はじめに

の管理は︑私達個人や集落構成員などがするものではなく︑

国や県がするものだというのが 一般の考えではないでしょ

うか︒このような︑水の災害に打ち克つ治水という今の河

方がなされるようになって︑実効を伴う治水が行われるよ

川管理の発想法のように︑河川全域を管理するという考え
私達の日常生活の中に川は切っても切れない関係があり︑

に治水を中心にしてみていきたいと思います︒なお︑戦国

うになったのは︑戦国時代も後期︑すなわち信州でいうと︑

同時にこの川は私達に洪水などの災害をもたらす場合もあ

時代というのは︑一般に応仁の乱が起きた応仁元年(一四

そのもた'りしてくれる恩恵は有形無形のものを含めて限り

ります︒思恵と災害との二面性が常に存在しているわけで

六七)から︑織田信長が一五代将軍の足利義昭を奉じて上

そこで︑本稿においては戦国時代の天竜川について︑特

す︒さらに︑天竜川のような大きな川は川を伝わって文化

洛した永禄 一一年 (一五 六八)とされていますが︑開始時

武田信玄が統治するようになってからではないでしょうか︒

が入り︑流域全体が 一つの文化圏となるという文化の紐帯

期は北条早雲が堀越公方を滅ぼした延徳三年(一四九一)

にとって︑天竜川のもっている意義は大変大きなものです︒

としての役割を果たすと同時に︑この大きな川によって対

とするもの︑終末の時期を豊臣秀吉 が後北条氏を滅ぼした

なくあります︒特に大河である天竜川に沿って存在する村々

岸どうしが隔てられるという側面ももっています︒いわば︑

あります︒本稿では︑いちおう通説にしたがって戦国時代

天正一八年(一五九O) とするものなど︑いくつもの説が

の開始を応仁元年からということにし︑終りの時期を信州

けです︒
現代に生きる私達は川を統御できるものだと考え︑川が

において大きな意味を持った武田氏が滅んだ天正 一
O年ま

文化をつなぐ側面と断ち切る側面とを合わせもっているわ

与えてくれる恩恵については当然のものだと認識し︑災害

また︑信州の場合ですと︑戦国大名の統治ということで

でということにします︒

こそ水防対策︑治水が大きな意味をもち︑水害などは克服

は武田信玄をもってその代表とみなすことができます︒そ

についてはとんでもないものだと理解しがちです︒だから
できるはずだ︑水害は人災だと考えるのです︒そして河川
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中心とした部分に限定して論じていきますが︑この点もご

