
  
  輪中に関する二,三の考察(2)

  誌名 水利科学
ISSN 00394858
著者名 安藤,萬寿男
発行元 水利科学研究所
巻/号 21巻3号
掲載ページ p. 69-85
発行年月 1977年8月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



おわびと訂正

前号 (116号）掲載の「輪中に関する二，三の考察（Il）」；こ誤り個所があり，おわ

びするとともに，次のように訂正させていただきます。

へ・一、／、事 行 誤 正

71 10 よんがし、る よんでいる

71 第6図凡例 排水路樋門排水機 排水路 ・樋門 ・排水機
おん i’ に L＞ ん 宜

72 9 西小熊 西小熊

77 第10図 水明川 水門JI¥
喝・，，z 暗 唖.＿

78 28 （掘回） （堀田）

80 5 工場地化 工場用地化

80 25 掘回 堀田

82 19 落堀があった， 落堀があったり，

84 28 形成することが 形成するかが



輪中に関するこ，三の考察 CID

4. 輪中地形と破堤地形

(1) 輪中地形

安藤高寿男

前号・で既述したように，輪中は地形的にみると，扇状地の末端部から三角洲にかけ

て分布しているが，それらを通じていえる乙とは，輪中は地形上からは主として自然

堤防と後背低湿地とからなっているということである。そして，西濃平野では木曽 ・

長良 ・揮斐3川の本支流が網状に相互に連絡しあいながら流下しているので，河川に

図まれた島状の堆積平野て、ある個々の輪中はその周辺部に自然堤防が形成され，その

内部が後背低湿地からなるという輪中特有の堆積地形を生ずる。この場合，その島状

の輪中は全体としては河川の傾斜に従って傾いているから，後背低湿地のうちでの最

低部は輪中の中央部のうちでも，河川の下流部側にある。このように，全体としては

河川の傾斜に即して傾きながら，お盆のように周囲に徴高地があり，中央部が低い堆

積地形を，筆者は「輪中地形」と命名したが（安藤寓寿男「輪中地形とその土地利用

の変遷」地理学評論， 25の7,1952），学界でもそれは承認されていると理解してい

る。

しかし，この輪中地形は全ての輪中に典型的に具現しているわけではない。例え

ば，①扇状地の末端部の輪中では，扇状地の高位部の側に河がないのが普通であるの

で，自然堤防をその部位には欠く，②また，大きな輪中は，その中をかつて河川が流

れていたために，それが形成した自然、堤防や後背低湿地が複雑に分布していて単純な

輪中地形を示さない， ③さらに，河川改修の結果，人為的な河川が形成されれば，そ

れが輪中地形を模式的に示さないのは当然である。また，笠松町以南の木曽川のよう

に， 新流路形成以後ただちに人工の堤防が形成された場合は，堤防に沿った自然堤防
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第5図 森部輪中付近の輪中地形

