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札幌

開拓使から始まった札幌の歴史

　札幌市の人口は200万人近くあり、日本で第５位の大都市。今日の発
展は明治時代に置かれた開拓使にある。当初東京に置かれていた開拓使
が函館に本庁を移し、1871年に内陸部の札幌に移転した。開拓次官に就
任した薩摩藩出身の黒田清隆が中心となって様々な施策が実行された。
黒田はアメリカの農商務長官だったケプロンを中心に多くの顧問団を招
聘し、アメリカをモデルとした開拓に着手したのである。
　黒田が同郷の政商五代友厚に鉱山などを安く払い下げようとした開拓
使官有物払下げ事件が批判をあび、開拓使は1882年に廃止されたが、こ
の間に行った様々な事業が今日の札幌に残したものは計り知れない。開
拓使は道路建設や鉄道の敷設、炭鉱の開発に乗り出し、ビール醸造所や
製糖工場の建設、洋式農業の導入、札幌農学校の開校、屯田兵など多岐
にわたる事業をおこなった。

屯田兵

　士族授産のために北海道開拓と北方の警備を目的とした制度で、1874
年に設けられた。札幌市中心部から少し西に行った琴似（ことに）が最
初の入植地で、965人が入植した。ここでは修理復元された兵屋を見る
ことができる。のちに屯田兵は士族だけでなく平民にも対象が拡大され、
1904年の制度廃止までに４万人近い屯田兵が道内に定住した。彼らには
支度料や移住旅費・兵屋などの他に米などが支給され、兵農の義務はあっ
たものの生活は保証されていた。

札幌農学校とクラーク

　ケプロンらの提言で1876年に開
設 さ れ た 札 幌 農 学 校 で は マ サ
チューセッツ農科大学長クラーク
らを招き高等農業教育を実施した。
初代教頭となったクラークが農学
校に在職した期間は９ヶ月ほどで
あるが、キリスト教による徳育など全人教育が行われ、２期生には内村
鑑三や新渡戸稲造、19期生には有島武郎などの人材が出ている。
クラークが帰国する時に、島松（北広島市）で教え子たちに有名な「Boys, 
be ambitious.（青年よ、大志を抱け）」と別れの言葉を叫んだと伝えら
れている。クラーク博士像は北海道大学に胸像、羊ケ丘展望台に全身像
がある。

北海道大学

　札幌農学校を前身とする総合大
学。ポプラやイチョウの並木道を
持つ広大なキャンパスや多くの施
設は一般にも無料で公開されてい
る。エルム（ハルニレ）やイチョ
ウなどの木立の中に長い歴史を感
じさせるレトロな校舎が建ち、多くの観光客を惹きつけている。
　札幌農学校第２農場にはクラークの構想によって一戸の酪農家をイ
メージして建てた木造の畜舎と関連施設があり、国の重要文化財に指定
されている。総合博物館ではニッポノサウルスやデスモスチルスの骨格
標本が見られでき、植物園は札幌市民憩いの場としても親しまれている。

クラーク博士像

札幌農学校第２農場

札幌
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時計台

　クラークの構想により生徒の兵式訓練の施設かつ中央講堂として1878
年に札幌農学校の演武場が建設された。３年後に黒田開拓長官の指示に
よりアメリカから取り寄せられた時計塔は、現在も稼働する国内最古の
ものである。のちに演武場は札幌市が譲り受け「時計台」と呼ばれるよ
うになり、札幌のシンボルになった。

　時計の下には五稜星（赤い星）があるが、これは開拓使が北極星をイ
メージして旗や建物に使ったもの。時計台のほか北海道庁旧本庁舎や、
開拓使が洋風ホテルとして建てた豊平館（ほうへいかん）にも五稜星が
ある。

サッポロビール

　1876年には「開拓使麦
酒製造所」を開設し、本
格的なビール製造を開始
した。その後民間に払い
下げられ、渋沢栄一らが
中心となって「札幌麦酒」
として生まれ変わり、現

在のサッポロビール株式会社となった。札幌麦酒醸造所の跡地には「サッ
ポロファクトリー」という商業施設がある。またサッポロビール園には
博物館があり、ジンギスカン（羊肉の焼肉）が食べられるレストランが
複数ある。サッポロビールの赤い星のマークは五稜星が由来である。

北海道庁旧本庁舎（赤レンガ庁舎）

　北海道の象徴ともいわれる「赤れんが庁舎」の愛称で知られる煉瓦づ
くりの建物は、1888年に建てられたアメリカ風ネオ・バロック様式の建
築である。現在の新庁舎ができるまで約80年間にわたり実際に使用され
てきた。
　館内は一般に無料公開されており、北海道立文書館では北海道の歴史
をたどる資料も展示されている。とりわけ「北海道」の名付け親である
松浦武四郎が作り上げた
26分割の北海道地図は見
応えがある。また明治時
代に作られたひずみのあ
るガラスなども展示され
ていて、まるでタイムス
リップしたような感覚を
味わえる。

札幌大通公園

　1871年、市内中心部を北の官庁街と南の住宅・商業街とに分けること
になり、その間に「火防線」として作られた空間が大通り公園のはじま
り。東西約1.5kmの特殊公園であり、幅105 m、６車線の「大通」の一
部になっている。東端にはさっぽろテレビ塔、西端には札幌市資料館が
ある。公園内には花壇や芝生が整備され、噴水や彫刻など多くあり、四
季折々に目を楽しませてくれるほか、年間を通じて数々の行事が開催さ

時計台

札幌ビール園

北海道庁旧本庁舎（赤レンガ庁舎）

五稜星
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れる。
①さっぽろ雪まつり（２月）
　1950年に地元の中・高校生が６つの雪像
を大通公園に展示したことで始まった。
2019年には約273万人が国内外から訪れて
いる。５基ある大雪像は自衛隊と雪像ボラ
ンティアにより制作されている。日没後に
はライトアップされ、雪像に映像を映し出
すプロジェクションマッピングも行われて
いる。

