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御 礼 ご や し

山形大学学生担当理事 石 島 庸 男

これから書く話は、故舩橋順一先生や故真壁仁先生等から聞いたもので、私の研究ではない。もし得る
ふなはし

ところがあれば先学の賜で、だめなら私の責任ということになろう。

御礼ごやしは、山の弱った木々やきのこなどがよく出るところに、年１回熟成された堆肥をやることだ
そうだ。私の子どもの頃も田舎ではよく見かけたが、今は木材の安値他でほとんど行われてはいないかと

思う。

しかし、その御礼ごやしは熟成されたものでも、糞尿を使ったものはやってはいけない地があった。地

域によっては山からの湧き水を樋で引き、飲料に使用しているところがある。一番上の家はその小川その

ものが使えるが、二番目からは飲料には使わない。そうしたきれいな小川と、赤ちゃんのおしめからこえ

びしゃくやおぼけ洗いまでしてよい小川が交互に決められている。家はその小川にすぐの間のところの一

番上が良いとされた。

きれいな小川に清水として流れ込むであろう一帯が、御礼ごやしをやってはいけないことになっている。

なお地域によって呼び名は違うが、「おぼけ」とは麻をひいた残りカスで異な臭いのするもので、その中に

残っている麻の繊維を洗って残し、子どもの小遣い稼ぎになったものである。

こうした取り決めは、部落ごとやその小川の水域の関係者の寄り合いで決められており、何度か違反す

ると村八分にされかねない。

山は、前述の飲料水をはじめ木材、木の実、花、きのこ、山菜、小動物や小鳥、たきぎなど恩恵は大き

く、その総体を「山の幸」と言ったのだろう。そのほか、木っ葉拾いやこのはざらえ（い）といって堆肥

の材料も得、すそ野の下草や小川の土手の山茅は屋根材、草は家畜の飼料ともなる。紅葉の美しさなどは

意識になかったかもしれない。秋の赤い山（全山紅葉）は貧乏山と言った。が、炭焼きには雑木山が必要

だ。炭材に適さない雑木はたきぎとなる。炭酸同化作用による酸素の供給源などは後世わかったことだ。

このほか陶磁器の粘土、鉱物資源の埋蔵などもあろう。

これらは昔、「山の神」によって守られていた。山の神は女神だが、さまざまな幸の産出によるものかど

うか。一家の主婦も時にはヤマノカミと言われる。春になると田（畑）の神として里に迎えるところもあ

り、これも生産（豊作）につながっているのだろう。もちろん秋には山に返すが、山の神と田の神が別々

のところもある。

日本は多神教の八百万（やおよろず）の神が多いとされるが、世界の４大か５大か大宗教以前は、どこ
もそんなものだったのではないだろうか。一言でいえば「自然信仰」だ。国や権力の都合で「宗教」が下

ろされてくると、それも地域の中で料理される。今も１つの部落で１０余の神や仏は珍しくない。
もっとも、信仰と結びついている度合いは薄くなっていよう。

地域の年中行事暦などをみると７～１０日間に１度くらい何らかの行事があるのに驚く。酒や料理を供え、
儀式をし、いろいろな話をしながら神仏とともに飲食する。今風にみれば、神や仏のせいにし、７～１０日
間に半日や１日の（労働）休暇であり、栄養補給や酒によるストレス解消と情報交換の場となっていた。
八百万の神仏はいらないが、こうした日常用の労働・生活に必要な神仏を地域が設定していったのだろう。

御礼ごやしは、いいかえれば「山の幸」への御礼の一端であり、自然の生態系の弱い部分への手入れで

あった。そのような思いが、象徴的に「草木塔」建立につながったのだろうか。大体、こういうことは口

―１―



伝えで、文字として残ることは稀であった。が、建立の本来の意味は忘れられ、あるいは時代の変化とと

もにその意義は薄くなってきた。

故舩橋先生の晩年は、肥料の研究であったようだ。

御遺族が遺品を整理され「草木塔」関係資料は山大に御寄贈下されるという。まにあえば、資料一覧を――

と思っていたが、私の駄文だけになってしまって申し訳ない。

―２―



草 木 塔

株式会社千歳建設代表取締役会長 千 歳 栄

草木塔にはじめて出会ったのは十数年前、山形県立博物館で、以前に館長をしておられた結城嘉美先生
そうもくとう

の『草木塔調査報告書』を見た時であった。建築を生業といている私は樹木とのかかわりがあり、この報
なりわい

告書を読んで、先人の樹霊に寄せた思いに感動した。

この調査報告によると、草木塔は山形県の南部にある米沢市・川西町・飯豊町を中心にした置賜地方に

建立されており、五十八基を数えている。建立の年代は江戸中期の安永年間から明治・大正・昭和と続き、

昭和五十六年までと記してある。その後も草木塔は県内各地に建立され、これを調査している舩橋順一氏

の報告では県内は九十四基になっており、最近では全国的に広がり、京都大原の三千院や東京都内にも数

基建立され、総数では百一基にもなるという。

また揮毫されている文字は、「草木塔」「草木供養塔」「草木国土悉皆成仏」などである。
き ごう こく ど しっかいじょうぶつ

塔建立の理由についてもいろいろ説かれている。木や草を利用して生計を立てていた人々が草木に感謝

し、伐採したときにその樹霊を供養するため。また、家屋を焼失し、山林を伐って再建したときもそうす
き

る。山で樹木の伐採や運搬をしている木流しの人たちが、危険な場面に遭遇したり災害に遭ったりするの
き なが そうぐう あ

は、伐られた樹木の怨霊の祟りに因ると考えての、鎮魂供養のためなどであるともいわれている。
たた よ ちんこん

草木塔がなぜ置賜地方に多いのかということについても、諸説があるようである。置賜地方は上杉鷹山
ようざん

公の藩政の中で生きてきた地域であり、鷹山公の、樹木や植物を尊重した思想の流れや、上杉家と高野山

の真言宗とのかかわりで、草木塔が建立されたともいわれている。

また草木塔の石碑と湯殿山石碑が並立しているところもあるが、これは出羽三山の湯殿信仰とのかかわ

りである。湯殿山は出羽三山の総奥の院で、山形県内だけでなく東日本一円の信仰を集めた聖地であり、

置賜地方だけで湯殿山の石碑は五百基を超えて建立されている。

湯殿山は、江戸期には修験道の中心であった羽黒山と争いながらも、真言宗、すなわち真言密教を護り
まも

通した密教の拠点である。

真言密教を開いた空海は、著作である『吽字義』に、「草木也成 何况有情（草木也成ず何ぞ況や有情を
うん じ ぎ またなら いわん うじょう

や）」と説いた。草木でさえ成仏するのであるから、有情である人間が成仏するのは当然であると諭したこ

とは、草木に霊魂をみる心情であり、草木の霊を供養する石碑建立の基になったと思う。

また天台本覚論の「草木国土悉皆成仏」の思想も、天台宗の密教化と日本風土への融合化から生まれた

思想であり、草木塔の碑名に用いられたものと思われる。

立石寺で有名な山寺に、山形市が山寺芭蕉記念館を、隣接地に民間企業が山寺風雅の国という施設を建
ふう が

設したとき、私はその建築を担当させていただいた。敷地に立っていた樹木のうち、どうしても伐らなけ

ればならない数本の樹木があり、その霊を供養するため、施主にお願いして草木塔を建立した。その草木

塔の傍に、今なぜ草木塔をここに建立するのかを碑文にして建てた。碑文は日頃ご指導をいただいている
そば

哲学者の梅原猛先生にお願いして書いていただいた。
うめはらたけし

―３―



―――――――――――― 以下草木塔碑文より引用 ――――――――――――

草木塔というものが山形県にたくさんあることを聞いて、私は一種の感動を禁じ得なかった。それは、

少なくとも私の住んでいる近畿地方には存在しないが、まさにそれは日本仏教の「山川草木悉皆成仏」と
さんせん

いう思想を具現化したものである。私は、日本に仏教が入って「山川草木悉皆成仏」というような思想が

できたのは、もともと日本には草や木に生きた神を見る思想があったからだと思う。山形にこのような草

木塔が多いのは、そこには多分に一木一草の中に神性を見る土着思想が強く残っていたからであろう。

今ここに新しい現代の草木塔が建立されるという。それは目立たないけれど、甚だ時世にそった快挙で
はなは

あると思う。今、世界の人はもう一度人間の生命がいかに草木の生命とつながっていて、草木とのつなが

りなくして人間の生命がありえないことを深く認識しなければならない。この時にあたって、新しい草木

塔の建立は、時代に一つの警鐘を与えるものであろうと思う。
けいしょう

梅 原 猛

――――――――――――――― 引用ここまで ―――――――――――――――

今、地球環境の破壊が急速に進みつつあり、このままでは人類の生存さえ危ぶまれる状況となっている。

世界各地で森林伐採などの自然破壊が進み、日本も例外ではない。草木成仏の思想をもって生きてきた日

本人までが、なぜ自然を破壊するようになったのであろうか。それは近代文明といわれる科学技術や合理

主義、そして物質重視や経済至上主義が原因であるといわれているが、その根底には自然に神性をみて畏

敬する思想が失われつつあるからだと思う。

草木塔は草木を愛し、その精霊に感謝して供養するアニミズム的思想と、自然や草木に神威力を感じて

畏怖するマナイズム的思想の併存から生まれたことを思うとき、先人が遺した貴重な精神文化である草木
のこ

塔建立の思想を見直し、森と緑を中心とした地球環境保全の運動に役立つことを願うこと切である。

（中央公論 一九九八年九月号に掲載）

―４―



―５―

写真Ⅰ：最古といわれる塩地平の草木塔（米沢市）

写真Ⅱ：山寺風雅の国の草木塔（山形市）



山も川も草木塔は見て来た

郷土の歴史、民俗、風土研究家 藤 巻 光 司

草木供養塔は、伐採した草木の供養に建立された塔です。だから、初期の草木塔には、経文があったり、

梵字が刻まれています。草木供養塔が建立される以前にも、草木は伐採されておりましたが、草木供養塔

は建立されずに来ました。

安永元年２月２９日、江戸大火により、米沢藩桜田･麻布両邸が類焼し、在府中の竹俣家老は藩邸再建のた
め直に米沢に帰り、家中武士数百人を動員して御用林の伐採を命じました。ところが、「我々武士は、主君

の馬前で討死するのが本分であるのに、樵の真似をして命を落すのは、もっての外である。」と言って、応

じない者が多数ありました。しかし、竹俣家老は、「戦いで死ぬのも樵をして死ぬのも、皆、主君の為では

ないか。今度の大火で江戸には木材がない。幸い、我が米沢には、御用材が多くあるから、早速伐採して、

江戸に送り、上屋敷を建てる事は、主君の為である。」と、説き伏せ、入田沢村塩地平に小屋掛け宿泊し

て、御用林を伐採し、９月諸士手伝いの材木を会津・津川へ運搬し、新潟港へ下ろして江戸へ輸送しまし
た。同時に、小国（町）玉川から一千本を川流し、海老江からは筏で流し、一方、下長井の五十川（長井

市）から杉柱千二百本と、鮎貝（白鷹町）からも板百五十間分を酒田へ運び、江戸へ輸送、米沢藩江戸藩

邸が再建されました。

山林での伐採には非常な危険を伴うので、まず、洞松院（入田沢村戸長里）・金剛院（入田沢村戸長里）・

常福坊（神原村不動堂別当）・田沢寺（口田沢村文化元年以後）・皇大神社（米沢市内）等で、お札を頂き、

山小屋にお祭りし、安全祈願しました。山は、起伏が複雑で、馴れた山でも迷いやすいので、所々に目印

の立木（大木）を残して置きました。そのような大事な大木も伐採され、木流し衆の間から、誰いう事な

く供養塔をとの話があり、入田沢では、安永９年７月１９日、塩地平まま下・不動堂前の木流し道へ草木供
養塔を建立しました。また、同年８月１日、口田沢村では、大明神の祭られている下の木流し道へ草木供
養塔を建立しました。この２基が、草木供養塔の源です。
上述の２基が、何故現在の所に移転されたかは、昭和１０年から１１年にかけて、国道１２１号線が道路を拡張

し、カーブや勾配を緩くし、木橋が永久橋に大改修され、材木や薪材は木流しをすることなく自動車輸送

となり、安永９年７月１９日の草木供養塔は、塩地平の墓地内地蔵堂前へ移転建立されました。安永９年８
月１日の草木塔は、大明神の祭られている処の道が、堀り割りとなり、その山土を草木塔の建立されてい
た処へ投げ捨てられるので、下の道から現在地へ移転建立されたのです。

石造りの塔には、板碑･五輪塔・層塔･多宝塔･宝篋印塔･六面地蔵塔等があります。板碑は中世に供養塔、
いた び

あるいは、逆修塔として建立された石製の卒塔婆です。釈迦如来が亡くなったとき火葬にされ、遺骨･遺灰

は塔を建て奉安されました。舎利塔とよばれ、卒塔婆の起源となりました。卒塔婆は、印度から中国･朝鮮

を経由して、日本には六世紀に伝来しました。５８５年、蘇我馬子が大野丘に塔を建立し、これが、日本の塔
の始めと云われています。次いで、四天王寺･法興寺・法隆寺に塔が建立されました。板碑は、山形県に

８００基以上建立され、置賜地方では置賜型と云われる独特な型の板塔で２００基以上あります。板碑について
は、多くの方が研究･発表されていますが、碑文･経文･願文の点を見ると草木供養の関連文の塔は、一基も

ありません。

佐藤忠蔵さんが発表された（昭和３４年４月１２日調査）六面地蔵幢は、米沢市東部小学校の東にあります。

―６―



『大乘妙典（（八千万仏）間違一一刀部が正当）草木國土悉皆成仏』私の住んでいる近くに建っている六面

幢で、何度も触れた六面幢です。新潟県中条町の小野田正雄著、置賜六面幢事典に、置賜地方には２１９基と
発表されていますが、先の六面地蔵幢は記されておりません。小野田さんとは、六面幢発表後、本に記載

