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1. はじめに

明治22年十津川災害における

崩壊の特性について CI ) 

千葉 徳商

この災害の概況については，すでに宮本常一氏が『水利科学』 2巻3号に

「十津川 くずれ」 という題で， 流麗な筆による災害の描写と，その問題点を

指摘しておられるn しかしながら，それはすでに20年近い昔のことで，当時

の『水利科学』の旧号は，もはや容易に限を通すことが困難になっているよ

うに思う p 加えてその後の各地の水害で、は，この災害をいましめとして見直

すような点が，いく つか出現していると私には考えられるのこれまで多 くの

災害では，ま ったくの天災と してその記録も単なる記念碑的な意味しか与え

られず，各地で作成された災害誌の類も時がたつにつれ，戸棚や倉庫の隅に

置き忘れられてしまう場合が少なくなし、

しかしながら，官、は近ごろ各地の災害年表を作成する仕事をはじめてみ

て，災害の性質には地域の特性ともいう べきものがまつわっていて，やや広

い範囲をと ってみると類似の型をもっ災・者形態が，数十年あるいは数百年を

へだてて， 反復して発生しているらしく感じられるようになったのこのよう

な意味で， もっ とも 卜津JIIくずれに似た形をもっ災害は，昭和28年，すなわ

ち十津川災害から約70年後に発生した有田川 七流花園村の災害であろうれま

た，昭和36年の伊那谷災害も， L、くつかの点で十津川災害と共通した面をも
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つn このような事実から，私は比較的詳細な記録をもっこの災害を，ややく

わしく検討して後日のいましめとする必要を感じはじめたわけで、あるの

そのためには，まず，できるだけ正確な記録によって，災害状況を復原し

てみる必要があるn 残念ながら，この要求にこたえられる資料がととのう過

去の災害はきわめてまれであるわーっには，これまでの災害では，何をどの

ように記録するかがはっきりしていなかったの災害を復原するための必要条

件は何と何であるかが明確で、ないために，必要な条件が記録されない反面で，

不必要な項目が集められている場合もまれではなし、n しかも，官庁資料など

は永久保存でない限り， 10年で廃棄されてしまうことが多いのであるの

それで、は，どのような記録が災害状況を復原するのに必要であろうかのそ

れは，災害の経過をできるだけ具体的に，いつ，何が，どこで，どうなった

のかを明確に記載しておくことであるn すべてが終わったあと，被害の総計

を記載しただけでは，まったくとはいわないまでも，ほとんとa役に立たない

といってよし川 つまり，単に結果がどうなったかの記録で、は，復原はできな

いのしたがって，記念碑．的価値はあろうとも，現実的意義はうすいn

このよ うな点で，十津川水害のもっとも詳細，かつ精確な記録である『吉

野郡水災誌』は，当時の調査としては完壁に近いものといえるn 多少の文飾

はやむを得ないであろう。特に注意される点は，当時にあって，十津川のよ

うな山間部ではまだ時計のある家はまれであったと思われるのに，崩壊発生

の時刻がほぼ把握されていることであるの崩壊発生がどのような順序でおこ

ったかを知る上で，その時刻をつかむことはどうしても必要なのであるが，

時計の完備した時代ですら，この点を明確にしたものはまれであって，これ

を記した資料が求めがたいことを考えると，この資料の価値はきわめて高い

といえるn

このほか，十津川村役場が所蔵する写真ふ当時としてはまれなものとし

て貴重であるのまた， これと関連する当時の新聞記事を集録した『和紀変災

記』も，多くの資料を含むものといえるn

筆者は，これらに加えて明治40年代，つまり，災害から約20年後に測量さ

れた5万分 1地形図を，崩壊地形を知る上で有力なものと考えるの周知のよ

うに5万分 1地形図は三角測量に平板測量による等高線描画を加味した点

で，細部の地形の描写には限界があるが，崩壊記号はかなり克明に記入され
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ているの約20年の期聞は，紀伊半島のように出暖多雨の気候下で，古生層の

