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山地災害（]J[)

4. 天明 3年浅間山噴火

(1）概況

宮 村 忠

活火山として知られる浅間山は，白鳳14年の大爆発から，天治年間，大永

年間，享禄年間，正徳年間，享保年間，天明年間と，爆発した度数は計り知

れない。なかでも，天明 3年7月の大噴火の場合は，直接の埋没家屋 l,000 

余戸，死者2,000余人，江戸にまで降灰一寸に及んだといわれる大爆発であ

った。 「午後二時頃より夜十時頃に亘り，大焼けとなり ，牙山も大小火石の

雨下する所となり，火は裾野へも燃え拡がる。七日は晴天なりしが午後一時

頃より四時頃までは遠近と も降砂灰甚しく，武蔵国深谷辺でも暗夜の如くな

り提灯にて往来せざるを得ざる程となれり。震動雷鳴強くして戸障子外るる

に至れり。七月八日晴天なり しが午前八時頃より十一時頃までは噴火の勢最

も甚だしく，江戸にても午前十時頃より正午頃までは薄暗くなりたり。遂に

此日午前十時過に至って，非常なる一大鳴響と共に，焼石熱泥の大押し出し，

即ち噴火頚れと称すべき一種の大泥流の奔下あり。北上州方面に崩落して吾

妻川に注ぎ，暫時之を塞ぎ続いて決潰して吾妻川よ り利根川に奔流し，沿岸

の諸村落を蕩壷せり。総計死者千百五十一人，流失家屋千六十一戸の多きに

達したるが，就中大熱泥流の衝撃を直接に蒙りたる，吾妻郡鎌原村の如きは，
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総人口五百九十七人の中四百六十六人の死者を出し，全村土石の下に埋没す

る所となりたり。

浅間山の北麓六里ケ原に露出せる，『鬼押し出し』は即ち此噴火の時，噴

火口壁最低部なる，北側銚子口より流出せる熔岩なり。七月六日より九日午

前の聞に於ては，遠く江戸，銚子方面にまで，砂灰火山毛の降下あり，高崎

の如きは降灰の屋上に積ること五六寸に及び為めに，市内に潰家五軒を生ず

るに至れり。又群馬県碓氷郡坂本の如きは総戸数百七十二車干の内，砂石の為

めに潰れたるもの五十九軒，大破せるもの百三軒あり。軽井沢の如きは石砂

の積ること四五尺に達し，屋とに落下せる焼石より発火して，総戸数百八十

六軒の内五十一軒を焼失したり，降灰石のために潰れたるは七十軒にして，

残余の六十五軒は大破となれり」〈天明三年浅間山噴出の実況，山崎直方『震

災予防調査会報告』 73号〉。

関東への影響はもちろんのこと，出羽，奥州にまで灰砂があったと伝えら

れており，降灰の範囲と量はばく大なものであったことがうかがえる。利根

川流域における降灰の様子を，古文書，郷土史などより整理してみると，次

のようであるO すなわち，降灰の範囲は25～35kmの幅で，碓氷JIIと吾妻川に

挟まれた地域からほぼ利根川に沿って，蕨，板橋，江戸，安房，上総，下総

にまで及んでいる。降灰量は，鼻白峠で砂石が 1丈余，碓氷峠で同じく 4尺

余，さらに松井田で2尺余，安中から板鼻，高崎にかけて 1尺余，倉賀野か

ら新町，本圧，深谷にかけて 1尺～ 8寸の降砂石があった。また，北上州か

ら前橋にかけて 5～6寸，吉井，富岡では4～5寸の降砂石があり，西ノ牧

から下仁田にかけては降砂石が少なく，ーノ宮から藤岡に至る地域には6～

7寸の小石砂が降下している。荒川上流域の，埼玉県秩父郡では4～5寸，

埼玉県北部で2～3寸，埼玉県南部では2寸余の降灰に見舞われ，下総では

2～4寸の降灰があった。とくに，碓氷峠から倉賀野，新町に至る聞は，見

渡す限り緑は根絶し，田畑さえわからない状況を呈した。なかんずく，浅間

山より30km付近までは，ほとんど一物も残さず焼失した。

この大爆発に伴う被害は，すでに始まっていた天明の大飢鰹に拍車をかけ，

とくに関東においては決定的な意味をもつにいたった。徳川後期における三

大飢鰹は，天明，天保，慶応の飢鐙といわれる。なかでも，近世史上，もっ

とも深刻なものが天明の飢鰹であった。夏の 3ヵ月間に47日にわたる冷雨の
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年が記録され，天明 2年にはすでに南海，九州を中心として凶荒がはじまっ