②YOSAKOIソーラン祭り（６月）
　高知県の「よさこい祭り」をルーツにし、北海道の民謡「ソーラン節」
をミックスして1992年に誕生したイベント。演舞する曲の全てあるいは
一部にソーラン節のフレーズが入っていて、その曲に合わせてよさこい
祭りに使う木の楽器・鳴子（なるこ）を持ちながら、色とりどりの衣装
を身にまとった踊り子がチームで競い合う。今では国内外から３万人近
くが参加し、約200万人の観客が訪れるイベントとなっている。

③北海道マラソン（８月下旬）
　日本国内で唯一、夏に行われる本格的フルマラソン大会。大通公園を
スタート・フィニッシュ地点とする。また2020年の東京オリンピックの
マラソンと競歩の会場になっている。

さっぽろテレビ塔

　1956年につくられた電波塔。全長147.2mあり、展望台は90.38mの高
さに位置する。大通公園のランドマーク的な役割である果たしている。
テレビ塔の後ろには大通公園と直角に創成川（そうせいがわ）が流れ、
創成橋がかかっている。創成橋は札幌の碁盤目状の道路の中心である。　　　

　つまり札幌の町は大通りと平行
に東西方向に道路が走り、大通り
より北を北一条～、南を南一条～
としている。また創成川と平行し
て南北を貫く道路も走り、創成川
を境に東を東１丁目～、西を西１
丁目としている。北海道にはこの
ようにアメリカのタウンシップ制
をとりいれ「条丁目」の形式を取
る都市が多い。

すすきの

　東京新宿の歌舞伎町や福岡の中洲と並び日本三大歓楽街のひとつであ
る。札幌は開拓使による大規模な建設工事のため大工や職人をはじめと
する労働者が多く集まっていたが、風俗が乱れ暴力沙汰などが頻発する
状態だった。これを解消するために建設されたのが「薄野遊郭」である。　
その後、遊郭は移転したが跡地に娯楽施設や飲食店が集まり、以前にも
まして賑やかな一帯となった。「すすきの」の近くに開拓使当時に作ら
れた狸小路商店街がある。西１
丁目から西７丁目までの東西約
１kmにわたって約200軒の店が
連なり、全天候型のアーケード
に覆われている。

さっぽろテレビ塔

すすきの交差点

さっぽろ雪まつり

写真／ Wikipedia
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札幌オリンピック

　1972年２月に行われた日本およびアジアで初めて開催された冬季オリ
ンピック。35カ国1,006人が参加した。日本はジャンプ70m級の金銀銅
メダル独占をし、ジャンプ陣は日の丸飛行隊と呼ばれた。
　札幌中心部からも見える大倉山ジャンプ競技場は、現在は大倉山展望
台となっている。また手稲山のスキー場（サッポロテイネ）、真駒内公
園にあるセキスイハイムアイスアリーナもセキスイハイムスタジアムも、
札幌オリンピックの競技施設として作られたものである。
　五輪会場で唯一、札幌市外に造られたのが恵庭岳（えにわだけ）の滑
降競技場（千歳市）である。国際スキー連盟の規定により、コースの標
高差は男子で800m以上必要だった。そこで選ばれたのが標高1,320mの
恵庭岳だった。しかし支笏洞爺国立公園内にあるため自然保護の見地か
らオリンピック終了後に原状復元を行うことを条件に国の建設許可がお
りた。終了後には施設の撤去を含む原状復元工事が実施された。
　札幌市は2026年のオリンピック招致を目指していたが、2018年の北海
道胆振東部地震の発生により断念し、2030年への立候補を目指す方針に
変更している。

北前船の寄港地

　北前船は江戸時代に西廻り航路で日本海と
大坂を結んでいた帆船で、江戸中期から明治
まで航路は蝦夷地（北海道）にまで及んだ。
西国で米、塩、酒、雑貨などを仕入れて北国
で売り、北海道や東北からは昆布やニシンな
どの海産物を買い入れて瀬戸内海や上方へ運
んで巨利を得ていた。船主が荷主を兼ねてお
り、運賃を稼ぐのではなく各地で商売をしな
がら航海していた。北前船は文化の交流も活
発にしていた。北海道において北前船が寄港
したのは箱館、松前、江刺の３ヵ所で、明治
になって小樽が加わった。

箱館の開港

　1854年に幕府は日米和親条約で伊豆・下田と蝦夷地・箱館を開港する
ことを決定した。同年４月アメリカのペリーは軍艦５隻を率いて箱館港
と周辺の調査のために訪れ、ここが素晴らしい港であることに驚嘆して
いる。またこの年、幕府は松前藩だけでは蝦夷地を含む北辺の防備およ
び諸外国との対応は不可能であるとして箱館奉行を設置し、翌1855年に
蝦夷地を直轄地とした。
　1858年には日本はアメリカ・イギリス・フランス・オランダ・ロシア
と通商条約を結んだことから、箱館には捕鯨船や軍艦に加え多くの商船
が入港するようになった。箱館の街中には各国が派遣した領事や外交官
のほか商人が居住するようになり、箱館の大工や職人たちは洋風建築を

函館

北前船
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手がけ、現在も残る和洋折衷のハイカラな街並みの基礎が形成されて
いった。また箱館は明治初年から函館と記されるようになった。

五稜郭

　箱館奉行所は箱館山麓にあったが、防備上の問題や土地の狭さから、
港内の軍艦から艦砲射撃の届かない内陸部に移動することになった。こ
の結果完成したのが五稜郭で、1864年に箱館奉行がここに移転した。五
稜郭はヨーロッパの城郭を参考にして武田斐三郎（あやさぶろう）が設
計したもので戦闘に対処するために「稜堡」と呼ばれる５つの突角を持
ち、星型の水堀で囲まれている。
　箱館奉行所の建物は1871年に解体されたが、2010年に復元工事が完了
し、公開されている。大正時代には桜が植樹され、五稜郭は桜の名所と
して親しまれている。隣接する五稜郭タワーには地上90mの展望台があ
り、ジオラマ（情景模型）による歴史展示がされている。

