
  
  奈良時代の奈良盆地とその周辺諸国の森林状態の変化(7)

  誌名 水利科学
ISSN 00394858
著者名 丸山,岩三
発行元 水利科学研究所
巻/号 38巻3号
掲載ページ p. 95-116
発行年月 1994年8月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



奈良時代の奈良盆地とその周辺諸国の

森林状態の変化（四）

丸山岩
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大化改新（大化元年， 645）以後，公地公民制度の推進に伴って，官僚機構

の整備が必要になって，大規模な宮都が出現することになる。日本書紀1）持統

天皇8年（694)12月の条に，「藤原宮に遷り居します」とある。

藤原京の区域内主，中ツ道を東京極に，下ツ道を西京極にとる東西7,200尺（約

2km強），すなわち当時の距離の単位で4里にわたる幅員の京域を想定し， l

坊を900尺（約265m）角として， 左右両京にそれぞれ東西4坊，南北12条の

条坊を考え，宮の位置を京の中心の北側に置いた。北京極を横大路，南京極は

現在の橿原神宮東口・飛鳥線県道から約90m南となる。本薬師寺は右京8条

3坊に，大官大寺は10条 4坊に配され，平城京の薬師寺・大安寺の両寺の配置

に似ているとし、う。

写真 5は藤原京の北京極近くから南方をみたもので，中央の木立のみられる

ところが大極蹴跡である。したがって，前掲図 3と組み合わせてみると，前方

（南方）に幅約 2km，奥行約 3kmの藤原京が展開しており，京内には向って

左方（左京）には大官大寺，右方（右京）には本薬師寺が，さらにその前方の

京外には飛鳥寺 ・川原寺があった。この地域には以前には多くの宮が造営され

ており，水時計や噴水施設のほかに，当時の人に狂心渠と誇られた工事が行わ

れていたし前述の大寺のほかに多くの寺院が造営されていた。こうした多く
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写真5 北方よりみた藤原宮大極殿跡(ill端義弘氏提供）

の造営事業が行われた地域に，これまでにない規模の宮都か造営されることに

なったのである。なお，飛鳥川は京の西南部を通って，この地域の南から北に

流れている。

発掘調査の結果，次のことが明らかにされている3）。宮の南面正門すなわち

朱雀門から南に延びる大道は，宮域内では幅16m ほどであるのに対して，京

内では24m強の幅員を持っている。朱雀門を出て坦々とした大通りが少なく

とも 1.5km続いていたと推定されるが，この門を出て250mほどのところに

丘陵があって，その手前の藤原宮側は深い谷になっており，これは埋めもどし

て造成したことがわかった。運河跡も発見されている。宮域内は朱雀大路の東

側溝の東に接近して，ほぼ南北に貫通している大溝が検出され，幅は 6～7m, 

深さは 2m，大溝の下層に砂礁が堆積していたから，多量の流水のあったこと

がわかるし，溝内から出土した遺物には建築部材や手斧の削り屑などが多く含

まれていたことから，藤原宮造営のための「堀川｜」すなわち運河と解していい

とし、う。

藤原宮には多くの建物が造営されており，その象徴ともいうべき建物は大極

殿であるが，その中の朝堂の規模は次のようになっている九

桁行 梁行

柱間長さ（m）柱関長き（m)

第 1堂 9 36 4 14 

第 2～4堂 15 62 4 12 

第 5・6堂 12 50 4 12 
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(2）資材と労力

① 資材

資材の調査例をみるとの，前述の朝堂院一帯の建物に使用された柱だけで、も

2,130本余が必要だったと認められており，宮を囲む塀では直径40～50cm，長

さ7m以上の柱が1,200本ほど，門を含めると少なくとも1,500本以上が必要で

ある。もちろん他にも多くの建物があるから，宮だけで数万本の柱が使用され

たであろうし，柱以外に屋根・天井－壁・床など，板材が多量に必要とされた

はずである。石材については，大極殿・朝堂院などは礎石を使用した建物であ

ったから，そこだけで2,000個以上使われていた。基壇を外装するための切石

も相当数にのぼる。さらに寺院建築以外では初めての瓦葺きの建物がつく られ

たのだから，瓦の数量も尼大であった。

このように，数万本ともいわれる柱材が使用されているほかに，屋根・天井・

壁・床などに多くの板材も使用されていた。次の藤原宮の伎民の作る歌6）が近

江園田上山で伐採したことを示している。

やすみししわご実主高照らす 日の皇子葉掃の藤原がうへに長
くに め みあらか かむ

す国を見し給はむと 都宮は高知らさむと 神ながら思ほすなべに
あめっち tはばし あふみ ころもで たなかみやま

天地も寄りてあれこそ石走る淡海の園の衣手の田上山の真木
ひ つま で やそうぢがは

さく 槍の嬬手を もののふの八十氏河に玉藻なす浮かべ流せれ
そ みたみ かも

其を取ると さわく御民も家忘れ身もたな知らず鴨じもの水に浮
みかと よこ せ ぢ

きゐてわが作る 日の御門に知らぬ国寄し巨勢道より わが国は
とこ よ ふみ あや あらたよ いづみ

常世にならむ図負へる神しき亀も新代と泉の河に持ち越せる

主未の議主を昔怠らず筏｝こ作り 捺すらむ話はく見れば諦ながら

ならし （万葉集 50) 

