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要旨

中井竹山著『西上記』には、明和九年（1772）の風水害の様子が如実に描かれている。本稿では、同書

の内容をたどることにより、当時の風水害の実態を明らかにし、またその中で竹山が自らの行動力と文才

とを発揮した様子を明らかにした。
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１．はじめに

明和九年（1772）、中井竹山は堀田正邦に随って江戸

に赴いた。その旅の様子を、筆者はすでに、「『東征稿』

に見る中井竹山の江戸行」において明らかにした。

本稿では、『西上記』により、復路の様子を紹介した

い。災害の様子を記録した部分については原文（漢文）

と( )付きで大意も掲載する。同書は、嘉永六年（1853）

の刊本があり、現在『紀行日本漢詩』第三巻にも影印が

収録されているが、誤字が多い。そこで、本稿では、懐

徳堂文庫蔵竹山手稿本を用い、同刊本の補訂を行い、適

宜、注を付けた。訓点は手稿本による。手稿本の送り仮

名は読みを暗示するためのもので、そのまま書き下し文

に直せるものではないが、原資料を尊重しそのままにし

た。

江戸で三ヶ月ほど滞在した竹山は、旗本の佐々木新左

衛門、長谷川主税とともに、旧暦八月二日に大坂に向け

て出発した。ところが、出発当日から風水害に遭遇し、

各地で足止めを食らい、二十七日にようやく大坂にたど

り着くことができた。

田沼意次が老中になった明和九年は、災害が頻発した。

二月に江戸で大火事[1]が起き（写真1参照）、八月一日、

二日には大風雨があり、諸国でも暴風雨が続いた。その

様子を、『武江年表』には以下のように記録している（東

洋文庫本190頁）。

2012年8月20日 受理

* 総合工学システム学科 一般科目文系

（Dept. of IndustrialSystems Engineering : LiberalArts）

八月朔日二日、大風雨、家屋を吹潰す。当春類焼の小

屋吹き倒さるるもの多く、賤民の困苦甚だし。…

八月十七日、大風雨再度小屋を覆す。

この年は、明和九年（めいわくねん）をもじって「迷

惑年（めいわくねん）」と呼ばれ、十一月には安永に改

元された。竹山の『西上記』はこの年の災害の様子を如

実に描写している。

暴風雨に見舞われながらも、竹山らは旅行を行い、足

止めを食らったついでに観光もしている。災害列島日本

で先人がどのように災害と対処したかは現代の我々にも

大いに参考になる。

写真1 明和九年江戸目黒行人坂大火之図

（国立公文書館蔵）

＊色の濃い部分が類焼範囲。江戸城を挟んで東西に広がってい

たことがわかる。
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２．全行程の概要

江戸の浜町に宿を取り、儒者と交流を持った竹山であ

るが、江戸での滞在が三ヶ月に及び秋の気配を感じる頃、

帰意を催し、旗本の佐々木新左衛門、長谷川主税（共に

二条城に勤める）とともに、大坂に向けて出立すること

になった。八月二日に品川で落ち合うことに決め、竹山

は龍野藩の芝屋敷で身支度を調えた。一日には豪雨があ

り、周囲も出発を見合わせるよう勧めたが、佐々木氏ら

の出発が公に決められたものであったため、変更はでき

なかった。また、竹山は行きが東海道だったので、中山

道で帰りたいと思っていたが、これも二氏の公務の規程

で、東海道を通らざるを得なかった。当時、中山道は、

東海道に比べ山がちで距離も長かったが、川を渡らなく

てよいという利点があったのである。

翌日（二日）は快晴であった。夜明けに出発した竹山

は、しばらく（一旗亭）行くと、幟を立て駕籠や馬を揃

えた佐々木氏ら一行に追いつき、朝酒を設け、見送りの

者を返した。だが、多摩川の氾濫により足止めを食らい、

品川に泊まることになる。海辺の凹凸のある土地に柱を

せり出して建てられた宿屋がずらりと並んでいたこと

（写真 2 参照）、半ば公然と淫売が行われていたことを

竹山は克明に描いている。

写真 2 江戸末期の品川の様子

（『嘉永・慶応 新・江戸切絵図』人文社、年、100頁）
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（旅館は大きな高楼であった。海岸沿いに店が連なり、

低い所に家屋を組み立て、数階建ての建物とし、すべ

て楼閣をなし、一大遊郭となっていた。村は繁華街に

連なり、特ににぎやかで、表向きには宿場宿であった

が、裏では売春を行っていた。行き交う者を捕まえて

暴利をむさぼっていた。役人もたいして禁止せず、半

ば公認されているということであった。庶民はまだし

も、僧侶や神官までも貴族や武士の金をだましている

のに、人が群がっているのは、実に憎むべきものであ

る。）

【校異】○庳 刊本は「庫」に作るが、手稿本（送り

がなは「キニ」）により改めた。○偎 刊本は「渨」

に作るが、手稿本により改めた。○倚 刊本は「綺」

に作るが、手稿本により改めた。○緇 刊本は繊に作

るが、手稿本により改めた。

【注】○海壖 「かいぜん」。海辺。○闉闍 「いん

と」。市街。○偎紅倚翠 「わいこういすい」。妓女に

慣れ親しむこと。

品川の宿で暇をもてあました竹山は佐々木氏と釣りに

出かけるが風が強くなり引き返している。

その夜、芸者らが寄ってきた様子を竹山は描写してい

る。

日已ニ暮、諸妓盛飾シ、迭ニ前ン而饋ス*。予謔シテ
二左子ニ

一

曰、「今朝雲物不レ見二風候*ヲ一、安ンゾ知ン
三此輩非ザルヲ

二

封家姨ニ
一乎。」（割注：『伝異記』ニ唐ノ崔元微*月夜見

二封家ノ十八姨*ヲ一、姨乃風神也。）左子一嘘ス。凡東人
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二此館ノ

一、亦謝－二絶
シ蕩子ヲ

一、一意奉承ス。然ニ
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（日が暮れ、芸者たちが着飾って、順番に酌に来た。

私は、ふざけて佐々木氏に言った。「今日の雲は風向

きを見ないようですね。この輩は、封家の娘かもしれ

ませんね。」佐々木氏は溜息をついた。東人が公事で

出かける場合、威光赫々として、沿道は物資の供給に

いそしんだ。この旅館も、遊び人は拒絶し、まじめに

やっている様子であった。だが、一晩の内に値引きし

てみなひそかに客の気を引こうとしていた。佐々木氏

は船酔いし、首を痛めて先に休んだ。私も休みたいと

思っていると、芸者が布団を用意しにきた。私は状況

がよくないのを見て、不機嫌な顔で座り、仰向けにな

ってタバコをふかしていると、みなためらって退い

た。）



『西上記』に見る明和九年の風水害

【校異】○候 刊本は「侯」に作るが、手稿本により

改めた。○微 刊本は「徴」に作るが、手稿本により

改めた。

【注】○封家十八姨 風の神。崔玄微という人物が出

会ってともに酒を飲んだという話が中国の伝奇小説に

見える（唐・段成式『酉陽雑俎』続集巻三）。

就寝して間もなく、つむじ風が起こり、海が大荒れに

なり、ばりばりという音とともに宿屋の塀や壁がはがれ

る。

就キ
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ヘ
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（床について寝付くまでに、戌の刻ごろ（今の午後七、

八時から二時間ほど）、海上で音がした。風が轟々と

鳴り、万馬が駆けるような、千の鯨が吼えるような音

がし、ついでつむじ風が起こり、縦横に吹きすさび、

林が鳴って、屋根が震えた。そうして、海水が一面に

波立ち、荒波が欄干を撃ち、その勢いは怪物亀の巣窟

をひっくり返すか、滝をひっくり返したかのようであ

った。）

【校異】○讙 刊本は「灌」に作るが、手稿本により

改めた。

【注】○颶母 つむじ風の前兆。○衡従 「こうしょ

う」。縦横。○隳突 「きとつ」。突き当たり暴れる。

○竜湫 滝。
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（しばらくして、部屋の内でばりばりと砕ける音がし