以外の六面幢写真３０基以上を持参し、話合をした事があります。また、佐藤忠蔵さんの発表された六面幢
以外の塔には、草木塔と関連のある塔は、見当たりませんでした。

六部碑 米沢古誌類纂 （米沢事跡考・米沢鹿子・米沢地名選）

米沢の関所（藩政時代）（現在の米沢市花沢六部）の側にあります。“下野國（栃木県）の六部、爰に一

の碑を立て死す。後一人の六部有りて、碑文を見て嘆いて人に告けて曰く、嗚呼、此處後、必國の堺たら

んと云うて過れり、後、果して寛文中（寛文四年六月十一日）東三万石懸、官領（幕府直轄領）と成こそ

奇異なれ”碑文（後記）を読んだだけでは判らないので、実態を調査し、写真等で判読しましたところ、

碑文の中に「草木國土悉皆成佛」の経文があり、草木供養塔との関連塔として発表したものです。この六

部碑は、元秀と云う六部が、宝石塔として立てたことが記されています。正面上段に、日天・月天・釈迦

如来坐像とマン（梵字）（文殊菩薩）とアン（梵字）（普賢菩薩）が記され、中断下部に奉納、大乘妙典・

六十六部･宝石塔・元秀と記されています。碑文は、その意趣を左回りに三行綴りで、各面に記されていま

す。

六部碑建立８年後、寛政四年五月七日米沢藩主上杉綱勝が逝去し、六月五日上杉綱憲が家督を継ぎ、六
月十一日米沢三十万石は十五万石となりました。置賜地方には六十六部の供養塔は１０基以上有ります。六
部宿供養塔･奉納大乘妙典六十六部日本廻國供養塔・奉納大乘妙典六十六部聖、その他大乘妙典塔・法華拜

写塔・経王写塔等を見ても、草木國土悉皆成仏の経文のある塔はありませんでした。

「山岳宗教との関わりは？」と思い、湯殿山塔との関連ならびに、導師修験者等を知る必要上、昭和４０年
代より湯殿山塔の調査を始めました。同時に、出羽三山登拜口の内、西川町大井沢の大日寺跡湯殿山神社

と本道寺の湯殿山神社と岩根沢、日月寺跡三山神社等の文献と石塔を調査した結果、草木塔とは関連なし

と判断しました。

修験者は、山岳信仰を布教する事に努めました。夏季の開山期には、参詣者を宿泊させる宿坊を営み、

冬季には、信者の居住する地域（檀那場）を回って、お札を配ったり、加持祈祷を行ったりして、来夏の

三山登拜の勧誘をしました。修験者は、山先達と里先達とに分かれ、山先達は宿坊を営み、霊山への案内

をし、里先達は信者の居住地から宿坊までの案内をしました。山先達も里先達も開山期が短く、それだけ

の収入だけでは生活出来ないので、どちらの先達（修験者）も檀那場廻りをし、主として関東地方を、最

も遠くは近畿地方まで廻った記録が残されています。北は北海道までの記録があります。

出羽三山関連の資料は、早くから多くの本が発行されていますが、草木供養塔との事を書いた本は見当

たりません。置賜の湯殿山塔については、写真集又は、写真展を開く等をして、他の機関紙に発表してい

るので、内容は控えて、市町村別の集計を記しておきます。

米沢市 １５２基
南陽市 ８５基
長井市 ５３基
高畠町 ９３基
川西町 ６７基
飯豊町 ３０基
小国町 ３２基
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白鷹町 ９５基
合 計 ６０７基

願文塔及び祈祷塔を内容別に整理すると次のようになります。

諸願成就・家運長久 ３基
天下泰平・国家安全 ４基
諸人功徳 １基
村中安全・五穀成就 ２基
村中安全・蚕養陪盛 ２基
養蚕倍盛 １基
五穀成就・家内安全 １基
家内安全・子孫繁昌 １基
子孫栄昌 １基
五穀成就・水難退除 １基
村中安全供養 １基
家内安全 １基
二世安楽 １基

以上の内容から、草木供養塔関連は１基もありません。

草木供養塔建立以前に建てられた湯殿山は５基あります。
① 宝暦２壬申８月２５日（１７５２年）南陽市中川川樋
② 宝暦３年３月１２日（１７５３年）高畠町一本柳
③ 明和９天３月１０日（１７７２年）高畠町上和田豊後屋敷
④ 安永５丙申年４月初８日（１７７６年）高畠町二井宿
⑤ 安永９庚子天７月１８日（１７８０年）米沢市赤崩
≪参考に≫

ミイラになられた湯殿山行者 明海上人－米沢市簗沢法殿原

〃 〃 光明海上人－白鷹町黒鴨

〃 〃 鉄門上人（荘内の人）関連塔

川西町中小松六角･白鷹町中山中田・白鷹町鮎貝高岡

蓮海上人の名のある湯殿山塔１０基（全部白鷹町）
二千日山篭・木食行 秀海上人－白鷹町下山 寿量寺跡

一千日山篭・木食行は置賜地方に１０人の上人がおります。
湯殿山へ日参詣り２塔 長井市伊佐沢大石・高畠町時沢

元旦参詣４０度 米沢市小野川 空道上人

上杉鷹山公は、石塔を建てる事を禁止しました。そのような土地があったら、漆や楮や桑を植えること
こうぞ

を奨励し、自ら餐霞館（隠居所）で桑を植えられ養蚕をなされました。寛政７年（１７９５）１０月から、神社
さん か かん

仏閣･寺院建立の寄付勧誘、伊勢･柳津･湯殿山参詣停止、それが、慶応２年８月まで続けて１３回も禁止令が
出されました。禁止令は幕末まで続きました。このような禁止令を出されても宝暦立塔から、明治新政府

が始まるまでの約１２０年間に、湯殿山塔は３６０基以上も建立されました。
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同じ山岳信仰の飯豊山供養塔は、置賜地方では１１０基あります。山形県内では、置賜地方にのみ建立され
た塔です。その中で、祈願文のある塔は、３基のみです。
＊村中安全・五穀成就 川西町下奥田の飯豊山

＊五穀成就 川西町上奥田大持ヶ沢の飯豊山供養塔

＊村中安全 高畠町一本柳の飯豊山

飯豊山塔は、新潟県に７基・福島県（会津・安積・白河）全体で１０７基・置賜は１１０基です。塔の建立も
置賜地方に、最も早く建立されました。湯殿山塔にも飯豊山塔にも、草木塔に関連する塔は、１基もあり
ません。文献にもありません。そのような観点から、平成３年頃から草木塔とは関連なしと発表してきた
のです。

米沢市入田沢白夫平の草木供養塔と同年月日の飯豊山供養塔の中に、“伊達郡岡村・宍戸氏”“中通り”

と記されており、この件で伊達町まで調査しましたが、判りませんでした。白夫平の古老の話では、桑の

苗木の育て方と増植と養蚕の指導に、米沢藩で呼んだ方だと云う話です。伊達郡は旧米沢藩領であり、又、

最上川の舟運が開かれる前までは、岡村近くの阿武隈川船着場から、江戸の米沢藩への米や産物を輸出し

た、米沢藩には重要な処だった岡村なのです。草木供養塔と飯豊山供養塔にも中通りと記されているのに、

米沢市教育委員会の地名標柱には小荒沢と記されています。何度か関係当局へ訂正を申入れましたが、い

まだに訂正されておりません。

“梵字ア（大日如来）草木供養塔 寛政十二申天八月十五日（１８００年）米沢市口田沢上屋敷薬師堂内 導

師端林寺（真言宗）”

いかなる塔でも、建立するときは、塔と建立地を加持祈祷します（現在も）。当時、口田沢村に田沢寺が

なかったので、上屋敷を南へ中山峠を越えた処の端林寺（簗沢）が、導師を務めた塔と思います。

“梵字ウン（青面金剛 他）草木供養塔 文化四丁卯八月八日（１８０７年）米沢市入田沢戸長里明神社前
右下に当村 左下に講中”

この塔は、元は口田沢と入田沢村の堺に道祖神の塔と一緒に建っていた塔で、木流し道と云われる処で

す。昭和１０年～１１年の道路改修で、木材や薪材の木流しがトラック輸送となり、その時に現在地に移転再
建された塔です。そこには、草木供養塔と同年月日の“湯殿山奉参詣五十度 渡部勘左エ門 当村惣講中”

の塔が建っています。

“草木供養塔 文政六未天八月八日（１８２３年）左下に神原 米沢市神原地蔵堂前”

同所に、“梵字アーンク（大日如来）大日 施主神原湯之花他 文政六年八月八日”

大日の塔は、同神原の不動堂前に建立されていた塔で、不動堂の別当・大聖寺常福院（羽黒派修験者）

が廃寺のとき（明治時代）、現在地へ移転建立された塔です。（常福院橘家談）山岳信仰の出羽三山の本山

にも、檀那場（近畿地方から北海道まで）草木供養塔（置賜地方を除き）は、１基もないことは、山岳信
仰とは関係なかったことのあかしです。

慶長６年（１６０１）８月１６日徳川家康により、米沢藩は米沢、福島で三十万石となります。１１月、直江山
城守兼続が、山上村に白旗松の植林、木流しによる城下への薪の供給･伐採・草刈･野火等制札を立て山林

を保護しました。直江兼続は、米沢の城下街作りに水利事業として、いくつかの堰を開きました。その中

の西川堰（帯刀堰）もこうして作られたものです。別名、帯刀堰とは、家臣が刀を腰に堰を切り開いたに

よります。西川堰別名帯刀堰とも呼ばれた堰を、三田沢村の木流しは小樽川を、簗沢村・綱木村は、綱木
お たるかわ

川～大樽川と木流しし、大樽川と小樽川が合流して鬼面川となり、３００米程下流で西川堰へ木流しの木材が
おおだるかわ

流されたのです。慶長１８年に藩より許可されました。当初は吹屋敷付近で木揚げされ、その後明暦期（１６５５
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～１６５８）に木場町まで木流し木揚げされ、昭和１０年頃迄続けられました。
米沢藩内では、いたる処で木流しが行われ、木場の地名となった処もあります。

現在の川西町小松の薪木は遠く飯豊町の小屋川・広河原川を利用し、白川をさらに流されて、長堀堰を利

用して運ばれた記録の石塔が、広河原地区に建っています。藩使用の薪材は三田沢村の御林（米沢藩所有

の林）を６０年で更新するよう輸伐していました。藩材以外の山では橋・樋等の木材を伐取れば１本に付５
本宛の植立が仰付（おおせ）けれていました。

慶安３年１１月（１６５０）松川増水時に備え、河原に柳を植えるよう町奉行所から示達されました。明暦３
年（１６５７）この年藩内の山林を調査して、山林の良く育っている林を取上げ「御林」とし御林守を置き管
理にあたらせました。

５月２０日早朝、米沢市田沢上中原、草木塔の前で１０名前後の人達が草むしりをしております。その静寂
の中に、正装された田沢寺住職の朗々たる供養と祈願の読経が流れます。それが済むと、蚕養塔の前に座

ど きょう さんようとう

を移され、又しばらく、読経が続きます。草むしりも終わり、清掃された頃、参加者は塔の前に額ずき合
ぬか

掌お参りし、読経も終わり、お開きとなり、供えられたお神酒を頂き、「草木供養のお札」と鼠除けのお札
み き

を頂き解散となります。このように、草木塔の供養と祈願が毎年５月２０日、講中の人達により、紅白の旗
を立てお供物を上げて、長年行われて来たのです。草木供養塔発祥の地といわれる田沢地区なればこそで

す。

草木供養塔は、発祥の地田沢に１２基、米沢市は３８基、置賜地区では９７基、山形県で１３６基・全国で１５５基、
類似塔･関連塔を含めれば１８３基となります。特に類似塔･関連塔は、未調査だけの２８基であって、これを調
査すれば、全国で少なくみても３００基はあると思っております。草木塔の持つ自然保護･環境保全の思想を
全国に向け発信する意味にも、行動する人達を待ち望む者です。地域活性とか観光とかに関連した草木塔

も建立される時代となりました。発祥の地米沢では、田沢地区の道の駅に建立された草木塔の碑文に記さ

れています。

次に、伝国の杜の草木塔です。草木供養塔と草木塔の２基です。お行屋の前にあります。それを見るに
ぎょう や

は、入れないようにの垣根を越えなければ見る事が出来ません。米沢の人でも、草木塔のあることすら知っ

ている人は少ないでしょう。

平成十四年二月三日部屋の中に飾ってある草木塔（建立者名･住所は略す）の調査に行きましたが、「あ

りません」の繰りかえしで見せて頂けませんでした。また、宇津沢滝の沢にあった草木塔（明治弐拾弐年

八月廿日）は、飯豊町中津川須郷十四郷荘内２階の展示室に展示されています。以上の２基は屋内にある
す ごう と よ さとそう

塔で、草木塔の意義と心を判らない建て方と思います。同じ中津川で横書きの草木塔を見えない処に置き、

人を見て自宅裏から持ち出して見せる等の例もあります。以上のような草木塔を、常時見せて頂く方法を

考えたいと思います。

草木塔発祥の地田沢には、環境庁（省）山形県環境保護課で、東北自然歩道「草木塔を訪ねるみち」が

あります。新・奥の細道です。コース案内板も備えられ、大理石の案内標識も建てられました。又、米沢

市では、指定有形民俗文化財として５基を指定し、それぞれの草木塔の処に米沢市教育委員会名で、案内
板か標識柱を建てました。大変喜ばしい事です。只、残念な事は、白夫平の草木塔の標識が間違っている

事です。「草木塔を訪ねるみち」の案内板と現地の案内板には、「入中の草木塔」と標示されています。草

木供養塔にも中通と記されています。建立地も入田沢（大字）白夫平（小字）新田下（土地台帳）だから、

「入中の草木塔」なのです。それなのに、米沢市教育委員会の標柱名は「小荒沢の草木塔」です。小荒沢

とは「小字名」で、大字名は入田沢で「入上」地区です。現地より約３００ｍ南方の沢の名前です。只し、道
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路のみ５０ｍ程南方までが小荒沢地区です。
毎年「草木塔の道を歩く」として、「自然に触れ、自然に感謝し歩こう、草木塔の道」が行われていま

す。主催･共催のパンフレットには、「白夫平の草木塔」の写真まで入っています。共催の中に、米沢市教

育委員会、環境庁や県の環境保護課では、「入中の草木塔」なのに、地元の教育委員会の標柱には「小荒沢

の草木塔」と表示されています。地元にも、白夫平とか入中と直すよう申入れましたが、今もって訂正さ

れておりません。

田沢地区には草木塔建立前の石塔は８基建てられています。青面金剛供養塔４基で、梵字のある塔３基
には、安永９年８月１日大明神沢の草木供養塔と文化４年８月８日戸長里の草木供養塔、簗沢地区糸畔の
文化１３年４月７日草木供養塔で、いずれも青面金剛供養塔と同じ梵字（ウン）を頂いています。導師名の
ある塔２基、高森山（洞松院）金剛院で、どちらも入田沢戸長里の寺院です。草木塔は、発祥安永の塔か
ら、寛政の塔等を見習って建立されていた塔で、経文と梵字でも判るように、仏教の教えから広まった塔

