
ふらっと旧中山道                    2012.4.2 

今須宿～関ヶ原宿～垂井宿 9.5km を歩く 

 

 先回の続きで垂井～関ヶ原～今須を歩いてきました。今回は地形を考えて、

関ヶ原の峠を越えるのに上り坂ではなく、下り坂を歩くようにするため、西

から東に向かって歩くことにしました。 

 

｢想定外｣にびっくり!! 

 

 東浦７:３８の区間快速に乗るため、７:２０頃家を出て駅に着くと、珍し

いことに駅員がいて改札をしているし、自動券売機もシャッターが開いてい

た。これまでは 7:19 の列車に乗って行くことが多く、駅員もいなければ自動

券売機も格納されていた。どうやら 7:30 から駅員が対応するようだが、それ

にしてもいい身分だこと。交通機関が朝の 7:30 過ぎでないと、窓口業務をし

ないなんて考えられない。これこそ殿様商売というやつだろうが、JR の経

営者は、利用者へのサービスと言うものをはき違えているとしか思えない。

合理化のために機械を導入したのなら、その機械は利用者の利便性を考えた

はずである。にもかかわらず、7:30 過ぎないと使用できないとは何事だ。駅

員がいる時にしか使えない自動券売機がある駅、として売り出したいと考え

いるのだろうか。 

 そんな事を思いながらいつものように前から２両目に乗り込んだ、すると

直に妻がとんでもないことを言い出した。｢ヤカンをかけてガスコンロの火

を消し忘れた｣と言うのだ。祖母のために、ポットにお湯を満たすつもりで

火をつけたが消していないという。出がけにガスを使うなんて思ってもいな

くて、私も全然気がつかなかった。これは困った、自分たちだけなら引き返

せばよいが、友夫婦も合流するのでどうしようか考えた。電話して解決でき

るか? 携帯を持ってこなかったが、たぶん友は持っているだろう。でも息子

は出勤したあとだし、娘もアルバイトに出かけているだろう…..そこで、思

いついたのは家内の弟なら自営業なので頼める。そこまで考えたら少し落ち

着くことができた。金山で乗り換えの時に電話をして頼むことができヤレヤ



レ、大垣行きの特別快速列車が走り出して間もなくして携帯が鳴った。弟か

らの電話でガスコンロに火はついていなかったよと報告してくれた、おそら

くお湯を沸かさなくてはと思い、準備をしただけなのだろう。その記憶が突

然よみがえると、ガスの火を消し忘れたと脳が判断するのかな。いずれにし

てもガスの火がついていなくて良かった、ヤレヤレ一安心。 

 

東海道線の古いトンネルに関心 

 

 大垣で米原行きに乗り換え１3 分ほどで関ヶ原に到着する、9:25 ホームに

降りたのは我々４人だけだった。ホームに降りたつと、目の前少し離れたと

ころには関ヶ原の戦い絵図と、東軍、西軍それぞれ７人の武将の名前が大き

く書かれた看板が出迎えてくれた。 

駅前に出るとコミニティーバスの時刻表があったのでのぞいて見たが、今

須を通るコースは見当たらなかった。隣ではタクシーが３台客待ちしており、

すぐタクシーに乗り込んだ。料金は１５００円程と言うので、４人で乗れば

１人４００円しないのでバスとそんなに変わらないだろう。今から中山道を

歩くと言ったら、途中途中でいろいろと説明してくれた。親切な田舎のタク

シーらしく、好印象の運転手は田中一男さんだった。 

 

  

合戦絵図が迎えてくれる関ヶ原駅     ﾚﾝｶﾞ造りのトンネルと妙応寺 

 

今須宿の妙応寺前で降りて、ここからウオーキングを開始する。見ると国

道２１号と東海道線をくぐる煉瓦造りのガードがあり、アーチ型のトンネル

の向こうにお寺さんがある。とても雰囲気のある絵になる景色だ、それに、



このトンネルは明治２１年に開通した東海道線の中でも、長浜からこの辺り

は早い時期に開通した区域なので、相当古い産業遺産と言えるものだ。一部

に石が使われたトンネルのアーチは、いつ見てもアーチのてっぺんのレンガ

は何故落下しないのか不思議だ。 

 

日本橋から５９番目の今須宿 

 

 アーチ型のガードをくぐり妙応寺をお参りしたら、｢東海四十九薬師霊場

寺院札所｣のビラがあった。あまり聞かない名前と思いながら見たら、地元

森岡の妙法寺が載っていた。どんなグループなのだろう? 