竜川については特にその源である諏訪湖を含めて︑信濃を

時代を二期に区分することにしたいと思います︒また︑天

こで︑大きく武田氏が信濃を統治する以前と以後とで戦国

を含めた天竜川を考えていこうと思います︒

を探ることが重要になります︒このために本稿では諏訪湖

という時期に関しては諏訪湖に関係した史料から︑工夫竜川

もあって︑多くの史料を見ることができます︒そこで中世

の中心をなした神長官家の文書が現代に伝わっていること

官であった守矢満実は彼の書留に︑﹁五月二五日より大雨

な大雨にみまわれました︒その状況を諏訪上社の神主の長

文明 一四年(一 四八 二)五月 二五日 から諏訪地方は大変

了解下さい︒

頻発する水害

押し流し︑栗林両郷の作物・田畠とも押し流した︒人類・

が降った︒晦日に大水が増し︑大町・十日市場・安国寺を
歴史学という学間にあっては︑その論拠となるのはあく

牛馬 ・家能も押し流した︒人々はあざけり叫びながら︑城

ついて逃げていく有様は︑合戦に負けたとしてもこれ程の

まで古文書を含めた史料です︒史料が存在しないことにつ

天竜川で大きな洪水が起きたとしても︑これを記録したり

ことはない︒全ての人が肝を冷やし︑大町は湖となってし

山へ付こうしたけれども︑安国寺の辺から大河の水が増し

報告した者がいて︑しかもその記録がたまたま後世に伝え

まった︒このため諏訪郡への人馬の出入りは 一
O日ばかり

いては想像するしかないのですが︑想像はできるだけ差し

られない限り︑事実が後の世に伝わらないのです︒ですか

無かった︒六月 一七日に上社の選宮があったけれども︑四

て来るので流された人々はどこへ落ちて行くのか行方も分

ら︑これからみていく戦国時代の天竜川の状況も︑そうし

方に大水が増していたので︑諏訪社に参る人は郡内に男女

からない︒男・女・子ともに禄・財宝を捨て︑我先にと傷

た史料の残っていることを前提にしています︒しかし︑残

ともなかった﹂(﹃信濃史料﹄第九巻 二七七頁参照︑以下

て接されるか︑偶然に 接されるものが多いのです︒例えば

念ながら戦国時代の天竜川に関係する史料の量は大変少な

信史九 l二七七というように略す︒また読み方は原則とし

控えなくてはなりません︒ところが史料はある目的をもっ

いのです︒そんな中で︑諏訪神社に関係しては上社の神主
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て読み下し文︑もしくは意訳に改めてある)と

記載しています︒諏訪上社前宮(茅野市)から

現在の J R茅野駅の西側に位置する安国寺にか

けての場所が︑当時諏訪郡では最も栄えた場所

で︑信濃でも有数の町場となっていました︒そ

れらの町がこの史料の中にみえる町の盆削です︒

そして︑前宮のすぐ目の前にあたる山に築かれ

たのが樋沢城で︑ここは上社の生神さまである

大祝諏訪氏の山城でした(注 1)︒当時は安国寺

と極沢城の聞を宮川が疏れていたのですが︑こ

の時の洪水では宮川が氾濫して多くの人馬や田

畑を押し流してしまったのです︒そこで流され

た人々は樋沢域のある高台に取り付こうとした

のですが︑流れが急でそれもできなかったとい

うのです︒人々は合戦の時よりも慌てふためい

たということですし︑諏訪郡内に 一
O 日ばかり

人馬の行き来が絶えたというのですから︑大変

な洪水であったことは疑いありません︒

またこの年には閏七月 二五日に雨が降り︑次

の日も大雨が降り︑その上に大風が吹きました︒

その夜も大風が吹き︑大雨が降りました︒こう
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大きな悔のようになってしまいました︒それどころか︑諏

した状況で五日市場︑十日市場︑大町(以上︑茅野市)は

水の被害があっ たものと推察されます ︒しかしながら天竜

込んだことでしょう︒そこでこの年に天竜川では大変な洪

有様﹂(信史九￨二八八)だったといいます︒田畑の作物

ので︑作毛悉く押し流され︑田の面変じて瓦喋広野となる

向記﹄です︒この日記の記事は簡単なものですが︑戦国時

出立の日から帰院するまでの間つけていた日記が﹃信州下

は信濃国伊那郡文永寺(飯田市南原)に赴きました ︒彼が

天文 二年 ( 一五三三)に︑京都醍醐寺の理性院厳助僧正

川の供水の状況を伝える史料は残っていません︒

は皆流失してしまい︑水田は瓦礁の荒野と見紛うように荒

代の旅の様子や当時の信州の状況を知る上で貴重な史料で

二七九三結局この年は﹁数度の大水増しのために流れた

訪郡全体が海原のようになってしまったのです(信史九 l

れ果ててしまったのです︒岡谷の照光寺の仁王像 は元来茅

彼の日記では︑﹁五月 二十 一日︑晴れる︒飯田(飯田市)

