
斜面環境
山の辺の道「8」

アルプス山塊の懐と周縁生活場

１
はじめに

「東仙丈　西駒ヶ岳、間
あい

を流れる　天竜川　ア、ソリ
ャコイ　アバヨ」この唄は伊那節の一節であります。
伊那盆地を囲むがごとく、東西にそびえる南アルプス
（赤石山脈）と中央アルプス（木曽山脈）、その間を南
方向へ流れ太平洋へ注ぐ天竜川、これらの様子が的確
に表現されています。
　北アルプスとともに日本列島の屋根とも例えられて
いる南、中央両アルプス山塊の自然は、２億年以上も
の長い長い地球史と近い過去の歴史が重なり合って、

中村 三郎
なかむら さぶろう

防衛大学校名誉教授
地すべり学会顧問（理学博士）

赤石・塩見よく晴れて　空の青さが　うつりくる。
（大鹿小学校校歌）

図-1 南アルプス～伊那盆地の全体図

写真-1
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見事な景観と環境をつくりあげ、地域の人々に親しま
れてきました。早春の朝など、朝日に輝く木曽駒ヶ岳
に向かって手を合わせる年寄りを真似て､ そっと手を
合わせた時のことを思い出します。また中学生になり、
作家臼井吉見の「伊那の谷　すでに日暮れて仙丈ハ　
明るきまゝに雪映えにけり」という短歌を知り、改め
て南アルプスの名峰仙丈ヶ岳（3033m）の夕映えを見
直しました。
　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、平地が少ないことから、古来人々は山間
と谷間のわずかな空間に居住し、生活を展開してきま
した。また断層も卓越していることから、山を背に控え
た集落や、人の行き交う「山の辺の道」が至る所に見
られます。山を背にした住み家は、居住する人々にと
って落着きや安らぎが得られるのでありましょうか★１。
南アルプス山塊・山麓における古来の動・植物と人の
関わりなどについてはいろいろと興味深いことが報告
されています。また最近の未曾有の地盤災害を経験す
るにつけても、私たちは人間的尺度のみならず、地球
的尺度を踏まえた自然と人に関わる経過について思い
をめぐらし、防災の手法や時期などについて考えたい
ものであります。

２
孝行猿

　三峰川上流を歩いていると、しばしば数匹で行動し
ている猿のグループに出会うことがあります。親子猿
か兄弟猿か判りませんが、跳びはねる仲間たちは仲良
く元気が良い、太古の昔から人と猿との関わりはどう
だったんだろうなどと思うことがあります。
　小学校低学年の頃ウサギや山羊を飼っていた経験も
あり、集めた草を与えたりする時など動物たちは何を
考え、行動しているんだろうなどと子供心に思うこと
がありました。小学校の西沢（後に仙石）先生から、
アルプスの「孝行猿」という話を伺ったのはその頃の
ことです。「動物の心」と「人」との関わり深いお話
だななどと思い、忘れられません。
　南アルプスの山麓で暮らす人々は、わずかな地形斜
面を耕して雑穀を育み、木の実などを食べ、冬は山の
鳥や獣を捕らえて生活していました。入野谷資料館資
料（2005）★２によると、旧長谷村柏木の保坂勘助さん
は冬のある日、一日中野山を渡り歩きましたが、ウ
サギ一匹獲れませんでした。その帰り道、大きな木に
登っている猿をたまたま見かけたので、これを一発で