街道に戻ると、今須宿の碑と説明板がありました。それによれば、今須宿

は美濃１６宿のなかで今須宿だけに脇本陣が２軒あったという。本陣と脇本

陣はいずれも小学校付近にあり、脇本陣の河内家の建物は寛政年間に米原の

妙応寺末寺である玉泉寺に移築し、今も当時の面影を伝えていると記されて

いる。旅籠は１３軒あり、朝鮮通信使が通った時には宿泊はせず、昼飯を食

べる場所だったという。美濃路１６宿最後の宿です。歴史的にはもっと古く

室町時代初めの１３６０年、この地方の守護代として勢力をもっていた長江

重景が、母妙応尼の菩提を弔うために妙応寺が建てられ、以来門前町として

発展した。江戸時代中山道の宿場として美濃国と近江国の境の宿として栄え

たといわれ、地形的には狭い山峡の地で、現在は東海道線、名神高速道路、

国道２１号がひしめきあい往時を偲ぶものは少ない。 

 

山里に｢常盤御前｣の墓 

 

ここからタクシーで来た東へ戻るように、まずは関ヶ原をめざす。２．３

分も行くと今須橋があり、土台は石造りで本体は木造の常夜灯がある。その

隣は瓦をのせた白い土塀に囲まれた、立派な和風の家が川沿いに建っている。

東から来たら宿場の入口になる所だろう。宿場を離れると国道２１号の駐車

場がある、かなりの広さがあり、おそらく冬場のチェーン脱着用に設けられ

ているのだろう。その外れに一里塚が再建されている、昭和３０年国道の工

事で取り壊されたものを、少し東に移してエノキが植えられたという。 

その先で国道を横切ると｢これより中山道｣の道標があって、今須峠を下っ 



  
今須峠を下る地点             常盤御前の墓 

 

ていく。道は簡易舗装がされており歩きやすく、道のわきには清水もわいて

きれいな水が流れている。直に東海道線のトンネルのわきを通る、先ほどと

同じようなレンガ造りのトンネルで、友が｢あれ、単線だぞ｣という。それも

そのはずで、東海道線は複線であっても垂井と関ヶ原辺りでは上下線が並行

しておらず、大きく離れているのだ。そのため、このことを利用した西村京

太郎の鉄道サスペンスのドラマが作られている。そこから３分も行くと上下

線が分岐している地点で、踏切を渡って鉄道の東を進んで行くと小さな山中

の集落がある。山と山に囲まれ小川が流れる里には、梅の花が満開に咲き誇

り美しく、道沿いの畑のはずれには｢ふきのとう｣が顔を出して、穏やかな春

がいっぱいだ。 

小川の静かな流れが心地よい、静かな山里を歩いて行くと、｢常盤御前の

墓｣の案内がでてくる。街道から２０m も入ると小公園になっていて、その

一角に小さな墓石が二つ並んでいる。常盤御前は都一の美女と言われ１６歳

で義朝の愛妾となった。義朝が平治の乱で敗れると、一時期は清盛の愛妾に

もなる。伝説では牛若の行方を案じ乳母の千草と後を追ったが、土賊に襲わ

れて命をおとす。哀れに思った山中の里人がここに葬ったと伝えられている。 

 

鶯の鳴き声が年中聞こえる滝 

 