中間の木材運搬の部分の大意は，「近江の田上山の槍の角材を字治川に流し

て居るから，それを取ろうと入り乱れて働く御民も，家をも己が身をも全く忘

れて鴨のように水に浮いていて，泉川に持って来た真木の角材を，筏に作って

川をさかのぼらせているのであろう」となっている。すなわち近江の田上山の

槍材を筏に組んで瀬田川・字治川と下って，泉川 （木津川）を源らせて，藤原

京まで運んでいる。

橿原考古学研究所附属博物館に展示されている目途穴のある柱根 （写真 6)

をみると，この歌の筏に組んだ槍材と結びつけたくなる。伐採地が田上山だけ

であればそうであろうが，これが複数であれば必ずしもそうとはいえない。
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写真6 目途穴のある柱根（奈良県

採材地を考えるために，この時代の森林

利用の状況を概観してみる。古墳時代に奈

良盆地東南部の三輪山麓地帯に農耕と文化

の花が聞いて，この地域にみられたヒノキ

・スギの森林が伐採された。その後飛鳥の

地に政治の中心が移動して，飛鳥時代にか

けて多くの造営事業が行われるとともに，

天武天皇 5年（676）には水源かん養の目

的があるとみられるにしても，飛鳥川水源

地帯の南淵山・細川山に禁伐令がだされて

いる。それから16年後の持統天皇8年の藤

原京遷都時には，宮の用材を近江園田上山

に求めるようになっている。これらをつな

ぎ合わせてみると，この時代には飛鳥とそ

立橿原考古学研究所附属博物 の周辺の森林の伐採は，相当程度進行して

館所蔵） いたものと考えられる。

さらに田上山から木材を運んでいること

から，木津川をさかのぼって現在の木津町で陸揚げして，その南方の奈良盆地

に入って，車で陸路飛鳥まで運んだか，あるいは佐保川・大和川本川・飛鳥川

と水上輸送をしたかはわからない。そのどちらであるにしても，その経路に位

置する奈良盆地東北部（現在の奈良市とその周辺の地域）には，かりに造営用

材になるようなヒノキ林があったとしても，この時点で伐採されていたであろ

う。こうした森林を残して，遠方の田上山で伐採して飛鳥まで運んだとは考え

られないからである。

次に木津川流域をみると，日本の古代7）には万葉集（2645)

宮材引く泉の追馬喚犬に立つ民の
やす

息む時無く恋ひわたるかも

にある「追馬喚犬」は「万葉集古義」に山城国（京都府）相楽郡の泉の柚山と

ある。この歌は年代・作者ともに不詳だが，奈良遷都の和銅3年（710）以前

のものと推定され， 8世紀初頭あるいは 7世紀末にさかのぼる古歌といってよ

い。泉はいまの木津や木津川のことであ り，「泉の柚山」とは木津周辺の柚山

を広く呼んだものと思われる。「日本歴史地名大系」にも「相楽郡は大和に近
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接することから，古くより藤原京－平城京・恭仁京造営の用材がこの地に求め

られた」などとあり，さらに万葉集（476）に布量善意蘇日（和豆香は同じ相

楽郡の和束町のあたり）としづ言葉がみられ，当時ソマは「追馬喚犬」または

「蘇馬」の字が亮てられて，「柚」の字がなかったらしい。ところが「倭名類粟

紗」にある功程式には甲賀柚・田上柚とある。この功程式は弘仁14年（823)

