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秋田の お城は 久保田城
白神山地と 十二湖
男鹿 半島を巡 る
あとがき

は じめに

しらかみ

お

が

こ こに集め たのは、 僕が東北 を旅した 全四回の記 録である 。
ひらいずみ
訪れ たのは 第一 回目が平 泉、 下北半島、 田沢湖、第二回が 八
お い ら せ
ざおう
りっしゃくじ
甲田山、奥入 瀬、十 和田湖、第 三回目が 蔵王、立 石寺、第四 回
目が秋 田、白神 山地、男 鹿半島であ る。最初 の旅が一 九九五年
で最後の旅 が二〇〇 九年だか ら、三十代 初めか ら四十代半 ばに
かけ ての旅の記 録である 。といっ ても、最初 は一人 旅、二回目
は家族と 、あとの二 つは友人 との旅だっ た。
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平泉の 中尊寺 へ

じょうもん

僕が 初めて東 北を旅し たのは、今 から二十 年近く前 のことで
おうしゅう
やよい
ある。最初に選んだ行き先は、奥 州藤原氏の都平泉だった 。弥生

え

ぞ

文化 が栄 えるよ うにな っても 、東北では縄 文時代のよう な狩
猟・採集 中心の文化 が続いて いた。平 安初期に なっても 、朝廷
に服 属しない 者がいて、 蝦夷征 伐の対象と なってい た。
む つ
陸 奥 は「 み ちの く 」 と も呼 ば れる が 、「 道 の 奥 」が 語 源 で あ

ふじ わらのきよひら

やすひら

って 、日本人 にとっては 地の果 てというイ メージが あった。 そ
んな辺境 の地にき らびやかな 仏教文 化が花開い たのは、 黄金が
発 見され たから であ り、藤 原 清 衡か ら泰衡まで、約 百年の間
みなもとのよりとも
京風 の仏教都 市が 栄えた わけだ が、 源 頼 朝に 攻められて あ

けいだい

っ けなく滅ん でしま った。その 奥州藤原 氏の文化の 名残の一 つ
が、平泉 の中尊 寺なのであ る。

こんりゅう

東 北本線の 平泉駅を 降り、中 尊寺境内 の月見坂参 道を上っ て
じかくたいしえんにん
いく。 ここは慈 覚大師円 仁の開創と される天 台宗の寺 院である
えき
とむら
が、藤原 清衡 が前九 年・後 三年の役で倒 れた死者を 弔 うため
に建 立した というのが 実際らし い。
左右に杉の 大木が 並んでいる ところは 、山岳寺 院独特の静 寂
さに 包まれてい る。日本 人の宗教 心の根本は 、山に 漂う霊気に
対する尊 崇の念から 発したも のなのだろ う。普 段は余り信 仰心
を持 っていない 人間でも 、天を覆 う杉の枝葉 から降 りてくる気
を浴びる だけで、心 の奥深く に眠って いた魂が よみがえ ってく
るも のである 。
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べんけいどう

みなもとのよしつね

あた

坂 の中ほど の弁 慶堂に は、悲 劇の 武将、 源 義 経・弁慶 主
ぼうこだい
従の木像が 安置され ている。 向かい側の 望古台 からは、緑 あふ

さいご

れる水田と、蛇行する北上川の流れが見える。小さな林の辺り、
た かだて
ちょうど川の流れが変わる付近が高舘の跡だという。義経が

あ み だ ど う

最期を遂げた地が、こうしてパノラマの形で見渡せるのである。
長い参道 を上りつ づけて、 ようやく中 尊寺の 本堂に出た 。参

おおいどう

拝し た後、大 日堂、不動 堂、阿 弥陀堂など が並ぶ道 の先、林 に
こん じ きど う
囲まれた中に目指す金色堂はあった。これは鉄筋で作られた
覆 堂の内側 にある。
まつ
文字通り金色の堂は、壇上に阿弥陀三尊と二天像 、六地蔵が祀
られ ている。 精魂込め て作られ た美の極 致の下に、 藤原三代 の
ミイラと 四代泰 衡の首が収め られて いることに 、信じが たい驚

きを感じる。そもそも、自身の遺体を火葬にも土葬にもせずに、
保存しよ うと思 ったのはな ぜだろう 。金色に 輝く諸仏の 下に葬

わ

しんごんしゅう

ら れることで 、死後 に自身が仏 となって 拝まれる ことを望ん で
いたの か。
で

東 北はミイ ラが 多い地 方であ る。出羽の即身 仏は真 言 宗の
なら
ぜんじょう
開祖空海 に倣 って、 禅 定 に入 ったまま死を迎え る過酷な修行
の成 果だった。 飢饉で苦 しむ農民 を救いたい という 思いがあっ
あが
たとされるが、死後に仏として崇められることを望んだ点では 、
金色 堂に眠るミ イラと共 通点があ る。
ひごう
し
ただし、 四代泰衡 は源頼朝 によって、 非業の 死を強いら れた
わけ だから、 恨みを金色 堂の中 に封じ込め る意図も あったら し
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じょうぶつ

い。 鎌倉側 にし てみれ ば、泰 衡に何としても 成 仏しても らわ
かな
ねばならなかったわけである。成仏が叶わない場合も想定して、
金色 堂を囲むよ うに旧覆 堂が作ら れていたの は、二 重の覆いで
のろ
滅ぼされ た一族の呪 いを封じ 込めようと したの である。
その おかげで 金色堂は 、八百年後 の現在で も、美し い姿を保
ってこら れたわけだ が（厳密 には修復 されてい るからと も言え
る の だが ）、 あ の 人 工 的な 壇の 輝 き には、 恨 み を じ っ と こら え
た藤原四 代の放つ霊 魂の妖気 がこもっ ていると 考えると 、背筋
に冷 たいもの が走ってし まう。 金色堂が鬼 気迫る美 しさを誇 っ
ているの は、その ためだった のでは ないか？ 覆堂の外 に出る

しゅうえん

と、 ヒグラシ の声がし て救われ たような 気持ちにな った。
少し離 れた位置 に、旧覆堂 は建っ ていた。こ れは新し い覆堂

まつおばしょう

とぼそ

こがね

が 造られ て、移 築さ れたも のである。松 尾芭蕉は義経終 焉の
地高舘に足を運んだ後、中尊寺の金色堂（光堂）を拝している。
『 奥の細道』 には「 七宝散うせ て、珠の 扉 風 にやぶれ 、 金 の
柱霜雪 に朽て」 とあるか ら、金色堂 が現在の 美しさを 保ってい
るのも、実は 後世の 修復のおか げだとい うことが 分かる。
芭蕉が 目にし た覆堂は、 この移築 された方 である。屋 根や柱
はしっかり している が、長年 手入れがさ れなか ったのだろ う、
太い 木の柱は艶 がなくは げて、割 れ目や傷が 痛々し く見える。
左脇には 芭蕉の銅像 が建って いる。この 覆堂の 前で詠んだ 句が
さ み だ れ

五月雨の 降のこし てや光堂
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である 。
さんこうぞう

金色 堂から本 堂の方に 少し戻った 讃衡蔵に は、中尊 寺の文化
財が保存 されている 。目を引 いたのは、 金色堂 の壇の下、 棺に
収め られていた 副葬品で ある。枕 などには茶 色いし みがついて
け さ
いて、少し前まで遺体が載っていたと思えるほど生々しい。袈裟
など はほとん ど原型をと どめて いない。念 珠には水 晶が用い ら
れ、奥州 の黄金も中 から発見 された。 これを見 てはじめ て、金

もとひら

色堂 が本来持 つ意味を、 感覚的 にも理解す ることが できた。

じ

毛 越寺の庭 園
もう つ

毛 越寺は円 仁の開基 で藤原清 衡、基衡 親子が再興 した天台 宗
がらん
の寺院 である。 かつては 中尊寺をし のぐ大寺 院だった が、伽藍
の大半は戦乱 で焼失 し、現在は 浄土庭園 により往 事をしのぶ こ
とがで きる。
今は宿泊者 を受け 容れていな い宿坊に 、その日 は泊まるこ と
がで きた。日暮 れがすで に迫って いたが、毛 越寺の 境内を散策
つきやま
すること にした。人 影はすで になかった 。大き な池や築山 が、
当時 の面影を伝 えている 。浄土式 と言われる だけに 、池の縁の
曲線には 言い知れぬ 美しさが ある。周 囲を巡る だけで三 十分は
かか るだろう 。
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そうごん

池の向 い側に 回ると、か つて存在 した円隆 寺の礎石が 残って
したん
ぎょく
いる。金や紫檀をふんだんに用いたお堂には、日本で初めて 玉

しょうろう

を眼 にはめ込ん だ仏像が 安置され ていた。荘 厳な寺 院も荒廃し
どうう
て、つい に摩滅した 礎石のみ となった。 そこに 建立された 堂宇
を、心の中で再現してみようではないか。鐘 楼などの建物は、
すべて朽 ち果ててし まったが 。

にそう

池の美 しさだけで も、魂を 癒す力を持 ってい る。水面の 中央
には 、龍の頭 をかたどっ た船ら しきものが 二艘、月 の光を浴 び
や
て浮かび 上がって いる。遣り 水は復 元されたも ので、縁 に敷き
詰め られた石 は、雨水 が池に注 ぎ込むよ うに工夫さ れている 。
山門の脇 を通り 、出島石組が 見える 辺りまで来 た。突端 には池