た。起き上がって見てみると、南の窓は砕け、戸板は

地に落ち、壁は崩れかけていた。宿の者はぶつかり叫

び合いながら、補修しようとして、長い竿や短い杖、

古い垂木、割れた板を手当たり次第に出して、傾いて

いるところや墜ちてきているところを支え、梯子をか

けて昇り、綱をたらして下がり、一所懸命に支えよう

としていた。ただ、宿の奉公人はわずか数人だけであ

り、暗闇の中あくせくしてもできることは知れている。

隣近所も似たような状況でお互いに助け合うこともで

きないようであった。）

【校異】○搪 刊本は「塘」に作るが、手稿本により

改めた。撞搪（とうとう）は突き当たること。「撞搪呼

号」という言葉が韓愈作「送鄭尚郎」に見える。○傾

刊本は「頎」に作るが、手稿本により改めた。 

【注】○砉然 「かくぜん」。擬態語（ばりばり、べ

りべり）。

風はますます強くなり、瓦が飛び、建物を補修しよう

もない。加えて雨が激しく降り、部屋中水浸しになり、

竹山らは荷物を楼上に移した。ここから竹山は自らが指

揮官として活躍した様子を描いている。まず、佐々木氏

に「このような中、外に逃げようとすると却って危険な

のでおとなしくここにいるように」と勧めている。その

後、うろたえて泣く芸者を二組に分けて、一組に灯りと

たばこを消して回るように言い、一組に台所の火の始末

を命じている。間もなく、宿場の役人から、目黒、青山

などで火事が起きた知らせが届く。宿からも本庄あたり

から炎と烟が上がる様子が見えたという。この夜、丑の

刻（午前一時～二時）になりようやく雨風が収まり、竹

山は休むことができた。
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（その頃、つむじ風はますます強くなり、瓦や屋根を

飛ばし、防ぐ尻から壊れて、救おうとすればするほど

状況はより悪くなる。それに加えてバケツをひっくり

返したような雨が降り、雨だれは滝のように落ちてき

た。旅の着物は濡れてむちゃくちゃになり、従者たち

は急いで行李に入れて楼上に運んだ。私は思った。「真
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っ暗闇で屋根瓦が飛び交っている中、逃げることは無

