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１
はしがき

｢人と栖｣ とは、鴨長明の“方丈記”冒頭の文章 ｢ゆ
く川のながれはたえずして、しかも元の水にあらず｣、
「世中にある人と栖と又かくのごとし」から出させて
いただきました。彼は方丈記（1212）を出す前､ 疫病
（1132）、大火（1177）、大風（1180）、大地震（1185）、
洪水（1211）など数々の災害に遭遇したり見たりして
辛酸をなめたといわれています。このような体験から
くる彼の表現のなかにおける無常観は、今日、災害列
島日本の中における、人々の被災時における比較的冷
静な感情やその後の対応に反映しているということも
考えられます。
　最近の兵庫県南部地震（1995）と新潟県中越地震
（2004）の折、現地調査に来日した国外の人々が、被
災後の日本人の対応について、「被災地域における日
本の人々の行動は冷静で驚いた」というニュースを聞
いたが、これは長い年代のなかで日本人の間に培われ
てきた被災時における共通の感情でありましょうか。
　長いながい地球の歴史の果てのひとこまである今
日、列島のなかにおける人々の「すみか」に対する考
え、自然と人に関わる認識、自然と感じあう意識など
について更なる追跡・把握を繰り返し、今後の防災・
減災へと繋げたいものであります。

2
自然領域内生活と人間領域内生活

「今世紀後半　この日本列島において私達はどんな生
活を送っているのであろうか」などとこの頃、ふ！と
考える事があります。先人の生活は90％自然の中にお
ける生活を展開し、身辺の自然を本能的に評価し、自
然界の掟を素直に受け入れたうえで行動し、具象化し、
それぞれの場において生活文化を創り上げてきまし
た。しかしその後、人間は生活のための道具や技術の
開発・進展と共に、徐々に人間領域内生活の転移・拡
大を進めてきました図-1。

2-1　縄文のふるさと、縄文のビーナス
　小・中学生のころ、友達と山野を跋渉し、｢大昔の
人たちが使った道具のかけら｣ ということから、土器

写真-1 国宝「土偶」（縄文ビーナス）
（茅野市尖石縄文博物館、2010）

昭和61年9月9日　米沢 棚畑遺跡出土
平成7年6月15日　国宝指定
縄文時代中期（約5000年前）
全長27㎝／重量2.14kg
掲載許可（H22.11.8・22尖石第101-1号）
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の破片などを拾い集めその意味も解らないまま並べて
悦んでおりました。子供心に古代の生活や風情を想像
しようと思っていたのでありましょうか。その頃、学
校では原始集落跡「とがりいし」という地名について
は聞いていました。ふるさとに近い長野県八ヶ岳山麓
の広大な山裾に、日本の縄文時代を代表する ｢縄文の
ふるさと｣とも言われている「尖石遺跡」があります。

　約1万年前、北横岳の噴火による大火砕流は、八ヶ
岳山麓に広大な扇状地形をつくりました。山麓を流下
する上川とその支流によって開析された台地の一部に
尖石は位置しています。この台地南斜面に、三角錐の
巨大な安山岩塊が直立しており、この巨岩に関わる興
味深い言い伝えなどもあり、村の人々から「とがりい
しさま」と言われ親しまれています。また上川右岸に

