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【本文】 

九州紀行（続き） 

 

６．宮崎県 

神門神社  西の正倉院と百済王 2014.3.13 

 旅行記百済の里を尋ねて―美郷町より引用 

 

 日向市から西へ車で 50分程走ったところに美郷町という、周囲を九州山地の山々に囲まれた山あ

いの町がある。その美郷町南郷区にある神門神社（みかどじんじゃ）は、8世紀半ばに、難を逃れて

百済から日向に亡命してきた百済王を祀る神社である。 

 

 日向「百済王」伝説とは 

「神門神社縁起」によれば、百済の王禎嘉王（ていかおう）がその子福智王（ふくちおう）に譲位し

て三年目にあたる年に国内に大乱がおき、その難を逃れて福智王とともに日本へ渡り、756年に安芸

国の厳島あたりに辿り着いた。しばらくそこに滞在したが、反乱軍の追撃を警戒して、その二年後に

筑紫（現在の福岡県）にむけて再び船を出したところ、天候が急変して、日向国の金ケ浜（現在の日

向市）に漂着し、上陸して西の山奥 7～8 里の神門（現在の美郷町南郷区）に宮居を定めた。一方、

福智王の船は児湯群蚊口浦（現在の高鍋町）に漂着した。 

 

 福智王は、約 90km 先の火弃（ひき、現在の木城町比木）に宮居を定めた。しばらくは親子とも

ども、平和の日々が続いたが、やがて百済から追討の軍がやってきて、禎嘉王の軍は神門近くでこれ

を迎撃し、福智王もまた兵をひきいて戦ったが、追っ手と激しい戦いとなり親子は戦死する。村人た

ちは、王族の死を悼みて禎嘉王の霊を神門大明神に祀り、福智王の霊を比木神社に祀った。年に一度

の対面を再現する祭りである「師走まつり」が今日まで脈々と続けられてきた。 

 

 師走まつりとは 

年に一度、百済王族親子の対面を再現するまつりで、福智王を祀る比木神社から禎嘉王を祀る神門神

社までの約 90km に及ぶ遠路を、神官や氏子などに守られながら御神幸が延々と進行する。かって

は御神幸に 5日、祭りが 3日間にわたって行われていたが、現在は 2泊 3日に短縮された。 
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（森の駅鬼神野（きじの）にある百済兵の像） 

 

 西の正倉院は、神門神社に古代から中世、近世と千年以上にわたって保護されてきたたくさんの文

化財を展示、収蔵する施設として、奈良正倉院の実物大で建設された。建設のきっかけは、百済王族

の遺品とよばれる神門神社収蔵の古代の鏡群の中に奈良正倉院南蔵 37号鏡と同一品の「唐花六花鏡」

が存在したからだった。建築には奈良国立文化財研究所の学術支援、宮内庁の協力、建設省建築研究

所の協力のほか、古代建造物の修理や設計に豊富な経験をもつ建築家が参加した。 

 西の正倉院は、門外不出の宮内庁所管の正倉院図を基に、奈良正倉院が寸分の違いもなく忠実に復

元された。準備 5 年、建築 5年、述べ 10 年の歳月をかけ 1996年完成した。外構や門や塀、瓦の文

様などに至るまで天平時代の様式で統一されており、床下の高さ約 2.5m、全高 13m、4階建のビル

に匹敵するスケールになっている。 

  

 「百済の館」は百済最後の王都となった大韓民国の古都「扶餘（ぶよ）」の王宮跡に建つ元国立博

物館の「客舎」をモデルに、日韓交流のシンボルとして 1990年に建造された。 

百済時代の宝物や重要文化財のレプリカなどが展示された百済の資料館になっている。瓦や敷石は韓

国から取寄せられ、赤、青、緑といった極彩色の丹青（たんちょん）は本場韓国の名工によるもので

ある。丹青は国家資格がないと仕事ができないため韓国扶餘から優秀な丹青師 7人を招いて施した。 

 色彩は赤、青、朱色など原色 8 種と合成色 5 色を用い、塗料はペンキと違い、韓国独特の塗料で

木材の保存性がよく防水に優れ、しかも約 100年は変色しないという特性がある。 

 

