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防衛大学校名誉教授・理学博士

斜面環境
山の辺の道「3」

「塩の道・千国街道」での記憶

１
はしがき

　高校生のころ北アルプス山麓の断層の見学という目
的で、フォッサマグナ沿い安曇野西縁の神

ごう

戸
ど

原
はら

扇状地
と、断層沿いの地溝湖でもある青木湖と小谷村の資料
見学に出かけました。断層沿いの豊富な湧水池を中心
に発達した「鼠穴」というユニークな名の集落名、ア
ルプス山腹で生産されたであろう扇頂部の巨岩、そこ
に這い上がり前方を眺望した時感じた早春「安曇野」
の風情と記憶がいまだに鮮明であります。また、木崎
湖・中網湖を経て青木湖を周遊しながら聞いた次のよ
うな先生の話はショックでありました。「この湖の湖
底は泥土が異常に厚いこともあり、事故などにより湖
底に沈んだ場合、泥土に埋没してしまい二度と浮きあ
がってこないんだよ！」という。昨年12月久しぶりに
初冬の青木湖を訪れた。北アルプスを背景に湖はどこ
までも深く蒼く静かなただずまいでありました。さら

写真-1 縄文時代以来の記憶を映し出す「翡翠（ヒスイ）
の輝き」写真提供：糸魚川市教育委員会

図-1 フォッサマグナ北西縁部等の位置図

sabo vol.110 Apr.201216 sabo vol.110 Apr.2012



　古来出雲と高
こ

志
し

（越）地方との文化・人々との交流
はさかんであったと考えられています。わが国最古の
歴史書といわれる「古事記」上・中・下全三巻の内上
巻に姫川・小谷に関わる記載があります。「古事記」
では、姫川流域の古代について、まず第一に大

おお

国
くに

主
ぬしの

命
みこと

と高志の奴奈川姫命の事に関する指摘があります。「古
事記」の万葉仮名による記事を、杉本好文（1984）が
現代文に直し次のように紹介しています。「八

や

千
ち

矛
ほこ

神
の（大国主神の別名）高志の国の奴奈川姫命をよばい
て、いでまし時、姫の家に到りて歌いたまわく、八千
矛の神の命

みこと

は、八洲国、妻まぎかねて、遠々し越の国に、
俊し女を、有りと聞かして（長歌故以下中略）ここに
奴奈川姫命、未だ戸を開かずと歌い給わく（歌略）」。
御二方の歌の意味は、大国主神は越の国に大そう美し
く、かしこい姫がおられるときいてはるばる結婚した
くて参りました、と心の内を告げた。奴奈川姫命は、
今は駄目です、考えて置いて明日返事をします。とい
う意味を歌で返事をしたという。「古事記」は「初め
の夜は合わずその翌日の夜み会いましき」（原文）と
記してあるとのことであります（杉本1984）。ここで
越の国とは越前・越中・越後の総称であり、奴奈川と
は奴奈の川で、“ぬな”とは玉の古語であるというこ
とが判り、玉を産する川、つまり現在の姫川というこ
とが判ってきたとのことであります。
　上記の玉とは、一つは翡翠（ヒスイ）これは緑色、
半透明ないし不透明の宝石で、新潟県青海の結晶片岩

に新潟県との境界、白馬連峰に囲まれた小谷村は静か
な山里であり、私たちにとって、ここもまた「ふるさ
と」という気持ちにさせてくれるような馴染みやすい
風情の谷間の村でありました。村の中央を北方向に貫
流する姫川は、白馬山塊に源を発し全長58km、糸魚
川に注ぎ、古代から今日までのさまざまな物語と夢を
はぐくみ、厳しい自然条件の中でも小谷の人々の心豊
かな生活を支えてきたことが窺えました。
　海のない信州は、人々の生活をうるおすうえで貴重
な塩や海産物がないため、その多くは糸魚川から小谷
を経て安曇野・松本平等の南信州へ広く運び込まれて
いたと云われています。その道が「塩の道」別名「千
国街道」であります。当時、千国には物流チェックの
番所があったことから街道名を千国としたと聞きまし
た。一方この街道沿いは、たまたま名だたる断層破砕
帯にも位置し、未曾有の地盤災害にも遭遇してきた記
録も見られ、悲惨な被災例がありました。しかし古来
地域の人々は、断層破砕帯沿いの小谷・姫川という地
勢や地盤条件のことは理解しており「人間の都合と計
り知れない自然の都合」も心得、自然と慎重に対応し
てきている面も窺えます図-1。

