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炭化片分析により証拠づけられた奥田光山域における明治期の山火事

石田泰成1.t・逢沢峰昭*.1・大久保達弘1

1宇都宮大学農学部森林科学科

栃木県奥日光山域において，明治期の1905年に撮影された山火事跡の古写真がデジタルアーカイブスとして公開
されている。本研究は，この写真の撮影地点の探査と樹齢構造の調査から，山火事が発生した林分を特定しそこ
で炭化片分析を行うことで，同分析によって山火事発生が実証可能か検討した。その上で，山火事発生に関する文
献記録のない岡山域の1915年の古い地形図上にみられる広域的なササ地が，山火事によって成立したものであるか
を炭化片析によって明らかにすることを目的とした。踏査の結果，山火事発生林分を特定することができた。山火
事発生林分は， 1915年の湯ノ湖周辺の地形図ではササ地となっている場所と，その近くの広葉樹林であった。また，
文献および樹齢構造の調査，この場所では約120年前(1890年代)に山火事が発生したこと，この周囲のカンパ林お
よびミズナラ林の樹齢は120年以下であることがわかった。この林分での炭化片分析の結果，いずれの林分におい
ても炭化片が検出され，同分析によって，山火事発生の実証が可能と考えられた。次に， 19日年にササ地であった
別のミズナラ・シラカンバ林において同様の調査を行った結果，すべての地点から炭化片が検出され，樹齢は最大
で101年であった。以上から，奥日光山域では明治期に広域的な山火事が発生しており， 1915年地形図のササ地お
よびその周囲の広葉樹林にみられる現在の森林植生は山火事後に成立したものと推察された。
キーワード:奥日光，明治期，炭化片分析，山火事，ササ地

Yasunari Ishida， Mineaki Aizawa and Tatsuhiro Ohkubo : Evidence of forest fires in the Meiji era in the moun-
tainous region of Nikko on the basis of charcoal particle analysis. Japanese Journal of Forest Environment 55:1-8， 
2013. 

In this study， we aimed to obtain evidence of forest fires that had occurr巴din the mountainous region of Nikk:o， Tochigi， 
by using an analysis for detecting charcoal particles on the soil surface of Sasa grasslands on a historical topographic map 
drawn in 1915， in which there were no historical documents of for巴stfire. To t巴stthe efficacy of the charcoal particle 
analysis， we first conducted the analysis in places where forest fires had occurred in the past; we located these places by 
using old photographs of bumt forests， tak巴nin 1905 in the Meiji era; lit巴raturesurvey for forest fir凶;and surveys for tree 
ag巴 structure.We found that thes巴 placesare situated in the Sasa grasslands and the adj acent broad-leav巴dforest n巴arthe 
Yu・no-koLak巴 onthe map in 1915. Th巴 literaturesurvey showed that the forest fires had occurred near these places about 
120 years ago (1890s); this information corresponded with the tree age structure of birch and oak for巴stsaround these 
places that consisted of trees less than 120 years of age. Charcoal analysis used in these for巴stsdetected charcoal particles 
in all the for巴sts， indicating the efficacy of the analysis. Then， chaぽrc∞oalp凹a此rticleanalysis and s叩urv巴句ysin other oa北kι.哨 h副lit旬E 

bir叩chforests in 仕白1巴 ar巴a where t白heSas鈎agra侃sslandsw 巴r印elocated i凶n1915 revealed t白hepres 巴nc巴 of charcoal pa釘r此ticle郎sin all 
the forests， and tree age structure showed that the forests consisted of trees that were， at most， 101 years of age. Therefore， 
we collected evid巴nc巴thatforest fires had occurred across the region in the Meiji era and that the existing forest vegetation 
on th巴 Sasagrasslands and adjace凶 broad-leavedforests would have been established after the fires. 