です。

永年、草木塔を見てきましたが、特に忘れられない草木塔がいくつかあります。１つ目は、岩手県沢内
村の塔です。梵字の左右に天地長久、中央に草木供養経とあります。供養塔ではなく、供養経なのです。

右下に七内（地名）・願主 長作（建立者）、左下に 信心施無欲者也 とあります。次に、神奈川県県立
しんじんをほどこすむよくのものなり

宮ヶ瀬やまなみセンター内の草木塔です。広大なセンター内に高さ８１糎で火山岩の年月日も碑文も建立者
名もなく、只、草木塔です。（平成１０年国土交通省建立）その場その場の自然に合った建立のなされ方で
す。県内では、新庄市に建立された３基です。建立者が造園専業者だけに、自然に融合した建てかたです。
山辺町作谷沢の吉田朝夫氏は、山辺町の小中学校に草木塔を寄贈建立し、自宅と工場にも９基の草木塔を
建立された行の人です。

ぎょう

最近は、碑文塔を副えての草木塔の建立や、碑文のある草木塔が建立される傾向です。平成１６年６月２２
日、草木塔発祥地の米沢市田沢の三沢西部小学校に、草木塔が建立されました。永年、緑の少年団活動が

認められ、内閣総理大臣表彰を受けての記念の塔です。記念の植樹も行われました。発祥安永９年代の先
祖の心が、子孫の少年達に引き継がれていたのです。この草木塔建立と記念行事に私も関わっていたかと

思うと、３３年間この田沢地区を仕事で行き来し、住人にお世話になった事への一寸したお返しになったか
なと、ひとり思っております。

先の戦争で、木造船の必要から、用材となる大木は伐採され、戦後の薪材の燃料不足と、チェーンソー

導入と、建築用材の絶対量不足で、多くの山林は伐採され、植林はしたものの、その方法を間違えたため

に、山に棲む熊や猿が人里に下りて来て、困らせています。山には、多くの種類の草木があって、人も動

物も昆虫も鳥も魚も共生しているのです。全山、杉だけ植えたり、全山、松だけ植えたりでは山の生態系

は崩れます。熊や猿の被害も、小動物や鳥や昆虫や魚も棲めなくなった山林にしたのは、人災なのです。

どんな高さの山でも、山頂と近くの木は伐採をしないとか、沢と沢の間の屋根付近と、急斜面の立木は

伐採しないで残すとか、あらゆる生物への配慮と、土砂崩れと雪崩防止のうえで、必要な立木の伐採禁止

等が、必要と思います。今では、人員の不足で折角植えた植林の手入れ（間引き）も出来ず、植林した山

林が荒れてきています。外国輸入材も原因の１つです。葉枯れ病と立枯れ等の対策等、山林草木への行政
の遅れは、自然の破壊です。

地球温暖化の元凶である二酸化炭素を吸収し、酸素をはき出してくれる草木は、保水力があり、空気と

土と水を豊にしているのです。２００年以上も前から、草木は人間の共生を草木供養塔で教えてきたのです。自
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然環境の保全が、郷土を美しくし、国を豊にし、地球を守れるのです。明治１１年７月、イギリスの女性旅
行家イザベラ・バードが置賜を通った時、置賜を「アジアのアルカディア（桃源郷）」と、賞賛していま

す。結城哀草花は、「置賜は くにのまほろば 菜種咲き 青葉しげりて 雪山も見ゆ」と詠んでいます。

人類で初めて宇宙を飛んだガガーリンは、「地球は青かった」と言いました。この自然、豊な故郷を守り、

次世代へ渡すのが私達の使命です。

―１２―



最上川源流の置賜地方に 「草木塔」が
建立されてきた背景について

歴史郷土研究家 小山田 信 一

はじめに

１８世紀の安永年間から山村の庶民信仰の一つとして「草木供養塔」が建立されてきましたが、米沢藩の
置賜地方から派生したものでした。しかし、同じ置賜でも、小国地方には、これが無い。これは荒川水系

の山仕事は越後との結びつきで行われてきたので、米沢藩の御林を管理する田沢の人々の出稼ぎが無かっ
おんばやし

たからと考えられる。

従って、最上川の源流地域の置賜、白川、大樽川、刈安川、羽黒川、梓川、吉野川等で流木（木流し）
あずさ

が行われ、出羽三山で山伏修行を行ってきた里山伏（修験・法印）の指導で、山村の庶民信仰の一つとし

て建てられ、信仰されてきた。

一．１８世紀の米沢藩

米沢藩九代目の藩主上杉治憲（鷹山）が藩主となった１７６７年（明和４年）は、約１６万両の借財をかかえ、
藩財政は破綻の状態であった。鷹山は、財政再建を目指して大倹令を発し、立志の誓詞を春日大明神に奉

納し、更に、誓文を白子大明神にも奉納した。当時の米沢藩内の総人口は、１０２，４８５人。その内訳は、男
５６，０９４人・女４５，３９１人。出家６６０人、修験３３８人、座頭１０２人であった。１７６２年（宝暦１２年）には、諸士封禄
１００石以上の者に対し、１００石に付き６０石の借上げ等、極端な減封が実施され、１７７１年（明和８年）の旱魃

かんばつ

被害で大凶作の追い討ちがあり、農村・城下共に疲弊していた。この時期に修験（法印・里山伏）たちに

も雨乞いの祈祷を行わせ、自らも愛宕大明神に祈願を行った。
き とう

１７７６年（安永６年）上杉謙信２００年法要にあたり、城内の祠堂で執行された。この時に伴僧として里山伏
し どう

（法印）を起用したので、藩内の各地から参集してきた。この時から、大善院を中心にした修験（法印）

たちの藩政に対しての協力体制が形成されてきた。鷹山は、１７歳で藩主となった時に「受け継ぎて国の司
となる身には、忘れまじきは、民の父母」と決意を和歌に読み、１０歳の時に高鍋藩の家老三好善太夫重道
が送った手紙「 贐 奉 書 」の中味を常に実践してきた殿様でした。

はなむけたてまつりのしょ

羽州米沢は周囲を山々に囲まれ、一番辛い仕事を行っているのは山仕事に従事している山村の人々であ

り、炭焼きや樵の人たちである。鷹山は、国元に居る時は自ら手綱を握って山に入り、山仕事の人々の姿
きこり

を見て、その人たちの声を聞いて、少しでも山村の人たちが安心して暮らせるようにするのが米沢藩主の

務（責務）であると説き、駕籠等に乗って出掛けたりしないように乗馬の訓練をするよう諭され、自らは
か ご さと

それを実践してきたのです。
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米沢藩は、１７７４年（安永４年）樹芸役場を設け、桑・漆・楮（こうぞ）各百万本植立に着手した。１７７５
年（安永５年）の領内人口は、１３２，１０２人となり、侍屋敷の人口は２４，０６１人、農家の人口は８０，４８８人、商家
は１０，６９９人、其の他１５，８５４人となって、人口も増加してきた。
領内の山村では、殿様の巡視や藩役所の通達などで、文字の読める里山伏（修験・法印）は重要な役割

を担うようになり、山村の指導者層となっていった。行屋の指導者としての権威を持つ彼らの助言で、里

山にかかる田畑の検地は、一段と正確な面積を示すようになった。山村は、村（字）単位、集落ぐるみの

共同社会であり、冠婚葬祭・農作業・森林作業・茅葺屋根の葺き替え作業等、連帯・共同・助け合いが必
かやぶき

須のものであった。だからこそ、五人組だけでなく、日常の暮らしの中で連帯を深めるため、多様な講が

結成されてきた。鎮守の神のお祭りの講（神社講）、大宮講、子安講、契約、庚申講、稲荷講、観音講、二

十夜講、古峰原講、木流し連（流木連）、湯殿山講、結（ゆい）、不動講、山の神信仰等、夫々の結び付き
それぞれ

を固め、連帯感を深めるものとして存在し、継続してきたのです。それらの中心はお宮（神社）であり、

寺であり、集落の神仏が集う場所（聖地）で、「草木塔」や「湯殿山」、｢水神｣、｢飯豊山」、「道祖神」等の

石塔が建立されている。

二．草木塔の発生

「草木塔」乃至「草木供養塔」は、米沢藩の御料林、「御林」を持つ田沢地区から建立され、１７８０年（安
ないし

永９年）７月に入田沢字塩地平に建立されたのが始まりである。この塩地平には日光杉が植樹されており、
この樹木の伐採・運搬は藩の指示で行われ、この山林を守るために元山として、二軒の佐藤家が苗字を許

されて杉林の管理責任を負わされてきた。
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写真１ 乗馬スタイルの上杉鷹山公の銅像。袴でなく
はかま

モンペ（タチツケ）着用。（上杉神社境内）



この草木供養塔は、昭和４０年頃までは上部に朱の梵字が刻まれていたが、風雪、雨等により表面から欠
落し、草木供養を読み取ることが困難な状態になっている。外様大名であった米沢藩が日光街道の杉並木

の維持、管理を幕府から命ぜられた時に、武士達と一緒に入田沢の人達も出向き、その杉の木の補植、枝

払いを行い、帰りに入田沢のこの地に日光杉を植え、「御林」の指定を行い厳重な監視の下に山林が守られ

てきたと言う。

〇１７８０年（安永９年）８月、口田沢字大明神の石塔建立。
口田沢字大明神の石塔には、「一佛成道観見法界、草木國土悉皆成佛」と刻まれています。この場所は旧

道の小樽川沿い南側にあり、例年雪崩の常習地で、大雨の時には土砂崩れを起こす危険な場所です。更に、

道路下を流れる小樽川は、渦を巻く木流しの難所で、今迄何人かの犠牲者が出た所と言われている。
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写真２ 塩地平の草木供養塔

写真３ 国道１２１号線沿い 塩地平、日光杉の杉林



○１７９７年（寛政９年）８月、入田沢字白夫平の供養塔
この場所は、小樽川での「木流し」が行われた昭和１０年まで木流し堰の有った所で、堰場とも呼ばれ流
木を貯めておく場所でもあった。ここの草木供養塔には、左右に「一佛成道観見法界」と、「草木國土悉皆

成佛」の経文が刻まれており、その隣には｢飯豊山供養｣の碑が並んで立っている。元は旧道沿いに民家と

畑があり小さな御堂と並んで建っていたが、道路改修に伴い家や畑は無くなり、セメントで高い土台をつ

くり階段まで設けて、移転させたものです。ここの草木供養塔は表面が磨かれており、円味（まるみ）を

帯びた形状で、拓本を取るのに適しています。
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写真４ 口田沢字大明神の石塔

写真５ 土砂崩れと雪崩の常習地

写真６ 木流し当時の堰跡、小樽川（小荒沢）



○１８２３年（文政６年）２月、簗沢字大台原の草木塔
やなざわ

米沢市立三沢東部小学校敷地プール隣に建立された「草木供養塔」で、この塔には留山として山林を保

護してきたお陰で恩恵を受けてきたことを先祖に感謝すると共に、植林や山林保護を訴えている碑文が、

三簗沢村の名で刻まれている。

このように見てきますと塩地平の草木塔は、日光杉の植林と藩の御林を維持するための象徴として当時

の入田沢村の人々が建立し、口田沢村では、大明神に土砂崩れ・雪崩、更に、木流しの事故や災害の難を

のがれるため建立したものであり、一村一塔が最初の建立形態である。年が経過すると共に、小字単位の

集落（部落）ごとに建立されるようになり、この小字単位の山仕事集団の出稼ぎが行われてきた。これは、

行屋との関係も密接である。

入田沢と口田沢の両田沢村から神原村へ発展し、三田沢講中となり、全体の田沢村を構成し、入会地の

財産区、共有林を持つように発展してきたのが、上中原に建立された「草木塔」で、慶応元年に建立され

て以来、今でも祭礼が行われている。
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写真７ 入田沢字白夫平の草木供養塔

写真８ 大台原の草木塔



田沢に隣接している簗沢村、玉庭村、中津川村へと「草木供養塔」、「草木塔」は広まり、赤芝村、羽黒
やなさわ

堂、さらに、犬川流域、梓山村、東山上村（赤浜、刈安）、吉野川流域の萩村へと広まった。田沢地区の

人々は地区ごとにまとまって山仕事の出稼ぎに行ったが、その地区ごとに「草木塔」が伝播して行った。

明治期に入ると地租改正の進行と共に、住民共有の入会地を求めて、村で共有の山林を所有した証（アカ

シ）として「草木塔」が建立されて行く。その例として、三田沢（入田沢、口田沢、神原）講中の上中原

にある「草木塔」と共に、伊藤三老の碑も同じ場所に建立され、蚕神、湯殿山の碑と共に毎年５月に、田
沢寺を導師に供養が行われ、関係者には「草木供養塔の御札（おふだ）」が配布されている。

上和田村の草木塔は、山林の地租改正が進み、地券の発行された明治九年に窪田山として窪田村の人々

が窪田協和会をつくり、地租を納め財産区を設定した｢証｣として建立し窪田村の人々は「和田山」と称し
あかし

ている。一村一塔の草木塔から、小字単位の建立となり、明治期以降、現代になってくると、個人乃至は

山林所有の法人（団体）が設立の主体になってきます。綱木村では中川氏の個人名で建立され、山林地主の

存在を示しています。田沢自彊会は山林を財産区とし、育英財団法人として現在も地域に貢献しています。
じ きょうかい

三．川と林業

草木塔の分布を見ると、流木連・木流しの行われてきた所と非常に関連があります。また、その分布は

次の通りです。

○小樽川・大樽川（入田沢、口田沢、簗沢、綱木）
○梓川（梓山ザル）
○刈安川・羽黒川（赤浜、刈安）
○白川（中津川）
○犬川（玉庭、上小松、下小松）
○吉野川（萩）
草木塔は、最上川上流の置賜を流れる支流を利用して木流しを行ってきた所に分布し、流域に沿って木

を陸揚げした場所には、木場の地名が残っている。
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写真９ 上中原の草木塔



