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甲斐武田の治水策の問題点とその限界
一一一御勅使川分流の終罵一一

岩屋隆夫
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1. はじめに

甲斐武田は信玄の時代，つまり戦国時代末期に甲府盆地を貫流する諸河川の

治水事業に着手しこの結果として甲府盆地の治水安全度が強化された。甲斐

武田が覇権を争うには，自国領内の稲作生産力の向上とその安定的な経営が必

要だったので、ある。 一連の治水事業のなかで最も著名なものが釜無川とその右

支川御勅使川を巡る治水策である。この治水策は，古くは安芸浩ーの著書「河

相論」I）で詳述されて以来，各誌で取り上げられてきた。そして，今日では，

現代の治水策に変化を求める余り，この治水策を絶賛したり，或いは過大評価

するような傾向が諸処にあるようである。釜無川とその右支川御勅使川を巡る

治水策は昭和初期に終鴬しているにもかかわらずにである。問題の一因は，甲

斐武田の治水策の問題点や限界がこれまで明示されてこなかったことにあると

考えている。

実は，甲斐武田の治水策を廃止へと追い込んだ水害の実態は，土木学会所蔵

の写真，すなわち土木学会初代会長，古市公威の旧蔵写真を整理するなかで明

らかになっている。当該写真は現在，土木学会土木図書館の HPのデジタルアー

水利科学 No.284 2005 



岩屋 甲斐武田の治水策の問題点とその限界 23 

カイブで公開しているしこのなかで釜無川（富士川）の水害実態の写真は筆

者が解題を付し，水害の問題点などを説明している。加えて，甲斐武田による

治水策の問題点は拙著「日本の放水路」2）に記述してきた。したがって，甲斐

武田の治水策の問題点やその限界などは，既に専門家などの間で一定程度，理

解されているものと考えていた。ところが，この治水策の問題点について，未

だに直接，質問を受けることが続いている。土木学会のデジタルアーカイブの

認知度が低いのか，あるいは拙著に上記の土木学会所蔵の写真を掲載しなかっ

たことが説得力を欠く原因であったかと考えている。

本論は，こうした状況を踏まえ，土木学会土木図書館の旧蔵写真資料などを

駆使して，甲斐武田の治水策の限界に関するー論を再整理したものである。

2. 甲斐武田による釜無川・御勅使川の治水事業

戦国時代の雄，甲斐武田の拠点は甲府盆地である。この甲府盆地の治水の焦

眉のーは，盆地西北の竜王地先から盆地内へと切れ込む釜無川｜にある。 1542（天

文11）年の釜無川洪水後，時の甲斐国の領主武田信玄は1559（永禄 2）年に釜

無川と御勅使川の治水事業を着手している。これが本論で措定する治水策であ

る。

ここで，釜無Jllと御勅使川の位置関係を見るために，国土地理院発行の 1/5

万の地形図，明治29年修正測図甲府市と明治43年測図の韮崎，塩山，鰍沢を接

合した図 1を示す。

幹川となる釜無川は，図左上から南東流し，韮崎火砕流台地の突端，竜王を

扇頂にして，約90° の角度を持って東側から南側へと扇状地を形成している。

釜無川は，この扇頂の竜王から盆地内へと乱流し，結果として東側へと広大な

扇状地を形成してきたのである。したがって，甲府盆地の治水安全度を向上さ

せるには，まず釜無川の盆地内への切れ込みを防止する必要があり，このため

には釜無川の河道を盆地から遠ざけて，扇頂から南流させる必要があった。と

ころが，これの障害となったのが御勅使川である。図中，左側から東流するの

がかつての御勅使川の本川河道と考えられる，前御勅使川である。

御勅使川は，築立を扇頂にして約70。の角度を持って東側から南東側へと扇

状地を形成している。そして，御勅使川は，図 1に見るように，釜無川の南流

を遮断するかたちで、東流し合流するから，このため釜無川は御勅使川の洪水に

押されて東流するようになってしま う。扇状地河川が錯綜する地域における支
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川の合流処理とし、う治水上の課題の一つである。