鶴富屋敷 鶴富姫伝説 2011.10.8 

九州中央山地の西側は五家の荘や五木村の山々が、東側は椎葉村の山々がそびえている。椎葉村に

は鶴富屋敷があり現在は民宿を営んでいる。登山者や釣り客の宿泊が多い。 

宿泊の領収書に女将さんが、「那須」の印鑑を押したのでもしかしたら鶴富姫の子孫かもしれないと

思ったが、確認はしなかった。 
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（那須家住宅 別名鶴富屋敷（重要文化財）） 

 

 鶴富姫（つるとみひめ）伝説 

壇ノ浦合戦（1185）後、平家の残党が豊後（大分県）玖珠（くす）の山から阿蘇を経てようやく山

深い椎葉にたどり着いた。しかし、この隠れ里も源氏の総大将頼朝に知れ、扇の的で有名な那須与一

宗高が追討に向かうよう命令されるが、折りしも病気のため替わって弟の那須大八郎宗久を派遣した。

九州中央山地、馬も通わぬ鳥鼠の道を、平家残党の住む里に、やっとの思いでたどりつき、征討の陣

を構えたところ平家の残党にはすでに再挙の意思がなく、戦う気力もなかった。乏しい農耕に専念し

ているありさまを見て、大八郎も討伐をあきらめ、鎌倉に討伐したと報告した。 

 意外にもこの地を気に入った大八郎は 3 年間滞在することになる。大八郎の召使に、平将門に繋

がる鶴富という女性がいた。いつしか彼の寵を受け、仲睦まじく暮していたが、ついに大八郎に帰国

命令が下った。大八郎が帰国する時鶴富姫のお腹の中には大八郎の子がやどっていた。大八郎は「も

し男の子が生まれたら私の本国下野の国（栃木県）へ連れて来い、女の子ならばこの地で育てるがよ

い」と証拠の太刀と系図を与えて去った。 

やがて鶴富姫は女の子を出産した。成人した娘に養子を迎えて那須下野守と愛する大八郎の性を名乗

らせた。 

 ひえつき節 

庭の山椒の木鳴る鈴懸けて        和様平家の公達流れ 

鈴の鳴るときゃ出ておじゃれ       おどま追討の那須の末よ 

鈴の鳴るときゃ何というて出ましょ    那須の大八鶴富おいて 

駒に水くりょというて出ましょ      椎葉たつときゃ目に涙よ 

 

 熊本県のある山合いの墓に那須姓を見つけた。また大牟田市に近い熊本県玉名市の会社で那須姓の

人から名刺を貰ったことがある。これらの人を鶴富姫の子孫だとしたら、たった一人の女性から約

800年間にこれほど広範囲に増えるものだろうか。 

 

H29.5.6男鹿岳登山後、翌日大田原市の道の駅那須与一の郷に立ち寄った。敷地には那須与一が馬

に乗り弓を引いている大きな銅像がある。那須与一伝承館に入ると色々な詳しい資料が展示されてい

た。九州の椎葉村と姉妹都市になっているそうである。 
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西南の役  西郷隆盛 可愛岳突破 2011.4.23 

 可愛岳（えのだけ）728mに登った。山中に薩軍野営地跡があり、西南の役末期に薩軍が鹿児島へ

敗走するときのルートであることがわかった。下山後、延岡市の西郷隆盛宿陣跡資料館を見学した。

児玉熊四郎宅での蝋人形でできた七人の最後の評定の様子がある。 

 

 旧児玉熊四郎宅は西南の役最後となる延岡、和田越の決戦に敗れた西郷隆盛が明治 10 年 8 月 15

日から 17日の夜の可愛岳突破まで宿陣したところである。ここで解散布告を出し、最後の軍議を重

ねており重要書類や当時日本で唯一つしかなかった陸軍大将の軍服も焼いたとされている。 

 昭和 8年 12月 5日に史跡として指定を受けている。資料館には当時西郷隆盛が愛用した硯、船形

枕などの遺品の他、種々の戦争資料が展示されている。 延岡市北川町内にはこの他、陸地（かちじ）、

矢ケ内、宗太郎峠など数多くの激戦地跡や宿陣の跡（吉祥寺、旧小野彦治宅）、野戦病院跡（成就寺）、

中津大四郎（竜口隊長）、小倉処平（飫肥隊）の自刃の地など多くの史跡が点在している。 

 