の撰上であるとし、う。

このほか，藤原宮の木材の「少なくともかなりの部分を近江田上山からきり

だしたと思われる」 8）といわれている。

以上のことから，藤原京の造営時には飛鳥・木津・木津川・宇治川・瀬田川

－近江田上山とし、う経路において，木津に近い木津川右岸の泉の柏にも伐採が

入っていたとみられる。造営用材は田上山までの途中の泉の柚山などを含めて

複数の地域で伐採されていたとみられ，田上山はそのなかで比較的遠方にあっ

て，多くの用材が供給されたために，前述の秀歌が残されたものと考えられ

る。

さらにこの歌が史料として注目されることは，奈良盆地の造営事業におい

て，大和国以外に木材を求めて，しかも藤原京遷都時に近江国というように，

年代と調達先がはっきりしていることである。このほか，万葉集（2645）の泉

の柏山，同じく（476）の和束柚山のように山城国相楽郡と位置ははっきりし

ているが年代は不明の歌がある。しかし年代も藤原宮の伎民の作る歌とほぼ

同年代とみてよさそうである。このほかに大和国以外に用材を求めている事例

としては，皇極天皇元年（642）の飛鳥板葺宮造営時に，「国国に監量荷を取ら

しむべし」 9）とし、う史料があるにしても，どこの国から木材を調達したかはわ

からない。

要するに藤原京遷都時には，藤原京・木津・木津川・宇治川・瀬田川・田上

山とし、う伐木運材ルートを通じて，近江田上山から木材が運ばれている。同時

にこのルートに沿う山城国の泉の柚山なども伐採されていたのであろう。な

お，このことは奈良盆地の森林資源の減少をうかがわせるものである。

② 労力

藤原京造営時の労力をみる10）。最初に整地作業である。藤原京の範囲は低湿

地も多く，東南に高く，西北に低い地形で，宮の東南隅と西北隅ではいまでも

12 m の比高差がある。発掘の結果，宮の東辺部の建物の柱穴が浅くしか残っ

ていなし、ことから，平城京に移転後にこの地が田圃にされたとき，著しく削平
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されたことを示している。とすると，東辺部はもっと高かったことになる。こ

うした高燥の地はよいとして，宮の西辺は低湿地で盛土が必要であり，朝堂院

の西縁部がその西の部分より一段高くな っていることは，盛土をして造成した

実例であろう。右京の大部分は飛鳥川の左岸になるが，そこに氾濫の痕跡もあ

って，相当な低湿地だったろうから，右京が街区として完成したかどうかは別

としても，大規模な造成工事が必要だったにちがし、ない。次に運河・濠・側溝

などの市街地の造成である。斉明天皇の時代の狂心渠に 3万人，石垣を作るの

に7万人というように，多くの労力を費やしている。今日人力のみによる土工

量は，掘削だけで l人 1日6m3が標準とされる。古代の標準土工量を求めた

例によると，幅0.9m，深さ0.6mほどの用水路を掘り，排土を両岸に盛り上

げたとすると， 1人が 1日に長さ5.4mを掘る計算になり，掘削と盛土を含め

た土量は 3m3である。幅が広く，深い運河を掘るとなると，土工量は大幅に

減少することになる。藤原京の運河を平均して幅 7m，深さを 2mほどとし

土工量を l人 1日1.5m3と仮定すると， 3万人で3.2kmほどの運河が掘れるこ

とになる。このほか，藤原宮の四周に外濠があり，その延長は3,800m余とみ

られるし，宮の大垣の内側にも内濠があって，ほぼ2,700mあった。さらに京

内の条坊道路の側溝の総延長は実に200km近くに及ぶ。このほか工事の進行

にともなって，建物をたてるための掘立柱の柱穴を掘ることや，石組み，池や

庭園，井戸や用廃水の溝など，まさに気の遠くなるような労働量だったろう。

しかも，これに加えて，寺院や貴族の邸宅の建築も併行する。都市の建設は一

大土木プロジェクトだったので、ある。

このように，狭い飛鳥は起伏のある地域であって，整地作業には多くの労力

を必要とする。しかも京域内を飛鳥川が流れて低湿地があり，東西4坊，南北

12条の全域が市街地化されたとは考えにくい。このほか運河・濠・側溝などが

あり，整地作業とともに大量の土木作業が必要であった。この両者に比べて土

工量は少ないにしても建築工事があり，これら三者が必要とした労力が莫大な

ものであったことは既述のとおりである。

こうした工事の影響として，次の二つのことが考えられる。一つは土砂流出

である。これまでにも述べている土工作業による土砂流出であって，これが飛

鳥川の河床を上昇させることになったので、あろ う。もちろん藤原京遷都以前に

も飛鳥の地には多くの土木・建築工事が行われているので，これらを総合した

結果としての土砂流出である。
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その二つは森林への影響である。工事に莫大な労力を必要としたことから，

永住ではないにしても，多くの人が生活していた。生活用の薪が必要だった

し食糧補給のために畑作もしたであろう。用材の調達とちがって，薪は比較

的近いところで伐採していたものと思われる。そして 9世紀初頭には神聖な大

和三山にまで伐採が入るようになって禁伐令がだされている（III17）。ただし

これも土砂流出の場合と同様に，この地域のこれまでの用材・薪材の伐採の総

合された影響で、ある。

文献

1) 日本書紀 日本古典文学大系 67・68巻岩波書店昭45

2）古代史発掘 9巻講談社昭49

3) 狩野久・木下正史・飛鳥藤原の都一古代日本を発掘する 1ー岩波書店昭60

4) 日本の古代 7巻中央公論社昭61

5) 前掲 3) 

6）蔦葉集 日本古典文学大系 4～7巻岩波書店昭45

7) 日本の古代 10巻中央公論社昭62

8) 前掲 3) 

