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ため池の決壊による水害の事例分析（ I ) 

一一1868年における愛知県入鹿池の事f列トー

内田和子
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I. はじめに

1997年は 3月末に高知県安芸市のため池が決壊し，同年 7月末には台風9号

による大雨で山口県むつみ村のため池が決壊する等，ため池の決壊による災害

が世の注目を集めた。本来，ため池は降水量が少なく，河川｜からの引水も困難

な土地において，農業用濯瓶施設として重要な位置付けをされ，水の利用者に

よって継続的な維持管理が行われてきたものである。しかし近年の農業，特

に水田農業の衰退や大規模水利事業の完成によって，ため池による用水供給の

重要性が薄れたり，都市化や中山間地域での過疎化にともな う維持管理の粗放
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化が進行している。

ところが， 1989年現在でも日本には約22万のため池が存在し特に近畿，中

国－四園地威には約15万のため池が集中している。このような現状をかんがみ

ると，ため池の決壊は今後とも各地で起こりうる災害であり， 十分な対策が講

じられるべき問題と言える。ため池の決壊による水害に備えるには，日頃ため

池の維持管理と点検に努める他，過去の主要な決壊の事例を分析しその水害

の状況を明らかにするこ とを通して，それらの水害に見られる共通性や特殊性

を見出すことが必要である。その理由は，水害に共通する法則性が見出されれ

ば一般的に水害に対処する方法や避難方法等の計画策定に役立たせることが可

能となるからで，特殊性の指摘は個々のため池およびその存在する地域固有の

問題として，より詳細な防災計画への示唆となりうるからである。

そこで，本論で・は史上最大級のため池による災害である1868年の入鹿池の決

壊による水害の状況を復元しその実態を分析して地理学的な観点から防災上

配慮すべき点を示唆することを目的とする。その際，水害を死傷者数や被害額

として量的にとらえるのみでなく，ため池からの洪水流の方向や水勢，浸水

深，浸水範囲等を調査することで面的かつ動的にと らえ，さらに洪水を受ける

土地の地形や土地利用の分析と合わせ，水害を総合的にとらえることに努め

た。なぜなら，防災上，被害の想定は重要であり，その際，被害額の想定のみ

ならず想定浸水域等の危険度例示を加えた総合的なものが有効であるからであ

る。

研究の方法としては，まず同水害を記録する史料や現地での聞き取り調査か

ら水害の状況をできるだけ正確に復元して洪水状況図を作成した。次に，既存

資料と空中写真判読および現地調査によって浸水区域の地形分類を行い，既存

の地質的資料も加味して，同地域の地形的な特色を明らかにした。これらの洪

水状況と地形分類の結果から，洪水と地形との関連を分析した。さらに，近年

の同地域の水害や河川改修の進展および，入鹿池の防災工事の状況を記して，

今後の水害に備える配慮点を示した。

ため池の決壌にかかわる地理学的な研究はきわめて少なく， 1968年 5月の十

勝沖地震による青森県の被害を述べる中で，むつ市においてため池の決壊によ

る浸水被害があったことを指摘した水野・堀田 （1968）と同じく，十勝沖地震

によるむつ市の 3つのため池の決壊による洪水について洪水状況図を作成して

洪水の状況を分析した赤桐（1968），兵庫県東播磨地域でのため池の代表的な
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決壊事例について洪水状況を復元して地形との関連から分析した内田 （1997)

