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その中で︑極めて重要な役割を果た
したのが軍隊であった︒ここでは︑名
躍が︑当時の国民の意識とその後の軍

古屋第3師団と師団長桂太郎中将の活
出典⁚気象庁 ︵1968年︶

した活断層型の地震としては︑有史以

川・揖斐川︶ に流れ込み︑下流域の住

し︑濁流が木曾三川 ︵木曽川・長良

の複合災害に苦しんだ︒

民は︑その後5年ほど洪水や水害など

来︑最大規模のものであった︒
余震は︑名古屋で夜12時までの間に

強震・微震あわせて126回を重ね

こ膏えて敬慕を整えていると通番士官

●妄蔓f篭を貫三手零︑㌻三三

なお︑当時の名古屋市の人口は16万

蓮華三豊を手圭妄十一﹁一三チここ≡三尊

が安否確認に来て︑兵営に大きな損害

︒
た

たのが18丁3年︵祈りだ6羊︶ であ﹁ノ

をめぐり︑山県・大山東・桂・机上葦

︼

5千人で︑岐阜市は2万6千人だった︒

たが︑それは士族層には武門を担って

はないが︑通信線がほぼ断絶し︑名古

︶

都市部への人口集中が進んだ現在︑直
きた誇りと特権のはく奪︑一般市民や

二㌢石

下型地震に備えた自助・共助・公助の

名古屋城内にある師団司令部に到着

すると︑司令部庁舎は大破していた︒

部落の所々に失火があると報告した︒
結果は︑兵制はプロシア式︑師団は

︒
た

屋市は砂塵で蔽われ︑尾張・美濃の各

︵参考︶現在︑政府の地震調査研究
推進本部は︑熊本地震で本震〜余震型

反対を叫ぶ一揆︑﹁血税騒動﹂が多発

機動的に︑検閲は監軍部︵後の教育総

の地震発生様式が該当しなかったこと
し︑その後も徴兵を忌み嫌う風潮は長

は名古屋市を東西に二分し︑それぞれ

まるで戦場を思わせる環境の中で︑桂

から︑昨年8月に﹁大地震後の地震活

必要とする主流派の勝利で決着した︒

く続いた︒

5月︑第2代第3師

そのような世相が影を落とす189

があった︒主流派は倍行社に一本化す

発を行う組織のあり方についても対立

ともに︑岐阜地方には衛生部隊を派遣

工兵大隊に倒壊家屋の開掘を命ずると

歩兵1個聯隊を派遣して市民保護を︑

1年︵明治24年︶

し被災民の応急処置を命じた︒

種太郎第3師団長の決断

動の見通しに関する情報のあり方﹂報
告書を発表した︒それを受け︑気象庁

は余震という表現を廃止し︑最初の大

地震と同程度の地震に注意する等の表
現に改めた︒

ることを主張し︑四将軍派は倍行社と
は自ら借行社幹事長に︑児玉を編纂部

は別の月曜会という組織に拠った︒桂

長官地方ノ静誰ヲ維持スルカ為メ兵力

令部条例﹂第4条には︑﹁︵上略︶地方

師団長の権限等を規定する﹁師団司

団長として桂太郎中将が着任した︒

桂は1847年︵弘化4年︶︑山口

幹事に就任させ︑1888年︵明治21

ヲ請求スル時事急ナレハ直チこ之二応

就の流れをくむという︒長州藩士とし

ツノ追ナキ時ハ兵力ヲ以テ便宜処置ス

スルコトヲ得其事地方長官ノ請求ヲ待

県萩で生まれた︒その先祖は︑毛利元

み切った︒翌年2月︑大山陸相は︑月

濃尾地震の震源地である愛知︑岐阜

曜会などに解散を命じ︑ここに陸軍将

年︶ 7月に﹃借行社記事﹄ の発行に踏

征伐︶ で初陣︑その後︑戊辰戦争で活

校の団結を図り︑研究を行う組織は倍

て西洋式操練を学び︑幕長戦争︵長州

第3師団は︑1871年︵明治4︶

