
  
  山地災害(2)

  誌名 水利科学
ISSN 00394858
著者名 宮村,忠
発行元 水利科学研究所
巻/号 18巻3号
掲載ページ p. 84-113
発行年月 1974年8月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



山地災 害（Il ) 

宮 村 忠

はじめに

先に「山地災害（1）」〔『水利科学』第17巻第6号〉を発表し，昭和47年の山地

災害の調査をも とに，山地災害の考え方について論じた。山地災害は，自然

条件と人文条件，さらに人文条件を変化発展させる社会経済条件の追究によ

って明らかにされる。災害調査は，この方法から出発すべきであり，災害の

実態を把握するための第一歩で、あることを主張した。

一方，山地災害は，山地崩壊とそれに影響を受ける河川処理，すなわち，

治山治水の観点からの問題がある。明治30年の砂防法成立以来，治山治水の

概念のもとに，山地と河川とが一体化したものとしてとらえられてきているC

そして山地崩壊は，河川に重大な影響をもつものとし、われてきている。した

がって， 砂防事業，治山事業は，個々の山地崩壊による特定地区の災害発生

を防止するという意味のほかに，もっ とも主要な役割として治山治水の概念

がもたされている。そのため，一見，砂防事業，治山事業によって直接守る

べき集落， 耕地がない場合にも，下流河川全体への影響を考えて進められる

ことが多L、。

山地崩壊が，河川を一変させてしまう例は，かなり多く記録されている。

明治22年8月15日から16日にかけて，十津川流域を中心に，日高川上流地
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域一帯にかけて起こった群発急性型地とりを中心とした山地崩壊は，日本の

歴史はじまって以来，最大の山地災害をもたらしたとさえいわれる。災害の

起こった地域の広さからみても， 一つ一つの山地崩壊の規模の大きさから見

ても，記録的な山地災害として知られている。この災害を契機として，熊野

Jll，十津川および各支川は容貌を一変し， 荒廃河川の一途をたどるようにな

り，比較的人工が加えられないままごく近年まで荒廃史を人前にはっきりと

展開してきた。十津川， 熊野川は，電源開発として有利な水文条件，立地条

件をもち，只見川，天竜川とともに魅力ある河川とされながらも，開発のお

くれた最大の要因はこの山地災害後の荒廃にあると考えられる。災害後， 十

津J11，熊野川では40～60mにも砂撲が厚く堆積して，川原はいっきょに数倍

に広がった。本川だけでなく ，各支川ともほとんどがし、っきょに埋めたてら

れ，数十mにまで河床が高められ， 堰止め湖が53ヵ所も出現した。災害後，

擢災者 2,587人が北海道に移住し，新十津川村を建設したことはよく知られ

ている。

昭和28年 7月18日から20日にかけて発生した有田川大水害は，和歌山県人

口の1/4が被災するとし、う大災害であったが，この豪雨の際，有田川流域に

発生した群発急性型地とりは，有田川に大きな変化をもたらした。有田川上

流の金剛寺， 北寺などをはじめとして数カ所に大きな地とりが起こり ，金剛

寺の地とりは有田川をぜきとめ，約3,000万nfの天然ダムをつくった。北寺

の地とりは，96名を生埋めにし，そのほか有中，板尾，葛寵の地とりも天然

ダムをつくり， 2ヵ月後の台風13号では金剛寺の天然ダムが決壊して被害を

いっそう拡大した。有田川は，深い渓谷をなして流れていたが，大規模な山

地崩壊によりいっきに河床は高まり，下流にいたるまで荒廃河川と化してし

まった。河床上昇は，有国川本川で平均5～6m，深いと ころでは30mもの

堆積がみられ，支川でも 6～lOmの深さに砂礁が堆積し，谷に広い河原が現

出した。

そのほか， 安倍川では，わが国三大崩れ（姫川の稗田山崩れ， 山梨県ピジ

ョのガレ，安倍川の大谷崩れをし、う。高知県佐喜浜の崩れを入れる場合もあ

る〉の 1つといわれる大谷崩れをはじめとする急性型地とりの群発により，

安倍川の河床が数m～数十mに上昇し， 広い河原を有する荒廃河川となって

しまっTこ。
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圧川上流の旧白川村山地に起こった大地震による群発急性型の地とりでは，

死者 300人をこえる惨事となった，帰雲城の大地とりが庄川を堰止めて大き

な天然ダムをつくったのをはじめとして，庄川に沿って大小数十ヵ所の地と

りが起き，これ以降，庄川は石礁の流動のはげしい荒廃河川に変貌した。

さらに，大井川，信濃川，常願寺川，綿JII，筑後川， 酒勾川などでも大規

模な山地崩壊が発生して，河状を大きく変えてしまった。

そうした山地崩壊が河川に対して大きな影響をもっということが，どの河

川においてもみられるかというと，かならずしもそうではないようである。

むしろ，山地崩壊が河川の形状を決定してしまったような河川は，それほど

多くはなし、。逆にいえば，河状を一変させるような決定的意味をもっ山地崩

壊は，そうめったに起こるものではなし、。そして，過去におこった決定的な

崩壊を有する河川は，どのような分布をしているのか。また，治水の観点か

らは，荒廃河川に変じたものが，どのくらいの年月を経て脱皮するのかとい

うことが重大な関心事となるO 荒廃化した河川が，あし、かわらずわれわれの

眠前にそのまま残っていることは．堆積した石喋が，短期間にはあまり動か

ないことを意味しよう。すくなくとも，われわれが計画，立案に際して考慮

する50年， 100年，あるいは200年， 300年ぐらいの期間では，荒廃した河川

はもとにもどらないようである。

それでは，河川処理にあたって，山地崩壊をどのように考えればよいのだ

ろうか。山地崩壊に対して，治水の観点からは，どう対処すればよいのだろ

うか。わが国における河川技術の系譜のなかで，主要な位置を占めてきた河

床上昇に対する治山治水の概念はなんなのだろうか。

こうした問題を解決し，治山治水の概念を正しく 把握するためには，近時

発生した山地崩壊の調査だけでなく，過去に起こった崩壊をできる限り再現

し，河川に対する影響を明らかにしてし、かなければならない。

そこで， Iつの試みとして，利根川流域を事例にあげる。昭和46年の東京

大学土木工学科河川研究室において，小出博の講演会があり，その際，利根

川の特質の lっとして，次のような指摘をした。過去，大 ・中規模の山地崩

壊を見た河川では，いずれも崩嬢が単一の型で， 2つ以上の型が 2回以上に

及んで発生した例はほとんどなし、。ところが利根川では，群発急性型地とり，

単発急性型地とり，山崩れ，土石流，崖崩れ，渓流洪水災害のすべてが発生
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している。しかもその規模はいずれも大規模あるいは中規模のものばかり

で，近世以降だけでも 8固に及び，すべての型の山地災害が発生している。

それらの内容を列記すれば，以下のようである。

天和3年 (1683) 鬼怒川。五十里山の単発急性型地とりで五十里湖出

現。 40年後に欠壊して大災害となる。

天明 3年 (1783) 浅間山大爆発。利根川上流を中心に降灰。

明治35年 (1902) 鬼怒川。大谷川筋の土石流で， 日光中心に大災害。

明治43年 (1910) 神流川。群発急性型地とりで、大災害。

昭和10年 (1935) 鳥川。土石流が一帯に発生して大災害。

昭和22年 (1947) 赤城山。土石流，山崩れて、大災害。

昭和24年（1949) 今市中心に地震。山崩れ， 土石流で大災害。

昭和46年 (1971) 千葉県下総台地。崖崩れ多発して大災害。

以上のような指摘のほか，利根川には，渡良瀬川上流の鉱害荒廃地，大谷

川流域の男体山の大崩れをはじめとする日光火山群の草薙一女峯を中心とす

る火山性荒廃地が発達している。

こうした利根川流域内の山地災害と山地荒廃が，利根川に対してどのよう

な意味をもっているのか，治山治水の立場からみてみる。まず，個々の山地

災害を再現し，実態をできるだけ明らかにし，山地災害後に河川にどのよう

な影響をもったかを調べてみる。さらに，山地災害後に技術者がこれにどう

対応，反応したかをながめ，治山治水の概念を明らかにする一助を試みた。

1. 五十里洪水

(1）概況

鬼怒川上流の五十里ダム付近では， 天和2年に大規模な崩壊があり， 男鹿

川を堰止めて五十里湖を出現させた。この五十里湖は，享保8年の豪雨によ

り欠壊し，いっきに下流へ流出した。五十里湖の欠壌による大洪水は，「五十

里洪水」と呼ばれ，下流に大きな被害をもたらせた。五十里洪水後，五十里

湖の跡には，五十里湖出現以前の集落が再形成され，湖跡の盆地状のところ

を「海跡Jと称するようになった。したがって，ここでは，五十里湖の出現

と五十里洪水の 2つのできごとが問題となる。
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(2) 五十里ダム付近の地質

