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斜面環境
「浦賀道」と二つの開国

１
はしがき

　三浦半島は首都圏にあり、とりわけ景観に恵まれた
温暖な地域であり、居住地としても観光地としても最
適で、多くの人々に活性をあたえる格好の場となって
います。この三浦・横須賀そして浦賀は、太古の昔か
ら今日まで東日本にとっては要の地としてのエピソード
も多く、「古事記」「日本書紀」などにおける古代の記
録に加えて、その後の三浦に関わるさまざまな史実は
まことに豊富であります。古代の人々の活動を伝える
伝説は東日本の人と歴史の確かな幕開けを告げました。
　また近世の三浦半島、浦賀・久里浜において推進・
展開された事件は、日本にとっては大きな歴史の転機
をもたらし、日本が近代国家へと脱皮する大きなきっ
かけになったという事実は万人が認めるところであり
ます。当時の浦賀・横須賀は、先進的な国際関係を推
進するため日本の玄関の役割を果たしたといっても過

図-1 三浦半島の葉山層群と浦賀道・御所ケ崎・久里浜の位置
（葉山層泥岩地域は ｢地すべり多発地｣）

「サスケハナ号」（中村・画2012）
1853年７月８日ペリー提督率いるアメリカ軍艦４隻が浦賀沖
に来航した時の旗艦「サスケハナ号」（全長78m、大砲９門、
2450t、乗員300人）。船には防蝕・防水のためタールピッチを
塗っていたため外観は黒く、船体構造は木造、船の外板、肋骨
は鉄の斜材で補強されていた（船の科学館ガイド2003）。この
絵は各種資料を参考に	描画したもの。
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層群・相模層群などの海成層などによって構成されて
います。山をつくる力そして削る力は、海に囲まれて
いる地勢と断層の存在も加わり、多様な構造地形をつ
くり出しています。三浦の主峰大楠山塊は、房総半島
にも連続する葉山～峰岡隆起帯に位置し、半島はほぼ
南北方向に細長いが、北西～南東方向に発達する数本
の断層によって区切られた帯状の地塊が卓越していま
す。また断層等も反映した溺れ谷（谷

や

戸
と

）地形の発達

言でありません。さる７月14日には久里浜においてペ
リー来航159年の記念式典が盛大に挙行されました。

２
三浦の起伏と風情

　三方を海に囲まれた三浦半島、その地質は第三紀中
新世以降の堆積物である葉山層群を基盤として、三浦

図-3 三浦半島北部地域の浦賀道と京浜急行・ＪＲ線位置（区域は図-1参照）

図-2 小原台（図-1参照）より北西方向を鳥瞰（中村・画）「谷戸地形口」付近に発達した東浦賀道の位置が目立つ
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司馬遼太郎（1996）の『街道をゆく42』に次のような
三浦半島記があります。「一の谷の上にひよどり越と
いう崖がある、山路を駆けてこの崖の上まできたとき、
源氏の武者たちはたれもがひるんだ、足もとに大地が
なかった。このとき三浦党の佐原十郎義

よし

連
つら

が進み出て、
こういう坂は何でもないことを具申した（中略）。三
浦では鳥を追っているとすぐこういう崖になってしま
います、義連（三浦義明の七男）は半島の地形と日頃
の暮らしについてふれ「こんなひよどり越えなんぞは
三浦の者にとって馬場です」といいまっさきに坂落し
したため、他の者もあおられてそれに続いた」とあり
ます。三浦の衣笠城で育った義連のいう馬場とは、平
作川流域の谷戸、谷頭部の衣笠城や佐原周縁の峻検な
山野を指し、そこを馬場として鍛錬し急崖斜面に親し
んでいたわけであります。
　今日、私達にとって谷戸周縁の急傾斜地の多くは「急
傾斜地崩壊危険個所」の事業対象となる地形部分であ
り、横須賀をふくむ半島地域は、首都圏に位置すると
云うことも加わり、全国でも１･２位の急傾斜地の対
策事業地ともなっています（鶴木2004）。

３
古代と現代をつなぐ浦賀道

　古代からわが国の幹線道路の一つに東海道がありま
す。その延長上に三浦半島の「浦賀道」が考えられて
います。古道浦賀道を金沢八景付近から辿ると、上述
の京浜急行線にほぼ沿ったゾーン、そして今日の国道
16号線沿いであります。狭長ながら谷戸の広がりの多
くの部分は、縄文時代後期から弥生時代以降は水稲
栽培に利用され、地域の人々の生活・生存を支える貴
重な「場」でもありました（今日はそのほとんどが宅
地化され利用し尽くされています）。そのような「場」
を繋ぐかたちで、自然にできた古道も次第に展延し延
長・拡大され、長い年代を通じ利用されてきたものと
考えます図-2、図-3。
　東海道から三浦半島へ入る「浦賀道」の山道にはか
なり険しい部分もあり、時には金沢八景から船によっ
て移動し浦賀へ辿り着いたという記述が見られます。