（安藤寓寿男原図）

の発達は良好ではなし、。かくて，輪中

地形が模式的にみられる輪中は，典

型的な自然堤防 ・後背低湿地のところ

や三角洲の部位であると共に，輪中が

比較的小さく，かつ大きな人為的，ま

たは新しい河道変化がない場合であ

る。その典型的なものが，中流部の森

部輪中や結（墨俣）輪中である（第5

図）。

第5図によれば，森部輪中（図中番

号 1）は長良川やその分流の中須川 ・

中村川に囲まれて，比較的長期間その

ままの状態を継続していたので，模式

的な輪中地形を示す。後背低湿地の最

低位部と自然堤防の高位部とでは比

高が lm以上あり， 1976年9月12日の

破堤時にもその比高が水害に重要な意

味をもった。結輪中（図中番号 2）も

これについで輪中地形を模式的に示

すが，その西郎を苦言斐川が通るのが享禄3(1530）年以降であったことや，それ以前に

この輪中内の西部をかなり大きな川が流れていたこともあって，森部輪中ほど輪中地

形は模式的ではない。牧輪中（図中番号 3〕は元来，模式的な輪中地形を示していた

のであるが，明治時代の河川改修工事の際，輪中の中央を新しい揖斐川が縦断するこ

とになり，不正常な形態を示す。中村（図中番号 4）・大明神（図中番号 5）・中須

（図中番号6）・北今ヶ淵（図中番号 7）の各輪中はかつての河川敷地内に立地したも
bけまわ ても

のであり，幕末から明治にかけて懸廻し堤を完成した新しい輪中であるので，輪中地

形の特性を模式的には示していない。

輪中は上述したような輪中地形をうまく利用し，ないしはそれに適応して形成され

ている。特に技術力が低かった菅に遡るほどそうであったとみられる。輪中堤は自然

堤防を利用し，その最高位に築造されているのが原則である。またその他の土地利用

をみても，自然堤防上の最高位部に集落が立地し，高さの点でその次に位する自然、堤

防が畑地に利用される。これに対し，後背低湿地に向うにつれて，乾田 ・湿固と推移

し，最低位部にはしばしば池沼が存在している。輪中全体としては耕地の回 ・畑別で

は田が圧倒的に高いシェアーを示すのが特徴である。そして，輪中内の集落は自然、堤

防という地形上の特性を利用して集村的に立地しているのであって，その後に水害防



止の必要上，堤防で集落や耕地

を懸廻したのであって，堤防を

築いた後に人々が堤防に沿って
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第 6図森部輪中付近の用排水系統

（安藤高寿男原図）

みてみよう。集村が輪中堤に沿って立地して＼、ない事例を要因別にみると，次の通り

である。①輪中内にかつて外来河川が流れていて，その河川が形成した自然、堤防を利

用して輪中内に集落が立地している場合。これは高須輪中など大きな輪中に数多くみ

られるが，これは既述した自然堤防上の立地の原則の例外ではない。②これは上述の

①の事例と類似しているが，個々の輪中が統合されて大きな輪中に成長した場合，か

つての小輪中時代の旧堤に沿って集落が立地している場合である。福束輪中内での，

かつての三郷輪中の堤防に沿うものがそれである。この場合も自然堤防上の立地の原

則の例外ではない。③扇状地末端部の輪中では，特にその輪中内での高位部において

は輪中堤に沿わない集村がいくつか存在する。大垣輪中北部で、堤防に沿わない諸集落

がし、くつかあるのはその代表的事例である。この理由は次の 2要因で説明されよう。

その一つは歴史的には記録がないような昔の時代に，扇状地上を河川が乱流し，自然、

堤防的様相をもっていることであり，今一つは扇状地の末端部にあって排水の便がよ
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第7図森部村付近地形図（明治24年測図， 2万分の l，大垣図幅）

く，今日的自然堤防に立地する必要度が低いためと理解される。④これらとは異なり，

自然堤防上ではなく，後背低湿地に集落が立地している場合がある。大垣輪中の上面

部洛がその一例で、ある。この場合を検討してみると，それは後背低湿地の関田が進行

して，自然堤防上の母村との距離が大きくなったのにつれて成立していった新田集落

であることがわかった。このようなところでは洪水時破堤すると堤防上に避難する時
えがしら

間的余裕がないので，助命壇といった高台を構築していた事例もある（羽島市江頭部

落〉。しかし，このような立地をとる集落は輪中地域内では事例として僅少である。

⑤輪中の堤外地に集落が立地している場合，このような事例は長良川流域だけに限っ

てみても，岐阜市の鵜飼屋や湊町，または羽島市の西小熊や外粟野などかなりの例が

みられる。これらはその事例ごとに特有の理由があげられるが，これを要約していえ

ば，鵜飼とか渡船とか，さらには河川交通など何等かの形で｝｜｜に接して立地すること

を要する職業をもった人々の集落であったと認められる（安藤高寿男編著「輪中一ー

その展開と構造 」1975，第5章参照〕。

ところで，輪中内の集落の立地を微細に検討すると，一見，上述の原則でいうと自

然堤防上に立地しているようにみえるが，実はそうではないような事例が数多くみら

れる。それらにみられる共通的特性は次の通りである。本来，自然堤防は河川の両側

においてその河川に平行して連続して分布しているはずである。ところが，堤防に沿
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第8図 森部村字表 ・一色 ・利面近傍
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って本来は自然堤防があるはずとみられるところが意外に低くて水田となっており，

畑や集落が立地していない個所がある。ところがそのような水田の個所から lOOmな

いし 200mほど堤防より離れたところにかえって微高地があり，それが畑となり，時

には集落が立地している事例がみられる。例えば第7図（明治 24年測図， 2万分の

l，大垣図幅）の森部村（安八町森部）の字表・一色 ・利面などの字絵図を集成して

作ったのが第8図である。
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森部輪中の大字森部字表・一色は同輪中の輪頂部に位置し，その北｛部（上流部）に