中 立石がそそ り立っ ている。
石には 心がある という。力 がどち らを向いて いるか、 石がど
ち らに行きた がって いるか、庭 職人には 分かると いう。池中 立
石は斜 め上の宇 宙に向か って、飛び 出そうと している 。一方、
静かな水面は 水平に 広がろうと して、斜 め上に引 っ張る石の 力
と引き 合って、 絶妙なバ ランスが取 れている のである 。全く静
けんいん
止してしま っている ようで、 牽引する緊 張がみ なぎってい る。
静は 引き合う力 のバラン スによっ て、かろう じて保 たれている
のである 。
円隆 寺の礎石 がある位 置から、ち ょうど池 を半周し ていた。
対岸にあ った伽藍の 右側には 、鐘楼が 見られた はずであ る。も
う闇 に沈んだ 遣り水の辺 りでは 、かつて平 安貴族が 歌会を催 し
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みなも

ていた ことだろ う。
がん
雁のつがい が二羽 、薄暗い空 を横切っ ていく。 池の水には 広
がっ た雲となだ らかな稜 線が映っ ている。鏡 となっ た水面は、
折々の自 然と人の心 をとらえ る。ただ岸 の近く は微かな波 紋が

へ

じ

おおみなとせん

生じ ている。底 から清水 が湧いて いるのかも しれな い。

下 北半島を 行く
の

むさしのくに

平 泉 を 出 た あ と 、 野 辺 地 か ら 大 湊 線 の 快 速 下 北 に 乗り 込 ん
む つ わ ん
な
だ。陸 奥湾に沿 って、凪 いだ海や松 林の脇を 、気動車 はかなり
のスピードで 過ぎて いく。
半島の 中ほど 、陸奥横浜 は寂しい 漁村であ る。武蔵国 の横浜
村も、幕末 に開港す るまでは 、ここと同 じよう に、人影も まば

た

な

ぶ

らだ ったのだろ うか。下 車したの は、終点大 湊の一 つ手前、下
おおはたせん
北駅である。当時はここから下北交通大畑線が延びていたので、
気動 車に乗り換 えて田名 部駅まで 行った。
おそれざん
駅 を 下 り て 、 恐 山 行 き の バ ス に 乗 り 換 え る 。 なぜ そ こ へ 向
かお うとして いるのか。 イタコ に口寄せし てもらお うという わ
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けでは ない。小 学校時代 の女の先生 が、下北 出身でよ く実家や
恐山のこと を話して くれたか らである。 先生は 四年生の時 の担

たえこ

任で 、子供の目 から見て も美人だ った。何事 も本音 で話してく
れたし、 ちょっとボ ーイッシ ュな魅力も あった 。先生の名 前は
妙 子 な の で、「女 少 な いって書 く んだ ね 」 と 笑 い なが ら も 、 少
年たちは 皆よくなつ いていた 。

いつくしま

先 生の実家は むつ市大 湊にあっ た。海沿い の家で 、縁の下は
波に洗わ れていると いう話だ った。海 の上に建 つ家なん て、何

さかい

だか厳 島神社みたいだなと思った。先生の幼い頃の遊び場が、
イタコで 有名な恐 山だった。
「 この世 とあの 世の 境 が あって、先 生は何度も行っ たり来た
りしたの よ」

十歳の僕にとっては、恐山に本当に生死の境があると思われ、
先生が特 別な能 力のある女 性のよう に感じら れたのだっ た。先
生 が語った霊 界の入 口を、この 目で確か めたいと いう少年の 日
の思い が、今回 、ここに やってきた 理由であ る。

う そ り や ま こ

町を抜 けると バスはやが て、林の 中を縫っ ていく。急 勾配の
ありじごく
坂を上った かと思う と、今度 は蟻地獄へ 落ちる ように、谷 底深
く下 っていく。 宇曽利山 湖の水面 が見えた途 端、窓 からは鼻を
さんず
突く亜硫酸ガスの臭いがした。卵が腐ったような刺激だ。
「三途
の川 」に差しか かったと き、朱塗 りの太鼓橋 のたも とで、イタ
コのお婆 さんが小さ くなって いた。
恐山という地名の由来だが、湖の名前になっている「ウソリ」
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と同じ く、アイ ヌ語の
（ 入り江） がなまり 、火山地帯 の
ush-or
荒 涼 と し た風 景と 相 ま って 、「 恐 山」 とい う お ど ろ お どろ し い

にしえまさゆき

名前 がつき、死 者の魂が 集まる霊 場と考えら れたら しい。
口寄せで 語られる 内容は、 どれもこれ も似た り寄ったりだ と
いう 。以前、人 類学者の 西江雅之 先生にうか がった 話だが、イ
しん ぴょうせい
タコの 語りに は信 憑 性が ない だろうと、マ リリン・モンロー

た

の霊 を、イタ コに呼び出 しても らったそう だ。本物 の霊なら 英
なま
語を話す はずだが、 東北訛り の語り口 で、毎日 何を食べ ている
かと 問うと、 ご飯を炊い て味噌 汁を作って いると答 えた。そ れ
以来、外国人の霊を呼び出すのはお断りになったということだ。
えんつうじ

し か ん た ざ

どうげんぜんじ

恐山のバス停を下り、円通寺の山門をくぐった。ここは

そうとうしゅう

曹 洞 宗 の寺 である。 只管 打坐の 道元禅師の教えと、 イタコの
か
口寄せで はどう にも嚙み合 わない。 もともと は天台密教 の円仁

こ

きとう

に よって開か れた寺 であり、地 獄へ落ち た者を救 う地蔵尊へ の
信仰が 結びつい たこと 、
「曹洞土民」という言葉があるように 、
りんざいしゅう
幕府の権 力と 結びつ いた臨 済 宗 とは異なり、民 衆への布教を
中心と した曹洞 宗では、 請われるま まに祈禱 なども行 っていた
そ じ
点からも、 恐山信仰 を受け容 れる素地は あった のだろう。

ようがん

山門 の太い柱 は立派だ ったが、そ れほど古 いものに は見えな
い。本堂で参拝を済ますと、いよいよ地獄巡りの始まりである 。

すきま

はさ

かざぐるま

ごつごつした熔岩がうねるように続く。表面が青白い地表には、
ところど ころ枯木が 生え、窪 みから臭 い煙が噴 出してい る。
道の両側には小石が積み上げられ、隙間に挾まれた風 車は、
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カラカラ音を立てて回っている。全くこの山はカラスだらけだ。
たけ
じぞうぼさつ
左前方の丘 には身の 丈数尺の 地蔵菩薩が 立って いるが、そ の頭

いじ

にも カラスは止 まってい る。地表 の白さとこ の鳥の 黒い翼が、
不気味な コントラス トをなし ている。

ようせつ

寺の 境内で苛 められる こともない ため、カ ラスは人 を恐れず
我が物顔 の様子。盛 んにカア カア鳴い て、翼を ばたつか せると

まと

枯枝 から飛び 立つ。納骨 堂や夭 折した者の 名を刻ん だ石が並 ぶ
てぬぐい
かぶ
がら
中、道端 のお地蔵さ んは頭に 手拭が被 せられ、 様々な柄 の着物
を纏 わされて いる。
一口に 霊場と言っ ても、人 はここに 仏による 救いでは なく、
じか にあの世 を見たく て来るの だろう。 白い岩が白 骨を連想 さ
るいるい
せるため 、一面 は粉々となっ た骨の 山に見えて くる。累 々たる

おもむき

墓 場の連続、 といっ た 趣 か。小 さな丘を幾 つか越 えると、彼
ごくらくがはま
方に緑が かった 宇曽利山湖 が姿を現 す。岸辺 は極楽ヶ浜 と呼ば
れ ている。
いおう
湖岸に 近づく につれて、 再び硫黄 の臭いが 鼻を突いた 。水面
はところどこ ろ黄色 く、湖底か らは何や ら湧き出 している。 指

かこく

たど

先を入 れてみる とかなり 熱い。五十 度近くあ るのでは ないか。
エメラルド ・ブルー の湖水は 見かけの美 しさと は裏腹に、 生き
物に とって実に 苛酷な世 界なのだ 。極楽まで 辿り着 いた、と思
いきや、 いまだ地獄 から抜け 切っていな い、と いう悪夢を 見て

おひれ

いる 気がした。
実際、こ の酸性度 の強い湖 には、土着 のウグ イの他は生 息で
きず 、普通の 魚の尾鰭や 卵では 溶けてしま うらしい 。ただ、 対
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岸には 緑の大地 が広がっ ており、こ こにはい ない山鳥 のさえず
りなども聞 こえてく る。あそ こまで渡れ ば、地 獄から逃れ られ
るに 違いない。
しばらく して山門 を出て、 途中に通っ た太鼓 橋のたもとに 戻
った が、すでに 口寄せを するイタ コの姿は消 えてい た。
*
車 が丘の 頂を越 えると 、気 分が明 るみ だした。太 陽もふ
たた び現わ れてい た。ず っと 向こう 、ブル ターニュ 街道の

