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近世軍記『鎌倉管領九代記』における相州玉縄 

 

森 暁子 

 
 軍記物語において、地名は重要な役割を演じています。

あるいは合戦の舞台として、あるいは特定の人物の出身地

や支配している国、または終焉の地などとして様々な形で

作中に現れ、そしてそのイメージは人々の間に浸透して、

後の時代の作品にも広く長く受け継がれていくのです。そ

れは江戸時代に作られた作品でも、例外ではありませんで

した。本発表では、江戸の本屋が地名のイメージを利用し

て軍記物語に手を加えたと考えられる例を示し、その影響

力を考察します。また、今回のシンポジウムの問題提起に

関連して、18世紀から19世紀の初めに生きた江戸の人の

随筆にその地名がどう現れているかということにも少し触

れることにします。 
 さて、ここでは、江戸時代に成立した軍記物語の中から、

『鎌倉管領九代記』という版本の作品をとりあげます。こ

の作品には年記が寛文十二（1672）年のものと延宝六

（1678）年のものと二種類あることが知られていますが、

ここで扱うのは前者、寛文十二年と年記のある方です。そ

の跋文・刊記の丁は、江戸の版元の手によって付け加えら

れたと思しきものですが、そこに示されている「玉縄」と

いう地名のイメージに注目して、軍記物語における地名の

影響力とその利用について見ていこうと思います。 
 まずは、『鎌倉管領九代記』について紹介します。この作

品は現在では一般に知られていませんし、内容については

先行作品の寄せ集めであるとか周辺の作品と似たり寄った

りでとりたてて特徴がないとかいう指摘がされるばかりで

あまり研究も進められてはいませんが、その独自の価値に

ついても少しお話しします。 
九巻十五冊から成るこの作品は、巻ごとに鎌倉の管領（鎌

倉公方・古河公方）の名前を冠する一代記のような体裁を

とっており、一冊目の「基氏／巻一上」から十五冊目の「義

氏／巻九下」までにおいて、管領九代に及ぶ長い年月の出

来事を扱っています。また、その内容は管領周辺の合戦に

限らず豊富な話題を収めているので、ある程度通史的な性

格も持っていると言えるでしょう。 
 江戸時代の初期にはブームとも言うべき盛んな軍記物語

の出版が行われ、『保元物語』・『平治物語』や『平家物語』

などのような古くから存在した作品から、近い時代の戦乱

に材を取った新しい作品まで、多くの書名を当時の書籍目

録に見出すことができます。この『鎌倉管領九代記』も、

その流れの中で新しく作られたものと考えられます。これ

は江戸時代を目前にした時代までの歴史を描いた軍記物語

としては、早くに出版されたものの一つで、書籍目録にも

延宝三（1675）年から名前が見えています。 
そして、諸本を見比べてみると、刊記の版元の名前の部

分のみを差し替えて寛文十二年という年記はそのままで、

基本的には同じ版木を使って、後世まで出版が続けられて

いたことが明らかです。 後にその版木を手にしたと推測

される版元、柏原屋清右衛門の蔵版目録を見ると、これが

実に幕末に至るまで出版され続けたものであると分かるの

です。 
このように、長大な年月の豊富な話題を内容に収めてい

ることと、江戸時代の初めから幕末までという出版期間の

長さから、後続の作品に与えた影響も見過ごせません。現

に、本居宣長の『都考抜書』や滝沢馬琴の『南総里見八犬

伝』などの有名な作品にもこの『鎌倉管領九代記』の名は

みえており、利用が伺われます。 
さらに、書籍目録における記述や、書誌調査から伺われ

る版木を手にした本屋の顔ぶれと版木の回った順番から、

この本が、有名な仮名草子作者の浅井了意と関わりのある

可能性のあることも、特筆すべきでしょう。 
以上のように、内容という点からしても、江戸時代にお

ける影響という点からしても、了意との関わりという点か

らしても、この『鎌倉管領九代記』は、もっと評価される

べき作品であると言えるでしょう。先行作品の寄せ集めと

していまやほとんど顧みられることのないこの作品に施さ

れている、刊記の地名による巧みな効果をこれから明らか

にしたいと思います。 
さて、この『鎌倉管領九代記』の 後の十五冊目、巻九

下の一番後ろには、普通跋文と刊記を記した、板心に「廾

五」とある丁が付いています。資料①をご覧下さい。左半

分、丁の裏側の、二段下げてややくずした字で書かれてい

る四行と、その後ろの年記・版元の名の部分が、刊記に当

たります。四行の部分には次のような内容が示されていま

す。 
この書物は、相州（相模国）玉縄の古跡にあった、秘

蔵の宝物である。以前よりこれを手に入れたいと懇望

していたが、無知な者でも読めるように、表記を仮名

に改めて挿絵を付けて、ここに出版するものである。 
つまり、もともと漢文体の写本の形で伝わっていた本に

手を加えて出版したものが『鎌倉管領九代記』であると説

明しており、しかもこの本が由緒正しいものであると匂わ

せています。すると、右半分、丁の表側に書かれている漢

文体の跋文は、もとの本に付いていたものをそのままの形

で載せたものということになるのでしょう。 
ところが、諸本を調査してみると、臼杵市立臼杵図書館

の所蔵する本には、この跋文・刊記の丁が付いていません。
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この臼杵図書館の本は刷りの状態が美しい上に、題箋の人

