
G R A B  T H E  E A R T H
 中津川・恵那  ストーリーブック



地の力、人の力。 
日本の原風景が引き継がれる里山

　中津川・恵那地域は、恵那山麓に広がる断層が生み出した地形の上に

栄えた里山です。

火山や地震活動によって生まれた山々に囲まれた大地は、複雑な地形や

局地気候を生み、自然美と人々の生活に欠かせない恩恵をもたらしました。

京と江戸を結ぶ中間点に位置するこの地は、古くは東山道、その後に中

山道が通過し、険しい山々を通る木曽路の玄関口として、歴史の舞台の

中の一つとなり、様々な旅人の接点の中で文化が育まれていきました。

域内各地に広がる農村は、自然的特性に応じた景観や農業を形成し、そ

の土地と人々、そして世代間をつなぎ、コミュニティの絆を深めるため

の固有の祭事や風習が受け継がれています。

　この土地を訪れた時、まず感じるのは大地の神聖さと恩恵と言えます。

それはこの地に住む人々の生活、感性、思想に大きな影響をもたらして

いるものでもあります。

豊かで多様な自然、生態系、それらにより培われた人々の生活文化に触

れることができることも、この土地の魅力です。

　硬い地盤の上に力強く根を張り、根上がりしたヒノキは、この土地を

象徴する存在でもあります。豊かで厳しい自然、そこに畏敬を抱き、力

強く生きてきた人々の生活が今も息づく日本の里山を体現しています。
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笠置山のペグマタイト



Grab the earth. 
大地を掴む。 

　この「中津川・恵那ストーリーブック」のタイトルでもある

「Grab the earth. - 大地を掴む。」という言葉は、恵那山麓に広が

る断層が生み出した地形とそこに栄えた里山であるこの地域の核

となる資産である「地の力、人の力。」を、住む人々が大切に生かし、

また来訪者がそれを尊重し、その中で得られる価値経験を体現す

る「標語」です。

　この標語は、地域内、及び来訪者向けの観光関連の推進施策に

対し、共通の理解と意識を育むために用い、多くの利害関係者、

住民、来訪者が当地の資産を大切にし、その価値経験を分かち合

う上で重要なコミュニケーションの触媒であり象徴としての役割

を果たします。
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　周囲を山に囲まれ、起伏に富み、岩石がむき出しの箇所などが顕著で、複雑な地質と

地形を持つ中津川・恵那地域は、その地質的特性が人々の生活や文化に影響を与え、独

自性を形作っており、この地域の魅力を語る上での出発点と言えます。

　この地を訪れた時、何よりもこの大地・自然の恩恵があり、そこで人々が生かされ、

自然を生かし、調和した暮らしが形作られていることが発見できます。

地質と地形 
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高樽の滝



　当地域の地質は、中生代白亜紀後期

（8500 ～ 6800 万年前）の巨大規模の噴火

活動により形成された濃飛流紋岩や花崗岩

類がその基礎となっています。

　濃飛流紋岩は、南は恵那山のあたりから

北は富山県の小矢部川上流まで、約 3500

㎢にも及ぶ世界最大規模の噴火によりでき

た岩盤で、その深さは平均 1500 ～ 2000m

とされています。

　また、濃飛流紋岩が形成された時期と重

複し、地下のマグマ活動により形成された

苗木花崗岩、伊奈川花崗岩は、城や棚田の

石垣、放射能泉（温泉）、濃飛流紋岩ととも

に石材としても用いられるなど、人類の産

業や生活に活用されている鉱物資源です。

　南西部は中新世前期（2200 ～ 1500 万年

前）に形成されたとされる堆積岩が分布し

ています。この地層帯は「岩村層群」と呼

ばれ、上流から堆積した土砂により湖が形

成されたのちに海と結合した時代もあり、

貝類の化石を見ることもできます。

　その後、新第三紀鮮新世（533 ～ 258 万

年前）頃には河川により運ばれた上流からの砂や石が堆積し、土岐砂礫層と呼ばれる堆積土壌を形成します。

150 年頃前には、断層活動の変化により中津川・恵那の市街地北部に位置する堆積土壌帯は隆起し、現在の赤土

平と呼ばれる小高い台地が形成されました。この赤土平の土壌では現在、質の高い落花生、里芋、栗、茶などが

生産できる農地として重用されています。

　中津川市神坂から北北西に 80km ほど伸びる巨大な断層、阿寺断層もその一つと言えますが、その中でも当地

東部の坂下地区は断層の形跡が明確で、日本でも最初に研究対象となった断層のうちの一つです 。阿寺断層の働

きは、小秀山をはじめとした阿寺山地の山々を高く押し上げました。

　そのほか、中津川・恵那地域は、大小様々な断層に囲まれおり、南部は屏風山断層、恵那山断層のほか小規模な

断層が幾重にも存在し、恵那山や根の上高原、岩村盆地などを形成しているほか、恵那市北西部を通る赤河断層は

美濃高原を作りました。

　このような断層の活動が周囲に山地を形成することで、恵那盆地の地形が生み出され、夏季の山間部への局所的

豪雨や、雪が少なく寒冷な冬季の気候などの局地気候を生み出し、山間部の木材の生育や南部の寒天生産など地域

の産業に影響を与えることになったほか、周囲の山地が一つの閉じた空間を形成し、文化の孵化に影響をもたらし

ていることも推察されます。

地質 Chapter 1.

地形と断層の働き Chapter 2.
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中津川・恵那地域の地質構成



　濃飛流紋岩や苗木花崗岩など、中生代白亜紀後期に

形成された花崗岩、溶結凝灰岩、花崗閃緑岩により形

づくられた岩盤と水流により姿を現した渓谷は、当地

を象徴する自然の景観美の一つです。

　断層により形成された周囲の山々からは、地質を構

成する岩盤により濾過された豊かで美しい軟水が湧き

出し、魚類の生態系をはじめ、この土地に豊かさと美

しさをもたらしました。

地質と地形が生む自然の景観美  Chapter 3.
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恵那峡の景観



恵那峡
　恵那峡は、濃飛流紋岩や苗木花崗岩により形成された岩盤を木曽川の激しい流れが彫刻し、
形づくられた渓谷です。
　その特徴の一つに、マグマの状態だった巨大な岩石が地中で冷却され、固化する際の堆積
の収縮により発生する「方状節理」と呼ばれる作用により生じた岩石の裂け目が、木曽川の
浸食により露わになったことで生まれる絶景でしょう。この露わになった岸壁は、屏風の絵
画のような景観から「屏風岩」とも言われています。
　恵那峡という名称は、観光が産業としての発展をみせていた 1920 年に、当時の著名な地理
学者、志賀重昂を招き、命名を依頼したことに由来し、同年には日本最初の総合雑誌と言われ
る「太陽」で恵那峡が紹介されるなど、積極的なアピールが展開されていた様子がうかがえます。
　この恵那峡は、1921 年～ 1924 年にかけて行われた大井ダムの建設により景観は大きく
姿を変え、現在の姿になりました。