がある程度である。また，行政による記録としては京都府井手町 （1983）が

1953年 8月の水害誌の中で，ため池の決壊による被害状況や決壊の要因， 災害

復旧について記述している。この他， 兵庫県三木町 （現，三木市）が1932年 7

月に同町で起きたため池の決壊による災害に関して記録を残している （小阪

1933）。農業土木分野では，たとえば1997年 3月の高知県安芸市のため池の決

壊について研究した大年中西松田 （1997）に見られるように，論文の中で

堤体決壊による氾濫水の拡大の様子が図示されているものの，構造物としての

ため池の決壊の要因を分析することが主眼になっている。

以上のよ うに，ため池の決壊による水害について洪水状況を復元し洪水を

面的－動的に把握して地形との関連で論じたものは少ないことから， 筆者の研

究の意義があると思われる。また，本研究の対象とする入鹿池は後述するよ う

にダム湖に匹敵する大ため池で，その決壊はため池による最大の災害となった

ことからも研究の意義があり，この洪水の分析結果はダムの決壊による洪水の

防御にも有益な示唆のひとつとなりうる。

II.研究対象地域の概要

1. 入鹿池の概要

入鹿池は愛知県犬山市の山地内に位置する農業用ため池て、ある。池は周囲の

三方を尾張富士，羽黒山，奥入鹿山，大山等のある山地に固まれた盆地状の低

地に位置して， 現在の犬山市街地の南東約 6kmの地点にある（図 1）。この低

地には周囲の山地から今井Jll，荒田川，奥入鹿川が流れ込み，池の築造前には

入鹿村が存在した。これらの小河川は入鹿村の村はずれで合流して南部に流れ

ていた。 1626年の早魅を機に， 当時の小牧村の江崎善左衛門，上末村の落合新

八郎，鈴木久兵衛，田楽村の鈴木作右衛門，村中村の丹羽又兵衛， 外坪村の舟

橋仁左衛門の 6人が入鹿村に流れ込む河川の出口を塞き止めてため池を築造す

る計画を立案しその案は尾張藩の事業として実施された。その際，入鹿村民

は 1戸当た り米 l石の補償金を得て， 前原， 神尾，奥入鹿（ともに現，犬山市）

および入鹿出新田 （現，小牧市）へ移転した。

池を塞き止める堤防は河内国の優れた技術者が築造したことから河内堤と呼
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ばれ， 1633年に完成した。堤防の長さは96間（約 175m），堤高14間半（約 26

m），堤頂幅 3間（約 5.5m），堤敷75間 （約 136m）であり，堤防東側の岩盤の

一部を掘削して樋門が設置された。築造当時の池の貯水容量等は不明である

が！），現在は満水時面積 152.1ha，貯水量 15,187,000d，満水位の標高 90.95

m，水深 16.95m，濯甑面積 1,294.1haで，余水吐転倒ゲートを起立させた場

合の貯水量 16,810,000m3 （その際の満水位標高は 94.0m となる）は農業用人

工濯瀬ため池としては香川県の満濃池を抜いて日本最大である。参考までに表

1として，入鹿池の記録の残る時点での諸元を示した。

入鹿池の用水によって現在の犬山市，大口町，小牧市，春日井市等の台地上

の開発が可能になり， 1634年と 1662年の検地の聞に6,787石（梶Jll1997）ある

いは6,838石分（犬山市教育委員会1978）の新しい土地が開発され，これが入

鹿新田石高とされる。入鹿池の用水はこれ以前の宮田用水 （1628年），般若用

水（1619年），これ以降の木津用水（1648年），新木津用水（1664年）等ととも

に新田開発に大きな役割を果たした。入鹿池とその用水は尾張藩の管理下に置
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表 1 入鹿池の諸元

191 1年 1956年 1962年 1997年

満水面積 1.68 km' ：〉 1.58 km2 1.521 km' 

貯水量 ：〉 14,187.79 m3 1,416万m' 1,518万m3(*1,681万m')

満水位 ：〉 ？ 下 90.95 m（本92.00m) 