春の雪解けの増水期に、裸にフンドシ一つで、冷たい川に飛び込んで、鳶口一丁で引き掛けて引上げ、
とびぐち

積み上げる労働ですから、事故や危険があり、神仏にすがる信仰心と、助け合う運命共同体の連帯感が必

須のもので、親方、棟梁の下に、共同作業や寝食を共にして、「草木塔」の下に団結し結集してきた。ま

た、里山で暮らす人々にとっては、山と水、川と草木との結びつきが強く、川の利用も川沿いの道、運河

の役割、水田開発、動力としての水車利用等多様で、草木、特に「草」は、山村生活の基本である衣食住

の面で数多く利用されてきた。水・川、山・草木、人間と自然との共生により、環境は守られて行きます。

四．最上川の源流

県内を流れる最上川は、江戸時代、物資の交流、人々の交通、文化の交流等河川交通の動脈の役割を果

たし、灌漑や生活の面で大きく役立ち、人々の生活を支えてきた。最上川は、上流の置賜地方、吾妻山の
かんがい

水系を源にして、村山地方、最上地方、庄内地方を流れ、各支流の河川の流水を併せて、河口の酒田から

日本海に流れ出ています。

最上川の源流は、どこから始まるのか。その水源地、源流については、あまたの説があります。昭和期

以降だけでも、安孫子藤吉県知事が、１９６６年（昭和４１年）６月１６日に、西吾妻スカイバレーライン白布峠
展望台に「最上川源流の碑」を建立した事例があります。ここは、大樽川の源流（双龍峡）の見える所で

す。もう一つは、飯豊町中津川地区の白川上流です。平成に入り中津川地区に白川流域を中心とした「源

流の森」が大きくつくられ、キャンプ場や森林体験、森を楽しむ多くの施設がつくられました。

「源流の森」が出来たのは、平成２年大阪で開催された「花と緑の博覧会」に、中津川大字小屋にある
１８３０年（文政１３年）３月建立の「草木塔」が、山形県を代表して展示、公開されたことが契機と成りまし
た。文化庁からも高い評価を得て、森林保護、環境を守る観点から国の助成もあったからです。

江戸時代の絵図を見ると、最上川上流は川舟を利用していた「松川」が、長井・糠之目と船着場と共に、

上流の「貴船神社」まで描かれている。これは、京都の貴船神社の分霊を祀ったもので、慶長年間（１７世
まつ

紀）からと言われている。

冬が訪れると最上川河口の酒田を始め、中流の村山地方にも、上流の置賜地方にも白鳥が飛来して来る。

白鳥が来れば冬の季節であることが実感でき、白鳥、鶴の渡来を待ち、特に、白鳥は幸せをもたらす渡り

鳥として東北の各地で歓迎されてきた。

北上川・阿武隈川・雄物川の各流域には、白鳥大明神が祀られ、白鳥の地名や豪族の苗字にまでなって

―１９―

写真１０ 米沢市木船



いる。村山に白鳥の地名が有るのは当然です。黒い烏は、縁起が悪いと嫌われて居りますが、吉野・熊野
からす

では黒いヤタ烏は東征の道案内をしてくれた良い鳥であると、熊野大社のシンボルになっている。東北地

方では、黒い烏は忌み嫌われ、白い白鳥は幸せを運んでくるものと信じられて来た。

慶長年間に、直江兼続は米沢の城下町をつくるに当たって、方位を吟味し、辰巳の方角に自分の信仰す

る「愛染明王」と糸魚川から持って来た「皇太神宮」を配置し、さらに、その辰巳の延長線上にある石垣

町上で、最上川源流の松川から水を引き、これを「御入り水」と称して米沢城のお堀に入れて来た。さら

に、その松川の上流に猿尾堰を設け、堀立川の水を引く場所の川底に、「龍師火帝」の碑を沈めた。現在
りょう し か てい

は川底から引き上げ、堰の傍らに安置してある。

御入り水の取り入れ口や猿尾堰の辰巳方向の延長に、現在、貴船神社が祀られてあります。これは、平

安期から白鳥大明神を祀った祠があった場所に京都・貴船神社の分霊を祀ったもので、地名の小字名も木
ほこら

船と言うようになった。京都、賀茂川の水源地は貴船神社のある山であるところから、直江兼続は最上川

の源流は松川流域の白鳥大明神のある所と考え、貴船神社を勧請した。

ま と め

流浪の俳人、種田山頭火が最初に発刊した句集の題名が、「草木塔」の名で発行されている。種田山頭火

は鶴岡や山寺を訪れているが、置賜地方に足を踏み入れていない。したがって、実物の「草木塔」とは、

出会っていない筈です。山頭火は、芭蕉の「奥の細道」を追体験するため、芭蕉が二泊したと言う新潟県

村上市にある同じ宿に宿泊し、二泊したが、この時に置賜地方（米沢付近）の「草木塔」の存在を知って

感動し、句集の題名にした。丁度、その時期は、昭和初期で新潟県坂町と米沢間の、国鉄米坂線の工事が

行われていた時期で、下越の村上と置賜の米沢とは物資の交流、人々の行き来の行なわれていた頃です。

行屋、湯殿山参り、飯豊山参り等、江戸時代の庶民信仰と山村の人々が生きるためには、人々の連帯が

必要であり、資源を守るためには、自然との共生が必要である。衣食住を支えるものは、草木である。特

に、草は、現在で言えば石油以上の役割をしてきた。自動車の役割は、馬であり馬車ですから、夏には乾

草を貯える必要がある。機動力としての馬の存在。馬頭観音の存在は、その力を示している。

法印と呼ばれた修験は、山村の人々にとっては、読み書きの文字を習得し、薬草、膏薬を持ち、医術の

心得があり、村人にとっては偉大な存在で、畏敬を持たれた。「一佛成道観見法界、草木國土悉皆成佛」こ

の涅槃経の経文は、人間だけが成仏するのではなく、自然界の草木や土も、人々の役に立てば成仏できる

と説いている。一神教の宗教では、人間は神の弟子になれるけれど、自然のものは、神や弟子にはなれな

い。ところが、東洋の宗教は多神教である。神道では、八百万の神々で、自然界にも多くの神々が居る。
やおよろず

仏教も多様な観音、１３仏、地蔵と数多い。従って、余りにも合理的な思索を行えば、悩み、苦しみ、うつ
病になりやすい。心の病は、現代病と言われています。

心を豊にすると言うことは、草木塔の理念である草木國土悉皆成仏です。人間と自然界との共生（共成）

です。私たちの住む山形県には、信仰の対象とされてきた出羽三山・鳥海山・蔵王山・飯豊山があります。

県内を流れる最上川も含めて、山と川、土、水、空気それぞれが、自然の美しさを保つことが国土を保全

することであり、住民の心を育てるものです。もっと、自然に接し「草木塔」の精神で生きて行きましょう。

参考文献

米沢豆本「草木塔」

山上郷土史

米沢大年表（中村忠雄編）

米沢市史（大年表）

―２０―



草 木 塔 に 刻 ま れ た も の

置賜民俗学会員 梅 津 幸 保

はじめに

草木塔は、草木供養塔あるいは草木塔と刻まれた石造物のことである。米沢を中心とする置賜地方特有

の民間信仰として注目されている。現在確認されているもので江戸時代に建立されたものは３４基。そのう
ち置賜地方に３２基あり、福島県と岩手県にそれぞれ１基あるのみである。平成１８年８月現在、全国で確認
されているのは１５８基といわれている。そのうち置賜に１０２基（米沢４１、川西２２、飯豊２４、高畠５、南陽３、
白鷹４、長井２、小国１）、他県内３８基〔山形８、上山３、新庄４、山辺１２、大江２、天童２、寒河江、東
根、尾花沢、酒田各１など〕、県外１８基という分布である。昭和平成になってからは１０２基を数えられるが、
特に１９９０（平成2）年大阪国際花と緑の博覧会に飯豊町大字小屋の草木塔を出展して以来８５基建立されて
いる。

―２１―

写真① 嘉永７年（１８５４）万世町梓山山神神社参道側に建立された
江戸時代最大（２２５cm）の草木塔。

―自然の恵みに感謝し、草木を供養する―



１．草木塔から見えてくるもの

① 年号から見えるもの

江戸時代に建立された石塔についてみてみる。米沢のものが一番早く、安永９（１７８０）年の建立で
ある。その後寛政、享和、文化、文政、天保年問（１７９７‐１８４１）に米沢で１１基、川西で４基、飯豊で２
基、南陽で１基の計１８基建立されている。また幕末の弘化、嘉永、安政、文久、元治、慶応年間（１８４５‐
１８６５）では、米沢４基、川西５基、飯豊３基、県外２基の建立である。川西で一番早いのが寛政９
（１７９７）年である。そして飯豊は文政１３（１８３０）年の建立が一番早い。このことから米沢、川西、飯
豊と広がっていったものと考えられる。

江戸時代約８５年問で３４基、明治大正約６０年間で２１基、昭和時代に１８基、平成になって８５基で建立ブー
ムを呈しているようだ。江戸時代後期から始まったこの信仰も、燃料革命や生活様式の大きな変化に

ともない、建立の契機や建立場所にも少なからず変化を見せている。近年地球環境に関心が高まって

から草木塔の建立が普及している。

② 草木供養塔と草木塔

江戸時代のものを中心にみてみると、「草木供養塔」は２０基、「草木塔」は１４基である。草木供養塔
は建立が始まった当初から現在まで使用されている。草木塔については、文政６（１８２３）年８月に口
田沢字下中原山根に建立されたのが最初である。建立が始まってから４３年ほど経っている。以後「草
木塔」の建立が広まっている。明治大正には草木塔１５基、草木供養塔６基であり、昭和平成では草木
塔８４基、草木供養塔１９基と数えることができる。このことから建立当初は草木を供養するという心が
大きく表れているが、時代とともに草木に感謝するという気持ちが全面に出てきたのではないかと考

えられる。

―２２―

写真② 口田沢塩地平に建立された草木供養塔で確認されているもので
一番古い。安永９年（１７８０）７月１９日の建立。



地域的にもおもしろい現象がある。それは飯豊町に建立されたもので、江戸時代の５基を含め全部
で２４基あるが、すべて「草木塔」と刻まれていることである。「草木塔」が建立されるのは文政年間で
あり、飯豊町で最初に建立されたのも文政年間からなので、伝播に何か関わりがあるのかもしれない。

③ 建立者もさまざま

一体、誰が建立したものであろうか？ 草木塔信仰の原点を調べてみた。これを江戸時代の３４基に
ついてみてみると、村中あるいは地名が記されているもの８基、講中３基、個人名３基、導師名２基、
町方１基、記載なしが１７基である。村中や講中については、信仰形態が比較的大きな集落単位であろ
うことがわかる。この事は当時の生活の単位でもあり、共同体としての要素も多分に含まれているこ

とだろう。この事が草木塔信仰を定着させた大きな要因と思われる。記載なしが約半数あるが、建立

場所をみてみると川西と飯豊に多く、それも集落の入口や神社境内のものである。建立場所から窺い

知ることができるのは、これもほとんどは村中や講中の建立と考えられることである。したがってこ

の時代、半数以上は村中、講中の建立とみることができる。

導師名が記載されている２基については、草木塔信仰の先導者としての証である。１基は東原寺
（米沢市東大通三）でありもう１基は瑞林寺（米沢市大字簗沢）である。東原寺は廃寺となった。瑞
林寺は大字簗沢にあり真言宗酷醐派に属している。寺院総覧によると、永享１０（１４３８）年成裕法印の
開山で古い。簗沢地区の神社建立の導師もしていたことが各神社に記録されている。個人名が刻まれ

ているものが３基あり、それぞれの思いがあり建立されたものとみられるが、文政７（１８２４）年南陽
市萩、文久３（１８６３）年秋田県沢内村、慶応元（１８６５）年飯豊町宇津沢と地域がばらばらである。（熱
塩加納村のものは不定）

町方施主と刻まれたものが米沢市大字口田沢に１基ある。小字名下ノ町というところに建立されて
いるが、当時自町のことを町方といっていたのだろうか。これは城下町で薪材など大量に扱い恩恵を

蒙っている関係者の建立ではないかと興味深い。

昭和平成の建立も多くなっているのでその様子をみてみる。一番多いのは個人で２４基を数える。次
が学校で１４基、建設委員会（地区）と寺院でそれぞれ９基。森林組合、林業関係者と野草、生花、緑
化団体がそれぞれ８基。行政も８基建立している。それに造園関係団体が４基などである。都市化し

―２３―

写真③ 草木供養塔の両側に「一仏成道観見法界」
「草木国土悉皆成仏」と刻まれている。



てしまって自然との関わりの中で生活している人が少なくなっている現代では草木に関わる意味が変

わってきているものの、草木を供養する心と自然の恵みに感謝する気持ちが広がっているからであろ

う。それに地球環境問題や自然保護の精神が見直されてきているからであろう。建立当初から見ると、

地域や集落単位から企業や個人へと変化していることがうかがえる。

④ 建立場所は路傍が多かった

建立場所についても最初江戸時代のものをみてみる。一番多いのは路傍で１９基を数える。次が山の
神などの神社境内である。特に地蔵尊堂境内に４基ある。その他寺院境内、墓地内、山林内などであ
る。路傍をみてみると川に沿って山に向かう道添いにあることが多い。この事は、山仕事に出掛ける

ときの集合場所か、休み場あるいは洞築き場（木流し施設～ダム）の近くであったりしている。木材

の伐採や木流しなどの共同の仕事と直接結びついている。大荒山（田沢地区）では大量に用材を伐採

したことによるという説や、殖産興業で桑の木を植えたときのものと言う説がある。神社境内や地蔵

尊堂境内にあるのも山仕事の始まりなどにお祭りしたものであろう。寺院や墓地内のものは、お盆の

墓参りの時にお参りしたものと思われる。しかし路傍にあったものでもその後の道路改修などでかな

り移動していることがわかった。移転先は新しい道路添いであったり、地蔵尊堂境内や墓地内であっ

たりしている。

昭和平成の建立場所をみてみると、一番多いのは公園や庭園で２４基ある。次いで寺院境内で１５基。
屋敷、会社敷地内が１３基。山林内８基、路傍等５基の順である。山辺町では草木塔（石造物）の寄贈
があって全ての小中学校の校庭に建立されている。時代が大きく変わり、建立場所もみんなの目に付