名部分と丁の名称、魚尾の柄に、その他の諸本とは明らか

に異なる特徴が見られます。つまり、これは『鎌倉管領九

代記』の も古い形を留めている本であると考えられるの

です。すると、ここに跋文・刊記の丁がないのは落丁のた

めではなく、『鎌倉管領九代記』が当初は刊記のない形で出

版されていたためであると推測することが可能です。 
それでは、その他の諸本にみられる跋文・刊記の丁は、

誰の手によって何のために付け加えられたのでしょうか。

書誌調査の結果、管見では、この丁の付いている本で一番

古いと推定できるのは、資料①に示した、「江戸日本橋南二

町目／中野左太郎開板」と版元の名の示されている本です。

この中野により出版された本に次いで、版元の名を「田中

庄兵衛／梅村彌右衛門／版」と差し替えた、田中・梅村に

よる共同出版の本、そして 後に「大坂書林 柏原屋清右

衛門」と差し替えた、柏原屋により幕末頃に出版された本

という順番で、『鎌倉管領九代記』の出版は変化していった

と考えられます。資料①を見れば明らかなように、「開板」

の文字と「中野左太郎」の文字との大きさが異なることか

ら、中野以前にこの丁を作った本屋がいた、つまり資料①

は「開板」を残して名前部分を中野の名に変えたものであ

るという可能性も全くないとは言えませんが、一応はこの

跋文・刊記の丁は、寛文十二年に中野左太郎の手によって

付けられたものと推測できます。つまり、この跋文・刊記

は、江戸の本屋の手によって初めて作られたものと考えら

れるのです。 
それでは、何のためにこの刊記には玉縄という地名が示

されているのかということを、以下に考察していきます。 
玉縄は甘縄とも表記しますが、いずれの場合も「たまな

わ」と読みます。この地は現在の鎌倉市の北部に位置し、

今は跡が残るばかりですが、そこには戦国時代から玉縄城

という城がありました。玉縄、城廻などの地名にその面影

を残しています。 
まずは、この玉縄という地名が『鎌倉管領九代記』本文

の中にどのように現れているのかを見てみます。すると、

「相州甘縄の城にハ。北条上総介綱成か嫡男左衛門太夫氏

繁を籠置れしを」（巻八下・「上杉景虎上洛付京都将軍賜諱

字」）、「相州甘縄の城主北条上総介綱成等軍兵を卒して」（巻

九下・「三増峠軍」）と、いつも玉縄城城主の北条氏（以下

玉縄北条氏）の話題と共に出ているとわかります。この玉

縄北条氏は小田原の北条家の重要な家臣で、北条の名字を

与えられた一族です。同時代を扱う軍記物語に、北条左衛

門大夫を名乗る綱成・氏繁・氏勝の三代の玉縄北条氏の話

題が玉縄の地名と共に見られますが、中でも有名なのは綱

成で、その活躍は多くの作品に記されています。『鎌倉管領

九代記』においても、それは例外ではありません。以下に、