 常盤御前の墓を離れ、小川に沿って緩やかにカーブした道を行くと、所々

の家に薪が積み上げてある。山あいの地ならではの風景だが、薪ストーブを

使用しているのだろうか、それともガスコンロではなく薪を使っているのだ



ろうか。そんなことを思いながら行くと、新幹線のガードをくぐり右にカー

ブした左側に、お地蔵さんの祠が三つ並んでおり、その右側には｢鶯の滝｣の

説明板があった。読んでみると、山中村は鎌倉・室町の時代には旅人も泊る

宿駅として栄えた。江戸時代になると関ヶ原・今須宿の間の村として人や馬

をとめて休息した、立て場や酒場、餅菓子屋、果物屋などが軒を連ね活気を

帯びていた。この滝は今須峠を行き来する旅人の心をいやしてくれる格好の

場所だった。高さ５m、水量豊かで冷気立ち込め、年中鶯の鳴く滝として街

道の名所になっていたという。 

 そんな滝がどこにあるのかと落下防止の金網から覗いてみると、確かに水

量豊かな滝があった。それに、ここにくる前後か記憶が定かではないが、一

度鶯の鳴き声を聞いたので、この説明もまんざら間違いではなさそうだ。 

 

黒血川・藤古川周辺で戦った｢壬申の乱｣ 

 

 滝から１分も行くと黒血川で左手には東海道線が通り、ここにもレンガ造

りの立派なトンネルがある。道沿いに説明板が立っており、｢壬申の乱｣(672) 

で、ここ山中の地で両軍初の衝突がおきたとある。 

 ７月初め大友軍の精鋭は大海人軍の側面をつく急襲戦法に、しかし、大海

人軍はこれを撃退、その後不破道を通り近江へ出撃した。この激戦で両軍兵

士の流血が川底の岩を黒く染めたことから、この名がつき、そのときのすさ

まじい様子を今に伝えています、と記されている。 

壬申の乱とは 

天武天皇元年(672)に起きた日本古代最大の内乱。天智天皇の太子・大友皇子(弘文天

皇)に対し、皇弟・大海人皇子(後の天武天皇)が地方の豪族を味方につけて反旗をひるが

えしたもの。反乱者である大海人皇子(後の天武天皇)が勝利すると言う、日本史に例の

少ない内乱であった。その原因はいくつかの説があげられている。 

①皇位継承紛争 

②朝鮮半島出兵後の遷都など諸施策に対する不満 

③額田王(女性)をめぐる不和関係 

名称の由来は、天武天皇元年は干支で壬申(じんしん、みずのえさる)にあたるため。 

 

 壬申の乱の説明板の隣には大谷吉継(敦賀城主で秀吉に仕えた・吉隆とも名



のる)の墓・600m１５分の案内もある、今度は壬申の乱から一転して関ヶ原

の戦いの武将の名が現れる。案内板から少し先に若宮八幡神社があり、幟が

はためき、青色の鷹の羽根の紋が入った幟旗もあった。隣には｢大谷吉継の

陣跡｣400m・10 分の案内板もある。 

 

  

黒血川の戦い説明板            ｢大谷吉隆｣の墓の案内 

 

 そこから少し先で国道 21 号の歩道橋を渡り、5 分も行くと今度は｢大谷吉

隆｣の墓の石柱がある。しかし、吉継と吉隆は同一人物ということなので、

案内を設置した役所により違うのかな? それとも設置した年代により、名前

のいずれを採用するか意見が分かれたのだろうか。そこからしばらく行くと

梅の木がたくさんあり、満開の梅の花が美しく、そのすぐ先に藤古川が流れ

ている。 説明板には、この川は伊吹山脈に源を発し、関所の隣を流れてい

ることから関の藤川と呼ばれている。壬申の乱では川を挟んで東が天武天皇

軍、西に弘文天皇軍が陣し、地区民はめいめいの軍を支援したので、戦後東

の松尾地区は天武天皇を祀って井上神社と号し、西の藤下・山中地区は弘文

天皇を祀って氏神とし、現在に至っているという。そして、関ヶ原の戦いで

は大谷吉継が、上流右岸に布陣するなど、この辺りは要塞の地だったとある。 

 

古代三関の一つ｢不破の関｣ 

 

