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長期の車旅は諸事情あってなかなか実行できない。昨年は蝦夷地が北海道と命名されて

１５０年の節目にあたり、名づけ親ともされる松浦武四郎の記念館がある松阪市を皮切り

とする旅の計画を立てた。１年遅れにはなったが、２月に早割の名古屋港行きフェリーを

予約し、あれこれプランを練り準備した。長年、キャンピングカーでの車旅をしてきたけ

れど、一人旅はミニバンでも十分であることはここ数年の経験で自信を得ていた。今回は

ヴォクシーに簡単なベッドとテーブルを作り、あとは火と水、寝具、食器類、バッテリー

３個、ミニ発電機などを積み込んで準備万端となった。一人旅は、里子がまだ中学生なの

で夫婦での長旅が難しいため。したがって今のところ旅の期間は長くて半月が限界なのだ。 

４月１２日、いよいよ出発。午後自宅を発ち、大曲(趣味の基地)で装備の最終チェック

をして苫小牧へ。5 時前ターミナル着、太平洋フェリーは約 20 年ぶり、名古屋行きは初利

用。陽がほぼ暮れた７時出航、波風もなく静かな船旅だ。往復 S寝台を取ったのでテレビ、

電源付き。早速一風呂浴びる。ビールで喉を潤したあと船内で軽い夕食をとり、８時から

のラウンジショーへ。名古屋の「たかこ＆のりこ」とかいう姉妹の歌と演奏を聴いて時を

過ごす。テレビ視聴などして１１時ころには就寝。爆睡とまではいかないまでも何とか 6

時過ぎまで眠る。13 日、朝食はモーニングセットにした。１０時仙台港着、ほぼ快晴で気

温も高そうなのでデッキに出て車の出入りや仙台の風景などを見て楽しむ。１２時出航、

昼食はランチバイキング、生ジョッキを頼み、重めの食事をとる。ミニコンサートを聴い

たり、湯に浸かったり、本を読んだりして時間が流れる。昼に腹いっぱい食べたので夕食

は缶ビールとつまみだけで十分だった。この夜も眠れた。 

１４日、モーニングバイキングで仙台在住者と同席になった。２万円ぽっきりの琵琶湖

周辺ツアーに参加とかで小一時間話に花が咲く。１０時名古屋港着、天気は良い。まずは

お目当ての松浦武四郎記念館に向けナビをセットする。日曜で割安の高速経由にしたので

１１時半に目的地着。空調設備工事のため閉館中であることが事前に分かっていたが、最

悪生誕の家だけでもと訪れた。この日ちょうど武四郎講座の開催日で終了直前だったが受

付の案内で会場に通してくれた。数日前にネットで質問を書き込んでいたので、受付の女

性の配慮もあって山本命学芸員との面会の時間を取ってくれた。一番知りたかったのは、

これまで様々な出版物などでもはっきりしなかった自分の故郷サロマの武四郎の足取り。

山本氏は「登宇武都(トウブト=トウフツ)誌」なる日誌の存在を明らかにしてくれて、その

コピーを受付の女性に指示された。出来上がるまでの３０分ほどの時間に武四郎生誕地を



見ることにした。古い町並みの街道沿いにあり、生家が保存されていた。武士の家とあっ

て刀掛けなどもそのままで、部屋数も多く裕福な家柄だったことをうかがわせた。 

  

