古代より開けた多度山麓・丘陵地と

木曽三川デルタ地帯に発達した水郷の地
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なっています︒その中で市の北部岐阜

だ土砂が堆積したデルタ地帯で低地と

し︑市域の多くが︑木曽三川が運ん

木曽三川が伊勢湾に注ぐ河口に位置

三重県の北東部にあたる桑名市は︑

陵地は︑近年の開発によって造成され

にはさまれた小山地区などに広がる丘

衣野地区・力尾地区︑肱江川と多度川

江川が注いでいます︒肱江川右岸の御

西方から流れてきた支流の多度川︑肱

東を南流する揖斐川に︑多度山の麓を

て重要な役割を担っています︒河川は︑

は︑伊勢湾がこの辺りまで入り込んで

坦部では発見されていません︒古代に

所で見つかっており︑それより低い平

こうした遺跡は標高一〇ｍ 以上の場

す︒

地には大久保古墳群の円墳がありま

ど円墳・前方後円墳があり︑小山丘陵

宇賀神社古墳・長尾古墳・横山古墳な

古墳は︑多度山麓に一の谷古墳群・

道の榎撫駅も同じ辺りにあったと考え

桑名市北部は︑古代においては伊勢湾
の最奥部で︑多度山麓や丘陵地に早く
から中央の影響を受けた文化が定着し
ていました︒平安時代以降︑揖斐川沿
いの新田開発が進み︑海岸線は南に
移っていきました︒

県との県境は養老山脈が連なる山地

地形が変わってきています︒揖斐川沿

いて︑柚井遺跡からは
﹁大津﹂
と墨書さ

建物が約二〇棟発掘されています︒

帯となっており︑山脈

いの低地は︑濃尾平野の南西部の一角

面と北勢地方を結ぶ電波の中継地とし

の南端が霊峰多度山と

にあたるデルタ地帯で︑明治改修以前

られています︒

変化に富んだ桑名市北部の地形

なります︒多度山
︵標高

れた土器も見つかっています︒
﹃古事

れている

して記さ

渡し口と

市 ︶へ の

知県津島

津 駅︵ 愛

尾張国馬

喜 式 ﹄に

﹁尾津﹂
の湊は戸津付近に比定され︑﹃延

た︑多度神社は奈良時代すでに神宮寺

までさかのぼることになります︒ま

皇の御代とされているので︑五世紀頃

いませんが︑神社縁起によれば雄略天

は︑創建について確かな資料は残って

した︒上げ馬神事で知られる多度神社

の中でも早くから文化が開けた地域で

あり交通の要衝であったため︑伊勢国

た当地は︑養老山地東麓を通る陸路も

古代東海道が通り︑湊が発達してい

ルが東征の際に立ち寄ったとされる

古代東海

多度神社と神宮寺

は七郷輪中に代表される水郷でした︒

桑名市北部の遺跡は多度山麓と小山

記﹄
﹃日本書紀﹄
に登場するヤマトタケ

四〇三ｍ ︶
は︑濃尾平野
を一望する︑この地域
運が盛んであった頃は

丘陵地に多く︑旧石器時代の石器︑縄

古代東海道の榎撫駅

船の位置を知る目印で

文時代の土器片や石器が見つかって

のシンボル的な山で︑舟

あり︑現在は名古屋方

います︒縄文時代から鎌倉時代
の複合遺跡として知られる小山
地区の天王平遺跡は南北八〇〇
ｍ・東西三〇〇ｍ におよび︑縄
文時代の爪型文土器・石鏃や剥
片が出土し︑奈良・平安時代の
竪穴住居跡が約六〇棟︑掘立柱

天王平遺跡

市街地空撮
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が建立されてお
り︑神仏習合の
早い例として有
名です︒天平宝
字七年
︵七六三︶
多度神社の東方
に道場を開いて
いた満願禅師が
多度神の託宣を
聞き︑小堂を建
て神像を安置し多度大菩薩と称したの
がその始まりといわれ︑その後三重塔
などの伽藍を整えていきました︒多度
神宮寺は︑延喜年間
︵九〇一〜九二三︶
には国分寺に準ずる扱いを受けるなど
中央とのつながりを深め︑平安後期に
は伊勢平氏の崇敬と保護を受けてきま
した︒
近年の新史料の発見により多度神社
が伊勢国一宮だったことがわかってき
時代が下った天文二年
︵一五三三︶
の

ました︒
﹁多度山衆僧記﹂
によれば寺院七〇坊︑
僧三〇〇人余に達する規模を誇ってい
たそうです︒戦国時代には本願寺とつ
ながりを持つようになり︑元亀二年
︵一五七一︶
織田信長の長島一向一揆平

