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会津盆地 の歴 史地 理 環境 一 会津 と越 後 のつ なが りに注 目して一 (報告要 旨)
堀 健 彦 (新潟 大 学 人文 学部)
1 阿 賀川沿 いの 交通路復原 に向けて
会津 と越 後 を結ぶ河川 である阿賀川 (新潟県域 では 阿賀野川)沿 い で 、城 氏 に関連す る と考 え られ
る 12世 紀後半 の遺構が阿賀野市 の大坪遺跡 、会津 坂 下町 の 陣 ヶ峰城跡 で検出 されて い る。 この こと
は城 氏が阿賀 川 の水運 を掌握 し、会津 か ら越後 、越後か ら会津 へ のモ ノと ヒ トの動 きを掌握 して い た
可能性 を想起 させ る。 しか しなが ら、阿賀 川 は 、慶長 16年 に起 きた地 震 によ り滝が形 成 され るな ど、
現状や 明治期 の 旧版地形 図 の状況 を単純 に 12世 紀代 に遡及 させ て考 えることは 出来な い。それ では 、
12世 紀後半段 階 の状況 を復原 して い くた めには どの よ うな手続 きが必 要な のであろ うか。
2 会 津盆地内で の河道変化 の把握
そ の際、会津盆地 内 の 阿賀川 と、喜多 方市 慶徳 町山崎 よ り下流 の 山間地部分 の阿賀川 とを区別 して
考 えて い きた い 1)。前者 にお い ては 、阿賀川 を含 めて 、多数 の河川 が緩 扇状地 を成 しつつ 自由蛇行 し
て い た の であ り、洪水 による河道 の移動 0変 化 に注意 を払 う必要がある。 中世 の会津盆地が何度 も洪

塔寺人幡官
水に見舞われていたことは、『
塔寺八幡官長帳』の裏書等からみて間違いない。 しかし、『
長帳』のような史料では、具体的にいつの洪水でどのように河道が変化 したかと言 うことを知ること
は 出来 な い た め 、 地 形観 察等 を含 めた 歴 史地 理 的 な研 究 に基 づ く復原 が必 要 とな る。 そ の 際 、先 行 す

る向井吉重 の 『会津 旧事雑考』 の 中世 における阿賀川 の河道変化 についての復原図は、古い痕跡 が多
く残存 してい る状態 での考察 として大 いに参照す べ き成果 であるが、あくまで歴史地理的な研究成果
として とらえるべ きであ り、向井 の復原結果 自体を無批判に事実 とする ことは危険である。それ ゆえ、
河道変遷 については、歴史史料 と先人の観察や考察 の成果、 自然地理的な知見、発掘調査で判明 した
￨1遺
河り
構な どをつ きあわせて、地道 に総合化 して復原 してい く他はない。
3 山 間部 における阿賀川 と河道閉塞
対 して、阿賀川 が山間地を流れ る部分 については、 ど うであろ うか。 こちらについては、地震 に留
意 したい。 かつて 、寒川 は、慶長地震 の震源 を会津盆地西縁 の断層帯 の活動に求 め、盆地を流れ る諸
河川 の水 が横溢 し、
河川が収東す る山崎付近にて、下流側 が相対的 に上昇す る形で断層 が生 じたため、
山崎新湖 と呼ばれた湖が形成 された と考えた。 しか しなが ら、寒川 の見解を検証す る形で行われた地
質調査では、慶長地震 の際 に当該 の断層が活動 した痕跡は認 め られない との見解 に至ってい る。それ
ゆえ、山崎新湖や利 田の滝 の形成は、地すべ り ・山崩れなどの上砂災害 による河道 閉塞 のため、生 じ
た ものであった と考えるのが妥当である。地震 に関連す る考古学 の成果に目を転 じると、西会津町の
羽黒山館跡 の発掘調査では、地す べ り痕跡 の認 められ る井戸 が検出され てお り、地震 との関係 が想定
されてい る。また、盆地部 で も、地割れや噴砂な どが複数 の遺跡 で検出 されてお り、慶長地震 との関
係 が示唆 されてい る。 しか し、12世 後半以降、現在までに会津地方 に影響 を与えた地震は慶長地震 だ
けではなか つた。佐藤 らの報告 にあるよ うに、昭和 39年 の粟島沖を震源 とする新潟地震で も会津盆