長良川とその分流中須川とがある。それらの川が形成した自然堤防上に友と一色の2

部落が立地しているとみてよい。しかし，両部落を結ぶ堤防の東北隅の堤防直下の耕

地は水田ばかりで，しかもこの水田は以前は湿田であった。一方，堤防からやや離れ

て，本来ならば畑や集落が存在しにくいところに「寺内Jとよぶ集落があり（宇名は

利面），そこには宅地の他に畑がかなり多く，またその宅地内には寺院（光顕寺〕も立

地している。この畑の分布状態を仔細に点検すると，畑地の間をぬって樹校状に水田

が細長くのびており，各樹枝状のものの方向をたどると，それは一色の東部に集中し

ていく。そして，一筆ごとの耕地の区画の配列方向もその方向に指向している。

ところでこの指向方向の最北部（一色部落の東部）をみると，そこには周囲とは異

常に大きな一筆の水田Aがあり，その形態もその周囲のものとは異なる。さらに堤防

を越えた堤外地（字北島）をみると，一面に卓越する畑の中にあって一筆だけ面積も

大きく形態も周囲と異なる畑Bが，ちょうどAと対象的な地点にある。そして， A,

B両耕地に挟まれた堤防は外側に屈曲すると共に，その上には一色部落の神社が建
ろ〈し~

立されている。またA点に近いところに位置する神社（六社神社）は洪水の時，流れ

ついた古社と伝承されている。以上の諸点を綜合すると，この森部の字一色の東部は

かつての堤防の決壊個所（当地ではこれを切所とよんでし、る）で，そこにはかつての
おっぽり

落堀があったとみるのが妥当である。しかし，この地にこの個所が切所であったとい

う伝承は今はきくことができない。この地内にある光顕寺は関ヶ原戦争当時，東軍方

に味方する教如上人がここで、西軍方に襲われ，地元民に助けられて難を避けた寺で、あ

るから，この地の決壊は関ヶ原戦争前であることはたしかである。

一般に破堤によって落堀が形成されることはよく知られている。ところで，いうま

でもなく，堤防がなければ落堀はできないはずである。その意味で切所ができて，落

堀が形成され，一方ではその前面には砂の堆積が起こる（当地ではこれを砂入と呼んで

いる〕のは自然堤防の形成とは異なって，人為的な要因がその中に含まれる。筆者は

このように堤防の決壊によって 2次的に形成された地形を「破堤地形」と名づけるこ

ととする。このような破堤地形は輪中地域に特有のものではなく，日本の各地にみら

れるものである。しかし，輪中地域のように到るところに淀防があり，古来，破堤で

苦しめられてきたところではこのような破堤地形が非常に多い。そして，従来，輪中

では集落や畑の分布を自然堤防中心に説明し，この破堤地形iこ起因する集落や耕地の

分布が体系的に論ぜ、られてこなかったので，筆者はここでこの破虎地形とそれに関連

した集落や耕地の立地上の特性を強調しておきたい。農業との関連からこの破堤地形

をみると，水田が卓越する輪中地域で水田に砂入があることは用水を困難にし，砂の

ために生産力を低下させる。江戸時代のように土砂の運搬能力の低かった時代にはこ

の砂入を排除して，もとの水田に復旧することは現在以上に困惑したようで，やむな
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く一部に砂を集めて畑地とした 第9図海津郡平田町勝賀，梶池周辺（明治

