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災害と地名・連載③

『五重塔』が挙げられており、文学少年を自負していた私
は当然ながら読んだ。露伴は明治期を代表する気骨ある小
説家だが、漢学の素養に裏打ちされた学識ある文学者で
もあった。その幸田露伴に娘さんがいて、随筆を発表して
いるらしいという程度の知識は、文芸を担当したこともある
編集者の一人として当然、承知していた。その文豪の娘さ
んが、自然現象の最たるものである崩壊地形に関心があっ
た、という点には、虚を突かれたような意外感があった。
　自然科学・自然現象をテーマとした女流作家といえば有
吉佐和子の名が挙がるが、私はその鹿児島県黒島に滞在
した体験エッセイや『複合汚染』を新聞の連載を待ちかね
るように熱心に読んだ（幸田氏の『崩れ』とは時期は前後す
るが……）。だから、幸田文氏の連載レポート「崩れ」には「こ
こにも犀利な女流作家がいた」の思いがあった。
　今から考えれば、幸田氏の連載レポートを知ったとき、
すぐ追っかけて同じ場所を探訪すべきだった、と後悔して
いる。
　そして幸田氏の『崩れ』には、後日譚がある。氏の娘・
青木玉氏のさらに娘・青木奈緒氏が、祖母と同じテーマを
追って『動くとき、動くもの』（2002年、講談社）を上梓され
ている。祖母と孫娘が四半世紀の時間差を置いて同じ自然
現象を追究するなどとは、日本の文壇史にはなかったこと
だろう。

大谷崩れの実態
　静岡市葵区の北部、庵

いお

原
はら

山地の大
おお

谷
や

嶺
れい

（1999.8m）を
中心に山梨県境をなす尾根筋の南斜面に広がる崩壊地は、
日本三大崩れの一つに数えられる。他の二カ所は富山県の
立山カルデラ、長野県小谷村の稗

ひえ

田
だ

山が挙げられるが、
名数地名の常として「三大ナニガシ」に数えられる地名は、
実は多数ある。「崩れ」の場合、他に静岡県富士宮市の富
士山西腹の大沢崩れがあり、人により地域により入れ換わ
ることも多い。
　大谷崩れは１級河川・安倍川の源流部に注ぐ支流の大
谷川の谷に広がり、標高1200m地点を扇の要として標高差
約800mの斜面一帯に広がる。崩壊総面積は約105ha、
崩壊土量は累計１億㎥を超すという。下流の大谷川と安倍
川の河谷は崩壊した岩石・土砂で埋め尽くされており、河岸
には数段の岩石段丘が形成され、滝がいくつも点在する。
　大谷崩れから流出した土砂は、峡谷部だけでなく静岡
平野一帯に堆積する。さらに海に流出した土砂は、沿岸流
に運ばれて三保の松原の景勝を造ったとされる。ただし、
筆者は駿河湾の沿岸流は反時計周りが主潮で、三保岬は

　幸田文『崩れ』の衝撃
　月刊「婦人之友」誌に連載された幸田文のエッセイ「崩れ」
に出会ったのは、昭和51年11月のことだった。私は昭和41
年、２年遅れで大学を卒業し、東京の中堅出版社に入社し
た。そして４年４カ月ほど勤めたあと、フリーの物書き稼業
に入った。
　出版社編集部入社時、中国古典文学の研究者でもあっ
た編集局長氏からまず教わったのは、「新聞は下の広告欄
から読め」ということだった。私にとっては今も続く生活習
慣となったが、なるほど広告欄には社会の動向が如実に現
れていた。とくに雑誌・書籍の広告は、同業他社・同業編
集者の目下の興味の対象が奈辺にあるか、が一目瞭然で
読み取れた。
　昭和51年当時、退社して６年余り、マイナーな自然保護
雑誌の取材記者や大手出版社の女性週刊誌旅行記者とし
て糊口をしのいできた。そしてその前年には、歳上の友人
と共著で『地名伝説の謎』と題する一書を上梓し、ようや
く幼少時からのテーマであった地名の考察・研究に本格的
に着手しようかナ、と思い始めていた頃だった。「主婦之友」
誌の広告を見てすぐ、私は当該誌を購入した。幸田文氏は、
静岡県安倍川源流の大谷崩れを訪れ、その凄絶で壮大き
わまる光景を女流作家らしい細やかな目線で描いていた。
　幸田露伴の名は、高校生の頃から知っていた。私の学ん
だ高校では「高校生活必読名著100選」なる副読本を作
成し、読破を推奨していた。その100選の一書に幸田露伴
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数百年置きに発生する東海地震による津波で押し寄せられ
たと見る。
　まず、安倍川の谷の崩壊関連の地名いくつかについて、
解説しておこう。
梅
うめ