地で噴砂や液状化 といつた現象 が発生 してお り、震源 が比較的遠 い もので あって も会津や会津 ・越後
間の地域に影響 を与えることがあつた。 また、歴史史料 で も、『塔寺人幡宮長帳』 の裏書 2)に よるな
らば、何度かの地震 の記録 が残 されてお り、慶長地震以外 に会津 ・越後間の地域に影響 を与えた地震
が存在 した可能性 も想定 してお く必要がある。 よつて、地震痕跡 の検出、即、慶長地震 によるもの と
す る ことには慎重 である必要がある。
さらに、阿賀川が山間部を流れ る地帯 は、西会津町の滝坂地区が有名 であるが、地質的に地す べ り
が起 こりやす い地域 となつてい る。 また、山間地部分 の阿賀川 は穿入蛇行 となってお り、河道 の変化
は起 こり難 い ものの、下刻作用が激 しく、川幅は比較的狭 く両側に山が迫 り、氾濫原 の形成が弱 い と
い う地形 の特徴を持 つてい る。 このよ うな深鍋型 の川 の断面に加 え、蛇行 のために川水 の勢 いが弱 め
られ る ことも併せて考えるな らば、極 めて河道閉塞が起 こりやす い条件をもつた地域 であると結論 で
きる。その よ うな観点に立った上で近世に編纂 された地誌である 『新編会津風 土記』 の記 述をみ るな
らば、阿賀川 の難所 とされ る銚子 の 日の地点について も河道閉塞を伺わせ るよ うな記述 があることは
興味深 く思える。また、山都町の和尚山と高寺山の間で川をせ き止めて付近一体を湖に して しま うと
い うよ うな類 の伝承 も同様 に河道 閉塞 と関連する と解釈す ることも可能である。
よつて、河川交通路に しても陸上交通路に して も、慶長地震 の影響 は大きか ったことは間違 いない
とは言 え、慶長地震直前 の状態を復原 して 12世 紀後半段階 の もの とす ることは妥当ではない。水陸
路 とも地すべ り ・山崩れで閉塞 してはまた改修を繰 り返 して使われたであろ うと考えてお きたい。
このよ うに考 えてい くと、中世後期段階の会津 ・越後間の交通状況を物語る貴重な史料である、「
永
禄六年北国下 り遣足帳」 の記述 も、単純に、 12世 紀後半段階 に遡及 させ ることは出来ない。 ただ し、
￨￨(現会津若松市)か ら越後に向か うにあた り、柳津 に出てい ること、柳津 で只見川を舟 で渡 り、
黒り
いわゆる 「
別れ の茶屋」 の地点で近世 の越後街道 へ と出てい る ことに注意 したい。慶長地震 の影響 で
越後街道が会津坂下越えの道へ と変化す る以前は、勝負沢越 えの道が越後街道 であった と言 われてい
￨￨から柳津 に抜けるの に勝負沢越えをする必然性は無 く、会津盆地西縁 の山地を越 える路
るが 3)、黒り
は、近世以前 の段 階で も複数、存在 していたことが明 らかである4)。
4 会 津 と城 氏
城 氏が、阿賀川沿いの水運 と陸運を掘す る地点を掌握 して いたことは、大坪遺跡や陣ヶ峰城跡、寿
永元年に城氏が源氏を呪記 し籠 もつた とされ る赤谷 (現新発 田市)な どの立地か ら推定す ることが可
能 である。 しか し、 これは、城 氏が このル ー トを伝 つて越後 か ら会津、ない しは会津 か ら越後へ と進
出 した ことを証明す るもの とは言 えない。あくまで、交通 の要衝を押 さえるとい う城氏権力 の存在形
態を示す のみである。
そのよ うに考えてい くと、主要なものだけで も、魚沼 と奥会津を結ぶルー ト (六十 里越)、南蒲原 と
奥会津を結ぶルー ト (八十里越)な どの越後 と会津 とを結ぶ交通路 、奥会津 か ら日光方面に抜けるル
ー ト、
猪苗代湖 を抜 けて東山道へ と連続 してい くルー トなどを、
城 氏はどの よ うに掌握 していたのか、
とい うことについて も把握 した上で、阿賀川沿いのルー トの果 た した役割 を位置付けてい くことが必
要であると言 えよ う。
[参考文献]
阿賀野川 中流域 の地形発達史」地理学評論 52 1979
柳 田誠 「
歴史 の道」調査報告書 越 後街道 若 松 〜鳥井峠』福島県教育委員会 1984
『「
寒川 旭 「
慶長 16年 (1611年)会 津地震 による地変 と地震断層」地震 402̈ 1987
・
会津盆地西縁における新潟地震 による地震災害」福島大
佐藤敏宏 人島隆一 。小河靖男 ・小林昭二 「

