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砂レキ堆とわん曲斜め堰

はじめ

一輪宍

1. まえがき

自然河川がかならず蛇行している現象や，農業用水の取水と深い関係があ

るミオ筋が動いたりする現象が，実は洪水のさいに形成される河床形態に原

因があることが認識されたのは，それほど古いことではない（！）。そして，木

下良作〈

た基本的な構成単位の連なりとして理解されることを示し，その水理学的な

内容を明らかにしてきた。

だが，砂レキ堆概念、の確立された現在，あらためて日本の昔からの取水堰

を見直すと，古人達が河床の砂レキ堆の形態の生成発展を注意深く観察し，

取水堰が破壊の危機にひんする洪水時や，取水が困難となる渇水時の河川の

水流の状態を的確に把握して，経験的にそれを取水堰築造の技術に活かして

いたことに気づかされる。以下に述べるように，古来からの取水堰が，河川

を直角に横断する近代的な堰と異なり，河川を斜めにしかもわん曲しながら

横断して造られていることは，見事な合法則性をもっている。

そこで，河川に形成される砂レキ堆とはどんなもので，砂レキ堆概念の導

入意義はなんであるかを，まず説明し，ついで，古来のわん曲斜め堰が，砂

レキ堆といかなる関係にあったかを，実例をもって説明していきたい。



78 

2. 砂レキ堆とは

2-1 河川の基本単位としての 「砂レキ堆」

川と一口にいっても，上流の深い峡谷を流れる谷川

から，下流の満々と水をたたえる河口付近まで，その

様相はさまさまであり，その規模も大は利根川，淀川，

信濃川をはじめとする大河川から，小は名もなし、小川

まで，まことに多種多様である。

しかし，ここでは，わが国において，近世以降の人

間の活動地域の中心を占めてきた，沖積平野を流れる

;•:i 河川をとりあ：Tたい。治水，手IJ水の両面にわたって，

最も重要な地域であ り，河川工事の主たる対象となっ

てきたのて‘ある。
5ち

その河川の形態を一般的に模式化して示すと， ii： ~1,
｜ せ 寸

「 ‘ 瀬，そしてが｜｛をもった，第 1図のようになる。

木下良f乍（2）は，第 1図の淵，瀬， 洲などをすべて含めた太枠にかこまれて

いる部分全体を，河床形態を構成する一つの基本単位と考え，これを 「砂レ

キ堆」とよんだ。それを手がかりにして，河川の蛇行現象や洪水時の流れの

実態などについて， 研究を進めてきた。そして，「砂レキ堆」が，基本的に

は洪水時の流れによって形成されるという認識を， 実験や実際の河川の洪水

時の航空写真による流況解析によって固めてきたω。

一方，洪水のピークがすぎて，減水期に入ると，大局的に洪水時に形成さ

れた砂レキ堆の形態に規定されて，河床の低い部分を連ねる形で，水流が流

れ，低水時の水流は第 1図に示したような形をとるのである。

このように，低水時，高水時ともに，河川の流れに，大きな影響をもっ砂

レキ堆を，河とその流れを一つの基本単位と考え，砂レキ堆の連続に よっ

て．河道が構成されているとみなすことによって，河川のいろいろな現象に

ついての認識が深まってきたのである。

2-2 砂レキ堆を形成する洪水時の流れの実態

洪水流は，砂レキ堆といかなる対応関係をもって流れるのであろうか。



79 

砂

レ
キ
供
『
山
知
再

三輪：砂νキ堆とわん11!1斜め纏

第2図

d
u
H川い

〆早

〆

l
h必
カ
。
リ
迎
8
0

札

て
き
た
砂
レ
キ
が

川
Mmし
て
い
〈

第2図によって説明していきたい。図の 「洪

水主流部」と名づけられた部分あたりにおい