理だろう。この宿は頑丈なので、不慮の事態には至る

まい。」そして、佐々木氏は病をおして起きあがって

も益はなかろうと思い、「この旅館は頑丈なので心配

はいりません。安心してお休みください」と言った。

そして、「風力はますます強まりそうなので心配なの

は火だ」と思い、部屋に入ったが、手が空いている者

はいない。ただ、芸者二十人ばかりが怖がって泣きそ

うになりながら、かたまって茫然としていた。私は「お

前たち、ぼんやりしている場合ではないぞ。私の指示

に従え」と言って、孫子の故事に倣い、二隊に分けて

言った。「一隊は上に上がって、各部屋の灯りを消し、

煙草盆を始末しろ。もう一隊は台所に下りて、竈に水

を注いで残り火を消し、いろりの炭を始末しろ。不注

意で残り火で災難になり大事な物が焼けても後悔先に

立たずだぞ。」芸者たちはみな「はい」と返事し、急

いで各自の仕事をし、それ以上の指示は要らなかっ

た。）

【校異】○颶 刊本は、「颶風」に作るが、手稿本によ

り改めた。○拯 刊本は「極」に作るが、手稿本によ

り改めた。○溼（湿の異体字） 刊本は「滋」に作る

が、手稿本により改めた。○自謂風力～室人無（二十

字） 刊本にはないが、手稿本により補った。すなわ

ち、刊本は「又空手なる者は唯だ…」と読む。○痴 刊

本は「癡」（＝痴の異体字）に作る。○蔫 刊本は「薦」

に作るが、手稿本により改めた。○爐 手稿本は「罏」

に作る。

【注】○傔従僕僮争興、挙轎収槖搬移於楼上 手稿本

は「傔従僕僮争ヒ興、挙ゲ
レ轎

ヲ収メ
レ槖

ヲ搬ンデ移二
ス於楼上ニ

一」と読む。刊本が「傔従僕僮争興二挙轎ヲ
一収二槖搬ヲ

一

移二
ス於楼上ニ

一」と読むのは誤りである。○槖 「たく」。

ふくろ。○三不弔 『礼記』檀弓上篇「死而不弔者三。

畏、圧、溺」（人が死んでも弔問しないのは、自殺、圧

死、溺死―いずれも不慮の変死―の場合である）とあ

る。ここでは建物倒壊による圧死を言うのだろう。○

讋駭 「しょうがい」。讋は恐れること、駭は驚くこ

と。○孫武故智 孫子が宮中の女官を二隊に分けて、

自らの兵法を実演した故事を言う（『史記』孫子呉起列

伝）。「三令五申」という語もその中に登場する。「出宮

中美女、得百八十人。孫子分為二隊、以王之寵姫二人

各為隊長、皆令持戟。令之曰、…」○蔫 たばこ。 

頃クシテ
レ之

ヲ、駅吏果シテ報ジテ曰、「都下火起ヲル者二ツ。曰

目
メ

玄
グロ

、曰青山*坊。」然ルニ熸*報モ亦尋デ至。比リ
レ及

ブニ
二

四更ニ
一、風歇ミ雨止ミ、始テ就ケ

レ寝
ニ、則復タ報ジテ曰、「本

荘火アリ。」与二左子*一啓
キ
レ戸

ヲ視レ之
ヲ、蓋海水成シ

レ彎
ヲ、

地勢環擁ス。故ニ本荘与レ楼屹然相対シ、煙燄漲ギリ
レ天

ニ、

餘輝射ル
レ浪

ヲ、如レ在
ルガ

二咫赤之外ニ
一。都下ノ搶攘、可キ

レ知已ミ。予時ニ勌ム甚シ、不レ竢
タ
二熸報ヲ

一而寐ス。

（しばらくして宿場の役人が「江戸では目黒と青山の

二箇所で火が起きた」と知らせたが、ついで消火の知

らせも届いた。丑の刻（真夜中）のころ、雨風は止み、

ようやく床に就いたが、また「本荘に火が出た」との

報が来た。佐々木氏と戸を開けて見てみると、海が湾

になっていて陸地が取り囲んでいるので、この宿は本

荘と向かい合わせになっている。火と煙が空に満ち、

火が波に映って、間近に見えた。江戸の騒乱は推して

知るべしだ。私はこの時疲れがひどく、消火の知らせ

を待たずに寝た。）

【校異】○青山 手稿本はふりがながない。○子 手

稿本は「氏」を見せ消ちして直す。

【注】○熸 火が消えること。

翌丙寅の日（三日）、竹山は八時過ぎになってようや

く目を覚ます。天候は穏やかであったが、帆柱が折れ打

ち上げられた船や錨を失い沖に漂う舟が見えた。樹木は

倒れ、家はつぶれ、瓦や茅が道いっぱいに散らばってい

た。みすぼらしい家はほとんどつぶされていた。この日、

竹山は江戸の知り合いを見舞いに引き返した。

丙寅日、三竿*ニ而起ク。雲日瑩然、海水如レ砥
ノ。但前日

所ノ
レ見蒙衝巨艦、檣*折レ柁摧ケ、傾覆委ス

二浅処ニ
一。餘ハ

皆断チ
レ錨

ヲ追ヒ
レ潮

ヲ、不レ知レ所
ヲ
レ如

ク。出テ
レ舎

ヲ徜徉ス*、

松殭レ杉坼ケ*、墻宇隤缺、所ノ
レ蜚

ブ*茅瓦、填－二布
ス乎中

逵ニ*一。若キ
二小亭矮廬ノ

一、皆廃頓委シ
レ地

ニ、眼中殆ンド

無シ
二完物一。意フニ都下モ亦或ハ然ン。会フ

二芝邸ノ親姻馳セ
レ

人ヲ而至ルニ*一、因テ審カニス
三邸中無キヲ

二大圮一。其佗自リ
二

井紀南宮数子一以至リ
下諸

々所二周旋スル
一之室上、未レ知二其

何如ンヲ
一。皆遠ク而莫キ

二相問フ*一也。

（三日、日が高くなってから起きた。雲と陽が輝き、

海は凪いでいた。ただ、前日見た軍艦や大船は、帆柱

が折れ、舵が砕け、傾いて浅瀬に乗り上げていた。そ

の他〔の船〕もすべて錨が切れ、潮にただよい、どこ

に行くとも知れなかった。宿を出て散歩すると、松は

倒れ、杉は裂け、塀や家は崩れ、飛んだ茅や瓦が道に

散乱していた。東屋やあばら家はみなぺしゃんこにな

り、まともな状態のものは見えなかった。おそらく江

戸も似たような状況であろう。芝邸の親戚が人を遣わ

してくれたのに会い、邸内は大した被害がないことを

知った。その他、井上、細井、南宮諸氏やお世話にな