くような所を選んでいるように思う。反面、路傍や神社境内などが少なくなっている。車社会の反映

であり、人の集まる場所の変貌であろう。

―２４―

写真④ 寛政１２（１８００）年８月１５日口田沢字上屋敷薬師堂境内に建てられた
草木供養塔で、側に導師瑞林寺と刻まれている。



⑤ 建立月日は８月が多い
建立月日が一定していれば信仰の解明に大きな手がかりとなる。江戸時代の建立月についてみてみ

る。８月が一番多く１６基ある。次いで３月の４基、４月、６月、１０月がそれぞれ２基とつづいている。
８月に多いのは墓参に関係があるだろうと思い１３日を見てみると、以外にも１基しかない。８日と１５
日がそれぞれ３基あるのが目に止まるだけである。８日は大日如来の縁日であるが、特別な意義があっ
たのかは不明である。「８月」だけのものが６基ある。建立数が多いことから、やはり８月の祖霊供養
にならっているとも考えられる。

３月の建立が４基あり、１７日が３基である。いわゆる山の神の日である。山の神は、山仕事一切の
ことについて支配している厳しい神として祭られている。この日に建立されるというのは極自然のこ

とであろう。しかしこの日に山の神と草木塔をお祭りするということになれば、草木塔は特別のもの

となろう。いずれにしても草木塔の建立日は、ある日に特定することはできない。山仕事や木流し等

の作業の中で都合のよい日に建てられたものであろうとしか考えられないのである。この事は昭和平

成になっても、建立場所には変化が見られても、建立月日については同じ傾向である。

⑥ 梵字と経文なども刻まれている

碑面中央上部に梵字の刻まれている石塔に出会うと、何かを感じ手を合わせたくなる。梵字という

わからないものに対する畏敬の念があるのだろうか。草木塔に種子が配されているのは７基確認され
ている。その外日輪が１基ある。種子は仏様のイニシャルのようなものであろう。大日如来、釈迦如
来、阿しゅく如来の種子といわれるバン、バク、ウンが刻まれている。

経文が刻まれているものが二基ある。「一仏成道観見法界草木国土悉皆成仏」である。これは涅槃経

に由来するものといわれ、草木や国土のように心を有しないものさえも、仏性をもっているので、こ

―２５―

写真⑤ 文政９（１８２６）年８月１５日大字口田沢字下ノ町に建立された
草木塔で側面に町方施主と刻まれている。



とごとくみな仏になるという意味である。これを説いているのは大乗仏教のなかでも、華厳、天台、

真言の各宗派である。華厳宗では大乗玄論や探玄記で、天台宗では法華涅槃や小部集釈で、真言宗で

は吽字記や秘蔵記鈔で論じられている（仏教大辞彙による）。その中の真言宗では、草木国土はみな大

日如来の法身であると説いている。（最近になって曹洞宗の教典にもあるという話を聞いた。）

これら種子や経文の配されている草木塔は、比較的建立時期の早いものに多い。これらのことから、

建立に関わったと思われる修験山伏や密教系僧侶の姿が見えてくる。

２．草木塔の材質は自然石が多い

石造物なのでほとんどは石で出来ているが、一基だけ木造のものがある。石の種類は安山岩が多い。他

に変成岩、凝灰岩、花崗岩、玄武岩がある。形状は自然石が約７５パーセントを占めている。自然石の前面
を削平して、一部加工しているものが約２０パーセントあり、残りは完全に加工して墓石形にしているもの
などである。大きさは、５３センチメートルから４６４センチメートルとマチマチであるが、おおよそ８０センチ
メートル前後のものが多い。一番小さいのは川西町の瑞光寺のもので、一番大きいものは富山県砥南市福

光美術館駐車場にあるものである。（体積から見ると米沢市入田沢道の駅にあるのが最大）

３．幻の草木塔

現在発見されている草木塔は１５８基であるが、今まで調査された草木塔で流失したものや紛失したものが
ある。そのひとつは佐藤忠蔵氏（米沢市門東町）が調査され、写真も残っているもので、飯豊町中津川字

小坂上覧橋ふもとにあったものです。明治１８年８月８日の建立で、高さ４尺５寸（１３６m）、幅１尺３寸
（３９cm）、奥行１尺（３０．３cm）のものと報告されている。これが昭和４２年の羽越豪雨のとき濁流に飲まれ
流失してしまった。もう一件は米沢市南原のあゆみに記載されているもので２基が報告されている。その

―２６―

写真⑥ 安永９（１７８０）年大字神原に建立された「一仏成道観見法界
草木国土悉皆成仏」と刻まれた草木塔。



内の１基は寛延２（１７４９）年８月吉建立のものと報告されている。確認できれば一番古いものとなる。残
念ながら現地確認できず現在不明のままで、もう一基も同所にあり草木塔とだけ記載されているが不明。

これらは「幻の草木塔」と言ってよいだろう。

新たに川底から発見されたものもある。それは大樽川赤芝地区右岸の護岸工事中の平成５年３月５日の
ことです。川底から引き上げられた砂利や岩のなかに草木供養塔の文字が刻まれた石があった。業者から

連絡を受けた町内会長は早速相談し、龍性院境内に安置することにした。石塔には享和元酉（１８０１）年８
月１５日と刻まれていた。高さ１１５cm、幅６０cm、奥行５５cmの立派な草木塔である。これは太田川沿いに建
立されていたものが、その後の豪雨災害濁流に流され大樽川との合流点に留まっていたものであり、心あ

る業者により発見された「幸運な草木塔」と言える。

４．草木塔のふるさと米沢

米沢には田沢地区をはじめたくさんの草木塔が建立されていることと、一番早く建立されていることか

ら、「草木塔発祥の地」、「草木塔のふるさと」と言われるようになった。この事は佐藤さんはじめ多くの皆

さんの調査活動による成果であり、解明しなければならない点もまだまだ多くあるように思う。

平成７年には、環境庁と山形県自然保護課による、草木塔を訪ねる道の整備事業で看板やら道標を整備
してもらった。米沢市は平成９年３月代表的な草木塔５基を有形民俗文化財として指定した。今後は「草
木塔のふるさと」として自然に対する感謝の気持ちや自然保護の心を深めていきたいと思う。

最新の草木塔は平成１７年５月万世に東北中央自動車道の建設が進められており、著者の土地も資材搬入
路確保のため用地として提供した。自然の恵みに感謝するとともに草木を供養し、工事の安全を願い関係

者とともに草木塔を建立したので紹介します。

―２７―

写真⑦ 河川工事で偶然川底から見つかった草木供養塔で赤芝町龍性院境内に
再建されたもの。享和元年（1801）８月１５日と刻まれている。



５．草木塔建立の趣意書

―２８―

草木塔建立に当たって

今年の冬は予想外に大雪となり

ようやく春の息吹が感じられる今日この頃です。

桜は終わりましたが新緑がまばゆい季節となりました。

自然の息吹と営みの素晴らしさを改めて感じさせられます。

私たちはこの地にあって

自然いっぱい緑いっぱいの中で

きれいな空気を吸い

おいしい水を飲み生活しております。

自然が営々と続いている中で

草や樹木の働きは大変大きな役割を果たしています。

また私達の生活に欠かすことのできない資源でもあります。

衣、食、住の全てにおいて草や木の恩恵を受けていますが

当たり前のように思っていて

感謝の気持ちを忘れてはいないでしょうか。

草や木にも命があり

私たちはその命を絶って生かされています。

このことに対して先祖の方々は

草木塔を建立し供養をしてきました。

また自然の恵みに対して感謝をしてきました。

この度東北中央自動車道の建設工事に当たり

資材等搬入路確保のため

先祖から受け継いできた樹木等の伐採を余儀なくされました。

そのため草木塔を建立し供養するとともに

自然の恵みに感謝し

合わせて工事の安全を祈願するものです。

平成１７年５月１５日

梅 津 幸 保



６．草木塔の分布

江戸時代に建立された草木塔が置賜地方、山形県内と普及し、今では全国各地で建立されるようになっ

た。全国の分布は下表の通りである。

※１ 県内：山形、上山、新庄、山辺、大江、天童、寒河江、東根、尾花沢、酒田、三川、鶴岡、松山、藤島

※２ 県外：福島、岩手、東京、宮城、京都、山梨、長野、神奈川、富山、栃木

おわりに

草木塔の心を求めて探訪しているうちに、最初に建立の契機となった米沢地方の先人の生活に思いを馳

せている。つらい山仕事を共同で行ったこと、草木にも命があること、樹木の成長を願いその恩恵に感謝

していることなど、自然と共生をしている知恵がこの草木塔に託されている。

全国各地に山の神信仰があり、山という大自然に対する畏敬の念をもって接している。米沢地方にも同

じ信仰がある。しかし、これとは別に草木を供養し、感謝するという信仰が生まれた。草や木に生命があ

りその生命を絶って我々は生かされている。自然の営みを実感することが肝心で、自然との共生と言うこ

とは、生活が自然と密着して同化していることであろう。そして、衣食住のすべてに恩恵を被っていると

いう感謝の気持ちが大切である。

―２９―

計平 成昭 和明治大正江戸時代区 分

４１１７４３１７米 沢 市

２２５２６９川 西 町

２４８３８５飯 豊 町

３２－－１南 陽 市

５２－３－高 畠 町

４３－１－白 鷹 町

２２－－－長 井 市

１１－－－小 国 町

（１０２）（３３）（９）（２１）（３２）（置賜計）

３８３３５－－他山形県内

１８１２４－２山 形 県 外

１５８８５１８２１３４合 計



草 木 供 養 塔 に つ い て

新庄市雪の里情報館名誉館長 大 友 義 助

はじめに

草木塔（供養塔）は、人間のために犠牲に供せられた草木の霊を慰め、供養するために建てられた碑と

されている。以前は山形県置賜地方にのみ分布する、全国的にも稀な碑として、民俗学をはじめ、さまざ

まな分野から注目されていたが、近年は自然保護、環境保全などの社会的問題に対する関心のためか、山

形県各地（県外において）に多く建立されるようになった。

草木塔建立の由来については、従来、上杉鷹山公時代、安永元年（１７７２）、江戸の大火によって米沢藩邸
が類焼したので、藩は急遽領内田沢地区の御用林を伐採し、これを越後に出し、海路江戸に運んで無事藩

邸を復旧することができた。鷹山公は、その用材となった樹木に感謝し、村人にすすめて、翌２年、この
地に初めて草木塔を建てさせ、懇ろに樹木の霊を弔った。以後、樹木の伐採の度に供養塔を建てることが

ねんご とむら

習いになったと語られていたが、これは鷹山公の余りの偉大さにひかれた説話のようで、真実からは遠く

離れているように思われる。

真実は山の恵みによって生きる人々の心の中にあるように思われてならない。草木塔には、未解明の謎

がまだ多く隠されている。以下、草木塔建立の謎を中心に、同碑に関する諸問題を記してみたい。

一．草木塔に関する調査・研究

草木塔は早くから人々の関心をひき、特に地元置賜地方の研究者によって調査・研究が進められてきた。

このことについては、かつて草木塔の基礎的研究をすすめられた植物学者結城嘉美先生の包括的な研究

（「草木塔の調査報告」、『山形県立博物館研究報告』第５号所収。昭和５９年刊）があるが、ここではこの
「報告」を中心に、やや詳細にその跡を追ってみたい。草木塔調査に先鞭をつけたのは米沢市の佐藤忠蔵

氏である。氏は昭和２８年ころから老躯単身自転車を駆って置賜地方各地を訪れ、調査を進められた。氏の
業績をはじめて世に紹介したのは、山形県文化財保護協会の機関紙『羽陽文化』第２３号の記事で（「緑化文
化の草木供養碑」の題）、ここには南置賜郡旧三沢村（現米沢市）所在の草木塔８基、同郡万世村（米沢
市）の草木塔１基の発見が報ぜられている。
なお、結城先生の「報告」には無いが、この記事は、草木塔建立の風の起源について、次のように言及

しているので記しておきたい。

農地開発は、治水治山に俟たねばならぬ。従って治水治山は植樹に俟たねばならぬ。
ま

これを郷土史に照らせば米沢藩の上杉鷹山公は、既に安永９年領民に対し植樹を奨励し其の孫齊定も其の
国策を継承したと見え同地方に珍しく草木供養塔が９基も残存していることが同市門東町佐藤忠蔵氏に
よって調査せられた。草木供養は言う迄も無く仏教の草木国土悉皆成仏の思想から起こったもので草木に

感謝し其の徳をしのんで供養することに外ならぬ。

斯かる供養碑は置賜郡にのみ残り県内他に余り見ないことに照らし上杉藩が如何に治水治山に意を注ぎ領
か

内に植樹を奨励したかを窺ふに足るものと思ふ。年紀の最も早いものは安永９年で鷹山公時代のもので其
うかが

の後のもの併せて左の通りである。

―３０―



として、佐藤氏が調査された草木塔９基の所在・刻銘・建立年月日・石質・法量などを記している。この
ような見解が当時の草木塔についての一般的な理解であったとみることができる。このような見解に立て

ば、草木塔が置賜地方（大部分が上杉領）に集中して分布していることが矛盾なく理解できるように思わ

れるが、事はそれほど単純ではない。

佐藤氏は、この後も精力的に研究を進め、その成果を『置賜文化』第３８号（昭和４１年発行）に「草木供
養塔」の題で発表された。これには総計３６基の草木塔の所在が紹介されている。
これに先立って、山形市在住の郷土史家川崎浩良氏が、昭和３６年、佐藤氏の調査をもとに自著『浩良百
話』の中で「県内に残る草木供養塔」の題でさまざま論じているが、これには草木塔３３基が紹介されてい
る。

次いで、昭和４１年ころから前記結城嘉美先生の調査が進められた。先生の本格的な調査・研究は、先生
が山形県立博物館長に就任された昭和４６年から同４８年までの３ヵ年と、その後同５８年の補充調査である。
先生は、前記佐藤忠蔵氏の調査の上に立って、改めて草木塔の正確、詳細な悉皆調査を企画され、博物館

しっかい

植物部門担当の吉野智雄・布施隆の両氏とともに置賜地方を中心に県内隈なく博捜され、各草木塔（類似

のものも含め）の所在・石質・形状・法量・刻銘、各碑にまつわる土地の人の信仰・伝説等々を克明に調

査された。さらに昭和５８年の補充調査においては、県立博物館歴史部門担当学芸員金山耕三氏、同植物部
門研究員高橋信弥氏を帯同され、十数回にわたる調査を実施された。

この調査は極めて厳密な調査であったので、これによって、従来の調査の誤りや不備が大いに訂正され

た。現在のところ、草木塔に関する調査の中では、最も正確な信頼すべき調査とみてよいと思われる。本

調査の成果は「草木塔の調査報告」の標題で『山形県立博物館研究』第５号（昭和５９年３月刊）に収めら
れている。なお、詳細は後に記す。

昭和４０年代に入ると、工業社会の急激な進展に起因する弊害 ― 自然破壊、環境汚染などの問題がい

よいよ露になってきた。このような世相を反映して、草木塔の存在がにわかに世の注目を浴びるようにな
あらわ

り、マスコミ等にもしばしば採り上げられるようになった。昭和４７年４月の毎日新聞の「無言の告発『一
木一草にも魂』、」同年８月の同紙「みちのく文化」の記事、同年９月の同紙「川西町の高橋さん― 自然

