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今こそ心の復興を

会長 大村 昭東

＜大震災を機に日本人の精神をとりもどそう＞

皆様、明けましておめでとうございます。
昨年は東日本大震災、福島の原発事故、台風と大きな災害のと
ても多い年でした。とりわけ大津波の被災地の再興と被災された
方々が何としてでも悲痛から立ち上がり、再生の道を進められ一
日も早い復興を祈るばかりです。
今回の大震災で私たちは、いつ、どこであろうと起こりうる“人
間の意識を超えた巨大な存在”に“命を奪われてしまう恐怖”と
御先祖様、大地、神、宇宙からいただいた“命”の尊さを改めて感じ、今まで以上にその“命”
を一日一日大切に使いきって行かねば、という思いを新たにしました。
東日本大震災以来人生観が変わったという人たちが多くなりました。大地震と原発事故で
日本が危機に立たされた中で、自然との共生や人と人との「絆」の大切さに気付かされたこ
とは、今回の未曾有の大災害にあっても、多くの人々が自分の命を顧みず、他者の命を救っ
たという本来日本人の心の中に流れていた崇高な精神がしっかりと現代の私たちの心の中に
生きていたことの証であったと思います。私は、この心を広く復興し新しい町づくり、国づ
くりの基軸に据えなければならない、との思いを強くしました。
福島の原発事故は、その土地に刻まれた過去の大地震などの歴史を謙虚に受け止め、危機
管理に万全を期していれば、被害をもっと少なくできたのではないかと残念に思えてなりま
せん。
歴史を知ることは世の移り変わりの中で、現在と過去との対話を深め、現在を未来へと発
展させていく方法であるといわれております。雫石盆地の大地に繰り広げられてきた御先祖
の命と皆が幸福になってほしいという願いの連続性の中で、いま自分たちは生きている、生
かされている、という真実を自覚せねばなりません。２３年度が発足４５周年となったわが
滴石史談会では、こうした考えに立ち小中学生の郷土史教室や会員向け歴史サロン、さらに
は町民対象の歴史講演会を実施し、来月４日（土）には、雫石城主の歴史をひも解くフォー
ラムを開催する予定です。こうした史談会の活動の中で知り得た知識や感動が、子どもたち
をはじめ、私たちの生き方、在り方、そして新しい町づくりに少しでも指針を与えてくれれ
ば幸いです。 ――こころこそ

心まよわす

心なれ 心に心 こころゆるすな

――

会報第１８号・会員の自主研究成果を特集
当会にとって会報は会と会員相互をつなぐ重要な媒体です。昨年からこのように手づく
りで再開した会報を今年も何とか発行することができました。
今号は、前回同様会員の自主研究成果を特集しています。寄稿者は前回より１名増えて
４名です。一歩ずつでも前進していければと思っています。どうぞご高覧を。（編集子）
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＜会員寄稿文Ⅰ＞

雫石町内における森林鉄道＜その２＞
丸山 塁
１、はじめに
雫石町内にかつて張り巡らされていた営林署の森林鉄道については、2010 年 1 月の滴石史
談会第 16 回「自主研究・成果発表会」において、渡辺洋一、関 敬一の両氏により「雫石町
内における森林軌道＜その 1＞」と題して、その全貌が明らかにされている。
小生もかねてから、雫石町内の森林鉄道について個人的に調査を行ってきたが、資料的なも
のがほとんどなく、旧版の国土地理院地形図を頼りに、現地調査するばかりであった。その点
で両氏の発表は、実際に森林鉄道に携わった方々
への聞き取りや、自らの記憶などによる真に貴重
な調査報告であり、埋もれかけた歴史を発掘する
ものとして敬意を表する次第である。
そんなある日、東北森林管理局の仁別森林博物
館（秋田県秋田市仁別）
（写真―1）で「森林鉄道
のパネル等展示」という企画展を開催していると
の情報を知り、早速出かけてみた。すると、そこ
には、森林鉄道の車両の展示などの他、路線毎の
データなど貴重な展示もあり、思いがけない収穫

（写真―１）仁別森林博物館にて（軌道集材車）

があった。特に路線毎の正式なデータは、ほとん
ど入手困難な資料と思われることから、今回はこれを中心に、「雫石町内における森林鉄道
＜その２＞」と題して、発表させていただきたい。
２、森林鉄道と歴史
雫石町内の森林鉄道の系譜は、旧営林署別土木台帳の旧雫石営林署データから表―1 のとお
りである。中でも南畑支線高松沢線については、旧版の国土地理院地形図では大倉沢を分けて
から先に線路の記載がなく、市販の森林鉄道に関するガイドブックにも記載がない路線だけに、
今回その存在を確認できたのは貴重だ。
このデータによれば、旧雫石営林署管内で昭和 19 年～23 年までのピーク時には 6 路線合計
で 74,257ｍの路線延長があったことがわかる。それが、昭和 23 年以降廃止が始まり、同 39
年には全廃されている。
ちなみに、東北森林管理局管内（青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県）で見れば、ピ
ーク時期は昭和 20 年～34 年で、開設と廃止が均衡し、総延長で 2,400 ㎞台をキープしていた。
雫石町内のピーク時期が、東北森林管理局管内と比較して短いのは、森林鉄道による同時大量
輸送に見合うだけの資源が枯渇したことが大きな理由ではないかと推察する。
というのも、昭和 35 年に木材輸入自由化が始まる以前に、既に町内の森林鉄道は、総延長
12,698m（ピーク時の 17％）にまで縮小しているからだ。
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日本の木材自給率は、昭和 30 年には 94.5％あったものが、同 35 年以降段階的に始まった
木材輸入自由化（同 39 年には完全自由化）の影響もあり、同 44 年には自給率が 50％を割り
込み、平成 7 年には 2 割にまで落ち込んでいる。
この点、東北森林管理局管内で見れば、ピーク時期の終焉と輸入自由化が一致し、完全自由
化後の昭和 40 年以降は廃止路線のみとなり、昭和 45 年には年間 330 ㎞という廃止のピークを
記録し、同 49 年には全廃されるなど、完全に輸入自由化の歩みと同調している。
資源の枯渇という環境下において安い外国材に対抗するには、森林鉄道より、性能が向上した
トラック輸送でコスト低減した方が得策であるとの縮小均衡政策に至った格好だ。
旧雫石営林署管内の森林鉄道の系譜
注：路線の標記は台帳では線ではなく林道
昭和
路線名
延長ｍ 累計ｍ
年
鶯宿線
2 17,331 17,331
（森林鉄道1級）
4
2,190 19,521
23 -3,476 16,045
34 -13,000
3,045
39 -3,045
0