池の周長 11.78 lu百 フ 約12km 約16km

堤 高 ? 26.9 m ? 25.7 m 

堤 長 フ 120.0 m 予 724.1 m 

集水面積 コ 3,268.0 ha ? 3,440 ha 

理主海面積 予 1,369.68 ha ? 1,294.1 ha 

注 ．勺1転倒ゲート起立時の値。

資料 入鹿池史編纂委員会 （1994）より作成。

かれ，1673年には久保一色 （現，小牧市）に水役所が置かれた。水役所には濯

甑期間中，私奉行配下 1名と小牧陣屋の手代が交代で詰め，入鹿池t入守 （水門

番）が 2人置かれた。

2. 濃尾平野東部の概要

入鹿池が1868年に決壊した際の氾濫区域て、ある濃尾平野東部は，犬山から西

南部に張り出す木曽川の扇状地とそれに続く自然、堤防 ・後背湿地帯，さらにそ

の南部に続く デルタから成る低地とその東部に連続する台地から構成されてい

る。 この平野の東部には丘陵と山地が位置し低地との境界を成している。図

2は研究対象地域の地形分類図である。

図2によれば， 研究対象地域における山地は北東部の一部に分布する標高

292.8 m の本宮山を主峰とする本宮山山地で，低起伏の山地である。 山地の地

質は古生代末～中生代にかけての固い堆積岩類で構成され，小牧山 （標高

85.9 m）や岩崎山 （54.9m）等のきわめて小規模な山地が台地上に孤立して存

在する。丘陵は第三紀層から成仏小牧市付近に分布して篠岡丘陵と呼ばれ

る。丘陵の標高は 80～100m で頂部は高度が比較的よ くそろって定高性を示

すことから，近年では大規模な宅地造成が行われている。

丘陵の西部には濃尾東縁台地と呼ばれる台地が存在する。これらの台地は小

牧市付近までは旧木曽川の形成した扇状地が木曽川の分流や支川等の河川によ

って開析されて形成されたもので，春日井市域の大山川以南では庄内川とその
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図 2 研究対象地域の地形分類図

資料愛知県企画部土地利用調整課（1983,86），建設省国土地理院土地条件図

岐阜，空中写真判読および現地調査により作成。
名古屋北部，
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支川による扇状地や氾濫原が相対的な隆起や海水準低下等の影響を受けた後

に，それらの河川によって開析されたものといわれる （愛知県企画部土地利用

調整課1986）。台地は高位から低位までの 5段の段丘から成るが，図 2の範囲

内には高位段丘は存在しない。上位段丘は丘陵に隣接してわずかに点在する程

度で面積的にはごく少なし、。 中位段丘は標高 35m 前後の平坦面を残す段丘で

あるが，図 2では春日井市の田楽と犬山市の山地に隣接する地点にわずかに分

布する。田楽付近では下位段丘との聞に明瞭な段差がない。 下位面はこの地域

ではもっとも広い段丘面で， 面上には山地や丘陵から流れ出るかつての木曽川

の支川であった小河川の旧河道と思われる浅い谷がL、くつも認められる。低位

面上にもかつての木曽川や庄内川の派川や支川の旧河道であった谷底平野が多

く見られる。低位面は図 2の南部では沖積面との比高がほとんどなく，西方と

南方では沖積面下に埋没する。これらの段丘面から成る台地は濃尾傾動運動に

よって全体に西方ないし南西方に傾斜している。なお，段丘の構成地質は上位

段丘は砂と細礁で，中位，下位，低位段丘は磯層であって，いずれも形成時期

は更新世である。

台地の西には沖積低地が展開し，沖積低地は北から扇状地，自然堤防・後背

湿地帯，デルタに 3区分される。扇状地部は犬山緩扇状地と呼ばれ，標高約

45 mの犬山を扇頂として標高 11～12mの一宮市北東部から岩倉市北部を扇端

とする。扇状地は南西に約3/1,000の割合で傾斜し，扇状地面には御囲堤完成

( 1609年）までの木曽川の派川であった旧、河道が認められる。一之枝川，二之

枝川，三之枝川，黒田川と呼ばれるこれらの旧河道は扇状地面を 2～3m下刻

している（図 3）。一宮氾濫平野とも呼ばれる扇状地の南部に続く自然堤防・

後背湿地帯では17世紀初頭まで存在していた木曽川の派川や庄内川の旧河道沿

いに大きな自然堤防が形成されている。これらの背後に孤立的に分布する小型

の自然、堤防は17世紀以前に形成されたもので，河道の変化によ って埋積が進ん

でし、る（愛知県企画部土地利用調整課1986）。図 2の南西部のごく一部にはデ

ルタが見られる。デルタは奈良時代以降に浅海底や砂州等が木曽川をはじめと

する諸河川の埋積によ って形成された三角州て、ある。

m. 1868年の水害の状況

太田陣屋御番之者 （1868），長谷川 （1868），市橋 （1931）および吉野 （1983) 
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長良川