付知峡

　付知峡は阿寺断層により隆起した阿寺山地の小秀山（1982m）を源流とする付知川の急
流により、濃飛流紋岩の固い岩盤が削られることで形成された渓谷です。
　阿寺山地の山々が雨雲をせき止めることで得られる豊富な雨量と、神宮備林として保護さ
れ、人々の立ち入りが制限されている自然保護区域の山林を水源に持つ付知川は、その豊富
でエメラルド色に輝く水の色から「青川」とも呼ばれ、高樽の滝や不動滝など幾重もの滝を
流れ落ち、木曽川へと流れ着きます。
　かつては質の高い裏木曽の木材を下流へと運ぶ水運にもなっていたこの清流は、現在、流域に
キャンプ場も設けられ、付知峡の景観とともに身近に楽しむことができる存在となっています。

根の上高原

　恵那山の西に位置する根の上高原は、屏風山断層と川上断層（恵那山断層の一部）
の影響によって形成され、保古山（969m）を最高地点に、標高 900m ほどの位置にな
だらかな起伏を持つ高原です。
　主に砂礫と粘土層の混じった土岐砂礫層により構成される地盤は、水の浸透を妨げ
る粘土質の土が含まれており、湿地帯を形成します。
　ここで形成される酸性土壌の湿地帯は、温暖期の植物の繁殖を抑制し、氷河期に栄
えた亜高山帯植物を残存させる環境を保つことができたことから、コバイケイソウ、
ミカワバイケイソウといった白亜紀後期の在来植物を見ることができます。
　根の上高原一帯は、灌漑用の湖である保古の湖、根の上湖を中心に胞山県立自然公
園に指定されており、キャンプ、ワカサギ釣り、紅葉などが楽しめます。

付知峡

恵那峡

 根の上高原
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　断層により形成された東部の阿寺山地、南部の恵那山、西部の美濃高原は、

雨雲の滞留を促し、夏季に十分な降雨をもたらします。その雨は、濃飛流紋

岩や花崗岩類の層により濾過され、断層の破砕帯などから湧出します。

　花崗岩、溶結凝灰岩、花崗閃緑岩により濾過された水は、堆積土により濾

過された水と比較し、カリウムやナトリウムが相対的には多く、カルシウム

やマグネシウム、硫酸イオンなどが極めて少ない、低ミネラルの軟水が生成

されるとされています。

　この軟水の水は、定評のある質の高い米や、清酒の特色へと反映されるなど、

食文化にも大きな影響をもたらします。

　また、中津川・恵那地域は、苗木花崗岩の中に含まれるジルコンやモナズ

石などが含有する放射性物質の影響で、それらが変化して生成される微量の

ラジウム、ラドン、トロンなどが溶解されている放射能泉が広く分布しており、

湯治用の温泉としても人気を集めています。

　また、恵那峡の一部には地中に埋没した東海湖の化石海水の影響とみられ

る塩化物泉もあるほか、南東部の中津川温泉は美肌効果のある炭酸水素塩泉

が、北部の山間部にある渡合温泉には二酸化炭素泉があるなど、多様な泉質

があることもこの地域の魅力と言えます。

水質と恵那山麓の温泉群 Chapter 4.
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木曽ヒノキ備林に湧く鉱泉

恵那山麓の温泉群
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　「里山」とは、人の手の入った自然帯を指しますが、この言葉は 1758 年に尾張藩の山

林管理の役職である「木曽御材木方」の記録において登場したのが、文献上最初である

と言われており、当地の北東部を含む木曽・裏木曽の村々を指していたと思われます。

　里山という概念は、様々な研究者によりその定義について提起されていますが、2001

年に環境省は「都市域と原生的自然との中間に位置し、様々な人間の働きかけを通じて

環境が形成されてきた地域であり、集落をとりまく二次林と、それらを混在する農地、

ため池、草原等で構成される地域概念」と定義しています。

　それらを踏まえ、小寺正一 (2000) はその分類を「形状」「植生」「立地」に分けて整

理した上で、里山の伝統的な機能として「資源供給機能」「生物多様性保護機能」「水源涵養・

防災機能」「環境保全機能」を有すると述べています。

　地理的環境がもたらす気候、地質・地形がもたらす自然の恩恵をもとに、それを敬い、

活用し、生活環境や文化として培い、継承してきた中津川・恵那地域の農村コミュニティ

は「里山」として成り立ち、息づいています。

大地の恵みと
里山としてのかたち  

8

坂折棚田



　「木曽御材木方」の記録 (1758) に見られるとおり、中津川・恵那の北東部に位置する阿寺山地を含む御嶽山麓は、

木曽五木（アスナロ、サワラ、ヒノキ、ネズコ、コウヤマキ）と言われる常緑針葉樹を中心に、良質の建築用木材

が採れる地域として重宝され、江戸時代の統治者である徳川家の一族、尾張藩徳川家（名古屋を中心に日本の中南

部を統治）の領地として、管理監督と資源採取が行われていました。

　阿寺断層により生まれた阿寺山地の険しい山間部に位置する裏木曽と呼ばれる一帯は、山地が遮る雨雲がもたらす夏季の降

雨や冬季の寒冷気候により、引き締まった強度の高い木材が数百年以上の歳月をかけて成長し、天然更新される特異な地域です。

　この質の高い木材は、法隆寺金堂や姫路城、銀閣寺などをはじめとした伝統的な木造建築の最も重要な建築材料とし

て用いられているほか、1364 年より日本の神道における中核的存在である伊勢神宮で 20 年に一度行われる式年遷宮

において、この木曽・裏木曽の材木が「御神木」として使用されており、この山林は「神宮備林」とも呼ばれています。

式年遷宮と斧入れ式
皇室の氏神（守神）とされ、中世以降は日本全体の鎮守の神とされている神々を祀った日本の主要な神
社である伊勢神宮では、690 年より 20 年に一度の間隔で、神宮の神殿を更新する「式年遷宮」という
儀式が続けられています。
　その中で、当地の北東部に位置する木曽・裏木曽の一帯にあるヒノキは唯一の建材として用いられ、
毎度、木曽谷（長野県上松町）と裏木曽国有林（岐阜県中津川市）の二カ所で建材伐採の儀式「御樋代
木奉曳式」（通称「斧入れ式」）が行われています。斧入れ式では、伝統的な樵の技法で、木の幹に三点
の支柱を残し、木材の倒す方向を制御する「三ッ緒伐り」という技法が用いられ、木材が採取されます。
　式年遷宮が 20 年に一度行われる理由については定かになっていませんが、結果としてこの間隔で行
われることが、世代間における伝統技術や文化の継続性を担保する貴重な機会として機能していること
も、有益なこととして認識されています。

木曽ヒノキ備林  Chapter 1.