9) 前掲 1) 

10) 前掲 3) 

16. 古歌にみる飛鳥川

(1）古歌

飛鳥川が詠まれた古歌が多いので，河川の状況などの流域の環境に関するも

のを取りあげてみる。
みなぎら

(1）飛鳥川濠ひっつ行く水の
あひだ

間もなくも思ほゆるかも （日本書記歌謡l) 118) 

これは斉明天皇 4年（658）に皇孫建の王が8歳で死亡した時の天皇の歌で、

ある。飛鳥川の途切れることなく流れる様を以って，建の王を絶えず思うこと

の序詞としている。穣ひっつということは，勢いよく流れているように感じら

れる。

次のような出水をうかがわせる歌がある。
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(2) 年月もいまだ経なくに自白香川

瀬瀬ゆ渡しし若詰も無し （万葉集2) 1126) 

注には「世の変転の早さよ」とある。水深の浅いところに石を置いて渡って

いたのであろう。

(3) 明日香川量くと知りせば襲多わ〉
ゐね こ せ

率寝て来ましを塞くと知りせば （同 3545)

(4）茶阿ii詰；n金かし越え柔しを

まこと今夜は明けずも行かぬか （同 2859) 

出水で飛鳥川が渡れなくなったこと，また増水箇所を避けて遠まわりして通

ってきたことが詠まれている。

(5) 明日香J11￥＇濁れるを知らずして
吾 くゃ

ななと二人さ寝て悔しも （同 3544) 

降雨中あるいは降雨後の出水時，飛鳥川の流水下層部の濁りを歌にしてい

る。河水の濁る現象は，流坂内に土壌の露出面のような降雨時の土壌侵食の発

生源があるか，これがないときは相当な強雨があったことをうかがわせる。も

ちろん山崩れが発生すれば濁り水が発生するが，強雨の少ない地域なので，そ

の可能性は低い。

(6) 妹もわれも清の河の河岸の

妹が悔ゆベき心は持たじ（河辺宮人） （同 437) 

大意は妹も私も互に（清の河の河岸の崩（クユ）るような）後悔す（クユ）

るような，し、し、加減な心は持たないでし、ましょうね，ということで，清の河は

飛鳥の清御原宮のあったあたりをキヨミといったらしいので，そこのあたりの

河であるとし、う。和銅4年（711）の作である。キヨミの河はその位置から飛

鳥川である可能性が高いと思われるので，ここで取りあげることにした。ここ

に詠まれている河岸の欠壊は，洪水時には昔にもみられた現象と思われて，飛

鳥川も例外でなかったで‘あろう。現在は堆砂が進行して，河床が上昇している

ことは確かであることから，万葉の時代は洪水時の河岸欠壊の危険性が，現在

より大きかったものと思われる。

以上の数首には出水時あるいは勢いよく流れている飛鳥川が詠まれている。

次は流域の森林状態をうかがわせる歌である。

(7）主宰吾首鋪日は今日もかも

白露置きて議散るらむ （同 2206)
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（同 2210)

（同 259)

(7）・（8）は秋に飛鳥川に黄葉が流れてきたことを詠んでいるし（9）は香具山の

鉾祖（鉾のような形の杉）の根元の醇に驚いたことは，これが以前にはなかっ

たか，あるいは気付かなかったということであろう。

これまでは万葉集を中心として述べた。次に述べる古今和歌集は延喜年間の

成立て、あるから， 10世紀初期ということであろう。

(10) 昨日といひけふとくらしてあすかがは

流れてはやき月日なりけり （古今和歌集3l 341) 

「はるみちのつらき」の「としのはてによめる」と題する歌で，「昨日」「け

ふ」に対して「明日」をかけ，「流れてはやき」の枕調となっている。

。。 世中はなにかつねなるあすかがは

きのふのふちぞけふはせになる

(12) あすかがはふちはせになる世なりとも

思ひそめてん人はわすれじ （同 687) 

この 2首は飛鳥川の淵瀬の変転を歌にしている。 III14で述べているように，

飛鳥時代までの飛鳥川流域の森林伐採の結果と思われるが，天武天皇 5年の飛

鳥川水源地の禁伐令が出されるようになったことから，流域の森林状態の悪化

による河況の悪化が考えられ，古今和歌集の時代（おそらく 9世紀）には，淵

瀬の変動が歌になったと考えることも可能である。悪化の程度は別として，後

代になればなるほど河況が悪化していったことは確かである。次に引用する新

千載和歌集（成立延文4年， 1359）にも淵瀬の変転が歌になってしる。

島本正義的は飛鳥川について，前記の淵瀬の変転の 2首を含む多くの歌を引

用考察しているほか，新千載和歌集からの五月雨の時期の 2首を並べている。

帥淵は瀬に変ると聞きし飛鳥川

（同 933)