五十里ダム付近は，狭い破砕帯が南北に走っている。これらの状況を，今

井功の 「栃木県五十里ダム地質調査報告」（『地質調査所月報』第 3巻 第 9

号，昭和27年〉を抜すいしてみてみる。

「五十里ダム付近の地質は，石英斑岩質岩石が主で，そのほか各所に花

街岩，古生層および第三紀層が小面積を占めて露出するが，これらはいず

れも石英斑岩質岩石に捕獲された関係にある。 花岡岩は，川治から鬼

怒川に沿って西に約 1kmの地点，坂本沢，ダム予定地などに露出し，いず

れも石英斑岩質岩石に捕獲された関係にある。－－－一般に緑泥石化作用を

受け，と きには不規則な網状に緑泥石ができている。これは花岡岩が破砕

作用と鉱化作用を受けたことを示すものであるO

川治付近では，古生層と思われる岩石が露出するが，変質を受け，

随所に小範囲に分布しているがん、ずれも古生層に属するものと思われる。

男鹿川に12い，川治の北方約2加1の地点付近には，おそらく第三紀層と思

われる黒色の砂質頁岩が露出する。 ーまたダム現場より北方300mの東

岸中腹に，花闘岩に接して醸岩および砂岩が小範囲に露出しており ，

これらも第三紀層に属するものと思われる。

五十里ダム付近の地質は，根本的には以上の岩石を主とする比較的単純

なものであるが，実際には岩石の変化がはなはだ複雑で一見，凝灰岩，角

喋凝灰岩，珪質岩，緑色岩などと誤認しやすい岩相があらわれ，これらが

男鹿川に沿う比較的狭い幅の聞に錯雑に露出する。しかしこれらの岩石の

多くは石英斑岩質岩石が破砕作用と鉱化作用を受けて生成されたもので，

そのなかには見事な圧砕岩も見られる0 ・・ーこのように破砕作用を受けた

部分は広いところで2～ 3km内外の幅をもって，男鹿川に沿って膨縮しな

がら南北に伸びている。一－この破砕帯をかりに男鹿川破砕帯とよぶ。一

この破砕帯のなかで，川治北方約 1kmの地点に，目下，建設省によって

五十里ダムが建設されている。この地域の岩石は，花樹岩，砂岩，頁岩な

どを多量に捕獲した石英斑岩質岩石と花岡岩とからなっている。・・・・・男鹿

川の西岸の山脚部は，地とりによってできた地形の特徴をよく示している。

この地形が地とりの結果できたものであることを示すものであろう。

この地とりは，後で述べるように過去におこったものであって，現在は安



宮村：山地災害 CI) 89 

定しているようであるO ここでこのような地とりをおこしやすい条件をつ

くったものは何かということが問題となるが，それはこの地域が男鹿川破

砕帯のなかにあり，…・・・そして，このような地とりをおこしやすい素質的

要素をもったところが，どんな刺戟によって地とりをおこしたか，という

ことは， 五十里ダムの将来に対して非常に重要な意味をもっていると思わ

れる。…・・なお男鹿川の東側の山腹は石英斑岩質岩石からなり，破砕｛乍用

を受けているが，急峻な崖をなしており，地とり，山崩れのおこった形跡

はみうけられなL、」。

(3) 五十里湖の出現

天和2年10月，塩谷郡五十里地内，男鹿川と湯西川の合流する関門の西に

llfz:立する戸板山および布坂山（葛老山〉に大きな崩壊が発生し，崩土は鬼怒

川を寝止めた。その後153日間にわたって全然越流せず，長さ約6km，幅最大

900m，水深45～47mの一大湖水を形成した。そのため，五十里西川l部落は湖

底に没し，部落民は家敷地点へ移転し，「住民完く生業を失ひ，舟伎を作り

て行旅を通し貨物を運し，あるいは漁業を営み績かに飢渇を免る」（『藤原村

誌』塩谷郡藤原村役場，大正9年〉状態となった。男鹿川沿いは，会津に至

る重要な街道であり，湖水の出現により交通は舟を用いるようになり，五十

里ダム建設前には船場跡がのこっていた。

この葛老山の大崩壊は，破砕帯におこる単発型急性地とりで，直接の原因

は地震と考えられる。男鹿川に沿ってほぼ南北に走る地帯，すなわち会津田

島一鬼怒川一今市を結ぶ一帯は鬼怒川地震帯と呼ばれているO 近世以前の記

録はまったく不明であるが，今市地震以前の約300年間の記録によれば，少

なくとも11回の破壊的地震が発生している。

宝暦5年 （1755）以降，大正11年 (1922）までの聞には破壊的地震発生の

記録がないのが特徴的であるが，破嬢的地震が多発していることが判る。と

くに，天和3年 (1683) 9月1日の地震は，同年 5月，日光付近におこった

ものにつぐ大きな被害があったといわれている。日光の稲荷川でも山崩れが

多発し，渓流を一時堰止めている。震央は鬼怒川上流とされており，このと

き鬼怒川上流一帯の山地に山崩れ， 地とりが発生した。なかでも現在の五十

里貯水池のなかほどの，湯西川が流れ込む付近の葛老山の地とり崩壊土砂は
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第 1：表 主な破壊的地震発生状況

年 月

正保元年（1644) 3月

万治元年（1658) 4月 3日

天和3年（1683) 5月23日～24日

天和3年（1683) 9月 1日

享保10年（1725) 4月18日

享保20年（1735) 3月14日

宝暦5年（1755) 3月10日

大正11年（1922) 5月28日

大正12年（1923〕 1月26日

昭和18年（1943) 8月12日

昭和24年（1949)12月26日

破

日光付近

日光付近

日光付近

綾 地 域

日光付近，南会津（鬼怒川上流）

日光付近

日光付近

日光付近

今市町北東方

今市町南東方

南会津（鬼怒川上流）

今市付近

（出所） 『今市地方震災誌』下野新聞社編，今市町役場発行，昭和25年，より整理。

鬼怒川の流れを壊止め，五十里ダム建設前の海跡付近が水没した。約3ヵ月

で、沿岸部落は完全に水没し，新たな集落地を形成した。その後2ヵ月，すな

わち，堰止められてから約 5ヵ月聞はまったく越流せず，幅500m（最大900

m），高さ47mの自然ダムがつくられ，長さ 6kmの一大湖が形成された。

鬼怒川，男鹿川沿いの山地には，「五十里ダム付近の地質」でみたよ うに，

天和3年のものと推定される地主二り，山崩れ跡地形が各所にみられる。また，

鬼怒川地震帯と呼ばれている地域と，男鹿川破砕帯と称される地域は，ほぼ

一致している。したがって，五十里湖を出現させた葛老山の地とりは，地震

によるものと考えてよいだろう。

その後五十里湖の出現により，水没集落を中心としてたびたひ、掘さく工事

が試みられた。現在の五十里ダム建設以前に，関門の下路と呼ばれる道路が

あったが，これは五十里湖を欠壊させようとして試みた溝渠掘さくの跡とい

われている。掘さく工事はいずれも失敗におわっているが，その後の五十里

湖欠壊を助長したことも考えられる。ともかく享保8年（1723）の欠 壊 ま

で，40年聞にわたってこの地点に一大湖水が存在していた。

(4) 五十里洪水

五十里湖出現のため，会津西街道の交通は杜絶され，松平肥後守は江戸よ
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り伝馬船4般を新造し，渡船連絡を図った。そのほか，山岳中に細道がいく