Keywords : mountainous region of Nikk:o， Meiji era， charcoal particle analysis， forest自民 Sasagrassland 

1.はじめに

山火事は森林の更新に関わる重要な撹乱要素の一つで、あり

(Zackrisson et al.， 1996; Nakashizuka and Iida， 1995 ;中静，

2003)，過去の山火事は現在の森林植生に大きな影響を与え

ている (Roweand Scotter， 1973 ;薄井， 1981;津田， 1995; 

Nakagoshi et al.， 2003 ;津田ら， 2002;後藤・津田， 2007)。

したがって，山火事の履歴や，山火事後の再生林(山火再生

林)の林分構造を調査することは，森林の管理や保全を考え

る上で重要である (Bergeronet al.， 2002 ; McDadi and Hebda， 

2008)。
近年，米国ハーバード大学アーノルド樹木園がweb上に公

聞しているデジタルアーカイブス (Botanicaland Cultural Im-

ages ofEast巴m Asia 1907-1927) (h抗:p://arbore印m.harvard.edu/

library/image-collectionlbotanical-and-cultural-images-of-eastern-

asial)の中に，同国のJohnGeorge Jack氏(以下， Jack氏)が，

1905年(明治38年)8月11日に栃木県日光市湯元付近で撮影

した 2枚の山火事跡地とされる写真が含まれていた(リポジ

トリID:再AEE-00202および存AEE-00203)(図-la，d)。写真

の台紙裏のラベルには， Iおよそ12年前に伐採後，火を放っ

たといわれている南斜面で， 5月15日から 6月15日まで燃

え続けた」とあり， 1905年の12年前，すなわち1893年(明治

26年)頃に湯元付近で山火事が発生したことを示唆している。

また， 1915年(大正 4年)および1931年(昭和6年)の 5万分

* 連絡・別刷請求先(CorrespondingAuthor) 干321-8505 栃木県宇都宮市峰町350 宇都宮大学農学部森林科学科 Department of Forest Science， Faculty 
of Agriculture， Utsunomiya Universiりら 350Mine-machi， Utsunomiya， Tochigi， 321-8505， Japan 
E-mail . a四 wam@cc.utsunomiya-u.ac.jp

1 Department of Forest Science， Faculty of Agriculture， U臼unomiyaUniversity 
T 現勤務先:住友林業フオレストサービス側;Sumitomo Forestry Wood Products Co.， Ltd. 

(2012年10月31日受付， 2012年12月4日受理)
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の 1地形図(大日本帝国陵地il!U量部発行) r男 jl~~ 11I J をみる

と，湯ノ ìMJ束岸，三品南西斜面や光徳から |ーII ~U峠に至る一引

に，現在の地形図では「しの地J(奥日光地域ではササ地に相

当)に対応する地図記号-が1::11され，その仁!コに「枯死 .13't木」

の言己号カf点在する区域が広がっているのが見受けられる(区1-

2)。このことから，奥日光山城では.1915年以前に広域的

な山火事が発生していた可能性が示唆される。

山火事で焼けた植物体は炭として地表にJ;jJ:積し，安定した

状態で土壊 ~I-I に 滞留すること が知 ら れてい る (Obl son 日nd

Tryterud， 2000 :井上ら， 2005; Preston and Scbmidt， 2006 : 

Gavin el al.， 2007 ;岡本， 2009)。山火事によって生成された

炭化片のうちiJUTIなものは広く 拡散するが，大きな炭化片は

山火事発生地内に残存する (Ol1lsonand Tryterud， 2000)。こ

のため，大きな炭化片の有無を分析して，近代の山火事発生

を調べた捌先例がヨーロッパを中心にみられる(例えば，

Wallenius， 2002)。 しかし日本における明治則以降の近代

の山火再生林に関する酬先は， 伝聞や記録(例えば高岡 ・

笹， 1996: Osumi， 2005) ， 林分の組成 ' Wi造や年ìli命保~ '~ Il (ì~f 

田ら， 2003)を山火事発生の根拠としている場合が多く，炭

化片の分析を行った研究例はみられない。したがって，炭化

a 

b 

C 

片を州出することにより， L11火事発生の事実を支持するため

の重要な傍証が得られる可能性がある。そこで本砂|究では，

( l)lack氏の写真撮影地点を探査・特定し， (2)その場所におい

て成長sH:Wi，析とともに炭化片分析を行い。 111火事発生の事実

を炭化片分析によって実証可能かどうかを1食討 した ヒで， (3) 

