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『 ふ く い の 鉄 道 160年 』 こ ぼ れ 話 (7)
渡邊 誠

６回目までを振り返って
3回ほど休載している間に多くの方からご
指摘、ご指導を賜った。後半戦を前に今回は
これまでの宿題を片付けることとしたい。

ことを考えると、作詞当時は皆が知ってい
るテーマがとりあげられていると思い、ネ
ットで付近の事跡を調べてみました。
その結果
1.「こころ」は北陸街道のこぎり坂の親鸞

〔１〕5回目の鉄道唱歌四題から
筆者の力量不足から疑問符だらけに終始し
た。そのうちの一つが細呂木と金津であった。
(168号3ページ左段1～4行目)

県内に入ってすぐ、細呂木の枕詞「ここ
ろ」は何を意味するのだろうか。金津の「い
ろは」とは？ 筆者に文学的才能ゼロであ
ることが露見する。
この件に関し、福井支部会員で東京都在住

聖人旧跡の碑にある
『音にきく のこぎり坂に ひきわかれ
身の行くすえは こころ細呂木』
の歌をさしている
2.「いろは」は魯山人と山代旦那衆との交
流がもとになっており、山代の別荘が現
在「いろは荘」になっている。
と分かりました。以上報告します。
東京都

阪本進作

(下線は筆者が挿入)

の阪本進作様から、昨年11月30日にメール
をいただいた。ご本人の了解を得てあるので

(ⅰ) こころ細呂木

転載させていただく。

から確認してみよう。
親鸞聖人旧跡の碑とは

まず「こころ細呂木」
北陸線細呂木駅の

事務局様

所在地はあわら市青ノ木40号43番地であり、

渡邊誠様

細呂木地区ではない〈*1〉 。細呂木地区は駅か

ごぶさたしています。

ら3キロほど西へ行った、北潟湖を臨む集落

『ふくいの鉄道160年』を興味深く、拝

であり、鉄道開通並びに道路の近代化改修以

読しております。

前は北陸道が通る交通の要所であった。越前
くにざかい

「わだち」9月号のこぼれ話(5)の中に

と加賀との国 境 に近く、江戸時代は南の板

細呂木と金津の「こころ」と「いろは」に

取 (南越前町) とともに福井藩の関所が置かれ

ついての疑問がしめされており、小生も疑

てもいた。

問におもいました。

福井市天池町と吉崎とを結ぶ県道29号福

鉄道唱歌の本にも歌詞の記載はあって

井金津線 (通称・嶺北縦貫道) は、この辺りでは

も、この部分の説明はありませんでした。

北潟湖半を縫う平坦な道路であるが、これは

鉄道唱歌は基本的に地理教育の一環である

昭和40年 (1965) に自衛隊が開削し、湖畔を

へいたん

〈*1〉 明治22年(1889)、町村制施行により蓮浦村・細呂木村・橋屋村・樋山村・坂口村・柿原村・山十楽村・山室村・
青野木村・滝村ほか6村をもって福井県坂井郡細呂木村が成立、駅名はこれによる。昭和29年(1954)、吉崎村・坪
江村・伊井村・金津町と合併して(新)金津町が発足し細呂木村は消滅、これより駅名と地名が合わなくなった。
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越中国魚津の同行中により再建されたのが
「親鸞聖人旧跡の碑」である。
場所は細呂木地区と蓮ヶ浦地区の間の小さ
な峠沿いであると聞き、武生での所要を済ま