 藤古川のたもとには｢不破の関西城門｣の説明板もある、不破の関は藤古川

左岸の河岸段丘上に主要施設があり、川面からは 20m の断崖で自然の要塞 

だった。ここには大木戸という地名も残っており、｢西城門｣があったという。 



ここから少し上り坂を 5 分も行くと｢不破の関跡｣がある、手前には資料館も

あるがお休みだった。 

 東山道の美濃不破関は、東海道の伊勢鈴鹿関と北陸道の越前愛発関ととも

に古代律令制下の三関の一つとして、壬申の乱(672)後に設けられたとされて

いる。県史跡に指定されている不破関は、和風庭園があり案内板があるだけ

で、隣が不破関守跡だった。見学するようなところはなかったが、関ヶ原近

辺は江戸幕府が開かれる前の、戦が繰り広げられたことは知っていたが、そ

れ以前にも大きな戦があり、関所が設けられていたことがよく分かった。 

 

  
不破の関跡                東城門跡にはこんな案内が 

 

 関所跡から 4 分も歩くと東城門跡がある、美濃不破関の東端と西端に城門

や楼が設けられて、兵士が守り固めていた。日の出とともに開門し、日の入

りとともに閉門したという。また奈良の都での事変や、天皇崩御など国家的

な大事件が起きるとすべての通行が禁止された。 

 

昔の面影うすい関ヶ原の宿場 

 

 そのすぐ隣に案内板があって、福島正則の陣跡 100m、西首塚 450m とあ

る。そこから 7 分程行くと赤、白、黄、青の幟旗が立ち、小さな祠が二つあ

り、そこに西首塚の石柱がある。関ヶ原決戦の戦死者数千人の首が眠ってい

る、この上に馬頭観音や千手観音のお堂が建てられている。その奥に首塚も

あり、戦国時代の戦では首実験後は敵味方の戦死者を弔い、供養塚を築くと

いうのが習わしだったようである。後で調べると東首塚もあり、こちらは JR



を越えたすぐの地点にある。 

 西首塚から 10 分も行くと脇本陣跡がある、関ヶ原宿は本陣 1、脇本陣 1、

旅籠 33 があり、宿としての街の大きさは美濃 16 宿で加納宿に次ぐ長さで、

12 町 49 間(1.4km)あった。今は国道が宿内を走り、宿の面影はあまりない。 

後で分かったが、脇本陣の手前に狭い道があり、これが敦賀・北陸へ行く｢北

国街道｣で、当時はこの曲がり角に本陣があったという。また、伊勢街道の

分岐点であり宿場は大いににぎわった。 

 

  

脇本陣跡                 関ヶ原たまりの文字が見える建物 

 

 脇本陣跡から少し行くと｢七つ井戸の跡｣の説明がある、関ヶ原は宝暦

(1760)の大火をはじめたびたびの火災に見舞われました。そこで東町、西町

間の街道南側に水の切れない井戸が掘られ、長い間防火・生活用水に利用さ

れてきたのです。 

 さらに宿場内を行くと酒屋があり、立派な看板には｢天下分け目の関ヶ原｣ 

｢関の露｣山本酒店で、馬にまたがる武将の絵がおどっていた。その店の先は

交差点で、角には黒板塀の大きな工場らしき建物が連なり、煙突も見える。 

手前の屋敷には半分消えかけているが、｢関ヶ原たまり｣と｢宮内庁御用｣らし

き文字が読める。でもお店の名前は分からなかった。隣の関ヶ原郵便局前を

通り 5 分程行くと、まるでお城を思わせる造りの立派な家が現れた。クリー

ニング店の看板があるが、通りに直角の面にも看板があり、そこには古美術

商の文字があった。 

 そのすぐ先に若宮八幡神社が現れるが、少し先にある関ヶ原東町の信号の

辺りが関ヶ原の東の入口だったという。 



家康最初の陣｢桃配山｣とは 

 