た。このころには，東北，関東では減収が4分に及んだとはいえ，米価の高

騰に助けられていたが，天明 3年の春，夏の冷気，多雨がしだいに東日本に

も深刻な事態を芽ばえさせはじめてきた。そして，浅間の大爆発は，空前に

して絶後ともいうべき大凶作をもたらすに至った。『徳川実紀』によれば，

爆発による死者総数 2万余人というが，もしこの数字が正しければ，世界長

大の記録となる。さらに，天明 6年の大洪水など，全国的な大雨がつづき，

天明 2～7年にわたる間，北海道から琉球に至るまで，国土は荒れに荒れ

た。とくに，関東，東北の大凶荒は，浅間山の大爆発の影響によるものとい

われている。

(2）吾妻川洪水

浅間山の大噴火に伴って，利根川の河床変動を考えるうえで重要な出来事

として，吾妻川の堰止湖の形成とその欠潰がある。天明 3年の爆発時に，吾

妻川の羽根尾付近に深い堰止め湖が現出した。「この川七月八日巳の刻比雨

降らずして満水せ り。是は浅聞きびしく焼地底よ り火気にて水を吸ひ上げ，

熱こぼれたる如く 。絶頂数ケ所崩れ，火石硫黄突発し川向大前村へ，ート口

鎌原村へ押出し， 二口は両の間へ押出し， 三ケ所一同になり，けはしき岩石

突破り，羽尾川を山より山へたたへ，其はさま水あふれ……」（『浅間火山』，

八木貞助著，信濃教育会北佐久部会および信濃毎日新聞社発行，昭和11年12

月，より〉。この堰止め湖の水が越流しはじめたころ，「大鳴地底より響き動

いてたたへたる水一度に破れ，震動して押払い，川より数十丈高く，火焔黒

けむり，火石ゆわみちみちて，矢を突く如く山間の川辺村々逃る間もなく，

吾妻，群馬両郡九十五村押流或は泥入前代未聞の大変Jc前述，『浅間火山』

より〉がおこった。時ならぬ大洪水が，浅間山大爆発で恐れおののいている

吾妻J11，利根川沿岸の村々を襲った。この洪；Jcによ り，旧大前村，鎌原村，

芦生田村，西窪村，小宿村，袋倉村，中居村，赤羽根村，羽根尾村，今井村

の田畑， 家屋の全滅，死者 L800余人をはじめ，吾妻川沿岸の耕地，住居を

決定的に破壊し，さ らに利根川に注いで八斗島付近までの集落を襲っ てレ

る。被害記録からみると，流失家屋が 2,000戸を越すほどで，深刻な水害を

あらわした。
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この洪水の大きな特徴は，水位が非常に高かったことと，流勢がつよかっ

たことがあげられ，流失家屋の多いことがこれを示している。先にみた五十

里洪水の場合と同様に，渓谷部においては，降雨による場合よりもはるかに

高い水位と破壊力を示した。利根川に合流してからすぐに一派は前橋方面へ

乗りあげ，五十里洪水における氏家水害と同じよ うに旧利恨川に相当する広

瀬川筋を襲っている。八斗島をすぎるころから，流勢が弱まり ，流失家屋は

なくなる。

この洪水によって，焼石砂および降灰砂を多量に運んだことも特徴として

あげられる。吾妻川においては，ほとんどといってよいく らい，焼石および

降砂灰を押し出した様子が記録されている。利根川においては，八斗島付近

から島村にかけて押し出された石磯砂が堆積し， 6～8kmの河原をつくった

といわれているO この時，利根川変流と して名高い七分川は，この河原のな

かにあり，ほとんど埋没してしまった。また，広瀬川筋を襲った洪水は，荒

牧， 川原島，関根，田口，上ノ宮，長沼などを中心に噴出物による自然堤防

をつくっている。浅間山噴火の降下物は，この洪水により吾妻Jllから押し出

され，利根川沿川の堆積灰をあわせて七分川，三分川付近の河床をいちじる

しく上昇させた。

さらに，この洪水の大きな特徴の lつに，おびただしい流木がある。吾妻

川沿岸の立木は「一物を残さず」状態であり，泥流によって焼け倒れた木々

は，この洪水でことごと く流れ出した。流木と焼石とは，利摂川においてと

ころどころでJllを堰止めながら流れ， 堰止められた川水に足を焼きちぎられ

た人が20日すぎまで、つづいたとし、う話が， 前橋から伊勢崎にかけて伝えられ

ている。流失家匡の数も多く ，酒巻付近よりと流にかけて河原一面に流木を敷

いた状態をつくった。近年，前橋市内の下水道工事中，焼けた木の残がいが

いくつか掘り出され，吾妻川洪水が前橋付近の低地を流れたことと，流木の

いちじるしかったことをしのばせている。また，利根川において赤岩の 500

聞におよぶ破堤を伴＂＂江 戸まで水がおし寄せており，隅田川にかかる両国

橋，新大橋が流された。江戸におし寄せた洪水は，隅田川の水位をそれほど

高く したわけで、はないが，流木の影響が両国橋，新大橋を欠潰させたと考

えられる。隅田川における水防活動の主要な任務は，両国橋における流木の

排除にあった。江戸市街地の治水は，日本堤と隅田堤とによって成立し，激
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しい水害とし、う形をとることは決定的な大洪水を除いてほとんどみられない

