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谷崎潤一郎の『細雪』『猫と庄造と二人のおんな』『春琴抄』
司馬遼太郎の『街道をゆく』などを歩く

谷崎潤一郎の『細雪』『猫と庄造と二人のおんな』『春琴抄』
司馬遼太郎の『街道をゆく』などを歩く

■起源
　有馬の『湯泉神社縁起』によると、有馬温泉
を最初に発見したのは、大己貴命（おなむ
ちのみこと）と少彦名命（すくなひこのみこと）
の二神だという。人々の病気平癒を願って全
国行脚の途中、有馬を訪れ、赤い水が鴉の
傷を癒すのを見て温泉を発見したそうな。
　二神は人々の病気平癒祈願の神だけでな
く、国造りの根幹の一つであった鉱山開発の
技術者の象徴ではないか？　という説もある。
その探索中に温泉を見つけたのではないか、
と。『北区の歴史』の「北神戸の鉱山」によると、
有馬温泉の灰形山や湯槽谷山も鉱山であった
形跡が窺える。金銀鉱山が祀る仏は毘沙門
天（四天王の随一・多聞天）であり、使い姫は
ムカデで、金銀鉱山では坑道を百足穴と呼ぶ。
有馬温泉の毘沙門天は温泉寺の薬師如来に
向かって左手の脇侍月光菩薩の横に坐す。有
馬の西隣・唐櫃にはムカデが寺の印判で本尊
が毘沙門天の「多聞寺」がある。

■有馬温泉の創始者
　『摂津国風土記逸文』（『釈日本紀』14）には、有間温湯が天皇・貴族に知られ
た時期は――土地の人曰く塩の湯等を見たのは、時の天皇の名は知らない
が、ただ嶋大臣（蘇我馬子＜551？～ 626年＞）の時だ――とある。これは温泉
開発の背後に、当時先進技術をもつ渡来人集団と大きな関わりがあった、大和
朝廷の有力氏族・蘇我氏の存在を示唆している。故に有間温湯は近くの渡来系
氏族か、その系列に属する鉱山開発技術集団によって創始されたのであろう。

■古代の湯治と有間温湯（有間の湯）
　有馬の湯治は神代、記紀の時代からといわれる。養老４（720）年に完成の正
史『 日本書紀 』「舒明記」では、中大兄皇子（後の天智天皇）の父舒明天皇が
631年に、『釈日本記』には左右大臣など大勢の供を連れた孝徳天皇（有間皇
子の父）が647年に、有馬に逗留したとある。
　温泉の効能について病気治癒だけでなく、同母兄妹の恋
愛など禁忌犯の禊ぎにも使われた。また7世紀における天
皇の温泉行幸は健康維持という政治的意味合いがあったら
しい。「日本三古湯」「日本三古泉」などという区分では、日
本書紀の記述から道後温泉、白浜温泉と並んで有馬温泉の
名がある。しかし最古の湯となると、諸説あって定かでない。

■有間皇子と有間温湯
　坂江渉編著『神戸・阪神間の古代史』は、天皇と有間温
湯の関係を示す論拠に有間皇子を挙げる。7世紀には皇子
名にゆかりの郡名を付ける例はよくあった。有間皇子は有間
郡に何らかの権益を持っていたのでは？　と。有間皇子の名は父孝徳天皇が
有間温湯で子宝を授かったことに由来するという説もある。なお、有間皇子は19
歳のとき、謀られて謀反を企て、紀の国藤白で絞首刑に処せれた。

■有間温湯三大恩人
・行基上人
　大宝元（701）年の丹波大地震で泉源が埋没するなど、徐々に寂れた有馬温湯
は、薬師如来の導きで再興したのが、行基上人といわれている。神亀元（724）
年、薬師如来を本尊とする温泉寺を建立し、有馬温湯の礎を築いた。『古今著聞
集』によると、行基は温泉で庶民にも湯浴みして身を清めることを教えたらしい。