山火事発生の情報のない大正~昭和初期の地形図中に見られ

るササ地が山火事によ って成立したものであるかを炭化片分

析によって|明 らかにすることを 目的とした。

2 調査地および方法

2.1 調査地

調査地は栃木県北西部に位置する日光市の三岳南凶斜Tfriの

湯ノ ìMJ 東岸， 三岳南斜而の国道120号線北1J11J.お よび~y:j*斜

面(光徳牧場北側)(楳高1，503m~ 1，594111)の奥 日光国有林で

ある(区ト1)。この地域の地質は，基盤をなす第三紀の花岡岩，

石英班狩.流紋岩と，第四紀の火山噴出物に大別され，とり

わけ三一町一荷は第四紀の火山I噴出による溶岩が推積している

(薄井， 1958)。土波は，位j色森林土が大部分を占めているが。

標高1，500111以上のところにはボドゾルあるいはポ ドゾル化

土壌が分布する(関東森林管理局，2009)。一帯はダケカンパ

d 
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図一1 奥日光湯元付近で1905年に撮影された山火事跡地の景観と2010年に同ーの林分で撮影した景観

Fig. I. Past and present landscapes 01' the same stands where the I'orest tires occurred that were photographed 

in 1905 and 2010 near Yllmoto， in the mountainous region of Nikko. 

日(IIAEE-00202)およびd(岸AEι00203)守 1905年8月111:1・Jol1l1G. .Jack倣J;:;: bおよびcカシミー ルを川いて1'1成した鳥11欣

|豆I: c. 2010年12月 1I-l .石間務!削M)}(5;仁 2010年12月4日・石田泰成御影

a (岸AEE-00202)and d (#AEE-00203)， photographed on August 11， 1905， by Jol1l1 G. Jack; b and e， Bird eye views constructed 

using Kashl1lir 3D software; c and f， photographed by the author (Y. Ishida) on Decel1lt、er1， and Decel1l tヲer4，2010 

-2 



Jpn J For Environ 55 (1)， 2013 

林，シラカンパ林， ミズナラ林などの落葉広葉樹林のほか，

アスナロ，コメツガ林，およびウラジロモミ林など亜高山帯

下部から冷温帯上部の植生が広がっている。気候は降水量が

夏に多く冬少ない太平洋型気候と，冬の降水量が多い日本海

型気候がともに影響する境界地域となっている(佐藤・谷本，

2003)。最寄 りの中禅寺湖畔の奥日光観測所(N36
0

44.3' ， 

E139
0
30.0' ，標高1，292m)の1981年から2010年の30年間の観

測データによると，年平均気温は6.9
0C，温量指数(WI)は54，

平均年降水量は2，l76mm，平均年最大深積雪は36cm(2月)