十二冊目の「晴氏／巻八中」にみえる、綱成のエピソード

の中でも も有名な河越城の合戦の話の中から、彼につい

て説明している部分を示します。 
城の大将ハ北条左衛門太夫綱成その初めは久嶋左衛門

と号せし人なり。駿豆甲相の国境毎度の合戦に手柄を

あらハし。小をもつて大に勝あやしきを踏て急を伐。

万死を出て一生を持ち無二の忠義をもつて北条家につ

かへ一方の大将として旧功の労臣なり是に依て久島の

名字をあらため。直に北条の称号を賜ハり左衛門大夫

になされ。のちには上総介にぞ補せられける。黄染の

練絹を四方にして八幡の二字を書て。差物とし。軍の

時ハ旄をあげて真先にすゝみ味方を勇てハ勝たぞ勝た

ぞといふ人なり。諸軍声を合せてハ勝たり勝たりとい

ふまゝに。果して敵に切勝て度々の高名比類なく。世

の人是を黄八幡とぞ名付たり 
（巻八中・「北条左衛門黄八幡旗付公方晴氏管領一味」） 

ここには、綱成が多くの合戦で手柄を立て、主家の北条

家に忠義を尽したため北条の名字を名乗るのを許されたこ

とと、合戦の時には黄色に染めて八幡という字を書き付け

た練絹を指物として勇猛に戦ったため世の人に「黄八幡」

と称されたということが示されています。これは他の軍記

物語にも記される話ですが、『鎌倉管領九代記』ではここで

綱成を描いた挿絵までが付いて強調されているのが、他と

違うところです。資料②をご覧下さい。画面右側で馬に乗

り、采配を振って合戦の指揮をしているのが綱成です。ま

た、彼の象徴である八幡と書いた指物も共に描かれていま

す。当然のことながら、挿絵に描かれる場面というのは作

品のハイライトであるので、『鎌倉管領九代記』が作品中で

綱成を大きく取り上げているということが、ここから理解

できます。 
 さて、上に挙げた部分も含めて、この「北条左衛門黄八

幡旗付公方晴氏管領一味」と続く「河越城北条氏康後詰付

久嶋弁千代忠義并夜軍公方管領敗軍」の二話からなる河越

城の合戦のエピソードは、先にこの作品が先行作品の寄せ

集めであるとの指摘があると述べた通り、調べてみると大

半が『北条記』と『北条五代記』との文章のつぎはぎです。

しかし、注目すべきはこの二話が、巻八中の中に占める割

合です。河越城の合戦は確かに綱成のエピソードの中でも

目玉のもので、他の軍記物語においてもかなり長い話です

が、『鎌倉管領九代記』においてはさらにこれを二つの話に

分けて構成している上、どちらの話も比較的長いのです。

巻八中は全部で 27 丁からなり、七つの話を収めています

が、この河越城関連の二話は合わせて11丁にも及びます。

また、この巻八中には表裏が挿絵の丁が３丁入っています
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が、その内の２丁はこの河越城関連の二話に１丁ずつ付け