（表―1）
状況
雫石駅から待多部貯木場まで開設
既設終点から待多部分水嶺まで延長開設
一部区間を牛馬道に格下げ
区間廃止
全線廃止

鶯宿線
沢内延長線
（軌道）

4
5
10
23
24

7,086
1,840
2,780
-8,037
-3,669

7,086
8,926
11,706
3,669
0

待多部分水嶺から沢内村大志田まで開設
大志田から大荒沢まで延長開設
大荒沢から小杉沢落合まで延長開設
一部区間を牛馬道に格下げ
全線を牛馬道に格下げ

鶯宿線
南畑支線
（森林鉄道1級）

9
11
23
33
34

10,330
3,764
-4,360
-534
-9,200

10,330
14,094
9,734
9,200
0

御所村字桝沢で鶯宿線から分岐し上黒沢52林班入口まで開設
既設終点上黒沢官民地界から男助山国有林55林班喜助沢落合まで延長開設
南畑黒沢山国有林52林班から56林班まで牛馬道に格下げ
区間廃止
全線廃止

鶯宿線
南畑支線高松沢線
（森林鉄道1級）

17
26
33
34

5,010
-2,710
-416
-1,884

5,010
2,300
1,884
0

鶯宿線
南畑支線大倉沢線
（森林鉄道1級）

19
33
36

2,029
-529
-1,500

2,029 高松沢線3㎞地点から分岐し高松山国有林46林班まで開設
1,500 区間廃止
0 全線廃止

葛根田線
（軌道）

13
4,407
14 13,235
15
1,590
16
2,665
31 -12,088
32 -1,656
36 -8,153
出典：旧営林署別土木台帳抜粋

4,407
17,642
19,232
21,897
9,809
8,153
0

南畑支線17㎞地点から分岐し、高松山国有林42林班まで開設
一部区間を牛馬道に格下げ
区間廃止
全線廃止

雫石貯木場から西山村西根まで開設
延長開設
大松倉沢落合から冷水沢まで延長開設
高倉山国有林152林班い小班既設終点から159林班い小班北白沢対岸まで延長開設
高倉山国有林149林班から152林班まで区間廃止
区間廃止
全線廃止

注：（表－1）のうち沢内延長線については、同様の内容が旧川尻営林署管理分にも掲載されて
いる。
３、森林鉄道と森林資源
雫石町内の森林鉄道では、最初に開設されたのも、最後まで残ったのも鶯宿線で、台帳によれ
ば森林鉄道 1 級とされている。
実際に、多くの支線が分岐し、橋梁などにもコンクリート構造物が使われ、遺構として現存し
ていることから考えても、1 級路線として重視されていたことが理解できる。
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ちなみに、森林鉄道を開設するということは、それだけの投資に見合う森林資源の存在が前
提となるが、鶯宿線とその支線沿線には、鶯宿スギを筆頭にヒバ、クロベといった優良な天然
の針葉樹資源が存在していたことが推察される。
現在、天然の鶯宿スギはほとんど残されていないが、旧沢内村と雫石町のそれぞれにある天
然鶯宿スギ保護林（旧沢内村分は長橋スギの名称）が、いずれもかつての森林鉄道鶯宿線の沿
線にあるというのは、先ほどの推察に現実味を持たせるものである。
一方、葛根田線については、軌道とだけ台帳に記載されているようで、沿線の森林資源から
見ても、経済的には価値が低いとみなされる広葉樹林ばかり目立つことが、その要因として推
察される。
ちなみに、森林鉄道 1 級線と 2 級線とでは、最小半径や縦断勾配といった路線の設計諸元だ
けでなく、車両限界や建築限界も異なり、枕木の
長さや、路盤幅、路盤厚までも区別していること
が分かった。
つまり、搬出運搬する木材が大径の優良材であ
れば、それに見合うよう、森林鉄道も高規格な 1
級線で開設する必要があるということになるわけ
で、これも、かつての森林鉄道沿線の森林資源の
状態を推察する助けになろう。
ちなみに、小生が鶯宿天然スギ保護林近くの大
小屋山を調査した際には、天然スギと思われる大

（写真―2）大小屋山の天然スギ切り株
胸高直径は 150 ㎝程度

径木の切り株（写真－2）を確認することができた。
４、森林鉄道の遺構
小生がこれまでに単独もしくは関 敬一氏と共同で行ってきた現地調査では、町内の森林鉄
道について、いくつかの遺構を確認している。
県内の全ての森林鉄道について調査を試みたわけでなく確かなことは言えないが、おそらく
雫石町は、県内では遺構の残存率が高い方ではないかと考える。
というのも、他の市町村は大部分が森林鉄道 2 級もしくは軌道と台帳に記載されているから
だ。とはいえ、雫石町内の森林鉄道遺構についても、決して豊富とは言えず、また、探訪困難
な個所もあり、これらの貴重な産業遺構を歴史と共に埋もれさせてしまうのは残念な気がして
ならない。
観光スポットの一つとして、あるいは天然スギと合わせたエコツーリズムとして、観光の町
雫石のセールスポイントに加えてはどうだろうか。
そこで、これまでに把握した個所を図―1 に示すので、少しでも多くの方に現地を探訪して
いただき、そのような機運を高めていけたらと考えている。
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（図―１）

雫石町内
森林鉄道(林用軌道)
遺跡概略図

番号 貴重度 難易度
内 容
① B
低
橋台
② A
中
橋台
③ 特A 中 車両部品・レール・橋台
④ B
高
橋台
⑤ 特A 低
橋台・橋脚
⑥ 特A 低
橋台・橋脚