 司馬遼太郎は「翔ぶが如く」の可愛岳および突囲の項で 8 月 13 日から 17 日までの出来事を以下

のように描写している。政府軍が延岡包囲を完了したのは 8月 13日である。この小さな町に窮して

しまっている薩軍に対して六個旅団をもって囲むという大層なもので山形有朋みずから総指揮をし、

各旅団を部署した。（中略） 

 西郷が延岡西部の大貫村に潜居していたのは、8月 2日からかぞえて 8泊 9日である。 

かれは政府軍の延岡包囲がはじまる 3 日前の 10 日夜網からすり抜けるようにさらに北方の峡隘地

（きょうあいち）めざして去った。ちょうど途中に定置された竹簀（たけす）製の魞（えり）へ奥へ

奥へと入って行く魚に似ている。しかし薩軍主力は延岡付近に残った。 

これに対し政府軍は予定どおり 8月 14日未明を期して総攻撃に移った。薩軍は反日も戦うことなく

延岡を捨てて何度目かの北進を行った。（中略） 

 西郷は 10日夜、延岡から舟で北川をさかのぼり、可愛（え）まで来たとき西岸に寄せた。11日西

郷は駕籠に乗りさらに北上した。山の中腹に曹洞宗吉祥寺があり避難所とした。老僧がすすめるそば

を西郷がよろこびおかわりした。翌 12日は笹首の小野彦治という農家に入った。（中略） 

 薩軍が和田越を越え北へ退却したのは 8月 14日である。長井は北川が彎曲してやや広い河原と野

をもち残兵 3 千余という人数を収容するに足る。この夜桐野ら諸将（桐野利秋、村田新八、野村忍

介、河野主一郎、高城七之丞、別府晋介）は今後どうするか話し合うために西郷の宿所（笹首の小野

家）を訪ねた。「あすは和田越まで南下し、その嶮に拠って官軍と決戦しよう」と軍議が一決したと

き、西郷はあすは、一隊を率いて行き申そ」とはじめて発言した。（中略） 

 8 月 15 日未明薩軍 3千余りは和田越めざしてとってかえしはじめた。薩軍に加盟している他県士

族たち、熊本隊、熊本協同隊、竹田報国隊、高鍋隊、飫肥隊、中津隊が南下した。たれもがこの日の

戦いが最後の戦いになると思っていた。昼ごろになって薩軍が崩れ、北への退却がはじまった。午後

1時和田越一帯の丘陵はすべて政府軍の有に帰した。北へ退却した西郷と薩軍は途中の俵野で窮して

しまった。わらぶきの農家の児玉熊四郎家を宿所とした。（中略） 

 16日西郷は全軍解散すべき布告を出した。薩軍の人数は、和田越の戦いの時は 3千余りだったが、

俵野に退却した時は 2千に減っており、この 16日の解散命令で千人に減った。16日の夜俵野の西郷

宿所で前夜に続いて諸将による会議が開かれた。桐野は夜半、二個中隊の兵を率いて闇夜小道を手で

さぐるようにして北上した。熊田に達した時村も篝火で火の海のようであり、北の豊後の山に連なる

山々はすべて政府軍に占拠されていることを知った。（中略） 

 政府軍は 17日にいたって俵野付近の重囲を完了した。その兵力はほぼ 5万で新式銃をもつ鎮台兵

でうずめられた。（中略） 

 西郷は 17日午後 4時から児玉熊四郎宅で最後の評定をひらいた。突囲については反対が多かった。
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確かに尋常でない勇気が必要であったが、しかし故郷の鹿児島へ帰れるという魅力はえたいの知れぬ

感情として人々の心の底をゆるがせていた。（中略） 

 桐野が西郷に決を仰いだ。西郷は「まず可愛岳をよじのぼって遠く三田井に出よう。三田井から北

へ行けば豊後の竹田であり南へ行けばはるかに山並は鹿児島に通ずる。三田井で考えればよい」と言

った。この案に一決した時はすでにこの峡谷は暮れまわりの峰々に無数の篝火がかがやきはじめてい

る刻限であった。（中略） 

午後 10時闇の村道に出、裏山を登りはじめた。暗夜の登攀は困難をきわめた。道のない箇所がい

くつかあった。断崖もあった。断崖を横へ移動すべく岩角を両手で抱くようにして足場を少しずつ移

して進んだ。（中略） 

 「薩軍西郷・桐野以下数百人が俵野から可愛岳を越えて脱出した」という報は、参軍山形有朋にと

ってまったく予想外のことであった。かれは山々や谷々を埋めるほどの兵力をもって西郷らを包囲し

ていた。この段階にあっては西郷ひとりを捕えることが戦いの全局の終了につながる。西郷が薩人と

ともに在るかぎり薩人はこれを擁して最後まで戦うにきまっていた。 

このあとは平成 30年NHK大河ドラマ西郷どんをご覧ください。 

 

