ。

無事到着、品定めのあと、願いをこめて宮川へ宅急便。前回、鳥沢で「帆足緑さん」が「笹

一酒造は潰れたという噂が・・」ともらしたので、佐薙が予めその筋に問い合わせをした

ところ、噂は噂だけで済んだ。後を継いだ若社長が４～５年前に急逝したため、そんな噂

が生まれたらしい。治郎の実家にも似た事情があったっけ。

「先代が復帰してしっかりやっていますからよろしく」とは愛想の良い女店員さんの話。

酒蔵に来ると治郎の世界、情報交換、友好というところか。

酒に用のない石和田は駅近くで「笹子餅」を購入、帰宅後の評判は良かった。

[ ６ ] ２０１０年５月８日（土）笹子・阿弥陀海道宿～黒野田宿～駒飼宿・甲斐大和

佐薙 鈴木 高崎 松尾 石和田 距離 19Ｋｍ 時間 4Ｈ25Ｍ（3Ｈ25Ｍ）歩数 21000

（４：００起床、５：１３新検見川発、西荻窪で人身事故、予定より１時間遅刻）

９：１０ 笹子駅発・１時間遅れ 黒野田一里塚跡、屋影橋、笹子鉱泉

１０：４０ 矢立の杉・小休憩 笹子隋道入り口

１１：３０ 笹子峠（1096ｍ）着・昼食

１２：００ 笹子峠発・下る 丸太橋 自害沢・天明水 笹子沢川

１３：００ 駒飼宿・本陣、脇本陣跡

１３：４０ 甲斐大和駅着

＜１時間の遅刻、「矢立の杉」あたりで追いつくから＞

石和田の電車、早朝というのに人身事故（どうして命

を？！）、焦れどもどうする事も出来ず、今回は出発の

次の駅が終点、前回の鈴木のテも使えず，已む無く「先

に出発してくれ、途中で追いつくから」と連絡。

しかし、石和田の実力を充分承知の優しい４人は、出

鼻をくじかれることも無く、駅前にある大きな漢字ば

かりの石碑を読んだりしながら、辛抱強く１時間も待

っていてくれた。

（＊記録によれば、吾らの峠までの所要時間は、

案内本の標準時間よりやや早かったというから ＜矢立の杉・樹齢１０００年＞
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とても追いつけた話ではなかった、ああよかった！

優しき友よ）峠の中程に「矢立の杉」というのがある。

「戦陣に向かう武士達はこの山中、超然として他の

木々を従えて立つ、稀に見る強い生命力を堅持する大

杉を神霊と仰ぎ、戦勝とまた無事この大杉の前を意気

高く凱旋できることを祈って、一番矢を射立てたと言

われる」。杉も大変だったものだ。

＊ しかし、芯の部分はかなり空洞、あと何年こうし ＜幹の芯部は空洞、台風よ来るな＞

て聳え立っているだろうか？ ＜強い。回りの皮ばかりで生きている＞

＊ ボランテイア？のおじさんが大月市のパンフレットを配り、峠道への案内をしていた。

聞けば、猿橋からやって来て、車から「貴方がたを見ましたよ・・」と言われる。

「年寄り５人ばかり、大丈夫かな？」と気にかけていて下さったか？

＜笹子の分水嶺、実験するよ・・＞

「矢立の杉」から、暫くは旧街道を登る。緑は素晴らしいが息が切れる程の急勾配だ。

２００８年秋、佐薙のキリマンジャロ挑戦中、

吾らもと、日光の「鳴虫山」に登ったが、頂上

近くの急勾配で、無数の木の根が露出して難渋

したことがあったが、これを思い出した。

（＊根にネを挙げたのは誰だか覚えているが、

これは名誉のために胸のうちにしまっておく）

転倒も滑落もなく、辛うじて「県道」（＊旧街道

と県道は糾える縄のように走っており、歩い

＜笹子隋道・この右側から急勾配を登る＞ ていると時々頭の上で車の音がして、“はっと

“することがある。箱根でも同じだった）と出会い、隋道入り口に到達。

長さ２４０Ｍばかり、昭和１３年に開通して、初めて甲府側と相模側が車で繋がった。

それまでは、更に標高１００米ばかりの急斜面・旧街道を登らなければならなかった。

吾らは勿論、この急斜面、昔の面影を辛うじて残す旧街道をのぼる。

そこで石和田がちょいと失礼、小用をたした。かねての疑問が解けない腹いせでもあるま

いが・・。

どちらに流れるか？？勿論「相模側」である。横浜市の住人よ、「ちゃんと濾過されて、き

れい～な液体になるから。まあ君らが生きている間に届くかどうか解らんが？・・」

＜甲州道中・最大の難所・笹子峠へは無事到着。南北に雁が渡る空の街道・・＞

お蔭様で何とか着いた。皆んな不思議？と元気だ。平地をとぼとぼと歩いている時とは別

人のように見える。山男め！

東海道なら、箱根、鈴鹿。笹子の１０９６米は確かに高いが、もともと高地での峠、実・
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標高差は５～６００米と言うところか。距離も短い。

この峠の尾根道を北東に行くと「笹子雁ケ腹摺山・

1385 米」がある。よく見るとこの一帯には他にも「雁

ケ腹摺山・1874 米」、「牛奥雁ケ腹摺山」があり、土

地の名前にも雁坂峠、雁坂嶺、雁峠、雁道場、雁丸

尾、雁道・・などがある。ヒマラヤを越える「アネ

ハツル」には到底及ばないが、雁が渡る通り道らし

い。古からこの地域の人達は「北から来て何処まで

行くのか？ああまた冬が近づいて來たか・」などと

空を見上げ、嶺すれすれに飛んでゆく雁の群れを

＜笹子峠・松尾が蛸足の３脚で写した＞ 見て季節の移り変わりを感じたのであろうか。

或いは、土地に縛り付けられた自らの運命と羽を持って大空を自由に飛ぶ雁とを比べたで

あろうか？

＜あまりにも痛々しい歴史の記憶・・＞

そもそも甲州道中が完全に整備されたのは徳川の後半期、１７７２年で五街道の中では一

番遅い。（東海道・1624 年、日光 1646 年、奥州 1646 年、中仙道 1694 年）

勿論それより遥か以前から人々の往来はあったが積み重ねられてきた歴史の記憶は東海道

に比べれば遥かに厚みが少ない。

この峠が石和田に語りかけてくるのは、「自然の分水嶺であると共に、人々の運命をも分け

たところである」というものだった。

２０分ばかり下って笹子沢川の丸太橋を渡った少し先に「自害沢・天明水」という表示が

あった。

この日の終着点、「甲斐大和駅」では「武田氏終焉の里」という大きな看板が眼についた。

こうなると、（石和田）四郎としては、森羅三郎義光から続いた「甲斐源氏」・名門・武田

家の幕を引いた第２０代当主・「武田四郎勝頼」について少々触れざるを得ない。

勝頼の３７年の生涯はまさしく「戦国の世の非情」そのものとでも言えようか。

・ 偉大なる父、晴信（信玄）の側室の子で四男、1546 年生（母は信玄が滅ぼした諏訪頼

重の娘「諏訪御料人」後に湖衣姫とか由布姫と呼ばれ、絶世の美女だったとか）、正室・

三条夫人の子・長男、義信は今川から正室を迎えて居たが、信玄が今川の弱体化をみて、

これを攻めるとしたことに反対し、蟄居させられ後に自害。１５７３年、信玄が死去す

ると（次男は盲目、三男は早逝の為）、武田家の実質的な後継（正統後継者は勝頼の子・

信勝だが幼少のため後見人として）は四男・勝頼となった。但し、諏訪と甲斐、長男と

四男との相克などから家督相続には家中から反発が強かったという。

・ 信玄（のみではないが）は政略結婚を積極的に進めている。勝頼の正室には信長の養女
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（血縁上は信長の姪）を、（しかし信勝出産後間もなく没、慌てた信長は嫡男・奇妙丸、

後の信忠に信玄の娘・松を願い出ているが、両家の関係悪化で破談）東山道の関門、木

曽の木曽義昌には勝頼の妹を、郡内の有力者・小山田には信玄の父・信虎の妹が、甲斐

南部・河内の有力国人で後に駿河・江尻城を治めた穴山一族、穴山信友には信虎の娘を、

息子、穴山信君・梅雪には勝頼の姉を、勝頼は（信勝出産後、早逝した信長の姪の後に）

継室として北条氏政の妹・北条夫人を、勝頼の妹・菊を上杉景勝に（勝頼は上杉謙信死

後の景勝・景虎の跡目争い「御館の乱」に関係し、結局、北条から来た養子・景虎側を

（北条が強大に成ることを懸念？）支持しなかった為北条との関係は悪化）等など。

なんと凄まじく、どう絡み合っているのか。政略結婚は所詮政略、事情の変化でむごく、

容易く、どうにでもされる運命にあることは歴史が示す冷酷な事実なのだが。

・ 山を天然の要害とし、その上に人のつながりで国を固め、天下を窺った戦国時代の雄・

武田家、しかし、その崩壊は、結局、独自性が強く日和見の國人領主（小山田、穴山な

ど）を辛うじて束ねて成り立ってきた国の形、甲斐と諏訪（勝頼の出自）に起因する一

門内の不仲、そして、国を守り固める為に政略的に張り巡らした縁戚・類縁関係内から

の綻び、造反、裏切り、反抗、離脱・・によったといえるのではないか。

・

勝頼の力量が父・信玄に及ばなかったといえば簡単だが、信玄が積み重ね、残していっ

たものが大きすぎたとも言えそうだ。

信玄の死は 1573 年、信長や家康は後を継いだ勝頼を決して甘く見てはいなかったよう

だ。

それは、武田騎馬軍団の凄さ、「三方ケ原」での壊滅的な打撃、数々の苦い経験がこび

りついていたからでもあろう。

勝頼は信玄さへ出来なかった家康の「高天神城」を陥したり、武力だけでなく、抱き込

みや策略もはかったといわれる。

・ だが、その凋落は「長篠の戦い」で、信玄以来の古参の武将達（武田四名臣など）が撤

退を進言したのも聞かず、小数の取巻きの主戦論に乗っかって突っ込み、信長の鉄砲隊

の前に見事に「大敗」を喫したことから始まった。

信長、家康は信玄の死を反転攻勢の絶好のチャンスと捉え、策謀・調略も交えて揺さぶ

りをかけ、武田は急速に崩壊の道を歩むことになる。

信長は（信玄と組んで信長包囲網を造っていた）浅井、朝倉も滅し、将軍・足利義昭を

追放して、いよいよ西へ。他方家康は失った領地・城を着々と挽回し攻勢をかけてくる。

・ 勝頼は「躑躅ケ崎館」では防げないと、より強固な韮崎の高台に「新府城」を築くこと

を決め、この軍資金を支配下に課すこととした。

これがもとで、信玄の娘婿で外戚の木曽義昌が負担増大への不満から先ず信長に寝返っ

た。これを討伐すべく兵を向けるが信長軍に阻まれる。織田軍相手に高遠城を守ってい
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たのは勝頼の異母弟・仁科盛信だが奮戦のすえ、ついに落城。武田方の敗勢は明らか、

この時、勝頼の姉が嫁いでおり親族衆の筆頭である穴山信君・梅雪も織田・徳川に内通

し、武田の滅亡近しとみて、徳川に降伏した。家康は駿河から、北条氏直が関東及び伊

豆國から甲斐を目指している。

・ 勝頼は新府城に入城後僅か６８日で火をかけ、小山田信茂（先々代、信虎の妹が輿入れ

して以来、小山田氏は御親類の中でも筆頭に位置づけられていた）の進言を入れ、天険

として知られていた岩殿城まで撤退し（真田の上田城へと誘われたが雪もあり遠方でも

あるので）、再起をはかることとした。

・ 新府城を出たときは６００余人いたという武田の従者は、途次どんどん離散し、府中で

は２００人ほど、笹子峠の麓、大善寺に入った時は僅かに４３人だったという。

・ 勝頼はここで小山田信茂の謀反にあった。小山田の従者が「明日は迎えに来る」と述べ

て、その夜、人質になっていた信茂の母を連れ去り、翌日小山田信茂は弓を引いた。

・ 勝頼は行く先を阻まれ、後方からは滝川一益の軍勢に追われ、これを最後と悟り、武田

氏ゆかりの地、天目山・栖雲寺を目指したがその途上の「田野」の地で自害した。

・ 木曽昌義に信長へ寝返られ、穴山信君に家康へ内通され、小山田に謀反（小山田は独自

の判断で、織田、徳川に内通はしていなかったようだが）されてその最後をとげた。

時に 1582 年 3 月 11 日と言われる。信玄没後僅か９年、名状し難い哀れさである。

非情な信長は勝頼父子の首級を京一条大路の辻に梟首させた。

「武田の息の根を止めたという小山田について、信長は「最後の最後で主君を売った不

忠者であり、信用するに値しない人物」として処刑している。（＊小山田は今でも甲斐

では評判が悪い）

（穴山信君・梅雪は家康と共に京へ参上したが、折か

らの「本能寺の変」に会い、逃げ帰ろうとしたが家康

と別れ別れになり、野盗の群れに遭遇して殺されてし

まった）

その信長もこの３ケ月後に本能寺で自害している。

1582 年 7 月、甲斐に入った家康は武田の霊を弔うため

に、お寺を創建し、

＜景徳院・勝頼達の菩提寺＞ 勝頼初め家臣たち

を手厚く弔っている。

これが「田野寺」（後の景徳院）で、此処には土屋惣蔵

初め３５人の牌子が残されているという。

景徳院・甲将殿の裏側には勝頼父子がその上に座って

自害したという勝頼生涯石、信勝生涯石もあるという。

「殺めて後、弔う」の繰り返し。 ＜左から信勝、勝頼、夫人＞

こうせざるを得ないのだろうか。 ＜墓は景徳院・甲将殿裏側＞
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＜辞世の句＞

