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OGURA  Jun-ichi

Basic Research on Charcoal Particles at Wildfi re Sites (Ⅱ) :
Observation of Minute Charcoal particles

In this study, as part of a basic research project on charcoal particles, I visited the sites of four 

relatively large wildfi res that had occurred in Japan in April and May 2014, observed the condition of 

these areas not long after the fi res, and collected samples of charcoal particles from the ground surface. 

This paper presents the results about the observation of charcoal particles under a microscope. 

Charcoal particles were classifi ed into 8 types and others. In this paper I have discussed about the 

results in connection with the condition of the sites where charcoal particles were collected. The 

following are among the results made in the study that seem especially noteworthy:

•  The observation results of charcoal particles taken in four wildfi re sites where vegetation types were 

diff erent one another were characteristic respectively.

• However it is not always easy to identify the burned vegetation from charcoal particles left on the 

ground surface after a wildfi re, although it is possible to obtain some clues to know what kind of 

vegetation was burned.

• Charcoal particles originated from wood are usually produced little by a forest fi re, as most charcoal 

particles are from lower vegetation and/or bark and/or litter (needles and/or leaves etc. on the 

ground) and/or humus.

• The ratio of types of minute charcoal particles left after a wildfi re vary greatly according to the 

condition of fi re and burned material such as lower vegetation and/or litter, even if the sites are 

close each other.
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土壌や泥炭に含まれる微粒炭などの炭化物は、過去の植生や植生に火が入った履歴を知る重

要な手がかりとなるものではあるが、その基礎研究は、まだかなり不十分な段階にある。森林

火災などによる微粒炭の飛散やその湖底等への堆積についての研究 eg.1,2 など、研究が比較的進

んでいる部分もあるが、たとえば土壌や泥炭中の微粒炭が森林火災によるものか、あるいは草

原が燃えてできたものかさえも、まだ容易にわからない状況にある。

本研究では、微粒炭等炭化物についての基礎的研究の一環として、2014 年４月から５月に

かけて国内で発生した比較的大きな山林火災現場４箇所を訪ね、火災から間もない場所の状況

を観察するとともに微粒炭等炭化物を採取した。そのうち、目視により観察したことについて

は先にまとめたが 3、本稿では、それぞれの地で採取した微粒炭等炭化物のうち、微粒炭の表

面形態について顕微鏡による観察を行い、燃えた山林の植生とそこに残った微粒炭等炭化物の

形態との関係について考えてみたい。

２．調査地と方法

調査を行った山林火災跡地（図 -１）とそれぞれの地における火災現場の概況、火災日、火

災面積、現地調査日は下記の通りである。

(1) 大分県別府市湯山の山林

火災現場の状況：旧採草地の火災。野焼き停止後 15 ～ 16 年経過し、森林化が進みつつあ

る所。

火災日：2014 年４月 24～ 25日　　火災面積：約 150ha　　現地調査日：2014 年５月１日

(2) 兵庫県赤穂市木津の山林
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図 -１ ４箇所の山林火災地
　　　（火災地は楕円、円で示したあたり。各調査地点は、数字で示したところ。）
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火災現場の状況：コバノミツバツツジ、ネズミサシなどの中低木中心の所。元はほとんどア

カマツ林であったと思われる。

火災日：2014 年５月 11～ 12日　　火災面積：約 70ha　　現地調査日：2014 年５月 17日

(3) 群馬県桐生市菱町付近の山林

火災現場の状況：スギの人工林が多い所。山地上部にはヒノキの人工林や天然と見られるア

カマツ林やミズナラ林も少しあり。

火災日：2014 年４月 15～ 22日　　火災面積：約 400ha　　現地調査日：2014 年５月９日

(4) 岩手県盛岡市玉山区の山林

火災現場の状況：スギの人工林が多いが、ほかに伐採跡地、アカマツ林、カラマツ林、雑木

林もあり。

火災日：2014 年４月 27～ 29日　火災面積：約 200ha　　現地調査日：2014 年５月 24日

上記の九州から東北地方における４箇所（以下、それら４箇所を別府、赤穂、桐生、盛岡と

略す）の山林火災跡地において、燃えた（と思われる）植生の違いなどを踏まえながら、１箇

所につき十数地点から二十数地点の炭化物を含む地表試料を採取した。各採取地点は図 -１に

示す通りで、その番号はＧＰＳ（Garmin etrex 20）で記録した際に自動的に記録される番号

である。なお、図 -１の各試料採取地点では、同一地点付近で複数の試料採取を行った所が少

なくない。そのように同一番号付近で複数の試料を採取した場合、地点番号の後に「-1」、「-2」

などを付けることにより区別した。下記の記述においては、各調査地点は、たとえば地点番号

が 34の地点は [34] のように [ ] 記号を使って示す。また、ある地点番号付近に複数の調査地点

がある場合、たとえば図 -１で示した 60の番号付近に [60-1]、[60-2]、[60-3] の複数の地点があ

るとき、それらをまとめて [60-1 ～ 3] というように表記することがある。また、文章簡略化の

ため、それを【60】と【 】記号を用いて示すことがある。

山林火災跡地の地表部より採取した試料は、その中から比較的似た火災条件と思われるもの

などを省きながら、それぞれの調査地から６～ 10地点を選定した。各観察対象地点の試料は、

試料を入れたビニール袋の上から軽く指で押さえることにより炭化物を細かくした。その後、

それぞれ 0.5cm3 ほどの少量の試料を 500µm、250µm、125µmのメッシュの篩を重ねて用いて

篩分けし、125µmのメッシュの篩に残ったものをプレパラートとした。なお、その際に砂な

ど炭化物以外の物質が含まれる場合には、それを除去するために椀掛けによる物理的処理をし

たり、炭化していない植物質を除くために過酸化水素（６％・12時間）による処理をしたり

した。
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各プレパラート上の微粒炭は、落射顕微鏡を用いて 400倍の倍率で表面形態を観察し、意図