まだら

交 叉点が 告知 されて いるあ たりで 、ガ ソリン ・スタンドが
灰白 色に塗 った植 民地 風の木 造平屋 建で 展望をさえ ぎり、

りゅうりょう

風 のなか にのぼりを なびかせ ていた─ ─ところど ころ 斑 に
褐色 を呈 している 森の あわい に保た れて いる若々 しい秋の
よ う に、 突然 そこ に、嚠 喨たる ヴァ カンス の気分 が燃 え
たっ てい た。ブ ルター ニュの あち こちの 岬々の上 に広がる
広大な白い空は 、すでに午後の傾斜の上にためらっていた。
（中 島昭和・ 中島公子訳 ）

のが

これ はフラン スの作家 ジュリアン ・グラッ クの『半 島』に描
かれたブ ルターニュ の風景で ある。大西 洋に突 き出した荒 涼と
した 半島である 。大ブリ テン島か ら逃れたケ ルト人 が、ブルタ
ーニュ公 国を作って いたが、 十六世紀 にフラン ス王国に 併合さ
れた 。ケルト 人の言葉は 、フラ ンス語とは 系統の異 なるブル ト
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ン語に 保存され ている。 フランス本 土の中の 異国であ り、ここ
の自然を愛 したグラ ックは、 処女作『ア ルゴー ルの城にて 』で
も舞 台とした。
本州の一 番北にあ る下北や 津軽には、 十七世 紀頃までアイ ヌ
人が 住んでいた 。奈良時 代から進 出した和人 によっ て、陸奥や
出羽の住 民は早くか ら同化し ていたが 、最北端 の地には 、近世

こば

に至 るまでア イヌの文化 が生き ていた。そ の後、こ の地のア イ
ヌ人も同 化を余儀な くされ、 アイヌ語 の東北方 言も消滅 してし

しりやざき

まっ た。本州 の中で最後 まで同 化を拒んで いた地方 であり、 荒
涼とした自然と灰色の空が広がる。僕が下北半島の北東端、
尻屋 崎を歩き ながら、 フランス のブルタ ーニュ地方 を思い浮 か
べたのも 、偶然 ではなかった のであ る。

おしま

とぼ

対岸は 北海道の 渡島半島で ある。 青春の頃の 思い出が 詰まっ
た 北海道に比 べて、 本州の北端 は人影も 乏しく、 目を見張る も
のは何 もない。 僕は一人 で尻屋崎の 林道を歩 いていた 。海岸か
ら吹き上げて くる風 が、針の山 のような 松の葉の 間を抜けて い

くさはら

く。水 面を渡る 海鳴りと 響き合い、 トーンの 低いホル ンを吹き
鳴らす。
左方 の草原に は、茶色 い肉牛がし ゃがんで いたが、 こちらに
気づいて 一斉に立ち 上がった 。ヤッケが 風をは らんで、ハ タハ
タ音 を立ててい る。気を 立たせる のは危険で ある。 距離を取る
と、向こ うも安心し たのか、 また座り 込んだり 、草をは み出し
たり した。
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牛の間 にも上 下関係があ るのか、 ボスのよ うな牛が歩 くと、
つの
いかく
残りも付き 従ってい く。角を 向け合って いるの は、威嚇し 合っ

だいだい

かれん

てい るのか、ふ ざけ合っ ているの か。
溝を隔て た先には 、馬が数 頭たたずん でいた 。地面にはタ ン
ポポ に混じって 、 橙 に紫 色の斑点 がある、 可憐なエゾ スカシ
ユリが咲いている。足下の花と遠方の馬の群れを写真に収めた。
茶色 い馬のほ かに、黒っ ぽいの や灰色がか ったのも いた。た て
がみを風 にはためか せ、首を もたげた りして、 隣の馬と むつみ
合っ ている。
灯台の建つ尻屋崎という地名は、アイヌ語の sir-ya
、「絶壁の
つしま
ある港」に由来するという。ここは海峡に流れ込む対馬海流と、
ちしま
太平洋の 千島海 流がぶつかり 合う。 船の難破す る墓場を 見下ろ

だんがい

す 断崖に、白 亜の灯 台は建って いる。風 雨と波によ る侵食を 受
おうとつ
けて、そ そり立 つ崖には、 怪物の歯 のような 鋭い凹凸が 刻み込
ま れている。 沖には 小島が二つ 、右の方 が親で、 左の方が子 と
いった 趣である 。対岸の 北海道が青 くかすん で見える 。
午前中に牛の群れを見た所へ戻ってきた。林道の向こうから、
一台の軽ト ラックが 走ってき た。それに 追われ るように、 無数
の牛 が走りだし てきた。 手前にい た牛たちも 、再会 を喜ぶかの
ように、 迎えに行く のだった 。両者が合 流する と、鼻面を 互い
に近 づけ合って いる。牛 たちは一 斉に丘の方 に駆け ていく。五
十頭はい ただろうか 。中には のろのろ した奴も 、大人の 牛に必
死についていく子牛もいる。草原を移動する茶色い筋肉の波に、
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しばら く目を奪 われてい た。
夜中になる と風雨 ともに強く なった。 うなって いるのは風 な
のか、それとも海なのか。下北の厳しい自然を音で感じていた。
ひより
長い夜だ った。朝に なると、 一転して凪 いだ穏 やかな日和 とな
った 。半島を巡 っている 間、これ ほどの晴天 に恵ま れたのは初
めてだっ た。
僕 は尻屋崎を 発ったが 、前日の 宿の夕食に 出たイ カの刺身の
味を思い 出していた 。いいイ カはまだ 色が赤黒 い。白く なって
しま ったのは 古いから、 生では 食べられな いという 。刺身の 鮮
度がいい かは、口 の中に入れ ると溶 けて、ほん のりとし た甘み
で分 かる。都 会で食べ る、白く て固いイ カとは大違 いだった 。

田 沢湖およ び乳頭温 泉
下 北半島を 出た僕は 、盛岡か ら田沢湖 線に乗った 。当時は ま
だ秋田 新幹線は 開通して いなかった 。とはい っても、 沿線の様
子が変わった わけで はない。新 幹線の車 両が通る ようになっ て
も、相 変わらず 単線のま まで、洗濯 物が干し てある軒 先を過ぎ
て、踏切を 渡ってい くところ など、新幹 線とは 名ばかりで ある

あかぶち

のが 分かる。
当時は田 沢湖線し か通って いなかった 。窓を 開けると、吹 き
込ん でくる風が 涼しい。 赤渕駅を 出ると、列 車はい くつもトン
なだれ
ネルを抜 けていく。 雪崩よけ の囲いの 中に信号 所がある 。単線
のた めに、上 り特急の通 過待ち となった。 中は昼間 でも夕暮 れ
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のよう に薄暗い 。下は渓 流となって おり、増 水した水 が一気に
滝となって 落ちてい く。

すさ

田沢 湖駅に到 着した。 上りの特急 が四十分 も遅れた り、各停
が運転打 ち切りにな ったりし ていた。そ れだけ 、秋田県内 の降
雨量 が凄まじか ったのだ ろう。す でに雨は上 がって いたが、田
沢湖畔へ 行くバスは ガラガラ だった。
田沢湖 というと、 日本で一 番深い湖と して知 られている 。最
深部は四二三メートルもある。カルデラ湖で円い形をしている。
それ以外 に何があ るんだろう ？
ユ ースホス テルに荷物 を置い て、自転車 で湖岸を 時計回り に
一周する ことに した。豪雨の ために 田沢湖の水 位も上が ってお

たつこひめ

ござのいし

り 、湖岸の草 も水を かぶって、 さざ波が ぴちぴち岸 に打ち寄 せ
ている。

し こ つ こ

と ころで、 見るべき ものはあ ったか？ 辰子姫の 像と御座 石
神社く らいで、 円形の湖 岸は入り江 や半島も ないから 、対岸も
ば
丸見えで、ど こから 見ても大し て代わり 映えしな い。水深の 深

え

さで田 沢湖、支 笏湖に次 ぐ十和田湖 とは、風 景の美し さでは争
えない。これらの湖は、どれも火山が陥没したカルデラ湖だが 、
田沢 湖に関して は、深い だけが取 り柄の湖だ ったの である。
何で田沢 湖なんか に来たん だろうと思 ってい たら、ユース ホ
ステルに当時の僕と同じくらいの年、三十歳前後の青年がいた。
意気投合 して、翌日 のスケジ ュールに ついて話 した。た またま
同室となった人と、親しく話ができて、旅の情報を交換したり 、
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一緒に 遊びに行 けたりす るのがユー スホステ ルの魅力 である。
たた
日が暮れて からまた 降り出し た雨は、ま すます 激しく屋根 を叩
いて いた。
「乳 頭温泉に行 こうと思 うんだけ ど、良かっ たら一 緒にどうで
すか」
次の日の朝、例の青年に声をかけられた。彼は車で来ていた。
のてん
野天風呂 が混浴だっ たらいい のに、と こだわっ ている。 誘われ
るま まに乗り 込み、田沢 湖を離 れたのだが 、あいに くの悪天 候
である。 降りはま すます激し くなり 、叩きつけ る雨で道 路に水
がた まり、タ イヤが跳 ね上げた 水しぶき を、車体が かぶって し
まうほど である 。

せいろく

乳 頭温泉は 乳頭山の 西麓に点 在する温 泉で、標高 八百メー ト
じゃりみち
ルの高地 にある 。道幅の狭 い砂利道 を上って いく。向か ってい
る のは鶴の湯 である 。この温泉 ではもっ とも歴史 があり、久 保
とうじ
田（秋 田）藩主 も湯治に 訪れていた という。
到着する頃には小降りとなった。ひなびた温泉宿といった
ふうしゅ

