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災害と地名・連載②

　長崎はよく“坂の町”と表現されるが、なぜ“坂の町”
に県庁が置かれたのか。このテーマは、幕末の安政五
カ国条約で従来からの下田・函館に加え神奈川（実際は
横浜）・長崎・新潟・兵庫（実際は神戸）がなぜ開港場
とされたのか、という問題に遡る。
　幕府はアメリカはじめ列強の力づくの開国圧力に屈せ
ざるをえなかったが、既存の大・中の城下町や繁華な
宿場町を避け、新開地に外国人（外交官・貿易商）を隔
離しておきたかった。室町期の長崎や幕末の下田がそ
うであったように、開港場は陸上交通上はるか僻遠の地
に隔離するという大方針（というか本能）があったもの
と考えられる。
　明治前期に幾度も変転した府県制は、煎じ詰めれば
国の出先機関として地方を過不足なくどう機能的に掌握
するかという観点で試行錯誤された結果である。府県
庁所在都市はそれに加えて、“地域近代化のショ－ウイ
ンドゥ”の役目も負わされた。
　府県庁のなかでも、長崎・神奈川（横浜）・兵庫（神
戸）・新潟の四開港場は、地元民向けの“ショーウイン
ドゥ”のほかに対外的にも“近代化のショ―ウインドゥ”
として機能することを求められていた。各国の外交官や
貿易商に、「日本はもう十分近代化した」と実感させて、
不平等条約解消の手立てとする必要があったのである。
　それ故、開港場のある県はいずれも分不相応な県域
が設定されている。神奈川県は相模国に加え、武蔵国
南西部（明治26年４月１日に東京府に編入された三多摩
地区）までも県域とした。兵庫県は、播磨・但馬・淡路
の三国に加え、摂津・丹波の各半分を領域とした。新
潟県は、越後・佐渡を合わせた総面積1,2584㎢で、山
がちな岩手県・福島県・長野県に次いで３番目に広い。
　また、「薩長土肥」と称された佐賀藩のほうは明治４
年７月14日の廃藩置県ではそのまま佐賀県となったが、
その２カ月後には伊万里県となり、県名も失い、県庁所
在地でもなくなった。７か月後には佐賀県は再置される
が、明治９年４月には筑後国南半部を管轄する三

み

潴
づま

県
けん

（県庁は現・福岡県久留米市）に統合されている。
　一方、長崎県のほうは戊辰戦争中の慶応４年２月、
幕府の長崎奉行所が新政府の長崎裁判所に改組され、
同年５月の府藩県三治制では長崎・越後・函館には東京・
大阪・京都などとともに府が置かれた。長崎府は豊後
国日田郡・肥後国天草郡など九州北部の旧幕府領を広
く統括した。明治４年の廃藩置県後の長崎県も、一時

未曾有の都市水害

　昭和57年７月23夕刻、長崎市とその周辺を猛烈な集
中豪雨が襲った。長崎市北郊の長

なが

与
よ

町役場の雨量計で
は午後７時～８時の１時間雨量は187mmを記録してお
り、死者・行方不明者299名を数える未曾有の都市災害
となった。
　のちに気象庁は「昭和57年７月豪雨」、長崎県は「７．
23長崎大水害」と命名したが、中小河川の氾濫による
都市水害と地すべり・崖崩れなどの土砂災害が重なっ
た複合災害で、一般には「長崎豪雨災害」の名で知ら
れている。この災害については、平成17年３月、中央
防災会議・災害教訓の継承に関する専門調査会が「1982  
長崎豪雨災害報告書」をまとめ、その中で各方面の研
究者・技術者が詳細に検証している。本稿はこの中央
防災会議の報告（以下、「報告」と略す）に基づき、私
なりの考察を加える。なお、末尾「コラム」欄「地名か
ら見る災害」における知見には、私としては納得しがた
い点もあるので付記しておきたい。

なぜ長崎は“坂の町”になったのか

　長崎という県庁所在地の都市的立地条件については、
前記した「報告」にも第二章および第四章で触れられ
ているが、他の県庁所在地と比較して筆者にはその特
性が的確にとらえられているようには思えない。
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は現・長崎県域のみならず佐賀県全域から熊本県天草
地方までを含んでいた。つまり、開港場・長崎港を擁す
る長崎県は、面積・戸数・人口とも大き目に設定せざる
をえなくなった。それは開港場で急速な集中的近代化を
進めるため、管轄する府や県に予算と権限を振り向ける
必要があったためである。