的にならないよう順次100個の微粒炭の写真撮影を行った。写真撮影した微粒炭は、プレパラー

トごとに８つのタイプと「その他（Others）」に分類し、燃えた植生との関係について考察した。

微粒炭の８つのタイプは、下記の通りであり、それらの写真例は写真 -１に示した。

　　　　
なお、写真 -１に示した各タイプの写真は典型的な例であり、たとえば、微粒炭の表面形態

が見えにくくても、なんとか平行的ラインを基調とすると見えるものはType 1a またはType 

1b とした。あるいは、Type 3 は植物組織が確認できず荒い表面形態の微粒炭であるが、その

表面の荒さには比較的細かなものから大きなものまでさまざまなものがある。そのように大ま

かに見ることにより、微粒炭をできるだけ上記の８タイプのいずれかに入れるようにし、「そ

の他（Others） 」に分類するものの数をできるだけ減らすようにした。

３.　結果

４箇所の山火事跡地の炭化物について、上記のような方法で微粒炭を調べて分類した結果は

図 -２と図 -３に示す通りである。その結果について、南の別府から北へ、順に見てゆきたい。

写真 -１ ８つの微粒炭のタイプ例
             Type 1a：平行的ラインを基調とするもので、ラインの幅がおおむね 10µm以下。
             Type 1b：平行的ラインを基調とするもので、ラインの幅がおおむね 10µm以上。
             Type 2：平行的ラインが方形に連続的に区切られている部分が含まれるもの。
             Type 3：植物組織が確認できず、細かな凹凸など荒い表面形態となっているもの。
             Type 4a：表面が部分的（おおよそ 20～ 70％）に溶解しているように見えるもの。
             Type 4b：表面が（ほぼ）全面的に溶解しているように見えるもの。
             Type 5：連続的波形パターンを有する部分が含まれるもの。
             Type 6：トゲ状突起を含むもの。
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図 -２　各調査地点における微粒炭のタイプ別割合

図 -３　火災地ごとにまとめた微粒炭のタイプ別割合
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(1) 別府

