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１
はじめに

「ワー！　デッカイ池だなー……」杖突峠から初めて
諏訪湖を見てその大きさに驚いた、生まれて以来　小
学校4年まで、海はもちろんのこと湖も見たこともな
く育った者にとって、峠で眺めた眼前の諏訪湖、この
大きな「水溜り」の眺めはショックでありました。そ
の時から数年後　諏訪湖はフォッサマグナ沿いの地
溝湖ということを知りました。そして諏訪湖を眺めた
杖突峠の南方向には日本列島最大の断層　中央構造線
（MTL）が発達していました。南アルプス山麓・赤石
山脈と伊那山地との間に発達する谷、その谷間を縫う
ようにしてほぼ南北方向に発達する道筋は、古来地域
の人々にとってはもちろんのこと、他所から訪れる人
にとっても大切な交通路として利用され、長い歴史の
間には様々なエピソードを遺してきましたが、しかし
この谷間の人々が刻んできた生活や風情の移り変わり
は、他の地域と比較すると今日までゆっくりでありま
した。そんな谷筋も最近は様変わりが予想される三遠
南信道（秋葉街道）であります。

2
断層と生活場の被災

　中央構造線（MTL）は日本列島を内帯と外帯に分け
るわが国最長の大断層であります。赤石山脈と伊那山
地との間に発達する構造線谷、そして構造線とほぼ平
行に発達する大小の適従谷、その谷を分断するごとく
各所に峠の地形が認められます。諏訪湖南・杖突峠か
ら分杭峠・地蔵峠・青崩峠を経て水窪へと連なる峠、「峠
と断層とは切り離すことのできないもの」と松島（1954）
は指摘しています。ほぼ南北の中央構造線沿いに発達
する適従谷部分には、高遠・長谷・上村・南信濃・水
窪等の旧町村が位置しており、また北から市野瀬・下
市場・鹿塩・程野・和田などの集落にはかっての茶屋、
旅籠屋、馬宿などの跡も多い。特に和田はかって遠山
郷の中心地として秋葉参りの人々や中馬で宿場町なみ
に賑わった（地名辞典2006）という図-1。
　断層に位置する故の生活の場としての適地というこ
とと、それゆえに被災の場という両面の問題が考えら
れます。中央構造線の東側（外帯）部分には三波川帯・

写真-1 神宿る谷の世界を映し出す「霜月祭りの湯立て神楽」
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　地すべり現象は地表地盤の風化・土壌化が促進され
ることから、地すべり地と農耕適地との関係が深いこ
とはよく知られており、岩体が脆弱化しやすく粘性度
が卓越する三波川帯も例外でありません。上記の三波
川帯の地すべり地の多くは、いわば中央構造線断層の
適従谷斜面上の地すべり現象と考えられ崩壊頻度が多
い。最近国の直轄地すべり対策事業として手掛けてい
る「入谷・此田地すべり」についてみると、入谷は長
期にわたるアルプス山塊の隆起現象と河川の浸食が地

秩父帯・四万十帯が、西側（内帯）には領家帯と三波
川帯との接触部分が主で、幅約数ｍの断層粘土の部分
と数十～200ｍの破砕帯の発達が考えられており、造
構造運動に伴う岩盤の破砕や、地形の大きな隆起量は
長期にわたり斜面を不安定化しています。
　構造線沿いの三峰川・小渋川・遠山川・小嵐川流域
には多数の地すべりが発生しており、ほぼ190箇所を
超えます。このうち約1/2は三波川帯に、1/4は秩父帯
に分布しているが領家帯には少ない（中村他1982）。

諏訪より杖突峠をへて高遠・分杭峠・遠山・青崩峠・水窪にい
たる約150kmの中央構造線沿いのほぼ直線状の街道であります。

断層沿いの地質帯にうち、破砕の著しい三波川～御荷鉾（みかぶ）
帯における地すべり現象が著しい。古来農耕地としても利用され
生活の場となっています。入谷・此田地区においては近年直轄
地すべり対策事業が推進されています。