て再建されました︒

年
︵一六〇五︶
桑名藩主本多忠勝によっ

してしまいました︒その後︑慶長一〇

定の際に神社・寺院のほとんどが焼失

どがいたと

の草薙氏な

氏︑溝野城

山城の高井

いわれてい

ころ香取荘がこれを横取りしたとして

化したので︑益田荘荘民が開作したと

賀嶋・今嶋が一二世紀半ばに再び陸地

︵一〇九六︶
の地震により水没した真目

庄の北境を確認しました︒嘉保三年

朝廷の使いとともに現地を訪れ益田

界争いが起こり︑在庁官人や郡司が

二年
︵一〇八五︶
香取荘と益田荘間に境

発が行われるようになりました︒応徳

が堆積し︑これにともなって田畑の開

であったところに木曽三川が運ぶ土砂

平安時代後期になると︑古代には海

この地域では︑肱江川をはさんで激戦

軍に各地で敗走︑翌年一揆勢は潰滅︒

元年
︵一五七三︶
総攻撃をしかけた織田

頑強に抵抗した一揆勢でしたが︑天正

には織田軍を迎えうって撃退するなど

弟信興を小木江城で自害させ︑翌二年

しました︒元亀元年
︵一五七〇︶
信長の

多くが一揆に組みして織田信長と対峙

た一向宗門徒の勢力も大きく︑土豪の

を中心とし

長島願証寺

寺 の 末 寺・

大阪本願

ます︒

境界争いが再発しています︒この境界

があったといわれ︑法泉寺の空明が戦

荘園の境界争いと一向一揆

争いは︑文治四年
︵一一八八︶
建仁二年

に残っています︒

死者を弔った千人塚が野志里神社の奥
がり裁許が下っていますが︑水田と漁

︵一二〇二︶
にも再燃︑訴訟が幕府にあ
場など生活の場を巡っての争論はいっ

した︒土砂の堆積による肥沃な土地の

されるなど争論は一五〇年以上続きま

作地を広げたことをとがめる申状が出

治二年
︵一二四八︶
に香取荘が勝手に耕

田
︵新潟県上越市︶
に領地替えとなり︑

︵一七一〇︶
桑名藩主松平定重が越後高

桑名藩領となりますが︑宝永七年

勝が入封すると︑この地域はすべて

慶長六年
︵一六〇一︶
桑名に本多忠

新田開発と上流からの抗議

出現と︑河川の流路変更による安定し

代わって備後福山
︵広島県福山市︶
から

こうに止まず承元三年
︵一二〇九︶
と宝

ない境界設定が長期にわたる争論の要

五ヵ村が幕府領となっています︒この

松平忠雅が移ってきた時に七郷輪中
戦国時代の北勢地方は土豪が割拠

は︑木曽三川
理由について
﹃多度町史﹄

因でした︒
し︑当地域には多度城の小串氏︑小

千人塚

下流域の治水を広域的に考えるために

伊勢国側にも幕府領を置く必要があっ

たためと推察しています︒

中世から盛んになった新田開発は︑

太平の世となる江戸時代に入ってさ

らに大規模になって進行していきま

す︒慶長年間に上之郷村が︑元和三年

︵一六一七︶
には福永村が開発されてい

ます︒揖斐川右岸の最下流の輪中であ

る七郷輪中・中須輪中も江戸時代初頭

間に揖斐川堤外地に西平賀村新田が︑

には成立していました︒さらに元禄年

七郷輪中に向新田・葭原新田が開かれ

ました︒ほかに︑東平賀村によって開

かれた池理新田︑南之郷村が開いた南

之郷新田などがありますが︑東平賀村

が開いた新田は美濃国に隣接している

ため境界を巡って争論が起こり元禄

一三年
︵一七〇〇︶
桑名・高須・大垣藩

で境界の検分が行われました︒

こうした新田の開発は︑生産力を

向上させる一方で︑堤防による河道

の固定が土砂堆積による河床の上昇

を引き起こすため洪水氾濫を増加さ

せる要因にもなりました︒元禄一四

年
︵一七〇一︶
頃に︑三川上流に位置す

る美濃国の福束輪中・高須輪中の村か

ら︑桑名川
︵揖斐川下流部︶
の流水を妨

げる南之郷村などの新田やその他の取

り払いを求める訴訟がおこされ︑広域

た︒元禄一六年幕府は︑南之郷村など

にわたる治水問題が表面化してきまし

で新田取り払いと当該地域住民の強制

ふるさとの街・探訪記

2

紙本墨書神宮寺伽藍縁起井資財帳
忠勝による再建時の多度権現社棟札
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年
︵一七六四︶
には︑上流一〇〇ヵ村か
に大洪水が

︵一七八二︶

天明二年

ら桑名郡の村々が以前取り払った新田
あり桑名藩

移住を行っています︒その後も明和元

の復活などを計画しているとして中止
勢側の開発に対する抗議は江戸時代を

を申し出ています︒美濃諸村による伊
状を訴え助

は幕府に窮

主松平忠翼

力を嘆願し

輪中に新川を開削して揖斐川の流下を

初の工事計画には︑五之手として七郷

川の堤防補強などが行われました︒当

にあたり︑七郷輪中の西を流れる香取

れた油島締切堤工事を含む四之手工区

た︒この地域は︑最大の難工事といわ

暦の御手伝普請を薩摩藩に命じまし

本的な治水工事を迫られた幕府は︑宝

決壊や滞水による被害があいつぎ︑抜

も︑三川下流域では出水のたびに堤防

一八世紀初頭の河道整理工事の後

れ形式的に役人を派遣した
﹁お金御手

えた五藩で︑工事の終了間際に下知さ

て︑御手伝い藩は丸岡藩・出石藩を加

では︑この天明三年御手伝普請につい

しています︒ちなみに
﹃岐阜県治水史﹄

人を雇い入れて工事を完成させた︑と

府役人や桑名藩役人と協力し︑地元の

技術者・人夫をそろえ現地に入り︑幕

町史﹄
︵昭和三八年︶
は︑三藩が藩士・

ある
﹁天明二年洪水始末碑﹂
です︒
﹃多度

てたとされるのが︑多度大社の境内に

行った御手伝普請に感謝して忠翼が建

三年に小倉藩・延岡藩・岸和田藩が

ました︒翌

助けるという案が存在し︑高須・本阿

宝暦と天明の御手伝普請

弥・金廻・太田の四輪中五八ヵ村より

伝い﹂
であったと記しています︒さら

て明治五年三重県となりました︒明治

は︑明治四年︵一八七一︶安濃津県を経

江戸時代の当地域にあった二三ヵ村

多度町から桑名市へ

推測できる史料はありません︒

ん︒両者の記述の差異や関連について

るだけで︑桑名藩領は記されていませ

幕府領七郷輪中五ヵ村が記録されてい

に︑工事箇所についても︑伊勢国では

重ねて実現の要望がありました︒結局
この案は︑多
くの潰地が生
じるうえ︑工
事の規模が大
きい割に格別
流下状況が改
善される見込
みがないとし
て中止になり
ました︒

天明二年洪水始末碑

ふるさとの街・探訪記

が決壊し七郷輪中二〇〇 が冠水︑復

が成立︒昭和二九年
︵一九五四︶
多度村が

多度村・野代村・古浜村・七取村・古美村

た︒被害は︑家屋全半壊一一一戸︑田畑

壊︑一ヵ月以上も排水が出来ませんでし

旧工事中に襲来した伊勢湾台風で再び決

二二年
︵一八八九︶
市町村制の施行により

町制施行︑翌三〇年に一町四村が合併

流失・冠水四〇〇 におよびました︒

︵二〇〇四︶
桑名市・長島町と合併して桑

して多度町となりました︒平成一六年

ha

明治改修をきっかけに︑交通・運送

は︑舟運から陸上輸送に移り︑大正八年

落としていました︒農民は米納か現実米

伊勢地方は大雨に見舞われ大きく収穫を

明治九年は︑現実米価が暴落したうえ︑

作であっても税額は一定となりました︒

よって基準米価による金納に変わり︑不

置もとられていましたが︑地租改正に

の年貢は米納が原則で不作の年は減税措

を納税させることとしました︒江戸時代

て︑大手コンピュー

団地の造成によっ

良好になり︑工場

よって名古屋・岐阜方面とのアクセスが

橋が完成しています︒交通網の整備に

通︑昭和五八年には揖斐川を渡る油島大

昭和五〇年に国道二五八号として全線開

通じる美濃街道に沿って国道が整備され

鉄道に変わっています︒また︑岐阜県に

成一九年
︵二〇〇七︶
近鉄養老線から養老

︵一九一九︶
に養老鉄道養老線が開通︑小

価による納税を嘆願しますが受け入れら

タメーカーの工場

明治六年
︵一八七三︶
新政府は安定した

れず︑ついに飯野郡魚見村
︵松阪市︶
など

山地区に多度駅が置かれ︑大正九年には

の農民が結集して暴動に発展し︑またた

をはじめ多くの企

歳入の確保のため
﹁地租改正法﹂
を公布︑

く間に三重県下全域に波及しました︒こ

業を誘致し︑併せ

下野代駅が設置されました︒その後︑養

の地域でも打ち壊し・放火が相次ぎ︑多

て宅地開発も進め

老鉄道は経営主体がたびたび変わり︑平

くの逮捕者がでました︒この伊勢暴動の

られ︑都市化が顕

め︑これに基づいて算定した地価の三％

直後︑政府は税率を二・五％に引き下げ

著になっています︒
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収穫高によって各村の等級︵田位︶
を定

名市となり現在に至ります︒

ha
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工業団地

通じてたびたび繰りかえされました︒

常音寺の薩摩義士の墓

今号の一景

水位観測所

わず１時間毎に水位を観測して記録していました。
明治１１年 (１８７８）
２月、初めて木曽川を調査した
ヨハニス・デ・レーケは、
『既ニ建設シテ経験セシ量水標
ノ外ニ、猶若干ヲ設ケザル可カラズ。
・
・
・量水標ノ高低ヲ
測定シ之ニ記シ置クベシ』
と水位観測に対して意見を述