釜無川を釜無川扇状地の西側扇側に相当する箇所において南流させるには，

御勅使川の合流処理を上手く行う必要があった。考えられる手法は幾つかあり，

例えば，築立地点を起点にして，御勅使川扇状地の扇側に沿って御勅使川を南

東流させ，甲府盆地の南端付近で釜無）｜！と合流させるような方法がある。そう

すれば，幹川釜無川と支川御勅使川の洪水は，南側へと順流するように合流処

理が行える。ただ御勅使川を南東流させるには，扇頂の築立で御勅使川の河道

を南側へと 90。近く曲げる必要がある。しかし，御勅使川の平均河床勾配は

1/13.8と急であるから，扇頂で河道を90。近く曲げるには，流心が集中する水

衝部にはそれ相応の洪水圧力がかかり，これに備える極めて頑丈な構造物を配

置しなければならない。戦国末期とし寸時代的背景を考えるならば，急流河川

の水衝部にあって，その洪水の直撃に耐えるだけの構造物の配置は無理なこと

であった。

そこで，甲斐武田が考案したのが御勅使川を東北東へと流す治水策である。

すなわち，築立地点の右岸側に強固な石積み堤防を配置しながら御勅使川の幹

川河道を徐々に東北東へと移しこの先にある龍岡台地の南端を掘り込んで「新

堀」を開削することによって河道を固定して，これに加えて，釜無川合流点の

直上流に「十六石」とし、う巨岩を配して御勅使川の洪水流が釜無川左岸の韮崎

火砕流台地，別名「高岩」に当たるよう導いたので、ある。築立から東北東へと

流れる河道が図 1に見る本御勅使川である。そして，高岩を直撃するようになっ

た釜無川と御勅使川の洪水流は，高岩に当たって右岸側へと反転し，その反転

した先に本御勅使川から分流する前御勅使川の洪水流を当てて探み合わせ，そ

うすることによって洪水流の勢いを削L、だのである。釜無川洪水の右岸側への

反転流に対する備え，つまり前御勅使川の洪水流による反転流の流勢の減殺で

ある。

一方，釜無川右岸には，扇頂から下流に向かつて強固な堤防が築かれた。信

玄堤である（注 l）。同時に，前御勅使川の分流点には「将棋頭」とし、う上流側に

凸状をした石積みの構造物を設けて，御勅使川の洪水が前御勅使川へと流れる

ように工夫された。天文年間（1532-1555）に著された「甲斐国志」には以下

の記述がある。「前御勅使川ハー・i張水ノ時ノミ溢流ス」九つまり，前御勅使川

は，本御勅使川の超過洪水を負担していた。したがって，前御勅使川は，本御

勅使川の洪水の一部を釜無川へと放流する放水路であったことになる。ただし
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前御勅使川は，本御勅使川の洪水量を軽減させるという役目よりも，釜無川洪

水流の右岸側への反転流の流勢を削ぐ役割が大きかったと考えている。

甲斐武田の治水策の最大の眼目は，釜無川洪水の盆地への切れ込みの防止，

これを満足させるための信玄堤への釜無！｜｜・御勅使川双方の洪水の直撃防止に

あった。そして，この治水策が上手く機能するには，本御勅使川洪水の高岩へ

の直撃と，前御勅使川への洪水の分流が求められていたので、ある。

3. 御勅使川流域の地質条件と土砂流出

甲斐武田の治水策の基本は，前記のとおり御勅使川の洪水流の高岩地点への

誘導と御勅使川の分流にあった。そして，この治水策を大きく左右したのが流

域の地質条件に規定された御勅使川の土砂流出である。

そこで，流域の地質条件をまず見ていくことにする。図 2に示すのは御勅使

川上流域の地質の概念図である。御勅使川の上流域の地質は，このように大き

く三区分される。泥岩が主体となって構成される桃の木累層，安山岩溶岩と凝

灰角磯岩で構成される櫛形山累層，大崖頭山東部に偏在する花崩岩類である。

そして，この花崩岩類と桃の木累層との境界には明瞭な断層線がある。列島第

一級の断層線，糸魚川一静岡構造線である。

糸魚川ト静岡構造線とは，これによって列島が東北日本と西南日本に二分さ

れるように，地質学上で最も注意すべき構造線であって，御勅使川上流域の地

質は，実はこの構造線の影響下にある。つまり，断層活動によって岩体が各所

で破砕され，脆弱な状態に置かれているのである。図 2には，明治43年測図の

韮崎，鰍沢の 1/5万地形図に記載された崩壊地を転記しているが，明治40年代

の御勅使川上流域には，このように多数の崩壊地，特に中小の崩壊地が大崖頭

山の東部を中心に分布していた。

御勅使川上流域にあって，前記の地質条件に加えて問題なのが大崖頭山東部

の花園岩類である。一帯の花崩岩類は，淀川｜から瀬戸内諸河川に広く分布する

花崩岩の性状と同類の花崩岩真砂である。真砂は言うまでもなく，一旦，裸地

化すると土砂流出は止めどなく継続するとし、う宿命があり，明治初期の淀川や

瀬戸内諸河川の河川改修にあって，焦眉の中心的課題がこの真砂の流出防止に

あった。

前掲の「甲斐国志」には，御勅使川の土砂流下の状況が記されている。「御

勅使川ハ・地形陵夷ニシテ水勢甚夕、迅急ナル故洪水アル毎ニ砂閣ヲ流閣シテ耕
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御勅使川上流域の地質（経済企画庁「土地分類調査山梨県」など4.5. 61を