・仁西（にんさい）上人
　『温泉寺縁起』によると、承徳元（1097）年の土石流で衰退した有間温湯を建久2

（1191）年大和国吉野の高原寺の仁西上人が再興したという。有馬の落葉山か
ら「なぎの葉」が落ちた所を調べてみると、行基上人が開いた泉源だったという伝
説もある。室町時代の『温泉寺伽藍再建勧進文』に仁西上人が温泉寺を再興し
た、とある。その本尊・薬師如来を護る十二神将にちなんで12の宿坊も建てたのが
今日、「坊」の字がつく有馬の旅館の由来という。
　『北区の歴史』（改訂版）には、大風水害から95年間有間温湯放置疑問説が掲載
されている。現に大治3（1128）年白河法皇、安元2（1176）年後白河法皇・建春
門院（清盛の妻時子の妹滋子）などが入湯した記録がある。仁西上人については
資料が少なく、彼の座像と＜建久5年11月14日寂＞と刻まれた位牌があるのみだ。

・豊臣秀吉
　秀吉の湯治は文献上、少なくとも9回が記録されて
いる。他に『温泉寺古写記』にも天正8（1580）年三木
城攻めに勝利した秀吉が疲労を癒すため、有馬で二
日間眠り続けたとある。最初の入湯記録は、「本能寺
の変」の翌年の天正11（1583）年8月。秀吉は当初
天神泉源近くの阿弥陀堂を宿舎としていたが、文禄
3（1594）年に「湯山御殿」が完成。慶長元（1596）年
の大地震で有馬の被害は大きく、湯山御殿もほぼ全
壊した。秀吉は有馬復興に力を注ぐが、2年後の慶長
3（1598）年没した。
　平成7（1995）年の阪神・淡路大震災でも有馬は甚
大な被害を受けたが、温泉寺本堂の北、念仏寺に夫
妻の御殿が、極楽寺に「願いの湯」があったという有馬
の言い伝えが立証された。念仏寺の床下から館跡が発
見され、極楽寺の地下から秀吉の浴場が見つかった。
この御殿の山門は三田藩九鬼家の菩提寺「心月院」に残っている。

谷崎潤一郎は明治19（1886）年、東京・日本橋・蛎殻町（現・中央区日本橋人形
町）で生まれ育った。東京帝大国文科中退。自然主義文学全盛時代の明治
44（1911）年、『三田文学』11月号で永井荷風によって『刺青』など谷崎作品は激賞さ
れ、文壇デビューを果たした。大正12（1923）年9月1日関東大震災後、谷崎は温暖
な阪神間の風土に魅せられ、関西に定住。谷崎文学の大きな転機となった。数々の名
作を産んだ谷崎文学は、神戸はじめ阪神間の風土が育んだと言える。谷崎の阪神間
の引っ越しは実に14回。彼にとって転居は作品創造の重要な要素であったようだ。

昭和2（1927）年、41歳の谷崎は、船場の豪商根津商店の御寮人・彼の「芸術の女
神」松子と運命的に出会う。それ以来、谷崎は秘かに彼女を思慕する。昭和9（1934）
年3月谷崎と松子は、芦屋の「打出の家（後の富田砕花旧宅）」で同棲生活を始める。
この家を舞台に谷崎と、松子と、二番目の離婚した妻丁未子（とみこ）の二人の女と、そ
の愛猫を巡る物語が、『猫と庄造と二人のおんな』なのだ。また有馬が登場する『春琴
抄』の春琴のモデルは、明らかにこの当時谷崎の思慕、拝跪の対象であった松子だ。
やがてこの松子崇拝は、代表作『細雪』へと昇華されていく。図らずも『細雪』『猫と庄造
と二人のおんな』『春琴抄』と度々有馬温泉が出てくる。谷崎も有馬にかなりの思い入
れがあったのだろう。

大正12（1923）年、大阪市浪速区西神田町（現･塩草）で生まれ、昭和11（1936）年
私立上宮中学校へ進学した。昭和17（1942）年4月旧制大阪外国語学校（現・大阪
大学外国語学部）蒙古語学科を卒業。学徒出陣で戦車第19連隊に入隊。終戦時に
は陸軍少尉だった。戦後、産経新聞記者となり、昭和35（1935）年『梟の城』で第42
回直木賞を受賞後、退職して作家生活に入る。代表作は、『龍馬がゆく』『坂の上の
雲』『翔ぶが如く』『街道をゆく』などがある。作品の特徴は戦国、幕末、明治を扱った歴
史小説で人物を中心に描く。執筆に当たっては多くの資料を読破、参考にする実証性
の高い作家として知られている。彼の作品のうち神戸市関係では、生田川河口の海軍
操練所などが出てくる『龍馬がゆく』、神戸外国人居留地、布引、生田川、再度外国人
墓地、須磨（長田）の青丘文庫などを語る『街道を行く』21、北前船の高田屋嘉兵衛と
兵庫津の『菜の花の沖』、黒田官兵衛を主人公に有馬の湯、丹生山、淡河などが出て
くる『播磨灘物語』などが挙げられる。