場 所
鳥越ノ滝トンネル手前
玄武温泉付近
水力発電所付近
御所湖付近
粟滝橋付近
門戸沢橋付近

番号
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
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貴重度 難易度
内 容
特A 高
擁壁
特A 低
橋脚
特A 低
橋脚
C
低 レール(道路標柱に使用）
A
高
橋台

場 所
山祗神社対岸
高松第1号橋
高松第2号橋
レン滝手前
上ノ黒沢
H23.4月現在

＜会員寄稿文Ⅱ＞

国道としての「秋田街道」
髙橋與右衛門

はじめに
現在、岩手県の県都盛岡市と秋田県の県都秋田市を 118.7 ㎞で結ぶ国道 46 号は、両県の県
都を最短距離で結ぶ最重要の幹線道路であり、岩手県では国道４号と国道 45 号そして国道
46 号の３路線が国によって直轄管理されている一般国道である。
この国道は、昭和 28 年 5 月 18 日二級国道 105 号秋田－盛岡線となり、次いで昭和 38 年
4 月 1 日付けで一級国道 46 号に昇格して、翌、昭和 39 年 4 月 1 日付けで一般国道 46 号と
なり現在に至っている。
しかし、この道路が歴史上に登場するのは今から約 1,400 年も前のことであり、つい最近
まで(筆者が子供の頃)は「秋田街道」と呼ぶのが一般的であったことは、昭和前期生まれの
雫石町民であれば誰しも知っていることである。
以上のことを踏まえて、本小稿では、その、現在の国道 46 号が辿って来た数奇な運命につ
いて紹介してみよう。

Ⅰ

「街道」の始まり

道路には古くから「本街道」と「脇街道」が存在したことは、読者も聞いたことがあると思うが、この「街
道」の歴史は意外と古く、『日本書紀』には５世紀代とも記載するが、この当時の道路は発掘調査でも
確認されておらず、詳細が不明のため疑問視する考え方が強い。一般的には、中国から「都城制」
と「律令制」の導入に合わせて租庸調が確立したことによる、とするのが一般的な考え方のようだ。実
際的には、７世紀初頭頃に宮都が存在した飛鳥に向かう直線道路として、奈良盆地から直線的に飛
鳥の都に南下する、現在に残る「上ツ道」、「中ツ道」、「下ツ道」の並行する３本の道路が最初であろ
う、とする考え方が有力である。古代の道路跡は全国的に発見例があり、官衙を中心とした条坊制(土
地を一定の･面積で区画すること。奈良や京都の町並みも条坊制による区画)の実施が道路の設定に
大きな役割を果たしたであろうことは容易に推測可能である。
西暦 646 年正月に出された「大化の改新」の詔(みことのり)で、駅伝制を布く旨の記述があり、これ
が契機となって直線的な道路が全国的に計画されたとする考えが強く、発掘調査によっても一部の
地域であるが、発見例の報告がありこれを裏付けている。
特に、律令制の導入により、時の朝廷は国の出先機関である「国衙」や「郡衙」に代表される「官衙」
の設置により、中央政府と地方出先機関を直結し租庸調としての年貢を輸送する必要性から、道路
網の整備が必要だったと解釈することが出来る。
それでは、東北地方での道路整備はいつからかと言うことになるが、おそらく、仙台平野に「官衙」
が設置された７世紀末以降であることは確実であろう。そして、岩手県となると西暦 802 年に「胆沢城」
の創建、さらに盛岡市付近では西暦 803 年に「志波城」が創建された事が契機と考えることが出来る。
それは、両城跡ともに表門が南(南大門と言う場合が多い)を向き(結果的に都を向いている) 大路と
呼ぶ道路に繋がっており、この状況を証明しており、奈良・平安時代に全国的な道路網として如何ほ
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ど整備されたかの詳細は不明であるものの、租庸調の関係からも地方官衙から都に物資を輸送するた
めには道路網の整備が必要不可欠であったこともまた事実であろう。
古代の道路としては中央と太宰府を結ぶ山陽道と西海道の一部が大路、中央と東国を結ぶ東海道
と東山道が中路、それ以外は小路とされていた。10 世紀前期の延喜式には、駅路(七道)毎に各駅名
が記載されており大まかに復元することが出来る。しかし、その後急速に衰退して 10 世紀後期〜11 世
紀初頭には、律令の衰退とともに駅伝制も駅路も廃絶したとされている。

Ⅱ

「秋田街道」はいつから

古代の東海道の終点は何処か定かでないが、古代に奥州街道も秋田街道も文言としては記録され
ておらず、現時点では全く不明である。しかし、現在の国道 46 号は往来筋として記録に残されており、
次に歴史上に残る主要な記録について日順を追って記載しよう。
○寳龜 12 年(西暦 780 年)－『続日本紀』に国見峠・生保内峠の旧名「石沢道」の記載がある。
○文治５年(西暦 1189 年)－源頼朝が平泉攻めの時に、別働隊が出羽から国見峠を越えて志和の陣
が丘に到達。

(雫石町史)