近代化の陰で災害が多発

　明治前期の府県制の沿革を見てきたが、それが都市
災害とどう関係するか。
　大正12年９月１日、相模湾を震源とするM7.9の関東
大震災が発生した。死者・行方不明者は10万５000人を
超える巨大規模の災害となったが、その犠牲者の過半
は東京・下町に集中し、多くは木造密集家屋の焼失に
よるものであった。
　だが、一般にはあまり知られていないが、ビルの倒壊
など地震そのものによる直接的な震災は神奈川県横浜
市のほうがはるかに大きかった。横浜のほうが震源に近
く、たかだか数十年前の幕末に造成された、いわば“出
来立て”の軟弱地盤に造成された新興都市だから当然
の結果だった。
　同じことは、昭和39年６月16日の新潟地震（M7.5）で
も指摘できる。中層公営住宅が根こそぎ倒壊し、石油
タンクが炎上したが、これは本来、近代的な大型建造
物を建ててはならないはずの砂泥質の砂丘跡だったか
らにほかならない。開港場・新潟付近には堅固な地盤の
地が少なく、無理をして近代都市を造成したツケであっ
た。
　平成７年１月17日の兵庫県南部地震（阪神淡路大震災  
M7.3）の場合も、まったく同じ構図であった。安政五カ
国条約では、摂津国兵庫湊が開港場とされたが、古代
の大輪田の泊以来の要港であった兵庫湊を避け東に約
３㎞離れた八

やた

部
べ

郡神戸村に運上所が設置された。神戸
村付近は六甲山地と大阪湾に挟まれた狭い平地が東西
に延びる地で、市街は六甲山中腹にまで広がっている。
　現・神戸市東部の灘区・東灘区から芦屋市にかけては、
古代国郡制では摂津国兎

う

原
ばら

郡の地であるが、この兎原
の郡名について、吉田東伍『大日本地名辞書』は「海原」
で「海辺の地」とする。だが、兵庫県南部地震で灘区
から芦屋市にかけては震源の明石海峡東口からかなり
離れているのに激しく揺れ震害が最も大きかった。この
付近には、六甲山南腹を刻む有馬-高槻構造線に属する

断層線が幾筋も集中する。ということは、先史時代から
古代にかけて何度も地震が発生し、地すべり・崖崩れ
などの土砂災害が多発したことであろう。兎原という郡
名は、ウバ（奪）ハラ（膨）という災害地名の可能性もあ
りうる。
　西側の八部郡の湊川左岸の福原の地は平安末期の治
承４年６月、平清盛が主導して福原遷都が企図された
が、都宮としては未完成のまま、５カ月後には平安京還
御を余儀なくされた。この福原の地名も、多くの「福」
地名と同じくフク（膨）・ハル（脹）と同義語を重ねた語
が語源とすれば、六甲山麓の地すべり・山崩れで生じた
押し出し地形を呼んだものとも考えられる。わずか数カ
月で撤退せざるをえなかった理由も、源平両氏の争乱と
いう通説からだけでなく、何らかの災害が関連していた
のではないか、という視点からも検証されるべきである。
　いずれにせよ、近代に開発された新興市街地を襲う
かもしれない災害の予防については、もっと真剣に検証
されるべきであろう。いや、近代の新市街だけでなく、
近世成立の城下町・宿場町はじめ人工の手が加えられ
た形跡のある新開地・干拓地などはすべて、防災の見
地から再検証されるべきである。