誰がいつはりぞ五月雨の頃

(14) 五月雨に水まさるなり飛鳥川

いかに淵瀬の又かはるらむ

そして，下流の堤防工事現場から埴輸の破片などが出土していることから，

随分流路の変動をみたので、あろうと述べている。
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このほか，飛鳥川との直接の関係はみられないが，「みなせがは」 （水無瀬

川）をよみこんだ歌がみられるので，とりあげることにする。土砂の堆積によ

る河床の上昇と関係があると思われるからである。日本国語大辞典5）の「みな

せがわ」の項には， a水の流れていない）｜｜，）｜｜床だけあって，水は伏流となっ

て地下にもぐってしまうような川，水の非常に少ない川， b.枕詞であって， a.

の水は地下を流れるところから，下にかかる， c.大阪府三島郡島本町を流れる

河であるとしている。 a.の例として

伺 うらぶれて物は思はじ水無瀬川

有りても水は行くとし、ふものを

b.の例として

同恋にもそ人は死にする水無瀬河

下ゆ吾れ痩す月に日に異に

仲事に出でていはぬ許ぞみなせ川

したに通ひて恋しきものを

(2）考察

① 飛鳥川の流れ

（万葉集 2817) 

（同 598)

（古今和歌集 607) 

前項にかかげた歌のなかで，（1）は飛鳥｝｜｜の勢いよく流れている状態，（2）は出

水による橋石の流失，（3), (4）は出水で川を渡れなくなったこと，あるいは帥の

ように，月日のたつことの早さと飛鳥川の流れの早さをかけた歌がある。

これに対して現在では次のような見方がある。たとえば奈良県史6）では現在

見る飛鳥）｜｜は水量の乏しい汚れた川で、しかないが，古代においては水音もすが

すがしい清測な流れであったとして，次の万葉集（356）の歌をかかげている。

今日もかも明日香の川のタさらず

かはず鳴く瀬のさやけくあるらむ

明日香村史7）は飛鳥川について，万葉集においても，水が清く満ちあふれで

いる姿や，みぞぎをする神聖な川として歌われており，その古代的なイメージ

は力強い神聖な｝｜！としてのそれであるが，古今集の「きのふの淵ぞけふは瀬に

なる」と歌われてから，世の無常の嘗えに号｜かれるようになった。今日の飛鳥

川が見るかげもなく澗れはてているのをみると，古今集の歌が飛鳥の歴史を象

徴しているように思われて悲しいと述べている。

こうした見解に対しては，次のように考えられないであろうか。河川の流出
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には降雨中あるいはその直後の比較的流量の大きい時期と，晴天が続いて河川

流量が小さくなった時期とがあり，前者を豊水期，後者を渇水期，その中間の

時期を平水期ということにすると，（1）～（4), (1事.(14）はし、ずれも豊水期の歌であ

って，渇水期の流況は歌になりにくいものと思われる。渇水期で水がちょろち

ょろと流れている状況，あるいは農民が雨を待望している状況の歌を知らな

い。こうした状況は皐魅飢僅として，日本書紀続日本紀の史料として，多く

をみることができる。しかもその地域はある広がりを持つことが多いので，被

害にあった国の名が記録に残されていることが多いが，皇極天皇元年（642)

に天皇が飛鳥川上流の南淵で，「脆拝四方仰天而祈」（表 7）とあることは，少

なくとも飛鳥川流域が皐魅で困っていたことを示している。なお，貧窮問答の

歌（万葉集 892）のような歌があるが，少なくとも直接皐魅飢鍾のような災

害に直接関係しているとは思われなし、。

水の汚れについては，飛鳥川流域は昔からの人口過密地域であって，そこに

展開された長年月にわたる人間の営みの影響が集積された結果である。今日清

流の例として四万十川があげられることがあるが，飛鳥川と四万十川の上流に

おし、て，これまでに生活した人数と年数の積を比べると，汚れはほぼ比例する

ものと思われる。ただし，工業排水などの影響は別としての一般論である。ど

の河川でも共通であるが，とくに飛鳥川流域は古くから歴史の舞台となってい

るので，こうした歴史の積み重ねの結果が，現在の河況となっていると考える

と，奈良県史の水の汚れとし、う指摘は，全く気にならないことと思われる。

このような視点に立って，現在の飛鳥川の豊水時を考えたらどうなるであろ

うか。筆者は平水時あるいは潟水時の流れしかみたことがないので，（1）の歌な

どの豊水時のものとは異なる感じで，むしろ前述の奈良県史や明日香村史と同

じような感じをもった。しかし同時にこれは平水時・渇水時のことであっ

て，豊水時にはちがう感じをもつのではないかと考えたことが思い起こされ

る。

次に万葉の時代の潟水時の流れを考えてみると，降雨条件が現在とそれほど

差がないものとすると，渇水時の流量に大きな差はなかろうとみることもでき

る。しかし河床の堆砂の進行による伏流水の増加を考えると，表流水にある

程度の差が生じたと考えられる。万葉の時代にすでに「みなせがは」という言

葉が詠みこまれるようになっていることから，河床の堆砂がある程度進行して

いたことがうかがわれる。この時代から今日までにさらに10世紀以上経過して
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いることから，堆砂がさらに進行したことは確かである。このために伏流水が