ケ
が

島
しま

　梅ケ島の本村は大谷川が本流に注ぐ地点の下流
の峡谷にあるが、梅ケ島温泉は本流をさらに10kmも遡っ
た源流部に湧く図-1。安倍川流域には、目につくような梅
林はない。ワサビの栽培は盛んだが、梅の実は自家消費用
はともかく名産とするような量は産しない。地名のウメはほと
んどすべて「埋め」の好字表記で、沖積地で土砂が堆積し
た場所、山間地では地すべり・山崩れの埋没地、あるいは
人工の埋め立て地などに多い。
　私の生地の近く岡山県児島半島の東端部に梅ケ原山（標
高126m）図-2があるが、岡山県南部の山 は々おおむね円
頂か平頂なのに、珍しく鋭く尖った山容で、南麓には崩壊
した土砂が堆積した緩斜面が広がっていた。この山は地
元ではトウケンショウと通称されていたが、「遠見所」の意
で幕末～明治初期、大阪（大坂）の米相場または株相場昇
降を、旗振り通信で伝達していたのであろう。また梅ケ島
のシマも英語のislandと同義の「海に浮かぶ島」ではなく、
ヤクザ用語で「縄張り」を意味するシマと同じ「一定の区画」
の意味である。
草
くさ

木
き

　大谷川合流点の対岸に注ぐタナ沢にある地区名。
植物起源ではなく、クサ（腐）キ（牙）で「崩壊しやすい丘の
先端」という地名。この地は、後述するフオッサ・マグナ西

縁の糸魚川─静岡構造線により近く、大谷崩れほど大規
模でなくともいつ崩れてもおかしくない地である。同じ静岡
市の清水区草

くさ

薙
なぎ

は日
やまとたけるのみこと

本 武 尊東征神話に登場する「草薙
の剣」の名の元となった地名だが、久能山の北麓が有

う

度
ど

地溝帯に臨む急崖に位置する。駿河国有度郡は清水市か
ら日本平の北側の地溝帯あたりの古代郡名である。
有
う

東
とう

木
ぎ

　梅ケ島の中心地区の下流約７㎞に静岡市葵区有
東木がある。安倍川左岸に注ぐ小さな沢にあり、ウト（空洞）
の意であろう。こちらの有東木の方は安倍郡に属するから、
有度郡の郡名とは別地同称（類称）である。植物のウド（独
活）は茎に空洞があるという特徴を持つが、地名のウト（宇
土・宇都・烏渡・宇道・鵜戸・有道）は全国に分布しており、
空洞状の地溝のほか崖地や洞穴状の地に付けられているこ
とが多い。

大谷崩れはいつから始まったか
　前述した幸田文氏とその孫、青木奈緒氏の記録は、女
性ならではの細やかな気配りあふれる文章で、共感すると
ころが多い。だが史学科に学び、独学ながら地形・地質、
そして地名を研究する筆者の観点からすれば、隔靴掻痒の
感も否めない。独学者の常で、独りよがりではあるが、あえ
て下記の点を提起したい。
　大谷崩れの始まりについてであるが、祖母の幸田氏は戦
国時代の1528年（享禄元）の洪水から崩壊が始まり、その
後も度重なる地震と洪水で崩壊の度合を増し、1702年（元

