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１
はしがき

　中学初年の夏休み、中央アルプス木曽駒ヶ岳（2956m）
の登山を試みました。今日のような登山用ケーブルも
なく、山麓を深夜に出発し黒川谷を這い上がり、山頂
に近い前岳付近で日の出を拝んだ時の感激は忘れられ
ません。駒ヶ岳・宝剣岳登頂後、木曽谷側の上松町へ
下山し木曽路を北へ辿り日義村を訪ねました。この村
は木曽義仲のふるさとであり、はじめて義仲と巴御前
に関わる数々の逸話に接し、木曽路の自然と歴史の一
部を垣間見ることができました図-1。
　その後は長年木曽谷を訪ねることもなく、長野県歌
“信濃の国”の歌詞「木曽の谷には真木茂り……」とか
「朝日将軍義仲や仁科五郎信盛も……」、「四方に聳ゆ
る山々は御嶽・乗鞍・駒ヶ岳……」などの歌詩や、藤
村の名著『夜明け前』冒頭の「木曽路はすべて山の中
である……」というよく知られた文言などを口ずさみ、
木曽のことに思いを巡らせていました。
　木曽路の東側、中欧アルプスの木曽駒ヶ岳、西側の
御嶽・乗鞍山塊に囲まれた木曽谷の人々は、古来美濃・
飛騨・伊那谷地域の人々と交流があったものと考えら
れています。しかしそれに関わる記録などについては
確認していません。時代が経過し、木曽においては、
治承４年（1180）義仲の平家追討に関わる旗揚げがあ

義仲・巴御前図
図表提供：木曽町観光協会

図-1 中央アルプス「木曽駒ヶ岳（2956m）」（中村2014）

狭長な木曽谷の東にそびえる険しい山容が印象的である。山頂から望む西方には御嶽山、東方には南ア
ルプスや富士山を一望、山麓の木曽駒高原は、義仲、巴らの格好の馬術鍛錬の場であった。
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りました。これは木曽谷の一つの「夜明け」であ
り大きな事件であったと思います。田屋★１（1992）
は「治承・寿永の社会変革をもたらした義仲の活
躍は、日本の歴史を考える時に彼の果たした役割
は大きい」と指摘しています。数々の文献や記事、
諸先生の話を拝聴すると同じ思いであります。
　昨年９月、突然御嶽山が噴火し、未曾有の惨事
を引き起こしました。御嶽山は数百年に１度の割
合で噴火していますが、駒王丸（義仲）も少年時代、
兼平・巴らとともに御嶽山に登ったといい、その
頃の山の息吹はどうだったんだろう、などと思う
この頃であります。

２
「吉蘇路」の峠

　木曽の街道を歩くと左右に山が迫り、川は大地
を深く穿ちV字谷をつくり、平地が少ないのに驚
かされます。今日の木曽路に関わる古い記録では、
児玉★２（2000）による次のような報告があります。
「續日本記では大宝二年（702）に初めて美濃・信
濃両国の境は道路が嶮岨で往来が困難であるから
“吉蘇路”を通じさせる」という記録を指摘してい
ます。これらの記事の他にも「美濃・信濃両国に
関わる天竜川流域の伊那街道とか木曽川沿いの街
道説もあるが定説となっていない」とのことであ
ります。
　図-2は信濃国の木曽川・天竜川周縁の古地図の
一部であります。木曽川沿いには南から馬込・妻
籠・上松・宮腰……などの地名が記載されていま
す。また西縁には御嶽山塊をはじめ飛騨国・美濃
国等の国名が記載されています。周縁には飛騨美
濃に連絡する木曽町へ飛騨街道～長峰峠～高山へ
の道と、木祖村～境峠～野麦峠～野麦街道などは
古来信濃と飛騨を結ぶ「信飛交流」の主要な接点
であったということも指摘できます。具体的な記
事や記録は確認できませんが、木曽谷の人々は上
記の峠や街道を利用し、自分の脚や人肩・馬の背
によって交流を重ねてきたということが考えられ
ます図-2 	図-3。
　木曽谷の東、中央アルプス山塊を越える古道に
木曽北縁の日義村と伊那郡を結ぶ権兵衛街道・権
兵衛峠があります。古来民謡『伊那節』では「木