 

（児玉熊四郎宅での最後の軍議の様子） 

 

見立鉱山 英国館と女郎の墓 2013.11.22 

2010.9.25 宮崎県にある九州百名山の五葉岳 1570m に登った。山の麓に女郎の墓への案内板があ

り、その時はどうしてこんな山奥に女郎の墓があるのか不思議だった。さらに五葉岳のまわりにはお

化粧山 1450m、お姫山 1550m、乙女山 1517m といった女性に関連した名前の山があり何か関係が

あるのではと考えていた。 

 3年後、2013.11.22に大分県の九州百名山傾山 1602mに登り、日之影町方面へ県道 6号を走って

いると英国館という標識が目に入った。最初は英国風の喫茶店だろうと思っていたが、こんなところ

に喫茶店はおかしいと思い立ち寄ってみた。 

 

 そこは、かってイギリス人ハンス・ハンターが経営していた東洋鉱山株式会社の住居兼ゲストハウ

スであった。1969 年に閉山になったが、最盛期には国内生産量の半数を占める錫鉱山で日本一であ

った。従業員社宅、食料品の商店街、鉱山直営の販売所、娯楽施設等があり大変な賑わいであったよ

うだ。私の頭の中では一つの点であった女郎の墓が、この見立鉱山と線でつながり謎が解けた。 
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（傾山標高 1602m） 

 

 見立鉱山とはどんな鉱山だったのだろうか 

1908年前延岡藩主内藤政挙が見立鉱山一帯の鉱区を買収し大吹鉱床の開発に着手し、64kgの錫を生

産したが、その後は操業と深業を併行した。その結果、富鉱脈を発見し、1917 年に見立本鉱の開発

に着手し、見立に精錬所を設け、鉱石を運搬するために坑口と精錬所を結ぶ 1500ｍの索道を開設し

た。さらに諸物資を運搬するために日之影までの道路の開設など見立鉱山としての本格操業が始まり、

1920年に 36.6トンに達し、一時重要鉱山の指定を受けたが、錫の暴落のため一時休山した。 

 1924年イギリス人ハンス・ハンターが木浦鉱山と見立鉱山を買収し、1926年外国資本百万円で東

洋鉱山株式会社を設立し、英国製機械を導入して近代的設備を持った見立鉱業所として本格的な操業

に着手した。 

 太平洋戦争開戦前頃は見立からトラックで延岡駅に送られ、ここから汽車で門司港に運び、船でシ

ンガポールに運ばれ、精錬されていたが、後に大分県の佐賀関に送られ精錬されるようになった。日

本がマレーシャを占領し、錫を得たので 1944 年から鉛の生産に切り替えられ終戦を迎え、1946 年

休山となった。戦後 1955年富鉱帯を発見し、見立鉱山の生産高は当時国内生産高の半数を占め錫鉱

山としては日本一であった。1963年鉱床の品質低下により休山し、1969年閉山した。鉱山の閉山に

よりゲストハウスも荒廃したが、1985 年日之影町がラサ工業から譲り受け、翌 86 年に修復した。

英国館と命名された。施設内には当時の調度品や見立鉱山の資料などが展示されている 

 

 

７． 鹿児島県 

薩摩焼 十四代沈寿官 

 司馬遼太郎「故郷忘じがたく候」より引用 

 秀吉の朝鮮再役（慶長ノ役）で韓国全羅道南原（ナモン）城の要塞が落城したとき、沈寿官（ちん

じゅかん）氏の先祖は貴族であったことは確かで、どうやら王子を守っていたらしい。いつ、どのよ

うにして捕まったのか。とにかくも逃げおくれた沈寿官以下 70人ほどの男女が島津勢に捕まったの

である。 

 当時、日本の貴族、武将、富商のあいだで茶道が隆盛している。茶器はとくに渡来物が珍重され、

たとえば韓人が日常の飯盛茶碗にしている程度のものが日本に入り、利休などの茶頭の折り紙がつく
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ことによって千金の価をよび、この国に来た南蛮人たちまでが、「ちょうどヨーロッパにおける宝石

