琵琶湖を巡る街道と鉄道（4）
江 崎

25．
「美濃大返し」5 時間で 52km 走破

たお

昭

26．軍勢の集団移動速度

1582年（天正10年）の本能寺の変で信長が斃れた

一般に集団移動の大軍勢は、先頭と後尾では、その

後、誰を後継者にするか問題となった。信長の死から

間隔が十数kmに及び、山坂があれば、伸びたり縮ん

わずか25日後、織田家の家臣が清州城に集まり「清州

だりして移動、高速道路のような渋滞を繰り返して進

会議」が行われ、秀吉が推挙する信長の嫡男信忠の子、

んだ。そして、
まず戦場手前の集結地にいったん集まり、

三法師が後継者に決まった。この決定に憤懣やるかた

体勢を立て直して戦いに臨むのが通例で、この美濃大

ない柴田勝家は、秀吉との戦いを決意した。このとき、

返しでは、先頭が夜8 時頃木之本に到着したが、最後

勝家には再婚したばかりの妻お市（信長の妹）がいた。

尾が木之本の地蔵広場に到着したのは深夜過ぎであっ

翌83年（天正11年）秀吉は、突如挙兵した岐阜城

たという。1万5,000 名の大軍団であったので、落伍者

さん ほう し

ふん まん

の織田信孝を倒すために美濃に赴いたが、大雨で長良

もあり、死亡者もいたという。

川と揖斐川が増水し氾濫したため、岐阜城を攻められ

27．電撃移動速度達成の秘策
筆者が若い頃、教わった旧日本陸軍の「作戦要務令」

ず大垣城に留まっていた。
そのとき、勝家は秀吉の軍勢が近江から離れたのを

では、装備した歩兵の行軍速度は4km/時、歩兵大部

好機と見て北ノ庄城を出発、柳ケ瀬山に布陣、秀吉軍

隊では25−30km/日、騎馬利用の部隊は40−60km/

と対峙し、部将佐久間盛政に秀吉方の大岩山砦を攻撃

日であった。
秀吉の美濃大返しの移動速度は電撃的移動速度で

させ陥落させてしまった。
岐阜城まで行かず、大垣城にいた秀吉は大岩山砦の

あったが、前年の中国大返しでは、7日間の行軍で山崎

落城を知り、直ちに軍を返すことにした。当時直属の

に到着した一部の兵士が疲労で戦えなかった先例を反

部下であった石田三成は大谷吉継と計り、屈強で健脚

省し、次のような方策がぬかりなく採られた。

な兵約50 名を選び先発させ、村々で「要所々々に松明

①一般に抜け駆けは軍律で禁じられていたが、当日

を用意」
「道に荷車、木材を置くな」
「間口1間に米1升

はこの制約を解き将兵の意思に任せた。②まず将兵は

「すべて10 倍の
炊き、握り飯と湯水を」
「馬糧を用意」

甲冑、腰兵糧もつけず走った。③「兜着」という強壮な

価格で買い上げる」と触れ回らせた。14時に大垣を出

足軽が武器を担いで後を追った。④戦場に到着すると

ま ぐさ

かぶとぎ

た秀吉軍は木之本までの丘陵地帯を含む52kmを僅か

将兵は甲冑を受け取り武装した。⑤秀吉などの大将は

5時間で移動した。これが世のいう「美濃 大 返し」で、

に乗ったりした。⑥戦闘に使う「お
馬に乗ったり「陣輿」

驚異的な軍隊移動速度であった。

貸し具足」は長浜城に保管され長浜港から賤ヶ岳の麓

み
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4 月 16 日 織田信孝 岐阜城で挙兵
17 日 秀吉は美濃へ進軍、揖斐川の氾濫で
大垣城で足止め
20 日 秀吉大岩山砦落城を知り、軍を返す
14 時出発、52kmを 5 時間で走破
19 時木之本到着

大岩山砦
▲

の おお がえ

中山道

の飯浦港まで船で輸送した。⑦沿道には、握り飯、水、
わらじ

草 鞋、松明を用意…などの手を打ち、行軍の速度向上
を図ったという。
28．大谷吉継の進言と準備
この美濃大返しで、成功の推進役となったのが、ご
存知の白覆面の猛将大谷吉継
（敦賀城主）
の進言であっ
た。彼は予め兵糧を計算、堺の商人に大量のコメを発
注、あわせて鉄砲や煙硝を注文、柴田勢との決戦の地
を湖北の山岳狭隘地帯余呉賤ヶ岳と想定、急造の砦を
構築しておいた。