り，「砂高」を特別に設けた例も 24年測図， 2万分の l，船着村図幅）

( 5分万の 1津島図幅に明示）を明治24年の 2万分の 1地形図から引用したものであ

る。これ＇こよって洛堀に隣接して水田が潔状に分布し，その外側に畑地ないし宅地が

展開している。

なお一般に落堀の深さは地籍図からは判明しないが聞き取りによって堤防に近いと

ころに最深部があることが知られ，しばしばその最深部からは湧水（通称ガマ）が出

ている。落堀のある付近を明治21年の地籍図でみると，その落堀を避けるように隣接

する堤防が急に弧を描いて曲っている場合が多い。これは落堀の形成後，濡止めをす

るためには溶堀をさける必要があったためと判断され，このような急カーフ、の堤防の

存在が落堀ないし落堀跡を推定する根拠のーっとなる。また，明治20年代以前の輪中

堤にカーブが非常に多い理由の・つは落堀の形成にあるといえる。また，第8図に示

すように，田畑の分布のみでなく，田畑の区画のあり方が落堀や破堤のあったことを

示す有力な根拠となる。例えば，通常の水田の区画とは不協和な境界で池が存在する

場合は，かつて通常の水田の区画で土地利用されていたのに，突然の破堤によって落

堀が形成されたことを示し，低湿地の沼を順次開拓して水田が形成された場合とはそ

の区画のあり方が大きく異なる。このため，土地改良前の空中写真や地籍図は貴重で

ある。その他，破堤があり，落堀が形成されたところには大抵，水防倉庫（郷蔵とも

よぶ），さらには小さな神社（多くは水神）があって，昔の人々の配慮が偲ばれる。もっ

とも，落堀が 1回の破堤のみで形成されたとは限らない。河川の流路の関係，堤防の
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丈夫さ，湧水の存在等々が関連して，しばしば同ーの落堀に歴史的にも数回の破堤が

あったことが実証されうる。

地籍図からみた落掘の諸類型をみてみよう。その第1は落堀の平面的な形態、による

分類である。これを大別すれば，円ないし楕円形のものと著しく細長いものとにな

る。後者は輪中の輪頂部などに多く，堤防決壊時に濁流が猛烈なスピードで突入した

ためとみられる。これに対し，円ないし楕円形の落堀は洪水の水量や落差は大きくて

も水速はそれほどでない場合にみられ，したがって，輪中の輪端部の洛堀はこのタイ

プである。楕円形の場合，その長軸の方向が破淀時の洪水の侵入路に沿っていること

はいうまでもない。時には落堀が二俣に分れている場合があるのはそのような洪水の

侵入路があったことを示す。

第2に落堀の面積からみると，それは非常に小さなものから，大は7～8万rrrに達

する。小さな落堀が地籍図に認められるのは落堀形成時にそれが小さかった場合のほ

か，落堀形成後時聞が経過して逐次落堀の面積が縮小していった場合も考えられる。

特に破堤によって落堀近くに砂入りがあると，この砂の棄て場所として落堀が選ばれ

たのは当然で、ある。一方，大面積の落堀は下流部に多い。これは下流部ほど破堤時に

侵入する水量が多いだけでなく，下流部は粘土ないし砂からなっていて，掘られやす

かったこととも関連があろう。

第3に落堀を堤防との関連からそのあり方をみてみる。最も多い事例は堤内にのみ

落堀がある場合である。このような結果になった理由については，①落堀の形成が大

きくなく，ほぼ旧来の堤防の内側にのみ形成された場合，②落堀の形成が旧来の堤防

の外側にも及んでも，新しい堤防をこの落堀の外側を迂回して造ったために，新堤防

の内側に一つの落堀が残っている場合（この事例はかなり多い）， ③新堤防の外（河

川敷側）にも当初は落堀があったが，その後の河川の堆積でしだいに埋め立てられて

いった場合，などが考えられる。これに対し，堤防の両側に落堀が存在する場合があ

る。一般に落掘が形成された当初は旧来の堤防の内側から河川敷側にまで及ぶ落堀が

できるのが普通である。したがって，もし決壊後の堤防が落堀の中央部に築造される

と，このように落堀が堤防の両側に対峠して残存するようになる。このような事例も

かなりみられる。また，堤防復旧の当初は対l持型の落堀であったようでも，その後，

河川敷側の落堀に堆積が進み湿地状になっている場合もみられる。最後に，堤防の外

側（河川敷側）にのみ落堀がある場合が少数例ながら認められる。これは，①なんら

かの理由で落堀の内側に新堤防を築いたか，②内側に当初は落掘があってもそれが小

さいなどの理由で埋め立てたか，などによるものと思われる。

なお，地籍図において落堀と認められるものは全て「池」と記されていて，「沼」

といった記載が認められない。

最後に，輪中地域の落堀の分布をみてみよう。筆者は建設省木曽川上流工事事務所
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第10図 大垣輪中における落堀の分布（直江，米野などの未調査部を除く）
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管内の長良・揖斐両川の落堀を調査して次のような特徴をみいだした。①まず，結果