松浦武四郎生家 江戸期の武家屋敷だ         部屋数は多くきれいに保存されている 

記念館に戻ってコピー一式を受け取った。３０枚ほどもありコピー料の支払いを申し出たが受け

取っていただけなかった。本当に頭が下がった。登宇武都誌をみると、現在の常呂から留辺蘂

町瑞穂までの佐呂間川沿いの足跡が細部にわたって記されていた。これまで吉田茂三の武

四郎紀行集や佐呂間町の何かの資料では「佐呂間川から支流の現・川村の沢川を経て床丹

に出て、この間の宿泊地が不明」とされていたが、同誌によるとこれらは誤りで佐呂間川

を瑞穂まで上がり折り返して再び河口に戻ったことが分かった。これは大いなる収穫で、

誌ではこのほか佐呂間川沿いのアイヌ住民の様子が記され、いずれも働き手の大人は男女

を問わず松前藩の場所(交易所)に取られ、残されたのは老人子供だけという悲惨な現実が

記録されている。武四郎が二泊した佐呂間町仁倉のアイヌ住宅も、６人家族すべてが紋別

や利尻で強制的に働かされていて、数年戻っていないため家屋は朽ち果てていたという。

こうした事実はここに限らず当時の蝦夷地全域で共通していたことが紀行集などでも記さ

れている。武四郎はこのアイヌの窮状を幕府に申し出たものの、力にはならず逆に自らの

命も危うい目に遭わされたとされている。松前藩には狙われたこともあるのだろう。 

この日、予定では熊野の千枚田を訪れるつもりで北山村へ向かった。でも急坂で大半が

一車線の国道(３１１号)は途中でがけ崩れのため通行止め。仕方なく予定を変え那智の滝

に向かうことにした。今回熊野三大社を訪ねることにしていたので、まず速玉本宮に寄る。

街中の平地にもかかわらず参拝者も見当たらずひっそりしていた。無信心でここに限らず

手を合わせることなくカメラに収めるのみである。小雨で薄暗くなりつつある中、那智方

面へ。険しい山中の那智の滝に着いた。確かに荘厳な印象で日が暮れても手を合わせる来

訪者がいた。近くの那智大社にも傘をさして上ってみた。さすがにその時刻人影はなかっ

た。熊野古道にも少し足を踏み入れてみて下山した。それで那智への途中に目をつけてい

たこの日の車泊場所「防災センター」に戻ってみた。とてつもなく広いのに駐車していた

のは建物近くの職員車と思われる数台のみ。格好の場所とみて「ねぐら」と決める。ガス

で湯を沸かし、まずは一杯。レトルト食品とカップ麺の夕食を済ませた。車旅最初の車泊、



多少雨にあたったもののポツンと一台の実に静かで快適な一夜だった。本州に渡ってのこ

の日の走行２４０キロ。 

翌朝は雨上がりの太陽がまぶしい、願ってもないドライブ日和。7時出発し海沿いの国道

を北上、計画で初日の宿泊を予定していたパーク七里御浜を覗いてみたが、全く泊まるこ

とが適さない道の駅だった。幸先良い一日目だったことに胸をなでおろす。ここを過ぎて

まもなく左折し山道へ。前日通行止めだった国道を途中でクロスする形で細く激しい登り

路をしばらく上がっていく。幸い対向車はなく順調に峠に差し掛かると突然視界が開け、

見事な棚田が目に飛び込んできた。思わず歓声を上げた。まさに度肝を抜かされた思いだ

った。棚田の高低差１６０メートル、距離３７０メートルに１３４０枚の田んぼがあると

いう。いつ頃から造られたのかは定かでなく、記録では１５００年代末には２０００枚以

上の棚田が確認されているとされている。半農半鉱の生活だったらしく、鉱山の閉山や減

反政策で一時耕作放棄の田が多かったものの、地元紀和町長の熱意のもと保存活動が本格

化したようだ。いまや見事に復活し、国内屈指の棚田として知られている。貴重な遺産に

違いない。 

   

深山に突然現れた１３４０枚の「丸山千枚田」 

棚田を一望できる峠から棚田の最上部に向かい、そこからじっくり棚田を眺めつつ撮影しながら

下る。随所に桜や梅などが満開で、耕作作業をしている人もいた。十分堪能し、瀞峡(よどきょう)