つかっくられ，難儀がつづいた。そこで，布坂山の旧字堀地先の掘さくが計

画され，深さ12～15尺の掘りさげが試みられた。この工事は，途中，岩盤が

露出したため工事中止に至ってし、る。 さらに元禄元年（1688），再度放水路

の閲さく出願が許可された（栗原良輔『利根川治水史』〉。この出願は，起工

の運びに至らなかったが，続いて宝永2年 (1705），，若松領からの請願が出さ

れ，許可を得，宝永4年起工を見た。ばく大な工費をついやしての開さく工

事も，宝永5年には中止され，五十里湖の水抜きの宿願は成功しなかった。

湖水の水は， 3ヵ所の低部から溢水するだけで，最大水深47mに達したとい

われている。

聞きく工事中止から15年後，享保8年 (1723) 8月10日，堰止め部が欠壊

し，湖水の水はいつきに下流に押し寄せ，大谷川，鬼怒川沿岸に大きな被害

をもたらせた。この状況を郷土史からみてみる。

「食人ニ之ヲ憂へ，旦ツ潜水一方ヲ決潰セハ其害測ルヘカラサルヲ慮リ，

臣某ニ命シ関門ノ側ニ水路ヲ撃タシム（今下路ト呼フ門道ハ溝渠掘撃の跡

ナリ〉。偶々巨巌の地中ニ横ハルアリ，為メ ニ工事進捗セスO 享保八年葵卯

ノ秋淫雨数十日水量益々加ハリ，畢ニ八月十日四十年間ノ滋水，関門ノ西

方ヨリ一時ニ決出シ，其下流七八里ノ間一物ヲ止メス悉ク之ヲ流亡ヒリ。

之ヲ五十里洪水ト 日ウ。当時工事ニ任セシ者，君命ヲ全クセサリシヲ恥チ，

屠腸シテ其罪ヲ謝セシト云フ。今日関門ノ跡ニ在ル萱基ノ碑ノ、，即チ其

基ナリ」（前掲『藤原村誌』〉。

「享保八年八月七日の夜からの雨は，十日午後二時頃まで東南の暴風雨

篠をつくばかりであった。大洪水は十日午後六時噴押しよせてきた。

連日の豪雨で、急如水かさを増したため，崩土や岩石が一時に押流され，積

年の湛水は一斉に奔流し出して，その氾濫ぶりは沿岸の土地や家を没して，

その水勢は羽黒山にぶつかつて東南にそれ，氏家辺を経て午後六時頃には

全村勢甚しく，白波をたて恰度荒海のようであった。その浅いところで5.

～6尺，深いところは丈余もあったと記録されている。

翌朝になって，漸次減水したが，洪水のために流失した人家は大谷45戸？

溺死14人，溺馬13頭，家財器具など殆んど流されてしまって，耕地や農作

物の被害は云うまでもなかった。この為，大谷の田高五百十二石田斗七升
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八合の中，三百一石九斗七合，畑高百九十六石五斗六升四合の中，百四十

四石九斗三升五合だけその年から地租が免除された。その上玄米百四十俵

と，流失家屋の普新手当として金子八両，領主から下った。翌年九月にな

って籾稗合せて八十三俵，及び砂醗除け人足手当金七両下贈されている。

上阿久津では床上三尺から四尺ー・・・領下の窪地ではー丈以上もあった

が， 村人は台地に避難iしたので人畜の死傷は無かったようである。蔵の流

失二棟，一棟は上桑島の松林で止まり，一棟は下桑島の高所で止ったとさ

れている。 中阿久津，宝積寺の団地には砂礁を押し流してきて，その被害

は大きかった。 石末地方は，西部嶺近くは被害少なし 東部海老川沿岸が

被害多く，石河原になってしまった耕地や原野があったが，人畜の死傷は

無かったようである。現在でもこの地方は耕土が浅く，或は表土から砂礁

のところがあり，地名にも石河原沢という処がある」（『高根沢町郷土誌』塩

谷郡高根沢町，間和38年〉。

「五十里湖水は，享保8年堰口の岩塊を欠潰し，その洪水は下流地方を席

捲して古稀なる猛威を振った。東は氏家，肘内より，西は宇都宮，横川に

至る漫々たる大洪水と化し，深さは約3尺以上の浸水であったとし、ぅ。－

『氏家大谷川通御領分中流死者九百九十七人御座候』と古里郷土誌にあ

る。上小倉では23人の流死者を数えているので，人畜，家財，建物，田畑

等の被害が如何に激甚であったかはほぼ想像し得られるであろう」（『栃木

県市町村誌』栃木県町村会，昭和30年〉。

「湖水の水は，さながら夕立雲の様に下流に押し出し，栗山，藤原など

鬼怒川沿いの部落田畑をー呑みにし，舟生，大宮，絹島，羽黒等の沿岸地

帯に氾濫した。宇都宮でさえ 3尺の出水，住民は八幡山に避難した程の大

洪水であった。・・・…その昔三依村にじめじめした雨の日が幾日も幾日も続

いた。そして塩谷から河内にかけて『五十里堤がぶち崩れ，近い内にこの

辺は泥海になる』という恐ろしい流言がどこからともなく伝った。

その流言がぱっと広がったと思う間もなく，遂に流言通りの五十里大洪

水となった」（前掲 『栃木県市町村誌』〉。

そのほか，五十里洪水による水害の状況を地区ごとにまとめてみると次の

ようである。

高原新田は比較的高地にあり被害なし。
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藤原村は， 川幅がせまく，水が村中に押しあげられ，家屋はことごとく

流失したが，村民は山へのがれ死者はないコ

大原，高徳は段丘上にあって被害がなかった。

舟生，佐貫は， 川巾広く， m畑の一部流失を除いて被害少い。

風見，上平は， 田畑の流失が多くあらわれたが家屋，人的被害はない。

長窪新田， JII原新田，上小倉，下小倉，東芦沼，西芦沼，下ケ橋は，

面の洪水によ って田畑は悉く流失した。家屋の被害はないの

今里，宮山田は，羽黒山の影響を受けて損害は全くなかった。

上田原村， 下回原村より冬室，関白村などでは， 田畑に砂石を入れ，作

物被害があらわれた。

馬場，桜野， 大谷，氏家新固などでは浸水深 1丈 3～4尺に達した。

馬場村の被害はまったくなし、。

上阿久津では，序上3～ 4尺の浸水があり ，台地へ避難したため人的被

害なし。

白沢，岡本では，床上3～4尺の泥水がおしょせた。

中岡本， 下岡本，柳原，下平出，石井， 上桑島，下桑島，東刊部， 東千

代，上文狭，東汗の鬼怒川右岸沿いと，中阿久津，宝積寺，板戸， 刈沼新

田， 道場宿， 竹下，鎗山の鬼怒川左岸沿いの地区の田畑に砂礁が押入った

が，被害は少ない。

そのほか，田川沿岸および五行川沿岸では，浸水家屋，泥砂の田畑への流

入が多く ，被害が多くあらわれている。五行川では，被害田畑に官よ り補助

金が出され，さらに翌年から川除普請が行なわれ，築立敷5間，高さ 9尺，

馬踏9尺の川除堤〈石造堤〉がつく られている。

五十里洪水に関する記録は，実態の把握できるものはほとんどない。すで

に記した状況から，五十里洪水を推測するほかなし、。つまり，勝瓜頭首工付

近よ り下流では，水害らしいものがみられなし、。鬼怒川流域の用水開発は，

寛永年聞から享保年間までの 100年聞に集中的に進行しているが，五十里洪

水以前に開発された勝瓜用水〈慶長年間以前〉，福岡堰の前身である山田沼

堰（寛永年間〉，岡堰（寛永年間〉，江連用水の前身の中居指，本宗道，原，

三坂用水（寛永年間〉，豊田堰 （寛文年間〉などでは水害記録および復 旧記

録がみられなし、。五十里湖の欠壌による洪水は，狭い山間部て、水位をたかめ
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ながらいっきに平野部に出，流勢のいちぢるしい形で船生，佐貫，風見など

