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第四章 加藤景範『西遊紀行』翻刻・注

はじめに

本章では、加藤景範著の『西遊紀行』を紹介したい。同書は大阪府立中之島図書館蔵の

『加藤竹里文集』上巻に見える他、慶應大学図書館にも『牛尾介先生西遊紀行』として所

蔵されている（牛尾介は抄者 。ともに抄本だと思われるが、前者には冒頭部から数丁大）

きな破損があるので後者を底本とした。

、 、 。 、加藤景範は 江戸時代の大坂の歌人であるが 漢学塾懐徳堂でも学んだ 薬種業を営み

屋号を小川屋という（図１参照 。経済的余裕と人脈に恵まれたのであろう、特に中年以）

降は盛んに旅行に出かけたようで 『加藤竹里文集』には多くの紀行が残されている。、

＊『二千年袖鑑（そでかがみ 』三編九は）

嘉永三年（一八五〇）刊 （管宗次『幕末。

・明治 上方歌壇人物誌』臨川書店、一九

九三年）

「根元 黒丸子所 享保二十五？年 小川

屋 百十五年 加藤氏 ＊所和妙」という

文字があり、画には看板に「黒丸子」を掲

げた小川屋の様子が見える。黒丸子は熊の

胆を使った腹痛薬であろう。その他、衝立

に「もぐさ」の文字も見える。

図１ 小川屋の様子（ 二千年袖鑑』三編九）『

ここで紹介する『西遊紀行』は明和三年（一七六六）旧暦四月の金毘羅・宮島行を題材

にした紀行である。懐徳堂学主三宅春楼が讃岐の弟子を訪ねるのに同行する旅であった。

歳は、春楼は五五才頃、竹里四七才頃である。懐徳堂関係では、中井履軒が京都に行った

年に当たる。

春楼と讃岐の繋がりは父三宅石庵に遡る。京都出身の儒者石庵は、江戸で私塾を開くが

元禄十年(一六九七)帰洛する。その後、十四年に上坂するまでの間、讃岐金毘羅の木村寸

木に招かれ四年間講説を行っている。大坂に来てからも交流は続いていたのであろう、息

子の春楼も讃岐を訪れたいと常々思っていたようだ（本文冒頭参照 。また、後には春楼）

の遺児、幸蔵、永蔵が竹山の冷遇を理由に讃岐に移住する事件があった。これは平田氏と

景範の策動によるものとも言われる（ 三宅幸藏変宅ニ付御同志中ヘ懸合候覚 （ 懐徳』「 」『

十三号所収）参照、天明三年（一七八三）三月 。）

この密接は繋がりは、単なる師弟関係だけではなく、実は「返魂丹」という丸薬の販売

も関係していたようだ。この薬は石庵が病弱な春楼を養うために販売し出したと言われて

いるが、木村氏を通じて讃岐にも販売していたらしい。だが、学者が売薬業を営むことに

加え、牛胆を熊胆と詐ったと訴えられたこともあったようで、悪評を買うことになった。
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景範も薬種業を営んでおり、後の春楼の息子の変宅にも景範は関わっていることからする

と、景範と三宅石庵、春楼親子は売薬の面でも関係があったのかもしれない。

旅は、三月十四日から四月二十一日まで一箇月以上に渉る長旅であったが、その間ずっ

と門人の世話になっている。地盤のあった金毘羅、大野原は言うまでもなく、山陽道にお

。 、 、いても門人の世話になっている様子が確認できる そして 讃岐では歓待への返しとして

『論語』を講義したり（三月二十九日、四月十四日 、書を与えたりする様子が描かれて）

いる。

旅の二大クライマックスは金毘羅と宮島である。宮島へは、もともと木村氏たちと行く

予定にしていたが、明和三年の津軽地震の影響で讃岐の人たちが同行できなくなった。先

立つ明和二年、甲斐川で水害が起き、その復旧工事に津軽藩が駆り出されることになって

いた。だが、翌明和三年、津軽地震が起き津軽藩が被害を受けたのでそれが免除され、丸

亀藩にお鉢が回ってきたのである（四月一日の記述 。）

宮島へは讃岐から船で行った。貸し切りの船で旅行するというのは現代から見れば随分

贅沢な話で、当時も景範たちだからこそ可能だったのであろう。ただ、彼らの旅行中、概

して天候は悪かったようで、しけや潮待ちでしばしば足止めを食らった様子が描かれてい

る。まだ寒い時期に苫を懸けただけの船で雨に遭うことはかなり苛酷だったであろう。

この紀行で注目すべきは、金毘羅、宮島という現在も有名な場所以外にいくつかの場所

を訪れている点である。例えば、闘龍灘（三月十八日 、石の宝殿（三月二十日 、井関） ）

滝（四月一日）などである。闘竜灘や生石神社石の宝殿は今でも知る人ぞ知る場所だろう

が、井関の滝はほとんど知る人はいないであろう。これは、讃岐の大野原に現存するが、

現在で言うダムの放水路である。現在もその姿を目にすることができるが、岩を彫ってい

るため自然の滝かと見まがうほどの迫力と景観美がある。

なお、個人的な話ながら、瀬戸内海の弓削島に住んだことのある私は、彼らが弓削にま

で寄っているのは新鮮であった（弓削は神戸大学海事博物館蔵『東西船路名所記』天保九

年(一八三八)刊にも航路として記されている 。）

また、風俗描写で注目すべき点として、闘竜灘における漁の様子の描写（三月十八日、

十九日）や大崎下島御手洗における遊女の描写がある（四月八日 。前者については、鮎）

を捕る子どもたちから鮎を買い取る様子が注目される。後者については景範は彼女らの境

遇に思いを馳せ同情している。

〔凡例〕

・底本：慶應大学図書館本『牛尾介先生西遊紀行 （ ）』 116/104/1
24.5 17.5 /143052/・校本：中之島図書館 加藤竹里文集 上巻 × 受入印 大阪府立図書館『 』 （ 、 「

昭和十六年八月廿八日 、蔵書印「幡 ）所収。一葉から七葉にかけて左上に大きな破損」 」

がある。両本は葉数、行数ともに一致し、書体も近い。文字の異同も少ない。

・横に振り仮名やかなが付されている場合は（横：～）と表している。

・漢字は通用字体に改めた。

・濁点は原本にあるのを尊重した（中之島図書館本では濁った朱筆で入れられている箇所

が多い。かなり多く濁点が振られているので本稿では採用していない場合が多い 。）
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【注】牛尾介は『国書人名辞典』にある牛尾養庵らしい。文化・文政頃の京都の人で医者