（「利根川中流部の治水J『にほんのかわ』第4号， 日本河川開発調査会〉。

そこで，洪水への重要な関心事は橋梁の流失であり，隅田川における治水活

動の重点は流木の排除にあったわけである。ところで吾妻川洪水の影響を受

けた隅田川洪水は，おびただしい流木群により両国橋，新大橋を欠潰させ，

中小洪水にもかかわらず隅田川の重要治水対象であった橋梁の流失をひきお

こしており，吾妻川洪水がまれにない流木群をともなっていたことを示して

いる。流木の多いことは，土石礁の多いこととあいまって河床上昇をいちじ

るしく大きくする。とりわけ利恨川中流部では，石礁の採取や波深の際， お

びただしい流木を見い出しており，みかけ上の河床上昇の大きかったことが

うかがわれる。

(3) 天明 6年の大洪水

浅間山大噴火直後の吾妻川洪水は，堰止湖の欠潰とし、う特殊性により，七

分川を埋没させ，利根川の河床をいちじるしく上昇させたが，さらに天明 6

年の大洪水がこれに拍車をかけた。

天明 6年の大洪水は，寛保2年の大洪水をうわまわるものと して，利恨川

全川にわたって大水害をひきおこ したO この大水害は，利根川の洪水はも と

より，荒川の大洪水，さ らに石神井川，神田川などの中小河川の洪水もきわ

だって大きく，江戸市街地においては開府以来の大水害に見舞われた。

利根川においては，妻沼から栗橋付近までの破堤が各所でおこり，流域の

平地部はほぼ大部分が水中に没した。

この洪水は，水害の激しさもさ ることながら，利根川河道の変化にも大き

な意味をも った。すなわち，天明3年の浅間山の大爆発および吾妻川洪水に

よる利根川河道の大変化をさらに決定的なものにし，利根川河床は中流部か

ら下流部の一部に至るまで大きく上昇することとなった。浅間山爆発が，利

根川を荒廃させるもっ とも大きな役割の 1つを，天明 6年の大洪水が担った。

いいかえれば，利根川河床の上昇を広範囲にさせたことで，天明 6年の洪水

はきわめて重要な意味をもっ。

天明 6年の洪水で，利根川政策に関するも っとも重要な出来事としては，

権現堂堤の欠演があろう。記録にあらわれる限り，天明 6年まで権現堂堤が
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欠潰した例はなし、。そこで，権現堂堤の欠潰と江戸の水害が強く結びつけら

れるようになった。そこで天明年間以降，権現堂堤，江戸川流頭を中心とし

た利根川治水策が展開していくこととなるO

(4) 浅間山噴火の影響

吾妻川洪水および天明 6年大洪水を伴って，浅間山大爆発は，利根川中・

下流部に大きな影響をもたらせた。

君塚貢は『利根川の変遷と改修問題』（昭和27年12月8日〉のなかで，浅

間の噴火について次のように論じている。「往時から土砂沈積を大ならしめ

た主な機会は， 一六八三年の大地震， 一七八三年の浅間の大降灰に続いての

一七八六年の洪水などであろう。それ等の累積を察知する資料は僅かに飯沼

開発の記録以外に今は研究し得なし、。

享保年間（約二三O年前〉飯沼の低地からの落差は，利恨川水面に対し一

九・二尺（五・八二米〉，鬼怒川水面に六・九一尺（二・ O九四米〉であった

という。この記録から両川にある飯沼の現排水口付近における当時の水面Y•

P高を推定するに利根川口は三・ 八八米，鬼怒川口は七・六O米である。

然るに全地点の現在平均水位は利根七・二O米（Y• P) （一六年の最高水位

一三・六O米〉，鬼怒川一0・0米（最高水位十六・八米〉であるから，往

時に比して利根川は三・三二米，鬼怒川は二・三九四米だけ平均低水位に於て

上昇した計算となる。これは大体において河床の埋堆によるものと解し得

る。「……而して土砂埋積と洪水量増加による水位上昇とを併せ考へ，往時

と現在とを比較想像すれば利根の洪水位は八・ 0米位も上昇したであろうこ

とは実に驚くべきことで……」ある。

また，天保11年の山口玄亭の治水意見上申では，「当時江戸通行の利恨川も

万治の頃より起り し由申伝候得者最早二百年に及候。以前の二つの古川に比

すれば早く塞がり候様に覚候は浅間山の焼沙流入たる故にて可有之候。只今

にては川底平地よりも高きこと五，六尺或は所々によりては八， JL尺も高き

場所も有之候」。「三年己後卯年上州浅間山焼にて，石砂上州，下野，武州三

国に降，利根川には大石を押出し，焼砂移敷熱湯の如き水流れ入，魚類牽く

泥水に酔て死し浮びし由承及候。倍又三年過にて天明六年商午七月，是は以

ての外の大水にて，堤通押切候場所幾所といふをしれず，翌年末歳は関東大
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飢鐙餓死人多く ，江戸を始め往還筋の宿駅在々所々にても雑穀等を商売致