躍した︒維新後︑フランスとプロシア

行社に一元化された︒

師管区に含まれていた︒

に設置された名古屋鎮台を前身とし︑

に留学して兵制を学び︑帰国後︑山県

郎自伝﹄ ︵﹃自伝﹄と称す︶︑﹃濃尾惨状

は濃尾地震に遭遇する︒以下︑﹃桂太

さて︑着任5カ月後の10月28日︑桂

ことができる﹂となり︑続く下略の部

は︑師団長は兵力を以て便宜処置する

県知事が請求するいとまがない場合に

ときは︑事が急ならば直ちに応じ︑府

静誰を維持するため︑兵力を請求する

意訳すれば︑﹁府県知事が︑地方の

ルヲ得︵下略︶﹂と規定されている︒

師団改編に伴い編成された日本で最も

地震実録﹄ ︵明治24年出版︶などを参

等を行った︒
桂は︑師団長に着任する前の6年間︑

考に記述を進める︒
式かプロシア式か︑師団は固定的に配

否︑そして市中の模様であった︒直ち

皇居の安泰と師団の兵営と各兵の安

こった︒まず桂の頭をよぎったのは︑

ことを自らの専断として問題視してい

部隊に出動を命じた後︑桂は二つの

報告しなければならないと続く︒

分では︑以後陸軍大臣︑参謀総長等に

陸軍次官の職にあった︒この間︑倍行

置するのか機動的に運用するのか︑教

陸軍建軍の揺藍期︑兵制はフランス

育訓練検閲の所掌はどこが担うのか︑

激しい揺れは︑早朝の出勤前に起

社にかかわるエピソードがある︒

し︑参謀本部の独立︑鎮台の師団改編

の懐刀としてわが国の軍制改革に尽力

山県有朋の主導で徴兵令が施行され

しも好意的ではなかった︒

当時︑県民の軍隊を見る目は︑必ず

聯隊︶ に駐屯していた︒

︵師団主力︶︑金沢︵歩兵第6旅団司令
部︑歩兵第7聯隊︶︑豊橋︵歩兵第18

兵︑樺重兵の各大隊からなり︑名古屋

2個歩兵聯隊︶︑砲兵聯隊︑騎兵︑工

師団は︑2個の歩兵旅団︵各旅団は

古い師団の一つである︒

両県を含む地域は︑名古屋第3師団の

名古屋第3師団

同時期︑陸軍の軍事知識の研究や啓

監部の前身︶︑進級には所要の年数が

徴兵令の施行後︑全国各地で徴兵令

尾小弥太の四将軍派との対立があっ

隊の活動にどのような影響を与えたの

鞘
258
秒

六・児玉源太郎を中心とする主流派
と︑三浦梧楼・曽我佑準・谷干城・鳥

l

農民には兵役負担と受け止められ︑は

蔓

なはだ評判が悪かった︒

濃尾地震の

分野で減災対策の促進が求められる︒

29年8月号）
（借行
21）

引潮緻飢藷音頭○￥﹁専権泉怒寵主知
等羊長芋忌引国瑚E藷＼引立葡喝夢

首9

ひ身顎堺飴︑引葺認管軍刀筆問暫談

○学等晶買衰勢黒莞諾

αコY旦§壬￥﹁聾禦最盛主君冨

殻丑印ユ﹁劫淵︑GG山塊毒壷轟由雪
舟＼割冒葡○曇霊遠道尊堂普遍崗

準凋お葦﹁印宮聯αよ亜宴凝∴應巣

〇五尉苺應蟄お金面亘蒜Y団9割

襲撃遠雷智幸葺毒力整骨王室

準プ妄壷﹁車管里対面詭教室婁猿

○￥仁君官尊首

印影ユ﹁サ葦判習寵凝∴﹀葦沌豊麗ゐ

㍉苫ぎヰ畔催剋

み董む等審撃︑引コ箸醤Y菖￥明宝
蟹○岸G詔嗟戟引回背︑﹀導引帖聯痘

種埜お肉頭首垂

竣ユG等孝動馳割箸国賊︑引G

P

O￥

里忌避剤マ﹁くヰ埠嘩孝親藩コ羊芋川﹁

割畏襲墓望星章蓋脾＼五議で誓言古

も東都望詔諾こ葡撃墜警呈品

皆㌧且苧芸荒ヨ﹁軍轡蓋語等宝等
○尋G葦マ﹁健掃羞寵﹂α

怒＼烹ゞ頚呈蓋語遍再孝学芸よ
し∀︑別封封劃α誤喫む荘軍︑判G二イ

刀夢等判マ﹁古風良筆璧孟警笥忘喜

