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摘　　要
平成 18 年 7 月豪雨災害によって長野県諏訪地域の湖南山地に露出した埋没腐植層

の特徴と年代に基づき、土砂災害の履歴、埋没腐植層の生成環境と人間活動との関係
を検討した。埋没腐植層の枚数とそれらの年代によると、湖南山地北部から南西部に
おける大規模な土砂災害の発生頻度は数百・数千年に 1 回程度のオーダーだった。埋
没腐植層の多くは黒ボク土に相当する特徴を有し、草原植生下で形成された可能性が
高い。数千年前の黒ボク土の形成には縄文時代に行われた野焼きなどの人間活動が影
響した。古代から鎌倉時代の黒ボク土は史料に記された官牧、荘園に関連した草原下
で形成された。近世から 1950（昭和 30）年代にかけて、草肥や薪の採取地として草原
的植生は継続した。しかし、近世以降の草原は過度に利用されたため、稜線部では土
壌匍行や表層崩壊、谷頭凹地と谷底では崩壊予備物質となる土砂の埋積が断続的に続
き、黒ボク土が生成しにくい環境であった。

キーワード：14C 年代、草原植生、土石流、人間活動、埋没腐植層
Key words： 14C ages, grassland vegetation, debris flow, human activity 

buried humus horizons

1．はじめに

2006 年 7 月 15 日から 24 日にかけて発生した平
成 18 年 7 月豪雨は多くの地域に被害をもたらした。
長野県諏訪地域から上伊那地域にかけては、7 月 17
～ 19 日の豪雨による土砂災害、家屋の浸水などの
被害が多発した。中でも岡谷市南部の諏訪湖南西に
位置する湖南山地の北部から南西部にかけての地域
では、崩壊と土石流が多発し、甚大な被害が生じた。

湖南山地で発生した平成 18 年 7 月豪雨災害の特
徴は多くの研究で報告されてきた 1）－ 7）。その特徴の
一つとして、崩壊地と土石流の流下した谷底の多く
の地点で黒色を呈する埋没腐植層が露出したことが
挙げられる。崩壊の発生に関与した水を排出したパ
イプが、崩積性の褐色土層と、基盤である塩嶺累層
の風化層から漸移的に発達した埋没腐植層との境界
付近に多く存在していたこと 2），3），7）、下流部の集落

を襲った土石流の堆積物が上流部の谷底で侵食され
た黒色の埋没腐植層に起因する黒色を呈していたこ
と 3），7）など、崩壊の発生と土石流の流下にこれらの
埋没腐植層が関与したと考えられた。また、これら
の埋没腐植層は、土砂移動の少ない地表環境のもと
で累積的に形成され、きわめて短期間のうちに移動
してきた土砂によって覆われた土壌層である。この
ため、堆積した土砂の直下にあたる埋没腐植層の表
層の年代は大規模な土砂移動が発生した年代を示
し、埋没腐植層の表層と下層の年代の差から土砂移
動の少ない安定した期間を推定することが可能であ
ると考えられた。こうしたことから、埋没腐植層の
放射性炭素年代（14C 年代）が測定され、これまでに
その結果は速報として報告された 2），5）－ 7）。しかし、
年代試料を採取した地点の概要は、簡略な記載のみ
で層位関係が不明瞭な点があった。

一方、平成 18 年 7 月豪雨災害で露出した埋没腐
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植層の多くは、土色はマンセル表色系 8）の彩度・明
度ともに 2 以下ないし、彩度もしくは明度のいずれ
かが 3 を呈し、有機物含量の示標となる灼熱減量は
約 20％～ 27％を示す 9），10）。これらの特徴から、黒
色の埋没腐植層は林野土壌分類による黒色土、農耕
地土壌分類による黒ボク土に区分される。近年の黒
色土および黒ボク土に関する研究によると、その生
成には草原植生の影響が強いとされる 11）－ 13）。また、
黒ボク土に多く含まれる微粒炭は、火災によって草
原が形成・維持された可能性が高いことを示し、出
火要因として人間活動の可能性の高いことが指摘さ
れている 13）－ 16）。

以上の点を踏まえて、本稿では、年代測定用試料
を採取した地点の特徴を断面図と合わせて詳しく述
べるとともに、新たに得られた 3 点の年代値を報告
する。また、得られた年代値に基づいて、過去の土
砂災害の履歴を明らかにする。さらに、年代値と周
辺地域の考古資料、歴史史料、伝承との対比を行い、
埋没腐植層の形成に対する人間活動の影響について
検討する。

なお、本稿では、黒ボク土（黒色土）の判定基準の
一つである湿潤状態の土色が彩度・明度 2 以下を呈
する腐植質土層を黒色腐植層と呼ぶ。ただし、土壌
生成、土壌分類に関する議論においては、土壌分類
名である黒ボク土もしくは黒色土を用いる。

2．調査地の概要

湖南山地は西山、沢入山とも呼ばれ、諏訪湖の西
方から南方にかけての岡谷市、諏訪市、茅野市、辰
野町にまたがる山地である。調査地域周辺の地質図
を図 1 に示した 17）－ 20）。湖南山地には上部鮮新統～
下部更新統の主に安山岩質溶岩、火砕岩、凝灰角礫
岩からなる塩嶺累層が広く分布する 20）。調査地域の
南部と北西部には、中生界の変成岩類、堆積岩類が
分布する。調査地域南東部の守屋山付近には中新統
の礫岩、泥岩、凝灰岩などからなる守屋層 21）が分布
する。塩嶺累層はこれらの先新第三系基盤岩類と守
屋層を不整合に覆っている。これらの基盤岩類は、
御岳火山などを給源とするテフラ、塩嶺累層の風化
生成物を主な母材とするローム質土層に覆われる。