である。

2.2 山火事跡地写真の撮影地点の特定と文献収集

Jack氏が1905年に撮影した山火事跡地における 2枚の写

真の撮影地点の特定は，国土地理院刊行の数値地図50m

メッシュ(標高)の数値標高モデル(DEM)データを，カシ

ミール3D(http://www.kashmir3d.coml)のカシバード機能を

用いて，コンピューター上で3D地形図化し， Jack氏の写真

と背景に写されたスカイラインが一致しているように見える

候補ポイントの緯度経度を記録した。そして，簡易携帯GPS

(GPSMAP60CSx， GARMIN杜)を用いて当該ポイントに行

色現地の地形と，写真の地形が一致する場所を探査した。

また， 日光市立図書館や栃木県立図書館において，奥日光に

ついて書かれた古い文献・絵葉書に山火事発生の事実や撮影

地点の特定に関する情報が含まれていなし、か探索した。

E二3・・E二3・・E二コ。冊。m

2.3 1915年の地形図にみられるササ地の特定

調査地付近が掲載されている 1915年(大正4年)の大日本

帝国陸地測量部発行の 1/50，000地形図「男韓山」にあるサ

サ地，すなわち「枯木・焼木」の地図記号をともない現在の

地図記号の「しの地」に相当する区域の現在位置を確定する

ため， 1915年と2002年の両地図のジオリファレンスを行っ

た。1915年の地形図と2002年国土地理院の地図発行の

1/25，000地形図を高解像度のスキャナーで読み取り，ラス

ターデータとし TNTmips2009(Microlmage社， USA)を用

いて，両ラスターデータの重ねあわせを行った。この際，共

通する三角点や山頂にポイントを落として，ジオリファレン

スを行った。

2.4 炭化片分析

土壌中から0.5mm以上の大きさの炭化片が検出されれば，

その地点は山火事が発生したとみなすことができる (Ohlson

and Tryterud， 2000)。また，より大きなサイズの炭化片が検

出されるほど，その場所で山火事が起きたことを示す可能性

は高くなると考えられる。したがって，本研究では， 2mm 

以上の大きさの炭化片を対象とし， Gavin et al. (2003)の方

法を改変した手法を用いて，調査地から検出される炭化片量

を調べた。サンプルは後述の毎木調査のプロット内およびそ

の周辺の合計25カ所で採取した(図-2)。サンプル採取は，林

床のAo層(有機物層)のL層およびF層を除去し， H層と A

図ー2. 1915年の地図にみられるササ地(斜線部)，毎木調査プロット(白三角)，土壌採取地点

の位置図(白丸)

Fig. 2. Locations of Sasa grasslands represented in a historical topographic map drawn in 1915 

(hatched area)， tree survey plots (open triangles)， and soil sampling points for chal'coal analysis 

(open circles). 

JlおよびJ2の地点は. 1905年8月11日にJohnG. Jackが#AEE-00202(図ー1a)および再AEE-00203(図ー1d)の
写真をそれぞれ撮影した地点を表す。矢印はJohnG. Jackの搬影方向を示す。

Points of Jl and J2 are the locations where John G. Jack took photographs #AEE-00202 (Fig. la) and #AEE-
00203 (Fig. ld)， respectively， on August 11， 1905. The arrows indicate possible shooting directions of the 
photographs of John G. Jack. 
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層の境界面の厚さ 4cmの土壌を400ml採土円筒(芝本式土壌

採取用円筒，大起理化工業)を用いて採取した。採取した場

所は簡易携帯GPSを用いて記録した。サンプルは実験室に持

ち帰り， 50
0
Cで約 2日間乾燥させた。その後， 2mmの円孔

ふるいを用いて土壌を簡別し飾上の炭化片，すなわち， (1) 

完全に黒色で不透明， (2)末端の破断部が角ばる， (3)表面に光

沢がある， (4)木材の細胞構造をもっ(Ohlson and Tryerud， 

2000)を選別・回収した。次いで、，残りの舗上の土壌中の有

機物を溶解するため， 10%水酸化カリウム (KOH)に浸

し， 50
0
Cで一晩放置した。その後，試料を 2mmの円孔ふる

い上で水を用いて洗浄し，ふるい上の残誼を70
0

Cで一晩乾

燥させた。この作業をもう一度繰り返し得られた乾燥試料

を目視ならびに実体顕微鏡を用いて観察し炭化片を選別・

回収した。回収した炭化片は10%KOHに一晩浸した後，乾

燥させた。最後に，市販の約 3%の過酸化水素水(H202)に

50'Cで一晩浸して，有機物の溶解液による試料の汚れを漂

白した後，残t査を取り出し70
0

Cで一晩乾燥させ，各プロッ

トにおける炭化片量を土壌400mlあたりの炭化片量(mg)で

評価した。

2. 5 毎木調査および成長錐解析

山火再生林の林分組成と樹齢構造を把握するため，合計

9つの毎木調査プロットを設置した(図-2)0Jack氏の写真

(再AEE-00202)(図-la)の撮影地点付近で，かつ1915年の地形

図でササ地となっている三岳南西側斜面の湯ノ湖東岸にプ

ロットA1~2 を， Jack氏のもう l枚の写真(再AEE幽.00203)