勝頼 「おぼろなる 月もほのかに 雲かすみ 晴れて行方の 西の山の端」

法名・「景徳院殿頼山勝公大居士」（３７歳）

夫人 「かえる雁 頼む疎隔の 言の葉を もちて相模の 国府におとせよ」

法名・「北条院殿模安妙相大禅定尼」（１９歳）＊相模・北条への思い・切々

信勝 「あたに見よ 誰もあらしの 櫻花 咲ちるほとは 春の夜の夢」

法名・「法雲院殿甲厳勝信大居士」（１６歳）

＊[ 没頭地蔵] 景徳院・甲将殿裏には頭のない地蔵尊があるという。信長に京で首をさら

された勝頼父子を弔ってのものであろう。

＊ [ 自害沢 ] 笹子峠を２０分ほど下った所にある「自害沢」、勝頼達のこの非業の最期を

哀れみ、悲しむ土地の人達によって名づけられたものであろうか。

勝頼の部下の幾人かが、彼の地で自害したのであろうか。

今は不気味に名のみが残っている（表示のところに説明はなかった）

＊ [ 血洗沢 ] 小勢になって落ちてゆく勝頼一行から家臣・跡部大炊介と長坂長閑がまた

また離反し、逃亡するところを、勝頼に最後まで付き従った土屋惣蔵昌恒がこれを切り

捨て、刀の血を洗ったことから・・という説がある。

これまた、後の世に名づけられたものであろう。

＊ [ 三日血川 ] 勝頼一行の「殿・しんがり」の土屋惣蔵が片手で藤つるや岩につかまり

ながら追手の織田軍を片手で千人も切り捨て（片手千人切り）谷底に蹴落とし、その血

は３日の間、川を赤く染めていたという（今の「日川」となる）・・話。

＊ [ 桜の鞍懸 ] 土屋惣蔵が跡部大炊介を追いかけて切りつけたところ、跡部大炊は落馬し

て、鞍が桜の木にひっかかった事から・・という。

後世のこの地の人達の心情を良く顕している。滅び行くものへの愛惜とでも言うのだろう

か。

（甚だ余談だが地名や川の名前に「沢」がつくのは東日本だという。・・司馬遼太郎さん）

＜駒飼宿、甲斐の黒駒、御牧・・＞

笹子峠の麓、「駒飼宿」には、２０頭の馬が常備されて

いたという。

本陣、脇本陣跡も残り、「甲斐の黒駒」に始まる名馬

の産地、甲斐の昔を想わせる雰囲気があった。

「馬について知りたい」という佐薙のテーマに刺激

されて、ほんの少し資料などを渉猟しているうちに

とうとう「騎馬民族説」まで飛び出してきたので、 ＜眼下に駒飼の宿を望む・遠方は

「迷子？」にならないうちやめた。 甲斐大和駅＞
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甲斐の「御牧」のことは延喜式にあるが、駒の話題は「甲斐の駒・甲斐駒ケ岳」の麓、「台

ケ原宿」へ着いてからの楽しみとしておこうか。

（＊駒飼宿に「芭蕉の句」・「秣（まぐさ）負う 人を枝折（しおり）の 夏野哉」

という比較的新しい碑があった。

芭蕉が甲斐へ来たかどうか？来たとすればどの道を通ったか？には若干の興味がある。

・ ここに挙げた「まぐさおう・・」の句は奥州へ向かう途次 1689 年、那須の余瀬で、門

人の翠桃を訪ねて詠んだものと言われる。

・ 芭蕉が山梨県に関して詠んだ句はたった３つしかない。１６８４年、伊勢、伊賀、大和、

近江、美濃、尾張、甲斐へ回り１６８５年に江戸へ帰るまでの「野ざらし紀行」にある。

・ 「甲斐山中」と題して「山賤・やまがつ・の・・」は、甲州谷村（郡内）への道筋での

句だそうだ。

「甲斐の山中に立ち寄りて」と題して「行く駒の 麦に慰む やどり哉」。これも都留

郡の谷村辺りではないかと言われている。この江戸への帰り旅は１６８５年 4 月１０日

に「鳴海宿」を出発していることは解っている。

その後、東海道を下った公算が高く、蒲原から富士川沿いに甲州鰍沢に入ったか、三島

から御殿場、篭坂峠、山中湖を経て都留に出たか。

・ 後者の可能性が高いように思える。とすれば芭蕉は御坂峠を越えて国中までは行かず、

江戸に戻ったのではないか。（＊甲斐・国中にかかわる句はない）

・ 義経の数奇な運命の跡をと「奥州平泉」へ、木曽義仲の朴訥すぎる生涯に引かれてとう

とう義仲の隣に葬られることを望んだ芭蕉が、武田一族・勝頼の運命になんの興味も示

さなかったように思えるのは何故か。武田滅んで未だ１００年余り、興亡の歴史が生々

し過ぎたのか、徳川に気を使ってか・・。まあどうでもいいが・・、解らない。

[ 7 ]2010 年 5 月 12（日）甲斐大和・鶴瀬宿～勝沼宿～石和宿

佐薙、高崎、松尾、石和田 距離 12Km 時間 6H25M(5H15M) 歩数 26300

（３：４５起床、５：１３新検見川発 ７：２７

高尾発）

８：４０ 甲斐大和発 大和橋 鶴瀬宿 柏尾橋

１０：００～４５ 大善寺着 山門、本堂、見学

１１：１０ 勝沼宿 本陣跡 槍掛けの松

１１：２０～１２：１０ 昼食「あし川・うなぎ」

１３：００ 上栗原 雪の南ア連峰、富士遠望、日

川 笛吹川、葡萄畑、笛吹権三郎之像

１５：１５ 石和宿 「かんぽの宿石和」着

＜快晴の甲斐大和駅＞
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＜国宝・大善寺、ぶどう薬師・・＞

山梨県には国宝の建造物は２つ、清白寺とこの大善寺本堂・薬師堂である。

行基上人による開基、718 年。行基上人（６６８～７４９）は民衆の教化、造寺、池堤の設

置、架橋など今で言う典型的な社会事業で底辺の人々を救って「行基菩薩」と言われた人

だ。奈良の大仏造営の勧進で大変な働きをし、大僧正位を授けられた。

諸国を巡っており、「小仏峠」の小仏も行基上人が小さな仏像を彫って祠に納めたことに由

来するとのことだったから、上人はこの地方にも足を運ばれたとして、これを信ずること

としよう。

行基上人が勝沼の柏尾にさしかかり、日川渓谷の大

石の上で修行したところ、満願の日、夢の中に、右

手に葡萄を持った薬師如来が現れた。早速、この薬

師如来像を刻んで安置したのだという。日光、月光

菩薩を脇侍としたこの三尊像はなかなか厳かに感

ぜられた。（＊薬師如来は左手に薬壷を持つのだが）

松尾が建築の様式について何だか難しい質問をし

ている。

＜大善寺・山門＞ 石和田には「ぶどう」と「薬師・くすり」との関

係が解らない。「ぶどう」を持った薬師は全国でも、この大善寺薬師だけだという。

なぜ他には例がないのか？

（山梨県には国宝の建造物が２つと聞いて、すぐ松尾が頑張った福井県のことを思い出し

た。福井県にも２つと聞いたことがある。それらは松尾がしばしば訪れ、御朱印帳に見事

な字を書くお婆さんの居られる小浜市郊外の「明通寺」の三重塔と本堂だ。

１つの県で国宝がたった２つ？！少ないじゃないか・・と思って調べてみると、なんと

鹿児島・ゼロ、佐賀・ゼロ、千葉・ゼロ、東京・１（正福寺仏殿）、神奈川・１（円覚寺舎

利殿）、愛知・３（如庵、犬山城天守、金蓮寺弥陀堂）、長野・５（善光寺、松本城・・）

というわけだ。

国宝の建造物は京都（３２）、奈良（２３）に極端に集中しており、それもお寺が大部分だ。

古き時代の日本の仏教文化の重さを痛感する。）

＜「ぶどう」には薬効がある？・・＞

日本に外来の「葡萄」が持ち込まれたのは鎌倉時代・

約８００年前で甲斐・勝沼地域で栽培が始められた

という。（葡萄は中国名の葡萄がそのまま使われた。

前漢の時代に、古代ペルシャの一部、フェルカナ・

大苑国の土語に漢字をあてたものらしい）

しかし、日本には、はるか昔から「野ぶどう」が沢山 ＜野ぶどう＞
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全国の山野に自生し、各地それぞれの別名で呼ばれていた。

（＊ネコブドウ（青森）、カラスブド、ウマブドウ（宮城）、ドスブドウ、イヌブンド（山

形、長野）、ドクボッコ（福島）、ネコノメ（栃木）、サルブドウ（新潟）、ウマノメダマ、

イヌカマエビ、ハコボレ（東京、埼玉）、ウマエンズル（千葉）、カラスエビ（中国地方）

ウシブドウ（岡山）、インガネブ（長崎）、イヌガラミ（山口、大分、鹿児島）

この接頭語？は当時の人間と動物との近さ、関係を現しているようで実に面白い。イヌ、

ネコ、ウシ、ウマ、サル、カラス・・）（因みに「イヌ」とつく植物名は１００を超えると

聞いたことがある、しかし、どうもイヌはマガイモノ的に使われることが多いようだ）

「野ぶどう」は「馬ぶどう」、「蛇ぶどう」とも呼ばれる。

さて、この「野ぶどう」の薬効だが（＊何だか医薬部外品の宣伝のようでもあるが・・）

〇主要成分：フラボノイド配糖体、フェノール類、アミノ酸、糖類を含む

〇薬用部分：果実、蔓、根（葉、果実に様々な有効成分があるという解説もある）

〇伝えられている薬効：腫れ物、虫垂炎、突き目、リュウマチ、神経痛、強肝作用、うち

み、捻挫など。近年では癌、慢性肝炎、肺腺腫などに使用され、多くの人の症状が改

善されているとか。

（＊中国では抗癌薬草として乳腺癌、食道癌、リンパ肉腫などに、また、鎮痛、利尿、

消炎、止血、解毒、血液循環改善作用ありとして様々な病に使われている由）

こう見てくると人間の長い間の経験、智慧の積み重ねとは誠に偉大である。

行基上人もお手柄。

されば、４～５０００年前からフェニキア人によってギリシャ、ローマなど地中海域に広

められたワインが悪い筈がない！

＜道中、目にし話題に上る草花の薬効？２～３・・＞

道中で、松尾、佐薙、宮川（ネットで参加）により繰り広げられた花、植物論議、今後を

更に期待することとして、折角の機会だからそれらの薬（害）効について触れておく。

７００種ほどの「薬用植物一覧」からお馴染みのものを数種。

☆ ショウブ（菖蒲）サトイモ科・ショウブ属

〇薬用成分：根茎に含まれる「精油」

〇薬効：食欲不振、腹痛、消化不良、せき、たん、健忘症、神経痛、リュウマチ、胃炎

〇浴湯料・根茎を刻んで布の袋に入れ、適量の水で煮沸してか

ら、そのまま風呂に入れて入浴。

神経の緊張をほぐし、血行を良くして体を暖めるので、神経痛、

リュウマチによく効く、といわれる。菖蒲湯もまたこの一環。

（＊なんだか温泉の効能書きみたいだが）

☆ アヤメ アヤメ科・アヤメ属（この情報は薬用植物一覧で

＜アヤメ・美しい花＞ はない。薬ではないので別の資料から）
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〇毒成分：イリジェニン、イリジン、テクトリジン

毒位部―全草、根茎、樹液

〇毒症状：皮膚炎、嘔吐、下痢、胃腸炎

＊ アヤメはカキツバタ、ハナショウブと同類。松尾の講義をどんなに聞いても３つの違い

は見分けられない。しかし、ショウブとアヤメ類は正反対、益と害とは、せめて薬と毒

の違いがあるくらいは覚えておくか。

☆ ムラサキシキブ クマツヅラ科・ムラサキシキブ属

〇有効成分：ジテルペノイド・カリカルポン、フラボノイド・ハイドロオキシテラオキ

シフラボンなど。

〇薬効：寄生性皮膚病 葉のエキスを患部に塗布。

☆ヤマブキ バラ科ヤマブキ属

〇有効成分：花の黄色色素にはカロチノイド・ヘレニン、ルチン、パルミチン酸など

〇薬効：切り傷の止血剤、利尿

☆ ヤマノイモ ヤマイモ科 ヤマイモ属 （ジネンジョウ・自然薯・自然生）

〇有効成分：デオスゲニンほか

〇効用：強壮、強精薬。胃を丈夫にし、精力をつける効き目あり。慢性の下痢、夢精、

男女生殖器の衰弱にきく。

＊ ああ、丸子宿・丁子屋の「とろろ汁」が恋し

い。

＜植物学？の研究、盛ん＞

松尾の写したこの写真がきっかけで俄然、花・

木についての勉強が盛んになった。

話はどうやら、「沙羅双樹」から始まった。

「沙羅の木」はナツツバキで、インド原産の「沙

羅双樹」と間違えられ、昔から好んで仏教寺院 ＜大善寺のヒトツバタゴ＞

の境内に植えられ、今も古木が残っているらしい。

ヒトツバタゴ・ナンジャモンジャ、ヒメシャラ、シャラ、ナツツバキ、（花、妙な烏まで

登場）の論議は今後、ボタニスト・松尾、佐薙、宮川の間で大いにやってもらいたい。

＜幕末の一コマ、甲陽鎮撫隊・近藤勇、笹子峠を行きつ戻りつ・・＞

大善寺の手前で治郎が右側の山へ登る。ガイドブックに何

んと書いてあったか、寛二がこれに付き合った。どうやら「聖

観音堂」があったようだが、お蔭で寄らずに来た佐薙と石和

田は２０分近く、柏尾橋の近藤勇像の傍らで待った。

京で破れ江戸に逃げ帰った近藤は勝海舟から東山道を東進し

＜柏尾橋の近藤勇像＞ て來る官軍から甲府城を護ってと、兵２００、砲２門、金５０
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００両と若年寄りの資格を与えられ、体よく江戸を追い出された。近藤はこの柏尾の地で

