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ふらっと旧中山道             2016.4.19～20 

「鳥居峠」を越えて木曽路 11宿を踏破!! 

贄川宿～奈良井宿～薮原宿 12.6kmを歩く 

 

二日目  きょうは鳥居峠を越えて薮原宿まで歩きます。予定は 3時間ほどで峠を越え

薮原でランチと、宿場の見学をします。帰りの電車は 13:38、時間にはかなりの余裕を

持たせて計画しました。 

 

コースガイドを頼りに鳥居峠をめざす 

 

 朝 6時半すぎに部屋を出て少し散歩しましたが、お天気は最高の日本晴れで少し肌寒

く感じました。親父さんの話では、ここは標高がすでに 1.000m余の高さにあり、夏で

もクーラーはいらないそうです。そのかわり夕べもファンヒーターを運転しました。こ

の辺りで人間はこの宿しかいなくて、周りは動物しかいないと言う。そんな雑木林に囲

まれた宿を 8:20に出て鳥居峠を目指しました。 

 スタートするといきなり上り坂になります、あわてずゆっくり進みますが初めからし

んどいです。直に石畳の道になり、カラマツの落ち葉がつもった道にお日様の光が差し

込み、ところどころに木立の影を作っています。嬉しいことに街道は山裾の東側をくね

くねと上っているので、常にお日様が当たっています。きょうの鳥居峠越えは「里と峠

の道・中山道鳥居峠越えコースガイド」のバンフレットを見て次のポイント、次のポイ

ントを目指します。このパンフレットによ

ると距離は 6.15km、所用時間は 3時間、

峠の標高は 1.197mで、奈良井・薮原のど

ちらからでも 260m の上りと記されてい

ます。このパンフレットには 9つの見どこ

ろが記入されて、その間の所要時間とコー

スの上り下りが記入されています。したが

って、標準時間に対して遅れ進みが一目で

分かります。 



88 

 

菊池寛も鳥居峠の PRに一役 

  

宿を出て最初のポイントは「中の茶屋」で標高差 90m、20 分の道程です。マップに

は途中に展望台が記入されていましたが、あまり展望が開けた場所でもなかったのでこ

こはパスして進みました。ほどなくして前方に小屋が見えてきました、近づくと隣には

コースの道標と本沢自然探索園(葬沢)の案内がありました。ここは 1582 年に武田軍と

木曽義昌が戦い、敗れた武田軍の戦死者 500人を葬ったと言われる所。そのため「葬沢」 

と呼ばれていると言う。でも周りを散策するような場所とは見えない、その隣に中の茶

屋がある。小屋の中には菊池寛の「恩讐の彼方」の一節が書いてあり、「鳥居峠での場

面は静かな中に一瞬の壮絶を極める、そしてここから遠く青の洞門へと舞台は移って行

く。この鳥居峠には作品として最も重要な動機が設定されているのであるが、思えばそ

の動機の背景をこれほど見事にふさわしく偲ばせるところもない-----」と奈良井宿観光

協会の説明板があった。恩讐の彼方については青の洞門のことくらいしか記憶にないが、 

菊池寛の名前を借りての PRに抜け目がないところはさすがと言うべきか。 

 

鳥居峠の名前の由来は--- 

 

中の茶屋からは上りの坂道が続き、25分程歩いて「峠の一里塚跡」に到着しました。 

この石碑は長さが 60cm 位の少し平らな

石ですが、これを運ぶには人力で対応した

のだろうか、それだけでも大変なことだと

思う。鳥居峠は古くは奈良井峠、薮原峠と

呼んでいたようですが、隣に建つ説明板に

よると「鳥居峠は標高 1.197m 木曽川と奈

良井川の分水嶺である。戦国時代には木曽

義元が松本の小笠原氏と戦った時に、この

頂上から御嶽を遙拝して戦勝を祈願した。

その功あって勝利を得ることができたので峠に鳥居を建てた。以来、この峠は鳥居峠と

呼ばれるようになった。ここの一里塚はその面影をとどめておらず、場所も古老の話や

文献などからほぼこの辺りとしたもの」と説明されています。 

 今回の街道ウオーキングの目玉はここ鳥居峠越えなので、一里塚の前で記念写真を撮

って次は峰の茶屋をめざしました。 
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峠にある峰の茶屋は塩尻市 