　中津川・恵那では、断層の作用により形成された斜面、山間部の湧水などの自然の地形を生

かした美しい棚田も多く見られます。

　日本の棚田百選に選ばれ、地域住民の手によりその美景が維持されている「坂折棚田」、木

曽川沿いの小さな集落で、濃飛流紋岩を用いた石垣によって作られた「栃久保棚田」、中山道

落合宿の周辺の隆起した地形に作られた「落合の棚田」など、地形に合わせた、里山景観の象

徴とも言える棚田が各所に存在します。

　花崗岩や濃飛流紋岩を基礎とする地質や、それにより濾過された水は、植物の生育に最適な

高カリウム、低マグネシウムの土壌を生成するとともに、恵那盆地の昼夜の寒暖差をもたらす

気候は、米をはじめとした食材の食味に良好な影響をもたらします。当地の米の食味について

は歴史的にも定評があったとされ、677 年には奈良の都で行われていた皇室の収穫の祭礼（新

嘗祭）で、恵那長島町正家の米が献上された記述が見られます。それを受け、今日でも「恵奈

の里次米みのりまつり」として、田植えから収穫、奈良の（献上された当時の天皇である）天

武天皇陵と薬師寺に奉納する慣習が継承されています。

 地形・岩石・水の恵みにより生まれた棚田 Chapter 2.

坂折棚田

落合の棚田

栃久保棚田
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木曽ヒノキ備林

斧入れ式
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　日本列島の中心部、険しい山々が連なる木曽谷の玄関口に位置する中津川・恵那地域は、

東山道の通る古代から、街道の存在が、街や文化、人々の暮らしに大きな影響をもたら

してきました。

　また、特に安土桃山時代においては、西の織田家、東の武田家と言う２つの強力な勢

力の間で翻弄された時代でもありました。

　江戸時代には、尾張藩の寛容な統治下で商人が力を持つようになった中津川宿などの

宿場町が発展した一方で、岩村藩、苗木藩などは、小藩の統治の下で独自の城下町を発

展させました。

　1902 年には、それまでの街道に変わり、鉄道（中央線）が中津川まで開通し、登山観

光や御嶽山を信仰する信者のための山岳道が整備されました。

　これらの街道、城や城下町、山岳道は、その時代に生きた人々の普請の足跡として、

現在にも確認ができます。

歴史の足跡 
 街道・城跡・山岳道 
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岩村城の登城道



　街道、及び水運の要である木曽川は、当地の流通を支える重要な要素であり、

それに付随して商業や文化も発展を見せました。また、鉄道や自動車のない時

代においては、人力や馬がその荷役を担い、中継点となる宿駅や町の機能も現

代のそれとは大きく違うものでした。

　また、中馬街道や白巣峠など、山中を通る道が今日より存在感を持っていた

ことも窺えます。

街道 Chapter 1.
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中山道「落合の石畳」



東山道と神坂峠遺跡
　古代の道として知られる「東山道」の道が整備された時期
は正確には分かっておらず、『続日本記』で見られる「岐蘇山道」
（きそのやまみち：702 年開通）、「吉蘇路」（きそのみち：
713 年開通）が開通する以前には通っており、少なくとも 8
世紀初頭には駅（宿駅）が整備されていとされます。
　この東山道の難所として知られていたのが「神坂峠」ですが、
1921 年以降の発掘調査により、勾玉、管玉、棗玉、臼玉など
の石製模造品、須恵器、土師器、緑釉陶器、灰釉陶器などが
出土しており、日本で数少ない峠に存在する祭祀機構の遺跡
であり、古墳時代から古代・中世におよぶ峠神祭祀の実態を
うかがえる代表的な遺跡として知られています。また、同時
に陶磁器の重要な流通経路であったことも推察されます。

中馬街道と明智の町
　名古屋から、日本最大級の陶磁器産地である土岐・多治見・瑞浪地域の南部を通る中馬街道は、明智で南北街道と、上矢作で飯田街道
と交差し、長野県の飯田へと繋がる当地における主要な街道の一つでした。
　その中馬街道と南北街道が交差する明智町は交易の拠点として栄えるとともに、矢作川支流の明智川の水力を動力とした紡織業が盛ん
になりました。特に戦前の明智町は製糸業、また耐火煉瓦・碍子などの生産も盛んであり、産業都市として発展します。
　明智川の水力は、水車としての動力ののち、産業により蓄えられた財政力を生かし 1908 年に矢伏下ヶ淵に日本で初めて設置された町
営水力発電所に利用され、昼夜問わず当時の主力産業でありブランドとして認知されていた「明智糸」の製造を支えていました。
　その後、産業と交通形態の変遷により産業や都市としての衰退を迎えた明智町は、当時の栄えていた面影や町並みを「大正村」として
保全し、現代に伝えています。

飛騨街道
　飛騨街道は飛騨道などとも呼ばれ、古代から飛騨の地を監督する国府があったと推定される高山や北陸とつながっており、江戸時代には、中
津川宿の淀川の高札から木曽川の渡し（上地の渡し）を渡って下呂へと向かう街道が存在していたことが分かっています。また、北陸の塩が輸
送される塩の道の一つとなっていたことが想定され、飛騨・北陸と東方とを結ぶ際の主要な経路の一つとして利用さてもいたようです。

中山道と宿場町
　東山道に続き、特に江戸時代に京都と江戸を結ぶ官製街道
として整備されたのが中山道です。
　この街道は、初期の東山道と違い、木曽谷を通るルートに
変更され、物流のみならず、幕府の体制維持のために設定さ
れた参覲交代をはじめとした、大名や皇族といった要人の行
列が通る道としても用いられました。
　それは、例えば 1636 年 4 月 1 日、尾張大名の徳川義直が
日光東照宮の遷宮式典に向かう際に、夕食として大井宿で「あ
じめどじょう」を食べ喜ばれたとされる記録、1861 年 10 月
29 日に仁孝天皇の娘和宮が徳川家茂（第 14 代将軍）に嫁ぐ
際に道中、中津川宿で宿泊したとされる記録、また、1862 年
7 月 17 日には、中津川宿にて長州藩主毛利慶親が桂小五郎、
後の首相伊藤博文らが同席し、公武合体から尊皇攘夷へと舵
を切ることとなった「中津川会議」が行われるなど、歴史の
舞台となっていました。
　宿場町では、要人をもてなすための本陣、脇本陣といった
有力者が務める宿のほか、直線的な侵入を防ぐ「枡形」、お触
れ書きを掲げる「高札場」、輸送のための人馬の調達や整備を
行う「問屋場」などが機能としてあり、庶民の泊まる旅籠、
木賃宿（共有台所付きの簡易宿泊場）、茶屋などが軒を連ねて
いました。
　中山道は西国の人々が江戸に向かう上で重要な中継点であ
り、当地は、飛騨からの飛騨街道、名古屋からつながる下街
道など交通網が集積する要衝であり、商業都市としても発展
し、商人が大きな力を持つことにもなりました。
　街道及び宿場町は、宿駅ごとに流通を引き継ぐ伝馬によっ
て成立する交通輸送システムが構築されており、鉄道駅が開
通されるまでの時代、そのシステムを基盤として当地の市街
地が形成されてきたと言えます。