板垣退助率いる薩長連合軍３０００と戦って破れ、また笹子を越えて逃げ帰った。

近藤は江戸には入れず結局、流山で捉えられ板橋で斬首された。

（＊坂本竜馬を殺したのは新撰組に違いないと信じていた土佐の板垣が切腹は許さなか

った、という説がある）

まあ、新撰組に関する著述は読みきれないほどあるが、石和田は「近藤が虎徹―江戸前期

の刀工の作に惚れ込み、やっと手に入れた虎徹が鑑定（めきき）で贋物だと言われても、

いや虎徹はやはり切れると信じていたとか。沖田が自分の刀を研師に出している間、研師

から借りたのが、これまた天下に聞こえた名刀で、これを差しての帰り道、何者かに襲わ

れたが、剣の名手・沖田はとうとうこの名刀は抜かずに逃げ帰ったそうだ」

こんなエピソードには救われる思いがする。

＜勝沼宿の中ほどで昼めし、松尾の親戚（功刀さん）探し

「あし川・うなぎ」とある。こんな所で「何処で取れたうなぎ」をなどと思いながらも

「腹ごしらえ」となれば異議なし。

ところが、店に座ると松尾がそわそわし出した。

店を出たり入ったり。

どうやら松尾の親戚がこの近くにあるらしい。

「功刀さん」＜くぬぎ＞と読む。

なんと、松尾の長男のかみさんの母親の実家で

勝沼で「ぶどう園」をやっておいでという。

戦功あり、信玄から頂いた名前であろうか。

調べてみると山梨にはかなり多い。（多い方か

ら９３番目） ＜あし川での昼食・うなぎ＞

松尾は何故か知人、友人、親戚が全国に散らばっているようだ。昨年も「赤坂宿」へ朝鮮・

平壤時代の学友が訪ねてきた。

結局「うなぎ屋」の向こう側に「ではないか？」と思しきぶどう園はあったが確かめるに

は至らず、また別の機会（9 月に実現）となった。まあ、松尾家の話題とはなったようだ。

＜甲斐・国府の辺りを、日川、笛吹川に沿って・・＞

国の名前、「甲斐」は「山の峡・カヒ＝間」とも東海道と東山道の連結点に位置すること

から、行政・交通上の「交ひ」とも言われるが、日本列島の東西の政権にとって最前線と

位置づけられることが多い。４世紀後半の甲府盆地南縁には東海地方経由で畿内色の影響

をうけた「甲斐銚子塚古墳」（＊前方後円墳で仁徳天皇陵と似ている）を代表とする大型古

墳が立地しており、中央のヤマト政権の東国に於ける進出拠点となっている。

それが次第に東に移り律令国家成立のころには、その中心・国府は今の石和の東側あたり

になったようだ。
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国分寺、国分尼寺、総社、一宮などの位置から推して、初期国府の所在地は今の笛吹市春

日居町国府、平安時代の後期には笛吹市御坂町国衙に移ったと考えられている。

（＊政治・経済の中心が今の甲府に移ったのは、言うまでもなく鎌倉、室町を経て戦国時

代の終り、武田三代の時である）

甲州道中は丁度この両所の間を通っており、吾らは日川、笛吹川に沿って歩いているので、

これらの跡に足を踏み入れることはない。多分、「国府」とか「国衙」というが、名前のみ

を残す情況ではないかとも思えた。

[ 8 ] 2010 年 5 月 13 日（木）石和宿～甲府宿～韮崎宿

佐薙 高崎 松尾 石和田 距離 20Ｋｍ 時間 7Ｈ（5Ｈ40Ｍ）歩数 34.000

８：１５ 「かんぽの宿石和」発 酒折宮 甲府柳町・[印伝]

１１：３０～１２：２０ 昼食、[小作] 芸術の森公園・県立美術館前 荒川橋、八ツ岳

１５：１５ 韮崎宿・韮崎駅着

＜山は泰然として・・＞

東海道・駿河国を歩いていた時、「この辺りの人々は日々変わる富士の姿を眺められて贅

沢？何を思うのだろうか」と考えたが、今度は、周囲を様々な山で囲まれて暮す甲斐の人

達は？と思ったものだ。遠い昔から変わらぬ姿、人間なんて小さなものだとつくづく思い

知らされる。

昨夜の夕食はかなりなものだった。佐薙が注文

しておいた「八ヶ岳」はかなりハイレベルで部

屋も別部屋だった。（食前酒、先附、造り、煮物

焼物、油物、酢の物、台の物、食事、香の物、

お椀、水菓子、以上１２種と勝手に頼んだ地酒）

この豪華な食事のせいか、一同の起床は午前

５時、朝日に映える南アルプスを、佐薙の双眼

鏡を代わる代わる手にしては眺めてあきない。

＜ホテルの窓から、農鳥、間ノ岳、北岳＞ 農鳥、間ノ岳、北岳はまだまだ相当の雪。

―2010.5.13 午前 6 時頃・撮影松尾― 今、あの稜線を歩けたら・・と想像すると・・。

北（右）へ鳳凰三山（薬師、観音、地蔵）更に遠くに甲斐駒ケ岳がシャープなサミット

をのぞかせている。一大パノラマである。

今、我々は、道中に訪ねる歴史ではなく、眼前の、現実に浸っているのだ。有難う。

＜酒折宮、ヤマトタケルの通った道筋・・＞

此処、「酒折宮」は日本武尊が東征の帰路、甲斐に入り立ち寄ったところ、と言われる。



40

古事記（712 年）や日本書紀（720 年）を読む能力も時間もないが、丁度、律令制を敷いて

ヤマト政権が国つくりを進めた時期と重なり、その狙いが推量されて興味は尽きない。

＊景行天皇（第１２代）の皇子、（第１３代成務天皇の兄に当たる）日本武尊は天皇から

東の方にある１２の国（伊勢，尾張、三河、遠州、駿河、甲斐、伊豆、相模、武蔵、上総

下総、常陸、陸奥）を征伐するよう命じられる。

この中に東国の最大の勢力地だった上野、下野の記載がないのは何故か？

＊ 東国に向かう途次、日本武尊は先ず伊勢神宮に詣で、斎宮で叔母の「倭姫・ヤマトヒメ」

から神剣（天叢雲の剣）を一振りと嚢に入った火打石を貰った。

そして、尾張から東へ、上総、下総を経て常陸へ（此処には早くから香取神宮、鹿島神宮

というヤマト政権の前線基地があった）行き、此処から引き返して甲斐に向かった（但し

日本書紀では陸奥・蝦夷の地まで行ったことになっている）

記・紀の成立の年代にはたった８年の開きしかないが、なぜ、これだけの違いがあるか？

＊ 此処では常陸国から甲斐国へは何処のルートを通ったかを詮索？してみようか。

記・紀や「常陸国風土記」では、それぞれに違いがあるようだが、要約すると

新治、筑波から甲斐まで九泊十日かかった。そして、ルートとしては武蔵國・秩父越え、

と相模国・足柄越え という言い伝えが有力だ。夫々に拠り所はあるが、さて？

秩父には数多くの伝承があるそうで（先日、山岳部の仲間、福田孟君もそんなことを言っ

ていた）筑波を出たヤマトタケルが秩父の山を目標に八日間進んだことから、八日見山と

名づけ、それが後に両神山になった・・などという類は、キリがない。

どうも、足柄越えや群馬の碓氷峠（ヤマトタケルの碑があるそうだが）越えは距離も長く、

特に群馬の碓氷峠越えは、「記紀」に「上野国」の記述もないところからすると、あの地域

はまだ通れる情況にはなっていなかったのではないか。

となると、甲斐の酒折宮へは秩父を越えたと、

素直に受け取っておこうか。

＊ さらにミコトがどのルートで尾張に出たか？

甲斐から信濃、諏訪を通り、天竜川沿いに下り長

野県下伊那郡阿智村から「神坂峠」を越えて岐阜

県中津川市落合に出たとするのが良さそうだ。そ

して、ミコトは「ミヤズ姫」との約束を果たした・・。

良かったですね！

（＊ヤマトタケルの東征のルート、理由を ＜酒折宮入り口・中央の標柱＞

「鉄に求める説」に接したが、これでも説明 ―2010.5.13 撮影 松尾―

はつくらしい）

＜甲斐九筋・・・＞

ヤマトタケルが甲斐国に入ったのは「秩父往還」・雁坂峠越え、出たのは逸見路（信州往還）
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ではなかったろうか。

☆さて、古来、周囲を山に囲まれた「陸の孤島・甲斐国」が外と往き来したのは：

南・駿河側は河内路（駿州往還）、右左口路（中道）、若彦路、御坂道（後の鎌倉街道）

東・武蔵側は萩原口（青梅海道）雁坂口（秩父往還）、

北・信濃側は穂坂路、大門嶺口（棒道）逸見路（信州往還）

の九筋で、江戸時代後期に編纂された「甲斐国志」に「本州九筋より他州へ達する道路

九条あり皆路首を酒折に起す」、とあり、さもありなんと思う。

人も馬も荷物も全て１～２０００米の峠を越えて往来していたことを想像すると、生半

可な山登りの比ではないと感ずる。（＊手元の「現代日本分県地図」で数えてみると山

梨県には２１の峠が表示されている。長野は２９、岐阜は３０、東京３、神奈川１４で

ある）

他にも甲州街道、東河内路、西郡路、佐久往還などがあるが、これらは九筋には入らな

い。幾つかについて触れる。

☆興味があるのはどうしても駿河・東海道と繋がる河内、中道、若彦の３本と御坂道だ。

佐薙が「３本のうち一番古いのは若彦路」という説に疑問を呈したので、多少調べてみ

たが、依然として「若彦路・最古」を覆す記述に出会わない。

それより、この３本のうちの最西側、「河内路・身延路」が甲府相生に発し、富士川の

東・西を行ったり來たりしながら、駿河湾の出口近くでは、興津、由比、岩淵と３本に

別れているのは、既にこの３箇所には夫々相当の人達が住んでいた証であろうか。

戦国時代の末、穴山信君・梅雪が江尻城主になったことから整備は一段と進んだという。

☆御坂道は東海道横走駅（御殿場）から分かれて、篭坂峠、御坂峠を越えて甲斐に入る

支路が出来て東海道に編入されたことは既に触れ

たが、延喜式では、この支路に「水市、河口、加吉」

の３つの駅名があるというが、このルートは富士山

の噴火で度々地形が変わり駅の場所の特定が難し

いという。（＊素人考えでは水市は御坂町黒駒付近、

河口は河口湖、加吉は篭坂峠付というので充分辻

＜五月晴れの空に霊峰富士＞ 褄が合うのだが・・）

―2010.5.13 撮影 松尾―

☆秩父往還 雁坂路、甲州裏街道とも呼ばれる。雁坂峠は日本で一番古い歴史を持つ峠

と言われる。既に触れたようにヤマトタケルが常陸国から甲斐国の酒折宮に来る際はこ

の路を通ったのではないかというのが石和田の推論だ。

この路は古代から甲斐と秩父を結ぶ第一の路であった。大和朝廷の軍事的征服の進路

を示しているとも言えそうだ。標高２０８２米を越えるのは誠に容易ではなかったろう。

今は峠の下を６６２５米のトンネルが甲斐と秩父を結んでいる。

☆大門嶺口（だいもんとうげぐち）別名・棒路。武田信玄が開発（地元民による自然道
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の説もある）したとされる軍用道路。どの位、昔からあったか知りたいのだが・・。

八ヶ岳南麓から西麓にかけての甲信国境を通っている。韮崎市穴山町から北杜市須玉

町に至るもので上ノ棒道、中ノ捧道、下ノ捧道と３本あったという説がある。

まあ、小生はこの真っ直ぐな軍用道路を武田の騎馬軍団が疾走している情景を想像し

てよしとするか。

＜ミレーの名画より“ほうとう”・餺飥＞

松尾が甲州特産の「印伝」鹿皮の財布を充分な吟味の末、購入。彼はなんと奥方、娘さ

んの分まで仕入れた。これぞ「亭主の鑑」か。まあ日頃お世話になっているからなあ。

さて、一行、足取りも軽く「山梨県立美術館前」に到着。緑の豊富な「芸術の森公園」

内にミレーの「落穂ひろい」や「種まく人」はある。

心に栄養か胃袋か。

結論はすぐに出た。その名も「小作」、松尾は迷うこと

なく、当地名物の「ほうとう」、他の３人は「熱々」は

さけた。「うどんとカボチャ・野菜などを味噌で煮込ん

だ」もの。餺飥（ハクタク）、随分難しい字だ。禅僧の

手で中国から齎されたものという。石和田などは見た

目、ごちゃごちゃしていて、あまり食欲はわかないが、 ＜ミレー・落穂ひろい＞

松尾は「その土地で長く続いているものは理由があるんだ」と明快である。

なるほど、店の能書きによれば「数多くの野菜類、熟瓜、じゃが芋、里芋、白菜、葱、

牛蒡、人参、椎茸・などの植物繊維が豊富に含まれており、美容健康食には勿論、癌の

予防食として最適」とある。（＊米飯がほとんど食べられなかった甲州の庶民にとって、

「ほうとう」は最上の日常食。しかもそれは甘い「かぼちゃ」が入れば言うことなし。

何処も似たような事情を経て、その土地に根付いた食べ物がある）

松尾は実に感心する男だ。東海道・三島なら「桜や」の「うなぎ」、豊橋なら「きく宗」

の「なめし田楽」。「桜えび」を味わう為にわざわざ日を改めて鈴木と駿河・由比まで出

かける・・これまた、旅人の「鑑」であるぞ。

昼少し前のため、店内はまだ空いており、壁にぺたぺたと貼ってある書き物などで少々

甲斐を勉強した。仲間の中に「言語」に興味を持っている御仁がいる。

新入社員の頃、赴任先の尾張で、その地の方言でいささか戸惑った江戸生まれのせいか。

〇甲州の代表的方言・十調子（ちょし）・「小作」提供

１、いっちょし・・・いかないで ２、にちょし・・・ 煮ないで

３、みちょし・・・ みないで ４、よっちょし・・・よらないで

５、こいちょし・・・言わないで ６、むいちょし・・・むかないで

７、ないちょし・・・泣かないで ８、やっちょし・・・やらないで

９、くっちょし・・・食べないで １０、とっちょし・・・とらないで
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「甲州の方言として一括りする」のは誤り、申し訳ない。