の沿岸耕地をあらい，逆木付近からは 3派に分かれて下流へ向っていると考

えて良いだろう。 1派は鬼怒川，他の 1派は逆木用水沿いに，さらにもう 1

派が市の堀用水，草木用水沿いに押しょせたと考えられる。このうち，もっ

とも流勢の強いものが市の堀用水， 草川用水沿いに向ったもので，羽黒山に

突き当たった主流が氏家をおそい，ときならぬ洪水で多数の死者が出たとい

われている（『宇都宮誌』田代善吉，大正15年〉。し、うなれば，大久保から氏家

にかけてみごとに形成されている扇状地面に氾濫が勢い強く 押し寄せた。氏

第 1図 五十里洪水氾滋状況図
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家で‘の水位が 1丈3～4尺といわれているが，ちょうど鉄砲水が異常な水位

の塊りとなっておしょせるような形があらわれたと考えられよう。そのため，

氏家からはなれて，阿久津付近からは床上3～4尺，さらにその下流では床

上浸水がほとんんどなくなっている。現在でも，五十里洪水跡と称されると

ころが語りったえられ，あるいは五十里洪水によって出現したといわれる中

阿久津の 「オッカナ淵」などの沼地が数多くみられる。

市の堀用水，草木用水沿いにおそった洪水は，鬼怒川河道にもどるほか，

五行川へも流入し，五行川の洪水を出現している。

逆木用水（当時，御用川あるいは新筏川と呼ばれていた〉沿し、の洪水は，

鬼怒川左岸からみると水勢が弱かったらしし被害も左岸に比較して非常に

少なし、。ほとんど，田畑への土砂の流入による水害となっている。この氾濫

流は，西鬼怒川 （五十里洪水後に西鬼怒川と呼ばれるようになった〉， 田川

の洪水となり ，西鬼怒川， 田川沿岸の耕地に広く 浸水している。とくに，西

鬼怒川沿いでは，流失，埋没耕地が上流部に比較的多くあらわれている。

西鬼怒川は，宇都宮城主，本多上野介の時代（元和年間〉に，水運と濯概

用水のために掘られたもので， はじめは狭い堀川であったといわれている

（栗原良輔 『利根川治水史』〉。その後，洪水がきれこみ，河道をなすに至

り，寛文8年 (1668）に水路を拡張した際，逆木の上流200mの地点に西鬼

怒川口の制限工事を行ない， 150聞の石提を築いた。その後 L 宝暦14年

(1764），嘉永7年 (1854）に修築を施し，明治以降も再々改修をくりかえし，

明治31年に分流口を塞いだ。このように，鬼怒川洪水の水は西鬼怒川に流入

しやすく ，五十里洪水の場合も西鬼怒川に押し入った。しかし， 五十里洪水

の際に，分派口の制限提が破壊しておらず，大洪水で惨状を極めることが多

い西鬼怒川沿岸にとっては，大水害というには足りなし、。沿岸沿いの耕地に

浸水した氾濫水は，土砂の堆積という形で水害を見せたにとどまったようで

ある。

そして宇都宮市，真岡市をすぎると，ほぼ水害らしき記録はあらわれなく

なる。

こう した水害の状況から，次の 2点が注目される。 1つは，五十里洪水は，

洪水流量の大きさというよりも，洪水流の水勢に特徴があること。ほかの 1

つは，鬼怒川河道の洪水流下形態に特質があることである。
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明治以来，鬼怒川水系の治水計画としては，やや変則な形をとってきた。

一口でいえば，上流の洪水流量のほうが下流の洪水流量より大きいというこ

とである。こうした変則を説明するものとして，河道貯留ということがいわ

れてきた。この河道貯留は，物部長穂の計算によるものであるが，当時のい

きさつを追跡してみると，まず利根川合流量がさきに決定し，逆算によって

河道貯留なるものが成立したようである。したがって，河道貯留量の良否は

疑わしいものの，五十里洪水のように，流勢がきわめて強く，流量がそれほ

ど大きくない洪水で，しかも短時間の洪水では，河道貯留の効果が非常に有

効に働いたものと考えられよう。そして，中小洪水による鬼怒川の河道貯留

が，上流扇状地域の土砂醸の堆積推進に大きな力となっているのではないだ

ろうか。そのため，勝瓜付近より下流の河床低下がいちじるしく，たとえば

江連用水の成立要因を生みだし，さらにその後の故障の素因になっていると

思われる。鬼怒川の河床変動は，決定的な大洪水と，その聞の中小洪水とで

は，まったくちがった様子を見せ，大洪水をはさんだ輪廻がなりたっている

ことが考えられないだろうか。

さらに鬼怒川の河床低下の重要な要素として，小貝川との分離がある。小

貝川との分離は，いわば鬼怒川の放水路ができたことと同じ意味をもち，東

北線鉄橋より下流の河床低下に強い影響をもったようである。

(5) 五十里湖出現および五十里洪水後の対策

五十里湖出現を見た山地崩壊および五十里洪水を契機とした治山治水対策

は，ほとんど行なわれていない。五十里湖出現の際には，湖水の水抜きが焦

点で，そのため，五十里洪水発生後に責任を負って工事担当者が自害したの

は先に記したところである。一方，五十里洪水以後においては，五行川に石

積みの堤防が築かれた以外は，治水対策としてみるべきものがない。

五十里洪水後の鬼怒川河道の河床について詳細な記録はなし、。郷土史にみ

られる五十里洪水の状況から判断する限りでは，五十里湖欠壊地点より高徳

付近まで‘は，河床の堆積はまったくなし堰止め堤の土砂はすべて運び出さ

れたようである。高徳までの鬼怒川は，両岸は岩盤になっており ，河床に岩

盤が露出しているところも多し、。洪水以前の鬼怒川の描写も岩盤の露出して

いることがたびたびみられており，大きな変化はないようである。もちろ
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ん，沿岸部の段丘状のところをけずりとったところも多少あったようである

が，耕地面積がほぼかわらないことから，この聞の河道にいちじるしい変化

はなかったと考えてさしっかえないようである。

中岩から道谷原の間では，ある程度の堆積があったよう で，現在，大桑に

ある「豊岡村杉並木寄進碑」は洪水前には中岩地点にあったが，埋設してし

まったといわれている。また，松平正綱が建て，「石塔島Jと呼ばれた，大

桑 ・高徳の境界標も目にふれられなくなった。さらに，川室地先にある龍岩

と呼ばれる名勝巨岩の一部分が埋没した記録がある。

いずれにしても，五十里洪水による河床の変動は大きなものでな く，旧絹

島村で、「洪水のため部落の田I也家屋は浸水で

水のあとは沃地と化し，洪水以来年々良米を生産する米産地となった」（前

掲『栃木県市町村地誌』〉とあるような状況程度のようである。逆木地点から

分派する西鬼怒川は，五十里洪水後，西鬼怒川に洪水が入りやすくな った

〈水利科学研究所『鬼怒川水系における治水と農業水利の史的展開』〉とい

われているが，五十里洪水以前の洪水で西鬼怒川が形成され，五十里洪水直

後の制水堤改良記録もなく ，「洪水ごとに東鬼怒川の河床が上昇 した」とい

われる種類のー洪水にすぎない。

五十里洪水は，段波が水壁のような形で押しょせた異常出水で，鬼怒川治

水工事の上で、はなにも見るべきものがなかった。ただし，羽黒山に突きあた

り，氏家，阿久津をおそった形に鬼怒川流域史に興味ある問題を提示する。

2. 大谷川洪水

(1）概況

鬼怒川支川・ 大谷川に，明治35年，大規模な土石流をともなう洪水があり ，

臼光を中心に災害が発生した。

大谷川は，日光火山群を水源と して，中禅寺湖を経て華厳渓谷を東西に流

れ，日光市街地に至って荒沢，稲荷川， 鳴沢などの野渓を合わせ，今市付近

から扇状地を形成しながら佐貫上流で鬼怒川に合流する。流域面積267.5km2, 

延長 46kmで，そのうち水源から華厳の滝までの流域面積は 132.5km2，延長

16.5km，華厳の滝から合流点までの流域面積は135.0切に延長 29.5kmで、あるO

流域面積でみると，中禅寺湖により半分に区切られている。
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日光火山群は，ほぼ東西に延び，東には鬼怒川をへだてて高原火山があり，