に感謝し草木供養塔」の記事などがこれである。

昭和４７年、置賜地方の民俗を深く研究されてきた武田正氏は、同地方の草木塔に注目し、著書『置賜民
俗記』の中で「「樹霊信仰」の題で草木塔の建立の謎に触れている。同氏はさらに昭和５９年刊の自著『置賜
風土記』においてもこの問題に触れ、次のように記している。

これらの塔が米沢市田沢地区を中心に建立されているのには、名君と言われた上杉鷹山が江戸幕府から

桜田門近くの上屋敷の修復を命ぜられ、田沢の杉を伐って江戸に運んだとも言い、安永９年の米沢城下町
の大火の復旧のために、大量の木材を田沢の山から伐り出したということもあり、田沢は３百年の木流し
の歴史を持ち江戸時代初期から城下町米沢に薪を供給していたということもあって、これらの山林の伐採

によって米沢の人々が潤っているということからの供養であったのではないかと言われている。

また、米沢しの小山田氏が、安永６年に藩祖上杉謙信の２百年忌大法要があったときに、真言宗の修験
を動員して城内の祠堂でこれを取り行わしめたことがあり、草木塔の碑文として「一仏成道観見法界草木

国土悉皆成仏」とあることから修験道とのかかわりで草木塔が建立されたのではないかと言う説を立てて

いる。

いずれにしろ、草木供養のこころに、草木にも命があり、魂があると言うことに対する供養の気持ちが

働いていると見ることができる。しかし、上杉鷹山の名君ぶりを「草木供養塔」建立と結びつけるのは、

なお問題が残ると考えられる。

―３１―



として、次に置賜地方における樹霊信仰のいくつかの例を挙げている。

同じく、昭和４９年、結城嘉美先生は『やまがた植物記』を著されたが、この中に「草木塔」の題で、御
自身、佐藤忠蔵氏の調査に導かれて発見された草木塔の幾つかを記されている。先生が熱心に草木塔調査

を続けられたのは、ご自身の学問的関心のほかに（先生の専門は植物分類学）、当時深刻な社会問題と化し

ていた自然破壊、大気汚染などの環境問題に深い関心を寄せられていたからであった。

前にみたように、草木塔は民俗学の立場からも注目され、武田正氏などの論考があったが、

鶴岡在住の民俗学者戸川安章氏も昭和４９年１０月発行の『羽陽文化』第１００号において「民俗資料の調査と収
集」の題で草木塔の民俗資料としての重要性に触れ、その早急な調査と保存を訴えている。氏はこの中で

草木塔発生の根底にあるものは、「草木国土悉皆成仏」の信仰ではないかとし、このような信仰を人々に鼓

吹したのは天台宗か真言宗の僧、あるいは修験・山伏の徒でないかとして次のように記している。

わたくしは、「草木国土、悉皆成仏」（草木や国土のように、非情・無情とみられているものも、みな悉

く仏となりうるものだ）という信仰が、草木塔発生の根底に横たわっているのではあるまいか。もしもそ

うであるならば、そのような信仰を鼓吹したのは、天台宗か真言宗の僧、あるいは修験・山伏の徒ではな

いか、というように考えている。

と述べ、さらに、村人の信仰を組織して造塔に至らしめた修験者の働きについて、次のように記してい

る。

草木にも人間と同じ生命が宿っていることを信じ、その成仏を祈るとは、いかにも山村に生を受け、大

自然に抱かれて生きてきた人々らしい信仰であるが、その信仰を育て、組織したものがいなければ、この

ように一定の形式をととのえた信仰活動とはなり得なかったであろうし、一地区の、少数の人々の間で線

香花火のように燃えあがり、瞬間的に消えてしまったことであろう。

なお、氏はご自身発見の草木塔の銘に鷹山公出生以前の延享４年（１７４７）建立の碑のあることを根拠に、
草木塔建立の風の始めは鷹山公の教えによるとの説を否定しつつも、これを米沢人の「お国自慢とか、鷹

山崇拝」と笑って捨て去るべきでなく、民俗学上からも考究すべき問題であると指摘している。戸川氏は

このほか、『羽陽文化』第１０４号（昭和５１年７月刊）に「草木塔管見」を草されている。
筆者も同年２月発行の雑誌『公論山形』及び同年６月発行『置賜民俗』５０号に草木塔建立の意義につい
ての小文を寄せた（「草木塔の謎」及び「草木供養塔について」の題）。

昭和５５年７月、前に記した小山田信一氏は長年にわたる草木塔の調査研究をまとめて、『草木塔』の一書
を公にされた（「よねざわ豆本」の一冊）。これには氏が調査された草木塔４８基それぞれの形状、刻銘、由
緒、及び草木塔発生の背景についての考察が記されている。この中で、氏は米沢市入田沢字白夫平所在の

草木塔（寛政９年建立）に「一仏成道観見法界 草木国土悉皆成仏」とある碑文（この仏語は草木塔以外

の碑にも刻まれている）があること及び安永６年（１７７７）、米沢城内の祠堂で藩祖上杉謙信公の２百年忌大
法要が領内の真言宗系修験者を動員して執行されたことなどを根拠に、草木塔建立の風のおこりを修験道

との関わりで論じている。

このほか、草木塔に関する調査・研究は少なくないが、ここでは省略し、次に草木塔の地区別分布、建

立年代等についてみてみよう。
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二．草木塔の地区別・年代別分布

前に「草木塔は置賜地方にのみ分布する全国的に稀な碑」と記したが、これは必ずしも正確でない。実

際は１基のみではあるが、西置賜郡旧中津川村と隣接する福島県耶麻郡熱塩加納村赤崎にも建立されてい
る。高さ７６センチ、幅、厚さとも４６センチほどの墓石様の切石に「草木塔」と大書した碑で、安政６年６
月６日の建立である。
この碑は山形県外唯一の草木塔であるが、その立地（この地は山道によって旧中津川村と結ばれ、両地

の交流があった）や建立年代等を考え合わせ、置賜地方の草木塔とは全く無関係に、独自に建立されたと

は考え難い。恐らくは、置賜地方の草木塔建立の風の影響を受けて建立されたものと思われる。

また、前にも記したことではあるが、草木塔は、現在においては、決して置賜地方にのみ分布するので

はなく、県内各地に少なからず建立されている。新庄市域においても、ごく近年ではあるが、土木関係業

者によって２基建立されている。山形市山寺地区にも近年建立された碑がある。また、山寺立石寺との関
連で、京都比叡山延暦寺境内にも建立されたと聞いているが、まだ確かめていない。

このような事情で、現在段階における草木塔の正確な数やその所在を確かめることは困難であるので、

ここでは前記結城嘉美先生の調査（「草木塔の調査報告」）を基礎にその地区別分布や建立年代をみてみた

い。少しく古い資料ではあるが、草木塔建立の本来の趣旨等の考察には、むしろ本資料の方が有益とも考

えられる。

これによれば、碑面に確実に「草木塔」あるいは「草木供養塔」と刻む碑の数は、福島県熱塩加納村の

１基を含め５６基、他に「材木供養塔」、「財木供養塔」と刻むものが各１基（ともに西置賜郡白鷹町大字深
山字橋本に所在。前者は文化７年、後者は慶応２年の建立）、また、「草木（供養）塔」の刻銘はないが、
「大木大明神」・「大杉大明神」・「松木塔」・「植立杉供養塔」・「大杉碑」・「松之木供養」などの刻銘があり、

かつてそびえていた巨木・老木の霊を供養して建立されたなどの伝えを有するもの１０基（「草木塔に類似す
るもの」に（分類）、さらに、従来の調査に記載あるが、調査時には確認されなかった碑が８基（「その他
記録されたもの」に分類）あるという。この内、確実に草木塔と確認される５８基について、その地区別分
布をみると、福島県所在の１基を除き、すべて置賜地方に所在する。福島県の１基も、前に記したように、
置賜地方との関連で建立されたと考えられるから「草木塔は置賜地方にのみ見られる全国的にも稀な碑」

と言っても強ち過言ではない。
あなが

さらに、昭和時代以前建立の草木塔５０基に限ってみれば、その分布は同郡南部、旧町村名では、三沢村・
中津川村・玉庭村・和田村・万世村・中郡村他５カ村にのみの分布である。
この１２カ村の内でも、三沢村・中津川村・玉庭村の３カ村に総数の過半３６基が集中し、他は３基、又は

２基、１基であることも注目される。集中的に分布する旧三沢村・中津川村・玉庭村は、いずれも山深い
村である。最も多く集中している旧三沢村田沢地区は、藩政時代、米沢城下町に薪を供給する村の一つに

定められており、春秋の木流しの季節には多くの村人が鬼面川に入って木流しの仕事に従った地区である。

旧三沢村の中でも草木塔が最も蜜に分布しているのは、この鬼面川に沿って福島県喜多方市に至る街道（国

道１２１号）筋（口田沢・入田沢地区）である。このことは、草木塔が山の恵みによって生きる人々との深い
関係によって建立されたことを語っているように思われてならない。

次に草木塔建立の年代分布を前記結城嘉美先生の「草木塔の調査報告」記載の５８基についてみてみよう。
この内、建立年次が記されていない碑が１基、年次不明の碑が１基ある。これを除いた５６基の内、最も古
い碑は米沢市入田沢字塩地平の墓地内に所在する高さ１２０センチの碑である。碑面中央に「草木供 塔」と

刻み、その左右に「安永九子天」、「七月十九日」と記してある。塩地平集落入口、国道１２１号に沿う東側の
地点である。

２番目に古い塔は東置賜郡川西町玉庭字柴引にある寛政９年（１７９７）建立の碑である。高さ６７センチ、
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幅４３センチの碑で、碑面中央に「碓梵草木供養塔」とあり、その右側に「寛政九丁巳天」、左側に「閏七月十

四日」と刻んである。本碑はもと近くの旧道の一里塚にあったものであるが、この地が田んぼの基盤整備

事業の該当地区になったため、昭和５８年現在地に移したものという。
次に古い碑は、同じく寛政９年建立の碑で、米沢市入田沢字白夫平に建つ高さ１２０センチ、幅９０センチの
碑である。碑面中央に「碓梵草木供養塔」、その右側に「一仏成道観見法界」、更にその右に「寛政九丁巳年」

と刻み、左側に「草木国土悉皆成仏」、さらにその左に「八月十三日 中通」と記してある。このような仏

語を草木塔碑面に刻んでいるのは、この碑のみで大いに注目される碑である。なお、本碑の右隣に接して「飯

豊山供 塔」・「寛政九丁巳天八月十三日」と刻んだ碑が建っている。

４番目に古い碑は、文化４年（１８０７）８月８日建立の、米沢市入田沢字戸長里にある草木供養塔である。
これらを含め、５６基の年号別分布をみると、安永年間１基、寛政３基、文化４基、文政８基、天保２基、
弘化３基、嘉永３基、安政２基、文久１基、元治１基、慶応５基、明治１４基、大正２基、昭和７基である。
これで見ると、文政年間、弘化・嘉永年間、慶応年間にやや密な分布がみられるが、他はそれほど顕著な

偏りは認められない。安永９年以降昭和５６年までの約２百年間を通してほぼ平均的に建立されたと言うこ
とができる。

なお、昭和年間の碑数は７基（同５６年以後を含めればこれより遥かに多いと考えられる）であるが、そ
れぞれの建立年次をみると、同１５年、同２９年、同４０年、同５１年、同５４年、同５５年、同５６年各１基で、昭和
５０年代建立の多いのが注目される。
同一年次の最多数建立は、文政６年、弘化２年、慶応元年、及び明治９年の各３基、これに次ぐ２基建
立の年次は寛政９年、文化１３年、明治２４年の３ヵ年である。
以上の草木塔の地区別分布、年代別分布を一覧にしたのが次の表である。

これを見ると、前にも述べたことではあるが、草木塔は置賜地方にのみ分布と言うものの、決して平均

的に分布するのではなく、当地方南部の米沢市・川西町・飯豊町の１市２町に限っての集中的分布であり、

―３４―

計福島県大江町南陽市高畠町白鷹町小国町飯豊町川西町米沢市
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３１２寛 政

享 和

４１１２文 化
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２１１安 政
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１１文 久

１１元 治
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７１１２１２昭 和
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草木塔の地区別、年代別分布



他は極端に少ない。この傾向は建碑の年代別において更に著しい。藩政時代のものは、米沢市・川西町・

飯豊町に限られ、他はほとんど確認されない。飯豊町にしても、明治時代以降の建碑が過半を占めている。

小国町の如きは、山深い地方ではあるが、藩政時代のものは全く無く、昭和５６年建立の１基のみである。
また、藩政時代の碑が集中している米沢市・川西町でも、これを地区別に見ると、米沢市では、この時

代、米沢城下町に薪を供給することを命ぜられていた田沢（入田沢・口田沢）・簗沢地区に圧倒的に多く

（１４基中１０基）、川西町では、同じくこの時代、米沢藩に大量の木材を供給していた玉庭地区に限って、特
に多い（１０基中７基）。
このことは、置賜地方の草木塔建立の風の起源と、その広がりを暗々裏に物語っているように思われる。

敢えて言えば、当地方の草木塔建立の風は、米沢城下町に日々の生活に必須な薪や木材を供給した田沢地

区に始まり、これが次第に他に広まったのではないか。また、昭和時代後半の各地の建碑は、この年代頃

から深刻化する社会問題、環境問題に触発された建碑ではないかということである。このことについては、

後に詳しく述べる。

次にそれぞれの碑の刻銘に拠って、草木塔の建立者及び村人を組織して建碑にまで導いた導師について

見てみよう。

建立者については、個人または有志者数人、あるいは「村中」とか「講中」の銘で表わされている集落

全体、及び森林組合の四者とみることができる。この内、村としての建立と認められる碑は１４基、個人と
みられるものは１３基、有志者数人が５基、森林組合が２基で、村及び個人によるものが圧倒的に多い。他
に「町方」と記してある碑が１基（口田沢塔婆沢に建つ文政９年の碑）あるが、これは流し木の供給を受
ける城下の町方の建立と考えられる。また、「若連中」の銘が２基あるが（飯豊町宇津沢にある明治２２年建
立の碑、及び同町大沢字遅沢に建つ明治２８年建立の碑）、これは「村」の建立と考えて良いのかも知れな
い。ただし、前者は「施主佐藤□□、山口助国 若連中」の銘であるから、あるいは「有志数人」と考え

