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災害と地名①

地方は冬季の雪、春・秋の季節には前線の影響、とく
に日本海に入り込んだ湿舌によって集中豪雨に見舞わ
れる。冠山山地は中国地方では比較的降水量が多く、
日本海に台風や強い低気圧があると湿った南西の風が
豊後水道から伊予灘─広島湾を経て広島市街周辺、そ
して冠山山地に吹き込み、時に集中豪雨をもたらす。
　太田川は冠山山地を激しく曲流蛇行し、瀬戸内海に
注ぐ河口部に大三角州を形成する。それは、この地の
気象と地質・土壌・気象がもたらした必然にほかなら
ない。広島市から東に250km離れた瀬戸内海東部の神
戸市の場合も条件はよく似ており、紀伊水道─大阪湾
を吹き抜けた湿風が六甲山系にぶつかって上昇気流と
なり、しばしば風水害・土石流を引き起こす。
　六甲山系の場合、最高点の標高は931mで、広島市
の阿武山より一段と高いが、太田川のような大河川は
貫流せず、流路はわずか数km程度の小河川だけであ
る。その分、被害の程度は小さくなるが、危険なこと
に変わりはない。
　

危ない山、危ない川

　この広島市安佐南区の土砂災害と地名との関連を述
べるなら、まずその南東斜面で無数の土石流が発生し
た阿武山の名を挙げなくてはならない。阿武山のアブ
とは、そのものズバリ「危ない山」のことである。
　阿武山は南東斜面が急で、北西斜面がなだらかな傾
動地塊をなしている。活断層研究会編『新編　日本の
活断層』P322には広島市街西方に己

こ

斐
い

断層（次ページ
上図の14）が南西─北東方向に約８㎞延び、その先は
10㎞ほど空白で、その先は太田川支流の三

み

篠
ささ

川右岸沿
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断層（次ページ上図の４）が三
み

次
よし

盆地方向に
さらに16㎞ほど延びる図-1。
　実はこの二つの断層は一続きのもので、今回の土砂
災害の被災地になった新興住宅地が先に開発されてい
たので、掘削などによる断層調査が後手に回った部分
ではないのか。過去に地震が起きていたなら、よりま
して地盤が脆くなっていたとも考えられる。
　同じ「阿武山」と表記してアブヤマと読む山（標高
281m）が大阪府栃木市と高槻市の境にあるが、こち
らは六甲山腹に刻まれた有馬─高槻構造線に含まれる
馬場断層線（次ページ下図の41）が走っているから過
去に崩壊したことがあったのかもしれない図-2。
　また山口県北東部の阿武山地は十

とくさ

種ヶ峰（標高

瀬戸内海沿岸は気候穏和という思い込み

　平成26年８月20日未明、広島市安佐北区と同南区の
区境に聳える阿

あ

武
ぶ

山
さん

（阿生山とも）一帯に集中豪雨が
降り、山腹の数十カ所で発生した土石流が山麓の新興
住宅地を襲った。阿武山は西中国山地の主要部を占め
る 冠
かんむり

山
やま

山地の東端の前山（標高586.4m）で、山頂部
は泥岩・粘板岩などの古生層が覆うが、その基盤は花
崗岩で、中腹以下は脆い風化花崗岩地帯である。
　この豪雨・土砂災害については、まず現地住民から
実際に土石流が発生しているという通報があってから
１時間以上経って避難警報が出されたこと、また広島
県内に約３万カ所あるという土砂災害危険個所（これ
は47都道府県で最多）のうち、県が土砂災害警戒区域
に指定していたのは約３分の１に過ぎなかったことな
どが指摘されている。
　だが私は、この種の災害の根本原因は、戦後、いや
明治以降一貫してそれぞれの土地条件（地形・地質・
土壌・気象）に応じた土地利用計画や都市開発計画が
樹てられなかったことにある、と思う。広島市は神戸
市や長崎市とともに急峻な山の中腹まで宅地化したた
めに風水害・土石流災害が頻発する危険性を抱えた都
市の代表格である。
　中国地方は日本列島でも寡雨地帯に属するが、山陰
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989m）を中心とする溶岩台地で、脆
い玄武岩質土壌は崩れやすく、水害や
土砂災害がしばしば起こる。
　ほかに用字は異なるが、静岡県安