図-1 三遠南信道（秋葉街道） 図-2 中央構造線沿いの地すべり地塊分布（中村他1984）
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小松さんから聞いた山のこと・川のこと・森のこと、
そして祖先のことなどの話を想い出します。旧長谷村
の奥深い山道を辿りながら、いろいろなことをご教示
頂く途上、「ここは浦という場所だが古老たちはここ
を「壇ノ浦と云うんだよ」と遠慮がちに言われた。村
の古老の話と云うのが気になり、後日村の教育委員会
へ参上し教えて頂き各種の資料を探索してみました。
　幕末高遠藩士の著書「伊那志略」入野谷郷（長谷村
方面）の項に、「浦、木下蔭曰古言　壇浦邨　支邨丸
山新田」とあり同じ高遠藩士葛上紀流の著書「木の下
蔭」でも浦村は昔確かに「壇ノ浦村」と云っていたと
いう記録を見ました。他にも同じような文言がありま
したがその適否について私には判らない。さらに浦地
区の小松氏一統の者は、平家と同じ、宇佐八幡宮を祀
り、近くには「馬見峠（岩）」＝別名「敵見岩」ともい

盤条件に反映し、地質条件と相まって地すべり現象の
拡大化が考えられ、これに対する対策事業が推進され
ています。また此田は四万十帯ゾーンでありますが、
断層沿いの適従谷斜面の地盤崩壊であり、今後気候の
温暖化に伴う異常気象との関わりについて留意し対応
する必要があります図-2。
　1961年6月29日、構造線沿い西斜面の大西山におい
て、未曾有の「山抜け・大土石流」が発生致しました。
集中豪雨（累積雨量533.2mm）後、断層西斜面の圧砕
された三角末端斜面の高さ450m、幅約500m、厚さ約
20ｍの岩体部分が大音響と共に屏風の倒れる如く転倒
崩壊し、巨大な山津波となりました。山津波は堤防等
を瞬時に吹き飛ばし700ｍ離れた対岸の文満集落まで1
分足らずで到達し、家屋や各種構造物を一挙に呑み込
み、逃げる人々を助ける術もなく、さながら地獄絵そ
のものであったといいます。崩壊土量は330万㎥、犠
牲者55名、重軽傷者55名の大惨事でありました。この
大災害は今日 ｢三六災害｣ として語り伝えられ、当時
の記憶と経験は、今日、地域の被災対応・危機管理に
生かされつつあります写真-2。

3
「壇ノ浦」の里

　40数年前地質調査のため当時の長谷村小瀬戸峡付近
へ入った。その折一日案内をして頂いた森林組合長の

壇ノ浦戦の後　平氏一統は中央構造線沿いに北上し転戦した、
戦い利あらず中沢郷・分杭峠を経て入野谷郷最奥地へと転じ浦
地区に｢壇ノ浦落人集落｣をつくった。

大河原西の御荷鉾破砕帯部分において大規模に崩壊した山塊は、700ｍ離れ
た村へ一分たらずで到達し、古今稀な未曾有の大災害となりました。

図-3「壇ノ浦」と「分杭峠」

写真-2「大西山大崩壊」（1961･6･29三六災害）（国交省天竜川上流河川事務所､ 2012））

集落
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事な断層の露頭を観察しつつ南下すると大鹿村大河原
に出ます。地域にとって比較的広い大河原は、断層・
街道沿いに北流する青木川と小渋川とが合流する場で
あり、古来繰り返された大小規模の河流とそれに伴う
土石流などによって形成された広い河川敷でもありま
す。青い空が大きく開け、早春の時期、遥か東方には
冠雪の南アルプスの山々が望めます。
赤石・塩見よく晴れて　空の青さがうつりくる