2
姫川と奴奈川姫命

　海のない信州の最北端に位置する小谷の地、いつご
ろから人が住みついたのだろうか。北の海浜に位置す
る糸魚川と、南の山国信州とを結ぶ切っ掛けは何だろ
うかなどと興味がわきます。小谷村の郷土館と糸魚川
の長者ケ原考古館には、古代の居住者の遺物と考えら
れる数百点の石器・土器・硬玉＝ヒスイ等の原石が整
理・展示されています。考古学研究者の推測と解説に
よると、その時代は縄文中期〜後期の遺物であると指
摘されています。当時、生活の場として多くの人々が
定住し始めていたことと同時に、かなりの人々が貴重
な硬玉＝ヒスイ等の原石採集の目的で往き来したとい
う記載もみられます。これらからもフォッサマグナ沿
いの破砕帯・地形・地盤・河川などとかなり関わり深
い問題があったことが容易に想像できます。

写真-2 写真左、奴奈川神社本殿（右写真 部)（林田撮影）
写真右は地元で「一の宮」と親しまれている一の宮遺跡。手前
は天津神社
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3
海なし県・謙信の美談に育まれた「塩の道」

　海なし県、山育ちの子供たちにとって、大きな夢の
一つに、青いでかい海を見てみたいという共通の思い
がありました。小学生の時、新潟の直江津へ修学旅行
に行きました。
　目的地の駅に着くと、一目散に走り走って「海だ！
海だぞ！」と叫び、生まれて初めて見る海に興奮しつ
つ飛び込むようにして海水に手を浸し「この水、ショ
ッパイゾ！」「ホ、ホントダ、ショッパイゾ！」と叫
び合い、海水の塩気を確認しあった時のことが懐かし
く思い出されます。清冽な山の湧水しか知らない子た
ちはまた ｢海にどれだけ塩をブチ込むとこれだけショ
ッパクなるんだねえ……」などと先生に質問する子も
いました。
　信州だって海の見える小学校がある、などというと
多くの人は驚きます。そんな所が何処にあるのかと大

地域に産出する。また翡
ひ

翠
すい

輝
き

岩
がん

に類するものが新潟県
小滝周縁の蛇紋岩帯にそって産出しており、日本で唯
一この種の貴重なヒスイやメノウ（ぬな）を産する川
である「ぬな川」ということから、早くも古代の記録

「古事記」の上巻に記載されていました。それが姫川で、
奴奈川命のいた所と「玉」の産出の場が一致していま
す。この玉は交易の手段としても大切な役割を果たし
ており、ぬな川のヒスイは遠く朝鮮半島においても活
用されていたであろうという記載もあります。
　大国主命と奴奈川姫命の御子が健

たけ

御
み

名
な

方
かたの

神
かみ

で後に諏
訪へ落ち着かれ諏訪大明神として祀られています。今
日、糸魚川とその周縁には奴奈川神社があります。ま
た健御名方神の生後、縁の深かった小谷の里の各地に
は11社もの諏訪神社が祀られています写真-2。

図-2 ｢塩の道｣　位置図 イラスト／岸本みゆき
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「道の駅」小谷

塩の道資料館

小谷村郷土館

（信州白馬山麓	小谷の本	／
長野県小谷村観光連盟	著より）

写真-3「塩の道」道標（林田　撮影）
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4
大割れ目の宝物と山の辺の道

