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シリーズ「近年の土砂災害J
2009年 7月に防府市及び山口市で発生した山地災害

(現代の災害に現れた過去のハゲ山荒廃の影響)一一

大 丸裕武

日次

1 はじめに

2. 谷壁斜碩の浅い崩壊と谷頭部の深い崩壊

3. 近世拐のハゲilIの形成と谷埋め土!替の堆積

1. はじめに

2009年 7月21日に九州北部と中国地方を襲った豪雨は，山口県の防府市北部

から山口市南部にかけての地域で多数の洪水や土砂災害を引き起こし，多くの

被害をもたらした。今田の豪雨による土砂災害の実態については，これまでに

も様々な分野の研究者によって調査が行われ，その実態が明らかにされてきた

(例えば，古川ほか， 2009)。しかしこの地域の山地の睦史が今田の災害の発

生形態に与えた影響についてはあまり注臼されていないように思える。本論で

は，筆者の現地調査結果をもとに，人間の過去の活動が今回の豪雨における山

地災害に与えた影響について考察を試みたい。

2. 谷壁斜面の浅い崩壊と谷頭部の深い崩壊

今閤の豪璃災害で発生した崩壊は，防府市北部から山口市南部にかけての花

筒岩山地に集中している(図1)。これには砂質で粘着力が著しく小さい風化

土層を形成しやすい花偶岩の性質が大きく影響したと考えられている。

中園地方の山地では，マサ土と呼ばれる花詞岩の風化物(木宮， 1975)を多
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-筒壌発生地点 炉 4 額面図の位援(図2)

図 1 2009年の豪雨被害地域における崩壊発生箇所の分布と花筒岩の分布

量に含む厚い風化殻が見られることが多い。このような花商岩の風化殻は， 日

本列島が現在の朝鮮半島南部のように低起伏の山々が連なる準王子原という地形

となっていた，新第三紀に形成されたと考えられている。第四紀に入るとこの

花嵐岩の風化殻は隆起運動によって中留山地の稜線部にまで押し上げられた。

その一部は，強い風化作用で赤色化した化石土壌として，現寂でも中国山地稜

線部の道路の切土面などに見ることが出来るO

このような山地稜線部に分布する花街岩由来の風化物質は森林土壌の貴重な

母材であるが，ひとたび植生の衰退や豪雨が起きた際には災害を引き起こす崩

壊予備物質となる。このため，中国地方では古くから花両岩山地からの土砂流

出に悩まされてきた。

今回の豪前による崩壊の多くは，このような中国山地の隆起準平原の縁辺部

にあたる地域で発生した。この地域の稜線の一部には花詞岩の風化殻が残存し

ているが，佐波JII，玉谷川など主要河川の鹿辺では谷による侵食が進み，多く

の急斜面が分布している O 図2は研究地域を東西に切る多数の地形断面を重ね

たものである。襟高400m~500m 付近に連なるなだらかな稜線(睦起準平原;

太田ほか， 2004)が認められる一方で¥平盟な稜線を持たないピラミッド型の
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図2 研究地域を横断する地形断面の合成図
定高性を持つ山頂は新第三紀の王子野が隆起して出来た隆起小起伏窃と考えられる

写真 1 剣JII上流で見られる薄い土居tが科離した
表層崩壊と崩壊土砂の長距離流下

孤立l峰も多く見られる。

筆者は災害直後に現地に入った当初，中間山地の土砂災害ということで，上

述したような厚いマサ土からの崩壊を予想していた。しかし実際には花尚岩

の風化殻からの崩壊は少なく，代わって目立ったのは急斜面の薄い土壌層が剥

離して長距離を流下するタイプの崩壊であった(写真1)。このような浅い表

層崩壊は防府市側の山地の急斜面において多く見られ ほとんどは崩壊地頭部

の輔が10m程度，深さも 1m程度と崩壊地形としては小規模なものが多い。

しかし降雨量が大きかったため，崩壊土砂は谷筋を流下する過程で多量の土

砂を巻き込んで流出し下流の住宅地に大きな被害をもたらしたと考えられる

(写真 2)。

白色の浅い崩壊が自立つ山地斜面を，上空のヘリから注意深く観察すると，

山親中部の谷頭部のやや窪んだ斜面からは深さが 2mを超えるようなやや深
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写真2 剣}II沿いの市街地の洪水被害