も顕著で地域の人々の生活と深い関わりをもっていま
す。半島の海岸は全体がほぼ沈水地形の特色を示して
おり、特に北東部・南西部には大小の湾入・港が発達
し、古来のユニークな谷戸や港の文化をも醸成してき
ました。東京湾側における三浦のこの港の存在は、浦
賀が伊豆下田にとって代わり、日本の国際化・近代化
に大きく貢献し得るきっかけになったということも考
えられます図-1。

２-１　谷戸と恋の道ゆき

　横須賀にまつわる團伊玖磨先生作曲の合唱組曲「横
須賀」に ｢東海の三浦をわけて　ふるさとは　大洋（わ
だつみ）広く山青く　先史に開く悠久の……｣ さらに
「じいちゃんの　そのまたじいちゃんとばあちゃんの　
好いて好かれた昔の話　いせき娘のばあちゃんが　ひ
とり谷戸の山越え訪ねてゆけば　じいちゃんのそのま
たじいちゃんが　海から小舟で送ったそうな」（栗原
1933）という歌詞があります。この詩には三浦の断層
や谷戸の尾根越えや、リアス式海岸を小舟で回る谷戸
の風情がまことによく描かれていて感銘いたします。

２-２　山の辺をブチ抜く、12分･13トンネル

　横浜から京浜急行で約30分、金沢八景に到着しま
す。列車は三浦半島の付け根のような位置にある八景
から12分ほどで浦賀・久里浜の分岐点、堀之内駅に到
着します。このわずか12分の間になんと13もの大小の
トンネルを通過いたします。はじめてこの列車に乗っ
た時トンネルの多いのに驚きました。列車は海岸線に
対して概ね平行に走り、谷戸と尾根は湾岸に対してほ
ぼ直交しているので、列車は谷戸を通過する時、尾根
をほぼ直角にぶち抜くような状況のトンネルを通過し
ます。谷戸・尾根の景観の変化も目まぐるしく、トン
ネルを数え直したことがあります。トンネルは谷戸地
形において、人間の交通路を確保するための脱桎梏の
手段であり、地盤の安全に対してかなりの対応が要求
されます。

２-３ 義経の坂（逆）落しを演出した、

 三浦（佐原）十郎義連

　源義経の戦記に一の谷の戦い（1184年）があります。
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に浦賀道は三崎へと延び、これらの道は三浦半島を縦
断する重要な御用道路でもありました。

4
日本武尊の東征と弟橘媛命

　大和朝廷は第10代の崇
す じ ん

神天皇（御
はつくにしらすすめらみこと

肇国天皇）からの
記録が確かで、この頃から王権統一のための平定軍を
東西に積極的に派遣したと推測されています。12代景

けい

行
こう

天皇の二男といわれている日
や ま と た け る

本武尊は、西国の熊
くま

襲
そ

を平定し帰朝された直後、父景行天皇の指示によって、
ひき続き東国蝦

え

夷
ぞ

の征伐を命ぜられました。
「古事記」と「日本書紀」の記録によれば、東征に関
わるコースはそれぞれ次のような記載がみられるとの
ことであります（長山他1994）。（記紀とも、それぞれ、
走水の一つ先までのみ示しました）。
「古事記」伊勢－尾張－相

さが

武
む

－焼
やき

遺
ず

－走水海－荒ぶる
蝦夷……
「日本書紀」伊勢－駿河－草

くさ

薙
なぎ

－焼津－相模－馳水（走
水の古名）－上

かず

総
さ

……
　などとなっています。どちらのコースを辿ったにし
ても、東海道・浦賀道を経て走水に到達しています。
　焼津から直接、海路で走水というコースを記入して
いる文献を瞥見したこともありますが、いずれが正し
い記載なのか判りません。また「日本書紀」に記載さ
れている「草薙」においては、日本武尊が火攻めに遭
遇した折、伯母から拝受した「草薙の剣」（三種の神
器の一つ）によって火勢を排除して難を切り抜けたと
いう話は、昔、歴史書や絵本で拝見しました。
　日本武尊の走水へのコースが、東浦賀道を辿ったか
西浦賀道（古東海道・鎌倉道）から走水へ到達したの
かも承知していませんが、東征の一行は浦賀道を経て
御所ケ崎へ到達し、臨時の御所を設け軍旗を立てたと
いう伝説からこの地を旗山崎とも呼んでいます（図-1