神戸市立森林植物園は、昭和15(1940)年開園。
単なる見本園ではなく、植物本来の自然生態を生かし
た総面積142.6haの広大な森林植物園だ。「あじさ
い園」では、シーボルトの発見から130年後、再発見
された六甲山の幻の花といわれたシチダンカをはじ
め、25種350品種、約5万株を収集・植栽し、国内有
数のアジサイの名所。さらに秋には、イロハモミジ、ハ
ゼノキ、メタセコイアなど38種約3千本もの彩り豊か
な紅葉を楽しめる。歌人・富田砕花は『歌風土記・兵
庫県』の中で詠っている。＜やがての日ドイツ唐檜（た
うひ）のさかんなる枝葉（えだは）のうへに雪降るらむ
か＞他に西門からアジア区へのカツラ並木、正門のメ
タセコイア、ラクウショウや駐車場付近のメタセコイ
ア並木の紅葉・冬木立もお薦めしたい。

神戸の外国人墓地は、兵庫開港以
前に死者が出たため急遽「小野浜外
国人墓地」を開設。明治32（1899）
年、葺合村に「春日野外国人墓地」を
整備するも、当墓地も狭くなり、昭和
12年には再度公園の一角に新墓地
を造営する決定をみたが、戦争で中断し、戦後昭和27（1952）
年完成。昭和36（1961）年小野浜、春日野両墓地から移転が
完了。関西国際委員会と調整しながら神戸市が管理して現在に
至る。上の写真は堺事件のフランス水兵11名の墓だ。司馬遼
太郎『街道をゆく』21神戸・横浜散歩に詳述されている。

『細雪』あらすじ
『細雪』には、雪の降る情景はない。おそらく桜吹雪が降るありさまなのだろう。大阪の旧

家蒔岡家の三女・縁遠く30歳なった日本風の雪子が、周囲に気を揉ませ、紆余曲折
があるが、最終的には子爵家の庶子との婚儀がまとまるまでの物語だ。その間に雪子の
見合いや毎年の慣例・京の桜の花見や蛍狩りや月見などを楽しむ蒔岡家の女たちの絢
爛たる昭和風俗物語が繰り広げられる。戦争中の言論統制にもめげず、営々と書き続け
られた昭和の源氏絵巻のような名作だ。

『猫と庄造と二人のおんな』あらすじ
リリーという猫を溺愛する男と、猫を譲ってくれという先妻品子と、猫が好きなのか、私

が好きなのか、猫なんかくれてしまえと嫉妬する福子と三人三様の気持ちを巧みに書い
た名作だ。福子は庄造にリリーを品子に譲ることを約束させる。品子は庄造がリリーを忘
れないから、自分との縁も切れないと目論む。庄造はリリーに会いたさに品子の下宿の
裏に張り込むが、福子にばれ大騒ぎになると、恐れあきらめるが、結局ばれる。家を飛
び出し品子の留守を狙ってリリーを抱きしめ一番かわいそうなのは自分と思う。

『春琴抄』あらすじ
大阪道修町の薬種商の娘春琴（本名鵙屋琴）は、九歳のとき眼疾で視力を失った。

父母は哀れに思い、秘かに春琴を恋慕する丁稚の佐助を付き添わせ、音曲の稽古に
行かせた。佐助を婿へとの家人の薦めを拒絶した春琴であったが、翌年は妊娠し、相
手の名も明かされないまま、子どもは何処かにもらわれていった。我が儘で気位が高く
贅沢な春琴に、佐助はかいがいしく仕える。そんなある夜、春琴は賊から美しい顔に熱
湯をかけられる。包帯の取れる日、醜い姿をお前だけには見せたくない、という春琴の
願いに、佐助は両目を針で突いて応える。彼は春琴と同じ世界に住む幸せを感じる。

『街道をゆく』21あらすじ
冒頭に神戸と大阪の都市比較論を展開。ハイカラ神戸のレディファースト論の消滅。

メリケン波止場近くにあった居留地の香港上海銀行やチャータード銀行などでは西部劇
のように銀行のクラークたちが立ったまま帳簿をつけていたという。
『龍馬がゆく』ゆかりの勝海舟が設置し、坂本龍馬が塾頭だった海軍操練所は、居留地近