った人々の状況は、遠く離れているので聞く由もな
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い。）

【校異】○徜徉 手稿本は「倘佯」に作る。○坼 刊

本は「折」に作るが、手稿本により改めた。○逵 刊

本は「達」に作るが、手稿本により改めた。翻刻も改

める。逵（き）は大路。○問 刊本は「同」に作るが、

手稿本により改めた。

【注】○三竿 日が高く昇ったこと。午前八時頃。朝

寝の喩え。○蒙衝 軍艦。○檣 「しょう」。帆柱。

○蜚 飛ぶ。○会芝邸親姻馳人而至 刊本「会々芝邸ノ

親姻馳テ
レ人

ヲ而至ル」。

翌丁卯の日（四日）は、天気が良かった。竹山は夜明

けの景色のすばらしさを描写している。

丁卯、昧爽*興ク。斗乎低、参乎横フ*、海色黯然。少頃ニ

シテ、東天生ジ
二微白ヲ

一、雲容揺曳シ*、遠嶠与二波濤一作
シ

レ際
ヲ、列宿漸ヤク滅ヘ、林鴉飛鳴ス。已ニ而白キ者寖ヤク紅ナ

ヒニ、暈シ而騰リ、抹シ而散ズ。雲濤乍チ青ク乍チ紫キニ、閃閃

相炤映シ、倐忽変ジテ成ス
二一般ノ朱ヲ

一焉。則チ旭輪輾シリ
二

扶桑ヲ
一而迸シリ、炳耀赫奕、排シ

レ山
ヲ蹴レ潮

ヲ、勢為二旋転

之状ヲ
一。瑞璨奪ヒ

レ目
ヲ、倒景在二軒楹*之間ニ

一。飄飄乎

若シ
下攀

ヂ
二飛仙ヲ

一以遨フガ
中於玉清之宮ニ

上。

（四日、明け方に起きた。北斗星は低く、オリオン座

は横たわり、海は暗かった。しばらくすると、東の空

がやや白くなり、雲がたなびき、遠くの山と波とが際

をなした。星はようやく薄らぎ、烏が飛んで鳴いた。

やがて、白色から赤色に変わり、暈となり昇り、光を

放った。雲と波が青くなったかと思うと紫になり、煌々

と映じ合って、突然一面の赤になった。朝日の暈が太

陽を転がして迸り、ぎらぎらと輝き、山を押しのけ、

潮を蹴り、回転するかのようであった。明るさは目を

奪うばかりであり、反射光が軒先に映り、飛仙に従っ

て天宮に迎えられたかのようであった。）

【校異・注】○爽 刊本は「夾」に作るが、手稿本に

より改めた。翻刻も改める。昧爽は夜明け方。○斗乎

低、参乎横 斗は北斗、参はオリオン座（の一部）。

刊本は「低」から「斗」に、「横」から「参」に返っ

て読む（誤読）。○揺曳 刊本は「曳揺」に作るが、

手稿本により改めた。○楹 刊本は手偏に作る。

この様子だと道が通じたであろうと思った竹山らは六

郷に向かった。案の定、午後には渡しが通じた。沿道は

倒れた松を人が通れるだけ伐って道を通した場所もあっ

たと言う。沿道の家も品川より粗末なため被害もひどか

ったようだ。この夜は戸塚に泊まったが、宿は狭く、暑

さと蚊に悩まされた。

行松大ナル者或ハ折レ或ハ顛ヘル、其横ハル
レ道

ニ者土人容ルルバカ

リ
レ車

ヲ斫ツ而啓ク
レ之

ヲ。沿路民居往往挟陋、故ニ隳壊甚シ

二於品川ヨリ
一。

（松並木の大きいものは折れたりひっくり返ったりし

ており、地元民が、道に横たわったものを車が通るほ

どの幅に道を切り開いていた。沿道の民家はだいたい

が狭く粗末なため、損壊も品川より甚だしい。）

翌戊辰の日（五日）、一行は藤沢に至った。馬入川が

氾濫しており、街道筋の木が倒れて道をふさいでいるの

で、先に進むことは無理だとわかり、竹山は江ノ島に遊

ぶことを提案する。災害の中でも遊び心は失っていない

のである（竹山は「今日之遊、実ニ風雨之賜、亦不レ為レ

不ト
レ奇

タラ矣」（嵐のお陰で観光できた）という言い方を

している）。竹山は土産物屋で売られている玩具の様子

まで克明に描いている。島は風の被害を受けていなかっ

た。地形のせいで風の影響を受けなかっただけなのに、

島民は神のご加護のお陰だと言っていると竹山は記録し

ている。

島受ケ
二大洋ヲ

一、而屏ス
二於駅路ニ

一。然ルニ祠宇民舎以至リ

二林木ニ
一、不レ見二颶風之傷レヲ

一。島民詡*言シ、以為二善

神庇護之力ト
一。殊ニ不レ知峭崿矗立能為ル

二之
ガ蔽ヲ

一也。

（島は大海原に面し、街道に対して衝立のようになっ

ていた。だが、寺社や民家から樹木に至るまで、つむ

じ風の被害は見あたらなかった。島民は神様の庇護の

お陰だと言っている。険しい地形が風を遮ってくれた

のをわかっていないのだ。）

【注】○詡 音「ク」。手稿本は「言」で切るので「誇

る」と読んでいるらしい。刊本は「あまねく」とふり

がなを振る。

土地の少年が、客に銭を海の狭くなった所に投げ入れ

させ、それを潜って取る芸当を披露している様子も描い

ている。海鮮を賞味し、佐々木氏が画を描き、竹山が詩

を付けた（この詩は『東征稿』に見える）。一日堪能し

た一行は、藤沢に戻って泊まった。

於テ
レ是

ニ巨木之傷レ頗ル多シ、以レ無
シヲ

レ蔽也。島民罔レ攸
ロ

レ用
ユル

二其誕ヲ
一。

…有二村童一、躶カニ而坐ス。要シテ
レ客

ヲ曰、「請試ミニ投ゼヨ

レ銭
ヲ。我随フ而没シ、未レ至

ラ
レ底

ニ而掇シ
レ之

ヲ。口挟シ故得

二倒
マニ而入ヲ

一、内広シ故ニ得二転
ジ而出ルヲ

一。」試ムル
レ之

ヲ

果シテ然。循カフ
レ海

ニ而左ス、崎嶇加々甚シ。途已ニ窮スレ、則
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有レ窟面フ
レ海

