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１．「山の辺の道」は「溜池の道」だった
私が書いた本のタイトルは『水田と前方後円
墳』。最近，大阪府の仁徳天皇陵辺り一帯の古
墳群が世界文化遺産に指定されるというので，
この本もいささか話題になっているようです。
しかし，私は，この本を考古学の研究成果とし
て書いたわけではありません。では，なぜ私が
この本を書いたのか。これから，それをお話し
たいと思います。
10 年ほど前の春のある日，私は，奈良盆地
で生まれて初めて前方後円墳を見ました。奈良
盆地の東南部，天理市にある崇神天皇陵と呼ば
れる巨大な前方後円墳でした。
天皇陵の周囲の濠を見たそのとき，これは皿
池形式の溜池だなと直感しました。溜池ならば，
放水口である底樋なり斜樋，皿池ですから水の
取り入れ口などがあるはずだと思い，この池の
周りを歩いてみました。すると，この皿池は池
面三段の親子いや親子孫溜池で，最下段の池に
は斜樋や余水吐，最上段の池には取水口，そし
て，池に注ぎ込む水路を 1㌔ばかり登りつめる
と，西門川という渓流から井堰で取水されてい
ることがわかりました。濠の水は，今でも農家
によって灌漑用水として使われていたのです。

写真－１ 崇神天皇陵

崇神天皇陵のすぐわきの道は「山の辺の道」
と呼ばれています。この道を南に向かうと，景
行天皇陵などの古墳，谷を堤で締切った溜池が
いくつもありました。二時間ほど歩くと，箸墓
古墳という巨大な古墳があり，それに隣接し「大
池」と呼ばれる池がありました。この池は，和
歌山県の奥地から奈良盆地に導水する吉野川分
水事業の調整池として再整備され今も使われて
いるのです。「山の辺の道」は「溜池の道」で
もあったわけです。
箸墓古墳の大池にたどり着いたころ，私の技

術のルーツはこの辺りにあるのではないかと思
うようになりました。箸墓古墳の奥にある山は
三輪山。山全体が神とされ，日本最古の神社と
いわれています。そして，この箸墓古墳は，最
初に出現した巨大前方後円墳で，最近では，こ
れは邪馬台国の卑弥呼の墓だと考える考古学者
も多くいるそうです。
10 年ほど前，私は，既に六十歳を少し超え

ており，約 40 年間続けてきた農業土木コンサ
ルの仕事をそろそろ退くころと考えていまし
た。そうなると，私がやってきた仕事は，家族
に誇りを持って話せる仕事だったのか，後輩の
技術者たちに伝えるべき技術だったのか，とい
うようなことを考えるようになっていました。
それでは，私の技術・農業土木の原点は，ど

のようなところにあったのか，そして，私は，
その技術を用いどのような仕事をやってきたの
か，それらを探し求めているうちに，この本を
書くことになってしまったわけです。

２．前方後円墳の謎を解く
前方後円墳と呼ばれる古墳は，基本的に鍵穴

のような形で，その円形部分と方形部分を組み
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合わせた山のような姿をしています。円形部分
のトップにお墓があるので，前方後円墳は権力
者の墓だといわれています。
周りの濠は周濠と呼ばれています。私は，も
し前方後円墳を盛り立てるとしたら，周囲の濠
を掘った土を山に担ぎ上げると思いました。だ
から，前方後円墳の盛土容積がわかると池の容
量がわかる。前方後円墳が大きいほど大きな溜
池ができる。つまり，箸墓古墳以降の巨大な前
方後円墳は，大きな墓のみならず大きな溜池を
生みだすためにも築かれた，と考えたわけです。

図－１ 前方後円墳の基本形状

3 世紀，奈良盆地のヤマトと呼ばれるクニに
出現した前方後円墳は，謎に包まれています。

なぜ，その場所に円形と方形から成る形で築か
れたのか。その立地が盆地縁辺部を反時計回り
に移動し，さらに大阪平野をはじめ各地に広
まっていったのか。7世紀初頭に，なぜ消滅し
たのか。そして，300 年以上にわたり，巨大な
墳丘を築き続けた人びとのモチベーションは，
どこから生まれたのか・・・。これらの謎は「前
方後円墳は，墓であるとともに，その周濠が溜
池として機能していた」と考えると，一挙に解
けていきました。