大分県別府市湯山の火災現場から採取した微粒炭等炭化物の観察結果について述べる前に、

その火災現場の全体的状況と各調査地点の状況について確認しておきたい。それは微粒炭等炭

化物の観察結果について考える上で重要と思われるためである。このことは、下記の赤穂、桐

生、盛岡についても同様である。

まず、その火災現場の全体的状況であるが、そこは別府市西方の山地で、野焼き停止後 15

～ 16年経過した旧採草地である（写真 -２）。その地の目視による火災現場の状況については

先にまとめたが 4、その中でここでの考察結果を考えるのに重要と思われる点として次のよう

なことがある。

 ・火災現場は、野焼きが停止されて十数年経過しているために植生の遷移が進み、草地の

中にネジキなどの灌木が目立ってきている所もあるが、まだ草原的な景観が広く見られる所

である。

写真 -２　別府市湯山の山林火災跡地〔2014 年５月１日撮影〕
Ａ：灌木がややまばらに生える火災跡地。アセビの葉が燃えずに残っているものが
多い。

Ｂ：灌木のアセビの葉は、きれいに焼けて残っていない。
Ｃ：山地上部左方の森林はほとんど燃えていない。燃えた草原中、道の部分に炭化
物はわずかしか見られない。

Ｄ：ススキやネザサがよく燃えた跡地。



― 98 ― 森林火災跡地に残された微粒炭等炭化物についての基礎的研究 (Ⅱ)―山林火災現場に残された微粒炭の形態観察から

 ・火災現場では、燃えた灌木のすぐ近くでも、目視できる主な炭化物はネジキなどの灌木の

ものではなく、その付近の主な草本植生であるネザサやススキが燃えたものがほとんどのよう

に見える。

 ・火災現場の低木のネジキなどの燃え方（葉の残り方など）は場所によって違いが見られる

ため、それによって火事のときの温度などが推定できる可能性があるように思われる。たとえ

ば、山地最上部付近の灌木地は葉の残りもなくよく燃えているものがほとんどであるが、少し

下った所などの灌木の燃え方はさほどではないものが多い。これは、山地最上部付近の灌木地

が火災時により強く燃えたことを示しており、燃焼温度が下方よりも高かった可能性が大きい

と思われる。また、たとえ燃焼温度がより高くなかったとしても、より長時間燃えるなど、よ

り強く燃えたことは間違いないと考えられる。

一方、微粒炭等炭化物の観察を行った各試料採取地点は、山地の比較的上部から最上部のあ

たりで、各地点の状況は下記の通りである。

[34]：旧採草地の山地上部付近。近くにはやや大きなネザサが燃え残っている所もある。

[36]：旧採草地の山地上部付近。低木も含め樹木はなく、ススキが中心の植生であったと思わ

れる所。

[40]：山地の最上部よりも少しだけ下った所で、クロマツ、アセビ、イヌツゲの灌木地。それ

ら灌木の高さは概ね 1.3 ｍ以下。アセビとクロマツの葉は燃えてほとんど残っていない。草

本はネザサが中心の所。

[41]：山地の最上部。樹木はほとんどなく、ススキとネザサ中心の所。

[42-1]：山地最上部近くで、樹高２ｍほどのアセビの灌木地。火災時に高温で燃焼した可能性

が高い所と見られ、木々の葉は全く残っていない。灌木のない所にはススキやネザサがあっ

たと思われる。

[42-2]：山地最上部近くでアセビの灌木地。火災時に高温で燃焼した可能性が高い所と見られ、

木々の葉は全く残っていない。試料はアセビの直下で採取。

上記のように、この調査地は、高木の樹木はないものの木本植物が少なからず見られ、し

だいに森林化が進みつつあるとはいえ、まだ草原的な景観が広く見られる所である。そして、

これまでの研究から、草原の場合、燃える植物や地理的条件などにより違いは小さくないと

はいえ、地表の微粒炭にはType 1a の割合が比較的大きく 5、Type 4a や Type 4b がしばし

ば多く見られること 6、あるいはType 5 がわずかではあるが見られる場合が多い 7といった

特徴がある。

この別府の火災現場で採取した炭化物をもとにした調査結果は、そうした草原が燃えた跡地
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の微粒炭の調査結果と全体的によく似たものとなっている。とくに、別府と比較的近い阿蘇の

草原での調査結果 8とよく似ている。そのことは草原的植生が少ない他の調査場所との比較で

もはっきりと見ることができる（図 -３）。

また、調査地点ごとに少し詳しく見てみても、たとえば、標高の低い所よりも高い所の方が

Type 4a やType 4bの割合が大きい傾向にある点も阿蘇などの草原の場合と共通している。あ

るいは、[40] 地点は山地の最上部よりも少し下った所で、[41] 地点（山地最上部）よりも少し

低いにもかかわらずType 4a と Type 4b の割合が明らかに大きいが、それは [40] 地点がネザ

サが中心の所ということで説明できる。草原の微粒炭の研究からは、ネザサ中心地がススキ中

心地よりもType 4a や Type 4b ができやすいと考えられるからである。

また、草原の微粒炭の研究では、ネザサ中心でない所であっても、山の最上部や尾根筋など

でType 4a と Type 4b が多い傾向にあったが、それは風の強さにより、より燃焼温度が上が

ることなどによる可能性が推定された。この別府の場合、調査地点では低木の燃焼状況などか

ら、山の上部ほど植生がより強く燃える傾向にあったと考えられる。Type 4a と Type 4b の微

粒炭の割合は、そうした植生の燃え方や植生の違いをよく反映したものと見ることができる。

一方、ススキなどの草原では通常わずかながら出現するType 5 が、[41] 地点を除き草原の

植生と同様な割合で出現している。その割合は、Type 4a と Type 4b の割合が大きいと小さく

なる傾向があるが、これも燃焼温度などによるものと考えられる。燃え方が弱い方が、Type 

5 はより多く出現する傾向がある。

[40] 地点、[42-1] 地点、[42-2] 地点は灌木も多い所であり、[42-2] 地点は樹高２ｍほどの葉が

よく燃えて残っていないアセビの木の直下である。にもかかわらず、今回の調査結果からは、

そうした樹木の炭化物の影響は小さいと見ることができる。とはいえ、[42-2] 地点は、この別

府の調査地点の中では「その他（Others）」の微粒炭の割合が他の地点よりも多いのは、そう

したよく燃えた樹木直下であることと少し関係がある可能性があることは、「その他（Others）」

に分類した微粒炭の表面形態から考えられる（写真 -３）。

写真 -３　[42-2] 地点における「その他（Others）」の微粒炭の例
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(2) 赤穂

兵庫県赤穂市の火災発生現場から採取した微粒炭等炭化物の観察結果について述べる前に、

その火災現場の全体的状況と各調査地点の状況について確認しておきたい。まず、その火災現

場の全体的状況であるが、そこは住宅地などの裏手の山地で、かつてのマツ枯れ跡地にネズミ

サシやコバノミツバツツジなどの中低木中心の植生が広がっていた所である（写真 -４）。火

災発生前は、そうした植生の下層にはコシダやネザサなどが茂り、人が入りにくい状態であっ

たと見られる所である。一方、炭化物試料採取地はその山地中腹で、必ずしも一様ではない各

試料採取地点付近の状況は下記の通りである。

[57-1]：アカマツの枯れ木が所々に見られる所で、1.5 ～３ｍほどの低木林の火災跡地。燃え

た樹木は主にコバノミツバツツジとイヌツゲであるが、一部にネズミサシやコナラなども含ま

れる。また、サルトリイバラも所々に見られる。燃えた後のため詳しくはわからないが、最下

層にはシダ類が多かったものと思われる。地表には灰が多い。

[57-2]：[57-1] から 50cmほど離れた所で、[57-1] と状況はほぼ同じであるが、灰が少なく炭化

写真 -４ 赤穂市木津の山林火災跡地〔2014 年５月 17日撮影〕
Ａ：火災跡地の地表部には、黒い部分とそうでない部分が見られる。
Ｂ：小枝までよく焼けたネズミサシが多く見られる。地表部は、ほぼ全面的に黒い。
Ｃ：小さな谷状のあたりには、炭化物はほとんど見られない。
Ｄ：腐植が多くたまった場所。その一部はよく燃えて白い灰が見える（右手下方）。
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物が主である所。この付近は地表部の燃え方にむらがあり、地表の植生がよく燃えている所と