美濃大返し ルート（赤矢印）

また、不信を抱いていた織田信孝に備え、岐阜から
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はさ

湖北木之本まで狼煙台を築き簡単な通信網を構成、こ

「はさ」という言葉は、
「挟む」の意から来ていて、ハン

の北国脇往還に早馬を用意し換え馬の準備をしていた

ノキに縛り付けた竹の横棒に、刈った稲束を掛けて乾

という。これが大返し成功の影の支えとなった。

かす作業である。昔から稲束を懸けたハンノキのある

29．短時間で帰還した秀吉の大軍に驚く

余呉湖の田園風景は琵琶湖の秋景色として、よく風景

しば

石田三成は農民に稲の束を

写真の題材に使われていた。一昨年、久しぶりに賤ヶ

懸けるため畔に植えた「ハンの

岳へ取材に行った際、JR 余呉駅のホームから、眼前に

木」に蓑と菅笠を付けさせ、夜

横たわる余呉湖とハンノキが立ち並ぶ光景を写そうと

には篝火を焚き松明を付けさ

したが、ハンノキは1本も見当たらなかった。

あぜ

みの

すげがさ

かがり び

せた。このため、北陸脇往還

このはさかけの偽装作戦の行われたのは6月である

えん えん くれない

に沿って蜿蜒と紅の炎が続き、

から、当然稲束は無く、この木に横棒を付け菅笠を吊

秀吉の大軍が帰ったように見

るし、松明を焚き大軍勢と見せかけたのは、石田三成

せかけた。

の知恵といわれているが、彼はこの北国脇往還沿いの

思わぬ短時間で帰還した秀

石田村の出身者であり、
この土地の地理風習に詳しかっ

吉の大軍に驚いた勝家方の猛

（後ろから見た図）

将佐久間盛政は、情勢不利と

図16
かや
すげ
蓑と笠、この 蓑は茅、 菅
などの茎や葉を編んで雨
具を作り、肩から羽織って
前で結び使用した

見て、深夜、ひそかに撤 退を
開始したが、未明に秀吉らの
大軍に強襲されてしまった。

たため考え付いた作戦であった。
32．はさかけ米とは
さて、筆者の知人に、新潟県の関川村で、はさかけ
米をやっている人がいる。
「もんじゃ米」というブランド
でインターネットでも扱っていて人気ある商品である。

30．余呉の戦いが賤ヶ岳の戦いに変更

「もんじゃ」とは奇妙な名前だが、この地方で行われ

これが有名な賤ヶ岳の戦いであるが、現地で聞いた

る「大したもん蛇まつり」から来ている。その祭は昭和

ところによると、激戦は賤ヶ岳で行われたのではなく、

42年 8月28日に発生した羽越大水害と、村に伝わる

主として、その西麓の余呉で行われた。中でも秀吉軍

大蛇伝説をテーマにしたもので、大蛇パレードに登場

の「七本槍」といわれる若武者が活躍したことは、この

するのは何と長さ82. 8m（地震発生月日）重さ約2トン

戦いを有名な合戦として世に知らしめた。総大将の秀

の巨大な大蛇で「竹とワラで作った世界一長い蛇」とし

吉はこの賤ヶ岳の山頂で指揮をとり、戦いの推移を見

てギネスブックにも認定されている。

下ろし、宿敵勝家軍に勝利し
たことから、最初「余呉の戦い」
であったが「賤ヶ岳の戦い」と
いわれるようになったという。
あの有名な「姉川の戦い」
も、
「野村三田村の戦い」から後世
の史家が家康に都合のいいよ
うに変えたものであり、意外
な改名の史実を学ぶと歴史の
裏側に横たわる人間の身勝手さ
も感じられ面白いものである。

写真32
標高421mの賤ヶ岳山頂に
立つ標柱
すげがさ

31．石田三成の奇策、はさかけに菅笠
写真 33
ペットボトルに入ったはさかけ米
母親が穂先を下に息子に投げている
はさかけ作業

この湖北の地方では、古くから水田の畔に、刈り
取った稲束を干すためハンノキが植えられていた。この
木は、湿地に深く根を張り、畔を強くし、水害から水
路を守るため植えられた。
筆者も終戦直後、ボランテアで、この三成も走った
北陸脇往還沿いの農家へ行き、刈った稲束をはさかけ
する仕事を手伝ったが、下から稲束を投げ上げるテク
ニックと労力は大変なもので、首筋に稲わらが接触、
かゆ