湖南山地は、最高峰の守屋山の標高は 1,650 m で
あるが、全体としては標高 1,000～1,400 m の地形
面を持つ丘陵状のなだらかな山地である。湖南山地
東部には糸魚川－静岡構造線を構成する断層群であ
る諏訪湖南岸断層群が複雑に並走している 19）。これ
らの断層群の活動による急傾斜の断層崖が発達する
ため、斜面は諏訪湖側の方が天竜川側よりも急傾斜
であり、とくに南東部にあたる諏訪市真志野地区以
南では急傾斜を呈している。

平成 18 年 7 月豪雨災害発生時の植生は、林齢 50
年前後のカラマツ人工林とアカマツを主とする二次

図 1　 調査地域の地質図（長野県農政部農村整備課 17），熊井ほか 18），窪田 19）を編集，簡略化）
および 14C 年代測定用試料の採取地点．
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林が大部分を占めていた。大規模な土石流が発生し
た北部の小田井沢川、本沢川、志平沢川（図 1）流域
では、間伐がほとんど行われていなかった。これら
の流域では沢沿いにあった手入れ不足のカラマツ人
工林が土石流になぎ倒されて流木となり、下流部の
集落の被害を増大した 1）－ 4）。一方、南東部の適正な
管理が行われていたカラマツ人工林では、崩壊は発
生したが、カラマツの倒伏が少なく、崩壊と土石流
は大規模化しなかった 4），6）。

3．方法

湖南山地の崩壊の発生地と土石流が流下した跡地
で断面を記載し、年代測定用の試料を採取した。ま
た、治山工事による調査坑や工事断面で埋没腐植層
や炭片が確認された場合には、断面記載を行うとと
もにこれらを年代測定用試料として採取した。黒色
腐植層（黒ボク土）の判定は新版標準土色帖 8）を用
い、現地における土色がマンセル表色系の彩度・明
度で 2 以下を示す土層を黒色腐植層とした。
3.1　放射性炭素年代測定（14C 年代測定）

AMS（加速器質量分析：Accelerator Mass Spec-
trometry）法による 14C 年代測定は、（株）地球科学
研究所に依頼し、ベータアナリティック社で行われ
た。14C 年代測定を行った試料数は 29 点（既報 26 点、
新規 3 点）である（表 1）。試料は根と礫を取り除い
て風乾した。土壌試料は酸洗浄、炭試料は酸－アル

カリ－酸洗浄を行って炭酸塩を除去し、残存した全
有機炭素を年代測定に使用した。14C 年代の算出に
は Libby の半減期 5,568 年を使用し、δ13C による
同位体分別効果の補正を行い、AD1950 年からさか
のぼった年数を yrsBP で示した。14C 年代値は、In-
tCal0422）をデータセットとして用いて、較正曲線の
スムース化 23）を行うベータアナリティック社のプロ
グラムにより暦年代値（calBP）に較正した（表 1）。
3.2　微粒炭分析

年代測定に供した一部の風乾試料を用いて篩い分
け法による微粒炭分析を行った 15）。約 0.5 g の風乾
試料を濃度数％以下の過酸化水素水もしくは水酸化
カリウム水溶液を用いて、有機物・植物遺体などを
分解、漂白、分散させた。この懸濁液を 250μm、
125μm の篩に通し、それぞれの篩の残査物をシャ
ーレ上に広げて乾燥させ、実体顕微鏡を用いて全面
検鏡して微粒炭を確認した。同定に際しては完全に
黒色で植物組織に沿って光沢の見られる粒子を微粒
炭とした 16）。年代測定用の風乾試料を分析に用いた
ため、定量的な分析は行わず、微粒炭の有無を確認
するにとどめた。なお、100μm 以上の大微粒炭

（macro-charcoal）は、ほとんど飛散せずに近傍に落
下するため、火災に被災した場所の示標として用い
られる 15）。

表 1　湖南山地で得られた 14C 年代測定値 .

試料
No

採取地 断面 種類
14C 年代（yrsBP）
（δ13C 未補正）

δ13C
‰

14C 年代（yrsBP）
（δ13C 補正）

較正暦年代（calBP）
（1 σ） 測定番号 注記

1 平出下町 profile 1 黒色土 1530±40 －21.4 1590±40 1530－1420 Beta-222422 片倉ほか 6）

2 〃 profile 2 黒色土 1660±50 －20.9 1730±50 1710－1560 Beta-224879 〃
3 〃 profile 2 黒色土 2510±40 －21.0 2580±40 2750－2720 Beta-224880 〃
4 〃 profile 2 暗褐色土 3450±40 －21.9 3500±40 3840－3700 Beta-224881 〃
5 〃 profile 3 褐色土 1280±40 －23.2 1310±40 1290－1240 1200－1190 Beta-224897 〃
6 本沢川 profile 4 黒色土 7690±40 －24.2 7700±40 8510－8420 Beta-222419 〃
7 〃 profile 5 黒色土 6460±40 －22.3 6500±40 7440－7410 Beta-222420 〃
8 〃 profile 6 黒色土 4470±40 －22.3 4510±40 5300－5210 5200－5050 Beta-224882 〃
9 〃 profile 6 黒色土 6570±50 －22.5 6610±50 7560－7440 Beta-224883 〃
10 〃 profile 6 黒色土 8490±50 －21.6 8550±50 9540－9520 Beta-224884 〃
11 〃 profile 7 炭 180±40 －27.1 150±40 280－0 Beta-224885 〃
12 〃 profile 8 黒色土 750±40 －24.6 760±40 700－670 Beta-254111 本研究
13 〃 profile 8 暗褐色土 6770±40 －22.5 6810±40 7680－7610 Beta-240862 〃
14 志平沢川 profile 9 黒色土 7640±40 －22.5 7680±40 8450－8410 Beta-222417 片倉ほか 6）

