『源氏物語』は、『摂津名所図会』にも＜紫氏も中秋の月に須磨

『記紀』
『播磨風土記』の世界、紫式部の『源氏物語』
「明石」の巻、
『太平記』の「太山寺」などを歩く
■播州名所巡覧図絵
「野中の清水」夜啼松

明石の巻より書き初め給ひしとかや＞と記されているように「須磨・

『平家物語』巻９の「三草合戦」の奇襲で勝利した源義経は、諸説

明石の巻」から書き始められたという説が有力だ。須磨の海は当

あるが、元暦元（1184） 年三草山から小野、三木、藍那を経て鵯

時から風光明媚な海岸風景で有名であった。光源氏は須磨・明石

越の攻撃に向かう。そのルートを「義経道」という。そのルートの

で約一年半の生活を送る。都から離れた光源氏の日常は、都の

有力説の１つが押部谷、木津から藍那へ向かう「木津磨崖仏」
（神

華やかさと比べてうらさびしいものであった。親友の宰相（頭の

戸電鉄粟生線「木津駅」から徒歩約1 0分 ）の前を通る道だ。この

中 将 ）が秘かに訪ねてきて楽しいひとときを過ごす。3 月海辺

道こそ都から鵯越を越えて三木、姫路に向かう本来の主要街道「鵯

で開運の祓え（禊ぎ）をしていると、突然暴風雨となる。夢で亡

越道」なのだ。地元では古くからこの道を「義経道」と呼んでいる。

父桐壺帝から住吉の神のお告げで須磨から退去するようを諭され
る。ちょうど、娘（明石の君）を源氏に嫁がせたい元播磨守の明
石入道の迎えの船に乗り、明石（浜辺の館）に移り住む。入道