として落堀の数の多いのに驚嘆させられた。上記の区域内の落堀の数は若干の未調査

部分を除いて680を数えた。②明治21年当時，輪中の存在したところより高い扇状地

部では堤防は霞堤であった。このことと関連して霞堤の存在した地域での落堀は非常

に僅少であった。例えば，揖斐川本流左岸では本巣郡巣南町大月に到るまでの間に11

の落堀を数え，また，この辺までの同川右岸ではそれが4にすぎなかった。③一つの

輪中との関連でいえば，濁流が激突する輪頂部に多いほか，次の輪中との境界に当る

輪端部にもかなりの数をみるのに対し，輪中堤と河川とが平行的関係にある輪央部に

は比較的少ない。④大きな輪中，例えば大垣輪中や高須輪中では輪中内の大きな排水

路の下流部にもかなりの落堀の分布をみる。それはこのような部位では堤防の高さも

高く，また，破堤時に流入する水量・水速もかなり大きなものであったからとみられ

るが，同時に，これらのところに分布する落堀は，懸廻し堤完成以前の洪水で形成さ

れたものが残存している場合があるとみられる。大垣輪中内で落堀と認められたもの

の分布は第10図に示される。

5. 輪中の今日的問題

山往時の輪中での水災

明治中期までの輪中での水災を要約すると，外水と内水の二つの水災があったとい

える。外水とは＼，、うまでもなく，輪中堤をこえて洪水が輪中内に侵入することによる

災害である。一度破堤が起こると，少なくともその輪中は全域に浸水し，家屋，家財

が災害をうけると共に耕地はその時点で壊滅的打撃をうけ，しばしばその一部は堀と

なり砂入りとなって後年まで災いを残す。これが一般に周知されている外水による水

災である。外水による水災はその時の気象状況いかんによっては同一年次に 2回， 3

回と起こることも，まずこ2年連続で起こることもある。しかし，統計的にみれば，同

一輪中についていえば，個々の輪中によって差があるとはいえ， 20年ほどに 1回程度

以下であったと思われる。そして，破淀の後には直接の洪水の進入路以外は浮泥とい

う肥料的土産を洪水は残していく。

これに対し，輪中を完全な懸廻し堤で囲んでからは内水（悪水）の排除に困難をき
かさねだ 怯りた

たし，それが重田（掘回）となり，排水路の延長計画となり，また少しでも内水の量

を少なくするための井戸数の制限（株井戸）などとなったのである。外水の災害は連

年ではないのに対し，内水の災害は懸廻し堤形成後，ある年数を経てくるとほとんど

連年のように幕末や明治初年には起こっていた。それは河川底に対し輪中内の後背低

湿地は相対的に低くなってきたからである。この内水による災害，それによる生産力

の恒常的低下は余り外部の人には知られていないが，動力排水機の導入や土地改良の

以前はその災害は大きかったので、ある。
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このような輪中地域での外水 ・内水の両災害は今日，過去のものとなったのであろ