梅ヶ島温泉

梅
ヶ
島

図-1 ５万分１「南部」（平成20年11月）発行 図-2 ２万５千分１「犬島」（平成８年10月）発行

岡山市

梅
ヶ
原
山
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く、日本列島そのものがきわめて脆い基盤の上に成り立って
いることを認識すべきだろう。もっとも地震が頻発すること
自体が、その脆い基盤と直結する話ではあるが……。

梅ケ島金山も糸魚川─静岡構造線のおかげ
　マルコ・ポーロの『東方見聞録』以来、ヨーロッパ世界で
は極東にあるという「黄金の国ジパング」が強い関心の的と
なった。その後に続く大航海時代の始まりは、その関心が
引き起こしたものである。その結果、アフリカや南米で大金
山が発見されるのだが、その開発が軌道に乗るまでは、佐
渡金山ほかの日本列島で産出する金は世界屈指の量を誇っ
た。金などの重金属は、マグマ溜りが徐 に々冷えてゆく過
程で、一定の温度・圧力の条件下で均質的に析出・凝縮さ
れて鉱脈が形成されものと考えられている。プレートの境界
と造山帯・地震帯・火山帯とも密接に関連するわけだ。
　そう考えれば、梅ケ島に金鉱山があっても何の不思議も
ないことになる。

ここも焼畑農耕の地だった
　手許にある『角川　日本地名大辞典22静岡県』の「梅
ケ島村」の項目を見ると、「焼畑中心の山村のため検地も受
けず、３両の年貢を金納」という記述があり、1837年（天
保８）の記録では焼畑163町５反とある。南隣の入

にゅう

島
じま

村も
同じく「焼畑中心の村で、金２両を金納」と書かれている。
江戸時代の「金納」というシステムは、作物の豊作・不作
に関わらず「年貢固定制」ということであり、一般の農村は
ひどく嫌がった。だが、梅ケ島村・入島村では金山の採掘
が行われていたから、金納はむしろ好都合だったろう。
　ところで、焼畑と災害はどう関連するのか。筆者は本誌
117号「災害と地名①広島安佐南区の土砂災害と地名」で、
被災の中心地区だった広島市安佐南区八木は「焼畑慣行」
を示す地名だ、と述べた。この広島市の例だけでなく、私
の生地にもヤキョーという名の山峰があった。ヤキ（焼）ヲ
（峰）が長音化した地名である。北面する山腹には灌木類
がよく茂っていた。その山腹はスコップの腹のように抉れて
おり、これは長年の焼畑慣行により土砂が流出したせい、
と指摘した。もう一つ付け加えると、そのスコップの腹状の
斜面の裾に不思議な池が二つあった。「不思議な」という
のは、次のような景観状況だったからである。
　我がムラは寡雨地帯だからざっと数えて30近い溜め池が
あった。中学生のころ、ムラの池すべてにノブナ釣りの竿を
下してみようと思い立ち、藪をかき分けて池畔に立ったが、
溜め池なら必ずあるはずの用水路も樋門も何もない。その

禄15）の大地震で崩壊の規模が拡大した、と記している。
だが、『理科年表』の「日本付近のおもな被害地震年代表」
では、1702年に地震は記録されていない。翌1703年（元
禄16）には相模湾を震源とするM7.9～8.2クラスの「元禄地
震」が起きている。この地震は関東大震災を上回る規模
の大地震だが、これのことだろうか。
　一方、孫の奈緒氏のほうは、大規模崩壊の始まりを1707
年（宝永４）の大地震と記す。こちらのほうは「宝永地震」
と名付けられた日本最大級の地震で、『理科年表』は「遠
州灘（東南海地震）と紀伊半島沖（南海地震）が同時に起
きたとも考えられる」と記している。M8.6、死者２万、潰家
６万、流出家屋２万とされているから、安倍川源流にも相当
な衝撃があったに違いない。
　ただ筆者としては、崩壊の契機が一度の地震や洪水と
いうのは、この「災害列島」とも呼ぶべき日本列島の災害の
本質を見誤ることになりかねないのではないか、と考える。