で国学者だったらしい。名介、字子景、号養庵。中之島図書館蔵『加藤竹里文集』中巻に

も同名を署する書き入れがある。慶應大学図書館本は、抄者を作者と誤ったのであろう。

〔旅程〕

３月１４日 出発。

＊雨風が強い。

住吉泊。

１５日

・みぬめ

・生田の森

・舞子浜

＊見送りの人帰る。

明石泊

１６日

河高（こうたか）への道

・原氏

・太田氏

１７日

・太田氏の家へ。滝野川（加古川 。）

１８日

・家原（安達氏、小柳氏）

・滝野（現加東市？）

＊文章求められる。

１９日

２０日

＊原氏、太田氏、小柳氏送る。

・加古川に上がる。

・生石神社（石の宝殿）を訪れる。

・御着泊。

２１日

・姫路通過。網干路。いつの浦（未詳 。）

・室津泊。

２２日（晴）

・室明神に参る。

・室津加茂神社

・丸亀着

２３日

・金比羅（木村氏）
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２４日

・象頭山。

・金比羅参り（クライマックス１ ：舟の神）

２５日

相変わらず、金比羅の木村氏。

２６日

・大野原へ（現観音寺市 （平田正統、庄司正茂））

２７日

・正茂の所へ（一泊）

２８日

・尾池氏（長子正常）の所へ（一泊）

・平田正美の兄弟、竹山に弟子入り申し出る。

２９日

・再び正統のもとへ

・地蔵院萩原寺（現観音寺市）

・平田正美の兄弟、竹山に弟子入りの契り。

・ 論語』首章を講義。書を求められる。『

４月１日

・琴弾山、観音寺、有明浜。

・宮島行計画（甲斐川修繕工事のこと）＊旅をうらやむ人の様子。

２日

和田浜より乗船 （従者二人 ）。 。

３日

・弓削、塩や

・瀬戸田、くらげ

４日（晴れず）

５日

・ねこせと（下蒲刈島と本州の間 、かまかり（蒲刈）せと、音戸の瀬戸（呉））

・宮島着。

６日

・厳島（クライマックス２ ：世界遺産（日本三景））

７日（雨）

・ながす（呉の辺りか 、ねこせと）

８日（風なし）

・御手洗（現大崎氏下島御手洗 ：古い町並み、遊女。）

９日

・大三島大山祇神社

・大三島近くの無人島？に泊。

１０日
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＊足止め食らう。

１１日

・尾道

・明け方和田浜着。

・正統のもとへ（故郷から手紙来ている）

１３日

・明日の出発を決定

１４日（夜から雨）

・出発できず。

・ 論語』講義『

１５日

・出発、金比羅へ（木村氏宅）

・書を要求される。

１６日

＊そのまま。

１７日

・金比羅発、善通寺を通過する。

・弥谷寺

・丸亀着（平田氏の所へ 。）

１８日

＊雨で出発できず。

１９日

・夕方、室津着。

２０日

・明石から陸に上がる。

住吉泊。

２１日

・尼崎から舟。

・迎えと会えず。

翻刻

1a
学校のはかせ何がし 「さぬきの国に相しれる方々とはん」といへる事、年比のこと*、

ぐさなり。かげのり をのこも同じ心ざしあるを知て 「思ひたちね。さはゆかん。さら* 、

で独はたどらんとも思ひたらず」と、博士の催さるるに、いなぶ心にしあらねば、こん秋

こん春といふいふ、何くれとかかづらひてはたとせ近くや過けん。友どちの中にては、は

たさぬ事のたとへとすばかりにぞありける。さること、かのかたへさへもれて 「などさ、

はためらふぞ」とせむめるに、からうじて思ひおこせり。道の
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【注】○はかせ何がし 懐徳堂第三代学主三宅春楼のこと。当時、五十五歳。○かげのり 加

藤景範。号は竹里。当時、四十七歳。

＊中井竹山の送別詩が『奠陰集（詩集 』巻二 に見える（多治比氏指摘 。） ）p.300

三宅子和与加藤子常之賛岐、取道於山陽、因賦此二篇。其一送子和。其先考万年先生嘗教授于

賛之金毘羅大野原之間、従游者衆故尾及之。

曽唱西遊二十年、今朝行色始翩翩、鶯花愜意山陽道、興廃関情海上夫、

藤渡晩潮揚快棹、金郷春酒接歓筵、先公木鐸留陳迹、到処知君易惻然。

…先公（三宅石庵）を慕っていた人々から歓待されるでしょうと言う。

其二送子常

路向山陽興不窮、海南何日片帆通、九州山嶽鯨濤外、四国楼台蜃気中、

復辟狂謀招遠狩、治兵奇勇燼行宮、撫今追古遊観富、応助錦嚢詞句雄。

…見所が多くて歌がたくさん詠めるでしょうと言う。五句目は、三月二十四日の記述に見える

保元の乱における崇徳天皇のことを言うのであろう。

1b
こと、をのこがそこはかとなく書ちらしたるをとりあつめたれば、日記のやうにぞある。

「さるはよきたよりなり、はりまの河高 （横：カウタカ）なる所に、はかせのしるべあ*
、 、 」 、 、る とひがてら かの瀧野の滝みてゆかん といふに 其比かのさとよりのぼりをる学生

小柳何がし原はらから の帰らんとせる、ともなひて、やよひ十日餘りよかの日、雨風は*
げしきに出たつ。をくりの人々、かかる旅だちをば、おほかた「ここちよげなり」とうら

、 、 。「 」やむなるものを よこ風雨に簑笠もいたづらものと しとどにぬれたる あなあさまし

とみつつ帰りぬ。この程餞（横：セン）のしるしにから哥せる、やまと哥せる多かり。を

のこへをくれるをのみ書つく。

【注】○河高 現兵庫県加東市河高。○小柳何がし、原はらから 懐徳堂門人。未詳。

2a
雪翁 より、*
旅衣 たちをくれじと 慕ふとも 心ばかりは 君もたのまじ

一日みぬも おぼつかなき を 旅衣 立行跡ぞ かねて侘しき*
旅衣 花にはよそに なるるとも ほととぎす きす声聞さなん

とよめるにかへし、

別れゆく あとに心は とどむれど めにしみえねば 君も頼まじ

夢をのみ 頼む舟路の 楫枕 浪のひびきぞ かねて侘しき

ほととぎす 浪路へだてず 松山の 旅のまくらに 声聞さなん

ひろまさより、

なごりあれや みをくる空も 春霞 隔てて遠き けふの別ぢ

【校異】○き 校本「さ 。」

【注】○雪翁 植杉雪翁（多治比氏「加藤景範年譜 。」）
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2b
手を折て 今よりぞまつ 行舟も とく吹かへせ なみの追風

とあるに、出たちいそぎにことつけて、一句のかへしす。はしの哥の第二句を「立出るあ

とも 、頭の第四句「帰さいそがん」とぞ。定昌 より、」 *
かへりこん ほどぞ待るる 浦の浪 立別れゆく みつ のあま人*

かへし、

みつの浦の まつとしきかば 松山の 磯のなみわけ 立かへりこん

尚之 はおほやけのとがめに久しうこもれるを歎きて、*
かきこもる 身には猶しも 旅衣 うらやまれぬる 海山の春

返し、

旅衣 思る（ひ？）たつにも 思ふぞよ 春の行衛も しらぬうらみを

【注】○定昌 竹里門人。未詳。○尚之 岩崎尚之。○みつ 御津。古代、難波にあった港。

ここでは大坂のことを指すのであろう。

3a
素絢 より、*
たつ日をも かねてしらねど しらま弓 やがてかへらん 程ぞ待るる

かへし、

しらま弓 ひきとめらるる 心ちして たつ空もなき けふの別路

みちますより、

古郷の 花を見すてて 思ひたつ 春の旅ぢの ながめをぞまつ

かへし、

古郷に 詞の花を つみかねて 浦のもくずを ひろひにぞ行

しげまさより、

慕ふわが 心をしらば 旅衣 春くれぬまに 立かへらなん

【注】○素絢 竹里門人。他の紀行にも見える。○みちます 竹里門人であろうが未詳。

3b
かへし、

旅衣 はるは過とも うらみじな 君が詞の 花しちらずば

かねすみより、薬つつみををくれるに、

佐保姫 の 霞のきぬの うす緑 うすくすりつつ みゆる山のは*
けふの雨風のからさよ、晴ぬれどいたうこうじて、むばら なるすみよしの郷にとまる。*
十五日、てけ よし。みぬめの浦にて、みぬめの神のやしろ 、其森の中に有と聞て 「か* * 、

かる所にあたら神の御名ぞ」とたはぶれて、ある人のよめる、

うら波の 音に心を よせてこそ 見ぬめの神も 宮ゐしつらめ
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【 】 。 （ ）。注 ○佐保姫 春の女神 薬になる植物・地黄の異名でもある 地黄丸という漢方薬あり

○むばら 現芦屋の辺りか 『伊勢物語』八七段に 「昔、男、津の国、むばらの郡、芦屋の里。 、

にしるよしゝて、いきて住みけり」とある。○みぬめの神のやしろ 神戸市灘区岩屋中町に敏

馬（みぬめ）神社がある。○てけ 天気。

4a
「いざいざ、此山のうへにありといふ滝 みばや」とて分のぼりてみる。一人がよめる、*
忘れにき 昨日の雨の くるしさも かひあるけふの 滝のみかさに

又をのこ、

くらべけむ 涙の滝は 滝よりも

よよに名高く 猶ひびきけれ

山をおりつくせば、よぎぬ道（＊脇道？）にて、生田の杜に出。ひとり、

杜の陰 をくれし花に 猶残る

春の日数を とふ嵐かな

森の陰にゐてかれいゐするに、博士の門人の兵庫なるが、博士のもとへ行んとて出くるに

あひたり 「かしこう（＊もったいなくも）ここに来りぬ」とよろこびて 「家に待ん」。 、

といひていぬなり。やがて立出るに、晴たる海の つらに*

【校異】○の 校本なし。

【注】○此山のうへにありといふ滝 布引の滝であろう （図２）。

4b
浮びたる山々、いこま、葛城とめなれしものか

ら、面がはりせるやうなり。兵庫にいたれば、

かの子、其父出むかへて心のかぎりあるじす。

猶あかず、かの子をくりす 「舞子浜をさて過。

めやは」とて、送りにもたせたる物ひらき、暮

なんとするまで酔興じて、送来れる人々は帰れ

り。今夜赤石 にとまる。*
十六日、河高（カウタカ） への道にかかる。*

。 、未の比より雨こぼすがごとふる 原のはらから

道より先だちて帰り、ずさ（横：従者）に灯も

たせて、立かへりむかふ。そや過ぎるほど、原

の家につく。博士のゆかりの太田何がし も出*
きたる。

（ ）図２ 布引の滝 2015.5.15

十七日も猶ふる。朝のほど太田の庵？へうつる。むばら垣はか
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【注】○赤石 明石。○河高（カウタカ） 現兵庫県加東市河高（こうたか 。○太田何がし）