河川の水位は、河川

べています。

を流れている水量の大

明治１３年
（１８８０）
になると、明治７年以降の水位

小を表わす尺度として

観測記録がデ・レーケのもとに届けられました。しかし、

最も身近な情報です。

その水位観測結果は、デ・レーケが満足するような成果

現 在 で は 、 この 水 位

が得られていないようで、自記水位計の導入が必要なこ

観測は殆どが自動化さ

木曽三川最下流部水位観測所
揖斐川城南水位観測所

れ、観測されたデータ

とを提案しています。また、来日したばかりの同僚ムル
デルに宛てた手紙に
『私は今でも木曽川関係の水位帳の

は、テレメータにより担当する部署に送信され、河川計

判読と計算の照合で頭が一杯です』
（１８８０ .１１ .１５

画や洪水予報・水防・渇水対策などの基礎資料として利用

付デ・レーケの手紙より )と書いています。

されています。

この頃のデ・レーケは、通訳役の楢林高之内務六等属

また、インターネット上の
「国土交 通省
｛ 川の防災情

が作成した木曽川感潮域の水位観測値のグラフを基に工

報｝」を通じて誰もが利用できるようになっています。ネッ

事基準水位
（尾張湾基準水位Ｏ .Ｐ [ Owariwan Peil ]、0点

ト上に公表されている水位観測所数は、木曽川水系では

の標高は−０．
６１４５ｍです。詳細は KISSO VOL.６４

１２７箇所にものぼっています。

を参照下さい。
）
を検討していたものと推定されます。

洪水の時の水嵩
（水位）を尺度で表わすことはかなり古
くから行われていました。鎌倉時代の文書には、
「平水よ
り高きこと９尺６寸」などの記録があります。

明治１３年（１８８０）１２月になると自記水位計が
大阪に到着したことが、ムルデルに宛てた手紙から分

江戸時代の天明６年 (１７８６）には、江戸の両国橋の

かります。
『私は水位計の船荷証書を受け取りましたか

たもとで連続した水位観測が行われ、洪水の時間変化が

ら、間もなくこの機器は届くと思います。ご存知のよう

記録されたと伝えられています。

に、この水位計は木曽川下流部の河川分離の工事に使用

明治６年に木曽川の水位観測を開始

明治５年 (１８７２）
２月、政府
の招聘により来日したオランダ人

揖斐川今尾水位観測所

するために注文されています。
』(１８８０.１２.０８付デ・
レーケの手紙より )
残念ながら、この自記水位計が木曽三川の何処に設置

技師Ｃ．Ｊ．ファン・ドールンは、

されたのかは明らかではありません。しかし、自記水位

明治５年４月、利根川の下総境町

計が、揖斐川右岸の桑名市吉之丸に設置されていたこと

（茨城県猿島郡境町）
に我が国で初

は、明治改修の着工にあたり現地を視察した山縣有朋内

めての量水標
（水位観測所）
を設置

務大臣に関する次の新聞報道により明らかです。

し、政府に対して、各河川におい

「去五日午後二時四日市より桑名に着前後に登録したる

て量水標を設置して水位観測を行

出迎の人々を率いて直に三之丸なる第四土木監督署に趣

うことを提言しました。

（明治二十年四月
き同署を視察して水量器を検査し・・・」

木曽川水系で初めての水位観測所は、明治６年

十日伊勢新聞）

木曽三 川 一 景一 話

(１８７３ )５月２０日揖斐川筋今尾村
（海津市平田町今

なお、木曽川文庫

尾）
に設置されました。当時の水位観測所は、量水標ま

には、吉之丸水位観

たは量水杭と呼ばれ、川の中に打ち込んだ杭に 1cm刻み

測所の明治２７年

の目盛りを付けた標尺を取り付けた簡単な構造でした。

（１８９４）
１月の自記

この量水標の側には番小屋が設けられ時計と水位記録用

記録紙が保存展示され

紙が備え付けられ、主要な観測所では観測人が昼夜を問

ています。

木曽川船頭平水位観測所

◆感潮域（かんちょういき）
河口付近では、
潮の満ち引きにともなって川の水位が上下し、
また海水と河川水が混じ
りあっており、
海の影響を受ける範囲を
「感潮域」
といいます。
◆平水位（へいすいい）
※河川に関する用語をわかりやすく
解説します。
木曽川水系流域委員会

４

デ・レーケが自記水位計を導入

用語集より

１年を通じて185日は、
これを下らない水位をいいます。

明治改修による地域の変貌と
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レーケは︑本川の河道改修に先だって

三川下流改修計画を策定したデ・

る要因となっていました︒

の上昇をもたらし︑洪水氾濫が頻発す

一方︑こうした土砂の堆積は︑河床

開発して耕地を広げてきた地域です︒

が運ぶ土砂の堆積によってできた洲を

木曽三川の河口デルタ地帯は︑河川

小山村の砂防工は︑
﹁溜水使用之義ニ

年八月に着工︑一六年一月に完成した

はできません︒その中で︑明治一二

ないため砂防工の場所を特定すること

工場所について記した史料もほとんど

新しい砂防工などで消されており︑施

いますが︑現在その痕跡は宅地開発や

多度村で工事が行われた記録が残って

のほかに小山村・力尾村・下野代村・

最初の砂防工でした︒肱江川では︑こ

防工は︑明治改修に先だって行われた

多度神社に参詣し︑美濃地方の三川筋

受けたそうです︒山頂からの視察の後︑

一万分の一の地図と照合しつつ説明を

一〇畳以上もある旗を望遠鏡で望み︑

れば︑改修の要所要所に立てられた

場所の視察を行っています︒伝聞によ

いよいよ着工となった明治改修の施工

内務大臣・山縣有朋卿が︑この場所で︑

す︒明治二〇年
︵一八八七︶
四月六日︑

の先に濃尾平野の広がりを一望できま

を望むと︑眼下に木曽三川が流れ︑そ

養老山脈の南端・多度山頂上から東

あり︑その場所は最初の施工場所であ

げさではない式典が催された可能性が

して︑この行程の中で︑それほどおお

定かではありません︒ひとつの推察と

献は見あたらず︑式典が行われたのか

る記事や文

ことを報じ

が行われた

際に起工式

ますが︑実

載されてい

の記事が掲

臨席する旨

方があります︒

桑名市北部の改修箇所

5

多度山

明治改修は︑これまで洪水氾濫の常襲地
帯であった木曽三川下流域の治水安全度
を大きく引き上げました︒一方で︑多く
の土地が堤外地となったり︑中小河川が
締め切られるなど︑地域によっては大き
な影響を受けることとなりました︒桑名
市北部もそうした地域のひとつでした︒

流改修工事

三川に流入する小河川の土砂流出をく

付御願﹂
︵明治二〇年三月二一日付︶
と

を視察して廻っています︒

丘陵地にさしかか
るあたりから東に

以上の土地が河道となり︑また︑大小

ha

西田喜兵衛の宝暦治水顕彰
とつで︑明治一一年
︵一八七八︶
四月に

いとめる砂防工事が必要と考え︑精力

いう文書の中に
﹁・・・本村字西谷通ノ

大臣はこの視察の前日五日の午後四

の起工式に

的に流域の視察を行い︑砂防工事の具

渓潤ニ於テ︑砂防工事御施行相成﹂
と

日市から桑名に入り︑桑名町三之丸の

山縣有朋の改修視察

申と予算の増額を要求しています︒

あり施工地が判明しています︒字西谷

内務省桑名派出所の巡視した後︑吉之

肱江川流域の御衣野村で着工された砂

特に揖斐川右岸に流入する河川の砂

通は︑肱江川左支川
﹁ちから川﹂
の流域

丸検潮儀を見て︑小汽船北勢丸の船上

木曽三川下流全域に渡る広大な範囲

明治改修に先立つ肱江川砂防

防を最重要として︑養老山地で集中的

で︑地元の人の話で︑かつて石積堰堤

から赤須賀新田の改修工事を巡覧︑木

で行われた改修工事の結果︑拡幅・新

流れを変えて揖斐

る横満蔵新田ではなかったかとする見

に工事を行いました︒養老山地をＶ字

があったと言う場所までわかりました

曽川に廻って横満蔵新田の工事を視察

河道開削によって全体で一〇〇〇

谷を刻んで南流し︑

が︑残念ながら痕跡は残っていないよ

しています︒大臣が東京を発つ前の四

川に注ぐ肱江川も
そうした河川のひ

月三日付の新聞には︑大臣が木曽川下

うです︒

現在の肱江川
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一〇余りの
河川が廃川
となりまし
た︒そのう
ち︑桑名市
北部で施工
された主要
な工事では︑
揖斐川右岸
堤防の引堤
によって潰
地が発生し︑
香取川が締
現在︑この地域の揖斐川右岸堤か