風趣で ある。焦 げ茶の板 塀の建物は 、半世紀 ぐらいの 歳月を感
じさせる。 水車は山 からの濁 流を受けて 、すご い勢いで回 って
いた 。
「屋内の 温泉は狭い から、野 天風呂に入 りませ んか」
さんちゅう

彼は混 浴を 期待し ていた のだが、 猿の出て来るような 山 中

でな ければ、 今時存在し ないだ ろう。目の 前に更衣 室があっ た
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ので、 裸になっ て乳白色 の温泉に入 った。張 り出した 屋根から
すだれ
つる
は 簾 が下 がり、 夜に照らす ランプも 吊されて いる。
木の 枠で囲ま れた浴槽 は広々とし て、周囲 には砂利 が敷かれ
とい
ている。隙間からぶくぶくガスとともに噴き出した湯は、木の樋
を通 して運ばれ てくる。 背後の斜 面には、広 葉樹や クマザサが
茂ってい る。

ほうじょう

正 面には小さ なお堂が あるのだ が、左右に 控えて いるのは、
こまい ぬ
狛犬ではなかった。何と巨大な二柱の男根だったのである。
豊 穣を祈 願す る点で は、 ヒンドゥー 教のリンガと共 通してい
しろもの
る。こん な太くて 大きい代物 は、ウ ルトラマン でも持っ ていな
いだ ろう。石 造りの物 を指さし て彼は笑 っている。
「本当に リアル に出来ている なあ」 と僕が言う と、彼は 「東北

に は多いんだ よ、遠 野でも見た し」と答 えた。
降り続 いた雨の おかげで、 長湯し ていられた 。こうい う古風
な 趣の温泉は 、数が 少なくなっ てきてい る。降っ ているのが 雪
じょうちょ
だった ら、なお さら情 緒を感じ たことだ ろう。
まんきつ
中にいたの は終始 、僕ら二人 だけだっ た。満喫し たところ で
上がり 、着替え てから水 車の前で記 念撮影。 先ほどの 野天風呂
の前に出た 。雨で濡 れて見え なかった看 板が少 し乾いて、 墨の
字が 浮かび上が っている 。二人は 目を疑った 。
「女湯」
二人 は女湯に 入ってい たのだ！ もしそこ に裸の女 性が入っ
てきたら 、混浴だと 喜んでい るどころ ではない 。金切り 声とと
もに……。あの男根の意味も分かった。この温泉に入る女性は、
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こだから

子宝を 授かるこ とを祈っ てきたに違 いない。 お湯が乳 白色であ
ることも象 徴的だっ た。

八 甲田山と 奥入瀬
僕 が二回目 に東北を 訪れたと き、前回 の旅から八 年が過ぎ て
いた。今回は一人旅ではなく、母と妹と三人の家族旅行だった 。
その間に父が 亡くな り、母も足 腰が弱っ てきてい たから、家 族

の ん べ え

で遠出 するのも これが最 後かもしれ ないと思 った。
羽田空港か ら日航 機で青森空 港へ。レ ンタカー を借りて八 甲
田山 に向かう。 運転する のは妹で ある。呑兵 衛の僕 は、父と同
じく免許 を取得しな かった。 ロープウェ イで一 気に、初秋 の山
を眼 下に上って いく。
れんたい
八甲田山といえば、明治三五年（一九〇二）、青森歩兵第五聯隊
第二 大隊が、 日露戦争を 想定し た雪道踏破 の訓練中 、暴風雪 の
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ほうこう

ごうりきでん

中で彷徨し、二一〇名中一九九名が死亡した。映画『八甲田山』
にった
は、新田次郎の『八甲田山死の彷徨 』が原作である 。ちなみに 、
『強 力伝・孤島 』所収の 「八甲田 山」は、原 作とな った長編の
原型とな った短編で ある。
その日の 天候は快 晴。悲劇 の舞台とな った山 は、すでに 秋た

じゅうたん

けな わとなっ ていた。ロ ープウ ェイの乗車 時間は約 十分。気 温
せっし
は摂氏八 度。東京近 郊なら初 冬並みの 寒さであ る。中腹 以上は
紅葉 が進 んで、 赤茶と 黄と緑 が織りなす 絨 毯となり 、上空に
ぽっかり 浮かんだ 雲が、斜面 の凹凸 にゆがんだ 影を落と してい
る。
山頂か らは円弧 を描く陸奥 湾が、 午後の光を 浴びて白 く見え

る 。中央に広 がるの が青森市街 。左手に なだらかな 丘陵が伸 び
さえぎ
るの が津軽 半島。 右手の 鎌のよ うに湾の入口を 遮 るのが、 か
つ て一人旅し た下北 半島である 。
こがねいろ
大小の 石が転 がる山道を 進むと、 前方に黄 金色に輝く 沼が見
えた。枯れ草に縁取られた水面は、大気を透過してきた光線で、

ひ

ざ

無数の 星くずが きらめい ている。岸 辺を包む 山並みに は、晩秋
は
の趣を添え るナナカ マドの赤 い実がなり 、澄ん だ青空に映 えて
見え る。強い日 射しと澄 んだ大気 。光は浴び ると肌 を刺し、冷
やかな風 が背筋を震 わせる。 その間、妹 は母の 手をずっと 引い
てい た。
奥 入瀬のホテ ルに荷物 を置いた 後、十和田 湖方面 に車を走ら
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せた。 渓流は川 幅が狭く 、泡を立て て渦を巻 いている 。緑のト
ンネルの中 を、水面 からわず かに高い川 沿いを 、くねくね と上
って いく。洪水 にでもな れば、こ の道も濁流 の一部 となってし
こ も
まうだろ う。木漏れ 日が緑の 葉を透かせ 、水面 に柔らかな まだ
らの 光を落とし ている。
みなもと
奥入瀬川 の 源 にた どり着いた 。十和 田湖の湖畔 を、ドラ イ

えんぎ

ブす ることに した。田沢 湖、支 笏湖に次ぐ 深さを誇 る十和田 湖
は、破局 噴火を起こ した火山 が陥没し たカルデ ラに、水 がたま
って できた湖 である。延 喜一五 （九一五） 年の大噴 火では、 周
かさいりゅう
囲二十キ ロが火砕 流で焼き払 われた 。
カルデラのある火山は、山体が崩壊して外輪山を残すのみで、
ざんがい
火山の残 骸のよ うに考えられ がちだ が、カルデ ラが生成 される

以 前は巨大な 山容を 誇っていた のであり 、膨大なマ グマが供 給
可能なこ とを忘 れてはなら ない。再 びカルデ ラ内で新た な噴火
を 起こし、広 範な地 域を焼き払 う危険が 残ってい るのである 。
きば
美しい 湖は恐ろ しい牙を 隠している わけであ る。
やすみや
十和田湖畔 の休屋 に出た。山 菜そばを 食べた後、 湖岸を乙 女
の像に 向かって 歩いてい く。岸辺か らほど近 い小島は 、木々が
もり
ほこら
赤く色づ き、 杜に囲 まれた 可愛い 祠 も見える。 手前の水面は

いくえ

光を 浴びて、白 昼夢のよ うにきら めく。幸福 な光に 包まれた湖
面を、カ ップルのボ ートがゆ ったり進ん でいく 。漁船が走 り抜
ける と、波が幾 重にも起 こって、 湖岸の砂地 を巻き 込むように
ろ か
打ち寄せ る。戯れる 水は濾過 されたご とく、掌 ですくっ て飲め
そう なほど澄 んでいる。
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ひょうへん

まぼろし

雲が広 がって きた。 幻 は たちまち 失せてしま う。冷 たい風
が吹いてく ると、上 着を羽織 らないでは いられ なくなる。 北国
の自 然は豹 変す るら しい。 わずかの間に 、一ヶ月ほども 季節
が進んで しまった気 がした。

かわも

こやま

翌日の朝 、奥入瀬 のホテル にある渓流 岩風呂 に入った。 緑あ
ふれ る川面の 向こうには 、紅葉 を始めた小 山も見え る。正面 が
つ
すべてガ ラス張りな ので、朝 日を浴び た光景を 巨大な浴 槽に浸
かり ながら、 眺められる のであ る。
朝食を 終えた後、 チェック アウトし て、奥入 瀬の上流 に向か
って 車を走ら せた。白 濁した渓 流の近く で止め、し ばらく散 策
すること にした 。母の手を引 いて歩 いたのだが 、足下が ふらつ

く のを見て、 老いが ここまで進 んだのか と心が痛ん だ。
十和田 湖まで上 ったところ で、昨 日とは反対 に左回り で湖岸

ましゅうこ

を 走った。カ ーブが かなりきつ く、車酔 いしてし まいそうで あ
る。山 の斜面を 上ってい き、展望台 から湖を 遠方に見 渡した。
波の立たぬ青 い湖面 は、磨き上 げたサフ ァイアの 断面のよう に

む

美しかった。摩周湖を見下ろした時の、あの感動を思い出した 。
すべての音 が青い水 面に吸い 込まれてい く。底 なしの沈黙 の奥
には 、遠い未来 に牙を剝 くマグマ が眠ってい る。
おくら
手前の突 き出した 御倉半島 と、後方の 小さな 中山半島、そ の
間が 湖の最深部 であり、 最初に生 まれた小さ な湖が あった所で
なかのうみ
ある。 現在、 中 湖と呼ば れる 辺りには、か つて川が刻み込ん
だ渓 谷が、湖 底に沈んで いると いう。その 後、湖水 がぐっと 増