へ向かう。まもなくナビからは三重、和歌山、奈良の県入り案内が次々繰り返し流れる。北山村は

三重、奈良にまたがる全国唯一の和歌山県の飛び地自治体ということもある。瀞峡は村の中央を



流れ、遊覧船の発着場に行ってみると人気が全くない中、バス停と交番だけがあった。意外だっ

たが、多分シーズンにはにぎわうからだろう。十津川村に向かう途中に熊野本宮大社があり、寄っ

てみる。なぜか人が多く、川辺の臨時駐車場に止めさせられた。人ごみの中、本宮に上がってみ

ると例大祭の日で、本殿では大掛かりな催しが開かれていた。早々に引き上げ、十津川村へ。こ

の村に平地は見当たらず、川沿いの山肌に集落や一軒家が点在していた。道産子にとっては不

思議な光景だった。田んぼも畑も見当たらない。どう生活しているのか知りたかった。村役場の前

に歴史民俗資料館があり、入ってみて謎が解けた。主要産業は林業だった。村全体が急峻な山と

河川ばかりで、たしかに木材の切り出しには適しているようで、いかだを組んでの丸太出しの絵や

写真が展示されていた。紀伊山地は修験者のメッカでその様子も紹介されていた。あと、やはり十

津川と言えば北海道の新十津川町の母村。明治２２年の大水害で生活基盤を失った村民６００戸、

約２５００人が北海道空知に移住、新十津川町になったこともガイドされていた。その母村の十津

川高校に、遠い親せきのU君が赴任したと数年前に道新に報じられていたので、資料館の職員に

尋ねたところ「先日奥さんと一緒のところを見かけた」そうで、頑張っていることを確認できた。十津

川村は昔も今も剣術・剣道が盛んな村で、U 君は剣道の指導役としても赴任したのだという。残念

ながら時間に余裕がなく連絡はできなかった。 

そんな十津川村をさらに巡ってみた。野猿といわれるロープに籠をつるして川を渡る設備を見

た後、果無(はてなし)集落に上がってみた。やはり一車線の急な山道を登る。そんな道にもバスが

通っているようでバス停があるところに民家が２、３軒あった。見晴らしがよく桜や梅などが咲き誇

るまさに桃源郷だった。道の駅で２１世紀の森の情報を聞くとシャクナゲが咲き始めているという

ので向かう。３０分ほど東に山道を進むと建物が目に入った。公園の管理棟だった。村で初めて

目にするような平坦な小さな広場があった。その右手の小山に「世界から集めた一万本」と言われ

るシャクナゲが植えられ、早咲きの木がさまざまな花を開いていた。来場者はほかに老夫婦一組

だけだった。さらに３０分進むと２０００年の歴史があり空海も修行したという玉置神社があるが、

パスして午後 2 時半、高野山に向かうことにした。 

   
熊野には至る所に古道があった(十津川村で)                 果無集落 まさに桃源郷 

谷瀬のつり橋を撮影し、しばらく十津川沿いのゆるい下り道を走ったが、国道から県道に入ると

一気に険しい山道になった。うっそうとした杉林などの連続で標高もかなり上がった。走ること１時

間あまり、ようやく峠を越え高野山の街に辿り着いた。奥から来ての入口の駐車場に止め、まず



は「奥の院」を目指した。テレビなどでもよく紹介されている風景が目に飛び込んできた。新旧さま

ざまな墓石がところ狭しと立ち並ぶ。豊臣家はじめ歴史に残る人物の墓もあった。奥の院までたど

り着いたが撮影禁止とあり引き返す。右に折れる道を墓石を眺めながら延々と進む。徳川家など

有名人の墓がある一方、なぜか北海道在住者の目新しい墓も目を引いた。大手企業の碑も目立

った。駐車場に戻り、初めてのガソリンチャージのあと市街中央の駐車場に移動。壇上伽藍(だん

じょうがらん)、金剛峯寺(こんごうぶじ)などを回る。杉や高野槙の大木が密集するなかの寺院や

墓、歴史の重みを感じる高野山だった。ちなみに墓前に手向けられているのはすべて花ならぬ高

野槙だった。金剛峯寺前の駐車場でこの夜泊まった。標高が高く夜は氷点下近くまで下がったよ

うでやや寒かった。２日目２７０キロ走る。 

１６日朝、高野山大学前などを散歩した後、女人道、森林公園を回り高野山を後にする。下り道