修正図化）と明治40年代の崩壊地

地の害ヲナス・・」到。御勅使川上流域には，下流へと大量の土砂を押し出すよ

うな地質条件が存在しその昔から洪水の度に土砂流出を繰り返していたので、

ある。

砂防工事の着手，そして林野の荒廃は，明治期における御勅使川の土砂流出

を裏付ける事象の一つである。明治初期の河川調査報告書には，御勅使川の土

砂流出のことが各所に記載されている。 1880（明治13）年の山梨県技師の京都

府出張復命には「淀川幹流ノ如キニ至ッテハ，ー大石巨岩ノ潰崩押流，宛モ甲

州、｜－御勅使川・ーノ状況ニ不異」8）と御勅使川の土砂流出状況を指標にして淀川

などの状況が述べられている。そして， 1883（明治16）年5月，蘭人御雇工程

師，ムルデ、ル （H.L.R.Mulder）は，内務省の依頼を受けて，山梨県下の諸河川

を調査しこの調査結果を踏まえて作成された山梨県下の工事予算計画で、は，

総計5万円のうち 1万円が御勅使川の「山工堤縦壁及植樹jに充てるものとさ
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れた8）。明治初期にあって地方県の河川改修は，少ない予算で汲々として進め

られてきたとし、う現実を考えるならば，御勅使川に対する砂防予算の見積もり

は破格の扱いであったと言って良いだろう。

県下の砂防工事は， 1881 （明治14）年，坪川の水源，市之瀬川で開始された

けれと·~.御勅使川では1883 （明治16）年，駒場などで砂防工事が着手され，

1892 （明治25）年には御勅使川の初期計画が策定された。御勅使川の砂防工事

が本格化するのは大正年代に入ってからのことで， 1916（大正 5）年，内務省

の直営砂防が施工された。それまでの砂防堰堤が巨石を用いた石積堰堤で、あっ

たものが，ここに国内初のセメン卜を用いた堰堤が施工された。御勅使川の芦

安堰堤である。御勅使川の土砂流出が最早猶予の無い状態に置カ通れていたから

である。

一方， 1903（明治36）年，山梨県は御勅使川上流域の山林を保安林に編入す

べく山林の現況調査をおこなっている。調査地域は「旧三十六ヶ村入会御料林

一筆と芦倉単村入会御料林二筆」3），つまり御勅使川水源域の75%以上を占め

る地域である。旧三十六ヶ村入会御料林一筆は，台帳面積16,000町歩，実面積

4,103町歩で，「一言ニシテ之ヲ評スレパ荒廃山林ト云フノ外ナシ・乱伐を免カ

レタルハ峻険ナル山頂部ノミ」3）であったとしている。林地の内訳は， 27%が

芝草生地，すなわち「純粋ナ荒蕪地」で， 64%が閤葉樹林で「其大部分ハ乱伐

暴採セル荒廃林」であった。残りわずか 9%に相当する山林が天然針葉樹林と

新たな植林地である。他方，芦倉単村入会御料林二筆は，台帳面積1,351町歩，

実面積1,184町歩で，その内訳は，天然針葉樹林が18%，荒廃針葉樹林が13%,

新たな植林地の針葉樹林 5%，闇葉樹林 6%，荒廃闇葉樹林48%，荒蕪地10%

である九ここに示された数値を合計すると，荒廃林や荒蕪地は御勅使川水源

域の65%に相当する。 言い換えれば，御勅使川の水源域の山林は，明治中期に

あって，その大半が荒廃していたことになり，こうした林野荒廃の原因は盗伐

によるものが多かったと記録されている。

実際，このような状況下で1910（明治的）年4月 1日，林野警察巡査が御勅

使川流域に配備された。林野警察巡査の配備は山梨県が圏内初のケースで，御

勅使川流域には鰍沢警察署小笠原分署管内の芦安と平林に林野巡査が置かれ，

翌1911 （明治44）年には巡査65人が増員された9）。御勅使川水源域の林野の荒

廃とその管理は，このように重要視されていたのである。

次に，治水史と関係する文献10,11）を通じて御勅使川の破堤記録を見ていくこ
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表 1 御勅使川の破堤記録