痒くなるのが辛かったという思い出がある。

琵琶湖を巡る街道と鉄道（4）

写真34 もんじゃ蛇まつりの
世界一長い蛇

写真 35
ギネスブック認定書
長さ82. 8m
重さ約 2トン
500 人で村中を練り
歩く「竹とワラで
作った世界一長い
蛇」として認定
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一般に、現在の稲の刈り入れは、刈ったらすぐに脱穀

展したが、終戦直後は、動力となる発動機や電動機も

し、機械で乾燥するのが当たり前となっているが、はさか

なく、約10年ほどして動力式が出現したと覚えている。

け米は稲を刈り取った後、稲束をはさ木に掛け、約1ケ月

36．煽てに乗って足踏み記録に挑戦

間天日で干し、じっくり自然乾燥させたものである。

おだ

筆者は若気の至りか、ボランテア先の回りの人の煽

これは、茎ごと刈り取るため、稲は、乾燥される間

てに乗り、足踏み脱穀機の耐久記録に挑戦した。朝 9

に茎や葉に残っている「旨み成分」
が子孫の米粒の方へ、

時から12時まで、昼は1時間休み、13時から16 時まで

ゆっくり送り届けられる結果、甘みと香りが格段増加す

休みなく踏み続ける力仕事であった。

るという。昔は当たり前であったが、今では貴重な乾

これは、
「米国大陸横断鉄道建設の際、1日16kmの

燥方法となっている。

レールを敷設し世界記録を達成した故事と同じことを

33．はさかけ作業を実体験

したい」と自分には言い聞かせて実行した。ランニング

筆者は若い頃から戦国時代の歴史に興味を抱いてい

には自信を持っていたが、踏み板を踏みながら、白い握

たので、この地方に出掛け、31項で述べたように、ボ

り飯やお茶を補給してもらったことは勿論である。幸い

ランテアで、はさかけ作業を体験してみた。当時は食

成功したが、今でも無謀なことをしたものだと思ってい

糧事情が極端に悪く、第一の目的は、この白くて旨い

る。翌日の乗務は、少し足が痛かったが、休暇もとらず

米を食べるのが目的だったかも知れない。

なんとかこなせたのも若いからであった。

この作業で、米粒が付いた重い方を下にして、2 〜
3m投げ上げるのも、重心の取り方が難しく練習しない
とうまくできない。また、うまく乾燥させるためには、

写真 37
当時、米国で
発行された
「米国大陸横断鉄道
完成 75 周年
記念切手」
1944 年発行

上で受け取る人は半々に分けるのではなく、7・3に分け
交互に掛けるのがコツと教えられ、ここにも農家の知
られざる長年の知恵があるのだと感心させられた。
34．脱穀作業、扱箸から千歯扱き
こぎ ばし

戦国時 代、脱穀は、
「扱 箸 」によっていた。直径 約
1cmの棒2本を手で握り、その2本の間に穂を挟みしご
く方法で、効率の悪い手作業であった。
せん ば

こ

江戸時代になり、
「千歯扱き」という道具が発明され
効率が向上した。その道具は、見られた方もあると思
うが、図17に示すような、20 本〜 25 本の歯で構成さ
こぎ ば

とう み

37．唐箕で藁屑、もみ殻、ゴミを吹き飛ばす
次の作業に使われるのが「唐箕」で、すべて手動式で
あった。右手でハンドルを回転させ、内部のファンで風
をおこし、左手で漏斗から落下する穀物の流量を調整
する熟練を要する道具であった。
そして風力によって、軽いわら屑やゴミは遠くの出口