ニ。洞門頗ル大ナリ。入レ之
ニ数十歩、勢頓カニ

窄シ。有二二穴一、転ジテ在レ左
ニ、窅然不レ通

ゼ
レ明

ヲ。土人

束ネ
レ火

ヲ為レ導
ヲ、傴僂シ而入。寛隘迂直、随フ

レ歩
ニ而変ズ。

或山液瀝瀝以滴タル、覚レ有
ルヲ

二鍾乳之気一。転ジテ従リ
二隣

穴一達
シ
二洞門ニ

一而出。疲ルル甚シ乃坐シ
レ石

ニ、命ジ
二小酌ヲ

一。

放チ
二眸

ヲ乎溟渤ニ
一、評シ

レ山
ヲ訂シ

レ水
ヲ、言笑愉如、実ニ

獲二塵表之適ヲ
一。

（そこは巨木の損壊がとりわけ多かった。蔽うものが

なかったためである。島民も迷信では説明できまい。

…村の子どもが裸で座っていた。客に「銭を投げてく

ださい。私は飛び込んで潜り、底に着くまでに取って

見せます。入り口が狭いので逆さに飛び込み、中が広

いのでひっくりかえって出てくることができます」と

頼んでいる。実際にやってみるとその言葉通りであっ

た。海に沿って左に行くと、だんだん険しくなった。

道が尽きると海に向かって洞窟があり入り口はすこぶ

る大きい。入って数十歩行くと急に狭くなった。二つ

の穴があり、左に行くと真っ暗で見えない。地元の人

は松明を持って先導し、身をかがめて入っていった。

広くなったり狭くなったり、曲がったりまっすぐにな

ったり、歩くごとに変化した。滴がたれて、鍾乳洞を

思わせる場所もあった。隣の穴に回って入り口に着い

て出た。疲労を覚え、石に座って酌をさせた。目を海

にやり、山水を評し、楽しく語り合い、一時、俗世を

忘れることができた。）

翌己巳の日（六日）、道が通じて出発した。竹山は暴

風が並木に与えた惨状を細かく描写している。沿道は幾

抱えもあるような大木が、あるものは朽ちた縄をちぎっ

たように折れ、あるものは草を引っこ抜いたように根こ

そぎ抜けていた。またある所では、二三十株、四五十株

の木が並んで植えられた土手が、土手ごと倒れていたと

いう。当時、東海道には松の木が並木として植えられて

おり、大木となっていた（写真 3 参照）。その並木が大

きな被害を受けたことがわかる。民家は、影響を受けて

いないものは二三割しかなく、その他は全壊が三割、部

分損壊を蒙ったものが四五割であった。

大磯以西は倒木が特にひどく、数百歩の間に引き裂か

れた木が三百七十も道を塞ぎ、すぐには道を通すことも

できないので、海辺に道が変更されていたと言う。

だが、竹山は駕籠を下り、付き人とともに元の道を通っ

た。倒木が交錯し、地面が見えない状態であった。跨げ

る木は跨ぎ、跨げない木はその下をくぐり、あたかも山

中を通っているかのようであったという。役人が民衆を

使い鋸や斧で切り開かせていたが、一日数十株を越えな

いであろうと竹山は推測している。

写真 3 東海道松並木（幕末、F．ベアド撮影）

（放送大学付属図書館蔵）

竹山は被害の様子を熱心に取材している。道沿いの家

は倒木に押しつぶされているものが多かったが、住民は

危険を感じて逃げたので死者は出なかったという。また

作物は影響がなかったという。竹山は、風は高いところ

は強かったが低いところは弱かったのであろうか、柳に

枝折れなしで、柔軟なものは倒れなかったためであろう

と推測している。ただし、潮水に浸った田地は全くだめ

になり、特に湾に面する辺りはひどかったという。

以上のように、竹山は、実地に取材しつつ、自分の分

析も加えている。面目躍如といったところであろう。

取材に時間を取った竹山は再び駕籠に乗り、二氏に追

いつき、この夜は小田原に泊まった。

己巳、道兌
トヲ

リ而発ス。凡行樹之偃ス也、大ナル皆数囲。其

半バニ而折ル、若三指拉スルガ
二朽条ヲ*一。其連テ

二根抵ヲ
一而覆

ヘル、若三手抜二枯葦ヲ
一。其在ル

二封*上ニ
一、或ハ二三十株、

或ハ四五十*株、併セ
レ封

ヲ而仆ル。寸草不レ動
カ、屹ト如二

絶壁ノ
一。道左見二封頂ヲ

一、道右見二封底ヲ
一。廬舎之壊ル

ル也、墊頹抵リ
レ地

ニ不ル
レ可二復

タ整理ス
一者十室而三、屋摍

レ*墻墜チ梁柱欹側スル者又居ル
二四五ニ

一、全然不ル
レ改

メ
レ観

ヲ者不レ過
ギ
二其二三ニ

一。大磯ノ西僵木尤多シ、或者数百歩

間ニ而竜斃レ蛇断ユル至二於三百七十章ニ
一。勢不レ得二頓

カニ

啓辟スルヲ
一、因テ開二逕

ヲ乎海浜ニ
一、以通ズ

二行旅ヲ
一。

二子已ニ先ズ*、予舎テ
レ輿

ヲ、与二傔人丹一試
ミニ就イ

二原路ニ

一而歩ス。枝幹参錯従衡、幾ンド不レ見レ地
ヲ。高者俯シテ出ヅ

二其下ニ*一、庳
キ者跨ガツ而過グ焉、宛カモ如レ歴

ルガ
二崖谷巉嵓

*ノ間ヲ
一。吏士正ニ会シ

二土丁数十ヲ
一、大鋸粛斧争フテ斫ル

レ

之ヲ。予以レ意
ヲ測ルニ

レ之
ヲ、一日之功、蓋不レ踰

ヘ
二数十株

ニ
一。傍舎為リ

二長木ノ所ト
一レ摽

ツ*、往往虀粉ス*。因テ問二

土人ニ
一死傷何如ン。応テ曰、「多シ矣。但舎接スル

二道樾ニ*
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一者、懼レ
レ勢

ヲ先ヅ逃ル、故ニ皆獲レ免
ルルヲ焉。」行々閲スルニ

二禾稼ヲ
一、所在抽キ

レ穎
ヲ、或ハ懸ケ

レ黄
ヲ、未レ見レ有

ルヲ
二傷

害一。屡々訪問スル、亦皆不二甚
ダ告ゲ

一レ疵
シキヲ。豈従リ*レ下

モ上ル之飆、搏チ*レ高
キヲ而略スル

レ低
キヲ也ル邪。将タ風之暴如

ク
二虞機*之勢ノ

一、所ノ
レ触

ルル者剛弊ヘ而柔存スル也ル邪。但

叢薄田疇、瀕スル
二乎海一者、為リ

二鹹水ノ注射ト
一、輙チ殷然

槁死ス。此浦上ヲ為二特
ニ甚シト

一。時ニ予後ルル
二二子ニ

一遠
シ、

乃復タ輿シ而追尾ス。逮ビ
レ日

ニ宿ス
二小田原ニ

一。

（六日、道が再開して出発した。並木が倒れているの

は、大きいものは数抱えもあった。半分で折れている

のは、指で朽ちた縄を引っ張ったかのようであった。

根ごとひっくり返ったものは、手で枯れ草を抜いたよ

うであった。土手にあるものは、二三十株、四五十株

が、土手毎倒れていた。草一本も動かず、絶壁のよう

にそそり立っていた。道の左に土手の頂上が、道の右

に土手の下が見えた。建物の損壊は、地面まで崩れて

どうしようもなくなっているものが三割、屋根がなく

なり壁が崩れ、梁や柱が突き出ているものが四五割、

全く影響を受けていないものは二三割に過ぎなかっ

た。大磯の西は立ち枯れの木が特に多く、数百歩の間

に裂け倒れているものが三百二十本に至る場所もあっ

た。急には道を通せない状況で、とりあえず海辺に道

を開き、往来を確保していた。

二氏は先に行き、私は籠を降りて、従者の丹ともと

の道を歩いてみた。枝や幹が縦横に交差し、ほとんど

地面が見えなかった。高いものはかがんでその下を通

り、低いものは跨ってその上を越え、険しい山谷を越

えるかのようであった。役人がちょうど人夫数十人を

使い、大きな鋸や斧で切り開いていた。私の推測では

一日の成果は数十株を越えないであろう。傍らの家は

高木に押しつぶされ木っ端微塵になっているものが多

かった。地元民に死傷の状況を尋ねると、「多いです。

ただ、並木道に面した家の者は状況を見てまず逃げま

したのでみな助かりました」と言う。道々作物の状況

を見ると、みな穂が出て、黄色くなり垂れているもの

もあるが、被害は見えない。しばしば尋ねたが大した

被害は耳にしなかった。下から上に上がる突風が高い

所を撃ち、低い所は撃たなかったためであろうか。そ

れとも、暴風が、はじき弓のように、当たったものは、

堅い物が壊れ柔らかい物が無事だったのであろうか。

ただ草むらや田畑で海に面している箇所は塩水に冠水

し、一面枯れていた。これは湾のほとりはひどかった。

その時、私はずいぶん二氏から離れていたので、また

籠に乗り追いかけた。日が暮れ小田原に泊まった。）

【校異】○十 刊本にはないが、手稿本により補った。

○巉嵓 刊本はこの後に「之」があるが、手稿本によ

り改めた。○摽 刊本は「標」に作るが、手稿本によ

り改めた。摽はうつ。○搏 刊本は「博」に作るが、

手稿本により改めた。○従 刊本は「縦」に作るが、

手稿本により改めた。

【注】○朽条 刊本はこの前を「指拉の若（ごと）し」

と誤読する。朽条は朽ちた縄。○封 土手。○二子已

先 刊本は「已に予に先んじて」と誤読する。下の「丹」

も。○摍 抽き抜く。○幾不見地。高者俯出其下 刊

本はこの辺り誤読する。○虀粉 「せいふん」。粉微

塵。○道樾 「どうえつ」。並木。○虞機 この場合

ははじき弓を指すか。『礼記』緇衣篇、『書経』太甲

篇に「若二虞機張一」という語が見える。

翌庚午の日（七日）、箱根越えをしようと夜明け前に

出発した一行であったが、雨風が強まり、灯も消え、石

畳もない場所になると前進は苦労を極めた。加えて雷が

山に谺し、稲妻が光り、一行は震え上がった。湯本に着

いて朝になりようやく晴れ箱根の関に着いた。当時、関

所を越えるのは大変であったが、武士の威光を借りた竹

山はスムーズに通過できたという。

箱根の山中は、江ノ島同様被害は少なかった。沼津で

日は暮れ再び雨も降ってきたが、先を急ぐ一行は暗闇を

押して原に着いた。宿がどれも雨漏りしたので、宿場の

役人がましな農家を見つけてくれて一夜を過ごすことに

なった。

翌辛未の日（八日）も竹山らは夜明けには出発してい

る。富士山が見えるはずの場所なのだが、昨日も見えな

かったし、この日も雨で見えず、竹山は駕籠の中で悶々

とした。吉原に着くと、富士川が溢れているという情報

を得たので、ここで泊まることになった。近くの川で釣

りをし、収穫物とは別にカツオももらって帰り、土地の

役人と宴会に興じたが、雨だれは夜通し絶えず、故郷の

消息もわからず、心配にかられた竹山は、寝つくことが

できなったという。

翌壬申の日（九日）も足止めを食らう。初めて富士山

が見える。

翌癸酉の日（十日）は晴れたが、渡しはなお再開され

ない。この日、竹山と佐々木氏は曾我兄弟に縁のある福

泉寺を訪れている。曾我兄弟の仇討ちが行われたのはこ

の辺りであり、現在も富士宮市附近には曾我兄弟縁の遺

跡が多く存在する。真新しい本堂は曾我兄弟縁の杉に押

しつぶされていたという。「建物は建て替えられても、

この木はどうしようもない」と地元の人が嘆いたと記録

している。
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宿に帰った竹山らは江戸から来た羽太氏に江戸の状況