西端は片品川でおわり，男体山，白根山，温泉岳，大真名子山，小真名子山，

女峯山，赤薙山，太郎山など，標高 2,000m級の多数の火山でできている。

これらのなかには，温泉岳，前白根山など第3紀に噴出した古い火山があり ，

流紋岩でできているものもあるが，他の火山は男体山をはじめ多くのものが

第4紀洪積世の噴出である。

明治35年の大洪水の際には，男体山から中禅寺湖におちる観音薙，日光市

街地で大谷川に合流する稲荷川，鳴沢に大規模な土石流が発生し，災害をも

たらせた。これらの沢川は，いずれも 日光火山群のなかにおける火山性の荒

廃野渓である。

火山は，たえず外部から働く風雨の侵食作用，削剥作用によ って崩壊し，

しだいに火山の原形を失なっていく。火山のこう した崩壊過程のなかで，災

害を引きおこし，河川や渓谷を荒廃させる。観音薙，稲荷J11，鳴沢の土石流

は，こうした火山性の自然現象の 1っとしておこったもので，火山性野渓に

おきた土石流といえる。

ところで，火山の崩壊過程を示す自然現象は，富士山の大沢くずれの例を

あげるまでもなく，今日の土木技術をもってしても容易にこれを防止するこ

とが不可能である。とくに，火山の麓野には集落の形成をみることが多く，

崩壊して押し出す土砂などの被害をどのようにして最小限にくいとめるか

が，もっとも重要な問題となる。

明治35年 9月豪雨の際，大谷川では記録的な洪水があらわれ，日光市街地

にある神橋が流失したのをはじめとして各地で氾濫し， 家屋，人畜の被害の

詳細な記録はないが，河川工作物の直接被害だけでも264万円に達している。

神橋は，岩国の錦帯橋，山梨の猿橋とともに 3名橋として日光名物の lつで，

旧藩以前に橘利遠が勅命で造ったとし、う。天和3年 6月の洪水で，稲荷川の

土石流により大谷川が堰止められた際，洪水が越流した記録（錦石秋 『晃山

勝概』明治20年4月〉 があるほか，水位が神橋にまで達することはほとんど

ない。明治35年の場合，神橋が流失してしまったのであるから，異常な洪水

現象といってよし、。この洪水は，急激な増水を見せ，そのため男体山の観音

薙の土石流と結びつけられている。中禅寺湖の水位が数日来の降雨により満

水していたおり，大規模な土石流が発生し， 下流の小学校を木端微塵にしな
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がら中禅寺湖へ押しょせた。そのため湖水に津波が発生し，大谷川の水位を

いっきに高めたとし、う。現在，中禅寺湖畔にある立木観音（歌ヶ浜南方〉は，

この土石流により二荒山神社地点から対岸に押し流されたものであるとい

う。こうした様子が立木観ー音にまつわる話として碑文にしるされているO 観

音薙の土石流による大谷川の急激な増水がもたらされたとして，日光市街地

での大谷川水位の上昇に大きな影響を与えたものに，土石流をともなった稲

荷川洪水がある。当時を目撃した古老（輪王寺僧〉によれば， まっ赤な稲荷

川の洪水が，大谷川の水を堰止めるような形でおおいかぶさって流れたとい

う。この形は，大谷川と稲荷川の合流状況として今日でも見られる。

(2) 稲荷川土石流

稲荷川は，大谷川の左支川で，日光火山群の女峰，赤薙を水源とする流域

面積 12.0lan2，延長 9.3lanの荒廃野渓である。流域の地質は，大谷川合流点よ

り5lan付近までは火山砕屑岩でおおわれているが，それより上流は安山岩が

分布している。

稲荷川が荒廃化したのは寛文年間のことで，それまでは河l幅の狭い，安定

した表流水をもっ早瀬で，沿岸にかなり規模の大きい集落を形成していた。

かつて，早川谷右岸上部が一大崩壊をおこし，稲荷川上流に堰止湖が出現

した。堰止湖からは 7本の滝が流れおち， 以来，現在の七滝の名がつけられ

たといわれている。この湖は，下流外山の麓から本宮神社付近にかけて発達

第2図 稲荷川・ 大谷川略図

’喰 岳干山
和峰山 持瞳山
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した稲荷町，萩垣町，鍛冶町，火の番屋敷，御目付役所などに治水 ・利水の

うえで、重要な役割を果たしていたらしし、。重要な用水として町の中央を流れ

ていた稲荷川は，流域に豊かな潤いを与えていた。

寛文2年 (1662) 6月14日正午ごろ2 赤薙に大規模な崩壊がおこり，この

ため堰止湖が欠壊し，稲荷川に大洪水が発生した。この洪水により，沿岸の

300戸以上の住家はこと ごと く流失し， 死者 300数十名をこえたとしみ。こ

の際の溺死者の供養塔が，日光市石屋町の竜蔵寺墓地に建てられている。

『晃山勝概』から稲荷町の由来をみると，次のように述べられている。 「御

津町と下鉢石町の北裏にある市街也。旧の本宮宇土地の東北の町並人家ありて

鎮守稲荷社を把むるを以て稲荷町と唱ふ。 川の名も稲荷川と称せり。本宮東

北なる谷川是なり。寛文年中の洪水に此沿岸の人家残らず押流され，溺死人

も多かりしに， 其後町家を此所へ移せるの放で出町とも唱へり」 3 また， 稲

荷川の記述には， 「此川には平常水少なけれども，洪水激流時に当りては下

流の人家水難に遭遇する者挙て算ふるベ可らず。其一二を起すと天文年中の

洪水を白髪水というとある。「寛文二年六月の大雨が大谷川，稲荷川一時に

出水。其時赤薙の山崩れて大石を漂はし，山中震動して激浪速きう来り，稲

荷町（四町の内ー町残る〉，萩垣町，鍛冶町及び御目付屋敷合せて三百余戸押

流され，死せるもの三百有余人， E在番の日付主従外に往来の旅人も溺死せ

る者多かりしと。又天和三年六月の洪水には，稲荷川より大石を転はして大

谷川を堰止め，積水神橋を打越し仮橋の欄干橋板等流失せり。故に貞享二年

五月の洪水後，栗木淵より稲荷川の落合を開撃して此へ廻はし， 同四年九

月，五年七月の洪水には神橋の両検に水湛へて往来を止む。其後数度の洪水

に損害を蒙る事筆をおる違あらず，実に恐るべき谷川也」。

寛文 2年の大洪水は，稲荷J11の河状を一変させて荒廃化し，従来の古い町

並は大谷川の右岸，現在の稲荷町〈旧東出町〉に移った。その後，稲荷川沿

岸，旧町並跡は，「坊」と呼ばれる僧侶の住いが建てられ，稲荷川を中心に

300個の坊が存在していた。

明治35年 9月，七滝の下流 SOOm付近を頂点とする大規模な土砂流が発生

した。この土石流のあとに，ツララで名高い雲竜渓谷があらわれており ，土

石流の侵食帯がこれに相当するもの と思われる。この土石流は，火パナを散

らしながら下流へ押しょせ，大谷川洪水にも大きな影響を与えた。稲荷川を
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合流した大谷川下流では，七里下河原の全滅をはじめ，大きな被害を見せた。

大谷川は，明治35年の洪水では，観音薙の大崩壊があって異常な水位を見せ

ていたが，一般には大谷川の水位は稲荷川の水位にもっとも影響を受ける。

合流点より下流沿岸では，大谷川の中禅寺湖を経由して流下する洪水よりも，

いっきに押しょせる稲荷川を中心とする左支川をもっともおそれている。

明治35年の土石流は，寛文2年の湖沼欠壌を要因とする洪水と比較して，

はるかに激しく稲荷川を荒廃させ，現在の段丘面からみても15～30m以上に

河床が上昇している。

この土石流の侵食帯は，雲竜渓谷を中心としており，堆積帯は大谷川合流

点から上流約3岡地点付近までに分布した。そして，その後の洪水で合流点

より 2lan地点までにいちじるしい段丘をつくっている。

(3) 砂防工事

明治35年の大谷川洪水を契機に，大谷川筋の砂防工事の声が大きくあがり ，

日光砂防が開始されることになるが，工事は大正10年からはじまる。

明治35年以前の治山事業をみると，明治32年から始まった砂防工事がある。

稲荷川をはじめとする火山性の荒廃山地への山腹工を主体とした砂防工事

で，地方負担によって行なわれた。この工事がどの程度の規模で，どのよう

な内容のものか，詳細は不明であるが，間和5年 9月の内務省、土木局発表の

『第7回治山事業に関する統計書』から栃木県における砂防工事費をみると

第 2表のようである。当時，栃木県の治山事業は，ほとんど大谷川筋であり ，

工事費は大谷川筋の治山事業をあらわすと考えて大差なし、。これによると，

明治32年から明治35年までに4万 7,000円を計上している。明治30年の砂防

法制定直後，長野県，岐阜県，滋賀県，岡山県に砂防事業の国庫補助が行な

われたのを鴨矢として，補助事業が逐次拡大していった。栃木県の治山事業

は，前記4県についで開始された点と， 事業費の比較的多いことが注目され

るが，もっとも関心のもたれる点は低水工事としての対象にはなっていなか

ったことである。明治3年 5月， 西京，大阪，東京の出張土木司がおかれ，

内務省、統計ーによれば，利根川と信濃川に直轄河川費が決算されている。利根

川については，明治2年から 4年までに 9万円， さらに，明治9年から明治

、 32年までの計画で修築費が決算されている。これらの利根川改修の主目的は，
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第 2表 栃木県治山事業費（内務省）