　　　

箱館戦争

　1868年旧幕府軍が五稜郭を占拠し榎本武揚総裁の率いる「蝦夷共和国」
が成立した。翌年にかけて新政府軍との間で戊辰戦争の最後の戦いであ
る箱館戦争が繰り広げられ、旧幕府軍が敗北した。新選組の副長だった
土方歳三は函館で戦死した。

復元された箱館奉行所 五稜郭

榎本武揚（1836 ～ 1908）

　昌平坂学問所、長崎海軍伝習所で学んだあ
と、幕府の軍艦である開陽丸発注に伴い５年
間オランダへ留学した。帰国後、幕府の海軍
副総裁に就任するも半年後には幕府が崩壊し、
戊辰戦争が起こった。榎本武揚は軍艦を率い
て蝦夷地を占領し、「蝦夷共和国」の総裁と
なった。しかし箱館戦争で敗北し降伏、東京・
辰ノ口の牢獄に２年半投獄された。敵将・黒
田清隆の尽力により助命され、釈放後、明治
政府に仕えた。開拓使では、幌内炭鉱の調査にも関わった。その後、駐
露特命全権公使として樺太千島交換条約を締結したほか、外務大臣等を
歴任した。旧幕臣でありながら新政府で最も活躍した人物といわれる。

元町末広町

　函館山の裾野から函館港にかけては、多くの教会や歴史的建造物が残
されており、ハイカラな街並みが続く。また北海道で唯一の重要伝統的
建造物群に指定されている。

函館ハリストス正教会

　日本で最初のロシア領事館が箱
館に置かれたが、その付属聖堂と
して建設された日本初のロシア正
教の教会である。現在の聖堂は函
館大火後に建てられた大正時代の
もので、緑の屋根と真っ白い壁の
コントラストが美しい。

榎本武揚

榎本武揚

写真／ Wikipedia
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金森（かねもり）赤レンガ倉庫

　管理・運営を金森商船株式
会社が行っている。初代渡邉
熊四郎が、1869年に函館に移
り金森洋物店を開業し、まも
なく倉庫業を開始したのがは
じまりである。1988年には
ショッピングモール併設の総
合複合施設になった。函館湾
に面したウォーターフロントにある倉庫は夜になるとライトアップがさ
れ、フォトジェニックな場所として有名である。

函館の朝市

　終戦直後、農家が函館駅前広場の隅で野菜の立売りを始めたのがきっ
かけである。函館駅に隣接して250軒の店舗が軒を連ねる。海鮮丼は「函
館で食べたいものは？」という質問に対して、圧倒的に多い回答である。

トラピスト修道院とトラピスチヌ修道院

　どちらも厳律シトー会に属しており、祈りと労働により神と人々に奉
仕する修道士・修道女が暮している。トラピスト修道院は函館市に隣接
する北斗市にあり、女人禁制で内部は事前に予約して許可された男性の
みが見学できる。広大な農地を丸山の麓に有しており、散策路がある。
トラピスチヌ修道院は函館市郊外にある女子修道院で内部の見学は出来
ないが、売店と資料館が隣接している。

金森（かねもり）赤レンガ倉庫

函館山と夜景

　かつて島だった函館山は砂州によって本土と結ばれた陸
りくけいとう

繋島である。
戦後までは要塞として一般人の立ち入りが禁じられていたため、自然が
守られてきた。ロープウェイで登る山頂(334m)からは砂州上に発達した
函館の市街が望め、夜景も素晴らしい。また津軽海峡を挟んで下北半島
の大間崎が望めるが、「大間のマグロ」は豊洲市場の初競りで叩き出す
高値が毎年話題になっている。南東に突き出た断崖上に立待岬があり、
近くに石川啄木一族の墓がある。

青函連絡船と青函トンネル

　青函連絡船で青森―函館間は４時間で結ばれていた。しかし1954年に
おきた日本海難史上最大の惨事となった洞爺丸事故では、死者・行方不
明者1,155人を出した。この事故をきっかけに青函トンネル構想が急速
に具体化することになった。青函トンネルは1961年に工事に着手し、27
年の歳月を費やし、34名の殉職者を出しながらも、当時世界最長となる
全長53.85kmの海底トンネルの完成に至った。

北海道新幹線の開通

　2016年に新青森駅と新函館北斗駅までの
149kmが開通した。未開業区間のうち新函館北
斗駅 - 札幌駅間は2030年度末に開業が予定され
ている。

図版／ Wikipedia
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小樽・ニセコ
EAST of JAPAN  SPOT 3

小樽

　札幌から約40km、鉄道で約30分の場所に位置している。小樽は江戸
時代後半からニシン漁で繁栄していた。明治時代になると北海道開拓の
玄関口および北前船の寄港地として、商業・金融を中心に発展すること
になった。明治～大正期に作られた近代的な建物や倉庫、そして運河が
当時の姿のまま残っているため、街全体がノスタルジックな雰囲気に包
まれている。

ニシン漁

　ニシン漁は北海道の日本海側（江刺・小樽・留萌など）で明治末期か
ら大正期が最盛期だったが、戦後に衰退していった。鰊粕は北前船で西
日本に運ばれ、綿花や菜種などの商品作物の栽培に欠かせない肥料とし
て需要が高かった。
　ニシン漁は３月から５月にかけて行われ、そのために本州から多くの
出稼ぎ（ヤン衆）がやってきて、宿舎を兼ねた網元の大邸宅「鰊御殿」
で生活した。大群のニシンが沿岸に押し寄せ、メスが産卵しオスが放精
することで海が白く濁る現象を「群