し，又は富豪にて貧民撫育の慈悲心なきものの家屋を打設し，誠に天下騒動

致候。ことには右降沙己来利根川の川底高く 浅く相成候故，其後は六七年も

聞を隔て，五度も堤押切中候。忍城下の堤権現堂堤， 共外江戸川通利根川の

堤押切候事度々に有之候」〔栗原良輔 『利根川治水史』より〉。

慶長 9年，仁子村地先より鳥川の水を引入れた備前渠用水も，浅間の噴火

の影響jを物語っている。尾高藍香の『備前渠治安策』で記しているところを

見る。「斯渠の利有るを知って， 害あるを識らざること， 殆んとーご．百年0 J{ 

水利を起すの方法，宣しきを仰て恵沢淡沿し，謡歌噂重しても亦宜なり ο

然るに天明以後，今に至って其利便不如意なるより議論紛々，謡歌嘆嵯互

に起る。宜しく治安の策を講ずベし。按ずるに天明三年秋，浅間山噴火の災

に因て利根川の流域南に移り ，鳥川の水身を掠奪し，或は分れ或は合し，数

里の間，烏J11の名蹟，断続隠見し，流末僅かに其形を存し備前渠口は，直に

利根川に接し，其水勢の衡に当れり。主主に於て利綾川横溢の時には備前渠口

を破壊し，宛然利根川を分流するが如く備前渠之を呑むこと能はず， 汎濫暴

激して渠北の村々，年々其災を被るに至れり。 右村々は元より渠水を利用す

ると無く，只損害を受くるのみにて困苦に勝ざる より，之を免るることを官

に請ふ。官遂に命じて備前渠口を塞ぎしは，寛政五年なり。而して其害を免

かるることを得たること二十余年。然るに用水組合村々と葉北村々 と利害を

異にする為めに論争の端緒を開しも此時ならん。 爾後歳早する時は，備前渠

組合村々，用水不足して困苦せり」〈韮塚理重『備前渠三百年史』， 昭和33

年，序言よ り〉。天明 3年までにも，取入口の竣諜については，難渋を くり

かえし，備前渠維持は大洪水ごとに困難を来たしていた。しかし，天明三年

の浅間山の大噴火は，利根川河床の変動にともなう湧水，排水の変化を激し

くし，水路沿いの上，下流に決定的な利害関係をあらわしていくようになっ

た。寛政5年に取入口を締切ったあと，用水不足が深刻になった下 流農民

は，文政9年夏には備前渠元口暴撃の挙にまで発展させ，関係諸村数十人が

獄に下り ，失命の者さえ出るに至った。

備前渠取入口の変化については，金井元治の編纂になる 『備前渠史』にく

わしくみられるが，それらを整理して韮塚理重は 『備前渠三百年史』で次の

ように記している。「七月五日の夜浅間山が大爆発し， 降灰二寸，六日は快
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晴，西方の空は真黒になり夜に入って又々鳴動起り七日の暁には降灰が大雨