くの小野浜にあった。布引の船舶用水として赤道を越えても美味いコウベ・ウォーターや布
引の滝について書いている。

大阪奉行所支配の神戸にとって大阪は忌むべき象徴であったらしい。例えば、神戸に
おける「廻船問屋」株は少なく、十数軒に過ぎなかった。それは大阪の同業商人が奉行
所に働きかけ兵庫津の成長を抑制しようと謀ったからだという。

江戸前期の神戸は尼崎藩領。藩益になるから兵庫津の商人を幕府よりはるかに優遇
した。紀州人加納宗七は町人だが、明治4(1972)年、居留地の水はけ向上と周辺の宅
地化をめざした生田川付け替え工事をわずか3ヶ月で完工した。宗七は同鄕の陸奥宗
光を頼る志士で、旧幕府の政治犯だが、維新後は材木商を営み、豪商となった。伊藤
博文を初代知事とする県庁は明るく、庶民的であったが、この気風は神戸市役所へ多く
遺伝したのではないかと司馬は書いている。

司馬の母校大阪外国語学校へ神戸から通学していた二人の陳さんがいたという。一
人は、『枯草の根』で江戸川乱歩賞を得た陳舜臣。一人は神戸中華同文学校理事長を
長年勤められれた陳徳仁だ。司馬は中華同文学校の歴史について記している。また居
留地に隣接して「兵庫ホテル」という外国人専用ホテルを経営した豊満な容姿で知られ
るミセス・グリーンという英国佳人の墓を書き、ついで神戸市立外国人墓地（再度公園）
について書き、本編長田区でふれた「青丘文庫」で終わる。
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▲蒲公英城址（神鉄道場駅前）
『ひょうごの城』によると、「たんぽぽ」というかわいい通称を持つこの城は、赤松円

心の孫赤松氏春が築城したという。別名「左々城」「道場城」「松原城」とも言った。秀
吉の三木攻めに際して城主松原右近大夫貞利は婚姻関係から別所氏に加担、天正7

（1879）年落城した。蒲公英城の名は、落城時の城主の娘が「ポンポン」と毎夜打
つ鼓の音とか、井戸の水音「たんぽん」とかに由来するという。落城後、有馬氏の所
領などを経て廃城となった。

▲岡場城址（神鉄岡場駅東南500m、古城川と堀越川が合流し、有野川本流となる辺り）
『有馬郡誌』によると、有野町西尾にあった。別名「有野城」「西尾城」という。古城

の一部に塚が二つあるので、古墳を利用した城かもしれない。全体の地形は川の合
流点の低地にあるので、攻防のための城郭でなく、有間温湯の湯治の孝徳天皇が御
座所としたものではないか、といわれている。

▲淡河城址（道の駅「淡河」の背後の丘）
『ひょうごの城』によると、中世の主要道｢湯の山街道｣を見下ろす摂津国と播磨

国国境の高台にある。別名「上山城」ともいう。承久3（1221）年の承久の乱後、執
権北条一族の地頭・右近将監成正が庄名の「淡河」を名乗ったのが、城名の由来だ。

『別所一族の興亡―「播州太平記」と三木合戦』によると、毛利方からの兵糧中継
点・丹生山明要寺を陥落させた秀吉は、秀長に命じて淡河弾正少輔定範の淡河城
を攻める。秀長軍が力攻めすると定範は城内に退き、領民から買い集めた城内の牝
馬を悉く放し大混乱となり、秀長軍は総崩れとなった。

▲落葉山城址（有馬温泉から見える標高533.1ｍの落葉山山頂・妙見寺付近一帯）
この城は落葉山城（別称：有馬城・湯山城）と呼ばれ、赤松氏の庶流の有馬一族

か、戦国時代の三好宗三政長が築いたという。『群書類従』「三好家成立之事」には、
天文8（1539）年の閏6月落葉山城を足がかりに播磨進出を狙う三好政長を赤松
一族の庶流三木城主別所家直が攻め、撤退させた「湯山合戦」が記されている。戦
後は同じ赤松一族の三田城主有馬明部少輔村秀が有馬温泉一帯を治めた。天正7