す︒この日記の中にも多くの天竜川の洪水の記事が見えま

に滞留す︒南原まで五十町と云々︒天竜川大洪水なり︒渡

野市の安国寺のものだったといわれます︒ところが文明 一
仁王像も流されて諏訪湖に入ってしまいました︒それが下

し出すべからざるのゆえ︑先ず幸巡等これを遣わす︒矢文

す
︒

諏訪に打ち上げられ︑後に下社の神宮寺の千手堂に奉安さ

をもって下向の由(この後は虫食いのため 一部分判読でき

四年の洪水で安国寺の七堂伽藍が悉く流された際に︑この

るのです(注2 1 このような伝承があるほどこの時の洪

れ︑さらにこの寺に移ってきたのだという伝承が残ってい

ません)申す﹂(信史九 ￨三八)などとあります︒つまり︑

この時には天竜川が大洪水だったために渡し舟を出すこと

水は物凄かったということでしょう︒
文明 一四年 は諏訪郡全体が海原に変じたとされるほどの

ができず︑川を渡ることのできない厳助の 一行は対岸の文

﹃信州下向記﹄には︑六月五日の条にも﹁大雨︑洪水と

洪水にみまわれたわけです︒雨が降る場所が諏訪郡だけに
はじめとする中部高地全域に降ったはずです︒ということ

云々﹂(信史九￨四二)と見え︑翌日も雨が降ったことを

永寺と矢文をもって連絡を取ったのです︒

になりますと︑上流の諏訪郡のみならず伊那郡全体の大量

伝えています︒また八月 一七日には︑﹁タ雨︑知久(頼元)

限定されるわけでは無いと思います︒こうした雨は信州を

の雨水は︑ほかに行く場所がありませんから天竜川に流れ
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さらに︑九月 一四日の条にも﹁大洪水︑五月の大供水のご

のために天竜川を渡ることができなかったということです︒

領主の知久氏がこれと戦うために出陣したけれども︑供水

原長棟の軍が伊那に攻めて来たので︑文永寺のある地域の

) と記されています︒府中(松本)の小笠
(信史九￨六O

今日出陣︑昨日水出づるのゆえ︑川を越せずと云々﹂

に当たった郷村名や関係した事件などを記録した﹃神使御

文二三 年 (一五五四)に至る 二七年間の諏訪上社の御頭役

ことになっていたのですが︑享禄元年(一五二八)から天

当主となりました︒頼満は 一
二 月 一六Hに茶毘にふされる

重(後に武田信玄によって殺される人物です)が諏訪氏の

主として有名な諏訪頼満が亡くなりました︒そこで孫の頼

天文八年(一五 三九)一 二月九日︑諏訪郡を統 一した領

西の 一族神宮寺まで詰められ候て︑水の引き候を待たれそ

としと云々﹂(信史九￨六七)と見えます︒このように厳

うらえば︑十五日の夜水も引き︑天気もなおり︑十六日に

頭之日記﹄によると︑﹁十四日︑十五日に大雨︑大水︑橋

ちなみに信州の隣の甲斐国には戦国時代の記録として

一 l 一四七)ということがありました︒
は茶昆﹂(信史 一

助上人が伊那に来ているわずかの期間だけでも天竜川は何

﹃妙法寺記﹄という︑日蓮宗の僧侶が記載した大変面白い

一
二 月 一四日︑ 一五日の大雨で︑大水が出たために︑諏訪

ことごとく流れ︑西東の通路留まり候問︑十六日の茶昆に︑

記録があり ︑当時の状況を克明に記しています︒この記録

郡内の橋(簡単に架けることのできる小さな橋だと思いま

度も洪水にみまわれていたのです

によれば天文 二年には富士五湖の 一つとして有名な河口湖

﹃神使御頭之日記﹄によると︑天文九年(一五四O) の

の水が引いてしまうこと限りなしとあり︑洪水のことは全

体が大雨にみまわれたわけでもなさそうです︒場所が異な

﹁八月ト 一口の酉時の盛り(夕方六時頃)より南大風が雨

す)は全て流れてしまい︑東西につながる交通路は全て止

るのだから当り前という考え五もできますが︑局地的な少

とともに出て︑成刻(夕方八時頃)まで吹いた︒南風が鎮

く記載されていません︒このことからするとこの年︑富士

しの雨でも当時は天竜川がすぐに洪水になった︑ 言葉を変

まってから半時ばかりして︑北から大風が吹き出し︑子刻

まってしまったというわけです︒

えるならば治水がしっかり行われていなかったことを意味

(深夜 一
二 時頃)まで吹いた︒いずれも近年にない程の大

五湖の近辺では大皐舷にみまわれていたようです︒日本全

するのではないでしょうか︒
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ほこ 二本︑林叢のさわら 一本︑大宮 の木は以上の 三本が根