国中と郡内には、明らかな相違がある。国中は東海、東

山方言の中のナヤシ方言（長野、静岡、山梨）、郡内は

関東西部方言に区画されるという。

国中と言っても、甲府盆地、その四周の扇状地帯、東部、

西部に代表される地域、高原地帯としての北巨摩郡、河

内と呼ばれる富士川沿岸の地域とそれぞれに異なった

特色を持つ。

＜美術館の真前、ホウトウの小作＞

重畳たる山岳の間に挟まれ、激しい気候にもまれ、厳し

い環境の中に生き続けてきた甲州人の気質は荒っぽく、

率直で何事にも積極的な反面、油断もスキもならない抜

け目なさを持つと言われるが、甲州人の気質の特質は

「方言」の中にもよく現れているそうだ。

（＊気質と言葉。機会をみて、Ｍ組の細窪君やＮ組の ＜甲州名物・ほうとう＞

上野君に話を聞いてみよう。

それにしても地球上に数千もの言語があり、言葉がどうして出来上がってきたのか、方言

とはどんな要素で出来上がるものなのか？・・興味は尽きないが命が先に尽きそうだ）

（ほうとう・「小作」の少し先に「信玄堤」の残る場所への入り口があったそだがスキップ

した。「信玄堤」については、後で若干触れたい）

＜甲州三法、甲斐の独自性の象徴か・・＞

周りを高い山で囲われた甲斐、古代から東国支配の重要拠点、そして殊に信玄による強固

な領国支配は甲斐に独特の文化を育み、持続させた。

その代表例が、「甲州三法」（甲州枡、甲州金、大小切税法）の明治初年までの存続である。

甲斐４郡のうち、都留郡を除く山梨、八代、巨摩の３郡で適用されてきた独自の制度で、

武田時代の遺制であるとされる。

武田が滅びても、徳川幕府の時代を通し、度量衡の統一の流れに抗してなんと明治の初め

まで例外的に残ってきたものである。（徳川の遠慮か甲斐人の強さか）

＊ 甲州枡の１升は・・・・・・・・・・・・・・・京枡の３升相当。

甲州枡１升の１/４（センジ）・・・・・・・・・・京枡の７合５勺（１人１日の賄料）

１センジの１/２（ナカラセンジ）

１ナカラセンジの１/2(ルナカラセンジ)・・京枡の１合８勺

江戸幕府は石高制の基礎となる量制政策で当然ながら枡の一元化を図り京枡の使用が諸

国において義務付けられたが、甲斐国だけは武田時代からの由緒ある枡の存続について、

村方、町方からの請願運動が繰り返され、幕府側が譲歩する形で存続が認められてきた。
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＊甲州金は金貨に打刻された額面で価値が決まる「計数貨幣」だった。

戦国期には各地の大名が金貨を鋳造したが、それらは重さで価値を計る「秤量貨幣」で

あったが、武田信玄によって整えられたといわれる甲州金は「計数貨幣」で日本で初めて

体系的に整備された貨幣制度といわれ、甲斐国内では長く使われてきたものだ。

４進法で甲州金１両＝４分＝１６朱＝６４糸目（子糸目＝１/２糸目、子糸目中＝１/２

子糸目）、「金に糸目をつけない」はこの糸目からきているそうだ。

なお、武田が開発し培ってきた金山やその技術は徳川幕府により保護された。

＊ 大小切税法（だいしょうぎりぜいほう）は米納を基本とする江戸時代に半分以上を貨幣

で納税する特殊な税制である。

国中３郡では米納は４/９で、納税米額の３/９は「小切」と呼ばれる米４石１斗４升で換算

した代金納で、２/９は「大切」と呼ばれ、浅草蔵前冬張紙値段（100 石＝35 両前後）で

換算した代金納で納められた。このため国中３郡では米麦の他現金収入を得る為養蚕や織

物、煙草栽培など商品作物栽培や山間地での林業などを組み合わせた形態の生業が確立し、

貨幣経済が浸透していた。大小切税法は（米の値段が次第に上がってゆくので）、実質年

貢負担の軽減であったため領主側では年貢増収の為廃止を試みるが騒動などを起こして

頑強に抵抗され、結局、明治の初めまで存続した。

[ ９]２０１０年６月１日（火）韮崎宿・韮崎駅～台ケ原宿・泊

佐薙 鈴木 高崎 松尾 石和田 距離 18Ｋｍ 時間 6Ｈ15Ｍ（4Ｈ25Ｍ）歩数 31.500

（６：５１船橋発特急・あづさ３号 ９：１８韮崎駅着 ５名同一列車）

９：２０ 韮崎駅発 霊岸寺・穴観音 小林一三翁生家跡 七里岩・フォッサマグナ

に沿って歩く。水難供養塔 祖母石

１０：２０ 新府城跡付近（城址は台上で見えない） 穴山橋（釜無川）

１１：３０ 徳島堰 小武川橋

１２：００～１２：４０ 昼食 大武川橋 万休院（舞鶴松）通過 横山古道

１４：４０ 台ケ原本陣 山梨銘醸七賢・試飲

１５：３０ つるや旅館着・泊

＜ 水と緑、釡無川と信玄堤・・＞

古今東西、「水を制するものは天下を制する」と

言うが甲斐では特にその感を深める。暴れるも

のを制し、これを利する智慧と力、その尊さは

昔も今も変わらない。

甲斐の川は生きている。水勢が厳しいからこそ ＜水勢逞しく、流れ下る釜無川＞

それを超えようと智慧が、文明が生まれる。 ―2010.6.1 松尾撮影―
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信玄堤は、既に５月１３日、「ほうとう」を食べた「小作」の近く、竜王町付近、釜無川と

芦安村を下ってくる甲斐国一番の暴れ川、御勅使川（みだいかわ）の合流点辺りに残って

いるという。

信玄はその統治４５年（1541 年～）の間になんと１０回もの大洪水に見舞われたというこ

とだ。難題である。信玄は父を追放して領主になると、その翌年、２１歳の時から工事に

着手、およそ２０年をかけてこれを成し遂げた。

土木技術の未発達な往時、既に活用されていた方法に独自のものを加え、後世、他の諸国

にも広く応用されたという信玄の洪水対策は流石である。

単に川の岸に堤防を築くというものではない。例えば、将棋頭（駒の頭部に似た石積の堤

防で流れを２分する）、流勢をそぐ為に、流路を変えて高岩という断崖にぶつける、堤防を

雁行・「ハの字」に交互に突き出す（霞堤）、聖牛（ヒジ

リウシ・石を積んで三角錐を造り、流れにおく）、菱牛

（ヒシウシ・四角錐、同じ）、沈枠（シズメワク・四角

の枠に石を詰めて沈める）牛枠（ウシワク・木を組み合

わせ、根元の篭には石を入れ沈圧、乱流部の護岸決壊防

止、水制、仮締め切り工事に使う）などなど。理屈は今

もほぼ同じ、「甲州流治水工法」として、河川工学の手

＜聖牛・ひじりうし＞ 本と言われるらしい。

（そろそろ、当方も、信玄「公」と呼ばせていただくとするか）

＜徳島堰、新田開発、農民は？・・ ＞

佐薙が「街道から少し離れるが徳島堰を見よう」

と言い出した。我らに歩く余力がある限り、異論

のあろう筈もない。

江戸深川の商人、徳島兵左エ門俊正は身延山参詣

の途次、釜無川の右岸一帯が水不足の為広い土地

が荒地となっていることを知り、堰の開鑿を計画、

１６６４年に甲府藩主・徳川綱重（家光三男）に ＜徳聚潤・徳（島）は聚を潤す＞

願い出て、許可を得ると早速、現・韮崎市円野町 ―金丸信・筆―

上円井で工事に着工、難工事ではあったが、1667 年、現・

南アルプス市白根町の曲輪田新田まで約１７Ｋｍの通水に

成功した。このことにより、現白根町に飯野新田、曲輪田新

田、在家塚田圃、現八田村に六品新田が開発された。

徳島兵左エ門は工事費 4.165 両を補償してもらい、この堰を

甲府藩に「御入用堰」として譲渡したが、約束をした「永代

年貢１割」を与えることを藩が拒否し、退去させられた。 ＜毎秒・数十トンの水量＞
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この頃、石高増加、税収増のため、新田開発が奨励され、1666 年には同じく江戸の商人・

野村宗貞による「楯無堰」が、1669 年には杉村七郎右衛門によって「穂坂古堰」の開鑿が

始められている。

また、この時期、「検地」が実施され、農民の年貢率が引き上げられ、年貢上納の期限が繰

り上げられるなど、農民の利息分の負担も増えた。どうもこの当時の藩はケチで“やらず

ぶったくり”の感があり、信玄公のもとで培われた気風からは強い不信と反発を受けてい

たようだ。（＊徳聚潤の碑の説明には「百数十億のうち４０億余が国から出されて水路が整

備された・・」と書いてあり、自民党の実力者・金丸先生の功績、かくあるか と思わさ

れたところだ。徳島兵左エ門のまいた種が後世の人々に受け継がれ、護られて、今や

１７００ヘクタールの見事な果樹園になっているということだから、よしとしよう）

＜風土病・日本住血吸虫病の撲滅は百年戦争・・＞

甲斐は水の豊富な傾斜地、何処へ行っても、コンクリートで整備された溝を水が勢いよく

流れ下っている。２０号の道端を歩くと足下は暗渠で、これも徳島堰の伝統、金丸先生の

功績か・・なんて思っていたが、なんと認識不足であったことか。

佐薙が何処で、何時仕入れてきたか、泊まった「つるや旅館」で「風土病について」質問

を発した。

「山梨県には田圃の水路に住む宮入貝（ミヤイリガイ）に寄生する病原体によって「日本

住血吸虫病」という地方病が猛威を振っていた。（経皮的に感染し赤痢様下痢、特有な肝繊

維症、脾腫、腹水などを来たす。山梨と広島などに見られる）そこで、山梨県ではこれを

撲滅する為に水路に薬を撒いたりしたが奏功せず、百年戦争とまで呼ばれた。そこで巨額

の国の金を使って、水路をセメントで整備し、ミヤイリガイの住めない環境を造った。そ

の総延長は２０００キロ、平成９年にやっと撲滅できた」そうだ。田圃で蛭に取り付かれ

るのとはわけが違う。

この結果、蛍は居なくなったそうだが。

「ぶどう・なし・もも・かき・くり・りんご・ざくろ・くるみ」をもって「甲州八珍果」

などと、水よし、景色良し、果物豊富、・・の甲斐にも特有の困難があったのだ。

<七里岩、フォッサマグナ？・・・＞

韮崎を出てから右側に 40～100 米余の断崖が県境の白

州町付近まで２８Km もほぼ釡無川に沿ってず～っと続

いている。松尾が盛んに写真を撮る。

松尾と佐薙が早速学習開始だ。フォッサマグナ、プレー

トテクトニクスなんて何時か聞いたことがある専門用語

まで出て来て話している。

小生には溶岩の露出くらいとしか思えなかったが念のた

＜七里岩・岩の上に鳥居がある＞ め、少し調べてみた。
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〇フォッサマグナは言うまでもなく地質学では東北日本と西南日本の境目とされる地帯。

語源はラテン語の Fossa Magna で「大きな窪み」（アフリカの 4000Km にも及ぶ大地

溝帯とは比ぶべくもないが）の地帯で西縁は糸魚川から静岡、東縁は柏崎から千葉県の

銚子（直江津～平塚、など諸説あり確定していない）の範囲だとされる。

H,E、ナウマンが 1885 年（論文初発表は 1893 年）に発表した。彼は南アルプス山系か

ら八ケ岳や関東山地を眺望した際、巨大な地溝帯の存在に気付いたということだ。

（どうすれば、そんな事が解るものか？山に登ってきて今までに一度として考えたこと

はなかったなあ、当たり前だろう！）

〇地質学的に見ると、西南日本に当たる飛騨山脈は 5.5 億年～6.5 千万年前の地層、フォ

ッサマグナに当たる妙高連峰付近は大部分が 2.5 千万年前以降の堆積物や火山噴出物だ

そうだ。この大きな地質構造の違いは通常の断層の運動などでは到底起こりえないこと

で大規模な地殻変動が関係していると言うのだそうだ。

このフォッサマグナの中央部を南北に火山の列が貫く。北から妙高山、草津白根、浅間

山、八ヶ岳、富士山、箱根山、天城山などで、これはフォッサマグナの圧縮で出来た断

層にマグマが貫入して、地表に染み出やすかったからだと考えられている。

〇ああ、キリが無い。さて、このフォッサマグナと七里岩とはどういう関係なのか？？

七里岩を造っているのは「韮崎岩屑流」と呼ばれる岩石で、八ヶ岳の山体が、噴火やそ

れに伴う地震によって大規模に崩壊して多量の岩、砂、泥があまり水を含まずに、山腹

の巨木をなぎ倒し、高速で一気に流れ落ちて形成され

たものと考えられている。

この岩屑流は、今から 25 万～20 万年前に、火山活動

の最盛期を迎えて、現在の八ヶ岳連峰の最高峰、赤岳

の西にある「阿弥陀岳」付近を中心に数度の噴火を繰

り返し、3400 米程度の高さに達していた成層火山（富

士山のような外観の火山）の古阿弥陀岳が山体崩壊を

起こして発生している。 ＜七里岩・韮崎岩屑流の岩肌・松尾撮影＞

古阿弥陀岳の山頂は吹き飛ばされて、標高は一気に 1500 米ほども低くなった。（昔、富

士と八ツが背比べをして、俺より高いのはケシカランと富士が怒って八ツの頭を崩し

た・・なんて話を聞いたことがあったっけ）

〇この岩屑流は甲府盆地を覆い尽くした。この岩屑流の厚さは 200 米にも達し、西側は

釡無川で削られ東側は塩川に削られて幅 2Km 余の台地になっており、台地の形が韮の葉

に似ているところから、その先端部のある地域を「韮崎」と呼んだという、ことだ。

七里岩がフォッサマグナ（大きな溝）の上にあることは間違いないが八ヶ岳の噴火で出

来た「岩屑流」とどう結びつけるのがよいのか、松尾、佐薙の見解を聞きたいものだ。

＜昼食にありつく？・・＞

「韮崎から台ケ原まで、途中に食堂は無いかも知れない、その積もりで・・（用意せよ）」
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とのリーダーの予告に、コンビニでそれなりの準備はして来た。