く き

来」といい、これを合図に漁師たち
は一斉に漁場に出た。ニシン漁の時に唄われたのがソーラン節である。

鰊御殿

　ニシン漁で財を成した網元が建てた豪華な居宅兼漁業施設（番屋）が
鰊御殿である。おたる水族館近くの祝津にある小樽市鰊御殿は、ヤン衆
が100人ほど寝泊まりできる番屋だった。同じく祝津の旧青山別邸はニ
シン漁で巨万の富を築き上げた青山家の別荘で、北前船で運ばれた最高

の素材と匠の技が惜しみなく注
がれた大正時代の建物である。

北のウォール街

　明治になると、海の玄関口である小樽にヒトやモノが集まるように
なった。小樽港は道内各地に向かう開拓民の上陸や物資陸揚げの港とな
り、昭和初期にかけて金融機関や船舶会社、商社などが進出して北海道
経済の中心都市として発展した。当時は大きな船を沖に泊め、はしけを
使って荷揚げしていたが、はしけが接岸できる距離を長くするために
1923年に小樽運河が完成した。そして、運河沿いには石造倉庫群が建ち
並んだ。戦後になると大きな船から直接荷下ろしできる埠頭が建設され、
運河は役目を終えた。
　その後、運河と倉庫群を壊して道路を作る計画が持ち上がったが、10
年にもおよぶ市民運動により、最終的に運河の幅半分を埋め立てて道路
とし、残りは散策路を整備することで現在の小樽運河の姿になった。運
河沿いの散策路にはガス灯が設置され、夕暮れ時にはライトアップされ
る。石造倉庫群にはレストランや商業施設が入り、運河周辺にも歴史的
な建造物が多く、観光客を惹きつけている。日本銀行旧小樽支店は、東
京駅の設計者で知られる辰野金吾らが設計したもので、現在は資料館に
なっている。
　小樽土産の定番のひとつがガラス製品で、北

きたいちがらす

一硝子は110年以上の歴
史を持つ老舗である。天狗山（532m）にはスキー場があり、ロープウェ
イで登ると函館、札幌と共に「北海道三大夜景」のひとつに数えられる

小樽市鰊御殿

小樽運河
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小樽の夜景を眺められる。また小樽には寿司屋が100店舗以上あるとい
われ、寿司屋通りと呼ばれる通りがある。

北海道最初の鉄道「官営幌内（ほろない）鉄道」

　幌内鉄道は開拓使によって手宮（小樽市）から幌内（三笠市）の間に
敷設された鉄道で、内陸部の幌内炭山から石炭を輸送するルートとして
1882年に完成した。手宮地区は輸送拠点として大きな発展を遂げ、巨大
な石炭積み込み施設「高架桟橋」も建設された。しかし手宮港から新た
に整備された築港地区が中心になると、手宮と小樽（現：南小樽）を結
んだ手宮線の部分は1985年に廃線になった。手宮には現在、小樽市総合
博物館があり、開業当時より蒸気機関車アイアンホース号が構内を走行
している。

余市町のニッカウィスキー

　積丹半島の付け根に位置し、小樽から車で約30分の余市町にはニッカ
ウヰスキーの余市蒸溜所がある。創業者である竹鶴政孝が、スコットラ
ンドに似た気候風土を備えた余市に蒸溜所を建設したのがはじまりであ
る。竹鶴政孝は1923年に鳥井信治郎
に招かれ寿屋（現：サントリー）山
崎蒸溜所初代所長として、日本初の
本格スコッチ・ウイスキー製造を指
揮した。その後、より本格的なスコッ
チの製造を指向して大日本果汁（現：
ニッカウヰスキー）を興した。余市
蒸溜所内の建造物９棟が国の登録有
形文化財に登録され、工場見学は観
光客に人気である。

積丹半島

　江戸時代からニシンの漁場として栄えてきた積丹半島は小樽から約
50km離れた場所にあり、奇岩や大岩が点在する断崖絶壁が続く海岸線
と「積丹ブルー」といわれる青く透き通った海で知られている。日本海
に突き出しており、先端の神威岬へは700mの遊歩道を歩いて行くこと
ができる。1996年に半島を周回できる国道229号線が開通して以来、札幌・
小樽から半日で楽しめる絶好のドライブスポットとなった。

ニセコ

　シーズン中、毎日の
ように降り積もるサラ
サラのパウダースノー
は浮遊感が高く、温泉
もあることからスキー
リゾートとして世界的
に有名である。近年、
富裕層向けのコンドミ
ニアムや別荘の開発が
進み、観光客だけでな
く外国人居住者も増加している。ニセコがある倶知安町樺山地区の地価
上昇率は2019年に66.7%と４年連続で全国トップとなった。
ニセコエリアは倶知安町とニセコ町が観光の中心になっている。標高
1,308ｍのニセコアンヌプリを頂点に連なるニセコ山系や、富士山型の
秀麗な姿から「蝦夷富士」と呼ばれる日本百名山の羊蹄山（1,898m）な
どの山々に囲まれている。
　日本一の水質として定評のある尻別川は羊蹄山の周りをぐるりと回っ
たあとニセコ連峰の麓を通って日本海へと注ぐ。釣り、カヌー、ラフティ
ング等のスポーツが盛んである。余市蒸溜所内の建造物

ニセコアンヌプリ
写真／ Wikipedia
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津軽の歴史

　江戸時代には青森県西部に津軽藩があり、青森県東部から岩手県にか
けて南部藩（盛岡藩）があった。津軽藩は南部藩の家臣が謀反をおこし
て独立した藩であることから、現在も両地方はライバル関係にあるとい
われる。藩祖の津軽為信は南部氏から独立を果たすと、豊臣秀吉に臣従
し、津軽家と領土を守った。関ヶ原の合戦では徳川家康に加勢して所領
を安堵した。また戊辰戦争でも奥州諸藩がこぞって徳川家に味方するな
かで、新政府軍に味方した。