め切られました︒
ら︑川を見ると︑複雑な形に入りくん
だ河川敷や細長い中洲が見られます︒
地図上でも確認することができる細長
く続く中洲は︑改修以前の堤防の跡
で︑現在の堤防とかなり距離があり︑
場所によっては川幅が倍ほどにもなっ

が二二戸に
のぼり︑神
社・ 寺 院・
墓地なども
移転してい
ます︒こう
した移住者
の中には︑
遠く北海道
の開拓団に
参加し︑大変な苦労をして原野を開い
ていった人達もいました︒
一方︑七郷輪中の西を流れていた
揖斐川の派川・香取川は︑改修工事に
よって中央部が締め切られ廃川となり
ました︒揖斐川分派点から二 ほどは︑

運を利用した商取引が衰退し︑この地

います︒しかし︑明治改修以降は︑舟

のどが軒を連ねていたことが記されて

は︑香取に九〇軒以上の商店や飲食店

した︒明治二三年
︵一八九〇︶
の資料で

に至るまで地域の中心地であり続けま

地位こそ桑名湊に譲ったものの︑明治

は︑中世以降︑広域交通の要としての

への渡し場として繁栄していた香取湊

より三川をはさんだ対岸の佐屋・津島

域経済にも影響を及ぼしました︒古代

三川を完全分流した明治改修は︑地

流して揖斐川に注いでいます︒

源とする山除川の下流部となって︑北

養老山地の扇状地を流れる伏流水を水

㎞

域の中心も多度に移っていきました︒

家は︑宝暦治水の際︑薩摩藩士に宿を

流工事が完成し︑四月に
﹁三川分流成

明治三三年
︵一九〇〇︶
三月︑三川分

衛は︑工事の書類や藩士とのかかわり

宜を図ったと伝えられています︒喜兵

衛は︑薩摩藩に協力してさまざまな便

提供しており︑当時の当主三代目喜兵

功式﹂
が催されました︒式典は︑かつ

を記録に残し
﹁薩州の恩を忘るべから

西田喜兵衛の宝暦治水顕彰活動

て木曽川・長良川の合流点であった成

ず﹂
として子孫に伝えました︒

しかし︑この文書は︑明治九年

戸の堤防上で行われ︑着工時に視察に

訪れた山縣有朋が内閣総理大臣として

の書物でとりあげられ広く人々の知る

までさかのぼります︒今でこそ︑多く

年にかけて行われた薩摩藩御手伝普請

の歴史は︑宝暦三年
︵一七五三︶
から五

ます︒明治改修で完成を見た三川分流

行われ︑山縣総理大臣らが列席してい

油島で︑
﹁宝暦治水顕彰碑﹂
の建碑式が

この日は成功式にひき続いて下流の

三川分流の成功を祝う当日に︑そのさ

への協力を取り付けます︒こうして︑

合わせ会を訪れ
﹁宝暦治水顕彰碑﹂
建碑

た喜兵衛は︑
﹁三川分流成功式﹂
の打ち

行った苦労が実り︑記念碑建立に至っ

工事に関する資料を集め︑募金活動を

ため︑顕彰活動に邁進していきます︒

これを悔やみ︑祖先の思いを実現する

家屋とともに焼失︑一〇代目喜兵衛は

︵一八七六︶
一二月の伊勢暴動によって

ところとなっている宝暦治水ですが︑

きがけとなった宝暦治水が顕彰される

臨席しました︒

江戸時代には工事の性格から幕府の目

ことになりました︒

摩藩士の功績を顕彰する活動に奔走し

埋もれてきた事蹟を明らかにし︑薩

その遺志は多くの有志に受け継がれ︑

社の設立を切望しています︒彼の没後︑

宝暦治水誌﹄
の中で薩摩義士を祀る神

︵一九〇七︶
に出版した
﹃濃尾伊三大川

その後︑西田喜兵衛は︑明治四〇年

をはばかってその事蹟を広める者がな

く︑明治に入ってからも︑存在は世に

たのが︑戸津村庄屋・一〇代目西田喜

昭和一三年
︵一九三八︶
の治水神社建立

知られていませんでした︒

兵衛でした︒代々︑庄屋を務めた西田

により成就しています︒

■参考文献

﹃多度町史﹄昭和三八年 多度町
﹃多度町史 近代・現代﹄平成一五年 多度
町

宝暦治水顕彰碑

ています︒この引堤によって七郷輪中
では六〇余 ︑南之郷で一〇 余が堤

之郷村を見てみると︑全六二戸中︑村

地の広さがわかります︒一例として南

二三八戸と激減していることからも潰

明治一六年の三一二戸から三一年は

中須・南之郷・大鳥居の戸数合計が︑

揖斐川沿いの村︑平賀・古敷・上之郷・

を余儀なくされる人が大勢出ました︒

外地となり︑耕地・家屋敷を失い移転

ha

内堤内地に移転が二四戸︑村外に転出
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６

ha

油島大橋から揖斐川上流を望む

山除川と揖斐川の合流点
（かつての香取川分派地点）

多度山を間近に望む
神話の舞台を訪ねて
︵
﹃日本書紀﹄
では尾津浜︶
の地とされて

霞んだ多度山のゆるやかな稜線が見

ほど北に向かうと︑正面左手に少し

二五八号を車で桑名市街から一〇分

春の柔らかな日差しの中を︑国道

﹁尾張に 直に向へる 一つ松 あは

下にまだ残されていたことを喜び︑

した︒そこで置き忘れた刀が松の木の

戻る途中で︑ふたたび尾津前を通りま

伊吹山の神との戦いで衰弱し︑大和へ

くぐってすぐ左手に建つ歌碑は︑天保

ちらとする説もあるとのこと︒鳥居を

気ままに

倭姫命が立ち

ました︒一方︑

の内宮となり

後に伊勢神宮

す︒この社が

御神を祀りま

立して天照大

立派な社を建

JOURNEY

鈴川のほとりを目的の場所と定め︑

伊勢の各地を巡り︑占いによって五十

四年ほどを 野代宮で過ごした姫は︑

を集めました︒

神は野代宮に祀られ︑里の人々の信仰

た︒理想の地を探している間︑天照大

大御神を祀る場所を探すことにしまし

は︑しばらくここにとどまって︑天照

いもおだやかなこの里が気に入った姫

伊勢の海が広がり︑多度山のたたずま

に滞在します︒目の前には鏡のような

濃の各所を転々とし︑伊勢国野代宮

探していた倭姫命は︑伊賀・近江・美

の命により天 照大御神を祀る場所を

つわる神話を伝えています︒垂仁天皇

もつ野志里神社は︑伊勢神宮創建にま

古代大和政権の影響下にあった桑名市北部
は︑
﹃古事記﹄
﹃日本書紀﹄にヤマトタケルや
倭姫命の話の舞台として登場します︒そんな
神話にゆかりの場所を訪ねて︑ゆったりと春
の一日を過ごしてみました︒