 若宮八幡神社から 10 分程歩き、コンビニで弁当を調達した。すぐ隣は家

康が最初の陣をおいた桃配山で、家康の気持ちになって昼飯を食べることに

したのだ。私はいつものように助六と、もう一つは天丼を選んだ。 

 この桃配山に家康が陣をおいたのには理由がある。この桃配山は 1300 年

余前の壬申の大戦のとき、吉野・伊勢・尾張軍を率いた大海人皇子は不破の

わざみ野において近江軍と向き合っていた。急ごしらえの御所に皇子が入っ

たのは 6 月 27 日だった、不破の村人たちは皇子を慰めようとよく色づいた

山桃を献上した。 

喜んだ皇子は早速口にしてそのおいしさに感激、同時にこの桃を兵士たちに

私からと言って配ってくれと頼む。この桃をいただいた兵士たちの士気は、

いやがうえにも高まり連戦連勝、ついに大勝を果たした。 

 この桃を配った所を桃配山と呼んで今に伝わっている、900 年の後徳川家

康はこの快勝の話にあやかって桃配山に陣をおき、一日で天下を自分の物と

した。道路わきの説明板を見て少し登った山の中腹には、徳川家康最初の陣

地とした大きな看板と、慶長 5 年 9 月 15 日未明に、家康配下 30.000 余はこ

こ桃配山周辺に陣取り、家康はこの山頂において大馬印を高々と掲げ指揮に

当たりました、と、国指定史跡の説明板に記されている。最後の陣地に移る

まで、各陣営からの報告を受け作戦会議を開いた。その時にテーブルやイス

として使った、と伝えられる二つの岩が残されている。 

 

  

桃配山の徳川家康最初の陣地跡 

 



 両軍がいかに戦ったのか、山に囲まれた狭い地域の戦は松尾山、南宮山、

桃配山の高いところから攻めた西軍(豊臣側)が、東軍(徳川側)に対してはるか

に優位と見られたにもかかわらず、西軍の武将 6 人の寝返りにより敗戦を喫

することになった。戦とは刀や槍を振り回すことだけではなく、人の心を読

まなくてはだめなことが証明された。目の前に広がる山間の狭い盆地で、天

下分け目の戦が繰り広げられたとは思えない静かな景色だった。ちなみに双

方の武将たちは次の面々である。 

主な東西の大名（石高の隣、○印は関ヶ原に布陣した大名、●は寝返った大名） 

 
武将 

石高

（万石）  
武将 

石高 

（万石） 

東軍 

徳川家康 ○ 256.0 

西

軍 

毛利輝元 

120.5 

前田利長 

84.0 上杉景勝 

120.0 

伊達政宗 
58.0 佐竹義宣 

54.0 

加藤清正 

20.0 島津義久 

73.0 

福島正則 ○ 24.0 宇喜多秀家○ 58.0 

細川忠興 ○ 18.0 石田三成 ○ 19.4 

浅野幸長 ○ 16.0 小西行長 ○ 20.0 

池田輝政 ○ 15.2 増田長盛 

20.0 

黒田長政 ○ 18.0 小川祐忠 ● 7.0 

加藤嘉明 ○ 10.0 大谷吉継 ○ 5.0 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E5%AE%B6%E5%BA%B7
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AF%9B%E5%88%A9%E8%BC%9D%E5%85%83
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%89%8D%E7%94%B0%E5%88%A9%E9%95%B7
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E6%9D%89%E6%99%AF%E5%8B%9D
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E9%81%94%E6%94%BF%E5%AE%97
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E7%AB%B9%E7%BE%A9%E5%AE%A3_(%E5%8F%B3%E4%BA%AC%E5%A4%A7%E5%A4%AB)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%A0%E8%97%A4%E6%B8%85%E6%AD%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E7%BE%A9%E4%B9%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E6%AD%A3%E5%89%87
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E5%96%9C%E5%A4%9A%E7%A7%80%E5%AE%B6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E5%BF%A0%E8%88%88
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E7%94%B0%E4%B8%89%E6%88%90
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%85%E9%87%8E%E5%B9%B8%E9%95%B7
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E8%A5%BF%E8%A1%8C%E9%95%B7
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%A0%E7%94%B0%E8%BC%9D%E6%94%BF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A2%97%E7%94%B0%E9%95%B7%E7%9B%9B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%92%E7%94%B0%E9%95%B7%E6%94%BF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E5%B7%9D%E7%A5%90%E5%BF%A0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%A0%E8%97%A4%E5%98%89%E6%98%8E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E8%B0%B7%E5%90%89%E7%B6%99
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Tokugawa_family_crest.svg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Ichimonjimitsuboshi.svg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Japanese_crest_Kaga_Umebachi.svg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Japanese_Crest_Uesugi_Sasa.svg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Take_ni_Suzume.svg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Satake.jpg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Japanese_Crest_janome.svg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Maru_ni_J%C5%AB_no_Ji_(Maru-j%C5%AB)_inverted.jpg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Alex_K_Hiroshima_Fukushima_kamon.svg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Jimonji.svg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Kuyo.svg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:%E5%A4%A7%E4%B8%80%E5%A4%A7%E4%B8%87%E5%A4%A7%E5%90%89.svg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Alex_K_Hiroshima_Asano_kamon.svg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Hanakurusu.gif
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Japanese_Crest_Bizenn_Chou.svg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Mazekiku.gif
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Japanese_Crest_Kuroda_Fuji_tomoe.svg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Tachi_omodaka.svg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Japanese_crest_Sagari_Fuji.png
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Mukaichou.jpg