のような扱いをうけている」と驚嘆するまでになっている。ときに茶器は武功の恩賞としてあたえら

れた。一国に相当する茶器まであらわれた。 

 島津勢は、そういう時代の流行のなかで朝鮮に討ち入っている。宝の山に入ったようなおもいであ

ったであろう。しかもこの宝というのは素材はといえば土と火であるにすぎず土と火からそれを生ま

れしめる工人こそいわば錬金術師であった。 

 秀吉の死後二カ月、1598 年和議が成立し、日本軍が撤退中に韓・明水軍と遭遇し戦って大いに敗

れた。島津義弘はわずかに余兵五十艚をもって脱出した。この困難のなかで陶工たちはどのように扱

われたのか、どこに収容され、いつ出帆したかわからない。 

 かれらは東シナ海の外洋を南下しつつ直接薩摩半島の浜辺に漂着した。羽島崎の南のわずかに入江

のある串木野の島平（しまひら）という無人浜である。そこで山を歩いて陶土を探し、ほそぼそなが

ら茶碗の類いを焼き始めた。しかしあたりの土民が気付き、焼き物を壊したり、小屋を壊したりした

ので、かれらは内陸をめざし道を東にとった。苗代川に来た時「この辺り故山に似たり」といって第

2の居所にしようと決めた。 

 島津藩役人はかれらを鹿児島城下に住まわせ屋敷も与えようとしたが、断った。鹿児島には慶長の

役で島津勢が来攻したとき寝返って道案内をつとめ城内の様子などをことごとく教えた裏切り者朱

嘉全がいる。もう一つの理由はこの村から山侍楽（サンブラカ）の丘に登れば、われわれがやってき

た東シナ海のはるかかなたに朝鮮の山河が横たわっている、われわれは天運なく朝鮮の先祖の墓を捨

ててこの国に連れられてきたが、しかしあの丘に立ち祭壇を設け、先祖の祀りをすれば遥かに山河が

呼応し、かの国に眠る祖先の霊をなぐさめることができるであろう、涙をうかべつついうのである。 

 それを聞いた義弘は「されば苗代川に土地と屋敷を与えよ。扶持もあたえ、なお不足のことがあら

ば申し出させよ」といった。かれらの階級を飛躍させ、武士同様に礼遇することになった。 

 

 読売新聞 「道有り」より引用 

 沈寿官少年は第二鹿児島中に進むと、朝鮮という自身のルーツを理由に、理不尽な差別を受けるよ

うになる。当時は太平洋戦争の真っただ中。他高の生徒らに「朝鮮征伐じゃ」と因縁をつけられ、暴

力を振るわれることが多くなった。父・十三代沈寿官には「けんかに強くなれ。勉強も 1番になれ。

それしか方法はなかど」と言われた。なぜ自分だけがこんな目に遭わなければならないのか。先祖が

朝鮮人だから「弱虫」と思われているのか。 

 ある日、父に海軍飛行予科練習生に志願したいと打ち明けた。縁側に歩み寄った父は、庭木を見な

がらつぶやいた。「この木はひとつも不平を言わず、ここで花を咲かせて黙って枯れる。お前の人生

はその木じゃ。木の生き方を、お前の生き方にしてくれや」。その目には涙が浮かんでいた。父も祖

父も曽祖父も、先祖たちはずっと差別に耐えながら、一子相伝の技術をつないできた「木」だった。

「自分もこの地で陶工として花を咲かせよう」そう心に決めた。 

 戦地で死ねば、陶工になることはできない。学徒動員で愛知県の飛行機工場に勤めながら徴兵が猶

予される軍医を目指し、やがて鹿児島医学専門学校に進学。一緒に受験した同級生 10人のうち、合

格したのは 1 人だけだった。他の同級生は間もなく陸軍に召集された。乗っていた船が種子島沖で

撃沈され海に散った。 

 

 司馬遼太郎「故郷忘じがたく候」より引用 

 白は、李朝の特色である。卵白あり乳白あり灰白があるが、いずれも白にこれほど複雑な表情があ

るかとおもわれるほどの膚質を、とくに李朝前期の工人たちはつくりだした。 

朴平意がつくりだした白薩摩は、似ているのみで李朝の白さではない。李朝は白磁である。薩摩には

朝鮮ほどの良質の磁器の土がないため、朴平意はやむなくこれを陶器とし、しかもこの白陶をできる

だけ白磁に近づけるべく皮を薄くした。このため李朝がひらいた白とはまったく独自な、世にいう白
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薩摩の世界を朴平意はつくりだした。 