 

 しばらく石畳の道があって 10 分程行くと峰の茶屋が見えてきました、昔は中村利兵

衛の茶屋をはじめ 3軒の茶屋があったところ。大きなコース説明板がありそこからは視

界が開けていました。少しだけ広場があり現在はここに床を張った休憩所・トイレ・水

場があります。今年は峠越えがオープンしたのは 4月 1日だったことをインターネット

で知りましたが、どなたかの鳥居峠越えを読んだ記事には、峠越えがオープンしたばか

りの春にはトイレが凍結のため使えなかったとありました。男性はまだしも女性は要注

意です。これで峠までの上りは終わって、ここからは下り道になりやれやれです。コー

スガイドマップを見ると、市町村の境はこの峰の茶屋のほんの少し先になっておりここ

までは塩尻市です。今回ここまでくるの

に行きあったのは一人のおじさんだけ

でした、もっと多くの人が来ているかと

思っていましたが意外に少ないです。 

 せっかくの休憩施設なので、ここでも

腰を伸ばしてゆっくり休みました。そし

て、次は御嶽神社を目指します、小屋の

前には車の通行できる林道があります。

どう見てもこの道を行くように見えま

すが、そこに案内看板が倒れていて街道は小屋の裏手へまわるのか前の道を行くのかは

っきりしません。コースガイドのマップでは細かな点に触れておらず分かりません、し

かし、木曽観光連盟の街道マップを見ると峰の茶屋から左折するルートになっています。

そのため、峰の茶屋からさらに上って行くことにしました。 

 

お六櫛の原木は「ミネバリ」 

 

もう下り道と思っていたのにがっかりですが、少し行った所に「お六櫛原木 ミネバ

リ植栽林地」の看板を見つけました。これから行く薮原伝統の「お六櫛」の材料となる

木で、木曽村のお六櫛保存会が緑の基金助成事業として植林したものでした。峠を越え

たのでここは木曽村に入っていました。 

 その先には明治天皇駐蹕所(ちゅうひつじょ)碑があります、すぐ先で右折してコンク

リートの道を少しだけ戻ります。すると、先ほどの峰の茶屋前からの林道にぶつかる交
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差点で、ここを左折しますがこの自動車の通れる林道は奈良井と薮原を結んでいること

が分かりました。その交差点には熊よけの鐘が設置されていて「熊は人が怖いのです、

鐘を鳴らして知らせてあげましょう」と書かれています。ならばと勢いよく鐘を鳴らし

ました、そこから 3分も行くと大きな木がたくさんあります。葉っぱが枯れ落ちている

ので何の木かなと思ったら「木曽村天然記念物 鳥居峠のトチノキ群」の石柱が立って

いました。中には大きな穴のあいた木があり、昔この穴に捨て子があって子宝に恵まれ

ない村人が育てて幸せになったことから、この栃の実を煎じて飲めば子宝に恵まれると

言い伝えられている---と記されていました。 

  

熊よけの鐘                  トチノキ群 

 

白い御嶽の頂を臨む御嶽神社と芭蕉の句碑 

 

 栃の木群から下りになった街道を 5分程行くと御嶽神社が見えてきました。周りで中

電の人たちが倒木の処理やメンテをしていましたが、私たちが行くと作業を止めて通路

をあけてくれました。街道よりも 3mほど小高くなった所に鳥居があって奥に社が見え

ますが、入り口はロープが張って入れないようにしてあります。見ると鳥居の上の笠木

が割れており、危険なので正面から入るのではなくて鳥居と社の間から入るようになっ

ていました。 

 まずは旅の安全を祈り、社の裏手に回るとたくさんの石碑が並んでいました。これら

は御嶽山にお参りした記念に建てられたもののようで、中には 100回記念というのもあ

りました。一番端に大きな「御嶽大神」と読める石碑があり、そこからは青空と遠くの

峰々の間から御嶽山の白い頂(3067)だけ望むことができました。御嶽信者は「御嶽四門」

と言って、御嶽を中心にして東西南北の四方からそれぞれの道をたどって御嶽を遙拝し
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たもので、北は鳥居峠、南は王滝の三浦山、西は開田高原の長峰峠、東は福島(旧岩郷村)