中央アルプス「木曽駒ヶ岳（2956m）」（中村2014）

図-2 古地図；南北逆に図示されている（作図者、作図年代不詳、小熊・塩入提供（2014））
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図-3 峠図（中村2014）
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曽へ木曽へとつけ出す米は、伊那や高遠のお蔵米……」
と謳われています。平地の少ない木曽谷は水田の適地
が少なく、米が不足していたため、かつて伊那から木
曽への米約１万俵（１俵約60kg）が運ばれ、伊那へは
漆器や曲げ物などが人や馬の背によって運搬され、木
曽谷と伊那谷との交易が行われていたことが今日もな
お歌い継がれています（青木★3（1994））。ところが平
成18年（2006）、この権兵衛街道沿いに権兵衛トンネル
が開道し、伊那側の中央高速道と、木曽側の国道19号
線を40分ほどで連絡できるようになりました。今日木
曽谷と伊那谷の交易・交通量は激しく、今後木曽路の
変貌も予想されます。

３
「らっぽしょ」と駒王丸

　平安末期の武将源為義の次男義
よし

賢
かた

の次男として義仲
（駒王丸）は誕生しました。その翌年義賢は甥の源義
平（頼朝の兄）と武蔵で戦い、大蔵館で謀殺されました。
２歳だった駒王丸は母親小枝御前に抱かれ大蔵館を脱
出し、斎藤実盛・畠

はたけ

山
やま

重
しげ

能
よし

らの温情に助けられ、山深
い木曽に逃れ、中原兼遠に庇護されました。兼遠は広
大な森林資源を持つ木曽の荘園を取り仕切る人望の篤
い豪族でありました。彼は駒王丸がかつての源氏の棟

梁である八幡太郎義家から４代目の孫であることも承
知しており、駒王丸の将来の大器をも見抜き、その庇
護養育のことを快く引き受けたものと考えられていま
す。（中村★4（1972））（宮下★5（1998））
　日義村のお盆の行事に「らっぽしょ」という行事が
あります。これは山吹山や徳音寺周辺の子供たちが中
心となって行う「木曽義仲旗挙げ祭り」であります。
高学年の子らは自分でつくった松

たい

明
まつ

を灯して山吹山山
腹に火文字を描いた後山を下り、山麓で提灯やのぼり・
日本一の旗を掲げた低学年の子らと合流し、徳音寺ま
で行進します。「……朝日将軍義仲公とおらが在所はひ
とつでござる、巴御前・山吹姫もおらが隣の姉さじゃ
ないか、今井兼平、樋口次郎、鬼の血筋に生まれはし
まい、同じ日義育ちじゃものよ、彼らばかりに威張ら
すものか……」（木曽教育会★6（1968））などと素朴な
親近感あふれる詞

ことば

で郷土の英雄を称えつつ、徳音寺に
祀られた義仲の墓所に参るのです。これは義仲、巴御
前、山吹姫のふるさと日義村・木曽谷の人々の心意気
を深く感じさせる行事であります図-4 	図-5。
　山吹山山麓を流れる木曽川の流れ、かつて巴御前ら
が泳ぎ鍛えたという深淵「巴淵」は、今日もなお幽谷
のたたずまいを見せています写真-1。

木曽谷の北縁、山吹山とその山麓、 印の場は義仲の旗挙げ八幡宮と800年の「大欅」この付近の段丘上に義仲の屋敷もあった。
「らっぽっしょ」祭りの折Ya部分には「木」の字に松明が灯される。（←：徳音寺への道）

図-4 義仲のふるさと、山吹山（中村2014）

sabo vol.117 冬 201536



４
巨木は見ていた──義仲の旗挙げ

　東西を中央アルプスと御嶽・乗鞍山塊に囲まれた木
曽谷の夕暮れ、老夫婦が農作業に追われていました。
申し訳ないと思ったが、義仲と山吹山のことなどの話
を聞きたくて声をかけたところ、手を休め喜んで対応
してくれました。木曽の人々は、何時、何処において
も義仲のことを話題にすると、まるで家族であるかの
ごとく、誇らしく語り教えてくれます。老夫婦は子供
の頃参加した「らっぽしょ」、松明で示す「木」の火文
字のことなど楽しげに語り、加えて「近くに義仲の旗
挙げ天満宮があるからお参りしてやって下さい」と言
う。さらに「お宮の脇には1000年近い欅の大木があって、
昔から義仲のこと、巴御前のこと、日義村のおら達の
ことなどずーっと見てくれているんだよ……」などと
感慨深げに語っているのが印象的でした写真-2。
　早速旗挙八幡宮にお参りを済ませ、傍らの大欅を見
ました。見事な巨木であります。欅は一般に勢いがあり、
巨木となって神聖視されます。この大欅もまさに大切
なご神木であります。説明板に依れば「樹齢800年（浜
博士測定（2001））で、胸高の周囲12m、樹高約30mで
あったが、平安時代以降の台風・落雷などによって幹
の先端が折れ樹勢も一部衰えた」と記載されています。
巨木周縁の一部には枯れたような部分も見られるが、
樹根の多くはしっかりと太く大地に食い込み、木肌は
灰褐色あるいは薄い黒褐色を呈しています図-6。つや
つやした硬い表面を掌でペタンパタンと叩くと感触が
心地よく、その反響音を聞いていると800年の歴史の一
部に接し、巨木のつぶやきを聞き取ることができたよ