大谷崩れが起きたコトの本質
　大谷崩れを起点にすれば、東十数㎞東側にフォッサ・マ
グナの糸魚川─静岡構造線が延び、西数㎞をそれから分
岐した笹

ささ

山
やま

構造線が走る。二つの構造線に挟まれたきわ
めて不安定な地塊に、大谷嶺は位置する。
　フォッサ・マグナの形成はジュラ紀から古第三紀にかけて
始まったとされる（二宮書店『地形学辞典』1981）。糸魚川
─静岡構造線はフォッサ・マグナの西縁線とされているが、
実はその北部は立山火山のほか飛騨山脈（俗称は北アルプ
ス）も白馬岳・焼岳・乗鞍岳はいうまでもなくれっきとした火
山であるが、一見して褶曲山地と見做されがちな鷲

わし

羽
ば

・雲
の平や樅

もみ

沢
さわ

岳、そして槍・穂高も『理科年表』の「日本の
主な火山」のリストに載っている。その他の高峰群も、本
来はもっと高度を持った大火山だったのが、衝上運動が激
しい分だけ、山頂・山腹の火成岩部分が激しく浸食を受け
て流出し、山体の芯をなしていた深成岩の部分が地表に露
出したものではないか。大谷嶺付近も、山腹に湧く梅ケ島
温泉の泉温が40℃であることから判断すると、糸魚川─静
岡構造線の西側でも地下にはマグマ溜りがあり、火山活動
が続いていると見てよい。ちなみに、後述する梅ケ島金山
も熱水鉱脈起源だという。
　そのような不安定な基盤が絶えず衝上運動を受けている
のだから、この地の崩壊現象は戦国～江戸期などの直近
の出来事ではなく、はるか数百万年～数千万年前の地質時
代から継続している、と見做すべきではないか。つまり、崩
壊は地震や洪水といった一過性の自然現象が起因ではな

sabo vol.119 冬 201612



れていた。
　私と同窓である京大の理学部地質学科卒でのち東京
近郊の女子大学生部長や事務長を勤められた先輩は、
中村博士の経歴を一覧して、「あ、あの女子大は昭和40
年代、めっぽう難しく、しかし筋のいい数学入試問題を
出題することで有名だったんだ。こういう人がおられたの
なら納得できる」と称賛しきりだった。
　現在災害・防災に対する世の関心は今、いやが上にも
高まっている。学界でも災害現場でも、この中村博士の
評価はどうなっているのだろうか。私の父より５歳上の中
村博士の業績が“時代遅れ”となっているとは、私にはと
うてい思えない。いや、私自身は、博士の業績をもっと
もっと追体験して、変動地形と地名の関連を究めなけれ
ばならない、という思いが強い。