春楼の知り合いとあるが未詳。

5a
なげにかこへるが上に遠く近く山々向ふ、滝野川 前にながる。時に水禽のなくありとい*
へる心ばへよくおぼえたり。かのはらからをはじめこれかれ来りて山郷のめづらしかるべ

きことども語る。

十八日は、近き家原なる所に安達何がし なる、文好めるまめ人にて、博士の親しめる友*
なればとぶらへるに、小柳もをのこも従ふ。あるじまらうどつきづきしく物語りす。この

あるじの弟はやう学校に物学びにきて年ごろ親しくせり。心ばへまめやかに才かしこかり

しが、いくほどなくよをはやうせる をおしまぬ人やは有しあらましかばと、かたみに涙*
ぐましかるべし。あるじ

【注】○滝野川 現加古川。○安達何がし 春楼の知り合いとあるが未詳。○家原 現兵庫県

加東市家原。○よをはやうせる 「世を早うす」で夭折の意。

5b
あす滝みにゆかんと契るさはあり とも 「先けふみん」とてかへさにゆく。滝ある所を* 、

滝野村といふ。里の中を過て崖にいづ。水かみははるかなる山あひより出てのどかに流れ

くるが、此岸の下にていきほひかはり、一丈ばかりの滝 をなす。広さ十四五丈にもやあ*
るらん、おそろしげなる岩ほの平らかなるそばだちたるひまひまをあらそひて落るが打あ

ててくだくるうへこえてはしる。かくれて又あらはるるなど、かたどるもことば及ぶまじ

う、岩ゆするひびきはなるかみもやどるかとおどろかる。をのこ、

岩ひびく 滝のあたりに 住人は よのうきごとも きかで過らし*
とうらやむ。此河に常にはおくより杣木を下すめるが、ここに来り

【校異】○あり 校本「有 。○底本は「しらなみ」を見せ消ちする。」

注 ○一丈ばかりの滝 ここら辺の描写は闘龍灘であろう 図３ 加古川中流の景勝地 現【 】 （ ）。 （

加東市滝野町上滝野 。石英粗面岩の奇岩が川床に起伏し、激しい流れが岩の上を走る。名称）

は幕末の詩人梁川星巌（やながわせいがん）の詩によると言う。舟運の難所であったが、近世

初期に岩盤を削り、以後、滝野は高瀬舟が往来する加古川水運の中継地として栄えた。飛び鮎

の名所として知られ、筧を利用する「筧とり 、落差をつくって集まるアユをくむ「くみ鮎」」

というここ独自の漁法がある。＊加古川流域滝野歴史民俗資料館で、筧とりに関する模型や漁

具を展示している（図３右下 。）
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（ ）図３ 闘竜灘の堀割水路（掘削された部分） 2011.4.24

6a
て筏をはなちくだし、筏士は岩を くだり落る筏に飛びのりて棹とるわざのいみじときく*
を、昨日の雨に水まさりてさることもなし。四月にはあゆこのぼりて此滝をこえんと

するをかけ樋して水をせきわくれば樋の口より上らんとして、水にはじかれてとびかへる

を網してうくるが、さかりの比は一日が中に三五斛もとるとぞ。今もやうやうのぼれど

何ばかりもあらず。夕になりて河風さむくなりぬれば帰りぬ。ここのどうがめ 又なき物*
なりとて博士のやっこ此郷の者なりければ水の心よく知て 「いかでとりてまいらせん」、

とて、川をかみに下に求めけれど、水にや落けん手を空しうして

【校異】○を この後に、底本、校本ともに「とひ」を見せ消ちする（校本には横に「本ノマ

マ」とある 。）

【注】○どうがめ 胴亀。スッポンの異称。

6b
。 、「 、 」帰る それを聞つけたる翁あり われ今とりてん 其かはりに博士物書てたまはらんや

といふ 「やすし、先」とうべごといふ。しばしありてののしりてもてきたる。夜更たれ。

ば 「あすのさかな」と舌なめづりしてぬ めり。、 *
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十九日、かの翁紙もてきたる。はかせ筆とりて 「亀遊万歳池 」とかけるをにげ（＊似、 *
気？）なからぬことばと云 もおかし。かかるほど安達のぬし来れり。例の人々つれてゆ*
く道に煉士亭 といふ所にやすらふ。亭のつくりざま清らなり。あるじ鞠このみて、まり*
がかり かまへたり。をのこ、*
山を行 谷のながれを 庭まりの かかる宿りは 又もあらじな

【校異】○ぬ 校本は横に「ね」とある。○云 校本は「みる」に見える。

【 】 「 」。 。 。注 ○亀游万歳池 賀詞 鶴舞千年樹 亀游万歳池 ○煉士亭 未詳 ○まりがかり 鞠懸

鞠の庭（約十五メートル四方の競技場）の四方に植えた樹木。下枝を蹴り上げる鞠の高さの標

準にする。

…以下、注目箇所7a
さて昨日のいはほのほとりにゆく。又、

けふははや 滝のみかさも 落ぬるを など て落さぬ 筏なるらん*
酒あたためなどするほど、むかひの岩の上に、里の子らさで さして鮎とるさまおかし。*
「かはん」とよぶに、長き縄の端に石をつけてこなたになげこしてひかしめ、小き籠に鮎

をいれて籠のてになはをとをしてすべし こす。それをぜにに かへて、又むかひへ下しや* *
る。渓のあひだのすさび いみじうおかし。石の上にやきて*
うちくふいとよし、よよとのみ暮して、をのこ、

滝なみの かからぬおりを 契りにて 下す筏を 又もきてみん

といひつつ帰る 「明日たちなん」といふに、庵 あるじ「哥よめ」とをの。 ？

【校異】○など 底本は「いか」を見せ消ちする。○すべし 校本は「し」の横に「らせ」と

ある。○に 底本、校本ともないが、校本が挿入を示唆する（ に 「ナシ」と書く）のに従い「 」

改めた。

【注】○さで さで網。○すさび 遊び。

7b
こにもとむ。

遠からぬ 境なりせば 月雪に 小舟さしはへ とはんやどりを

とかいつけたり。

廿日、原はらから、太田、小柳、舟して送る。ながれにしたがひて六里ばかり下りてかこ

川にあがる 原のこのかみ 小柳は 道よりわかる 残る二人もここより帰るべきを 猶。 、 、 。 、「

々」といひて生子（オフシコ）の社 まで いざなふ。聞わたる石の宝殿ここなり。あやし* *
うよこざまに家のかたに作りなせるなり。王烈 がみし石宝のたぐひならんをまたなまく*
の神仙の隠家しあへでやみぬるかとおかし。ここにてかのふたりにもわかる。これかれう

ちつれたるが、ひとりひとりと別れきて

【校異】○まで 校本「に 。」

【注】○生子（オフシコ）の社 生石（おうしこ）神社。現在兵庫県高砂市阿弥陀町生石にあ
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る。有名な石の宝殿は、横六・四 、高さ五・七 、奥行七・二 （ブラウン管テレビのよm m m

うに後ろが飛び出している）に山を削って造られており、水面に浮かんでいるように見えるこ

とから「浮石」とも呼ばれる。いつどのように造られたかは不明で、江戸時代は「日本三奇」

に数えられた （図４）○王烈 中国の仙人 『神仙伝』巻六に、王烈が太行山に入り、山が数。 。

（「 、 、 、 、百丈裂けている場所から仙薬を得たとある 烈嘗入太行山 聞山裂声 往視之 山断数百丈

有青泥出如髄。… 。」）

＊享和三年（一八〇三年刊）図４『播州名所巡覧図会』巻四に見える石の宝殿

（ ）現在の生石神社 石の宝殿 2011.4.24

シーボルト『日本』に見える石の宝殿

（図録第三巻、雄松堂、一九七九年）

＊シーボルトが日本にいたのは一八二三

年から六年頃。
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…引用候補8a
さうざうし。ごちやく にとまる。*
廿一日、姫路を過てあぼしぢにかかり、いつの浦 にいづ。ここより舟にて室のうら へ渡* *
るべかりしを、午の時斗よりいみじき雨風に舟すべくもあらず。山のそばの細道をかいた

をり かいたをりしてみおろせば、きりたてたるごとき岸の下は黒うすごげなる岩の浪に*
うがたれて洞のやうなる中へ、いかれるなみおどろおどろしう打いるるが、やがて打かへ