の神戸にそれぞれの遙拝所がありました。 

  

御嶽神社                    白い御嶽の峰 

 

 ここから 5分程で案内板や芭蕉の句碑・ベンチのある「丸山公園」に到着します。丁

度その時若い一人の、それも美しい外国人女性が上ってきました。「こんにちは」と声

をかけると「こんにちは」と返ってきました。われわれが句碑を見ていると、彼女はベ

ンチに腰をおろし飲み物を口にして休憩中でした。石碑は 5・6 個あっていずれも難し

くて読みづらいもの、でもこれらをまとめた説明板が設置されていました。 

それを見ると芭蕉のほかに方眼監物と月雪花の句碑として紹介していますが、この二人

は知りません。芭蕉の句は「ひばりより 上にやすろう 峠かな」とありますが、この

地で詠んだものではなく大和で詠んだと記されていました。何故この地で詠んでいない

のに、わざわざ句碑を設置するのか理解に苦しみます。 

 コースガイドのマップをよく見てみると、丸山公園と御嶽神社の間は歩道が 2本通っ

ており、ここから下りも 2本の歩道があって他の歩道を行くと「森林測候所跡」が記載

されています。ちょっとのぞいてみましたが、近くには何も見当たりませんでしたので

パスしました。 

 

コース案内図と立派なトイレ 

 

 ここまで来るとまもなく薮原の集落の外れになります。20 分ほど下ると林道と交わ

る所に鳥居峠の説明板があります、この峠道の歴史が木製の説明板に墨で書かれていま

した。隣にもうひとつ木曽村教育委員会と木曽警察署の名前で「木曽村のヒメギフチョ
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ウは村の天然記念物として保護しています。ヒメギフチョウ及びウスバサイシン、カタ

クリ等採らないでください。」とありました。ギフチョウは知っていましたが、ヒメギ

フチョウの名前は初めて知りました。 

 ここからは石畳の道が細くなり、気持ちの良いカラマツ林の中を 5分程行くとまた林

道と交わり、ここには付近の案内図がありました。コースガイドによると、峠道はここ

までで次は消防署を目指します。さらに 5分も行くと塔のある建物が見えてきます、こ

こが消防署で一般道に出ます。その向かいには立派なトイレと案内板がありました、で

もベンチがあればもっと良かったと思いました。というのも腰をおろして少し休憩した

かったのです。時間は 10時 35分でしたから、峠越えのみで 2時間 15分掛けたことに

なります。途中に出会った人は、美しい外国の女性を含め 6名だけでした。 

 

モミジとカエデの違い 

 

 一息入れて 15 分程行くと黄色の「サンシュー」の花がきれいに咲き誇り、その先の

沢ではワサビならぬ蕗が群生していました。

その次には白とピンクのすばらしく立派な

枝垂れ桜が、山と青空をバックにとてもき

れいでした。町で見る桜と比べどうしてこ

んなに美しいのでしょう!! やはり花は野に

置かなければ、真の美しさを観ることはで

きないと思いました。 

 そんなことを思いながら行くと今度は

「天降社のオオモミジ」の説明板があり、

階段脇に葉っぱのない老木がありました。鳥居があってそこから上る階段横に幹が 2本

に分かれた立派な木が立っています。鳥居があるので何かの神様に違いありませんが、

それについては何も説明はありません。それよりモミジの説明がありました、それによ

ると「鳥居峠一円には大モミジが自生しており、近年は地元の人による植樹も行われて、

付近一帯はモミジの里になりつつある」。さらに続けて「モミジとカエデは同じ意味に

使われているが、モミジは秋に草木が紅葉することを意味する動詞「もみず」からモミ

ジとなり、カエデは葉の形がカエルの手に似ていることから「かえるで」と呼ばれ、後

にカエデとなった」一般に、葉の切れ込みの深いカエデを○○モミジ、切れ込みの浅い

カエデを○○カエデと呼んでいる……と記されていました、勉強になりました。 
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「尾州御鷹匠役所跡」の案内 