図3 木曽川の旧河道

資料総理府資源調査会（1961）により作成。

によれば， 1868年は旧暦 4月下旬から 5月中旬まで15日間雨が降り続き，畑に

は小麦が芽を出す有様であった。 4月下旬の段階で入鹿池の水位が6間3尺余

（約 11.8m）となったため少し排水したが， 5月に入ってもまだ雨が降り止ま

ず水位は 7間5尺（約 13.9m）になった。樋門を少しあけて放水したものの

水位は下がらず，藩の見回り役人が泊まり込みで警戒にあたったが， 5月11日

夜には 9間 1尺 5寸 （約 16.8m）を超えた。 11日夜から排水河川沿いの村々

では昼夜とも見張り番を置いた。入鹿池の締切り堤防を一部破壊して水位を下

げることも考慮されたが，排水河川沿い諸村の多大な被害が予想されることか

ら計画は実行きれなかった。かわって 5月上旬から，奉行の命により池の堤防

上に土俵を積んで増水に対応する方法がとられ，堤防上には12段の土俵が積ま

れた。 12日には水位は 9間3尺余（約 17.3 m）になり， 12日夜より地響きが

して， 14日（新暦 7月3日）の未明，豪音を発して堤防が決壊した。

決嬢以前にも池の上流部に位置する入鹿村では日々浸水域が拡大して村中に

及んだため，村民は高所に避難していた。同村の浸水の範囲は例年より 10町余

（約 1.09km）上流までと記録される。同じく池の上流部に位置する今井村で

も水は池から約 2km上流まで押し寄せ，池に流入する成沢川の橋はほとんど
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表 2 人鹿切れ洪水による主な被災集落の17世紀末～18世紀末の概要

集落名 耕地面積 戸（戸数） 
人口

馬（頭数） （人）

今井 42町8反 9畝50歩 204 757 25 

奥入鹿 4 7 13 17 65 268 9 

神尾入鹿新田 9 7 7 18 42 202 9 

安楽寺 4 9 3 38 15 80 3 

羽黒 223 4 18 32 403 1,670 65 

羽黒新田 不明 不明 不明 不明

楽回 252 5 9 21 379 1,423 30 

五郎丸 73 0 7 29 69 305 11 

橋爪 131 9 12 41 112 482 9 

河北 約 92町 85 356 7 

小口 約264町 47 1,941 36 

余野 約 62町 132 520 10 

外坪 約 45町 68 201 6 

河内屋新田 約 20町 35 147 5 

伝右衛門新田 約 7町6反 26 110 3 

宗雲新田 約 14町 22 87 3 

長桜 約 15町 22 80 2 

長桜替地新田 約 22町 29 115 

八左衛門新田 約 4町9反 14 64 不明

資料 名古屋市教育委員会 （1964・65・66）および角川日本地名大辞典編纂委員会（1991）より作成。

流失したが，人家の大部分は山麓の比較的標高の高い地点にあったため浸水を

免れた。なお，決壊の時聞については13日未明， 14日寅ノ中刻， 14日午前 3時

等の説があるが，犬山城大手門番所役人の記録で， 14日七ツ（午前 4時）の太

鼓を打ったところ豪音が聞こえ，池決壊の報を受けた （小野木1868）とある。

決壊の報が城に届くには池から域までの距離を考慮して20～30分は要したであ

ろうことから，決壊の時刻は 3時から 4時の間と思われる。

図4は決壌を記した諸史料と現地調査および聞き取り調査から作成した1868

年 5月の入鹿池決壊による洪水，いわゆる入鹿切れの洪水状況図である。表2

にはこの洪水によって被害を受けた主な集落の17世紀末から18世紀末頃の概要

を1792年に記された 『尾張御行記』と寛文年間 （1661～1673）に記された『寛

文村々覚書』によ って示し表3には記録が残る主な集落の被害をまとめた。
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日E脚場