1748（寛延元）年 有野堤破堤

1763（宝暦13) 有野堤破堤

1801(享和 2) 有野堤破堤

1819（文政 2) 有野堤破堤

1828（文政11) 有野堤破堤

1829（文政12) 有野堤破堤

1838（天保9) 飯野新田破堤

1855（安政2) 前御勅使川氾濫

1858（安政 5) 前御勅使川氾濫

1868（明治元） 有野堤破堤

1870（明治 3) 有野堤破堤

1896（明治29) 有野堤以下，破堤

1898（明治31) 有野堤破堤

とにする。表 1に示すのが御勅使川の破堤の記録である。これを見て判るよう

に，御勅使川の破堤と言う場合，記録に残るものは全て右岸側の破堤，氾濫で

あって，破堤の多くは扇頂直下の右岸，有野堤であった。 1800年代に限って言

えば，概ね10年に 1回の割合で有野堤が破堤している。

有野堤は，前述したように，御勅使川を東北東へと向ける起点になる場所で

ある。この点から考えれば，河道を矯正した起点が最も大きな夕、メージを受け

ることは必然である。しかしこれ以上に御勅使川の河道の埋積が，洪水流の

右岸への偏流を助長していたと考えている。安政年間における 2回の前御勅使

川の氾濫がこれを裏付ける。

前御勅使川は，前述したように御勅使川の超過洪水を受ける放水路であり，

しかも自己流域を持たない。したがって，これが氾濫するということは，本御

勅使川から超過洪水以上の洪水流が前御勅使川筋へと流れたことを意味してい

る。分派点は，将棋頭とし、う石積み構造物が配置されただけの自然分流であり，

河床変動にともなう分流比の変動は必然的に大きくならざるを得ないから，御

勅使川では既に1800年代中期において，本御勅使川の河道が土砂で埋積し，こ

の結果として前御勅使川への分流が上手く機能しなかったと見られるのであ
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る。

御勅使川は，以上述べたように，上流域の地質条件に規定され，また林野の

荒廃を受けて，洪水にともなって大量の土砂が押し出され，これが河道に堆積

してきた。こうした御勅使川の洪水に対し甲斐武田は御勅使川の洪水を自然

分流させる治水策を採用した。甲斐武田の治水策の最大の弱点がここにあった

のである。

4. 1896 （明治29）年水害の実態

前章では，明治初期にあって，御勅使JII上流域が荒廃し，この結果，下流へ

と大量の土砂が押し出されていたことを指摘した。また，御勅使川の破堤が右

岸の有野に集中し， 1800年代中期には本御勅使川の河道が埋積し，この結果，

御勅使川の分流が上手く機能しなくなった可能性を指摘した。では， 1800年代

後期の明治中期に至って，御勅使川の流出土砂は，実際，どのようなものであっ

たのか，また御勅使川の洪水はどのように変化したのか，という視点で以下，

1896 （明治29）年水害の実態を見ていくことにする。

ここで先に結論を述べれば，この1896（明治29）年水害によって，信玄堤は

築堤以来，初めて破堤した（注2）。甲府盆地の治水の要というべき信玄堤が破堤

したので、あるから，甲府市民など地域住民にとって驚樗すべき事態になったで、

あろうことは想像に難くない。しかも，信玄堤の決壊は明治以降もこの1896（明

治29）年水害の 1回しか無い。

さて，この1896（明治29）年の水害実態を証拠付ける写真が土木学会土木図

書館にある。 117点を数える古市公威の旧蔵写真で，このうち撮影年が明記さ

れているのは， 1896（明治29）年の信濃川横田切れの水害写真， 1897（明治30)

年と 1898（明治31）年の 2年に亘る函館築港写真， 1900（明治33）年の五本松

堰堤の写真に限られ，これ以外の写真には撮影年が記されていない。しかし

前後の写真の撮影年から類推すれば，その他多くの写真もまた明治20年末から

30年初頭のものと考えられる。この117点の写真のなかで，甲斐武田の治水策

と直接関係する写真は，以下に掲げる写真 1から写真9までの 9枚，つまり富

士川流域の水害写真である。各写真の表装には甲府市樋口桃雲とし、う写真館名

が印刷されている。

9枚の写真のうち 7枚は前御勅使川筋で撮影されたもので， 1枚が釜無川右

岸堤，残る 1枚が信玄堤，つまり釜無川左岸堤の破堤にともなう水害写真であ
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写真1 j原村の復旧工事状況（土
木学会土木図書館所蔵）