られているもので、挿絵の比重から見てもやはり河越城の

合戦は大きく取り上げられているものと考えられるのです。 
 以上の二話には綱成が玉縄城城主であるとの記述はあり

ませんが、すでに示した通り他の巻においては明記されて

いるので、江戸時代にこの『鎌倉管領九代記』を読んだ人々

には、ここで活躍している北条左衛門大夫綱成という人物

が玉縄城城主であると理解できたものと推測できます。つ

まり、『鎌倉管領九代記』においては、主に綱成を象徴する

ものとして玉縄の地名が現れていると考えることができま

す。 
 次に、『鎌倉管領九代記』の成立した頃に流布していた他

の作品から、江戸時代初期の軍記物語における玉縄のイメ

ージを探り、当時の人々にこの地がどう認識されていたも

のかを見てみます。 
調査の対象としたのは写本で流通していたとみられる

『北条記』、版本で流通していたとみられる『北条五代記』、

『甲陽軍鑑』（こちらは写本も多く残る）で、いずれも『鎌

倉管領九代記』より早く成立したものと考えられます。こ

れらは『鎌倉管領九代記』と扱っている時代や事項に共通

した部分がある作品で、先行研究でも内容の関わりが指摘

されています。『北条記』には大別して三つの系統がありま

すが、六巻本と称される系統に『鎌倉管領九代記』と共通

した話題を持っているので、ここではそれを取り上げまし

た。『北条五代記』と『甲陽軍鑑』はどちらも『鎌倉管領九

代記』より先に書籍目録に登場している作品ですが、ここ

では共に、『鎌倉管領九代記』の成立年次と近いと考えられ

る万治二（1659）年版を取り上げました。 
 さて、以上の作品を調べてみると、ここでも玉縄の地名

は玉縄北条氏と共に多く出現しています。この地名は他の

分野の作品にはほとんど見当たりませんが、江戸時代前夜

の時代の戦乱を扱った以上の三つの作品においては、俄然

玉縄北条氏の話題と共に多く現れているのです。そして、

やはり目立つのは、有名な強い武将、綱成に関する話題に

おいてです。その話題をまとめてみると、 
・ 政権争いで父親を殺された福島（あるいは久島）一族の

息子が、北条家より北条の名字と玉縄の城を下されて、

北条左衛門大夫となったという来歴。 
・ その象徴である、黄色い地に八幡と書いた指物（「地黄

八幡」、「黄八幡」）。 
・ 河越城の合戦・国府台の合戦をはじめとする数々の合戦

における活躍。 
この三つが中心となっています。綱成については、たとえ

味方の戦況が厳しい場面においても貶めるような描写は見

当たりませんし、また北条家の敵に当たる武田家側の立場

から書かれた『甲陽軍鑑』においても、その戦の巧みであ

ることが盛んに繰り返し称えられるような、英雄的な人物