「野中の清水」は異説もあるが、＜いにしへの野中の清水ぬる

は光源氏に琵琶の名手である娘のことを物語った。光源氏も心動

けれどもとの心を知る人ぞくむ＞詠人未詳と、『古今集』巻第

かされ、入道とは別に岡之屋形（岡辺の館＝櫨谷町松本想定）に

17 雑歌上に初出する。平安時代末期の公家、歌人（小倉百人

住む女君（明石の君）に高麗の胡桃色の紙に書かれた文をつか

一首にも載る）の藤原清輔の『奥義抄』にも、昔はきれいな水

わす。＜をちこちも知らぬ雲居にながめわび かすめし宿の梢を

であった、今は汚れてしまったが、昔を知る人は汲みに来ると単

ぞとふ＞しかし、女君は恥ずかしくてご返事できない。入道が返

純に解釈すべきと載る。また西行は『山家集』に播磨書写へ行

歌を代筆する始末だ。しかし周りのものに急かされた女君は香を

く途中で野中の清水に寄ったという詞書きがある、＜昔見し野中

たきしめた紫の紙に＜思ふらむ心のほどややよいかに まだ見ぬ人

の清水かはらねばわが影をもや思ひ出づらむ＞という歌があり、

の聞きか悩まむ＞と書いて届けた。手蹟や書き方など都人に見劣

西行は二度もここを訪れていることが分かる。そして、藤原俊

大山寺

播州名所巡覧図絵（1803年

秦石田・中井藍江）

りしない。そして時どきにふさわしい文通が始まり、やがてふた

■義経道（木津磨崖仏前）

■太山寺磨崖仏
兵庫県最古（鎌倉時代後期 弘
安年間＜1278-1288

＞）の磨

崖仏は太山寺の東側を流れる伊

成の 女 越部禅尼にも岩岡の「野中の清水」の詞書きのある歌

りは木立の中にある岡之屋形で契られた。光源氏は女君が 六 条

川左岸の花崗岩壁に刻まれてい

がある。いずれも上の古今集の歌が本歌なのだ。

御息所のように気品があり、嗜み深い感じだと驚き恋心が募るが、

る。保存状態 は 良好。迦桜羅炎

噂になるのを恐れあまり岡之屋形には通われなかった。

光背を背負う忿怒相の不動明王
立像だ。像足下の滝の音が仏の

『古事記』『日本書紀』『播磨風土記』によると、皇位継承争い

忿怒の声のように響いていた。

から父・市辺押歯王を雄略天皇に殺された弘計、億計の 2 兄 弟
皇子は播磨国明石郡縮見屯倉の長・忍海部造細目の家に牛飼童
子として住み込み、後に弟が顕宗天皇、兄が仁賢天皇となった
という。忍海は「海人族」の流れで「大海」の転訛、また地名
の「押部谷」の由来でもあろう。諸説あるが、材木搬出の船着
場があったことに由来する「木津」にある「顕宗仁賢神社」は、
2 皇 子が住んだ仮宮殿といわれ、「柴垣の宮」「木津の宮」と呼
ばれた。『新神戸の町名』神戸史学会編の落合重信説によれば、
西区（明石郡）には「宗賢神社」が多いが、九州から信仰が広
まった海の神への信仰「宗像信仰」（『古事記』の表記は〝胸
と習合したものであろうという。ちなみに西
区の「宗賢神社」は他に出合（下津橋）
、森友、中津などにある。

■木津・顕宗仁賢神社

■中津・宗賢神社
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■木津磨崖仏
伊川谷町前開にある三身山太山寺は、
天台宗の仏教寺院だ。
「播