を聞く。隅田川が逆流し橋が崩壊したことを聞いた竹山

は、「この太平の世に、天子の威光をもってしても天災

はどうしようもない」と嘆いている。羽太氏とは、幕臣

羽太正養（はぶとまさやす）（1752－1814）のことでは

ないかと思われる。

既ニ反レ、則有二護*曹羽子（割注：羽太氏）一至
ル。言フ

以二己巳ヲ
一発

ス
二江都ヲ

一、幸
ニ無二阻滞一。因

テ約ス
二同行ヲ

一。

二子扣ケ
二江都ノ声息ヲ

一、則曰、「城中ノ殿廡、百辟*ノ邸

第、以至リ
二諸坊列肆一、莫シ

レ不
ルハ

二大敗小壊セ
一。五侯七

貴、災後ノ新構皆隳ル。海潮怒漲、倒ニシ
二墨川ヲ

一、南橋*

中断シ、北橋ノ扶欄悉ク毀ル。郛内ノ湟塹諸港、皆湧溢シ而

衝キ
二廬舎*ヲ一、死傷モ亦不レ鮮

カラ矣。」座僉ナ呀然相視。

吁
アア

、承平之世ニ而水冒ス
二城郭ヲ

一。使二王子威ニ在ラ
一焉、

謂二之
ヲ何ト

一。

（〔宿に〕帰ると城番の羽太氏が到着していた。六日

江戸を出発し、幸い足止めを食らうことはなかったと

いう。同行を約束した。二氏が江戸の様子を尋ねると

次のようにおっしゃった。「江戸城内の御殿、武家屋

敷から庶民の店に至るまで少なからず壊れています。

お偉方が火事後に建設したものも壊れてしまいまし

た。海面が上がり隅田川を逆流し、南橋は断たれ、北

橋の欄干もすべて壊れました。江戸内の溝や港もみな

溢れ、建物を直撃し、死傷者も少なくありません。」

座にいる者はみな呆然と見つめ合った。ああ、太平の

世に水が町を襲うとは。天子の威光をもってしてもこ

れはどうしようもない。）

【校異】○護 刊本は「獲」に作るが、手稿本により

改めた。翻刻も改める。○氏 刊本は「子」に作る。

【注】○百辟 諸侯。ここでは武家。○南橋 刊本は

句読を誤る。○衝廬舎 手稿本は「廬舎を衝き」と読

む。刊本は廬舎を後ろに続ける。

翌甲戌の日（十一日）、「渡しが再開した」との声が

聞こえた。四日間渡しが閉ざされたせいで、足止めを食

らった人が宿場にあふれかえっていた。再開の知らせを

聞いて旅人はみな急いで身支度を調えた。道で聞いた渡

し再開の理由は以下のようであった。東叡親王（後出）

が京都を出発し蒲原で四日足止めを食らった。蒲原は寒

村で物資も乏しく、親王が我慢できなくなったので、無

理に渡しを再開したと。松岡に着いて聴いてみると果た

してその通りであった。

親王の行列が過ぎるのを待って竹山らは渡しに行っ

た。人が溢れかえっていたが、おえら方の通過を待って

いるので舟は出せないという。富士川は元来、流れが早

いことで有名であるが、この日は特にすごかった。濁流

が渦巻き、深さは計り知れない。船頭は四艘の舟を上流

に曳いて行き、斜めに川を渡るが、瞬く間に対岸に着く。

竹山は付き人といっしょに舟に乗ったが、対岸に到着す

る時に舟が砕けた。付き人は岸に飛び上がり、行李は水

没しそうになった。船頭らはお上の荷物を濡らしては大

変だと争って引き上げたという。渡り終えて、振り返っ

てみると、両岸で舟を争う人が溢れかえっている。

東海道では、畏れられるものの代表として「東下りの

東叡親王、京上りの城番」（正式な言い方未詳）と言わ

れるが、今、その両方を目の当たりにして、逆に庶民の

旅行の大変さを思い知った竹山であった。この日は由比

に泊まった。

甲戌午前、邑中聒シク伝フ
二津開クヲ

一。時ニ留滞四日、列藩
ノ士大夫及ビ商旅之西スル者漸次至リ、而充二-斥ス逆旅ニ

一。

聞キ
レ之

ヲ皆争テ束載ス*。三子雖レ未レト獲二吏報ヲ
一、亦戒メ

レ行
ヲ而出ス。聞二諸

ヲ道路ニ
一、東叡親王*来リ

レ自
リ
二京師一、

遇フ
二風変ニ于掛川駅ニ

一、館舎大ニ壊ル。及ビ
二蒲原ニ

一、阻マ

ル
レ水

ニ四日、親王甚厭苦ス。官属不レ知レ所
ヲ
レ出

ン、数々

促ス
二津吏ヲ

一。蒲原寒邑、窘シミ
二乎供億ニ*一、亦引キ

レ領
ヲ

望ム
二水落ヲ

一、故
ニ強テ開クト

レ津
ヲ云。至リ

二松岡ニ
一訪問スルニ、

果シテ爾リ。乃避ケ
二之

ヲ民舎ニ
一、待ツ

二親王鹵簿*之過ルヲ
一、

而后臨ム
レ津

ニ。

（十一日午前、村の中では渡しが再開したとの声が響

いた。その時、四日も足止めを食らい、諸藩の士大夫

や西に向かう商人が次々と至り、宿屋はあふれかえっ

ていた。知らせを聞いてみな急いで支度を調えた。三

氏はまだ役人の知らせを聞いていなかったが準備を整

えて出発した。道で聞いた話では以下のようであった。

東叡親王が京都からお越しになり、掛川で風害に遭遇

され、旅館が壊れた。蒲原に着いて水に四日間足止め

を食らい、親王は嫌気がさされた。役人もどうしてよ

いかわからず、渡しの役人（川庄屋）を急かした。蒲

原は貧乏な村で、供出に苦しみ、水が引くのを心待ち

にした。そこで渡しが開かれたのだという。松岡に着

いて聞いてみると果たして聞いた通りであった。そこ

で民家に裂けて、親王の行列が通り過ぎるのを待ち、

それから渡しに向かった。）

行人喧闐*、鱗二－次
ス於水涯ニ

一。津吏以二節伝至ヲ
一、拒ン

而不レ供
セ
レ舟

ヲ。予乃与二三子一先
ヅ済ル*。河以二峻流ヲ

一

名アリ
二天下ニ

一。是ノ日尤壮、濁浪汹湧、奔勢如レ瀉
スガ、

其深キ弗レ可レ測
ル。篙工引イ

二四舟ヲ
一而㴑洄シ*、従リ

二上游

一随
ヒ
レ流

ニ斜メニ馳ス、瞬息達ス
二前岸ニ

一。勢可キ
レ畏之甚シ。

予ノ傔人丹*所ノ
レ乗舟、裁カニ達シ即チ摧ク。丹*跳ツテ上ル

レ

岸ニ、行装幾ンド没ス。津丁以為二官載ト
一、争ヒ拯ヒ得レ不

ル



『西上記』に見る明和九年の風水害

ヲ*レ霑
ハ。既ニ済リ回顧ス、両岸争フ

レ舟
ヲ者、螘附シ而麕聚シ

*、呼号成ス
レ雷

ヲ。晋人指可キ
レ掬*者、光景在レ目

ニ。東

道ノ輿誦*有二東下王人西上護衛*之語一、蓋シ言フ
二威霊之

赫ヲ
一也。今乃併ス

二於一処ニ
一、行旅之阨可キ

レ知已ミ。予

也以二一窮措大ヲ*一、厠ハリ
二其間ニ

一、舟輿人馬袖ニシ
レ手

ヲ

而辨ス、無二復
タ瑣瑣之態一、幸モ亦多シ矣。蓋此行阨シ

二於

天ニ
一、阨シ

二於地ニ
一、独不ル

レ阨
セ
二於人ニ

一也。初更宿ス
二

由比ニ
一。

（旅人は喧しく水際にひしめいていた。渡しの役人（川

庄屋）は通行通知（親王到着の通知？）が来たので、

船を出すのを拒んでいたのだ。私は三氏と先に渡った。

川は急流で有名であった。この日は特に猛々しく、濁

った波が水を落としたような勢いで流れ、深さは測り

しれない。船頭は四艘の船を引いて遡り、上流から流

れに従って斜めに渡し、瞬く間に対岸に達した。勢い

は恐ろしいほどだった。私の従者の丹が乗った船は、

到着するや否や砕けた。丹は岸に飛び上がり、行李は

沈みそうになった。渡しの人夫はお上の荷だと思い、

争って救ったため濡れずに済んだ。渡り終えて振り返

ってみると、両岸で船を争う者が蟻のように群がり、

雷のような声を上げている。晋人が船に群がったとい

う故事はこのような光景であったのだろう。「東下り

の親王、西上りの城番」とは威光赫々たることを言う

が、今その両方を目にし、旅の難しさを実感した。私

は貧乏書生ではあるが、その中に加わり、船や駕籠、

人馬も思いのままで、煩わしい思いもせずに済むのは、

この上ない幸いだ。この旅行は自然には悩まされてい

るが、人には悩まされていない。戌の刻に由井に着い

た。）

【校異】○簿 刊本は「薄」に作るが、手稿本により

改めた。翻刻も改める。鹵簿（ろぼ）は天子の行列。

○丹 刊本は「舟」に作るが、手稿本により改めた。

翻刻も改める。○得不 刊本は「不得」に作るが、手

稿本により改めた。

【注】○束載 荷物を束ねて車に積むこと。刊本は「載

を束ぬ」と誤読する。○東叡親王 東叡山は上野の寛