つぶらひとみのかがやきよ　未来をわける葦となれ……

　この大河原に位置する大鹿小学校の校歌（島崎
1984）は、大鹿の人々や訪れる人々誰もが感じる風情
がよく表現されており心に残ります。
　大河原の東約2kmに上

わ

蔵
ぞ

という地区があり写真-3、
ここに大河原城祉・福徳寺や野々宮神社などがあり、
かっては大河原の中心であったとも云われています。
　南北朝時代　後醍醐天皇の皇子宗良親王（1311～
1385）は南朝（宮方）勢力回復のため、遠江から天竜
川を北上して越中・越後に兵をすすめ、北朝（幕府軍）
と戦いました。その後諏訪から杖突峠・分杭峠を越え
て、1344年（興国5年）大河原上蔵の香坂高宗の居城に
入られたという。高宗は当初から親王の安否を気遣い、
後に御所平と呼ばれる安全な場所に住まいを設けお移
りいただきました。それから30余年、当地の御所平を
拠点として、古来のあきば道を用い、特に青崩峠を頻
度はげしく活用され、東海道・吉野の行宮へ、また北

われ、三遠南信道の市野瀬方面まで見通せる位置で敵
勢を見張ったとされる遺跡もあり、案内して頂きまし
た。また浦の苔むした先祖の墓および墓碑銘は、長谷
村文化財指定として保存されていました。浦に定住さ
れた平氏一統は、今日の大田切における源氏方との戦
いに利あらず、中沢郷・分杭峠をさまよい、人里遠い
秘境「浦」に到達した人々ということが推測されてい
ます図-3。
　平氏が壇ノ浦で滅亡し、平氏追討の令旨が降った
1180年（治承4年）以降、平氏一統は投降しない限り列
島各地の奥地へ奥地へと追われ、山深いところに隠棲
し平氏落人部落を遺してきました。「阿波の祖谷地方」・
「紀伊熊野山中」・「南アルプス山中」等における数多
くの落人集落の話はかねてから聞いており、前述の「壇
ノ浦」集落もこの落人集落と理解しました。この浦地
区は、中央構造線沿いの三遠南信道（秋葉街道）の東
側に平行する尾根地形部分であり、アプロ－チの困難
な場所で平氏一統にとって格好の隠棲の場でもあった
ということが考えられます。

４
南朝の道

　中央構造線（MTL）沿いの高遠・長谷（市野瀬・壇
ノ浦等）を経て分杭峠を越え、さらに狭い断層谷・見

写真-3 南北朝時代の大河原の中心「上蔵（わぞ）」集落。背後の丘の上に敬愛された宗良親王を祀る「信濃宮神社」があります。
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が、家々の軒先にはしめ縄等が飾られ、その日の夕暮
は少し賑わしい雰囲気の宵口でありました。寒さがき
びしく、宿では早速風呂に入り同行の仲間と酒など酌
み交わし暖をとりました。宿の古老の話では今夜は ｢
霜月祭り｣ であるという。和田へ来る前、上村の伝承
館において霜月祭りのビデオを見せて頂いた時の詩を
想いだしていました。
冬来ると　　誰が告げつら　　北国の

時
しぐれ

雨の雲に　乗りてまします　（伝承館ビデオより）

　霜月は1年で最も日照時間が短く、生あるもの全て
の生命が弱まると考えられています。古老の説明で
は「ここの人たちの生活に欠かせない火・水・木や土
などの神、そして日・月の神を祀り感謝するお祭りで
村では大切な伝承行事なんだよ」という。夜更けとと
もに、祭りの笛の音が谷を伝わってくるような気がし
ました。神社境内では夕方から明くる朝まで、二つの
大釜に焚かれた火で湯を煮えたぎらせ、湯立ての中で
大勢の神々を迎えます。里人が待った年1回の「神と
人間の出会いの夜」とのことであります。神々に模し
た面を掛け、神に化身した村人は舞い・踊りつつ、集
まった里人に湯立ての湯滴を浴びせお祓いを施し、共
に神に感謝をささげ祈ります。村人の体から体、記憶
から記憶へと伝え残された祭りと祈りが伝承されてお
り、生きた古典をみる感があります写真-1。
　この遠山郷の ｢霜月神楽｣（国重要無形文化財）は、