参照）。晴れあがった日、御所ケ崎から眺望すると、真
近に見える上総の山々と湾岸の景観・海の色・カモメ
の飛び交う三浦水道の風情は美しい。この海と上総の
景観も、台風などで荒れるとひとたまりもありません。
　忘れられないのは弟

おとたちばなひめのみこと

橘媛命、入水の話であります。

　浦賀道最大の難所は田浦から登る十三峠とその付近
で、今日もなおその状況を推測できるような部分もあ
ります写真-1。このたいへんな山道は、谷戸地形の谷
頭部周縁の急傾斜や急崖に囲まれた地帯であります。
この浦賀道最大の難所十三峠中心のゾーンが京浜急行
の「12分13トンネル｣ の主な部分でもあります。
　峠へと辿る途中、三浦一族と由緒深い長善寺を経て、
十三峠へ登りつめると、日本の外交や貿易に尽力した
三浦按針（ウィリアム・アダムス）夫妻の墓・桜の名
所塚山公園など数々の由緒深い場に到達いたします。
公園の突端における展望は見事で、遥か彼方の横浜の
ランドマークタワーやベイブリッジ等も眺望できます。
　逸見・汐入を経て聖徳寺、京浜急行沿いに春日神社、
さらに大津へ、矢ノ津坂を経て浦賀に到るコースが「東
浦賀道」であります。浦賀道には何本かの間道があり
ますが、前述の東浦賀道に加え、東海道の戸塚宿から
鎌倉、逗子、葉山、金谷、公

く

郷
ごう

を経て大津村で東浦賀
道と合流する「西浦賀道」があり、この道は古東海道、
鎌倉道とも呼名を変えている古道でもあります。さら

写真-1 十三峠標識（かつての峠みち付近も今日宅地化している）
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という歌碑を、由緒深い走水神社（日本武尊下賜の冠
と弟橘媛命の櫛を祀る）境内に建立し偲び尊んでいま
す写真-2。
　神話・伝承には、現実に起こり得ないことも書いて
あるのかも知れません、しかし、先人が長い間信じ伝
えてきたことの一端には、事実の一部もあるのでは
……などということも考えられています。今も御所ケ
崎に隣接する走水小学校の子らは折にふれ
「……やまとたけると　たちばなひめの　ゆかりの地
つよくやさしく　うつくしく……」
という校歌を元気よく唄いあげ、三浦と走水の風情を
愛
め

でつつ歴史を受け繋いでいます図-4。

5
泰平の眠りを覚ました、蒸気船

　18世紀以降、日本に寄港・来日する外
国人が次第に増えてきました。ヨーロッ
パでは、蒸気機関の発明に伴う産業革命
が1760年代以降進展し、産業・経済の発
展が進みつつありました。古来来日した
多くの外国人は日本の文化・歴史に大き
な影響を遺してくれました。当時「鎖国
状態」にあった日本にとって最も大きな
影響を与えたのは、米国の「マシュー・

日本武尊が走水から上総へ渡るその時、暴風雨に阻ま
れ立ち往生してしまいました。これを一行は「海神の
怒りのため」と考え、このとき同行してきた后弟橘媛
命がみずから入水して海神の怒りを鎮めた、という伝
説があります。再度、合唱組曲「横須賀」の詩には「荒
ぶれて　逆く　海に　雲はわき　上総が見えず、　砕
け散る　波の　穂の間に、ぬば玉の　黒髪　ゆれて、
　海底に　姫はしずみ、消えて　行きしと」　などと
詠われ（栗原2001）偲ばれています。その後多くの人々
が「弟橘媛命いまはの御歌なり」という歌
「さねさし相模の小野に　燃ゆる火の　炎中に立ちて		
問ひし君はも」