 義弘はそれを大いにつくらせ、徳川将軍家に献上した。諸大名にも贈った。白薩摩がこのようにし

て世間に出た時、李朝のような素朴さはもたぬにせよ、これほど高雅でこれほど気品にみちた焼物を

かって世間は目にしたことがなかった。 

 世間に対して薩摩焼の稀少性を保つために白薩摩にかぎり、島津家御用以外は焼くことを禁じた。

黒薩摩、但し御前黒を除く、のみは一般の需要に供せられることを許した。このため天下の富商が万

金を積んでも白薩摩の茶碗ひとつも手に入らぬということになり、いよいよこの評判を高くした。 

 薩摩藩は 1867年にパリで開かれた万国博覧会に、幕府とは別個に参加した。このときの出品の中

で異彩を放ったものは十ニ代沈寿官作の白薩摩であり、さらに 1873年、オーストリアで開かれた時

も右の沈寿官作の薩摩焼大花瓶一対が出品され、すでに欧州で高名であった薩摩焼の評判をさらに高

めた。 

 

屋久島と種子島 縄文杉と鉄砲伝来の地                                                   

              H23.4.16～4.19、H23.9.23～9.24、H24.10.29～11.1 

屋久島遠征 

 屋久島には九州百名山が 6 山ある。そのうち 1 山宮之浦岳は日本百名山にも選ばれている。九州

最高峰の山でもある。これら 6山を 3回に分けて登った記録である。 

 

 第 1回遠征H23.4.16～4.19 

H23.4.16鹿児島港埠頭を 8時 30分のフェリー「屋久島 2」で出航。屋久島まで 4時間の船旅である。

宮之浦港から県道 77号を安房港（あぼうこう）方面へ。安房港から県道 592号へ右折し、ヤクスギ

ランドへ。途中猿や鹿が出迎える。森林環境整備推進協力金 300 円を払う。千年杉や仏陀杉を見物

後淀川登山口へ向かう。ここで車中泊。途中樹齢約 3000年、胸高周囲 8.1mの紀元杉を見物。 

 4.17淀川登山口で「登山道にトイレ建設のための寄付金」500円寄付。淀川小屋、小花之江河（こ

はなのえごう）、花之江河（はなのえごう）を経由して宮之浦岳へ。途中高盤岳（こうばんだけ）の

トウフ岩や花崗岩の奇岩が続く。宮之浦岳、永田岳と並んで「三岳」といわれる栗生岳（くりおだけ）

を通って宮之浦岳 1936m 山頂へ。次に目の前のギザギザした屋久島第 2 の名峰永田岳 1886m へ向

かう。登頂後民宿「杉の里」へ。 

 4.18 途中千尋の滝（せんびろのたき）を展望しながら屋久島三大岩壁の一つモッチョム岳（本富

岳）940mへ向かう。モッチョム岳の隣の耳岳 1202mも一枚岩の巨大な岩壁の山容である。下山後、

尾之間温泉で汗を流し、日本の滝百選に数えられる名瀑大川の滝（おすこったのたき）を見物。落差

88m。 

 4.19ピラミッドのような秀麗な山容の愛子岳 1235mへ向かう。山頂直下にロープ場が 3ケ所ある。

下山後白谷雲水峡（入場料 300 円）を見物する。弥生杉を見て白谷小屋まで往復する。フェリーの

時刻まで時間があったので近くの志戸子（しとこ）ガジュマル公園（入場料 200 円）を見物後帰路

につく。 

 

 第 2回遠征H23.9.23～24 

9.23 折田汽船フェリーの「屋久島 2」で 8 時 30 分出航。桜島を後方に見ながら錦江湾を南下する。

14時10分淀川登山口を出発する。黒味岳への標準往復タイムは6時間であるので完全に日没になる。

行ける所まで行ってみることにして猛スピードで歩く。16時 30分黒味岳山頂着。17時 35分淀川小

屋着。多くの人がテントで食事の準備をしている。18時 10分淀川登山口着。まだ明るいうちに下山

できてひと安心。 

 9.24屋久杉自然館からシャトルバス（往復 1700円）で荒川登山口へ。ヤクスギランドへはマイカ
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ーで行けるが、荒川登山口へはバス利用になる。5 時 10 分発登山口発。まだうす暗いのでヘッドラ