転ばした︒神長は宮の当番だったのでこれを直した︒から

頃に大風が吹いた︒亥剖(夜中の一 O時頃)まで 三時(六

中がさんざんだったところに︑また八月の十 一日の暮どき

風と大水が記述されていて︑﹁五月六日大雨が降って世の

水は伝わっていません︒文明一四年の洪水が五八年前です

返りをした︒このような風は﹃むくり風﹄(元冠 1文永・

時間)吹いた︒大海(河口湖)は皆波に引かれ︑山家は大

風で︑とりわけ北風が強かったために︑宮々の古木 ・大木

弘安の役 ・一
二 七四年・ 一
二 八 一年ーに際して吹いたとい

木に打破られて︑堂寺宮ことごとく吹き倒した︒地下(民

から︑恐らくこの洪水を指しているのではないでしょうか︒

う大風)でもあろうかと話していた︒昔の﹃しはまく旦風﹄

衆)の家は千に 一つ︑万に 一つも立っていなかった︒鳥獣

が吹き折れてしまった︒下馬のさわら 一本が吹き折れた︒

(芝を捲ってしまうほどすごい風だったことから付けられ

は皆死んでしまった︒世間の大木は 一本もなくなった﹂

ます︒ちなみに︑先に挙げた﹃妙法寺記﹄にもこの時の大

た名前でしょうか)にも劣らなかった︒風が鎮まってから

(
注3) と出ています︒八月ということですから日本全体

とすると ︑ この時の洪水は本当に物凄いものだったと思い

大水がやって来て︑大町(茅野市)の家が十軒ばかり流さ

は全域にわたって大洪水にみまわれ︑大きな災害を引き起

を大きな台風が襲ったものと考えられます︒当然︑天竜川

宮山のつがの木は大小 二︑三︑四十本が折れた︒このよう

れてしまった︒夜半の水であった ︒全て十 一日の酉の頭

な風は今後もないであろう︒同じく神前の鉄塔 二十を吹き

(六時頃)にしぶの湯山に当たり︑おびただしく音を立て

ている︒風は五百年以前の﹃しはまくり風﹄もこれ程では

年以前にこの時の水にも増して出たということを言 い伝え

原城攻撃を諏訪上社神長守矢頼信の書留で見てみますと︑

を桑原城(諏訪市)に攻めて︑これを降しました︒この桑

天文 二 年 (一五四 二)七月五日︑武田信玄は諏訪頼重

こしたことでしょう︒

なかったという風聞がある︒磯並社(茅野市)の宮の木も

﹁酉刻(夕方六時頃)に大洪水降る﹂(信史 二 ー 一七五)

て鳴った︒そして酉刻の終に風が吹き出した︒大水は五十

四十本ほど根返りをした﹂(信史 一
一
ーー 一五 三 )とのこと

とあります︒おそらくこの時にも洪水になったものでしょ
う(注4)︒

です︒この年には五O年ぶりという大水が出たのです︒五
O年前というと延徳 二年 ( 一四九O) ですが︑この時の洪
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大きな水害を起こしていたものと考えられます︒次にこの