であると言えます。よって、江戸時代初期においては、玉

縄と言えば、北条家に仕え、象徴たる黄色い八幡の指物を

翻して勇猛な戦いをした玉縄城城主、北条左衛門大夫綱成

がまず頭に浮かんだであろうと推測されます。ちなみに、

彼の話は後々までも江戸の人々の印象に残ったものと見え、

玉縄の記述はないものの、「北条左衛門大夫」の名を新井白

石の『紳書』や大田南畝の『一話一言』に見つけることが

できます。 
 ところで、以上の先行作品からは、玉縄のもう一つのイ

メージも見えてきます。それは綱成の孫に当たる氏勝に関

する話題において現れてくるものです。以下に、それが端

的に現れている場面を挙げます。 
北條左衛門大夫氏勝は。山中の城攻落され。無念双ひ

なけれとも。多勢に無勢力不及。居城相州玉縄の城へ

引籠と。打残たる家子郎等を集め。此城。枕として討

死する外はなしと。一遍に思ひつめて居たりしに。（中

略）家康卿。日比左衛門大夫を知給ひしかは。本多中

務内に。都築弥左衛門。松下三郎左衛門等。左衛門大

夫と知人なれは。両人を使として。関白殿へ降参可然

と有しかとも。重代の武恩難捨し。其上。何恨有て唯

今敵に可成とて。合点なかりし處に。松下三郎左衛門

か門族に。龍達和尚と云禅僧あり。其比。左衛門大夫

か墓所の寺龍宝寺に住持して。氏勝師資の契り不浅。

松下。彼僧と相談して。可然に取繕ひ申けれは。左衛

門大夫忽翻り。同廿一日。家康卿迄参。出家入道の姿

になり。黒衣に袈裟かけ。家康卿御同道にて関白殿へ

出仕し。本領安堵の御教書を被下。 
（『北条記』巻第六・「氏勝降参事」） 
扨又かたへなる人云けるハ。昨日城内へ。懸入者有。

敵陣の様子を語りて云。相州甘縄の城主。北條左衛門

大夫ハ。降人と成て卯月廿一日。秀吉公へ出仕をなす。 
（『北条五代記』巻之十・「三 小田原籠城の事」） 

ここに示されるように、氏勝は、秀吉が小田原を攻めたと

き、ついに重代の恩のある主家の北条家を捨てて降参して

しまう人物です。居城の玉縄城に籠っていたところ、周り

からの勧めによって降参してしまったのです。氏勝にも祖

父や父と同様に武勇伝がありますが、やはり一番目立つの

はこの降参の話です。よって、玉縄には、小田原攻めの際

に屈服した地との認識もあったものと推定できます。 
 以上をまとめると、玉縄には、 
・ 黄色地に八幡の指物を翻し戦う、北条家の強い大将、綱

成とその一族の地（城）。 
・ 代々北条家に仕えてきたが、終に氏勝の代に小田原攻め
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に屈した地（城）。 
この二つの、軍記物語によって培われたイメージがあり、