ンプを点けて歩く。6時 00分小杉谷橋着。小杉谷は 1923年から 1970年にかけて行われた杉の伐採

で栄えた集落。最盛期には 133世帯が暮し、商店や理髪店もあった。現在は小・中学校跡地がある。

7時 50分ウィルソン株着。1586年豊臣秀吉が島津藩へ命じて伐採。株の近くには伐採の残りと思わ

れる幹の先端があり、それから分析すると樹高はなんと 42m。屋久杉でもっとも高い存在だったか

もしれない。9時 00分大正杉（推定樹齢 3000年、樹高 24.7m、胸高周囲 11.1m）、夫婦杉を経由し

て縄文杉（推定樹齢 2170～7200 年、樹高 25.3m、胸高周囲 16.4m）着。縄文杉は屋久杉最大の老

樹。樹齢は 7200年あるいは 2170年といわれ、定かではない。下山後民宿「志保」に泊まる。1泊 1

食 5250円。 

 

 

（縄文杉） 

 

 第 3回遠征H24.10.29～11.1 

 10.29鹿児島谷山港を「フェリーハイビスカス号」で 18時 00分出航。21時 40分種子島西之表港

着。翌朝 5時 10分発。7時 00分屋久島宮之浦港着。 

 10.30 ヤクスギランドに入場しやくすぎの森コースへ行く。蛇紋杉を経由して太忠岳 1497m に登

る。頂上には巨大な天柱石がある。登頂後隣の花折岳 1587mに向かうが、登山道が不明のため退却

する。尾之間温泉で入浴。 

 10.31屋久島宮之浦港 8 時 20 分発。10 時 10 分種子島着。種子島宇宙センター宇宙科学館見学。

種子島最南端の門倉岬にある鉄砲伝来の地を見物。ホテルニュー種子島に泊まる。 

 11.1種子島西之表港 11時発。14時 40分鹿児島谷山港着。 

 

種子島ってどんな島 

 天文 12（1543）年にポルトガルから鉄砲が伝来した地であり、日本有数の宇宙ロケット打ち上げ

発射場の種子島宇宙センターで知られる。島内には鉄砲伝来にまつわる史跡や旧跡が残り、一方で宇

宙開発技術の歴史がわかる宇宙科学技術館など、新旧の歴史が織り交ざった観光名所が点在する。ま

た、東シナ海側の西海岸は波穏やかなビーチが広がり、太平洋側の東海岸は風波によって浸食された

奇岩が織りなすリアス式海岸という、対照的な自然地形が珍しい。とくに高い波が発生する東海岸は

全国屈指のサーフポイントとして有名。近年はサーファーの移住者が増えている。 
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（門倉岬 鉄砲伝来の場所） 

 

８．沖縄県 

首里城 琉球王国 2006.10.28 

 首里城は 1350年、中山王察度（ちゅうざんおうさっと）が築いてから、529年に亘って国王の城

であった。1429 年尚巴志（しゅうはし）が三山（北山、中山、南山）を統一し、琉球王朝を立てる

と、首里城を王家の居城として用いるようになった。首里城は数度にわたり消失している。 

 琉球王国は 1429 年に成立し、1879 年（明治 12）、日本政府が軍隊を派遣し、首里城から国王尚

泰（しょうたい）を追放し、沖縄県の設置を宣言するまでの 450 年間にわたり、日本の南西諸島に

存在した王制の国である。 

 沖縄は古来、アジア各国との交易が盛んで、そのため、国際色豊かな文化が育まれてきた。独立し

た国家・琉球王国として栄えながらも、時代の潮流によって激動の歴史を刻んできた。勢力圏は小さ

な離島の集合で、総人口 17万に満たない小さな王国であったが、隣接する大国明・清の海禁や日本

の鎖国政策の間にあって、東シナ海の地の利を生かした中継貿易で大きな役割を果たした。 

 

（首里城） 
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（守禮之邦） 

 

 縄文人と琉球人 

 縄文人の核ゲノムから歴史を読み解く、 

「縄文人ゲノム解読 私たちのルーツは」および DNA研究で「縄文人と弥生人」が分かってきた

を引用加工。 

アフリカを起源にもつ私たちヒト（ホモ・サピエンス）はおよそ 5～10 万年前に故郷を出て世界中

に拡散して行った。そして一部の集団がおよそ 4～5 万年前に東アジアに進出した。1980 年代以降

DNAから歴史を読み解く遺伝学的研究が盛んに行われるようになった。 

 