の如く，・一…降灰はー尺以上にも及んだ。大岩石押し寄せ，焼石流木のため

河床は平均六，七尺も上り，・・…天明四年辰，…・・・前年の七月浅間山大爆発

のため用水取入口， 堀筋共あとかたもなく，鳥川は埋没されて利根の河床と

なった。この大事変のため実地調査の結果幕府は細川重覧に命じて上武の河

淡いをしたO ……天明五年巳，…・前年の大雨で河床が上ったため，この年

も又大水害を蒙り埋没，－－一工事が施工された。天明六年午，一一前年の夏

度々のIJ¥水で大被害を受け堀筋埋没，…・ー工事が施行された。天明七年末，

…度々の洪水に又全て埋没，…－工事が施行された。天明八年申，河床が

上っているため前年中の度々の洪水に埋没は一層はげしし……工事を為し

た。天明九年酉， ・・・・・・この年又前年の洪水で埋没はげしく・・…・工事：を施行ーし

た。天明三年以来河床が上ったため毎年このような洪水となり，横瀬村他十

四ケ村は種々水害対策の運動を為した。備前堀はあっても毎年埋没するので

この村々と熟議の結果，希望により天明年間の中頃から用水の役を果さずと

議定書を作ったが，毎年堀割りを繰返し，工事をなした。寛政二年j丸

この年幕府の召集を受け出頭したところが，仁手堰普請は差し止めとのこと

であった。理由は榛沢郡横瀬村外十四ケ村が，浅間山爆発の為利根川の河床

が上り毎年洪水の被害を受るのが忍び難く，依て備前渠取入口を〆切る様に

抑生主膳に訴え出たためであった」。また，『備前堀閥復日記』によれば，河

床低下にともなう取入口の再開の経過を述べて「天明之度浅間山焼砂降大石

押出シ川床高ク相成本庄宿裏仙南掘耕地其外所々湧水多用水不足モ之有間敷

ト寛政五丑年御築留ニ相成其後利根川度々之洪水ニ而焼石等押川床下リ候ニ

随ヒ仙南耕地其外湧水相減去ル己年早越以来仕付無等ニ相成割之儀等度々願

土奉候処故障之難儀有余リ文政九成年組合弁流末村々小前惣百姓申合理無尽

ニ堀割仕追々御召捕街l吟味之上夫々街l料仰付被一件仕候然処去々亥七月中故

障村々熟談之上堀願上奉」とある。

ょうするに，天明 3年以来の利根川の河床上昇は，備）前渠取入口を締切ら

ざるを得なくさせた。そして文化年間のころに漸次河床低下をみるとろは，

下流の用水不足が顕著になり，畑地を多くもつ上流地域との矛盾を激化させ

るようになり，はげしい争いをよびおこしながら取入口再興に至る。浅間の

爆発がもたらした大事件ともいえよう。
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次に利根川中流部の代表的な用水である見沼代用水について，浅間爆発の