そしてそれらの軍記物語の流行していた江戸時代初期にお

いては、玉縄と言えば綱成の活躍、そして小田原攻めの際

の降伏といった連想は当然のものであったと考えられるの

です。 
 要するに、『鎌倉管領九代記』の刊記の語る由来は、当時

のこの認識を利用して作り上げられたものであると考えら

れます。玉縄と聞いてすぐに玉縄北条氏が連想できた時代

であったなら、「この書物は相州玉縄の古跡にあった、秘蔵

の宝物である」という刊記の言葉から、「これはあの有名な

北条家の武将の玉縄城に関連のある本なのか」、と推測する

ことができ、また小田原攻めの際にこの地が降伏したこと

も思い起こすことができたでしょう。『鎌倉管領九代記』に

は氏勝の名前は出てきませんが、周辺の作品からの玉縄の

認識が読み手の土壌にあれば、自然と氏勝の代の玉縄城の

降伏まで連想できたものと考えられます。 
 そして、ここでよりによって玉縄という地名が使われた

ことには、深い意図があると推測されます。先に述べたよ

うに、この『鎌倉管領九代記』は実は先行作品のつぎはぎ

のようですが、そこに中心に使われているのは、先に挙げ

た『北条記』・『北条五代記』のような北条家関連の作品な

のです。すると題名にある通り一応は内容を管領の九代の

流れに沿わせようとはしているものの、どうしても北条家

の話題ばかり多くなってしまう部分がでてきておかしいの

ですが、玉縄で北条関連であることを匂わせれば、読む方

で勝手に納得してくれるのです。『国史叢書』における黒川

真道の解題では、 
按ずるに本書作者及び時代知るべからずと雖、寛文版

を以て 初と見倣せば、徳川の初期になれるものか。

寛文版の奥書に相州玉縄の古跡に得るといへば、恐ら

くは北條氏の遺臣など、歿落の当時を偲びつゝ、関東

を風靡せし昔日の栄華を思ひ遣り、且は我身も時を失

ひたるを嘆き、北條氏のために竊に記し置かんとて、

殊更に年月氏名を除きたるものなるべし。 
と、北条氏の臣下だった者などが名前を伏せて書いたもの

だろうと推測していますが、これは、見事に刊記を付けた

者の策に嵌っていると言えるでしょう。『鎌倉管領九代記』

の 後の話、「古河公方逝去并天下一統」は、 
同年六月二日明智日向守光秀反逆して信長信忠父子京

都本能寺にして御生害あり。羽柴筑前守秀吉軍を卒し

て明智を討給ふ。北条氏政おなじく子息氏直ハ関八州

を治めて。世をとらんとす同十五年十二月廾一日公方

左馬頭義氏病悩に犯され古河の城にをひて逝去し給ふ。

鎌倉公方の苗孫九代こゝにして断絶す同十八年七月六

日。小田原の北条氏政氏直父子すでに豊臣太閤秀吉公

のために没落生害して天下一統に帰し万民安全をうた

ふといふ 
とあって、本能寺の変、義氏の死、北条家の没落と天下統

一で話が終わっています。ここでも「管領」たる義氏の話

題より、北条家の話の方が目立っている印象です。しかし、

これも刊記から玉縄北条氏を連想すれば、「この本を書いた

のはおそらく北条家に関連のある人物なので、主家の話題

が多くなるのは当然だ」と納得されたことでしょう。 
 また、玉縄という地が北条家にゆかりの地であると同時

に、作品の題名にある鎌倉とも近いこと、また、すでに見

たように巻八中において玉縄北条氏の綱成の活躍が大きく

扱われていたこともあって、作品に刊記を追加する際に、

玉縄は非常に都合のよい地名であったと考えられます。 
 加えて言えば、当時は玉縄にまだ藩が置かれていたため

そこが忘れ去られた昔の地となっていなかったという背景

も有利に働いて、余計にこの地名は効果を持っていたとい

うことも言えるかもしれません。城は元和五（1619）年に

廃されたものの、寛永二（1625）年に立てられた玉縄藩は、

元禄十六（1703）年に廃されるまでこの玉縄の地に存在し

ていたと記録に残っています。現実の土地の状況も、ある

程度作品の読解に影響を与えていたものと考えられます。

『鎌倉管領九代記』が幕末まで出版され続けていたもので

あるというのは先に述べた通りですが、これが初めて出版

された江戸時代の初めと、戦乱など遠い昔の話で玉縄の城

も藩ももはやない幕末とでは、やはり刊記が作品に与える

効果は違っていたでしょう。 
 それでは、玉縄のイメージを利用した、このような刊記

はなぜ付けられたのでしょうか。もっともらしい由来を匂

わせることで本を売り込む目的があったという可能性も考

えられますが、ここには江戸町奉行による出版統制が影響

していたのではないかと考えられます。 
 『鎌倉管領九代記』に跋文・刊記の丁が追加されたと思

しき寛文十二（1672）年の翌年、寛文十三（1673）年には、

「以前にも出版の組合に言い渡したが、公儀に関すること

はもちろん、他人の迷惑になるようなものや、その他おか

しな内容の本を新しく出版する場合は、奉行所へ報告して

指示に従え」という意味の触書が出ています。以前にも、

ということは、当然このような出版統制令が前にも出てい

たということです。 
 また、板木屋仲間（出版の組合）の文書には、寛文中の

事として次の話が載っています。 
（板木屋甚四郎という人物が暦の出版を命じられてそ

の務めを果たしていたが）右甚四郎被召出向後板木屋

仲間相立候様被為仰付、其節御定書を以軍書類・歌書
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板行一切彫申間敷旨被仰渡候… 
つまり、板木屋仲間を作るに当たって、内容に怪しい所の