写真 3 111腹で発生した崩壊が長距離を流下して
下流域に被害を与えた真尾地区の災答

白色矢IODIま写真4の崩壊地の位震を示す

い崩壊が発生した場所も多く見られた。このことから この地域の山地の土層

は全体的には薄いものの，谷頭部や山腹の問地形の場所には比較的厚い土層が

蓄積されていると考えられた。

この急斜面の薄い崩壊と谷頭部の厚い崩壊という二つの異なる崩壊パターン

は一体何を意味しているのだろうか。その答えのヒントは，谷頭部の谷埋め土

層の断面にあった。防府市の真尾地底では矢筈ヶ岳北東の仏l腹斜面の複数の箇

所で崩壊が発生して土石流となり，特養老人ホームを襲って入居者の方々の命

を奪った。土石流の起源となった崩壊地の一つ(写真 3) を上流にたどってい
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写真4 真尾地区で土石流が発生した渓 写真5 真尾地区の谷埋め土層中に見ら

流のi原頭部に見られる深い崩壊 れる多量の炭を含む埋没腐縫層

土壌層が薄い斜面

砂賞谷埋め土

花崩岩基盤

国 3 Jj;尾地区の谷捜め土と埋没腐植扇(概念図)

くと，浅い谷を埋める花闘岩質の土砂がえぐられたような形で崩壊が発生して

いた(写真4)。崩壊発生地点では周囲の斜面から移動して出来たと思われる

土砂が谷を埋めており，その下には多量の炭片を含む埋没腐植層が見られた

5)0 この!替はハゲ山荒廃が起きる前の火災によるもので，中層山地で吉

くから行われてきた火入れとの関係が疑われる。そして，その中の炭の14C放

射性炭素年代を計測すると， 17世紀頃という結果が得られた(図 3)。このこ

とから，この場所では17世紀頃までに林野火災があり，その後に閤聞の斜面か

ら多量の土砂がもたらされて谷を埋め，その土砂が今自の豪雨によって崩れる

形で崩壊が発生したと考えられた。

水利科学 NO.321 2011 
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3. 近世期のハゲ山の形成と谷埋め土層の堆積

瀬戸内から東海地方にかけての花満岩地域では 近世期以降に山林への人為

的な圧力が大きくなり，多数のハゲ山が形成されたといわれる(千葉， 1991)。

都市近郊の山林における人間活動の中でも，田畑の肥料用の落葉層(刈敷)の

採取や，わらじ作り，縄縫いといった農民の夜業に必要な松の根の採取など

は，土壌層を直接破壊するため，深刻な侵食につながりやすく，ハゲ山形成の

大きな原因となったと考えられている(千葉， 1991)。このような山林の過度

な利用は大都市の近郊ほど深刻で、，かつて瀬戸内地域の大都市閣辺の山地周辺

には多くのハゲ山が見られた。もちろん，関 3に示した谷埋め土層の観祭結果

だけから，この地域の山地のことをすべて語ることは出来ないが， 17世紀演と

いう炭の濃集層の年代は，この谷埋め土層の形成と近世期以降に瀬戸内地域で

出現したハゲ山とが関係していることを疑わせる。

また，この地域に見られた塩田の存在もハゲ山の形成に影響している可能性

も考えられる。妨府市の沿岸部には，かつては赤穂と並ぶ生産量を誇った三田

尻塩田が存在した。近世期までの入浜式製塩においては，潮汐を利用して海水

を引き込んだ塩田の砂から得た“かん水" (濃縮した海水)を，さらにまをで煮
せんごう

立てて塩の結品を得る煎黙の工程において多量の燃料を必要とした。周辺山地

の松林から得られる松の枝葉は火力が適度で長持ちし，安価だ、ったために製塩

燃料として多量に採取されたといわれる(有岡， 2004)。三田尻塩田では，

1778年に全国でもいち早く若炭の使用を始めたが それまでは瀬戸内の他の塩

田と同様に松葉を主とする山林からの燃料に依存していたと考えられる O

煎黙の工桂に要する燃料は膨大なものであり， 40~50年生の松林一反歩から

百把の松葉・松薪が取れるとすると，一釜の燃料をまかなう松林として77町歩

(約76ha)が必要といわれる(麿山， 1990)。このような，燃料の経費は入浜

式製塩の生産コストの約50%におよぶとされ 燃料は主として近隣の山林から

調達された。ただし製塩燃料の採取を自的とした松葉の採取は，再生産が可

能なように計蘭的に行われた例が多いという指摘(有向， 2004)があり，主と

して私有地から生産されたため，荒廃につながるような過度な利用は避けたと

も言われている。それでも，大規模な塩田が存在した地域では旺盛な燃料需要

によって燃料の価格が上昇するため，結果的に入会地の過度な利用につながっ

水利科学 NO.321 2011 
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て，山林への人為的庄力を強める方向に影響したと考えられている(千葉，