田中吉政 ○ 10.0 脇坂安治 ● 3.3 

藤堂高虎 ○ 11.0 安国寺恵瓊 ○ 6.0 

最上義光 

24.0 小早川秀秋● 37.0 

山内一豊 ○ 5.9 織田秀信 

13.5 

蜂須賀至鎮 

17.7 
長宗我部盛親 

○ 

22.0 

本多忠勝 ○ 10.0 朽木元綱 ● 1.0 

寺沢広高 ○ 8.0 赤座直保 ● 2.0 

生駒一正 ○ 15.0 吉川広家 ● 14.2 

井伊直政 ○ 12.0 長束正家 ○ 5.0 

松平忠吉 ○ 10.0 毛利秀元 ○ 20.0 

筒井定次 ○ 20.0 戸田勝成 ○ 1.0 

京極高知 ○ 10.0 真田昌幸 

3.8 

 

立派な和風建築と野上の七つ井戸 

 

 昼飯を食べて 12:15 に桃配山を後にして垂井の宿をめざす。5 分も行くと

道路わきの畑の中に一本の松の木があって、少し離れて大きな看板がある。 

ちかずいて見ると｢山内一豊出世の松｣としてあり、慶長 5 年家康の会津征伐

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0%E4%B8%AD%E5%90%89%E6%94%BF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%87%E5%9D%82%E5%AE%89%E6%B2%BB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E5%A0%82%E9%AB%98%E8%99%8E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E5%9B%BD%E5%AF%BA%E6%81%B5%E7%93%8A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%80%E4%B8%8A%E7%BE%A9%E5%85%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E6%97%A9%E5%B7%9D%E7%A7%80%E7%A7%8B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%86%85%E4%B8%80%E8%B1%8A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B9%94%E7%94%B0%E7%A7%80%E4%BF%A1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%9C%82%E9%A0%88%E8%B3%80%E8%87%B3%E9%8E%AE
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E5%AE%97%E6%88%91%E9%83%A8%E7%9B%9B%E8%A6%AA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC%E5%A4%9A%E5%BF%A0%E5%8B%9D
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%BD%E6%9C%A8%E5%85%83%E7%B6%B1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%BA%E6%B2%A2%E5%BA%83%E9%AB%98
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%A4%E5%BA%A7%E7%9B%B4%E4%BF%9D
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E9%A7%92%E4%B8%80%E6%AD%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%89%E5%B7%9D%E5%BA%83%E5%AE%B6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%95%E4%BC%8A%E7%9B%B4%E6%94%BF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E6%9D%9F%E6%AD%A3%E5%AE%B6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E5%B9%B3%E5%BF%A0%E5%90%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AF%9B%E5%88%A9%E7%A7%80%E5%85%83
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AD%92%E4%BA%95%E5%AE%9A%E6%AC%A1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%B8%E7%94%B0%E5%8B%9D%E6%88%90
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AC%E6%A5%B5%E9%AB%98%E7%9F%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9C%9F%E7%94%B0%E6%98%8C%E5%B9%B8
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Hidari_mitsudomoe.svg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Wachigai.svg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Japanese_crest_Tuta.svg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Takeda_mon.svg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Futatsuhikiryo.svg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Hidari_mitsudomoe.svg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Japanese_crest_Tosa_kasiwa.svg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Oda_emblem.svg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Japanese_Crest_Maru_ni_Hidari_Mannji.svg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Nanatsukatabami.svg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Japanese_crest_Tachi_Aoi.svg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:So_clan_mon2.svg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Kanimon.jpg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Marunimitsume.gif
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Japanese_Crest_Ikoma_kuruma.svg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Marunouchinimitsuhikiryo.svg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Japanese_crest_Hikone_Tahibana.svg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Japanese_Crest_Hana_Hisi.svg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Mitsubaaoi.svg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Ichimonjimitsuboshi.svg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Japanese_Crest_Umebachi.png
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Kuyo_(inverted).svg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Japanese_crest_Yotumeyui.svg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Rokumonsen.svg