、 、「 」 。して 一丈あまりもくだけのぼるひびきは 行道も今や崩るる と心たましゐけぬべし

又さし出たる岩の高きひききがうへこす浪にまじりて鴎の三つ五つとまりつどひつするも

あかぬみるめなり。淡路、阿波、さぬきの山もみゆ。

【校異】○うら 校本「かた 。」

【注】○ごちやく 御着。現姫路市。○いつの浦 未詳（ みつ」か？ 。調：神戸大学海事科「 ）

学部海事博物館蔵『大日本海路図 『東、東二見村西、備前くそ島灘手村々絵図 （たつの市』、 』

教育委員会： 特別展 室津と参勤交代―海駅室津のにぎわい （たつの市教育委員会、二〇〇『 』

六年）一八・一九頁所引）○室のうら 現兵庫県たつの市御津町室津。室津湾の奥に位置し、

室のように静かなことが地名の由来だという。海上交通の要衝として、参勤交代の西国大名の

ほとんどがここから上陸した。明治以降は衰退したが、六軒もの本陣があった室津の町はかつ

ての面影を留め、商家跡はたつの市立室津民俗館、たつの市立室津海駅館として公開されてい

その他、一七二七年に刊行されたケンペる。室津賀茂神社も昔の姿を留める（図５、６ 。）

ル『日本誌』にも室の全体図（図７）と天然の良港の様子や町の様子について記述が見え

○かいたをり 曲がること。る。

（ ） （ ）図５ 現在の室津港の様子 現在の室津の町並み2011.4.24 2011.4.24
＊賀茂神社はこの右の方。
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図６ 『播州名所巡覧図会』巻五に描かれた賀茂神社（一八〇〇年頃）

＊境内の左端にあるのが長風閣か？

図７ ケンペル『日本誌』に見える室

8b
浪あらき うらにかたほの 影もなし 室の泊りぞ 舟きほふらしとやっこがいふただ

ことばも哥めきて聞ゆ。ゆきゆくに、むかふの山の梢よりほばしらの末しげくみゆ。今一

人のやっこ、

峯ごしに 舟こそ見ゆれ 浪たかく 山のかひにや さかのぼりけん

今ゆく道のむかふの山あひより高くてみこすなめり。めぐり下りてむろにとまる。あすの

舟の事とひあはすに、此宿のあるじ小き舟もたり 「をのれかぢとりしてまからん」とい。

ふほど雨はげしく降いづ 「舟出いかならん」と思ふ思ふねぬ。暁近くやあらん、をのこ。

ふとめざめたるに、先雨の音はせで、

苫やかた これもうきねの 心ちして 枕のもと に 夜舟こぐ音*

【校異】○もと 校本「うら 。」
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9a
廿二日、なごりなく晴ぬ 「けふの潮、巳の時過べし」といふ。さはとて。

明神の社 にまいる。そこらみめぐるほど、一人のはふり出きて*
宮々の前にぬかをつく。博士よりて 「この社家にさくらき、

右近 といふ人やおはす」ととふ 「何の故にたづね給ふや」とあや* 。

しげにいふ 「ここに長風とかいふ閣 ありと聞。其人にいひよ。 *
りて、其閣みばやとなり 」はふり打ゑみて 「われぞそなる。みせ。 、

* *侍らん」とて、門あけさせ、戸、さうじ、皆あけぬ。せうづ島 、ゑ島

をはじめて、海のおもての島々、沖ゆくほかげも、唯このおば

しまにつらなれり。よする浪は此閣の下にひびくめるを、

高き岸にかたかけたれば、床の下にも松しげくななめに

【注】○明神の社 室明神 『播磨名所巡覧図会 （文化元年(一八九四)）巻五に画あり。。 』

シーボルト『日本 図録』第二巻にも見える （図８）○さくらき右近 未詳。○長風と。

いふ閣 未詳。ただ、シーボルト『日本 図録』第二巻に欄干のある建物からの眺望が載

せられている。現在の参籠所（崖にせり出して建てられている）だと思われる （図９）。

○せうづ島 小豆島。○ゑ島 淡路島絵島か？

（ ）＊京都の上賀茂神社社殿に似ている。図８ 現在の賀茂神社の社殿 2011.4.24

（シーボルト『日本 ） （ ）図９ 室神社の社 現在の参籠所』 2011.4.24
＊長風閣からの景色か？ ＊この裏は海にせり出している。

昔の長風閣か。
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…注目箇所9b
かたぶきへだてたり。近く行かふ舟の中にこなたを見て物いふも聞とりつべく、釣舟につ

りあげたる魚もみしりつべし。とみにうごくべうもなくながめをるに 「潮の時よし」と、

おどろかされていづみ？やしろは加茂とひとつ御神なり。されどみあれ は年々はなし。*
小五月（コサツキ）祭 とて五月にありといふ。をのこ、*
室山や そのかみ山も もろかづら かけてぞあふぐ 同じ宮ゐを「とくのれ」といそ

ぎてこぎ出す。赤穂の城みゆるあたりにては今みし宮の山もほのかなり。

みえずなる 名残ぞおしき 草枕 こころとまらぬ 室の泊りも

かぢとりがきげ んもしらでのり合せたる人 いふ。夕つかたより追* *

【校異】○げ 底本、校本ともに「か」に作るが、校本が横に「け」と書くのに従い改めた。

○人 校本はこの後に「の」あり。

【注】○みあれ 御阿礼。もと神の降臨を言う。ここでは賀茂神社の御阿礼祭（葵祭の前儀）

を言う。○小五月（コサツキ）祭 室津賀茂神社の祭。

10a
手いたく吹て、舟ばたうつ波の音に枕の夢はさらにもいはず、かしらさへくだけつべし。

ひとりのともなる、大かたあさましく舟おづる者にて、夜一よいもねず。むねに手あてて

神仏をぞねんずめる 「潮声偏 懼 初来 客 」とわらひて、かたへは海味のあまなふなき。 ニ ル ノ *
をわぶめり。明る比ほひ丸亀につく。この舟路廿五里ばかり。

廿三日、金比羅にはかせの親しくせる木村何がし の家にいたる。あるじは博士の父の先*
生 の門人なりしが、後にて先生しばしばここにわたりをしへ道びき給ひしかば、此家の*
しぞくのみにもあらず、誰も誰もあふぎ 慕ひけらし。今はその子むまごとうつりて*

【校異】○あふぎ 両本とも後からの挿入。

【注】○潮声偏 懼 初来 客 欄外に「潮声偏懼初来客、海味唯甘久住人」とある。耿湋「送ニ ル ノ

友人帰南海」の一節 『全唐詩』巻二六九 『唐詩品彙』巻八六 『文苑英華』巻二七五 『唐百。 、 、 、

家詩選』巻九などに見える。景範がいずれを見たかは未詳。○木村何がし 未詳。○博士の父

の先生 懐徳堂初代学主であった三宅石庵。元禄十三年（一七〇〇）に大坂で塾を開く前は四

年間讃岐に滞在した。その折、琴平の木村平右衛門（号は寸木）に世話になっていた（参考：

『続近世畸人伝』巻二「三宅石庵」の項 。）

10b
。 、 、 、のこる老人わづかにみたり四人なり それをはじめ これかれつどひきて 昔がたりをも

今の事をも、なつかしくいひあふめる。

廿四日、人々しるべして権現の社 にまうづ。山を象頭といふ。をととひの舟より先みつ*
けしが、近くみてかたどれる名もしるくおぼゆ。峯近く宮居せり。山のけしき、きさのは

*なのかたはふかくしげり 背とするかたは芝山なり 其芝山のみねにのぼらむとてくらき、 。

木陰をわけて分つくせば、夜の明たらんやうなり。其芝のうへにゐてみれば、国なかはこ

とにもいはず、播まの山々海の遠近すべて袖にも拾ひいるべし。白峯も雲か何ぞとみるば
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かりなり 「まことや、かのみねの御神は天治のみかど のおそろし。 *

【校異】○くらき（ 具らき ） 校本「空しき 。「 」 」

【注】○権現の社 金刀比羅宮。金刀比羅宮のある象頭山(琴平山)は、古くから瀬戸内海を航

行する船の目印（日和山）であり、海に生きる人々が海上安全を願って厚く信仰した。○天治

のみかど 崇徳天皇。保元の乱で敗れ、讃岐に流された。天治は在位期の年号。

11a
きみすがたにて（頓証寺殿か？ 、門の右左 には為義、為朝 の木像をすへたる」となん） * *
人のいふをききて、をのこ、

よよをへて 晴ぬうらみも 白峯や 雲井の遠に 霞とづらん

「げにうたてありけるひとりのおまへ（横：美福門院 ）のさかしらより、かみなききは*
の

墻にせめぐ 禍つくり出て、ためしなきためしをはじめ さ る海* *、

中にうつし奉れるおそろしさよ。上皇も兔道おほさざきの

みこ のかしこき御あとをふみたがへ、あらぬ重祚の御夢にまどひ*
給ひてさる御なげきにしづみ給ひけるよ」などおほけなき 事を*
さへいひあふめる。をのこ又、

よにかへる 夢のまよひの 浮橋や 身をうみ渡る 道となりけん*

【校異】○右左 校本「左右 。○さ 校本「ざ 。○や 校本「の 。」 」 」

【注】○為義、為朝 崇徳上皇の随身。源氏。勅額門に祭られていた（図 。○美福門10）
院 藤原得子（なりこ 。崇徳天皇に譲位を迫った人物。○兔道おほさざきのみこ 「兔）

