
中村 三郎
なかむら さぶろう

防衛大学校名誉教授・理学博士

斜面環境
山の辺の道「1」
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二つに分ける大割れ目あくまで究む身のつ
ずくまで」という詩を雑誌で見ました（諏訪兼位
2010）。1940年代の太平洋戦争直後の物質に恵まれな
い時期、研究生活をされていた構造地質学者大塚弥之
助博士の詩であります。敗戦直後の混乱期当時の苦
難を克服されつつ研究成果を挙げていましたが、肺結
核のため惜しまれつつ47歳の若さで世を去られた氏の
心意気が感じられます。詩に読まれた「二つに分ける
……」と云うのは大断層フォッサマグナを指している
ものと思います。古第三紀末期～新第三紀・鮮新世ユ
ーラシヤ大陸から離れ移動しつつ日本列島は大きく二
つに割れ、それに付随して幾多の断層や山なみ等が形
成され地盤の変異が繰り返されてきました。
　沈み込み変動帯に位置する日本列島、山はより高く
海溝は深く、居住適地としての平地は少ないことから、
古来祖先は山地や台地周縁に居住し生活を展開してき
ました。日本列島は断層地形が卓越しているというこ
ともあり、山を背後に控えた集落や、人の行き来する
いわゆる ｢山の辺の道｣ がいたる所に見られます。山
を背にした集落・住家という条件は、居住する人々に
とって落ち着きや安らぎを得られるのであろうか、と
りわけ断層等に由来する山地・山麓などを訪ねると、
「自然と人」に関わる長い・ながーい歴史と歴史のも
つ底力をも感じるような気がいたします。また社会・
経済の変化に伴う地盤環境の変遷も考えられます。
　日本最古の遊歩道とも云われる奈良盆地の ｢山の辺
の道｣ や、近世社会の変化と共に変遷したフォッサマ
グナ沿いの事例などについてその変貌を考えてみたい
と思います図-1。

2
奈良盆地

　奈良は、西を金剛・生駒山脈（生駒断層）、東を大
和高原（三百断層）によって囲まれ、南北約30km・
東西約16kmの盆地であります。特に盆地の東縁の
三百断層帯は、京都府城陽市の南から奈良県桜井市ま
でのほぼ南北方向・長さ約35kmの活断層帯でありま
す。西側に対して東側の地塊が相対的に隆起する逆断

図-1 新第三紀―鮮新世の日本列島・古地図（600-300万年前）

（URBANN KUBOTA No.12より）

○； 淡水湖　 ； 断層　Ya；大和堆　Ni；日本海
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層ゾーンで横ずれは認められないと地震調査会（2001
年）で報告されています。資料によれば過去数万年間
における奈良盆地の上下方向の挙動量は概ね3ｍ程度
と推定されており、その活動期間は概ね5000年程度で
はないかと推測され、可能性が取り沙汰されています。
東縁断層帯は幾つかの断層と撓曲によって構成されて
いますが、まとめて三百断層帯などと云っています。
断層の走行は概ね南北方向で10°W、断層の傾斜50～
60°東傾斜（地下600ｍ以浅）と報告されています。
　奈良盆地は内陸性気候のため降水量が少なく、水田
の水確保のため昔から多数のため池がつくられていま
した。このことは「古事記」や「日本書紀」にも記録
されています。奈良盆地を流下する大和川は、盆地の
灌漑用水を供給するために重要な役割を果たしていま
した。一方東山塊、三百断層沿いの山麓緩斜面地帯で
は、古来断層の間隙水と考えられる湧水を利用した農
耕地が拓かれ、場所によっては環濠集落に見られるよ
うに、湧水あるいは流水を大切に活用するための工夫
もなされています。また断層ぞいの新旧の扇状地面あ
るいは押し出し地塊の周縁は、古墳群や陵墓の地域と
なっているが、これは当時の権力者等に関わる陵墓等
の地盤の安全性などについて配慮した位置の設定など
が考えられます。

3
大和川と「海柘榴市（つぼいち）」

　早春、大和高原から奈良盆地を眺めると、遙か霞の
かなたに大和川と金剛・生駒・二上の山々が望見でき

ます写真-1。笠置山地に源を発する大和川（上流は初
瀬川）は奈良盆地の水を集めて、亀の瀬渓谷を抜け、
大阪平野を経て大阪湾へと流下する近畿地方最大の水
系であります。約百万年前、大和高原北方の古瀬田川
上流には古琵琶湖、今日の奈良盆地には古奈良湖の存
在も考えられています図-2、3。
　この大和川は古代から現代に至るまで様々に変遷
し、奈良盆地の文明・文化に大きな影響を与えてきま
した。流域には先史時代からの集落跡が多数出土確認
されており、大和川は灌漑用水として大和の農耕社会