写真2 i原村の洪水後の状況（土

木学会土木図書館所蔵）

る。信玄堤の破堤は，先述したように1896（明治29）年の 1回しかなし、から，

これら一連の写真は， 1896（明治29）年の水害状況を撮影したものなのである。

1896 （明治29）年，山梨県下では 9月4日から12日にかけて台風起源の豪雨

がもたらされ， 8日に102.4mm, 11日に141.7 m mが記録されるなどして，延

べ雨量が399.8mm  に達した。この結果，釜無川とこれに合流する御勅使川や

戸川などの右支川群が大出水した。以下， 9枚の写真を御勅使川の上流から 1

枚ずつ確認することによって， 1896（明治29）年水害と洪水の性格をみていく

ことにする。

写真 1は，御勅使川扇頂部右岸側の旧源村（現・南アルプス市築山下）にお

いて御勅使川を撮影したもので，御勅使川河道は一面，砂擦の河原と化し，そ

のなかで数名の技師と人夫が「石積堤防」の被災跡の平面形状等を竿と縄を用

い測定している様子が写されている。注目すべきは，写真左奥に写る御勅使川

の本川河道が異様な高まりをもって埋積していることである。写真裏書きには，

「山梨県下中巨摩郡源村ニ於テ御勅使川流ノ為ニ全テ破壊セシメル一番ヨリ六

七番ニ至ル堤防ヲ修築スル画」とある。写真 2は，同村内の御勅使川右岸側の
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写真3 旧旭村の決壊状況（土木

学会土木図書館所蔵）

写真4 旧御影村の破堤状況（土

木学会土木図書館所蔵）

水害防備林の堤内地から河道を撮影したもので，防備林に流失物の一部が引っ

掛かる等して，洪水が右岸側に沿って走った様子を捉えている。裏書きには「山

梨県下中巨摩郡源村ニ於テ御勅使J11ノ渓流横決シテ松林中ヲ突過セン画」とあ

る。つまり，写真 1と写真 2に従えば，御勅使川の本川河道は石磯で埋積し

この結果として行き先を失った洪水が扇頂部で右岸側に偏して流れたことにな

る。

写真3は旧旭村 （現・南アルプス市有野）で御勅使川が右岸堤を破壊して横

流し，前御勅使川筋へと洪水主流が切れ込み，一面が人頭大の礁によって埋積

した様子が写されている。裏書きには「山梨県下中巨摩郡旭村ノ門字堰下ニ於

テ南御勅使川流横溢一番堤防ヨリ三番堤防マデ破壊セン画」とある。遠くに本

御勅使川左岸側の龍岡台地の山影が写され，手前に点在する松林は水害防備林

の跡とみられる。また写真左から中央へと配置された聖牛類は，堤防前面の水

制工であったと考えられる。

写真4から写真 7までの 4枚の写真は，旧御影村（現・南アルプス市）にお

ける前御勅使川筋の被災状況である。写真4は本御勅使川と前御勅使川の分派
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写真5 旧御影村の被災状況（土

木学会土木図書館所蔵）

写真6 旧御影村の被災状況（土

木学会土木図書館所蔵）

点から前御勅使川筋に沿って氾濫水の主流が通過した後を示し 一帯が荒廃し

て砂礁の河原と化して，立木や家屋，田畑等が一切見られない。遠く微かに本

御勅使川左岸側の龍岡台地の山影が見られ，手前には前御勅使川右岸側（或い

は本御勅使川の左岸側）の水害防備林と思しき樹林が点在している。裏書きに

は「山梨県下中巨摩郡御影村大小御勅使｝｜｜ノ分岐セントスル所ニ於テ小御勅使

水流堤防口口口ツ改廃シスル画」（文中，小御勅使川は前御勅使川と同義）と

ある。写真 5と写真6は，前御勅使川の洪水の直撃を受けた旧御影村内の家屋

の被災写真で，砂礁が前者で約50cm，後者で約 2m近く堆積して，家屋が埋

没している。裏書きには各々「山梨県下中巨摩郡御影村人家ヲ埋没セシ河礁ヲ

除キ全戸口口穴居ノ状ヲ呈セン画一」，「同文，画二」とある。写真 7は，洪水

流の一部が集落を通過した後を示し，家屋の外壁下部がこのために剥落しま

た水田と思しき場所が湛水している。そして写真背後には前御勅使川右岸の水

害防備林と思しき樹林帯が写されている。裏書きには「山梨県下中巨摩郡御影

村ニ於テ小御勅使河堤防横決口再ヒ内蹟シ口リ村家田圃ヲ押口ルタル画」とあ

る。
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写真7 旧御影村の被災状況（士
木学会土木図書館所蔵）