それが、幸運にも丁度昼時、道中、唯一と思われる事務所風レストラン？に出会えた。

店内は、旅のドライバー、トラックの運転手（歩いて来たも

のは居そうもないな）道路の保守、工事関係と思しき面々が

元気よくエネルギーを取り込んでいる。

吾らも担いできたコンビニ弁当を遠慮がちに店のメニュー

と組み合わせて、摂らせてもらった。

鈴木はなんと奥様・謹製の特別弁当、これなら元気も出よう。

治郎が食後の歯磨き（欠かさず研く、感心感心）を済ますと

＜食堂・なかよし？＞ 出発準備完了。目の前には「甲斐駒」がぐっと迫って来た。

＜横山古道・・＞

釜無川と尾白川の合流地点に「横山古道入り口」

とあり、古の面影を伝える旧道が約１Km ばかり

残っていた。緑の林があり、ブドウ畑があり、尾

白川の土手に沿って、繋がっていた。

尾白川の水は何故か、白く濁っていた。この川

は、甲斐駒の何処かから、流れ出している筈だ。

「白州町」の名の由来は何処からだろう？

「台ケ原宿」はもうすぐ。 ＜横山古道入り口・

説明板、何て書いてあったか＞

＜北杜市白州町の銘醸酒蔵・七賢・・＞

酒蔵に来れば治郎の出番だが、石和田を除く他の面々にも充分参加の資格がある。

「ツバメが入らないように」と大きな簾が吊るされ、軒には古びた「杉珠」が下がってい

る。敷居を跨ぐと中はがらんどう。大きな結構で本陣を思わせる。人の気配がない。内

庭に筧があり、銘醸を育むであろう清水が流れてい

る。ややあってから妙齢のご婦人が現れた。

あれだ、これだ、と注文は遠慮なしだ。

買う気があるのかなあ？このご老体一行は？

酒蔵七賢の創業は 1750 年、北原伊兵衛光義による。

天保６年、1835 年、大中屋母屋新築の折、かねて

御用を勤めていた信州高遠城主・内藤駿河守から

竣工祝いにと「竹林の七賢人」の欄間一対をたまわ

＜七賢での試飲・ り以来、酒銘を「七賢」としたという。

味見だけじゃ！お客さん＞ 明治 13 年、明治天皇、巡幸の砌、一夜限りの行在

所となった。「七賢」にとっては大変名誉なことで・・。
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さんざん、あれこれのあと、松尾が４合瓶１本を購入した。小さなリュックに詰め込んで、

担いで歩くという。胃袋に詰め込んだ方が軽かろうに。兎に角、松尾は偉い！

小生などは「白州町のガイドマップ」１部 50 円で、美味しい湧き水の御礼とした。

他にもいた、50 円組が・・。

＜台ケ原宿・つるや旅館、おおらかなもんだ・・＞

玄関は開けっ放し、声をかけても、これまた人の気配なし。こんなに早く着くとは予想し

ていないのか。

治郎のご満悦な様子、来た甲斐があったね。

この、孫娘？と映る女将、実は 30 歳を越す息子が

居られる。なかなかの人物と見えた。

和風旅館の女将、大抵は「やり手」で人をひきつ

ける魅力がある。東海道でも藤枝、赤坂、水口

みんなそうだった。

ここ、「つるや旅館」の女将との会話で記憶に残っ

＜治郎！長生きしてね。独り占め？！＞ ているのは：

ⅰ）甲斐では「信玄」ではなく「信玄公」と呼びます。

ⅱ）息子さんが「ギランバレー症候群」（大原麗子さんと同じ）になったが、母親としての

病院探しなど奮闘の結果、見事に回復、今は正常に働いている（母は強し）

ⅲ）甲斐の「馬刺し」は美味、特別の仕入れルートあり、しかし、飼育の詳細は知らない。

ⅳ）風土病（日本住血吸虫病）は最近、漸くなくなった。それまでは田圃に入れなかった

ⅴ）「お茶壷道中」なんてのが「大名」以上に幅を利かせてお通りだった、そうです。

＜馬刺し、馬の歴史、・・・＞

馬刺しと言えば松尾、馬と言えば佐薙、話は多次元に亘る。

松尾は眼前の馬刺しに満足したようだったが後で出された、「桜なべ」はちと格落ちだった

かな？

これがどう飼育されているのか、使役された後、肉用に

回されてくるのか、馬肉の運命、流通の経路などにつ

いては明確にならない。

甲斐は古くから駒についての伝承、記録が豊富だ。我々

は駒の話を「甲斐駒ケ岳」の麓で出来るとは幸せものだ。

＜つるや旅館の夕食・馬刺し＞

＜甲斐の黒駒の伝承・・＞ －2010.6.1 松尾撮影―



50

甲斐黒駒の伝承は「日本書紀」雄略記（第 21 代・456～480）に記されていると言う。

（どれだけ５世紀後半の史実を反映しているかは確かめられていないが、日本書紀編纂

の頃（710 年）の歴史的事実が反映されているとは考えられている。

甲斐国産の馬が都で早馬として使われていた可能性や東山道と東海道の交差する古代甲

斐国には早馬が配置されていたとの指摘もある。）

また、「続日本紀」（731 年）には「甲斐国に黒色で髪と尾の白い神馬が現れ、国司であ

る「田辺史広足（たなべのふひとひろたり）がこれを朝廷に献上し、朝廷では神馬出現

の瑞祥により詔を発し、全国的な大赦が行われたと言う。田辺史氏は馬飼技術を持った

渡来系氏族と考えられており、後に「御牧」が設置されると上毛野君に任じられている

また、「日本書紀」には「壬申の乱」（672 年）で、大海人皇子（天武天皇）の要請で出兵

した甲斐の雄者が「騎馬」で活躍したと記されているという。

他方、考古学的に見ると、甲府盆地では東海地方から

古墳文化が流入し、盆地南部の曾根丘陵に定着、４世紀か

らは畿内色の強い前方後円墳が出現（４世紀後半の銚子塚

古墳は最大規模の前方後円墳・長さ 106m）し、早くから

大和王権に臣従していたと考えられている。

また古墳の一形態・方形周溝墓からは「馬の骨」が出土し

ている。

５世紀はヤマト王権による中央集権化に伴い東国の軍事的

征服が行われている時期で、この頃には朝鮮半島から ＜甲府盆地・曽根丘陵

乗馬風習が伝来している。 前方後円墳、銚子塚古墳＞

黒駒伝承はこの頃（雄略期・５世紀）に生まれたものであろうか。

（＊大いに横道にそれるが、全国で前方後円墳が最も多いのは吾が千葉県・安房、上総、

下総で、なんと 729 基、次が茨城・常陸の 445 基、３位が群馬・上野国の 391 基・・と

いう。

これは、取りも直さず、古代の東海道が東京湾を横切り上総国、下総、常陸へと続いて

いて、早くから大和文化の影響が及んでいたことと、今の房総半島が阿波国造、須惠国

造、馬来田国造・・など九つの小さい「國造」に分かれており、小河川の流域ごとに支

配者が分散して支配していたことにもよろう。因みに甲斐は全域で１つの「国造」。

南関東で最大の前方後円墳の「内裏塚古墳・144m」は吾が故郷・富津市にある。あまり

自慢にはならないか？）

平安時代には「黒駒伝承」に聖徳太子（厩戸皇子）と関係させる説話が加わる。

「聖徳太子伝暦」や「扶桑略記」によれば、『太子は推古天皇６年（598 年）4 月に諸国か

ら良馬を貢上させ、献上された数百匹の中から「四脚の白い甲斐の烏馬（くろこま）」を

神馬と見抜き、舎人の調使麿に命じて飼養した。太子が試乗すると馬は天高く飛び上が
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り、太子と調使麿を連れて東国へ赴き、富士山を越えて信濃国まで至ると、３日を経て

都へ帰還した』という。（まさにお伽話だ）

この調使氏は厩戸皇子の上宮王家に奉仕する渡来系氏族であることが確認されており、諸

国からの貢物管理を担当していた。聖徳太子の上宮王家には馬を飼育する馬司の存在が指

摘されており、甲斐国・巨摩郡には上宮王家と関係のある「壬生部」が置かれていた。

後の平安時代には甲斐はじめ東国の４ケ国には御牧が成立し、朝廷への貢上が行われてお

り、長屋王家の木簡には８世紀から甲斐はじめ東国からの貢上が確認されているから、こ

れら「伝承」の背景には歴史的裏づけがある。

＜馬の歴史、何時から人間の友に？在来馬の今は？＞

恐竜が滅んで哺乳類が出現した初期、4700 万年前の

プロパレオテリウムなる「ネズミ」のような小動物が

馬の祖先だそうだが、そんな見当もつかない話はとも

かく日本に馬が初めて現れたのは何時頃だろうか？

日本在来馬の原郷は、モンゴル高原で、古墳時代（３

世紀～７世紀）に家畜馬として朝鮮半島を経由して九

州に導入された体高１３０Cm 程の蒙古系馬だという ＜日本在来馬・御崎馬、都井岬＞

古墳時代には馬骨や馬具が考古遺跡から出土しており、これが確認されているそうだ。

（＊紀元前１世紀頃、漢で改良された「蒙古草原馬」が２～３世紀に朝鮮半島経由で日本

に入ってきたという。秦の始皇帝・前 259～210 年の陵墓から出土の「兵馬俑」を見れば、

更に数百年も前から馬が戦に役立っていたことが解る。

＊江上波夫の「騎馬民族制服王朝説」は別の機会のテーマとしよう。

何だか、馬も人（モンゴロイド）もモンゴルあたりがルーツのようだな）

日本在来馬は体質が強健でよく粗飼に耐える。消化器官が発達しており、野草のみでも成

長出来る。体が丈夫で、寒冷地でも年間放牧が可能で骨や蹄が堅く、骨折などの事故は

あまり起きない。

更に特徴的な歩き方として「側対歩」という、前後の肢を片側づつ左右交互に動かす変則

速歩（四つん這いになってやってみたがぎこちないこと）で歩く。この歩様は上下動が少

ないため駄戴には適し、特に険しい山道での運搬には向いており、体格のわりには力強く、

後ろ足が発達していることもあり、傾斜地の歩行をあまり苦としない。

比較的温和な性格のため、容易に扱うことが出来たという。（笹子越えも大丈夫でしたか？）

それが、明治以降、特に日清、日露戦争の後に国策として軍馬の増強に主眼が置かれ、馬

格の大きい洋種馬（アングロノルマン系、ペルシュロン系）との交配による大型化が行わ

れ、純粋の在来馬は急速に消滅するに至った。（今見る戦国時代の軍馬は足が長く格好がよ

すぎるぞ！）
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辛うじて離島や岬の先端など、主として交通が不便な一部地域に、かっての姿を留める馬

群が細々とではあるが残され、「日本在来馬」として認定・保護されている。

それらは北海道和種（道産子）、木曽馬、御崎

馬、対州馬、野間馬（今治市）、トカラ馬、

宮古馬、与那国馬の８種で 2002 年現在 2.400

頭、北海道和種を除けば 600頭程しかおらず、

国や県などの天然記念物として保護されてい

る。

既に絶滅してしまっている中には甲斐駒、薩

摩馬、ウシウマ（種子島）三河馬、土佐馬

など９種もある。

＜復活の純血、木曽駒・第三春山号＞ （＊純血・木曽駒は軍の在来馬去勢の方針で 1943

年に途絶え（そうになっ）たが、戦後、復活を目指す関係者の努力で、更埴市八幡に去勢

されない牡馬が１頭神馬として奉納されていることがわかり（神明号と命名）、他方木曽福

島町新開で飼育されていた純血雌馬（鹿山号）が発見され、この両者の間に 1951 年４月 8

日、目出度く、牡馬「第三春山号」（1651～1975）が誕生し、今、子孫が 150 頭ほど飼育

されている。焼酎の名産地、治郎の故郷での「ウシウマ」の復活はないのかな。種子島の

沖合い１０Ｋｍには無人の「馬島」があるのだが・・）

＜勅旨牧（御牧）、官牧（諸国牧、近都牧）の起こりの背景、・・＞

大和王権の全国統一に力を発揮したのは「馬」と「鉄」であったという。馬は物資を運ん

だり、情報伝達の手段として、統治者には無くてはならないものだった。

馬と鉄は、言わば、当時の最先端技術であり、当時の豪族（首長）たちは、この２つを手

に入れようと躍起になっていた筈だ。（ヤマトタケルの東征も「鉄」を求めて、で説明出

來る・・と言う説には既に触れた）

馬（と馬に乗る文化）が日本へ持ち込まれたのは４世紀後半頃であろうと考えられている

が、５世紀（現時点で確認可能な最も古い馬骨は５世紀半ばに古墳に埋葬されたと見られ

るものである）には、牧畜も始まり、馬の有用性（運搬、流通、情報伝達）が広く知られ

て、大和政権は特に東国支配に馬が必要と考えていたと推測される。

中央政権が諸国支配を進めるに伴って、諸国からよき馬を大和へ集め、またこれが益々大

和政権の支配力を増強させたものと思われる。（甲斐の黒駒の伝承はその象徴と言えよう）

制度としての「牧」が置かれるようになったのは 7 世紀末～８世紀初頭と考えられている

が、馬の飼育そのものは、もっと以前から行われていたことは確かである。

古墳時代（３～７世紀）は「日本が朝鮮半島を巡る国際情勢に積極的に関与していた時代」

と言われる。（そんなに早い時代？にと不思議だが、古事記や日本書紀からもその事が窺
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えると言い、わが国が律令体制で国らしくなる以前に数百年の揺籃期？があったのだ！）