そうでない所、あるいは灰が多く見られる所とそうでない所がある。

[58-1]：樹高２～３ｍのネズミサシ林。ほかにコバノミツバツツジなども少し見られる。地

表に灰がやや多く見られる。

[58-2]：[58-1] の近くで状況は [58-1] とほぼ同じであるが、地表に灰は少なく、主に炭化物が

見られる。

[58-3]：[58-1] の近くで状況は [58-1] とほぼ同じであるが、地表から少し深く腐植層まで燃え

ていると見られる。

[59-1]：山地のやや上部。比較的高い木として４ｍくらいのネズミサシがあるが、主に２ｍ

前後のコバノミツバツツジとイヌツゲと見られる低木が多い所。木は焦げているだけで、生き

ていた木々はすべて立った状態で残っている。ただし、木々の葉は概してよく燃えていて木に

残っていない。小枝については、樹種により燃え方が大きく異なる。たとえばネズミサシの場

合は、やや太い小枝まで燃えて立木に残っていないことが多いのに対し、イヌツゲでは小さな

小枝もあまり燃えずに残っている。地表で燃えているのは主に腐植層で、地表の炭化物は主に

その腐植層由来のもののように見える。地表に灰が多く見られる。

[59-2]：[59-1] の近くで状況は [59-1] とほぼ同じであるが、地表に灰は見られるものの、さほ

ど多くない所。

[60-1 ～ 3]：山地のやや上部で、ふだんは水のない谷部。ただ、雨が多く降るときは、水が

流れる所のように見受けられる。すぐ近くには、ヤマザクラ（樹高５～６ｍ、胸高直径 15cm

くらい）、ネズミサシ（樹高５～６ｍ、胸高直径 15cmくらい）、クヌギ（樹高６～７ｍ、胸高

直径 18cmくらい）などがある。また、少し離れた所にアベマキ（樹高約６ｍ）、ヤマウルシ（樹

高約３ｍ）なども見られる。下層にはコバノミツバツツジ、イヌツゲなどの低木がある。[60-1

～ 3] の３地点は、すべて炭化物がある程度残っていることが目視で確認できる。

地表に炭化物が残っている所とそうでない所があるが、炭化物が残っている所は、そこに木々

の枯れ葉や小枝など、燃えるものがあった所と思われる。一方、地表に炭化物が残っていない

所は、そうした燃えるものがなかった所と思われる。

高さが２ｍくらいより上は、木々の葉は焼けていないものが多い。この年に芽を出し１ｍ近

くに成長していたイタドリは、下方が焦げるのみであまり燃えていない。

上記のような火災現場の状況認識を踏まえながら、各調査地点および調査地全体における微

粒炭の観察結果（図 -２、図 -３）を見ると次のことが言えるように思われる。

この赤穂の山火事跡地の微粒炭の全体的な特徴としては、Type 1b の割合が大きい所が多く、



― 102 ―森林火災跡地に残された微粒炭等炭化物についての基礎的研究 (Ⅱ)―山林火災現場に残された微粒炭の形態観察から

とくに [58-2] と [59-2] では、その割合は２割を超えている。Type 1b が見られなかった [58-3]

を除けば、各地点のそのタイプの割合は上記の別府のどの地点よりも大きく、[58-3] を含めて

も平均で 11％もある。これは後述の桐生や盛岡の平均と比べても５倍以上と格段に大きい。

その理由として、この火災跡地ではネズミサシが優占あるいは存在していた地点が多く、その

ネズミサシはやや太い小枝まで燃えて立木に残っていないという状態で燃えていることが関係

していることも考えられる。Type 1b の微粒炭は、針葉樹の材が燃えた場合にはできやすいか

らである。しかし、Type 1b に分類した微粒炭の形態を少し詳しく見てみると、針葉樹起源の

もの 9は少ないと見られることから、下層にあったシダなどが起源となっている可能性が大き

いように思われる（写真 -５）。なお、[58-3] ではType 1b が見られなかったのは、その地点の

炭化物の多くが腐植由来であったためと考えられる。

また、この地の別の微粒炭の全体的な特徴としては、Type 4a、Type 4b の割合が別府ほど

ではないにしても、下記の桐生や盛岡に比べると、二つのタイプの合計では 2倍前後も大きい

ことがある。また、そのほかにも、「その他（Others）」に含まれる微粒炭が、ほかの場所に比

べると４倍前後も大きいという特徴もある。

これらの理由としては、燃えた後のため十分確認できないとはいえ、燃え残った近くの山林

の状態などから、燃えた森林の下層にはコシダやネザサなどが茂っていた可能性が高く、それ

らの炭化物の影響がある可能性が高いように思われる。すなわち、たとえばネザサが燃えた場

合には、上記の別府のようにType 4a、Type 4b の割合が大きくなることが多いことは、阿蘇

の草原の微粒炭の研究から明らかである 10。また、シダ植物由来の微粒炭には、Type 1a ～

Type 6 に分類できないタイプの微粒炭が少なくない。

一方、個々の地点の微粒炭の特徴としては、たとえば灰の残量については目視で確認してい

る [57-1 ～ 2]、[58-1 ～ 2]、[59-1 ～ 2] については、同地点内では灰の多い所の方がType 4b の

割合が大きい傾向があることがわかる。高温などでよく燃えた所の方が、Type 4b が多くなる

写真 -５　[58-2] 地点における「Type 1b」の微粒炭の例
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ためと考えられる。ただ、Type 4a の割合については、[57-1 ～ 2]、[58-1 ～ 2] の地点では灰が