３．こうして決まった前方後円墳の形状と位置
3 世紀の初頭，最初にできた小型の前方後円

墳は，長さは 100㍍，高さは 5㍍ほどでした。
それが，3世紀の終わりごろになると，長さが
280㍍，高さも 30㍍ほどある巨大な箸墓古墳が
出現しました。5㍍でも 30㍍でもその高さに土
を持ち上げるには，今ならいろいろな施工機械
がありますが，昔は人力で担ぎ上げた。多分，
モッコのようなものを使い運んだと思います。
前方後円墳をどのように盛り立てたかを想像

してみました。最初は墓である円形部分を人力
でかき上げていく。しかし，あるところから仮
設道路が必要になります。なければ絶対に 30
㍍もの高さまで土を運べません。

図－２ 「仮設道路」兼「土捨て場」だった前方部
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ここで，この仮設道路の勾配が問題になりま
す。モッコで持ち上げるとしたら，人間工学的
な限界勾配があるはず。それを古い農業土木の
教科書で調べてみると 10 分の 1 ほどでした。
ということは，30㍍の高さまで持ち上げるには，
300㍍ほどの長さの仮設道路が必要になります。
それが，円形の後円部と方形の前方部から成る
前方後円墳の形状の決定要因だったわけです。
墓である後円部は円形なので，盛り上げ可能
な高さすなわち盛土量に限界があります。それ
に対し，前方部は方形なので仮設道路の限界勾
配をまもれば，いくらでも長さを延ばすことが
できます。
人びとは，巨大な墓とともに巨大な池を造り
たかった。円形の墓を盛り立てるための用土と
仮設道路の用土は，周囲の濠を掘削し調達した。
池を大きくするために，濠の幅や深さを増すほ
ど残土が増えた。その残土を仮設道路である前
方部に盛った。つまり巨大前方後円墳の前方部
は「仮設道路」兼「土捨て場」だった，と私は
考えました。
4世紀末ごろになると，前方部から後円部に
移る辺りに「造

つくりだ

出し」と呼ばれる突出部をもつ
古墳が現れます。この「造出し」の設置目的も

謎とされていますが，私は仮設道路の取り付け
口だと考えています。図－３のように，「造出し」
から土を搬入，前方部を「仮設道路」兼「踊り
場」としてスイッチバック方式で後円部を盛り
立てると，運土作業が効率化されます。
では，巨大な前方後円墳の位置は，どのよう

に決められたのでしょうか。
「山の辺の道」沿いには全長 200 ～ 300㍍の
前方後円墳がたくさんあります。「山の辺の道」
の東側は笠置山地，西側は奈良盆地の緩斜面の
水田地帯。その境界線上に前方後円墳は造られ
ています。一方，図－４に示したラインは，吉
野川分水の東部幹線導水路です。このラインに
用水路を配置しないと，水田地帯を灌漑するた
めの水のエネルギー，位置のエネルギーが得ら
れない。昔であろうと今であろうと，技術者な
らば，同じことを考えます。盆地の水田地帯に
用水を供給するためには，この辺りに水源とな
る溜池や幹線用水路を配置する。私は確信しま
した。巨大な前方後円墳の周濠は，灌漑用の溜
池だということを。

図－４ 吉野川分水と前方後円墳群

４．水田稲作と農業土木技術
奈良盆地の東南部に始まった前方後円墳の築

造は，その立地が盆地縁辺部を反時計回りに移図－３「造出し」による前方後円墳の築造
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動し，さらに大阪平野をはじめ各地に広まって
行きます。その数は，全国で 4000 とも 5000 と
もいわれています。前方後円墳の周濠が水田稲
作のための溜池と考えるならば，人びとは，な
ぜ，それまでして水田で米を作りたかったのか。

写真－２ 水田と前方後円墳

古墳時代に先だつ弥生時代，水田は，川の近
くの自然堤防辺り，台地縁辺部から湧水が滲み
出るような土地に拓かれていました。いわゆる
湿田です。だから，洪水があれば洗い流され，
土砂崩れがあれば埋まってしまいました。また，
日照りが続けば，頼りにする川の水位や地下水
位が下がり，湿田は干上がってしまいました。
日本列島では，洪水の影響を受けない川から
離れた乾いた土地で，水田を拓き，米を作るには，
日照りに備え水を貯えておく溜池が絶対に必要
でした。その溜池の機能を前方後円墳の周濠に
求めた，と私は考えました。しかし，人びとは，
巨大な墳丘を盛り立て，乾いた土地に延々と水
を導いてまでして，なぜ米が欲しかったのか。
二千数百年前に，大陸から日本列島に伝来し
たとされる水田稲作は，弥生時代の短い期間で，
今の青森県まで広まったとされています。しか
し，私はそうは思いません。当時の技術で冷涼
な気候の東北地方北部での稲作は難しかった。
米は，食べ物として列島内に普及したのではな
く，お金のかわりになるモノ「物品貨幣」とし
て広まったと思います。
米は，持ち運びが容易で，自由に分けること
ができ保存もきく。そして，いつでも皆が欲し