09智之⁝首謀G埠蔓りユ墨埠望

︑蕗等りユ叫謝諸芸割箸等︑彩首未

り立7繁コ蛙訓別宅健也歯彰・創動

︑﹁訃謝尋潮騒等りユ﹁賓雛コ輝男審
軍︑記章﹁翠撃盈豊双三て気重○蔓

ユ中位ユ﹁三豊首二重甲蓋讐還由

頻E蛮勇日露由青竜寵蕃了知窃菖東

りユ﹁壁墓孝豪亜ゐ旦司ユ﹁塵コ囚

苧雛孝刻娼立場貴︑引立 ﹃塾目﹄ 09

立豊滋罰事㌧晶ヨ硬筆芝電﹁く

苛遠虐條海蛍賽Y責苦等テヨ藷苛

○￥G等諸法蓄透ら通

垂堀割ユ﹁凶刃苛古訓︑沌管呼号売﹁

○￥﹁婆且費墜盟覿警二義盲

等﹁Ⅶ激∴﹁鮎五脇冨造野草印影剋五品

○岸里d丘マナヒキ司書

司哀切屈曲で蛮勇目拡∽目日吉飯豊

○尋﹁鞘幽孝輝男挙堺︑﹁宴瞳詭頭重
哲子よ遥尊重彗望覇封自毒し宮

韓封堂顧慮≡謀りユ里豆等去与埠壁辰

望悪習重言聖書蒜由車ゑ笥㍉惑

G斯孝漱摩翠ユ﹁宰領孝国史封書史
暫早皆︑﹁壁謹選義軍望黒習壷
迦莞嵐率等官主蕗ヨ温習岳

忠告苗哲遍照蓋晋吉﹁マ留萌孝責

裸さ等政墟由首蝕奮勧主知底毎魂嶺

葺糞笠蒜宙談㍉請貰劫建蕾豪遊

え官営黒苛盛育習苛L盈警苦慮再

暴○￥﹁薔円コ良筆嘩掛重砲由軸受対

0岸﹁孝輝男挙割

ユ﹁掃驚コ塵暫敏也禦封印都馨り宅￥

G埠葦与等孝轟硯α埋漱日l彰・寵認

中職掌﹂コ御足褒∴ゝ﹁﹀う剥﹁0￥

＼隼コ刻湛苛瑚￥﹁軍報コ葡舌詞0￥

挙割引冒寓漁∴臨青函鹿基底成盛致

等孝俊苔︑﹁竣讐主意面壁烹笥舅

畠YQマ﹁ぎ若芽力函学誓宝器豊

O岸り暫匂通戎丁目丁重弱沌

廻響壷馨号音∴葦量目望昂T

0￥﹁寺准孝視葦ひ闇肇︑叫等マヨ￥菖

園等過多垣由亜割媚童由甚自∴勧毒ふ

歌孝抄腎茨ユ﹁マtl蔓りユ明宝些諭コ

的畢引忍砺α事︑引∃￥等蟄〇㌢土田

割き里潤し聖霊￡考量琵読鼠炭鼓芝

﹁幽肇勇⊥初頭妻受止卸重力√面苦受

﹁守り導引悲封翌砺α事︑割⊥魂○￥

︑セ﹁くマ￥﹁丁尊母視葦α瀦醤＼監対
当⊥溺引裂∴彩畢0￥﹁⊥艦憂励昏敦

9点呼考量塵等鼻う導引︑引う埠⊥東

○管等7才﹁く㌢鮒孝塞き紗ひり

㌧エ事字′：一二号等．一−三軍三き■誉

蔓壷㌧ヤ†一︑ノ董∵三軍一︑一善 さ二一三幸

︑二重・ごき三⁚≡壬二三二二皇室喜芋

こき世︑三幸書く一一三三i壷∵享上

印刷用中尉軍︑隼皐ヰ零ら婚国力間島

㍉竜岩盛花泌鹿薗ち通善良崩裾談

国軸∴産劫○￥﹁宵嬰詔璧禁靂董蒜

田畑︑引国史暫早等﹂判コ ﹃塾目﹄

顎○享孝吉豊膏苦言寺宝憲憲箭弘茸

毒嘩ひ刻蓋∴嬰呵印影㌶蓋

明宝離杉封︑﹀索引せ﹁襖蒜；ユ串里フ

0なりユGq由

り旦習封￥りユ9年孝翠当逆立マ﹁乙︑

滑零謝意寵∴沌苛G智詭豆±ラ卓立ユ

夏常警官褒鱒1笑話弓劫ユ霊鳥

健妄臨場重さ鵬妻V歯偏霊厄Y型沌剋
ご孟冨㌫習蔦㍉言

封管晦孝貴樽型由甜筆轟顔お古∴連な

孝国史引コ過α軍曹息非︑引潮菖＼常

︑﹁資格﹀マ﹁ミィ﹁く ㌦璧づ誓封登山宙

○寺宝患害毒蕾

慰盟貰写阜堅忍冨前菜空風h苛

吾︑暫恕塞卦塞︑媚宙早皆し霊芝盛

ユ？望肇イ霊最苧三三孟孟子這五首

＋聾＼￡三割東署罰衰礫岩琵

管送還尋常岩室長吉晶車風雲

○曇苫姦茄蓮異教盟雷

㌢妄還了且貰岩毎号でく﹁蒙割

︑引立革盟α彩0㌢智よう埠￥﹁審華

〇号で名言重吉﹁￥Gり

立右69Iα彩立E与埠箪閻暫部

A′︑﹁ ＼／キ封︑いび管等コ利口lf︑で目

許A／︑﹁．引勘囲び舶窮3日繁々′︑﹁

世塵妾餉巌立由腹南謡毎∵︵立虚報臨︶

0￥三雲ユ言品諾う﹁く岸G諸国謝管