の杖突峠を越えて甲斐・武蔵など各地で北朝方の幕府
軍と戦い、南朝方の勢力拡大のために奔走されたもの
と考えられています。このこともあり、この長い谷道
を「南朝の道」などとも称していました。しかし南朝
再興の夢は叶わずこの地で生涯を終えられたと記録さ
れ、また終始親王に忠誠を尽くされた香坂高宗は1407
年（応永14年）大河原城にて没したといいます。
　茂木（1975）によれば当時の大河原の地は、戦略的
にみると「守るに易く攻むるに難い要害の地」だった
と指摘されています。地域の人々の敬愛のシンボルと
しての宗良親王は、この地をこよなく愛し地元では「信
濃宮」と称え親しまれ、今日、上蔵集落の小高い丘の
上に「信濃宮神社」として祀られています。親王の御
活躍とゆかり深い城祉や神社には、
我を世に　　阿

あ

理
り

や登
と

　問はば　　信濃那
な

る

以
い

奈
な

と古
こ

多
た

へよ　　峰の松風　（宗良親王）

　という歌碑を観ることができ親王が地域で過ごされ
た当時の、お気持の一端を窺うことができます写真-4。

5
神宿る谷と里人

　数年前の初冬、地すべり地調査のため南信濃村和田
の旅館へ投宿しました、寒い夜でした。いつもは人通
りのあまりない静かなたたずまいの街並みであります

境内には親王ゆかりの歌碑（本文参照）があります。
写真-4「信濃宮神社」

遠山の谷で最も古い考古遺物は　写真左山麓の「尾の島館」遺跡で発見され、縄
文時代早期（約8000年前）の遺跡といわれています。住居址や生活遺物も多数発
見され、古来街道の中心でもありました。

写真-5「遠山郷」
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熊野本宮大社から秋葉山・鳳来寺山・諏訪大社へと、
中央構造線沿いの古道秋葉道を経て修験者などにより
約800年前より伝承されたとの記録（上村1971）を見ま
した。信濃・遠江・三河の地帯は全国でも屈指の民俗
芸能の宝庫ともいわれています。遠山郷北の大鹿村に
は、度々NHKによって紹介されている ｢大鹿歌舞伎」
（国選択無形民俗文化財）もあり、地域の人々の努力
によって300年來、雅な文化と伝統が守られています。
いずれも伝統文化のもつ計り知れない不思議な力と歴
史、「神宿る谷」などという思いを感じる行事であります。

6
山の辺の道、この先

　三遠南信道は古来秋
あき

葉
ば

道
みち

とも呼ばれていました。伊
那谷から遠山谷・青崩峠をへて遠州秋葉山に通ずる道
の総称でありました。かっては八幡（飯田市松尾）遠
州道と分かれ、小川路峠（1492ｍ）で伊那山地を越え
て遠山郷に至り、青崩峠を越えて遠州秋葉山に至る道
（日本歴史地名辞典1998）を言っていました。しかし、
小川路峠までの道は水の流れに由来する自然の道では
なく、「人工的に開削された附けたしの道路である」
という柳田国男の主張を野本（2011）は紹介していま
す。小川路峠道（図-1参照）は今日あまり使用されて
いません。一方、諏訪から藤沢川・高遠を経て分杭峠・

鹿塩川・大河原・青木川・地蔵峠・上村川・和田・小
嵐川・青崩峠・翁川・水窪までのおよそ150km、この
谷と水路沿いの道は、多少屈曲があるもののほぼ直線
状であります。山岳地においてかくも長い直線状の山
の辺道の例は稀であります（図-1参照）。
　青崩峠（1082ｍ）は信濃と遠江との国境の峠であり
ます。造構造運動に伴う圧砕・破砕の著しい構造線沿
いの峠道周縁は、山腹の著しい崩壊や青みを帯びた岩
肌の露頭、大小の岩塊流は絶えることなく、まさに青
崩れのイメージそのものの様相を呈しています。この
ような峠道でありますが、古来、火