40
41

えて、 現在の姿 になった のは二千年 ほど前の ことらし い。歴史
の浅い湖な ので、ヒ メマスが 放流される までは 、魚類は生 息し

じょう もん じん

ていなかった。その中湖の湖底で、平安初期に大噴火が起こり、
青森市付 近まで火砕 流で焼き 尽くされた のであ る。

三 内丸山遺 跡を訪ね て

いなさく

日 本人 の起源 につい ては、 古モンゴロイド の 縄 文 人が先住
やよ い じん
していたところに、大陸から新モンゴロイドの弥生人が移住し、
混血を繰り返 すうち に、現在の 日本人の 基礎が形 作られたと い
う。か つては縄 文人とい うと、稲作 を知らな い狩猟民 族で、国
家という観念も持たない原始人というイメージが持たれてい

もの み やぐら

た。
しかし、 現在では 稲作はす でに縄文時 代後期 に始まってい た
とさ れ、 高度な 文化を 持ち、 高い物見 櫓 を建てしっかり した
たてあな
竪穴住居 に住み、芸 術性の高 い土器や 装飾品を 生み出し たとい
う。 芸術性に 関して言え ば、実 用本位で芸 術性の欠 けた弥生 土
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器より 、高度な 装飾性を 備えた後期 の縄文土 器に、日 本人の美
に関する躍 動的な感 性を認め ることがで きる。 それを再発 見し
たのが、「太陽の塔」で知られる岡本太郎である。
よし の が り
佐賀県の 吉野ヶ里 遺跡は、 発掘調査に 基づい て、弥生時代 の
建築 群を再現し ているが 、青森市 内の三内丸 山遺跡 も、博物館
である「 縄文時遊館 」の近く に多くの 建築物を 、集落を 想定し
た姿 で配置し ている。
母 と妹、僕の 三人は、 十和田湖 を離れて青 森市内 の中心に向
かう前に 、三内丸 山遺跡に足 を運ん だ。歩くの が不自由 になっ
てき た母もい たことか ら、丁寧 に見学す ることはで きなかっ た
が。ここ ではこ の遺跡の概要 と、感 じた印象を 述べるに とどめ

ど ぐう

よ う。
まず「 縄文時遊 館」では、 当時の 集落に関す る短いビ デオが
見 られる。ギ ャラリ ーでは土器 や土偶な どの出土 品や、火起 こ
しの道 具、漁労 に使われ た小舟など も展示さ れ、映像 や音響を
利用した自然 環境も 疑似体験で きる。体 験工房で は、土偶や 勾
玉など の装飾品 の製作も 、有料で体 験できる 。
三内丸山遺 跡の全 体を巡るこ とはでき なかった が、再現さ れ
た物 見櫓はどこ からでも 目に入る 。竪穴住居 は小型 の物でも、
中心に炉 があって、 家族が作 業したり寝 起きす るには十分 の広
さが ある。平ら になるよ うに地面 は削ってあ るが、 雨水が入ら
ないよう に、入口は 土を盛り 上げてあ る。また 入口は小 さいの
で、 中はうす 暗いものの 、雨風 を防ぐこと ができる 。大型の 竪
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穴住居 となると 、集会場 ほどの広さ があり、 掘っ立て 小屋とい
うイメージからほど遠く、かなり堅固な作りという印象だった 。
都市 国家とい う段階に は達してい なかった が、集落 としての
機能は完成していた。弥生時代のような身分制度は確認されず、
人々 が助け合っ て生活す る原始共 産制の社会 だった らしい。
むなかた し こう
市街地の 中心に出 た三人は 、版画家棟 方志功 の記念館を 見学
し、 あわただ しく空港に 向かっ た。これが 最後の家 族旅行な の
ではない か、という 思いを新 たにして ……。

夏 の蔵王を ゆく
ざ おう

蔵 王は山形 県と宮城 県にまた がる火山 群で、荒涼 とした岩 場
と花咲 き乱れる 高原、深 い森と白濁 した温泉 が見られ る。冬は
スキー場とな り、冷 却した霧が まとわり ついた樹 氷は、蔵王 の
冬の名 物として 知られて いる。
しゅげんどう
えんのおづぬ
蔵王という 地名の 語源は、修 験道の開 祖、役小 角が感得し た
こんごうざおうごんげん

金剛 蔵王権現を 、山上に 祀ったこ とに由来す る。権 現とは仏が
さんこしょ
神の姿で 現れた存在 であり、 三つの目を 持ち、 右手は三鈷 杵を
握っ て振り上げ 、左手は 腰に当て て剣印を作 り、右 足を蹴り上
ちょうぶく
ぎょうそう
げた立像 で、悪魔調 伏の ために恐ろ しい形 相をし ている。
さ て、三回目 の旅では 友人の車 に乗って、 東北自 動車道から
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山形道 に入り、 夕方に蔵 王温泉ホテ ル「ヴァ ルトベル ク」にチ
ェックイン した。窓 の外は中 島のある大 きな池 で、その裏 は林
にな っており、 奥には野 天風呂が あった。温 泉は緑 がかった白
濁した湯 で、硫黄の 臭いがか なりする。 温度は 四〇度ちょ っと
で適 温。岩の間 にたまっ た湯に体 を浸し、ヒ グラシ の声に耳を
傾けた。
ざおうさんろくえき

翌朝は 快晴に近か った。蔵 王山麓駅か らロー プウェイで 樹氷

しゅじょう

高原 駅へ。そ こから山頂 線に乗 り換える。 すでに灰 色の雲が 広
がってい た。地蔵 山頂駅で降 りると 、向こうに 蔵王地蔵 尊の石
像が見えた。地蔵菩薩とは地獄に落ちた衆 生を救う仏である。
しゃくじょう
安永四年 （一七 七五）に建立 された 座像で、右 手には錫 杖を

持 っている。 高さが 二メートル 以上あり 、尾根沿い の離れた 位
置からも 拝める 。
熊 野岳に向 かって登 り始める 。高原植 物の写真を 撮ってい る
と、ウ グイスの 声が聞こ えてきた。 飛び交う トンボの 数がおび
ただしい。何 だか雲 行きが怪し いと思っ たら、ぽ つりぽつり 降
り出した。激しくなってきたので、不服そうな友人を説得して、
地蔵山頂駅 に戻るこ とにした 。十二時近 かった ので、駅の 中の
レストランで昼食をとり、しばらく様子を見ていたのだが……。
雨がやみ そうにな いので、 ロープウェ イで山 を下り始めた と
ころ で、雷警報 のため運 休すると のアナウン スが入 った。豪雨
となって 外は真っ白 で何も見 えなくな った。樹 氷高原駅 に到着
する と、山麓 線の方も落 雷の危 険のため、 運休する とのこと 。
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風雨が さらに強 まり、大 荒れの状況 になる。 蝶が一匹 、避難し
てきて、構 内のガラ ス窓に留 まっている 。羽を はばたかせ る様
子を 、友人はビ デオに撮 影してい た。
山の 天気は変 わりやす い。青空が また広が りだした ので、冬
かんしょうだいら
はスキー場となる「ユートピア夏山リフト」に乗って 、観 松 平
へ向 かうこと にした。
真夏の 日射しに目 がくらん だ。ウグイ スがま た鳴いてい る。
トン ボが頭上 を過ぎてい く。い ろは沼に向 かった。 雨上がり な
しずく
ので、 草の葉 に 滴 が ついて 、光を受けて輝 いている。エゾ オ

いけい

ヤマ リンドウ は、青紫 の可憐な 花がいく つも肩を寄 せている 。
花の写真 を撮る のも、山登り する喜 びの一つで ある。天 竜の松

ずいいち

は 蔵王随一の 大きさ で、堂々と 四方に枝 葉を伸ばし 、畏敬の 念
を起こさ せるほ どの、自然 の荒々し さと風格 を体現して いる。
時 折、遠雷 も聞こえ た。それ も間遠に なっていく 。最初の 予
おかま
ごしきぬま
定では、地蔵山頂駅から御釜（五色沼）まで歩くつもりだった。
雷雨のために実現できなかったが、急速に天候が回復してきた 。
車で直 接、御釜 のそばに 行こうとい うことに なり、ロ ープウェ
イで蔵王山 麓駅へ下 りていっ た。
売店 でアイス クリーム を食べてい たら、友 人がホテ ルの駐車
場から、 車を運転し てきてく れた。地図 で調べ ると、御釜 （五
色沼 ）まで二〇 キロもあ る。地蔵 山頂駅から だと数 キロなのだ
が、車道 ではいった ん下山し た後、ぐ んと大回 りしなけ ればな
らな い。下り きったら、 今度は 蛇行した坂 道をぐん ぐん上っ て
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いく。
青空が一面 に広が ってきた。 山の斜面 は風が強 いのだろう 。
一面 に茂る松の 高さは、 人の背丈 ほどしかな い。カ ー・ステレ
き た ろ う
そうかい
オからは 喜多郎の「 キャラバ ンサライ」 が流れ ていた。爽 快な