○建久５年(西暦 1194 年)－滴石郷の戸澤衡盛が、源頼朝から滴石荘の他に、出羽山本郡に 4,600
町歩を拝領。このことは陸奥滴石荘と出羽山本郡は国見峠を挟みながらも一衣帯水であったこと
を示している。(戸澤系図)
○正平６年(西暦 1351 年)－南朝方の鎮守府将軍北畠顯信が滴石から国見峠を越えて多賀城を攻
撃し、奪還に成功する。
○長禄２年(西暦 1465 年)－南部氏が峠を越えて横手の小野寺氏と比内の安藤氏連合軍を攻め、勝
利を得ると言う(小野寺系図)
○天正 15 年(西暦 1603 年)－『奥羽栄慶軍記』に、南部氏の重臣北左衛門信愛が、加賀前田氏に赴
くため産内山(国見峠の別称、おぼない山の意味)を超えたと記載。
○慶長８年(西暦 1603 年)－徳川幕府が諸国の大名に街道の整備と参勤交代を命ずる。
○慶長９年(西暦 1604 年)－南部藩でも幕府の命により藩内道路の里程を定め、一里塚を築く。
○寛永２年(西暦 1625 年)－この年から公儀御馬買が開始、秋田往来が頻繁となり本街道並に整備
する。
○寛永７年(西暦 1630 年)－秋田往来に一里塚の設置はこの頃か。
○寛永 10 年(西暦 1633 年)－幕府巡検使の「分部左京亮」ら一行、滴石から国見峠を巡検し、秋田
領と南部領の藩境を確定。
○慶応４年(西暦 1871 年)－戊辰戦争勃発。九条総督等一行が雫石から国見峠を越えて生保内に
入る。
○明治８年(西暦 1875 年)－国見峠の改修工事に着手し、大久保利通により「仙岩峠」と改名される。
以上が現時点で辿れる主要な記録の内容である。
それでは、本題である「秋田街道(柴田氏の論文では雫石街道、雫石町ではつい最近までアギダ
ケァンドと呼んだ)」が歴史上に何時登場するかが問題であるが、『続日本紀』の宝龜 12 年(西暦 780
年)条に「石沢道」と記載されているのが「国見峠」、「生保内峠」に該当すると考えられており、今から
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約 1,200 年も前から峠として人馬の往来があり、陸奥から出羽に超える主要な道路言うなれば街道的
な役割を果たしていたことは確実なようであり、その後も中世まで断片的ではあるが通行の記録があ
ることは、既述のとおりである。
江戸幕府は慶長 9 年(西暦 1604 年)に江戸の日本橋を起点として、東海道、奥州街道、中山道、
甲州街道、日光街道の五路線を本街道として設定し、その他は脇街道とした。奥州街道は現在の国
道４号の道筋とほぼ同じとされるが、当時は江戸から白河までが奥州街道であり、その以北、仙台ま
でが仙台道、盛岡そして松前を経由して函館に至る道筋は、松前道として奥州街道の脇街道とされ
ていた。秋田街道(雫石街道と同義)なる名前はまったく出てこない。
雫石地方で呼んだ「アギダケァンド」は標準語では秋田街道となるが、何時からの記憶なのであろ
うか。どうも、秋田街道の名称が定着するのは仙岩峠が開通した明治以降ではないだろうか。それま
では盛岡藩内は「雫石街道」や「秋田往来」、秋田藩内は「生保内街道」や「角館街道」･「南部道」な
どと呼ばれ一定していなかった可能性が強く、行き先や目的によってさまざまに呼んでいたのが正し
いようである。
ただ、国道 46 号長山街道入り口分岐点の道標には「右

長山 左 秋田往来」と刻まれているこ

とからすると、江戸時代には「秋田往来」と呼ぶのが一般的であったことを推測させる。

Ⅱ

街道の「格」と「規格」

道路は律令の奈良・平安時代から本街道と脇街道の「格」があり、それによって道路幅の規格が定
まっていた。奈良・平安時代の本街道では路幅が９〜12ｍで両側に 2〜4m の側溝が付くと決まって
いたが、鎌倉時代になると狭くなり幅が約半分の６ｍ位と言われている。室町時代の状況の詳細につ
いては不明であるが、前時代の制度を踏襲したものと推測されている。
16 世紀代になると甲州の武田信玄と織田信長が道路の規格統一に尽力したことが知られている。
特にも織田信長は国内の道路網について本街道で約 6.5m、脇街道で約 4.5m、在所道(田舎道)で３
ｍと三段階に分けた上で統一しようとしたとされている。
この道路筋に対して本格的に整備したのは徳川幕府で、既述したように江戸の日本橋を起点とし
て東海道、奥州街道(奥州道中とも言った)、中山道、甲州街道、日光街道の五路線を本街道と設定
し、それ以外は脇街道とした。そして、本街道には一里ごとに一里塚を設置したほか、一定区間ごと
に宿場をもうけて往来の宿泊に便宜を図るように整備した。これらの本街道の管理は万治 2 年
(西暦 1659 年)に専任の道中奉行をおき、幕府の直接的な管理に置かれた。
当時の奥州街道は江戸から白河までの区間であり、当初はその以北は脇街道とされたが、その後
仙台までの区間を仙台道、その北を松前道と呼び、脇街道として各藩が整備管理した。
ましてや、慶長の時代に突如として成立した新都市盛岡城下と同じ状況の秋田城下を結ぶ道筋が、
街道的な役割を担う明確な形で開削されたのは、おそらく、慶長以降(西暦 1600 年以降)であろうと
推測される。勿論、古代や中世でも人馬の往来路として利用したと思うが、人馬の他に各種の物資も
頻繁に運搬されると言う形での物流の基幹道路とは思えない。何故ならば、古代〜中世には陸奥で
は石巻で陸揚げした物資は北上川を川舟で運搬するのが主であったし、出羽でも状況は同じで、江
戸時代の北前船の前身とも言える船運が古代から確立していた。
それでは、生保内峠越えの道筋が人馬の通行に何故頻繁に使用されたかというと、経済活動の道
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筋ではなく、戦役の際の兵士と資材を運搬する牛馬の通行を主とした道筋であろうか。 ところが、徳
川幕府が成立すると戦役が無くなり、新都市盛岡への経済物資が北前船で土崎港に陸揚げされ、そ
こから陸路を通り生保内峠を越えた方が日数、費用とも得策であったことから、次第に羽州街道から
角館街道に入り生保内峠を越えて雫石街道を通って盛岡に入る道筋が成立したと思えるのである。
このことは、南部藩の荷物は野辺地港を使うようにとする藩のお触れ書きが、頻繁に出ていることから
もこのことを示している。
この秋田往来の整備はどのようにして進められたか、いうことであるが、寛永２年(西暦 1625 年)に
公儀御馬買が始まったことにより、人馬の通行量が多くなり道路の改修が余儀なくされたこと、さらに、
寛永 10 年(西暦 1633 年)に幕府の巡検使「分部左京亮」が来訪し、秋田藩との藩境を検分して確定し
た事等が、さらに道路の改修を進める結果となったものであろう。
一里塚の設置は慶長９年(西暦 1604 年)に幕府から藩内の街道に各藩で設置するように、と言う命
が出ており、その約 26 年後の寛永７年(西暦 1630 年)に秋田往来にも一里塚が設置されていること
から、この時点で地方街道ではあるが脇街道並の管理・整備が進められ、一応その体裁が整ったも
のと言える。しかし、秋田往来の日常的な経費はその殆どを雫石代官所の管轄内の農民の負担で
賄っていたことも、忘れてはならないことの一つだ。さらに、公事(くじ、)といった日常的な修復･整備
作業時の人夫としても、地元の農民が駆り出され、維持･管理に努めたのである。