　松尾俊郎博士のこと
『名立崩れ』に出会ったと同じころ、私はもう一人の地
名の“巨人”と知り合った。
　横浜国大から駒沢大大学院教授に転じておられた松
尾俊郎博士である。松尾博士は中村氏の３年ほど年長で、
同じく東大理学部鉱物学科入学、のち地理学科に転じ、
卒業後は文部省に勤務、同省の図書監修官などを勤め
られた。松尾博士とはその晩年の数年間のおつきあいだ
ったが、生前に著作１冊、共編著１冊（私も含め計４名の
共編著）、没後に奥様のご依頼で遺稿集１冊の編集を担
当させていただいた。
　松尾博士からは、現地に出向かなくても地形図を入念
に読み込む力があれば、地名の研究はできるということ
を、身をもって教えていただいた。
　幸田文氏と青木奈緒氏、そして中村博士、松尾博士、
私にとっては羨ましい限りの行動力の持ち主であり、雲
の上の存在のような碩学だが、命ある限りこの人たちの
跡を追いかけなければ、と思う。
　齢70代もそろそろ半ば、かねてから視野狭窄の症状
があった左目で白内障が進行、2015年中に手術の手筈
を取り決めたところ、事前検査で右目も同じ白内障の症
状が急速に進んでいることが判明、月を変えて手術する
ことと相成った。
　書籍・新聞・雑誌の文字だけでなく、地名研究には地
形図の文字や等高線、そして標高などの細かい数字まで
読み取らなくてはならない。もし手術後、今よりましな視
力が取り戻せたら、“天恵”と心得、命限り燃え尽きてみ
せよう。

池のある一帯は旧
きゅう

字
あざ

（明治６年の地租改正以前の字地・小
名）で「金

かね

場
えば

」と呼ばれていたから、「そうか、金鋳場だっ
たんだ」と気づいた。金鋳場とは鋳物を造った作業現場の
ことではなく、土を採取して熱を加え、何か金属が得られる
かどうか、試掘した場所のことと思われる。金属資源が出
なくとも、陶土や磁器原料が見つかれば、中世・近世初期
の領主にとっては十分有用な地下資源だった。池は、その
資源探査用に掘られた跡地に水が溜まったものだろう。そし
てもう一つ、この無用と思われた池にも十分な効用があった。
　我がムラは日本列島でも屈指の寡雨地帯である。焼畑は、
とくに耕地を持たない無産の住民にとっては、現代の“福祉
政策”をしのぐほど、有難く有益なシステムだったはず。だが、
ムラ全体としては一つだけ絶対に困ることがあった。それは、
数年おきに繰り返される山焼きの火が隣接した森林に燃え
移り、延焼してしまうことであった。
　山火事が発生すれば、厳重な「留山」「立山」の禁令を
敷く一方で、時と場所によっては「見て見ぬフリ」の地場懐
柔策を採っていた藩庁も見逃すわけにはゆかなくなる。とく
に、現場監督を司る郡奉行とその配下の一人二人は、切腹
まで覚悟する事態に陥る可能性もあった。従って焼畑用地
の境には事前に水を撒くとか、防火用水桶を用意するなど
の配慮が必須だっただろう。我がムラの場合、焼山まで水
を運ぶには、最低でも谷一つ、尾根一つを超さなければな
らない。その点、麓とはいえ眼の前に水溜りがあれば、使
い勝手がきわめてよいし、一旦緩急あった場合の事後の対
応もスムースに運ぶはず。

中村慶三郎『名
な

立
だち

崩れ』に学んだこと
　幸田文氏の『崩れ』の文章を目にして約３年後、私は中
村慶三郎の『名立崩れ』を入手した。この本の存在を知っ
たのは、幸田文氏の場合と同じく新聞広告だったと思う。
版元の風間書店は靖国通り北側にあり、小規模出版ながら
業界では堅実な学術出版社として知る人ぞ知る存在で、私
はその日のうちに路地を抜けて探し当て購入した。
『名立崩れ』の内容は、圧倒される思いであった。中村博
士は1903年、新潟県生まれ、大正末年に東大地質学科卒、
戦後は四国某県の県立女子大教授・学長を歴任された。
戦前の朝鮮総督府技官時代から山崩れ・地すべりなどの地
形変動を、現地に出向いて詳細・綿密に調査・研究された。
単に自然科学上の見地からだけではなく、歴史上の経緯、
そして為政者の対応ぶりなど人文科学上の見地からも十二
分に考究されている。とくに、地すべり・山崩れに関する各
地の地名については、その由来・起源に至るまでよく考察さ
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