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多数の犠牲者と多大の被害を出した昭和57年

7月 23日 の,長崎豪雨から早 くも2年余りが過

ぎ去ろうとしている。豪雨によって崩壊し,侵

食され,あ るいは堆積の場と化したところも,

徐々に復旧し,以前にもましてよく整備された

状態に変 りつつある。とすれば,こ の豪雨の記

録は,人為的な修復作業とともに現場から消失

してしまうのであろうか。

過去 にあった集中豪雨

一堆積物に残された記録(瀬古地区及び浦上地区)一
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筆者は,短期間ながら,今回の豪雨による地

盤災害の調査に参加するなかで,過去に発生 し

た土石流や洪水の記録を垣間見ることができた。

ここにその一部を紹介 し,記録 として残 したい。

小文を書 くについては,長崎大学教育学部鎌

田泰彦教授及び同教養部伊藤秀三教授に,調査

当時いろいろと御教示いただいたことが参考に

なっている。 ここに記 して,以上の先生方にお

礼を申し上げる。

堆積域
― :― 侵食域

第 1図 長崎市東部,瀬古地区の土石流
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1.長崎市東部ヮ
・

瀬古地 区

この地域には,井樋ノ尾火山地域で最も大規

模な土石流が発生している(鎌田他,1982)。 そ

の実体は,大きくみて瀬古地区で合流する 2本

の土石流である。一つは行イ山岳頂上付近にはじ

まり,他の一つはその北方の山頂から流下して

いる。瀬古の集落を境にして,河川勾配が大き

く変化する。八郎川から瀬古地区までは約 6° ,

それより上流では16° に達する。その傾斜の差

は,侵食 0運搬作用の卓越する上流域と,堆積

作用の顕著な下流域に反映されている。この傾

斜の変換点,すなわち,傾斜が緩 くなり,やや

開けたところに集落が成立しているのである。

このやや平担な緩傾斜地の出現は,決して一度

の大規模な地形変化で出現したものではないこ

とが,次の例から知ることができる。つまり,

過去の上石流堆積物が存在するのである。

八郎川から瀬古に至る河岸のコンクリー ト壁

が今回の洪水によって破壊され,河岸がえぐり

取られた。そこには礫層が出現した(図 2)。 礫

層は厚さ2m以上に及び,構成礫の淘状は極めて

不良,最大の礫は1.5mに も達し,基質は多分に

泥質であった6礫種は大部分が自色の角閃石安

山岩で,わずかに古第二紀層起源のホルンフェ

ルスなども認められた。このような礫層は,基

盤の古第二紀層と水田耕作上の間に発達し (図

1),集落付近まで連続していた。このような特

徴は,今回,現河床域でみられた礫の堆積状況

に酷似することから, この礫層はやはり土石流

堆積物であると考えられる。

また,瀬古地区を南西―北東に抜ける道路そ

ばにみられた礫層も注目される。ここでも,や

はり今回の土石流によって川岸が削り取られ,

地層断面を観察することができた。50cm程度の

薄い土壌の下に,や はり径40cm前後の角閃石安

山岩を主とする淘汰不良の礫層があつた。この

礫層の上には,胸高直径45cm,樹高20cm程 度の

アラカシ・タブノキ 0ム クノキが成育していた

(図 3)。 この樹木の樹齢は,大 きさから判断し

て,お よそ150～ 100年である (伊藤教授の談話

による)。 とすると,こ の礫層を形成した土石流

は,少 くとも150～ 100年前に発生したと推定さ

れるのである。この推定値が,時間降水量111.5

1nllを もとにして算定された170～200年確率 (野

口 0中村1981)と ほぼ一致することは興味がも

たれる。

瀬古地区の西方,八郎川に面したところに藤

尾の集落が発達する。この付近には高さの異な

る段丘が認められる。それらは今回の上石流が

発生した河川の下流側に形成されており,こ こ

で八郎川が西方に湾曲して流れる。この段丘を

構成する露頭をみることはできなかったが,そ

の発達する位置や規模及び開析状態から判断す

ると,今回の土石流が発生した河川によっても

たらされた,よ り粒径の細かな礫や砂が主体で

あることが予想される。

少 くともこの地区は,こ こに示した地形や堆

積物の性質から判断して,か なり以前 (地質学

的過去)か ら,土石流が発生していたことにな

る。

2.長崎市北部ヮ西浦上小学校学舎橋東詰

ここでは浦上川の侵食によって河岸の堆積物

の一部が露出した (p.5,カ ラー版参照)崖の

高さは2.50m程度であつた。表層部は道路面

のアスフアル トで,そ の下位約1.50mま では,

瓦片0レ ンガ0コ ンクリー トブロックを混じえて

おり,人工的に埋積されたところである。しかし,

その下 lm以上は,褐色のやや粗粒な砂層と礫層

よりなる。砂層には泥分が多量に含まれており,ま

た礫層は,閃緑岩0変朽安山岩・ホルンフェルスの径

30～40cmの 亜角礫からなり,いずれも淘汰はきわ

めて不良な,典型的な河床性堆積物である。この

ような堆積物はいわゆる通常の増水時に形成され

るものではない。それは河川改修の際に,今回
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の洪水によって運び込まれた礫を主とする堆積

物が除去された後に,多量の礫が未だ堆積して

ぃないことからも明らかである。とすると,今

回出現した河川堆積物はやはり過去に発生した

大規模な洪水によって形成されたものと結論づ

けられる。

今回の水害で河岸のコンクリー ト壁が削り取

られ,そ の断面を現わしたところは数多くあっ

た。例えば,西山川の新大工町商店街付近でも,

その径が 1～ 2mに達する巨礫を含む礫層が露

出した。このような礫層は,決して通常の洪水

時に形成されたものでないことは前に述べた通

りである。これらは,いずれも過去に発生した

大洪水の記録であると推察される。

お わ り に

このように我々は過去に生じた自然現象につ

いて,特殊な例一つまり古文書に記述され残っ

ている場合一を除いては直接には知ることがで

きないことが多い。しかし,そ れ以外の場合で

も,記録は我々に全 く残されていないのではな

く, ここで取 り_上 げた例に示したように,洪水

堆積物として地層の中に保存されているのであ

る。ただし,その中につめ込まれた記録や情報

を, どのような方法で取 り出し,そ れを解析し

て,我々の今後の生活に生かしていくのかは,

ひとえに我々の能力にかかっているのである。

その点に歴史科学としての地質学の存在価値が

あるのではないだろうか。
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松 岡 数 充 :過去にあった集中豪雨

|.基盤岩と表層堆積物にはさまれた

巨礫層 (瀬古地区,Loc.1)

図 版

2.崩 壊 したコンクリー ト河岸 (左端)か ら

出現 した巨礫層 (瀬古地区,Loc.2)

4.礫が堆積 した現河床と瀬戸集落入口
の緩傾斜地 (Loc.4)

6.運搬された角閃石安山岩の巨礫 (Lё c.3)

3。 巨礫層上に根 をおろ した樹木

(瀬古地区,Loc,3)

5。 侵食作用の著 しい土石流の

流下地域 (瀬古地区,Loc.5)
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