うな気がします。風雪に耐えた八幡宮ご神木の妖しさ、
たくましさに畏敬をも感じます。
　治承４年（1180）９月、以

もち

仁
ひと

王
おう

の平家追討の令旨を得
た義仲は、この宮の原に勧請した八幡宮において旗挙
げ挙兵を行い戦勝を祈願しました。義仲とともに、彼
の乳母子である樋口次郎兼光・今井四郎兼平そして巴
御前らが従い、源氏の郎党約1000騎でありました。義
仲はいち早く依田城に移り、９月、市原の戦いで緒戦
を制し、さらに上野口の父義賢かつての家臣を糾合し
得ました。1181年６月、越後の平家方城太郎資水の大
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木
曽
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手
習
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写真-1 巴淵；山吹山山麓を流れる木曽川沿いの深淵「巴淵」はかつて巴御前らが
泳ぎ鍛えたと伝えられる場。

図-5 日義村周縁図

写真-2 旗挙八幡宮；義仲が戦勝を祈願し、平家追討の旗挙げをした地、拝殿脇
には樹齢800年の大欅のご神木がある。八幡宮周縁が義仲の屋敷跡。
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軍１万が信濃へ乱入しましたが、義仲は3000騎をもっ
て横田河原でこれを迎え戦い、大勝利を納めました。
この義仲勝利の噂は瞬く間に北陸道の武将達の間に広
がり、平家追討という大義もあり、北陸七ヶ国の武士
は挙って義仲軍に帰服・結束し軍勢は五万騎となった
といわれています。（日義村★7（2000）、西川★8（2010））

５
義仲の上洛成就と木曽谷での記憶

　平家追討の旗挙げ以来、義仲は破竹の勢いで北陸道
を戦い抜き、都に迫りつつありました。危機感を持った
平家は、越中般若野へ10万余騎の大軍を差し向けまし
た。これに対して義仲は今井四郎義平に預けた6000騎
の兵をもって作戦の末、見事平家軍を打ち破りました。
義仲軍はその直後砺波山に陣を構え爾後に備えました。
平家はさらに７万騎を送り込み義仲軍と対峙しました。
この戦いが「倶利伽羅峠での戦い」であります。この
戦いで義仲は、多数の牛と松明を利用し地形条件を活
用した「火中の計」ともいわれる作戦によって、一夜
にして平家の大軍を壊滅させました。この戦いは後日、
戦史に名を残しております。この戦いにおける義仲の
勝利は、源氏と平家の行く末を分けた決定的な決戦と

もなりました。義仲はさらに平家を追って京へ向けて進
み、寿永２年（1183）７月無血上洛を果たしました。
　義仲は挙兵してからわずか十数ヶ月の短い期間に信
濃をはじめ上越道のすべてを支配下に治め上洛を果た
したのでした。各地における戦いでは、何処において
も少人数によって大軍と対峙し、常に勝利するという
結果を出しています。これは義仲をはじめ兼平・巴御
前らが成人するまで、木曽の嶮岨な山野や河川などを
跋渉・踏破して鍛えた武術や馬術、手習天神社におけ
る学習成果などの「木曽谷での記憶」が、各地におけ
る彼らの作戦行動に大いに役立ったということが考え
られます。
　旗挙げ以来上洛に至るまで共に戦った義光・義平・
巴の三兄妹の活躍は、義仲にとって大きな支えでありま
した。とりわけ「日本のジャンヌダルク」（日義村（2000））
とも喩