(図-ld)の撮影地点付近である三岳南側斜面にプロットB1~

3を設けた。またJack氏の撮影ホ。イントとは別に1915年の

地形図でササ地となっている三岳南東斜面(光徳牧場北側)に

プロット C1~3 を設けた。さらに，比較対照として，調査

区Aに隣接し 1915年の地形図では針葉樹林となっており，

山火事の発生がないと考えられる林分に調査区Dlを設置し

た。各プロットは20mx 20m(0.04ha)の方形区とし，プ

ロット内の樹高 2m以上の全樹種を対象とし各個体の胸高

直径(以下DBHと呼ぶ)を測定した。

プロット内の樹木がJack氏の記録による山火事発生年(お

よそ1893年頃)以降あるいは以前に更新したのかを検討する

ために，各プロットの 6~10個体について成長錐(Haglo吋土，

Sweden)を用いて合計69本のコアを採取した。コア試料は山

側から地上高50cmで採取したO 根張りをもっ樹木や萌芽し

ていて地上高50cmで、コアを採取できない個体については，

できるだけ地際に近い高さでコアを採取した。サンプルは実

験室に持ち帰り，木工用ボンドで木片上に固定し乾燥後に

年輪数を読み取った。なお，採取したコアの位置が幹の中心

からややずれているサンプルについては，津田ら (1995)の手

法を基に樹齢の簡易補正を行った。

3.結果と考察

3.1 1905年の山火事跡地写真の撮影地点の特定

本研究の踏査によって， Jack氏の写真撮影地点を湯ノ湖東

岸および三岳の南西斜面と特定できた。図-laの写真(再AEE-

00202)は，現在，国有林野施業実施計画図において80年生

(2010年時点)のカラマツ林となっている場所で撮影された

写真で、あった(図-2のJl地点)0 Jack氏の写真と斜面の奥行き

や傾斜がほぼ対応していた(図-la~c)o Jack氏のもう 1枚の

図-ldの写真(非AEE-00203)は，現在，同計画図上において

101年生以上(2010年時点)の広葉樹林となっている場所で撮

影された写真であった(図-2のJ2地点)。写真右側奥にそびえ

るピークとその左側に展開するスカイラインが一致していた

(図-ld~f) 。

文献調査の結果，田中 (1912)に「是より五六町(筆者注:

約600m)にして左に湯濃へ降る路あり。此遺山林にて水楢

の大樹多し。山中には林木禿立して全く白色なるあり。野火

に遇て此の如しといへり。直行すれば湯ノ湖の傍に出づ。」

との記述があり， 1912年以前に湯滝付近で，山火事が発生

したことを示す証拠が得られた。また，白井 (1915)の中に

は， i二十齢年前，湯本湯瀧の附近に，大楢の大林ありしを，

炭焼竃を築き，大樹の皮を剥き，立ち枯れとなさしめ，之を

炭に焼きしことも有る。此遣は山火事の為に，他の小木を失

いし場所なれども，其焼け残りの大樹を，斯くして炭となし

終りしは…・ー」との記述があり，同書の発行年から少なくと

も20年さかのぼった1895年頃に山火事が発生したことを示

唆する証拠が得られた。 Jack氏の写真ラベルの記録によると，

山火事発生年はおよそ1893年であるので，山火事発生年が

これらの丈献記録とほぼ一致する。さらに， 日光市立図書館

所蔵の湯ノ湖が写った古い絵葉書(発行年は不明)には，湯ノ

湖の対岸の森林に無木立の部分(写真では森林が白く抜けて

いるようにみえる)がある。この場所は，現在カラマツ林と

なっているJack氏の撮影地点(図ー2のJl地点)の一帯であり，

ここで山火事があったことを示唆している(図-3)。

毎木調査の結果，調査区Aは中径~大径のダケカンパやウ

ダイカンパが高木層で優占しており(附表一1)，それぞれの最

大胸高直径(maxDBH)は42.0cmと63.0cmであった。亜高木

層ではDBH10~30cmの小径のミヤマアオダモが優占してい

た。成長錐解析の結果，ダケカンパの樹齢は53~80年，ウ

ダイカンパは78年と，最大樹齢は80年であった(図-4)。ま

た， Jack氏の写真撮影地点付近にある調査区Bで、は，いずれ

のプロットも中径~大径のミズナラ (maxDBH= 43.9~64.6 

cm)が高木層で優占し(附表ー1)，ダケカンパやウダイカンパ

(maxDBH = 37.8~71.1 cm)，ハリギリ (maxDBH= 53.9 cm) 

やケヤマハンノキ(maxDBH= 58.6 cm)が高木層に点在して

いた。亜高木層ではDBH10~30cmの小径のウラジロモミが

優占していた。ここでは，ミズナラの樹齢は72~116年，カ

バノキ科樹種の樹齢は93~97年と，最大樹齢116年であった

(図-4)。本研究で1土成長錐を地上高50cmで寸'*取したが，カ

ンパ類の樹高成長は陽地で、は 1年で50cm以上に達するとさ

れ(渡遺， 1985)， ミズナラも 2 年生苗で26~60cm以上の苗

長があるとされる(斎藤ら， 1975:佐藤， 1992)。よって，

成長錐から推定された樹齢は実齢と大きく違わないと考える

と調査区AおよびBで得られた樹齢は，白井(1915)とJack

氏の写真ラベルの記録にある山火事発生年(1893年前後)と
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Fig. 4. Age distribution of the tree species in each study plot. 

Qm:ミズナラ. Be:ダケカンノ¥.Ah:ウラジロモミ. Fa:ミヤマ

アオダモ. Thd:アスナロ. Bm:ウダイカンバ. Alh・ケヤマハンノ
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Age (yr) 図-3.奥日光湯ノ湖畔の古い絵葉書にみられる山火事推定地の

景観(a)と同一地点で2010年に撮影した景観(b)

Fig. 3. A probable burnt forest stand in an old picture postcard 

(a) and the present landscape photographed in 2010 at the same 

point (b)， lakeside of Yu-no・ko，mountainous region of Nikko. 
a. 日光市立図書館所蔵;b. 2010年12月 1日・石田泰成撮影，矢印
は山火事で焼けたと比定される無立木地を示す。
a， owned by Nikko City Library; b， photographed by the author (Y. 
Ishida) on December 1， 2010; arrow indicates a treeless area that was 
probably burnt. 

その外には実質的にほとんど見られないこと，山火事発生地

内で炭化片量が有意に多いことを示し， 0.5mm以上の炭化片

の検出は，そこで山火事が発生したことを示す堅固な証拠で

あることを示した。さらに，この炭化片量の分布傾向は 2

mm以上の炭化片においてさらに顕著であった。本研究の結

呆からは，炭化片量の分布に偏りは見られなかったため，分

布の有無だけに着目すれば，湯ノ湖東岸や三岳南西斜面にお

ほほ一致するかそれより新しかった。したがって，これらの

調査区は山火事後に更新した林分であると考えられる。

炭化片分析の結果，この地点を含む林分にある調査区Aお

よびBにおいて 2mm以上の炭化片が検出され，その量は 8

~503mgと大きくばらついた(図-5) 0 Ohlson and Tryterud 

(2000)は，山火事発生地から距離別に0.5mm以上の炭化片

量を測定しその炭化片の86%が山火事発生地内に見られ，
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いて，山火事が発生したものと考えられる。なお，調査区A