比較的肥沃な風化土壌に生育する草木の，かなり繁茂して崩壊地をか くすに

十分であったと思われるη しかしながら，比較的大きな崩壊地は， 20年生以

下の樹木によっては完全に被覆されることはまれであると判断されるので，

22年災害の大崩壊は，その大部分が5万分 l地形図〈旧版〉上で示されてい

ると考えられるからであるの事実として，そのかなりの部分が『吉野郡水災

誌』の記事と一致するのであるn

さらに，このような地形を最近完成した2万 5,000分 1地形図上で求め，

その特徴を確認した上で，昭和28年の花園村災害における崩壊地形と対比し

両者の類型が一致するこ とをたしかめたのすなわち，地形そのものの特徴を

根拠として，十津川災害の崩壊地を復原し，その分布特性を明らかにしよう

としたのこの点は単なる文献史料に基づく復原方法に一歩を進めたものと考

えるのたとえば，後述するように，崩壊地の規模や河川の水位には，しばし

ば巨大に過ぎる数字がみられるので，これを実地に計測して修正することも

可能になるであろうの

2. 災害記録によ否崩壊と堰止湖の復原

まず，『吉野郡水災誌』の資料の性質を示す，その緒言を引用しておこう 。

「（前略〉 明治二十二年八月十八日，盲風暴雨ヲ伴ヒ突如 トシテ東北ヨ

リ来リ，西南諸村落ニ向テ奮進横行セリ n 越テ十九日，風力稀ミ衰へシモ

天地晦冥雨勢愈強ク，傾盆雷ナラスn 午後七， 八時ニ及ンデ益々猛烈トナ

＇），十津川ノ如キハ水量頓ニ百十尺若クハ百七十五尺以上ニ達シ，丹生川

ノ如キモ三十一， ニ尺ニ及ブ，是ニ於テヤ該両JIIニ沿フ宗櫓村，賀名生村

及ピ天川村，大塔村，野迫川村，北十津川村，十津花園村， 中十津川村，

西十津川村，南十津川村，束十津川村等，或ハ濁浪暴様シ来 リ俄然民家若

クハ人畜ヲ漂没スル者アリ n 難民或ノ、流屋上ニ在テ頻リニ救済ヲ叫プモ，

隣人赴援スJレ能ハサ’ル者ア ＇）（） 山岳寮壊シテ或ハ田宅ヲ圧倒毅損ス Jレ者

アリ n 数戸挙族或ノ、圧死セシモ死体寛ニ発見セサル者ア ＇）p 或ハ死体発見

セシモ四肢五臓悉ク解脱シテ男女認メ得ガタキ者アリ n 崩域ハ濁流ヲ披塞

シテ狂浪法々新湖状ヲ呈シ毅然決潰奔流シ去テ為Fニ沿J11ノ田野等ヲ害フ

者アリ n 此ニ至テ西南半郡（吉野川，北山JIIノ如キモ水量二十尺若クハ三
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十尺以上ニ至リシモ，被害極メテ軽徴ナリキ） 1箪テ荒涼惨潜タル集落ニ化