あ

倍
べ

川の源流は「日本三大崩れ」の一つに
数えられる大

おお

谷
や

崩れの地であり、安倍
川流域は浸食と土砂堆積が顕著で、駿
河湾に大量の土砂を流出することで知
られる。静岡市清水区の三保の松原の
砂
さ

嘴
し

は安倍川が運んだ土砂が堆積した
ものと説明されている。だが、駿河湾
の湾岸流は恒常的には反時計回りのは
ずで、三保の松原や湾奥東部の大

お

瀬
せ

崎
は駿河湾トラフを震源とする地震・津
波で一気に土砂が運ばれたものかもし
れない。
　神奈川県丹沢山地の大山（標高
1252m）は別名を阿夫利山とも雨降山と
も言うが、このアフリ・アブリも同類
の「危ない」という意の山名の可能性
がある。丹沢山地はやはり断層山地で
急峻で脆く、ちょっとした集中豪雨で
人的被害を伴う水害・土砂災害が頻発
する地でもある。
　ほかに全国には
「虻山（峠）」とか「鐙
山（峠）」などアブ
系の山名が散見さ
れるが、いずれも
要注意の山とみな
してよい。
　なお、東北地方
の阿武隈山地はこ
れらのアブとは別
語源で、宮城県亘
理町逢

おう

隈
くま

の大字名
による。アフ・ク
マとは河川の淡水
と海水が出逢う潟
湖状の曲流した汽
水域を表した地名
で、これを明治以
降、「阿武隈」と

図-1 広島市安佐南区にある阿武山近辺の活断層群 東大出版会『新編 日本の活断層』より（×2）

図-2 大阪府にある阿武山近辺の活断層群 東大出版会『新編 日本の活断層』より（×2）

阿武山

阿武山
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尾＝峰）という焼畑関連地名があったことを述べた。
私の郷里のムラは岡山城から約11㎞、広島市安佐南区
八木も広島城からほぼ同距離に位置する。我がムラは
戦国期まで瀬戸内海航路の要港（近世以降は約４㎞南
東の児島湾口で瀬戸内海航路の幹線ルートに繋がる）。
一方、広島市安佐南区八木も、太田川本流と支流・三
篠川の谷に分岐する交通の要衝であった。
　江戸期の戸数は我がムラが280戸前後に対し、八木
は361戸でやや大きいが、いずれも非農家がかなりの
比率を占めていただろう。ということは、田畑を持た
ない住民は山林など村内の共有地を焼畑耕作し食料を
自給した。村役人も領主も、村社会の秩序を維持する
ため、それを黙認するしかなかった。
　江戸時代は、野蛮な封建社会と思われがちだが、支
配層の武士階級や村方役人の不正は厳しく罰され、庶
民とくに貧民には現在の〝福祉〟に相当するような配
慮がなされていた。
　江戸中期の寛政年間（1789～1801）、上野高崎藩の
郡奉行・大石久敬が著した『地方凡例録』はじめ明治
期以降の焼畑研究により、焼畑慣行はもっぱら九州・
椎葉村や各地の五箇山など山深い山村だけで行われた
と解されてきたが、実は比較的近年まで平野部近くの
各地で行われていたらしい。

焼畑と土壌崩壊は連関する

　中村慶三郎『名立崩れ』（風間書房、昭和39年）によ
れば、九州に多いコバはじめ全国のソレ・ソウレ・ア
ハ・アラシなどの焼畑地名はまた、地すべりなど崩壊
地形とその結果として形成される緩傾斜面を示す用語
としばしば共通するという。
　焼畑は、過去に地すべりなどが発生した跡地や崩土
の緩傾斜面などが最適地であり、またその緩傾斜面の
草地や灌木林を焼き払った跡地に鍬を入れると、その
土地はさらに崩れやすくなる、という因果関係になる。
焼畑用語と崩壊用語が共通しやすい由縁である。
　安佐南区八木地区の小字一覧には、必ず焼畑関連の
小字が含まれているに違いない、と考えていた。だ
が、『角川日本地名大辞典	34	広島県』巻末の「小字一
覧」には現・安佐南区八木の部分は記載されていない。
そこで国会図書館で『阿東町史』（合併後の昭和55年、
広島市刊）を検索してみたが、小字一覧の項目はなか
った。その代わりに江戸期の八木村・緑井村・温井村・

表記し河川名と山地名に転用したものである。

大字（格）の「八木」地名が意味するもの

　今回の広島市土砂災害では、安佐南区八木地区の被
害が一番ひどかった。八木という地名については、私
は34年前に共同編纂した『古代地名語源辞典』以来考
え続けてきた。
　平安前期の承平年間（931～938）に成立した百科辞
典『和名抄』国郡郷部には「八木」郷が４カ所あり、
ほかに「養

や

耆
ぎ

」郷・「養
や

宜
ぎ

」郷が各１カ所載る。安芸
国佐伯郡養我郷は「養義」の誤記とされ、これを今回
の被災地である広島市安佐南区八木に比定する説が有
力である。
　ヤギ地名は、古代部民制の矢

や

矧
はぎ

部に関連する地名と
する説もあるが、私はごく素直に解釈して焼畑系の地
名とみるのが妥当かと思う。
　古代の土地区画制度としては、奈良時代に施工され
た条里制が知られる。だが、条里制施行以前にも、地
域によって異なるがざっと10～15世紀の間、この列島
においては水田稲作が続けられてきた。水田稲作は、
水田のほかに雑木林・山林・採草地が欠かせない。
　先の『古代地名語源辞典』編纂のおり、私は学生時
代に何度か訪れた奈良県明日香村の近くに近鉄大阪線
大和八木駅・同橿原線西八木駅（ともに橿