道」は菟道稚郎子（うじのわきいらつこ 「おほさざきのみこ」は大鷦鷯皇子（おおさ）、

ざきのみこ＝後の仁徳天皇）を指す。莵道稚郞子は、父応神天皇の寵愛を受けて皇太子に

、 。立てられたものの 異母兄の大鷦鷯皇子に皇位を譲るべく自殺したという美談が知られる

ただし、これは『日本書紀』にのみ記載された説話で 『古事記』では単に夭折と記され、

ている。○墻にせめぐ 「兄弟(けいてい)牆(かき)に鬩(せめ)ぐ」で、兄弟や仲間同士が

。『 』 。 。内輪で喧嘩をすること 詩経 小雅・常棣に由来する ○おほけなき 身の程知らずな

（ 金比羅名所図会』巻五）図10 勅額門 白峰神社境内 『
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11b
はるかなるふもとの道に蟻ばかりなるものはひのぼる。かの家よりよき物調じてもて来る

なり。まねきよせて、のみとのみくらふ。さるあひだに、空かきくもり、ごぼごぼとかみ

なり雲きほひきてかしらのうへにおほふ 「長ゐふようなり。とく 下らん」といふに、。 *
ともなる二人ばかりのみね近く上りをるをよぶ声も風に吹とられて聞えぬなるべし。ひた

はだかになりて、猶のぼらんとせしが、空のけしきにおそれてころびまどひて下る。さる

ほどに雨は河をかたぶくるごとふる。みな只ひたぬれにぬれて、ふみとむべくもなき坂を

ただ下りに下るほどに、またたくほどにおりつくしてわらやのあなるににげ入ぬるに、軒

もすのこもやぶるるばかり雨

【校異】○く 校本は「て」に見える。

12a
風よこざまにひびきどよむ 「この興にのりて、今一際酔をすすめよ」とて杯まなくめぐ。

るほどに、ある限りみだれたり。暮近くなり雨いささかをやむを待て帰りぬ。やがてたふ

れて物覚えぬも有けらし。

廿五日もここにをる。あるじ草花をこのみて、春秋のくさぐさあるが中に藤こそいみじけ

れ。たないかめしくかまへたる、一もとのひろごりたるが長さ十丈にもあまるべし 「花。

のしるべ四五尺なるべきを、ことしは例の春よりも春の寒きにそこなはれてみじかきがく

ちおしき」と、かへすがへすうらむ。牡丹ぞやや咲初たる 「あすは大野原 にゆかん」。 *
といふに 「今しばしさかりみておはせよ」といふも有 「先行てとく帰りて」といふも、 、

あり。

【注】○大野原 現香川県観音寺市大野原。

12b
廿六日、大野原にゆく 「つとめて」といひしも日たけぬ。ここよりや告やりけん、かの。

方のかたがたよりむかへの人を出し、皆「我方へ」とせうそこ せるに思ひまどふを、平*
田正統 の家先 近きに、あるじ出迎へてければやがている 「行李をば馬におほせて、道* * 。

より庄司正茂 のもとへやりてまからんといひやりしかば、待もこそすれとてここにつき*
ぬ」と告るに 「かの馬いまだこず」と聞ゆれば、ここよりかしこより、人はしらせ道を、

分ちて尋ね出しぬ 「道しるべするもののまどひたるあなかたわ」とわらふ。ここも親し。

きが皆つどふめる。やや更ぬるに郭公さへ音づれたり。あるじがたの中によまる。

かねてまつ やどと知てや 郭公 まだきやよひの 空にとひこし

【校異】○先 校本なし。

【注】○せうそこ 挨拶。○平田正統 かつて三宅石庵を世話した平田氏の子孫であろう。後

の記述から、平田正美の兄弟も弟子入りしたことがわかる。なお、平田氏は、近江商人で大野

原の開拓を行った（ 新修大野原町誌』三一六頁 。○庄司正茂 未詳。『 ）
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13a
「知てや」の「や」を「ぞ」にかへて、まらうどの哥にもしつべし。

廿七日は 「正茂のもとへよばん」といふ。山近き所なり。そこに一夜あかす。あるじ、、

まうけこよなし。あるじの父、おぢ二人、おとと二人、其妻、其子、一やどりにをる。忍

の文字を思ふや、女のことばをきかずや。

廿八日、尾池何がし のまねきにゆく。この翁は、をこのが父の執なり。長子正常はさい*
つごろ都にあそべるをり、しばしばあひみつ。次子には初てことかはすなり。此夜はここ

。 、 。にあかす 此比 金ぴらにて此郷の辺に地蔵院なる寺 に空海の書る急就章 ありとかたる* *
「それみまほし」といふに、やがてあないしてゆかんことをいひあはす。平田正美はらか

ら、博士のをしへうけん事をあるじしてこふ。

【校異】○章 校本「草 。」

【注】○尾池何がし 長子は正常。加藤景範の父信成の執事であった ○地蔵院なる寺 地蔵？

院萩原寺（現香川県観音寺市大野原町萩原 （図 。地蔵院の建立者と言われる空海筆「急） ）11

就章」は今も重文として収蔵されている。江戸時代から寺宝として有名で、将軍綱吉が閲覧し

たこともあったと言う（ 新修大野原町誌』三四四頁 。五色の練絹に、草書で書かれており、『 ）

各文字の傍らには楷書で小さく朱記されている（ × ㎝ 。―『宗教と現代』八九年321.3 79.7 ）

一〇月号特集「萩原寺」より（図 。12）

図11 地蔵院萩原寺の門 図12 急就章（ ）2011.11.22
（『 』 「 」）宗教と現代 八九年一〇月号特集 萩原寺

13b
はかせゆるしてたいめせり。あさて 我方へむかへんといふ。*
廿九日、正統のもとへ帰る。

晦日、地蔵院にゆく。人々従ふ。萩原といふ所なり。寺は山ちかくていたく物ふりたり。

。 。 、あるじの僧はやまひしてあはず 弟子なるがかの一巻をみす 空海の書はえみさだめねど

文字のさまからめきたるが中に上代の筆づかひまじりて、すくよかにみゆ。此文は漢の元

帝のみかどに史游が作れるなりとぞ。相似たる文字をあつめて草書のおきてとせるなるべ

し。嵯峨のみかどのみことのりをうけて、書てたてまつれるしたかた なりといふ。色き*
ぬにかけり。人しらぬ所に埋れたる、いとあ
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【校異】○て 校本「り （ あざり」で「ふざけて」か？ 。」「 ）

【注】○したかた 下書き。

14a
たらし 。帰るさにいせきの滝 をみる。山のすそ野に大きなる池ありて、其水をあふらさ* *
じとて岩をきりて落せるなり。正美の遠つ親の此原開ける時、きりぬきたるなり。ここよ

り正美のがりゆく。正美はらから、博士に杯ささげて師弟の契りをむすべり。しぞくの中

にもこれかれ志をおこしてしりへに侍り杯す（せ？）んなかれにおはりて、ひさしの方に

いざなひあるじすめり。庭のけしきは いみじう心とまる。おほきやかなる木どもここか*
しこに深うしげらせ、岩のたてざまもわざとめかずしなし、水のながれすずしげなるに、

板なる石なる橋わたし、そなたに東やたつ、茅ぶきのやどり、なつかしくかまへたり。さ

きに此さま

【校異】○は 校本なし。

【注】○あたらし 奥ゆかしい。○いせきの滝 萩原寺のすぐ南に井関池という溜め池が現存

する 「井関池・補助池改修工事記念碑 （平成十八年四月吉日、松本慶明撰）によると、井関。 」

池は大野原開墾の祖といわれる平田与一左衛門により江戸時代初期の正保元年（一六四四）に

、 。 、 、 （ ）完成したが 決壊を繰り返した そこで 承応三年一六五四年の改修の際 東うてめ 余水吐

十四間、長さ十八間と、西うめて、岩山二間、長さ六十間が整備され、ようやく安定したとい

う。現在の東水吐は自然の岩盤が見え当時の様子をしのぶことができる（図 。堤の高さは13）

十六メートルある。参考： 香川県史・近世史料Ⅱ 『新修大野原町誌』四四九頁～（二〇〇『 』、

五年）

図13 井関の滝（現在の東余水吐の様子）

＊この左上は井関池。

14b
を絵にまなびて清水谷のきみ（割注：実業卿 ）に御うたをこひけるに、よみて給はりし*
とて見す 「此宿にみよや多く の花紅葉よしの の春も秋の龍田も」とあり。をのこがな。 * *
がれにのぞみていたくめでけるをみて 「あるじ哥よみてんや」といふ 「おこなり」と、 。