1991)。
このようなハゲ山の発生は西日本の多くの地域で常習的な土砂災害の原田と

なるとともに，ハゲ山から流出した膨大な量の土砂は西日本各地で天井川を形

成して洪水をもたらした。訪府市付近では古くから佐波)11が常習的な水答を引

き起こし下流の三田尻の商業地区に大きな被害を与えたことが知られている

(河村， 2003)。
明治後期に入ると閣によるハゲ山の組織的な緑化事業 6)が始まり，

昭和後期には，かつてのハゲ山の多くは森林で、覆われた。また，ハゲ山の植生

田援には金肥の普及や燃料革命によって 山林への匝力が小さくなったことの

影響も大きい。

国4には1947年に米箪によって撮影された三谷川流域の空中写真から作成し

たオルソ写真を示した。今回の豪雨によって崩壊が発生した斜面の泣置をO印

で示しである。崩壊の分布はハゲ山の分布と重なるようにも見えるが，よく見

ると崩壊地の多くはハゲ山化した斜面の中心から発生しているのではなく，裸

地域の縁辺部から発生していることがわかる。一般に ハゲ山の形成は春~夏

期に乾燥が進みやすく実生が定着しにくい尾根部から進行したといわれている

(千葉， 1991)。ハゲ山の形成によって尾根付近から流出した土砂の多くは平野

部にまで流出したが，土砂の一部はハゲ山域の縁辺の沢沿いの谷地形や局所的

写真6 防府市のハゲ山における治山工事(大正

13年撮影)

水手IJ科学 No.321 2011 
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。 500 1，000 m 

図4 1947年の米軍空中写真に見られるハゲlおと2009年に発
生した崩壊 (0印)

尾根部を中心に岩肌が露出した白色のハゲ山が見ら
れる

な凹地に流れ込んで現在まで留まっていたと考えられる。植生が回復したとい

っても，防府市周辺の山地斜面の多くは過去のハゲ山化によって土層がきわめ

て薄い状態となっている。そのような状態の斜面に，今回のような豪雨がもた

らされ，降雨は浮い土壌層を伝って急速に谷筋に集まり，ハゲlおの形成期に谷

頭部に堆積した土砂を鉛和させて今回の崩壊が発生したことが想、像される。図

5には，このような過去のハゲ山化の影響が今回の山地災害に与えた影響を模

式的に示した。

以上のように，今回の災害にはハゲ山の影響が色濃く認められるが，これは

必ずしも，過去のハゲ、山化が今国の豪雨による崩壊の増加をもたらしたことを

意味しない。閏 lに示したように今閉の豪雨による崩壊はハゲ山化が著しか

った防府市だけでなく，山口市倶~の地域でも数多く発生しているし，近年にお

いて防府市周辺のハゲ山跡地から常習的に崩壊が発生していたわけでもない。
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草顕状景観

- 炉

森林の回復 / 

関5 過去の土地利用と現代の崩壊との関係(模式国)

やはり，今回jの山地災害の発生の主要な原因は，あくまで再現期間が200年と

もいわれる極端な豪雨で、あり，過去のハゲ山化の影響は谷頭部で、の崩壊の多発

という崩壊の発生様式に影響を与えたと考えた方が良いだろう。

それで、も，はるか昔に発生したハゲ山が現在の災害に大きな影響を与えると

いうことは重要な意味を持つ。表層崩壊の発生には，崩壊予備物質である表層

の土層の厚さが重要な役割を持ち，急斜面では表層土層が厚くなるほど崩壊が

発生しやすいといわれる(飯田， 1999)。そのため，崩壊危険度の高い斜面を

探すには急、斜面の中から土層深の厚い斜面を探すことが鍵となる。今回の災害

は，山地斜面の土層厚にl土地形や地紫のような自然条件だけでなく，過去の人

間の活動も大きく影響していることを物語っており，山地の自然特性は歴史的

な背景を反映した地域ごとの多様性を持つことを教えてくれる O

本論は災害発生車後から現地調査を行った擦の印象をもとに今回の災害の歴

史的な背景についてまとめたものである。調査に際しては，山口県農林水産部

と林野庁治山課の皆さまには多大のご助力を頂いた。また，森林総合研究所の

水土保全研究領域の各伎には現地調査にご協力頂いた。多国泰之氏にはハゲ山

復旧事業の古写真に関してご教示頂いた。以上の皆さまに深く感謝します。最

後に，今回の災害で亡くなられた方々のご冥福と被災地の復旧をお祈りしま

J号、手IJ科学ト10.321 2011 
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