かし

原
はら

市）があ
ったことを思い浮かべていた。橿原市八木は、古代藤
原京の宮域内かそれに近接する地に当たる。橿原市の
ヤギ地名の文献上の初出は平安末期だが、奈良盆地の
中央部で焼畑とは違和感が強かったが、人間はいつの
時代でも米だけを食しては長生きできない。
　条里制で整然と区画された水田で栽培された米は、
古代には租、中・近世にはまずは年貢を納めるための
ものであった。各時代の農民は、貢納後の米のほか雑
穀や野菜類を自給して生き延びるしかない。
　奈良県橿原市八木は、大和三山の耳

みみ

成
なし

山までは1.2
㎞、畝

うね

傍
び

山へは2㎞しか離れていない。『万葉集』ほか
の古代歌謡には野焼き・山焼きの歌が数多く詠まれて
いるが、単に害虫駆除の目的だけではなく、焼畑耕作
を伴う農作業の一つでもあったろう。

平野近くでも焼畑は行われた

　本誌112号（2012年）の拙論で、岡山県児島湾口近く
の我がムラ（現・岡山市南区阿津）にヤキョウ（焼・
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中調子村の村絵図が載っている
が、手書きのままで、しかもA５
版１ページに２村分を併載してあ
るので、文字はとても読み取れな
い。八木村の場合、地図中に58の
字名の数があることは、かろうじ
て読み取れる。
　ただし、この『佐東町史』には、
「山林制度」という節があり、そ
の記事からは広島藩は藩が直接管
理する「御建山（断て山の意か）」
のほか、村有の「御留山」、個人
持ちで樹木のない「野山・草山」
と個人所有の林地の「腰山」に区
分し、いずれも樹種を限定して勝
手な伐採を禁じていたらしい。
　享保10年10月の「八木村お山帳」
には100余の山字名が記載されて
おり（同じ名の重複例もある）、
その中には「苅はた」・「苅屋はた」・「大はた」・「上は
た山」・「長ばた」など焼畑関連と思われる山字が散見
される。
　同書によれば、八木村は他村からの入百姓が多く、農
地が細分化されていて本百姓の石高（耕作反別に比例す
る）も総じて少ないという。
　その分、山林を開墾したり、焼畑を行うことも多か
ったのではないか。享保年間にはもう焼畑は禁止され
たり、廃止されていたかもしれないが、農民にとって
は将来起きるかもしれない災害よりも、今日の食糧確
保のほうが優先する。
　つまり、藩当局の山林保護政策はあくまで建前であ
って、実態は焼畑を黙認していたのではないか。その
一つの証拠として、『日本国語大辞典』（小学館）の「た
てやま（立山）」の項には、「①狩猟・伐採などを禁じ
た山。②薪炭材などを立ち木のまま売買すること」と
いう説明に加え、方言用例として「部落共同で仕立て
た山林」とか「部落共有のたきぎ山」、「たきぎを切り
取ること」などの例を挙げている。

古代郷名にも災害地名があった

　八木地区の南に接する緑井地区も、今回の土砂災害
で大きな被害を受けた。この緑井は『和名抄』国郡郷

部に記載のある安芸国佐伯郡の郷名である。
　私もコメントを求められた週刊誌の特集記事で、地
元の地名研究者は『芸藩通志』（文政８年＝1825年刊）
に「山の麓に古き井あり。……水きわめて清らにして
……」という説をそのまま紹介している。江戸後期の
地元知識人の説をそのまま追随するのでは、地名研究
とはいえないだろう。色名のミドリ（緑）とは、どう
いう意味なのか。語源説には諸説あるが、その過半は
ミヅ（水）と関連づけて説いている。また、地名のヰ
とは、河流を堰き止める施設をヰ・セキと呼ぶように
「川、水流」のことである。各地に20カ所ほどある「大
井川・大堰川・大猪川」は「大きな井戸のある川」で
は状況上絶対矛盾になってしまう。
　吉田東伍『大日本地名辞書』は、八木村も緑井郷の
うちとするが、同書が引用する「厳島文書」にはこの
緑井郷をひらがな書きで「みどろ

3 3

いがう」と記してい
る。すなわち、本来は「水泥」という地名ではないか。
　古代の国郡郷制施行より前のある時期、今回と同様
の土砂災害に襲われた。地元の人たちは水と泥が混じ
った恐怖の記憶が忘れられずに地名として呼び続けた
のであろう。その「水泥井（川）」を「緑井」と好字
で表記したのは中央の官人だろうが、地元の人たちは
「厳島文書」にあるように、その本義を後世も忘れな
かったのである。

図-3 空地開発前の阿武山山麓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5万分1「広島」（昭和41年）
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