えてきます︒ここ桑名市北部は︑古

れ 一つ松 人にありせば 衣著せま

一〇年
︵一八三九︶
に法泉寺の僧空観に

います︒東征を終えたヤマトタケルは︑

代の東海道が通り︑古くから中央の

しを 太刀佩けましを﹂
︵
﹃日本書紀﹄
︶

ヤマトタケル神話と尾津前

影響を受けて文化が開けていたとこ

よって建立されたものです︒

ろで︑記紀にしばしば登場する神話

が人だったら︑この着物を着せて︑こ

︵尾張国に向いている一本松よ︒お前

の舞台となっています︒

と︑刀を護っていた松を賞して詠みま

美濃街道は︑旧街道らしくゆるやか

の刀をつけてやれるのに︒
︶

江川右岸の御衣野にある草薙神社に

した︒﹁尾津前﹂
という地名とあわせて︑

にカーブする細い道です︒街道沿いに

下野代で国道から西に向かって肱
向かいます︒田園の中をこんもりと

古代この辺りが海岸で︑尾張を望む場

倭姫命と野志里神社

茂る社叢の緑を目指して走ると︑鳥

野志里神社があります︒倭姫命は︑垂

倭姫命
︵ヤマトヒメノミコト︶
ゆかりの
ところが︑この歌の石碑が︑美濃街

仁天皇の娘で︑ヤマトタケルの叔母に

所だったことがわかります︒
道が多度川に

あたります︒ヤマトタケルは西国征定

尾津神社の歌碑

7

野志里神社

の文
居の脇に
﹁日本武尊御遺跡尾津崎﹂

かかる手前に

熊襲建を討ち︑東国征定の前には倭姫

会って︑女性の衣装をもらい変装して
います︒神話

命から草薙剣を授かります︒

に赴く前に伊勢神宮の斎王・倭姫命に

に伝わる尾津

﹁延喜式﹂
神名帳に名を連ねる由緒を

ある尾津神社

前の地は︑こ

境内に建って

草薙神社

字を刻んだ石柱

き忘れた尾津前

う途中で刀を置

東国征定に向か

ヤマトタケルが

草薙神社は︑

た︒

がみつかりまし

上げ馬神事

気ままにJOURNEY

里神社を大切に守ってきました︒

とを誇りに思った野代の人々は︑野志

去ってからも︑天照大御神を祀ったこ
り︑毎年その様子はテレビで放送され

け上がる勇壮な姿に多くの観衆が集ま

が馬を操って高さ二ｍ 近くの土手を駆

ます︒

多度大社は︑近畿東海はもとより全国

お多度かけねば 片参り﹂
と謡われた

﹁お伊勢参らば お多度をかけよ

他の六地区からはノリコ
︵騎手︶
を出す

す︒肱江地区からは︑チゴ
︵神児︶
を︑

の七地区の氏子によって奉納されま

北猪飼・猪飼・力尾・小山・戸津・多度

伝統の神事である上げ馬は︑肱江・

から多くの参拝者が訪れる三重県北部

のが習わしです︒チゴとノリコは︑四

多度大社の祭神と上げ馬神事

随一の大社です︒平成八年に︑大社号

月一日に各地区の青年団の代表が神社
決められます︒

に集まり︑神前でミクジの行事を行い

の奉称が認められ︑正式名称が多度神
神の使いである白馬が幸せを運んで
ノリコは︑高校

社から多度大社になりました︒
くるという
﹁白馬伝説﹂
が伝わり︑境内

選ばれるそう

三年生くらいが

げ馬神事︑秋の流鏑馬祭りなど馬と関

で︑地元の青年

には神馬がお遣えしています︒春の上
わりの深い行事が行われる神社として

常に晴れがまし

にとっては︑非

特に︑五月四・五日に行われる多度

いこととなって

も有名です︒
祭の上げ馬神事は︑武者に扮した少年

多度大社の本宮に祀られている

います︒

﹃古事記﹄
では︑天照大
天津彦根命は︑

御神が弟神スサノオと誓約
︵うけい︶
を

行ったとき︑天照大神の
﹁八尺の勾玉

の五百箇のみすまるの珠﹂
から生まれ

た五柱の男神の一柱とされています︒

天照大神を祀った伊勢神宮に対して︑

御子神を祀っている多度大社は
﹁北伊

勢大神宮﹂
とも呼ばれ︑あわせて参拝

別宮

多度大社

されるようになったそうです︒

多度大社には別宮として︑天津彦根

を祀る
命の御子神である
﹁天目一箇命﹂

一目連神社が鎮座します︒天目一箇命

は︑
﹃古語拾遺﹄
に天照大御神が天の岩

屋戸にお隠れになった際︑刀や斧など

を作って活躍された神として記されて

おり︑金属工業の守護神として崇めら

れています︒毎年一一月八日に行われ

る
﹁ふいご祭り﹂
には︑
﹁鋳物のまち・桑

名﹂
の地元業者はもとより全国の関連業

者が参拝に訪れます︒また︑一目連神社

は︑天候を司ると言われ昔から雨乞い

祈祷の対象でした︒一目連神社の社殿

は︑正面の扉が無い珍しい構造をして

いますが︑これは神様が龍に姿を変え

JOURNEY

て︑いち早く出向かれるためであると

言われています︒

気ままに
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上げ馬神事のおチゴさま

多度大社の神馬

被害が拡大した背景と
当時の防災施設・避難体制
伊勢湾と同様に南西に湾口を持って

歴史ドキュメント

伊 勢 湾 台 風 で は 非 常 に 多 く の 犠 牲 者・
流失家屋がでました︒その背景には︑
伊勢湾の形状など悪い自然条件の重な
りもありましたが︑堤防の強度や避難
体制など当時の水準が低かったことも
否めません︒

この濃尾平野の地形は︑上流の高標

伊勢湾台風災害は︑その被災状況か

せんが︑②の湾内に流入する海水量に

は①④⑤の要因では大きな差はありま

た︒それは木曽三川河口から名古屋港

の被害を大きくする問題がありまし

一方︑伊勢湾周辺の陸地側にも高潮

定な土地でした︒このため古道の東山

野形成期にあり︑河川は乱流して不安

往古の濃尾平野は土砂堆積による平

高部より︑扇状地地帯︑自然堤防・後

ら高潮災害として位置付けされていま

ついては︑伊勢湾の平面地形は︑湾口

にかけて存在する広大な干拓地です︒

道・中山道は濃尾平野の北限を通って

高潮被害を増大させる低平地

すが︑しかし︑この高潮災害は︑未曾

が南に開き︑かつ十分な広さを持って

後氷河期には縄文海進と呼ばれる海面

中部山岳地帯に通じ︑また鎌倉街道は

いる東京湾や大阪湾と比べて︑伊勢湾

有の大きさを持った伊勢湾台風のみに

いることから外洋の海水が流入しやす

の上昇によって濃尾平野一帯は海でし

自然堤防地帯を通過しているように濃

高潮が起こりやすい伊勢湾

よるものではなく︑伊勢湾とその周辺

く︑高潮を発達させる素因を持ってい

た︒そこに木曽三川からの流出土砂が

よる海水流動によって起こり︑その大

伊勢湾の平均水深は二〇ｍ で︑東京湾

水深が浅い湾ほど大きくなりますが︑

に分類されます︒

背湿地地帯︑三角州地帯︑干拓地地帯

の地理的特性が加わり引き起こされま

堆積し現在の平野が形成されました︒

きさは台風の中心気圧の大きさと︑そ

の四五ｍ ︑大阪湾の三〇ｍ に比べて相

③の吸送流の吹き寄せについては︑

ます︒

の進路に支配されますが︑直接的には︑

当に浅く︑東京湾や大阪湾に比べて高

高潮は台風による気圧低下と暴風に

①気圧低下による吸い上げ︒②湾内に

潮を大きく発達させる要件を備えてい

木曽三川河口部の状況
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「陸上自衛隊撮影」「中部地区自然災害科学資料センター提供」