れていて、その扱 歯の幅は約30cm、長さ約25cmで、

から、良質の重い米粒

その歯の間隔は2 〜 3ミリであった。この道具に向かっ

は近くの出口から出てく

て稲束を打ちつけ米粒を取り去るかなり労力を必要と

るという面白い仕組み

する作業であったが、扱箸に

になっていた。

比べ極端に能率が向上した。

写真 38
帯広からわざわざ出品された
唐箕の展示、代々木公園の
北海道フェアで撮影

このため、後家さんが頼りに
していたパートの仕事も少な
くなり、
「後家殺し」と呼ばれ
たという。

図17 千歯扱き
（後家殺し）

35．足踏み式脱穀機

38．小谷城の山中で炭焼きの手伝い
歴史で有名な小谷城の山中に、当時戦争中にできた

やがて、大正時代になり、

炭焼き小屋があった。どのような関係か忘れたが、友
つ て

千歯扱き作業から発展、足

達の伝手で、炭焼きをやる羽目になった。何でもやって

踏み方式の回転ドラムにルー

みようという若気の冒険心からの挑戦であり、一晩だ

プ状のピンが多数植え込ま

け炭焼き小屋に泊ってのボランテア作業であった。

れた「足踏み式脱穀機」が開

夜も窯を焚き続け、朝方、火を止め、少し窯がさめて

発された。これで脱 穀の効
率が飛躍的に向上した。
さらにこれが 動力式に発

26

から焚き口を開き、熱さをこらえて炭を取り出す。この
写真36 足踏み式脱穀機、
代々木公園の
北海道フェアで撮影

作業が極めて熱い。蒸気機関車の運転台とは比較にな
らない暑さであった。小屋の上部から吊るした鉄製フッ
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この日本最古の駅舎は一時倉庫になり、国鉄の物資
部の売店になっていたこともある。乗務しているとき、
石鹸を買いに行った記憶がある。なお、向かいの建物
は、初春、梅が香る盆梅展で有名な慶雲館である。
この慶雲館は、明治20年（1887年）明治天皇京都
行幸の帰路、船を利用し長浜に上陸されるということ
で建設されたもので、
工事費は当時破格の1
万円、尾 州産の 総 檜
造り2階建で、館名は
当時の総 理大臣伊藤
博文が命名したという
ことである。
写真39

小谷城

写真 40 明治初期における横長の
白い建物の長浜駅と
長浜港

クに長い鉄の棒を掛け、炭を掻き出す。このバランスが
難しい。これは機関車の缶でポーカー（火掻き棒）を使
かす

い火床のクリンカー（燃え滓）を掻き出すのと同じ作業
だが、機関車の焚火作業より難しい作業であった。
炭が冷めると、出来上がった炭を俵の横幅に合わせ
4

4

4

4

て炭切り鋸で切断して詰め込んで完成。当時は、駅ま

写真 41
旧長浜港跡の石碑

写真 42 現在の長浜港、右手に大きな
琵琶湖遊覧船が見える

での輸送は自働車がないので、出来上がった木炭は馬
車か大八車で駅まで輸送していた。
39．炭を担いでお市と浅井三姉妹が逃げた道を歩く
帰りに、藁縄を使い、縄が肩に食い込むのを我慢し
て駅まで運んで帰った記憶がある。どうして何のため
運んだのか記憶にない。土産に1俵貰って帰ったのかも
知れない。当時、木炭は贅沢な貴重品であった。
今思うと、その炭を運んだ道は約400年前、小谷城
攻略の際、信長が秀吉、家康らを従え歩いた道であり、
小谷城が落城、浅井長政の正室お市の方と三人の娘
（浅井三姉妹）が野良着で変装小谷の城から逃げた道
であった。
40．長浜駅と長浜港の関係

写真 43 長浜鉄道スクエアに展示されている
筆者が昔操縦したD 51793号の勇姿
背後の建物は旧長浜駅舎

次回は、京都〜敦賀間、長浜〜大垣間が全通、日本

鉄道が開通した明治初期、長浜港はどこにあったか。

で最も古いポイントとオフセット印刷、賤ヶ岳山麓は琴

このことは、
かなり前から疑問になっていたところだっ

糸三味糸の日本最大の生産地、水上勉の傑作＜湖の

たが、長浜鉄道スクエアで、写真40のような模型を発

琴＞、建設資材運搬用として半田線の仮敷設、東海道

見し旧長浜駅舎の西側にあったことが判明した。

線全通、鉄道連絡船廃止…について書く予定である。

それを見てみると、長浜港は、明治15年長浜 -大津
間の鉄道連絡船の就航にあたって、長浜城の内堀を開
削して開港したのが最初であるという。汽車を降りた
乗客は、そのまま隣の長浜港へ行き、船で大津港まで
琵琶湖を横断し京へ向かったらしい。現在、付近は埋
め立てられ長浜港は西約500mのところへ移転させら
れ、昔港のあったところには、
「旧長浜港跡」の石碑が
建っている。

琵琶湖を巡る街道と鉄道（4）

執筆者紹介
江崎 昭 ESAKI Akira
元京三製作所に勤務。
米国北東回廊改良計画で世界最初のプロジェク
タ式CTC（フィラデルフィア）新設の技術指導、
フロリダ新幹線、タイ、フィリッピンなどの信号建
設改良計画に従事するとともに、1段ブレーキを
使用した最先端のATCシステムを発案、田園都
市線、地下鉄銀座線のATC化を実現した。

27