写真8 信玄堤の決壊による被災
状況（土木学会土木図書館

所蔵）

以上のように前御勅使川筋を流下した洪水主流は，多量の砂礁を伴って御勅

使川扇状地上を駆け下った。そして前御勅使川筋を流下した洪水主流は，釜無

川に達して釜無川洪水を呑み込んで信玄堤を直撃した。写真8は竜王村（現・

甲斐市）の被災状況を撮ったもので，堤内の家屋が倒壊し破壊された様子を写

し出し，写真裏書きには，「山梨県下中巨摩郡龍王村ニ於テ改修信玄両堤ヲ決

潰シ人家流壊セン画」とある（注3）。前御勅使川の洪水の直撃を受け，竜王村で

は12日に信玄堤が10ヶ所，延べ235聞が破堤しこの決壊によって家屋290棟が

数日間浸水し，回39町歩，畑 5町歩，宅地及原野24町歩が流失又は土砂で埋没

したので、ある。信玄堤は洪水到達後約 2時間で破堤したと記録にある 11）。

写真9は釜無川右岸側，旧田之岡村（現・南アルプス市）で聖牛等を新設し

ている状況写真である。写真裏書きには「山梨県下中巨摩郡田ノ岡村堤防全リ

破壊セラレ水防ニ事ヲ急施セン画」とある。 1896年の水害資料には，竜王堤対

岸の高砂今諏訪 2番堤が破堤したとあるので，写真 9は破堤後の水防活動であ

ると考えて間違いなし、。すなわち，信玄堤を直撃した前御勅使川の洪水流は，

幹川釜無川の洪水を併せて信玄堤から右岸側へと反転し，対岸下流の田之岡堤
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写真9 旧田之岡村の破堤に伴う

水防工事 （土木学会土木図

書館所蔵）

ここで1896（明治29）年水害の特徴を整理すれば，御勅使川の本川河道は，

写真 1に見るように既に扇頂部で埋積して，洪水の主流が右岸側へと偏流し，

この結果，洪水主流がそのまま放水路の前御勅使川を流れ下った。図 lに示す

矢印が， 1896年水害における洪水流の方向である。 1896年水害では，御勅使川

洪水の分流を上手く図ることが出来なかったばかりか，前御勅使川という分派

川が存在していたがため，御勅使川の洪水主流は派川前御勅使川を経由して竜

王地点を直撃し信玄堤が決壊するに至ったので、ある。そして， 2年後の1898

（明治31）年，再び御勅使川の右岸堤，有野堤が決壊した。

こうした御勅使川の洪水流の変化と信玄堤の破堤とし、う事態を受け， 1898（明

治31）年洪水の直後，同年に前御勅使川への分派点は，延長330聞の石縦堤と

言う石堤が「将棋頭」西から徳島堰まで築堤されて締め切られた13）。 前勅使Jll

河道の廃川処分は1930（昭和 5）年のことで， 廃川敷きは宅地や耕地，道路へ

と払い下げられた。同時に，御勅使川の河道は本御勅使川の一筋に固定され，

これと共に前述した上流域の砂防工事が鋭意進められた。御勅使川の河道の埋

積とこれに規定された前御勅使川への洪水主流の切れ込みを防止するには，前

御勅使川とし、う分派川を締め切って河道を一筋にしそうすることによ って掃

流力を増して土砂の流送を促進させ，併せて上流域の砂防工を行って土砂流出

を防ぐ必要があったのである。そして釜無川洪水の右岸側への反転流に対する

備え，つまり前御勅使川の洪水流による反転流の流勢の減殺とし、う治水策の代

償として，右岸堤が強化された。

1896年水害を契機にして，御勅使川洪水の分流とし、 う信玄の治水策はここに

廃されたので、ある。
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5. まとめー甲斐武田の治水策の終震が示す治水問題

1896年水警が示す最大の問題点は，御勅使川本川河道の土砂埋積を受けて前

御勅使川への分流が上手く機能しなかったところにある。また，第 2章では，

甲斐武田の治水策の弱点が御勅使川洪水の自然分流にあると述べたところであ

る。ところで，土砂流出をともなった河川の洪水を分流するとし、う課題は，圏

内諸河川に共通してみられるもので，必ずしも御勅使川に固有の問題ではない。

近代治水の鴨矢とも言うべき明治期の河川改修計画は，実はこの土砂問題に重

点が置かれていた。

明治期にあって，こう した土砂の堆積と河川改修の関係を述べたもの，例え

ば， 1878（明治11）年，蘭人御雇工程師，デ・レイヶ υdeRり山）は，木曾

川下流改修を行うに当たり，「木曾川下流ハ海面ニ至ルマデ全グ分流セザルヲ

得ズ，是ハ・木曾川流出ノ砂ヲ遠ク海水ニ投ズルタメ，木曾川ハ自己ノ河水ノ

スベテヲ要スル」14）と述べている。また，岩木川改修工事に係わったムルデル

は， 1884（明治17）年，「諸分流ヲ間断シテ之ヲ 1, 2ノ川流ニ合併シ，其速力

ヲ増シ，常ニ最大ノ深サヲ保タシムル事J15）と述べ，内務省は1907（明、冶40)

