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近代の六甲山はどのようなはげ山だ、ったのか

田中隆文
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I. プロローグ:新修神戸市史が描く近代の六甲山の

荒廃状況とその検証

1.新修神戸市史「よみがえった六甲の緑jの項の記述

1989年に神戸市役所が発行した『新修神戸市史歴史編 I 自然・考古』で

は，その第一章第一節「よみがえった六甲の緑」の項で明治期の六甲山につい

て以下のように記している。

「明治初期の六甲山地は，現在のように全山が緑におおわれた状態からは想

像もできないハゲ山が多い，貧弱な植生の山であった。J

「当時の六甲山には植物が全く生えていない岩石砂漠のような荒廃した状態

の箇所が多かったのである。六甲山はいつごろからこのような荒れた山になっ

ていたのであろうか。」

これらの記述からは，当時の六甲山が現在とは全く異なる状況であったこと

が強く印象づけられ，そしてその姿として「植物が全く生えていない」光景が

イメージされる。新修神戸市史がその根拠として挙げている資料は，次の 3つ

である。
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a)明治16年巡察使復命書の「六甲山地から土砂が流出し山は骨と皮だけJ

という記述

b)明治35年，地元紙の神戸又新日報の記者が，布ヲ|から再度山までの山行

を述べた記事

c)明治14年に六甲山の禿山をみた， という植物学者牧野富太郎の回想

本稿では，まず新修神戸市史が根拠として挙げたこの 3つの文献の原典を調

べ，明治期の六甲がどのような禿山だ、ったのかを検証する必要性を示したい。

2.明治16年巡察使復命書の記述の分析

『新修神戸市史』では. r1883年(明治16年).明治政府から地方巡察使とし

て派遣された元老院議員横村正直は. ["六甲山は土砂が流出し，山は骨と皮だ

けになっており，それも崩れつつある。(中略)砂防植林を施すべきだ」と記

している』と扱われており，六甲山地がひどい禿山であった印象を与える。

この原典の資料名は我部政男編 (1981)r地方巡察使復命書(下).1三一書房

であり，当該部分は梶村正直が記した明治16年地方巡察使の復命書である。我

部 (1981) の 1641~1676ページに兵庫県が記され，このうち六甲の荒廃を記し

た箇所は 1ページに満たず，ほほ半ページほどに過ぎない。すなわち巡察は六

甲の荒廃に特化したものではなく それは巡察任務のごく一部に過ぎず，巡察

はかなり密なスケジュールだ、ったと思われる。六甲の荒廃を記した箇所を以下

に転載する。なお，原文は漢字とカタカナであるがカタカナはひらがなに改め

た。適宜，句読点を挿入した。[アルファベット]および丸括弧内の注は田中

が加えた。『新修神戸市史』が参照している箇所は下記の [ID]の部分であ

る。

我部政男編 (1981)r地方巡察使復命書(下).1三一書房

横村正直の明治16年地方巡察使の復命書の兵庫県の項

[lA] 

川辺武庫主覧郡等の山々は土砂崩潰多く武庫川湊)11其他JII々 の水理為に乱れ)11
ょう

尻塞塞するのみならす其害神戸港大坂港にも及ふ可し。
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[IB] 

其土砂山の内尤甚しき所を千石磨と云。一夜間に砂蝶千石を磨出すへきを以て

名つくと云。実地を検する為め往て之を見る。行く路は路に非ず逆瀬川の川中

を遡るなり。己にして些の水流を見す。川中又川中に非すして坂の如し。

[lC] 

向ふ処左右皆禿山山皮己に破れんとする者あり。皮破れ肉尽き山骨尽く露るる

ものあり。川岸の如き処は暴援の衝突する所となり崩潰して断岸を成すあり。
とが いわ

甚しきは山の半を崩すあり。山骨の如きもの尖りて堅きこと邑の如きも厳冬j互

寒の為めに凍り春雪と共に融して崩れ下り夏秋降雨に際し流出す。其i帯る処は

忽ち水心を変し左に衝き右に突き両岸又為めに崩る。

[ID] 

思ふに此土砂急に粁止せされは山は尽く骨を露はし，川は尽く流心を乱り港湾

尽く埋沙閉塞す可し。然して之に着手する。

[lE] 
わずか びほう

其山骨の露れたる処を粁止するよりも山皮績に破れたる処を弥縫するを急な

りとす。

[lF] 

其山皮の破れを縫弥するよりも山河未だ破れきる処を保護するを急なりとす。

[lG] 

山河未だ破れきる処を保護するよりも伐木を禁止するは尤以急なりとす。

H
 

司
E
A

近頃村民漸汗砂の事に心付き京都府下締田(筆者注・京都府木津川市締田)の

拝砂に倣ひ軽微の好止方を施せる所あり。又山林乱伐は崩砂の害を醸すを覚

り。村落協議して伐木を禁すと難も盗伐の制し難きを苦しむ。其盗伐の尤甚し

きは神仏に供する為め小松の幹を伐り売るものとす。俗に荒神松と云と云今般

経歴する処山城国を除くの外到る処川流の氾濫を苦しみ港口の塞塞憂ふる声を
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聞けとも未た水源の崩沙を粁止せんとする者あるを見す。山林乱伐の水理に害