に参加した一豊は、関ヶ原の戦いで居城の掛川城を東軍の中継地として明け

渡し出陣しました。山内一豊はここ野上に陣を構え、家康からの伝令を受け

西進して戦いましたとある。 

 

     

山内一豊出世の松の説明           野上の七つ井戸の説明 

 

 この辺りわずかに残る松並木を眺めて 5 分も行くと、立派な和風の家が何

軒か目についた。屋根がわずかに湾曲している大きな家、白壁造りの土塀に

囲まれた家など、いずれも庭木が植えられた構えは重厚な感じである。その

先に屋根つきの井戸があった。砂利が敷き詰められ、竹の柵で囲まれおり｢野

上七井戸｣の説明板がある。ここ野上は垂井宿と関ヶ原宿の間の宿として栄

え、江戸時代のころから地下水を取水して多目的に利用されてきました。街

道筋の井戸は｢野上の七つ井戸｣として親しまれ、旅人には喉をうるおし疲れ

をいやす絶好の飲料水だった。 

七つ井戸の説明板の下には｢大海人皇子行宮跡｣推定地、南へ 300m の案内

もあった。七つ井戸をあとにして間もなく、左手に立派な鳥居が現れた。手

前両側には石灯篭があり、さらに石柱が立ち、式内縣社｢伊富岐神社｣の名前

がある、でも、神社の社は見当たらないのだ。どうやら社ははるか向こうの

山のふもとらしい。イブキの文字を、伊富岐と書くのはあまり例がなく珍し

い。後で調べると、神社には県指定天然記念物の大杉があり、根元の周囲 9.6m、



目通り幹周囲 6.6m、樹高 30m あるという。 

 

現存する｢垂井一里塚｣ 

 

 鳥居を後にして、不破の関病院横で国道 21 号を横切って 15 分も行くと垂

井の一里塚がある。この一里塚は江戸日本橋から 112 番目で、南側の一基だ

けがほぼ完全に残っている。昭和 5 年に国の史跡に指定された、中山道には

国指定の一里塚は二つあり、もう一つは東京板橋区志村にある。今は松の木

が植えられた一里塚前には説明板があり、そこには、関ヶ原の戦い｢浅野幸

長陣跡｣の説明もある。幸長(よしなが)は 5 奉行の一人であった浅野長政の嫡

男で甲斐の国府中 16 万石の領主であった。関ヶ原の戦いでは豊臣方であり

ながら、石田光成との確執から東軍に属し先鋒を務め岐阜城を攻略。本戦で

はこの辺りに陣を構え、南宮山の毛利秀元の西軍に備えた。戦後、紀伊の国 

和歌山三十七万六千石を与えられた。 

 一里塚の隣には弘法さんを祀った茶所がある、これは山中地区の芭蕉ゆか

りの地(常盤御前の墓)に建てられた秋風庵を、明治になってここへ移したも

ので、昭和の初めまで盛んに利用されたという。 

 

  

垂井の一里塚と説明板 

 

いよいよ垂井の宿場へ 

 