弘前城と桜

　南部氏から独立して初代藩主になった津軽為信と、その子の信枚が築
城し、江戸時代を通じて津軽氏の居城だった。築城と同時に弘前城を守
るため、城の南西には長勝寺、南東は五重塔、北西に誓願寺などお城を
囲むように寺院が建てられた。津軽氏は当初わずか４万7000石の大名に
すぎなかったものの弘前城は30万石の大名に匹敵するほどの壮大さだっ
た。現在の３重３階の天守は1810年に再建されたもので、東北地方で唯
一の現存天守である。この他
にも３棟の櫓と５棟の城門が
現存しており、築城時の城郭
の姿がほぼそのまま残ってい
る。城内は弘前公園として整
備され、岩木川を外堀として
春にはソメイヨシノを中心に
約50種2,600本の桜が咲き誇
る全国屈指の桜の名所である。 弘前城 岩木山

弘前市

　「お城とさくらとりんごのまち」がキャッチフレーズで、「弘前さくら
まつり（４月下旬～５月上旬）」や、りんごの生産量が日本一でも知ら
れている。また８月には「青森ねぶたまつり」とともに「弘前ねぷたま
つり」が行われている。
　弘前城の北側一帯にあたる仲町は現在も武家屋敷が残り、国の重要伝
統的建造物群に指定されている。このあたりには町割りのほか、道沿い
のサワラの生垣、門、板塀、前庭の樹木などが今も残り、城下町の面影
を色濃く残している。また市中心部には明治時代に建てられた旧弘前市
立図書館などの洋館も残っており、情緒ある町並が弘前の特徴である。

岩木山

　富士山型の秀麗な火山は「津軽富士」とも呼ばれ、標高1,625 mは青
森県の最高峰である。津軽の人々は、しばしば「お」をつけて「お岩木
山」あるいは「お岩木様」と呼んできた。
　富士山と同様に古くから山岳信仰の対象とされ、岩木山（いわきやま）
神社の創建は今から1200年以上も前に遡り、山頂には岩木山神社の奥宮
が置かれている。江戸時代には弘前藩の鎮守の山とされ、歴代の藩主が
岩木山神社に寄進を行った
ため、その社殿は「奥の日
光」と呼ばれるほど荘厳な
ものとなった。毎年旧暦８
月１日に岩木山神社で行な
われる例大祭「お山参詣」

（ヤマカゲともいう）は津
軽地方最大の農作祈願祭で、
国の重要無形民俗文化財に
指定されている。
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盛岡・花巻

北上川沿い

　北上川は岩手県を北から南に貫流し、宮城県石巻で太平洋に達する。
この川沿いに上流より盛岡、花巻、平泉、一関という岩手県内陸部の重
要都市が立地している。

盛岡と石川啄木（1886 ～ 1912）

　南部藩20万石の城下町として発達してきた盛岡で、近代短歌に新しい
世界を開いたといわれる石川啄木が生まれた。まもなく父が渋

しぶたみむら

民村（現：
盛岡市）の住職になった関係で一家はこの村に移った。石川啄木が生涯
にわたり、ふるさとと呼んで懐かしがったのがこの渋民村で、石川啄木
記念館がある。
　啄木は盛岡中学校を退学後、母校の渋民
小学校代用教員を経て、職を求めて移った
北海道では新聞記者として各地を流浪した。
その後上京し、「東京朝日新聞」の校正係と
なるが、なおも窮乏の生活は続いた。東京
では与謝野鉄幹を師事し、「明星」に詩を発
表。三行書の歌集「一握の砂」は歌壇内外
から注目され、第二歌集は「悲しき玩具」
である。結核のため、故郷に戻ることなく27歳で夭折した。

ふるさとの　訛なつかし停車場の人ごみの中に　そを聴きにゆく
「一握の砂」より

ふるさとの 山に向ひて言ふことなし　ふるさとの山はありがたきかな
悲しき玩具」より

石川啄木

宮沢賢治

写真／ Wikipedia

写真／ Wikipedia

花巻と宮沢賢治（1896 ～ 1933）

　花巻温泉は古くから湯治場として親しまれている東北屈指の温泉地で
ある。詩人・童話作家で有名な宮沢賢治は質・古着商の長男として花巻
の裕福な家に生まれ、郷里の花巻農学校で教諭となった。
　農学校退職後は羅須地人(らすちじん)協会を設立して農事指導に献身
した。農民に対する深い愛情と，日蓮宗の信仰に基づく宇宙観に貫かれ
た作品を残し、37歳で早世した。
　代表作に「銀河鉄道の夜」、「風の又三郎」があり、詩集「雨ニモマケ
ズ」の中に「サムサノナツハオロオロアルキ」とあるが、これはヤマセ
で冷害に苦しむ北上高地の人々の姿を反映している。宮沢賢治は岩手県
の風土をモチーフにしながら、心の中で思い描いた理想郷をイーハトー
ブと呼んでいた。花巻には宮沢賢治ゆかりの記念館、童話村、イーハトー
ブ館などがある。
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平泉

　11世紀末から12世紀末にかけて、奥州藤原氏は３代にわたって平泉を
中心に繁栄し、浄土思想の影響を色濃く受けた文化を発展させた。平泉
は当時人口10万人以上と推定され、平安京に次ぐ都市であった。平泉の
ある岩手県南部は当時良質の金を産出しており、戦いに向く良馬の産地
でもあった。

前九年合戦・後三年合戦

藤原清衡はこの２つの合戦後に奥州平泉の基礎を築いた。

①前九年合戦（1051～ 1062）
　陸奥で安倍氏が起こした反乱を朝廷が源
頼義・義家父子を派遣して平定させた。豪
族清原氏の助けを得た頼義が安倍氏を滅ぼ
し、源氏の東国の基盤をつくった。　　　