15 〃 profile 10 黒色土 860±40 －22.3 900±40 910－850 830－750 Beta-224886 〃
16 〃 profile 10 黒色土 10160±60 －21.3 10220±60 12080－11820 Beta-224887 〃
17 〃 profile 11 黒色土 5720±40 －22.6 5760±40 6640－6490 Beta-224888 〃
18 〃 profile 11 黒色土 780±40 －22.1 830±40 780－700 Beta-224889 〃
19 〃 profile 12 褐色土 4650±40 －23.8 4670±40 5460－5320 Beta-232353 〃
20 〃 profile 12 黒色土 8090±40 －21.6 8150±40 9120－9020 Beta-232354 〃
21 〃 profile 12 黒色土 7230±40 －22.2 7280±40 8170－8020 Beta-232355 〃
22 〃 profile 12 褐色土 3810±40 －23.0 3840±40 4290－4220 4210－4160 Beta-232356 〃
23 〃 profile 12 暗褐色土 1180±40 －22.3 1220±40 1230－1210 1180－1070 Beta-232357 〃
24 〃 profile 12 炭 1260±40 －23.9 1280±40 1280－1180 Beta-232358 〃
25 〃 profile 12 炭 1220±40 －25.1 1220±40 1230－1210 1180－1070 Beta-232359 〃
26 〃 profile 12 炭 1210±40 －24.3 1220±40 1230－1210 1180－1070 Beta-232360 〃
27 〃 profile 12 炭 1150±40 －25.1 1150±40 1080－1050 1040－990 Beta-232361 〃
28 小田井沢川 profile 13 黒色土 7900±40 －19.9 7980±40 9000－8760 Beta-222418 〃
29 梨平 profile 14 炭 850±40 －25.0 850±40 790－720 Beta-285858 本研究
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4．試料採取地点の概略と断面記載

14C 年代測定用試料の採取地点を図 1、断面を模
式柱状図として図 2 に示した。各調査地点の概略
と年代測定用試料を採取した層位を地域ごとに述べ
る。
4.1　辰野町平出下町（profile1～3）

中央自動車道辰野パーキング・エリア北東の小さ
な沢（中央自動車道の起点である高井戸インターチ
ェンジからの距離を示す 191.7 キロポスト付近）で
土石流が発生し、土砂や倒木が高速道路に流入して
パーキング・エリア付近まで達した 24），25）。

土石流が流下した谷底では、基盤である塩嶺累層
の風化層から漸移する厚さ 30～80 cm の黒色腐植
層が露出した。崩壊地側壁の滑落崖では黒色腐植層
の厚さが 1 m 以上ある部分も認められた。また、
崩壊地側壁の滑落崖では地表から深さ約 1.5～2 m
にも厚さ約 30 cm の黒褐色の埋没腐植層が認めら
れた。谷底に堆積した崩壊土砂によって直接確認す
ることができなかったが、谷底および崩壊地側壁の
滑落崖に露出した黒色腐植層は連続していると考え
られる。下位の埋没腐植層にあたる谷底に露出した
黒色腐植層を、表面から約 10 cm の厚さで試料 1
として採取した（profile1）。試料 2～4 は同じく下位

の埋没腐植層にあたる谷底に露出した黒色腐植層を
同一断面（profile2）において、表面から深さ 5～
10 cm、25～30 cm、45～50 cm でそれぞれ採取した。
崩壊地側壁の滑落崖では、上位の埋没腐植層である
黒褐色腐植層の表面から深さ 2～8 cm を試料 5 と
して採取した（profile3）。
4.2　岡谷市本沢川（profile4～8）

本沢川最上流部の崩壊地とその直下の土石流によ
る土壌侵食域（Okada ら 26）の Fig. 1、Source area と
Travel area に相当する）で調査を行った。

試料 6～10 は、土石流が流下した谷底に露出した
黒色腐植層から採取した。試料 6、7 は黒色腐植層
の表面から約 10 cm の厚さで採取した（profile4 と
5）。試料 8～10 は同一断面（profile6）において、表
面から深さ 2～5 cm、30～35 cm、70～75 cm でそ
れぞれ採取した。これらの黒色腐植層は基盤である
塩嶺累層の風化層から漸移して発達していた。試料
11 は土壌侵食域の側壁の滑落崖における地表から
50 cm 以内に散在していた炭の小片である（pro-
file7）。

谷頭凹地における崩壊による滑落崖では、塩嶺累
層の風化層を覆う厚さ約 3 m の匍行・崩積性土層
中に 2 層の埋没腐植層が認められた（profile8）4），10）。
地表から深さ約 130 cm に厚さ約 40 cm の黒色腐植

図 2　調査地点の模式柱状図．
No. は 14C 年代測定用試料を採取した層位を示す．
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層、深さ約 270 cm に厚さ約 30 cm の黒褐色腐植層
が埋没していた。下位の黒褐色腐植層は、黒褐色の
部分と褐色の部分とが混在する層相を持ち、炭の小
片や塩嶺累層の小礫などを含んでいるため、崩積性
の土層であると考えられた。一方、上位の黒色腐植
層は褐色土層から漸移し、層相に乱れがないため、
形成時には周囲からの土砂の移動はほとんどなかっ
たと考えられる。年代測定試料は各埋没腐植層の最
表層を 5 cm の厚さでそれぞれ採取した。試料 12
が上位の埋没腐植層、試料 13 が下位の埋没腐植層
である。
4.3　岡谷市志平沢川（profile9～12）