あるを談するを聞かさりしに

兵庫県に入て始て官民人民の此事を主張するを見る時機失ふ可からす。其筋の

省より速に誘導扶披あらんことこそ願はしけれ。

(51用はここまで)

新修神戸市史が参照している箇所は原典 (2)の [ID]r思ふに此土砂急に

拝止せされは山は尽く骨を露はし，川は尽く流心を乱り港湾尽く埋沙閉塞す可

し。」という文であるが. r思うに~べしjの構文が使われ，これは「此土砂急

に拝止せされは」という仮定のもとでの書き手(巡察使)の危倶を述べた推量

の表現であって，現実の描写ではない。

さらに. [lE] (山骨の露れたる処を拝止)よりも(山皮わずかに破れたる

処を縫い合わせる)が主張され，さらに [lE]よりも [lF] (山河未だ破れさ

る処を保護)が主張され，さらに [lF]よりも [lC] (伐木を禁止するは尤以

急).が主張されている。

つまり「わずかに破れたところを繕うよりも破れていないところを保護する

べきであるがそれよりも伐木を禁止することが最優先であるJ(著者要約)と

いう論旨が展開されている。この記述から荒廃部分は「わずかjであり，大部

分は伐木の対象となる程度の樹林に覆われていることが示唆される。この樹林

がどの程度の森林なのかは当該の文献からはわからないが，狭義の禿山が一面

に広がっているという状況ではない。

上記の巡察使復命書では，武庫川の支流逆瀬川の様子が述べられていた。図

lは武庫川の支流の逆瀬川の位置の図である。(田中真吾『六甲山の地理J神

戸新聞社出版センターからの転載)これをみると，武庫川の支流の逆瀬川は六

甲山の山脈の北側に回り込んでおり，神戸港からは見えない位置にある。牧野

富太郎が神戸港からみえたという禿山は逆瀬川流域ではなかったと思われる。

巡察使は銀行や工場などの視察も行っており，その多忙な視察のスケジュール

からわざわざ逆瀬川を見学していることは，神戸の市街地に近い辺りよりも逆

瀬川の荒廃が酷かったことを示唆している。このことから，神戸の市街地に近

い辺りはこの逆瀬川よりも荒廃の程度は低かったと推定される。なお，上掲書

によれば，逆瀬川の砂防工事は兵庫県によって明治30年より山腹工・堰堤工が

実施されている。
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l宜松苑 12.夙川世宅地 21追掴白

2舟燦荘 ~~容伊田 (181 22. tJiI団機
1中州市街 14岩ケ平住宅地 23藍林寺団地
4仁川富 山岡本住宅地 24渦議台団地
5叩京国 16世宮山手 25鈎叩団地

6. 'l'風間 17.1111・3山手 民丸山団地
7昭和閣 18神戸山手 幻高倉台国池

8甲陽園 19兵期新市街

問機綱 初術 層 住 地 {⑬i捕後開発}
10六鍵荘 } 

11. "'郷山

o "--'-"'m 
よ

図 1 六甲の武庫川支流逆瀬川の位置

(原図は田中真吾 (1988)の図-37i六甲山地周辺の住宅地J)

3.明治35年の神戸又新日報の記事の分析

これは，明治35年，地元紙の神戸又新日報の記者が，布引から再度山までの

山行を述べた記事である。 この記事の一部分のみが 1989年神戸市役所発行の

f新修神戸市史jに引用され，当時の六甲山を「ハゲ山が多い，貧弱な植生の

山であったJI当時の六甲山には植物が全く生えていない岩石砂漠のような荒

廃した状態の箇所が多かった」という根拠とされている。

[新修神戸市史jの引用部分は「再度山の後方一帯の連山は全面赤砂にして

ー草一木の見るべきものなく岩石骨を露して諸処に黒色を点綴するあるのみ

宛然一小沙漠なりき沙漠は外国にありと聞けるに神戸市の直ぐ後方に之を見ん

とは思ひも寄らざりしなり」である。

以下，神戸又新日報の記事の全文を引用しその記述を分析する。記事は明治

35年11月15日と翌日日の 2日間にわたる連載であった。 市史で引用されている
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のは翌日日の記事である。なお 引用では新漢字に改めたが，一部は旧漢字の