が続き平野に出る。この日、四国行きのフェリーを予約、時間に余裕があったので県立の「紀伊風

土記の丘」に寄ってみた。岩橋千塚古墳群の遺物展示がメーンで、小学生が訪れ学習していた。

紀の川で出土した古墳時代の巨木や古民家も展示されていた。次に和歌山城を訪れた。紀州徳

川家の居城。１９５８年復元され、内部は博物館だった。昼飯は和歌山ラーメンにこだわり、フェリ

ー乗り場近くの中華蕎麦屋に入ってみた。年配の女店主が一人で長年営んでいる和歌山ラーメン

を出す店だった。よく話す店主でテレビなどで取り上げられているとか。チャーシューがいっぱいの

醤油味でうまかった。午後 1 時４０分和歌山港を発つ。この航路は５１年前にも乗っている。今回、

同じ船に東海 HMCC の某ご夫妻も乗り合わせ、しばし歓談した。3 時 50 分徳島港に着く。道の駅

の「藍ランドうだつ」に向かう。５時前に着。まず、うだつの町並みを散策する。徳島に多い「うだつ」

とは家と家の間の防火壁のことで、うだつが上がらない、の語源。２００年以上前の建物も多く、北

海道にはない風景を楽しむ。ナビで近くの銭湯を目指したが着いたところは何もない山の中。１０

キロを引き返しこの日の入浴はあきらめる。この夜、この道の駅に泊まる。メーン通りから外れ静

かなところでぐっすり眠れた。３日目の走行２８５キロ。 

１７日。数年前ミャンマーで一緒だった北見在住の旅友が四国八十八か所めぐりをしていて、剣

山を一緒に上る約束をしていた。7 時、道の駅をスタートし剣山登山口に向かう。進むにつれ険し

さが増しノロノロ運転で９時少し前に着く。旅友は登山口の宿に宿泊していて、二人分の昼食用の

おにぎりを宿につくらせて待っていてくれた。まだシーズン前でリフトは動いていない。さっそく登山

を開始。昨年から脊柱管狭窄症を患っていて、上りは少しきつかったが１１時半頂上に達した。平

均的な登山時間２時間半だった。途中残雪があり春遠い感じだったが、天気はまずまずで気分爽

快だった。途中出会ったのは前夜迷ってビバークしたという初老の男性と、頂上で昼食を共にした

２５歳の若者だけだった。頂上で昼食を済ませ、帰りは別ルートを選択、１時間半で無事登山口に

着いた。駐車場で自分の札幌ナンバーの車を見て話しかけてきた男がいた。５０ｃｃのバイクで自

分とほぼ同じコースを旅していると言い、自宅も近くで出身地も同じ北見だという。偶然がよく重な

るものだ。旅友、頂上で会った青年らともここで別れる。 



  

剣山頂上付近で、後方は次郎笈                山肌に張り付くポツンと一軒家(落合で) 

このあと予定していた集落などへ向かう。４３９号線を進んでまもなく奥祖谷二重かずら橋があ

った。木のつるで作った男橋女橋のつり橋と野猿があり、野猿は自分で乗って移動できるようにな

っていて試してみた。名頃ダムを過ぎてまもなく「かかし集落」があった。人口２０数人しかいない

限界集落に、かかしが 10 倍の２００体以上もあり、畑作業や井戸端会議など日常生活そのままの

かかしの風景があった。ネットなどで広まったこともあり外国人観光客の姿が目立った。次に向か

ったのが急斜面に作られた落合集落。平家落人が開拓したと言われ、高低差３９０メートル、面積

３２ヘクタールもの規模を誇る。集落の急な狭い道をハンドルを切り返し切り返し回ってみた。向か

いの山に集落展望台があり、登別からレンタカーで訪れたという家族に会った。米国人アレック

ス・カーなる人物が集落を世界に発信、自ら古民家民宿を営んでいることで有名。集落は密集し

ていて果たしてここで農業などが成り立つのか疑問を抱いてここを後にする。続いて武家屋敷に

寄ってみた。国道から５キロほど山道を登ったところに移設されたそうで、平家の末裔の侍が住ん

でいたと説明書きにあった。国道を下って風呂に入ろうとホテル探しをしてやっと「ホテル秘境の

湯」を見つけて入浴。半地下の駐車場に泊めてもらうことになり、ここで夕食を作って一杯やって

一日を終える。この日も中身の濃い充実した一日だった。４日目１７０キロ走る。 

   