「義経道」で述べたように、
「鵯越道」の木津にある磨崖仏だ。

州太山寺縁起」によれば霊亀 2 （716） 年堂塔伽藍は、藤原鎌

木津フレクシャーと

足の孫・藤原宇合が造営したと伝えられている。開基は鎌足の長

呼ぶ断層の一部の礫

男 定 恵。創建時の建築物は弘安 8（1285）

年に火災で焼失し

岩 崖 壁 に、 中 央 に 阿

たので、現存建物はそれ以降の再建だ。鎌倉時代を代表する本

弥陀如来と左右３体

堂は、神戸市内唯一の国宝伽藍だ。南北朝時代は南朝方として衆

ずつ地蔵菩薩が浮き

徒（僧兵）を有する大寺院であった。太山寺には、いわゆる「太

彫りにされている。＜ 丁 亥

山寺文書」が残っている。すなわち鎌倉幕府倒幕で活躍をし、
『太

石大工兵衛

文正二天【応仁元

（1467）年―室町時代中期】＞の刻銘あり。６体の地蔵菩薩

平記』にも華々しく語られたが、のちに父・後醍醐天皇や足利尊

は輪廻転生の６地蔵だろう。街道往来の安全祈願であろうか？

氏に煙たがられた悲劇の皇子、護良親王が発した元弘 3（1333）

道を挟んで「川池」があり、その下流に「木津の滝」がある。

年 2 月 2 1 付 「護良親王令旨」だ。この令旨は鎌倉幕府倒幕を
太山寺衆徒に挙兵を呼びかけ、
赤松円心の待つ「赤松城」
に集まれ、

■閑話休題―『源氏物語』とナデシコ

恩賞は希望どおり与える、というものだった。また『赤松一族 八

西区の花ナデシコの選定理由は、＜美しく親しみやすいう

人の素顔』播磨学研究所編によれば、
元弘 3（1333） 年 5 月の「大

え、安価で入手できる、伊川谷町で古くから栽培されており

（太）山寺衆徒軍忠状」から太山寺衆徒が赤松円心に率いられ鎌

西区と関係が深い＞という。それに『源氏物語』ゆかりを加

倉幕府軍と「兵庫島」「尼崎」「摩耶山」「京都」「摩耶山城」な

えたい。巻 26 の巻名「常夏」は、ナデシコの異称なのだ。

どで合戦したことが分かる。これは『太平記』の記述とほぼ見合う。

光源氏は歌で養女玉 蔓 を撫子にたとえている。光源氏の歌―

なお、「赤松城」については、＝「摩耶山城」説など諸説がある。

＜撫子のとこなつかしき色を見ばもとの垣根を人やたずねむ＞

『源氏物語』ゆかりの地

〜にし〜花を巡る文学散歩〜

碑文表題は「岡之屋形跡」とあるが、

『赤い石』
稲垣足穂
（←太山寺）

明石の地名由来などがテーマ。
明石で育った足穂は 30 歳を過ぎ
たころ、初めて太山寺へ行き、背
後の山に登って明石方面を眺める。

『助手席にて、
グルグル・ダン
スを踊って』

伊藤は神戸市生まれの芥川賞作
家。西区のニュータウンと既成市
街地の山手の若者たちの意識の違
いを描いている。

『 源氏物語 』は虚構。明石藩第5代藩
主松平忠国は茶道、文学などを嗜み、
『 源氏物語 』の「明石」の舞台を想定

カワラナデシコ

カーネーション＆カスミソウ

ハコベ

ウシハコベ

ミミナグサ

マンテマ

はせたにがわ

し、櫨谷川沿いの松本に自作歌を刻ま
岡之屋形跡

せた碑を建てさせた。＜月影の光る君

金棒池

きぬがさのりかげ

や端谷城主衣笠範景の位牌を安置する

雌岡山・雄岡山の遠景（平野町から）

「地蔵院」がある長閑な田園地帯だ。

線
生
粟

雌岡山

と読める。今は近くに「松本の自噴泉」

伊藤たかみ

鉄
電
戸
神

住む跡とへは里の屋敷にしげる蓬生＞

松本の自噴泉

緑が丘駅

呉錦堂池

よもぎう

押部谷駅

如意寺は大化元（645）年、孝徳天皇
R175

神戸ワイナリー
農業公園

瀬戸川

清水川

春日台公園

第二

神明

道路

おおなむちの

西神中央駅

神戸西IC

西神ニュータウン
大久保IC

は し た に じょう

福中城跡
岡之屋形跡

笠氏居城。
『赤松記』―1520年亀王
松本の自噴泉
玉津IC

天正8（1580）年2月15日落城。最

地蔵院

下津橋構居跡

阪神

め っこさん

命 が雌 岡 山に天降りして181
かん で や ま

山を神出山、この辺りを「神出」
といったという。雌岡山の頂には、

戸線

す さ の お の みこと

素戔鳴 尊 と稲田姫を祀る「神出
神社」と雄岡山には、帝釈天を

永井谷JCT,IC

太山寺
学園都市駅

布施畑JCT,IC

祀る。九州の熊襲征伐に向かう

太山寺磨崖仏

日 本武尊は、素戔鳴尊に戦勝を

総合運動公園駅