かっただけ

気分 だった。馬 力を上げ るために 、エアコン は止め た。窓を開
けると、 高原の涼風 が入って きた。

ようわ

い ったん、刈 田岳駐車 場で車を 止めたが、 午後五 時にリフト
が止まってしまうので、山頂の駐車場まで車で行くことにした 。
上り きった所 に御釜はあ った。 ここはもう 宮城県で ある。養 和
二年 一
( 一 八二） の 噴 火 に より生 ま れた火 口 に 、 水が た まりばんだ
だい
したのは十九世紀になってからだという。五色沼というと、磐梯
こしょう
高原にあ る湖沼 を思い浮かべ る場合 が多い。だ から、蔵 王の方

は 御釜と言っ た方が 通りがいい のである 。
ちなみに、爆発的噴火で陥没した窪地を、スペイン語で
（ カ ル デラ ＝ 釜） と 呼 ぶ の だ が 、 蔵 王 の 御 釜 は カ ルデ ラ
caldera
ではな く、円形 の火口が 釜状である ことに由 来する。
濃いめのお 茶のよ うな湖水は 、午後の 光を受けて 鏡となり 、

あと

火口の内側を映し出している。時折、靄がかかってくるほかは 、
水面には全 く変化が ない。火 口には幾筋 もの雨 水が流れ下 った
痕が 見え、草が しがみつ くように 生えている 。
なだらか な馬の背 に沿って 進む。御釜 は少し 離れた位置か ら
の方 が素晴らし い。ひた すら眺め て感嘆する 。滑ら かな形とく
うれ
っきり浮 かび上がる 水面の色 、傾いた 日射しの 愁いを帯 びた光
の具 合が絶妙 なのだ。友 人に頼 んで、険し い道を車 で来たか い
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があっ た。
かったみねじんじゃ
駐車場の方 に戻り 、刈田嶺神 社を目指 す。かつ てここには 、

さい

金剛 蔵王権現が 祀られて いた。遠 くに御釜が 見える 。なだらか
に続く山 々は、静か にこちら を見守って くれて いる。刈田 岳山
頂に は、幾重に も石が積 まれてい る。賽の河 原のよ うだと思っ
にょにん
たが、か つての蔵王 は女人禁 制で、修 験道の山 だった。 異界を

りっ しゃく じ

思わ せる火山 地帯で、山 伏は生 まれ変わる べく修行 していた の
だろう。

山 寺は立石 寺

せいわ

ちょくがん

じかく

めいさつ

松 尾 芭 蕉 の 『 奥 の 細 道 』に は 、 山 形 の 立 石 寺 が 出 て く る 。
通称山 寺で、花 は桜と言 うように、 山寺と言 えば立石 寺のこと
である。岩山 の断崖 に築かれた のが、名 の由来と 考えられる 。

でんぎょう

さいちょう

清和天皇の勅 願により、慈覚大師円仁が創建した天台宗の名刹
ひ え い ざ ん えんりゃくじ
おだのぶなが
で、本尊は 薬師如来 である。 比叡山延暦 寺が織 田信長に焼 打ち

され 、伝 教大 師最 澄 以来の 「不滅の法 灯」が消 えたとき 、事
前に分灯 してあった 立石寺の 法灯を、延 暦寺に 分灯したと され
る。 立石寺につ いて、芭 蕉は次の ように記し ている 。
日いまだ暮れず、麓の坊に宿かり置きて、山上の堂に登る。
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いは

岩に巌 を重ね て山とし、 松柏年ふ り、土石 老いて苔滑 かに、
岩上の院々 扉を閉 ぢて物の音 聞えず。 岸をめぐ り岩を這ひ て
仏閣 を拝し、 佳景寂寞 として心す み行くの み覚ゆ。
閑かさや 岩にしみ入 る蟬の 声
蟬の騒が しい声が 岩にしみ 入るように 感じら れ、芭蕉は 心の
深 い 世 界に い ざ な わ れる。『 奥 の 細 道』に 収 めら れ た 俳 句 の 中
でも、屈 指の名句で ある。
何 で立石寺の 話をして いるのか と言うと、 蔵王の 御釜に堪能
して、翌 日帰郷す る前に、山 形市内 でお寺参り しようと いう話
にな ったから である。 僕は友人 の車で移 動したのだ が、鉄道 な
せんざんせん
ら仙山線 の山寺 駅で下車する 。

ち ょうどお 昼時だっ たので、 参詣する 前に腹ごし らえする こ
とにした 。手打 ちそばと、 山形名物 芋煮のセ ットを注文 した。

こんぽ んちゅうどう

芋 煮は里芋、 コンニ ャク、牛肉 、キノコ を、醤油 と砂糖で煮 込
んだ素 朴な料理 である。 だしがよく しみ込ん で、懐か しいおば
あちゃんの味 がする 。
根 本 中 堂 はふも との方 にあ る。堂内には 「不滅の法灯」 が
ひ え
ともってい る。日枝 神社の境 内を過ぎ、 山門を くぐると、 あと

そ

と

ば

はひ たすら上る ことにな る。せみ 塚は「閑か さや」 で始まる芭
そ ら
蕉の句を 、短冊にし たため地 中に埋めた もの。 芭蕉と弟子 曾良
の石 像もある。 狭い石段 の左右に は、地蔵尊 と卒塔 婆が目につ
く。板に は木の車が ついてい て、それ を回すと 死者が早 く人間
に生 まれ変わ れると言わ れてい る。
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みょうおう

下 界を見下 ろす のに良 いのは 、五大明 王を 祀った五大堂 で
ある。張り 出した舞 台からは 、仙山線の 山寺駅 、谷間に広 がる
集落 が箱庭のよ うに見え る。のど かな風景で ある。
奥の院と 大仏殿ま では数分 かかる。登 山口か ら全部で一〇 一

にち れんしょうにん

五段 を上りきっ た。大仏 殿に祀ら れているの は阿弥 陀如来で、
れいくつ
浄土信仰 が息づいて いる山だ と感じら れた。断 崖の上に は霊窟

き た か た

あいづばんだいさん

があ り、 日 蓮 聖 人の 遺骨の 一部が、 分骨の形で収められ てい
るという 。
山寺の参詣を終えた後、喜多方、会津磐梯山の脇を走り、
いなわしろこ
猪苗代湖 に着いた のは日暮頃 。満月 の光を浴び て、対岸 の山並
みが ぼんやり 見え、ほ の白く光 る湖水が 印象的だっ た。帰郷 し
たのは深 夜だっ た。

秋 田のお城 は久保田 城

おおまがり

四 回目の旅 では、友 人と東京 駅で待ち 合わせ、秋 田新幹線 に
おうう
乗った 。といっ ても、盛 岡からは田 沢湖線と 奥羽本線 に、新幹
線の車両が乗り入れているだけである。踏切のある単線を進み、

せんしゅうこうえん

大 曲 では新 幹線がスイ ッチバッ クするの である。
秋田駅に着 いて改 札を出た。 駅前のア ーケード を抜けると 、

ばくはん

右手に、千 秋 公 園というのがある。「ここにあったお城の名前
き
は ？ 」 と 訊 か れ たら 、「秋 田城 」と答 えた く な る が、 そ れ は 別
称と しては誤り でないが 、幕藩時 代には「久 保田城 」と呼ばれ
えぞせいばつ
ていた。 古代に蝦夷 征伐の拠 点となっ た秋田城 は、久保 田城の
北西 方向の丘 陵地帯にあ る。
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今は千 秋公園 となった久 保田城は 、出羽国 の北半分が 領地だ
さたけ
った佐竹氏 の居城で ある。城 下の町も久 保田と 呼ばれてい たの

くみ

てんぽう

であ り、秋田と 改称され たのは明 治になって からで ある。
まつえい
ひたちのくに
佐竹氏は 清和源氏 の末裔で 、代々常陸 国を領 していたが、 関
ヶ原 の戦いで西 軍に与し たため、 この地に転 封とな り、幕末ま
よしのぶ
で藩主と して支配し ていた。 久保田藩 の初代藩 主佐竹義 宣は、
家臣 も顔を見 られないほ ど恐ろ しい形相を していた が、兵法 の
ほかに文 芸や茶道に も通じて いた。歴 代藩主は 六十代ま で生き
られ た人と三 十代、二十 代で夭 折した人に 二分され る。
ひ ご
藩主の 多くは新田 開発や森 林保護、 文化庇護 に努め、 そのお

そんのうじょうい

かげ で、秋田 には江戸 中期以降 、数多く の文化人が 集まった 。
ば ん みん
あん どう しょ うえき
ふ こく き ょ うへ い
万民平等を説いた安 藤 昌 益、富国強兵と海外進出を唱えた

さとうのぶひろ

佐藤信淵、復古神道によって尊皇攘夷を精神的に支えた
ひらたあつたね
ひらがげんない
平田篤胤 らの学 者を輩出し 、エレキ テルで有 名な平賀源 内も、

よしたか

こ の城下で西 洋画を 紹介したと いう。
久保田 城は明 治十九年に 全焼し、 当時の建 物はほとん ど残っ
ていない。そ の後、 千秋公園と して整備 され、現 在に至って い
る。最 後の藩主 佐竹義堯 の銅像があ る辺りが 本丸跡で あり、そ
お し ら す
の左手後方 に御白州 （砂の敷 かれた取調 所）が あった。現 在は
松の 大木が茂り 、滝や小 川が流れ ている。歴 史資料 は久保田御
やぐら
隅 櫓 の資 料館に 展示されて いる。
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白神山 地と十 二湖
秋田 県と青森 県の県境 をまたぐ高 地に、広 大なブナ の原生林
が分布し ている。平 成五年（ 一九九三） に世界 遺産に指定 され
た白 神山地であ る。
僕が友人 と訪れた のは、四 年ほど前の 夏のこ とである。 秋田
に一泊した後、レンタカーで白神山地にある十二湖に向かった。
せきとめこ
くずれやま
実際は 堰止湖 が三 十数個 あるの だが、崩 山か らは十二だけ見
える ところか ら名づけら れた。 ちなみに、 十二湖と 混同され や
かたこ
すい十三 湖は、さ らに北方、 岩木川 の河口にあ る潟湖の ことで
ある 。
はちろうがた
秋田か らは車で 三時間ほど かかる 。八郎潟の 名残であ る八郎