即ち、中国では統一政権であった「後漢」が倒れ（220 年）、魏、呉、蜀の三国時代、そ

して「五胡十六国」の時代へと進み、統一王朝の樹立を巡る周辺民族の政治的・軍事的争

いは盛んで、これが朝鮮半島諸国やわが国へも当然影響を与えた。

この国際情勢への対応に中心的役割を果たしたのが後の大和朝廷に繋がる勢力であった

と考えられる。

この当時、中国へは主に朝鮮半島を経由して往来していたが、後漢の統制が失われると朝

鮮半島の北部にツングース系の騎馬民族による「高句麗」（4～5 世紀に全盛、都は 209 年

～丸都城、427 年～平壤、668 年唐の高宗により滅ぼされた）が勢力を築き、日本から中

国への連絡路は妨げられた。高句麗側には「3 世紀から４世紀にかけて、盛んに倭の軍隊

が朝鮮半島に侵入し、高句麗と戦いを交えた」という記録があるそうだ。

これが古事記や日本書紀にある「神功皇后」による「三韓征伐」（高句麗、新羅、百済）

に符合する。

このように 3 世紀から７世紀にかけて、特に百済の支援などと言う名目で倭国が度々朝鮮

半島に出兵（この時、軍馬の威力も知った筈）しており、騎馬文化の導入はこうした朝

鮮半島における政治的軍事的活動によってもたらされたものと考えられる。「日本書紀」

にも「三国史記」など朝鮮半島側の記録にも、百済や新羅がそれぞれの王子や王族を日本

に人質として送ったと言う記録があり、当時日本が如何に強力な軍事力を持っていたかを

示すものである。

ところが６６３年の百済支援の為の「白村江の戦い」

で完敗する。

これにより倭国は政策を大きく転換し、朝鮮半島への

積極的な関与から、唐や新羅の侵攻に備えて防備を固め、

中国式の律令を基軸とする律令国家への転進を目指し、

内政を充実させることとなる。

軍制も此れまでの遠征を中心とした「豪族連合軍的」なも ＜白村江の戦い・百済・倭国

のから「中央政府の統制下、地域ごとに軍事力を整備する 連合軍・完敗 663 年＞

「軍団制」の導入や、諸国から召集した兵士を九州や中国地方諸国の沿岸警備にあてる

「防人」の設置など、中央集権的且つ防衛軍的な性格のものへと改編された。

此れに伴い、軍馬の育成も中央政府の統率下で行われるようになった。

「日本書紀」天智７年（668 年）の７月条に「牧を置いて馬を放つ」とあり、また「続

日本記」文武４年（700 年）の３月条に「諸国に放牧地を定めて牛馬を放つ」とある。

また大宝律令（701 年）の中に「牧」に関する規定がある事等から「おおよそ７世紀末か

ら８世紀初頭にかけて、制度的な「牧」が諸国に設置されるようになったと考えて良さ

そうだ。（＊それ以前にも豪族はめいめいに牧畜をしていた）

このような「牧」を「官牧」（飛鳥時代・592～628 年に始まった）といい、「諸国牧」と
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「近都牧」があり、兵部省の管轄下にあって、主に諸国の軍団へ供給する軍馬の生産を行

っていた。（延喜式によれば、諸国牧は下野、常陸、下総、上総、安房、相模、駿河、

前の８ケ国に馬牧、牛牧、馬牛牧が３９箇所あり、毎年各牧から５歳馬が左右寮に送られ、

西海道諸国の牧からは大宰府へ送られていた。

「近都牧」は中央、大宰府に貢納された馬・牛を放し飼いする為のもので摂津、近江、丹

波、播磨、大宰府に設置されていた。

ところが、唐との国交が回復すると此れまで整備してきた軍事力も過剰なものになり平安

時代になると軍団制は廃止となる。

「官牧」も軍馬の供給先が無くなった事から性格を大きく変え、中央政府や皇室に良質な

牛馬を貢納するように再編成される。この内、皇室に貢納する牛馬を育成する牧が「勅旨

牧」で（この頃、恵美押勝の乱など天皇周辺で不穏な動きがあり、天皇直轄の軍備の必要

性が唱えられた）、兵部省から分離独立し、天皇直属の厩を管理する内厩寮の下に置かれ

た。このような「牧」が甲斐国３、信濃國１６、上野国９、武蔵國４で４ケ國に合計３２

箇所設置された。東国が如何に良馬の産地に適していたかがわかる。

さて、延喜式によれば、甲斐の「勅旨牧」（御牧）は、「穂坂牧」、「眞衣野牧」、「柏前牧」

の３つで、貢馬数は毎年６０頭、（信濃８０、上野５０、武蔵４０）で、甲斐の牧の規模、

馬の優秀性が抜きん出ていると言われる。

ところが、穂坂牧以外の牧が何処にあったか、特定できないらしい。（どうも此れは甲斐に

限らず信濃では「望月の牧」以外は特定が難しいらしい）

「眞衣野牧」（まいのまき）は現在の武川村（台ケ原宿の手前）。大武川沿いの「牧の原」（「甲

州叢書」に「今の牧原村の地なり。牧原は駒嶽、

鳳凰山の東麓の地にして地廣遼き所なり、とあり、

「甲斐国誌」にも似た記述あり」だとする説もあ

るが疑問も出されている。

「柏前牧」は山梨郡に牧丘町・牧平の地名あり、

大善寺付近に柏尾山や柏尾、などとあるがよくわ

からない。

「穂坂牧」はどうやら、韮崎の七里岩の段丘の

＜大武川・奥は甲斐駒に連なる山なみ＞ うえ、「新府城」に近く「穂坂」という所あり、

此の辺りではなかろか。

まあ、とても素人の手に負える話ではない。

あの、天下に轟いた「武田騎馬軍団の馬は何処で養成されたか？」すら良く解らないとい

う事なんだから、仕方ないか。

馬は古来から人間の最も親しい友、パートナーであった。古代から神霊は乗馬姿で人界に
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君臨すると信じられ、馬は神の乗り物であり、祭りを催し、神様を迎える時は、馬をさし

向けた。「生馬献上」の風習が生まれた７世紀の律令制の時代、雨乞い、日乞いの農耕儀礼

では、「雨乞いには黒毛馬、日乞いには白毛馬を献上した」という。

また、「絵馬」なるものは、「人々の願いを神仏に届ける使者として馬が信じられているこ

と」の現れであろう。大事な「駒」を護る神として（駒形）神社まで出来た。

また、仏の世界で見ると、「馬頭観音」は馬の守護仏で六観音の一つとして六道のうちの畜

生界を済度するといい、観世音菩薩三十三化身のうち、唯一「忿怒」の相を持ち、怒りが

強ければ強いほど人を救う力が大きく、また、馬は大食であることから、人々の悩みや苦

しみを食べ尽くすと信じられている。（まあ、馬耳東風、馬の耳に念仏、馬齢を重ねる、馬

脚を現す、何処の馬の骨、馬と鹿、・・色々あるが、此れも長い間のお付き合いの微笑まし

い副産物？“馬を合わせて”参ろうか、馬子唄でも口ずさみながら・・）

＊ 馬さんよ、ず～っと昔から有難う。

君を「刺身」にして食べるなんて話には到底至らなかった。

＜お茶壷道中の可笑しさ・・＞

お茶に跪く、壷に跪く、茶道頭に、葵のご紋に、幕府

の権威に跪く。

想像するに、漫画のような光景だが、可笑しみを堪え

ての江戸時代の民の反応が「ズイズイズッコロバシ、

ごま味噌ズイ、茶つぼに追われてドッピンシャン、抜

けたらドンドコショ、俵の鼠が米食ってチュ、チユ、

チユ、・・」であろうか。（木の板に紙を巻いたお札を

＜宇治の茶園・美しい 有難く捧げ持つのも似たようなものだが・・）

東海道の「牧の原」に似ている＞ ３代将軍・家光は年に一度、宇治から江戸まで

１０壷の茶を運ばせた。（1613 年～1866 年まで 230 年間）大名もこの茶壷道中と宿場を同

じくすることは許されなかった。権威を誇示するためのものだったようだが、沿道の民衆

にとっては、「それ来たぞ、戸を閉めろ」と息を潜め、通り過ぎたら“ああ、ざまあみろ！”

とは言わなかったかもしれないが、なんと愚かしいことか・・くらいは思ったろう。

ところで、どのルートを通ったか？どうも権威を示す為に、あっちこっちと通った気配が

ある。中仙道のほか東海道、甲州街道も通ったらしい。ただ、都留市を通ったという記録

はあるらしいが、甲府を通って笹子を越えたかどうかは小生には解らない。

＜信玄公よ・・＞

甲斐から信濃に入るにつき、信玄公に一言触れずばなるまい。清和源氏の一家系、河内源

氏系の森羅三郎義光を祖とする、甲斐源氏の嫡流、甲斐武田家１９代当主、父信虎を追放

し、長男・義信を自害させるなど戦国武将の宿命？を背負いつつも、天下を狙って領地、
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領民の奪い合いを繰り返し、最盛期には甲斐、信濃、駿河、上野西部、遠江、三河、飛騨、

越中の一部までを支配下に治め、石高・１２０万石に及んだが、信長や家康に阻まれ、天

下を目の前にして果たせなかった。天が許さなかったというべきか。（信長然り、秀吉２代

で滅亡、こう見るとやはり家康は大玉だ）

しかし、信玄公は「人は石垣、人は城・・」の信念に基づき、領民を富ませ、国を豊かに

せんと、新田開発、治水、金山開発、領國統治に独自の制度（甲州三法はその象徴）や行

政を行い、領民に善政を敷いた。（残念ながら、この体制は勝頼の代に、言わば服属なのか

同盟なのか微妙な関係にあった独立性の強かった穴山、小山田などの離反によって崩壊）

徳川家康は信玄の治世や軍略を参考にしたと言われ「信玄は家康公を苦しめ、人間として

成長させた武神」として高く評価された。武田家の遺臣は徳川氏によって保護され、金山

の技術者も活用された。その後、甲斐は 1709 年の柳沢吉保父子の形ばかりの領主の時代を

最後に幕府の直轄領となり、甲府勤番や３分割して統治に当たる３分代官、御３卿の領地

が入り組むなど他には見られない支配と圧政が幕末まで続いた為（これが山梨県の県民性

に大きな影響を与えたといわれ、明治以降気骨ある実業家などが輩出した）、信玄公の残し

たものが、武田家の終焉と共に強く甲斐の人達の心に残っているのだろう。

（信濃では高遠の保科正之も名君として「保科正之公」と呼ぶらしい）

佐薙が「故郷の最も尊敬する人を挙げよ」ときた。高崎は西郷、松尾は鍋島閑叟、鈴木は

徳川家康、宮川は（翌日の聴取で）真田一家（昌幸、幸村）石和田は日蓮となった。

信玄公はご指名に預からなかったが、今も土地の人達に「信玄公」と呼ばれていることに

は敬意を表したい。

＜此れを以って、甲州道中の主要部分である甲斐国を通過とさせていただく＞

[１０] ２０１０年６月２日（水）台ケ原宿～教来石宿～（信濃）～蔦木宿～金沢宿・青柳

佐薙、鈴木、高崎、松尾、石和田 距離 21Ｋｍ 時間 6Ｈ50Ｍ（5Ｈ30Ｍ）歩数 34.500

７：００ 台ケ原・つるや旅館発（馬刺しで元気？）

８：３０ 教來石宿 下教来石・本陣河西家 明治天皇御田植御通覧之址、御膳水跡

上教来石 山口関所跡

９：００ 國境橋（信濃國）日蓮の高座石 蔦木宿・東の枡形 本陣大阪屋 西の枡形

落合（釜無川、立場川合流点）瀬澤大橋 栃の大木 栃の木風除林

１１：３０ 甲州道中最高地点９６５Ｍ を通過

原の茶屋跡・富士見公園

１１：４０～１２：２０ 明治天皇御膳水 昼食

左に富士見パノラマリゾートスキー場遠望・入

笠山山麓 カゴメ富士見工場 神戸八幡神社

１４：００ 金沢宿・青柳駅着（雷雨襲来）茅野泊

（茅野駅へ移動 鈴木、松尾帰宅） ＜つるや旅館屋上から甲斐駒ケ岳＞
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＜明治天皇御田植御通覧之跡、御膳水跡・・＞

道中に明治天皇にまつわる記念碑が十数カ所はあった。

此れは、明治１３年に天皇が伊勢へご巡幸の際のお泊り、

お休み、ご飲食、・・の場所にモニュメントを建てたもの。

この御膳水の碑の少し手前には街道下に田圃があり、天

皇が民・百姓の田植えの様子をご覧になられたと言う場

所がある。民・百姓は畏れ多く、感涙に咽んだのでは？

なかろうか。明治天皇もまた名君であったか。

＜御膳水跡碑、残念ながら ＊松尾は明治天皇にまつわる記念碑の余りにも多いこと

沢は涸れていた＞ に関して「明治天皇行幸記念碑は新政府に対する厄除札

か免罪符のように見えた」と評している。

＜蔦の木宿の復活に活躍中の元気なご老体、８０余歳！・・＞

國境橋を渡っていよいよ信濃国に入った。釜無川を境として西側が甲斐（山梨）反対側が

信濃（長野）、街道は信濃側をなお暫く進む。先ず眼についたことは「釜無川」の表示がな

くなり、富士川となったことだ。“やれやれ、やっとるわい“。甲斐では信玄公でも信濃で

は侵略者、評判が良くない。

日蓮の「高座石・真福寺」を過ぎると間もなく「蔦木宿」に入った。傾斜地に風格のある

家が見える。くねくねと曲がった街道を進むうち、

なかなかの高級車と出合った。

我々を「街道歩きの一行」と見抜いた御仁は車を止め

て話しかけてきた。

農作業の帰りかと思える車のトランクから取り出だし

たのは、蔦木宿復活のパンフレットと名刺。

「元気を出すぞ蔦木宿の会・名取栄一」とある。

元気な御仁はなんと８２～３歳、このプロジェクトの

推進役らしい元気一杯のお方だ。 ＜元気を出すぞ蔦木宿の会・

宿内には「甲州街道蔦木宿の案内看板」と言う立派な 名取栄一さん＞

看板が建っていて、本陣大坂屋を中心に看板に描かれた通りに昔ながらの屋号を掲げた

家々が整然と並んでいた。枡形道路が国道２０号跨いで昔のままに復元してあり、宿の西

端には珍しい「川除古木・サイカチ」の木が蔦を絡ませながら屹立していた。

＜甲州道中・最高地点・９６５米到着、「きじ」や「かっこう」の声・・＞

「馬刺し」の効き目もそろそろか、富士見の最高点を目指し、いよいよ急坂、「八ツ」が見

える場所に来たことをしおに休憩。２０号を行く車もかなりエンジンを吹かしている感じ

だ。大きな「栃の木」を左に見ながら進むと、なだらかな台地に出た。

田圃の畔、農夫が仕事をしているすぐ近くで「きじ」が声を張り上げている。姿は見えな

いが、「かっこう」の良く透き通る声も響く。一挙に「高原の雰囲気」である。
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＊ 翌日、下諏訪の「みなとや旅館」の話題豊富な女将との話で、女将が「“かっこう“っ