がるモノでした。それだけではなく，日本の食
の原点はすべて米からきている。お酒はもちろ
ん，味噌も醤油も米麹の発酵作用を利用してい
ます。米は摩訶不思議な薬でもあった。また，
副産物の稲わらにも，いろいろな使い道があっ
た。だから，米は，皆が欲しがり高値で他のモ
ノと交換できた。
人びとは，米がよくできる水田を欲しがった。

水田を拓き米を作ることは，富を得ること豊か
になることでした。そのような日本列島の生活・
文化がこの時代にできあがった。そのころ，私
たちの農業土木の技術ができあがった，と私は
考えます。
弥生時代の水田は天水，雨水頼りでした。雨

が降らなければ干ばつ。雨が降りすぎると洪水
でやられてしまう。小さな川に井堰を築き取水
しようにも，川の水も結局は天水，日照りが一ヵ
月も続けば干上がってしまう。
そのような時代，奈良盆地の東南部に，溜池

としての前方後円墳の周濠に水を貯えておき，
日照りのときに水田用水に使う技術が生まれま
した。この溜池技術は，洪水被害の恐れがない
乾いた土地，乾田地帯における爆発的な開田を
促しました。
小流域ごとに溜池を築き水田を拓くという開

発手法は，日本列島では当たり前のようですが，
大河川のゆったりと変動する水位や豊富な雨量
に依存する，つまり自然頼りの稲作を行う国か
ら見れば，かなり変わった考え方でした。
稲が無事に育つことを神に祈るだけでなく，

自然をある程度，人為的にコントロールし利用
する，要するに科学する心・技術が生まれたわ
けです。また，その技術を活かすためには組織
の力が必要でした。一人だけ家族だけでは，溜
池など水利施設を造ることも，広く水田を拓く
こともできません。拓いた水田での稲作作業や
用排水の管理も皆が協力してやらなければなら
なかった。作業の適切な時期をはずせば自然は
待ってくれず稲は死んでしまうおそれがあっ
た。この共同作業のための組織をいかに作り運

      



8 JAGREE 97．2019・11

営するかを考えることも，この技術の特徴でし
た。それが私たちの農業土木技術の始まりだ，
と私は考えます。

５．必要とされなくなった前方後円墳
3 世紀ごろ奈良盆地に誕生したヤマトは，前
方後円墳の周濠つまり溜池と開田技術を各地に
広めることで，日本列島の盟主としての地位を
固めて行きました。ところが，7世紀初頭ごろ
になると，前方後円墳の造営は停止され，やが
て消え去ります。
なぜ，前方後円墳が消滅したのか。その理由
の一つに，谷を堤で締切り水を貯える谷池形式
の溜池の築造が技術的に可能になったことがあ
げられます。大阪狭山市の「狭山池」は，7世
紀初頭には存在したわが国最古の谷池形式の溜
池とされています。そのころ，ヤマトは，前方
後円墳を築造する労力の数分の一の労力で，水
を貯える技術を開発したわけです。その後，古
墳の周濠は谷池形式の溜池にその役割を譲るよ
うになりました。
写真－３は，昭和時代，奈良盆地東南部に築
かれた「倉橋溜池」です。この写真の左端，池
の中に島のようなものが見えますが，実は，こ
れは古墳なのです。

写真－３「倉橋溜池」の中に見える古墳

図－５は，溜池の分布図と前方後円墳の分布
図とを重ね合せたものです。ヤマトの力が及ん
でいなかった東北地方の北部を除くと，前方後
円墳が築かれた場所は，溜池が必要な場所でも

あったわけです。
前方後円墳が消え去った理由として，政治的

な理由や信仰的な理由もあったと思います。し
かし，それらについて話していると，とても長
くなるので，ここでは省かせていただきます。
興味のある方は，私の本をお読みください。