近代都市・長崎の病弊

　長崎市は、いうまでもなく戦国期から南蛮貿易の基地
として発展してきた港湾都市である。初めはポルトガル
船専用の港でイエスズ会の租借地となっていた。寛永
15年に島原の乱が鎮圧されると、翌年にはポルトガル
船の来航が禁止された。さらにその翌々寛永18年には
平戸にあったオランダ商館を長崎に移し、以後、長崎
港に設営された出島がオランダ船と清国船のみに開か
れた国際貿易港となった。
　江戸時代、長崎貿易は幕府の長崎奉行の管轄下に置
かれた。戊辰戦争中の慶応４年２月２日、その長崎奉行
所は新政府軍に接収されて長崎裁判所に改組、同年５
月に長崎府が設置され、８月には天草県を併合、明治
２年３月には筑後国三池郡大牟田村など22カ村および
松浦郡のうち旧郡代管轄地を併合した。同明治２年６月
20日、長崎府を改称して長崎県（第一次）成立、同４年
11月11日に島原県・平戸県・福江県・大村県を合わせ
て第二次長崎県成立。明治９年８月21日、隣接する肥
前国杵島・松浦２郡を併合（第三次長崎県）、明治16年
５月９日、肥前国10郡を分割し佐賀県を再設置。長崎
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基盤が脆く、浸食作用を受けやすい。このような土地
条件の地に人口44万人の都市が立地すること自体、長
崎の“悲劇”ともいえた。

地名が教える危険性

　前記した「1982　長崎豪雨災害報告書」に掲載され
ているコラム「地名から見る災害」の論考には、災害
地名学上、以下の各点を指摘しておきたい図-2。
【カワチ・ゴウチ（河内）】　長崎市本河内奥山で23名
の犠牲者が出るなど「川内」・「河内」地名の地はいず
れも洪水被災地とする。国郡制の河内国や近世の土佐
国高知城ほか、カワチ・コウチの地名は多数使われて
きた。その意味するところは、川原氏が述べるように「川
があること」・「谷間になったところ」であり、もう少
し厳密にいえば「河流に囲まれたようなところ」である。
川沿いの地である以上、過去にも将来でも洪水とは無
縁ではないが、この地名が即「災害地名」とはいえない。
【ヒラ・ビラ（平）】　川原氏は、長崎市北部の川

かわ

平
ひら

郷
に内

うち

平
びら

地区があり、ここで33名の犠牲者が出たことを
指摘、「この地名用語は地すべりの結果生じた地形を
表したもの」と断定する。ヒラはタヒラ（平）の頭音が
脱落した語で、地すべりで土砂が崩れ落ちた堆積面は
周辺より平坦で、その平坦面を表現した地名とする。
実はこの地名用語は、地名研究者が早い時期に悩まさ
れる用語である。ヒラは薩摩方言で「崖」、南島方言
で「坂」、対馬方言で「岡」などの用例があり、アイヌ
民族出身の言語学者・知里満志保の『地名アイヌ語小
辞典』は、「pira  がけ。土がくずれて地肌のあらわれ

県は肥前国のうち彼
その

杵
ぎ

郡・島原郡と松浦郡の一部（のち
の南・北松浦郡）と壱岐国・対馬国部分となった（第四
次長崎県）

県都・長崎が孕む危険性

　延々と長崎港と近代の長崎県成立に至る経緯を述べ
てきたのは、俗説として流布している「現在の県名は、
新政府派の旧藩の名はそのまま県名に残り、佐幕派の
旧藩名は郡名などに置き換えられた」という説に反論
するためである。
　俗に「薩長土肥」と称されるように、肥前佐賀藩
はとくに軍事力において新政府軍の中枢的立場にあっ
た。その佐賀藩の名を継ぐべき「佐賀県」の名が廃藩
置県直後はともかく、伊万里県に吸収されたり、再設
された第二次佐賀県も三

み

潴
づま

県（県庁は現・福岡県久留
米市）　に併合され、さらに三潴県分割後は現・佐賀
県域は長崎県に統合され、最終的に佐賀県が復活した
のは明治16年５月９日のことであった。
　長崎県域に直線距離で350km以上も離れた対馬まで
含めたのは、開港場の近代化、インフラ整備に地方税
を充てるためであった。結果、長崎は近代的港湾・産
業都市として大発展を遂げ、その後に日本が東アジア・
東南アジアに進出する窓口ともなった。
　しかし、そのことが第二次世界大戦末期の原爆投下
に繋がるし、さらにその37年後の集中豪雨による未曾
有の都市災害もこのことが起因となる。
　江戸時代、長崎港は唯一外に開かれた窓口として
十二分に機能した。ただ、この地は山と海に挟まれ、
平地には恵まれない。その狭小な平地に新たに近代施
設を集中させれば、住宅地は急な坂を登った山の中腹
や丘の上、中小河川の谷の奥に進出せざるえない図-1。
　各府県庁所在都市と比較して長崎市のもう一つの特
色は、火山性の土壌に広く覆われていることである。東
京・横浜など関東平野の台地は広く火山灰地に覆われ
ているが、その基盤は一度は海底に堆積した堆積層か
らなる。ところが九州西岸の長崎半島・西彼杵半島は中
央構造線（メディアン・ライン）の西端に位置し、別府・
九重・阿蘇・雲仙の火山群に連なる。この線をさらに西
に延長すれば五島列島から韓国・済州島の火山島がある。
　長崎半島・西彼杵半島の火山性土壌がいつ形成され
たのか、火山学にも土壌学・地質学にも疎い私には述
べる資格がない。ただ一般に、火山性の地質・土壌は