Ⅲ

むすび

以上、概略的ではあるが、我々が日常的に活用している国道 46 号について、これまであまり語られ
ることのなかった歴史的な部分について記して見た。
現在では、太平洋側と日本海側を結ぶ経済的に重要な肋骨路線として活用され、その役割を十二
分に果たしていることは周知のことである。たとえ、高速自動車道網が完備されても、その網から漏れる
地区が常に存在することを勘案すると、今後も幹線的な一般道路としてその重要な位置を占めていくこ
とは確実であろう。
〖参考文献〗
○雫石町教育委員会 『雫石街道の歴史』 昭和 42 年
○柴田慈幸 『新説・雫石街道(秋田往来の一里塚)』
○フリー百科事典ウイキペディア掲載
『日本の道路年表』・『日本の古代道路』・『街道』・『五街道』・『奥州街道』・『国道 46 号』
○その他インターネット掲載記事の中から以下を参考にした。
『古代道路の特徴と探し方』・『いわての街道』・『道路レポート国道 46 号旧国道』
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＜会員寄稿文Ⅲ＞

万田渡地名考
…双子地名二言語併用時代の名残…
大 村 昭 東
北浦稲荷神社一帯から雫石病院（現在は診療所）付近までは「万田渡」という字名です
が、どのような意味を持っているのでしょうか。その字地名と位置、場所の必然性の解読
を試みました。
「万田渡」という地名は、「①万田+②渡」と二つの言葉に分解することができます。
①の「万田（マンダ）」とは雫石盆地の先住民の言葉で「通る」又は「渡る」という意味
です。②の「渡」は現日本語そのもので「わたる」と同一語です。いわば「万田渡」とは
「渡る通る」と解釈、翻訳できます。
では北浦稲荷一帯をなにが「通る渡る」ということなのか、ということですが、春分・
秋分の日に太陽がこの上を通って来るということです。田口医院跡や北浦稲荷神社付近一
帯は縄文遺跡の分布地で田口医院跡が所在する小日谷地には配石遺構（ストーンサークル）
の遺物、遺跡が埋蔵していたようですが、この小日谷地遺跡のストーンサークルの真東が
生森山で、春分・秋分の時に生森山の山頂から日が昇り、北浦稲荷神社の真上を渡って来
て、上町の神明社と小日谷地のストーンサークルが春分ラインと秋分ライン上に位置して
いるということです。因みに、岩手山頂は生森山の真北に位置し、姫神山、早池峰山の位
置も春夏秋冬に関係がありそうですが、小日谷地や万田渡の縄文遺跡、神明社がなぜその
場所でなければならないのか、つまり場所の選定やカタチの設計には特定の方位が意識さ
れて、春分や秋分、夏至や冬至の日の出、日の入りを知り、１年３６５日暦の役割をもっ
ていたものと思われます。秋田県鹿角市に有名な大湯遺跡が所在しますが、その大湯の環
状列石の北方２㎞の黒又山（クロマンタ）は左右対称の三角錐状で、その位置関係は夏至、
冬至、春分、秋分の日の日の出、日の入りの方向が、雫石盆地の三角錐の生森、万田渡、
神明社、小日谷地のストーンサークルと位置、条件がほとんど同一であり、黒又山のクロ
マンタ、特に「マンタ」という言葉から、「万田渡」の万田（マンタ）解読のヒントを得
ました。ただし、黒又山（クロマンタ）の意味について、クロマンタ山の山麓の解説板は
アイヌ語の「クルマクタキタダ」が転訛して「クロマンタ」になったらしいと説明してお
り、「大勢の人が集まって山を整形した」と解釈しているようです。
双子地名二言語併用時代の名残りというのは「マンダ（通る）渡」という地名のように
言葉が違うのに意味が同じな地名を指すことのようで、二つの民族が混在するか、交替し
たような歴史を持つ土地にしかみられない現象です。雫石盆地にはそのような地名が何カ
所か残っています。
例えば大村地区の南川の支流を「尻合川（しりあわせがわ）」といい、その支流の上の方
の沢を「コツトメ」といいますが、コツトメとは「川が尻を合わせる」という意味で、同
じ川に同じ意味の二つの言葉が残っています。また、西根の篠崎に「斉内＝さいない」と
いう沢がありますが、「涸れた・石ころの・川」という先住民の言葉で、水が涸れた、水
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が無いという「弘法水無伝説」が民話として伝えられており、近くには「水無沢」があり
ます。同じような民話が御明神の赤沢にも伝えられております。参考までに「赤沢＝アカ
サ」というのは「アッカ・サツ」という先住民の言葉で「飲む・水・涸れる」という意味
で、その近くに弘法大師が杖を地面に刺して穴をあけ清水を出したという湧水が今も残っ
ていて、冷たい清水が湧いていますし、水無という名字の農家も存在しています。
雫石盆地のみならず、北東北三県の古代語は、今から一千年ほど前を下限として、急速
に消えてなくなり、地名とか方言（例えば、スンズ、マンチョ、へっぺ）などの名残をと
どめているようですが、特に「言葉の化石」といわれる地名に秘められたエミシ、縄文と
いった古代の人達の心に強くひかれるようになりました。特に「生森山」を中心に夏至、
冬至、春分、秋分といった天の運行を観測し、暦を持っていたと思われますが、その知識
の深さと自然と共生した縄文精神の豊かさが、きっと今に生きる私達の深層を成している
のではと感じたところです。
次の地名解読として、万田渡のすぐ北側を流れる川を「ガンジャガ（蟹沢川）」といい
ますが、なして「ガンジャガ」というのか解読に取り組む予定です。