シ去テ，財ニ万死ヲ免得来リシモ棲ムニ安宅ナク，食フニ米塩ナ ク，唯他

人ノ救護ニ之レ頼リ，以テ生命ヲ全フセシ者六百余人ニ至レリ。後九月十

一日，風雨再ピ起リ更ニ一層ノ惨害ヲ加へタリ ト雌モ，前回ノ如ク甚シカ

ラサリシト云n 今被害ノ要領ヲ統計スルニハ，大崩 （崩壊縦横各五 十間以

上アル者〉二百四十七カ所，新湖五十三カ所，流家三百六十四戸，潰家二

百戸， 半潰二百六十戸，死亡二百五十五人，負傷三十余人ノ多数ニ達シ，

道路橋深田畑宅地山林原野等ノ損壊ニ至テハ，軽キモ百中ノ五十五，若ク

ハ七十四，重キハソノ九十九以上ニ居ルヲ見ル。実ニ振古未曾有ノ一大変

災ト調フベシ。」

この報告書の完成は，明治24年3月であるから，調査から執筆，完成まで

およそ 1年半であって，当時としては画期的な努力がはらわれたものとみら

れるのこの報告において基準としたところは，およそ次のような点であっ

Tこn

「地図ハ頓野広太郎著，実測奈良県大和地図ヲ以テ基礎トス「l

山野崩壊ノ日時等ハ専ラ多数ノ説ニ依テ記載セリ。故ニ急報若ク ハ届等

ト相矛盾スルガ如キモノ，往々之アリト量産モ今 十目所視ニ従ハサjレヲ得サ

Jレナ 1)(l 

山崩ノ縦横，水点ノ高低，砂堆ノ深浅及ピ新湖 ノ広輪等ハ固ヨ リ実淑ljシ

易カラサルヲ以テ，今止タ目視心考ノ計算スル所ニ従フノミ 。」

つまり，多少の誤算はあるとしても当時の応急状況としては最善の努力が

払われたとみなしうるn

さて，『吉野郡水災誌』は現在容易にみる ことのできない 書物となってい

る。これを簡略にしたのが，『奈良県吉野郡史料第1巻』で， 大正8年発行

のものであるのその559頁以下に， 「吉野郡水害史」の表題でその概要が記載

されているが，残念なととに災害発生の時刻については，ほとんど省略され

ているわしかし，その他の項目については，ほlぎこれを網羅し，しかも文飾

がなL、点できわめて理解しやすし、 さらに簡単で要を得たものに西田正俊

『卜津川郷』の災害の部があるのこれは昭和29年十津川村史編輯所から発行

されたもので，短い割に増水量や崩壊数，河流の堰止位置，被害人員， 戸数

などの要点をあげていて，概観には使であるn
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これらの資料を通じて，この災害の特徴を列挙してみるならば，ほぼ， つ

ぎのような諸点が指摘できるように思われるの

①気象災害としては，台風に近いものと思われるけれども，集中的な豪雨

としては前線性のものを思わせるのこの点は紀伊半島中部山岳地帯の特

性らしく，他にも集中性豪雨の事例は少なくないわ

②111地の崩落そのものを， 大形かつ多数ではあるが，それよりも この崩落

がM1荒を塞いで，多数の堰止湖を形成した点に特徴が認められるn

①堰j七湖がつぎつぎに決潰して下流を襲い，記録的な高水位を示したばか

りでなく，土砂が河床をいちじるしく高め，それによる曲流蛇行が，さ

らに山腹の崩落を促しているの

④堰1卜湖をつくった山腹崩落の位置は，地質構造との関連が考えられる分

イHを示し 古生層山地の共通性が予想される。

⑤崩落土石は比較的細粒化し，巨礁が流下する土石流化した痕跡 が少 な

l 、の この点で， 花商岩などの深成岩山地， あるいは安山岩などの火成岩

地帯における崩壊地との，性質上のちがし、があらわれているn

＠新宵市のような河口海岸平地にある市街地では，その土地自体の雨量は

少なかったにもかかわらず，急激に河水が増加して水害をうけたのかよ

うな奥地集中豪雨が，下流の雨量の少ない都市に急激な水害をもたらす

型ti，紀伊半島の各地に類型的であるのみならず，日本の外帯ILI地に比

較的多い地域的災害現ではなかろうかの

【気象の状況】

宮本氏は‘この災害の発生するまでの天候を，つぎのように描写し てい

るn

「明治22年の夏は日でりがつづいて，畑もの （十津川には水田がきわめ

て少ないことを考えられたい〉はみな枯れかかっていたp 十津川の部落は

谷肢の川ぞいにあるものもあったが，大ていは川にそうた高い崖の上の，

ややゆるやかな傾斜地にあって，川一つへだてて向いあった村て‘も，お互

行き来する とその深い谷へーたん下らねばならず，川向の親戚へ，餅をつ

くから手伝に来てくれと大声でたのんで，さて親戚の来るころには餅がつ

けていたという笑話のあるほど，川一つの与えている障碍が大きいばかり
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でなく，急崖の上に立村するために土もかわきやすかったのこの年の夏も