ていない時期に 書かれたものと推察されますが︑武田氏と

この﹃年内神事次第旧記﹄は︑まだ武田氏が諏訪を領し

する場所です︒このような場所までが河原になってしまっ

ことをこれまで見てきたのとは違う側面から検証してみた

諏訪社との関係をよく伝える史料として俗に﹁信玄 二 軸
﹂

さて︑これまで見てきたような事例によって︑戦国時代

いと思います︒それはどのようにしてするのかといいます

と呼ばれる︑永禄八年(一五六五) 一
一 月以降に信玄が諏

たというのです︒場所か・りしてこのように水田を荒廃させ

と︑諏訪社の社領などにかかわる記載の中に︑川成りなど

訪社の神事を調べて再興を命じた文書があります︒信玄の

の前半に諏訪地方が度々水害にみまわれていたことが確実

と︑本来耕地であった場附が水害によって耕作できなくなっ

統治するまでの閣に諏訪社の祭礼や社領などがどのように

た洪水は文明 一四年の洪水ではないでしょうか︒

た場所が出てきます︒これを確認すれば水害 の 一端が分か

なっていたかを確認することのできる重要な史料です︒そ

といえます︒当然のことですが︑この結果として天竜川は

るのではないでしょうか︒

の 一つ︑永撮八年 一
一 月 一日に諏訪下社の神事再興を命じ

損に躍り候といえども︑小井河(岡谷市小井川)の惣次郎

戦国時代にかれたと推定される諏訪上社の 一年間の神

なので︑ 二立のご神事はお酒ばかり︑高部(茅野市)は河

二 !五九六)︑﹁八月
前々のごとく勤べきのこと﹂(信史 一

た文書の中に︑﹁四月十六日般若神事領︑数年悉く湖水に

成になってしまいました︒もしこれに納得がいかない人は

十五日の御神事︑彦左衛門尉団地役に候らえども ︑かの神

事を記載した記録に︑﹃年内神事次第旧記﹄というものが

直接行ってみてください︒土砂が押し出して河原八反になっ

田荒れて波浪の底に埋まり年久し︑すなわち断絶よんどこ

なるの上は︑私なく退転︑裁許に及ばざること﹂(信史 一

ているはずです︒﹂(信史 一
一 ー六 二二 )とあります︒四月

ろなきこと﹂(同)などとあります︒本来神田であった場

一
一
ー 五九五)︑﹁五月朔日︑御神事免五百文のところ︑水

神事では﹁最初の神田は五反 二立だったが︑今はみな流れ

所が湖底に沈んでしまっているのです︒これも洪水による

の神領について︑﹁本来は 一町であるが︑今日八反は不作

て河成になってしまった ︒﹂(信史 一
一 ￨六 三四)と説明が

ものではないでしょうか︒

あります(注5)︒これに記載された中の 三月の神原神事

なされています︒高部は諏訪大社本宮と前宮の中間に位置
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また︑永禄八年一二月七日の諏訪上社神事に関するもの