中山道（落合の石畳）

馬籠宿

大井宿本陣跡 中津川宿
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昔の旅籠（角屋）
写真提供：旅館いち川



遠山荘と遠山家

　古代律令制が崩壊したのち、中世の中津川・恵那地域の一帯は遠山氏の荘園（領主による統治範囲）として、13 世紀初頭から
16 世紀初頭の安土桃山時代の戦乱の世が続くまでの約 300 年間、統治されていました。
　13 世紀初頭、源頼朝の重臣である加藤景廉は、この地「遠山荘」を与えられ、その息子である加藤景朝は、自らの姓を遠山と
名乗り岩村を拠点に地頭として統治を始めます。
　以降、明知城、広恵寺城（苗木城の前身）などを構え、中津川・恵那地域の一帯をその一族で統治することになります。1488年の『蔭
涼軒目録』では、苗木・明智・岩村の遠山氏を「三魁」としてその隆盛が記録されていますが、応仁の乱の時代に入ると、美濃
守護の土岐氏の元、西軍・山名宗全方につきますが、東軍の小笠原家長、木曽家豊らにより進軍され、現在の恵那市大井町にあ
る大井城は落城。以降、苗木遠山氏は西軍である木曽義元の家臣として戦に参加することになり、遠山氏の一族の関係もより複
雑になります。さらに、安土桃山時代には、武田氏（東）、織田氏（西）の軍勢に挟まれ、遠山氏の存続において厳しい環境下に
置かれました。
　江戸時代に入ると、存続した苗木遠山家は日本で最も小規模の城持ち領主となり、厳しい財政運営の中で江戸末期までの統治
を続けてきました。

　当地の主な城跡は岩村城、苗木城となります

が、自然の形状を生かした立地と意匠、近隣の

石材を活用した石垣は一見に値します。また、

中世において遠山一族の存在をなしに、当地に

おける城と歴史の物語を語ることはできないで

しょう。そこには悲劇の物語も遺されています。

 城跡 Chapter 2.

15

岩村城の石垣





恵那山（2191m）
　屏風山断層、恵那山断層、阿寺断層の働きにより、中央アルプス（木曽山脈）の南端に位置する独立した山としての風貌を持つ恵
那山は、日本に観光としての登山を伝えた一人である英国の宣教師、ウォルター・ウェストンの著書『日本アルプスの登山と探検』
(1896,英国で出版)や、深田久弥の著書『日本百名山』(1964初版 )に取り上げられるなど、登山愛好家によって紹介されてきた名峰です。
　特に中津川に鉄道駅が開通した1902年以降、壮年者が一度は登るべき山として知られ、駅前に登山案内所ができるまで賑わいました。
　ウェストンが登ったのは、中津川を遡り恵那神社前宮から東の山頂奥宮へと登る険しい前宮ルートでしたが、1959 年によりなだら
かで安全な黒井沢ルートが開通。また深田久弥は、中津川市と長野県阿智村が共同で運営する山小屋「萬岳荘」に宿泊し、神坂峠か
ら恵那山を登る神坂ルートで登山。ほか、広河原ルートの計４つのルートが楽しめます。
　恵那山は中央アルプスや恵那盆地を望む眺望の美しさが楽しめるとともに、亜高山帯植物の宝庫となっており、大正時代に川上村
青年団が発行した『恵那山登山案内』では、恵那山八景として「①前宮のホトトギス」「②物見の松の眺望」「③行者越の奇岩」「④空
八丁の古樹」「⑤頂上の紅葉」「⑥富士山の日の出」「⑦太平洋の落日」「⑧天竜川の水光」がその美しさを楽しめるポイントとして紹
介されています。

古の峠道と御嶽山（3067m）
　中津川・恵那地域の北部から阿寺山地を抜け、木曽の王滝村、中山道（木曽路）へ
とつながる峠道は、古くは飛騨街道と東方との行き来の際に利用される通路として、
江戸時代以降は御嶽山の山岳信者が通る祈りの道としても利用されており、1862 年
には信者達の道標として木曽越峠の道沿いに 33 体の観音像が設置されました。
　室町時代には、飛騨を治めていた姉小路済継の家臣である三木氏が加子母から木
曽越峠、白巣峠を抜け、木曽で勢力を拡大していた木曽義元を攻め、殺害。その直後、
義元の家臣である古幡伯耆が木曽路を通り飛騨へと帰還していた三木氏を真弓峠を
抜けて待ち伏せ、付知峡宮島の丸山で挟み撃ちし、総勢 477 名の三木軍が全滅、古
幡軍も 187 名が戦死するという激しい戦の舞台ともなったと伝えられています。
　木曽越峠、白巣峠、真弓峠という三つの峠道を結ぶのは「渡合」と呼ばれる山間
部の中継点であり、20 世紀中期までは裏木曽の林業従事者や御嶽登山をする山岳信
者が滞在し活況を呈していました。
　19 世紀中期に山師によってアルカリ炭酸泉の温泉が発見されたとされるこの場所
は、現在は、電気の通らない宿が一軒、ひっそりと営業を続けています。

　周囲を山々に囲まれた当地において山岳道は、当初は交通手段である峠道として発生しました。

　その後、時代や移動手段の変遷に伴い、山岳信仰の信者による信仰の道、あるいは観光としての登山道が発展し、

現在も山の愛好家たちに親しまれ、守られています。

 山々と山岳道 Chapter 3.
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御嶽山への峠を結ぶ「渡合」