増加して，表流水が減少したものと思われる。河川流量がほぼ一定あるいはこ

れに近いものと考えると，伏流水の増加は表流水の減少を意味する。前述の水

量の乏しい川，あるいはみるかげもなく澗れはてているといわれていること

は，この表流水の減少とし、う現象と関係があると考えられる。

② 淵瀬の変遷と水無瀬川

徒然草8）第25段は「飛鳥川の淵瀬常ならぬ世にしあれば」とし、う書出しに始

まって，世の移り変わりのはげしさを述べているが，これは（11）の「きのふのふ

ちぞけふはせになる」によっているし（ゅの淵瀬の変遷，五月雨のときの変遷

に対する帥の疑問と帥の期待とし、う対照が興味深い。こうした淵瀬の変遷は，

土砂の堆積あるいは洗掘によるもののほか，（6）のキヨミの河の例にみられるよ

うに，河岸の欠壊によっても発生する。こうした河道の堆砂と洗掘による垂直

的変化と，河岸の欠壊による河道の平面的変化が繰り返されて，淵瀬の変遷に

なったのである。

このほかに流出土砂の堆積による河床の上昇が続いている。「みなせがはJ

を詠みこんだ歌がこれを示している。飛鳥川を対象にした歌で、はないが，河床

の上昇という「みなせがは」化の現象については，飛鳥川も例外ではないと思

ったからである。現在ほどではないにしても，万葉の時代にすでに詠まれてい

る。こうした河床の上昇は，水田造成と宮や寺の造営のような土木－建築工事

と流域森林の伐採による土砂流出によるものである。これからさらに10世紀以

上の年数が経過して，さらに河床が上昇したのが現状ということになるであろ

う。

①流成森林

(7）は南淵山，（8）は飛鳥川を流れる黄葉の歌である。（9）は香具山に鉾祖という

杉が立っていたとし、う。これを皿6の三輪山麓周辺の槍杉に関する古歌と対比

すると，三輪山麓では槍杉の歌が多かったのに対して，飛鳥川流域では香具山

の鉾祖の例はあるが，槍杉は多くなかったのであろう。現在の明日香村内にお
ひの〈ま

いて，古い記録にみられる槍前庄あるいは槍隈寺などの槍のついた庄あるいは

寺の名がみられる。ひのき分布考9）によると，隈・前などはともにク マと訓

み，クマとは地形の屈折して入り込める場所をいい，水辺の粁余曲折せる場所

にも称せられるが，槍隈の地は丘陵起伏して，クマというに適当な地形を呈

しこの地に槍が生育していたので，槍隈の名を生じたもので，地名から槍の
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生育が知られるとしている。しかし三輪山麓の檎杉に比べて，飛鳥川流域に

は少なかったものと思われる。

最後に森林と河況との関係である。既述のように，飛鳥時代の伐採による森

林状態の悪化のために，天武天皇5年に飛鳥川水源地域に禁伐令がでるように

なった。こうした事情を反映して河況も悪化して，飛鳥川の淵瀬の変転の歌が

みられるようになったとし、う見方をすることも可能であろう。

文献

1) 日本書紀歌謡 日本古典文学大系 3巻岩波書店昭45

2）蔦葉集同 4～7巻同昭45

3）古今和歌集同 8巻同昭46

4) 島本正義・飛鳥川と其の流域（続） 大和志 2巻 7号 昭10

5) 日本国語大辞典 18巻小学館昭50

6）奈良県史 9巻名著出版昭59

7) 明日香村史中巻明日香村史刊行会昭49

8）徒然草 日本古典文学大系 30巻岩波書店昭45

9) 帝室林野局：ひのき分布考林野会昭12

17. 山川薮沢之利公私共之

日本の古代！）によると，伐り掃うべき無主の里山と題する項に，各地に黒山

とし、う地名が残っており，その特徴のーっとして，この地名が領界四至に現れ

ることに注目して，界・境界の観念と不可分の関係にあることを示唆するもの

でなし、かとし，黒山が古代・中世を通じて文字通り黒い山，他界への入口と観

念されるような境界としての，聖性とタブーをともなう山地と意識されていた

らしい。ただ歴史的現実にもどると，僧湛慶の山地譲状などに，「そもそも黒

山は，是れ伐り掃って以って主と為し，荒地は，又開発するを以って主と為す

こと，世間の常習なり」としたところである。すなわち12世紀にもまだ黒山は

その「主」（占有者）となるためには，「伐り掃Jう行為が必要で，荒地の開発

と対比されることにより，はじめてその占有が認められるといった土地空間で、

あったらしく，黒山を伐り掃うということは，さらに原始の時代にさかのぼっ

ても，考えられることであるという。

これは全国的視野で山地森林をみたときのことであって，開発の先行した地
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域においては，古くから山林原野の利用上の競合が発生しており，後述するよ