その日照のために，崖上の村は生色もなかったので、あるが，沼田原 ・旭 ・

字宮原 ・上野地 ・高津 ・山天などの村 （十津川北部の中心部に位置し北

東一南西に並ぶ〉では 8月17日の午後夕立があり，それもまった くの夕立

で，村によっては朝，あるいは午後 ・夕方などザッ と一雨来たのであるn

だからみな大へんな喜びようで，これらの村々は雨喜び豊作祝といって，

それぞれ酒杯をあげて祝をしたのであったn

ところが， 18日になると非常な強風をともなう豪雨となって来た。木を

ぬき家をたおし，それが夜に入っていよいよっよくなったの風向は土地に

よって一定しなかったが，東または南から吹いたところが多いの

17日の雨は北から南へふっていたようであるが， 18日には十津川南部で

は北東の風が南西の風になっており，風の方向が転じた事がわかるが，そ

の吹きはじめは土地によって東から南までの方向からふいて来たと報ぜら

れているところが多い」。

この風向についての観察時刻は， 18日に行なわれている点で一致，している

が，各村落ごとに強かった時刻が一致しないためか，午前中から夜までさま

ざまであるのしかし，多くの報告は東の成分を含む東から南東という点で一

致しており，発生の季節からみても熱帯性低気圧であったろうと 推測され

るn いま，風のブj向を18日の昼間における観察地点につL、て記入してみると

第 1図が描けるn 山間の風は地形に影響されることが多いので、必らずしも

一定してはいないが，ほぼ，東または南東で、あるのそして，後に南西に転じ

ている（点線で示す）ものが，何ヵ所かにみられるから，低圧部が移動した

ことが考えられ，台風ではなかったかと思わせるのであるの『吉野郡水災誌.!J'

や『和紀変災記』も，この災害の原因となった雨は南海より進んできた黒雲

の一団であると論じているn 気象観測が本格的に行なわれるようになる以前

のことだから，あまり信頼をおくわけにはゆかないが，他地方にその痕跡を

残していないらしい点で，熱帯低気圧としては規模の小さいものであったら

しいの

ところが，そのあとが台風一過とゆかなかっ fC.n どのような気圧配置であ

ったか，前線性の雨に変質したらしいのであるのふたたび、宮’本氏の芯述をひ

こうの
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第 1図 1889年 8月18日の主要風向
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「19日になると風はおとろえて来たが雨はいよいよはげしく ，夜半には