志平沢川最上流部の支谷の源頭部に位置する崩壊
地とその直下の本川との合流点までの土壌侵食域 1），3）

で調査を行った。
土石流が流下した谷底に露出した黒色腐植層の最

表層を約 10 cm の厚さで試料 14 として採取した
（profile9）。

試料 15～27 は、治山施設整備事業の掘削による
露頭で採取した埋没腐植層と炭片である。崩壊地直
下の土壌侵食域最上部にあたる谷底には 2 層の埋没
腐植層が認められた（profile10）。地表から深さ約 2 m
にある厚さ約 30 cm の埋没黒色腐植層の中央部か
ら約 10 cm の厚さで試料 15 を採取した。露頭の下
層には直径 20 cm 以上の塩嶺累層の礫が認められ、
深さ約 350 cm にある厚さ約 40 cm の埋没黒色腐植
層中にも礫が認められる。この埋没黒色腐植層の中
央部から約 20 cm の厚さで試料 16 を採取した。

土壌侵食域の下流部には 4 層の埋没腐植層が認め
られた（profile11）。露頭の下層には塩嶺累層の直径
20 cm 以上の礫が含まれることが多く、深さ約 2 m
にある最下層の黒色腐植層にも礫が含まれる。深さ
約 80 cm にある厚さ約 10 cm の黒色腐植層を試料
17 として採取した。深さ約 100 cm にある厚さ約
20 cm の埋没腐植層は黒褐色を呈していた。深さ約
130 cm にある黒色腐植層は厚さ約 40 cm あり、そ
の中央部から約 20 cm の厚さで試料 18 を採取し
た。

土壌侵食域上部における露頭（profile12）では、塩
嶺累層およびその風化層を覆う土層中に 2 層の埋没
腐植層と炭の濃集層が認められた。塩嶺累層の風化
層を覆う褐色土層の深さ約 450 cm の部分から約
10 cm の厚さで試料 19 を採取した。深さ約 350 cm
には厚さ約 40 cm の黒色腐植層が認められ、その
下層 10 cm と上層 10 cm をそれぞれ試料 20 と試料
21 として採取した。下位の埋没黒色腐植層を覆う
厚さ約 1 m の褐色土層から試料 22（深さ約 330 cm）
を採取した。深さ約 260 cm に、層界が判然とした
厚さ約 30 cm の黒褐色腐植層が認められ、その中
央部から約 10 cm の厚さで試料 23 を採取した。そ
の直下の深さ約 300 cm には大きさ 1～2 cm の炭の
濃集層が認められ、これらの炭片を試料 24～27 と

して採取した。
4.4　岡谷市小田井沢川（profile13～14）

小田井沢川最上流部の支谷の源頭部に位置する崩
壊地とその直下の土壌侵食域 1），3）で調査を行った。
崩壊地の滑落崖では地表から約 160 cm の深さに厚
さ約 40 cm の埋没黒色腐植層が認められた（pro-
file13）。土石流の流下した谷底では厚さ約 40 cm の
黒色腐植層が露出し、その表面から約 10 cm の厚
さで試料 28 を採取した（profile14）。これらの黒色
腐植層は塩嶺累層の風化層から漸移して発達してい
た。
4.5　岡谷市梨平（profile15～16）

湖南山地梨平地域の頂部平坦面に敷設された林道
の露頭では、厚さ約 5 m の褐色土層中に数枚のテ
フラ層が認められた（profile15）。露頭の下層には、
大きさが約 1～4 cm の黄白色の発泡した軽石から
なる層厚 20～30 cm の降下軽石層が認められ、繊
維状あるいはスポンジ状の軽石型火山ガラス、黒雲
母、角閃石などが含まれる。これらの特徴から、こ
の軽石層は約 10 万年前に御岳火山から噴出した御
岳第 1 テフラ（On-Pm1）27）であると考えられる。On-
Pm1 の上位には、褐色土層を挟んで層厚約 20 cm
の赤褐色テフラが認められ、未同定であるがその層
相から御岳三岳テフラ（On-Mt；Pm-IV）27）の可能性
がある。このような露頭の一つで地表から深さ約
150 cm に伏せ焼きによる炭焼の跡が認められた

（profile16）。ほぼ水平に掘られた底面の上に炭およ
び焼土が約 20 cm の厚さで堆積しており、これら
の炭を試料 29 として採取した。

5．14C 年代測定値と微粒炭

各調査地点における 14C 年代の測定結果を表 1 に
示した。
5.1　辰野町平出下町（profile1～3）

辰野町平出下町では 2 層の埋没腐植層が確認され
た。下位の埋没腐植層である谷底に露出した黒色腐
植層の表層から採取した試料 1 と試料 2 の較正暦年
代は、それぞれ 1530～1420 と 1710～1560 calBP で
あった。同一断面（profile2）で採取した試料 2～4 は
下位ほど古く、試料 4 の較正暦年代は 3840～3700 
calBP であり、試料 2 の年代と合わせると、少なく
とも約 2,000 年間は土砂移動の少ない安定した環境
だったと考えられる。試料 1 には、1 mm 以上の微
粒炭が多く含まれている（図 3a）ため、黒色腐植層
の形成には火が関与していると考えられる。上位の
埋没腐植層である試料 5 の較正暦年代は 1290～
1240 calBP もしくは 1200～1190 calBP であった。
5.2　岡谷市本沢川（profile4～8）