 

 その先には黄色や白の水仙や枝垂れ桜の花畑に囲まれて水場がありました。「水を飲

んでは 水を眺めては 木曽は花ざかり」と山頭火の碑があったらしいが見落としてし

まいました。そこから急な下り坂を 5分程行くと「尾州御鷹匠役所跡」の案内柱と、説

明板がありました。そこは開けた崖になっており、薮原の街が見渡せました。この「尾

州御鷹匠役所跡」は、はじめ妻籠宿にあったものが鷹の飼育場も統合して享保 15 年に

薮原に移されました。役所は明治 4 年に廃止されましたが、それまでは「おたかじょ」

と呼ばれ春になると尾張藩から鷹匠と役人が出張してきたと言います。鷹の巣を見つけ

て鷹の飼育や調教・鷹の公儀献上・巡視などを木曽代官山村家の家臣や村人の手助けを

得て行っていました ----- と記されています。 

 

  

尾州御鷹匠役所跡               「日野薬草丸」の工場 

 

 街並みを眺めながら、どの辺りで鷹がりが行われたのだろうかと当時を偲び、見回す

と開けた景色の中に「日野薬草丸」の看板と工場が見えました。そこから少し下ると野

麦峠を経て飛騨高山へ通じる分岐の、「飛騨街道追分」の案内柱と説明板がありました。

この道を行くと中央線の跨線橋を渡って本陣跡の前を通り宿場へ入りますが、先に薮原

神社へ行くことにしてそのまま進みました。 

 

亀崎の立川流と繋がる薮原神社 
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 坂を下り 4 分も行くと赤い鳥居が見えて

きますが、今度は上り坂になります。せっ

かく下ってきたのにと思いますが、やっと

鳥居まで辿り着いたと思ったらそこからは

階段が更に続いています。みなさんお疲れ

モードのため、ここからは私のみが階段を

上りお参りをしてきました。鳥居の脇と階

段を上った所には大きな桜の木が美しい花

を咲かせていました。この神社は古くは熊野社・熊野神宮と称されましたが、明治 4年

に薮原神社と改称しました。本殿は三間社流造、屋根はこけら葺きです。文政10年(1827)

諏訪の匠立川和四朗富昌の作で、随所に華麗な彫刻が多く見られます。本堂内を見るこ

とはできませんでしたが、この立川流の彫刻というのは亀崎の山車で有名な立川流のこ

とです。崖の上に建っており境内は広くありませんが、シャクナゲの花が数輪咲いてい

ました。 

 帰り際に気が付きましたが隣は極楽寺でした、ここは臨済宗妙心寺派の寺で山門の敷

石の模様は江戸時代の書物にも見られる特徴のあるもので、天井画や遠州流の庭園があ

ります。それと、「お六櫛」を作ったと言われる「お六さん」の墓があると言います。 

 

中山道ど真ん中の宿場「薮原」 

 

 薮原は中山道 69宿のど真ん中 35番目の宿場です。鳥居峠を挟んで奈良井宿とともに

お六櫛の産地として栄えました。文久元年(1861)11月 3日 14代将軍家茂に降嫁する皇

女和宮も薮原宿に泊って、翌４日に鳥居峠を越えています。 

本陣 1、脇本陣 1、旅籠 10の規模でしたが、本陣跡はりっぱな家の「おぎのや」と言う

お店の駐車場の隅に案内が立っています。

それによればここに木曽氏の家臣古畑十右

衛門の屋敷があった。ここが諸大名、幕府

の役人、公家、高僧など公の宿泊施設であ

る「本陣」となった-----と記されています。

安政年間の記録によると敷地は 310 坪、間

口１４間半(26m)、奥行き 21 間半(39m)で

40坪の中庭があった。部屋数は上段の間を
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含め 20 余りとあります。 この斜め向かいには袖うだつのついた大きな家が旅籠だっ