雷電をともなし、，夜12時ごろには凄壮をきわめたのそしてこの日の夕方ご

ろから言語に絶するよ うな山 くずれがおこってくるのであるの

こうして 2日間つづいた豪雨は20日の朝 6fl与ごろ北の方からはれはじめ

て，8時ころには天候をi友復したの

この雨は十津川谷だけでなく，天辻の北側にも降ったの宗檎・賀名生 ・

黒滝 ・秋野などの村がひどかったが，その他の地方はそれほどでなく，ま

ったく地方的な豪雨だったようであるJ。

残念なことに，当時はこの広大な紀伊半島に，ただ 1つの気象観測施設も

なく，雨量についてはまったく不明であるn ただ，この当時の災害に類似し

て規模が十分のーに達するかと思 う昭和28年 8月の紀伊花園村災 害の雨量

が，約800凹 前後であったことからみて， 1－津川災害の激甚地区では，おそ

らく 1,000皿 を越えたで、あろ うと判断されるO

いうまでもなく ，十津川村とい っても広いのであ って，東西，南北それぞ

れ50～印刷におよぶから，地区によって多く降ったところもあろうし，少な

かった部分もあるにちがいなし、。たとえば同じく奈良県に属し，地形も類似

する北山川の谷では，このときの雨について何の被害も伝えられていなし、の

ただ下流部で、水位が約IOm上ったといわれているにすぎず，その一部はおそ

らく本流水位の上昇にともなう逆流によるものと思われるの

これまでのところ，この点について述べた資料はみあたらないが，昭和36

年の伊那谷災害のときに，つぎのような事実が観察されているのこのとき降

水量の多かったのは駒ガ根市から南であったが， ちょ うどこ こを境として飯

田線の車窓からみてもはっきりと， 山肌をえぐる崩落地の密度が増加するこ

とが一つであるのまた，このときは梅雨前線による豪雨であったが，強雨帯

は南西から北東に移動してゆき，南風をともなったので、山地には雨が南面か

ら吹きつける形となったのその結果として同じく駒 ガ根市より南の山腹で

も，北面より南面する部分に崩落の痕跡はより多く観察されるの飯田線から

みる木曾山脈の山麓部は， 北からみればさほどでもないが，電車が飯田に近

づ くにつれ，同じ山の南面が見えるようになると急激に崩壊で山肌が埋めつ

くされる惨状を呈したの支谷に入ってみれば，同ーの谷でも北側斜面の崩壊

と南側のそれとは，地形 ・地質の条件によって多少の差異はあるにせよ，傾
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十津川の崩壊地分布第 2図
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向として明らかに南面に崩落地が多く認められるのであったn

要するに雨量が多く，しかも風が吹きつける側では崩壊地は大きく，かっ

多数に発生すると思われるわそこで，各村落区域ごとに記載されている崩壊

地の大きさと分布とを求め，これによって雨量の多少を判断しよう と考えた

のであるn

いうまでもなく，各村落の区域には広狭があり，ことに各支流水源に位置

する村落に属する面積は広いけれども，その差異はほぼ対数 1位のちがL、で

あるのところが崩壊地の数からみると，大きな50間×50間以上のものでも対

数 1位，中規模の50間×50間＞10間×10聞のものでは対数で2位，つまり 1: 

100のちがし、が認められるのこのようにして，各村落別に崩壊地分布の概要

を図示したのが第2図となるのこれから明らかなことは，十津川の谷の西を

限る護摩壇山から伯母子岳の連山の東側一帯が，もっとも崩壊が甚だしし

つまりここで雨量が多かったらしいと判断されたのであるn この降雨激甚帯

の方向は南々西から北々東に向い，近ごろ明らかになった日本の外楠山地の

南東側にそって，：！七jヒ東一南南西に認められる，いわゆるレインバ ンドに相

当するようであるn おそらく十津川災害でも，このようなレインバンドが存

在したのではなかろうかの

じつは，このような推定法はきわめて大ざっぱであって，広域に適用して

はじめて降雨傾向を知る上に有効であり，狭い範囲では必ずしも正しいとは

限らなし、n 後述するように十津川災害の崩落地には，性質を異にする 2種の，

崩壊型があって，ことに規模の大きいものには， 直接に降雨による崩壊では

なく ，降雨によって増水した河水が谷壁下部を侵蝕し，その結果として， 山

腹が幅広い崩落をおこしたものが少なくなし、からであるの直接降雨そのもの

による崩壊では，小さい沢の谷頭から崩れた土砂が，沢の谷壁の一部を削り

とって土流化して流下したものが多く，また， 一部に山腹から湧水が出て増

加し，山腹斜面を流下侵蝕する場合が含まれる。『吉野郡水災誌』にしばし

ば「山腹噴水し云々Jと記されるものがこれであろうの古生層の割目の多い

山地では，しばしばみるところであるn

後記の2つの型は，いずれも降雨の量と強度と直接の関連をもつので，そー

の数と規模とに比例して雨の量と強度を推定できょうの しかしながら，はじ

めにあげた河流による側侵蝕の結果としての崩落は，降雨との関係は間接的l
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であるの もちろん降水が多ければ河流量も増加し，したがって側侵蝕量 も大