一里塚から 5 分程で国道 21 号を歩道橋で渡ると、垂井の宿場へ入って行

く。ここで道端のコンクリートに腰をおろして小休憩、お菓子とお茶で一服



した。そこへベビーカーを引きながら 2 人の子供を連れた、若いおかあさん

が通りかかった。ちょっと声をかけて話しをすると、ベビーカーは男の子で

娘 2 人の 3 人という。｢じゃーうちと同じだね｣と二人のカミサンが口を合わ

せる。バイバイとこえをかけて、しばらく歩くと松島稲荷神社があり、その

少し先に垂井宿西の入り口である西の見附跡がある。今は説明板があるだけ

で隣には地蔵尊がある。そこから 4 分も行くと、鐘楼と太鼓楼?が並ぶ立派

なお寺がある。本龍寺で山門や書院の玄関は脇本陣から移築したものといわ

れている。松尾芭蕉が元禄 4 年(1691)にこの寺の住職を訪ね、｢作り木の庭を

いさめる時雨かな｣と詠みました。また、明治天皇が巡行の折この寺で休息

されたことから、門前には立派な記念碑が立っている。 

 

  

本龍寺                  町のＰＲコーナー 

 

そのすぐ先に町の PR 掲示があり、そこには南宮大社の例大祭、垂井の曳

山祭り、桜まつりのきれいなカラーポスターが並んでいた。桜まつりは 4 月

だが、他の二つはいずれも 5 月はじめに行われる。ゴールデンウィークも目

の前に迫って、日本各地では春のまつりが繰り広げられる。 

 

関ヶ原の戦で焼失した南宮大社 

 

PR ポスターを見てすぐ先の交差点右側に、大きな鳥居がある。左側は黒

い板塀に白い漆喰仕上げの蔵が続き、思わず引き止められるような、とても

趣のある景色だ。鳥居は手前両側に石灯篭が立つ立派なもの、説明板があり

｢南宮大社大鳥居｣だった。南宮大社は美濃国一宮で寛永 19 年(1642)徳川家



光将軍の寄進により再建され、この鳥居は明神型で、約 400 両の金で石屋権

兵衛が建てたとある。 

社は街道から遠く離れており、これは一の鳥居と言うことかな。と言うの

も新幹線の車窓から見える、赤い大鳥居が南宮大社の鳥居として知られてい

る。朱塗りの鳥居と朱塗りの社で知られ、金山彦命を主祭神に旧国弊大社で

美濃国一宮として、また全国の鉱山、金属業の総本宮として、今も深い崇敬

を集めている。社殿は神武天皇即位の年の創建とされ、慶長 5 年(1600)の関

ヶ原の合戦で社殿のすべてを焼失。寛永 19 年(1642)、三代将軍徳川家光が

再建したといわれている。広い境内には本殿、拝殿、楼門など朱塗りの華麗

な姿を並べ、江戸時代の神社様式の代表的な建築物 15 棟が、国の重要文化

財に指定されている。年間を通じ多くの祭典が行われ、5 月 5 日の例大祭、

11 月 8 日の金山まつり(ふいご祭り)の神事があります。 

 

  
南宮大社の大鳥居             今も健在｢旅籠・亀丸屋｣ 

 

当時の旅籠が今も営業する｢亀丸屋｣ 

 

鳥居からすぐのところ、電柱の脇に本陣跡の小さな石柱と説明板があった。

寛政 12 年(1800)の記録によると、垂井宿本陣を務めたのは酒造業も営む栗

田家で、建物は 178 坪もあった。しかし、安永 9 年(1780)焼失、後に再建さ

れ明治時代には学習義校の校舎に利用されたという。 

本陣跡から 4 分程行くと古そうな 2 階建てで、｢旅館・亀丸屋｣の照明もつ

くプラスティク製の新しい案内が目に入る。家の前に説明板がある、その説

明には｢亀丸屋西村家は、垂井宿の旅籠屋として 200 年ほど続き、今も当時



の姿を残して営業している貴重な旅館である｣と記してある。安永 6 年(1777)

に建てられた間口 5 間、奥行き 6.5 間の主屋と、離れに 8 畳間 3 部屋があり、

浪速講、文明講の指定旅館であった。２階には鉄砲窓が残る珍しい造りであ

る。今はどのようにして客を集めているのだろう?? 商売を続けられるくら

いの客があるのだろうか。 

 昔の屋号が掲げられた家が続く宿場を歩き、13:50 に JR 垂井駅に到着し

た。列車ダイヤを確かめて、コーヒータイムにしようと喫茶店へ行くもお休

みだった。他の商店もお休みであり垂井の商店街は月曜休みらしい、コーヒ

ーはあきらめて帰路に就いた。 

  

 