高遠

図-2 南アルプス山塊 （中村2015）

註：臼井吉見（ウスイヨシミ）
明治38年長野県安曇郡三田村（現・安曇市）に
生まれる。旧制 伊那中学（現長野県伊那北高
等学校）松本女子師範学校などで教員も務め
た。代表作に大河小説「安曇野」がある
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撃ち取りました。日頃猿などは狩猟の対象としないの
ですが、その日は獲物がなかったこともあり、撃ち取
った猿を背に家に持ち帰ったのです。その時背後で悲
しげに鳴く小さな声が気になったそうであります。家
に帰り囲炉裏の傍らの棚に撃ち取った猿を吊して寝ま
したが、深夜かすかな物音に起こされ、そっと戸を開
けて囲炉裏を見たところ、埋めておいた火が赤く火照
り、その火で３匹の子猿が掌を温め、代わる代わる親
猿の鉄砲傷の部分を懸命に温めている様子に驚きまし
た。撃ち取った親猿を背に家に帰ろうとした時、背後
で鳴いていたのはこの子猿達だったのかと思うと、限
りなく哀れな気持ちでいっぱいになり、その後は一睡
もできなかったといいます。明け方子猿たちはどこへ
ともなく見えなくなりました。夜が明けると勘助さん
は再度親猿を背負い、自宅に近い丘の上の松の根元へ
埋葬し、懇ろに弔ったと伝えられています。今日、入
野谷資料館に関係資料が展示されており、この話は昭
和11年（1936）「尋常小学修身書・巻１」として文部
省から発行されています。
　　けだものの　猿といえども　親思う
　　そのまごころは　人におとらず
　　息絶えし　親を生かさんとかわるがわる
　　傷あたためる　三匹の小猿
　　とこしえに　語りつたえん　信濃路の
　　孝行猿の　子の心あわれ

　　詞；藤沢古實 写真-2

３
アルプスの木地師

　数年前、旧長谷村出身で地域の故事に詳しい旧友、
鹿野氏（信濃毎日新聞編集担当：当時）とお会いした折、
中央構造線沿いの平家落人伝説に関わる「壇の浦」の
地名とその由来についての話が出ました。彼は「ふる
さとの壇の浦という地名も興味深いが、浦集落やこの
村の各地には、南アルプスの豊かな山林資源と縁の深
い“木地師”がかつて多数活躍し、落人伝説より時代
が古いんだよ」という助言を頂いたので早速二、三の
文献を探ってみました。宮下（1971）★３によると確か
に“木地師”の存在は、平家落人伝説よりはるかに時
代が古い。すなわち貞観元年（859）年文徳天皇の第
一皇子惟

これ

喬
たか

親王は、皇位を継ぐことなく、一族の家臣
とともに近江国（滋賀）の山の中へ籠もり仏門に入り
ました。これが一つのきっかけとなり､ 山中で生活の
糧を得るために、木地で椀や盆を作る技術を苦労して
案出しました。これが「木地師」の発端であったとの
ことであります★４。
　南アルプス山塊・山麓は山が深く、標高1,400mま
では広葉樹のシラカバ・クリ・ナラ等の先駆樹種、
1,500ｍ以上にはコナラ・ミズナラなどの有用な極相
林に恵まれています。近江（滋賀）において考案され
た技術は、木地師とともに美濃・三河・遠州へと伝播
され、南信州へと伝わってきました。当初は中央構造
線沿いの大鹿村鹿塩や北川をはじめ、中川村四徳・松
川の各地における活動が認められています。北川にお
いては、50戸を越す木地師家族の居住跡が追跡され
ております。その後旧長谷村の栗沢谷・奥浦・栃洞等
にも居住跡が認められています。さらに仙丈ヶ岳・東
駒ヶ岳・赤河原方面から流下する戸台川・小黒川上支
流域の栃島・栃平等広い地域に多数の木地師が住み着
き数百年、アルプスの豊かな林木の資源を生かした活
動を継続してきた痕跡が知られています（長谷村刊行
委員会（1997））★５ 図-3。
　上述のごとく各地に居住し、生活を展開してきた木
地師の人々にも、社会・経済の進展に伴う地域の変化
につれて、江戸時代末期になると、三峰川下流域や天
竜川沿いの低地帯へ転移する者も増えました。これが
大正時代になると、木地師集落の人々は低地へと転居
し少なくなったといわれています。木地師集落の跡に猿の親子像写真-2
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はしばしば菊や桐の紋章を付した墓石 写真-3を見い出
すことがあるといいます（宮下（1971））。惟喬親王の
一族やその家臣らの末裔等の由縁と誇りを物語ってい
るのでしょうか。かつて親王没後は木地師およびその
子孫は大蔵あるいは小

お

椋
ぐら

等というユニークな姓を名乗
り、その後の社会で活躍しています。伊那地方でこの
種の姓をしばしばお見受けいたしますが、個々の人々
の由縁については残念ながら承知しておりません。