きくなり ，その結果として崩落量も大きくなるであろうわ しかし，河流量は

流域全体としての降水量に比例することになるので，両者の関連はより間接

的となるの したがって，大流域では大崩落地の数や量は必ずしも降雨量に比

例lし， これを反映するものとはならないように思われるのこの見地からみる

と，降雨激甚地域はむしろ中小規模崩壊地の数と規模 ・形態によって表現さ

れるかもしれなし、 このような観点で第2図をみていただきたし、と考えるの

【崩寝の発生と類型】

いま，十津川に残っている崩壊地をみると，すで、に述べた 3つの類型が認

められるが，ことに第 3の類型に属するものには，異常に巨大なものが認め

られるn 宮本氏がはじめて十津川災害に関心をもたれたの も，そのようなも

のの 1つ，塩野の佐古山の崩壊地であったの

「天川の谷を西からあるいて簾 ・塩谷 ・塩野とすぎるのであるが，塩野

の対岸の高い崖の上に2～3町歩 もあろうと思われる緩傾斜地があり，そ

こが田になっているのそこまで耕作にいくのは大へんな事であろうが，人

びとはそういうところにまで土地をひらいて働いている事にまず心を うた

れたのところが，あとできいて見ると，これが明治22年の大崩のあとであ

る事がわかったのも とは山頂から川まで，削 りとったようになっていたと

いう n それが豪雨のために山頂から中腹までの聞の土をえぐりと って川に

おとしこみ，あとに 3町歩ほどの平地をつくり出したのだというれそこを

田にしたのである。」

この ような地形は芦廼瀬川上流の白谷小川に も，より大規模に存在するn

そうして，このような河岸山腹の滑落によって，河流を塞ぎ堰止湖をつくる

という形態こそ，十津川災害における形態上の もっともいちじるしい特徴と

なっているのであるn もちろん，すべての堰止湖がすべてこのような崩落に

基づくわけではないのたとえば上流の湖が決潰して多量の土砂が木流に押流

され，支流を堰止めた河原t樋湖などがその例となるであろうれこれらの形成

については，その影響が顕著である〈河川の水位が高まり，家屋 ・耕地が流

亡するため〉こと から，その発生時刻が記載される場合が多L、η その時刻か

らみて，崩壊発生の経過を考えてみるのが適当かと考えるn
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伊那谷水害の記録を調べてみると，まず，上流部の流域面積の小さい河流

が溢れて，つぎつぎと下流に波及することがわかったn もちろん， 下流では

これらの支流が合流するから，水量は飛躍的に増加し，沿岸山腹に対する侵

蝕力もいちじるし く強化されるにちがし、ないのこのため， 沿岸山腹が下部を

えぐられて消落するものと思われるの

一方で，小流域の河流は急傾斜でもあるから，地下水の湧出する谷頭部に

崩落が発生すると，泥流状の土砂が渓谷底部の土石をまきこんで浮上させ，

急速に合流点まで滑落するように流れるn これがもっとも小規模な崩壊地を

形成する場合が多~＇n この類型に属するものは，地下水の増加 ・ 土壌水分の

飽和にともなっておこるから， 前記の河岸山腹の崩落に先行することが多

い。記録によると，こ の種の崩壊は堰止湖の形成に先立って，北部山聞の天

辻以北ではじまっているようであるのこの地域の降雨は17日夕刻からはじま

っているので，土壌水分が早くから飽和していたのではなかろうかの たとえ

ば，宗檎村檎川迫では，「八月十七日午後二時， 東南風忽チ雨ヲ捲テ来リシ

ガ， 十九日ニ連続シテ云々」とあるし，大峯は同午後4時，城戸は17日午後

3時，立川渡は同午前9時から雨がはじまっているn これに対し天辻の南で

は18日午後 7時に 「東南風小雨」がはじまり，「十九日午前八時大雨トナリ，

午後一時最モ甚シ」と，ほぼ 1日おくれているのであるの天川村の大半も17

日午後5時から曇天となったが，降雨がはじまったのは18日の早朝であるn

そして同日の夜になって豪雨とな ったn 十津川全域はこの18日の昼から雨が

はじまり，同日夜から19日がもっと も雨のはげしい時期であったといえよ

うの

崩壊は19日午後ころから漸次にはじまっているn したがって，このころま

でに200～300皿が降り ，土壌水分がほぼ飽和状態となったと思われるのそし

て不幸なことに降水量はむしろその後に多くな ったのであったのたとえば立

川渡は 「十九日午後十時強雨雷電シ，宗川暴醸セリJとあるし，城戸でも，

「十九日午前八時河水暴耀ス」とある。十津川地区の中心に位置する湯ノ原 ・

小井 ・大野などは 「十八日各地風雨強シn 午後ニ至リ十津川増水 シ橋悉ク落

ツれ 十九 日風弱グ，午後二時海／如ク増水シ耕地ヲ流失ス。午後十時雷雨至

リ，二十日ニ至ツテ雨弱ク風ナシJとし、う経過を辿 っているn 十津川最南の

束十津川地方では， 「十八日午前十時風強ク， 雨甚シn 十九日風勢衰へ雨甚
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シク， 午後五時玉置川，小川，神下ハ西南風トナノレ。雷雨甚シ ク山崩ノ音響