年，淀川改修に係わる神崎川の締め切りに関し，「分疏の不利は， 2川をして

その屈曲幅員水深等に於いて均一なるを得ず. 1 J 11広ければ， 1川は狭し， 1

川直なれば， lJI Iは屈曲し， 1川深ければ， 1J 11は浅い．つまり， 1川は常閉塞

傾向となり，一方は河流が倍多の水量を受け，対に河積不足となる． －故に不

得止場合の外は， 2ケ所以上の放水路を採用すべからず」16）と述べている。彼

等は，流送土砂の、河道への堆積が治水上の重要な問題で、あると力説している。

土砂生産が大きくかっ二）｜｜に分岐した、河川で、は，相対的に掃流力の小さい河道

の方に土砂が堆積し易い，ということが主張され，明治改修にあって，岩木川

や木曾川，淀川，高梁川，芦田川などの分派川が締め切られるようになった最

大の理由がここにある。つまり，河道を一川にして，掃流力を増すことが求め

られた訳で、ある。

治水史に関する文献のなかには，デ・レイケやムルテ事ルなどの蘭人御雇工程

師は，低水工事，つまり航路を維持するための低水路の工事しかおこなわなかっ

たと述べているようなものがあるけれども，彼らは木曾川や岩木川などで河床

に堆積する土砂を排除するために，当時，分派分流した自然、分派川を締め切っ

て河道内の掃流力を増し，主流を一川に決定付けるとし、う改修工事，つまり一
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川改修を各地で計画し実施してきたので、ある。

では，現JIIと分派する放水路の場合はどうなっているか。日本の放水路の多

くには，現川と放水路の分派点の双方，或いは現川，放水路の何れかの分派点

に，河道を横断するような分流構造物が存在している。河道を横断する分流構

造物を持たない放水路は，極めて珍しい事例と言って良い。例えば，琵琶湖流

入河川の一つ，三明川放水路には，分流点において上流に向かつて鋭角な背割

状のコンクリート壁が設けられている。この場合，洪水の分流比は，コンクリー

トの隔壁幅と分流角，現川と新川の双方の河道の河床勾配や断面などに規定さ

れる。また，紋別川放水路も扇状地のうえで奔流する現川を隔壁だけで分流し

ている。他に例を見ない構造物である。

前記の放水路の事例と異なり，何等の分流構造物が存在しないような放水路

は，沖積地で湖海へと洪水を放流する放水路に幾つかあり，なかでも自然分派

川を利用した放水路にこれが多い。こうした放水路は，分派点の双方の河幅や

河床勾配，分流角などで洪水および平水の分流比が決定される自然分流であり，

流水を分流するうえで特段の管理を必要としなし、。御勅使川では，将棋頭とい

う石積の分流構造物が分派点に建設されて前御勅使川へと超過洪水が導かれた

が，これも同じ自然分流であった。

しかしここに問題がある。安曇川北流や派川鈴鹿川は，現川の洪水の一部

を湖海へと放流する放水路であるけれども，自然分流であるため，両河道は埋

積して平時に流水が無い。明治期の河川改修方針のなかで，「 1JI I深ければ， 1

川は浅い。つまり， 1) 11は常閉塞傾向となる」16）とし、う当時の内務省の一川改

修の考え方を示したところであるが，実際，これら 2河川は，これと同じ状態

になっているのである。そして，御勅使川では1896（明治29）年の洪水主流が

前御勅使川へと切れ込み，河道の埋積によって期待された分流が出来なかった。

安曇川や鈴鹿川，御勅使川の 3河川に共通的なことは，上流部の山地流域に

土砂が流出し易い地質条件が存在することで，流出した土砂が下流へと押し出

し，分派河道のなかで掃流力が相対的に小さい河道の方へとこれが堆積したの

である。特に，御勅使川でおこなわれた甲斐武田の治水策は，今なお，巧みな

治水策として評価されることがあるけれども，この治水策には限界があり，結

局，河道の埋積によってこの自然分流が1896（明治29）年の水害の元凶になっ

てしまった。上流域から多量の土砂を押し出すような河川では，洪水の分流が

非常に難しいのである。
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流出土砂の多い河Jllでは，安曇川や鈴鹿川のように，自然分流にして 1川を