図-1「人と栖」自然領域内生活から人間領域内生活（中村編、2010）

図-2 八ヶ岳山麓の遺跡位置（尖石と棚畑のみ示した）杖突峠より（中村画、2010）
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は地域最大の棚畑遺跡もあり、国宝「土偶」（縄文の
ビーナス）発掘の地でもあります図-2、写真-1。
　尖石遺跡は、今日国から ｢特別遺跡｣ として指定さ
れています。この遺跡は1893年（明治26）小平小平冶
（1867～1895）の報告（東京人類学会雑誌）によって
初めて世に紹介されていました。
　その後地元の碩学 宮坂英弐（1882～1975）は、困
難な条件の中、単身あるいは四人のご子息と共に家族
ぐるみで、1929年（昭和4）以来、獅子奮迅の遺跡発
掘作業を継続していました。後に協力者も現れました
が、苦難の末、数々の貴重な成果を挙げることができ
ました。勅使河原（2004）によれば、八ヶ岳山麓では
今日までに228遺跡が確認されているとのことであり
ますが、その一つが尖石遺跡であります。群馬県岩宿
遺跡における旧石器時代の発見は日本の歴史を塗りか
える出来事でありましたが、このころ八ヶ岳山麓では
宮坂英弐を中心とする研究グループによって、蓼科城
ノ平における遺跡調査も推進され、旧石器時代遺物と
特徴ある穴をも発見しました。これは考古学における
貴重な発見であり、相良信夫によりこの穴は縄文時代、
狩猟に用いられた陥穴であるということが認定されて
います。
　縄文時代の集落の多くは、何軒かの家が広場などを
中心に環状につくられています。棚畑遺跡は八ヶ岳山
麓の最大規模の遺跡であり、この遺跡広場の中の土坑
という小さな穴の中に横たわるように埋められた状態
で、今日の国宝「土偶」（縄文のビーナス）が発見さ
れました。下方に重心がある安定した立像形で、全長
27cm、重量2.14ｋｇであります。お腹とお尻は大きく
張り出しており、妊娠した女性の様子をよく表してお
り、完全な形で発見された貴重な土偶であります（茅
野市教育委員会2010）。
「特別遺跡；尖石」、｢城ノ平；狩猟用の陥穴｣、「国宝
-土偶（縄文のビーナス）」これらの貴重な各遺跡・遺物・
土偶等が表現している様々な特徴から、4000～5000年
前の「人と自然と生活」に関わるさまざまな問題が推
測されています。八ヶ岳・蓼科山の西南に展開する広
大な裾野、山麓を流下する清水と、歴史が息づく山麓
周縁の風情から、太古の自然領域内における安定した
「人と栖と文化」の一端を想像できるような気がしま
す。しかし自然の植物・動物を相手の生活は一見平和
そうに考えられますが、遺跡・遺物を見ていると季節

ごとに大変な働きも必要であったに違いありません。
　自然は人間に対して寛大で、人間の自然に対する働
きかけをだまって受け入れ、その後始末をもしてきた
ということも考えられます。その後人間の生活に新し
い技術が取り入れられても、自然が持つ自己回復能力
を破壊することなく生活を展開してきました。しかし
最近、私達の身辺における状況は少し様変わりしてい
ます。人間にとって豊かな生活を築く中で、人間の都
合優先の生き方は、反面、自然に対する感謝の気持と
自然本来の価値を忘れさせています。この過程で自然
は人間に対して次第に大きな「ツケ」を課すこととな
り、このツケを疎かにすることによって、古来の大都
市が廃墟化したり、優れた文明が壊滅した次のような
例があります図-1。

2-2　自然の「ツケ」とエフェス港湾大都市の廃墟化
　B.C.約4000～A.D.900年、エーゲ海随一の港湾貿易
都市エフェス（エフェソス）がありました。エーゲ海
の東、トルコ領西海岸に位置し、小メンデレス川河口
に発達した港湾都市でした（安田1984）図-3。
　エフェスの北には今日観光都市として知られている
イズミ－ル市があり、エフェスとの間には2万4,000人
を収容する円形劇場があることなどから、当時のエフ
ェスはかなりの大都市で、その繁栄ぶりが推測できま
す。人口が増えれば食糧が必要になり、小メンデレス
川流域山野における森林の大規模な伐採と、農耕・牧
地化による地表・地盤の透水性の低下は、大規模な土
壌流亡をもたらしました。これは農耕地の拡大と共に
激しくなり、土砂は次第に小メンデレス川の内港を埋
積し、長年の土砂埋積作用は外港をも埋没し遂には港
の機能が失われました図-3。港が機能しなくなると「人
は去り街はさびれ遂には廃墟と化す」という経過が考
えられています。廃墟の跡には往時の銀座とも云える
街路「クレテス通り」の面影があります。古代銀座の
路面は見事な大理石で敷き詰められ、2～3間ずつの幅
で区切られた店の跡、壮麗な公共の建造物とも考えら
れる基礎の跡などがみられます。往時の内港傍らに位
置するケルルス図書館の建造物やレリーフは、イオニ
ヤ式・コリント式のものということで、素人の私が見
ても目を見張るような見事な遺物であろうかと感じま
した。観光案内によると、著名なクレオパトラもこの
古代銀座「クレテス通り」を訪れたであろうなどとい
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う記述も見られました。当
時のエフェスの人々は農牧
地からの食糧の収奪のみに
気を取られ、農牧地の土地
利用などに際して不可欠な
排水設備などに対する配慮
もなく、いわば自然に対す
る「ツケ」を疎かにした結果、
流亡土砂が河川と港湾を
埋積したため、港の機能が
失われたということが容易
に考えられます。更にまた
2000年後の今日、長さ約700
ｍ、幅約400ｍ、新旧2段の大
規模な地すべりも発生し、
古代銀座の保存を脅かして
います写真-2、3。