神戸市

名谷駅

営地下

伊川谷JCT,IC

長坂IC

鉄

総合運動公園

沿いの櫨谷小学校の裏手にある衣笠
枝吉城跡

た。枝吉城は玉津町枝吉にあり、
「旧

祈願して大石を蹴った。それが
かたど

らいせき

男女の性器を 象 った裸石だとい
う。中腹に子宝祈願、良縁を祈

さいゆう

し

枝吉城跡

き

のりざね

垂水JCT,IC

私記」よると、最後の城主・明石則実は、

金棒池伝説と呉錦堂池
「弁慶と金棒池」むかし、弁慶
が金棒池のそばを通りかかった。

伊川上流、太山寺の背後の山を形

西区の「区の花」は「ナデシコ（撫子）」だ。「大和撫子」は清楚で凛とし、慎ましやかな

雌岡山、雄岡山を見て庭の築山

13
（1585）
年豊岡城主に転封。文禄4

成する森はシイ、カシ類、ヤブニッケ

日本女性の讃辞。区の花選定理由は、この小冊子の閑話休題―『源氏物語とナデシコ』を参

にしようと、金棒を天秤にして担

（1585）年の豊臣秀次謀反事件に連

イ、ナナメノキなど暖帯常緑広葉樹

照されたい。区の花は園芸種のナデシコのようだが、園芸種でもナデシコの仲間では、
「カーネー

ごうとしたが、金棒は折れ、地

林と落葉樹林の混生林だ。

ション」「カスミソウ」「セキチク」「トコナツ」などもある。また野草では「ハコベ」「ウシハコ

面に転がった。その跡に水が貯

ベ」「ミミナグサ」「マンテマ」などだ。

まったのが右上写真の「金棒池」

あった。国道175号で分断されている
が、赤松一族再興の赤松18家の間島

下津橋構居跡

花・はな（上の写真はすべてナデシコの仲間）

三木攻めで秀吉方。軍功を挙げ、天正

座、切腹した。福中城は平野町向井に
福中城跡

太山寺原生林

野草は花が小さく目立たないが、よく見ると、清楚な花々だ。これらの野草は明石川、伊川、

だとさ。右下写真は「呉錦堂池」。

彦太郎が文明年間（1469～1486）

櫨谷川両岸でも見かける。
「ハコベ」
と
「ウシハコベ」の見分け方は花柱３つが「ハコベ」、
５つが「ウ

獅子文六『バナナ』の舞台、
「移

に築城。下津橋構居は明石氏が枝吉

シハコベ」だ。また上の写真の「ミミナグサ」は花柄が長いので和種。「オランダミミナグサ」

情閣」 主で華僑「呉錦堂」は

城転居前の居館という。

という外来種は花柄が短い。マンテマも可憐。なお、
西区の主な花卉栽培は、
伊川谷のプリムラ、

神出町小束野に池を作り、開拓

トルコギキョウ、ストック・押部谷のキク・岩岡町、平野町のカーネーションを挙げたい。

地整備に貢献した。

ここの宗賢神社裏には土塁が残る。

雄岡山

大蔵谷IC

明石城」ともいわれる。高山右近最後
の城主説もあるが明石最古地誌「采邑

雌岡山

やまとたけるのみこと

る裸石神社、姫石神社がある。

学園南IC

氏旧古城。端谷城の支城として落城し

みこと

柱の神々を生んだことからこの

神

北
高速

『神戸の伝説』によると、大己貴

く ま そ

天
上
川

後の城主は衣笠範景。三木城落城後

西神南駅

伊川谷駅

西区役所

約1ヶ月奮戦した。池谷城は県道52号

池谷城跡

伊
川

吉の三木攻めで一族「別所」に与して

如意寺

櫨
谷
川

丸（後の足利義晴将軍）を預かる。秀

川
櫨谷

いぶきの森

R175

明石
川

の城』
『 別所記』に載る赤松一族の衣

埋蔵文化財
センター

西神
自動
車道

印籠川

『播州太平記』
『 ひょうご
端谷 城 は、

池谷城跡

〜にし〜伝説の里〜

満福寺（端谷城跡）

川僧都のモデル・源信僧都の姉なのだ。

秀吉の、別所長治の三木攻めの
中で衣笠範景が守る端谷城が南方
の防御拠点として出てくる。

木津の滝

西神1号線

論は興味深い。彼女は宇治十帖の横

端谷城跡

司馬遼太郎
（←城跡から）

木津磨崖仏

性海寺川

野中の清水

という『源氏物語と明石氏系譜』の試

『播磨灘物語』
（中）

木津駅

木見川

に ょ い じ

では、
如意寺中興の源西上人（安養尼）

明石市を通る東経 135°と西脇
市を通る北緯 35°線上に設定さ
れたミステリー殺人事件。
神戸は「春日台公園」を通過。

顕宗仁賢神社

明石川

と思われる。
「明石」の巻の情報源は、

主な城跡のある町

松本清張
（←春日台公園）

木幡駅

雄岡山

の勅願寺といわれ、創建は12世紀中

如意寺

『D の複合』

栄駅