巨己被害記載集落

巳ゴ主要な集落

巳ゴ破壊、橋票読失

Eヨ酬の方向

図 4 研究対象地域における 1868年 5月の入鹿池決壊による洪水状況図

資料：長谷川玄通 （！868），長谷川春葬（1868），近藤 (1868b），太田陣屋御番之者（1868），庄屋浅

右衛門（1868），小野木（1868），錦江法隣山小比丘（1868），吉野（1868）， 市橋 （1931 67), 

市橋（1940），岩倉町（1955），大口町 （1982），江南市史編纂委員会（1988），吉野（1983)
により作成。



表3 主要集落における入鹿切れ洪水の被害

図中 No. 集落名 死者（人） 流失家屋（戸）

今井 。 0（浸水3～4戸）

2 奥入鹿 2～4 0（大部分の家屋浸水）

3 神尾入鹿新聞 2～4 40 

4 安楽寺 。 30～74 

5 堀田 154 

河原
150 

6 69 

7 成海 25～27 23～24 

8 朝日 272* 102～110 

9 稲葉 40 27～28 

10 五郎丸 25～26 18 

11 橋爪 フ ヨ

12 長塚 1～2 。
13 追分 。 。
14 羽黒新岡 フ

15 河北 76 176 

16 上小口 28 

中小口
60～70 

17 53 

18 下小口 1 l～12 ? 

19 余野 2～4 コ

田畑被害 堆積物 最大浸水深（cm)

浸水 下 30 ～40 

浸水 ？ 30 ～40 

全部荒地 岩石，大磯 300 ～1,500 

全部荒地 岩石，大磯 60 ～450 

全部荒地 岩石，大磯 180 

全部荒地 岩石，大事告 100 ～180 

全部荒地 岩石，大磯 100 ～180 

全部荒地 岩石，大磯 909 

全部荒地 岩石，大磯 909 

荒地多い 礁 90.9 

荒地多L、事豊 90.9 

所々荒地コ 90.9～121.2 

所々荒地コ 30.3～60.6 

コ コ ? 

全部荒地 岩石，大磯 予

荒地多い 初）90.9cm 180 

荒地多いコ ：〉

荒地多い P ？ 

荒地多い 〉 1》

湛水時間（hr)

フ

予

6～7 

予

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

4 

4 

フ

? 

フ

？ 

48 

? 

? 

? 

洪水到達時刻

決痩以前

t奇襲以前

3:30～3:40 

3:30～3:40 

4:00 

4:00 

4:00 

4:00 

4:00 

? 

予

予

1》

? 

朝

朝 （8:30) 

朝

朝

朝

σ、
0 



図中 No 集落名 死者（人） 流失家屋（戸）

20 萩島 12～13 コ

21 寺田 8 ? 

22 伝右衛門新田 5～7 予

23 八佐衛門新田 17～18 。
24 長桜 4～6 コ

25 宗雲新田 10～11 フ

26 河内屋新田 3 予

27 外坪 。 ? 

28 横内 。 ：〉

29 御供所 4 。
30 安良 。 。
31 小折 。 。
32 東市場 。 。
33 舟津 。 。
34 入鹿出新田 4 11 （倒壊家屋33)

35 曽野 1 。
36 六ツ師 。 。
37 久地野 。 。
38 五日市場 。 。

田畑被害 堆積物 最大浸水深（cm)

荒地多い？ ？ 

荒地多い 岩石，大磯 140 

荒地多い？ ? 

荒地多いフ 可

荒地多い？ ナ〉

荒地多い？ コ

荒地多い？ ? 

荒地多い？ ? 

荒地多い？ プ〉

荒地多い？ コ

荒地多い？ ? 

荒地多い？ 下

荒地多い 泥15cm 100 

荒地多い 泥30.3cm 330 ～340 

荒地多L、言 ? 

荒地多い P 70 ～80 

荒地多L、黒色土15cm 可

荒地多L、黒色土12cm 30.3～100 

荒地多い 泥 90 ～100 

湛水時間（hr) 洪水到達時刻

予 朝

フ 朝

? 朝

? 朝

予 朝

? 朝

フ 朝

? 朝

フ 朝

? 朝

：》 朝

：， 朝

下 朝食時

8 朝

? 

一〉 ? 

? 下

一〉 フ

? ? 

