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1718 年享保伊那・三河地震と『月堂見聞集』

。

はじめに
本報告は享保三年七月二十六日（1718 年 8 月 22 日）に起きた伊那・三河地震の全体像を明らか
にするための基礎的研究として、『月堂見聞集』等の地震史料の検討を行うものである。
1718 年享保伊那・三河地震については、すでに宇佐美龍夫ほか（1）・坂本正夫（2）の検討があるが、
まだ充分な史料の検討が行われていない。この地震は、1707 年に起こった南海トラフの宝永地震
とそれほど離れていない時期に起こり、中央構造線との関連を検討しなければならない重要な地震
である。この地震の厳密な史料の検討を行うことは重要である。
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1718 年享保伊那・三河地震と史料

この地震のマグニチュードについては、『理科年表』では 7.0 としている（3）。本章では『月堂見
聞集』以外の良質の史料（Ａ〜Ｅ）から、1718 年享保伊那・三河地震を考える。
以下に『月堂見聞集』以外の良質の史料のうち新収日本地震史料等の既刊地震史料集に掲載され
ている史料（Ａ〜Ｅ）を掲げる。
（史料Ａ）谷合氏見聞録（4）
（享保三年七月）

同廿六日七ツ時、地震シバラクユル
（史料Ｂ）鍛冶町月行事記録（5）
（享保三年七月）

一、廿二日、八ツ半時大分じしん仕候、弐三年ニなき大じしんニ御座候、同時ニ参州・遠州・
信濃大地震、人馬過半損申候由、天竜川平地ニ成、渡し舟無之由
（史料Ｃ）編年大略（6）
（享保三年）

一、七月廿六日、未半地震
（史料Ｄ）伊居太神社日記（7）
（享保三年七月）

廿六日、天キ、八つ時大地震
（史料Ｅ）御用留（8）
覚
昨日之地震ニ而向山大堤百間程われ申候、ゑみ口四寸程御座候、其侭捨置申候ハヽ、ゑみ口へ

9
13

」

矢田俊文
（新潟大学災害・復興科学研究所）
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水入候ハヽ如何敷御座候間（中略）
（享保三年）

七月廿七日
羽田村

仁連木村六右衛門
野田村

三相村

弥八

馬見塚村

吉川村
右村々御庄屋中様
史料Ａは東京都青梅市の史料、史料Ｂは埼玉県川越市の史料である。史料Ｂでは、この地震の被
害地が三河・遠江・信濃であったと記していて、この点は重要である。史料Ｂについて、坂本正夫
氏は鍛冶町を遠州浜松の町としているが（9）、宇佐美ほか 2013 が記すように（10）、鍛冶町は武州川
越町の町であり誤りである。史料Ａ・Ｂから武蔵国でも地震の揺れを感じたことが確認できる。武
州川越町では通常の地震とは違い、記主が「大分じしん仕り候」と表記する揺れがあったことがわ
かり、三河・遠江・信濃では「大地震」とされていることがわかる。
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第1図

1718 年享保伊那・三河地震関係図

史料Ｃは尾張藩の史料で、名古屋城下でも揺れを感じていたことがわかる。史料Ｄは現在の大阪
府池田市に所在する伊居太神社史料で、この地でも地震を感じていたことが確認できる。特にＤで
は「大地震」と記されていることは通常の地震の揺れとは異なる地震の大きさを表現しているもの
として重要である。
具体的な被害は史料Ｅにみえる。Ｅには三河の向山大堤（愛知県豊橋市）が 100 間破壊されたと
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記している。
次に既刊地震史料集に掲載されていない史料によってこの地震を検討しよう。以下に既刊地震史
料集に掲載されていない史料を掲げる。
（史料Ｆ）三州吉田記（11）
（享保）

同三戌年七月廿六日、地震、因及所々破損
（史料Ｇ）町触一（12）
口上之覚
一、地震ニ付、町中火焼取損じ申所有之候ハヾ、早速直し、危敷無之様ニ、火之元別而入念可
被申付候
一、天水溜桶、地震ニて水ゆりこぼし可申候間、入添置候様ニ可被申付候
右之通、御奉行所より被仰出候間、入念御触可有之候、已上
彦十郎

印判

與右衛門印判
町中

御町代衆
上長者町㊞

（史料Ｈ）朝林後編巻六三（13）
（享保三年八月）

一、同十一日

去月廿六日未下刻信州辺強地震ニ付

水野出羽守

諏訪安芸守

内藤伊賀守

堀

一学

右領分城内并侍屋敷所々破損仕、一学領分者、別而地震強候故破損も大分之由
史料Ｆ・Ｇから三河吉田藩領（豊橋市等）・尾張名古屋城下で被害があったことがわかる。史料
Ｈは、この地震でどの地点の被害が大きかったのかを示している。史料Ｈによると、水野出羽守
（松本藩主水野忠恒・長野県松本市）・諏訪安芸守（高島藩主諏訪忠虎・同県諏訪市）・内藤伊賀守
（高遠藩主内藤頼卿・同県伊那市高遠町）・堀一学（飯田藩堀親庸・同県飯田市）の城内・侍屋敷
が破損したとあり、特に堀一学領分の地震が強かったので大分破損したと記されている。松本市・
諏訪市・伊那市高遠町と飯田市の 4 地点を比べると、飯田市の被害が一番大きかったことがわかる。