学教育学部論集 理 科報告 49 1992
大豆 田 B遺 跡で検出された地震跡」『会津坂下町文化財調査報告書 24 若 官地区遺跡発掘
寒川 旭 「
調査報告書』会津坂下町教育委員会 1992
永禄六年北国下 り遣足帳」国立歴 史民俗博物館研究報告 39 1992
山本光正 ・小島道裕 「
『新潟県歴史の道調査報告書 11 会 津街道 。米沢街道』新潟県教育委員会 1997
『会津盆地西縁断層帯に関す る調査成果報告書(概要版)』福島県 2003
坂内三彦 「
『会津 旧事雑考』天文五年六月十 八 日条 の検証」会津若松市史研究 7 2005
『西会津町史 別 巻 3 考 古資料』西会津町 2005
歴史地理 学 における資料 と資料批判」中世考古学文献研究会会報 4 2005
堀 健 彦 「
1)阿 賀野川 が蒲原平野 に出ると、再び 自由蛇行域 となるが、 ここでは考察 の対象 とは しない。
2)厳 密な史料批判 が必要な ことは言 うまで もない。例 えば、裏書 の明応 7年 の箇所 の 「
大地震
ア リ」 とい う記述は、会津地方 の ものではな く、東海道に大きな影響 を与えた明応地震 のこと
を指す と考えるべ きである。
3)塔 寺人幡官 の存在 か らみて、慶長地震以後 の越後街道 とされた会津坂下経 由の道 も、近世以
前か ら存在 した と考 えられ よ う。勝負沢越えか ら坂下経由に街道が変化 した と言われ るのは、
勝負 沢越 えが土砂災害で閉塞 したため通行不能になつた以外 に、会津若松城下か ら越後方面に
抜け るルー トとしての利便性 が、坂下経 由の道 の ほ うが高かつた等 の理由が想定 され る。
・
・
二
4)城 氏 の人館
十人館 の伝承 との関連 が想起 されるが、検証が必 要である。

中世初頭 の会津 (会津盆地西北部を中心に)(報 告要旨)
吉 田 博行 (会津坂下町教育委員会)
は じめに
近年会津地方では、中世初頭 と考 えられ る遺跡 の調 査例が増加 したことや保存を目的 とす る陣が峯城
跡 の範囲内容確認調査を実施 したことにより、 これまで不鮮明だつた中世初頭 の様相 が明らかにな り
つつ ある。 これ らの調査において、会津坂下町域 では拠点遺跡 が南部 の大江古屋敷遺跡か ら北部 の陣
が峯城跡 へ移動 してい くことが判明 した。ここでは、なぜ拠点遺跡が南部か ら北部に移動 し、12世 紀
前半に陣が峯城跡や薬 王寺遺跡 のよ うな園池を伴 う寺院が出現 したか考えてみたい。
大江郷 の拠点遺跡
会津坂下町域 には約 260ヶ 所 か ら遺跡が確認 されてお り、平安時代 と考えられ る遺跡は この うち約
半分 の 130ヶ 所 を数える。 これ らは 8世 紀や 9世 紀前葉 の遺跡 が意外 と少なく、その大半は 9世 紀
か ら 10世 紀前半の遺跡 が 占めていた。 そ して 、 9世 紀前半には大江古屋敷遺跡 のよ うな掘 立柱建物
跡 のみか ら構成 され る拠点的な遺跡が出現す る (吉田 :1990)。この大江古屋敷遺跡 は、会津坂下町
大字大沖に存在す る大江集落西側 一帯 に広がる遺跡 である。 この大江集落付近は、近世か ら 『倭名類
衆砂』 の会津郡大江郷 に比定 されていた場所でもある。遺跡 の立地は、出鶴沼川 が形成 した南北方向
に細長 い河岸段丘上であ り、遺跡 の南側には大きな区画溝 が東西 に掘 られてい る。遺構 の変遷は、 9
世紀前半に企画性 を持 つ口型配置 で倉庫を含む掘 立柱建物跡群 が構築 され 、 9世 紀後半 に中心建物 の
)に 建て替 え られ る。延暦 14年 (795)に は郷 ない し数
郷 ごとに正倉院 を置 く政策が とられ 、大江古屋敷遺跡 に見 られ る倉は、郷倉や借倉 の機能を持 つてい
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た と考えるべ きであろ う。