:lf 
回

汁
串
iii' 
& 
)II 
溜

'""' <)< 
洪
珊
& 
4時
2聖
司

注 ＊村民257人＋他村住民10人。 :"ii 
資料長谷川玄通 （1868），近藤（1868b），太田陣屋御番之者（1868），庄屋浅右衛門（1868），小野木 （1868），吉野（1868），市橋（1931・67），市橋 ニ

(1940），岩倉町 （1955）， 大口町（1982），江南市史編纂委員会 （1988），吉野 （1983）により作成。
。、
ー
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なお，表 3中の No.は図 4中の集落の位置を示す No.と同じである。

小野木 （1868）と市橋 （1931）によれば，水は長さ96間の締切り堤防のうち

92聞を破壊し満水の水がすべて流失して排水河川である五条川に沿って流れ

た。入鹿池より下流約 3kmまでの聞の五条川は尾張富士のある山地と本宮山

のある山地聞の幅 100～200mの狭い谷底平野を流下するため，左右の谷壁を

崩壊させながら進み，特に谷幅の狭い部分では水深が 12～15mfこも及び，そ

うでない場所でも水深は 90.9～303cm に達した。 この水勢は矢のごとし，堤

防から谷底平野の両側の山の岩石は砕けて樹木を押し倒しともに流れ出した

と記録される。午前11時頃までに水はすっかり流出し，谷底平野沿いのほとん

どの人家が流失して田畑は礁に覆われ，長持ほどの大きさの巨大な磯も散乱し

ていた。しかしながら池周辺の諸村での死者は少な く， この理由は池に近いこ

とで決壊の間もないことを予期して住民が山地内に避難していたためで、ある。

吉野（1868），長谷川玄通（1868），近藤（1868a,b），太田陣屋御番之者

(1868）および市橋 （1931・67）によれば，山地聞の狭い谷底平野を放けた洪

水流は平地に出て 700mほど西に進んだ後，北西，西南西，南と大きく 3方

向に分流した。西南西に向かった水流はさらに西南方向にも分派した。谷底平

野を出た洪水流の直撃を受け，さらに水流が 3つに分派した地点にあたる羽黒

村はも っとも甚大な被害を受けた。羽黒村では大部分の人家が流失したのみな

らず，ほとんどの樹木も流失し，溺死者が続出した。当時の記録は人家が破壊

される様子を，さながら鉄の槌で卵を割る ごとくとある。甚大な被害の原因は

水流の強さと水量の多さに加えて，大岩石，流木，家屋の残がL、等が水ととも

に押し寄せて人家等の破壊を助長したためて、ある。この地域に押し寄せた岩石

のうち大きなものは縦 3～4m，横 12～15m，高さ 1.2～1.5mほどであり， 田

畑は大小の岩石と礁で埋め尽くされた。最大浸水深は羽黒村内でも場所によっ

て異なるが 90～909cmで，鍋蓋と俗称される低地の稲葉地区（図 4中の No.

9，以下同様に示す）や谷底平野を出た水流が直撃した朝日地区 （No.8）では

909 cmであった。

洪水流の到達時刻は東の空がかすかに明る くなる頃というから，旧暦 5月中

旬の日の出が午前4時30分頃であることから察して， 4時少し過ぎ頃と推察さ

れる。羽黒村を構成する朝日，稲葉，成海（No.7），堀田（No.5），河原

(No. 6）のそれぞれの地区での死者は順に267人， 40人， 27人， 154人， 69人の

合計557人であって，中でも谷底平野を放け出た直後の洪水流に直撃された朝
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白地区での被害が大きい。被害の大きさは水流の早さと破壊力の強さの前に，