図－５ 前方後円墳と溜池の分布

６．四度の大開田の時代
前方後円墳が盛んに築かれていたころは大開

田の時代だった，と思います。乾いた土地での
水田開発の進展によって，物品貨幣・米の安定
的な生産が可能となり，それが交易・経済圏の
拡大をもたらし，結果的に人口の増大をもたら
しました。
前方後円墳の造営が停止してからほぼ百年，

「大化の改新」を経て，ヤマトは，律令制に基
づく中央集権国家・大和，日本列島の盟主とし
て不動の地位を固めます。
この国家体制の根幹を成す政策が，あらゆる

土地・人民・資源は国家のものとする「公地・
公民・公水制」，法に基づき人民に田地を支給・
収容する「班

はん

田
でん

収
しゅう

受
じゅ

制」。そして，最も重要な
税が田地の広さに応じた「稲」の徴収でした。
つまり，経済の中心を米と位置づけたわけです。
これがうまくいかなかった。農民は自らが所

有できない土地に開発意欲がわかず，農地は増
えず，税収も増えませんでした。困った律令国
家は，法を改め，新たに開墾した土地の私有を
認めましたが，開墾に必要な経済力があるのは
特権貴族や大寺社ばかりでした。
ここに，国家の土地で国司が支配する「国

こく

衙
が
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領
りょう

」と貴族や大寺社が領有する「荘
しょうえん

園」が並立
する律令国家の土地制度ができあがりました。
やがて，その土地から税を取り立てる権利を，
貴族，大寺社，そして武士たちが，最初は陰謀
をもって最後は武力をもって奪い合う時代とな
りました。そのような時代が八百年ほど続きま
した。
そのような体制に反発したのが，戦国大名の
織田信長や豊臣秀吉だったと思います。一方，
民衆の中からも新たな動きが出てきました。戦
国時代，地方に武装した自治集団と農業集団を
兼ねた「ムラ」という共同体が急速に増えて行
きました。信長のあと天下を取った秀吉は，「刀
狩り」つまり武装解除と共に「検地」を行い，
実際に耕作している百姓に土地の権利があるこ
とを認めました。
その「ムラ」を徹底的に利用したのが徳川幕
府でした。「村

むら

請
うけ

制
せい

」といって，ムラの自治権
を認めるかわりに，年貢はムラ全体の連帯責任。
もともと，稲作には共同作業が不可欠。そこに
年貢が連帯責任となると，ムラ人たち個々のわ
がままは許されず，ムラに絶対の忠誠を誓うこ
とになりました。ムラは運命共同体となったわ
けです。このムラの精神が，その後の日本人の
心に大きな影響を与えた，と私は考えます。
この時代が日本列島における二度目の大開田
の時代でした。水田を拓けば所有できるので，
各地で新田開発が進みましたが，他に大きな理
由がありました。子供が増えても所有する水田
が増えない限り，食い扶持だけが増え年貢が払
えず，家族のみならずムラも成り立たない。だ
から，常に新田開発が必要でした。こうして，
新田開発によるムラの数は増え，幕末には全国
で十万ほどのムラがあったと考えられます。

＊
3度目の大開田は，明治時代から太平洋戦争
までの時代。明治新政府は，文明開化を目指し
ましたが，日本は，あいかわらず経済の中心が
米作りの農業国でした。そこで，新政府は，欧
米先進国から導入した機械力を用い大開田を進

めましたが，狭い国土の日本で，耕作可能な土
地は限られていました。そうなると，豊かにな
りたいと思えば，海外へ移民するしかない。最
初はハワイやアメリカへ，やがて，朝鮮半島，
台湾，満州へ，最後には東南アジアへ。数百万
人もの人々が海外へ移民し，そこで農地を拓き
ました。
戦争が終わり，海外からの引揚者が 600 万人

も帰って来て，大変な食糧不足に陥りました。
日本の歴史の中で，初めてお金のためでなく飢
えを凌ぐために大開田が行われました。浅い海
や湖沼を干拓，火山灰に覆われた不毛の土地を
開墾，そして排水条件が悪い土地などを改良し，
食糧を増産しようとしました。これが四度目，
最後の大開田の時代でした。
戦後復興を成し遂げた日本は，昭和 40 年ご

ろになると，産業構造を農業から工業主体に切
り替えることで，高度経済成長期を迎えました。
それは，日本経済に占める稲作の比重の低下を
意味します。そして，食生活の変化により，米
の需要も急速に低下しました。