思へれど猶ただにもあらで、

*世に似ずよ 山にもあらで 山水の ふかき心を しむるやどりは

はかせ道のしほりばかりにとて『論語』の首章を講ぜらる。講おはりて、あるかぎりの人

々物かかんことをこふ。をこのをさへゆるさず。硯の海みちひることみるがうちしばしば
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なり 「まことやけふは三月尽なるを」となごり思ひて、をのこ、。

【校異】○く 底本、校本ともにないが、校本の横に「く」とあるのに従う。○よしの 校本

「みよしの 。○は 底本「に 。」 」

【注】○実業卿 清水谷実業（しみずだにさねなり）慶安元年（一六四八）―宝永六年（一七

〇九 。江戸時代前期から中期にかけての西園寺家一門の公家、歌人。）

15a
古郷に なれしも同じ 春なるを 旅の空とて おしまざらめや

「草引むすぶ事もせじ 」など思ふ思ふ物語する程、鳥鳴まであり。*
四月朔日、

旅衣 うら風寒み 蝉のは に けさぬぎかへん ここちこそせね*
* * *人々けふは琴弾山 へと催ほす 観音寺 といふ郷を過れば そこなり 山の上に八幡の宮。 、 。

*あり。今すこしのぼれば、千里をかけて四方にめのいとまなし。西のふもとを在明の浜

といふ。まさご地すすぎ出したらんやうなり 「いつをかあく時にせん」とて宮の下なる。

庵 におりて 「あからさまに 」といひつつ、盃に時うつりぬ。ある人をこのに 「哥よ？ 、 、*
めりや」といへりければ、

【注】○草引むすぶ事もせじ 在原業平に「枕とて草引き結ぶこともせじ秋の夜とだにたのま

れなくに （今夜は旅寝はしません。秋の夜だかといってあてにできないので）という歌があ」

る（ 伊勢物語』第八三段、弥生晦の歌 。ここでは起きて語り合うことを言う。○蝉のは 蝉『 ）

の羽。薄い衣の形容 「一重なる蝉の羽衣夏はなほ薄しといへどあつくぞありける （ 後拾遺。 」『

集』夏）が有名。○琴弾山 現在も琴弾山山頂展望台あり。現在は、眼下に世界最大の砂絵、

銭形・寛永通宝（東西一二二 、南北九〇 ）が見える（図 。○観音寺 現香川県観音寺m m 14）

市。○八幡の宮 琴弾八幡宮。○有明の浜 『金毘羅名所図会』巻三に画がある（図 。○15）

あからさまに ちょっとだけ。

（ ） （ 金毘羅名所図会』巻三）図14 現在の有明浜の銭形 図15 有明浜2011.11.22 『

15b
吹風の 松のしるべも かはるらし 夏たつけふの 琴弾の山
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まさごぢは 潮のひるるも 月残る 面影しろき 在明の浜

など口ずさぶ。暮るまであそびて、正美のがり帰りぬ。此比誰も誰も「宮島みよ 「鳴」、

*門のうづ潮見よ 「我もしたがはん」といふに 「さは宮島を見む。伴ふやたれたれ」と」、 、

大かたの定めしけるに、思ひがけぬ事出もうできて、従はん人々みなやみにけり。あやし

き事なれば、筆のつゐでに書つくるなり。甲斐の国にかひ河 とて大なる川あり。一年の*
水に六十里ばかりが程、岸崩れてけり。それをおほやけよりななの国の守におほせて、す

り せらるるなるべし。津軽のきみそのひとりなりしが、ことし正月廿九日に津軽大雪 し* *
て又おびただし

【校異】○と 校本なし。

【注】○かひ河 甲斐川の水害。明和二年（一七六五 、江戸附近で雨が降り続き、宇都宮、）

水戸などでも被害があった（池田正一郎『日本災変通志 。○すり 修理。○津軽大雪 明和』）

三年（一七六六）正月二八日から二九日にかけて津軽で大地震があり、家の倒壊や火災が起き

。 、 （ 『 』、た これ以後 雪下ろしが行われるようになったとも言われる 池田正一郎 日本災変通志

『日本歴史災害事典』二四二～二四三頁 。）

16a
くなへふる家々、雪をのせてゆるめれば、残りなくたふるるに、かたはしより火もえ出て

やけにやけたり。うらうらは高潮あがりて家のかぎりいづちもて行けんもしらぬ処々おほ

かり。人そこなはれたること万をもて数べしとぞ。此事おほやけに聞えて、かの河のすり

ゆるされて丸亀のきみにかへらる、其つゐえ三万金あまりとか。ゆくりなき ことにて、*
「事ゆかず」とてらう（＊領）じ給ふかぎりの市町里々へおほせてかりあつめんとし給ふ

なり。さるおりに、宮島詣などきこえん、いとはばかるべきこととてやみぬなり。

二日、和田浜 より舟にのる 「道の事まかなへ」とて、人二人したがはせたり。酒さか* 。

なを人々たづさへきて松の陰にまとゐ

【注】○ゆくりなき 突然の。○和田浜 図 参照。16

（ ）図16 和田浜 2011.11.22
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16b
してくみかはす。かくてこぎ出る。とまれる人のみをく るがほのかに見ゆる。それが中*
「 」 。 、 。に 共に と契りしは猶おもふことあるべし ふねよりもかへりみして 思ひかはすべし

ふるき哥に（割注：後撰雑 「をくれずば心にのりてこがるべき波にもとめよ舟みえず*）
*とも」とよめる心ばへあるべし。有明の浜のみまさごの色に猶しるし。網の浦、筆の海

も此あたりなり。

三日、伊予のゆげ といふ所にて夜明ぬ。されど、潮まちして午の時計こぎ出す。すべて*
磯山の巌の浪にうがたれたるあとのさまざまあやうげにみゆる。水鑿の穴 といふなるべ*
し。さるあたりに松などの根ざしみなあらはれて波こすばかりよこ

【校異】○く 校本なし。

【注】○後撰雑 巻十九「離別・覉旅」 「遅れずぞ心に乗りてこがるべき浪に求めよ舟見1345

えずとも」岩波 （舟に乗って漕がれては行かない私も、心に乗って、遅れないようにあp.407

なたのことを思い焦がれつつ、ついて行くはずです。そんな私を浪の間に探してください。舟

は見えなくてどこかにいるはずですから ）○網の浦、筆の海 現香川県綾歌郡宇多津町網の。

浦 『万葉集』巻一 に「…網の浦の 海人処女らが 焼く塩の 思ひそ焼くる 吾が下心」。 5

という歌がある。○ゆげ 現愛媛県越智郡弓削島 「塩の荘園」として知られた。塩田が多く。

あったことは、山内譲『弓削島荘の歴史 （弓削町、一九八五年）が詳しい。○水鑿の穴 語』

は『夢渓筆談』巻二四に見える。

17a
たはりたるなどいみじうみどころ多し。さる所に塩やもみゆ。をのこ、

もしほやく 烟の色や みし春の 霞をのこす 磯の山本

ひるつかた、雨そぼふる。あきの国、せとだ といふ所にいかりおろし*
篷おほひする、いとわびし。くらげといふもののゆらゆらと

ゆく （横：文選 「席を挂て海月を拾ふ 」といへるやこれならん。をのこ、。 ） *
浪の上に さやかに見ゆる 海の月を 誰かくらげと 名付初けん

といへば、はかせこたへて、

かたちこそ 名にもたがはね 海の月 くるる浪間 に 影をやはみる*
四日も猶はれず、苫のひまうかがふべくもなく、風まぜにける。

をのこ詠め侘て硯とうでて手習のつゐでに、

【校異】○間 底本は「ま（ 万」字 。校本によった。「 ）」

【注】○せとだ 瀬戸田。○席を挂て海月を拾ふ 『文選』巻二二「遊覧」詩篇上 に174
謝霊運の「遊赤石進泛海（赤石に遊び進みて海に泛（うか）ぶ 」という詩がある 「揚） 。

帆采石華、挂席拾海月 （帆を揚げて天草（てんぐさ）を採り、席（むしろ）を片付けて」

海月（くらげ）を拾う）と見える。

17b
思ひをく 跡にひかふる 心ちして 別ぢつらき 旅の衣手

*わけぬるる 朝夕霧の やつれをも 花にいとはぬ 〔旅の衣手〕
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晴まなき 浪のうきねの 夜の雨に 月影うとき 〔旅の衣手〕