（1579）年、『信長公記』によると、織田信忠軍により開城、廃城となった。

＜有馬山　いなのささ原　風ふけは
いてそよ人を　わすれやはする＞

「瑞宝寺公園」に歌碑がある、紫式部の娘大弐
三位（だいにのさんみ）の歌だ。江戸時代まで
有馬へ行く街道は、東の宝塚―生瀬、西の三木、
北の三田からの三ルートが公認ルートだった。新
鮮な魚介類の運搬など短い距離の六甲越は、宝
塚、伊丹、尼崎、生瀬の宿場町の反対もあって
非公認だったが、事実上利用されていた。
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■明治中期の有馬（神戸市立博物館蔵）
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　谷崎文学は、『細雪』『猫と庄造と二人のおんな』
『春琴抄』など作品を創造していく過程で、千代、
丁未子、松子の三夫人、千代の妹せい子との恋愛
や転居癖など私生活から作品世界に自分を追い込
み、その心情を構築する傾向が強い。有馬が出て
くる作品も、御所の坊の二階に遊んだのは潤一郎
と松子ではなかったのか。ふたりは鼓が滝や瑞宝
寺公園や炭酸泉源などをそぞろ散歩したであろう。

■細雪
　有馬は上巻に出てくる。雪子の見合いの日を決
めるが、幸子は延期しなければならなくなる。
＜同日の朝、幸子は有馬温泉で病後の療養をして
いる或る奥さんを見舞うべく、かねて約束してあっ
た友達二三人と連れ立って、電車にすればよかっ
た のに、バスで六甲越えをして有馬へ行った。尤
も帰りは神有電車で帰ったのであったが、その夜
寝床へ這入ってから、急に出血を見て苦痛を訴え
始めたので、櫛田医師に来診して貰ったところ、
意外にも流産らしいと云う。＞

■猫と庄造と二人のおんな
　この小説と有馬はどのように書かれているだろう
か？　松子に擬せられる福子と有馬に行った思
い出が書かれている。
＜「……略……有馬へ行ってみたいねんけど、ど
うや、賛成せエへんか。」／「ほんに、……あれ、
いつやったやろ？」／「もうちょうど一年ぐらい
……いや、そうやないわ、あの時河鹿が啼いてた
わ。」／「そうや、もう一年半になるで。」／それ
は二人が人目を忍ぶ仲になり出して間もない時分、
―中略―　神有電車で有馬へ行って、御所の坊の
二階座敷で半日ばかり遊んで暮らしたことがあっ
たが、涼しい渓川の音を聞きながら、ビールを飲
んでは寝たり起きたりして過した＞
　明治～大正時代には、左の写真のように宿から
本温泉に入りに行った。谷崎の頃は内湯があった。

　「神戸・横浜散歩」の中で、司馬遼太郎は標高
470 ｍの再度山（ふたたびさん）にある「外国
人墓地」について書いている。まずは、再度山に
ついて、＜再度山は樹叢ゆたかで、山容が特異で
あるため、海上からこれを望めば、航海者のいい
目標になった。当時の英国の海図にはこの山がウッ
ディッド・マウントという名で記入されていたそう
である。＞と。この山の頂は人力で平たく削られ
ているが、麓に真言宗再度山大龍寺がある多々部
城址（別名、再度城）だ。建武年間（1334 ～
48）に赤松一族によって大龍寺と一体的に築城さ
れた。
　明治 32（1899）年不平等条約の撤廃、居
留地の廃止で、外国人墓地が神戸市に引き継がれ
る前は、居留地行事局長コブデン氏が外国人墓地
の管理と埋葬も担当していたという。彼は、大丸
の西側「鯉川筋」と国道２号との交差点北西角に
あった外国人専用「兵庫ホテル」（大正時代には
ホテル跡地に現存の日本郵船ビルが建設され、戦
災に遭うもドーム屋根ではないが、現存。）の英国
人経営者で美貌の未亡人グリーン夫人の娘婿だ。
　再度山へ向った司馬は、墓地の樹木や芝生はよ
く管理され、その上、死者の事歴をよく語る人が
いて、墓を文学として感ずることができた、と墓
地管理人の資質などを絶賛している。ちなみに最
初に埋葬された人は、明治元（1868）年、兵庫
開港の祝賀にやって来たアメリカ船員で、プロテス
タントの墓域に眠っている。日本で初めて蒸気機
関車を運転した人Ｊ・ホール氏。居留地時代の消
防隊長で、スポーツマン、ラムネの発明者Ａ・Ｃ・
シム氏。米国の初代長崎領事だった人、日本の洋
菓子の基礎を築いたモロゾフさんやフロンドリーフ
さん＞たちの墓を挙げ、グリーン夫人が 43 歳で
亡くなったことを墓碑で知ったと書いている。