年 度 l金 年 度 ｜金 額 l備 考

明治32年 I ~l ,OOOf'j l 臨門 大正11年 直結

33 13,000 II 12 63,000 II 

34 15, 000 : // 13 64,000 // 

35 。00 I " I 14 51. 000 // 

36 昭和 1 51, 000 ／／ 

2 51, 000 /I 

J つ 50,000 /I 

大正10 4 52,000 /I 

一般に低水工事と呼ばれているもので，直轄て、行なわれた。こうした利根川

低水工事の期間には，鬼怒川水系の治山事業はまったく考慮されていない。

鬼怒川水系の舟運は，那須，塩谷，河内，芳賀の各地はもとより，陸羽地方

の物産をもあっかい，明治18年の東北線の開通まではとりわけ繁栄を極めて

いた。とりわけ明治初年から， 西岩崎一氏家新河岸の水路計画や，本吉田か

ら田川を経て下総境に至る新水路閉さくの計画が進められ，鬼怒川舟運の重

要性をしのばせている。つまり，大谷川筋を中心として行なわれた砂防事業

は，舟運への影響を問題としてのものではなく ，火山性荒廃地，とりわけ日

光を中心とした植林事業という べきものが実施された。そして，いわゆる高

水工事がとりあげられるようになってから，砂防法に基づく 直轄砂防事業と

して施工されてきた。

砂防法に基づく直轄砂防事業は，明治44年の富土川から開始され，ついで

大正4年の野州川，吉野川， ズ正5年の桂川， さらに大正7年になって鬼怒

川，千曲川が採用され，大正8年には神通川がとりあげられている。鬼怒川

の直轄砂防は，わが国の砂防事業と して第5番目に指定され〔淀川は， 淀川

流域砂防費として，砂防法によらない全額国費で実施されていた〉，その要

因は明治35年の稲荷川を中心とした土石流にあった。し、し、かえれば，鬼怒川

においては，明治35年の土石流までは，渓流砂防を主体とする砂防事業の必

要性，あるいは緊急性がなかった。日光砂防は，明治35年の土石流とその後

の明治43年の出水を契機として実施されてきたものである。

大谷川合流点より 約 2kmの地点に，滝尾堰堤がつくられているが，この堰
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第 3図 稲荷川堰堤配置図

堤を境にして下流が流路工区間，上流側が堰堤群となってし、る。現在，流路

工は22ヵ所，堰堤は24ヵ所の多数をかぞえており，このほかには上流の八汐

沢の床止と，メシ沢の谷止工が施工されている。 堰堤群は，滝尾堰堤から

約 1.5kmの聞に12基の低堰堤が階段状につくられ，それより上流に高堰堤群

があるO なかでも日向堰堤は，狭さく部になっていて，早川堰堤付近の蛇行

部とともに，明治35年の土石流のもっとも厚く 堆積したところで， 上流側は

広大な貯砂地となうている。大正14年に施工されたが，昭和27年に稲荷川砂

防計画の検討がなされ，土砂拝止調節に優越の地点として嵩上げがなされ

~” 
1~ 0 

堰堤下流側には，いちぢるしい段丘をつくり ，自然の植生がみられるとこ

ろも多し、。この段丘の高さは，第13堰堤や，釜ツ沢堰堤，釜ツ沢下流堰堤な

どで、は15～30mにも達している。
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稲荷川主要堰堤一覧第3表

時

早川谷上流堰堤 16.0m 53.5m 24,500rn3 昭和40年

早川谷 II 14.0 36.0 20,000 II 36 

小米平上流 II 21. 0 40.0 69,000 II 33 

小米平 II 13.0 34.0 15,000 II 6 

小米平下流 H 15.0 61. 0 22,000 II 30 

日 向 // 19.6 100.3 140,000 II 3 （増設〉

第 13 // 22.0 62.0 72,200 大正15 （補修）

釜ツ沢 II 19.7 64.0 20,000 昭和 8

釜ツ沢下流 II 16.8 25.0 22,000 // 7 

工さ｜貯 砂 量l竣名堤堰

まず堰堤工からはじめられ，大正12年から床固工が工事の方法としては，

加えられていったc

3. 今市地震による山地崩壊

(1）概況

昭和24年12月26日午前8時27分，今市町を震央とする地震が発生した。こ

のため，今市町を中心として，落合， 小米川， 板荷，西大芦，臼光，豊岡，

大沢， 篠井，船生，玉生の 2町9ヵ村で死者・ 行方不明10名， 負傷者 163名

のほか，第4表のよ うな被害を受けた。

この地震には，いくつかの特徴がみられるが，災害の観点から整理すると

次のようである。

今市地震部門別被害総額第 4表

建

土

耕

林

水

額 （円）

2,292,285.000 

75,460,200 

158, 735,600 

950,578, 180 

10,000.000 

宝
ロ被

害

害

呈圭

当主

害

別

被

被

被

被

被

係

係

係

係

係

関

関

関

関

関

種

築

木

地

業

道

3,487,058,980 計

被害額は復旧費。（注）
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①浅層地震と推定されているが，浅層地震としては比較的深いところで

発生し，さらに地質基盤の関係で平地の被害が軽徴であった。

② 住家の倒伏戸数が比較的僅少であり〈石造建築物一一大谷石を中心と

したもの一ーはほとんど倒壊，先に 2回の大火の経験をもっていたこと

から，火災に対する留意活動が徹底し，一件の火災も発生しなかった。

このことが，地震災害としては被害を極端に小さいものとし，災害史の

なかで取り扱われることが少ない理由となっている。

③ 余震の回数が，地震の規模に比して頻繁で，しかも余震が強度で，天

和3年の日光地震に類似じている。

④震度の割に，山岳地帯の地質の関係で非常に多くの山崩れ，土石流が

発生した。

震災地付近の河川は，西北部に水源を有し，東南に流下するものが多く，

侵食はおおむね谷頭に盛んで，両岸は谷底平野が発達している。河川は流下

して渡良瀬川左支川，恩川に合流する。

山体は大部分が秩父古生層より成り，開析が進んで満壮年期地形を示し，

北西または東南に傾斜して摺曲を繰り返し，断層によって断たれている。足

尾町と鹿沼市の境，大芦川上流の西沢川右岸から横根山，小川沢峠を囲む菱

形状の地域，大芦川左岸，八岡，中ノ畑，上大久保から黒川右岸，上原を囲

む楕円形の地域，黒川左岸，大原から上流3Ianの半円形の地域，鶏鳴山東の

長径 2Ian，幅500mぐらいの楕円状の地域に花闘岩の山地が分布している。

また，大谷川，田川を境に日光から行川右岸に沿い， 山久保から長畑川上流

の東沢の水源地を経て西沢に沿って東へ向う地域に火山放出物，洪積世の丘

陵地がつづいている。したがって， 山地崩壊の発生した地域の行JII，黒川，

大芦川の各河川は，古生層，花闘岩，洪積台地の影響をもっ河川である。

行川は，大谷川に平行して洪積台地聞を流下し，室瀬，行川に至って南に

転じ，下小代で震源地といわれる鶏鳴山より流下する長畑川を合流して，栃

窪地点で黒川に合流する。

黒川は，古生層の山地を南下し，宮小来川地点で右岸に花闘岩の山地を接

しながら東に転じ，日光市，今市市の境界付近で左岸に花闘岩山地をひかえ，

大原よりは古生層の山間地を流下し，板荷で南に向きをかえて，行川を合流

して思J11へ注ぐ。
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F火山放出物
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第4図 今市市付近地質概略図