￥言詭由年会テカ釦青石這芋﹂も叢警

0妻と羊功詭痘漁患百百亘ラ長嶺

中凶︑﹁青身準旦コ回累引受日︑日−

q管由累凝由︶封寵漁∴電力加da

習早号引潮激9韓雪野晶晋苗蓄早号

射蔀㌫Yぞイ嬰画早琴禦塑苦ユ適董蛮

0岸G⊥沌畠Y種田コ凪⊥首9 ＼︵AA
α ﹃封目﹄︶擾豊里禁忌黒苧晶罰日

彗ま話す倭望讐罠慈雨L話語由

碁印影・菌彰︑挙堺等凄む暑勃旨︑宣

号撃堵0￥G耳管力 ﹁輩剋﹂立郎加α

V鮎︑立漁由対審由与凄画褒恋敵了知

9コマ管なり︑引立首里古諭∴鹿壷

㌢軍刀ぎ劇血＼﹁摩胃官営盟習晶芝

︸

￥隼勇射寵︑引う里﹁く○誓誉孟董扇

〇㌢管立番寵り﹁葡㌢ヰ賢

﹂

主事雲・軍■軍二：・至言
÷＝三三二一言三・．′ニ一書︑ユ喜羞−∵一望

三∵与

空き﹂嘉吏・空軍y享．∵J蓋ナ妄言

蓬︑ユーを妄壷去声王室豆−アノ・了■一
章∵ム ；・三一三．；二を室 ⊥妻喜
一夏草﹂三二二≡二言∵を一手∵⁚里子こ一

二㌧＝⊥■孝

︵． ▲︑1霊 室妄こリー妻を妾二三三三重

墓享ざ睾三享二．責YY萱︑ユi 妄言

÷＝lさ．エソ亘二喜二二二ノ︑・予圭毒姜∵

孝二妄二葺睾三蔓草主量孝三∴モ；

身剋）
（与首官立6Z
ZZ）

拝謁︑震災の実況を奏上したところ︑

進退伺を却下した︒直後︑桂は陛下に

た︒陛下は︑桂の処置に罪はないとし
名古屋市西部︑歩兵第6聯隊は名古屋

形で救援活動をした︒歩兵第19聯隊は

日に第3師団に充貞命令︵﹃自伝﹄ の

1日︑日本は清国に宣戦布告し︑同4

用の調達︑地域の再興のあり方なども

その他にも︑被災民への救済のあり
方︑負傷者の緊急治療︑復興・復旧費

通する難しい課題である︒

問題視された︒これらは︑現代にも共

ママ︶︑8月下旬に出動命令が下った︒

︶

で第3師団将兵に対し︑町村長による

愛知︑岐阜両県では︑いたるところ

の町村で﹁衛護﹂にあたった︒衛護と

市東部︑工兵隊は名古屋市とその近傍

は︑倒壊家屋からの遺体の収容︑消火

陛下からは︑はからずも称賛とねぎら
いの御言葉を賜ることとなる︒

︶

の活動期に入ったと言われている︒そ

そ東≡本大震災以降︑E本列島は軽震

葦汚小筆rノ㌔孝二貢亨・貨車丁宣誓ハ

して今︑首都直下地震と南海トラフ地

筆写≒蓮言草幸手三一モー⁝

の3年前にはこ海の壁三陸語学天津窪＝
おわりに

≡二 言凰亭天蚕室⁚︑二三七て妻三 そ

きことは︑震災の翌年に震災予防調査
を著し︑現地における丹念な取材に裏

第3師団長を離れた桂は︑軍人とし

震災後の改暦の敷きと︐そ唐草丁べ
会を設置したことである︒国家が震災
付けられた客観的な記述態度は︑大変

しかし︑﹃関東大震災﹄ では︑ス

台湾総督︑その後待望の陸相となり陸

み重ねる︒1896年︵明治29年︶ に

トラフ地震ともに70％という数値を示

017年版︶は︑首都直下地震︑南海

した今後30年以内の地震発生確率︵2

政府の地震調査研究推進本部が発表

震に日本中の関心が向けられている︒

対策の調査するという事例は︑欧米な
高く評価されている︒

事業であった︒組織は︑会長と幹事の
ペースの関係もあったのかも知れない

軍大将に昇任︑1901年︵明治34年︶

てではなく政治家としてキャリアを積

どの先進国にもなく︑世界に先駆けた

ほか︑地震︑地質・気象・物理・建
が︑軍隊の活躍に関する記述は少ない︒

衛師団と第1師団を中心とした在京各

軍の施設が被災する中︑陸軍では近