　夏休みにはいった初夏、カーネギー研究所から帰国
されたばかりの岩石鉱物学研究者である八木健三先生
のお供をしてフォッサマグナ西縁部の犀川丘陵と小谷
村を歩きました。私たち学生二人は先生の採集した岩
石資料の背負い係でありました。「小谷村から糸魚川
を歩く間に君たち素晴らしい宝物に出会うかもしれな
いぞ」などと先生が云っておられたが、これがヒスイ
の原石のことであることが後でわかりました。私は未
だ地質や岩石のこともろくに認識・理解していない頃
で、先生のお供をしてフォッサマグナの現地見学がで
きるとは素晴らしい地学実習と認識していました。さ
らに小谷村の現地では、第四紀学の泰斗、小林国夫先
生および地域の小・中学校の先生も大勢合流しました。
お二人の教授や学校の先生たちの討議内容は私には十
分理解できないまま、ひたすら岩石片を整理し背負い
つつ巡険の後に従いました。先生たちの質疑の繰り返
しのなかで、姫川と翡翠（ヒスイ）の原石と産地・破
砕帯・断層・地形面の分布と住居跡・地すべり等の地
盤災害と地溝帯との関わり・そして塩の道・千国街道
等の用語や専門語が頻繁に交わされ、私は言葉のほん
の端々を記憶に留めていました。
　前述の翡翠（ヒスイ）について、小林道雄（2003）
は「日本考古学が軌道にのりはじめるや、古墳時代や
弥生時代そして縄文時代の勾

まが

玉
たま

類に硬玉＝ヒスイの使
用されている事実がはっきりしてきた」と指摘してい
ます。しかし、当時その硬玉の原産地は不明でいろい
ろ取り沙汰され大きな関心事となっていました。その
後「1939年、岩石鉱物研究者である河野義礼によって、
ヒスイの原産地が姫川上流域にあることが突き止めら
れました」。先生は宝石鑑定について経験豊かで感覚
鋭く、「離れて座っている人の宝石類を一瞥して、真
偽を見分けるんだよ」などという教室の助教のつぶや
きを思い出します。フォッサマグナ沿いの千国街道を
往き来した古代の縄文人は、硬玉＝ヒスイの原石や、
その重量感・不思議な色合いを見極めつつ、原石の魅
力と価値を思い懸命に探り出したものと思います。
糸魚川市　長者ケ原博物館　木島勉（2003）は「縄文

人も興味をもちます。それは、「塩の道・千国街道」
沿い安房峠近くの旧戸土分教場跡であります。戸土へ
の道は、小谷の里から姫川沿いに北JR平岩駅南より
急な山道を辿る。大網集落・大網峠を経て角間池・白
池・蛙池・阿房峠の近くに分教場跡があります。ここ
から北を眺めると、遥かかなたに糸魚川の海岸と紺碧
の色をした日本海が浮き上がるように眺望できます。
これが唯一、信州から眺めうる ｢海」であります。古
代より信州から越後へ行く人も、越後から信州へ旅す
る人も、この峠で、ホ！として休息し目指す村里を想
う共通の憩いの場であったに違いない、これが「塩の
道」であり海と山国を結ぶ大切な道でありました図-2

写真-3。
　「塩の道」と言えば、上杉謙信が武田信玄の領内へ
塩を送った美談としてもよく知られています。上杉の
勇猛・武田の武威により川中島における対陣は長引き
数年に及び、その間信州の地域住民は塩等の生活必需
品が欠乏し難渋していました、これを見かねた信玄公
は、謙信公に余儀なく塩の支援を申し入れたといいま
す。謙信公は「このことは合戦とは別の問題であり、
たとえ敵国たりとも、住民の難渋をみすごす訳にゆか
ない」と、早速、塩等を送る約束をしたという。当時
川中島とその周縁は合戦の場であるが故に、海浜糸魚
川より信州大網峠コース或いは地蔵峠コースを選び、
小谷・千国の道を使用したと伝えられています。これ
らの峠道は、一年の半分は豪雪に閉ざされるほど難儀
の多い山道でありますが、人の背で重い荷物を運ぶポ
ッカ、或いは牛馬により、自然の猛威を克服し塩荷物
が搬送された時、信州の民百姓は「子の親をみつけし
心地」の如く、大きな喜びであったと伝えられていま
す（小谷村郷土館）。
「塩の道」とは謙信のこの美談による「義塩おくり」
により名付けられたと云われています。また「千国街
道」の名は、塩の道における物流等をチェックする場
としての番所が千国に設けられたことから名付けられ
たと云われています。この街道は、謙信の時代からあ
るいはそれ以前からも、越後からの塩は勿論のこと、
多くの海産物を信州へ運び、信州から越後へは大豆・
煙草・生薬・こうぞ等を運ぶ重要な物流街道として重
要な役割をはたしてきました。
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与えたということも考えられます。今日、地域の人々
とお会いしたりイベントに参加すると、それとなく村
の人々に進取の気性を感じるのは私だけだろうか。地
域の「ヒスイ文化」と「塩の道」・「千国街道」は、フ
ォッサマグナ地域は勿論のこと、国内外における広域
の人々の「人と自然と文化」に大きな影響を与えたと
いうことも考えられます。　