少ない所の方が大きいのに対し、[59-1 ～ 2] 地点では灰が多い所の方の割合が大きく、一様な

結果となっていない。

また、【57】や【60】ではType 6 が数％見られる所が多いのに対し、【58】と【59】ではわ

ずかしか見られないのは、そこにネザサがあったかどうかの違いによる可能性が大きいと思わ

れる。Type 6 はササなどのイネ科植物由来の場合が多く、赤穂の山火事跡地の場合、火事の

前にあったイネ科植物としては、ネザサが多かったと考えられるためである。

また、各地点で特徴的な結果として、[57-1] と [57-2] は、互いに近い所にもかかわらず、

Type 3 の割合が大きく異なることがある。これについては、[57-1] 地点の方が [57-2] 地点より

も灰の量が多く、よく燃えていることが関係している可能性が高い。目視による観察記録には

記していないが、この地点付近も厚い腐植層がある所で、腐植層までも燃えてできた炭化物が、

採取した炭化物に多く含まれていた可能性が考えられる。この赤穂の調査地では、腐植層まで

燃えていることが観察される [58-3] 地点でも、とくにType 3 の割合が大きくなっている。

あるいは、各地点における別の特徴的な結果として、Type 5が見られたのは [57-2] のみであっ

たこともある。阿蘇の草原とよく似た結果の別府との比較からも、微粒炭のタイプ別出現比率

として、[57-2] が最も草原的である。目視による観察では、確認できなかったが、現場には灰

が少なく炭化物が主であったことから、ネザサが多いところであった可能性が考えられる。ネ

ザサを含むイネ科植物には、燃えても簡単には灰になりにくいものが少なくないからである。

(3) 桐生

群馬県桐生市の火災発生現場から採取した微粒炭等炭化物の観察結果について述べる前に、

その火災現場の全体的状況と各調査地点の状況について確認しておきたい。まず、その火災現

場の全体的状況であるが、その大部分はスギとヒノキの人工林で、火災が確認できた所はスギ

林の割合が圧倒的に大きかった（写真 -６）。ヒノキの人工林は山地上部近くに多く、山地上

部などの一部には天然と見られるアカマツ林やミズナラ林、またヒノキとアカマツの混交林も

少し見られた。その地の地表の炭化物を考える上で気にとめておきたいこととして、樹木の燃

え方などの全般的特徴として次のようなことがある。

・ 樹齢数十年のスギなどの立木の片側（たとえば山側）のみ焼けているものが多く見られた

が、よく燃えているものは全面焼けていた。しかし、いずれも樹皮の表面のみ焦げる形で燃え

ていた。

・炭化物は地表の一部にしか目視できない所が多かった。ただし、緩傾斜地では林床に炭化
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物がやや多く見られた。

 ・火災現場にわずかに存在するケヤキ、カラスザンショウなどの落葉高木はほとんど（ある

いは全く）燃えていなかった。

 ・山の上に至る山道には、ほとんど炭化物や焼け石は見られなかった。ただし、そこに見

られる土壌はやや黒っぽく、その地がかつては草原であった可能性がある所のように思われ

た 11。

 ・シカを目撃した。火災前は、シカにより林床部に植生が少なかった可能性がある。

一方、微粒炭を観察した各試料採取地点付近の試料採取時の様子は下記の通りである。

[48-2]：山地の尾根付近で、ヒノキ（胸高直径 20～ 30cm、樹齢 50年前後と見られる）とア

カマツ（胸高直径 10～ 20cm、樹齢 40年前後と見られる）の林。ヒノキよりもややアカマツ

が多い。ヒノキ（胸高直径 30cm近く）の樹下。この付近、下刈り、枝打ちなど久しくされて

いない。

写真 -６ 桐生市菱町付近の山林火災跡地〔2014 年５月９日撮影〕
Ａ：葉までほとんど燃えたスギ林。
Ｂ：スギ林の火災跡地。地表に炭化物はほとんど見られない。
Ｃ：燃えたスギの木の下部。樹皮が少し焦げているだけである。
Ｄ：写真中央などに横たわる枯れ木はだいぶ燃えているが、地表には炭化物がすぐ
に目視できるところが多い。
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[49]：葉までよく燃えたヒノキ林。10ｍほど離れた所にマツ林がある。林床には、そのアカ