ひ

防
ぶせ

の神として、庶
民信仰の対象として秋葉山秋葉神社詣でのための峠越
え、また遠州と信州の文化の交流や相互物流の道とし
て、時には戦いの道として多くの人々の行き交う役割
を果たしてきました。野本（2011）は「青崩れを超え
た人々、峠越えの結婚と里帰り」の中で、信州遠山郷
の娘が遠州への嫁入りする前後の習慣の相異や、里帰
り時のことなどについて述べています。地域の文化や
言葉の相異は特に婚姻や職人・労働者の移動などと共
に少しずつ伝播すると言われています、特に峠という
自然条件由来の習慣や言葉の差には興味深いものがあ
ります写真-5。
　前述しましたが中世の南北朝争乱時代（1344～1380）、
南朝（宮方）の皇子宗良親王はこの街道沿いの大河原
（上蔵）に拠点をおき、頻度激しく青崩峠を越えて東

地すべり地塊とその対岸西側には、小嵐川を挟み断層沿い（北東方向）に三角末端面（Tf）が発達しています。此田地すべり地区を経て図の右（南
東）方向が兵越峠方面。

図-4「中央構造線と此田地すべり」、兵越峠への道
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た。加えてこの頃は東京～名古屋間をほぼ直線で結ぶ、
「リニヤ中央新幹線ルート」すなわち南アルプスの大
規模トンネルを経て飯田経由・名古屋・大阪を繋ぐ線
が取り沙汰されております。この先十数年後における
三遠南信地域の人と自然の変貌が予想されますが、「人
間の都合優先」のみの事業に偏ることなく、｢計り知
れない自然の都合｣ を正しく理解し適応しつつ拓かれ
る｢山の辺の道｣の構築と事業の推進を希求いたします。

謝辞　本小文の資料収集と記載にあたり国交省の蒲原
潤一・鈴木克章の両氏、川崎地質の橋本直樹氏のお世
話様になりました、記して厚く御礼申し上げます。

海の各地で活躍されていました。さらに
また戦国時代、武田信玄も1572年（元亀
3年）上洛を志ざし、2万5000人の兵を率
いて遠山領から青崩れ峠へと兵を進めま
した。その際武田軍は一策を得て、峠の
手前此田付近にて分隊し、「青崩峠と兵
越峠」の両方から遠州へ進攻したと云わ
れており、この時から「ヒョウ越峠」と
命名し信玄はこの峠を越えたと伝えられ
ています図 -1・4。
　青崩峠越えの山道は地盤条件が悪く不
安定な状況下にあり、近年地元や三遠南
信道を利用する人々の多くは、信玄ゆか
りの兵越峠越えの道を利用しておりま
す。また、狭い道幅ながら自動車道とし
ても活用しております。最近は、飯田国
道事務所により、水窪池島から此田小嵐
地区に至る6.4kmの青崩れトンネルが施
工されつつあり、さらにその先、北の小
嵐バイパス・和田バイパス・矢筈トンネ
ルへと連絡する「三遠南信自動車道」が
構築されつつあります（図-1参照）。天
竜川上流河川事務所による此田地区地す
べり地塊の安定化直轄事業の成果は、青
崩れトンネル事業との関わりも深く、安
全な事業推進が望まれています図 -5。
　各時代における交通手段の変化は、古
来の「信仰の道・塩の道・戦いの道」と
しての役割を経て、近年秋葉街道におけ
る峠の機能と意義を大きく変えてきまし
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「三遠南信道（あきば古道）」最南端の峠路であります。断層線沿いの山腹崩壊が著しく、
今日この峠路はほとんど利用されていない。近年は此田地すべり地を経由する信玄ゆ
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作業が進められています。

図-5 青崩峠と小嵐川
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