４
山の辺の道異変

　日本列島を大きく内帯と外帯に分け、列島を縦断し
1,000kmを超えて発達する中央構造線は、赤石山脈と
伊那山地の間にほぼ南北方向に直線状に発達し、顕著
な断層線谷が形成されています。この断層線谷は古来、
三河･遠州・南信州を結ぶ「秋葉街道」としても知ら
れています★６。
　構造線の東側（外帯部分）には三波川帯・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、幅約数メートル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箇所を超えています。このうち
約1/2は三波川帯に、1/4は秩父帯に分布しており、

図-3 木地師分布図

木地師の墓石
惟喬（これたか）の子孫であるという誇りから、多くの墓には菊
の紋章が刻まれている。　　写真提供：飯田市上村振興公社

写真-3

sabo vol.118 夏 2015sabo vol.118 夏 2015 45



領家帯には少ない（中村他（1982））★７図-4  図-5  。
　1961年６月、533㎜の集中豪雨直後、構造線沿いの
大鹿村・大西山において未曾有の「山抜け大規模崩壊」
が発生しました。いわゆる「伊那谷・三六災害」の代
表的な被災事件であり、大惨事でありました★８図-6。
　断層西の三角末端面（高さ450m・幅500m・厚さ
20m）の岩体が大音響とともに転倒崩壊し、巨大な山
津波となりました。小渋川の堤防等を吹き飛ばし、
700m離れた文満集落まで１分足らずで到達し、家屋
等を一挙に呑み込みました。崩壊土量は330万㎥、犠
牲者42名、という未曾有の大惨事となり、後世に語
り継がれています。この災害が一つの貴重な切っかけ
となり、今日の被災対応・危機管理に生かされつつあ
ります。近年は構造線沿いの入谷・此田地区において、
国交省の直轄地すべり調査対策が積極的に推進されて
おります。
　脆弱化した構造線地区の地盤条件に加えて、地球の
温暖化が取り沙汰され、その影響が確実に現れつつあ
る昨今、過去の被災経験を生かした防災意識と技術を
高めたいものであります。

５
乱流の置きみやげ

　伊那盆地を北から南へ流下する天竜川は、かねてか
ら「あばれ天竜」の異名をもって知られ、その元凶は
南アルプスの大小河川を集めて流下する三峰川といわ
れていました。今日高遠を扇頂部とする広大な扇状地
が発達しています。この扇状地を流下する三峰川の流
れは、ゆるやかな時は青白く透き通るような清流で、
その流れの中に大小の古期岩類の河床礫が美しく揺ら
いで見え、子供の頃には赤っぽいチャート（岩石）や
黒光りする蛇紋岩の礫などを集め興じておりました。
しかし、台風などに伴う豪雨時には流れの様相は一変
し、多量の土石とともに濁流化し、その奔流が天竜川
に合流し、これが「あばれ天竜」の元凶となってい
ました。上伊那誌刊行会（1965）によれば、万治元年
（1658）以来明治元年（1868）までの210年間に15回の
大洪水・大満水が記録されております。また明治2年
（1869）以降昭和32年（1957）の間には24回の大洪水
（満水）が記録されています。凄い大水で家も人も一
緒くたに流されてしまうという意味の「川ながれ」「人

図-4 構造線と崩壊地分布

北
川
露
頭

図-5 中央構造線北川露頭（図-4参照）

西南日本の内帯と外帯を分ける構造線部分です。断層の動きによ
って岩体は破砕され、もとの岩体との見かけは変わっている。図中
↓印直下が断層線部分です。赤褐色側が内帯側で熱いマグマが地
下でゆっくり固まった花崗岩（領家帯）。右側の緑黒色の部分は外
帯側で低温で高い圧力を受け鉱物が薄い板を重ねたごとく変化し
た結晶片岩類（三波川帯）であります。
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取り川」という表現は、昔聞いた時にはたいへんショ
ックでありました。またこの扇状地面の各所には「島」
の名のつく集落が多数ありますが、これはかつて扇状
地面を乱流する三峰川の中・下流に大小の砂