うな独占あるいは固い込みの禁止令がでている。この問題に対して律令政府

は，一貫して次の雑令にみられる方針をとっている。

雑令第三十2)

九そ圏内に説話返す＿＜jfl'.清らむ，く骨裟らずは，盲く通うわ託；こ採ること語、せ。若
をき ょうでうへあ じよ舎む

し鋼鉄を納めて，庸調に折ぎ充てば，聴せ。自余の禁処に非ざらむは，山
せんそうたく り くしとも
川薮沢の利は，公私共にせよ。

表8は森林を中心とする土地関係の施策の動向を示している。期間は飛鳥寺

着工から平安京遷都までであって，日本の古代3）の古代史基礎年表のほか，主

として山林原野関係は日本書紀・続日本紀へ寺院の着工・完成の年度は奈良

県史5）によっている。

表にみられるように，大化元年（645）に東国の国司に雑令と同じ趣旨の詔

が出ているし，天武天皇4年（675）には賜地を廃止している。 8世紀に入っ

て慶雲3年（706），和銅4年（711）と 6年には，それぞれ不耕作山野・多占

山野の多占の禁止，あるいは格にすぎる寺院の田野の還収を命じていること

は，山林原野が不足してきたことを，また霊亀元年（715）には諸国の百姓が

陸田の利を知らないとして，委禾を種えさせていることは，人口と耕地のバラ

ンスの崩れたことをうかがわせる。養老 7年（723）には三世一身法が施行さ

れるが，農民の開墾意欲を促すことかできなかったので，天平15年（743）の

墾田永世私財法の制定となって，墾田が盛んに行われるようになった。その後

諸寺の墾田の限界の設定をしたが，抑制の効果がなかったのであろう。天平神

護元年（765）の墾田の禁止令の記事には，「天下諸人競為墾回 勢力之家駈役

百姓貧窮百姓無暇自存」とあるとともに，「又当土百姓一二町者亦宜許之」

とし、う配慮もみられる。宝亀 3年（772）のこの禁制の解除のときには，単に

此制を停むとあるだけである。

この禁制の解除後のことについては6)' 8世紀末の延暦年間にしきりに山林

の独占を禁止している。延暦3年（784）には王臣家・諸司・寺家が山林を兼

併しているとして，雑令の圏内条を強調しているし，延暦17年（798）には寺

家・王臣家・豪民が山林・薮沢・浜嶋を固い込んでいると糾弾され，大同元年

(806）には山川・海嶋・浜野・林原等の占拠が禁制されている。以後は10世紀

初頭まで繰り返し禁令がだされてしる。

以上の経過を要約すると， 8世紀には墾田の奨励・ゆきすぎた墾田禁止令・
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表8 墾田 ・山林原野・造営事業の動向

造 営 事 業 墾 田

年 年
言己 事 記 事

年号 西暦 年号 西暦

崇峻元 588 飛鳥寺着工

推古15 607 法隆寺完成

天武6 677 大官大寺移建

持統8 694 藤原京遷都

和銅3 710 平城京遷都
，， ，， 輿福適移建

霊亀元 715 男夫 1人2段の奏禾を種えさせる

霊亀2 716 大安寺移建

養老2 718 薬師寺－元興寺移建

養老 7 723 三世一身法

天平15 743 虚舎那仏造顕の詔 天平15 743 墾田永世私財法

（東大寺）

天平ー
勝宝克 749 諸寺の墾田の地限を定める

天平 3
宝字

759 唐招提寺建立

。8 764 西大寺建立

天護平一
神 JG 765 天平15年の格による墾田の禁断

宝亀3 772 天平神護元年の禁断の制を停める

延暦3 784 長岡京遷都

// 13 794 平安京遷都
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山 林 原 野

年
コU－言ロ 事

年号｜西暦

大化元 645 薗池水陸の利は百姓とともにする

天武4 675 親王諸王諸寺の山沢 －嶋浦－林野の賜地の廃止

II 5 676 南淵山・細川山の禁伐

持統6 692 洪水により自存不能の者に漁採許可

慶雲3 706 王公諸臣の山沢の不耕作多占の禁止

和銅4 711 親王をはじめとする豪強の家の山野多占の禁止

。6 713 諸寺田野多占，格にすぎるものを還収

天平1aI 746 I寺家の京および幾内の土地買収の禁止

グ ｜ か ｜諸寺の百姓の墾田，園地の買収の禁止

延暦3I 784 I王臣家・諸司・寺家の山林の独占の禁止
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禁止令の解除とし、う過程を経て， 8世紀末には占拠や固い込みの禁止令が頻発

