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歴史記録から見た明和津軽大地震の被害とその特徴 

  細萱京子 

 

Ⅰ．はじめに 

 １．研究の概要 

 青森県における近年の地震活動は，東方

沖の太平洋沿岸では，プレートの沈み込み

に伴うやや深い地震，西部（津軽地方）で

は，地殻内の比較的浅い部分で起こる地震

と考えられている（青森県，1998）． 

一方で，青森県内の内陸地震については

これまであまり注目されていなかった．し

かし，県内陸部では津軽山地西縁断層帯や

津軽断層，入内断層などの活断層が分布し

ており，弘前をはじめとする内陸地方では

過去に大きな被害を伴う地震が起こって

いる（宇佐美，2003）．これらの内陸型の

古地震の内でも，1766 年に発生した「明

和津軽大地震」は最も被害が大きかったと

されており（宇佐美，2003），青森県の防

災データベースにも掲載されている．「明

和津軽大地震」は，青森県全体の被害状況

は明らかになっているものの，弘前市街地

周辺の被害状況に焦点を当てた既存研究

はない．そこで，『御日記
お ん にっ き

』や『信
のぶ

寧
やす

公
こう

御代
み よ

日記
に っ き

』などの当時の古記録から被害データ

を集め，その被害の実態の復元を試みる．

また被害分布と地形との関係を解明し，そ

の特徴を明らかにすることで，今後の弘前

の防災対策に活かしたい． 

 

２．調査地概要 

調査対象地域は，青森県弘前市の旧弘前城

下町とする（図１・２）． 

旧弘前城下町は，津軽平野に位置す

る．津軽平野は，北および東をおもに

新第三紀層よりなる津軽山地，西を後

期更新世の山田野段丘とそれを覆う砂

丘（屏風山），南西を標高 1625m の岩

木火山，南をおもに新第三紀層および

十和田火砕流堆積物よりなる白神山地

に囲まれた，東西 5-20km，南北約

60kmに達する盆地状の平野である（図

１）．平野は南北方向にのびる親第三紀

層の向斜構造にほぼ一致して発達して

いる（小貫ほか，1963）．旧弘前城下町

は，この津軽平野の南部に属し，西側

を一級河川岩木川が貫流する（図１）． 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 弘前城追手門 
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図１ 調査対象地域 

 

 

 図２ 調査対象地域詳細 

Ⅱ．明和津軽大地震と古記録について 

１．「明和津軽大地震」とは 

「明和津軽大地震」は，1766 年（明和３

年）３月 28 日に発生し，津軽平野一帯に

大きな被害をもたらした歴史地震である

（宇佐美，2003）．余震は一年余り続き，

推定震源地は，弘前～大釈迦付近，推定マ

グニチュードは 7.2~7.3 で，死者は 1500 

 

人余りと言われている（宇佐美，2003）．

現青森県で記録されている内陸型地震の

内，もっとも被害や規模が大きかったとさ

れる（宇佐美，2003）．1700 年代は青森県

内で，この地震の他にも複数回マグニチュ

ード５～７程度の比較的大きな地震が記

録されており，津軽平野の活断層が活動期
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にあったのではないかという可能性が指

摘されている（佐藤，1990）． 

 

 ２．古記録（歴史資料）について 

「明和津軽大地震」の被害について記述

されている資料は複数存在する．宇佐美

の『最新版 日本被害地震総攬』では，

「明和津軽大地震」の被害状況をまとめ

た歴史資料である『要記秘覧
よ う き ひ ら ん

』をもとに

被害実数をまとめている． 

『要紀秘覧』は青森県全体の被害状況が

記されており，被害総攬の被害実数や県

の防災データベースの元資料になってい

る．しかし，弘前市内の被害実態につい

て詳細には書かれておらず，青森県全体

の被害実体を掴むには適しているかもし

れないが，この資料のみで弘前市内の被

害実態を把握することは困難であると考

える．そこで，以下の文献（表 1）から

のデータを一部補完する形で，新たに「明

和津軽大地震」の被害状況を把握し弘前

市内における被害の実態を明らかにする． 

 