写真－４ 昭和20年ごろの胸までつかっての稲刈り

こうして，長く続いた換金作物としての米作
り，また，飢えを凌ぐための米作りの時代が終
わり，もはや開田は不必要，減反政策により米
の生産量が抑制されるようになりました。それ
は，何百年もの間，地域社会を構成してきた運
命共同体「ムラ」・「農業集落」の機能低下そし
て衰退をもたらし，さらには，日本人の心・精
神に大きな影響を与えました。
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７．変わりゆく日本社会と農業土木技術
今，少子化による人口減少，高齢化・子育て
のための社会保障などが問題になっています
が，そもそも，それらの問題は，運命共同体と
しての「ムラ」すなわち「農業集落」が衰退し
だしたころに既に始まった，と思います。
「ムラ」の中には，ムラ人それぞれに役割が
あった。「年の功」といって，歳をとっても幼
い子供・孫たちの面倒をみるとか，ムラの世話
をするとか，困ったときには互いに助け合うと
いう精神があった。しかし，都市部への人口集
中によって，都市部でも農村部でも「核家族化」
が進み，今では，老人が亡くなっても，それを
家で看取ることは滅多になく，慣れない都会で，
若い夫婦だけで子供を生み育てることは，経済
的にも精神的にも難しい。昭和 40 年代後半，
今の社会保障体制ができたころ，まさかそのよ
うな日本になるとは誰も思っていなかった。今
は全て公費で賄えと。そういう時代になってし
まいました。
それでも，ムラの精神がもう少し長く続いた
場面もありました。それは，「終身雇用」，「年
功序列」，「企業内組合」，徹底した「合議制」
などを基本とする「日本型経営」です。これは，
欧米人から見ると，古い体制というけれど，戦
争に負け国土が焼け野原になった混乱期の日本
で，個人の権利を主張し合う自由主義的な欧米
流の企業経営を進めようとしたら，会社はつぶ
れてしまう。
そこで考え出されたのが「日本型経営」。会
社を持続的に存続・発展させるためには，経営
者，従業員にかかわらず，全社一丸となって仕
事をやり遂げるしかない。ムラのかわりに会社
を運命共同体として考えるようになったわけで
す。この思考法は，欧米人はなかなか理解でき
なかったが，日本人は納得しました。そのころ
の日本人のほとんどが，親・祖父母の代までさ
かのぼれば，皆，ムラ出身者だったから。
経営者も従業員も市場拡大を好みました。ム
ラが豊かになるために，常に新たな土地を拓き，

より多くの米を作る。会社も同じこと。従業員
は，それぞれの役割に応じて，家族のことも忘
れ夜遅くまで働いた。妻は夫が，子供は父が，
なぜそこまでして働くかよく理解していた。そ
れに対して，経営者は，年の功に応じた年功序
列の賃金と終身雇用で応えました。それが運命
共同体・企業の中での経営者の役割でした。
今では，その「日本型経営」も消えかけてい

ます。「グローバル化」とか「生産性の向上」
の名のもとで，企業は，国内のみならず世界中
の安い労働力を求めるようになっています。そ
れは，日本人の誰にもあった役割を奪うことに
なった，と私は思います。

＊
前方後円墳が築かれたころから千数百年，日

本人は，少しでも多く，富の源泉・米を得るた
めに，国土に働きかけ水田・農地を拓き続けて
きました。その営みが，それぞれの土地の景
観・風土・文化を，そして日本人の心・行動原
理を生みだしました。農業土木は，その国土に
働きかける営み「国土づくり」に欠かせない重
要な技術の一つだった。ということで，私の仕
事，農業土木は，家族に誇りを持って話せる仕
事だったと思います。
しかし，米づくりが，わが国経済のみならず

農業生産の主役の座を降り，米づくりの中核を
担ってきた「ムラ」・「農業集落」が著しく衰退
した現在，農業土木イコール「国土づくり」の
技術とは必ずしもいえない時代になっています。

８．これからどうする
では，その技術を後輩の技術者に伝える価値

があるのか。それは，将来の農業土木技術者の
目的意識にかかっていると思います。私ができ
ることは，これからの技術者たちが，そのこと
を考えるときのヒントを残すぐらいのことです。
この 2000 年ほどの間に，日本人は，とても

低い土地に住むようになりました。
図－６は，国土の標高区分ごとの人口割合（右

側）と土地面積の割合（左側）を示しています。

      