た「こめや」で、表はガラス戸に変わっていますが昔の雰囲気を残しています。 

そこから 4 分も行くと石垣の堤が現れ

「防火高塀跡」の説明板があります。元禄

8 年(1695)薮原宿のほとんど全部が焼失す

る大火があった。その後、防火対策として

各戸が１間につき１寸を提供して二か所

に四つ辻の広小路を作った。文化年間には

更に土を盛り石垣を築き、その上に高い土

塀を作り防火壁とした。その一部が残され

ているのが防火高塀跡です、当時は防火対

策として用水路の工夫・建物にウダツをつける・火除けの広場を確保するなどしていま

した-----と記されていました。1.5m程の高さの石垣が少しだけ残っていますが、この上

に塀があったのでしょう。おそらく街道沿いの家並を遮断する形で作られていたのだと

思います。 

 

薮原と言えば「お六櫛」 

 

 このあと「そば実」という食堂でランチにしました、きょうの献立はサバの竜田揚げ

でした。味はまずまずでしたが、料理がでてくるのにかなり時間がかかりました。この

お店はいくつかの施設向けに弁当を作っているお弁当屋さんみたいで、待っている間に

も弁当がたくさん入った箱をとりに来ていました。 

 この店の向かいは「笑ん館」という町の施設で、カフェも併設した洒落たものでバス

停にもなっていました。そのすぐ先には水場があり「源流の里 二又水道組合」の名板

が掛けられていました。そこから少し行くと大きな櫛が掲げられて、「ぬりもの処」と

書かれたお店があります。宮川漆器店で資料館も併設しています。その少し先には薮原

を代表する「お六櫛」の店「山六お六櫛問屋」があります。櫛にはそれほど関心もない

のでそのままパスしましたが、薮原と言えばお六櫛と相場は決まっています。 

このお六櫛については、「旅につげの小櫛は峰張(みねばり)の木曽路はここと指して教

えん」と、太田南畝(なんぽ)がうたった小櫛は木曽のお六櫛のことで、薮原がその生産

地でした。伝説にその昔、妻籠にお六という娘がいて、頭の病に悩まされていた。御岳

さんに願をかけたところ、「みねばりという木で櫛を作って髪をすくとよい」というお 
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告げがあり、その通りにしたら瞬く間に病は癒えたと伝えられています。 

 薮原宿では弘化 5 年(1848)の記録によれば、宿内の個数 382 戸で、その 63％がお六

櫛製造にかかわったほど木櫛の製造が盛んな所でした。現在ではプラスチックなどに押

されて衰退しましたが、伝統産業として腕利きの名人による高級なお六櫛も作られてい

ます。 

 そこから 4分程行くと懐かしい赤いポストがあって、隣に高札場跡の説明板がありま

す。ここが宿場の外れで街道は田んぼの道へと続き、お墓の横を通り薮原駅裏にいたり

ます。そこに、先回のウオーキングで確認した駐在所がありますが、きょうはここを左

折して薮原駅前に向かいます。途中、立派な地下道で中央線をくぐり駅前通りに出ます

と小公園風に整備された薮原駅は目の前になります。予定通りに 12時 30分薮原駅到着

ですが、ここで左手の高台を通る国道 19号にある道の駅「木曽川源流の里 きそむら」

へ立ち寄りました。家内からお土産の栃の実せんべいが一つ足りないと言われたので、

買い足しに出向きました。他の面々はパスしましたが、おいしいコーヒーが飲めるかも

しれないという期待もありました。かなりの急坂を上りやっとたどり着くと、駐車場に

は電気自動車の充電器が設置されていました。でも、食堂は満員でコーヒーがうまいと

言う雰囲気ではなかったのでパス、お土産を買って戻りました。結局駅前の自販機で缶

コーヒーを飲んでしばらく休息しました。そして、予定した 13時 38分の中津川行き電

車に乗りこみました。 

 


