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2. The Flow Mound Terrain formed 40 thousand years ago
   Mt. Bandai’s most recent eruption may have been in 1888, but the area all around it was formed nearly 40 thousand years 
ago, by a rock slide caused by Mt. Bandai’s eruption, which resulted in a wider “flow mound terrain”. These “flow mounds” 
expanded the southwest base of Mt. Bandai, and can also be found in the Aizu Basin. Furthermore, the rocks found on 
Okinajima, on the northwest shores of Lake Inawashiro, are also a formation that occurred because of these flow mounds
（Figure 2）. Therefore, the occurrence of this debris avalanche, from the Inawashiro Basin to the Aizu Basin, resulted in 
what today’s evidence suggests- the damming of the flow of the river, which lead to the vast formation of Lake Inawashiro.

   Lake Inawashiro has many rivers which naturally flow into it, but the only river to flow out of it is the Nippashi River, 
which was once located here. Lake Inawashiro’s water systems, for example the Tonokuchi dam from the Edo period, 
were built as irrigation systems connected to the Aizu Basin. By the Meiji period, The Asaka Canal water system was 
built in order to access the Asaka Basin （in the present-day Koriyama area） as a resource; later the hydroelectric power 
plant was also established.
The bridge and its Sixteen Floodgates, which were built in order to stabilize Lake Inawashiro’s water levels, are still 
present to this day（ Photo 1）

① The Location of the Lake Waterway

2約４万年前に誕生した流れ山地形

   The bridge that connects the 16 floodgates, built along the way from Inawashiro to Wakamatsu, was updated near the 
Zaimoku （columnar joint） rock formations on Inawashiro’s west bank starting in 1786（the 6th year of the Tenmei 
period） （Photo 2,Figure 1）. In 1868（the 4th year of the Keiō Period） on the edge of the Boshin war, in order to halt the 
advancement of the Shogun troops, they attempted to destroy the bridge, but were unable to do so in time; this lead to 
the Byakkotai Tragedy.

② A Battle Site of the Boshin War

1.The Water System of Lake Inawashiro and the Site of an Important Boshin Battle
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1猪苗代湖の水の利用と戊辰の戦いの要所

猪苗代湖にはたくさんの流れ込む川がありますが、流れ出る川はこの日橋川一カ所でした。

猪苗代湖の水は、江戸時代からは戸ノ口堰などの用水として会津盆地で、明治になると安積疏水

の用水として安積盆地（現在の郡山市方面）で利用され、その後水力発電所も設けられました。

十六橋水門は、猪苗代湖の湖水量を安定させるために整備され、現在にいたっています（写真1）。

①湖水利用の場として

磐梯山は、1888(明治21)年の噴火が一番新しいですが、この辺り一帯に広がる場所は、約

4万年前の磐梯山の噴火で生じた「岩なだれ」によってできた“流れ山地形”が広がっています。

この流れ山は、磐梯山の南西側の麓に広がっていて、会津盆地の中にもあります。また、猪苗代湖

の北西岸にある翁島も、この翁島岩なだれでできた流れ山です（図2）。そして、この岩なだれの

発生で、猪苗代盆地から会津盆地へ流れていた川がせき止められ現在見られる広大な猪苗代湖

が誕生しました。

猪苗代から若松への街道筋にかけられた十六橋は、1786(天明6)年から猪苗代湖西岸

の材木岩(柱状節理)でつくりかえられました（写真2、図1）。1868(慶応4)年の戊辰戦争の

際、新政府軍を足留めするため、壊そうとしましたが間に合わず、白虎隊の悲劇につながっ

ていきます。

②戊辰戦争の場として
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図2（Figure 2）国土地理院（2003）発行  1：30,000 火山土地条件図「磐梯山」より
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The design of the Asaka Canal made van Doorn （Cornelis Johannes 
van Doorn） famous. here is a bronze statue of him near the 
floodgate. 

安積疏水と言えばファン・ドールンというほど彼の
存在は有名です。その銅像が、向かいにあります。
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