浦のなみ 山の雫の かかりつと ほさでみせばや 〔旅の衣手〕

家づとに いくうら山の 貝拾ひ 花つみいるる 〔旅の衣手〕

花に満し 名残もとめず 蝉の羽に かへて帰さの 〔旅の衣手〕*
かしらやましげにてふかうも思ひいれぬなるべし。これは古郷を出る

日＊（義）かげすけ が読るに答ふるなり。かげすけのうた、*
かぢ枕 沖の舟路は やすく共 花に宿かれ 春の旅人

花鳥の 色音さこそと 思ふにも 猶うらやまし 春の旅人

【校異】○〔旅の衣手〕 底本、校本ともになし。○の 校本「め 。」

【注】○かげすけ 景亮。景範の弟。

18a
ことのはの 匂ひもさぞな 花にふし 霞を分る 春のたび人

*みせばやと 花みる夏に 誰を先 思ひ出ん 〔春のたび人〕

*花の色に 満るたもとを いづくにか 衣がへせん 〔春のたび人〕

*ことのはの 松のうら風 吹よする 玉をや拾ふ 〔春のたび人〕

かかるほど、ふたがりたる雲うすらぎて、山の翠みえすく。さても猶汐よからず 「あす、

の朝なんこぎ出べき」とて舟人みなねたり。

五日、風も汐も待えてはしる。ねこせと 、かまがり のせとなどいふ島のあひだを過て、* *
をんどの迫門 のこなたにて、又汐まちす。このせとはかの相国のきりとをせるなりとい*
ふ。潮のあしつくがごとくむかひ潮には風にあげる帆してもさしもどさる。汐のゆるび

【校異】○〔春のたび人〕 この三首の末句は書かれていないが補った。

【 】 。 『 』注 ○ねこせと 下蒲刈島と本州の間の瀬戸 神戸大学海事博物館所蔵 西国海上之図

に見える（図 。○かまがり 蒲刈。○をんどの迫門 音戸の瀬戸。この海峡は、平安17）
時代に日宋貿易の航路として、一一六七年に平清盛が開削したといわれている。一日で工

事を完了させるために夕日を招き返したという伝説がある。
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図17 神戸大学海事博物館所蔵『西国海上之図』の一部

＊上が南。中心の島が倉橋島。その左の本州に迫った部分に「ヲンドノセト」とある。

その左の蒲刈島（正確には下蒲刈島（左が上蒲刈島 ）の南にある海峡が「ネコセト 。今は両） 」

者とも橋が架かっている。ちなみに、厳島は右下の島。

18b
をみてやる。帆はおろして櫓三つに五人がかり力声しておしとおすに、すかひ のあゆみ*

。 、 、にも猶をくれぬべし わづかなるあひた をからうじてこえ はげしき風にのりて行ほど*
広島をそなたに見て、宮島にいたる。申の時ばかりなり。御旅所をちのごぜん といふ。*
宮島より一里ばかり海をへだてたり。三月より六月まで神ここに旅ゐし給ふとぞ。こよひ

は月くもりて島のみるめかひなし。

六日も猶くもりて明ぬ。此山のさまあたりあたりが中にてはみねするどにそびえたれば、

いつき島といふなるべし。山のおくまりたる所を地をひきて汐さすべきやうにして宮たて

たるなり。わた殿だつもの、御社の右左に長くめぐり、舞台、楽屋などかまへたり。

【校異】○た 校本は後に「る」あり。

【注】○すかひ 貝？。○宮島 図 参照。○ちのごぜん 地御前。今も、地御前神社（厳18

島外宮）がある（図 。19）

図18 現在の鳥居の様子 弥山がギザギザになっている様子（ ）2011.3.27
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現在の社殿の様子 能舞台（ ）2011.3.27
＊潮が引いている時の状態

（ 厳島図会』巻一）「本社・客人社」『

＊能舞台は右下手前の方。

（ 厳島図会』巻四） （ 厳島図会』巻四）図19 地御前社 六月の還幸の舟の様子『 『
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19a
大汐は此下に てみつるといふ。此ほどはさらず。*
潮みたば 猶ぞみらく の 増るべき 入ぬる磯に たてる宮ゐは*

と、をのこみるかひなげにつぶやく。後の山をみせん といふ。宮のかたはらよりすこし*
、 。 、 。のぼる所に 大なる空堂？あり 其ほとりよりみれば 向ひの山までは一里もやあるらん

其あはひの海、琵琶湖に似たり。誠やかの相国はやう あきの守に任ぜしより、世になり*
出しとて浅ましきまでこの神をたうとめりけるとぞ。治承のみかど （横：高倉帝）も、*
法皇の御ためにやありけん、入道の心をとらんとてや、此島に宮ゐし給ひけん。其比は入

道の世のさかりにて、思ひ人の内侍の家をかりの皇居となされしを思へば、みやしろはい

ふべくもあらずさ

【校異】○に 校本は「り」に見える。○う 校本「く 。」

【注】○みらく 見所。○みせん 弥山。○治承のみかど 高倉天皇。高倉上皇の厳島御幸の

ことは『平家物語』巻四「厳島御幸の事」に見える。

「同じき三月上旬に、上皇安芸の厳島へ御幸なるべしと聞こえけり。…その上この厳島をば、

平家斜ならずに崇め敬ひ申されける間、上には平家に御同心、下には法皇のいつとなく鳥羽殿

、 、 。」におし籠められて渡らせ給へば 入道相国の心も和らぎ給ふかとの 御祈念の為とぞ聞こえし

19b
こそ光をみがける殿造りつらなりけめ。今はあやしの市人の家のみきたなげに立つづき、

山にも里にも角きりたる鹿のなつかしげなくぞむれたる。博士懐古のからうた作れりける

を、跡さき忘れたり。をのこも、

道しなき よのうき浪に あきの海や かかる島にも みゆきなしけん

とやよめりけん。午の時ばかりこぎ出す。又、

老のよに 又きてみんも いつくしま 命ぞ後の 契りならまし

ともなるが中に、ひとり、

かくれゆく 山ぞ恋しき こし方に 帰るさいそぐ 浪ぢながらも

雨降いでぬれば、広島近き所の島陰に舟をとどむ。

20a
七日もふる。小き舟に人あまたのりたるがこぎよせて 「ここに網をきたるを今引あぐる、

なり。舟よそにうつせ」といふ 「さば」とてこぎ出てながす と云所にて碇おろす。舟。 *
にもあり侘て、いそにあがりて貝ひろふとて、をのこ、

いひしらぬ 浦のみるめを 人とはば 忘貝とや 答へしてまし

「この浦の何に心のとまりぬるぞ」とかたへにいふもむべなり。ここの見るめにはかけず

とことはるもおかし。かかるに空さはやぎぬれば、ねこせと といふ所までやる。*
八日、風なくて心やり ばかりこぎゆく。はかせ、*
浪風も しづけき海は 中々に 日数をふねの うちぞ侘しき

【注】○ながす 現広島県呉市の長郷海水浴場辺りか。○ねこせと 下蒲刈附近の瀬戸。○心
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やり 気晴らし。

20b
みたらい といふ処によせて追手まちくらす。舟多くよる所にて、うかれめ ども岸に出て* *

。 。聞もえぬことさえづる さる中にはひたぶる者 にとられて親の悲しみまどへるも有べし*
ほうつけ（家が傾く？）き？親にうられて身を恨むるも有べし。さて思ひなげなる顔つく

るが中々あはれなりとて、をのこ

誰か又 たが思ひ子ぞ とばかりも あはれは かけん 浪のうかれめ*
？九日、大三島にあがり、みしまの宮 にまいる。かうがうしく神さびたり。いでや此頭*

の空こそたいだいし けれ、海のつらは浪のしはこまやかにきぬをのべたらんやうにて、*
たまたま風を待えてもやがて吹すさびて帆のはらは空しくてかぢとりが

【校異】○め 校本なし。○は 校本「ぞ 。」

【注】○みたらい 大崎下島御手洗港。近世になって瀬戸内海の中央部を行く「沖乗り （沿」

岸をたどる「地乗り」に対する）航路が利用されだしてから新たに開かれた寄港地だという。

潮の流れが穏やかなことから港となったようだ。四軒の遊女屋に約百名の遊女がおり 「御手、

洗港を 素通りする船は 親子のりかよ 金無しか」と歌われた。○ひたぶる者 乱暴者。○

みしまの宮 大山祇（おおやまずみ）神社。○たいだいし 先行き怪しい。

21a
。 、 。顔ぞふくるる 海あるるにこそ海の神にも祈らめ かかるはせんすべなくて眉の上おもし

波の静なるにあきて昼の眠もならず、風はこちにかはりて雨もよほすなり。この風櫓の力

もど？くなるべし。おせど同じ所にのみたゆたふ。ほどなく降出れば家もなき島にとどめ

つ。

十日、猶同じ島守となりてをる。酒がめさへたふれぬ。 卯花も なき島陰に 舟とめて

、 、心をくだす 雨の侘しさとたれにかあらんいふ侘しさはなれぬは聞も侘しとて をのこ

玉もふく 磯やにあらぬ 舟の中も 苫もる雨に 汐たるる

袖はあまにや くらべまし 釣のうけ縄 打はへて 長き日

21b
くらし 島山の 見るめ隔つる 雲のごと 心もはれず 夏刈の

蘆？のみじかき よるよるも いさりにともす ほかけだに 波の花

こぎに？ 古郷の 菅さへかけて むすびあへぬ ねざめねざめに

あらいその まつとし しらば うらにたく 忍びにだにも 郭公*
うきねともなへ 長雨の ほどふる旅の 思ひ出にせん

十一日、わづかに雲のひま見ゆ。

泊り舟 日をふる雨の ためらひを とくとりかへす 雲のかへしの うら風もがな

旋頭哥といふ文字のこころはしらねば、いかにつくる者ともわきまへず。今これをかぢと

りに舟頭 にうたはせて、（歌？）
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【校異】○し 校本「も 。」