人々は避難する時間も方法もなかったことを物語っている。羽黒村での水の速

度について「水はどっと来てき っとヲj1,、た」とし、ぅ記述があることからも，水

の速さがしのばれる。入鹿池から羽黒村までは約 4kmであり，この距離をお

そらく 30分くらいで水が到達したと推定される。朝日地区の記録でも池の決壊

後 2時間で水がヲ｜し、たとあることから，羽黒村に浸水していた時間は 1時間半

程度と推定される。なお，羽黒村までの五条川の堤防も当然のことながら破堤

している。

羽黒村から北へ向かった水流は，犬山市街に通じる街道が合瀬川にかかる橋

を落下させて五郎丸村（No.10）から橋爪村（No.11）に達した。羽黒から南

へ向かった水流は羽黒新田村まで達したが，そこでの最大浸水深は約 60cm

以下で被害も軽微である。これは羽黒新田方面に向かった水流が主流で、はなか

ったことと，同地域は下位段丘上に位置することから水勢が弱まったためで、あ

ろう。南へ向かった水流のうち，楽団村長塚（No.12）では最大浸水深が

90.9～121.2 cm，死者が 1～2人，人家の損傷なし，田畑はところどころで荒

れ地となった。しかしこれでも南や北への水流は西への水流に比べ水勢が弱

かったので、ある。五条川に沿って酉進した洪水の主水流は河北村（No.15）に

おし、て人家の大部分を破壊し 70数名の死者を生じさせた。このことから，羽

黒村に甚大な被害を与えた後も洪水の本流はまだ破壊的な威力をもっていたこ

とがわかる。また，五条川と合瀬川（木津用水）の交差する地点で，洪水流の

一部は木津用水を北上，南下し，特に北上した水流は用水にかかる橋を次々と

破壊した。

太田陣屋御番之者（1868），長谷川玄通（1868），吉野（1868），市橋（1931),

大口町（1982）および江南市史編纂委員会（1988）によると，水流の一部は河

北から上小口（No.16）を経て余野 （No.19）に達した。水流の支流沿いの上

小口では朝 8時30分頃に水が豪音をあげて約 1.8mの高さで押し寄せ，同地で

の最大浸水深は約 180cm，堆積物も砂約 90cm，死者28人であった。小口村

でも主水流の直撃を受けた中小口（No.17）では50人以上の死者が出ている。

同じく主水流に沿った寺田（No.21）では死者は 8人，最大浸水深が 140cm 

で，同村の記録は「大風の音と思い外へ出た瞬間に人の腿の深さまで水が来

て，水はどんどん増水し，口にまで達したが，すぐ減水して，縁側の上までに

なって，縁側の上に大石がのった」とあることから，洪水流の水勢も水量もま
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だ大であったことがわかる。寺田とは五条川をはさんで対岸にある下小口