5
地溝帯異変と姫川の大変・対応

　地溝帯の「ド真ん中」に位置し断層や破砕帯に富む
この小谷は災害の多い地域でもあります。また脆弱な
地盤条件にくわえて豪雪地帯であるということもあ
り、災害が助長され、地すべり等による地盤災害が繰
り返されています。
5-1　稗田山大崩れと天然ダムの脅威

　わが国における三大地すべりの一つという1911（明

時代の代表的な装身具に翡翠性大珠があり、その多く
は縄文時代中期の大規模集落跡から出土し、その広が
りは北海道の礼文島を最北として日本列島のほぼ全域
に及び、この大珠の多くは翡翠の主産地である姫川と
青海川の下流域を中心とした沿岸部遺跡でつくられ
た」と指摘し述べています。
　当初この宝石には名前がなかったそうであります
が、石には緑色とオレンジ色のものがあり、その色が
カワセミ（翡翠）の羽の色に共通していたことから、
中国人が日本伝来の美しい宝石に対して単に「翡翠玉」
と名付け、その後玉の文字はなくなり単に翡翠と称し
たと宮島（2003）が指摘しています写真-4、図-3。
　秋

あき

津
つ

洲
しま

を二つに割った大割れ目（フォッサマグナ）
地域には、翡翠（ヒスイ）という美しく貴重な地学的
な産物がもたらされました。太古の昔から翡翠等の珍
しい鉱物や石材を求め「山の辺の道」を往き来した人々
との交流は、地域に新しい文化を感じさせ、変化に富
む物流は、長い歴史を経て地域の人々の生活に変化を

図-3「奴奈川姫命のふるさと」、姫川と北アルプスの北縁の山々、姫川河原の礫の中にはヒスイ」の原石があるのでは？と思います。（中村・画）
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し腰も砕けよとばかり松ケ峰に衝突し、上層の土砂が
峰を越えて来馬川原に滝の如く吹き散った時は余勢己
に右転して姫川本流を衝き外澤下の大岸壁に当たって
左右に開きながら其の力を収めた時であった」（原文）。
　さらに来馬の乗法寺住職によれば「明治四十四年八
月八日午前二時頃枕辺の障子非常な音響を発して鳴動
す、雨戸を開き窺い見るに火災に非ずして牛馬処どこ
ろに嘶く……（中略）深見者を処どころ発するに、姫
川に一滴の水の流るるなきに驚く」（原文）。などと壮
絶な崩壊状況が報告されています。
　被災状況や崩壊事情等については、松本宗順を始め
近年は、町田 洋（1964）・井上公夫（1997）・井口隆（2003）
松本砂防（2003）他、多くの調査報告があります。町
田洋（1964）によると、８月８日の稗田山崩れは溶岩
火砕物質由来の成層火山一部の山体崩壊で、岩屑なだ
れとなって浦川を流下した。その崩壊土砂量は１億
5000万㎥（体積面300㎡×堆積厚50ｍ）と推定してい
ます。その際、浦川の河床は80〜150ｍ上昇し、石坂
で17人・浦川尻で６人死亡。浦川と姫川合流点の堆砂
により天然ダム（長瀬湖）が出来、その湛水域は上流
３㎞、下里瀬集落の大部分（43／48）が水没しました。
ダムの最大湛水深は約60ｍ、最大湛水量は3400万㎥と
推定された。８月11日天然ダム（長瀬湖）は満水・決
壊して来馬河原は大洪水に襲われ、30haが濁流に呑
まれ、流出土砂の大部分は来馬河原に堆積しました。
その後、1945〜46年、土砂流出が繰り返され、来馬左
岸段丘上、乗法寺大門の石段二百数十段の下方は流失
し、今日は最上部の三十数段のみであります写真-5。
なお更に下流域も被災し、姫川下流域の日本海までの
橋梁のすべてが流失したと云われています。この時、
糸魚川より大網・平岩・来馬・常法寺・石坂・池原・
下
くだ