ままである。[アルファベット(見出し)]は田中が加えた。

神戸又新日報 明治35年11月15日

[2A 参加者合流と貯水池}十三日午後一時迄に布引水道事務所迄との市役所

よりの案内に接したればいざ市の林政の功程を一見せんと車を駆り坂下にて下

車し徒歩して羊腸たる坂路を辿り雄瀧を左に見て更に進み二十万円の築造費を

要したりと聞く貯水池の大障壁に突当り右に上りて二三折して水道事務所に抵

れば事務員二人対座するのみ此時既に一時を過ぎたれば衆既に更に山奥に進発

せしならんと問えば未だ来たらずと云ふに呆然たりしかども予も幾分か遅刻の

責は免れざれば他を各むる権利なく暫く待てる聞に堀口水道部長及市会議員等

数名来れり貯水池は四周青山に固まれて藍を湛へ山噴出入しで池汀参差し幽趣

愛すべく中禅寺湖の規模を小にせし如き観あり

[2B 昼食，伊予の人足，市長合流]青緑繁茂せる聞に雑木の紅葉せるが点綴

せる山亦山を左右に見て貯水池の上流に或は沿ひ或は横ぎりて奥深く進めば，

とある梢広き積に林技師を初め人足を合せて三十名許り焚火して団築し居れり

積は高雄山を挟みて左右より来る谷川の合流する処，右は地蔵谷左は布袋谷と

聞けるが然らば此河原は奏の河原とでも言ふべきか此日の主人公は未だ見えざ

れども雨梢降り来りたれば積に花蓮(注:ふりがなは. Iはん」または「ね

んJ)敷きて予て用意せる折詰と瓶詰の銘酒を聞く予は酒に用なければ折詰に

飢を凌ぎて多少蘇生せる思を為せる聞に二時頃坪野市長土井土木課長等登り来

れり伊予人足二十一名(伊予の人足が造林業に経験あり且賃銭も低廉なればと

て特に傭ひ来れるなりと云ふ)拍子合せて怪しき歌を歌ひっ、麓より頂上に草

を刈り行くを眺めながら酒を酌み快談するは一興なれども空の雲行悪しく雨脚
びんてん

益滋からんとするには水道水源j函養の為め造林に着手せる第一日の雨天は畏天

水道部に幸するの兆なりと口には言えども何れも顔には心痛の色見えたるは滑

稽なり

[2C 造林費用]土井課長林技師の説明によれば本年度に植林すべき山の面積

は四十五町六反余，苗木の校は松十四万八千八百十本槍十九万千二百八十市

して苗木代(松一本一厘五毛槍一本四厘余)人足賃雑費合せて二千三百九十二
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円三十七銭五厘を要するが六十年後には二十万円の市の公有財産を得る目算な

りと驚くべきに非ずや

[2D 所有者と山野の現状]山野所有者の用意不用意は我輩の口を酸して説明

する迄も無く此処に来れば山野の現状が無限の雄弁を以って最も巧妙に説明す

るを見る市有の山と川崎氏所有の山と境を接せるが川崎のは緑樹枝を交るに市

有は唯雑草と小篠の離々たるのみ更に坊主山の数峰を越えて遠く眺むれば山本

繁造氏の管理せる葦合区有の山が松樹欝蒼たる傍に市有及森本氏の山が細草徒

らに秋雨に打たる、を見る圃(注:文字不鮮明)るのみ而して市共有の山は概

ね此の坊主山のみなり市政当局者が市の生産的事業を等閑に附し置きたる証跡

は愛に歴然たるが更に甚しく其不注意なりしを証拠立つるは是より視察せんと

する中一里の禿山なり

明治35年11月15日の記事は以上である。 [2A 参加者合流と貯水池] [2B 

昼食，伊予の人足，市長合流]の部分は，紀行文のように記されており，荒廃

地を取材に行くという緊張感は感じられない。

植生については. [2A]では. r貯水池は四周青山に固まれてJ.[2B]では，

「青緑繁茂せる聞に雑木の紅葉せるが点綴せる山亦山を左右に見てJ.とある

が. [2D]では. r JII崎のは緑樹枝を交るに市有は唯雑草と小篠の離々たるの

み」とあり，以下のように土地の所有者によって，植生の程度の差が大きいこ

とがわかる。例えば. r山本繁造氏の管理せる葦合区有の山が松樹欝蒼たる傍

に市有及森本氏の山が細草徒らに秋雨に打たる冶を見る」とあり. r市共有の

山は概ね此の坊主山のみなり」とある。

続いて，後編の明治35年11月16日の記事を引用する。『新修神戸市史』で引

用されているのはこの16日の記事の一部分である。

神戸又新日報 明治35年11月16日

[2E 同行者の風貌]登山前一言すべき事あり汗は山本氏持参の樟苗木五本を

紀念として植付けたると二三の人々の風采なり山本氏が白地の単衣に草軽脚紳

の打扮は山賊其佳と冷笑されたるに又新日報の小説の念仏平三なりて威張れる

は可笑しく坪田氏の大の男が裡掛けなるは更に見物にて髭の長き堀口部長疲削
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の土井課長肥大の林技師何れも揃うて色の黒きは水と土とに縁ある御役目に説