祖谷かずら橋 木のつるで編んである             名頃のかかし集落 かかしが２００体以上あった 

翌１８日 7 時起床、この日も快晴。7 時半スタート。付近は大歩危、小歩危などの渓谷が続く。瀞

峡、十津川峡など渓谷を見続けてきたのでそろそろ新鮮味が薄れてきた。この日は西条市の本家



を訪ねることにしていて瀬戸内方向に出るとすんなり行けるが、山道を進むことにした。やはり変

化のあるコースが好きなのだ。相変わらず細く蛇のような道を延々進む。10 時半、ダム沿いの公

園内のレストラン「やかた」を見つけブランチを取ることにした。２つ年上という女将のおすすめ「あ

めごのから揚げ定食」を注文する。あめごはやまべに似た川魚でうまかった。桜が満開だった。再

び車を走らせてしばらくすると別子のバス停・駐車場があり止まってみた。東洋のマチュピチュとも

いわれる別子鉱山跡へは専用バスで行くことになっているようだが、時間がかかりそうなのでやめ

た。待機中のバス運転手の会話が懐かしい伊予弁だった。子供のころはよく伊予弁を耳にしてい

たからだ。道は平野に入り、ナビで難なく西条市三芳の六反地に着いた。 

本家のある六反地は、祖父を含め先祖が７代にわたって生まれた地。曾祖父は明治２７年、兄

弟４人とともに一家あげて北海道に渡り、南幌や新十津川、佐呂間で開拓した。自分は５１年前に

「夢の日本一周車旅」の際に六反地を訪れている。曾祖父が１３０年ほど前に建てたという母屋は

まだ現存していた。その時お世話になったはとこが健在で、いま８０代半ば、近況などを聞く。また

はとこの二女が７００坪ほどある本家敷地内の一角に店舗兼住宅を建てたばかりで、第一号の来

客として紅茶&ジェラートをふるまっていただいた。彼女は子供が成人し独立したのを機に県立病

院を退職し東京の紅茶の専門学校で 1 年間学んできて、開店準備を進めているところだった。愛

媛県第一号の卒業生とか、店の繁盛を期待している。 

また近所に自分の父と親しかった親せきの男性も居住、９７歳ながらかくしゃくとしていて昔話が

続いた。彼は親と佐呂間で酪農をしたあと６０年ほど前に親の故郷の愛媛に戻り、同地では珍し

い酪農で生計を立てた。「佐呂間での経験が生き、１、２頭の搾乳でも十分生活が成り立った」と

振り返った。５１年前、彼の親とその従弟が自分の四国一周の車旅に同乗したことも懐かしそうに

思い出してくれた。本家宅を後にして近くの先祖の墓に向かってみた。５１年前と変わりはなかっ

たがほぼ真上に高速道路が通っていた。代々の墓が並んでいて用意していた線香をあげた。こ

のあと瀬戸内沿いを今治に向かい、スーパーで夜食、ビール、氷などを買う。小さな半島(宮崎半

島)に入ってみて、こじんまりしたマリーナの近くに街灯のある駐車場があり、ここで一泊することに

する。ここの道は行き止まりらしく、車はまったく通らない。マリーナも人影なく、もちろん駐車場も

自分一台だけ。見渡す限り貸し切り状態で、ぜいたく感１２０パーセントだ。一人で祝杯をあげ夕食

タイム、長い一日が終わる。１８日の走行１７０キロ。 

   