2-3　アメリカ大陸にお
けるシートエロージョン
　1930年アメリカにおいて「フロンティアの消滅」とい
うことが言われました、これは大陸における開拓が東
部から西部のカリフォルニアに到達したことを意味し
ているそうであります。ところがその3～4年後、更に
大陸の東部から西部にかけて「自然の人類に対する逆
襲」という言が伝わっていました、これは農耕地におけ
るシートエロジョン（土砂流亡現象）が大陸の東から西
方向へ転移拡大し、開拓した農地が被災しつつあった
ことを意味するそうであります。即ち、開拓者による
森林原野の農耕地化は、地表面の植壌土化・粘土化が進
むことにより表層の透水性の低下をまねき、その結果
農耕地の地表面における大規模な土砂流亡現象が発生
し、この現象も東部から順次西部に転移・拡大しつつあ
ったものと考えられます。この際、政府当局は直ちに
対応し、農耕地における排水設備等の整備を積極的に
推進することによって事なきを得たと聞いています。
　上記の各事例についてみると、｢縄文のふるさと｣ の
例では、90％自然の領域内における生活展開とも考え
られる事例であり、自然と人の生活場とのバランスが
保たれていた例であろうかと考えられます。これに対
して、エフェスでは自然の人間に対する「ツケ」を疎かに
していた結果、大港湾都市も廃墟化した例であります。

写真-2 エフェスの古代「銀座」クレテス通り、前方茶色の建物は「ケ
ルルス図書館」（中村、2002）

写真-3 農牧地化による植生伐採後に発生したクレテス通り背後の大
地すべり地形（L700m、W400m）（中村、2002）

図-3 エフェス・小メンデルス川沖積平野の海外線の前進とエフェス港の埋積（安田、1988）
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　一方アメリカ大陸の例は、自然現象に対して人間が
いち早く対応し、自然とのバランスを保ち得た例であ
ります。最近の急速な人間の都合優先の居住域が卓越
すると、環境は次第にいわば「地球人球化」への道を
辿りつつあるのではないか、などという思い込みも増
し危機を感じます。

3
大臭気事件とアメニティー

　人と自然との共生は、私達にとって変わらぬ目標で
あります。先人は自然を利用しつつ社会の構造や環境
の変化に対応し、自然の保存に関わる努力をしてきま
した。我が国では飛鳥時代の676年の ｢森林伐採禁止
令｣、江戸時代の1666年に「諸国山川掟」、その後社会
の変化に対応して、1956年には ｢地すべり等防止法｣、
続いて「急傾斜地法」、更に2001年の ｢土砂災害防止
法｣ などが施行され、それぞれ国土の環境保全と地盤
の安心・安定に寄与してきました。
　ヨーロッパにおいては、産業革命から約130年後の
1882年、ライプチツヒ大のＦ.ラッツェルは「地を離
れて人は存在せず」というデターミニズム（環境決定
論）を既に主張していました。これに対して、1884年
ソルボンヌ大のラ・ブラーシェはポシビリズム（環境
可能論）を提言しました。即ち「技術をもつ人間は地
球上何処でも人間の都合優先の環境をつくり出すこと
が出来る」というのであります。その後の人と自然と
の関わりをみるとラ・ブラーシェの主張に近い展開が
みられました。しかし今日、地球環境は次第に危機的
な状況下にあるということも考えられ、改めてＦ.ラ
ッツェルのデターミニズムの主張を重く思い起こして
います。
　1851年、ロンドンにおいて第1回万国博覧会が開催
されました。当時、イギリスでは産業革命による環境
の汚染も著しく、テムズ河の激しい臭気によるグレー
ト・スティンク（大臭気）事件によってテムズ河畔の
議会の休会があったという話題もあります。日本から
も幕府の役人がロンドンへ行ったが、「こんな汚い街
には二度と来たくない」と帰国報告していたそうであ
ります。当時の江戸は、1800年すでに人口100万人に
達し世界最大の都市でありました。この江戸の街の下
水や糞尿処理のシステムは合理的にシステム化され、