22a
「船頭哥といはんに、何でう難なかるべし」とをのこぞいふなる。島はなれて、かつゆき

かつはためらふほど、雲ひらけ、風も吹かへて心地よげにゆく。博士もかしらもたげて、

まほにふく 風のまにまに 山のみな うつるけしきを 舟にみる哉

とずせらる。備後の尾道につく。又舟とめて風満さんとす 「あすの道十八里なり。風ぬ。

るくとも 暮るほどには和田浜にかへり なん」といふに、いささかむねあくめり。海を* *？

みて、をのこ、

浮雲の 雨のまよひも はるかなる 浪間の月に 浦かぜぞふく

さて、吹出るままに浪の音打あはせて舟は矢のごとくとぶ。明方に和田浜につく 「思ひ。

もかけぬ追てなりし」と、かぢとりさへ

←こちらが正しいか？【校異】○り 校本「ら 。」

←どちらがよいか未詳○とも 底本は「たも？」に見える。校本は「とも 。」

22b
おどろくめり。迎への人々まちとりて正統のもとへ行。古郷よりをのこへの文この比きた

りぬとて出せり。これかれが中にかげすけ の文のおくに庭のわか楓をみて、*
秋の色に かへてこそみれ 露時雨 しらぬ紅葉の 春の紅

又、桜咲初ぬとて、

心あらば しばしなちりそ 庭桜 花のあるじの 帰りこん迄

とありしかへし、

ほどもなく 帰りてをら ん 秋よりも 増る紅葉の 色かへてまで*
みせばやな 心を知て あはれてふ わがことのはを 花もまたなん

今夜又ほととぎすなく。

【校異】○ら 校本「み」に見える。底本も不明確。

【注】○かげすけ 景亮。景範の弟。

23a
此宿に 契ありてや 郭公 かへりこしよの 枕とふらむ

十三日 「あすたちなん」といふに、皆人きてなごりおしむ。、

十四日、夜のほどより雨ふりて出やらず。人々のこふによりて、博士、又『論語』を講ぜ

り。ゆたけきさきら に誰も誰もかたぶききく。わかき人々も志いでくべきやうにみゆ。*
今こそ講説をきくにすすみて、先蛍をばあつむべけれど、雪の光にはそむきやすらん、お

。「 、 」 、ぼつかなし 笈をおはん ともいはでさるねがひせん いとなめし とおぼすべけれど* *
「年に二たびばかり下り給はらんにはます事なきよろこびにこそ」と其親このかみなるが

せちにいへるに、博士もおさおさいなむまじきいらへせり。
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【 】 。 。 （ ） 。注 ○ゆたけきさきら 見事な才気 ○なめし 無礼だ ○笈をおはん 笈 おい は書箱

「笈（おい）を負ふ」で遊学すること。

23b
十五日、とく出たつ。みな人送りきて、道にて別る。金比羅へ、未下るほどにつく。木村

氏のかたへ行。さきに牡丹のいとまだしかりつる を「花開花落二十日といへる日数も過*
ぬべければ、今はあらじや」ととふに、残りなきをあるじも口おしく思ふべし 「さくや、

く をだに」とて園にいざなふ。これもすてがたけれど、光君のめうつしに頭中将 みたら* *
。 。 「 」んここちすべし ここにも博士に筆すすむるなり さるおりにをのこに かんな をかけ*

とこふ。さきに牡丹見てよみしうたを書つく。

ふかみ草 色香を深み 花といふ 花にもこえて 富る春かな*
十六日もここにをる。白峯の約 しをきたれど、西の遊びに日を*

【校異】○つる 校本「し 。」

【注】○さくやく 芍薬。○頭中将 『源氏物語 「花宴 「次に頭中将、人の目移しもただな』 」

らずとおぼゆべかめれど… （源氏を見た人々の目に自分（頭中将）がどう映るだとうかと、」

張りつめた思いのようだが ）を言うか。○かんな 仮名。○ふかみ草 牡丹の異名。○白峯。

の約 白峰神社に行く約束か。

24a
かさねつれば、こたびは止ぬ 「あすたちなん」と定む。。

*十七日、金ぴらをたつ。人々追したひくる。象頭山のふもとを北して 「其暁」とよめる、

善通寺をへて、山にかかり、弥谷寺 に至る。さかしき岩山をきりとをしたるみねに空海*
のこもれる岩やあり。石たたみのぼる道、屏風を立たるごとき岩ほにあやしげなる仏きざ

みつけたり。かの「まろかしらにてさいの神の冠なき 」といへるたぐひなり。あるは塔*
のかたちをもせり。瀧の中木のねさす岩がねにさへいく百千と数ふべくもあらずゑりつけ

たり 「あやし」とみめぐりてもとの道にいづ。丸亀 に至る。平田何がしここにかりの。 *
宿りせるをとふ。

【注】○「其暁」とよめる 欄外注「新続古今、善通寺にて、僧正宋縁、高野山其暁を契りき

てここにも同じ月やすむらん 『新続古今和歌集』巻八「釈教歌」 に見える。○弥谷寺」。 835

「いやだにじ 。香川県三豊市（旧三野町）にある真言宗善通寺派の寺院。空海が開いたとさ」

、 。 、 （ ）。れ 修行に使ったとされる岩屋も残る 磨崖仏が有名で 塔の形をしたものも見える 図 20

○さいの神の冠なき 欄外注「齋（さい）の神の冠、宇治語 に見ゆ。道祖神の事にや 『宇* 」。

治拾遺物語』一一〇「ツネマサガ郎等仏供養事」巻九ノ五に「ただまろがしらにて齋の神の冠

もなきやうなる物を五頭きざみたてて」と見える。○丸亀 現香川県丸亀市。
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（ ）図20 弥谷寺磨崖仏 2011.11.22

24b
十八日、舟をかりをきたれど、かきくらす雨にこもりをる。昨日とひしなにがしとひきて

物がたりす。

十九日もくもりたるに、舟長来りて 「いざのれ」といふ 「晴ぬべきにこそ」といそぎ、 。

のる。夕つかた室へつくほど、ながめ出したるに、子規二声鳴すてたり。をのこ、

まてしばし ここぞ泊りと いふほども 鳴すてて行 山ほととぎす

廿日、有明の月ものかげに残る比、こぎ出す。けふも、西の風、波をひるがへして、かな

、 。 、への酒もこぼれつべければ 杯とらんここちだにせず さてゆかばとく難津に帰るべきを

「あまりゆらるるが心あし」とて赤石よりあがる。こたびのゆきき、おほかた海にそひて

百里にあまる。

25a
道のほど「あなめづらし」とめとまる所々多かれど、けふこのほとりをみれば、今一際あ

はれまさりて、さらにいふべくもあらずかし。をのこ、

須磨の浦や あはれいづこか ここもとの 浪のみるめに 立ならぶべき

とはかせと共にかへすがへすめであへり。住よしにとまる。

廿一日、尼崎より舟して帰りぬ。学校のこれかれ、昨日のぼりし舟より聞つけて 「思ひ、

がけぬ興をさかせん」とてめでたがるべき物どもしあへて、むかひに尼崎までこしが、は

や舟出せし跡なるをしらで 「今や」と待わびて 「さる人や過ぬる」とそこら尋ねとひ、 、

けれど、しる人もなくて暮ぬめり。ある人ありて 「さる人はけさのほど舟にのれりし」、

としらせけるに、酒も

25b
魚ともいふかひなく尽して、うえたる腹猶さびしげにて、いたく夜ふけて帰れり。あるさ

きるさ とはかかるをやいふらむ。 明和丙戌 四月* *

【注】○あるさきるさ 食い違い。○明和丙戌 明和三年（一七六六 。）
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