曾祖父が来道前の１３０年前に自らの手で建てた家屋       先祖代々の墓も今では上に高速道路が 



ぐっすり眠れて１９日７時起床。お湯を沸かし朝食とコーヒーをすすり 7 時半出発、松山方面へ

向かう。一時間ほどで市内に入り松山城近くのバスターミナル兼駐車場に入る。ロープウエーに

乗り城へ。城は二階が「歴史館」になっていて江戸期の品々が展示されていた。天守閣にも上が

ることができ、眺望はよかった。天守は１７８４年に落雷で焼失し、３５年の歳月を経て１８５４年に

再建され、国内現存１３城の一つに数えられている。下りはリフトに乗った。駐車場、ロープウエー、

入場券合わせて２０００円近くになった。行く先々料金がかかる。次に道後温泉に行く。ビル街の

中に歴史を感じさせる本館がたたずんでいて、周りには商店街があり観光客でいっぱいだった。

早速入浴したが、さほど広くない銭湯の感じで、今風の露天ぶろやサウナなどはないシンプルな

温泉だった。ただ、「朝風呂」だったせいか、この日は体がだるくシャキッとしなかった。一般道を再

び西条方向へ。松山市郊外のスタンドで給油。札幌ナンバーのため、どのスタンドでも店員が気

軽に話しかけてくる。セルフだったが、イケメンの店員が自衛隊出身で恵庭基地に一か月派遣さ

れた思い出話をしてくれた。西条市壬生川の食堂で定食の昼食をとる。六反地の垂水家の菩提

寺である光明寺に行こうとしたが狭い道であきらめた。新居浜市、観音寺市と海岸線により近い

道を走り「道の駅ことびき」奥の琴弾山展望台駐車場に泊まることにした。夜はほかに一台もいな

かった。この日１３０キロと走行キロ数は少なかった。 

翌２０日も晴天、7 時半出発し、三崎半島を一周。やはり一車線の険しい道で、小さな集落が点

在、見事な景色の海岸線を左にながめながら約２時間かかって「うだつ海浜公園に着きひと休み。

空海が生まれたともされる善通寺に行ってみた。今回の旅で唯一の八十八か所札所。駐車場の

係りの２人から旅の様子を興味深げに聞かれた。さすがに四国の代表的な寺院だけに規模が大

きく見事な造りだった。次にすぐ近くの金毘羅山へ。土産店が並ぶ人混みの参道を最も奥まで進

み空き地をターンしようとすると夫人が出てきて「昼食か土産を買ってくれるならどうぞ止めてくだ

さい」。幸運だった。車を止め早速７００段の急な階段を上る。気温が高く、汗をふきふき息を切ら

して２、３０分。金毘羅神宮に着いた。土曜日のせいもあって大勢の参拝者がいた。下りたところで

うどん定食の昼食。帰り際「この先も気を付けて」と丁寧に挨拶されたのは、先ほどの女性でこの

店の女将だった。ありがたかった。隙間のないほどの人混みの道をたった一台だけ人をかき分け

下るのは気が引けた。本来であれば参道に車を乗り入れる勇気はないが、「最奥まで行くと土産

店の駐車場がある」と、剣山に一緒に上った旅友から事前に入れ知恵さだれていたのだ。 

小豆島に渡るのは次の機会に回すことにしたので、日程に余裕ができた。テレビか何かで見た

満濃池に行ってみることにした。ネットで見ると「国営まんのう公園」が近くにあり入ってみる。広大

な丘陵地にネモフィラやチューリップなどの花々が咲き誇っていた。満濃池では鯉や亀がたくさん

泳いでいた。札幌の滝野すずらん公園と同じような国営施設のようだ。続いて地図に出ていた五

色台にナビを合わせる。お遍路さんを横目に相変わらずの山道を登り、ビジターセンターに着いた。

五色台の動植物が写真などで説明され、自然豊かな様子が伝わってきた。隣接してオートキャン

プ場があったが、大賑わいで入る気がしなかった。ビジターセンターの駐車場も気が進まず下りる

ことにした。ほどなく自然科学館がありその駐車場がトイレや灯りがあり、ここに目星をつけた。買

い物がありコンビニを探して進んだ。海岸線は左が通行止めで右折して５、６キロも進むと一軒だ



け小さなスーパーがあった。ビールや弁当を買い、適当な泊まり場所が見当たらないので来た道

を戻った。自然科学館の駐車場はいい車泊場所だったが、夜中に数台の若者集団が来て目が覚

めたが、小一時間でいなくなりホッとして朝まで熟睡した。この日１５０キロほど走る。 

  