て，流速の最も速い部分があらわれ，流れは，

右；＿；~側に集中しているとみることができ る 。 し

だし、に，左岸側ヘカーブしながら，浅く広がる

流れに変わってゆき，前l縁と呼ばれた部分をす

ぎると，今度は，左岸側に集中して流れること

」
戸
付
近
強
い
下
院
。
此

6
 

／
 

－
－
内
付
辺
l
Hし
た
が
』

2
－
つ
が
っ
て
巾
〈
配
札

迎
ぴ
山
さ
札
る
砂
レ
キ
丹
川

u
，
こ
の
あ
た
リ
が
け恥

t
多
い

になる。

そして， 図の説明文にもあるように，洪水主

流部付近から盛んに運び出された砂が，水流が

拡散して流速が落ちた前縁をすぎたあたりで

掃流力を失って堆積してゆく 。このため， 砂レ

キ推は，その平面形状を保存しながらも，徐々

に下流へ移動してゆくのである。このようにし

て，砂レキ堆が移動することは，砂レキ堆の重

要な性質の一つである。

2-3 河道の蛇行と下流への移動

泣食を受けない固定した壁の直線水路におい

ですらも発生している水流の蛇行（水路幅にくらべて水深が小さい場合にみ

られる）は，自然河川においては，河岸が水流によ って浸食を受けて， 河道

そのものの蛇行に発展し，その結果，第3図に示したよ うな蛇曲河道となっ

ていく 。

このよ うな蛇曲河道においては，洪水時には，凹岸から凸岸にかけての途

中の河岸に，水当りがく ることになり，そのあたりが浸食される。浸食され

た土砂は，流れによ って下流へ運ばれ，砂レキ堆の前縁をすぎたあたりに堆

積し，第4図に示すよ うに，河道の平面形を保持したまま，横すべり的に下

流へ移動していくことになる（これが自然河川の蛇行の基本形態である。振

闘が艇、大してやまず，迂曲状態に入って切り離されるのは，さらにその先の

複雑な現象である）。
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2-4 砂レキ堆の前進を抑

制するわん曲河道

わが国においては，治水や

利水のため，護岸等がなされ，

現在では，ほとんどの河川で，

河岸は固定された。 しかも，

蛇曲河道のまま固められたも

のが多い （迂曲河道に人工が

加わると，多くの場合短絡化

く俗にいうショー トカット〉

される）。 そのような固定さ

れたわん曲河道においては，

砂レキ堆は，そのわん曲をす

りぬけるように前進しようと

する。 そして，わん曲がま

だゆるやかな場合には，直

線河道の場合と同じよ うに前進し， すりぬけてゆくが，わん曲の度合が，

ある限界をこえてつよくなると， 砂レキ堆の前進はおさえられるようにな

る。

実験水路において，砂の動きを観察すると，河道のわん曲によって強めら

れた偏流により，砂レキ堆の前面に停留しようとする砂粒のすべてが，つぎ

の砂レキ堆上に流されてゆき，全流砂量が水路床形態に無関係に，どこでも

コンスタントに流れるようになる。すなわち，水路床形態の定常状態があら

われるのである。

この砂レキ堆の前進を抑制する限界曲率を見出すことは，河川工学上重要

な意味をもっているが，今のところまだ明らかにされていない。しかし，実

際河川においては，古くからの資料を比較検討することによ って，後の実際

例で示すように，砂レキ堆の前進の有無を判定するこ とは可能である。

2-5 砂レキ堆概念、の研究史上の意味

河床形態についての研究は，古くからなされ， 19世紀のヨーロ ッパにおい
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て，すでに，現象の認識では，今日の一般の水準をしのぐものがあり，現象