うか。

(2) 輪中をめぐる与件の変化

(a) 築堤技術の推移．ここでは「推移」と称して「進歩」とはあえて言わないこと

とする。明治中期以降の西欧の土木技術の導入と機械化とにより，堤体そのものはそ

れ以前のものに比べると著しく巨大なものとなった。堤防の高さも何mかは高くなる

と共に，その幅は著しく広くなったといえよう。しかしその巨大な堤防の土質は著

しく劣悪なものとなった。かつては堤防の少なくとも中心部は粘土をうち固めたもの

であって，それを「焼刃土Jといっていて，それによって外からの漏水を防いだと，筆

者はある旧内務省土木技師にして後，大学教授となった方から伝聞している。この焼

刃土は1976年9月12日の長良川堤防決壊時に旧堤に該当するところから明らかに出て

きている。ところが近時の築堤用の土砂は河川敷地内からとり，比較的よい土質でも

砂壌土であり，時には砂土，著しい時は砂磯である場合もある。したがって，河Jllの・

増水時に堤体内に水は容易に惨透し，長雨の場合は1976年の災害のように洪水が堤防

を溢流するのではなしに堤防のズレによる決壊を起こすような要因となるのである。

(b）排水技術の推移すでにのベたように，動力排水機は，明治中期に輪中地域に

初めて導入されている。しかし導入当初はその排水能力も低かったから，輪中内の

悪水排除に大きな貢献はなかった。しかし，排水機の数とその排水能力とは増大のー

途をたどって今日に到っている。そして，輪中地域では排水機の力によって輪中内の

悪水排除に成功し，湿田が乾固化するようになったのは大正時代，特にその後半以降

と概言することができょう。このように排水機の数や能力が増大したからといって，

悪水排除が万全にできるようになったかというと決してそうではない。今日でもそれ

は限定された能力しか果しえない場合があるコその理由の第1は排水機の単位時間当

りの排水能力を上回る降水量があれば，その超過降水量を一時的にプールする場所が

ない限り，超過降水量が 1～2日続くような集中豪雨の時は輪中内は一面に白海とな

ることがありうる。しかも，このような状態を助長する第2の要因は，増水した河川

の水位と堤内の悪水の水位との差にある。両者の差が洪水時に増大すればするほど排

水機の排水能力は低下してくる。かくて，排水機の力が増大した戦後においても，輪中

内が一時的に白海化するような現象は個々の輪中ごとに何回かはみられたので、ある。

(c）都市化 ・工業化の展開 輪中地域は日本の高度経済成長期に都市化 ・工業化し

た点で目をみはらせるものがある。第二次世界大戦前にも岐阜 ・大垣両市を中心にあ

る程度の都市化 ・工業化はみられたが，今日に比べるとそれは非常に限られたもので

あった。いうまでもなく戦前における宅地用の土砂運搬能力は低いものであった。こ

のため，低湿な輪中地域の宅地化には制約があったとみねばならない。例えば，大道
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市周辺は良質の地下水が豊富にえられることや東海道線を主軸とする交通条件に恵ま

れたこともあって，いくつもの繊維関係の大工場が戦前に立地していたが， この場

合，水田を工場敷地とするのに必要な土砂は周辺の水田を池とすることによってえて

いた。したがって大工場に隣接しでかなり広い池が存在していた場合が多く，いわば

かつての水田の「重田」と同じ論理で工場地化したといえよう。

第二次世界大戦後は土砂の運搬能力が増大し，水田も技術的には容易に宅地化され

た。一方，輪中地域の交通を制約していた河川も近代的橋梁が架せられることによっ

て，近代的道路やモータリゼーションの進展に応じて，輪中地域に広く工場が進出し

た。また，住宅地化も岐阜・大垣両市を核としつつ，かなり広範囲に進行していっ

た。例えば，岐阜・大垣両市の間に介在して，上記したような新しい交通事情に恵ま

れた本巣郡穂積町では住宅用（個人用・住宅団地），工場用，サーピス産業用，公共

用などの土地需要が急増し， 1960年現在の水田面積の約30%はその後の15年間に都市

化・工業化のために転用されたと筆者は推定している（中部地建木曽川上流工事事務

所「環境インパクト一一五六輪中の開発過程一一」 1976, p. 107）。

ところで，このような都市化・工業化のための土地は，輪中地域ではどのような個

所から求められたであろうか。

輪中地域のどの部分が都市化・工業化のために転用されたかをきめた要因として以

下の 3点をあげることができる。その第1は地形的条件である。一般的には著しく低

湿な部分の多い輪中地域にあって，相対的に高燥なのは，かつての堤外地で三川分流

工事のため疑内地となった部分で、ある。本巣郡の糸貫川廃川地， 安八町の中須川河川

敷地，羽島市の逆川廃川地などがそれである。これに次いでは，昔からの堤内地で集

落が立地してきた自然堤防の部位である。しかし，ここは既存の集洛が宅地化してい

ることもあって，分家などが分散的に個々に立地することはあっても，集団的に都市

化・工業化はしていない。その第2は交通的条件である。輪中に排水機が導入された

り，掘回が埋め立てられたりするまでは輪中地域の主要交通道路は堤防の頂上（馬踏）

であった。しかし近代的道路が建設されるようになると，それは輪中の地形にほとん

ど無関係に貫通するようになる。それは幅員の大きい近代的道路を既存の集落に沿っ

て建設することは，土地買収上も制約が多かったからである。このような近代的道路

建設後はその道路に沿って都市化・工業化が進行する。昭和9年に完成した岐大道路

（国道21号線）に沿って，今日，岐阜一大垣間がほぼ市街地化したのはその適例であ

る。その第3は地価である。農業的土地利用が圧倒的に高い割合を占める段階では農

業的土地利用上劣質の土地，すなわち農業的生産力の低いところが低地価であるのは

当然である（都市的土地利用が高まり，地価も一段と上昇すると，農業的生産力がも

っ意義が薄くなる）。 輪中地域のように水田が圧倒的に高い割合を示すところでは農

業的生産力とは水田の生産力であるといっても過言ではなく，輪中地域の水田の低生
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産力のところは常襲的に悪水が停滞する後背低湿地である。車命中地域において個々の