した︒

流入する海水量︒③吸送流の吹き寄せ︒

ると云えます︒
対して最悪の位置にあったことが︑我

また︑伊勢湾の地形が伊勢湾台風に

④湾内の海面震動との共振︒⑤強風に
よる波浪の発達︒の五つの要因によっ
て決まると云われています︒

が国の観測史上最大の高潮を発生させ
たと云えます︒従って︑伊勢湾台風と

えます︒

は危険性の高い地理的条件にあると云

類似コースの台風に対しては︑伊勢湾

東京湾・伊勢湾・大阪湾の
湾形状の比較

歴史ドキュメント

距離を目指しながらも︑濃尾平野下流

ていました︒このことは京都への最短

尾平野の比較的安定した地域を通過し
ある松蔭新田︑揖

干拓︑長島温泉が

直面していた鍋田

時代に開発された

斐川右岸の城南

江戸時代に入って整備された東海道
干拓地ですが︑高

部の横断が極めて困難であったことを

にあっても︑宮宿から桑名宿までは濃
潮の害を受けて放

干拓などは︑江戸

尾平野の横断を避けて海路としている
置されて海没地と

示しています︒

ことが︑当時においても濃尾平野の海
なっていた土地です︒

た弥冨市鍋田干拓地は︑天保八年

住 民 の 四 一・八 ％ が 犠 牲 と な っ

岸線が極めて不安定な低湿地帯であっ
たことを物語っています︒

帯より低位部は海抜〇メートル地帯と

濃尾平野の末端部にあたる三角州地

れましたが中断し︑その後九〇年間

政四年
︵一八五七︶
に再開発に着手さ

重なる水害によって荒地となり︑安

︵一八三七︶
に開発されましたが︑度

呼ばれる地帯です︒特に︑干拓地帯の

も放置されたままでした︒昭和二三

再開発干拓地で大きな被害

大部分は︑江戸時代以降に干拓された

して再開発に着手され︑昭和三一年

年
︵一九四八︶
に本格的な干拓事業と

これらの干拓地の多くは︑開発後も

︵一九五六︶
第一次入植が始まり︑昭和

人工地形です︒
高潮によって度々破壊されていまし

三四年度末には完成する予定でした︒
揖斐川河口右岸の城南干拓地も︑安

た︒木曽三川の最下流部に位置し海に

政四年
︵一八五七︶
の大津波によって破
壊され荒地となって放置されていまし
たが︑昭和二一年
︵一九四六︶
に干拓地
として再開発に着手︑昭和三二年度
軌道に乗り始めていました︒
木曽川と揖斐川に挟まれた長島輪中
の先端の松蔭新田は︑文政年間に干拓
され老松輪中として誕生しましたが︑
万延元年
︵一八六〇︶
の高潮によって壊
滅し︑そのまま放置されていました︒

︵一八八九︶
に完成しました︒

て再開発に取り組まれ︑明治二二年

川改修工事
︵明治改修︶
着手を契機とし

明治二〇年
︵一八八七︶
の木曽川下流河

河湾や伊勢湾沿岸な

風十三号によって三

︵一九五三︶
九月の台

昭和二十八年

下にあった地域が︑堤防によって海と

して︑海岸保全対策

生したことを契機と

どに大きな被害が発

遮断されて干陸化された区域ですか

の体系化が進めら

このように干拓地はもともと海面以

ら︑高潮を防ぐ海岸堤防が唯一の生命

れ︑昭和三十一年

準﹂
が制定されました︒

︵一九五八︶
には
﹁海岸保全施設築造基

︵一九五六︶
に
﹁海岸法﹂
︑昭和三十三年

線でした︒

弱かった海岸堤防

城 南 干 拓 地 の海岸堤防は︑昭和

を防ぐことができましたが︑てんば・

年
︵一九五三︶
の一三号台風による高潮

堤高は標高五・五ｍ を持ち︑昭和二八

体をコンクリートで覆う
﹁三面張り﹂
構

による堤防高さと越波に対して堤防全

した︒これに対して海岸工学的な研究

愛知・三重両県合わせて約二五〇㎞で

台風十三号災害の復旧事業区間は︑

裏のり面はコンクリートなどで被 覆

造によって︑復旧工事が進められてい

二一年から二七年にかけて施工され︑

されていなかったため︑伊勢湾台風で

ました︒

しかし︑伊勢湾台風来襲時には︑

まだ完成していなく︑また︑災害復

昭和二十年代当初までの海岸堤防

は標高二・六ｍ から五・八ｍ で一様で

したから︑伊勢湾周辺の堤防の高さ

旧事業区間以外では昔の堤防ままで

は︑江戸時代や明治時代に造られた干

歴史ドキュメント

どが破堤しました︒

〇・五ｍ 以上となった箇所の堤防は殆

高潮が乗り越えましたが︑越波高が

しました︒このような堤防に対して

て被覆されたのみの場所も多く存在

ている区間は少なく︑粘性土によっ

り面もコンクリートや石で被覆され

はありませんでした︒また︑堤防の

した︒

ありませんで

たことは殆ど

れて改良され

地から検討さ

代の工学的見

造について近

防の高さや構

拓地堤防のままのものが多く︑海岸堤

の状態でした︒

また︑鍋田干拓地の海岸堤防も同様

防の内側から破壊されました︒

は︑堤防を乗り越えた高潮によって堤

長島海岸堤防の破壊状況

長島海岸堤防の破壊断面図
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︵一九五七︶
に完成し︑ようやく営農が

木曽三川河口部の干拓地開発の経過

海部海岸堤防の破壊状況
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高潮に弱かった河川堤防
政府は昭和二八年
︵一九五三︶
の全国
的な激甚災害に鑑みて︑治山治水基本
対策要綱を定め︑昭和三一年度を初年
度とする治水五ヶ年計画をスタートさ