図-1 合併編入による長崎市域拡張図（『新長崎市史』所収）
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の地名に注目していた。長崎市鳴滝の地名は、中学校
の歴史の授業でオランダ商館医師のP.F.フォン・シー
ボルトの開いた鳴滝塾の名で知っていた。シーボルト
は出島を出て市内に居住することを許可されると、そ
の邸は高野長英・伊東玄沢ら西洋医学を志願する日本
人が集い、医学だけでなく西洋近代科学全般にわたる
教堂となった。
　市内中心部を西流、そして南西流する二級河川・
中島川の中流右岸に鳴滝川が注ぐが、その合流点の
500mほど上流に国史跡のシーボルト宅跡がある。昭和
57年長崎大水害では、この鳴滝１～３丁目では計24名
の犠牲者が出た。
　鳴滝という地名は集落名と自然地名（山名と滝名な
ど）で全国に12カ所ほどあり、京都市右京区の鳴滝は
地区の冠称で、下に20余りの町・字名が付く。ナルタ
キのナルは音響地名で、東京・世田谷区の等々力など
と同じく「水音が鳴る」という表現。タキは英語では
fallsで、この語は動詞としては「落下する。倒壊する。
沈む。死ぬ」などの意味がある。
　日本語の滝は動詞タギル（滾）に通じ、「水が激しく
流れる」意であろう。同類の「滝」を示す古語にタルミ（垂
水・樽見）があるが、鹿児島県垂

たる

水
みず

市で平成27年６月、
シラス台地から流れ落ちる小川で土石流災害が発生し
た。タルミ・タルミヅもまた災害地名の一つとみなし
て検証されるべきであろう。

ている崖」とし、「朝鮮語のピラ（崖）と関係あるかも
しれない」と注記する。ヒラはアイヌ語とか朝鮮語と
いうより、東アジア共通祖語、原始縄文語にまで遡り
うる語であろう。
　なお『記紀』に載るヨモツヒラサカの名も「平らな坂」
では語義矛盾に陥るから「（あの世からこの世に昇る）
急坂」と解すべきだろう。
【アゼ（畦）】　川原氏は「畦

あぜ

別
べっ

当
とう

」・「畦
あぜ

刈
かり

」などの「畦～」
地名は、地すべりによって田の面積が小さくなった状
況を示した地名とする。田畑の境をなすアゼの語源は
人体名詞のアザ（痣）と同じく、「交・叉」の意であろう。
痣は皮膚疾患一般をいい、滑らかな表皮に凹凸が生じ
た状態をいう。災害地名としてのアゼは、両側を浸食
されて痩尾根状の地形を呼んだものか。
【ナメシ（滑石）】　川原氏は転石・石原などとともに、
地すべりの結果生じた破砕岩を示した地名としている
が、ナメという用語はもう少し考察が必要だろう。方
言用例では、ナメには「川床の一枚岩」（群馬県・埼
玉県秩父）、地面の凍って滑る所（長野県・奈良県吉野）、
やわらかい岩盤（秩父・山口県）、赤土・ローム層（八
王子市）などさまざまな用例があるが、このほかに動
詞ナメル（舐）には、印刷・製本業界の用語で書籍な
どの小口を「切り落とす」という意味もあることを指
摘しておきたい。
【ナルタキ（鳴滝）】　川原氏はまったく触れていない
が、私は「昭和57年長崎大水害」の当時、市内の一つ

図-2 長崎大水害の被災分布状況　『昭和57年7月長崎による災害の調査報告』より作成（『新長崎市史』所収）
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