＜会員寄稿文４＞

龍海上人の秋田街道「仁佐瀬橋」架橋
架橋年が“一里塚築造年代特定”に影響も
会員

関

敬 一

１・はじめに
昨年１０月２３日（日）
、当史談会の少年少女歴史教室第６回の講座で下町の永昌寺を
訪ねた時のことである。境内を案内してくださった東堂（とうどう＝前住職をこう呼ぶ
そうだ。）の藤本徳文和尚さんが、庫裡の西側に案内してくださり、ある石碑を見せて下
さった。それが右下の写真である。高さ６０㎝ほどの花崗岩（通称ゴマ石、盛岡石とも
いう。）でできている墓碑らしいが、表面が風化しており刻まれ
ていたであろう文字はかすかに凹凸があるだけでほとんど読め
ない。東堂さんが「多分、明治初期までここにあった天台宗の
龍勝寺さんのどなたかの墓碑ではないかと思われるが、文字は
全く読めない状態だ。臨済寺の祐行和尚さんも『わからない』、
とおっしゃっていた。」と話されたが、墓碑のこともよくわから
ず、会話はここで終わってしまった。
現在の永昌寺境内の西側に天台宗の龍勝寺があったことは、
雫石町史にも記述があるし、昨年の滴石史談会新春研究発表会
で私が「大森子安地蔵尊」に関って触れている。

＜写真上・卵塔婆＞

この龍勝寺は藩政時代の寛永年間（1624～1643 年）に藩主南部重直の愛妾勝山（於勝御
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前ともいう）の発願で創建された天台宗大勝寺の末寺八カ寺の一つである。
この寺の一世住職は龍海上人とされている。この人は秋田街道の難所の一つとされてい
た現在の雫石町と滝沢村境になっている仁佐瀬地区の仁佐瀬川に橋を架けたことで知られ
る。まずは、このことを「雫石町史」で見てみる。
◆
藩政時代における陸上交通上の最大の難関は、川を渡ることであった。架橋技術の不足
が主な原因であるが、現実には架橋技術を上回る河川の氾濫であった。秋田街道に係る橋
数は「…仙北国見峠上り、大釜境迄上道七里半、橋数四十七御座候…」と記録にあるよう
に四十七もあった。その中の仁佐瀬の橋について、寛永十七年（一六四〇）“滴石町龍海上
人、功徳のため”
、数人の取子より勧進成られ、橋懸申し候処、夫より例に成り、唯今に到
り雫石にて懸申し候、其れ以前は橋これなく、大水には通用留まり申し候“ と「雫石歳
代日記」掲載の南学院本に伝えている。
龍海上人は、寛永十年（一六三三）藩主重直公の側室お勝の方が創建した盛岡の大勝寺に
末寺が八カ寺あって俗にこれを八勝寺と呼んでいた。その一つに岩行山龍勝寺と称する寺が
雫石の下町永昌寺の西隣に明治維新まであった。龍海上人はこの寺の一世である。
取子とは、子供の健康な成長を願う風習の一つである。僧侶または山伏に幼な子を養子に
して貰えば立派に成長するという言い伝えから、お礼を出して形式的に養子と認めてもらう
ものである。この子どもを「取子(とりご)」と称し、明治の中ごろまで行われていた。
（以上「雫石町史」より）
◆
なお、雫石町誌資料第二集「雫石街道の歴史」（雫石町教育委員会刊）では、雫石町史が
史料としている「南学院本」のほかに、仁佐瀬橋の架橋について記述がある文書に「繋村
肝入舘市家享保九年書留」があり、それには次のように記載されていると紹介している。
寛永十七年（庚辰） 此の年八月廿五日、雫石に居り申し候龍海上人、栗谷川通に取子
共沢山御座候に付、所々より取子勧進仕り、又は往来人の功徳のため橋を懸初め、それよ
り雫石ばかりにて、今に到り橋かけ候、荷佐瀬の橋之事、
◆
「雫石街道の歴史」からの引用を続ける。――以上の 2 つの記事は、雫石地方に流布す
る、いわゆる＜雫石年代記＞と称する類型本に記されている事柄である。そのうち南学院
本だけには、その以前は橋が無く、洪水の際は通用が中止になったとしてあり、架橋の前
から仁佐瀬坂通用があったように伝えている。
この記録にあらわれる雫石町の龍海上人とは、雫石町の古舘の入口に所在した岩行山龍
勝寺の第一世龍海上人を指している。（中略） 同寺境内には龍海上人供養の卵塔が存在し
ており、この寺は明治維新まで存続していた。――
２・「仁佐瀬橋架橋」が秋田街道の一里塚築造年代特定に影響
この「寛永十七年 龍海上人仁佐瀬架橋」の記録が、秋田街道の形成期、そしてこの街
道の一里塚築造年代を特定するに当たっての大きな壁となった経緯がある。
研究者の間では、寛永十七年、仁佐瀬に橋が架かるまでは秋田街道はもっと北側の山中
を通っていたのではないか、という考え方もあった。そのルートが、この寛永十七年の仁
佐瀬橋架橋によって現在の秋田街道のルートに変わったというのである。
しかし、そうだとすれば、それより７年前の寛永十年に幕府の巡見使が秋田街道を通っ
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た際には、仁佐瀬経由ではなく篠木峠または鬼古里坂峠のコースを通ったのであろうか。
さらに、その時には里程標である一里塚はどうなっていたのであろうか。有ったのか、無
かったのか。もしあったとすれば、路線変更によって仁佐瀬橋前後の一里塚の距離の整合
はどうしたのか等々の疑問が出てくる。
こうしたこともあって、昭和 40 年、41 年の 2 回行われた雫石町教育委員会による「旧
雫石街道の一里塚の調査」
（岩手大学板橋源教授、岩手大学文部技官佐々木博康氏ら担当）
でも、一里塚の築造年代は特定できず、岩手県文化財専門委員の田中喜多美氏（雫石町出
身）の「寛永十七年仁佐瀬橋架橋後の街道大改修、一里塚築造」という＜龍海上人架橋＞
重視の仮説も含めて三つの築造時期を示めすにとどまって
いる。
他の二説とは①慶長九年～寛永五・六年築造説（盛岡城下
以南の奥州街道・参勤道における一里塚にあまり遅れない時
期に設置していたのではないか、とするもので、当時の「幕
府巡見使入来」の記録を根拠） ②寛永前期、つまり寛永十
年までには整備（築造）されていたとの説（公儀御馬買衆及
び幕府巡見使の入来の記録を根拠に「当時一里塚があっても
不審ではない」とする説。
）である。