図-2 古奈良湖・古琵琶湖のイメージ図

約300万年前から100万年ほど前まで、奈良盆地から京都盆地にかけて
古奈良湖の存在が推測されています。この時期、生駒山地が隆起し始め、
大和川の渓谷を堰き止め湖ができたと考えられています。大和川の狭さ
く部に ｢亀の瀬｣ が位置しています（大和川河川事務所による）。

（国交省大和川河川事務所による）

写真-1 大和平野の眺望(三輪山麓より西方向)　遠方左より、金剛山・葛城山。前景左より、畝傍山・耳成山と市街地。三輪神社の大鳥居が目立つ
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　大和川は、古来灌漑用水路として大和における農耕
社会の成立に大きな役割を果たす一方、曲流によって
勾配を緩め運河として難波と「海

つ

柘
ぼ

榴
い ち

市」を結び、中
国から伝播した文明を運ぶという重要な役割をも果た
していました。桜井の街を経て初瀬川の馬井手橋を渡
ると、その正面にわが国の「仏教伝来の地碑」を中心
に瀟洒な小公園がありました。このあたりを「つぼい
ち」と言い、わが国最古の交易都市であったと言われ
ております。古代大和朝廷の中心でもあり、この付近
は、難波津から大和川を遡行してきた舟運の終着地で
もありました。欽明天皇の13年10月、百済の使節がこ
の港に上陸し、仏教が初めて日本に伝えられてきた記
念すべき地と記録されております。
　釈迦仏の金剛像一駆と経綸等がこの地に運ばれ、そ
れが献上され仏教伝来の端緒となりました。仏教伝来
の話は以前から聞いていましたが、目の前で改めて、

を成立させ、さらに難波と結んで中国から伝播した文
明を運ぶという重要な役割をも果たしていたと考えら
れています。弥生から古墳時代に入り、3・4世紀頃日
本最古の王朝・大和政権の基盤が固まったといわれて
います。古墳群の分布から見ると、その拠点は初期の
奈良盆地南東部（三輪山麓や断層崖下の前方後円墳群）
を経て、応神天皇陵を擁する南河内の大和川沿いや仁
徳天皇陵のある和泉地域における転移分布が顕著であ
ります。

写真-2 ｢山の辺の道｣　始点とも言われている ｢海柘榴市（つぼいち）｣
と言われる古代の市場（金屋）付近

図-3 奈良盆地と大和川の流域図

図-4 奈良盆地東縁山地の　三百断層と ｢山の辺の道｣

笠置山地に源を発する大和川（初瀬川）は奈良盆地のいくつかの支流
の水を集めて亀の瀬渓谷を抜け大阪平野に注ぐ。

（国交省大和川河川事務所に加筆）

山の辺の道

三百断層
（日本の活断層1991）より
転写しました、位置が多少
ずれていることもあります

巻向川

奈良盆地と大和川の流域
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その場を記念碑と共に確認できたのは感無量でありま
した。加えてこの地は「山の辺の道」の始点でもあり
ます写真-2。

4
「山の辺の道」

「山の辺の道」は、桜井市大和川上流初瀬川沿いの
「海

つ

柘
ぼ

榴
い

市
ち

」を始点に、三輪山山麓の大神神社をへて
天理市石上神社・奈良市春日山に至る約20kmの古道
で、「古事記」や「日本書紀」に初めて登場する道路
の名称でもあり、大和における最も古い道といわれて
います。標高約100mラインを縫うように遊歩道があ
ります。道は細く曲がりくねり時に山側へ険しく登る
坂もあるが、小高い丘などに出ると展望がよい。小学
生の頃、歴史の授業の中で、歴代の天皇が奈良盆地を
眺め「民家の竈の煙の立つ状態を眺めつつ民の暮らし
に思いを寄せておられた」という話を聞いていました。
今日、山の辺の道をたどると眺めがよく大和平野を眺
望できる場が各所にあり、為政者はこの古道を行き来
して人々の暮らしぶりを推しはかっていたのだろうか
などと思いつつ古道をたどりました図-4。
　人間は居場所を求めるとき、背後に拠る所があると
落ち着くようであります。断層地形との関わりの中で
も、断層線沿い湧水池付近や断層前面に発達する扇状
地形周縁に集落の発達している様子を各地で見ること
ができます。三百断層沿いの山の辺の地も背後に山を
控え、古来、地域の人々に安定感をもたらし、断層沿
いの湧水の条件も加わり、前面の緩斜面は格好の生産・
生活の場となっていたものと考えられます。