写真-2 日本武尊と弟橘媛命を祀る走水神社

図-4 御所ヶ崎（旗山崎）：右、走水港・走水集落：左。中央の建物は走水小学校（中村・画）
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ます。日本へ来る前に東洋各地を訪ね、東洋人や日本
人に関わる様々な研究と情報収集もしていました。沖
縄では首里城を訪ね、琉球王府の丁重なもてなしを受
けていました。そこで彼は中国料理に優る琉球料理と、
「守禮之邦」（礼節を尊ぶ国の意：守礼門にかかる扁額
の銘）に接し賞賛しています（サミエル・モリソン
2007）。当時琉球は日本に服属し、薩摩の支配下にあ
ったという事情をペリーは心得ており、琉球訪問によ
る体験は、日本人の性格や日本開国の手がかりを得る
ための努力ではなかったのかと指摘されています（山
本2003）。当時、日本は頑固に鎖国状態を維持してい
る ｢半未開国｣ で、外国の干渉を排除するという認識
を持っていました。ペリーの日本寄港の７年前、「ビ
ッドル提督」が来航し、日本に開国を迫りましたが、
ビッドルは紳士的な折衝に終始したため「追い返され
てしまった」とペリー提督は理解していました。そこ
で彼は、次のような三つの基本方針を強く保持しつつ
日本側と交渉することを決めていました。
　すなわち、１.	圧倒的な武力と国力の差を幕府に見
せつけること、２.	幕府中央官僚とのみ交渉すること、
３.	日本と長年交流のあったオランダの仲介に頼らず
直接交渉すること等が、機密報告書に記録されている

カルブレイス・ペリ－」であるということは万人の認
めるところであります。すでに小学生の頃から学び強
く認識してきた外国人といっても過言でありませんで
した。今日、三浦・横須賀を訪れる人々が必ず見学す
るところといえば、久里浜の湾岸に建つ大きな「ペリ
ー記念碑」であります。この記念碑は1901年（明治33
年）、1853年（寛永６年）のペリー来航時に少尉候補
生であったビアズリー米退役海軍少将が再来日し、そ
の時の熱い希望と、その後の米友協会の努力により久
里浜の地に建立されました。今日、伊藤博文公筆によ
る「北米合衆国水師提督伯理上陸記念碑」を見ること
ができます写真-3、図-5。

５-１　ペリーの思考、日本への対応

　ペリーの浦賀への来航は1853年７月８日であります。
　日本来航前にはヨーロッパを経てシンガポール・香
港・フィリピン・上海・広東・マカオ等東洋諸国を訪
ね、日本来航直前の５月26日～７月２日には沖縄を訪
問し、その間6月14日～18日には小笠原へ行っており

写真-3 ペリー提督上陸記念碑（1910年建立）

図-5 三浦半島中北部と「浦賀」・｢久里浜｣ 位置図（googleによる）

1km
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浜で親書を受領することに決し、1853年７月14日、久
里浜において親書を受領することにしました。米国側
の300人の上陸部隊、日本側1000人を超える軍勢等の
整列する中「ペリー提督」は上陸し、軍楽隊演奏のな
か応接所に入り、日本側「戸田伊豆守・井戸石見守」
と相対しました。ペリーは、大統領親書と自分の信任
状・提督自身の書簡３通の計５通を、オランダ語・中
国語の翻訳とともに手渡しました。戸田伊豆守からは、
受領書が手渡されました。この会見では話し合いを行
わないということが合意済みのため、ペリーはそのま
ま艦にもどったということです。（山本2003）。
　ペリー提督は1854年（嘉永７年）３月31日再度江戸
湾に来航しました。幕府は浦賀の応接所を急遽横浜に
移設し、ここで「日米和親条約」を締結しました。「戦
わずして得られた条約」を実現し得た意味は大きく（加
藤2001）、日米双方の関係者の努力、特に幕府側の中
島三郎助ほか浦賀奉行所の皆さんの尽力は今日も尚称
えられています。
　三浦湾岸の一部にすぎないこの浦賀・久里浜は、日
本を200年来の鎖国から解放し、今日の産業・経済や
社会構造を構築するきっかけをつくった大切な場とな
りました。太平洋戦争の最中、米国は敵国ということ
でペリー記念碑は一時撤去されていましたが、終戦と
共に直ちに復活いたしました。2012年７月14日、久里
浜で開催されたペリー来航159年の記念式典に参加さ
せていただき、内外の参加者とともに ｢横須賀で歴史
が大きく動いた｣ ことの経過と歴史を改めて重く感じ
ていました。

6
三浦・沖縄中城とペリーの旗立岩

　2011年、沖縄県中
なか

城
ぐすく

村
そん

の大規模地すべり地におい
て地すべり学会現地検討会が開催されました。その折、
たまたま現地近くの眺望のよい公園の一角に、ペリー
一行が中城背後の岩山登頂を記念する「ペリーの旗立
岩（中城村指定史跡）」なる記念碑と説明板を発見し
驚きました（写真-4菅野2012）。とにかくペリーは琉
球訪問によって、日本と日本人に対するよい印象と期