 

 

 

 

表１ 使用歴史資料一覧 

  

歴史資料名 

 

内容 

 

歴史資料名 

 

内容 

御日記 津軽藩によって代々

書かれた記録 

明和
め い わ

三年
さんねん

大地震
だ い じ し ん

御城中
みじょうちゅう

破損
は そ ん

所書
じ ょ か

 

藩主への地震被害箇

所の報告 

信寧公御代日記 当時の藩主津軽信

寧の時代に書かれて

いた日記 

明和
め い わ

三年
さんねん

地震
じ し ん

被害所上
ひがいじょじょう

別書
べ つ か

 

藩主への主に城中の

地震被害箇所の報告 

 

Ⅳ．弘前城下町とその周辺の地形の特徴 

調査対象地域の地形分類を米軍撮影航空

写真を用いて行った（図３）．なお地形区分

は大矢・海津（1978）；海津，（1976）に従

った． 

調査対象地域は，津軽平野に位置してお

り，比較的低平な地形である．中位段丘面，

扇状地，沖積面後背湿地があり，中位段丘

面は岩木川が形成した河成のもので，扇状

地は F-Ⅱ－Ⅳ面，沖積面後背湿地はⅠ－Ⅳ

面に区分できる（図３）．全体として，低位

面の扇状地 F-Ⅲ面が広がっている．調査対

象地域北側では土渕
ど ぶ ち

川
がわ

が形成したと考えら

れる段丘面がみられ，扇状地 F-Ⅱ－Ⅳ面を

成している．また，弘前城は沖積面ではな

く中位段丘面上に造成されている．城内に

は岩木川の支流が流れており，一部は堀と

して利用されていた．このことから，弘前

城は，段丘面上の高い土地に城を築き，岩

木川の支流を堀として利用するというよう

に本来の地形を生かして造成されているこ
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とが分かる．一方，城下町は扇状地 F-Ⅲ面

にあたる低位面に造られている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 弘前城周辺地形分類図 

Ⅴ．文献に記された地震被害とその分布位置 

文献から抽出することができた被害につ

いて，城下町と城内に分けて記述する．ま

た，文献資料から得られた情報をもとに被

害箇所のマッピングを行った（図４，５）   

１．城下町の被害（表２，図４）  

城下町の被害については，『御日記』，『信

寧公御代日記』，『要紀秘覧』，『明和三年地

震被害所上別所』に記載がある．最勝院や

熊野宮本社といった建造物，寺社の倒壊や

損傷について記述され，町名や寺社名も記

されている．また，『信寧公御代日記』には

町ごとによる揺れ方の度合いも記されてい

る．死者数については，『明和三年地震被害

所上別書』を除く他の３つの文献で記述さ

れている．なお，死者数については文献に

より差がみられるため，死者が出たとされ

る町名を記載した． 

図４より，損傷した建造物の内，北横町

大橋と八幡宮は扇状地 F-Ⅲ面，また全壊し

た最勝院は台地と扇状地 F-Ⅲ面の境界付

近である．同じく全壊した熊野宮本社は扇

状地 F-Ⅲ面である． 

以上のように建造物の倒壊（損傷を含む）

が見られた箇所は沖積面，河川付近の軟弱
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地盤あるいは地形面の境界付近であること

が系統づけられる． 

２．城内の被害（表３，図５） 

城内の被害に関する記載は，『御日記』，

『信寧公御代日記』，『明和三年大地震御   

城中破損所覚書』に存在する．『御日記』，

『信寧公御代日記』は倒壊，あるいは損傷

した城内の建造物について記述している．

一方，『明和三年大地震御城中破損所覚書』

には地割れの記述があり，その場所と規模

を示している． 

図５より，城内の建造物はほとんど損傷

しており，また地切れも多くの箇所で記録

されていた．損傷した北門と，地切れが生

じた馬屋町の土手は扇状地 F-Ⅲ面である

が，他の損傷した建造物や地切れが生じた

場所は，全て段丘上にあり，地形条件に応

じた被害の差異は見出せなかった． 

表２ 城下町被害箇所一覧 ※図４参照   

（『御日記』，『信寧公御代日記』，『要紀秘覧』，『明和三年地震被害所上別書』による） 

死亡者 
亀甲町、和徳町、東長町、 

茂森町 

建造物の損傷 
北横町大橋、八幡宮、 

報恩寺内部 

建造物の全壊 最勝院、熊野宮本社 

揺れ強 亀甲町、和徳町 

揺れ弱 馬屋町、荒町、本町、鍛冶町 

    