春爛漫のまんのう公園                     見事な庭園だった「りつりん公園」 

２１日、カップ麺、パン、コーヒーの朝食。7 時４０分スタート、８時２０分栗林公園に着く。５１年前

の旅ではこの公園すら見ていなかった。園内庭木や池などの造りには驚いた。とくに黒松の剪定

とつくりには目を見張った。一本一本が盆栽仕立てのように見えるのだ。４００年余りの歴史があ

るだけに、庭師も十代いやそれ以上にわたって引き継がれてきたのだろう。わずか１０年の自分

の剪定技術をはるかに超えるものだった。公園を出た後はリアス式のような海岸を半島一つ一つ

丹念に回り、瀬戸内の海岸美を堪能した。四国最後の小鳴門海峡を渡るスカイラインの展望は圧

巻だった。鳴門大橋に入る前に土産物店に寄り、淡路島に渡る。「道の駅うずしお」に向かったが

日曜日とあってシャトルバスでなければ入れない大混雑。あきらめて西海岸を北上、高田屋嘉兵

衛記念公園へ。園内を散策、ツツジが満開だった。ガイドブックなどによく出てくるイザナミの尊を

祀る伊弉諾神宮に行ってみたが、ここも日曜で駐車できず眺めるだけでパス。次に観光の定番・

花さじきへ。ここも大混雑だったが何とか駐車でき、珍しく入場無料。ただ花は菜の花が主体でや

や期待外れだった。大橋下の「道の駅あわじ」で海鮮丼の遅い昼食をとり、明石海峡大橋に乗る。

六甲山を目指したが、霧で視界は悪い。夜景は絶望的とみて、高速をそのまま大阪に向かう。堺

市辺りを目指したが結構な距離で時間がかかった。高速を降り、道の駅をガイドブックで探す。ふ

たがみをチョイス、ナビをセットする。府内の一般道は入り組んで時間がかかり、藤井寺を過ぎて

しばらく進んでやっと着いた。道の駅と言っても幹線道から少し山側に入った照明もない静かな駐

車場で、泊まるには打ってつけの場所だった。狭苦しい街中を抜け実にラッキーだった。時は８時

を回っていて、一杯やってレトルトの親子丼を食べて休んだ。この日の走行約１５０キロ。 

２２日、7時起床、この日も天気は悪くない。８時出発し、給油後明日香村に向かう。当初の予定

にはないが古墳巡りをすることにした。高松塚古墳に行ってみた。公園になっていてしばらく歩くと

小山の古墳があった。壁画が見つかったことで有名で、発掘されたあと盛り直したようだ。壁画は

園内の博物館にレプリカがあった。飛鳥寺にも寄ってみたが参拝者は見当たらず駐車料金５００

円を払わされ、さらに寺の内部への入場料もかかるというので、日本最古という仏像を見るのは



やめた。仏像にはあまり興味がない。次に石舞台古墳を訪れた。横穴式石室を持つ古墳で大小３

０個の花崗岩が使用され、一個の重さが６０～７０トンという。どのように運び、組んだのだろう。６

世紀後半にこの地で政権を握っていた蘇我馬子の墓ともみられているそうだ。高松塚古墳の博物

館で聞いた近くの棚田を見て、桜の名所吉野山に足を延ばした。細い山道を上がると駐車場があ

ったが桜は散っていても代金１５００円というので駐車はやめて山を下りた。このあと旅の最終目

的地の大台ケ原に向かった。吉野川に沿った川上村は十津川村同様、平地が見当たらない。村

の中心地に道の駅「杉の湯かわかみ」があり、ダムと国道に挟まれた狭いスペースに役場、商工

会、小さなホテル、森林会館が身を寄せ合うように並んでいた。道の駅で遅い昼食と買い物を済

ませ、上を目指す。狭い登り道で上からバスが来て、１００メートルほど崖路の後退を余儀なくされ

た。少し怖かった。途中まで桜やツツジが咲いていたが、やがて枯草と芽吹きには程遠い木々の

景色となり、霧に覆われた大台ケ原ビジターセンターに着いた。この日は１００キロほどと少ない

走行だった。５時を回っていてセンターも閉まっていた。ビールとウイスキーの水割りを楽しみ、夕

食はカレーにした。駐車場では数台が泊まっていた。 

  