としては， 「砂レキ堆」の存在も知られていたようである。

ところが， 1950年頃，わが国において，木下良作は，自然、河川の詳細な観

察によって，独自に河床形態の基本単位としての「砂レキ堆」を発見し，こ

れを手がかりにして，河川の蛇行現象や洪水時の流れの実態などについて，

研究を進めてきた。

この木下の研究を研究史の上からみると，単なる現象論の段階にとどま っ

ていた河川に関する研究において，さまざまな現象の基本になるのは 「砂レ

キ堆」であるとの認識に達し以後，この「砂レキ堆」の諸特性について，

研究が発展させられたので、あった。

ここにおいて，河川に関する研究は，現象論段階を一歩ぬけ出して，実態

論段階にはいったのである。いうなれば，「砂レキ堆」の発見は，ち ょうど，

生物学における 「細胞」の発見にあたるともいえよう。

3. わん曲斜め堰とは

・3-1 わん曲斜め糎と砂レキ堆

わん曲斜め堰について考えるさい，堰と砂レキ堆の関係が明らかになれ

ぽ，洪水の流れから受ける影響について，的確な把握ができることは，これ

までの説明から推察できるであろう。

それでは，古くからの農業取水に用いられてきたわん曲斜め堰は，砂レキ

堆といかなる関係にあったのであろうか。いくつかのわん曲斜め堰の実態調

査によ って，基本的には，つぎのようなものであることが明らかになった。

「わんi泊斜め堰は，その移動（前進）が抑制された砂レキ堆のクレスト

〈河床の高まり部分）に沿って設けられた堰で、ある。」

したがって，砂レキ堆の前進が抑制されている河道のわん曲地点におい

て，第 1図に示したような砂レキ堆との位置関係で設けられるので，河道を

斜めにわん曲しながら横断することになる。

3 2 わん曲斜め堰の合法則性

このわん曲斜め堰は，洪水時の河床形態である砂レキ堆の形状にあわせて

つくられているため，以下のような合法則性をもっているのである（これら
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の合法則性や，合法則性＠実験的検証結果について， くわしくは，「わん曲

斜め堰の合法則性，ー一一砂レキ堆と堰－一一」（4）を参照頂きTニL、）乞

1) わん曲斜め堰は，洪水流が砂レキ堆上で最も広がる位置にあり，流線

密度が疎になるので，流れから受ける力は堰のどの部分をとっても，かなり

一様に小さ・い。

2) わん曲斜め堰は，水深の浅い河床の高まり部分を連ねる形でつくるの

で，同じ堰上げ高を得るのに，堰体高は低くてすむ。したがって，施行は容

易であり，洪水流から受ける力は，堰体高が低いので小さい。

3) わん曲斜め堰は， 1),2）て、述べたような 特性を持つため，堰の直

下流の河床洗掘は小さく，局所的な深掘れも生じにくい。

4) 洪水時の主流部は，図示したとおりなので取入口には当らず，取入口

は安全で，取入水門は簡単な構造物でよい。

5) わん曲斜め堰は，洪水時の河床形態ともいえる砂レキ堆にあわせてっ

くり，しかも堰体高は低いので，堰をつくる以前の河川の状態を変化させる

ことが少ない。

3-3 わん曲斜め堰の五つのタイプ

わが国の農業土木の分野における大先輩である牧隆泰の調査ωを参考に

し全国の53のわん曲斜め堰について，砂レキ堆との関係を空中写真の判読

と現地踏査により，詳細に調査した結果，実際のわん曲斜め堰には，前記の

定義に当てはまらないものもあって， つぎのような五つのタイプに分額を試

みた。

a.洪水に対して理想的なわん曲斜め堰

砂レキ堆との位置関係からみて，前記の定義がそのままあてはまるわん曲

斜め堰で，前述の合法則性をもっている。

百太郎堰（熊本県球磨川） （第5図）をはじめ，調査の対象となった全国

の53堰中， 11堰がこのタ イプの堰であった。

b.洪水に対して合法則性をもっているわん曲斜め堰

aタイプの堰にくらべて，少L上流側にあるわん曲斜め堰で，洪水流が広
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がりきる手前に堰があることになって，前述の合法則性を満足する程度は，