本沢川最上流域では 2 層の埋没腐植層が確認され
た。下位の埋没腐植層の表層から採取した試料の較
正暦年代は、試料 6 が 8510～8420 calBP、試料 7 が
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上位の埋没腐植層（試料 17）の較正暦年代は 6640～
6490 calBP で層位との矛盾が生じた。志平沢川最上
流域では、谷頭凹地や川沿いの浅い谷には古い滑落
崖の跡が認められ、profile11 の直上にも古い滑落
崖と移動した土層が堆積した高まりが認められた。
このため、profile11 での埋没腐植層の年代値の逆
転は、試料 18 を採取した黒色腐植層が古い地すべ
り土塊によって覆われて生じたと考えられる。

profile12 では、最下層の試料 19 以外は、層位と
年代値とには矛盾は認められなかった。試料 19 の
年代値に層位との矛盾が生じた原因は不明である。
上位の暗褐色の埋没腐植層（試料 23）とその直下の
炭（試料 24～27）の 14C 年代は、誤差を含めて 1320
～1110 yrsBP の範囲で重なっていた。これらの較
正暦年代をまとめると 1280～990 calBP であった。
一方、下位の埋没腐植層の較正暦年代は、表層（試
料 21）が 8170～8020 calBP、下層（試料 20）が 9120
～9020 calBP であった。
5.4　岡谷市小田井沢川（profile13）

小田井沢川の最上流域で谷底に露出した黒色腐植
層の表層から採取した試料 28 の較正暦年代は 9000
～8760 calBP であった。
5.5　岡谷市梨平（profile14）

炭焼き跡から採取した炭（試料 29）の較正暦年代
は 790～720 calBP であった。

6． 埋没腐植層の年代から推定される土砂移動の 
発生履歴

崩壊地の滑落崖の下部と土石流の流下した谷底に
露出した黒色の埋没腐植層は、塩嶺累層の風化層か
ら漸変していた。一方、頂部平坦面で認められる御
岳火山を給源とするテフラは、層としては谷頭凹地
や谷底では認められなかった。これらのことから、
湖南山地の谷頭凹地や谷底においてはテフラなどが
侵食されるようなイベントが発生し、その後、土砂
移動の少ない比較的安定した期間に下位の黒色腐植
層が形成されたと考えられる。下位の黒色腐植層の
表層と下層から得られた年代から、北部の本沢川で

7440～7410 calBP、試料 8 が 5300～5210 calBP もし
くは 5200～5050 calBP、試料 13 が 7680～7610 cal-
BP であった。年代値がばらつく要因として、試料
6 と 7 は土石流によって表層が侵食された腐植層を
採取した可能性が、試料 13 は崩積性の層相を示す
ことから周囲から移動してきた古い有機物の影響を
受けている可能性がある。このため、profile6 から
採取した試料 8 の年代が、腐植層が埋没したおおよ
その年代を示していると考えられる。同じく pro-
file6 の腐植層の下層から採取した試料 10 の 9540～
9520 calBP という較正暦年代から、約 4,200 年間は
土砂移動の少ない安定した環境であったと考えられ
る。試料 6～8 には、大きさ 125～250μm の微粒炭
が多く含まれているため、黒色腐植層の形成には火
が関与していると考えられる。

一方、上位の埋没腐植層である試料 12 の較正暦
年代は 700～670 calBP であった。試料 12 には、大
きさ 1 mm 前後の微粒炭が多く含まれている（図
3b）ため、黒色腐植層の形成には「火」が関与して
いると考えられる。

現在の地表直下の褐色土層に散在する炭片の 14C
年代は 150±40 yrsBP であった（試料 11）。その較
正暦年代は該当時期の較正曲線の不安定さにより 6
つ得られた（較正曲線と 14C 年代との交点：270、
210、140、20、0 calBP）。しかし、これらの年代に
はほとんど差がないため、表では一括して 280～0 
calBP として示した。
5.3　岡谷市志平沢川（profile9～12）

志平沢川最上流域では複数の埋没腐植層が確認さ
れた。最も古い較正暦年代は、試料 16 の 12080～
11820 calBP であった。最下層に認められる黒色腐
植層が埋没した年代として試料 14 から 8450～
8410 calBP、試料 21 から 8170～8020 calBP という
較正暦年代が得られた。一方、上位に認められる黒
色腐植層が埋没した年代として試料 15 の 910～
850 calBP もしくは 830～750 calBP と試料 18 の 780
～700 calBP という較正暦年代が得られた。

試料 18 を採取した profile11 では、試料 18 の上
位に 2 層の埋没腐植層が認められる。このうち、最

図 3　埋没黒色腐植層に含まれる微粒炭．
a）試料 1（採取地：平出下町），b）試料 12（採取地：岡谷市本沢川）．
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は約 9300～5300 calBP、志平沢川では約 12000～
8100 calBP、南西部の平出下町では約 3800～1600 
calBP の期間は、腐植層が形成されやすい土砂移動
の少ない地表環境であったと考えられる。また、下
位の黒色腐植層が埋没した年代は各地点で異なり、
北部では本沢川が約 5300 calBP、志平沢川が約
8100 calBP、小田井沢川が約 9000 calBP、南西部の
平出下町が約 1600 calBP であった。以上のように、
下位の黒色腐植層が形成された土砂移動の少ない比
較的安定した期間と大規模な土砂移動によって黒色
腐植層が埋没した年代は、各地点で異なっていた。
このことは、大規模な土砂移動が発生する再現期間
は河川ごとに異なることを示していると考えられ
る。

次に、上位の埋没腐植層の較正暦年代は、平出下
町で約 1300～1200 calBP、本沢川で約 700 calBP、
志平沢川で約 1200～1000 calBP と約 900～700 cal-
BP であった。さらに、志平沢川では上位の埋没腐
植層の直下に認められた多数の炭片の較正暦年代
は、約 1300～1000 calBP 年前を示した。これらの
年代値を整理すると、平出下町と志平沢川では約
1300～1000 calBP、本沢川と志平沢川では約 900～
700 calBP に腐植層を埋没するような土砂移動が発
生したと考えられる。