2 『月堂見聞集』の地震記事と享保 3 年伊那・三河地震
2 では『月堂見聞集』の地震記事を検討する。『月堂見聞集』の記主本島知辰は、安国良一氏に
よって京都の大坂材木町（京都市中京区、京都文化博物館の近く）に住む町人であることが明らか
にされている（14）。以下に『月堂見聞集』享保三年の七月二十六日の記事と九月十日の記事を掲げ
る。
（史料Ｉ）『月堂見聞集』巻之十（15）
（享保三年）

○七月廿六日昼八ツ時、地震余程甚敷候、翌廿七日朝七ツ時地震、午後に至て大夕立、今朝の
地震はさのみ甚敷無之候、昨日の地震は先年の亥の歳以来、是程の事無之候、伏見領は殊に強
く、淀の御城も少々破損仕候、東海道筋は処によりて、大小之不同在之候、

15

11

15

16

（史料Ｊ）『月堂見聞集』巻之十（16）
（享保三年）

○去る九月十二日の風雨、伊勢路は殊外甚敷、藤堂和泉守殿御領地二ヶ所、高汐にて損亡、東
海道筋も所によりて甚敷候、箱根山風雨故損じ、関東御下向の堂上方、近衛右府殿、梶井殿、
三日御逗留、此外八人之御方は御跡より御下向故、一日づゝ御逗留也、信州飯山の辺は大地震
にて、御城并民家迄大破損之由、
『月堂見聞集』は京都の町触を書き写す（17）などしていて、さまざまな事柄の検討ができる良質
な史料である。次の史料Ｋ・Ｌをみてみよう。
（史料Ｋ）『月堂見聞集』巻之十八（18）
（享保十一年）

○二月四日触
一、町々誹諧之点者仕候者有之候はゞ、名前書付、来る七日迄、私宅へ御越可被成候
（史料Ｌ）触（19）
口上
町々ニ誹諧之点者仕候もの有之候ハ者、名前書付、来ル七日迄、私宅へ御越可被成候、已上
（享保十一年）

午二月四日

山中仁兵衛

史料Ｋは『月堂見聞集』に書き写された享保十一年（1726）の京都の町触、史料Ｌは現在に伝わ
る京都の町触である。史料Ｋ・Ｌの触の文は同じである。よって、史料Ｋは、京都の大坂材木町の
町人本島知辰が、自らが見た町触を書き写したものであり、その写しは正確なものであることが確
認できる。
『月堂見聞集』は記主本島知辰が自ら見て書き写した触書等の文書を含む信頼できる史
料であるといえる。ただし、記主が京都の住人であることから、京都以外から入って来た情報を記
し、書き写した部分は慎重な検討が必要である。
史料Ｉによると、「昨日（七月二十六日）の地震は先年の亥年（宝永 4 年の地震）以来、これほ
どのことこれなく候」とあり、七月二十六日の地震が大きな地震であったと記している。これは史
料Ｂの記述と同じである。
では、史料Ｊの「信州飯山のあたりは大地震にて御城ならびに民家まで大破損」という記事につ
いてはどうであろうか。この記事については、宇佐美ほかは、『月堂見聞集』享保三年九月十二日
の記事とともに記された地震記事は『月堂見聞集』にあるのみで疑わしいとしている（20）。たしか
に九月十二日の風雨の記事のあとに信州飯山の地震被害が出てくるが、九月十二日に地震が起きた
と書かれているわけではない。『月堂見聞集』内閣文庫本や東大史料編纂所本でも「飯山」とある
ので、『月堂見聞集』の記主本島知辰の書き誤りという可能性が高い。
史料Ｈで検討したように、松本市・諏訪市・伊那市高遠町と飯田市の 4 地点を比べると、飯田市
の被害が一番大きいことから考えると、史料Ｊの「信州飯山」は飯田の書き間違いで、この地震記
（21）

事は七月二十六日の飯田の被害を書いたものと考えられる

。

おわりに
本稿で明らかにしたことは次の 4 点である。
①大阪府池田市地域では通常の地震とは違い、記録や日記に「大地震」と表記するような揺れが
あった。

16

12

16

［

17

②吉田藩領（愛知県豊橋市等）・淀城（京都市伏見区）では地震による被害があった。
③「朝林後編巻六三」により、松本市・諏訪市・伊那市高遠町・飯田市の 4 箇所の被害を比べる
と、飯田市の被害がいちばん大きい。
④『月堂見聞集』は京都の町人が記した記録で、京都の町触を書き写す等良質な史料であるが、
京都から離れた地域の記事については慎重な扱いが必要である。九月十二日の風雨の記事のあ
とに記された「信州飯山のあたりは大地震にて御城ならびに民家まで大破損」という記事の
「飯山」は飯田の書き誤りで、この地震記事は七月二十六日の飯田の被害を書いたものと考え
られる。
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