②後三年合戦（1083～ 1087）
　前九年合戦のあと、奥羽に力を伸ばした
清原氏の内紛に陸奥守として赴任した源義家が介入し、清原清衡を助け
て内紛を平定した。これにより清原氏は滅び、清原氏のもとで育ち藤原
氏と安倍氏の血を引いた清原清衡がこの地の支配者となる。その後、藤
原清衡と名を改め、奥州藤原氏三代の基礎を作った。

　後三年合戦のあと、源義家に対して朝廷からは私戦と見られ恩賞はな
かった。しかし義家は自分の所領を共に戦った部下に分け与えた。その

要トレース

温情に東国武士は感激し、両者の繋がりが強くなったといわれる。こう
して前九年・後三年合戦を通じて活躍した源頼義・義家のもとに多くの
武士が駆けつけ、源氏の東国における基盤が出来たことになる。源義家
は石清水八幡宮で元服したことから八幡太郎義家と名乗り、鎌倉に拠点
をおいていた。源義家の４代目にあたるのが鎌倉幕府創立者の源頼朝で
ある。

奥州藤原氏

　11世紀末から12世紀末にかけて100年以上の間、陸奥・平泉を拠点に
豊富な金の産出や馬などで富を築き、３代にわたる繁栄を誇った。

初代・清
きよひら

衡…後三年合戦のあとに家督を継いだ清衡は、戦いのない仏
国土をめざして中尊寺を建立した。

２代・基
もとひら

衡…平泉の市街地を整備・発展させた。広大な毛越寺を建立
した。

３代・秀
ひでひら

衡… 朝廷から鎮守府将軍・陸奥守に任じられて最盛期を迎え
た。無量光院を建立。源頼朝に追われた義経を庇護した
ことで鎌倉との関係が悪化した。

４代・泰
やすひら

衡… 秀衡の死後、泰衡は義経を衣川の戦いで自害に追い込ん
だ。鎌倉と和睦しようとしたが、源頼朝は義経をかくまっ
たとして1189年に奥州藤原氏を滅した。

世界遺産としての平泉

　2011年に５件がユネスコの世界文化遺産「平泉―仏国土（浄土）を表
す建築・庭園及び考古学的遺跡群―」の名で登録された。

①中尊寺金色堂
　中尊寺は寺伝によれば開山は９世紀の円仁である。金色堂は藤原清衡
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によって建立された阿弥陀堂で、
高さ８m、平面の一辺が約5.5m 
である。堂内外の全面に金箔を張
り、柱や須弥壇には蒔絵、螺鈿、
彫金をふんだんに使った華麗な装
飾が施されている。須弥壇上には
阿弥陀如来を中心に多くの仏像を
安置し、須弥壇内部には清衡、基
衡、秀衡のミイラ化した遺体や、泰衡の首が納められている。国宝の金
色堂は現在コンクリート造りの覆

おおいどう

堂で守られ、ガラスケースの中に納め
られている。

②毛
も う つ う じ

越寺
　金銀をちりばめた他に例を見ない大
伽藍だったと伝わっているが、二度の
火災により完全に焼失し、当時の建物
は残っていない。しかし浄土式庭園は
特別名勝、境内は特別史跡に指定され
ている。　　　　　　　　　　　

③無量光院跡
　藤原秀衡が宇治の平等院鳳凰堂を模
して建立したと伝えられる阿弥陀堂跡
である。

④観自在王院跡

⑤金鶏山

四寺回廊

　慈覚大師円
えんにん

仁は下野（栃木県）出身で最澄の弟子である。遣唐使
に従い唐に渡り、密教を修めた。帰国後は第３世天台座

ざ す

主となり、
天台宗の密教化に寄与した。東北地方では宮城県・松島の瑞巌寺、
岩手県・平泉の毛越寺と中尊寺 、山形県・立石寺（山寺）を開い
たと伝わる。９世紀に円仁が開山し、17世紀には松尾芭蕉も訪れ
たこの四寺を廻る巡礼コースを「四寺廻廊」という。
　円仁は東京の浅草寺の前立本尊も作ったとされ、浅草寺の中興開
山になっている。

達
たっこくのいわやびしゃもんどう

岩窟毘沙門堂

　蝦夷の指導者・阿
あ て る い

弖流為は岩手県胆
沢に侵攻した朝廷軍を撃退したが、坂
上田村麻呂に敗れて降伏し、母親のモ
レとともに都で処刑された。岩手県平
泉町にある達岩窟毘沙門堂は、阿弖流
為が最後に立てこもった達岩窟に坂上田村麻呂が鎮魂のために毘沙門堂
を建立した。ただし窟毘沙門堂自体は1961年に再建されたものである。　　　　　　　　　　　　　

黄金の国ジパング

　13世紀に元の国を訪れたマルコ・ポーロの
「東方見聞録」にはジパングの王宮の記述があ
り、これは平泉の金色堂などの黄金文化への
言及の可能性が高いといわれている。当時は
津軽の安東氏により青森県の十三湖畔にあった十三湊（とさみなと）を
通じて中国との交易が行われていた。奥州は莫大な砂金を産出しており、
奥州藤原氏によって国際貿易に利用されていた。

中尊寺金色堂の覆堂

毛越寺浄土式庭園

達岩窟毘沙門堂

無量光院跡
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仙台
EAST of JAPAN  SPOT 7

「杜
もり

の都」仙台

　仙台は豊かな穀倉地帯である仙台平野の中心で、東北地方唯一の百万
都市である。仙台の町を語るには、藩祖の伊達政宗の存在が極めて大き
いが、街は彼の建てた広瀬川河畔の仙台城を中心に広がっている。仙台
は江戸時代から受け継がれてきた屋敷林や社寺林が多く残り「杜の都」
として知られてきたが、仙台空襲で市中心部が焼け野原になったあとも、
戦後いち早く木々が植えられ、青葉通りや
定禅寺通りのケヤキ並木がシンボルになっ
ている。仙台名物には笹かまぼこ、牛タン、
ずんだ餅（枝豆をすりつぶし、お餅に絡め
たもの）などがある。2011年の東日本大震
災では約1,000人もの犠牲者を出している。