恵那山を望む
写真提供：夜がらす山荘 長多喜



5

　中津川・恵那地域は、自然の恵みと地理的環境、生活文化と信仰が密接に関わる里山

の共同体、交通・経済・人的交流の要衝としての立地という、特に３つの背景の中で、

外部の文化・芸能を取り込み、独自に育んできました。

　同地を代表する地歌舞伎や人形浄瑠璃芝居（文楽）はまさにその象徴で、外部から街

道を通じて伝わったこれらの芸能は、宿場内や村落の寺社の敷地内に作られた舞台とと

もに独自に発展し、宿場や村落間における交流をも生む過熱ぶりを見せました。

　名古屋などの都市からも距離があり、木曽路の玄関口であり、街道が交わる交通要衝

であったことから、恵那山麓の盆地の中に都市圏が形成されていたことが、独自に文化

を発展させる孵化装置として働いた結果と言えます。

　また、大地が作る美しい自然景観は、住人に美意識をもたらすとともに、外部の人々

を引きつけ、文化交流・発展に結びつくきっかけも作られていました。

郷土の文化・芸能 
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串原中山神社の例大祭



　東濃地歌舞伎とは、中津川・恵那地域を含む、岐阜県の南東部（東濃地方）に位置する地域で継承されている、

住民により演じられる芝居（地芝居）です。

　現在、日本全国にある地歌舞伎の保存団体は 200 あるとされ、岐阜県には 30 団体、愛知県を合わせると 47 団

体あり、全国の４分の1程が当地の周辺に集中しています。その中でも東濃地方の保存団体の数は17（うち中津川・

恵那地域は 12）と、全国でも最も密集して存在する地域と言えます。

　東濃地歌舞伎は、17 世紀に京都にて出雲阿国により始められた「かぶきおどり」に由来します。それは、関ヶ

原で敗れた西軍の残党が奇異な格好で派手に振舞っていた「傾奇者」と言われる人々を取り上げて踊りにしたもの

で、その後に形を変えながら興行として全国に広がりました。

　東濃地方においてもその流れを受け、1683 年に宿村（現在の瑞浪市釡戸町の一部）の岩屋観音御開帳の際、名

古屋より相模太夫という歌舞伎一座が来るなど、村の買い芝居（謝礼を払い外部から劇団を呼び寄せて行う芝居）

から始まり、その後に住人が自分たちで芝居を行う「地芝居」の文化が確立していきます。

　東濃地歌舞伎の地芝居の記録としては、1706 年の上呂（下呂市）の久津八幡宮祭礼のものが最も古く、その後、

1731 年に東野で、1809 年に苗木藩下の村祭りでの地芝居が記録されています。

　同地において地芝居が継承・発展していく過程においては、村落の寺社の境内の中に「農村舞台」と言われる地歌舞伎

小屋が数多く作られ、いわゆる祭礼などの「ハレ」の日に合わせて氏神に奉納されるという形が一般化していたようです。

　また、中山道の宿場においても地歌舞伎が盛んに行われており、宿場内のみならず、近隣の住民、旅人、木曽福

島の尾張藩の代官までもが芝居を楽しんでいました。

　地歌舞伎は、芸事に寛容であった尾張徳川家により継承発展を遂げることができましたが、その徳川家ですら『百

姓御条目』(1717) において、家業がおろそかにならないような戒めがなされていたようです。また、小藩であっ

た苗木藩や岩村藩でも禁止令が出されていた時代もあったようですが、それでも芝居が行われ、処罰される例もあっ

たと言われるほど、この地で白熱していました。

　明治後期に入ると、1887 年（明治 20 年）の神明座（坂下）を引き金に、各地で宿場や村を代表する地歌舞伎

小屋の建設が続き、さらなる発展の機運がありましたが、第二次世界大戦という厳しい時期や戦後の娯楽の多様化

の波の中で中断を余儀なくされる地域も出てきました。

　しかし、昭和の後期に差し掛かり、地域の人々の熱意と行動により各所で保存会が立ち上がり、その継承や再興

を遂げ、今日に至っています。

　その中でも積極的な活動を行っていた東濃歌舞伎中津川保存会は、2010 年の上海万国博覧会において有志で会

場に赴き、日本館において地歌舞伎を通じて岐阜県の紹介を行い、それが契機となり文化と観光紹介のための世界

各地で海外公演を行っています。

東濃地歌舞伎 Chapter 1.

常盤座 明治座 蛭子座 五毛座
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地歌舞伎の風景（明治座）



　中津川・恵那地域では、文楽と呼ばれる人

形芝居も伝統芸能の一つとして継承されてい

ます。文楽は、人形浄瑠璃芝居とも言われ、「傀

儡子」と言われる人形と、平曲、小物、物語

の語りもの、琵琶、扇子などを用いる「浄瑠璃」、

室町時代に伝来した「三味線」を合わせて用

いた人形芝居です。

　起源は諸説ありますが、一説では、外来の漂

泊民族によるものを由来とし、江戸時代に限定

的に許可された流派が広まり、近松門左衛門が

登場して以降の享保年間 (1716 ～ 1736) に人

形技法の高度化が進んだとされます。

　江戸時代における当地の人形浄瑠璃芝居に

ついては、地歌舞伎と同様、街道を通じて来訪する他地域の芝居集団によって持ち込まれ、人形浄瑠璃の場合、淡

路からの人形遣いの巡業興行が来訪し、祭事などで公演される「買い芝居」が始まりと言われます。

　記録では、1682 年につけち牛頭天王社で、淡路からの人形遣いの興行が行われたとあり、当時の豪農であった

六世田口忠左衛門慶寛の働きかけで独自に「三番叟」が始められ、これが当地に残る文楽の一つ「付知町翁舞」の

源流とされます。

　また、1698 年には阿木村の塞の神の祭礼で、1772 年には飯妻にて買い芝居が公演された記録が存在します。

　地芝居としての恵那文楽（川上）の形跡は、口碑では天明年間 (1781 ～ 1788) に中村伝十という人形遣いの名

人が活躍したと伝えられているものの、書物で確認できるのは寛政 5 年 (1774)、飯妻の村庄屋宮地藤四郎の記録

を待たねばなりません。また、その 2年後に手賀野村で行われたとの記録もあります。

　今日、この地域には付知町翁舞、恵那文楽、大井文楽が継承されています。

文楽（人形浄瑠璃芝居） Chapter 2.

　中津川・恵那地域には、その自然に惹かれて訪れ、滞在した文学家や芸術家がいる一方、当地を出身として羽ば

たいた文学家、芸術家も存在します。

　最も古く住み着いたとされる文学家は『徒然草』で知られる吉田兼好でしょう。吉田兼好の主であった後宇多上

皇が死去した 1324 年以降、強清水付近に庵を結んだとされますが、恵奈郡の郡主が役人を引き連れ狩りをしてい

る様を近くで見、引き払ったとされており、その跡には、江戸時代に神坂島田家六代目七衛門（島田采女）が建て

た供養碑が残っています。

　明治初期に馬籠に生まれ、9 歳で上京ののち、著名な作家となった島崎藤村 (1872-1943) は、第一次世界大戦

中にパリで過ごす中、馬籠の名家の出で、平田国学者として幕末・維新後を生きた亡き父を主人公に、馬籠を舞台

として激動の時代を描く『夜明け前』の構想を描き、帰国後に執筆。日本が第二次世界大戦へと突き進む言論統制

の中にあり、可能な限りで、その時代に生きた宿場の人々の言論や暮らしを小説として描いた同書は、時代を映す

貴重な作品ともなっています。

　島崎藤村のほか、山本芳翠 (1850-1906)、熊谷守一 (1880-1977)、前田青邨 (1885-1977) など明治から昭和

にかけて活躍した画家も多くこの地域から輩出されているほか、旧岩村藩出身の教育者・研究者が幕末から昭和に

かけて活躍しました。

 文学と芸術 Chapter 3.