るべきかも知れない。

なお、個人建立１３基の建立年代を見ると文化年間１、文政１、安政１、慶応３、明治４、昭和３で比較
的新しい時代に多い（「安政１」は福島県所在）。これに対して、「村」建立の碑は、藩政時代の建立が１４基
の内８基（寛政１、文化１、文政３、嘉永１、元治１、慶応１）、明治以降が６基（明治５基、大正１）
で、個人建立のものに比較して時代の古いものが多い。

このことと、この中に「当村講中」の銘の碑が２基（文化元年、米沢市戸長里、慶応元年米沢市口田沢）
あることなど勘案すると、昔は、これらの地区においては、草木塔が村の鎮守の神として祀られ、定期的

な祭りが行われていたのではないかと考えられる。現在、慶応元年７月２０日建立の草木塔（「三田沢講中」
の銘がある）がある米沢市口田沢字上中原において、毎年５月２５日早朝、近在の人々が集まって碑周辺を
清掃し、旗を立て、近くの田沢寺の住職を招いて塔供養の式を行い、人々に「草木塔供養之御札」と刷っ

た神札を配布している例などは、昔の祭りの名残ではないかと思われる。

右と関連して、草木塔建立に当たって、その導師を務めたと考えられる宗教者をみてみよう。草木塔に

これを刻んだ例はわずか４例に過ぎないが、これは、あるいは彼等が村人にすすめて碑を建立せしめたの
ではないかとも考えられるので、大きな意義を持つことと思われる。例の１は米沢市口田沢字上屋敷にあ
る寛政１２年の草木塔で、これには「導師瑞林寺」とある。瑞林寺は字簗沢に所在する真言宗の寺である。
この寺の住職が導師を努めたとの意味であろう。例の２は米沢市万世町刈安の山の神神社境内にある弘化
２年建立の碑で、これには「東原寺」とある。銘は「東原寺」のみであるが、同寺の住職が本碑の建立に
深く関わったことを語っている。東原寺の所在は現在では不明である（米沢市中央５丁目に「東源寺」が
あるが、右の「東原寺」とは異なるようである）。例の３は、川西町玉庭字御伊勢町の瑞光寺境内に建つ明
治元年１１月建立の碑で、これには「有寛 有恵」の銘がある。２人は本寺の僧侶と考えられるが、この２
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人が本碑を建立したか、又は建碑に当たって導師を務めたということであろう。例の４は米沢市中央５丁
目の西蓮寺境内に建つ昭和５５年建立の碑で、これに「明誉西杏」の銘がある。本碑は、近くの国道の大改
修のため、境内が大幅に削られた折、多くの杉の老木が伐採されたので、その霊を弔って立てられたと言

うから銘の「明誉西杏」は本寺の住職で、この草木塔を建てた僧侶かと思われる。

草木塔に刻まれた「導師」は以上であるが、この他修験者が関わったと考えられる例もかなりある。草

木塔建立に僧侶・修験者が関わっている事実は、草木塔建立の風の起源を考える上で一つの示唆を与える

ものとして注目される。

三．草木塔建立の趣旨

最後に草木塔建立の趣旨について考えてみよう。藩政時代の草木塔で建立の趣旨を刻んでいるのは、米

沢市大字簗沢、市立三沢東部小学校校庭の一隅に立つ文政６年２月建立の「草木供養塔」ただ１基である。
「三梁沢村」建立の高さ１０８センチ、幅７０センチの碑で、その右側面に次の文が記されている。

寛政六申寅歳鈴木権右エ門情野忠右エ門与兵衛為後年不時之資請官府

以鹿之沢助之沢屋敷沢越戸沢為留山矣後来之邑長継三子之志示厚

（以下左側面）

也故樹木繁茂而資不可挙而数也於因供 草木記三子之功以示後世云

これによれば、寛政６年、村人鈴木権右エ門ほか２人が村の将来の「不時」に備えて、藩庁に願いをた
てて、鹿之沢以下の山々を「留山」として貰った。その後の村長はこの３人の志を継ぎ、厚く山林を保護
したので、今や樹木は繁茂し、数えられない程の恵みを蒙（こうむ）っている。よって、草木を供養し、

３人の功績を後世に伝えるために、このことを記した碑を建立する、というのである。
しかし、これによっても何故草木の「供養塔」を建立するのか、その趣旨は判然としない。また、米沢

市綱木の山の神神社境内に所在する明治１２年建立の「草木供養塔」に「村中為安全建立」とあるが、これ
も一般的に過ぎて、草木供養の趣旨は判然としない。尤も、綱木は藩政時代、前記田沢地区、梁沢地区と

ともに、米沢城下町への薪の供給地として特に指定された村であったので、後世草木供養塔を建立したと

も考えられるが、余り説得的でない。

このことについて、一つの示唆を与えるのが、前記米沢市入田沢字白夫平に所在する寛政９年建立の碑
である。これには、前に記したように、「一仏成道観見法界 草木国土悉皆成仏」の仏語が刻まれている。

「草木国土悉皆成仏」の語は、天台仏教の教えに由来する語で、「草木や国土の如く心を有しないように見

えるものも皆悉（ことごと）く仏になり得る仏性を持つ」との意で、天台宗・華厳宗では特に重視される

教えであるという。このことについては別の機会に詳しく述べる

草木塔建立の思想の根底には、確かにこの思想が横たわっていると考えられる。というのは、わが国に

は古い時代から（恐らく仏教渡来以前の古い時代から）一際目立つ巨木や形の変わった異形の樹には神霊

が宿るとの信仰があり、これを深く崇拝する風があったと考えられるからである。現在でも、神社境内や

山野にそびえる大木は御神木だから伐ってはならないとの戒めが、山形県に限らず全国広く認められる。

山形県最上地方は全国に聞こえた巨樹・巨木の王国であるが、これらの巨樹・巨木にはほとんど例外な

く山の神が祀られている。また、幹から出た枝が直角を成して天に伸びている木や、枝が丸く伸びて、そ

の中央に円形の空間が形づくられた木（「窓木」という）は「山の神の腰掛け」と言って、伐ることを忌

む。こうした樹木についての禁忌や信仰は、山の恵みによって日々を送る山際の村々において特に著しい。

伐ってはならぬという御神木に斧を当てたら中から真っ赤な血を噴き出したとか、その伐り屑が一夜に

して元の幹に戻っていたとか、また、その伐採に関わった杣人が変死あるいは足腰の立たない奇病に罹っ
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たなどの伝説は昔から語り継がれている。老木の霊が若侍に姿を変え、夜な夜な姫君を訪れるなどの話も

ある。山形市千歳山「阿古耶の松」の伝説、京都の「三十三間堂柳の由来」などの語りもある。置賜地方

のこの類の伝説は、武田正『置賜風土記』に多数記されている。いわゆる「樹霊信仰」の説話である。

「樹霊信仰」に関連して、一つ注目すべき山の民俗がある。最上地方にわずかに残る「とぶさ立て」の風

である。この地方では、樵が少しく広い面積の山林を伐採する折、樵は最初に伐った木の伐り株に斧で傷

をつけ、ここに伐った木の梢を樹（た）て、神酒・灯明を供え、斧・鋸など並べて礼拝する民俗である。

なぜこのようなことをするのかと問うと、「伐採は危険な作業だからその無事を祈るのだ。」との答えであ

るが、本来は更に深い意味を有する行事であったと考えられる。

伐った木の伐り株にその木の梢を挿し立て、供物を捧げて礼拝する風は、今は最上地方でも大蔵村や戸

沢村の山間にしか見られないが、昔は広く全国的に行われていたようで、例えば、藩政時代の木曽山中の

桧材の伐採を描いた絵巻物にも詳細に描かれている。これを一般には「とぶさ立て」と呼ぶ由であるが

（「とぶさ」は「梢」の古語）、万葉集にもこれを詠んだ和歌が数首載せられている。

○鳥総立足柄山に船木伐り木に伐り行きつあたら船木を 巻３ 満誓

○登夫佐多船木伐るといふ能登の嶋山今日見れば木立ち繁しも幾世神びそ 巻１７ 大伴家持

などである。「鳥総」、「登夫佐」ともに「とぶさ」と読む。

「とぶさ立て」は、前に述べた「樹霊信仰」の一側面とも考えられる。つまり、人間と同じく魂を持つ樹

木であるからには、たとえ人間のためとは言え、犠牲に供せられる場合には、それなりの礼を尽くしてそ

の霊を慰めなければならない、供養しなければならないという心性である。更に、「とぶさ立て」には、こ

れも一つの供養の形ともみられるが、この木の生命の再生を祈る心が加えられているように思われる。古

い民俗に「鳥総松」と呼ぶ民俗がある。毎年、新年に立てる門松を取り去った後の穴に、その松の１枝を
立てておく風がこれであるが、この中には明らかにこの松の生命の再生を祈る「植え継ぎ」の思想が込め

られているように思われる。これが、生命を絶たれる松に対する最高の恩返し、供養かも知れない。

しかし、山の恵みによって生きる人々の間に、如何に深い樹霊に対する信仰があり、山の恵みに対する

感謝の念があろうとも、これが直接に草木塔の建立に結び付くものではない。建碑には相応の経費や労力

を必要とするし、何よりもこれを建てねばならぬという思想的な根拠がなければならない。

十分な検証の無い愚考ではあるが、置賜地方の人々に草木塔建立のこのような思想を供したのは、実は

前に記した「草木国土悉皆成仏」の大乗仏教の教えではなかったかと考えるのであるが、如何がであろう

か。そして、このような高遠な仏の教えを村人に鼓吹し、彼等を組織して建碑にまで至らしめた知識人は、

村人の精神生活に最も密着して生きる里修験（里山伏）か、あるいは天台宗・真言宗の僧侶ではなかった

かと思われる。

修験者は山に伏し、高い峰や深い谷を渡り、滝に打たれて、難行・苦行を重ねる。彼等はこれによって

験の力を得る。修験道は最も山河の自然と密接する宗教である。自然を敬い、生命の再生を祈る宗教であ
げん

る。修験者はこの修行の中で、身を以って自然を解し、また、大乗仏教の教え「草木国土悉皆成仏」の知

識を身につけたであろうことは容易に想像される。

羽黒山伏が伝える諺の一つに「道は笠ほど」というのがある由である。山伏は修行のために山中の草や
ことわざ

柴を伐って路を開かねばならないが、この場合でも自分がかぶっている笠の幅以上の草木は伐るなとの戒

めであるという。如何に修行のためとは言え、人間と等しく魂をもつ草木の命を絶つことは必要最小限に

とどむべきであるとの、山伏の自然観を表した諺である。

これは羽黒山伏に限ったことではない。それぞれの地域において、山の信仰を説き、人々に地方の霊山・

高峰への登拝を勧めた里山伏は宗派を問わず、このような心性を身につけていたに相違ない。地方の霊山

と言えば、置賜地方においては、まず第一に飯豊山である。かつて、当地方の人々は春秋にこぞってこの

―３７―



山に登拝し、今年の豊作や村の安全、家族の健康を祈った。この先達を務めたのが里山伏であった。当地

方の各所に飯豊山の碑が立ち、登拝の祈りに籠もった行屋が残っているのはこの故である。

前に記した米沢白夫平の寛政９年建立の草木供養塔に隣りして、この碑と同じ日付の「飯豊山供養塔」
が祀られており、また、前記三沢東部小学校校庭の文政６年建立の草木供養塔の脇に、慶応３年建立の
「法印秀詮」の碑があるのは如何にも示唆的である。

結 び

以上、置賜地方の草木供養塔について、結城嘉美先生の「草木塔の調査報告」（『山形県立博物館研究報

告』第５号所収）をもとに、その所在、地区別・年代別分布、銘文などを確かめ、草木塔建立の風の起源
やその広まりを述べたが、行論が冗長に過ぎ、一向に問題の本質には迫り得なかったように思われる。こ

とに「草木国土悉皆成仏」の思想と草木塔建立との関連については委曲を尽くして述べるべきであるが、

迂闊にして成し得なかった。更に、草木塔が置賜地方に集中して分布する理由については、一部米沢藩の

山林政策との関連などを述べたが、もちろん十分なものではない。

この他、結城先生が調査の中で「草木塔に類似するもの」（１０基）及び「その他記録されたもの」（８基）
についても、触れるべくして全く触れ得なかった。

これらの欠は、今後機会を得て改めて記してみたい。

小稿を草するに当たっては、故人の結城嘉美先生始め、多くの方々から格別のご指導、ご助力を賜った。

記して深く感謝申し上げたい。
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地理情報システムを用いた草木塔分布図の作成

山形大学人文学部助教授 山 田 浩 久

１ はじめに

草木塔建立の歴史は、江戸期にまで遡るが，建立の風習は現代まで引き継がれ、まさに置賜地方の伝承
文化の一つになっている。しかしながら、自然との関わりあいが薄れつつある現代の生活において、草木

塔の存在やその意味を知る人々の数が少なくなっていることもまた事実である。伐採した木や草を鎮魂す

る風習は、全国的に珍しく、林業に深く関与してきた置賜地方特有の文化であることを後世に伝え、現状

を保全していくことは、現代に生きる我々の責務であろう。

文化は人々の生活とともに改変されていくものであり、その改変を否定することはできない。一方で、

脈々として受け継がれてきた歴史は、その文化を理解するために必要であり、捨て去られるものではない。

有形の文化として残る草木塔は、風化し消失してしまう危機にある。それらを保全していくためには、現

在、確認されている草木塔に関するデータベースを作成しておく必要がある。とくに、草木塔の位置情報

は、具体的な保全策を提案するために不可欠な情報であることはもちろん、未発見の草木塔を確認するた

めにも重要である。さらに、草木塔の正確な位置を広く示し、地域固有の文化を物語る草木塔が身近に存

在していることを住民に教示することは、地域アイデンティティの確立にも有効であると考える。

そこで、本稿では、草木塔の位置情報とそれに関わるさまざまな情報を整理し、草木塔の発祥や建立の

意味を明らかにする研究や風化しつつある草木塔を保全するための施策の提案を容易するような草木塔分

布図を地理情報システム（GeographicInformationSystem、以下、GIS）を用いて作成することを目的と

する。

２ 作業の手順

草木塔の建立位置は、地域の歴史的・文化的背景から決定されることが多いため、個々の草木塔を一基

ずつ探し出していくことが、新たな知見を得る重要な作業となる。しかしながら、本稿の目的は、草木塔

のデータベースを作成することにあるため、草木塔の新たな発見という作業を省略し、すでに存在が知ら

れている草木塔を現地調査によって確認することで基本的な分布図を作成することにした。利用した資料

は、梅津幸保氏が１９９８年に発表した『草木塔を訪ねる』である。梅津（１９９８）には国内１０５基の草木塔が記
載されており、うち７４基が置賜地方に存在する。同地方以外の山形県内には２２基が存在するが、本稿では
置賜地方に存在する７４基の草木塔を示す分布図を作成することにした。
作業の手順は、まず、個々の草木塔に対する現地調査を行い、GPS（GlobalPositioningSystem 全地