てずるい奴ですよ・・」と言いだした。

数日後の朝日新聞の「歌壇」にこんな一首が載っていた。

“托卵して 子育てもせず 郭公は 保育所近くに また鳴きに行く”

ついでに、もう一首。

“わがマヒが もしも元気に もどったら 野を馳せ 山行き 信州に飛ぶ”

道中は緩やかに下り始めた。妙な気分だ。これから諏訪湖まで下る。

＜入笠山、歓迎登山、そして回想・・＞

右は「八ツ」左は「入笠山」名前も姿も穏やかなヤマダ。

５８年前の山岳部・歓迎登山は「入

笠山」だったそうだ。

小生は１年生の夏は山岳部には属

さず、中学・高校の仲間と「燕・大

天井・槍ヶ岳」に登っていた。

その帰路、松本からの列車で一人の

乙女に出会った。

どうも「槍」へ登ってきたらしい。

色白、済んだ瞳、やや太い眉、穏や

かで、品のいい顔立ち（・・小説家

になろうかな）お嬢さんの一人旅か、 ＜入笠山・山頂から八ツ岳を望む 写真借用＞

同学年らしいが何処の大学か、名前も住所も解らない。新宿で“さよなら“をした。

その後、夏休み明けに新宿駅で奇跡的な出会いに恵まれ、今日まで山を、人生を語れる数

少ない友人となったが、彼女はなんと世田谷のお嬢さん女学校の学生のころ、仲間と例の

「夜行日帰り」でこの入笠山に登ったそうだ。（甲斐大和辺りにも随分登ったらしい）

この頃では随分簡単に登れるらしいが、高度差１０００米余、昔の昔、どうせオンボロな

装備で勢いよく登った光景を想像するとなんとも微笑ましい。

＜雷雨、鳩山、小沢ダブル辞任・・＞

午後２時過ぎ、青柳駅到着。此処は「金沢宿」だが、泊まるところは無さそうということ

で佐薙が一駅先の「茅野」のステーションホテルを予約してくれた。

青柳駅に着いた途端に雷鳴が轟き始めた。（昔なら、何かの予兆？）

石和田が定期便で情況報告をすると「鳩山、小沢が今日１０時にダブル辞任をした」とい

う。あまり、下界のことに煩わせられたくは無いが、まあ、これはニュースだ。

鳩山の普天間ほか発言のぶれ、右往左往、小沢と合わせての「政治と金」、支持率は下がり

っぱなし、折角の政権交代が無になりかねない情況では尤もなことだ。

茅野に移動してからの駅ビルでの「反省会」もひとしきり、この話題。一区切りついたと

ころで鈴木と松尾は帰宅した。
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吾ら３人はホテル内の店で夕食、特別・名物もなく勘定となったが、和服姿の女将がなん

とも、もたもたして、はかばかしくなく、つい、勘定にも疑問が出て、支払いが済んだあ

と、治郎がコンファームに行ったら「消費税」がはっきりしていなかった為とか、結局総

額が減ることはなかった。治郎さん、お骨折りでしたね。

[ 11 ] ２０１０年６月３日（木）金沢宿・青柳～上諏訪宿～下諏訪宿・甲州道中終点

佐薙 高崎 宮川 石和田 距離 20Ｋｍ 時間 6Ｈ35Ｍ（5Ｈ）歩数 35.000

（８：２１茅野駅発、青柳駅へ）

８：３０ 青柳駅前発 金沢宿、金沢上、本陣小松家跡 金沢下（八ツ岳、入笠山を眺

めつつ下る、流れは宮川）秋葉山常夜燈石仏群 貧乏神社 上社大鳥居

１０：００ 茅野駅前 頼重院 霧が峰入り口 足長神社 宮坂醸造 舞姫醸造

１１：３０ 上諏訪宿・上諏訪駅着・宮川合流 昼食（信州そば）

１２：２０ 茅野発 児玉石神社 先宮神社 皮だけの大ケヤキ 承知橋 諏訪大社秋宮

１４：００ 甲州道中終点・下諏訪宿着 諏訪大社春宮参拝 みなとや旅館泊

＜いよいよ宮川の縄張り・信濃國、上諏訪駅で合流・・＞

宮川は９時新宿発の特急・あずさ９号でやって来る。上諏訪到着は１１時３０分の予定。

我々は金沢宿を８時３０分に出た。緩やかな下り。

川が北に向かって流れているのが何だか妙な感じだ

が、既に分水嶺は過ぎているのだから当たり前だ。流

れは諏訪湖に注ぐ。

茅野を過ぎ上諏訪まで１５Ｋｍ，３時間、宮川の「あ

ずさ号」とぴたり同時刻に駅に着いた。

冠動脈のバイパス手術をした宮川の足取りが軽いこ

とに驚く。安堵し慶賀の至りだ。

早速、故郷・信濃国について、車中で仕入れた知識 ＜特急・あずさ号＞

も交えて地に足の着いた話を聞かせてくれる。道中が楽しくなりそうだ。

＜信濃國は大き過ぎる、・・＞

＊「信濃國」の名前の由来は「科の木」というもの、或いは脊梁山脈が通るこの地域は「段

差」が多く、此れを意味する古語の「科」や「級」に由来するとう説などがある。

「科野」は和銅年間・７１３年頃「信野」を経て「信濃」へと移り変わる。

律令制国家の「信濃國」は佐久、高井、水内、埴科、更級、小県、安曇、筑摩、伊那、諏

訪、なんと１０郡があり、今もこの名前は存在している。（甲斐は４郡だった）

律令制に入る前の「国造」時代もほぼ同じ範囲が「科野」の国であり、随分広い範囲を一

人で支配していたものだ。（木曽地方は後で美濃から編入された）
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国府の所在地は「小県郡」の上田と「筑摩郡」の松本の２説あるが、確たる裏づけには至

っていないようだ。

＊東山道に属し、周囲を山で囲まれた大国（延喜式の格付けは上国）は当然のことながら

街道が四周に通じていた。

中仙道、甲州街道、善光寺街道（塩尻～善光寺）、千国街道（ちくに・塩の道、松本～糸魚

川）、三州街道（塩尻～三河）、北國街道（佐久～直江津）である。

宮川の故郷・麻績村（大和から仏像の阿弥陀如来を背負って「科野」迄もどり、飯田の元

善光寺、後に長野の善光寺の開山となった「若麻績善光」の名に因んだ由緒ある地名と察

する）は東山道支道の要衝の地であり、日本海側の直江津、糸魚川へも通じていた。

＊ この「科野」地域は旧石器時代、２万～２・５万年前（野尻湖のナウマンゾウなど）か

ら人が住んでいた痕跡があり、縄文、弥生、古墳時代を経て、律令制国家時代に入る。奈

良、平安を過ぎて鎌倉時代ともなれば域内の守護（小笠原）と豪族（村上）が南北朝の対

立に巻き込まれて争うなどを繰り返し、結局「信濃」においては強力な支配権を持つ守護

大名は登場しなかった。戦国時代には武田に大半を支配され、此れに対して謙信を中心と

する越後勢との戦場と化してしまう。

江戸時代には、途中廃絶も含めて、松代藩はじめ松本、上田、飯山、小諸、岩村田、高島、

高遠、飯田、須坂など、なんと１９もの藩が置かれた。

＊この、広い「科野」は今でも、それぞれの特徴を持つ、北信濃、東信濃、諏訪、松本平、

木曽路、伊那路と６つの地域に分けられるようだ。これは、甲斐との大きな違いであろう。

多種多様な特徴を維持しつつ、共存しているとでも言う他はない。

＜皮だけのケヤキ・・＞

上諏訪で「信州そば」を味わい、左側に諏訪湖をちらち

らと眺めながら街道を行く。「吉田の松」（宮川の話では、

大阪夏の陣？で参戦した吉田某が持ち帰ったものとか）

皮だけの大ケヤキ（内は空洞、良く生きているものだ。

松尾が「木は皮のところで栄養を運んでいる」と言った

ことを思い出した）

「承知橋・承知川を通

過。謂れは次の通り。 ＜皮だけの大ケヤキ＞

＊信玄が川中島出陣（第４次の本格的な大合戦）の折、

諏訪明神に戦勝を祈願して、社殿立替を約束した。合戦

の帰り道、橋を渡ろうとしたが馬が動かない。信玄は、

はたと先の約束を思い起こし、馬から降りて神に向かい

＜川に架けられていた岩、模様がある＞「神のお告げ承知仕り候」と申し上げたところ、
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馬は歩き出した。ところが社殿はまだ新しく建て替える必要がなかったため、何時の日か

再建に必要な宝を集めて隠し、「朝日さし夕日輝く榎のもとに黄金千両」の言葉を残して去

った。承知川に架けられていた大きな岩が近くの石垣に組み込んで保存してあるが、この

岩に刻まれた模様が、信玄が社殿を建て替えのために隠した「宝の隠し図」ではないかと

言われている。（信玄というお方はどうも「・・隠し・・」がお好きのようだ。

＜甲州道中・中仙道との合流点到着！＞

甲州道中・中仙道との合流点、終点についた。（２１７．８Km, 所要時間７３時間３５分

（ネット ５９時間２０分）総歩数 ３６９，２００ 以上は佐薙公式記録による）

＊甲州道中は５３里２４丁とも言う。

昨年の経験を踏まえ、今回は１日の歩行距離をやや短く調整してもらい（１日平均１９．

８Km,東海道は２４，４Km だった）お蔭で何とか無事到着できた。１１日の旅であった。

感謝のほかはない。

春まだ浅い２月２７日・

梅の咲く頃、日本橋を出

て、道中、花を愛で、若

葉を楽しみ、緑の風、清

冽な流れ、残雪の富士、

南ア、八ツなど甲斐、信

濃の大自然を恣にしなが

らの日々であった。

オーション会６名、日本

橋を出るときは宮川が、

此処終着点では鈴木、松

尾の顔が見えないが、

＜下諏訪宿・甲州道中・中仙道合流点・終点＞ 夫々の事情を抱えながら

も、相変わらずの仲間力で「オーション会プロジェクト N02」を完遂した。有難う！！

＜諏訪大社下社・春宮参拝、文学散歩？・・＞

午後２時過ぎ到着した為余裕充分、「みなとや旅館」に荷物を入れてから、春宮参拝、附近

散策となった。

此の地にあっては宮川の案内にお任せだ。

中仙道を一端、湖側に下り、西に折れ、更に右折して、漸く春宮の表参道？と思しき通り

となる。（＊これは、かなりな遠回り道だったが時間はたっぷりある、気にしない）

徒然に宮川の「薀蓄」（車中２時間で仕入れたものもあり）を聞く。
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「御神渡」の神は上社から来るのか？下社の神は春宮が姉、秋宮は妹か？それなら神は春

宮へ先にやって来るのかなあ？・・などと、「畏しこき神の領域」について次元の低いやり

とりを交わしながら太鼓橋、鳥居を過ぎて漸く境内に到着、約３０分ほどのぶらぶら歩き

であった。

先ずは、弊拝殿、四本柱（御柱）に敬意を表し、奉納されているお酒の銘柄などを眺めて

いるうちに、なんと「雷鳴」が轟き出した（終点手前、秋宮に立ち寄った時もごろごろと

来たが）。くわばら、くわばら。昔の人なら「畏れ多くも神について、良からぬ話などをし

た為か？お許し下さい」と、心を洗い清めるのかも知れない。

＜若干の補足＞

＊諏訪大社は上社の前宮（茅野）、本宮（上諏訪）下社の春宮（下諏訪）秋宮（下諏訪）の

４つの宮からなる。

祭神は上社に建御名方命（たけみなかたのみこと）八坂刀売命（やさかとめのみこと）

下社にはこの２神のほか、御兄八重事代主神（やえことしろぬしのかみ）で、風の神、水

の神、農耕の神、戦の神と様々な性格を持ち、故に分社が全国各地に 25.000 社もあると

いう。特に武士は厚く信仰し、前述の武田信玄、また然りか。

＊記紀神話が伝えるところによれば、「天照大神の孫、瓊瓊杵尊・ニニギノミコトの降臨

に先立ち、武甕槌命・タケミカズチノミコトが出雲を支配していた大国主命に國譲り、つ

まり出雲王朝の支配権を譲るよう迫ったが、大国主命の長男、建御名方命がこれに反対し、

それではと武甕槌命と相撲したが負けて、諏訪まで逃れ、この地で王国を築いたという。

諏訪大社の起源はこの神話にあると言われる。

出雲族と日向族（大和政権）が争い、大和政権が出来上がってゆくプロセスが描かれてい

るようだ。それにしても「相撲」とは穏和な話だ。

古くから「御神渡は男の神がいる上社から、女の神がいる下社へ氷の橋を渡る・・」と信

じられて来たようだ。神は春宮に２月～７月、秋宮に８月～１月に鎮座されている。

＊ 吾らのいい加減な「神は姉妹で姉・春宮が先だろう・・」なんてのは、当たらなかっが

男の神が「氷の架け橋」を渡ってくるという推量は、まあまあだったな。春宮参拝の帰り

道は「中仙道」(面影が残る)1.2Km、沿道にはこの地から出たアララギ派の歌人、島木赤彦

の弟子、今井邦子の文学館（岩波茂雄、平林たい子、新田次郎なども出ている）があった。

＜みなとや旅館、女将の話、諸説紛々・・＞

中仙道、甲州道中の交わる下諏訪宿、200 年前から続く

旅籠、「みなとや旅館」、たった５部屋しかない２階建て、

眺望とて抜群ではないこの旅館が何故そんなに評判な

のか？

里見惇、高浜虚子、芥川龍之介、小林秀雄、新田次郎、

岡本太郎、永六輔、白州次郎・正子、最近では管直人 ＜みなとや旅館・女将、８２歳＞
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夫妻など数々の文人墨客、著名人が訪れている。これらの人達の著作、署名入りの著書が