マツの樹皮やスギの葉が少し飛んできている。

[50-2]：葉までよく燃えたヒノキ林。やや多くの炭化物がたまった感じの所。

この付近の急傾斜地では、地形的条件により炭化物がたまりやすい所とそうでない所がある。

[53-1]：よく燃えたスギ（胸高直径 30～ 50cm；樹齢 50年くらい）の林。森林の樹高は 20

～ 25ｍくらいと思われる。スギの木の直下で、その樹皮の炭が多い可能性がある。

[53-3]：[53-1] の近くで、目視できる微粒炭等炭化物が比較的多い所。その炭化物は、スギの

小枝や葉のものである可能性が大きいように見える。スギは、樹皮のみ焦げる形で燃え、木々

は立ったまま、すべてよく残っている。ここでは、葉も大部分燃えている。下層植生は少なかっ

たと見られる。下層には低木（ケヤキなど）が少しある。【49】、【50】、【51】に比べ傾斜が緩

やか（30°くらい）であり、地表の微粒炭等炭化物の濃淡がはっきりと見られる。このあたり

のスギの様子は、島根県の三瓶埋没林の黒く焦げて直立したスギを思い出させる。森林は概

してよく燃えている所ではあるが、林床の落葉落枝などはよく燃えていない所もある。

[54-1]：スギ林中、スギの木に近い所。採取炭化物中にはスギ樹皮の炭も入りやすいように

思われる。

[55]：火災の出火地。スギ林（胸高直径 10～ 30cm、樹高 20m前後）。林床には樹木など少

ない。緩傾斜地で林床には微粒炭等炭化物が多い。

上記のような目視による火災現場の状況認識を踏まえながら、各調査地点および調査地全体

における観察結果（図 -２、図 -３）を見ると次のことが言えるように思われる。

この桐生の山火事跡地の微粒炭の全体的な特徴としては、いずれの地点でもType 3 の割合

が大きく、とくに [48-2] 、[50-2]、[55] では、その割合は８割を超え、そのうち [48-2] ではほぼ

９割にも達している。そのほかの地点も、その割合は 74～ 77％で、平均して約８割（78.3％）

に達している。この値は、盛岡（67.6％）よりも 10％以上大きく、赤穂（46.6％）の値よりも

30％以上、また別府（30.2％）の値よりも 50％近くも大きいものである。

この理由としては、桐生の山火事跡地は、スギとヒノキの林がほとんどで、試料採取地点が

すべてスギ林かヒノキの林かヒノキとアカマツの混交林であり、それらの林の火災で燃えた主

なものが樹皮の表面部分であったことが関係している可能性が考えられる。樹皮の炭化物には、

Type 3 の割合が大きいからである。ただ、現地での目視による観察では、そうした樹皮の炭

が地表全体に落ちているようには見えず、採取した試料には、むしろ地表部にあった落葉や小

さな落枝、またそうしたものが分解しつつあるようなものが起源となった炭化物の割合が大き

い可能性が高いように思われた。いくつかの樹種の葉や腐植がもとになった微粒炭の観察から、
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それらの炭化物にも、やはりType 3 の割合が大きいことが考えられる。

この桐生の調査地点では、タイプ別の割合が比較的似ているものが多いが、一部に少し他と

明瞭に異なるものがある。たとえば、[53-3] 地点では、Type 4a と Type 4b の合計の割合が他

の地点よりもだいぶ大きいこともその一つである。その地点の火災の状況から、そこでは樹木

の高所の葉も大部分燃えていることから、小枝の部分なども含めて、火災時により強く燃えた

ことが関係していると考えられる。一方、[50-2] 地点も、高所の葉までよく燃えた林であるが、

その地点ではType 4b の微粒炭はなく、Type 4a のものもわずかしかなかった。これは、[53-

3] がスギ林であるのに対し、[50-2] がヒノキ林であることによる違いであることも考えられる

が、下記の盛岡のよく燃えたスギ林 [64-1] の結果からは、その可能性は小さいように思われる。

目視では確認できなかったが、火災前の草本植生やその有無の違いが関係しているのかもし

れない。

また、ヒノキ林とアカマツとヒノキの混交林（[48-2]、[49]、[50-2]）ではType 1b の微粒炭が

全く出ていないのに対し、スギ林（[53-1]、[53-3]、[54-1]、[55]）ではそのタイプの微粒炭が２～

６％出ている。同じ針葉樹でも、一般にヒノキはスギに比べ成長が遅く、またこの火災跡地で

は、ヒノキ林が山地上部、スギ林が山地の中腹以下にあることから、いっそうヒノキの成長が

悪いことが考えられ、そのことがこのタイプの割合の大小に関係していることも考えられる。

なお、Type 1b は樹木の場合、材に多く見られるタイプであり、とくに針葉樹の材には比較的

多く見られることが多い。

(4) 盛岡

岩手県盛岡市の火災発生現場から採取した微粒炭等炭化物の観察結果について述べる前に、

その火災現場の全体的状況と各調査地点の状況について確認しておきたい。まず、その火災現

場の全体的状況であるが、その山林火災現場は、全体的にはスギの人工林が多いとはいえ、一

部にはアカマツ林、カラマツ林、コナラやミズナラを中心とした雑木林もあり、また森林が伐

採されて数年の所もある（写真 -７）。その地の樹木の燃え方の全般的特徴としては、上記の

桐生の場合と共通点が多く次のようなことがある。

 ・樹齢数十年のスギやアカマツなどの立木の片側（たとえば山側）のみ焼けているものが多

く見られたが、よく燃えているものは全面焼けていた。しかし、いずれも樹皮の表面のみ焦げ

る形で燃えていた。

 ・炭化物は地表の一部にしか目視できない所が多かった。

 ・コナラやミズナラなどの落葉高木は、ほとんど（あるいは全く）燃えていなかった。
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一方、微粒炭を観察した各試料採取地点付近の様子は下記の通りである。

[62-1]：スギの伐採跡地。伐採後６年くらいを経過したと見られる所で、高さが２～３ｍま

でのアカマツ、エゴノキ、タラノキ、ホオノキ、ムラサキシキブなどの樹木が見られる。下層

には、芽を出して間もないタケニグサ、ササ類、モミジイチゴなどがある。元はササ類がやや

多めにあった所の可能性がある。スギ林皆伐時に広葉樹（樹種不明）を倒し、その一部が残っ

ている。

[63 -3]：山の尾根付近に 40ｍくらいの幅で広がるアカマツ林地帯の中心地。地表には、枯れ

マツの幹や枝も少しあり、調査時点では新たなマツの落ち葉もたくさん見られる。また、ササ

類、ユキザサなどの芽が少し出てきている。このあたりには花崗岩が露出している所がある。

土壌は褐色森林土。地表には何が燃えたかよくわからない炭化物がある。林床に目視できる微

粒炭等炭化物はむら状である。また、その微粒炭等炭化物の大部分は、落葉落枝などそこで燃

写真 -７ 盛岡市玉山区の山林火災跡地〔2014 年５月 24日調査〕　　　　
Ａ：スギ林の火災跡地。木の下部だけ、またその片側だけが焦げている。
Ｂ：スギ林の火災跡地。右手の木は、上までよく燃えているが、左手には上部の葉が
燃え残っている木が多い。