の中に， 4ヶ所中 1ヶ所(プロットA2)で炭化片が未検出で

あった(図-5)0 Ohlson and Tryterud (2000)は，山火事発生地

点付近でも炭化片が検出されない地点も見られることから，

炭化片が未検出の地点において山火事が発生したかどうかは

慎重に解釈する必要があることを指摘している。この採取地

点の周囲では炭化片が検出されていることから，この採取地

点も山火事後に更新した林分内に位置するものと考えられる。

以上のように， Jack氏の写真撮影地を特定し文献情報，

成長錐解析に基づいて，およそ120年前に山火事が発生した

ことを実証できた。そして，この場所で炭化片分析を行った

結果，炭化片を検出できた。したがって，炭化片分析によっ

て，そこで山火事が発生したことの証拠づけが可能と考えら

れる。

3.2 1915年の地形図のササ地における山火事発生

1915年の地形図において，調査区Aはササ地となっていた

(図-2)。一方， Jack氏の写真(図ー1d)の撮影地点付近で、ある

調査区Bは現在ミズナラが優占していて， 1915年の地形図で

は広葉樹林となっている。写真(図-ld)をみると，中央に立

つ人の背丈以上の低木が繁茂している様子がうかがえる。し

たがって，プロットB付近では山火事後の森林の回復が早

かったため， 1915年の地形図において広葉樹林と記載され

た可能性がある。このことはまた， 1915年のササ地の区域

以外でも山火事が発生していたことを示唆している。 1915

年の地形図上でササ地で、あった調査区c(図-2)は，いずれの

プロットも中径:のミズナラ (maxDBH= 32.0~45.7 cm)とシ

ラカンパ(maxDBH= 24.6~33.3 cm)の2種が高木層で優占

していた(附表ー1)。樹齢はミズナラが75~101年，シラカン

パは中心が腐っている個体が多かったが83~94年であり，

いずれの樹種も101年以下であった。ここでは，山火事に関

する文献記録が得られなかったが，炭化片が12~324mg と

大きくばらつくものの，すべての地点から検出された(図-5)

ことから，調査区cにおいても山火事が発生したと考えられ

る。一方，山火事の発生した調査地Aに隣接し， 1915年の地

形図でも針葉樹林である調査地Dにおいては，炭化片は検出

されなかった(図-5)。調査地Dはアスナロとコメツガが高木

層で優占し(附表ー1)，最大胸高直径はそれぞれ64.5cmと73.4

cmで、あった。成長錐解析の結呆，調査区Dのコメツガが約

170~300年，アスナロの樹齢は121~226年と，いずれの樹

種も 121年以上であったことから，調査区Dでは山火事は発

生しなかったと考えられる。

以上のように1915年の地形図にみられるササ地は山火事

に起因しているものと考えられた。各ササ地の面積(図-2)は，

プロットAを囲う領域で16ha，プロットBの領域は25ha，プ

ロットCの領域は261haと広域的であった。さらに，プロッ

トBのようにこれに隣接する広葉樹林においても山火事が発

生した事実が得られた。奥日光山域周辺の開発や伐採が始

まったのは明治期以降とされる(本多， 1914;白井， 1915)。

したがって，奥日光山域では明治期に広域的な山火事が発生

していたものと推察される。シラカンパやウダイカンパ林は

山火事後に成立することが指摘されている(内藤ら， 1987; 

津田ら， 2002)。また， ミズナラは厚い樹皮に覆われて火に

対する耐性が強いとされる (Masakaet al.， 2000)。したがっ

て，このような奥日光地域におけるシラカンパやミズナラ林

の卓越は，広域的な山火事の影響を受けて成立した可能性が

示唆される。

4. おわりに

本研究によって，山火事に関する文献記録のない森林にお

いて炭化片分析を行うことにより，その場所で山火事が生じ

たことを傍証することが可能と考えられた。今後は，過去の

山火事後に成立したと推定されるが，過去の履歴が不明確な

シラカンパ林やウダイカンパ林を対象として炭化片分析を行

うことで，その森林の成立要因として山火事が関与している

かの検討が可能になると考えられる。ただし当該林分にお

いて年代の異なる山火事が複数回発生した場合，それぞれの

発生時期が明らかにできなければ石室実な証拠としてのレベル

は必ずしも高くない。したがって，放射性炭素年代測定によ

る炭化片の年代測定の試みも必要になろう。
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