 福島県三貫地貝塚から出土したおよそ 3,000 年前の縄文人骨から大臼歯を取り出し、そこから

DNA を抽出した。配列を調べるとわずか数％程度、縄文人に由来するであろう DNA が含まれてい

た。 アフリカ（ケニア、ナイジェリアなど）、ヨーロッパ（フィンランド、イギリス、スペインな

ど）の集団を含む世界中の人々と縄文人の核ゲノムを比較したところ、縄文人は東ユーラシア（中国、

日本、ベトナムなど）の集団と遺伝的に一番近いことがわかった。さらに東ユーラシアの集団にしぼ

っての比較により、現代日本列島人は大陸集団に比べてより縄文人に近縁であることがわかった。 

 縄文人の起源が東南アジア、北東アジアのいずれについての議論が長く行われてきた。縄文人のミ

トコンドリアと現代人の DNA を用いた遺伝学的研究からは北東アジア人に近いという結果が出て

いたが、今回の核ゲノム解析では縄文人はいずれにも属さず、東アジア人の共通祖先から分岐してい

たという系統関係になった。 

 つまり縄文人は、これまで考えられていたよりも古い時代に他の東アジア人集団から孤立し、独自

の進化をとげた集団である可能性が出てきたのである。 

 

 次に、現代の日本列島人 3 集団と縄文人との関係を見たところ、アイヌ、琉球、本土日本人の順

に縄文人の遺伝要素が強いことがわかった。二重構造節＊）で指摘されていたことを縄文人の核ゲノ

ムを用いて直接的に証明できた。 

＊）二重構造説とは、縄文人と渡来民が徐々に混血していくことで現代の日本列島人が形成されたと

いう説で、列島の端に住むアイヌと琉球の集団は、縄文人の遺伝要素を多く残すとしている。 
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 アイヌの集団の形成には南シベリアのオホーツク文化人（5～13世紀）が関与していることが、ミ

トコンドリア DNA の解析などから提唱されている。核ゲノム解析からも同じ結果を示唆しており、

日本列島人の成立ちは単純な二重構造ではないことがわかってきた。 

 

 最近では別の縄文人個体の核ゲノムの 90％程度の解析に成功している。ただ、縄文時代は 1 万年

以上と長く、文化圏も北海道から沖縄本島までと広いため、時期や地域を通して均質な集団であった

とは考えにくい。 

 

 縄文人と弥生人 

 およそ 4万年～2万年前の間に、大陸から日本に渡った人々がいた。大陸と海で隔てられていたた

め、この人々はその後大陸のアジア人と交わることなく進化を遂げ、縄文人の祖先になる。その間大

陸のアジア人も様々に別れていった。そして、縄文時代の末以降、再び大陸から日本に大勢の人が渡

ってきた。いわゆる渡来系の弥生人である。稲作文化を持ち込んだ渡来弥生人は人口の多くを占める

ようになるが、その過程で縄文人と幾らか交わりを持ったため、現代の日本人には 12％だけ縄文人

の DNAが伝えられた。 

 

 

 

あとがき 

 H29.11.19大寒波が日本列島を襲った。北海道や東北地方は大雪である。雪のため交通事故も起き

ている。私は福井県坂井市に 2年 4ケ月単身赴任したことがある。冬は寒い。 

冬の雷は低空で鳴るので音も凄い。 

 

12 月頃東尋坊へ行ったことがある。波が岩にぶつかって波の華を飛ばしている。雪は上から降っ

て来ない。横からほっぺたをたたく。日本海はどす黒く不気味である。直ぐに車に戻った。 

 

 こんな日でも九州では小春日和かもしれない。太陽の光が燦々と射しているかもしれない。北陸と

九州の冬は違いすぎる。同じ日本に住んでいて北陸の人は損だなあと思った。 そんな九州を旅行あ

るいは登山したときの感想をまとめてみた。 

 

 最近、韓国の人たちの日本に対する反日感情がすごい。この反日感情はいつごろからそうなったの

か、そもそも民族の違いなのかについて８．沖縄県の項で書いてみた。 

朝鮮から日本への帰化は大昔から現在も行われているが、朝鮮人と日本人との民族の交流はいつ、

どの程度だったのか、全くなかったのか興味がある。しかし私自身、まだ結論が出ていない。 

 

 

 