Ｃ：森林の伐採跡地。２～３ｍほどの高さの木々はほとんど燃えていない。地表部は
下層の植物などが燃えて炭化物が見られるところが多い。

Ｄ：アカマツ林の火災跡地。樹皮は焦げているが、上部の葉は茶色に変色して残って
いる。地表に炭化物はわずかしか見られない。
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えたものに由来している可能性がきわめて高いように見える。アカマツの立木で燃えた（焦げ

た）のは樹皮のみで、葉は変色しながらも残っている。腐植層は少ない所が多いが、それがあっ

ても燃えているのは表層のみ。このあたりのアカマツの高木の間隔は狭くはなく、下層に草木

が多くあった様子は確認できない。

[64-1]：火災後も葉が残るスギ林がよく見られる中、このあたりのスギ林（樹齢数十年）は

葉もよく燃えてほとんど残っていない（木の下方に葉が少し残るものもあり）。この付近の林

床にはササも見られるが、この地点にある炭化物は主にスギの葉や小枝が燃えたものである可

能性がある。ただ、アカマツの落葉も飛んできていることから、そうしたものの炭も含まれて

いるかもしれない。よく燃えたスギ林ではあるが、燃えているのは主にスギの木の樹皮部だけ

で、燃えているというよりも焦げているという表現が適切と思われる。林床にスポット状にや

や多く見られる炭化物は、スギの葉や小枝が燃えてできたものと思われる。

[65-2]：樹齢数十年のカラマツ林。山地の尾根に近い所だけ樹皮が焦げているが、すこし下がっ

た谷側の所のものは火災から免れている。アカマツ林に近く、林床にはアカマツの葉も少な

からず見られる。採取した炭化物は、カラマツの小枝や葉が燃えたものが中心である可能性

がある。

[66-1]：樹齢数十年と見られるコナラとミズナラを中心とした落葉広葉樹林。ヤマザクラも

比較的多い。下層にはクロモジ類、ガマズミ類、ササ類などがあり、火災前は付近の状況から

とくにササ類が多かったのではないかと思われる。スギ林まで 10ｍあまりの所であり、林床

には、スギの葉が少し飛んできている。尾根から 10ｍほど下った所。地表の炭化物にはササ

の桿、ドングリ、小枝らしきものが見える。

[66-2]：[66-1] に近い所で、地表の炭化物にはササの桿が多いように見える。

[66-3]：[66-1] に近い所で、地表の炭化物は、何が燃えたものかよく分からないが、木の葉の

割合が多い可能性もあるように見える。高木の樹木の下部に焦げがあるが、それらの木々の多

くは枯死しておらず、尾根筋のものをのぞき新緑の若葉が見られる。地表の微粒炭等炭化物は

まだらで均一ではない。

[67]：樹齢数十年のカラマツ林。火災前、下層はササ類中心の植生であった可能性がある。

樹木の下部のみ焦げている。地表付近では、腐植の上部のみまだらに燃えている。炭化物は主

にカラマツの小枝や葉に由来するものかもしれない。カラマツ林は雑木林同様、あまり燃えて

いない。

この盛岡の山火事跡地は、スギやカラマツやアカマツの針葉樹林が多い所とはいえ、ほかに

コナラやミズナラを中心にした雑木林や伐採跡地もある。前述の桐生とは異なり、そのように
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植生の多様性がより大きいことも関係してか、調査地点によって微粒炭のタイプの割合はやや