を乗り越え︑破堤を
免れたものの︑その
波浪によって築堤を
侵食していました︒
このように当時の
河口部の河川堤防
は︑堤高が標高四ｍ
程度で︑河床土で築

せ全国的に治水施設の整備に乗り出し
ましたが︑伊勢湾台風時点では多くの
かれた堤防ののり面

ました︒特に︑高潮の影響を最も大き

した高潮は︑各地で河川堤防を損傷し

ていました︒
︵葭根土＝葭を刈り取っ

いるのみで︑大部分が葭根土が張られ

る部分が石やコンクリートで覆われて

は︑常時流水に接す

く受けた国道一号附近より下流の河口

た後の葭原の表土を一五㎝ 程度の方塊

河口から約二四㎞も木曽三川を遡上

部では︑堤防を越波した高潮によって

に切り取ったもの︒堤防のり面等の被

顕在化した内水被害

覆材として張り付けていました︶

二二箇所が破堤しました︒
河口から五㎞附近の長良川左岸堤防
は︑堤防高は標高四ｍ 前後︑堤防高の
低いところでは高潮が越波していまし

高潮の影響を受けない上流部の河川
た︒護岸やのり面の被覆工が未整備の

たが︑堤防の表のり面には竹が密生し

ため︑所々で堤防が破壊されました︒

においても様々な被害が発生しまし

河口から約六㎞上流の長良川左岸の

ているところは破堤を免れました︒
長島町南松ヶ島では一七〇ｍ にわたっ

また︑本川の洪水によって支川洪水
の排水が妨げられ輪中内に湛水しまし

の流下が妨げられて氾濫したり︑輪中

て破堤し︑地域住民の約二二％にあた
る四八名が犠牲となりました︒
揖斐川右岸の城南干拓地附近の河川

ば元の状態に還ることができません
でした︒

このように︑輪中内の地盤が排水

先の河川より低位置にあるため︑洪

水氾濫の害から免れたものの︑内水

の湛水による浸水被害が多発し︑地

盤の低さが再認識されました︒

整備が遅れていた中小河川

木曽三川に流れ込む支川は︑い

ずれも未整備の状態で洪水を安

全に流すことができませんでし

た︒長良川右支川の板取川では︑美

濃 市 蕨 生 か ら 洞 戸 村︵ 現 関 市 ︶面 平

までの約五・三㎞の区間で洪水が溢れ︑

家屋二八六戸︑耕地一九〇 に被害

頃には︑伊勢湾沿岸ではほぼ全域に

加えて台風が接近した二六日一八時

方法は極めて限定されていました︒

在と比較して一般住民への情報伝達

は二百万台に達していましたが︑現

昭和三四年の我が国のテレビ普及率

立ち後れていた避難態勢

識されました︒

し＜中小河川の整備の立ち後れが認

破堤や堤防の破損・護岸の破壊が発生

積が不足していたために越水による

などで︑洪水を安全に流すための河

長良川上流の大和村剣では約〇・九㎞

川の相川でも垂井町表佐で約二・一㎞︒

を与えました︒そのほか揖斐川右支

ha

わたり停電となり︑ラジオ・テレビ

歴史ドキュメント

を通じての情報伝達は困難な状態と

なっていました︒

名古屋地方気象台が発表した暴風

雨警報・高潮警報は︑少なくとも一四

時には各市町村へ届いていました︒

しかし︑地域によってその対応に

差がみられました︒昭和二八年一三

号台風の高潮による被害を受けた地

域の市町村では避難命令の発令が早

く︑人的被害を最小に食い止めまし

た︒なかでも三重県楠町︵現四日市

市︶
の例のように︑一六時までに危険

区域の住民約二︑
三〇〇人を避難さ

せ︑町内の大半が高潮により浸水し

ながらも死者の発生を皆無に抑えた

ところもありました︒これに対して︑

一三号台風による被害が軽微であっ

た伊勢湾奥部の市町村では避難命令

の発令が遅れ︑人的被害の拡大に結

びついた形となりました︒

■参考引用文献

伊勢湾台風復旧工事誌 昭和三八年四月一

日 建設省中部地方建設局

年連年災害復興誌

昭和

伊勢湾台風災害復興誌 昭和三九年一〇月

・ .・

愛知県

昭和

防災会議

伊勢湾台風報告書 平成二十年三月 中央

岐阜市

岐阜市史 通史編現代 昭和五六年一一月

復興のあゆみ 三重県

四〇年一二月 岐阜県

36

た︒岐阜県多芸輪中
や三重県七郷輪中の
ように破堤によって
輪中内に湛水した洪
水は︑本川水位より
低地にあるため自然
排水が不可能で︑機
械排水によらなけれ

35.