一方、本沢川の地表直下の褐色土層に多数認めら
れた炭の較正暦年代は、280～0 calBP（AD1670～

1950）という江戸時代以降の値を示した。平成 18 年
7 月豪雨で土砂災害が多発した湖南山地北部から南
西部にかけての地域で江戸時代に土砂災害が記録さ
れるのは、キワダ窪（1624～1644 年頃）と本沢川

（1645 年 6 月 17 日）の 2 カ所（図 4）28）で、被災した
集落の住人が転居したほどの規模であった 29），30）。
しかし、炭片を採取した本沢川の褐色土層には、侵
食や堆積が生じた明瞭な痕跡は認められなかった。
明治 43（1910）年測図、大正 2（1913）年発行の 1/5 万
地形図「諏訪」の地図記号によると、湖南山地の諏
訪湖側の斜面と谷底内のほとんどが桑畑として利用
され、その他は荒地もしくは濶葉樹林（広葉樹）と鍼
葉樹林（針葉樹）の灌木林となっており、稜線部には
流土の記号が数多く記されていた（図 4）2），31）。第二
次世界大戦直後の昭和 22（1947）年に米軍が撮影し
た空中写真でも、湖南山地の稜線部や急傾斜の谷に
裸地と崩壊地が多く分布していたことが確認できる 2）。
また、志平沢川最上流域では平成 18 年 7 月豪雨で
倒伏した第二次世界大戦後に生育を始めたアカマツ
に不定根を持つものが認められ、最近でも小規模な
土砂移動が生じていたことが推察された。これらの
ことから、本沢川の地表直下の褐色土層中の炭片は、
江戸時代以降断続的に生じた土壌匍行や小規模な表
層崩壊などによって埋没したと考えられる。

平出下町、本沢川、志平沢川では、2 枚もしくは
それ以上の埋没腐植層が確認され、それらの年代値

図 4　旧版地形図から見た明治時代の湖南山地の土地利用．
国土地理院発行 1/2.5 万地形図「諏訪」を使用．　  　
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から数千年、数百年の間隔で少なくとも 2 回以上は
大規模な土砂移動が生じていたことがわかった。こ
のため、湖南山地の北部から南西部にかけての地域
では、大規模な土砂災害が発生する頻度は数百・数
千年に 1 回程度のオーダーであると考えられる。こ
のことは、湖南山地南東部および湖南山地と、天竜
川を挟んで対岸にある勝弦山地には、江戸時代以降
に土砂災害の発生が複数回記録される河川が数多く
あるのとは大きく異なる 28）。湖南山地周辺の降水の
特徴は、年平均降水量が 1,300～1,500 mm 程度で（ア
メダス諏訪、辰野）、土砂災害の発生要因となる豪
雨の頻度が低いことである 32）。このような降水条件
下において近接した地域で土砂災害の発生頻度が異
なるのは、地形・地質の違いによると考えられる。

川岸村誌 33）には、勝弦山地で発生する土石流の特
徴として、谷頭凹地に相当する尾根直下の緩傾斜地
で崩壊が発生すること、基盤を覆う堆積物が流動化
することが挙げられている。平成 18 年 7 月豪雨に
よる崩壊物質と土石流で侵食された谷底堆積物は、
基盤である塩嶺累層とその風化層を覆う崩積性堆積
物である褐色土層、黒色腐植層が主体であり、災害
前の厚さは谷頭凹地内で約 0.5～4 m4），10），26）、谷底
内で約 4 m26）と推定されている。これらのことから、
湖南山地周辺で発生する土砂災害の周期性は、谷頭
凹地と谷底での崩壊予備物質となる堆積物の蓄積程
度に依存していると考えられる。地形が急傾斜で、
風化が進んだ基盤からなる勝弦山地および湖南山地
南東部と比較すると、地形が緩傾斜で、難透水性の
粘土化した風化層をもつ塩嶺累層 2），3）を基盤とする
湖南山地北部から南西部では、褐色土層を主体とす
る堆積物が凹地に蓄積する速度は遅く、土砂災害の
発生頻度も低くなると考えられる。平成 18 年 7 月
豪雨では、湖南山地の稜線部直下に分布する谷頭凹
地で同時多発的に崩壊が発生したが、崩壊が発生し
なかった谷頭凹地もあった。こうした崩壊と土石流
が発生しなかった谷頭凹地と谷底には、崩壊予備物
質となる土層が残存している。このため、平成 18
年 7 月豪雨に匹敵するような豪雨が今後発生した場
合には、そのような場所で崩壊や土石流が発生する
可能性が高く、注意が必要である。

7．土壌の生成に対する人間活動の影響

7.1　縄文時代
本沢川の 5300～5210 calBP もしくは 5200～5050 

calBP の年代を示す黒色腐植層（profile6 の試料 8）
は、大きさ 125～250μm の微粒炭を多く含んでい
るため、火が関与した草原的植生下で形成されたと
考えられる。この黒色腐植層は約 4,200 年間にわた
って形成されており、草原的植生が長期間成立した
可能性が高い。縄文時代の年代を示す黒色腐植層は
その他の地点でも認められるため、縄文時代に草原

的植生が湖南山地に広く成立していたと考えられ
る。考古学的調査によると、湖南山地の山麓、天竜
川沿いの扇状地と段丘には縄文時代の遺跡が数多く
分布している 34）。これらのことから、縄文時代の湖
南山地では、黒ボク土の生成に必要とされる草原的
植生を維持するための火入れや森林伐採のような定
期的な人間活動が長期にわたって営まれた可能性が
高いと考えられている 6），7）。
7.2　古代～平安～鎌倉時代