五十文古来これを相勤める︒然るところ水に流れるの由百

永禄八年 一二月二 日の﹁諏訪上社祭礼退転帳﹂には︑

姓等濫訴を企て︑七百五十文のうち 二百二十銭弁償せざる

三月﹁巳日の祭︑真志野(諏訪市)の内士
宮町あるの由申し

の中には︑ 三月未の日の神原神事について︑﹁領田壱町悉

六 一七)︑﹁ 三月中日の神事︑擬祝私宅においてこれを勤む

伝え候︑当時は悉く団地沼になり︑残りてわずか百五拾銭

条︑向由の至りに候︒向後は先規のごとく神主孫右衛門尉

べし︑かの神田壱町栗林にあり︑悉く赤沼川に疏れ候﹂

の回に候︑ここにより数年間惚怠︑神主は副祝なり︒﹂

く水に・流れる︑然るといえども数代退転なく神長官執行候

(信史一二 l六一八)︑コニ月辰目︑祢宜大夫私宅において

(信史一二￨六一二二)とあります︒また ︑永禄八 年一二月

七百五ト文役これを相勤むべきものなり﹂(同)とありま

これを勤むべし︑柳田壱町武居圧(諏訪市)にあり︑悉く

二 口の﹁諏訪上社湛神事再興次第﹂では︑﹁ 三月酉日 の

条︑白今以後も 三買神事規式相違なく相勤べし︒かの田地

川に流れ候﹂(同)︑ 一
二 月二七日御宝殿のうちの御玉殿の

す
︒

煤払いが終った後︑﹁神原において副祝これを勤むべし︑

宿湛︑神田五反︑定納六貫(中略)壱貫文川に流るる︑

の古跡︑高辺河原にあり︑壱町よりも挟まし﹂(信史 = 丁

神田壱町の由︑古文に載せるといえども︑悉く長沢の川に

ハ
三
(中略)水損の分はこれを補うに及ぱず﹂(信史一一一 l﹂

永緑九年九月 三日の﹁諏訪上社造営再興次第﹂では︑

抗されるの由︑副祝言上 そうろう﹂ (
同)などと記されて

﹁藤島の宝殿・玉垣・鳥居は︑小河の郷の役たるの由︑本

五)と出ています︒

永禄八年 一
二月 一
O日の﹁諏訪上社祭礼再興次第﹂には︑

帳かくのごとし︒然りといえどもかの郷は毎年水損ゆえ︑

います︒
﹁大島の郷 より六百文の湛︑祭銭は上なしと 号して︑惣百

これらの記載をみるといかに多くの水田が洪水によって

姓等これを勤める︒しかるに水に流れるの・回申し掠め︑百
無くしてすなわちなんぞ水損あらんや︑速やかに六百文の

荒れ果てて使用できなくなっていたかが分かります︒武田

造営断絶す︒﹂(信史一二 1六四四)とあります︒

分をもって神主源左衛門尉これを勤むべし︒﹂(信史 = 丁

氏が諏訪を領有するまでの聞に多くの水害があり︑多くの

姓難棟︑五百銭をもってその償いをいたすの由に候︑田園

六三一)︑﹁棋の郷湛神事免︑上役と号して惣郷より七 百
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いたのです︒

て︑この事実に対応して天竜川もしばしば水害を起こして

に諏訪地方は度々の水害に見舞われていたわけです︒そし

が細かく示されているのです︒間違いなく戦国時代の前期

水田が流失して河原になったり︑諏訪湖の湖底に沈んだか

す︒あわせて費用などの側面でも当時の領主は大きな治水

流域の村にたいして治水を命ずることもできなかったので

域を支配するなどということは到底叶わぬことでしたし︑

けです︒ところが︑戦国時代の前期の権力では︑天竜川全

らないのです︒このために建設省がこれに当たっているわ

れに対応する治水のための対策が取られていなかったこと

こうしてみると︑一面において戦国時代前期の洪水はそ

をすることはできなかったものといえます︒

ならないと思いますが︑同時に当時はまだしっかりした治

して︑この当時の気候異常(注6) ということも挙げねば

も原因ということができそうです︒

このようにしばしば洪水のことが記載されている背景と

水のための堤などが築かれていなかったということも考え

注

﹃日本城郭大系 第八巻﹄二三九頁(新人物往来社・
一九八O)

五O頁(諏訪湖
堀江三五郎﹃諏訪湖氾濫三百年史﹄ 一
氾濫史刊行会・一九一二三)

﹃武田史料集﹄四六頁(新人物往来社・ 一九六六)
諏訪の政治情勢などについては︑渡辺世祐﹃諏訪史

第三巻﹄(諏訪教育会・ 一九五四)が詳しい︒

この史料については︑﹃伊藤冨雄著作集第 二巻 諏
訪上社﹃年内神事次第旧記﹄釈義﹄(永井出版企画 ・
一九七九)が詳しく解説を加えている︒

山本武夫﹃気候の語るB本の歴史﹄(そしえて・ 一九
七六)
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られます︒当然のことですが︑この時期にも全く治水のた
めの方策が成されていなかったわけではないと思います︒
しかしこの時期の領主の支配する範囲は狭いものでした︒
天竜川や宮川 ・諏訪湖などの治水は︑狭い範囲だけでは何
の効果もあげません︒治水というのは上流から下流全域に
わたっての治水策がなされなければ︑下疏域だけで堤を作っ
ても駄目なのです︒同時に治水のような工事には大変な費
用と多くの人足が必要になります︒このような費用と人聞
を動員できない限りは治水はできないのです︒現在︑河川
管理を国や県が行うのは この理由からなのです ︒多くの県
にまたがるような大きな川は︑県の範囲を越えて治水計画
を立て︑実際に管理し工事のできる国が行わなくてはな
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