永寺。幕府は寛永寺を監督・援助し、代々朝廷から皇

子を迎え、座主として住持させていた。江戸時代の漢

文の教養のある人々の間で、「東叡大王」と呼ばれた。

○供億 供給を十分にし安心させる。刊本は「供に億

（おもふ？）も」と誤読する。○喧闐 「けんてん」。

闐（てん＝填）は満ちる。○済。河 刊本は「河を済

る」と誤読する。○㴑洄 「そかい」。さかのぼる。

（㴑＝遡）。○丹 刊本は誤って「て」と送りがなを

振る。○螘附而麕聚 螘「ぎ」は蟻に同じ。螘附（ぎ

ふ）、麕聚（きんしゅう）ともに群がること。○晋人

指可掬 「舟中の指、掬すべし」。『春秋左氏伝』（宣王

十二年）に見える。春秋時代、晋と楚が黄河の畔で衝

突し、晋軍は大敗する。晋の兵士は混乱に陥り我先に

と船に乗って黄河を渡ろうとするが、少ない船に多く

の兵士が群がった為、船が転覆しそうになる。そこで

先に船に乗った兵が後から乗り込もうと船べりをつか

んだ同僚の兵士の指を次々と剣で切り落とし、多くの

味方を見捨てて逃げた。切り落とされた兵士の指は、

船を埋め尽くして掬えるほどであったという。○輿誦

民衆の言。○東下王人西上護衛 東下りの親王、京上

りの城番。刊本は「東下有り」と誤読する。○窮措大

貧しい書生。

 翌乙亥の日（十二日）、薩埵山に着いた竹山は、往路

において堀田侯と富士山を眺めながら地元の魚を賞味し

たことを回顧している。

興津の辺りから雨が降り、日暮れに大井川に到着した。

渡しが羽太氏を待っていてくれた。輿（蓮台・輦台、『東

海道名所図会』に画あり）は一台を八名が担ぎ、付き人

は二人の人に背負われて渡った。水量が多く、中流では

頭もつかるほどであったという（写真 4 参照）。この日

は金谷に泊まった。雨がまた降ってきた。

写真 4 歌川広重「金谷」（東海道五十三次）

なお、ここで大坂定番の保科侯と旧知の儒者である服

部子安とに遭遇した。二人は戊辰の日（五日）に大坂を

出発したということであったが、竹山の家の安否を確認

できて竹山は安心した。子安によると、近畿では風は吹

かなかったが、石部の辺りだけ一時的に水が溢れたとい

う。竹山は琵琶湖が逆流したのではないかと推測してい

る。石部の辺りは沖積平野で洪水多発地帯であった。た

だし、竹山の推測は的を射ていないと思われる。

乱
ワタ

リ*二奥津ヲ
一而雨作ル。昏黒*抵ル

二大井河ニ
一。行旅既ニ
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絶フ、津吏会シ
二水人ヲ

一、唯待チ
二吾

ガ護曹ノ至ヲ
一、相促ガシ

而厲ス*焉。挙ル
レ轎

ヲ*、轎ゴトニ八名、負フ*二従者ヲ
一、人ゴ

トニ二名。水勢至壮、中流或ハ滅ス
二其頂ヲ

一。宿ス
二金谷ニ

一。

雨復タ大ニ作ル。

（興津を渡って雨が降り出した。暗くなってから大井

川に着いた。通行人はいなくなっていたが、渡しの役

人は水夫を集めてわが城番が来るのを待っており、渡

るのを促した。蓮台は、台ごとに八人付き、従者を背

負う者は、人ごとに二人付いた。水の勢いは猛々しく、

中程では頭が浸かるほどであった。金谷に着いた。雨

がまた激しくなった。）

浪華ノ副鎮保科侯受ケ
レ代

ヲ而還リ、館ス
二於此ニ

一。予与二

其文学服子安一有レ旧*、邀ヘ而相見ル。言フ以二戊辰ヲ
一発

ス

二浪華ヲ
一。因テ審カニシ

二家庭ノ平安及ビ姨弟復スルヲ
一レ常

ニ、

頗ク解ス
二宿憂ヲ

一。語及二風変ニ
一、子安曰、「畿甸無レ風、

但石部駅別ニ有レ変。」叩ケ
レ之

ヲ則曰、「己巳、我与二一

僚友一、枉ゲ
二道

ヲ於京師ニ
一而後行ク。僚友坐シ

レ馬
ニ而先ン

ズ、初更至二石部ニ
一。平原*行松間、大水暴カニ至ル、馬溺

レ而死ス。僚友与二馬隷一、各縁ヂ
レ木

ヲ厪カニ得レ免
ルルヲ*。

我以二二更ヲ
一至

レ、則已ニ涸レ、無二復
タ剰潢*一。異モ亦甚シ

矣。」夫ノ石部唯有二一小渓一、即シ出ル
二伝聞ニ*一、難シ

二

於遽カニ信ズルニ
一焉。今如レ茲

クノ、豈琶湖澓水ノ使ル
レ然

ラ邪。

（大坂の定番保科侯が勤めを終え帰るところでここに

お泊まりになった。私はその儒生の服部子安と旧知の

仲で、面会した。五日に大坂を出発したという。我が

家の無事と従弟が快復したのを聞いて心配を解くこと

ができた。話が暴風のことに及ぶと子安は言った。「畿

内は風がありませんでしたが、石部は別の異変があり

ました。」問いただすと言った。「己巳（六日）に私

はある同僚と京都に立ち寄ったため後れて行きまし

た。同僚は馬に乗って先に行き、戌の刻に石部に着き

ました。平地の松の間に突如大水が起こり、馬が溺れ

死にました。同僚と馬子は木によじ登って何とか助か

りました。私は亥の刻に到着しましたがすでに水は引

き、水たまりもありませんでした。不思議なことです。」

石部には小さな川が一本あるだけである。人から聞い

たことなので信じがたいが、これが本当なら、琵琶湖

の水が逆流したのであろうか。）

【校異】○乱 刊本は「辞」に作るが、手稿本（ふり

がな「ワタリ」）により改めた。○負 刊本は「員」

に作るが、手稿本により改めた。この辺り、手稿本は

「轎ごとに八名」「人ごとに二名」と読む。○免 刊

本は「兔」に作るが、手稿本により改めた。○潢 刊

本は「漢」に作るが、手稿本により改めた。潢は溜ま

り水。

【注】○厲 『論語』憲問篇が引く『詩経』の句「深

則厲、浅則掲」に基づく。「厲」は諸説あるが、竹山

の弟の履軒は「飛び石伝いに渡る」と解す（『論語逢

原』）。「深ければ飛び石伝いに、浅ければ裾をから

げて渡れ」の意。時宜に従って行動すべきことを言う。

○作。昏黒 刊本は「昏黒を作す」と誤読する。○有

旧 刊本は「旧邀有り」と誤読する。○石部 刊本は

句読を誤る。○伝聞 刊本は句読を誤る。

翌丙子の日（十三日）は雨模様で蒸し暑く、駕籠の中

は耐え難かった。日暮れ後、雨は激しさを増した。泊ま

りは舞阪である。吉原からここまで風の被害はどこも似

たようなものだったが、藤枝より西は、折れた木や根ご

とひっくり返った木が、左右両側から倒れ、ある場所で

は交差して倒れていた。つむじ風のせいでこのような倒

れ方をしたのであろう。

掛川の家屋は被害が特に甚だしかった。宿場の人も自

分たちの世話をするのが精一杯で、旅人のことをかまう

暇がなく、宿の様子も粗悪を極めたが、金谷の宿屋は言

葉のなまりが少なく、大坂が近くなったのだと気づいた。

帰坂を待ちわびる竹山の心情がよくわかる。

丙子、雨気欝蒸、轎中熱甚シ。晡後雨益々急、初更宿ス
二

舞坂ニ
一。自二芳原一至

リ
レ此

ニ、風害相若ク。但藤枝已西、

樹之折ル者覆ヘル者、両行左右交々偃シ、或者毎行内外錯

互々シ而斃ル。其併ス
レ封

ヲ者亦然。意フニ回颷所レ激
ツ、作ス

二此怪状ヲ
一与。掛川舎壊ルル、殊甚。

（十三日、雨の湿気が充満し、駕籠の中は暑かった。

日暮れ後、雨が激しくなり、戌の刻に舞阪に着いた。

吉原からここまでは風の被害は似たようなものであっ

た。ただ藤枝より西は、折れたり根ごとひっくり返っ

た木が左右両側から互いに倒れ、内外が交差して倒れ

ている所もある。土手のある所もまた同様であった。

つむじ風のせいでこのような倒れ方をしたのであろ

う。掛川は家の損壊が特にひどかった。）

翌丁丑の日（十四日）は藤川に宿を取った。終日雨だ

ったが風は漸く収まってきた。吉田より西は被害がなか

った。風は時間によって変わったようだ。二川は昼時に

強く、三河、遠州、駿河、伊豆は東に行くほど時間が遅

く、相模、武蔵は夜だったという。東北諸国はいつ頃ど

うだったかは知らない。

翌戊寅の日（十五日、中秋）、寅の刻（午前三時以降）

に雨を押して出発した。午後は狂風が雨をたたきつけ、