湖南山地において上位に存在する埋没腐植層は、
平 出 下 町 と 志 平 沢 川 で は 約 1300～1000 calBP

（AD660～950）、本沢川と志平沢川では約 900～
700 calBP（AD1030～1260）に埋没したと考えられ
る。AD1240～1280 の年代を示す本沢川の黒色腐植
層（試料 12）には、大きさ 1 mm 以上の微粒炭が数
多く含まれている（図 3b）ため、「火」が関与した草
原的植生下で形成されたことを示す。埋没腐植層の
2 つの時期の年代と草原に関わる史料として、平安
時代中期の 905～927 年に編纂された延喜式と鎌倉
時代に編纂された吾妻鏡（記述は 1180～1266 年）が
挙げられる。

延喜式には信濃国に御牧が 16 あったと記され、
湖南山地周辺には岡屋牧と平井弖牧があった。岡屋
牧の推定地は現在の岡谷市岡谷付近、平井弖牧は現
在の辰野町平出付近とされる。吾妻鏡には、文治 2

（1186）年にこの 2 牧が左馬寮領として記され、治承
4（1180）年に諏訪大社上社に龍市郷（辰野町）、岡仁
谷郷（岡谷市）が、諏訪大社下社に平出郷（辰野町）、
宮所郷（辰野町）が源頼朝から寄進されたことが記さ
れる。また、湖南山地一帯には、西暦 700 年代の初
め頃に牧があったという伝承が残されている 35），36）。
志平沢川の褐色土層中から採取された AD670～900
の年代を示す炭（試料 24～27）の樹種は、カバノキ
科カバノキ属と鑑定され、シラカンバが該当する 6）。
シラカンバは典型的な先駆種で、火入れの影響を受
けやすい草地周辺のような撹乱頻度の高い場所に適
応した種である 37）。志平沢川で採取された炭は、草
地の周辺に生育していたシラカンバが火入れの延焼
によって燃え、その後の土砂移動で埋没した可能性
がある。また、梨平の炭焼き跡から採取した炭（試
料 29）の年代は AD1160～1230 であり、平安時代か
ら鎌倉時代にかけての人の営みの痕跡を示してい
る。これらのことから、牧や荘園のあった場所は正
確にはわかっていないが、馬を飼育するための草原
が西暦 700～1300 年頃に湖南山地に分布していた可
能性は高く、草原としての土地利用が黒色腐植層（黒
ボク土）の形成に寄与したと考えられる。
7.3　近世以降

享保 18（1733）年頃に作られた高島藩の一村限村
絵図である諏訪藩主手元絵図（長野県立歴史館蔵）の
湖南山地の村むらには、集落と田が諏訪湖、天竜川
沿いの低地と扇状地に、畑が谷沿いに、御林（藩有林）
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や村林が山地の中腹から山麓に、草や薪の採取地で
ある入会地が山地の中腹から稜線部に描かれてい
る。明治時代には、諏訪湖側の斜面と谷底内のほと
んどが桑畑に、稜線部の大部分が荒地もしくは広葉
樹と針葉樹の灌木林になっていた（図 4）2），31）。平成
18 年 7 月豪雨災害後に行われた航空レーザー測量
の結果、明治時代に桑畑となっていた場所には等高
線に沿う階段状の地形が分布していた 4），7）。

諏訪地域では江戸時代中期以降に養蚕が盛んとな
った。湖南山地北東部の小坂村（図 4）では、耐寒性・
耐痩せ地性に優れた「小坂桑」が見いだされ、天明
期（1780 年代）以降、桑園開発が活発に進められた 7）。
小田井沢川の南側にあった御林は開墾され、等高線
に沿った細長い桑畑へと姿を変えた 7），38）。諏訪地域
の蚕糸業は明治・大正期に興隆を極め、それととも
に桑園の面積は拡大し、昭和初期までそうした利用
が続いた 7）。昭和初期の階段状地形の様子は、明治
から昭和初期にかけての写真や絵葉書などで把握す
ることができ、場所によっては土留めになる石垣が
築かれていた 38）。また、桑畑には肥料と土壌侵食の
防止を兼ねた刈敷が夏と秋の年 2 回行われ、稜線部
の荒地は草の採取地として利用されていた 39）。この
ように、湖南山地の稜線部に広がっていた荒地や灌
木林では、強度の刈り取りと伐採が近世から昭和初
期にかけて継続して行われていた。

幕末から明治時代にかけて諏訪湖では洪水（満水）
が頻発した 40）。明治 43（1910）年に測図された地形
図の稜線部に流土の地図記号が数多く記されること

（図 4）、本沢川の滑落崖の表層に江戸時代以降の年
代を示す炭片が多く認められることなどを考慮する
と、当時の湖南山地では断続的な土壌匍行や小規模
な表層崩壊が生じていたと考えられる。しかし、諏
訪湖が満水になった場合でも、湖南山地南東部と勝
弦山地では土砂災害が発生した河川が複数あるのに
対して、湖南山地北部から南西部にかけての地域で
は諏訪湖岸と天竜川沿いの扇状地上にある集落を襲
うような大規模な土砂災害は発生しなかった 28）。

第二次世界大戦中には食糧増産のために湖南山地
の桑畑は雑穀・芋類の畑へと転換されたが 7）、稜線
部の大部分は荒地や灌木林のままで、流土や表層崩
壊による裸地が多数分布していた 2）。第二次世界大
戦後、湖南山地の大部分は拡大造林の対象となり、
カラマツなどが植林されて森林化が進んだ。昭和
57（1982）年と昭和 58（1983）年には台風による豪雨
によって諏訪湖が満水となり、諏訪地域の多くの河
川で土砂災害が発生したが、湖南山地北部では土砂
災害は発生しなかった 28）。