一個７０トンもの石でできた石舞台遺跡              忍者屋敷では１対１で説明してくれた 

２３日奈良は晴れの予報。２４日は雨となっていたのでこの日登ることにした。ところが 6 時に目

を覚ますと視界ほとんどなし。９時まで待っても同じだった。センターに行ってみると「下は晴れて

いた」と言い、すでに登山を開始した人もいる様子。雨具を着て９時３０分頃入山を始めた。やはり

霧雨状態となり。木道などの登山道しか見えないなか４０分ほどで日出が岳山頂に着いた。残念

ながら眺望はきかずすぐ引き返し、途中から東大台ケ原一周のコースに進む。絶景ポイントされる

大蛇嵓などいくつか見どころがあるのだが、さっぱり見えないのでただ歩くのみだった。シャクナゲ

群生地は見事な老木が連なっていたが開花は１か月以上先のようだった。このあたりで前日道の

駅で買い求めていた柿の葉寿司をほおばった。うまかった。シオカラ谷のつり橋を過ぎると長い登

りが続き、息が切れた。４時間近くかかってビジターセンターに戻った。武四郎の分骨碑がある東

大台ケ原にも行ってみたくて窓口の商工会に電話でかけあったが「事前手続きと講習が必要。国

が決めたことなので理解してほしい」と入山はかなわなかった。平地がほとんどない紀伊半島で、

大台ケ原は確かに北海道的なスケールの大きさが感じられ、武四郎が魅せられたのもうなずけた

登山だった。山を下り、道の駅をいくつか周って泊まる場所を探したが思い通りの駅が見つからな



かった。温泉や銭湯もなく、そのうちスーパーの第２駐車場が目に付いた。灯りもないけど１台も

駐車していなかった。早速買い物をして店長の了解を得て泊まることにした。買ったばかりの冷た

いビールがうまかった。静かで心地よい一夜だった。１３０キロ走行。 

   
あいにくの天気だった大台ケ原 晴れていればこんな景色         シャクナゲ群生地の登山道も小雨が 

 

２４日、本州最終日。予報通り小雨だった。８時スタート、前日通りすがりに見た伊賀上野城を

のぞいてみた。時間外で館内には入場はできなかったが、再建された城で内部は博物館のようで、

入れなくてもよかった。石垣が日本一の高さだという。隣接して忍者博物館があったので入館料７

５６円なりを払って入る。忍者に扮した職員がマンツーマンで屋敷を案内してくれた。忍者の本業

は農業で農作業の傍ら日々訓練し、事があれば役目を果たしたのだそうだ。この農家の屋敷は

50 年ほど前に移設されたという。最後に同じ伊賀市にある「木の館・豊寿庵」に行ってみた。運よく

雨が上がっていて、色とりどりのシャクナゲが見事に咲き誇っていた。入場者はほかに一人いて、

NHK の若い女性記者だった。インタビューを受けたが三重県津市のローカル局のニュース取材だ

という。この施設、木材会社の運営で、直径３メートルほどもある木材などの展示館もあった。この

あと国道１号経由で名古屋港へ向かう。午後３時半着、７時出航。帰りはほとんど雨模様で、二日

間デッキに出ることなく船内で過ごす。風呂、食事、読書、コンサート鑑賞、テレビウオッチの繰り

返し。 

２６日、午前１１時苫小牧港着、午後１時大曲着。３時自宅着。無事１６日間の車旅が終わった。

今回の旅の目的は①武四郎の足跡の一部を辿る②紀伊山地や三好の奥地集落を訪ねる③愛媛

の先祖の地を訪れる④百名山２～３座に上る⑤名所旧跡の観光―と多岐にわたる欲張り旅。石

鎚山は残雪でアイゼンが必要との情報から登山を取りやめたほか、小豆島は次の機会に回すこ

とにした。その分、予定外の地や施設を観てくることができた。今回の車旅では、第一に天候と泊

まる場所に恵まれたことが何より幸いだった。最後の２日間は霧雨や小雨にあたったが、あとはす

べて快晴で気温も高かった。車旅の重要ポイントである車泊の場所は、幸運にも１１泊すべて騒

音などに邪魔されることなく熟睡できたことがうれしい。交通事情は、好んで山道の「アルペンロー

ド」を選んだこともあり、北海道では得られないスリルの多いドライブを楽しむことができたが、一

方街中では強引な割込みや右折が目立った。１６日間の総走行距離は２１００キロだった。 