大芦川は，古生層山地から南下する東沢と，花商岩と古生層地の聞を東下

する西沢とが草久で合流し，八岡 ・上大久保聞の左岸で花闘岩が山地に接し，

南東に流下して思川に合流する。

(2) 山地崩壊の状況

今市地震によって広範囲の山地に崩壊が発生した。これらの崩壊地は，だ

いたいにおいて鶏鳴山を中心として直径約12kmの円内に分布している。崩壊

地分布には，行川， 長畑川， 黒川， 大芦川が流れているが，これらの流域ご

とに『今市地方震災誌』（掲前〉より状況をまとめてみるO

①行川
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行川は大谷川に平行して洪積台地聞を流下し，室瀬，行川に至って南に転

じ下小代で震源地といわれる鶏鳴山より流下する長畑川を合流し栃窪地

点で黒川に注ぐ。行川左岸の洪積台地は，集塊質安山岩層の上に厚い粘土層

および、腐朽火山際，腐朽火山灰が堆積しているO 右岸山地は，厚い粘土層の

上に腐朽火山灰，腐朽火山礁が山積して，所々に古生層に属する基岩が露出

する。上流山窪付近には，わずかに古生層砂岩が露われている。こうした洪

積台地に，大きな崩壊のほとんどが山腹凹部に発生L，漏斗状の崩壊型をな

し，十数カ所にわたって行川を堰止めた。一方，河岸に面する台地の崩壊面

は，扉風状の崩壊が大部分を占めている。崩壊個所数は27ヵ所，崩壊面積は

約6,600m2，推定崩士量は約10万1,OOOm3と発表された。崩壊土砂の大部分

は，河床および両岸耕地上に堆積し，山地の至るところに亀裂ができた。

②長畑川

鶏鳴山東麓に発する西沢，北麓に発する東沢の二渓流が長畑後山地点で合

流して長畑川となる。西沢，東沢とも水源山地は花商岩が露出し，下流部は

行川と同様に，厚い洪積層の台地をつくっているO 崩壊の型は行川に類似し

ているが，沿岸平地が比較的広く，崩壊土砂は山脚部に堆積して，流路には

入っていなし、。崩壊個所数は8ヵ所，崩壊面積は約 1万m2，推定崩壊土量

は約2万2,000m3とされている。

③ 黒川

日光市鳴虫山に水源をもっ西沢と，行川水源の分水山地から流下する東沢

が，南小来川地点で合流して黒川となる。西沢流域山地は，左岸側に古生層，

右岸側に花商岩が分布し，東沢では左岸に花闘岩，右岸に古生層が分布する。

西沢流域山地では表土の剥落が多く，崩壊個所数19ヵ所，崩壊面積約1万9,000

m2，推定崩壊土量約2万5,000m3とされている。東沢流域では，上流部で渓岸

の扉風状の崩壊が多く，下流部では右岸山腹で表土の剥落，左岸山腹で短冊

状の崩壊があり，いずれも山脚に堆積した。崩壊個所数は24ヵ所，崩壊面積

は約2万8,000m2，推定崩壊土量は 3万4,000m3となっている。

④ 大芦川

大京川は夕日岳， 三宿山，薬師岳，地蔵岳の水を集めて南下し，草久で東

へ向い，八岡で、再び直角状に南へ転じ，塩沢でさらに東へ向い，しだいに南

へ方向を変えながら流下し，粟野町で思川に合流するO 大部分が古生層より
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なるが，大芦川が南へ，東へと向きを直角に変流地点の左岸側に花闘岩地帯

があり，この付近に大規模な崩壊が集中している。崩壊個所数11ヵ所，崩壊

面積約6,800m2，推定崩壊土量は約 1万1,OOOffilと算定されている。

これらの崩壊は，比較的渓流に近い ものについてのみ調査されているが，

崩壊地は局部的に集中している。 洪積台地におけるものは規模が大きく，ほ

とんど山腹凹部に発生し，崩凄から堆積まで、は瞬間にあらわれている。丘陵

性の低い軟弱山地には，階段状に亀裂に沿ってとり出した形をみせた。また

古生層および花儲岩山地では，表土の剥落の型で崩れており，一部で花闘岩

の旧土石流跡が川に向って崩落したものがある。

(3) 山地崩壊の特質

崩壊状況は地学的に大きな特徴をもっている。それらをまとめると次の よ

うである。

① 崩壊発生と地質

顕著な特徴をみせ，花関岩山地にもっとも多く，火山放出物地帯がこれに

つぎ，古生層山地では崩壊が少なくなる。現在でもその様子が判明する地点

に，大芦川支川黒人沢がある。ここでは，左岸側が花嵐岩地帯，右岸に古生

層の山地がせまっている。崩壊跡は左岸側に集中し，右岸の古生層山地には

まったく崩壊がなかった。また，火山放出物と古生層の月係を示す地域とし

て，黒川上流東沢の木曾峠付近がある。ここで、は，火山放出物地帯に崩壊が

多く，古生層地帯でははるかに少ないことが道路復旧工事個所や踏査報告

（前出『今市地方震災誌』〉によってあきらかである。花関岩地帯と火山放出物

地帯との関係は，大芦川左岸，八岡，小鹿入，中畑，下岡， 上大久保， 上大

久保から黒川沿いの山口に至る道路，上原，宮小来川と八岡を結ぶ道路の細

長い楕円状の花樹岩山地の崩壊密度がもっとも高いことから，花嵐岩のほう

が崩壊しやすいと判断できるが，確実な資料はない。

花尚岩および火山放出物の山地では，崩壊が相接して発生し，大規模の崩

壊が局部的にまとまることが比較的多い。 一方，古生層の山地では，小規模

の崩壊が散在し，まと まった崩壊個所はない。また，亀裂も花陶岩，火山放

出物の地域に比べてはるかに少なく，古生層がもっとも崩れ難かったと考え
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られる。

②崩壊発生地と方向

崩壊の発生地と山腹傾斜面との方位について，興味ある報告がなされてい

る（『災害の研究』小出博，昭和26年，林野庁〉。花闘岩および火山放出物山地

では，震源地と反対側に近い側を向いた山腹上で大規模な崩壊が発生し，古

生層の山地で、は震源地に向った側の山腹に崩壊が多いということが指摘され

ている。

③ 崩壊分布

崩壊地および林業，土木，耕地被害は，震源地を中心に一定の円周上に分

布し，崩壊激甚地はとくに顕著に並んでいる。

(4) 今市地震による山地の荒廃

前記の特徴を踏まえて，花同岩山地，火山放出物山地，洪積台地，古生層

山地の荒廃について，小出博の調査（前出『災害の研究』〉を中心にみてみる。

① 花闘岩山地

大芦川流域の八岡，上大久保から南小米川の上原付近に東西約 1.5km，南

北約5kmの細長い地域を占めて発達するほか，黒川流域の日光市と庫沼市境

界付近にも広く分布する。花儲岩山地は，やや丘陵状を示すか谷密度が大き

く，山が複雑な形をしているO 古生層山地が壮年的地形をしているのといち

じるしい対象を示している。地表50cm内外は粘土質の風化物で，その下にマ

サが厚く発達している。

崩壊の形は，豪雨によって発生するものと類似している点もあるが，いち

じるしい相違点も少なくなし、。それらをまとめると次のようである。

げ） 崩壊は山腹傾斜面の上のほうにおこり，傾斜がちがい，山腹途中に棚

状の部分ができている場合には，棚のすぐ下のところから崩壊がはじまって

いる。こうした状況は豪雨の場合もほぼ同じであるが，豪雨のときはオタマ

ジャグシ状の細長い形ができやすいのに対して，輪郭が不規則で横幅が大き

い傾向を示しているO

（ロ）崩壊面はまったく平面的で，沢らしい凹部がほとんどなく，縦横断面

が直線的である。さらに，まったく尾根状の凸地形の上に発生しているもの

もある。これらの形は，豪雨の際，多かれ少なかれ沢状の凹面地形の上に限
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定されることときわめて対象的である。