向なる相恰と見えたり

[2F 小貯水池]魔神が天斧を以って閉塞したる知き花商岩の川床を落ちて小

瀧となり流れて小渓なりサラサラ音して流る〉谷川に沿ひ小を冒して布袋谷を

祈れば道の両側に生い茂れる小篠の露滋くズボンを湿はせり道の中程に五百円

を費せりと聞く小貯水池が八月十日の雨の為め一夜に砂を以て埋められ僅かに

梢を地上に現はせるー松樹が活ける組念と為りて残存せるを見たり

[2G 一小沙漠]更に進んで所謂一里に到れば山の状況真に寒心すべきものあ

り。再度山の後方一帯の連山は全面赤砂にしてー草ー木の見るべきものなく岩

石骨を露して諸処に黒色を点綴するあるのみ宛然一小沙漠なりき沙漠は外国に

ありと聞けるに神戸市の直ぐ後方に之を見んとは思ひも寄らざりしなり秦の始

皇怒って某山を踏にせしとあるが是は主権者の権威に非ずして永遠の長計なき

市民と当局者が自ら其山を緒にせるなり濫伐の弊怖るべき哉

[2H 独逸人某]本年正月農科大学雇用傭教師独逸人某が之を視察して水道の

水源地を能くも大胆に斯く迄赤土にせしもの哉実に古今無類の珍奇なる現象な

れば来年の博覧会に出品しては如何と冷笑せりと聞けり

[21 本多静六と砂防工事]又四五年前本多博士は之を見て神戸市の水源は

二百年にして枯渇するに至るべしと断言せるとあり然れども既往は答むるも詮

なし現当局者が愛に注意し砂防工事と植林を継続事業として計画せるは市将来

の為慶賀すべきの至りなりとす砂防工事は現在実行中にて其法は禿山の傾斜面

に麓より峯迄毎九尺の間隔を置きて芝を平行に並べ其間隔に松及び髭縛りを雑
びまん

植するにより斯くするときは二者の根が滴憂により養分なく水分なく粘着力な

き疎植なる軽砂を緊密ならしめ更に枝葉の繁茂するに当りて日光を蔽遮し落葉

は朽腐して養分と為り遂に植林に適するに至るなりと云ふ

[2] 市長の言葉]斯くて再度山門下の茶屋に来り休憩する時は五時頃なりし

が此処にて坪野市長が伊予の人足頭に向て注意する語は記するに値あり人足頭

が今朝迄に三十人を纏めて来るべき予定なりしに彼是差支を生じて十一人の外

水利科学 No.339 2014 



102 

来る能はざりしと申訳せるに市長が十一人なりしは大いに喜ぶべし十ーを合す

れば土と為る植林は土に縁ある故仕事始の吉兆なり且つ亦土を少しもぢれば
きむらい

士となる故に士心を以て就業して貰はざる可らずと酒落れたるは当日の市長

持尾の大出来なりき全員夜の煙に鎖ざ〉れて草を洩る冶点燈に僅かに其れど知

らる〉神戸市街を遥に見下しっ、谷を下り・(注:文字不鮮明)に帰れば時計

は六時を過ぎたり (完)

記事は以上である。 15日の記事でも指摘したが，やはり荒廃地を取材に行く

という緊張感は感じられない。例えば. [2E]では 同行者の風貌に興じてい

る。[2]]では.r市長が十一人なりしは大いに喜ぶベし十ーを合すれば土と為
さむらい

る植林は土に縁ある故仕事始の吉兆なり且つ亦土を少しもぢれば士となる」と

いう市長の駄酒落のようなスピーチに記者は盛り上がっている。

さて. [2G]の部分が『新修神戸市史』に引用された箇所であるが，ここを

見るために記者はかなりの距離を歩いたことがわかる。

そして「沙漠は外国にありと聞けるに神戸市の直ぐ後方に之を見んとは思ひ

も寄らざりしなりJと地元紙の神戸又新日報の記者が述べているということ

は，当時の神戸市内からみえる六甲山地の状況は「沙漠」ではないということ

を，実は示唆していたということになる。

4.牧野富太郎のコメントの分析

牧野富太郎が神戸港から積雪のようにみえたという禿山のエピソードは，明

治14年 4月に，彼が第 2囲内国博覧会に参加するため土佐から神戸に船で着い

た際の彼の印象であり. 2つの出典で伝えられている。

1)牧野富太郎論文選集 I掲載の「思い出すままに」というエッセイ

2)神戸旅日記

まず. 1)の該当部分を引用する。

「私は瀬戸内海の海上から六甲山の禿山を見てび、っくりした。はじめは雪が

積もっているのかと思った。土佐の山に禿山などひとつもないからであった。」
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現代語への訳文のようであるが，これが原文である。実はこの「思い出すま