aタイプの堰にくらべると小さく なる。しかし，砂レキ堆との関係から考え

て，洪水に対しである程度の合法則性をもっているといえよう。なお，この

タイ プの堰が，ある程度の合法則性をもつことは， 実験によっても確かめら

れている。

土佐山田堰（高知県物部JII) （第11凶） をはじめ，調査した53堰中， 32堰

がこのタイプの堰であった。

c. 洪水流によ って堰直下流部に大きい深掘れを生じるわん曲斜め堰

bタイプの堰よりさらに上流側につくられ，一つ上流側の砂レキ堆の前縁

を中央でクロスする位置にあり，洪水の主流部をま ともに堰体に受け，堰直

下流部には，極端な深惚れを生じるので， 洪水のさい，こわれ易〈，下流に

深掘れを生じるなど， 合法則的でないわん曲斜め堰である。

旧鎌田堰（高知県仁淀川）（第8図） をはじめ， 5堰がこのタイ プの堰で
みふ

dつつト」。

このタイプの堰は，堰の維持管理が困難で， 災害で破慶され易いので，戦

前にすでに，廃止されたり ，強固なコンクリー卜製の直角堰に改築されたり

Lた例が多い。

d /'f:に向かう流れを強めることになるわん曲斜め堰

cタイプの堰よりさらに上流側につくられ，その上の砂レキ堆前縁の少し

下流に，前縁に平行するかたちで斜めに設けられてしまった堰で、ある。堰と

流れの向きが平行し，堰の存在によ って，岸へ向か う流れが強められる結果

となり，治水上からみても有害な堰である。

田村堰（高知県物部川） （第11図）と大井手堰 （三重県櫛田川）（第24図）

の 2堰が，このタイプの堰であった。

・e.砂レキ堆の移動のために，合法則性を保ち続けられないわん曲斜め堰

これまでの四つのタイプの堰は，河道のわん曲地点をえらんで設置されて

いて，堰と砂レキ堆との位置関係が一定していた。ところが，なかには，砂

レキ堆の前進がみられる地点に設けられているわん曲斜め堰もあり，砂レキ
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堆との位置関係が変化するので，ある時点で洪水に対して合法則性をもって

いても，その合法則性を保持し得ない堰である。

辰ノ口堰（茨城県久慈JII）をはじめ， 3堰がこのタイプの堰であったっ

3-4 分類結果の考察

以上の分類結果をみると，洪水に対して合法則性をも っていると判断され

るaとbのタイ プの堰が. 53堰中43堰，つまり調査例全体の約 8割を占める

ことが判明した。

ところで，洪水に対して理想的な， aタイプのわん幽斜め堰より少し上流

にある bタイプの堰が， 全体の過半を占めているのは，つぎのような理由に

よると考えられる。

aタイプの堰は，洪水に対しては理想的であっても， 取水堰の本来の機能

を果たすべき低渇水時に，取入口前面にがIIがついていることになり，取水に

障害がある。低渇水時に取水し易いように，低水流 （俗にいう 「ミオ筋」と

考えて頂いてよかろう ）が岸に沿ったところに取入口を設けるために，堰は

若干aタイプの位置より上流側へ移動し，bタイプの堰の位置になるのであ

る。

ところが，低渇水時の流れの状態は， 一義的には決ま らず， 堰がaタイプ

の堰よりどの程度上流｛日ljに設けられるかは，低潟水時の流れの状況のちがL、

によ ってさまざまであり， aタイプの堰になるものもあれば，さらに cタイ

プの堰になって，洪水に対して合法則性を失ってしま うものすらもある。

ともあれ，取水が十分行ないう るように，低渇水時の流況の影響を受けて，

洪水に対して理想的なaタイプの堰よりは少し上流側につくられた堰が多く

なる。Lかし，調査例全体の約8割が，洪水に対して合法則性をもっ堰であ

ると判断された。

わん曲斜め堰は，主として徳川時代にその原型が建設されたといわれてい

る。施工能力が低 く，堰体の建設材料としても，コンク リー トがな くて，石

材とか木材とかしか得られなかった当時の技術水準からみて，河道全面を

しめきる堰を築設するのは容易ではない。しかも，わが国の河川は，しばし

ば洪水に見舞われやすい性質をもっている。このような河川に対して，当時

の技術者は，河床の形態を詳細に観察し，その水流の状態を的確に把握する
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ことによ って，今日の砂レキ堆の知識からみても，数々の合法則性をもった，