市民と幕府の協力によって清潔が保たれていました。
これと比較してロンドン・パリ等の不潔さは江戸と比
較して対照的で、ホテルの窓から下水道や河川に糞尿
を投げ捨てるような状況であったとも言われ（牧野他
1991）、テムズ河畔における大臭気事件が頷けます。
　しかしこのような環境汚染と事件は、後年、西欧各
国が下水道政策を先進的に進めようとするきっかけに
なったということも考えられます
　その後19c.後半から20c.初頭にかけて、ドイツ・ア
メリカ合衆国の産業の台頭により、産業・経済の停滞
してきたイギリスは、ビクトリア女王（1819～1901）
の意向もあり、自然環境保全・歴史遺産の保全を目論
む、いわゆる「アメニティーの源流」を創成し、ヨー
ロッパ各地にも大きな影響を与えました。今日、私達
がヨーロッパ各地やカナダなどを訪れたときに、忘れ
がたい居心地の良さを感じるのはこの「アメニティー」
の効果でありましょうか。
　日本も近代国家として発足（1868年）してから142
年経過しました、今日まで豊かな生活を築く中で、拡
大する都市・疲弊する地方都市、そして経済危機の状
況を考えると危機感を煽られます。しかし、日本各地
の自然環境とその景観・歴史的遺産などに接すると、
心の安らぎや癒しと共に、持続性をもつ文化力をも強
く感じます。最近、長野県中央アルプス山麓・神奈川
県箱根・山形県月山山麓等では、地域の人々、市町村、
防災関係の行政の皆さんが協力して ｢砂防フィールド
ミュージアム｣ の事業を推進しつつあり、観光・教育
面等において大いに期待されています。今こそ地域益・
国益にもつながり持続性もある「アメニティーの保全
と創成」を心がけ、安定した「人と栖」を育み確保し
得る防災・砂防事業などのより着実な手法の推進を計
りたいものであります。

4
自然を感じる力、暴れ川への対応

　つぶら瞳のかがやきよ　風のことばに耳たてて　未
来をわける葦となれ……
　この詩は中央構造線沿いにある小学校の校歌の一節
であります。この一節を口ずさんでいると自然への思
いが大きくふくらみます。
　三十数年前の夏、中央構造線沿いの長野県長谷村（今
日の伊那市）三

み
峰
ぶ
川
かわ
上流小瀬戸峡の地質調査行の折、
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当時、村の親切な森林組合長さんが一日道案内をして
くれました。地域の岩や地勢に関わる様々なご教示を
いただきつつ山道や渓流沿いを移動しました。その折、
組合長さんは、行く先々の森林や渓流沿いで立ち止ま
りじっと聞き耳をたてていました、不思議に思い問い
ただすと「習慣です」、「森や林を通り抜ける風、渓流
や渓流の岸壁への反響音などは、いろんなことを話し
かけてくれるんだ」という。下流域に嫁いだ娘やその
家族の安泰を念じ、風水異常時には直ちに連絡すると
のことで、局地的な被災予防のための貴重な情報とし
て地域自然の表情を常にキャッチしているようであり
ました。今日のごとくTVによる気象情報・携帯電話
等による情報が得られない当時としては、長年の経験
から地域の風のことば・水のつぶやき・あらゆる自然
の挙動を謙虚に観察し理解することによって、地域の
被災予防にも繋げようと念じる長年の習慣でありまし
ょうか。私達にとっては各種の情報と共に、今日もな
お地域の自然を感じ理解し対応することは基本的に不
可欠な事柄ではないでしょうか。

　旧長谷村村誌によれ
ば、下流域の広大な三
峰川地域は、1780年以
来（これより以前の被
災記録は欠けている）、
平均約三年に一度の頻
度で洪水や地域地盤の
災害が繰り返され、こ
の300年来、三峰川流
域の洪水によるかなり
悲惨な被災状況が推測
できます。また三峰川
はかって「暴れ天竜」
の元凶とも言われる荒
れ川でもありました。
その奔流は、農耕地を
悉く流亡させ、時には
家屋も人も共に流され
るような惨事が繰り返
され、これを「川流れ」
などと言い怖れられて
いました。

　しかし地域の人々の長
年にわたる「モッコ担ぎ」などの懸命な努力とその成
果は行政にも反映し、1959年、遂に「美和ダム」の完
成をみることができました。ダム完成後半世紀経過し
た今日まで、三峰川扇状地域における被災の事実は一
度も聞いていません図-4。
　起伏に富む日本列島、時と場所・社会構造と環境の
変貌によっては、住民の安心・安定のために、コンク
リート構造物を用いた防災事業が不可欠な場合もあり
ます。300年どころか2000年来の激しい被災常襲地で
あった広大な三峰川の氾濫原は、今日一つのコンクリ
ートダムの完成により安心・安定した明るい地域に変
貌しました。近世の氾濫域であった区域のド真ん中に
移築してきた市役所を中心に、住宅地として発展した
広大な地域は、南アルプスと中央アルプスに囲まれた
素晴らしい景観とその保持を目論み、今日地域におい
て住民協定をも結び、快適環境地域としての「すみか」
創出に成功しています。このことは「文化基盤として
の風景街道」として中村良夫（2008）によってもいち
早く紹介され注目されています。