影響をみてみる。

新沢嘉芽統による『見招代用水路の開疏と経堂』〈見沼代用水路土地改良

区，阻和30年〉では，次のように論じているO 「代用水路の管理上現在最も

大きな問題の一つは，元玖からの土砂の流入である。この流入土砂は十数里

も流下し，東西両縁用水にまで達し，年々地先村々で波諜を行う慣習になっ

ているが，その量は次第に増大するといわれ，処置に苦しんでいる。この問

題は，新設にあたり砂留石詰枠を設置したことに見られるように，すでに予

期されていたところであるが，現在では当時よりはるかに増大しているので

はなし、かと思う。かく判断する俊拠は，新設後約二百年間の利根川河床の変

化にある。恐らく河床は，上流よりの土砂の流出のため，当時より数尺高く

なっているのではなかろうか。現在では利根川表と元玖裏には水位差が相当

ある。新設当時にはこれ程の差はなかったのであろう。元玖裏に続く代用水

路は深く掘撃されているが，もしも利根川の水位が現在のごとく高位にあっ

たものなら，水路底をかくも深く掘り下げる必要はないはずである。現在で

は表と裏の大きな水位差をもって激しく吸込み，流速が大きく土砂を多量に

流入せしめるのである。当時も しも右の推論のごとしこれ程の水位差がな

かったものであったら，土砂の流入も現在ほどではなかったものと判断され

る」。見沼代用水元玖は，利根大堰建設前に利根川との差が 6～7尺はあっ

た。見沼代用水新設当時には，これほどの水位差はなかったものと考えられ

る。享保12年 (1727年〉に下中条のの利根川本堤に伏込まれた元玖は，平地

より 18尺下に樋管の床高を定めている。元玖築造の翌年には，流入量が十分

でないために，元玖の約45m上流地点に新たに取入口を増設している。この

増設されたものを増玖といっているが，明治38年の元玖改造後に取毅され

た。元玖および増玖の築造後47年間は，何の改修も行なわれておらず，延享

2年 (1745年〉，宝暦7年 (1757年〉，同 9年，同11年，安永2年 (1773年〉，

同10年に元玖の修理〔安永2年は伏替〉がなされている。一方，天明年間以

降では，寛政12年 (1800年〉，文化4年(1807年〉，同12年，文政3年（1820年〉，

同8年，同11年，天保2年 (1831年〉，同4年，同 9年，安政3年 0856年〉，

同4年，同7年に，伏替，修理，波諜，護岸沈砂池の増大などが行なわれて

いる。これらの改修工事は，いずれも元玖の基礎から手がけるものではな



宮村：山地災害（）） 43 

く，元玖土台より上部のみの伏替，取入口より下流の波書長および護岸工事に

限られている。増玖の場合もほぼ同じような改修工事で，増玖の土台にかか

わる工事は無し、。

もし，見沼代用水取入口築造当時，利摂川との水位差が大きなものであれ

ば，増玖の増設の必要はなかったであろう。また，元玖裏に続く見沼代用水

路は深く掘撃されているが，利根川との水位差がこれほど大きければ，深く

掘下げる必要はない。 6～ 7尺の水位差によって利根川の水は激しく吸込ま

れ，流速が早く，土砂を多量に流入せしめてきた。これほどの水位差がなけ

れば，土砂の流入もはるかに少なかったとも判断される。こうしたことか

ら，天明3年以降の利根川河床のいちじるしい上昇が推論される。

土砂の堆積による水路敷の上昇は，補修復旧のもっとも困難な点となり，

毎年，藻刈り，縁刈り，堀凌いがくりかえされた。こうした補修にもかかわ

らず上流部の沈砂は激しく， 7j（行を筈し，そのため定式の堀凌いのほか，街l

入用金をもってとくに深波いも行なわれるようになっていった。この沈砂状

況について，元玖から約4lanにわたる調査実仔lj〔嘉永6年〉がある。この調

査は第1表のように嘉永6年春に竣諜した後，一夏中に沈砂した量を測定し

たもので，沈砂の大きさが想像できる。さらに，この調査にみられるところ

では，下流につれ，沈砂量が激減しており，中 ・下流部では流入土砂よりも

降灰の影響をもっとも強く受けている。

第1表見沼代用水路元玖付近沈砂状況（嘉永6年）

｜ ｜ ｜当牒床区間 堆積沈砂対する沈割距離

間 尺寸 尺寸 間

元玖下一一一番定杭 22 5.7 2.3 10 

増土入下一一元玖下落合まで 20 5.8 2.2 6 

一番定杭一一須賀村境 117 4.7 1. 6 ？ 

下中条村一一須賀村立会 62 5.0 0.5 8 

下中条須賀両村中央竣場一一荒木村境 510. 5 4.7 0.3 8 

須賀村境一一弥五郎橋 440 4.5 0.2 8 

弥五郎橋下一一星川落合まで 221. 5 4.8 0.5 8 

（出所）『見沼代用水路沿革史』見沼代用水路土地改良区より。
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つまり，見沼代用水は，利根川の河床上昇による影響のほかに，直接浅間