恵那文楽
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6

　当地は、豊かな自然背景の中で得られる材料を活用し、共同体の中で食文化が育まれ

てきた一方で、地歌舞伎などと同様、中山道などが通る交通の要衝であり、他地域から

の文化流入や交流から新たな要素が導入され、時に皇族や大名をも含めた旅人を持て成

す食文化も同時に発展しました。

　山間部に立地する当地は、その土地で採ることのできる山菜のみならず、川魚や鳥獣類、

昆虫類を含めた山の幸を食し、尾張・三河や信州とも違う地酒や地味噌の文化が継承さ

れている美食の町であり、さらに、集落や町の単位でも様々な違いや料理の種類、それ

にまつわる風習も存在します。

　また、近年では、料理人の関係性も強固に保たれており、それら独自の文化的文脈や

地域素材を生かした郷土食文化の再興に熱意を持っていることもこの地域の資産である

と言えます。

郷土の食文化 
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　食材の豊かさは郷土食文化にとって大きな役割を果たしますが、一方で、不足しているが故に、それを補う独自

の食文化が慣習の中で育まれることもまた事実でしょう。

　当地においては、昆虫食や野鳥を食す文化は、海洋性の魚介類が得られない中、蛋白源を得る貴重な食材として

用いられることで発生しました。

　地域の植生の中で豊富に得ることのできたホウノキの葉は、その麗しい香りと殺菌力による保存性から朴葉寿司

と呼ばれる郷土食の包装材として用いられ、郷土料理である朴葉寿司が生まれました。

　また、食材の中には、地域の名産として用いられ、人々の努力により品種改良がなされることで気候への適応や

味覚の向上が図られてきたものも存在します。

食材 Chapter 1.
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栗と茶
　栗は初秋から始まる、この地域の秋の味覚の代表であり、地域の食卓には様々な栗料理やお手製の栗菓子が並びます。
　当地における栗は、水利が悪く稲作や林業ができない中山間地域と呼ばれるところで、盛んに生産され
るようになりました。
　元来は、在来品種が生育していた地域ではありますが、技術者の育成、品種改良、剪定技術の改善も活発に行
われており、特に超底樹高栽培はこの地域の研究がもとになり、全国に広がりました。
　当地で採れる質の高い栗は、地域内外の和菓子屋との契約栽培も進められ、一つのブランドにもなっています。
　栗の収穫は、一般的に 8月下旬から 10 月中旬とされ、丹沢、筑波といった品種を中心に、胞衣（えな）、

間の大峰、金華、晩生の銀寄、石鎚などが栽培されます。
　その他、粒が大きく甘みのある利平、渋皮の剥けやすいぽろたんなど、多様な品種が栽培されています。
　茶についても同様に中山間地域で生産され、在来品種をはじめとした幾つかの品種が栽培されています。また、カワラケツメイという
マメ科の野草を蒸し焙じた「ねぶ茶」は、当地で古くから親しまれており、島崎藤村の『夜明け前』にも登場します。

伝統野菜
　中津川・恵那地域には多様な伝統野菜も残っています。
　唐辛子の一種である「あじめこしょう」は、アジメドジョウ（当地の珍味として知られる淡水魚）に
似た形状であり、通常の唐辛子と比較し、辛味と旨味成分が豊富に含まれる力強い香辛料で、中津川北
部の福岡を中心に栽培されています。
　その他、きくいも、西方いも、菊ごぼう、紅うど、瀬戸の筍は当地の伝統野菜とされており、食文化
に独自性をもたらします。

寒天
　中津川・恵那地域でも南部の高い標高に位置し、寒暖差の激しい岩村町では、1931 年よりその気候を生
かした質の高い細寒天を生産するようになりました。その後、1961年より山岡町でも生産されるようになり、
一つのブランドとして認知され、日本の高品質の和菓子文化を支える原材料の供給地となりました。
　冬季の田園風景に骨組みが組まれ、細寒天が天日干しされている光景は山岡の冬の風物詩と言えるでしょう。
　この寒天の生産地である山岡のほか、耐火煉瓦の生産地であった明智、上矢作の木材の集荷地点であっ
た岩村を結び、運搬する産業用鉄道としての役割を果たしていたのが 1934 年に明知から恵那駅が開通し
た明知鉄道（先んじて岩村－恵那間は 1903 年には日本初の私鉄が営業していた）であり、今日では旅客
用の鉄道として運行されているほか、寒天料理を食べながら観光できる「寒天列車」などのイベント列車
も人気を博しています。

魚類（渓流魚）
　渓谷を流れる美しい水は、当地に渓流魚を育む土壌をもたらし、イワナ、アマゴ、アユのほか、海流に下り遡
上するサツキマスや、うなぎ、珍味とされるアジメドジョウ（味女泥鰌）が生息し、食材として重宝されています。
　また、水流のない場所でも生育することのできるコイなどは養殖として生育され、食材として用いられおり、
昨今まで農村ではコイが飼育され、家畜と共に自給自足に近い生活が営まれていたのです。

山菜・きのこ類
　山菜とは山中や野に生えている自然の草花であり、当地ではきのこ類とともに自然の恵みによる食材と
して重宝されてきました。
　山菜は春から始まり、３月はワラビ、イタドリ、フキ、４月はコンテツ、コゴミ、タラ、５月にはヤブ
レガサ（アズキナ）などが楽しめます。一方、きのこ類は秋の幸であり、７月にゴンスケ、８月にイクチ、
９月にマツタケ、シバモチ、１０月には付知町でのみ採取されるサルマイがあります。
　住民、そして料理人はこれらの季節の食材を用いた料理に腕を振るい、その恵みと楽しみを分かち合っています。

ヘボと昆虫食

　ヘボは、地蜂とも呼ばれるクロスズメバチの幼虫や成虫を指し、中津川・恵那地域ではよく知られた
郷土食材です。
　その語源は、江戸時代の『本草網目啓蒙』に登場する「閉防」にあると言われ、少なくとも江戸時代
から食材として用いられていたこと知ることができます。
　ヘボは元来、「ハチキチ」と呼ばれるヘボの生育に力を注ぐ人々により、天然のクロスズメバチの初期
の巣を採取し、移植して育てられていましたが、価値の向上や人気の高まりにより乱獲が起こり生態系
にも危機が生じた時代がありました。
　しかしながら高校教員であった西尾亮平らの研究や、恵那市串原でヘボを生育する名人達の努力により、
繁殖に関する研究と環境改善の取り組みが進められ、1994 年からは、生育者が集い、ノウハウや課題を共有し、
文化や環境の継承を進めることを目的としたコンテストが串原で開催されるに至っています。
　当地ではこのクロスズメバチのほか、オオスズメバチ、イナゴといった他の昆虫も貴重なタンパク源
として食されてきました。
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串原ヘボの巣コンテスト