堤防は︑標高四・二
ｍ ︑川表のり面は
コンクリートブ
ロック張︑天端お
よび川裏のり面は
葭根土によって被
覆されていました︒
高潮は︑この堤防

34

河川堤防
（木曽岬町雁ヶ地）
の破壊断面図
羽島市桑原輪中の湛水状況

堤防などは未改修のままでした︒

河川堤防
（木曽岬町雁ヶ地）
の破壊状況

11
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台風予報の改善の歴史
島田

誠

円で示したものです︒

四 台風予報の改善

長野地方気象台などを経て、

調査官

現在、名古屋地方気象台防災業務課

海を含む︶
で発生する熱帯低気圧のう

より西側の太平洋で南シナ海等の付属

または南シナ海で発生する台風に関す

語名を付けていましたが︑北西太平洋

基に現在の大気の状態をコンピュータ

なお︑数値予報とは︑観測データを

行えるようになったのは︑昭和 年４

央気象台︶
が台風の予報業務を独自に

年
︵２０００︶
から︑加盟国などが提案

をいい︑猛烈な風雨を伴う反時計回り
︵低気圧性循環︶
の巨大な渦巻きです︒

基づいて将来の大気の状態を予測する

る連合国と日本国の
﹁講和条約﹂
の発効

また︑台風の進路予報は点で表示し︑

からでした︒

そこに誤差範囲を付けていましたが︑

昭和 年
︵１９５３︶
から台風の進路予

どにより大きな災害をもたらす非常に

圧︑最大風速︑最大瞬間風速︶
︑進行

中心位置
︵緯度︑経度︶
︑強度
︵中心気

時には︑観測データの解析に基づき︑

気象庁は︑北西太平洋に台風がある

し︑進行方向及び誤差範囲は扇の広が

間後までで︑台風の位置は扇の縁で表

た︒台風の予報時間は 時間及び 時

報は︑扇形で発表するようになりまし

監視するとともに︑数値予報システム

よって台風の発生から消滅までを常時

アメダスなどから構成される観測網に

台風は︑大雨や暴風︑高波︑高潮な

年
︵１９５３︶
からで︑それ以前の昭和

激しい自然現象です︒このため気象庁

風番号が使われはじめたのは︑昭和

年
︵１９４７︶〜昭和 年
︵１９５２︶

三 台風の実況に関する情報

なっています︒

もので︑各種気象情報の基礎資料と

27

りの幅で示しました︒

二 台風に関する気象情報

28

方向︑大きさ
︵強風域と暴風域︶
などの

は︑米軍が付けていた女性名で台風を
呼んでいました︒この女性名で大災
害をもたらした台風には︑昭和 年の

34

カスリーン台風︑昭和 年
︵１９４９︶
のキティ台風︑昭和 年
︵１９５０︶
の

を基盤とした予報技術により︑状況に
応じた情報を発表しています︒
台風情報の原型は︑昭和９年
︵１９３４︶
９月の室戸台風
︵昭和の三

以外の領域では３時間毎に発表してい

情報を︑日本付近では１時間毎︑それ

向の左右へのずれは表現できても︑進

すいという利点がある一方で︑進行方

この扇形予報は見た目には分かりや

ないという欠点がありました︒これを

最大風速は︑ 分間平均の風速で表

現していて︑強風域︑暴風域はそれぞ
︑

精度検証結果から昭和 年
︵１９８２︶

改善するため︑過去の台風進路予報の

行速度の速い遅いがまったく表現でき

ます︒

24

以上
れ 分間平均風速が

の風が吹いていると考えられる範囲を

25
m/s

ジェーン台風などがあります︒ちなみ
に甚大な災害をもたらした昭和の三大
台風の一つである伊勢湾台風 昭[和

15
m/s

国際共通番号ともなります︒現在の台

した︒

した固有の名前を付けることになりま

︵日本ほか カ国等が加盟︶
は︑平成

月 日の日本国との平和条約︑いわゆ

第二次世界大戦後︑気象庁
︵当時の中

前橋地方気象台、松本測候所、軽井沢測候所

上でシミュレーションし︑物理法則に

機としています︒

される甚大な被害が発生したことを契

三千人以上という日本の災害史に記録

大台風の一つ︶
で死者・行方不明者が

名古屋地方気象台防災業務課調査官
年
︵１９５９︶
９月 の]英語名
︵人名︶
は

台風番号が使われるようになった昭

一 台風とは
台風は︑日本の南の熱帯海上
︵北西

和 年以降も︑台風にはアメリカが英

ベラです︒

太平洋 赤道より北で︑東経１８０度

長野県高山村生まれ

昭和 29年

氏

誠

る各国の政府間組織である台風委員会
12
では︑気象衛星︑気象レーダー︑船舶︑

桁の計４桁の数字を付けます︒これは︑

がその年の西暦の下２桁と発生順の２

台風が発生すると︑日本では気象庁

14

ち︑最大風速が１７・２ 以上のもの

28
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TALK&TALK

12

10

22

28

28

m/s

27

24

25

12

57

10

22

この改善のきっかけとなっ

たのは︑昭和 年
︵１９８５︶

は︑×として表示

た︒
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平成 年
︵２００４︶
６月１日から台

の表示は取りやめ

この年から中心点

約 ％︶
︒

されました
︵これまでと比べ︑平均で

風予報の精度向上により予報円が縮小

していましたが︑

ました︒

どの変更

長︑図表示方法な

︵１︶
予報期間の延

ると予想した熱帯低気圧について︑そ

時間以内に台風になり︑日本に接近す

平成 年
︵２００５︶
６月１日から

の実況と 時間後の予想位置を
﹁発達

する熱帯低気圧に関する情報﹂
として︑

平成元年︵１９

ら 時間先までの

８９ ︶７ 月１ 日か

平成 年
︵２００７︶
４月 日から台

発表を開始しました︒

進路予報が開始さ

は︑
﹁台風情報の表示方法等に関する

出港する前に入手した台風の

が遭難したことです︒漁船は

た際に︑有明海で小型漁船

ともに︑台風の中心が予報円に入る確

時間先までの進路予報が開始されると

平成９年
︵１９９７︶
７月１日から

域に入る確率の発表を開始しました︒

況位置に表示してある暴風域

置を０・１度単位で予報することとし

した︒また︑ 時間予報までの予報位

風の強度
︵中心気圧︑最大風速︶
に関す

円で表したものです︒台風の中心が予

式となりました︒現在の台風予報進路

予想される範囲︶
を追加した予報円方

以上の暴風が吹く可能性があると

６ 月１ 日 か ら 暴 風 警 戒 域︵ 平均風速

した︒また︑台風の強度に関する予

象時間を 時間から 時間に延長しま

報・注意報の区域と同じ︶
毎とし︑対

暴風域に入る確率を二次細分区域
︵警

時間後の位置情報の充実︑３時間毎の

・日本付近では︑ 時間先までを３時

に沿った変更です︒

定めた
﹁台風予報の図表示方法の指針﹂

平成４年
︵１９９２︶
４月１日から全

風情報が新たに変更されました︒これ

18

懇談会﹂
からの意見を受けて︑新たに

れました︒

10

国の 地点において 時間以内に暴風

予報円の周辺付近で操業して

率が ％から ％へと精度が向上しま

の台風第 号が九州を北上し

いました︒これは︑台風の実
を示す円と︑進路予報図に表

く︑予報円を暴風域の予想範囲と誤解

る 時間予報を開始しました︒

平成 年
︵２００１︶
６月１日から台

６月１日からは︑円形の予報円の進路

したことにより起こった遭難でした︒

違いが正確に理解されていな
予報に変わりました︒

平成 年
︵２００３︶
６月４日から１

報円に入る確率は ％です︒しかし︑

予報図の原型ができました︒また︑円

これを契機に︑昭和 年
︵１９８６︶

予報円だけでは︑暴風に対して︑どの

予報円とは︑予報された時刻に台風

地域まで警戒が必要なのかが分かりま

報を 時間から 時間へと延長しまし

48

の中心が到達すると予想される範囲を

72

16

17

19

48

24

予報が採用されてから予報円の中心
せんでした︒

24

間刻みに予報すること

・台風の強さの目安として最大瞬間風

速の情報を加えること

・熱帯低気圧に関する情報を充実する

こと

・台風から温帯低気圧に変わっても︑

暴風を伴って災害を及ぼすような場

合には︑台風情報として情報の発表

を継続すること

・予報期間の暴風警戒域全体を囲む線

を表示すること

・予報円の中心点やそれを結ぶ線を表

示すること

・ 時間先までの時間帯に暴風域に入

る確率を示す
﹁暴風域に入る確率の

13

24

暴風警戒域
（赤の円）
の追加

ました︒

60

13

15

24

25
m/s

24

29

扇形方式
予報円方式

示してある予報円を示す円の

24 70

72

72

13

60

61

48

48

60
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平成 年
︵２００８︶
５月 日から精

面的情報﹂
を発表すること
日に風速を基準とするものに変えまし

めるため︑平成３年
︵１９９１︶
４月１

重大な災害の発生するおそれがあり︑

古屋をはじめ東海地方を中心とした

接近するとした場合︑高潮により名

21

た︒平成 年６月１日からは大きさの

21

でと比べて約 ％︑特に北西方向に進
強さの階級の
﹁弱い﹂
﹁並の強さ﹂
を削

階級の
﹁ごく小さい﹂
﹁小型﹂
﹁中型﹂
︑

れますので︑気象台は通常より早め

防災活動の規模が大きくなると思わ

度の向上に伴い予報円の半径がこれま
む場合には約 ％縮小されました︒

に警戒を呼びかけるなど︑予報精度

を基準にして台風の勢力を防災上の観
点から５階級の
﹁大きさと強さ﹂
に分類

この改善のきっかけは︑平成 年
11

︵１９９９︶
８月 日に
﹁弱い熱帯低気
で︑神奈川県の玄倉川の河川敷でキャ

圧﹂
が関東南部から北陸に進んだ影響

とが必要です︒

事前に執れる最大の対応策を行うこ

うな時には︑警戒を緩めることなく︑

風の
﹁中型﹂
や
﹁小型﹂
といった階級も同

気圧﹂
に変えました︒また︑併せて台

を受け︑
﹁弱い熱帯低気圧﹂
を
﹁熱帯低

れたことによるのではないかとの指摘

一般の人に大した影響はないと誤解さ

なったことです︒
﹁弱い﹂
という表現が

ンプをしていた大勢の家族が犠牲に

じた台風情報を発表します︒このよ

を考慮しつつ台風の接近の状況に応

除しました︒

︵２︶
今後の改善
時 間 ︶ま で で す が ︑ 平 成

台風の進路予報の期間は現在︑３
日 先︵
年
︵２００９︶
の４月からは︑５日先
︵１２０時間︶
まで予報期間を延長する
予定です︒
︵３︶
台風の大きさと強さの変更
昭和 年
︵１９６２︶ 月 日から
12

していましたが︑より防災の効果を高

様に誤解されると
考え︑この表現も
止めました︒

時間先までの扇

の台風進路予報は︑

伊勢湾台風当時

たら

みの台風が接近し

︵４︶伊勢湾台風並

台風の大きさ

20 15

１０００ の等圧線の半径や中心気圧

10

14

台風が東海地方に

伊勢湾台風並みの

予報を発表します︒

向上し５ 日先まで

予報精度は格段に

が︑現在︑台風の

形の予報図でした

24

台風情報では、台風の中心位置、進行方向と速度、中心気圧、

（12、24、48、72時間後）
台風情報の事例・現況と予報

最大風速
（10分間平均）
、最大瞬間風速、暴風域、強風域

の実況と、各予報時刻毎の台風の中心位置
（予報円）
、中心

気圧、最大風速、最大瞬間風速、暴風警戒域を提供します。
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