まに」の最初と最後では 自身の年齢が95歳であると記されていることから

1957年すなわち昭和32年頃の執筆である。このエッセイは95歳という人生の先

輩として自身の半生を「思い出すままに」振り返ったものであり，学界・政財

界などへの辛口の思い出も撮られている。遠望される山地の植生に触れた個所

はこの著作の中で当該の一節だけである。

新修神戸市史では「植物学者牧野富太郎」と「植物学者jという肩書きを付

してはげ山が積雪のようにみえたというコメントを紹介しているが，原文は植

物学者としての立場からの見解という書き方ではない。明治14年に牧野が初め

て六甲をみて以降の六甲山が辿った開発と保護の歴史(六甲山地の戦前のゴル

フ場や道路などの開発，自身も関わった森林植物園の開設，昭和13年の六甲災

害，その後の直轄砂防工事など)を牧野も当然知ったうえで，このエッセイは

執筆されている。なお六甲山が雪が積もっているようにみえた場所は海上(す

なわち船上)とあるので 停泊した神戸港ではなく航行中の西宮沖という可能

性もある。また「土佐の山に禿山などひとつもない」と牧野は禿山を「ひと

つjと個数で数え，六甲には複数個の禿山があったことを示唆している。全山

が禿山であれば個数では数えないと考えられ このことから六甲山全山が禿山

ではなく，禿山が部分的に点在していたと推定される。

次に. 2)であるが，筆者は原典を確認できていない。神戸市文書館に問い

合わせたが不明とのことであった。白岩卓巳著 (2008)r牧野富太郎と神戸』

には以下のように引用されている。

“神戸旅日記にも次のように書かれています。「私は一年に六，七回六甲登山を

試みるが，私の眼底に六甲の姿がはじめ映じたのは明治十四年四月で，その

時，郷土土佐から汽船で神戸に着いた。着いてみると六甲山に山肌があるの

で，まだ雪があるのかと思ったがこれは山が禿げていたのだ、った。J"

六甲を見た場所は神戸に着いてからとあるので，神戸港または神戸上陸後の

神戸市内かと思われる。ここでも「山肌がある」という存在を表わす表現が使

われ，はげ山が部分的に存在していたことが示唆される。この「神戸旅日記J
がいつ記されたものか白岩 (2008) には記されていないが，牧野が「一年に

六，七回六甲登山を試みるjとあるので，おそらく神戸に池長植物研究所の準

水利科学 No.339 2014 



104 

備が進められた1917年(大正 6年)よりも後の時代であろう。 1881年(明治14

年)に神戸港に着いてから少なくともお年経過してからの記述ということにな

る。

II. I六甲山ははげ山だ、った」という言説を辿る必要性とその解

析方法

1. rはげ山Jを表現する用語の多義性

1.1.広義の「はげ山」と狭義の「はげ山J
前章では， r新修神戸市史』が明治期の六甲の荒廃状況の資料として挙げて

いる a)明治16年巡察使復命書， b)明治35年神戸又新日報の記事， c)牧野富

太郎の回想について検証した。その結果，近代の六甲は「植物が全く生えてい

ない」光景が全山に広がっていたという状態ではなかったようである。『新修

神戸市史』には， I想像もできないハゲ山が多い」と記され「岩石砂漠のよう

な荒廃した状態の箇所が多かった」と記されているだけで，その面積比率につ

いては触れられていない。

では，はげ山の面積比率はどの程度であったのか。この数値を示す資料はあ

るのだろうか。明治時代の地形図の地図記号の面積割合を算出することはでき

る。しかしどの地図記号がはげ山と対応するのかは単純ではない。明治20年頃

に測量された「近畿地方を広範囲に測図した本格的な地形図としては最古のも

のJ(小椋， 1996)である仮製地形図で使われた「尋常荒地」の地図記号は，

「特徴のないありふれた荒地J(建設省国土地理院監修， 1994) を表わしその

実態について小椋 (1996) は以下のように記している。

仮製地形図で「尋常荒地」の記号の部分は，人的管理の度合いの低い多様な

雑草地であり，そこには嬢小な樹木を混生することや裸地の見られることも珍

しくなかったものと考えられる。ススキ草原は，その一つの代表的な植生景観

であったものと思われる。

つまり，荒地を表わす地図記号の付された場所は草地，媛小な樹木，裸地を

含んでおり，その面積からは，草木の生えていない裸地だけの面積は推定でき
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ない。荒地という用語のもつ多義性が，はげ山の面積比率の解明を困難にして

いるが，そもそも「はげ山」という言葉は様々な形態を含んでいる。本小論で

は以下のように 5つに整理し これらの総称として「広義のはげ山」を用い

る。

ア)狭義のはげ山:風化・表面侵食によって裸地状態となっているところ。

イ)崩壊地.マスムーブメントである表層崩壊の発生・流下・停止箇所。

ウ)原野:濯木や草本に覆われているところ。

エ)砂げんおよび土げん:採砂や採土をしているところ。またはその跡地。

オ)堅固な露岩.風化に強い地質の岩の一部が地上に露出し力学的に安定

している箇所。

このうち，ウ) (原野)は植生に覆われているので「はげ山」ではないとい

う印象を持つ方もおられるだろうが，地図記号の「荒地」をはげ山とみなせば

カウントされる。古写真で斜面に樹木が認められなければ，はげ山と解釈され

ることも多いが，実際には草地やツツジ類の濯木で覆われている場合(ウの原

野など)もあれば裸地(アの狭義のはげ山)の場合もある。このように「非森

林地」という意味で「はげ山」と称されることもある。草木が I本もないの

は，ア) (狭義のはげ山)，エ) (砂げんおよび土げん)，オ) (堅固な露岩)で

ある。

砂防学的な見地から土砂の流出に注目すると，ア) (狭義のはげ山)とイ)

(崩壊地)が問題である。狭義のはげ山では表面侵食が問題となる。このア)