ある作品の出版を禁じることを奉行所から言い渡されたと

いうことが述べられているのですが、ここに具体的に注意

すべき本として「軍書類」が挙げられていることが注目さ

れます。江戸時代の書籍目録における軍書というのは、兵

法書、武家故実の書、軍記物語などを含みますが、『鎌倉管

領九代記』もここに分類される作品なのです。 
 つまり、寛文年代には出版統制令がいろいろと出されて

いたようですが、『鎌倉管領九代記』は先に示した通り、先

行作品のつぎはぎのような作品なので、「怪敷（あやしき）」

ものとして出版を止められてしまう可能性もあったと考え

られます。そこで、つぎはぎのため内容に北条家関連の話

題が多いのを逆手にとって、鎌倉との地理的な関連もある

玉縄という地名を持ち出して刊記を付け、ついでにそれら

しい跋文も付けて、これが由緒正しい本であるかのように

装ったのではないかと推測されます。 
 玉縄は江戸からも比較的近い位置にあります。当時の江

戸におけるこの地のイメージは京都や大坂におけるそれよ

りも、確たるものであったでしょう。もともとあった作品

に、おそらくは江戸町奉行所の出版統制令の影響で刊記が

付け加えられたこと、その刊記が中野という江戸の本屋の

手によって、意図的に隣の相州玉縄という地名を盛り込ん

で作られたらしいということ、それを考え合わせると、こ

の『鎌倉管領九代記』は、江戸という都市によって完成さ

れて、幕末まで受け継がれていった本であると言えるかも

しれません。 
 さて、時が過ぎて幕末の世になると、この玉縄のイメー

ジは江戸の人の頭からすっかり消えてしまったのでしょう

か。ここに、元文三（1738）年に生まれて文化十二（1815）
年に没した、森山孝盛という江戸の人の、『蜑の焼藻』とい

う随筆があります。彼は幕臣で、老中松平定信の命で関東

の諸国を巡りました。その時の思い出に、次のような記述

が出てきます。 
やがて箱根を越て鎌倉を通り、三崎に出る序、むかし

甘縄の城跡ありしを、兼て下知はなかりしかども、立

寄て見侍りけるに、大手は七曲とて甚嶮しく、右の方

の間道をゆけば、わづかに十六七町にて、藤沢戸塚の

間に出る。（中略）彼甘縄のことを三崎にて、定信朝臣

に聞えたりしに、夫こそ見まほしけれとて、頓て鎌倉

よりめぐりて一見ありけるが、大に悦び感ぜられて、

よき所をこそ見立侍りつれとて賞せられけり。帰府あ

りて、頓て此所取立らるべき由にて、其あたり領した

る人々の所替なんどの沙汰ありけるが、（中略）是非に

絶て、今は面白き夢見たる如き心地ぞする。 
孝盛は命令も受けていなかった玉縄の地にわざわざ立ち寄

った上、その話を聞いて興味を持った自分の主君も連れて

もう一度訪れたのでした。この孝盛という人は幼い頃から

本が好きで、「仮名文、記録、軍談、浄瑠璃本の類まで、取

当る書毎におもしろくて、日ぐれにも、ともし火立る間も

待遠くて、月にむかひて見侍るごとく」であった、つまり

時間を惜しんで本ばかり読んでいたという人です。彼が玉

縄の地を知っていてわざわざそこに行ったのは、幼い頃に

読んだ「軍談」に玉縄が出ていたためかもしれません。玉

縄の城地を再興しようという彼ら主従の考えは結局実現に

至りませんでしたが、そんな計画があったことについて、

今では面白い夢を見ていたかのような気分だ、と述べる孝

盛の脳裏には、もしかしたら『鎌倉管領九代記』などに出

ている玉縄城の武将の話が浮かんでいたのかもしれません。

以上は空想の域を出ないものですが、いずれにせよ、幕末

になっても江戸の人が玉縄を知っていたということの一つ

の証拠となるでしょう。 
 おそらく江戸時代の初めに、江戸において、江戸の人の

手によって、『鎌倉管領九代記』の刊記は付け加えられまし

た。それは、当時流布していた軍記物語に多く出ていた、

玉縄という比較的江戸に近い土地の名の影響力を利用して

作り上げられたと思しきものです。時が過ぎて玉縄の城は

消えましたが、その名を記す物語の出版は続けられ、そし

て、東京が産声を上げる 19 世紀に至っても、江戸の人の

記憶にまだかすかに残っていたのかもしれません。 
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※『蜑の焼藻』の森山孝盛のルート 

箱根→鎌倉→玉縄→三崎 
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