(No. 18）では死者11～12人であった。寺田の東に位置する萩島（No.20）で

は死者12～13人，そこから約 1.5km南の外坪（No.27）とさらにその南の横

内（No.28）では死者 0人，人家に損傷なく，田畑が荒れ地となった。これに

対して五条川沿いの伝右衛門新田（No.22）では死者 5～7人，人家損傷なし，

田畑は荒れ地となり，長桜 （No.24）では死者 4～6人，八左衛門新田（No

23）では死者17～18人，宗雲新田（No.25）では死者10～11人，河内屋新田

(No. 26）では死者3人で，これらの諸村は床上約 60cmの浸水であった。入

鹿出新田（No.34）では倒壊家屋33戸，流失家屋11戸，死者 4人，御供所

(No. 29）では死者 4人，人家損傷なし，田畑は荒れ地となった。御供所から

小折（No.31）は五条川が南西から南へ向きを変える地点であるため，何日間

も湛水して水がよどみ，死体が多く流れついたとし、う。

御供所より約 4km下流， 入鹿池よりは約 20km下流の東市場（No.32）で

は朝食時にゴーコーという音とともに上流から白い水の波が押し寄せ，村中に

浸水したが，家屋の破損や流失はなく，家から道具も流れ出さなかった。しか

し田畑は泥が約 15cm堆積して，畦と耕地との境界がわからなくなった（岩

倉町1955）。また，東市場では 2kmほど上流の三淵新田からの水が白い高波

のように見えて，その後，小高い場所にある神社に避難できたという話からも

水の速度はそれほどには速くなかったことが推測される。当時の岩倉村での浸

水時聞は約 3時間と記され，同村の石仏や神野では床下浸水が多かったが，北

口や門前，西市では床上 60cmほど，曽野（No.35）では床上に 30cmの深さ

で浸水して南南西の大山寺方面へ水が流れ，大山寺では床上に 35cmほど浸

水して30分くらい後に南の五条川から水が逆流してきたが，米野の破堤によ っ

てすぐ減水した。大山寺の北西の北島でも水は東から来て村の北部での浸水は

浅かったが南部では床上に 20cm浸水して， 1時間後に米野の破堤で減水した

（岩倉町1955）。

東市場から約 1.5km東の舟津（No.33）で、は夜が明けた頃，コーコーとい

う音が北方より聞こえ，水が台地沿いに西から迂回して舟津に入り東の台地と

の聞に湛水して，段丘聞の谷間状の後背湿地にある村中が池のような状態にな

った。水深は床上から 303cmあり，数時間で水がヲ＇＂ 、たが，後には泥が 30.3

cm堆積した（市橋1931）。

五条川は曽野の下流で南西から西へ大きく方向を変えていて，方向を変えた
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付近の米野で破堤し，水流は現在の師勝町や西春町方面へも侵入した。米野の

破堤によ って舟津や東市場では急速に水が号11,、た。米野からそのまま西進した

水流は青木川合流点に向かい，合流点付近の五日市場（No.38）で最大浸水深

lOOcm，死者なし，人家損傷もなしであった。青木川はこの水を受けて逆流

したが，五条川からの水が青木川を越えてさらに西側にどの程度まで浸水した

のかは不明である。また，米野で破堤して師勝方面へ入った水の浸水範囲は定

かではないが，木津用水（合瀬｝｜｜）右岸の六ツ師 （No.36）では死傷者なし，

人家損傷なしであって，肥沃な黒土が 15cm堆積した。六ツ師の北隣の熊之

庄では合瀬川が 4ヵ所破堤して浸水した（師勝町1981）。同じく木津用水右岸

で用水と新川との合流点に近い久地野（No.37）では，比較的標高の高い場所

で庭先に水がかかり，低所では床上浸水し，田畑に黒い泥土が堆積して苗が埋

まった（市橋1931）。当時の春日村の五条川左岸の下之郷でも浸水家屋が多数

あり，水田は見渡す限りの白海と化した（春日村史編纂委員会1961）。

入鹿池からの水を主体とする浸水の南限は不明であるが，圧内川も何ヵ所か

で破堤して出水しているので，庄内川付近では入鹿池からの水と庄内川からの

水とが入り混じったものと思われる2）。米野から入った水は庄内川まで達し，

その他，米野付近から南部で木津用水，大山川，新J11，庄内川の水が入り混じ

って現在の名古屋市北部にまで押し寄せたと考えられる。なお，入鹿池のこの

決壊は築造以来初めての出来事であり，その後，現在まで決壊した記録はな

し、。

入鹿切れの被害については，入鹿用水水利組合の調査結果に基づいて被害は

丹羽，春日井，中島，海東の 4郡133ヵ村に及び，流失家屋は807戸，浸水家屋

は11,709戸，死者941人，負傷者1,471人，流没耕地8,480町5反20歩と記され，

丹羽郡教育会（1917），犬山市（1982）や名古屋地方気象台（1971）もこの数

字をあげている。春日村史編纂委員会（1961）や師勝町（1981）は羽黒，河北，

小口，伝右衛門新田各村の死者合計I200人，その他の村で300人と記述してい

るが，筆者が各記録から集計した死者の数だけで、も約840人であり，錦江法隣

山小比丘 （1868）の入鹿池決壊図に記される上流から御供所までの死者（住人

のみで他所からの死者は含まず）を合計しでも約720名であることから，死者

数を見る限りでは前者の数が正しいように思われる。しかし浸水範囲に関し

ては広すぎるように思え，これは前述のように入鹿池からの水が南部では他の

河川からの水と混じって特定できないことから，庄内川や青木川の氾濫も含め
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た浸水地域と考えられる。この洪水によって浸水した面積は筆者の計算では約

97 km2に及び，入鹿池の水だけがそこに氾濫したとしても平均して 14～15

cmの水深になる。

（岡山大学文学部教授ー文学博士）
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