ごのうせん

湖 の脇を通り 、高速 道路を抜け てからは 、五能線に 沿って進 ん
でいく。 このロ ーカル線は 電化され ておらず 、気動車は 時速三
十 キロぐらい か。自 動車だと簡 単に追い 抜いてし まう。
あきた 白神駅 前には、ハ タハタ館 という温 泉宿がある 。一階
で弁当を買う ことに したが、絶 品はホタ テのわっ ぱ飯と赤寿 司
である 。わっぱ 飯の方は 、大きなホ タテ貝が 甘辛く煮 付けてあ
さけ
る。鮭のそ ぼろに卵 焼き、蟹 蒲鉾、漬け 物が入 っている。 赤寿
司と いうのは、 餅米に赤 紫蘇を炊 き込んだも ので香 りが良く、
もちもち して酸っぱ い食感が 珍しかった 。
白神山地 の十二湖 は青森県 側である。 湖とい う名はつい てい
るが 、林の中 に囲まれた 池とい った感じで ある。そ の中で実 際
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に歩い て見た池 を紹介し ていこう。
おういけ
王池は林の 向こう にあって、 道路側か らはよく 見えなかっ た
が、 池の縁を歩 くにつれ 、柔らか な緑の水面 に心を 引かれた。
おもて
抹茶の ような 深みが ある 面 に 、木々の枝葉がく っきり映って
いる 。深い心の 世界が水 の中にあ ると思った 。
こしぐち
隣にある 越口の池 は、視界 が開けて広 がりを 感じた。木 々が
道路に覆いかぶさり涼しげな点は、奥入瀬を思い起こさせたが、
せ
きゅうさいこう
川が堰 き止め られ た池が 連なる 点では、中国四 川省の九 寨 溝

あずまや

に似 ている。 ただし、水 の色は エメラルド ブルーで はないが 。
中の池 の前で、僕 と友人は 昼食をと った。道 路側は崖 となっ
てお り、その 前の東屋 では無料 で抹茶が ふるまわれ ていた。 左
脇には清 水が流 れ下ってきて いた。 水煙が立っ ているの が見え

びゃくえかんのん

うっそう

る 。その前に 白衣観 音が祀られ ている。
おちくち
け と ば
食事を した後、 落口の池、 がま池 を通り過ぎ て、鶏頭 場の池
の 前に出た。 鬱蒼と 茂るブナの 林の中で 、広く大 きな水面は 白
あおいけ
く映え ていた。 ガイドブ ックで美し さがたた えられて いた青池
だが、思いの 外小さ く、木々に 囲まれて いるせい で暗い。昨 年
の落ち 葉が腐ら ず漂い、 白いもやが かかって おり、岸 辺近くの
みなそこ
水底だけが 青かった 。日が射 してくると 、水面 も青みを帯 びて
きて 、刻一刻表 情を変え ていく。
斜面の階 段を登り 切ると、 ブナの原生 林に入 った。二十メ ー
トル は高さがあ るのだろ う。太さ も両腕で抱 えきれ ないほども
けたはず
ある。多 摩丘陵のブ ナとは、 迫力や存 在感が桁 外れであ る。人
間が 開発する 以前の、原 始の日 本列島の姿 があった 。木漏れ 日
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わきつぼ

の間を 進むと、 木々の優 しさに包ま れる気が した。針 葉樹が茂
いか
る寺院の厳めしさとは異なる、神々の宿るおおらかさがあった。
王池 方面に戻 る途中で 、沸壺の池 を見た。 滝の水が 注ぎ込む
池は澄ん でいる。覆 いかぶさ る枝葉に光 が当た り、黄緑色 があ

かつお

でや かに映える 。水の色 は青池よ りも青く、 吸い込 まれるよう
、も
、の
、道
、に近い道が、谷沿いに続いていく 。
だった。それからはけ
鰹 ほど の大き さのシ ダの葉 に感嘆する 。葉は中心の幹から 放
射状に伸びている。原始の森に生きる植物の威厳が感じられた。

男 鹿半島を 巡る
白 神山地の 十二湖を 見た僕と 友人は、 五能線沿い の道を進 ん
おおがたむら
りくけいとう
で、夕 方になっ て大潟村 に入った。 陸繋島だ った男鹿 半島が、
よねしろ
おもの
北の米代川、 南の雄 物川から延 びた砂州 で、海峡 を外海から 隔
てたのが八郎潟の始まりで、日本第二の大きさを誇っていたが、
食糧増産の ために干 されて大 潟村となっ た。
干拓 地である だけに、 遠くに昔の 湖岸であ る丘が認 められ、
どこまで も平らな地 面に水田 が広がる。 ここで 収穫される 「あ
きた こまち」は 、毎日僕 が食べて いる米だ。 道の両 側には防風
林が並ん でいる。人 家も店も 見当たら ない。直 線の道が 延々と
続く 。人が住 んでいると いう感 じがない。
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男鹿半 島に入 った途端、 道はくね くね曲が るようにな った。
畑と草原が 広がって いるだけ 。人影が見 られな いし、人家 もま
ばら である。海 岸線が現 れてきた 。磯浜の先 には漁 港がある。
海は西日 を受けて白 く輝いて いる。その 夜は男 鹿温泉郷に 泊ま
った 。
男鹿半島 の名物料 理といっ たら、磯焼 きだそ うである。 名前

おけ

を聞いたときは、魚や貝を磯で焼いた料理か何かだと思ったが、
予想は全 く外れてい た。
宿 泊先の男鹿 ホテルで 、磯焼き の実演を見 た。秋 田杉の桶に
三時間以 上炭火で 焼いた火山 岩の丸 石を入れる と、ブリ の入っ
た水 が沸騰す る。石は 千度から 五百度に なる。白味 噌に太平 山
という名 の酒を 溶かし込んだ 物で味 付けする。 だしはブ リから

出 たものだけ である 。それに豆 腐とネギ を加えてお 椀に分配 し
ていく。 使った 石はもろく なるので 、三度ま でしか使え ないと
い う。
、ま
、は
、げ
、の実演を見た。入口からな
夕食の 後、近 くの会館で な
ふん
、た
、を持って「言うこときかねえ子は
まはげに扮し た若者 が、な
いねえ か」と言 いながら 踊り出した 。小さい 子を目が けて突進
していく。 自分の子 がいい子 なら、親は 子ども を抱きしめ る。
言う こときかな い子は、 なまはげ に髪の毛を 引っ張 られ脅され
る。
なま はげの若 者は普段 の服に着替 え、計六 名で大太 鼓を叩き
始めた。 皆二十歳ぐ らいで、 中には女 の子も混 じってい る。都
会に 出ずに仕 事の後に練 習を続 け、海外に 公演に出 ることも あ
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るとい う。酸素 を吸いす ぎて後ろに ひっくり 返る人も いる。
しばらく休 んでま た叩き出す 。若いだ けあって 、力強さと ス
ピー ド感には圧 倒させら れる。カ メラを向け られる と、思わず
意識して 、バチを振 るう腕に も力が入る 。全力 を出しなが ら、
リズ ムに酔って いくのが 分かる。 リーダーの 若者が 時々耳を澄
ます。歓 声が少ない とやめて しまう合 図をする ので、観 客は拍
手と 励ましの 声を上げず にいら れない。
空き地での実演から始まった活動は、観客が路上にはみ出し、

まかな

警察 に止めら れることも あった という。男 鹿市の後 援で会館 は
建てられ たが、今 度は会場使 用料な どで年間数 百万円か かるよ
う になり 、費用 は制 作したＤ ＶＤなどの売り 上げで 賄 ってい
るとのこ と。

ホテル をチェッ クアウトし て、レ ンタカーで 入道崎に 向かっ
た 。男鹿半島 が日本 海に突きだ した北方 の岬であ る。近づく に
つれて 、視界を 遮るもの はなくなる 。世界が 目の中に 飛び込ん
でくる。夏空 は晴れ 上がり、海 も空も青 い。
緑の草 原には 木が生えて いない。 可憐な赤 い花が、と ころど
ころに咲い ている。 高原で見 られるよう な風景 が、海岸に 広が
って いるのであ る。近づ いていく と崖になり 、自然 の彫刻を思
わせる奇 岩の近くで 、素潜り 漁をしてい る人が いる。腕時 計を
見る と、まだ午 前九時過 ぎ、人影 はまばらで ある。
しんきろう
蜃気楼が 見えるよ と友人が 言った。水 平線の 雲の続きを 目で
追う 。見える はずのない 対岸の 山並み、恐 らく北朝 鮮あたり の
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海岸だ ろう。雲 の上に大 型船が浮い ている。 ゆらゆら 揺らいで
いるためか 、カメラ を向けて もなかなか 焦点が 合わない。 右方