埋積するにまかせるか，あるいは以下のような方法しか無いと考えている。つ

まり，島根県の潮川や富士川右支川利根川に見られる分流方法，また潤井川や

百瀬川に見られる分流方法である。

潮川では1949（昭和24）年，水害の防止と河口港の埋積の防止を目的にして，

湖海へと洪水を放流する新潮Jllとし、う新川が丘陵部を開削して建設された。他

方，利根川では， 1952（昭和27）年，水害の防止と天井川の切り下げを目的に

して，利根川と併走して富土川に合流する戸川に洪水を放流する新利根川とい

う新川が建設された。そして， 2河川では，現川がそのまま残され，新川開発

起点に相当する現川側分派点に堤防高を一部切り下げた洪水時越流堤が建設さ

れた。この結果，現川は新川が呑みきれない超過洪水だけを受ける放水路とな

り，平時は空堀然に放置されることになった。一方，源頭部に富士山大沢崩れ

をもっ潤井川では， 1974（昭和49）年，水害の防止を目的にして，現川の洪水

を他流域の富士川へと放流する星山放水路が丘陵部を開削して建設された。そ

して，現）｜｜と放水路の双方の分派点には強固な水門が設けられ，平時は放水路

側の水門を閉鎖して平水全量が現川へと導かれ，洪水時には現川側水門が閉鎖

されて，洪水全量が放水路へと放流されるようになった。この星山放水路の場

合も平時は空堀である。他方，琵琶湖流入河川の一つ百瀬川では，水害の防止

と土砂流出を防止するため， 1956（昭和31）年，百瀬川扇状地の扇頂から左岸

側にかけて43haの遊砂地が建設され，扇頂の背割堤を経て洪水の一部がこの

遊砂地に導かれるようになった。そして，遊砂地に導かれた洪水は，ここで土

砂を沈般，堆積させた後，遊砂地の下流左岸から，別途，百瀬川に併走して琵

琶湖に流入する生来川の、河道へと放流された。生来川へと洪水を放流する水路

が百瀬川放水路である。

国内に存在する放水路の分流構造物の種類と配置状況，分流手法を見る限り，

流出土砂の多い河川で洪水を分流するには，前記の潮川や利根川のように，平

時の全流量を現川側へと導いて平時から現川の土砂の掃流をすすめ，洪水時に

は土砂含有量が比較的少ない越流水だけを放水路に放流するか，若しくは潤井

川のように洪水全量を放水路に放流するか，或いは百瀬川のように遊砂地を設

けて，これを経由して洪水の一部を放流するしか方法が無いと考えている。戦

国時代末期とし、う時代的背景はあるにしても，こうした土砂の埋積とし、う治水

問題を的確に把握できなかったところに，甲斐武田の治水策の限界があったの
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である。

なお， 1896 （明治29）年の御勅使川の水害写真は，これまで殆ど公表された

ことが無かったもので，当該年における御勅使川洪水跡の写真は「白根町誌」

に掲載された 1枚があるに過ぎなかった。ところが，ここに示した土木学会土

木図書館所蔵の写真は，御勅使川扇頂から竜王に至る広範囲で且つ荒涼とした

被災地を撮影したものであるにもかかわらず，撮影地点や撮影方向，更に1896

年水害の特徴を正確に捉えた価値有る記録となっている。したがって，一連の

写真は，樋口桃雲写真館が独自に撮影したとは考え難く，水害調査を熟知した

者，例えば山梨県や内務省が水害調査を行った際，写真館の技術師がこれに同

行して撮影したものと考えている。

本論をまとめるに当たり，土木学会土木図書館の坂本真至氏には，古市公威

旧蔵写真の転載許可を始め，多々お世話になった。ここに記して，感謝する次

第である。

（注 1) 信玄堤は，最初から連続堤として構築されたものではない。開発当初は，流

心を西側に向けるため，河中に幾本かの「出し」が延ばされている。その後，

この出しを徐々に繋げていって今日見る連続堤になっている。

（注2) 「竜王町誌」には， 1650（慶安3）年と1681（天和元）年， 1845（弘化 2）年

の3回，信玄堤が決壊したと記載されている口）。しかしこの決壊が本堤の決

壊であるか，本堤前面に配備された「出し」の決壊であるかは不明である。少

なくとも「山梨県水害史」には，明治29年水害が信玄堤築堤以来の破堤である

と記されている10）。

（注 3) 明治25年水害では竜王堤の「出し」 2ヶ所が損壊しこれが明治27年に修復

されているから10），写真裏書きにある「改修信玄両堤」とL、う記述にある「改

築」とは，明治27年に修築された「出し」を指していると考えている。
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