4-1　三輪山　ご神体そのもの
　大和高原・三百断層沿いの山々の中でも、笠を伏せ
たような美しい山容を示す三輪山があります。標高
466.81ｍで、古代からわが国で最も聖なる山とされ神
の籠もる山として崇められてきた山体でもあります。
山体は主として斑

はん

糲
れい

岩
がん

よりなり、山中には巨岩群の露
出が見られます。これらについて、山頂付近の奥

おき

津
つ

磐
いわ

座
くら

、中腹の中
なか

津
つ

磐
いわ

座
くら

、山麓の辺
へ

津
つ

磐
いわ

座
くら

というように呼
ばれそれぞれの磐座には大

おお

物
もの

主
ぬし

神
のかみ

、大
おお

己
あな

貴
むちの

神
かみ

、小
すくな

彦
ひこ

名
なの

神
かみ

が宿り鎮まるといわれています（天理市観光課）。
　桜井市の街はずれ、盆地側の水田から三輪山とその
山麓を眺望しなおしてみました。端正な円錐形の美し
い山容、山腹から山麓にかけて古松・古杉と様々な植
生の入り混じった風情をしばらく遠望していると、こ
の山容は古代人と同じ様相を眺めているのだろうかな
どという思いもつのり、不思議に安らぎが得られるよ
うな気持ちになるのは私の先入観でしょうか。この気
持ちに加えて、山そのものが神、先祖が宿っている山、
山中浄土観……など様々な思いが頭をよぎります図-5。
　三輪山の前面に三輪山そのものをご神体とする「大

おお

神
みわ

神
じん

社
じゃ

」の社殿が位置しています。わが国最古の神社
であり「古事記」にも記載されています。二千年前に
大和における文化の中心であった三輪の大神神社は、
今もなお多くの人々の心の拠り所であり訪れる人が絶
えません。何時の頃からの産物か定かでありませんが、
訪れる人々への思いやりの心か、その由来を確認しな
いまま通り過ごして来ましたが、古くから知られてい
る「三輪そうめん」　そして里と神域との間に聳える
大神神社の巨大な鳥居は印象的でした写真-1。
　再度、三輪山を仰ぐと「里は人の住むところであっ

図-5 聖域　神宿る三輪山の風情（大和川河畔より）（中村画,2011）
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考えられます。巨大古墳は、扇面側端部あるいは大小
の尾根地形末端など、比較的安定した地盤条件を選ん
でいるようであります。柳本古墳群を形成する大型古
墳の大部分は古墳時代前期～中期の築造と推定されて
おります。
　今日「山の辺古道」は崇神・景行陵東の山稜側に位
置していますが、桜井市教委の調査（1985）によれば、
「古事記」など御陵の記載に「山の辺上陵」と記載さ
れていることや、数々の遺跡調査結果から、古道の位
置は崇神・景行陵の西側に位置していたのではないか
とも指摘しています。更に当時、古道の西は俗の世界、
東は聖なる区域として、また天皇陵や神社・寺は何れ
も「山の辺の古道」と共に安定した山中他界の区域と
しての認識があったのではないかと思います。
　渋谷向山古墳とその周縁の調査、柳本古墳群北のノ
ムギ古墳等で3月積極的な調査が進められていました、
その成果も待たれます。
　「日本の原始、新しい夜明けを考える貴重な切っ掛
けが、ここ柳本古墳群にあります」

5
古代と現代をつなぐ古道

　私達は歴史を学ぶとき、当初は伝説ばなしのような
内容に心惹かれ耳を傾け、さまざまなことを想像しな
がら話の先を追っていました。弥生時代後期（100～
300年）における卑弥呼の登場について、それがどの
ような切っ掛け・成り行き・事実に由るのか、判らな
いままに興味を持っていました。卑弥呼登場前の国内
は、各地の地域政権的社会が現れ、相互間の紛争が激
しく、加えて2～3世紀にかけて異常な干魃と降雨によ
る自然災害が繰り返され、世相の混乱もありこれが
一つの切っ掛けとなって、各部族が卑弥呼を盟主とし
て共立することになったと聞きました。記録によると
卑弥呼は三輪の大物主神に仕えた神巫で、聡明で未
然を識ることができ「最高の神巫が最高の神の託宣を
うけて全体の意志を統一する」ということから卑弥呼
が盟主としての役割を果たすことになったといいま
す。しかしこれも伝説の類でありましょうか（水戸部
1989）。日本の歴史時代発足の端緒であったかどうか
確かな認識をもてないままでありました。
　当時、社会の体勢を変える一つの切っ掛けともなっ