い

には 平坦な小島 があり、 砂地には 海鳥の姿し かない 。
岬の灯台 は白と黒 の横縞シ ャツをまと ってい る。囚人服み た
いな 出で立ちで ある。最 近塗り替 えたのか、 色が鮮 明なのでお
ニューの シャツだと 思った。 日がかげ ってくる と、海の 色も灰

たかまつのみやでんか

色に 変わって しまった。
はちぼうだい
入道崎 を南に下っ たところ に、八望台 という 展望台があ る。
ここは高松宮殿下の命名であり、殿下お手植えの松も存在する。
スロープを上って展望台に出ると、マールの二ノ目潟が見える 。
マ ールとい うのは、火 山を形 成するには 至らなか った小火 口
のことで 、地下 水がたまって 湖にな っている所 が多い。 男鹿半

島 が火山島だ った名 残である。
二ノ目 潟の湖面 はほとんど 動かな い。森に囲 まれた湖 には人
は 近づけない 。青み がかった水 面と、周 囲の緑と のコントラ ス
トが鮮 やかだっ た。反対 側の一ノ目 潟は、大 きさでは 二ノ目潟
を上回るもの の、展 望台からは 遠くて小 さい。
八望台 から南 に、海側に 向かって 移動した ところに、 男鹿水
族館のＧＡ Ｏがある 。男鹿を ひっくり返 した命 名である。 大水

ふ

か

槽に はブリやサ メ、亀の ほか、数 百匹の魚が 泳いで いる。小さ
い方の水 槽には、秋 田名物の 魚で、しょ っつる の原料にも なる
ハタ ハタが見え た。孵化 前の赤紫 の卵の塊、 生まれ たての稚魚
もいた。
こ のハタハタ は雷が鳴 る時期に よく捕れる ので、 カミナリウ
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オとも 呼ばれて いる。そ もそも、ハ タハタと いう名自 体が、雷
鳴の音を写した擬音語だという。うま味が凝縮したような魚で 、
脂気 があるわり にはさっ ぱりした 食感である 。表面 にうろこが
ないのも 特徴である 。
熱帯 のサンゴ やアマゾ ンの怪魚の ほか、ピ ンクや真 っ白、レ
ースのよ うなひだが ついたり 、無数の 糸のよう な足を垂 らした
クラ ゲ、秋田 の森に住む 淡水魚 や、シマヘ ビ、アオ ダイショ ウ
のコーナ ーもあった 。
男 鹿水族館Ｇ ＡＯには 、看板娘 ならぬシロ クマの 豪太君がい
る。オー ストラリ ア（豪州） から来 たので、こ の名前が ついた
との こと。豪 太君は氷 の中に入 ったリン ゴを、何と かして食 べ
ようとす る。う まく割れない ので、 プールの中 に落とし て、少

し 溶かしてか ら食べ 始めた。
おっくう
観客の 方を見な がら歩き回 るのは 、何とも億 劫そうで ある。
そ れよりは、 水の中 で泳いでい た方が気 分が良い のだろう。 水
面に太 い足を突 き出し、 シンクロナ イズド・ スイミン グを見せ
あいきょう
て、愛 嬌を 振りま いてい た。た だ、一頭ではさ びしいに違い
ない。

りしりとう

男鹿 半島で見 たい場所 には、あら かた行っ てしまっ た。細い
道がくね くねと延び 、草原が いきなり海 へ落ち る崖に沿っ て、
上り 下りを繰り 返してい る。サハ リンに近い 島、利 尻島の海岸
線に似て いる。怪獣 映画のゴ ジラの形 をした岩 を探した が、ど
れが ゴジラ岩 なのか分か らなか った。平ら な磯浜に 多数の車 が
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止まっ ていたが 、周囲に は店も食堂 も見当た らない。
かんぷうざん
パンフレッ トを見 ていたら、 寒風山に 行ってみ たくなった 。
これ は半島東部 にある山 で、標高 は三五五メ ートル であるが、
カルデラ 状の火口を 持つ外輪 山と、数個 の熔岩 円頂丘を持 つ、
本格 的な複式火 山なので ある。
男鹿駅を 過ぎたと ころで、 山に向かっ て車の ほとんど通 らぬ
道を 進んでい く。樹木が 生えぬ 山の斜面は 、一面芝 生に覆わ れ
ている。 馬力のない レンタカ ーは、エ アコンを 切って急 坂を上
って いくしか ない。標高 は低い ものの、巨 大な火山 のミニチ ュ
アのよう に、風格 を感じさせ てくれ る。標高千 メートル 以上の
高原 に来た感 じである 。
山頂には回転展望台があった。ここからの眺めは雄大である。

すがえますみ

八 郎潟干拓地 の調整 池に目を向 けると、 岸辺が直線 に切られ た
ようで、 いかに も人工的な 気がした 。干拓地 の縁に沿っ て水路
が 延びて いる。江戸 時代の旅行家で民俗 学者の菅江真澄 一
(七
五四 ～一八二 九 は
) 、文 化七年（一八一 〇）男鹿を旅した。 ち
なみに、この 年に作 曲家のショ パンが生 まれてい る。
菅江は 「男鹿 の秋風」と いう文章 を残して いる。水路 を渡っ
て半島に入 り、寒風 山に登っ た菅江は、 八郎潟 を琵琶湖に 、周
囲の 山を近江の 山々にな ぞらえた 。水田が広 がる辺 りもかつて
は、なみ なみと水を たたえた 八郎潟だっ た。さ ぞ素晴らし い眺

はこだてやま

めだ ったろうと 、頭の中 で水田を 湖面に置き 換えて みた。
男鹿半島 の付け根 の方を見 た。島が本 土とつ ながったと いう
成り 立ちは、 函館山と同 じであ る。砂州が 伸びてい ったのだ か
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ら、陸 地の標高 は低い。 その先には 港のタワ ーや風力 発電の風
車が望める 。反対側 に視線を 移すと、先 ほど来 たゴジラ岩 の辺
りが 見える。
昼食は山 頂から少 し下りた 展望台でと った。 秋田弁のおば ち
ゃ ん が、「 何 に し よ う か な、カ レー ラ イ ス がお い しい よ 。 私 は
店員、あ なたはお客 様。なま っている のは生ま れつき」 と歌っ
てい た。妙に テンション が高い 。
い よいよ旅の 終わりが 近づいた 。寒風山か ら秋田 までは、車
で二時間 はかかる らしい。道 は直線 で空いてい る。調整 池の橋
を渡 れば、半 島ともお 別れであ る。
時間が 中途半端 なので、秋 田ポー トタワー・ セリオン に寄る

こ とにした。 タワー に上るのは 無料であ る。四階が 展望台で 、
そこから は寒風 山が見える 。先ほど は山の上 からタワー を見下

ちょうこう

ろ していたん だよと 、友人が教 えてくれ た。
三階の ギャラ リーでは、 秋田城に 関する展 覧会が開か れてい
た。ここは古代の蝦夷征伐において、最前線だった拠点である 。
先住民の蝦夷が朝 貢しに来て、酒を振る舞われていたという。
ぼっかい
また日本海 の対岸に あった渤 海からも、 使節が 来日してい た。
その 証拠に当 時のトイ レ跡には、 豚の寄生 虫が発見 されてお
り、豚肉 を食べてい た大陸の 人間の渡来 が裏付 けられると のこ
とだ った。
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あとが き
むつのくに

僕 が訪 れ た 岩 手、 青 森 両県は かつ て 、 陸 奥 国 、「み ち のく 」
でわのくに
とも呼ば れていた。 山形、秋 田は出羽国 に属し ていた。そ こで
本書 は『みちの く・では のたび』 と名づけた 。実際 に旅した時
期は、以 下に示す通 りである 。

八月 四日
八月五日

八月三日

田 沢湖の 周囲をサイ クリング 。
乳頭 温泉に寄り 、帰郷。

毛 越寺を出 発し、下 北半島恐 山を巡る。
下北 半島尻屋崎を 歩む。

平泉中 尊寺に参拝 。毛越 寺に宿泊。

第一回（ 一九九五年 ）

八 月六日
八月七日

八 甲田山、 十和田湖を 訪れ、奥 入瀬に宿 泊。
十和田 湖を巡り 、青森市内 の三内 丸山遺跡な どを

第二回 （二〇〇 三年）
九月二 三日
九月二四日
見学 し、帰郷。

蔵 王温泉に宿 泊。

第三 回（二〇〇 六年）
八月 七日
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八月八 日
八月九日

蔵王 地蔵山頂 駅、観松平 、御釜（ 五色沼） を巡る。
立石寺に 参拝し、 猪苗代湖を 経て、 帰郷。

秋田久保 田城跡を 訪れ、秋 田駅前に 宿泊。

第四回（ 二〇〇九年 ）
八月七日
白 神山地、十 三湖を 巡り、男鹿 半島に宿 泊。
男鹿半島 入道崎、 八望台、 男鹿水族 館、寒風 山を経

二 月一九日

髙 野敦志

八月 八日
八月九日
て帰 郷。

二〇一 四年

二月 一五日

第二版 では「 三内丸山遺 跡を訪ね て」の一 章を追加し た。

二〇一五年

髙野敦志
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