表３ 城内被害箇所一覧   ※図５参照 

（『御日記』，『信寧公御代日記』，『明和三年大地震御城中破損所覚書』による） 

地切れ 

北の郭/丑寅櫓から西            

/丑寅櫓から東内門/東内

門から辰巳櫓/南内門から

未申櫓/未申櫓西/追手門

南×２/東門×２/馬屋町

土手 

建造物の損傷 
北門/本丸/南内門/南内

門前橋 /追手門東土手 
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 ■：死者が出た町 ○：建造物の損傷（小○は建物内部で損傷）●：建造物の全壊 

 ☆：揺れが弱かった町 ★：揺れが強かった町 

 図４ 地形分類図上にプロットした弘前城下町の地震被害箇所 凡例は上記記号に従う 
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図５ 地形分類図上にプロットした弘前城内の地震被害箇所 

 

Ⅵ．考察 

弘前城下町の被害については，図４より，

建造物の倒壊（損傷を含む）が見られた箇

所は低位面，河川付近の軟弱地盤あるいは

地形面の境界付近に分布する特徴が見ら

れる．しかし，建造物の倒壊についてその

場所が特定できたものは橋や寺社のみで，

民家の倒壊があった箇所は特定すること

ができなかった．『要紀秘覧』によると場

所の特定はないものの「倒壊 64 軒，半壊

82 軒」という記録がある．今回の調査で，

新たにデータを補完した「揺れの強さ」に

ついては，『信寧公御代日記』に記されて

いたものから取り上げた．「揺れ強し」，

「揺れ弱し」と記されており，住民が体感

したであろう揺れの強さが書かれている．

これをマッピングすると弘前城の東側，低

位扇状地Ⅱ面の範囲では揺れが強いとい

う大まかな傾向を認めることができた（図

４）．弘前城内の被害については，図５よ

り，地切れ，損傷についての記述を元にマ

ッピングをした．マッピングした位置につ

いては櫓等の位置関係から推定した．城内

の建造物はほとんど損傷しており，また地

切れも多くの箇所で記録されていた．これ

①北の郭 ②丑寅櫓 ③はす池 

④東内門 ⑤南内門 ⑥辰巳櫓 ⑦未申櫓 
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らの被害状況と地形との関係は見出せな

かったが，そのほとんどは郭内に集中して

いる．これは城を造成するにあたって，郭

内に盛土をしたためではないかと考えら

れる． 

 

Ⅶ．まとめと今後の課題 

本調査で『要紀秘覧』からの被害状況で

は把握しきれていなかった，弘前城下町及

び域内に焦点を当てて被害状況を明らか

にすることにより，弘前市街地の被害実態

の一部を示すことができた．その結果「明

和津軽大地震」の際，弘前城下町では，沖

積面，河川付近の軟弱地盤あるいは地形面

の境界付近で地震被害が大きいという傾

向が掴めた．また，弘前城の東側では揺れ

が強いというデータを得ることもできた．

今後の課題として，これら民家の倒壊箇所

が判明すれば更に，詳細な地形と建造物倒

壊との関係が明らかになるだろう．近年，

津軽平野では内陸地震が活発に起きては

いないが，将来，明和地震のような内陸型

地震が起こった場合，沖積面や河川付近の

軟弱地盤の土地，地形面の境界付近では，

明和地震に匹敵するような建造物の損傷

や倒壊の被害が考えられる．そのために十

分に防災対策をする必要があるだろう．  
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