岩魚の串焼き　　

こごみ・ふきのとうの天ぷら

細寒天の生産風景

あじめこしょう

渋皮の剥けやすい「ぽろたん」



　郷土食文化は、地理的環境と立地的な影響を元に、当地の歴史の中で育まれてきたものです。

　また、人々は当地で得ることのできる食材を用い、生活の楽しみとともに、街道文化

における文化流入やおもてなしの機会を通じて洗練され、発達した菓子の文化も当地に

は深く根付き、菓子どころとしての顔を持っています。

 郷土料理と菓子の文化 2.Chapter

五平餅

　五平餅は、中津川・恵那地域から三河地方北東部で食され、炊
いた米を軽くすりつぶし、わらじ型、または団子型に成型し、串
刺しにしてタレをつけ、火で炙るシンプルな郷土食です。
　タレは、胡桃といった木の実や胡麻などと醤油や味噌といった
醸造調味料を混ぜて作りますが、三河地方が赤味噌を用いるのに
対し、中津川・恵那地域では醤油を用い、まろやかであっさりと
した、木の実類の香味を引き立てる味覚であるのが特長です。
　また、ヘボの獲れる時期では、そのタレにヘボを加えたヘボ五
平も風物詩として人気です。
　形状についても、中山道沿いになる恵那市、中津川市の中心市
街地付近は団子型であるのに対し、南北の山間部はわらじ型であ
るという分布傾向があり、地域や家庭により様々な形状や味覚の
ものが楽しめるのが、郷土食としての五平餅の魅力と言えます。
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栗菓子
　当地の初秋からの名物として知られる栗菓子は、中津川・恵那地域の菓子文化の象徴といえます。
　この蒸栗の粉をわずかな糖で炊き上げ、山型に成形した素朴で上品な秋の味覚「栗きんとん」のほか、
それを葛で包んだもの、干し柿で包んだものなど、種類も豊富です。また、餅に栗の粉をまぶした「栗
粉餅」は、地域住民の好む秋の栗菓子の一つでしょう。
　当地では、和菓子の起源にもなる「唐果物」と同じように、地域で得られる木の実である栗を用い
た菓子のほか、餅菓子としての「からすみ」についても、家庭の中で日常的に楽しまれ、発展したと
いう文脈がこの地の菓子文化の源流に存在します。

朴葉寿司

　朴葉寿司は、ホウノキの葉に酢飯やキノコ、山菜、魚、ヘ
ボなどを載せ、包んで提供されるもので、中津川・恵那地域
を中心に木曽から岐阜県南東部にかけて分布しています。
　熟鮓のような発酵させるものではなく、あっさりとした食
味と朴の葉の爽やかな香りが絶妙に調和した郷土食です。

からすみ

からすみ

　からすみといえば、日本では一般的に、ボ
ラの卵巣を塩漬けしたのちに天日干しにした
珍味を指ししますが、当地では、米の粉を富
士山型に成形して蒸した米の蒸菓子を指し、
郷土の菓子として明治頃には登場していたと
言われています。
　この素朴な米の菓子は、生地にヨモギ、桜、
栗などの様々な原材料を練り込むものも一般
的で、その多様性や季節感を楽しむことがで
きます。
　米粉の蒸菓子であるため、翌日にはでんぷ
ん質により硬化する特徴がありますが、それ
を火で炙り、再び柔らかくして食べるという
ことも、郷土の人々には好まれています。
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あじめどじょう料理

　あじめどじょうは、当地で見られる独自の品種として、福岡の研究者、丹羽彌博士により 1937 年に学術登録されました。（そ
の後、1963 年にルーマニアの研究者 Theodor NALBANT 博士より、” Niwaëlla Delicata” としての学名登録の提唱があり登録）
　あじめ（味女）とは美味という意味を持つ言葉であり、学名においても” delicata”（美味の）というラテン語の形容詞が添え
られています。
　江戸時代、既に中山道大井宿では、阿木川で獲れるあじめどじょうが珍味として知られるようになっており、1636 年に尾張
藩主徳川義直が日光東照宮陽明門の完成に伴う式典に出席するため、中山道を伝い、東方へと赴く際、「見るも貧相な泥鰌」を
大井宿の夕食で食したところ「御意に叶い、一座の話題ともなって、主人も大いに面目をほどこした」と、『中山目録』に記載
されています。
　この大井宿の珍味、阿木川のあじめどじょうは、ダムの建設に伴う水質の変化から、現在では食すことが困難になっておりま
すが、付知川などの渓流ではあじめどじょうの生息を見ることができます。

鳥屋猟と小鳥料理

　中津川・恵那地域の伝統的な秋の食として、ツグミを中心に、アトリ、ヒワ、クロツグミなど当地に飛来する小鳥を、通行経
路に網を仕掛けて捕獲する鳥屋猟と、捕獲した小鳥を食す文化が存在していました。
　特に蛋白源の少ない山村においては、滋養のための貴重な食材として、これらの小鳥が用いられ、麹漬けにした保存食として
も重宝されたと言われています。
　しかし、流通や生産性の向上が見られ、蛋白源を別で得ることができる現代では、1947 年以降、生態系保護の観点からこの
猟法は法律で禁止され、美味であったと言い伝えが残るこの食文化は幻のものとなりました。

本膳料理
　本膳料理は、室町時代より始まった武家による飲食形式の体型であり、一汁三菜といった膳に盛る一つの形式を言い、江戸時
代に発展してきました。
　中山道の通るこの地では、様々な要人を迎えるにあたり、「献立」に基づく本膳式の料理が提供されたと言われています。また、
本膳料理の一端には菓子や酒なども提供されており、ここにも菓子文化発展の要素が存在しています。
　当地における本膳料理そのものは、江戸時代の終焉と中山道の宿駅制の終了により潰えていますが、和食文化における一つの
様式として、今日でもその名残を見ることができるほか、地域の飲食店や菓子店の努力により、その当時の献立の再現が試みら
れています。

　中津川・恵那地域にも、時代や環境の変化に伴い、今はあまり食されない、幻の郷土食文化も存在します。

 幻の食文化 Chapter 3.
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7

　山や石といった素材は、この土地を訪れ、楽しむ上で鍵となる要素と言えます。

　山が育む水源や山林は、当地に特徴を与えたばかりではなく、そこに自然を知り、楽

しむためのフィールドを与えていただくことができました。

　石は、この地域をつなぐ重要な要素です。この地域の岩盤が土壌や水、そして温泉の

特徴を作り、農業や醸造といった食文化を形成することにつながっています。この土地

に特徴的な渓谷や滝の景観も、そして、石は城や棚田の石垣、街道の石畳にも用いられ

ています。

　この土地に訪れ、魅力に触れることは、すなわち、その大地の恵みに触れ、それをつ

かむ体験といえるでしょう。

大地をつかむ体験 
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　この地域には、例えば、恵那山へのより魅力的な登山道を切り開いた先人がいたように、現在にも、自然を大切

にし、私たちにその魅了や楽しみ方を提案する、自然案内人たちが存在します。

　このプロフェッショナルの案内人たちは、2016 年に「Knock Outdoor - 自然案内人協議会」を立ち上げ、自

然環境の保全、人々が楽しむための環境の整備、それを多くの人に知っていただくための活動と努力を続け、相互

の交流と研鑽を行っています。

自然案内人たち Chapter 1.