従来、湖南山地の緩傾斜地には、黒色土が分布す
るとされてきた 17）。しかし、平成 18 年 7 月豪雨災
害で形成された露頭には、黒色土は現在の地表下に
は認められず、谷頭凹地と谷底では褐色土層に覆わ
れて埋没していた。平成 18 年 7 月豪雨による崩壊

地の上部の稜線付近には、古い滑落崖の跡が認めら
れ、基盤である塩嶺累層が露出するほど表土層の薄
い場所がある。また、黒ボク土（黒色土）の生成には、
草原植生からの有機物の供給が土壌母材の供給より
も優勢であることが必要とされる 41），42）。これらの
ことを考慮すると、近世以降の湖南山地は、草肥用
の草や灌木類の採取地として強度に利用され、稜線
部では土壌匍行や表層崩壊が発生して表層土壌が侵
食され、谷頭凹地や谷底では断続的な土砂の堆積が
生じたため、草原的植生下においても黒色土が生成
されにくい地表環境となっていたのであろう。

8．おわりに

長野県の諏訪湖南西に位置する湖南山地におい
て、平成 18 年 7 月豪雨による土砂災害の発生地に
露出した埋没腐植層の特徴と年代に基づいて、過去
の土砂災害の履歴、土壌の生成環境と人間活動との
関係について検討した。その結果、湖南山地北部か
ら南西部にかけての地域では、大規模な土砂災害の
発生頻度は数百・数千年に 1 回程度のオーダーであ
った。ただし、近世以降には土砂災害が発生した記
録はないものの、土壌匍行や表層崩壊による谷頭凹
地や谷底内での土砂の埋積は最近まで断続的に続い
ていた。

平成 18 年 7 月豪雨災害の発生時には、湖南山地
は林齢 50 年前後の森林に覆われ、一見すると緑豊
かな森林となっていた。しかし、谷頭凹地と谷底に
は数百年にわたって周囲から移動してきた褐色土層
が崩壊予備物質として蓄積されていた。湖南山地の
ような気候条件、地形・地質条件を持つ地域では、
谷頭凹地と谷底に蓄積された崩壊予備物質を除去す
るような崩壊の発生頻度は低い。こうした場所では、
土砂災害の履歴が少ないため、災害履歴の多い場所
と比較すると防災対策の整備や意識が低い傾向があ
る。近年、気候変動による豪雨の発生頻度が著しく
増加することが指摘され、今後こうした地域で土砂
災害が発生する危険性が高まる恐れがあるため、防
災対策・体制の整備を進める必要がある。

湖南山地には、有機物含有量が高く、黒色を呈す
る黒ボク土（黒色土）に相当する特徴を有する埋没腐
植層が多くの地点で認められた。これらの黒色の埋
没腐植層の中には、火災に被災したことを示す
100μm 以上の大微粒炭を多く含むものがあった。
さらに、埋没腐植層の年代値、考古遺跡の分布、史
料、伝承などを考慮すると、縄文時代以降、野焼き
のような人間活動によって維持された草原的植生が
湖南山地には広く分布し、こうした草原植生下にお
いて黒ボク土が生成されたと考えられる。とくに、
古代から鎌倉時代の年代を示す黒ボク土は、史料に
記された官牧もしくは荘園として維持された草原植
生下で形成された可能性が高い。一方、近世から
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1950 年代にかけても、湖南山地の稜線部には草原
的植生が継続した。しかし、田畑や桑畑へ投入され
る草肥や薪の採取地として過度に利用されたため、
稜線部では土壌匍行や表層崩壊などによる表層土壌
の侵食が、谷頭凹地と谷底では周囲からの土砂の埋
積が進行したため、黒ボク土が生成しにくい環境で
あったと考えられる。
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専門は第四紀学・地理学。広島大学総
合科学部、東京都立大学大学院理学研究
科在学中に過去の人間と自然との関わり
を解明する研究に興味を持つ。森林総合
研究所入所後は、生態学、地球科学、考

古学、歴史学など様々な分野の専門家とともに、土壌、泥炭、
炭酸塩などの堆積物中から環境変化と人間活動の痕跡を読み
とる共同研究を行っている。また、土石流、洪水、火山噴火
など災害の発生要因、災害履歴の解明、影響評価に関する研
究についても継続して取り組んでいる。

岡本　透
Toru OKAMOTO

専門は森林土壌学。宇都宮大学農学研
究科（林学専攻）在学中に、重金属で汚染
された強酸性土壌の足尾銅山荒廃地緑化
研究に関わり森林土壌分野に踏みこむ。
長野県に採用され、長野県林業指導所（現

在の長野県林業総合センター）で造林・育林・森林保護など
森林施業全般の調査研究に関わった。森林の洪水防止機能に
ついて森林土壌分野からのアプローチを行った。また、長野
県岡谷市などの森林で発生した土石流により出現した埋没性
黒色土をきっかけとして、縄文期の山地利用に興味を持つに
いたっている。

片倉　正行
Masayuki KATAKURA

専門は森林科学、信州大学在学中にカ
ラマツ密度管理と間伐作業システムを専
攻。技術士（森林部門）、長野工業高等専
門学校非常勤講師（生物担当）。森林の洪
水防止機能について長野県内 6 流域で

200 カ所の土壌試孔断面調査を実施した。平成 18 年災害後
の「長野県災害に強い森林づくり指針」の取りまとめに参加
した。現在は、長野県森林 CO2 吸収量評価、間伐作業シス
テムと壊れにくい森林路網の構築について取り組んでいる。
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