輪中内で大規模な土地利用の転換，すなわち，工場，住宅団地，学校等が立地する場

合，その多くはこのような後背低湿地である。そして，戦後にこのような後背低湿地

が宅地化する場合には，その付近の水田面よりは一段と高く，すなわち畑地並みの高

さに土盛りをするのが普通である。このような土盛りの影響ないし効果を結果から判

断すると次の2点が指摘される。その第1はそのような土盛りをしても，同一輪中内

の他の高位部に比べれば相対的に低位にあるので，集中豪雨時などにはしばしば浸水

する。その第2は新しい土地利用転換が輪中内の最低湿部ないしはそれに準ずる個所

でなされた場合，それに隣する水田の悪水との関係における相対的地位は劣悪化せざ

るをえない。その上，用排水路が厳密に区分されていない現状では住宅や工場からの

下水・排水がそれらの水田に悪影響を及ぼす。

(3) 輪中の今日的問題とその対策

輪中地域における水災は三川分流工事が完成し，その後も堤防が補強され，また排

水機の機能も向上するにつれて大きく減少したことはたしかであり，もう破堤などの

水災はなくなったと考えた住民も少なくない（安藤高寿男編著，上掲書， p.120ない

し p.203～206）。この点， 1976年9月12日の長良川堤防決壊は官民の水災に対する考

え方に猛省をうながしたものといえよう。以下においては今後の輪中地域における水

災について留意すべき問題点と，それに対する対策とを素描してみる。

{a) 外水対策・ 1976年9月12日の教訓の最たるものはこの外水対策である。その教

訓｜の第1は砂質の堤防をどのように補強し，長雨に耐え，かっ漏水を防く吻ミである。

そのために堤防を全てコンクリートで包むことが考えられるが，それには財政上の制

約がある。河川に面した側を山土などでかなり厚くおおうことも対策の一つであろ

う。今一つの教訓は堤防そのもの以外に堤防を支えている基盤に対してきめ細かな配

慮を欠いていた点である。従前から河川が増水すると堤防に沿った堤内の水田に湧水

（ガマと称している）があり，その湧出個所は大体固定した範囲であった。今回の長

良川堤防決壊に当って，このガマが決壊を誘う重要な要因であったという考え方が有
... ＜し

力となりつつある。現に，決嬢個所より約 1km上流にあった通称薬師池も落堀であっ

たが，今から 2年前に完全に埋め立てられ，旧池面は水図面より約 1.Sm盛土されて

いるが，それに隣接している堤防直下の水聞に今回の豪雨時にガマが大きく噴き，異

常に多量の砂をガマ水と共に噴出した。そして，そこに隣接する長良川の堤防は長さ

30rnlまどの間馬踏の中央から堤防の内側のみが断層のようにlOcmほど低下するという

現象が出現した。長良川堤防決壊時に，堤内にあった落堀の丸池（決壊当時，塵挨投

棄場として埋められていた）から決嬢前に大量の湧水がみられたと同時に，それに隣

接の堤防の池側の小段部分で決着襲直前に沈下がみられたと地元民が語っている。この
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ように堤防直下のカ事マの活動と堤防決壊とは深い関連があるとみられる。大垣輪中曽