　有馬軽便鉄道は後の神有電鉄社長・
山脇延吉らを中心に、大正 4（1915）
年開業。同時に鉄道院が借り上げ、大
正 8（1919） 年に買 収、 国 鉄 有 馬
線となる。 昭和 18（1943）年、軍
事目的の篠山線建設資材に転用され廃
線。 三田から約 12.2ｋｍ、所要時間
約 28 分。国鉄「有馬駅」は中央に時
計塔が立つモダンな洋風駅舎だった。

■スズランとキク
　北区の花は、昭和 61(1986) 年に「花いっぱい運動」の一環として一般公募し、「スズラン」
と 「 キク」 が制 定されている。 一 般 的には栽 培されているスズランは、ユリ科スズラン属で

「ド イ ツ ス ズラン」 であることが多 い。 日本にも中 部 地 方 以 北に自生する野 草だ。 可 憐な花
であるが、全草、強い毒性を持つ。北区は山田町を中心にキクの栽培が盛んだ。
■沙羅樹（シャラノキ）
　『 平家物語 』の冒頭で有名なシャラノキは日本では「ナツツバキ」 のことをいう。インド産の
熱帯樹（フタバガキ科）沙羅樹が伝わったとき、日本の僧が落葉樹で白い花が咲く「つばき科なつつば

き属」の「夏椿」を沙羅樹と思い込んだ。北区では有馬・念仏寺の「沙羅樹園」が有名だ。毎年、6 月中旬から下旬ごろに
沙羅の花と一弦琴の鑑賞会が開催されている。花は朝咲いて夕に散る一日花が世の無常、ものあわれをさらに訴える。　
■梛（ナギ）
　仁西上人が秋葉山から撒いた葉は梛の葉だという、ナギは雌雄異株のマキ科常緑高木だ。竹の葉のような葉は対生。
5、6 月開花。奈良・春日神社、ナギの実の油で灯す灯明など、古くから神社の境内に植えられ、熊野神社では神木と
され、その葉に供物を盛る。その葉が切れにくいことから男女の絆を強める葉として、女性が葉を鏡の
裏に入れる習俗があった。
■タムシバ
　六甲山の北側斜面には、野生種の「タムシバ」が自生している。有馬など地元の人は、あえてこれを

「コブシ」と呼ぶ。タムシバとコブシの見分け方は花が咲くとき、花のつぼみに一葉の葉が出るのが
コブシで、ないのがタムシバだ。有馬「射場山」は季節になると、全山真っ白になる。ただし、開花は
里よりかなり遅く桜と同じくらいだ。

　朝廷や皇族や親族が頻繁に有馬温泉を訪れていたにもかか
わらず、平清盛が有馬湯治に行った、という資料はない。安元
2(1176) 年後白河法皇・建春門院（清盛の妻時子の妹滋子）
などが有馬を訪れ、入湯している。しかし有馬随行は分からな
い。1177( 治承元 ) 年に平家打倒の謀議のあった鹿ヶ谷の陰
謀が発覚し、清盛は 1179（治承３）年に後白河法皇を鳥羽殿
に幽閉しているが、それ以前だ。
　『山槐記（さんかいき）』によると、清盛
の館（禅門家）近辺から一町ほどのところ

に、「湯屋」があったという。清盛は有間温湯へ行く必要
がなかったのかもしれない。温泉寺本堂前左右の五輪塔
は、右清盛供養塔、左尊恵供養塔といわれているが、昭和
4(1929) 年の『有馬郡誌』の写真には現在位置にも階
段下にも写っていない。江戸時代の『有馬山絵図』宝永
7(1710) 年（神戸市立中央図書館蔵）では両塔とも温泉寺の東、極楽寺の「願
いの湯」周辺に描かれている。

谷崎潤一郎作品と有馬

司馬遼太郎『街道をゆく』21 の世界

～きた～花を巡る文学散歩～

平清盛と有馬温泉

失われたロマン 花・はな

■閑話休題―古代湖伝説
　堀治三朗の『神戸の植物化石』によると、今から1,000 万年から2,000 万年
前の新第 3 紀中新世中期には、三田盆地はちょうど現在の浜名湖のような巨大
な淡水湖の一部であった。北部は三田盆地北縁、東部は六甲山系の北部、有馬
から宝塚付近まで細長く伸び、西は三木付近まで広がり、帝釈山地は島のよう
に存在したという。有馬郡には、上津（こうず）、日西原（ひさいはら）等、湖
沼や湿原などを想起できる字名が残る。