とのことです（会津2007）。そして交渉場所は当初か
ら江戸に近い場所という方針でありました。上記の１
～３で決めていたことはその後の交渉の結果に生かさ
れていました。

５-２　幕閣の混乱

　三浦の松輪沖で鮑採りをしていた漁師が「猛スピー
ドで黒い煙をはく船が江戸湾を目指している」と驚き、
三崎の奉行所出先を経て浦賀奉行所へ知らせてきたそ
うであります。しかし、奉行所へその報告が届いた頃
には、すでに黒船は浦賀沖に到達していました（山本
2003）。巨艦であることや蒸気船のスピードの速いこ
とに驚愕していました。浦賀奉行所は直ちに早船を仕
立て幕府へ知らせると同時に、早馬により浦賀道（御
用道路）によって次々と幕府へ状況報告を行いました。
浦賀奉行は与力・中島三郎助とオランダ語通詞・堀達
之助を旗艦サスケハナ号に派遣し副官コンテイと会見
しました。中島は幕府の取り決めに法り長崎へ廻航す
ることを求めましたが、アメリカは応じませんでした。
また艦隊司令官ペリー提督は副官を通じて、自分にふ
さわしい高官とのみ会見すること、日本のしかるべき
高官に大統領親書をお渡しする、という固い意志を伝
えてきました（長山他1994）。
　幕府内の意見調整を伴う返答が遅れる間、ペリー艦
隊はいち早く次の来航に備えて、江戸湾内における示
威活動を兼ね、観音崎・猿島・金沢・杉田沖等へ入り
水深測量等の情報収集などを実施していました、後日、
羽田沖など江戸湾へ深く入っています。測量結果は今
日でも信頼できる資料であるともいわれています。幕
府や湾岸地域住民に対するぺリー艦隊の示威活動は効
果的で、幕閣は返答の結論を急ぎ、大統領親書の受け
取りを決定せざるを得ませんでした。一方湾岸の庶民
は、艦隊が発する空砲におびえて避難支度をする住民
がいる一方、艦隊に興味を抱き友好的に小舟で艦の周
囲を訪ね、見学して回り、排除されていたという記載
もあります（サミエル・モリソン1968）。

５-３　日本開国の玄関・中心となった、浦賀・久里浜

　幕府は幕閣からしかるべき者を現地に派遣すること
はせず、浦賀奉行戸田氏

うじ

栄
よし

を幕府高官に仕立て、久里
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待をもったのではないかということも推測できます。
しかし、浦賀来航前、幕府に対応するために彼が決め
ていた前述（5-1）の積極的な３つの取り決めと、「も
し日本が開国を拒否した場合には、琉球や小笠原諸島
を占領することまで視野に入れていた」というペリー
提督日記の記載（会津2007）とその覚悟などは、この
旗立岩に一時期星条旗を立てた頃から心に決めていた
のではないのか、などと思います。
　中城村、旗立岩の東山麓は第三紀島尻泥岩層よりな
る地塊で、古来地すべり性崩壊などの現象が頻発して
いました。2005年（平成17年）にも大規模な斜面崩壊
が発生し、山腹下位の国道を脅かしていました。中城
地域の地すべりを熟知し、三浦半島の葉山泥岩層地帯
地すべりにも詳しい県土木事務所の鶴木拓也一課長、
学会幹事菅野孝美博士・加藤靖郎技術士によれば、両
地域の泥岩の土質・土性と断層・谷戸地形との関わり、
地塊の挙動関係等には類似性が多いことなど教示いた
だいています。私は「地すべりにとっての二大悪泥岩」
などと非公式に認識し対比しています。
「中城村の島尻泥岩層地すべり現地」……「ペリーゆ
かりの旗立岩と地すべり地塊」……「三浦の葉山泥岩
層の地すべり地帯」。たまたまペリー提督が行動した
地域には、自然との関わりに共通の問題もあり、不思
議な縁と偶然に興味を惹かされ
ています。

　昨年３月11日の東日本大震災
と、それに伴う未曾有の大津波や
地盤災害は、三浦の人々にとって
も大きな関心と不安感を与えて
おります。迫りつつある東南海大
地震の予想、地球の温暖化と気候
変化に関わる様々な問題は、三浦
が首都圏・通勤圏に位置するこ
ともあり、1960年代以降の地形改
変・宅地造成等は社会構造にも大
きな変化をもたらし、地域の斜面
環境の安全にとって重い課題と
なりつつあります。古代から近世
の「人と自然と社会構造」にかか 写真-4 ペリー旗立岩記念碑と今日の展望台
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