里
り

瀬
せ

……の「塩の道」は来馬・石坂・池原・下里瀬
で被災し、一時期機能を失ってしまいました。しかし、
地域の人々の道を想う懸命な努力によりその後復活し
ました。
5-2　道を守り育む　[鎮山親水」とRC工法

　稗田山大崩壊以前もそのあとも、姫川流域において
は地すべり等の地盤災害は絶えることがありませんで
した。郷津久男（1979）元村長は、地域の地盤条件と
気候条件をふまえ、日ごろから地域の人々に「鎮山親

治44）年の稗田山崩れの100周年のシンポジウムが、
2011年８月小谷村で開催されました。イベント直前
たまたま郷土館におきまして、「来

くる

馬
ま

変遷三十八年史」
という常法寺住職松本宗順（1949）による公民館資料
を入手しました。その冒頭には、長野県の碩学で地す
べり災害調査の先達、八木貞助先生の次のような記載
がありました。「姫川はその名にも似ず実に荒川とい
える、この荒川の支流に浦川があってその上中流の稗
田山及び風吹岳等の崩壊によって来馬以下の地方は常
にその災害に苦しむのである……」（原文）とあり、
明治44年の稗田山大崩壊・風吹岳の山津波等について
触れ、「稗田山三十八年遭難史」として紹介しています。
　小谷村南部、姫川の左岸段丘面上に来馬という集落
があり、その上流２㎞、姫川に合流する１支流が浦川
であります。この浦川の上流６㎞に稗田山がありま
す。この稗田山の大崩壊について、元小谷村村長細野
繁勝氏は、「明治四十四年陰暦閏六月十三日の月が西
山に没した午前三時頃、盂

う

蘭
ら

盆
ぼん

の祭に興じ尽して甘睡
に落ちた人々の上に此の大土砂が乾ける焔を揚げて天
地も裂けんばかりの大音響と共に突撃し来たったので
ある。すべり出した土の流れの速さは烏

う

羽
ば

玉
たま

の闇の夜
に何人も見たものわないが、飛爆の断崖を落つる程度
のものでなく、まこと電光の閃くに似て地霊怒り山川
躍るところ転瞬にして裏川（浦川）峡の地上にありと
あらゆるもの、それは巨木叢林も田園草木も人命も財
宝も一物も剰さず抜き取り吹き飛ばして一里余を驀進

写真-4 翡翠（ヒスイ）の原石　(長者ケ原博物館)
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められて下流域に全く災害が及ばなかったという、こ
れはかっての土石流被災時における状況を参考に、上・
下流の状況把握に対応した松本砂防・県事務所の尽
力による砂防堰堤設置の効果であったと考えられます
写真-6。河川にしても山腹にしても、今日までの経過
と周縁の地形・地質・地変の把握は不可欠であります。
近年、姫川流域においては、小

こ

土
づち

山
やま

・栂
つが

池
いけ

・大網等に
おける地すべり対策事業が推進され、共に検討させて
いただきました。最近では前澤地すべり地が検討され
ています。
　地すべり現象の把握と対応において気になることは

「誘因が判っても素因が不明」の事がしばしばありま
す。これは対象とする地域地盤の、長いながい年代の
経過と、最近の数十年の地変（人工的な地変・改変の
影響も含む）の関係を認識し得ない時にしばしば生じ
ています（中村2011）。地すべりの対策とその手段は
場所と予算によりますが、上記のような場合、多数の
地域の対策例を見ると、多少の困難性があっても最近
RC型集水井