球測位システム）によって緯度、経度を測定するとともに、草木塔とその周囲の写真を撮影し、建立に関

する簡単な聞き取り調査を行った。使用したGPS機器は、「Mio１６８RS」である。
次に、測定した緯経度によって草木塔の位置を地図上に示した。その際に使用するのがGISである。基

本的にGISで使用する基図は電子地図であり、そこでの情報はすべて緯経度によって示される。GISは、緯

経度によって位置が決定される様々な地理情報とそれに付帯する属性（数値、画像、文章等）を結び付け

て管理し、目的に応じた属性ごとに地図を再表示するシステムである。そのため、緯経度が測定された草

木塔のポイントデータを地図上に正確かつ容易に記載することができることはもちろん、個々の草木塔に

関わる大きさ、建立年次、建立者、画像等のデータを同時に管理できるようになる。
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草木塔の分布が記載された電子地図は、インターネットを介して配布することで、より有効に使用され

る（WebGIS）。草木塔に対する地域住民の理解を深めたり、彼らからの情報を広く収集することが可能に

なるからである。そのため、現地調査によるデータは、インターネットでの使用に対応する米国ESRI社の

「ArcGIS」を使用して整理した。また、高度な機能を持つGISを使用することは、データの修正や加工を

行いやすいという利点も有する。

しかしながら、本稿で示す図は、草木塔データを「ArcGIS」で加工し、シェアウエアとして安価で供給

されている「地図太郎」で表示しなおしたものである。これは、今回の調査で作成した分布図をより手軽

に使い、WebGISという高度なシステムを構築することなしに、同様な効果を生み出す手法を提案するた

めである。

３ 位置情報の測定

従来、わが国では日本測地系と呼ばれる基準によって、地理情報の位置測定（測位）が行われていたが、

近年では、GISの普及に伴い、世界標準である世界測地系によって測位が行われることが多くなってきた。

今回の調査は、国内の主に置賜地方に集中する草木塔に対するものであり、地球規模での地域間比較を行

うわけではない。そのため、日本測地系でも世界測地系でも大きな問題は生じないが、近年の電子地図の

多くは世界測地系で描かれているため、本稿では世界測地系による測位を採用した。

現地調査での位置測定は、GPS機器の電源を入れて２～３分すると、人工衛星を補足して測位するので、
画面に表示された緯度と経度を記録する、といったきわめて簡単な作業である。調査に随行した２名の大
学生は、GPS機器の扱いに関してまったくの初心者であったが、トラブルなくすべての作業をこなすこと

ができた（写真１、２）。また、位置を示す緯度、経度を直接入力することができるGPS機器も多いが、周
囲の建造物や地形等の影響から稀に実際の地点から大きくずれた値を示すことがあるため、地形図で位置

を視認し、GPS機器と一致を確認したのちにノートに緯経度の値を記入していくことが望ましい。これは、

GPS機器に限ったことではなく、電子機器全般の扱いに言えることであるが、電子機器の保存データは消

失すると復旧不可能の場合が多く、アナログでのデータを残しておく方が結果的に作業効率の向上をもた

らす。屋外で使用するモバイル型の電子機器であればなおさらのことである。
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４ 地図上での表記

梅津（１９８８）および現地調査のデータから、置賜地方に存在する７４基の草木塔を地図上に表記する過程
を以下に記す。分布図の作成に用いた「地図太郎」には、世界測地系に基づいて全国の都道府県界がすで

に取り込まれているが、それ以外の地図は別に取り込まれていないため、まず、都道府県境界に対応させ

て山形県の衛星画像を取り込んでみた（図１）。同図に記載されている格子は２次メッシュの枠であり、国
土地理院発行の２万５千分の１地形図で示される範囲である。次に、国土地理院のホームページから「数
値地図２５０００」をダウンロードし、分布図の基図とした（図２）。「数値地図２５０００」を用いると、市町村界、
道路、鉄道、河川、公共施設等の位置情報はもちろん、それそれの名称も示すことができるようになる。

さらに、標高データも含まれているため、高低差の記載も可能である。

「地図太郎」は、数値地図を利用することを前提に作られたGISソフトであり、インターネットを利用で

きる環境にあれば、メニュー通りの作業で数値地図を取り込むことが可能である。ダウンロードは無料で

あり、使いかっては非常に良い。なお、ダウンロードは市町村単位であるが、ここでは最初に置賜地方の

市町をすべてダウンロードし、一括で取り込んでいる。

表示範囲の拡大、縮小が容易であることは、電子地図の大きな利点の一つである。作成した地図の置賜地方

を拡大し、梅津（１９８８）および現地調査のデータから、置賜地方に存在する７４基の草木塔を地図上に表記した
（図３）。図３を見ると、置賜地方に集中すると言われていた草木塔は、同地方に均等に分布しているわけでは
なく、最上川水系に限定して建立されていることが分かる。また、とくに集中するのは上流地域の支流沿いで

あり、伐採された木や草の鎮魂碑として位置づけられる草木塔が、水と大きく関係していることを類推させる。

平野部分に点在する草木塔を、さらに詳しく見るために、図３に示した点線部分を拡大し、空中写真と
併記した（図４）。空中写真もまた、国土地理院のホームページより無料ダウンロードが可能であるが、こち
らは、取り込んだあとに「地図太郎」の画像修正機能を使用して若干の修正を行った。これは、球面を直

接撮影した空中写真と投影法によって平面に変換された電子地図との間でズレが生じるためである。同図

をみると、平野部の草木塔は、集落の内部に建立されており、一概に水との関連を指摘することはできない

ことが分かる。現地調査によって確認したところ、平野部の草木塔は、伐採に携わった人々が個人的に居住

地内の庭に建立する場合や公園の建設に合わせて建立される場合があることが明らかになった（写真３、４）。
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写真３ 庭に建立されている草木塔 写真４ 公園内に建立されている草木塔
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５ 位置情報と属性の結合

一般に、GISには、示すべき対象（地域、施設等）の位置情報にその属性が対応する形でデータが格納

される。そのため、目的に対応した主題図を作成したり、地図を見ながらデータを加工して結果を出力す

ることができる。しかしながら、現地調査や散策のなかで、このようなGIS本来の作業を行うことは極め

て少なく、必要な作業は対象物の正確な位置とそれに関わるできるだけ多くの情報を迅速に把握すること

である。もちろん、屋外の活動で確認、収集したデータは、最終的には位置情報とともにGISの機能を用

いて整理されることになるため、紙の地図と資料集といったアナログデータのみで屋外の活動を行うこと

は作業効率の低下を招いてしまう。

以上のことを考え併せると、屋外で使用するGISは、屋内で使用するGISとのデータ互換が容易であれば、

正確な位置情報といくつかの属性を閲覧する機能だけで十分だということになる。本稿の作成用に使用し

た「地図太郎」は、GISの真価を発揮するための機能がいくつか省略されているものの、位置情報に対応

してリンクを設定する機能があり、上記の要求をある程度満たすことができる。つまり、「地図太郎」本体

には、示すべき対象の位置情報や名称といった最低限のデータのみを格納し、その他の属性については別

のファイルに格納して、必要に応じて閲覧することが可能である。また、本稿でデータ格納用に使用した

ArcGISとの相性もよく、相互のファイルは容易にコンバートすることができる。

本体のみで５００MBを超えるGISが多い中、「地図太郎」本体の大きさは２MBにも満たず、置賜地方の数
値地図と合わせても３００MB程度となる。さらに、インストール作業を必要としないため、USBメモリーや
CDからの起動が可能である。本稿は、とくに「地図太郎」の使用を推奨するものではないが、このような

簡易のモバイル型GISは、屋外での調査や調査結果のプレゼンテーションに有効であり、本格的なGISを使

用する前に使い慣れておきたいアプリケーションの一つである。

本稿では、梅津（１９９８）に記載されたデータと現地調査によって撮影した写真を位置情報とは別に整理
し、HTMLのファイル形式でまとめた。これは、地図以外の情報をインターネット上で公開することを想

定したためである。例えば、図４のほぼ中央に位置する整理番号４２のポイントをクリックするとHTML
ファイルの画面が開かれ、画面中の写真をクリックすると、その拡大写真を見ることができる仕様になっ

ている（図５、６）。
各草木塔に対応したHTMLファイルは切り離すことができるため、別の記憶媒体に格納し、PC内部の記

憶領域を節約することも可能である。すべてのデータはマイクロソフト社のエクセルで管理しているため、

データの修正、追加は容易であるものの、そこからHTMLファイルを作成するのは自動というわけではな

い。個人で使用するだけであれば、所有している他のデータベースソフトにデータを整理し、そのファイ

ルにリンクを設定する方が手軽であろう。
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図５
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６ 今後の展望

本稿では、草木塔の位置情報とそれに関わるさまざまな情報を整理し、GISを用いて草木塔分布図を作

成した。草木塔の発祥や建立の意味を明らかにする研究や風化しつつある草木塔を保全するための施策の

提案するためには、現地調査が不可欠であり、それを容易するようなモバイル型のGISが必要である。

ここで改めて本稿での主張を整理してみると、重要な点は、位置情報と属性との一括管理がGISの特徴

であり、そこにGISを利用する利点を見いだすことができるものの、モバイル型のGISに必要とされるのは、

必要最小限と思われる機能の絞込みと各種データの切り離しをどのように行うか、である。一見、矛盾す

るように見える指摘であるが、屋内で使うGISとのデータ互換が確立されていれば、重くて高価な本格的

GISを屋外に持ち出すことなく、GISによる作業を進めることができる。

草木塔調査に限らず、本稿で利用した「地図太郎」の機能が、GPS機能つきの携帯電話に付加されたり、

カーナビゲーションから位置情報が容易に取り出せるようになれば、作業効率は大幅に上昇するであろう。

マップコードやQRコードによる位置情報の入力はすでに実用化されており、あとはGISとのデータ互換の

問題だけが残されているのにすぎない。近い将来、携帯電話やカーナビゲーションが調査研究に直接使用

されるようになるのも十分に考えられる。

また、使用機器が身近なものになり、使用方法が簡略化されることは、GIS普及のための必須課題であ

る。調査研究を行う研究者以外の多くの人々がGISを使用して、近隣の史跡に対する認識と理解を深める

ことは、地域アイデンティティの確立にも多大な効果をもたらすことと確信する。
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梅津幸保氏には、調査研究のために、氏の著作からデータを使用する許可を頂いた。氏の御好意に対し、
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特集号「自然との共生 －草木塔－」編集の背景

山形大学環境保全センター 土 橋 陸 夫

草木塔は、全国に百数十基あると言われているが、そのほとんどが山形県内（特に置賜地方）に存在す

る独特な石塔である。草木塔を建立した先人の意図は、山仕事に従事する人びとが、山の恩恵に感謝し、

伐採した木々の魂を供養・鎮魂し、作業の安全を祈願することに由来すると言われている。さらに、その

建立に際しては、僧侶や山伏が指導に当たったという報告も見られる。

現在、年代的に最も古い草木塔は、１７８０年に米沢市大字入田沢字塩地平に建立されたもので、自然の厳
しさを恐れ、自然との共生を願望する素朴な庶民信仰の象徴として保存・管理されている。塩地平の草木

塔が建立されてから、約２００年の時が流れ、環境問題に社会的関心が向けられるようになった１９８０年代以降、
建立数が急増する現象が出現した。最近の草木塔は、「山川草木悉皆成仏」という精神は受け継いでいる

が、素材やデザインに斬新なアイデアが取り入れられている。

建立数急増の背景は、山形県内の研究家による草木塔の先駆的調査が進んだこと、さらに、宗教学者・

郷土史研究家の啓蒙活動と同時に、自然保護の象徴として「環境教育」や「観光資源」として利活用され

るようになったことにある。山形大学は、平成１８年３月１５日に「山形大学環境宣言」を行った。基本理念
として、「自然と人間の共生」を最重要課題として位置付けている。また、その方針の一つとして、環境保

全を維持していく社会の構築に貢献するために、地域社会との積極的な連携を図ることを掲げている。

著者（土橋）は、山形大学の基本理念を推進することを目的とし、現在、「やまがた草木塔ネットワーク

（仮称）」の設立を提唱しております。ネットワーク構成員としては、郷土の歴史、風俗・文化の研究家、

山形県に在住する学生・一般市民をはじめとし、教育機関、行政機関等にも参加して頂けるよう呼びかけ

るつもりです。

本特集号にご寄稿をお願いした、小山田信一（以下敬称略）、梅津幸保、藤巻広司、千歳 栄、大友義助

の諸氏は、草木塔の現地調査や研究に精力的な活動を展開されておる大先輩です。ネットワーク会員とし

て参加して頂くと同時に、長年にわたり収集されてきた草木塔関連資料などのご提供にも快諾を頂いてお

ります。一方、山形大学人文学部助教授山田浩久は、上記の諸先輩より提供を受けた資料などを基に、学

生の協力を得て、現地再調査を行い、「地理情報システム（GIS）を用いた草木塔分布図」を作製中です。

各草木塔の位置や場所の表示と誘導だけでなく、さまざまな情報を地図とリンクさせることで、最新の情

報を瞬時に発信・提供出来るシステムの構築を図っております。

草木塔が置賜地区に集中している根拠、出羽三山との関わり、地域社会の風習等との関わり、林業との

関わり、河川との関わり、環境教育、観光資源としての整備など、興味の有る者同士でネットワークを作っ

ていきましょう。皆様の参加をお待ちしております。

連絡先 山形大学環境保全センター

〒９９０‐９５８５ 山形市飯田西２‐２‐２
電 話：０２３‐６２８‐５１４２
Email：kanho@idw０３．id．yamagata‐u．ac．jp
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