たと

えられ、常時義仲に付き従った愛妾「巴御前」は
容顔まことに優れ、武術の心得も深く、一騎当千の活躍
ぶりが平家物語等数多くの諸書に記されています。

６
時代を超えて生きる義仲と巴御前

　義仲軍はさらに都へ向けて進み、寿永２年７月入洛

旗挙げその後の義仲と巴を見ていた
大ケヤキ、木肌を叩くと巨木のつぶや
きが聞こえる

図-6 大欅の基部（中村2014）
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を果たしました。義仲30歳の時であります。都入り後
も後白河法皇（以仁王の父君）の意を汲み行動してい
ました。しかし法皇は平家追討後もさらなる権力の温
存をもくろみ、意見の異なる義仲に対して理不尽な挑
発をした結果、「法皇寺殿の合戦」というトラブルが発
生し、義仲はあらぬ汚名を着せられました。しかし時
の右大臣九条兼実は法皇に対する義仲の攻撃について
「義仲はこれ天の不徳の君（後白河法皇）を誡むる使い
なり」と『玉葉』に記し、義仲の行動を称え擁護して
おります（日義村（2000））。この戦いを制した後、義
仲は法皇の宣旨により元暦元年（1184）１月10日征夷大
将軍に任ぜられました（永井★9（1966）	、日義村（2000））。
　義仲が征夷大将軍に任命された当時、頼朝は、義仲
入洛成就後における後白河法皇との経

いき

緯
さつ

の問題等もあ
り、また力を持ちつつあった義仲軍の存在を危惧し恐
れてもいました。これを知った法皇は鎌倉に「詔

みことのり

」を
送り、義仲の追討を促しました。頼朝はいち早く範頼・
義経らに命じ６万余騎を都へ送りました。これを迎え
た義仲・兼平らは宇治川等都周縁において戦いました
が敗れ、洛中においても圧倒的な鎌倉勢によって義仲
軍は総崩れとなり四散しました。
　義仲が戦いながら四宮河原へと出た時、彼に従うも
のはわずかに７騎で、その中に巴もいました。この時
義仲は巴に、女であるから信濃に帰れ、と命じ討ち死
を許さなかったといいます。義仲と巴の別れについて
はいろいろな記述がありますが、別れる直前巴は、義
仲に迫った敵将を馬上で見事討ち取った後に鎧甲を脱
ぎ捨て、東国に落ち延び姿を消したという武勇の話も
あります。
　そして義仲が粟津の松原まで来た時、乳母子の今井
四郎兼平と出会い「死ぬるときは共に討ち死にを」と
誓った直後、義仲は馬共々深い沼に入り込みたじろい
だところを、50騎ほどの敵に襲われ、弓矢によって冑

かぶと

の正面を射貫かれ落命したといわれます。征夷大将軍
に任命されてからわずか10日目のことでありました。
31年の生涯を燃え尽くし、日本の新しい時代への道を
切り開いた先駆者として高く評価されています。
　義仲には二人の愛妾がいました。一人は前述の、容
姿に優れ武勇の誉れ高い「巴御前」であり、中原兼遠
の娘であります。いま一人は山吹城主である金刺の娘
「山吹姫」で、義仲入洛後は都に留まったといわれ、ま
た二人ともそれぞれに義仲の子を遺しています。
　後年多くの偉人たちは、義仲の人柄や人間性を高く

評価し、愛すべき人物であったことを主張しておりま
す。松尾芭蕉は遺言で義仲と同じ場所で眠りたいと望
み、芥川龍之介は彼の情熱や人間性に心酔し、新井白
石は義仲が民衆のため世直しのために奮闘したことな
どを称えております。
	「義仲の寝覚めの山か月悲し」（芭蕉）とか、芭蕉の弟
子又

ゆう

玄
げん

の詠んだ「木曽殿と背中合わせの寒さかな」と
いう句（西川（2010））は義仲の人柄と人間性に思いを
巡らせ、身が震えるほどにうれしい気持ちを句の背後
に詠み込んでいるのだろうかなどという気配を感じま
す。時を超えて慕われる義仲と巴御前の魅力を再確認
し、称え伝えたいものであります。

あとがき
木曽谷の二つの事件簿

　治承４年（1180）８月平家追討のための義仲の挙兵
は、木曽谷と信濃路にとって大きな事件でありました。
挙兵後における成果は、日本の歴史にも大きな変革を
もたらすきっかけとなりました。先号の小文を執筆し
ていた矢先、2014年９月27日木曽御嶽山が突然噴火、
登山中の57名が死亡、６名が行方不明という未曾有の
惨事が発生しました。木曽における今回の事件では、
火山予知の難しさを見せつけられました。火山国日本
においては、今後早急に火山活動の予知・予測と、火
山活動と関わり深い防災技術のさらなる発展・対応に
努めたいものであります。

　謝辞：本小文の記載にあたり、資料の収集に際して
ご支援賜わりました、塩入信一、小熊友和、牧田一男、
林田健治、稲垣親男の各氏に厚くお礼申し上げます。
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