とイ)の 2つの違いについては次項で検討する。一方，エ)は人間のコントロ

ール下にあり健全な管理がなされていれば問題はなく，オ) (堅固な露岩)か

らは，土砂流出はない。六甲山の大半は花筒岩であり，そのため風化に弱く，

すぐにマサ化してぼろぼろになることもはげ山化の一因として指摘さている

が，オ) (堅固な露岩)も六甲に存在する。花商岩ではあるが風化に強く建築

に用いられる御影石は六甲が産地である(神戸市内に御影という地名がある)。

六甲山上にはロッククライミングが楽しめる露岩もあり，これもマサ化しにく

Uミ。

このようにはげ山には様々な形態があり，防災上の危険性や対策方法，森林

化の難易などが異なる。六甲山がはげ山と呼ばれた時，どの形態を指した表現

だ、ったのか，様々な資料に現れる「六甲山ははげ山だ、った」という言説を辿っ
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ていきたい。

1. 2. はげ山と表層崩壊

ここで，狭義のはげ山(表面侵食)と表層崩壊，この 2つの違いについて整

理しておきたい。この 2つの災害は他の地質でも生起するが，山地保全上，特

に花両岩地域が脆弱であると指摘されてきた。塚本・小橋 (1991)は教科書

『新砂防工学』において，“はげ山をつくる崩壊は表層崩壊と呼ばれ……"と

はげ山と表層崩壊が一体であることを記述している。山口 (1985)は教科書

『砂防工学』において. I表面侵食」の項，および「直接崩壊」の項で，“花両

岩マサ"の脆弱性を指摘しているが，はげ山と表層崩壊の比較や相違には言及

していなしミ。東 (1991)は教科書『砂防学概論』において「花商岩は……崩壊

しやすく，大面積の禿絹地(はげ山)を形成……Jと，はげ山と表層崩壊を

一連のものとして記述している。以上のように 従来は，はげ山と表層崩壊は

一体，一連のものとして捉えられてきた。しかしそれは両者が同じメカニズム

という意味ではない。

写真 lは花筒岩地域においてかつて存在した狭義のはげ山の表面侵食写真で

ある。表面侵食により斜面上部の土壌層を失うため緑化が困難な場合も多い。

明治期にはこのような一面のはげ山が愛知県瀬戸市，岐阜県多治見市，土岐市

などの庄内川流域に広大に広がっていたと伝えられている。

一方，写真 2は昭和47年西三河災害の表層崩壊災害を撮影した空中写真であ

る。多くの表層崩壊が発生し，どこもかしこも崩壊している印象があるが，全

ての斜面が崩壊しているわけではなく崩壊率はせいぜい数%であろう。昭和58

年の島根県の災害，平成11年の広島県の災害，平成21年の山口県の災害など，

各地の花両岩地域においても表層崩壊災害が生起し多大の被害をもたらしてき

た。

従来，明治期のはげ山の表面侵食および昭和期の表層土砂災害は，いずれも

花両岩地域に多い災害として説明されてきた。しかし土壌が流亡するはげ山

侵食と 1m前後の土壌厚を必要とする表層崩壊は表 Iに示すように異なる現象

である。はげ山からは少雨でも土砂は流出するが，地震による発生を除けば表

層崩壊はかなりの降雨がなければ発生しない。そのメカニズムは前者が雨滴衝

撃や掃流力で説明されるのに対し 後者は斜面安定の喪失が原因となる。はげ

山は写真 Iに示すように全山に拡大しうるが，花両岩地域の表層崩壊は，写真

水利科学 No.339 2014 



田中 近代の六甲山はどのようなはげ山だったのか 107 

写真 1 花嗣岩地域にかつて存在したはげ山

明治38年愛知県瀬戸市東印所町 (愛知県土木部. 1981) 

写真 2 昭和47年西三河災害の表層崩壊災害の現場

(愛知県農地林務部治山課 『愛知の治山J(1992) より )

2に示すように，尾根部を巻き込むことは稀である。そのため表層崩壊の発生

位置はある程度の集水域を要することを前提として研究されてきた(例えば，

武居. 1980)。

表面侵食と崩壊のメカニズ、ムの違いは土層厚に影響し，はげ山では尾根の土

層が薄くなる。表面侵食により斜面上部の土壌層を失うため緑化が困難な場合
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表 1 はげ山と表層崩壊の砂防学相違点

狭義のはげ山 降雨による表層崩壊 原野・堅固な露岩

降雨条件 小雨~豪雨 豪雨のみ

メカニズム 雨滴衝撃・掃流力 斜面安定の喪失 土砂流出なし

発生位置 全斜面 要:集水面積

発生割合 -100% ~数%

土層厚への影響 尾根で薄い 崩壊跡地で薄い

も多い。これに対し，表層崩壊では崩壊跡地で土層が薄くなり尾根部の土層は

失われない場合も多い。近年の災害事例をみても全山から植生が失われること

はなく，裸地化する面積率は10%に満たない場合が多く，かっ崩壊箇所以外は

植生に覆われている場合も多い。

表面侵食と崩壊の土層厚の違いと周辺植生の有無の違いは，緑化の難易とし

て現れる。表面侵食で有機土層がほとんど失われた箇所では草本やヤシャブシ

など根粒菌を共生させる樹種が植栽されることが多く いきなりスギなどの有

用樹種を用いても根付かないことが多い。過去に実施されたはげ山緑化の際に

用いられた樹種の記録は，はげ山がどのような状況であったのかを示唆する有

用な情報となる。

2.森林の有無という視点と切り口

2. 1 先人たちは愚かだったのか?