県道 号

せた4月13日午後、向かってみた。

29

ない。何もない。あるはずのところにある
のは、「蓮如道」と刻んだ真新しい標柱のみ
(写真-1)。平成28年4月建立とある。風化して

路傍の石と化してしまったのだろうか。近く

写真-1

で畑仕事をしていた女性に尋ねてみた。
「あれは5、6年前に誰かが『ここは違う』
金津へ

へ
木駅
細呂

北陸
道

と言い出して、移設したんです。」
とのこと。

図-1 細呂木付近見取図
国土地理院ウエブマッピングより許可申請不要範
囲を下図として利用

http://maps.gsi.go.jp/

埋め立てて農地の造成とともに整備した結果
(『金津ふる里の手帖』)。元来は起伏の激しい地

形が水際まで迫っており、明治までの北陸道
は文字どおり“野を越え山を越え”ていた。

写真-1
のみ

下調べした場所には真新しい標柱がある
蓮ヶ浦～細呂木間の小さな峠沿い

そういえば、本書第2部にも再録したが、
『わ
だち』No.137(H23-7)「未成線・吉崎鉄道に
残るトンネルの不思議」でレポートした、こ
こにトンネルが掘られた理由もうなずける。
じようげん

鎌倉時代の 承 元 〈*2〉 元年 (1207) 、越後へ
る ざい

しんらん

流罪となった親鸞は、国を越えるにあたりこ
こまで付き従った越前門徒との別れを惜しん
のこぎり

写真-2 北陸道と蓮如道の分岐点に移されていた
(右)加賀への旧北陸道のこぎり坂 (左)吉崎へ

で詠歌を残した〈*3〉 。地名の細呂木と 鋸 坂

教えられた場所は細呂木集落を挟んで反対

に掛けて、ここで別れなければいけないのは
、、、、、、、、、、、、、、、、、
のこぎりで切り裂かれるようで心細い思いで

側(写真-2)。山道が二股に分かれ、右へ行けば

あると詠んだ。江戸時代の文政12年(1829)、

か。この坂は細かい屈曲が激しく誰いうとな

加賀でこの坂を登り切ったところが国境だと

「承知元年」と誤っている。そのような元号はない。
〈*2〉 平成24年に移設した際に新しく造られた御影石製の碑文は、
〈*3〉 親鸞の作などでなく、近世以降の創作とする説も根強い。(『若越郷土研究』40の4「越前の真宗寺院と親鸞止宿
伝説」小泉義博)ほか多数。