図-4 三峰川扇状地と美和ダム、近世の氾濫域は今日「アメニティー」の先進的な場となり、知られている。
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中部日本脊梁山脈西側では豪雪との関わりが深く、豪
雪地域において頻発した地すべりには大規模なものが
多く、地すべり地塊の基底部には古い谷筋由来の、
古地形（起伏）埋没谷等が考えられます（中村・檜垣
1991）。谷を埋積した堆積物とその地塊が、異常降雨
や地震などに際してしばしば呼応し、思いがけない大
規模な挙動域となって変異する例が多く、この傾向は
今後ますます増えるものと考えます図-5、6。
　1985年の長野市地附山における地すべりでも上記と
類似の現象も考えられます。地すべり地は流紋岩質凝
灰岩の地帯で、従来表層崩壊のみの卓越地帯でありま
した。崩壊域中央のB測線断面図（長野県土木部資料
2005）を見ると、今回の新しい崩壊堆積物（Dt1）下
位の堆積物（Dt2）は旧い時期の堆積物であります。
Dt2はかなりの厚さと広がりが考えられます。このDt2
堆積層下位の一部には沼沢性堆積層も見られるなど、
基底の流紋岩質凝灰岩層上には地下水が賦存しやすい
旧い谷筋（埋没谷）などの存在も考えられるわけで、
この埋没谷、あるいは元の谷筋沿いの場の広がりが、
水の浸透と貯留を促進し、地すべり地塊挙動の巨大化

5
被災域の変異と対応

　人間には人間の都合があり、自然にも計り知れない
自然の都合があります
　今日の地球にとって最終のウルム氷期と後氷期にお
ける気候条件の変化は、地盤の風化・浸食・堆積の過
程に大きな影響を与えています。とりわけわが国の
ような中緯度帯における地形・地盤は大きな影響を受
けているはずであり、今日みられる浸食谷や堆積斜面
の一部、台地の内部には、旧い時期の堆積物や潜在
する起伏面が考えられます。氷期～後氷期～現在へと
気候条件は時とともに変化しても、各時期の風化・浸
食・堆積作用により形成され培われた緩傾斜面等の地
盤は、そっくりそこに残されています。特に後氷期の
1万年～5000年内外に形成されたこの種の地塊は、し
ばしば大規模な緩傾斜面地形をつくり、古来地域の
人々の生活・生産の場となっている場合もあり集落な
どの発達も見られます。とくに後氷期、海水位の変化
による対馬暖流の日本海への流入にともない、東北・

図-6 大規模地すべり地塊地域の変化（中村、2003）図-5 すべり地塊の形成年代（14Cの測定結果による）

日本海側太平洋側地すべり地を左右に分けて示した、長野県等の地塊
は表の中間に記入した（中村・檜垣、1991）

今日まで私達が経験してきた崩壊は、大規模崩壊域全体の一部での挙
動が多い、今後雨量・地震等の誘因が増幅されれば大規模崩壊域全体
が挙動する可能性もあり、対処する必要があります。
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を招いたということも考えられます 図-7、8 。
　長い年代を経て造りだされている前述の埋没谷・潜
在する古地形と広がり、その場における地下水等との
関わりついて今一度見直し、温暖化に伴う降水量の増
加や異様な降雨形式に備えたいものであります。加え
て1960年代以降、都市域における宅地造成のための地
形改変も著しく、従来の谷を埋積した埋没谷や人工斜
面がいたるところに造られている筈であります。地域
地盤の経過と被災域の広がりなどについても予測し対
応しつつ、社会構造や環境の変貌に伴う「災害も自然」

のより強い自覚と、安心・安定な ｢人と栖｣ の関わり
を推進したいものであります。
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図-8 地附山地すべり　B側線地質断面図（長野県土木部資料、2005）
に側線位置を加筆

図-7 地附山地すべり　B側線地質断面図（長野県土木部資料、2005）

図中Dt2堆積層（旧崩壊堆積層）の基底部等には沼沢性堆積層（Sd）の存在が
認められます。Dt2基底部の基盤岩層上に発達していた、旧谷筋沿いの谷地の
広がりが考えられます。
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