「六甲山ははげ山だった」という言説を辿る必要性は，防災上の危険性や対

策のためだけではない。「かつて先人たちは，はげ山となるまで森林を収奪し

尽くした」という言説からは，現代人は何を学びうるのか? I先人たちは，

はげ山となるまで森林を収奪し尽くした」のは単に愚かだ、ったからとするなら

ば，そこに「知識として森林保護の重要ttを知っている」という現代人の騎り

はないのだろうか。様々な要因，様々な葛藤があった末のはげ山化ではなかっ

たのだろうか? 当時の実態と背景に迫る必要がある。しかし広義のはげ山で

あったのか，狭義のはげ山であったのかさえ現代でははっきりしない。前節で

示したような様々なはげ山の形態の違いに留意しなければ，はげ山化の原因も

影響も語ることはできない。ここから現代人は先人たちから何を学ぶことがで

きるというのか。同じ過ちを繰り返すことになりかねない。

本小論では草地を広義のはげ山に含めたが，はげ山は， しばしば「非森林」
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という意味で使用されてきた。“立派な森林"や“健全な森林"を伐採する行

為を「悪いこと」とみなす言説上に「はげ山」という概念が置かれてきた。現

地の住民により伝統的に営まれてきた林業や焼畑が，その地に進出した支配者

により激しく非難され規制されてきた事例が各地にある(例えば水野，2003， 

水野，2006)。このような場面では「はげ山」という言葉は，実態よりも政治

的な論理で使用されている。「はげ山だった」という言説をきちんと辿 り，実

態を明らかにしていくことが必要である。

2. 2 一般論と地域性

六甲についても様々なはげ山化の原因が語られてきたが，その検証は十分と

はいえない。かつて六甲がはげ山だ、ったという言説は，かつて各地ではげ山化

が進行したという 一般論を背景とするものと，この地域の歴史に基づくものが

ある。

千葉 (1973)は，はげ山について研究を進め，はげ山が図 2に示す地域で特

に顕著であり，その多くは花商岩地域であり，そしてその原因は人類による過

剰な森林の搾取にあることを明らかにした。図2を眺めると，前述の愛知 ・岐

.!t'、。

。d

図2 はげ山の分布

(1953林野庁)

1点 100ha

(千葉徳爾『はげ山の文化J(1973)より)
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阜の庄内川流域のほか，田上山など琵琶湖南方の地域，六甲・岡山・広島・山