仙台七夕まつり

　８月６日から８日の３日間にわたって、
市内各地に合計3,000本といわれる飾り付
けがなされる。東北三大祭りのひとつに数
えられ、例年200万人以上の人が訪れる。

東北三大祭
８月上旬に行われ、全国からのツアー客でにぎわう。
①青森ねぶた祭（青森市）②秋田竿燈まつり（秋田市）
③仙台七夕まつり（仙台市）　

※花笠祭り（山形市）をくわえて四大祭りということもある

多賀城（多賀城市）

　仙台の今日に至る繁栄は奈良時代
（８世紀）に陸奥（東北地方の太平洋側）
の国府と鎮守府が仙台付近の多賀城に
置かれたのが始まりといえる。古代の
多賀城は西における九州の大宰府とともに、東北の中心地として整備さ
れ、以後長く東北地方の政治・軍事・文化の中心地であった。

伊達政宗

　仙台藩（外様大名・62万石）の初
代藩主である伊達政宗は、1567年に
東北最大の戦国大名である伊達家の
嫡男として米沢で生まれた。幼い頃
に右目を失ったことから「独眼竜政
宗」とも呼ばれた。1590年の小田原
攻めのときに政宗は死装束で豊臣秀
吉のもとに参陣し、秀吉に「もう少し遅れたら危なかったな」と言われ
たとされる。このとき政宗は本領を安堵されたものの本拠の会津は没収
され、会津には蒲生氏郷が入った。現在でも、政宗がもう少し早く生ま
れていたなら天下も狙えたのではないかといわれている。

仙台城（青葉城）

　関ヶ原の戦いのあと、伊達政宗は徳
川家康の許しを得て1601年、湾曲して
流れる広瀬川に面する青葉山に本丸と
西の丸からなる山城を作り、地名を仙
臺（仙台）と改めた。本丸には伊達政

仙台七夕まつり

笹かまぼこ

伊達政宗騎馬像

多賀城跡

仙台城（青葉城）

写真／ Wikipedia
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宗騎像がある。しかし山上にある本丸は街への往来が不便だったため、
２代目の伊達忠宗は二の丸・三の丸を山麓の平坦な場所に建て、広瀬川
を城の防衛線とした。以後、伊達家当主はここに居住し、政務も執った。
標高約130m、東と南を断崖が固める天然の要害に築かれた城は、徳川
家康の警戒を避けるためにあえて天守閣は設けなかったといわれている。
仙台城は仙台空襲および戦後のアメリカ軍占領により、江戸時代の建築
物はなくなっているが、石垣や復元された櫓から往時の名城ぶりを偲ぶ
ことができる。
　二の丸は東北大学のキャンパスになっており、三の丸にある仙台市博
物館には仙台藩に関連する資料が収蔵されている。伊達政宗所用だった
黒漆五枚胴具足は、映画「スター・ウォーズ」のダース・ベイダーのモ
デルとなった。

慶長遣欧使節

　1613年伊達政宗は支倉常長をスペインに
派遣、メキシコとの直接貿易を企てた。使
節団の船は仙台藩の月ノ浦で日本人の船大
工が建造した。常長ら使節31名は、太平洋
を横断してメキシコを経由してスペインに
赴き、マドリードで国王フェリペ３世に面
会し、さらに教皇パウロ５世に謁見した。
しかしメキシコとの通商の許可を得ること
には成功しなかった。
　なお支倉常長が持ち帰った慶長遣欧使節
関係資料は国宝であり、ユネスコの世界記
憶遺産に登録されている。

瑞
ずいほうでん

鳳殿

　伊達政宗の霊廟で政宗が築いた青葉城の東側、三方を広瀬川に囲まれ

た 静 か な 丘 の 上 に あ る。
1636年に亡くなった政宗は、
当時経ヶ峰と呼ばれていた
この地に葬るよう遺言して
おり、瑞鳳殿は青葉城の本
丸がある西を向いて建てら
れ、今も仙台の繁栄を見
守っている。
　伊達者と呼ばれ、世人の
意表を衝くことを好んだ政宗らしく、瑞鳳殿は豪華絢爛で、日光東照宮
を思わせるような鮮やかな色遣いと装飾がこらされている。建物は戦災
で焼失したが、戦後復元され、さらに2001年の大規模な改修で創建当時
の姿がほぼ甦った。地元では「霊

おたまや

屋」と呼ばれ、親しまれている。本殿
両脇には、殉死した家臣15名および陪臣５名の宝篋印塔が並んでいる。

松島

　仙台から北東40kmに位置する
松島湾に浮かぶ260の島をいう。
天橋立、宮島とともに日本三景の
ひとつである。リアス式海岸がさ
らに進んだ沈降地形で、溺れ谷に
海水が入り込み山頂が島として
残っている。
　「四大観（しだいかん）」とよばれる名所では、東西南北の４つのスポッ
トから松島に浮かぶ島々を一望できる。
①壮観「大高森（おおたかもり）」　②麗観「富山（とみやま）」
③偉観「多聞山（たもんざん）」　　④幽観「扇谷（おうぎだに）」

仙台城（青葉城）

日本三景松島

支倉常長像
（仙台市博物館蔵）
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瑞巌寺（松島町）

　伊達家の菩提寺である瑞巌寺は、
828年に慈覚大師円仁によって天台
宗の寺院として開創された奥州随一
の古刹である。1259年ごろに臨済宗
に変わり今日に至る。現在の建物は伊達政宗によって桃山様式の粋をつ
くし、諸国から名工を集めたほか、建材も熊野山中から取り寄せるなど
歳月をかけて完成させられた。