大きく異なっている。一方、今回の全調査地点の平均値を見ると、他の３箇所の中では、ほと

んどがスギとヒノキの人工林であった桐生の平均値に最も近く、マツ枯れ後に成立したネズミ

サシやコバノミツバツツジなどの中低木林であった赤穂とは違いがやや大きく、草原的植生が

多かった別府とはかなり大きく異なっている（図 -３）。

この盛岡の個別調査地点の特徴として、たとえばアカマツ林（[63 -3]）とスギ林（[64-1]）で

はType 3 の割合がとくに大きく、その割合は 80％を超えているということがある。その２地

点では、ほかのタイプの微粒炭の割合についても、大部分がスギとヒノキの人工林であった桐

生の場合と似た結果となっている。Type 3 の微粒炭の起源としては、桐生の場合と同様、高

木の木々の樹皮の可能性も考えられるが、むしろ地表の落葉落枝、またそれらがもとになった

腐植が中心ではないかと思われる。

一方、同じ針葉樹でもカラマツ林の調査地点（[65-2]、[67]）では、Type 1a の割合が約３割

から４割あり、アカマツ林（[63-3]）やスギ林（[64-1]）の約４～６倍もある。桐生のスギやヒ

ノキの林の平均と比べても約３～４倍も大きい。もう少しカラマツ林の火災跡地の調査例を増

やしたりして考える必要はあるが、炭化物の起源が目視によって推定されたようにカラマツの

小枝や葉が中心であれば、樹種による違いということになる。ただ、[67] では下層はササ類中

心の植生であったと見られることから、目視では確認できなかったが、[65-2] も下層にササ類

が多かったために、目視で推定されたものとは異なり、実際にはササの炭化物が多くこのよう

な結果になっている可能性も考えられる。

また、ほかの特徴的な点として、Type 6 が伐採跡地と雑木林の一部の計３地点（[62-1]、[66-

1]、[66-2]）で、５～７％と他地点よりもだいぶ大きいことがある。それは、それらの地点は林

床に明らかにササが多かった見られる所で、その地点の炭化物にササ由来のものが比較的多く

含まれていたためである可能性が考えられる。なお、同じ雑木林でも [66-3] 地点の地表の炭化

物は、炭化物にはササの桿が含まれていることが確認できた[66-1]と [66-2]の両地点とは異なり、

燃えたものが分かりにくく、木の葉の割合が多い可能性が見られた所である。Type 6 の割合

が少ない [66-3] 地点の調査結果は、そうした炭化物の母材の違いをよく反映しているように思

われる。

ほかに少し注目される点としては、[66-1]、[66-2] 、[66-3] などType 4a あるいはType 4a と

Type 4b の合計が 10％以上とやや多い所が何地点かあるが、そうした地点はササが林床にあっ

た所で、Type 4a と Type 4b がやや多くなっているのは、そのことが関係している可能性も考

えられる。
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4．むすび

以上、2014 年４月から５月にかけて国内で発生した４件の山林火災跡地で採取した炭化物

について、顕微鏡により微粒炭の表面形態観察を行うとともに、その観察結果について火災跡

地の状況を踏まえながら考えてみた。

微粒炭の表面形態観察の結果は、４つの火災跡地ごとにタイプ別割合（図 -２、図 -３）は

特徴あるものであった。すなわち、ゆるやかに森林化が進みつつあるものの、まだ広く草原的

植生が見られる別府の場合、概してType 1a の割合が比較的大きく、またType 4a や Type 

4b の割合も比較的大きいなど、微粒炭のタイプ別割合は阿蘇の草原とよく似たものであった。

また、かつてアカマツ林で、火災当時はネズミサシやコバノミツバツツジなどの中低木林となっ

ていた赤穂の森林では、ほかの３つの火災跡地と比べ、Type 1b の割合が大きいところが多く

見られた。また、スギやヒノキの人工林が大部分を占める桐生では、Type 3 の微粒炭の割合

がどの調査地点でも圧倒的に大きく、その割合は平均で約８割もあった。また、スギ林、アカ

マツ林、カラマツ林、雑木林など、多様な植生のあった盛岡では、その植生の多様さを反映す

るかのように、やや多様な微粒炭タイプの構成が見られた。

しかし、この４つの火災跡地の炭化物の微粒炭観察結果は、試料採取地点の目視による観察

なども踏まえて検討してみると、燃えた場所の主要な種の炭が必ずしも大きな割合で残ってい

たわけではないと考えられる。たとえば、別府の場合、アセビなどの灌木が目立つところも少

なくないが、その灌木が多い場所に残った炭化物には樹木起源のものは少なく、その地にあっ

たススキやネザサなどの草本類の炭が大部分を占めていると考えられる。また、ネズミサシや

コバノミツバツツジなどからなる中低木林の赤穂では、その下層にあったシダやネザサ起源の

炭化物の割合が大きいところが多いと思われる。あるいは、盛岡のコナラやミズナラなどの雑

木林では、その下層にあったササに由来する炭水化物の割合が大きいと思われるところが３地

点中２地点で見られた。

また、ある場所の主要な種の炭化物の割合が小さくない可能性があると思われる場合でも、

たとえば桐生や盛岡のスギ林やヒノキ林などでは、その火災跡地に残された微粒炭等炭化物に

は樹木の材の部分はほとんど含まれず、落葉落枝やそれらがもととなった地表付近の腐植、あ

るいは立木の樹皮や葉が起源となっているものの割合が大きいと考えられる。

このように、山林火災跡地に残された炭化物をもとにした微粒炭観察結果は、調査場所ごと

に特徴的なものであったが、それは必ずしも燃えた場所の主要な植物種が大きく関係した訳で

はないと考えられる。また主要な植物種が大きく関係している場合でも、火災跡地に残された

炭化物は、その主要植物種全体の炭化物ではなく、樹皮や葉、あるいは落葉落枝など、その一
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部であることが少なくないと考えられる。本研究は微粒炭等炭化物についての基礎的研究であ

るが、応用研究で土中などに含まれる微粒炭等炭化物から燃えた植生を考える場合には、こう

したことも十分に踏まえながら考察がなされる必要があるであろう。

なお、ここでの考察結果は、2014 年の４箇所の山林火災跡地の微粒炭等炭化物についての

研究を軸にまとめたものであり、たとえばアメリカ西海岸近くで毎年発生している大規模な山

林火災跡地などで同様な調査研究をすると、今回の日本の研究結果とは違った結果が得られる

部分があるかもしれない。山林火災の状態は、気候や地形的条件や植生などによってさまざま

であるため、そうした海外の例も含め、今後より多くの研究がなされるのが望ましいことは言

うまでもない。

最後に、本稿は科学研究費補助金（基盤研究（C）、課題番号 23520937、研究課題「微粒炭

分析のための基礎的研究」）の成果の一部である。まだ不十分なところが少なくないとはいえ、

その研究費により、微粒炭の量だけではなく質も含めて考えることのできる本格的な微粒炭分

析に向けて、多くの重要な知見が得られてきたのはありがたいことである。
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