たが、山は特別の場」という思いを改めて強く感じます。

4-2　断層前面緩斜面の古墳群
　大神神社から北へ1.5kmの位置に桧

ひ

原
ばら

神
じん

社
じゃ

がありま
すが、このお宮も三輪山そのものがご神体であるため
拝殿も本殿もなく、三輪山へ向けて鳥居のみが三つ立
つユニークな構えの神社で、大神神社の摂社でありま
す。「山の辺の道」を北方へ移動すると、巻向川へ出
ます。川沿いに30戸ほどの集落があり、巻向川の谷は
俗に「車谷」と呼ばれ、川の上流は断層崖のV字谷を
流下し、その後三輪山北麓を西流し下流は初瀬川に合
流しています。川の流れを利用して、当時車谷では30
を超す水車を稼働させ、三輪そうめんの原料である製
粉、あるいは油絞りなどが盛んであったと言われてい
ます。
　巻向川をこえて竜王山（585.5ｍ）の西山麓には、
新旧の扇状地緩傾斜面が発達しており、一部押し出し
地形とも考えられる尾根状地や、埋積地塊状の地形起
伏を見ることができます。この地帯一面に「柳本古墳
群」があります図-6（天理市2004）。2基の巨大な前方
後円墳を核として構成された古墳群であり、古墳群北
東部に位置する行燈山古墳（崇神天皇陵）、南に位置
する渋谷向山古墳（景行天皇陵）の他17の古墳が報告
されており、奈良県において最も重要な古墳群の一つ
とされています。一般に断層沿いの地形と集落との関
係をみると、集落は断層直近部分か扇面末端付近に認
められ、この位置は湧水との関わりの深いことが十分

図-6 柳本古墳群（崇神天皇陵・景行天皇陵中心の古墳群）

出典「天理市の文化財」（天理市教育委員会1990）
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た、自然災害と関わり深い異常気象問題について、最
近の報道（読売2010）では、名古屋大の中塚武（地球
化学）教授が、木の年輪の分析結果から、2～3世紀に
かけて確かに干魃や激しい大雨の時期が繰り返し存在
していたことを実証しています（中塚2010）。歴史や
考古学の記載でも、当時大和地方における自然災害の
頻度は多かったようであります。造構造運動の激しい
日本列島、モザイク状の複雑な列島は、モンスーン地
帯ということもあり災害の頻度激しく、古来為政者は
自然災害との対応に苦労してきました。このような自
然条件の中でも、3世紀前半頃には大和の稲作農村社
会は逐次発展し、支配階層は強力となり勢力圏も拡大
しました。この頃、順次多数の原始的国家の並立に終
止符をうち、大和に統一国家としての大和王権を出現
した（日林調1998）とあります。
　前記柳本古墳群北東部に位置する行燈山古墳に祀ら
れている崇神天皇（258年没）が、日本最初の統一者
であったということは、古典に「御肇国天皇」と記載
され讃えられていることから、確かであると指摘され
ています（水戸部1989）。崇神陵は山麓に墳丘を築き、
周りをダムアップして環濠としたもので、かなり高度
の技術を要した立派な陵墓で、肇国の英雄にふさわし
いその功績を後世に伝えようとした往時の人々の意向
が伺えます写真-3。
　大和王権出現の頃から、奈良盆地を中心とした地域
間の交流はますます緊密となり、人の行き来する手段
としての「山の辺古道」は大きな役割を持ちました。
同時に大和川は国内外の歴史・文化を育み、人々は国
の安泰と共に、国土の防災に伴う地域の安全・安定の

ための防災意識を強く持つことになります。
　最近の兵庫県南部地震（1995）・新潟県中越地震
（2004）、そしてこの度の東日本大地震（2011.3.11）に
おいて日本人は大変な被災経験をしています。調査等
で来日された国外の人々が異口同音に賞賛する、被災
地における日本の人々の行動と冷静さと秩序の良さが
しばしば報じられています。これは、古来頻度激しく
地震や風水による災禍を経験し、耐えてきた日本人の
心の中には、万物の生滅変化の過程で天然の無常とい
う感覚が培われ、それが国民性・精神性に大きな影響
を与えているのではないかと言われています。
　人間には人間の都合、自然にも計り知れない自然の
都合があり、その狭間で私達の生活は展開しておりま
す。「山の辺の道」をたどりつつ周縁の風情を展望し
ていると、古奈良の「人と自然」に関わる経過と歴史
を感じることができます、同時に何時の世も「アメニ
ティー」と地域防災の大切さを改めて思考させてくれ
るような気がします。
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写真-3 北より望む行燈山古墳（柳本古墳群の主墳）（写真提供：天理

市教育委員会）
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