されるようになった。墾回の地域的分布は畿内が重点だったのであろう。人口

とし、う尺度でみても， 8世紀の人口増加が100万人と推定されていることから，

大規模な墾田が行われたことが推測されるし， 8世紀の畿内の 5ヵ国の人口密

度（前掲表 5）から，畿内とくに奈良盆地と河内国の過密がこれを示してい

る。

奈良盆地においては，天武天皇 5年（676）に南淵山・細川山の伐採が禁止

されているし，下って日本後記7）延暦24年（805)12月の条には，

大和国畝火・香山・耳成等山百姓任意伐損国吏寛容不加禁制 自今

以後莫令更然

とある。これはこの時代の奈良盆地のとくに飛鳥地域の状況を示していると思

われる。まずこの大和三山は三輪山とともに崇敬の念の高い山である。そこに

百姓が入って伐採しているというのである。伐採の目的はおそらく薪であって

焼畑耕作も考えられる。そのどちらであるにしても，神聖な山に伐採が入って

いることは，薪あるいは食糧の事情がよほど深刻になっていることをうかがわ

せる。次に国吏寛容の文言である。これは国吏が職務怠慢であったか，あるい

は百姓が薪あるいは食糧に困っていたことを知っていたので，伐採を禁止でき

なかったのかのどちらかと思われるが，後者であると考えたい。こうした切実

な生活の問題を理解していたので，国吏はみてみぬふりをするのがよいと考え

たのではないかと思われるからである。もしそうだとすると， 9世紀初頭には

この地域の山林原野がきわめて不足の状態になっていたことになる。

次に表8の宮都・寺院の造営事業である。これは山林原野に関する前述の施

策に直接関係があるとは思われないが，森林状態に変化を与えており，藤原宮

の造営時にはすでに近江園田上山に用材を求めるようになっている。さらにこ

れらの造営事業に従事した人々の生活用薪の使用量も少ないものでなかったと

みられ，これが墾田にともなう王臣勢家・寺院の固い込みの進行とともに，農

民の薪の不足を加速させる結果となったものと思われる。

以上のことから，山川薮沢の利は公私之を共にするとし、う政策をみる。最初

に森林資源としての面からみると，資源的に余裕があって誰でも木材や薪を好

きなだけ取って使うことができた時代には，こうした取りきめの必要がなかっ

た。稲作開始前の生活用水の取得と共通点が感ぜられる。稲作開始後墾回が進

んで利用可能な山林原野がしだいに減少していった。律令政府の時代になっ
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て，公地公民という方針からして，公私ともにその利をという考えは当然で、あ

るが，森林資源の減少にともなって利用上の競合が発生するようになったのは

自然のなりゆきであった。政府の施策をみると，7世紀後半には王臣 ・勢家・

諸寺に対する賜地の廃止，水源かん養の目的があるとみられる飛鳥川水源地の

禁伐令がみられる。 8世紀に入って墾田が盛行するようになって，田野多占の

禁止令がでている。こうした墾田は農民には二重の負担になっている。一つは

墾田事業に動員されることであり，二つは人口の増加をともなっているので，

後になるほど木材や薪の取得が困難になっていることである。宮都 ・寺院の造

営事業はヒノキ林の伐採であるし，しカ・も7世紀末の藤原宮造営時の用材を近

江園田上山に， 8世紀には大和国周辺の国々に求めるようになっている。ただ

し多数の労働力を動員していることから，これらの人々が周辺に畑作もしたで、

あろうし，薪のために周辺の森林を伐採したので、あろう。こうした影響が集積

されて， 9世紀初頭に神聖な畝火 －香山 －耳成山の大和三山にまで伐採が入る

ようになって，伐採禁止令がだされている。このように山川薮沢の利は公私こ

れを共にするとし、う施策も，山林原野の不足によ って農民が困るようになった

ときに，農民が入手できるような対策を必要とするようになっている。

次に山川薮沢の利を現代の眼でみると，これまで、に述べた木材や薪としての

利用のほかに，立っている木の効用，すなわち森林の水源かん養あるいは土砂

流出防備などの効果を含めて考えるのが普通で、あって，今日では後者の比重が

相対的に大きくなっている。雑令の時代の公私共にすべき利は，前者の方に重

点がかかっていたことは確かである。しかし後者の方の利が全然考慮されて

いなかったとは考えにく L、。天武天皇 5年（676）の南淵山・細川山の禁伐を，

水源かん養のためと考えているからである。大宝令を考えても 8世紀初頭にな

ることから，この時期にはこうした考えがあったものと思われる。しかし宮

都や寺院の造営あるいは墾田事業の推進が最重点的に考えられて推進された時

代であった。
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