く「鋸坂」の名が生まれたらしい。現在この

うか。偏が「を」に見え

丘の上はゴルフ場になっている。

ないだろうか。

左が蓮如道で吉崎へ続く。京都の東本願寺

「に」と読ませる変体

ご えい

から吉崎別院まで毎年行われる蓮如上人御影

仮名の元になった漢字に

道中は、わざわざこの山道を通るらしい。湖

は、「貳・仁・爾・尓・丹

畔の平坦な道など昔はなかったのだ。

・耳・尼」などいくつか
あるが、いずれも崩した

なるほど。越前門徒が親鸞を見送るには、
確かに国境への最後の宿を過ぎた、この場所
でないと説明が付かない。

ときの字面が違うように
思う。
“定説”に何かと異論

碑文であるが、崩し字というか、変体仮名

を挟むのは筆者の悪い癖

が多く使われているようで、一目見ただけで

だが、なにとぞご寛容に

は判読できない。写真に撮って家に持ち帰り、

願いたい。

古文書事典と格闘してみた。
変体仮名はパソコンで簡単に活字化できな

鉄道趣味とはかなり異

いので、元になった漢字で表すとおそらく、

質な分野にまで首を突っ

音にきく

こ

き

を

の 古幾 り 坂 越
ひ

ゑ

は

身能行寸衛八

こ

り、「こころ細呂木」の謎が解けた。
ろ

こ ゝ路
細呂木

(ⅱ) いろはの金津

と書いてあるのであろう。これを常用漢字と
現代仮名遣いに直すと、
音にきく

のこぎり坂を

身の行くすえは

碑面拡大

込む羽目になってしまったが、鉄道唱歌に戻

か

飛きわ可れ
の いく す

写真-3

次は初代支部長辻川利雄氏も『わだち』4
号 (昭和42年5月) で疑問を呈された「いろはの

ひきわかれ

金津」を謎解くべく、阪本様からの情報を元

こころ細呂木

に山代温泉へ向かう。県道福井金津線から国

となる。

道305号線に出る。北潟湖畔をはじめいたる
ところで桜が美しい。

ここで、碑面 (写真-3) の1行目いちばん下の
文字であるが、インターネット上にはこれを

いろは草庵とは

明治から昭和に掛けて、

てんこく

しつげい

篆刻家・画家・陶芸家・書道家・漆芸家・料

「に」と読み、「のこぎり坂に」としている

理家・美食家などの様々な顔を持つ芸術家と

ものが複数ある。阪本様が見られたのもこの

して名をはせた、北大路魯山人が一時期この

うちのどれかのようだ。図書館で郷土関連本

山代温泉に滞在し、その建物が現代まで残り

を探してみると、やはり「のこぎり坂に」と

魯山人寓居跡・いろは草庵として公開されて

しているものも少数ながらある。

いるのだ。

ろ さんじん

ぐうきよ

山代温泉街の中心近くに「いろは草庵」は
しかしこの文字は「越」の草書体

で、

変体仮名として「を」と読むのではないだろ

あった(写真-4)。平日の午後ではあったがそぞ
ろ歩きの観光客がかなりあり、芦原温泉とは
違うように思えた。

[い] い く 度 も 聞 く に あかぬ は 法 の 道
染む れ ば 出 ず る 信 心 の 色
ごふしやう

[ろ] 六 道 に ひ く業 障 の 綱 を きる
剣な りけ り 弥 陀 の 名 号
[は] 恥 か し と 問 は で あや ま る 法 の道
踏み迷うふべき 人ぞはかなき
[に] に せ 物は かはりやすきに かはらぬは
写真-4

魯山人寓居跡 いろは草庵

山代温泉

實の 信 の し る し な り けり
[ほ] ほ のぼ の と 心 に浮 か む 称 名 の

ゆえん

外に は 深 き 信 心 も な し

阪本様はこれが「いろはの金津」の所以だ
と言われる。

これらは必ずしも蓮如の作と確認されてい
るわけではなく、蓮如に擬托・仮託したもの

だがしかし・・・、山代温泉の最寄り駅は

( 若越郷土研究 47
がほとんどという見方も多い『

いぶりはし

金津などでなく、 動 橋か大聖寺 〈*4〉 ではな

の2 蓮如上人いろは歌五種』安部法夫)。

いか。両駅とも北陸線が福井-小松間を延長

とにかく蓮如といえば吉崎であるが、吉崎

開業した、明治30年 (1897) に開設されてい

の最寄り駅はやはり金津でなく細呂木〈*5〉と

る。

なる。そのうえ、吉崎村が金津町となったの

しかも、いろは草庵のホームページによれ

は昭和も戦後の話で、明治時代に蓮如・吉崎

ば、魯山人が金沢の文人・細野燕台の食客と

と金津のキーワードを結びつけるものは何一

なって、山代温泉に滞在したのは、大正4年

つなかったようだ。

(1915)秋から翌年春までの約半年間のこと。

明治33年 (1900) に発売された鉄道唱歌とは

[いろはの金津]＝[蓮如のいろは歌]の仮説
は、説得力が弱そうだ。

時代がかみ合わないのだが、読者諸兄はどの

この項次号へ続く

ように判断されるだろうか。
参考文献
乗りかかった船

図書館で金津周辺の歴史

や文化をテーマにした本を片っ端からあさっ
てみた。その結果、糸口が2つ見つかった。

『福井県歴史の道調査報告書 第1集』福井県教育
委員会 平成13年
『金津ふる里の手帖』阪本豊 平成6年 金津町
『金津町吉崎の郷土誌』阪本豊ほか 平成11年 金津町
教育委員会