すぐれたわん曲斜め堰という技法を生み出したものと思われる。

3-5 実際のわん幽斜め堰

調査した堰をそれぞれのタイプに分類して，そこに形成された砂レキ堆と

の位置関係を図で示しながら，必要な説明を簡単に付けておく（ただしこ

の図は，昭和22,3年頃米軍によ って撮影された 4万分の1の空中写真から

作成したものである。その時点ですでになくなっていた斜め堰にのみ「旧」

の字を冠した。したがって説明中，旧のつかない堰にも，その後改廃され

て，現存しないものも多い）。

a.洪水に対して理想的なわん曲斜め堰

(1) 百太郎堰（熊本県球磨）｜｜） （第 5図）

寛永の頃（1624～43）には，すでに存在していたといわれている。人吉盆

地にあって，洪水の水当り部分は岩盤が露出していて浸食されに くく， しか

も，適度なわん曲をもっているので，砂レキ堆は移動しない。

(2) 湛井堰（岡山県高梁川） （第6図）

1182年創設と伝えられている。峡谷部から平野部への出口のところにあ

る。

(3) 大井手堰（大分県山国JII) （第 7図）

鶴居三口井手とも称される。

(4) 八回堰（高知県仁淀川｜） （第 8図）

旧鎌田堰とともに， 17世紀半ば，野中兼山が創設したといわれているの

(5) 坂根堰，鴨越堰（岡山県吉井川） （第 9図）

(6) 小万堰（秋田県旭川） （第10図）

横手市の東南にあり， 1600年頃創設されたといわれている。二ノ堰とも称

される。

b.洪水に対して合法則性をも っているわん曲斜め堰

(1) 土佐山田堰（高知県物部川） （第11図）

前記の仁淀川の二つの堰とと もに，野中兼山の創設といわれている。峡谷
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部から平野部への出口にある。 このようなケースはきわめて多い。

(2) 平鹿堰（秋田県成瀬川｜） （第12区I)

758年頃の創設といわれ， 1200年を経ている。土佐山田堰にきわめてよ く

似ている。

(3) 馬場楠堰ほか（熊木県白川） （第13図）

加藤清正の企画によって築設されたものが多いといわれてし、る。7堰中6

堰がこのタイプの堰で，残る 1堰は aタイプの堰である。

(4) ーの井堰（京都府桂川） （第14図）

1600年頃，角倉了以が設けたといわれている。

(5) 清武極（宮崎県清武川） （第15図）

(6) 杭止堰ほか（青森県岩木川） （第16図）

9堰中 7堰がこのタイプの堰で，残る 2堰も aタイプの堰で，すべて洪水

に対して合法則性をもっている。

(7) 下堰，猿田堰（岩手県和賀J11) （第17区｜）

(8) 七郷井堰（和歌山県紀ノ JII) （第18図）

少し上流にある有名な小白井堰は，直角堰であった。

(9) 鳴鹿堰（福井県九頭程川） （第19図）

1700年頃の創設である。堰付近の様子は， 山田堰によ く似ている。

帥鷹ノ巣堰（秋田県米代川） （第20図）

(11) 吉井寝（岡山県吉井川） （第 9図）

(12) 大石堰， 山田堰（福岡県筑後JII) （第21図）

どちらも砂レキ堆をそのまま回めたような堰である。17世紀後半の創設と

いわれている。

c 洪水流によって堰直下流部に大きな深掘れを生じるわん曲斜め堰

(1) 旧鎌回堰（高知県仁淀川｜） （第 8図）

砂 レキ堆との位置関係図は， aタイプの八回堰のところで示したとおりで

ある。戦前にすでに廃止されてしまった。

(2) 旧宿河原堰（神奈川県多摩J11) （第22図）

旧鎌田堰とまったく同じよう な砂レキ堆との位置関係にあり， 戦前すでに

廃止された。
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(3) 牟呂用水堰（愛知県豊川） （第23図）