口などの瀬戸内地方など各地の花両岩の砂防地域と対応している。

千葉 (1991)は，近世後期には農民の夜業による内職が各地に広まり，その

照明材料として光度が強く安価なマツの根株が掘り取られた事例を紹介してい

る。六甲においてもマツの根掘がそのはげ山化の一因として指摘されることが

あるが，千葉 (1991)の第12図「樹根掘取り禁止令初見年代の分布Jおよび第

15表「近世における樹根掘取りと副業の関係」のいずれにも六甲の地は挙げら

れていない。

2.3.菜種油と台場クヌギ

樹根掘取りに関連して，六甲近郊に関して 2つの事項を指摘したい。このど

ちらも愛知・岐阜の庄内川地域のはげ山地域にはない。 Iつは光源として用い

られた菜種油の産業(生産・油絞・流通)である。江戸時代，摂津・河内・泉

州・播州は主要な菜種の産地であった。 1826-27年には江戸への油供給が切迫

し江戸幕府は菜種油の流通に関する政策を見直すこととなる(新保. 1961)。

1855年に摂津河内両州の1086ヵ村から出された国訴「菜種売捌手狭難渋ニ付キ

嘆願jには，農民が日用油を高値の在地絞油屋からではなく安価な在地小売商

人から購入できることを認めることも要求されている(新保. 1961)。すなわ

ち，この地の農民は夜業の光源として菜種泊という手段を有していたのであ

る。このことが前述のマツの根掘をどのくらい抑制することとなったのか，今

後の解明が期待される。

六甲近郊についてもう 1つ指摘したいのは，北摂地域でみられる「台場クヌ

ギJ(大阪自然史博物館. 2005.兵庫県立人と自然の博物館. 1996)である。

クヌギは切った幹からのひこばえがよく成長するので，地上 1~2m ほどの高

さで幹を切り1O~20年後に太くなったひこばえを収穫しこれを繰り返せば，

薪炭林として持続的な利用ができる。土台となる幹は肥大成長を続けどんどん

太くなる。やがて一抱えもあるほどの太さとはなるが長さは 1~2m ほどしか

ない幹部の頭から細めのひこばえが数本突き出しているという，独特の形態と

なる。この実物は大阪自然史博物館および兵庫県立人と自然の博物館に展示さ

れている。

北摂の山中にはいくつか現存するが，クワガタムシやカブトムシの幼虫を収

穫する業者により粉々に解体されてしまうという話も聞く。

水平IJ科学 No.339 2014 



田中 近代の六甲山はどのようなはげ山だったのか 111 

地際ではなく高い位置で切ることにより雑草などによる被圧や獣による食害

を避けることができる。似た例に北関東や東北のブナの「あがりこJが知られ

るが，積雪上で伐採されるため太い幹の高さが 2~3m ある。欧州、|には，平地

に数mの高さに達する台場が並び ひこばえの収穫は梯子をかけて行われる

例もある (Rackham，2001)。

台場クヌギの太い幹は長期の持続的利用を物語る。千葉 (1991)の指摘した

樹根掘取りとは森林に対するスタンスが異なる。台場クヌギの存在する場所は

六甲山地の東隣であり，経済的・文化的な影響を及ぼしあえる圏内にある。

2.4.秀吉時代の大坂城石垣

この地域の歴史に基づくはげ山化進行のエピソードの Iつに「秀吉の伐採勝

手たるべしの布令」の話がある。豊臣秀吉が大坂城を築城する際，六甲から石

材を採取した見返りに「武庫山(注:六甲山)の樹木伐採勝手たるべし」と布

令したため乱伐が生じたという話である(例えば，田中. 1988)。この石材は

マサ化の進みやすい脆弱なほうの花筒岩ではなかろう。御影石のようなマサ化

しにくいほうの花筒岩であるならば，石を切り出したということになる。東六

甲には石切り場の跡や搬出の途中で放棄されたといわれる巨大な石材も残る

(森岡. 2009)。しかし1959年の大坂城の調査で現大坂城の石垣は全て徳川幕府

による築造と判明し(森本ら. 2000). その地下深くから秀吉築造時の石垣が

発見されるに及んで，この「勝手たるべし」のエピソードも新たな検証を迫ら

れることとなった。秀吉時代の大坂城の石垣は野面積であり，ほとんど加工し

ていない自然石が使用されていたのである(森本ら. 2000)。野面積とは「自

然石や加工を伴わない割石を用いた石積み法であり，天正期(1573-1592)に

穴太積みとして完成されたJ(岡田・高橋. 2004)。秀吉が大坂城を築城した

1583年は，石垣石の加工技術は低い段階にあり. 1590年代の松本城天守の石垣

石ではやや加工度が上がり，その後時代を経るとともに加工度は上昇していく

(森本ら. 2000)。岡田・高橋 (2004) によれば，石材を規格化した大きさに整

形できるようになるのは17世紀に入ってからである。

「勝手たるべし」のエピソードについてはもう Iつ気になることがある。こ

の布令が実存したのかどうか筆者は出典を確認できていないが，いったい，こ

の布令は誰に対して出されたものなのだろうか。領主に対して出されたのなら

ば領主に，地元の郷に対して布令が出されたのならば郷の長に，秀吉から「勝
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手たるべしJという指示があれば，それは伐採計画とその運用を. (領主ある

いは郷の長に)一任するという意味であり，はげ山になるまで収奪し尽くせと

いうことではないと思われる。「伐採勝手たるべし」の布令を短絡的にはげ山

化と結びつけるのではなく 布令からはげ山化に至るまでに，どんな森林管理

上の問題があったのか，それが探られなければ教訓とはならない。

3.資料の探索収集と解析方法

本小論は，はげ山という言葉の多義性に着目し，近代の六甲山がどのような

荒廃状況であったのかという観点から既往の資料を解析しようとするものであ

り，かつて六甲山がはげ山であったことに異を唱えようとするものではない。

実際，六甲山の荒廃を嘆き植林の必要性を訴える資料は多い。 1m.六甲山

への植林の必要性の指摘jではこれらの文献をみていく。この際，植林の樹種

と工法は，荒廃状況の実態を推定する手掛かりとなる。

六甲は国際都市神戸に隣接しており，多様な大勢の人々が六甲と関わり記録

を残している。 IW.観光案内および登山記録から窺われる六甲山の荒廃状況」

では，写真・絵葉書などのピジユアル資料，六甲山頂のゴルフ場の開設時の記

録，外国人や登山者の視点からみた六甲の荒廃状況などを分析する。

不幸にして，昭和13年に六甲は大規模な土砂災害に見舞われる。現代ではか

つての六甲のはげ山とこの災害を連関させて捉える見方がなされる。「第V章.

六甲山荒廃の認識と昭和13年災害Jでは，災害直前に雑誌に特集された六甲山

の状況の分析と災害直後の新聞報道，さらに災害の l年後に発行された報告

書などを読み解いていきたい。

Ivr. I六甲山ははげ山だ、ったJ(目次)という言説のステレオタイプ化」で

は. Iはげ山jを表わす言葉の多義性のために，六甲の荒廃のイメージが一人

歩きしている懸念を整理しておきたい。適切な対策を施し，将来の災害に備え

るためには，ステレオタイプを脱し実態を把握することが重要で、ある。

IVlI.エピローグ」では，本稿でしばしば六甲と対比してきた庄内川流域の

荒廃に関するエピソードを紹介したい。「サステイナブルな森林保護の重要性

を知識として知っている現代人」が学ぶべき「生活と密着した(生活と運命を

共にする)地元地域地勢植生に対する先人たちの地に足のついた配慮」を再発

見する契機としたい。
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