キ地震ノ如シJとし、う有様であったのつまり，この時期から各所に崩綾がお

こり，その巨大なものは多く 20日に入って発生したようであるの

このような経過のうちに，多量の地下水が形成されて地表に噴出し，その

湧出口の周辺が欠潰崩落するという形が，比較的早くはじまったようであ

るn いわゆるノミイピング現象であって， 天川村塩谷字飲水口地籍が高さ 30(}

間，幅15聞が噴水欠潰したのが， 18日の午後 1時と記され，早いほうであ

るn ここは地名からみても地下水の湧出脈に当たっているらしいハ南十津川

地区の平谷でも19日に崩壊が発生し，そのあとから清水が湧出したと記され

ているn これ以後各地に崩壊が相次ぐ、が， 十津川本支流を埋没し，堰止湖を

つくるような崩壊の大部分は20日に入って，雨がほぼJI:むころに発生してい

るn

いま，『吉野郡水災誌』の記載する時聞を， 上流でもっとも大きい塩野の

新湖がはじめて形成された時刻を Oとして， これを基準に本支流の主要な新

湖が成立した時刻をと ってみると，第3図に示したよ うになる〔庚瀬に湖水

が形成されたのは，塩野の対岸が崩れた18日午後 1時からで，その後第2回

の崩落が20日の午前8時に発生したれ しかし，この図では18日午後 1崎を O

としてあるのしたがって， 図で24とあればそれよ り24時間後の19日午後 1時

ということになるの大半の新湖が30以上であるとい うことは， 19日の夕方以

後に崩壊がはじまたつことを意味するの

第3図で特に重視される点は， 1つの水系としてま とまった支流ごとに，

新湖の形成は上流から下流へと矢印で示した順序に発生しているということ

であるのたとえば， 平谷で十津川本流に注ぐ西川では，上流の支流今西で13:

日の午後11時ごろ崩壊が谷を堰止め，下流重里の西川沿岸が， 20日になって

崩れて新湖をつくっているn また，西川の本流では最上流の迫西川で19日午

前 7時に崩壊があって新湖が形成され， さらにその18時間後，つまり20日の

午前 1時ごろ小山手，西中にれそぞれ新堰止湖を生じているわさらにその 3

時間後にはその下流玉垣内に崩落があって，これが重里のものとほぼ同時刻

に西川を堰止めたれ

このように，上流からつぎつぎと崩壊が発生して下流に及ぶのは、伊那谷

災害の場合の天竜川の支流小淀川の場合にも認められたn いう までもなく，
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第 3図 十津川本支流における崩壊堰止新1坊の成立時期（庚瀬新湖をOとして）
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このような新湖の形成は，その規模に大小があり，容水量にも差異があるか

ら形成時刻には上述のような順序があるけれども，その消誠にはこのよ う

な規則性はみられず，形成後30分前後で消滅してしまうものもあり，重里の

それのように今日まで残っているものもあるn しかし，その多くは 1日から
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数日で欠損し去り，今日は痕跡を止めないものが一般的であるn