すずらん（区の花）

■湯の山街道（江戸時代）

■『摂津名所図会』有間温泉寺

■池の坊川別荘

■鼓ヶ滝

■瑞宝寺公園の紅葉

■日本郵船ビル（ドーム屋根）

■再度山と修法ヶ原池

■兵庫ホテル  ▼（同位置）
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■国鉄有馬線

■温泉寺

『枕草子』
清少納言
能因本

＜湯は七久里（ななくり）の湯。有馬の
湯。玉造（たまつくり）の湯。＞能因本『枕
草子』117段で「三名湯」を挙げている。
ただし、＜湯は……＞の記述は、三巻本
など他の本にはない。

『播州太平記』
校訂・注釈西川卓男

神戸新聞総合出版センター
（左絵図：三木城址説明板）

　丹生山明要寺の焼き討ちや雌馬の群
による淡河城の攻防など三木城干殺し
の歴史的背景や別所氏離反の経緯など
が別所、秀吉双方の視点で書いた壮大な
軍記だ。

『播磨灘物語』
司馬遼太郎
講談社文庫

（←有馬温泉古写真）

　黒田官兵衛は、伊丹有岡城から脱出
し、有馬温泉で湯治する。
＜「このあたりなら、有馬に近い。有馬の
湯で湯治すればどうか」＞＜有馬の湯に
浸かっている官兵衛は、—中略— 播州へ
帰陣せねばならぬとおもった。＞

『新書太閤記』
吉川英治文学全集

22 ～ 25
講談社

　上記と同じく黒田官兵衛が伊丹城から
三木攻めに帰陣する途中、有馬温泉で湯
治している。＜有馬の温泉町は暮れかけ
ている。池之坊橘右衛門の湯宿へ、いま、
ふたりの武士がそっと入った＞

『歌風土記・兵庫県』
富田砕花 

神戸新聞社
（←森林植物園）

　明治23(1890)年、岩手県盛岡市生
まれ。石川啄木派歌人、民衆詩派詩人と
して活躍した。砕花はこの歌集で灘の酒
蔵、白川峠、六甲山、森林植物園、有馬温
泉などを詠っている。

『落雪』
白川渥

大日本雄弁会講談社
（←雪の有馬）

　白川渥（しらかわあつし）は昭和15
(1940)年『崖』で芥川賞候補。神戸在住
で神戸市教育長も勤めた。『落雪』は雪の
有馬を舞台に作家とその若い女中アサ
との淡い恋情を描いた爽やかな小説だ。

『内海の輪』
松本清張
角川文庫

（←蓬莱峡）

　新進の考古学者江村宗三助教授は、人妻
美奈子と不倫の関係にあったが、結婚を願
う彼女に、危うい均衡の綻びと学問上の新
発見など社会的地位の保全も絡み殺意を
抱く。有馬に宿泊。舞台は船坂越えの湯の
山街道「蓬莱峡」だ。

『塗られた本』
松本清張

講談社文庫
（←六甲ドライブウエイ）

　小出版社の紺野美也子は、経営の安定
を夢みて大流行作家に書き下ろし小説
を依頼するが、代償を求められ、また夫
と恋人との愛の板挟みに悩み、破滅へと
進む。有馬温泉の宿泊や六甲ドライブウ
エイが出てくる。

『まき筆日記』
「明治文学全集 94」
＜明治紀行文学集＞

幸田露伴
筑摩書房

　名作『五重の塔』で著名な露伴がまだ
22歳のとき、住吉から山駕籠で有馬へ行
った紀行日記だ。表題は有馬土産の「まき
筆」から名づけている。有馬へ向かう道中
の描写や江戸時代から有馬温泉の大湯女
や小湯女のことなど楽しませてくれる。

『花立つ刻に』
「花は無心です」
「鉄線花」｢ 柊 ｣

島京子
編集工房ノア

　昭和40年(1965年）『渇不飲盗泉水』
で第54回芥川賞候補。日常生活の中で
ふと花が咲き出す刻を綴ったエッセイ
集だ。念仏寺の沙羅の古木や有馬温泉で
出会った鉄線花や柊の白い花などに寄
せる思いを書いている。