註

の効果は「対策鬼手」になっているのでは、
などと思うこの頃であります。ちなみに当地区におい
ては、たまたま栂池（９基）・大網（13碁）・大久保（４基）・
倉下（８基）などに設置されているのを見たり検討す

水」をアピールし、山を鎮め水に親しむ村つくりの大
切さを主張しておりました。
　1962年（昭和37）以降も稗田山の一部が再崩壊し土
石流が発生し心配でしたが、既設の砂防堰堤にせき止

写真-5 常法寺の階段、数回の土石流によって240数段あった階段は、
埋積あるいは流失によって、今日30数段になってしまいました。

写真-6 稗田山崩壊跡（写真右上）と浦川に構築された砂防堰堤（林田	撮影）
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神話、私たちが現実に接するフォッサマグナ、そこに
刻まれた人と自然の物語、そして「山の辺の道」に関
わる記憶には、数百年〜数千年の歴史をも映し出す原
点があるような気がいたします。

謝辞　本小文の記載にあたり、現地調査においてお世
話になりました、長野県姫川砂防事務所の塩入信一・
木洞和彦氏、ご支援と現地討議をいただいた川崎地
質の五藤幸晴・菅野孝美氏、（株）ニッソー小熊友和・
林田健治氏に厚く御礼申し上げます。また、糸魚川市
教育委員会、木島勉氏・（財）砂防フロンティア井上
公夫氏からは貴重なご著書と関係資料を拝受し、ご教
示をいただきました。心から御礼申し上げます。なお

「塩の道」イラストマップを拝借しました小谷村観光
連盟では、今夏、日本列島大割れ目における探検ツア
ーが計画されております（下記）。ぜひ、すばらしい
砂防ツアーを体験しましょう。

る機会を得ました。それぞれの場において、いずれも
30〜40m時に50ｍの深度において、安定的に地下水の
集排水効果を挙げ、地すべり現象の抑制に貢献してい
るものと思います。
　地すべりの対策においては、まさに「親水」が必要
であります。地体内部の水を知りその水を私たちがコ
ントロールすることが不可欠の手段であります。しか
し人間の都合は勿論、同時に計り知れない自然の都合
をも理解し対応すべき問題があります。RCの技術は
両者の都合をつなぐうえで効果的な手法とみました。
　上記の大網地区は「塩の道・千国街道」の大切な通
過点でありました。しばしば橋梁の破損や落下、そし
て地すべり、地域の人々やポッカや牛方の皆さん総動
員で苦労し保持してきた街道であります。最近は安定
した場として由緒深い古道として認識されています。
自然を畏れ、正しく利用してきた ｢人と自然の共生の
道・鎮山親水」の道でもあります。

6
古代銀座とフォッサマグナ古道

　日本海に面する越後の糸魚川から信州最北西部の小
谷、南の松本・諏訪、更に甲斐の国へと延びるゾーン
が大地溝帯、この周縁を中部山岳国立公園および上信
越高原国立公園などと称し、更にまた地域はフォッサ
マグナミユージアムとして、わが国でも比類なき自然
豊かな地帯であります。この地帯は貴重な鉱産物や石
材にも恵まれ、古来人々に注目されてきました。北の
海浜糸魚川から南の松本までの約三十里･120kmの「塩
の道・千国街道」は多くの人々に親しまれ、物流をチ
ェックする番所であった千国とその付近は、地域にと
って往時の「千国銀座」であったのかもしれない。
　姫川と関わり深く「古事記」上巻にある高志（越）
の奴奈河姫命と大国主神、健御方神との物語等に関わ
る神話を考える時、竹田恒泰（2012）は「神話には現
実に起こり得ないことが書いてありますが、だから「な
かった」とは云えない、それは事実を反映させた記述
なのかもしれません、先人が長い間信じてきた真実が
書かれていると理解すればいいと思います」と述べて
います。姫川と関わり深い楽しい「古事記」の記事や
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