▲生森一里塚

３・「盛岡城築城」の前後で秋田街道のコースが大きく変化
ここで「雫石町史」や「滝沢村誌」をもとに、改めて仁佐瀬橋架橋以前、特に盛岡城築
城以前の滝沢(栗谷川村)の篠木と雫石村の境付近における「秋田街道」について見てみよ
う。
雫石町史によればこうだ。
――雫石通りの交通は、中世から秋田街道を基幹としている。この幹線道路である秋田
街道は、寛永年間（１６２４～１６４３年）より幕府の巡見使や御馬買役人など、貴賓の
通行路として奥州街道に準じて取り扱われた。
秋田街道は別に｢雫石街道｣とも呼ばれ現在の国道４６号の基盤となっている路線である。
この秋田街道は、南部氏が盛岡に不来方城(盛岡城)を築城(慶長二～七年・1597―1602)
後に開発された路線である。それ以前は、天昌寺から前潟―土淵―谷地道―篠木―篠木坂
外山を通って雫石通り(筆者注・この「通り」は道路ではなく地域のことをいう。）内に入り、
丸谷地（現小岩井農場管理部事務所の東方）から沼返（旧・長山街道踏切近く）を経て笹
森―名子道を通って雫石に入っているもので、雫石より国見峠はのちの秋田街道とほぼ同
じであった―― としている。
さらに「町史」では、――盛岡城築城によって全ての路線は鍛冶町の元標を起点として
測定・標示されることになり、秋田街道も、鍛冶町―中の橋―日影門―夕顔瀬橋―を経由
して、雫石川の北側沿いに旧雫石川の河床地帯を西に進み（筆者注・現在の柳原、大釜付
近か）、日向を経て仁佐瀬川を境に雫石通りに入り、黒沢川より右折して雫石城址西崖下
と蟹沢川（かんじゃが）の間を通り、雫石城中堀西側の舘坂（永昌寺境内斜め向かい）か
ら雫石の丘陵を上って、現雫石市街地に入り…（後略）――と、その変更されたコースを
説明している。このコースはほぼ現在の国道４６号と重なる。
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改めて、盛岡城「築城前」と「築城後」を比べてみると、「雫石町史」が述べていると
おり、藩政時代の道路交通にとっての最大の難関は河川を渡ることであることが分かる。
平野部に位置し人口が集中している盛岡城下であれば、多少のコストを掛けても架橋が必
要となるが、郊外や山間部の道となれば“費用対効果”の面からも架橋は難しい。秋田街
道では、大釜より以西の路程がそうであったと思われる。そこで、古い時代には「深い谷
川」のような“難所”は避けて、川沿いに遡り、ある程度川幅等が狭くなったところで渡
ったのである。それが先に述べた「築城前」のコースだったのであろう。そしてその難所
とは仁佐瀬川だったのである。現在の道路は〔世
界アルペン大会時〕に高低差があまり無いように
改良されたが、周辺の地形を見ても以前はかなり
「深い谷」だったことが分かる。
事実、仁佐瀬川に架かる橋の両側の道路は非常
に急な傾斜で最近までここの坂は、雫石と盛岡間
の最大の“難所”だったことを記憶している方も
多いだろう。冬には雪道で坂を登れない自動車が
▲上の写真は現在の仁佐瀬橋。橋の南側
から撮影した。元の橋より 6ｍほど高く
なっている。今はかつての難所の面影は
全くない。

続出したものだ。江戸時代であればなおさらのこ
とであったにちがいない。
しかし、盛岡城の築城に伴って、軍事上また交
易上からも街道は短時間で大量の人と物資が移動

できる＜短距離＞に改良することが求められたことは言うまでもない。そこで秋田街道も
「築城後」のコースに変更されたのであろう。
下に、雫石町と滝沢村の境である仁佐瀬川（橋）を中心に＜築城前＞のコースもわかる
地図（５万分の一の雫石町管内図・原寸大）を掲げたので参考にしていただきたい。
（現道（ほぼ築城後コース）は赤色、＜築城前＞コースは緑色で表示した）
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４・「仁佐瀬架橋」は龍勝寺をアッピールする良い機会だった？
しかし、
「築城後」のコースに変更されても、仁佐瀬川が難所であることに変わりなかっ
た。川の増水時には往来の人々はここで難渋したことは容易に想像できる。
（先述の雫石歳
代日記掲載の「南学院本」にある「其れ以前は橋これなく、大水には通用留まり申し候」の記述。
）