本流の場合にも崩壊による堰止湖の発生時刻には，一定区域ごとの上流か

ら下流への規則性が認められるn たとえば贋瀬→塩野→林の系列がそれで，

中間の辻堂にも一時的に湖を生じたが，数十分で流失しているn このような

差異は崩落した土砂岩石の組成や土量の多少によるもので，現在みられる痕

跡から推定して，果たして新湖が形成されたのか，単に一時的に水位が高ま

ったにすぎないのか，疑問なものも少なくないn たとえば林の新湖は沿岸水

位の痕跡からみて， 80m以上〈旧河谷底からみて〕に達したと記録されてい

るが，龍瀬良明氏はこの点について疑問を抱かれたのすなわち，宮本常一氏

は『吉野郡水災誌』の数字から，この林新湖の水位を 273尺としておられる

が，これは83mになるn これが新湖の最高水位とする と，ダムの高さがこれ

だけに達したことと なるn 果たして山崩れによってこれだけの高さの堤防状

地形を生じうるか，とし、う問題であるの

筆者の判断でt，こ の崩壊は大字高津の中山 （780m）の北面が落下した

もので，渓谷底を流下して南東一北西の方向に十津川本流を櫛断したものの

ように思われるの この部分は現在の風屋貯水池下に没しているが，『吉 野郡

水災誌』はその大きさを， 「幅八百九十間高百三四十間長サ 三百七八卜間ノ

堤防状ヲ為スJと記しているn もちろんその大半は湖水の決潰によって消滅

したから，正確なことはわからないけれども，この土石流が流下した谷底の

一部は現在も貯水池の岸に残存し，その表面は上流斜面に連続するらしし、口

それから推定すると，この堤防の高さは現在の風屋貯水池の面より約20～25

mほど高かったと推定されるn これから計算すると，この新湖は現在の宇宮

原の集落の半ばを覆う水位，つまり海抜 320m内外であったらしし、 このこ

とは前記の記事につづいて 「氾流林，上野地，谷瀬，字宮原／間ニ及ピ」と

あるのに一致するの

残るところは，この当時の谷底の高さがどの程度であったかという問題で

あるn 周知のように十津川本流は，この水害で流出した崩嬢土砂のため，数

十mの高さに河床が隆起したといわれているの したがって，現河床からの測

定によっては当時の水位はうかがうことができなし、n 率い風屋ダム直下では

河底の岩床が露出しており，ここからダムの高さ約90mを測ることができ

るn いま，この付近の岩石には特に硬軟の差がし、ちじるしくないと前提し
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第 4図 主要堰止湖の位置
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て， i可床勾配がダムの上下でほぼ等しいと仮定すると，ダムから林新湖を塞

いだ約12km上流までの勾配は，ダムから約12km下流までの勾配にひとしいは

ずである。幸い両者の区間は屈曲形態も類似しているので，この仮定がほぼ

満足されるとみなすと，下流12kmの聞の河床比高は約60mとなる。上流はや

や勾配がゆるやかであるとしても， 同じ比高としては高津の塞堤脚の谷底は

約50m＇工高まっていると考えら れるので，ダム基底の海抜220mにこれを力II

えれば，林新湖の湖底となった谷底は約270mの海抜高度となるnしたがっ

て， 320ー270=50mが，新湖をせきとめた崩壊堆積物の高さとなろうの「高

百三四十間（234m）」［土過大なみつもりに失ーするの もちろん， ダムの水位と

しての83mも疑わしいわ

この点では，はじめに記した『吉野郡水災誌』の緒言にいう 175尺が正し

いようであるr これは約53mとなり，上記の推定による新湖の湖水深度にほ

ぼみあうことになるのどのようにして，この水位の誤が生じたかはわからな

いが，単に記録の文字のみを信頼することの困難を証するものとして，あえ

て多言を費したのであるのこのことを指摘された寵瀬氏に謝意を表したし、円

以上のようにして，大小53の新湖が形成されたのその多くは短い時間で決

潰したが，河原樋新湖のように 9月7日というように，しばら く水をたたえ

ていたものもあるのまた，救援の工兵隊が塞いだ土砂を爆破してつぶしたも

のもある？とにかく，これらがその後しばしば決潰しては下流が危険だった

からであるのこれらの主要なものを第4図に示したの

卜津川の下流では新湖の形成はなかったが，いずれも水位が急昇し，新宮

市などは20日の日中晴天下に増水が異常を呈して街上を洗い，死亡50名，家

屋数百戸に浸水，木材の大半を流失するという損害を受けたn また，河原に

近い熊野大社本宮は完全に水没し，後に北側高地に移転されたのであったn

（未完）

（筑波大字教授，理博）
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