五大堂 

　瑞巌寺の境外仏堂である五大堂は、松島を臨める絶景スポットおよび
松島のシンボルでもある。807年、坂上田村麻呂が毘沙門堂として建て
たのが始まりとされ、のちに慈覚大師円仁が五大明王を安置したことか
ら五大堂と呼ばれるようになった。五大明王とは不動、降三世、軍荼利、
大威徳、金剛夜叉の総称で、33年に1度開帳される。
　現在のお堂は、1604年に伊達政宗が再建したものである。五大堂があ
る島と本土とは、すかし橋がかかり、橋から海が透かして見えるのでス
リルがある。これは五大堂へ行く際に足元を見て気を引き締めるためだ
といわれている。

鹽
しおがまじんじゃ

竈神社（塩釜市）

　松島湾にある神社で古来より陸奥国一之宮と
して、東北鎮護および海上守護として重んじら
れてきた。国府が置かれた多賀城の鬼門に位置
する。政宗以降の歴代仙台藩主が神社の大神主
として祭事を司ってきた。例年４月下旬ごろに
国の天然記念物「鹽竈桜」が見頃を迎える。

　福島県は南北方向に延びる阿武隈高地と奥羽山脈によって、３地域に
分けられ、気候風土がそれぞれ違い、人情も異なるといわれている。
①会津
　福島県西部一帯の内陸部で山岳地帯である。会津地方の中心地は会津
若松市で、近くに磐梯山と猪苗代湖がある。
②中通り
　阿武隈川の流域には福島市、二本松市、郡山市、白河市がある。白河
市には関跡があり、寛政の改革を行った松平定信の出身地である。東北
道や新幹線が通る交通の要所で、６割強の人口を擁する。
③浜通り
　太平洋に面したエリアで、漁師町が多く開放的といわれる。かつて常
磐炭田で栄えた南部のいわき市は福島県最大の人口を擁する。福島第一
原子力発電所は東日本大震災の事故を機に廃炉手続きが進められている。

会津若松城（平山城）

　鶴ヶ城ともいわれ、1590年に豊臣秀吉の命により蒲生氏郷が入城した。
文武兼備の氏郷は秀吉からの評価も高く、42万石の大禄を得て地名を若
松とし、城名を鶴ヶ城とした。わずか４年で東北一の城を築き、城下町
を整備した。しかし1595年に
40歳で病死し、蒲生家は転封
となった。江戸時代に徳川秀
忠の四男・保科正之が入城し、
三代目の正

まさたか

容の時に松平姓と
葵の御紋を賜った。幕末の松
平容

かたもり

保の時代に京都守護職に
就いたことで、会津若松は戊

瑞巌寺

鹽竈神社
会津若松城写真／ Wikipedia
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辰戦争の激戦地になってしまった。砲弾で傷ついた天守は取り壊され、
現在の天守は1965年に外観復元されたもので、2011年には天守再現事業
の一環として天守の黒瓦が、幕末に近い赤瓦に葺き替えられた。

会津の歴史

　幕末に会津藩主だった松平容保は京都の治安維持のために新たに作ら
れた京都守護職として、1,000名の藩士を連れて京都におもむいた。当
時の京都は長州中心の討幕派が横行しており、文字通り火中の栗を拾う
ようなものだった。会津藩の家老たちは反対したが、藩祖の保科正之以
来、幕府に対する絶対的な忠誠を藩の教えとしていたことから松平容保
はこれを引き受けた。このときに新選組（近藤勇が局長、土方歳三が副
長）は京都守護職の松平容保の配下として京都警備にあたった。   

会津戦争（1868）

　会津藩は幕末の京都で治安維持のために池田屋事件や禁門の変などで
長州藩士中心の討幕派と戦った。しかし鳥羽･伏見の戦い後、新政府は
松平容保を徳川慶喜に次ぐ朝敵とし、会津処分を決定した。これに対し、
米沢藩、仙台藩を中心とする東北諸藩は攻守同盟を結び、30余りの藩が
参加する奥羽越列藩同盟へと発展させて新政府軍と戦った。板垣退助を
指揮官とする新政府軍は会津若松城下に進撃し、容保含む5,000名は会
津若松城に籠城し必死の抵抗をした。１ヵ月にわたる死闘後、会津は落
城し容保は降伏した。会津戦争後は戦死者の遺体も朝敵とされ収容を禁
止された。
　旧長州藩の山口県萩市の市長が「もう120年経ったので、仲良くしま
せんか？」と誘った際、会津若松市の市長が「まだ120年しか経ってな
いので」と断ったという有名な話がある。

白虎隊

　15 ～ 17歳の少年で構成されていた白虎隊は官軍との戦いに敗れて飯
いい

盛
もりやま

山まで後退した。そのときに若松城の方角に黒煙があがるのを見て落
城と思い誤り、20人が自刃し、うち1人はかろうじて助けられた。

会津さざえ堂

　飯盛山の近くにあり、1796年に建立された
高さ16.5m、六角三層の仏堂で、正式名称は

「円
えんつうさんそうどう

通三匝堂」である。
　仏堂建築としては他に例を見ない特異な二
重螺旋構造をしており、スロープに沿って西
国三十三観音像が安置され、参拝者はこのお
堂をお参りすることで三十三観音参りができるといわれていた。当時、
会津から西国巡礼することは一般民衆には夢のような話だったので、一
巡りで同じご利益を得られるようにした。

喜多方

　江戸時代から会津若松と米沢を結ぶ街道として栄え、酒蔵、味噌蔵、
店蔵、座敷蔵など2,600棟余りの蔵がいたるところに点在している。

大
おおうちじゅく

内宿

　日光の今市から会津若松に通じる旧会津西街道にあ
る宿場町である。全長約450mの両側に妻側を道に向
けた寄棟造茅葺き民家が建つ。江戸時代には半農半宿
の宿場町だったが、現在もその雰囲気をよく残し、田
園に囲まれた旧街道沿いに茅葺き民家が整然と並ぶ。

円通三匝堂

大内宿