d.岸に向かう流れを強めることになるわん曲斜め堰

(1) 田村堰（高知県物部川） （第11図）

砂レキ堆との位置関係は， bタイプの土佐山田堰のところで示したとおり

である。低水流を導くように造られているが，洪水のさいは有害なかたちで

ある。

(2）大井手堰（三重県櫛田J11) （第24図）

e.砂レキ堆の移動のために， 合法則性を保ち続けられないわん｜泊斜め堰

(1) 辰ノ 口堰（茨城県久慈川） （第25図）

慶安年間（1648～51）に，水戸藩主徳川頼房によりおlj設されたといわれて

丸、る。

久慈川のこの堰付近は，砂レキ堆が明瞭に形成されている。そして，堰の

上流の河道が直線的なために，1947年と 1968年の 空中写真の比較によ って

も，砂レキ堆の前進がはっきりと認められる。河道のわん曲状態からみて，

創設当時は， bタイ プの堰で，土佐山田堰と同じように，合法則性をもって

も、たのであろうが，砂レキ堆の前進のために，介法則性を保ち続けられなか

ったのであろう。

すぐ上流の小貫堰も砂レキ堆が移動する地点にあり，このタイ プの堰であ

る。

(2) 雲出堰 （三重県雲出J11) （第26図）

17世紀半ば，西島八兵衛により創設されたと伝えられる この堰も，砂レキ

堆の前進により， 合法則性が保持し得ない堰である。

3 6 特異なわんrJ:!:J斜め堰 遥拝極（熊本県球磨J11）一一（第27図）

球磨川が八代平野に出るところにあり， 1608年，加藤清正の企図によっ

て， 築設されたと伝え られている。

右岸側の用水の方が創設が古 く，太出井手は，室町時代にすでに存在して

わたとの記録がある。この堰の築設後，左岸に遥拝井樋，右岸に麓川井手が

設けられたとし、う。
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この堰の平面形は，砂レキ堆との位置関係国に示したように，複合わん曲

斜め堰とでもいうべきものである。河川の砂レキ堆形成状況は，図のとおり

で，堰下流の砂レキ堆は，堰の影響もあってはっきり しないが，図のように

推定される。

この堰も峡谷部から平野部への出口にあり，砂レキ堆の形成状況も， bタ

イフ。で述べた土佐山田堰の場合と酷似している。しかし両岸取水の目的で

設けられた堰で‘あるため，山田堰のようにならず， 「八の字」 をした複合わ

ん曲斜め堰になったのである。

洪水に対する保全上の要請と，取水時の機能上の要請とを同時に満たすた

め．このような地形条件にあって， 河川の性質をよ く理解してっくりあげた

みごとな堰といえよう。

なお，この遥拝堰も，最近， 近代的な堰にと って代わられ，もはや， その

姿を見る ことはできない。

4. あとがき

わが国において，全国に散在していた多数のわん曲斜め壌は，今や減少の

一途をたどり，すっかり忘れさられようとしている。だから，いまのうち

に，河床に形成される砂レキ堆に関する最近の研究の成果に照らして，わん

曲斜め堰が，古人が河川の性質をよく理解して生み出したそれなりにすく・・.ti.

7こ技術で・あったことを明らかにしておくことは，何らかの意味がある だ ろ！

う。

最後に， この小文をまとめるのにあたり，終始熱心なご指導を賜った木下

良作博士に，ここに心からのお礼を申し上げる とともに，このテーマを提出

して下さ った東大農学部助手岡本雅美氏に謝意を表する次第である。

そして，わん曲斜め堰の実態調査を進めるにあたり， 基礎資料として利用

させていただいた貴重な研究をまとめられた牧隆泰氏に，この論文を献じた

L、。

〔注〕

(1) 木下良作，石狩川河道変せん調査，科学技術庁資源局資料第36号，昭36

(2) 自由学園最高学部研究員，工博

(3) 木下良作，航空写真による洪水時の流況測定，；J＼工学シリーズ 68-12
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（－±）三輪二t，わん曲斜め堰の合法則性一一砂レキ堆と堰一一，農業土木学会論文集

（投稿中）

(o) 牧降泰，日本水利施設進展の研究，土木雑誌社， 昭33
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