廊下の本棚にぎっしりと並んでいる。

今晩の客は我々４人だけ、女将はフルアテンドしてくれた。

この女将さんの脳は衰えを知らない。訪れた人達のエピソード、思い出など、キリがない。

殊に白州次郎夫妻とは昵懇で例の「武相荘」にまで出かけての交流だったようだ。

折から諏訪は７年に１度の「御柱祭り」である。

諏訪大社に纏わる質問など、吾らもどんどんと繰り出す。

・ 御柱は何の意味か？・御神渡りは上社から男の神が下社へ来るのか？・最近の氷のはり

具合は？・武田と諏訪はどんな関係か？・馬刺しの馬の飼育は？ ・庭木の手入れは？

・ （相変わらず提供を続ける）故郷料理の材料仕入れは？ ・旦那様の出自？は・・・

淀みなく出てくる説明の中に“それについては、諸説紛々でして・・”、此れには参った。

神代の事、伝承、物語、・・ご尤もであろう。

庭木の名前について疑問が出たとき、女将は早速、階下へ行って、重たい「広辞苑」を

持って来た。限りなき感心、瑞々しい好奇心、止むことなき向上心、恐れ入りましたよ。

翌朝、庭に亭々と立つ巨木、佐薙が双眼鏡で細い葉の様子などを確認して「栢槙・びゃく

しん」ではないかとすると、此れの手入れが如何に大変かを話し始めた。１日 2 万円もか

かる植木職人が２～３人で数日かかる由、吾らのささやかな宿泊料も此れに当てられてし

まうのかも。

７年に一度の御柱祭り、ご多聞に漏れず地元の寄付、「みなとや旅館」のような大老舗と

なるとその数も額も半端ではなく、２～３年前から積み立てを始めるということだ。

楽ではないが、伝統に生き、共存共栄ということなのだろう。

＜夕食のメニュー・・＞

女将が便箋に書き出してくれた。

・ マタタビ酒 モニマラハジキ酒？

・ 公魚の南蛮漬

・ 鮒のすずめ焼き

・ 凍豆腐

・ 蜂の子、蝗、さざ虫

・ こいみおしたし

・ 山その煮付け

・ あざみ和え物 ＜みなとや旅館・夕食を待つ＞

・ よしなのコブ ・馬さし（松尾、美味でしたよ）

・ じごぼう おろし和え ・桜なべ（ 〃 ）

・ 川えびの甘露煮 ・野沢菜（お茶漬け）の古漬け

・ とうきち味噌 ＊他に何酒？かは、記憶にない。 以上
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＜朝食のメニュー＞

・ そば（むふでく？）ぞうすい ・やまうど

きじのスープだし、三つ葉 ・やまぶき

・ うどぶき（山） ・わかさぎ

・ いら（山） ・（さくら）のしぐれ煮

・ 野沢菜 以上

＜朝の露天風呂・・＞

下駄履きで枝折戸を開けると素朴な内庭。梅の

古木、栢槙が背筋を伸ばすように立ち、他に数

本の樹木のみ。

檜の香りが清らかで、湯船の底には白い玉砂利

が敷いてある。湯は滑らか。

宮川はここで一句、

“青梅の 古木に生きる 老舗宿”

そこで吾も一句と行くか。

“旅終えて 光まぶしく 朝湯かな” ＜庭にある露天風呂・宮川撮影・2010.6.4＞

ほかにも、俳人・宮川は“鎮まるや 御柱建つ 諏訪の宮”

“秋宮に 夕立来たりて 旅終わる”と詠んでいる。

[１２] ２０１０年６月４日（金）御柱祭・木落坂を見る（中仙道を和田峠側へ４Km）

今年は７年に１度の御柱祭（寅年と申年）で春先

から TV などでも賑やか。

確かに「奇祭」である。謎も沢山ある。

先ずは、例の豪快な「木落の急坂」を見ようと、

中仙道・国道１４２号を、砥川に沿って４Km ばか

り「和田峠」の方向に進む。

この辺りか？と思しき所、道路か川の監視事務所

のようなプレハブ小屋で訪ねると、留守居役？の

「おばさん」が出てきて、わざわざ、現場まで ＜木落坂頂上、幣（ぬさ）を立てて＞

案内してくれた。

下から見上げる１００米ほどの坂は確かに急だ。横に付けられた階段を宮川は軽々と登る。

心臓の配管変更は彼を格段に元気にしたようだ。一帯は注連縄で囲われ、草も生え、２ケ

月前（山出し）のあの興奮からは、すっかり静寂に戻っていた。

暫くすると、黄色い元気な子供達の声が聞こえてきた。裏に迂回道があったようだ。
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赤、黄、青の帽子を被った４０人ほどの保育所・幼稚園・園児達だ。

３歳位のとても小粒な可愛らしい園児も交じっ

ている。しかし、流石は地元の子供達だ。

坂の下を覗いたり、話を聞いたりした後、引率の

先生の号令で“エッサー、エッサー“と掛け声を

かけ、右手の拳を高く挙げていた。

成るほど！十数年後には、この可愛らしい子供達

の中から、あの勇壮な「木落し」に加わる勇者が

出て来るのだろう。

こうして、伝統はまだまだ受け継がれて行くのだ。

＜木落坂頂上・元気な幼・保の園児達＞ だが、伝統には「説明のつかないもの」がある！？

あの４本の柱の意味は何か、何時頃からか？７年に１度の建て替えは何故？？

（また、出口のない迷路に引き入れられそうだが）

＜下諏訪観光協会の「ガイドブック」によれば＞

〇「御柱を建てる意義」については「諸説」あるが、主なものとしては、・四方鎮護のしる

し、・神聖なる土地を限界するもの、・神の昇降のため 等々だが、一般には「社殿の御建

造」を省略したもの とされ、

〇「次のような伝説がある」 昔、桓武天皇の頃（781～806）坂上田村麿が征夷大将軍と

なり、奥州蝦夷征討の折、諏訪明神に戦勝を祈願、神のご加護で見事勝利を得たことから、

以来７年目ごとに神殿の改造をしており、諏訪の民は用材の御柱曳きを祭事としていたが、

後、戦国時代になるに及び、７年目ごとの御造営が意のままにならなくなり、代わりに社

の四隅に柱を建てることになったのだと言う。

まあ、解りやすい。

〇しかし、「御柱はミシャグチ信仰の石柱との関連性がある」「御柱はミシャグチを降ろす

依り代だ」と言う説が有力だそうだ。

一体、この「ミシャグチ」とは何か？

「ミシャグチ信仰は東日本の広域に渡って分布しており、当初は主に石や樹木を依り代（神

霊が招きよせられて乗り移るもの。樹木、岩石、人形などの有形物で、これを神霊の代わ

りとして祭る）とする神であったとされる。

地域によっては時代を経るにつれて狩猟の神、そして蛇の神で蛇の姿をしているという性

質を持つようになったと言われる。出土品などからこの信仰は縄文時代から存在していた

と考えられている。 マタギなど山人たちにも信仰されていたと言われる。

＊ 矢張り、解らないことが解った。それにしても「ミシャグチ」などという言葉は一体ど

こから来ているのか？

＊ 言語の生成、伝播、は不思議でならない。人種、民族の混交の所産であろう。
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神様の名前は大抵そうだ。「ニニギノミコト」なんてのは、まさに、日向族・大和族と南方

か朝鮮か外来種族とのミックスから生まれて来たものではないか。

鯨やイルカの声を言葉にするのに近い・・なんて言ったら不遜であろうか！

＜諏訪大社・春宮、万治の石仏、下諏訪宿本陣・岩波家、塩羊羹・新鶴本店・・＞

誠に妙な形をした「万治の石仏」（３５０年ほど前の万治年

間に造られた）を拝し、皇女・和宮降嫁の折、宿泊されたと

いう、「中仙道宿本陣・岩波家」を覗き、「新鶴本店」で有名

な塩羊羹を買ってもらい、預けておいたザックを受け取って、

いよいよ、帰路に着く。（＊岩波文庫の岩波茂雄はこの本陣・

岩波家と関係があるのだろうか？）

＜万治の石仏・奇妙な姿だ＞

「みなとや旅館」の女将、門を出たところに佇み

吾らの姿が見えなくなるまで見送ってくれた。

此れが、２００年、暖簾を掲げてきた、老舗旅籠

「みなとや旅館」の真髄であろうか。

＜みなとや旅館・美那当屋の看板＞ また何時か機会があれば訪れてみたい。

女将よ何時までもお達者で。

下諏訪駅近くで昼食、上諏訪発１３時２８分発「スーパーあずさ１８号」で帰宅。

昨年の東海道では「律令制国家」や「仏教」について、いささか勉強をした。

そして、今回は？結局解けなかったが、「甲斐の国がどうしてあんなに不自然に駿河、相模

にはみ出しているか？」を知るべく、律令制の前の国の体制・「國造時代」に入り込み、ま

た「甲斐の黒駒」に関連して「馬」について少し学んだ。もとより未完の未完。

勝手に入り込んだのだが、「底なし沼」に足を取られ、抜け出すのに苦労をした。

＊メモがなく（頼りにしていた治郎から貰えず）おぼろげな記憶による記述である。

このような機会を齎してくれたオーション会メンバー諸兄、家族や関係者の皆さんに感謝

する。また機会があるように願う。

完

２０１０年９月２３日
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[ 附－１] メンバーの所感

〇佐薙 甲州道中歩きは事故もなく終了、参加＆協力に感謝、いろいろ貴重な体験あり、

学んだことも多い旅だった。

小生資料による総括は 実働１１日 距離２１８Ｋ 歩行時間 グロス７３Ｈ３５Ｍ

ネット ５９Ｈ２０Ｍ 歩数 ３６９２００歩。

〇高崎 甲州街道、何とか踏破できて感謝お礼申し上げます。

只一年で体力の減退を痛感、元気な両兄の足を引っ張ったのではないかと危惧する。

一時間、３，６７キロは高度差もあったから７８歳では許してもらえるかと思ったりし

てます。先頭を歩きながら下調べもせずに、リーダーに頼りきりだったのは反省してい

ます。

最後の宿屋の女将さんは８２歳とは思えない元気で勉強家で心からのおもてなしで、箱

根の宿と同じように記憶に残ることと思う。

（＊完歩の翌日、６月５日の治郎のメール：今朝は５時半起床、６時から７時半までウオ

ーキング、４日分のごみ、来信の返事、地域の会合の打ち合わせ、山ノ神の網戸の張替

えなど野暮用あり。・・・全く元気な御仁である）

〇松尾 甲州道中完歩おめでとう。小生は摘み食い参加で申し訳なかったが、諸兄のご理

解を得て貴重な体験をすることが出来ました。我が侭を受け入れてくれた恭兄には重ね

重ね感謝いたします。甲州街道を歩いて感じたのは「山梨は岩の國、水の國」。盆地を

取り囲む四方の名峰群。フォッサマグナの岩脈に沿ったように流れる釜無川。各所に見

られる巨石と清流。そして矢張り「山梨は武田信玄公の国」各所に見られる信玄公の頌

徳の史跡。此れに比して明治天皇行幸記念碑は新政府に対する厄除け札か免罪符のよう

に見えた。（道中を レンズにとらえつ 殿（しんがり）に （四郎、詠める）

〇宮川 オーション会、街道歩き第２巻の完成、ご同慶の至りです。小生最後の最後だけ

参加させて頂き、甲州道中の雰囲気を少しでも味わうことが出来て良かった。楽しかっ

た。体調お気遣い頂き有難う。お世話になりました。

駄句：鎮まるや 御柱建つ 諏訪の宮 （前 出）

秋宮に 夕立来たりて 旅終わる（ 〃 ）

青梅の 古木に活きる 老舗宿 （ 〃 ）

〇鈴木 諸事多忙の身の上ながら精一杯やり繰りして参加、ほぼ半分は歩いたろうか。

佐薙につぐＡクラスだが、最近喜寿を迎えていささか、あちこちの部品修理が必用にな

ってきたようだ。治郎の若返りに驚き、今後は「治郎さえ居れば・・」等とは決して言わ

ないそうだ。道中、鈴木の話をもっと聞きたかったな。（四郎、代弁）
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[ 附－２] 甲州道中４５宿ウオークの記録 （佐薙作成・公式記録）
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[ 附－３] 甲州道中写真 ⅰ）日本橋～鳥沢（松尾、佐薙、宮川撮影・抜粋）
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[ 附－３] 甲州道中写真 ⅱ）猿橋～大善寺（ 〃 ）
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[ 附－３] 甲州道中写真 ⅲ）景徳院～大武川（ 〃 ）
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[ 附－３] 甲州道中写真 ⅳ）台ケ原～入笠山（ 〃 ）
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[ 附－３] 甲州道中写真 ⅴ）上諏訪～下諏訪（ 〃 ）


