風呂をど特殊 なもの について の記述は あって も,銭湯の様式 につ いては何 もふれ られていなか った.
人間の営みの中,生産に関する ものはデー タも得やすいが,生活 (文化 とい うべ きか) に関する実
態の把握は極めて困難で あるo蓋 し生活地理学,文化地理学 の発達の未だ しい所以 で あろ うか｡

韓

母

本

省

一 続 としよ少のひやみず 一

岡

山

俊

夫

地理学評論 6巻 7号 ｢山崎直方博 士記念論文集｣ 所載 ｢水準測量改測 の結果 と地形 との関係｣ で
私は,阿専断屑屋東部 の断 層階地塊が最近 まで動い ていた ことを明 らかに した. あれは実は,卒論
の 1葦 のサ ワ1
)的 夜部分を抜 き出してまとめた もので ある.それか ら 27年後の昭和 5 2年秋,私
はは じめて現地へ臨んだ｡以来ほ とん ど毎年 少 くとも 1回,多い年 には 4回,延長 8 0血 の同断
屑屋のど こかへ足 を運ん だ｡ 主断層 にそ うては少 くとも 2ヶ所で段丘が切 られているo 水準測量 の
結果 にあらわれた階段断 層 (5万の地質 図に記入 な し)に手を伸 したのは 59年 か らで ある.その
西部では破砕帯 を簡単に発見できた. 中部ではいまだにそれが見つ か らない｡昨年は木曾山脈系統
の断層 と交錯 している東部へ榛換えを した.根拠地は妻竃, コカ ･コー ラを売 る店 もない,古 きよ
き時代 の姿を とどめている宿場である.
中央線の名古屋行 き列車で三留野を過 ぎると,木曾谷は東西 とを 9,満 々と水 を湛えた頗母 のダ
ムが見えるO その南岸の急 斜面は国道が トンネル となる辺 は谷底か ら山頂 まで薄着 の連続 だが,そ
の他は黒 々と国有林 にかかわれている. そこに.
喰 い込む狭 深夜谷が腐母谷 で,木曾川 との 合流点は
バ

ック ウ ォ‑クが入江 になっているか らす ぐわか る｡ 車窓観察 と. 2km ほ ど下流の薮 には驚かを

い私 にも気味の悪いほどの森林 の繁茂状態 とか ら,永い間私は この谷は入いれ覆い もの と思 ってい
た｡
昨年 9月,購母谷源流部 の荒廃 しきった紳径 を辿 っていて,はか らず も鹿母本谷歩道 なる ものの
存在 を知 った｡ ‑ クに くだ b込んでエ ラい 目に遭 っては と,廻れ右 して国道づたいに木曾川 との合
流点壇で行 ってみた｡た しかに径が, しか も右岸 にも左岸にもあるO翌 日,その 日は藤村 の ｢夜明
け前 ｣ の舞台馬寵‑行 って阿寺主断 層の束端部 を見 るつ もbだったが,早発,源流 部で見つけ た密
林中の戯母本谷歩道‑踏み こむ｡ これまた しば しば立往 生す る くらい部分的に甚 しく荒廃 してはい
るが,高校 生の ころ詠んだ ｢うす湿る落葉 の径は ひと b行 くわが襲音さへ胸に泌 む もの｣ とい う歌
を思いだ 卓せて余 bある趣があ ?た｡ ただ し,径は谷底か ら 100m以上 の右韓 を等高線 をbに大
迂曲を くb返 しつつ,木曾川 との合流点に近づいて急転 直下 し,露頭 も景 色 も何 も殆ん ど見 えなか
つ兜o
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1 1月, 合流 点か ら左岸 の径にはいる.快晴 恵のに薄暮 か と感ずる森林 L
Z
)
繋 bようで, どこを歩

いているのか見当がつか をい｡ ど うや ら支谷へ碑み込ん で しま Dた らしいが, よ くわか らぬo確 か
に本省 と思 う所 まで戻 って.薮 を くぐ少,谷底へ出,流れを さかのぼ るこ とにす る. あちこちに腐
って谷壁 か らず b落 ちた木馬道 の材木 と倒 木が.出水 の際 に流 されて棲み重 な 9,谷 をとざす高さ

2‑ 5 m の逆 茂木と覆 っているO所 々に 2‑ 5段の滝が あって,その中途 に家 な らば 5階建 ぐらい
の大 岩塊が突立 っていた 9,岩壁 が両岸 か ら巾 2mに追 った りして,なか なかス リリングである｡
破砕帯 も数 カ所で見た｡ がそれ よDも何 よりも,頗母本谷 の人気の無 さ,その幽 々其 々たる寂 馨感
･隔絶感 にす っか b魅せ られ て しまった.
宿へ帰 って訊ね られ るままに,全然陽の射 さない ような谷 です よとい うと,老齢 の女主人が.磨
母 日影 とい うことばがあ った とt
J
lう｡ 頗母 山の山陰 の木骨 川ぞ いの昔の路は,年 中 日のあたるこ と
がを く,そ れでその部分 をそう呼ん だのだ との こと.木曾 路 の険岨 さは今は僅 か に｢犬帰｣ の地名
に偲ばれ るだけだが,幽暗な腰母 日影の 面影はまだ多分に木谷 に残 っているのではなかろ うか｡ 1
日おいて私は,今度は源流部か ら左岸 の歩道を下 った｡ 今年 もまた行 くつ も りでい るo 私 の裡 に生
きつづけ てい る原人 の耳に,腐母本省 の呼 ぶ声が聞えるか ら.
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と きどき強歩 をや って,ひ とDJ
E
兎に入 ることがある｡ 月の ある夜 夜 ど千歳鳥 山の駅 を降 bる と途
端 に空気がか ぐわ しく,空 がぬけ る ように澄ん でいて心楽 しい とき,強歩 したい衝動にか られ る｡
前方 に若 者が 澗歩 している と競争心がか きたて られ る｡ 誰かに追いぬけ られ ると決定的 に強 歩体 制
にはい る｡ オ リン ピ･
yクで競歩 に優勝 して, ゴール前の フ ィール ドへ飛びだ した奥 さん と抱擁 して
歌書 したあの イギ リス青年 の姿勢の真似 で あるO上体 を真 直 ぐに胸 をは b,つ まさ きで地につ くと
ころへ睦 を下 し,息 を小刻み に憂 えてテ ンポを速めるだけで よい.大地がス イス イ後ろへい く,黒
い影が前へ とぶ,め ざす相手を抜 き返 した ときの気持は悪 くなho敵 もさる もの,や られ た と感付
くこ とが ある らし くグイグ イ迫 って くる場 合がある. こん な時 には早 くうちへ着 きたい と思 う.逮
中で道 をそれた らし く足音が小 さ く怠る とヤレヤ レと思 う. 玄 関の扉 をあけ た途 端に両足 がひど く
か らみ 合 う｡千 鳥足 の よ うを振幅 の大 きい もので惹 く,早 足 で‑直線上 をい くあの もつれ方 だ.秦
めて平 静 を装 っていて も大法家内 に見依 られ るO ところが実 を言 うと,その子供 の よ うなと言われ
ることが気 に入 って強歩が止 め られ夜いの だ. コム ラガエ 1
)を起 します よとも言 う. しか し私には.
長距離 の強歩で もコム ラガエ リに関係がたい よ うだ｡数年 前 ,黒姫の開発計画 を手伝 って信濃町 に
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