爆発による降灰の影響も強く受けている。見沼代用水路開疏後の一時期には，

用水は豊富で，用水の調整はあまり必要としなかった。その後しだいに上流

地域の開発が進み，下流を中心に水利調整が行なわれるようになるO 見沼代

用水路の開疏は，星Jllの流路を使用するので，星JIIから取水する騎西領には

プラスに，星川に排水する忍領にはマイ ナスに影響をもたらせた。天明 3年

以降は，この関係がし、ちじるしく助長されるとともに，見沼付用水下流地域

への流下量の減少により，三地域聞の水利論争が活発になる。そこで見沼代

用水開疏後，用水に対する幕府の制限はそれほど強くなかったが，天明以後，

改修はもちろんのこと，用水管理が強化されるようになり，分水路の官費修

理を行なうとともに用水の放流乱費をきびしく禁じていく 。忍騎西領用悪水

堰や見沼東縁用水の五堀聞の番水慣行などは，こうした水利争論の結果生ま

れている。とくに，東縁用水の番水は，天明 6年の訴訟によるもので，天明

6年の水論とよばれ，降灰による水路の埋没がもっとも顕著にあらわれた事

例である。

利根川中流部における浅間爆発の影響をうけた農業用水として，手lj根加用

水（天保10年く1839年〉新設〉および飯積樋管〈寛政年間く1789～1800年〉新設〉

がある。 利根川中流部には，見沼代用水や葛西用水などを代表に，いくつか

の農業用水の開発が行なわれてきた。 しかし，天明年間に焦点をあててみる

と，それまでの開発はすべて右岸側に集中し，左岸側にはみられなし、。渡良

瀬JIIから取水して新田，山田，邑楽郡の L300haをかんがし、する休伯堀は，

古海付近から利根川に沿って流下しながら，利根川から取水することができ

ないでいた。ところが，天保10年に至って，古海村より利根川の水を取り入

れ，休伯堀の用水補給を行なうようになった。また，この利根加用水の新設

をみる前，寛政年間には，北川辺村をかんがし、する飯積樋管が設けられてい

るO こうした農業用水の開発は，利根川の河床上昇によって可能になったと

考えてよいだろう。邑楽郡一帯は，多くの沼沢地をもっていたが，沼沢地の

なかに，いくつかの道路がつくられていた。これらの道路は，天明 6年以

後，急速に通行不能の場所が現われ，沼沢に没してしまった道路もみられ

る。こうしたことも，利根川の河床の上昇を物語り，同時にこの地域の利根

川左岸の農業用水の開発を可能にしたことを裏付けている。



宮村 ：山地災答Cl) 45 

利根川の河床上昇が，手IJ水の可能を増す一方で，また水害の可能性を高め

た。土木の分野で，河川認識の方法論と して，徹底的に現象のみを追究した

大熊孝の「利根川における治水の変遷と水害に関する実証的調査研究」 （東

京大学学位論文，昭和48年12月〉があるO 大熊孝は，浅間山噴火の影響をも

っとも強調し，「天明3年の浅間山噴火以後，利根川の河床上昇は急激であ

り， 全川にわたって水害が激化し， その水害防除の要求は強く， 舟運を第

1優先順位とする幕府の治水方針は混乱をきたすことになる。この浅間山噴

火による影響の処理が，パナマ運河の掘さく 土量を越えたというほど波諜に

主体がおかれた明治33年にはじまる利根川改修工事である」と述べている。

大熊孝がかく論述するに至る根拠を紹介しておく 。まず，破堤，氾濫の記録

を詳細に整理して水害年表を作製した。そしてこの水害年表をもとに，浅間

山噴火以前とその後の水害頻度を比較検討している。以下，大熊孝の論文か

らみてみる。「まず，上利根川左岸側からみていこう。上利根川左岸側の古

戸から下派合の川分派点までの堤防は 一－文禄4年 (1595年〉に大規模に築

造されており，その破堤記録は寛文11年(1671年〉からあり，天明 3年浅間山噴

火以前と以後の比較検討にはある程度よい資料ではなし、かと思われる。寛文

11年から明治43年 (1910年〉まで 240年間において，破堤の記録のある洪水

は22回あり ，そのうち浅間山噴火以前の112年聞には 5回， それ以後の 128

年間には17回で‘ある0 ・・…この左岸堤の破堤で注目をひ く点がある。その

第1点は，浅間山噴火以後の17回のうち13回が，文政4年 (1821年〉から明

治3年 (1870年〉の50年間に集中しているこ とであるO 第2点は，破堤地点

が狭窄部上流では赤岩，仙石， 舞木，下流では下中森， 上中森，上五箇，大

輪などと同じ地点に集中しており，それも 1度破堤すると同じ地点がつづけ

て何度も破堤するとしづ傾向があることである。…・・・以上のように，上利根

川左岸堤が，寛保2年，天明 6年，安政6年，明治43年のよ うな大洪水によ

って破堤するのはともかくとして，幕末から明治初期にかけて集中的に破堤

している事実は，この時期に河床の上昇がピークに達したことを意味してい

るとも考えられよう。・・…・渡良瀬川下流部右岸堤について検討しておこう。

この右岸堤も，上利根川左岸堤と同様に文禄4年に築造された大堤防であ

り，その破堤記録は宝永3年 (1706年〉 からある。宝永3年から明治43年ま

での 205年間において，破堤を記録した洪水は36回あり，そのうち浅間山噴
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火以前の77年間においては7回，それ以後の 128年間では29回である。この