さ

堆
たい

ゾーン
が作られ、後日そこに集落が発達し、集落名の末尾に
島の名称がつけられたのではないか、ということが容
易に考えられます図-7。
　地域の人々は、たびたびの洪水等による堤防の決壊、
道路や水田の流出の繰り返しに遭遇し、水防に関わる
懸命な努力を繰り返してきました。当時「この河原に
はもう二度と人は住み着けまい」と言う人も多かった
そうでありますが、しかし、人々による堤防づくりの
ための「もっこかつぎ」など、長い年月にわたる絶え
間ない水防への努力と防災への念願が叶い、昭和32
年（1952）には美和ダムが構築されました。旧建設省
による美和ダム完成後は、洪水･川ながれ・もっこか
つぎなどの話は全く聞いていません。かつての「住む
に堪えない土石だらけの氾濫原」は長年の防災･砂防
事業の継続と美和ダムの構築によって平安が保たれ、
また「あばれ天竜の元凶」といわれた三峰川も沈静化
しました★９。
　市役所をはじめ公共の建物が建設されている新田地
区図-7は、かつての「川ながれ」「人取り川」の氾濫
原地帯の中心でありますが、今日では、安全かつ快適

な環境の居住地区として変貌を遂げつつあります。

６
風のことば・水のつぶやき

　中央道を走行し諏訪湖を右に見て数十分、山間を通
過し天竜川を渡ると左右に視界が開けます。はるか東
南方向を望むと3,000m級の南アルプス（赤石山脈）の
山並みが眺望できます。さらに西南方向には、中央ア
ルプス（木曽山脈）の山々とその山麓に発達する扇状
地、扇面上に点在する古い集落の風情は印象深い。東
西の両アルプスとその山麓を眺望しつつ走行する伊那
盆地のこの「風景街道」（中村良夫（2008））★10はいつ
までもこのままであってほしいもの……などと勝手に
願うこの頃であります。
　南アルプス山麓には
「たかとほは山裾のまち　古きまち
　ゆきあう子らの　うつくしきまち」
　と田山花袋（1916）が詠んだ高遠町があります（図-2

参照）。高遠から中央構造線沿いに南下すると、平家
落人伝説で知られる旧長谷村・浦地区の西を経て分杭
峠を越え、大鹿村大河原に出ます。比較的広い大河原
は青い空が大きく開け、早春にははるか東方に冠雪の
アルプスが望めます★11 写真-1。

図-6 大西山崩壊　「伊那谷の土石流と満水」中の写真を使用して図化した（中村）

Hb ：ホツグバツグ（豚の背地形）
Hv ：Hb両側の谷襞
Tf	：三角末端面
Hb背面・Hv部分からの渗透水。
流水により次第に圧砕岩が風
化し、前面の岩体（Tfの一部）
を不安定にしたということが考
えられる。
　　　 秋葉道

伊那谷の土石流と満水★8・9中の
写真を使用して図化した（中村）

0 200m
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　赤石・塩見よく晴れて
　空の青さがうつりくる
　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

大鹿小学校校歌、詞；島崎和夫
　この歌詞を見ていると、元気な子らの清々しい歌声
が聞こえてくるような気がします。地域の人々や訪れ
る誰もが感じる風情がよく表現されています。
　アルプスの高い山・深い谷が育む動植物、古来この
自然の狭間で生き抜いてきた人々の五感を生かした生
活対応や技術は、木と共に生き・木を生かす文化、山
と生き・山を生かす文化、へ通じるのでありましょう
か。今後のアルプス山塊とその周縁におけるよりよい
自然との共生を念じる時、先年、三峰川上流域をとも
に歩きご案内下さった浦地区居住の小松老人の「森や
林を吹き抜ける　風のことば、岩にぶち当たって流れ
る　水のつぶやきは、いろんなことをおしえてくれる

なえ……」という言葉をいつも思い出します。

　なお、小文に快く写真提供下さいました上村振興公
社、前島道広様をはじめ多くの方々にご協力頂きまし
たことを心からお礼申し上げます。

図-7 三峰川扇状地

新田
青島

上島

上大島

小
出
島

狐
島

中
殿
島

下
殿
島

上大島

天
龍
川

天
龍
川

三峰川

sabo vol.118 夏 201548