駕籠も衣も裂けてしまった。日が暮れてからやっと晴れ

た。熱田に着くと渡し船は中止されていた。すでに三日

間閉ざされているという。渡しの役人は「佐屋に迂回し



『西上記』に見る明和九年の風水害

てください」というが、武家三人は「すでに七日間、洪

水に閉ざされ、道もぬかるんで進めない。宿場もひどい。

公務の期日も遅れているのに、佐屋に迂回しろとはどう

したものだ」と言う。船頭は、「付き人は除き四人様だ

けで一船とし、船頭も元気なのを選び数も増やしましょ

う。従者用にも船を増やします。波風が強まれば荷物を

捨てることで人の安全を図りましょう」と提案した。幸

いに天候が穏やかで、船の中でも寝ることができた。仲

秋の名月は大坂でと思っていたがここで観賞することに

なろうとは思っていなかった。亥の刻（午後九時以降）

に桑名に着いた。三氏は泊まらずに先を急いだ。

翌己卯の日（十六日）も終日雨であった。初更に水口

に宿った。

翌庚辰の日（十七日）も長雨はますます盛んだったが、

三氏は先を急いだお陰で、予定通り京都に着くことがで

きた。別れた竹山は、夜になってから大村子図の家に着

いた。大村氏は、呉服商白木屋の六代目主人大村彦太郎

である。白木屋は長浜出身の商家で、懐徳堂の有力な支

援者であった。跋に見えるように、竹山は帰坂後、大村

氏を通じて、細井氏らに序や跋を頼んでいる。（その他、

大村氏は竹山を琵琶湖行に招待したこともある。）竹山

を迎えるべく、大村氏はご馳走を用意し、何度も郊外に

迎えを出してくれていたという。情報を集めようと奔走

してくれたようだが、この晩着こうとは最後までわから

なかったようだ。

翌辛巳の日（十八日）も雨はやまず、後二日間雨が続

いた。伏見より南は水路も陸路も閉ざされ、飛脚が通じ

るのみであった。家の者とは連絡を取ることができ、「水

路は危険ですので、ゆっくりしてください」という。そ

こで、数日間のんびりして疲労を回復することができた。

甲申の日（二十一日）になって雨がようやく上がった。

夜明けに暴風が吹き、家屋が倒壊し、木が根こそぎ倒れ

た。京都の人は驚いたが、竹山はさらにひどい状況を目

にしていたので驚かなかった。竹山は「海を見たものは

少々の川では驚かない」（「観於海者難為水」）という

『孟子』尽心上篇の言葉を引用している。京都では様々

な人と会って災害の様子を語ったが、二条城にいる同行

者三氏には面会することができなかったという。

己丑の日（二十六日）、水が引いたので、晩に京都

を出て、伏見に宿った。大坂から五人迎えの人が来た。

翌庚寅の日（二十七日）、いっしょに船に乗って帰

った。親戚友人が慰労に集まってきた。行程を数え

てみると実に二十六日であった。普通、江戸から京

都まで二週間ぐらいで移動していたことを考えると

十日以上も長かった。竹山は、「一生で江戸との間

を数十回も往復する人がいて、水害に遭遇すること

はあっても、このような大風に遭ったというのは聞

いたことがない。どうして私だけがこのような目に遭

うのであろうか」と言い、周囲の人の話を記録してい

る。全体の内容からすると蛇足と思えなくもないが、

竹山や周囲の人の意識を見ることができるので以下

紹介したい。

ある人は、天が竹山に大任を下したのだと言った。

ある人は、竹山が太りすぎなので試練を与えたのだと

言った。ある人は、厄年なのだろうと言った。ある人

は、竹山は才能に見合った職もなく家族に迷惑をかけ

ているので天が禍をもたらしたのであろうと言った。

ある人は、竹山の文才を試すためであろうと言った。

往路で山水の様子を描きつくしたので、復路は退屈し

ないように違う状況を提供してくれたというのであ

る。

竹山はそれぞれの説に一々反論を加えているが、最

後の二説だけはそうかもしれないと言っている。た

だ、このようなやり取りを聞いていた僕童が最後に

「ただの偶然でしょう」と言い、竹山が「その通りだ」

と言ったのが落ちになっている。

一人曰、「子*務メ
レ学

ヲ而好ム
二文辞ヲ

一、居恒*有レ所レ述
ル、

略々似タリ
二可

キ
レ観焉者ニ

一。吾聞ク子之東スル也、詞賦紀シ
二

其行ヲ
一、以塗二－抹

スル山川ヲ
一者備ハル矣。今再タビ就ケ

二原

路ニ
一、則意興索然、有ン

レ所二廃弛スル
一。故ニ天設ケ

二斯変

套ヲ*一、以試ミ
二子

ノ才思ヲ
一、令ル

下子
ニ秉ル

二觚牘ヲ*一之不ラ

上レ暇
アラ也ル邪。」

（ある人が言った。「あなたは学問に精を出し、文章

もよくされます。常々お書きになっているものはほぼ

完成の域に達しています。聞くところではあなたが東

に向かった時、その旅行を詩で記録し、山川を完璧に

描写しつくされたようですね。帰りも同じではおもし

ろくないので、天の神様がこのような異変を用意し、

あなたの才能を試し、あなたに筆を執らせようとされ

たのでしょう。」）

【校異】○子 刊本は「予」に作るが、手稿本により

改めた。

【注】○居恒 つねづね。○斯変套 刊本は「斯変」

で切る（誤読）。○觚牘 「ことく」。古代、文字を

記した木札。
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３．おわりに

以上、本稿では、中井竹山著『西上記』をたどること

により、明和九年の風水害の様子を明らかにした。

往路では堀田侯の威光を借りスムーズな旅を満喫でき

た竹山であったが、復路も三人の武士と同行し、関所や

渡しでは町人ではあり得ない待遇を受けることができ

た。（特に金谷で大坂定番の保科侯と合流してからは。

甲戌の日の記述を参照。）

ただ、風水害に道を閉ざされ、旅は困難を極めた。『西

上記』は明和九年の風水害を記録した貴重な歴史記録で

ある。竹山自身、跋文で「風火之艱、道塗之変、後来有ル

モ
二草

スル
レ史

ヲ者一、亦必不ル
下措

キ
二是

ノ編ヲ
一它

ニ求メ
上」（今後

この暴風雨と沿道の被害状況を歴史に残そうと思う人が

いれば、まずこの資料を見ることになるだろう）と述べ

ている。

この風水害は、竹山にとって才能を発揮する場になっ

た。『西上記』を見ると、竹山が、紀実（事実記録）の

才、取材能力（沿道の人への聞き込みなど）、洞察力（木

の倒れ方かた風の様子を推測するなど）、行動力（品川

で芸者を指揮して災害に対処するなど）を発揮した様子

がわかる。

ただ、このような災害の中、竹山らは江ノ島などの観

光に訪れ、その様子（素潜りなど）を記録している。ま

た、事実だけでなく故郷を想う情や堀田侯をしのぶ気持

ちを表現している箇所もある（乙亥の日）。また、本稿

では紹介していないが、自らの文学の素養を披露してい

る箇所もある（戊寅の日など）。品川の記述では、災害

の様子の後に、翌日の静かな様子を記述するなど、動と

静とが巧みに配置されている。

以上のように、『西上記』では、現代の映画の構成の

ように、様々の要素が配置を考えて巧みに織り交ぜられ

ている。竹山の心配りが感じられよう。

末尾に見える、帰坂後の周囲の人の発言からも、『西

上記』は『東征稿』とともに、竹山がその文才を発揮し、

それを周囲にアピールするための作品だったことがわか

ろう。

注

[1] 明和の大火（めいわのたいか）。明和九年二月二十九日（1772

年 4 月 1 日）に江戸で発生した大火災。明暦の大火、文化の

大火と共に江戸三大大火の一つと言われる。目黒行人坂（現

在の目黒区下目黒一丁目付近）から出火したため、目黒行人

坂大火とも呼ばれる。根岸鎮衛『耳嚢』（長谷川強校注、岩

波書店〈岩波文庫〉、1991 年）に明和の大火についての逸話

が見える。
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