同崩壊の深さは浅く， 30～50cm内外の板状体のブロックが完全に滑りお

ちずに，山腹傾斜面の途中にとまっている例が多かった。

こうした状、況から判断して，花開岩山地の荒廃地は，震動による地表層が

マサからはがれるように分離したものと考えられる。そして崩壊は震動だけ

によ るものではなく ，崩壊面下にしばしば湧水があることが特徴的である。

今市地震発生の以前，数日間に降雨はなかったが，崩壊後の崩土は水分を多

量に含み，歩行が困難であったといわれている。細木沢は，集水区域数町歩

の小さい沢であるにもかかわらず，谷間だけでなく，山腹からも相当の湧水

があり，崩壊面からは水がさかんに湧き出していた。また，鹿入東の県道付

近は， 小さい尾根の突端で，集水区域はほとんどなし、にもかかわらず，崩壊

面中央部からかなりの湧水がわきだしていたという。

したがって， 花街岩山地の崩壊は，単に震動が発生の唯一の理由ではなく？

平常から水分の多い状態にあるこ とが，崩れの先天的な素質をつくっていた

と考えられる。

豪雨の場合といちじるしく異なる重要なことは，崩壊土砂が崩壊面のすぐ

下でとまっていて，遠出をしていないことである。この形は，あとでみる火

山放出物の崩壊状況とも大きく異な る点である。

＠ 火山放出物地帯

火山灰や軽石ででき，多くの場合地層となって堆積しているものをいう。

基盤は木曾峠や旧板荷村付近では，主として古生層，今市南付近では集塊岩

や安山岩，石英斑岩，旧落合村の行川東岸ては， 20m以上の厚い洪積世の喋

層の上に，さらに20m以上の厚さで層をなして高い段丘を形成している。堆

積の状態は必らずしも同一でないが，こう した火山放出物の層が至るところ

で大小の崩嬢や滑落をみせ，山地を荒廃させた。

崩壊には 2通りの型がみられ， lつは地とりのような緩傾斜地型で，ほか

の 1つは急傾斜地型で滑落あるいは崩壊型の様子を見せている。こうした 2

つの型についてまとめると，次のような特徴を示す。

げ） 緩傾斜地型の崩壊

10度内外の緩い傾斜地， あるいは峠の頂上， 丘陵状の山陵付近におきたも

ので，今市南に広く分布している。崩壊の規模は旧落合村善入坊，日光市野
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口には比較的大きいものがあるが，一般に小さい。軽石層が地とりに似た運

動を行なって荒廃するもので，荒廃地の状況は地とり地に近し、。こうした型

は，大正3年の秋田地震，同12年の関東地震，昭和5年の北伊豆地震でも類

似の現象があったといわれている。

伊） 急傾斜地型

日光市木曾峠付近では，花崩岩と同様な浅い板状体の滑落崩壊で，上方を

頂点とする三角形を示すことが多く，土砂は崩壊地直下でとまっているO 一

方， ：今市市金沢，新作，室瀬沢，明神，日光のコーズリ沢などでは，地表下

の相当深い部分がえぐられるようにして崩壊し，規模の太きなものが多い。＼

金沢では，土砂が行川を中心として約500mの沖積原を横断L，民家数戸を

倒して反対側の斜面にのりあげた。崩壊した土砂は主として火山灰と軽石で

あるが，谷を数百m押し出し，谷に厚く堆積して谷筋を荒廃させることが一

般的である。この押し出しによって，崩壊地面積の17～18倍の地域が被害を

こうむることになった。また，崩壊後の土砂量は，見かけの容積が倍以上に

増大し，この見かけ容積の増大量が災害の大きさを決定しているO この形式

は，山地崩壊の基本的なことで，小さな崩壊地でも崩壊状況をみると非常に

大きな崩壊量に思える ことがしばしばである。見かけ容積の取扱いが，山地

崩壊による災害を考える場合，留意しなくてはならない 1つである。なお，

崩壊地の谷には流出水が多く，峠の上でも湧水がみられることが注目される。

③ 洪積段丘

行川流域によく発達しており，行川に面した急な崖にいたるところで小さ

い崩壊が発生しているO 崩壊は上部の緩い傾斜の火山放出物の層におこり，

傾斜の急な下部の喋層にはおこっていなし、。崩壊した土砂は，喋層の部分に

崖錐状に堆積してし、る。

④古生層

広い分布を占めるが，一般的には崩壊し難く，わずかに板荷，東小来川付

近にややまとまった崩れの分布がみられ，いずれも珪岩の山地である。崩壊

面はほとんど岩盤で，厚さ20～30cmのうすい板状体が珪岩の上を滑落じたよ

うな様子を見せているO

今市地震による山地崩壊の状況は以上のようであるが，治山治水の観点か

ら次の2点が重要な特質として指摘される。
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げ） 崩壊地の分布と林相との比較でみると， 20～30年生を中心として，そ

れ以上の樹齢の杉，槍のいっせい造林地に大規模な崩壊がみられ，広葉樹に

は比較的少ない。

制 崩壊土砂は，崩壊地のすぐ下か，谷に押し出したままでとまっている。

このことは，豪雨による場合と対比されよう。

(5) 山地荒廃後の対策

今市地震までの栃木県の治山関係は，経済部林務課においてあっかい，那

須，足尾が中心でわ他にみるべき治山事業はほとんどなかった。震災を契機

に，林務課は林務部となり，治山課，治山事務所が大幅に機構拡大された。

治山事務所の主力は，小来川，今市，西大芦の各事務所にあり，活発な治山

工事が進められた。

治山工事の基本方針は，次のようである。すなわち，地震による山地崩壊

は甚大で，したがって，これら崩壊土砂の流失に伴なう災害対策はもっとも

重大なる懸案とされた。県林務部調査による山地崩壊の推定土石量は66万ffil

と見込まれ，その後の降雨による崩壊を見込むと対象土量は約 175万ffilと推

定した。この防除対策として河川堰堤および林業堰堤を出水期前に構築して，

流失土砂防止を行なうものとされた。流失土砂による被害の及ぶ範囲として，

下流市町村である上都賀郡南部，下都賀郡，さらに渡良瀬川，利根川の被害

を思惟した。

その結果，緊急策として第 1次工事では砂防堰堤，すなわち渓流工事を重

点として採用し，第2次工事として森林造成事業を伴なう山腹工事に主眼を

置くこととなった。

緊急渓流工事としての砂防堰堤は，第5表のように行ない，この外山腹の

崩落土石流の抑止沈定を期して要所に74ヵ所の堰提群を築設した。さらに，

これらの緊急工事のあと，引続き堰提群が配置され，昭和27年度までに 202

ヵ所が完成した。

今市地震発生後の約1ヵ月聞は，予震が続き，そのたびJこ崩壊がおき，一

次崩壊をむしろ上まわるくらいであったといわれている。約 1ヵ月後からの

調査の開始と，それに基づく緊急工事が行なわれていったが，調査および工

事にたずさわった人たちの観察を聞くと，「崩壊すべきものはすべて崩壊し，



宮村 ：山地災害 （I) 113 

第5表砂防堰堤

河 Jll 名 ｜堰堤数 ｜蓄量主主 ｜堰堤貯砂量 ｜崩壊土量

行 Jll 5 67, 760ffil 83,300ffil 101,580ffil 

黒 Jll 4 59,265 38,900 90,945 

大芦川 1 7,400 36.000 2,100 

長畑川 22, 180 

E十 216, 805 

（注） 崩壊土量は，山脚などに堆積している土石の推定数量。

その後はみごとにおちつき，たくさんの亀裂にもかかわらず， 豪雨時におい

てもまったくといってよいほど崩壊がなし、」という。しかも，大芦川，行川，

小来川，黒川では，崩壊による影響はその後現在までほとんどみられない。

地震発生後，治山事業をただちに開始し，その際，融雪および豪雨により下

流一帯，とくに利根川，思川への影響がさかんに記述された。そして，緊急

治山事業では，とても安全を期し得ないものとして長期計画がたてられた。

しかし，緊急谷止工の施設だけで，ほとんどことたりている状態である。

（東京大学土木工学教室，日本河川開発研究会）

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