こうした状況の中で、立ち上がったのが「滴石町（ママ）の龍海上人」だった。上人が第
１世住職を務める「龍勝寺」は、南部藩四代藩主重信の側室勝山の発願で創建された大勝
寺の末寺八カ寺の一つで、寛永十年雫石に開かれたとされる寺である。寺の場所は現在の
下町永昌寺の境内付近にあったことは先に述べた。
藩主の側室勝山の強い要請で創られた寺でもあり、発願者の権勢維持のために地域での
積極的な勧進活動、
“功徳達成”が求められていた背景があったことは想像に難くない。
龍海上人が架橋工事の資金をどのように確保したか詳らかではないが、先述の史料によ
れば、取子（とりご）という宗教的（勧進）手法を用いて集めたようである。それも寺が
ある雫石地区の信者等の子弟ではなく、「栗谷川通り」（現滝沢村村域）に取子が多数いる、
との記述であり、雫石村より裕福な人たちが多かったことが窺われる。
「取子」については先述の町史の記述にあるので詳しいことは省くが、主に山伏などの
修験者、天台宗の僧侶によって行われたようである。このことは龍勝寺が天台宗の寺院で
あることを考えればうなづけるが、宮古街道の改良工事を行った鞭牛和尚の例にも無く、
当時の南部藩内では新しい手法であったのかもしれない。
５・おわりに
話が少し戻るが、こうして秋田街道の路程変遷の経緯を見てくると、龍海上人が仁佐瀬
橋を架橋したことによって秋田街道の路程が現ルートに変わったという考え方は説得力を
欠くように思える。このことについて雫石町教育委員会の柴田慈幸氏は、平成 21 年３月に
発表した自らの論文「新説・雫石街道（秋田往来）の一里塚」で、次のように述べている。
―「（前略）また、古文書には仁沢瀬橋のことも記録されている。橋がかかったのは寛永
17（1640）年とされ、一説にはこの時雫石街道が開通したとも言われるが、一部資料では
それ以前も道はあり、雨等の際には通行が滞ったことが記されている。上記のことも併せ
て勘案すれば、やはり架橋以前に街道自体は整備されていたと考えるのが自然であろう」。
――

私も同感である。

それにしても、町内下町に明治維新まであった天台宗の「岩行山龍勝寺」、その本寺で
ある大勝寺の歴史には、その成り立ちの不可解さをはじめ、まだまだ興味深いことがある。
その一つ、最初に紹介した永昌寺の東堂藤本徳文和尚さんが見せて下さった石（墓）碑
であるが、東堂は「この『卵塔婆（らんとうば）』は龍勝寺のどなたかの墓碑では？」と
おっしゃっていた。永昌寺の『卵塔婆』については、本稿で紹介した雫石町誌資料第二集
「雫石街道の歴史」の中で、――同寺境内には龍海上人供養の卵塔が存在しており(後略）
――と説明されている。ただ「卵塔婆」は一般的には禅宗の僧侶の墓石とされている。禅
宗である曹洞宗の永昌寺であれば合点がいくが、龍勝寺は天台宗で、禅宗ではない。ある
いは永昌寺のどなたかが、龍勝寺の龍海上人を供養するために卵塔婆を建てたことも考え
られなくもないが…。実に興味深いことであり今後折を見て調べてみたいものだ。
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平成 23 年度の事業等の報告

＜4 月 27 日；定期総会後の諸事業＞

５月１７日（火）第２回役員会開催
１) 町内史跡清掃・整備作業 6 月 21 日（火）【対象：長山街道分岐、生森、高前田一里塚】
・草刈りに役員 4 名が従事・※その後８月１１日、１０月２８日も実施】
２）２３年度第１回郷土史教室 7 月 6 日（水）（町教委と共催）
【見学場所；岩手町方面】
・参加者２６名（会員 12、町民 14 名 浮島古墳群ほか）
３）第１６回北浦・滴石史談会交歓会 7 月 25 日（木）【会場・仙北市】
・参加者 滴石 15 名、北浦 14 名 仙北市内史跡めぐり、研究発表会
４）第 10 回みんなで歩こう旧秋田街道の案内 8 月 5 日（金）【橋場・国見地内】
・主催は御明神公民館（参加者；雫石児童館 18、一般５、公民館職員 3）
９月

８日（木）第３回役員会開催

５）第 1 回郷土史教室 10 月 18 日（火）～19 日（水）【紫波町・花巻市・北上市方面】
・参加者９人〔見学先・志和代官所跡、花巻・賢治イギリス海岸、夏油温泉ほか〕
６）郷土史講演会＜平親王伝説をひもとく…＞11 月 6 日（日）【会場・中央公民館】
・講師；町出身者細川久美氏（東京在住） 参加者１１０名（会員２５名）
・町民公開の会費制交流会を実施３５名参加。
７）第 2 回郷土史教室 11 月 19 日（水）（町教委と共催）【見学場所；雫石地区】
・参加者２７名（会員 12、一般 12、町教委 3）
８) しずくいし少年少女歴史教室 6 月 25 日～11 月 23 日（祝）まで全８回
・参加者小学生５、中学生４、史談会員（支援員）９名 計１８名参加
・町内の歴史史跡巡り、化石採取、芸能祭観賞ほか
９）歴史サロン （毎月第三水曜日夜）【中央公民館・楽屋】１０～１月まで４回開催
毎回４～５名出席（初回は１０名）【話題】は当面する事業等について
１２月２１日（水）第４回役員会開催
今後の予定

1 月 21 日（土）
「第 18 回自主研究・成果発表会」並びに「2012 新春懇話会」
２月４日（土）
「中世の雫石城主」雫石氏の歴史をひもとくフォーラム＆交流会

訃報

病気療養中だった当会会員の下川原幸則氏が１月１６日逝去されました。享年６５歳で
した。とても誠実な方で当会の会合や行事によく参加されていたお姿を思い起こします。
心からご冥福をお祈りいたします。１８日の葬儀には大村会長が参列し、御香典１万円と弔電
を奉呈いたしましたのでご報告します。弔電は 2,215 円でした。つきましては、会員一人当た
り 500 円をご負担いただければありがたく存じます。関副会長か新里事務局長にお届けくださ
るようお願いいたします。
【あとがき】 一年ぶりの会報をお届します。昨年は会員のご協力により各種事業等に積極的
に取り組んだ年でした。本年もどうぞよろしくお願いいたします。今号は会員からの寄稿文の
特集です。4 人の方々に謝意を表します。会報についてご意見やご提言、さらには事業の在り
方等についてもご遠慮なくお寄せ下さい。
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改めて本年の皆様のご健勝とご多幸をお祈りし史談会の発展をお祈り申し上げます。（編集
子）
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