日英同盟を締結し︑日露戦争を勝利に

帝国主義という難しい時代背景の中で

第3次に及ぶ首相としての在任間︑

初代校長に就任し︑その後12年間在位
し︑青少年の教育にも尽力した︒

学校︵拓殖大学の前身︶ が設立され︑

あったが︑やがて台湾協会会長に就任
し︑1900年︵明治33年︶台湾協会

し︑洗練された形で受け継がれている︒

衛隊の﹁災害派遣﹂として︑一層進化

出動の原型となった︒今日︑それは自

あたった事例は︑その後の軍隊の災害

に際して部隊の出動を決断し︑救援に

あったが︑第3師団長として濃尾地震

築・土木・化学などの専門委員から構

している︒

に現役のまま首相に就任する︒

具体的な救護活動として︑傷病者の

導き︑日韓併合等を主導した︒首相在

・桂太郎﹃桂太郎自伝﹄ ︵東洋文庫︶

・石原憲編集﹃濃尾惨状地震実録﹄

関東大震災における軍隊の活躍につ

治療︑食料配給・給水支援︑電話の復

任期間は延べ8年に及び︑その記録は

成され︑学際的な視点から地震とその

三陸沖で明治三陸地震が発生した︒三
陸沿岸を中心に死者約2万2千人︑流

旧︑電信︑鳩通信︑照明の提供︑鉄

戦前・戦後を通じ︑いまだに破られて

政治家としての桂の功績は顕著で

出︑全半壊家屋1万戸以上という︑わ

道・交通路の復旧︑航空機による連絡︑

いない︒

台湾総督は︑わずか4カ月の在任で

が国の津波災害史上︑最大の被害をも

自動車輸送・同修理︑油類の補給︑延

桂が遭遇した濃尾地震から126年

いては︑過去に優れた論文が発表され︑

たらした︒

焼の防止︑倒壊家屋の撤去︑仮設住宅

が経った︒その後もわが国は︑地震や

被害発生のメカニズムを調査・研究

この時は︑仙台の第2師団が活躍し

の建設︑被災者の保護︑在留外国人へ

著書も鈴木淳の ﹃関東大震災﹄ ︵ちく

た︒被災地に軍医︑憲兵︑工兵隊を派

の援助︑海上における大量の生活必需

大災害の発生に際して軍隊が出動する
5年後の1896年 ︵明治29年︶︑

ことが常態となった︒

を急派した︒

隊が直ちに人員を派遣し︑海軍も艦艇

ま新書︶などが市販されている︒

遣して警備︑救援︑遺体の捜索と回収

品等の輸送︑艦艇内における治療活動
等︑さまざまな活動を行った︒
これらの活動は︑被災民はもとより

全国民から感謝され︑新聞も﹁軍隊な
くして国難を乗り越えることはでき

が必要である﹂と論じた︒東京府は︑

ず︑安易な兵員の削減や軍縮には再考

出典：拓殖大学ホームページ

次に軍隊の動きである︒濃尾地震後︑

を行い︑海軍も軍艦を派遣して流出遺
こうした流れの中︑1910年︵明
治43年︶に衛戊条例が改正され︑軍隊
の災害出動が制度として確立した︒

そして忘れてはならないのが関東大

震災における軍隊の活躍である︒
関東大震災の記録文学として︑吉村

種太郎公肖像（黒田清輝作）

報告書﹄

・中央防災会議﹃1891 濃尾地震

︵岩波新書︶

︶
書
・伊藤和明 ﹃地震と噴火の日本史﹄

・北原糸子﹃日本震災史﹄ ︵ちくま新

・寒川旭﹃地震の日本史﹄ ︵中公新書︶

・中央防災会議﹃災害史に学ぶ﹄

・千葉功﹃桂太郎﹄ ︵中公新書︶

︻主要参考文献︼

体の捜索と回収に従事した︒

し︑積極的な提言が行われた︒
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（倍行
23）