青少年のためのガイド

　自然の魅力に触れ、それを知ることは、人類にとって不可欠なものでしょう。特に、様々な物事を知り、大きく成長する途上
にある青少年にとって、自然との関わりを知ること、体験することは、貴重であり、重要な機会です。
　自然を安全に、楽しみながら知ることのできる機会は、この地の自然を熟知したネイチャーガイドたちにより提供されます。

カヤック
　長い歳月をかけ、濃飛流紋岩の一帯が削られて誕生した恵那峡。
　その側面は岩の温度が冷却される過程で入った亀裂（方状摂理）によって屏風絵
のように広がる渓谷が姿を見せてくれます。
　それを体験する一つの手段は遊覧船でしょう。そして、もう一つの手段としてオ
ススメなのが、熟練したインストラクターにより安全に楽しめるカヤック体験です。

クライミング
　濃飛流紋岩の岩盤帯が赤河断層の働きにより隆起して誕生した笠置山では、そこに
姿を現した巨石群から、クライミングを楽しむための聖地となっています。
　ここでも、熟練したインストラクターがサポートし、クライミングを体験すること
ができます。

植物の多様性を知る

　中津川・恵那は、その植生における多様性も、一つのキーワードといえます。
　日本の中央部に位置し、南方の暖帯性植物、南方常緑樹と北方の冷温帯性植物、
北方針葉樹が交差する地点にあるという地理軸。恵那山を中心に亜高山帯、山地帯、
低地帯の高低差による植生の違い。そして、土壌の影響により現存する古代種が自
生しているという時系軸による違いもみられます。
　これらの多様な植生は、それを調査するエキスパートたちによって紹介され、そ
の魅力を知りながら歩くことができます。
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木曽ひのき備林で学生向けのガイド

付知峡の野草

カヤック（恵那峡）

クライミング（笠置山）



キャンピング

　自然が作り出す渓谷、美しい水、木々は、素晴らしいアウトドア・キャンプ
のための環境を作り出してくれます。当地では、自然に触れることができ、良
い環境のもとで安全にキャンプが楽しめるスポットが多く存在します。

　中山道をはじめとした街道、そして城や峠道は、ウォーキングに最適で、

特に中山道を歩くことは、現在人気を博しています。

　現在、古の街道・峠道を蘇らせるためのプロジェクトも始まり、ます

ます当地を歩くことの楽しみが広がることが期待されます。

　また、根の上高原では、インストラクター付きのノルディックウォー

キングが楽しめるなど、自然愛好家に優しいサービスや、この地域を起

点にした、ガイド付きのサイクリングを提供するコーディネーターも存

在します。

 ウォーキング・サイクリングChapter 2.

　郷土食を飲食店や旅館で楽しんだり、食材として持ち帰って楽しむことはもちろんのこと、生産者を訪ね、収穫

体験ができるのも当地の魅力です。

　栗、茶、トマト、ブルーベリー、いちごや果樹類の収穫体験のほか、棚田の人々と触れ合いながら収穫などを行

う体験などもあり、土地と触れ合い、この地域の人々、生活や食文化に触れることができます。

 生産地を訪ねる Chapter 3.
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坂折棚田の田植え体験（棚田オーナー制度の一環）

木曽ヒノキ備林を歩く
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中津川・恵那ストーリーブック
2019 年 3月 15日
編集／発行　中津川・恵那観光推進協議会
この冊子は、「清流の国ぎふ」観光回廊づくり推進事業費補助金を受けています。

「風土」と「精神」－中津川・恵那を物語るもの

　中津川・恵那ストーリーブックは、目の前に存在するこの土地の成り立ち －地形や地質、気候など

の地理的条件、育まれた植生や生態系、それらの影響の上で生き、積み重ねられた先人の、そして今

を生きる人々の生活、食や芸能、風習など－ を再び省みて、この土地の固有性や魅力を見つめ、文脈

として再整理しようとする試みです。

　例えば、この土地では放射能泉を中心としながらも、塩化物泉、単純温泉、炭酸水素塩泉、二酸

化炭素泉の大きく５種類の温泉が湧出しますが、これには複雑で微妙な地層や地質がもたらした影

響による恵みが背景にあると言えます。

　恵那盆地の地形と地理がもたらす寒暖差は、断層が生んだ地形の上に、石垣により築かれた棚田

で、美味しい米を育てる上で欠かせない条件となります。そこでは、いつからか生まれた、土地の

神に祈る雨乞いの風習が今も続き、収穫に際しては五平餅が食され、その土地で採れた米を用いた

地酒が供され、土地の人々の団結と世代間の継承が行われます。

　土地の中でより豊かに生きる術は、初めは買い芝居として持ち込まれた人形浄瑠璃芝居や歌舞伎が、

この土地の人々にとって自分たちのものとして取り込まれ、独自に発展させていく中にも見られます。

　ストーリーブックの整理に際しては、このような、今あるもの（中には失われてしまったものや

失われつつあるものも含めて）の背景や相互の関連性を知り、この土地に在るものが独特であること

の理由について、浅くではあるものの探求をしました。それらを知ることが、この地域を訪ねる際、

その場所や経験が価値あるものであることを実感する上で、重要な助けになると考えられるからです。

　また、ストーリーブックが、来訪者にとって、この土地の重要な「風土」と「精神」を知る手が

かりとなるものであることは勿論のこと、ここに住む人々にとっても、背景を知り、守り、活かす

上での参考になればと思います。

　本文の整理にあたり、中津川・恵那地域の多くの関係者の方に情報提供や内容確認をいただきま

した。固有のお名前を挙げさせていただくことは控えますが、ここに謝辞として記載します。

　しかしながら、頂いたご指摘を十分に反映できていない部分、より詳しい記載や調査を深めるべ

き事柄もありましたが、時間と紙面の都合から内容が不足していることも否めません。

　最後に、これらの地域の「風土」と「精神」は、この土地に関わる全ての人や家族、集落が持つ、

固有の逸話の集合体でもあり、今後、それを多くの方で持ち寄り、結集されることで、より深みと

魅力のあるストーリーが再び整理されていくこと、また、そのストーリーが来訪者の経験とともに

共有、保全、創造されて行くことを期待したいと思います。

書 洞田和園