① 蓮如上人いろは歌

蓮如が作ったとい

われるいろは歌が本県内外の各所に伝わって
おり、これまでに少なくとも5点が出版化さ

『若越郷土研究 40の4 越前の真宗寺院と親鸞止
宿伝説』小泉義博 平成7年 福井県郷土史懇談会
『若越郷土研究 47の2 蓮如上人いろは歌五種』
安部法夫 平成14年 福井県郷土史懇談会

れている。一例を紹介する。
〈*4〉 加賀温泉は昭和45年(1970)までの旧称を「作美」といい、昭和19年(1944)の開設であるから、明治の鉄道唱歌と
は関係ない。
〈*5〉 歩くのなら牛ノ谷が近いが、熊坂信号場が牛ノ谷停車場に昇格したのは大正10年(1921)なので、こちらも明治
の鉄道唱歌とは関係ない。

敦賀を疾走した蒸気機関車（大正～昭和）編
（その2）8620 ・ C58
高田 欣一
2．支線入換用 8620型・C58型
（イ）8620型1Cテンダー（モガール) 1914年 46.8t
汽車・日立・川崎・日車・三菱

630PS

わが国でも独自に機関車が製造できる技術が確立し、1913年に9600型が製造されていま
した。それに遅れること1年目に旅客用機関車8620型の製造が始まりました。当時はすでに
6700型2Bテンダー機（飽和式）が製造されていましたが、明治末に輸入された8700型（英
ノースブリティッシュ）、8800型(独ベリルーナ）、8850（独ボルヂッヒ）の2・C型（8700以
外は過熱式）と比較すると性能の差は大きく、そこで、これら輸入機と遜色のない過熱式
機関車を1・C型で造ることになりました。高速の旅客用機は先台車は2軸の2・Cの方が良い
のですが、1・Cとして機関車の粘着力を高めた方が機関車もやや小型になるとの理由らし
い。（当時の技師長、島安次郎は機関車に余計な車輪を付けるのを嫌ったとのこと。）しか
し、1軸先台車といっても、先輪と第1動輪を心向棒で結合し特殊なリンク機構を採用し、
あたかもボギー台車に近い働きをするものを採用しました。この台車は独のクラウス式・
伊ツァラー式の改良型で、省基本型・島式などと呼ばれていましたが、8620型以外の機関
車には採用はありません。しかし、8620は使用しやすい機関車で、急行列車から貨物列車
まで使用され、戦前の四国以外全国で活躍しました。総数687両。
敦 賀に配備された時 期については私には不
詳ですが、大正8年の北陸線の機関車運用表に
は登場していません。小浜線が東舞鶴まで全
通した大正11年ではと推定しています。（北陸
本線上では、昭和13年頃でも重量客車はC51型
単機で、8620型重連で使 用していた。…伊藤
東作氏）なので、もっと遅かったかも知れま
せん。昭和20年に敦賀に7両の配置があり、昭
和 32年 9月 現 在 で は 、 48649・ 48656・ 48659・
48660・ 6865の 5両 が配 置を みてい ます 。小学
生の頃、久々子へ海水浴に行った時に乗った
列車を引いてい た8620型 を今でも記憶してい
ます 。ち なみ に、 48649は 8620の350両目 に当
たります。（写真4）