破堤記録で注目される点は，宝永 3年から享保19年 (1734年〉までの 4回の

破堤地点が上早川田，西岡，大島と渡良瀬川下流部といっても比較的上流で

あるのに対し，浅間山噴火直前の安永6年(1777年〉ごろからの破堤地点、は，

西岡もしばしば破堤しているが，離，除川，仲伊谷田， 海老瀬と下流部に集

中しており，それも 1洪水で数カ所破堤している点である。これは，－－－－－－浅

間山噴火以後急速に河床が上昇し，利根川からの逆流が激化したことによる

破堤ではなし、かと考えられる。これは，大洪水の場合を除いて，利根川の左

岸堤が破堤した場合，渡良瀬川下流右岸堤が破堤しない傾向があることから

も推察される。…・・この渡良瀬川の破堤に，前述の上利根川左岸堤の破堤を

加えると，邑楽郡の板倉招周辺は浅間山噴火以後 128年間に43回洪水氾書誌を

うけたことになる。

次に，上利根川右岸堤の破堤ないし越水氾濫について，検討しておこう。

上利根川右岸堤の創設年代は明らかではないが，…・・・近世初期には中条堤付

近から下流の堤防はほぼ連続して築堤されているものと考えられ，その破堤

ないし越水の記録は寛永元年 (1624年〉からあるO 寛永元年から明治43年ま

での 278年間に，この右岸堤の破堤あるいは越水を記録した洪水は 19回あ

り，浅間山噴火以前の 159年聞には8回，それ以後の 128年間には11回ある 0

．…この上利根川右岸堤の破堤 ・越水記録については，浅間山噴火以後若干

頻度は高くなるが， ・・…明確に識別し得るほどではなし、。

次に，上利根川左岸堤と右岸堤の破堤 ・越水記録を比較検討しよう。浅間

山噴火以前で、は，左右岸とも破堤した洪水は 2回， 左岸のみ破堤した洪水は

3回，右岸のみ破堤 ・越水した洪水は6回とやや右岸堤の磁堤 ・越水が目立

っている。これに対して，浅間山噴火以後では，左右岸とも破堤 ・越水した

洪水は 6回，左岸のみ破堤した洪水は11回，右岸のみ破堤 ・越水した洪水は

5固と左岸堤の破堤が目立ってくる。上述の左岸堤破堤には北川辺村の利根

川筋の破堤を加えていないが，これを加えると，浅間山噴火以後で左岸堤の

み破堤した洪水は30回を越え，右岸のみ破堤した洪水は 1回となり，その破

堤頻度は左岸側が圧倒的に多くなる。これらの事実は，浅間山噴火以後，右

岸堤のほうがより強固に修築されたことを想像させる。．．

次に下利根川における氾濫 ・破堤の記録からその水害の変化をみてみよ



宮村： rll地災害（)!) 47 

う。その記録は寛永元年 (1624年） からあるが，初期のころは“満水”とだ

け記録されているものがあり，また，破堤記録もその堤防がし、つごろ造られ

たものか明らかでなしかっ，新田がつぎつぎと開発されていくため，水害

の変化といっても，上利根川の水害についてみた以上に厳密さを欠くもので

ある。下利根川の水害記録は，小見川下流部の破堤をも含めると，寛永元年

から昭和25年までの 327年間に51回ある。このうち，浅間山噴火以前の 160

年間に18回，それ以後の 167年間に33回を記録している0 ・

ついで上利根川と下利根川における水害発生頻度を比較検討しておこう。

…寛永元年から昭和25年までの 327年間に記録された水害発生件数は，総

数，で96回であり，浅間山噴火以前の 160年間に26回，それ以後の 167年聞に

70回となる。……下利恨川のみに発生した水害件数が浅間山噴火以前と以後

で大差ないのに，浅間山噴火以後，上利根川の水害発生件数が激増し，あわ

せて上利根・下利根ともに発生する件数が増加した｜。

浅間山噴火の影響は，吾妻川洪水からはじまって，天明6年の大洪水など

を経て利根川中 ・下流部を中心にいちじるしい河床変化をもたらせ，流域一

帯の用排水問題にも強い影響をあらわした。なお，利根川河床変動の様相に

ついての詳細は明らかにできないが，今後十分な検討をしておく必要があろ

う。

(5) 浅間山噴火後の利根川

浅間山噴火の直後，幕府は実地調査を行ない，用水取入口や堀筋があとか

たもなくなった備前渠用水などを中心に，武蔵，信濃，上野の三国の河渠波

諜，堤防修築を行なわせた。工事は御手伝普請として，熊本藩主細川重賢が

あたり，天明 3年11月から翌年 1月の約3ヵ月間のわずかな期間であった。

この工事は， 実地調査に基づいて，用水取入地点など緊急復旧個所を重点的

にとりあつかった応急処理的なものと思われるO

ついで，寛政元年 (1789年〉に，権現堂川堤防の補強工事が行なわれ，さ

にら幕府は同 7年に，権現堂川および江戸川に水害防止のために水防見廻役

をおいた。水防見廻役は，堤防増築または河川波諜などの見積，設計，監督

を行ない，権現堂川には主主手宿肝煎役知久文左衛門が，江戸川には金崎村名

主石川伝兵衛が任命された。
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その後，寛政8年には，江戸川の宝珠花より下流に水防杭木を設けた。さ

らに，文化元年 0804年〉に，権現堂川と江戸川の堤防の改修補強を行な っ

た。これらの工事の目的は，権現堂川および江戸川水防の強化と，洪水流入

量の制御といわれている。

天明 6年の大洪水の後，享和2年 (1802年〕の洪水でふたたび権現堂堤が

切れ，江戸周辺に氾濫流が押し寄せた。この 2度の権現堂堤の欠潰は，幕府

の治水政策に大きな影響をもたらせることとなるO この権現堂破堤のもつ意

義について大熊孝は前掲の 「利根川における治水の変遷と水害に関する実証

的調査研究」で次のように述べている。「この 2度にわたる権現堂の破堤は，

江戸幕府を震憾させ，権現堂堤の強化と抗出しの設置という局部的な応急対

策を行なわしめるとともに，利根川河床の急激な上昇とあいまって，伊奈の

確立した利根川治水体系に修正を加える必要を生じさせたと考えられるO す

なわち，赤堀川を拡幅し，利根川洪水のほとんどを常陸川に押し込むという

構想が，ここにはじめて明確に意識されてきたと考えられる」。さらに，浅

間大爆発と利根川治水との関係については，次のように総括しているO 「浅

間山噴火以後の幕府の治水方針は，天明 6年，享和2年の権現堂破堤による

江戸水害に対する応急対策としてはじまるとともに，利根川河床の急激な上

昇のもとに，伊奈の確立した利根川治水対策の改変にせまられたが，上利根l

川右岸ないし権現堂川南岸の水害防禦に主力が注がれるあまり，上利根川左

岸，渡良瀬川下流部および常陸川沿川の常習的水害の激化に対しては，一つ

の混乱に落ちし、り，抜本的対策をたて得ないままに，明治政府にその利根川

治水問題を引きつぐことになるわけである。この間，天保年代後半には，山

口玄亭と船橋随庵による古利根川再興論が唱えられ，幕府の改修方針に批判

が加えられる」。

利根川に与えた天明の浅間爆発の影響については，山口玄亭による天保の

意見書，船橋随庵による古利根川再輿あるいは鹿島掘割などの利根川治水案

によくあらわされている。こうした論述をまとめてみると，天明以前の利根

川は，比較的河川処理の容易な河川であったが，天明以降，非常に困難な河

川になったことがうかがえる。そこで，天明以後の利根川の実態をあきらか

にするために，河床上昇の激しい河川としていちじるしい人為の加えられた

淀川との比較検討が必要となろう。
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