写真4
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花輪線の8620型（昭39）

（ロ）C58型1C1テンダー（プレリー） 58.7t 880PS 1938年
汽車・川崎
昭和 13年に生 まれた C58型は丙 線区間 の客貨 両用 機として 設計さ れたも ので、8620型
の火床の 狭長さ を避け るため 広い火床 を従輪 で受け るため、 テンダ 機では 初めて1C1型
となり まし た。 この機 関車 が427両 と大 量に製 造さ れた のは、 戦時中 にロー カル 線でも
輸送 量が増 加し たた めと、 当時 のロ ーカル 線の 貨物列 車で 活躍 してい た9600型 が250両
も標準ゲージに改軌され中国 大陸へ供出された穴埋めのため でもありました。客貨両用
とした のは、 客車は 8620型、貨 物は9600型 と区別 して使 用し ていた のを、 C58だ けで効
率よく運用した方が得策であるか らです。しかし実際には貨物列車では牽引力では9600
型より上ですが粘 着力では劣り、客車列車では8620型より動 輪の径が小さいために動揺
が激 しい も ので した。（ 私も C58に乗 務 する よう に なっ た時 、 この 動揺 に は驚 いた もの
です。）
敦賀 にC58が配置 された 時はい つだった か不勉 強で分 かりま せんが、 少なく とも終戦
以前 で ある こ とは 、 小浜 の 公園 に ある C58171号 が上 中 駅で 米 軍機 か ら銃 撃 され た 跡が
キャブの屋根に残っていたことから判断できます。
C58のス タ イル はD51を 小型 にし たよ う な好 まし い形 で、 密閉 式運 転台 を採 用し 以後
の旅 客用 （C59～ C62） まで 標準 にな って いま す。 1C1型で第 2動 輪が 主動 輪の ため （若
干、第 1動輪 と第 2動輪 の間は 拡げ てあり ます。） 主連棒 が短い ためと 、動輪 の径が8620
型の1600mmより小さ い1520mmのため、 高速時の動揺は避け られませんでした。敦賀で
は昭和20年 8月現在で7両、昭和32年9月未では24、74、75、152、171、248、278、294、300、301、
317、322、337の13両が いました。（写真5）

写真5

D51と重連で白鳥越えに向かうC58 東舞鶴（昭38）
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参考資料（敦賀を疾走した蒸気機関車）
1．国鉄蒸気機関車小史
臼井茂信 鉄道図書刊行会
2．機関車の系譜図
臼井茂信 交友社
3．蒸気機関車の全て
久保田博 グランプリ社
4．懐かしき蒸気機関車
久保田博 交友社
5．蒸気機関車集大成（1・2）
鉄道図書刊行会
6．機関車と共に
今村一郎 ヘッドライト社
7．機関車表（官公庁編）
沖田裕作 （自費出版）
8．SL 1～8・10
交友社
9．鉄道ファン 各号
交友社
10．鉄道ピクトリアル 各号
鉄道図書刊行会
11．蒸気機関車スタイルブック
機芸出版社
12．1号機関車からC63まで
片山正巳
ネコパブリシング
13．甲組の肖像No.7 敦賀機関区編
ネコバブリシング

「わだち」No．172（2017年5月号）の『敦賀を疾走した蒸気機関車（大正～昭和）編』
（その1）
に誤りがありましたので、次の通り訂正いたします。
◎3ページ6行目 （誤） 1928年
（正）1931年
7行目
（誤） 8年間の空白は （正） 数年
※1928年は9900型としての製造が終わり、その後はD50型として製造されました。
下から3行目
（誤） D511101
（正） D511001
◎5ページ6行目 （誤） D51001～D51161
（正） D511001～D511161

福井県立歴史博物館で田中前支部長寄贈品の企画展開催
9月2日 （土 ） ～ 10月 1日（ 日）、 福井 県 立 歴史 博 物館 で 『 田中 完 一氏 鉄 道 資料 寄 贈記
念展～ダイヤグラムと時刻表 ～（仮タイトル』という企画展 が開催されます。田中前支
部長の ご遺 族が 寄贈さ れた 貴重な 鉄道資 料が 展示さ れます が、 開催を 記念し て4月と同
じような模型運転会を行って ほしいと博物館側から依頼があ りました。オープンを記念
して 9月 2日（ 土）・ 3日 （ 日） に 前回 と 同 じよ う に模 型 運転 会 を開 催 しま す 。ご 都 合の
つく時間だけでも 結構ですので、ご参加ください 。なお、前日（1日 ）の17暗から2時間
程度、搬入・組立を行います 。ご協力いただける方は、博物 館北側の職員通用口（入館
受付が必要）からお入りください。
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