根において明治21年堤防が決壊したが（今も落堀が残っている），その場所は同決壊

前にガマが多く湧出した個所であったことを筆者は地籍図で実証しえている。このよ

うに重要な鍵を握っているとみられるガマについても，それがどのような地下の水脈

を通って湧出しており，したがってまたそれがどのように堤防にとって危険なのか，

学問的にも解明されないまま今日に及んでいる。しかし，以下のことは経験的に明ら

かである。上述のように堤防に沿ったガマが特に危険であるが，このようなガマはそ

の噴出個所を土盛りするとその個所からは出なくなり，時には他の隣接する低い地点

から新しく湧出するということである。

堤防が砂質で弱いということ，ならびにガマの湧出による危険を考えて，筆者は次

のような対策をたてるべきものと提案したい。それは堤防に沿って幅何十mかの高い

盛土のベルトを作ることである。その幅は広ければ広いほどよい。高さも高いほどよ

い。それに必要な土砂は河川の波深その他によってえられるであろう。それに必要な

土地は買収できればよいが，あるいは民有地のまま国の費用で盛土してもよい。その

盛土した民有地は水災を免れうる宅地として高く評価されるはずのもので，計画的な

宅地造成に一役買うことになるであろう。このような対策は人工的に堤防に沿って自

然、堤防をつくることである。これによって将来永久に安全な輪中を創造することにな

る。もちろん，このことを堤防に沿って全面的に実施することは容易ではあるまい。

しかし，少なくとも現在の堤防の付近にかつて堤防決壊があったり落堀があった，さ

らにはガマが湧出するような個所はぜひともこのような対策を官民協力して実施すべ

きである。

(b) 内水対策 1976年9月上・中旬に岐阜県を襲った集中豪雨時には長良川堤防決

壊という外水による災害があっただけでなく，その周辺の市町村でも大きな水災があ

った。同年9月18日現在（この時点以後の水災の増加はない）県警本部の調査では岐

阜県は床上浸水28,779戸，床下浸水50,909戸あったが，そのうち長良川堤防決壊によ

る安八・墨俣両町の床上浸水戸数は約2,900戸であったから，それは県下の床上浸水

の約 1筈ljを占めるにすぎない。それ以外としては濃尾平野のうち，岐阜・大垣両市を

中心として都市部に浸水家屋が圧倒的に多い。都市部に非常に多いということは人口

の都市集中という結果だけでなく，土地利用上における都市化のもつ意義が大きいと

判断される。

輪中で懸廻し堤が完成してから内水災害が増加したこと，およびそれが動力排水機

の導入によって一応の解決をみたことは既にのベた。しかし，この解決はその輪中内

の大部分が農業的土地利用であることを前提にした解決で、あった。もちろん，その場

合に解決したといっても，大雨の際は後背低湿地の水田を中心に 1～2日の溢水は何

年かに l回はあったのである。そしてその湛水がその時期いかんによっては，水稲作
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減収の因となったことはいうまでもない。しかし，後背低湿地が一面の水田である聞

は，その水田が大雨時に調整池的機能を果していることもたしかである。すなわち，

1日の降水量20～30mm程度までは水稲作やその裏作にほとんど被害を及ぼすことなく

調整池の機能を果し，降水量がそれ以上になった場合も低湿地の水田は自らに被害は

あっても，それの調整池的機能によって自然堤防上に立地している集落や畑地はほぼ

無災害でありえたわけである。

ところが，輪中内で都市化 ・工業化が進行すると，輪中内の内水排除の条件は大き

く変化してくる。まず，農業的土地利用の場合は若干の降水量は耕地自体によって吸

収するが，耕地が道路や家屋 ・工場等に転用されると，それに相当する面積分の降水

量は地中に吸収ないし地上にとどめられることなく，ただちに排水溝を通じて後背低

湿地に集中する。しかも後背低湿地の相当部分が都市的土地利用に転用されていると，

河川が増水しておれば，その分は輪中外河川に排除されることなく，埋め立てられて

いない後背低湿地に深〈湛水するほか，これまであまり湛水しなかった水田部分に滋

水することになる。このことを避けるためには，動力排水機の排水開始時聞をそれま

でよりも早めるなど，用意周到な排水作業が必要である。しかし，既述もしたように

動力排水機の単位時間当り排水能力に限界があるから，どうしても滋水は起りがちで

ある。すなわち，輪中では都市化 ・工業化をある限界内でやめない限り，豪雨時の床

下ないし床上浸水は恒常化する危険をもっている。その上，工業化によって過剰揚水

をして地盤沈下を起したり，悪質の工場排水を出したりすれば，その災害はより増大

する。このように輪中地域の都市化 ・工業化は新しい内水災害を起す要因となる。

このような新しい内水災害を発生させないためには，基本的には都市化 ・工業化を

一定限度内にとどめることである。その限度がどの程度であるかは個々の輪中によっ

て差があり，具体的に調査せねばならないが，限度があることだけは確実に明言しう

る。

新しい内水災害をさけるためのきめ細かな対策を 1, 2追加して述べれば次のもの

がある。その第 1は，排水単位区域をより細分してその単位ごとに排水機を設置する
げた

ことである。このためにはその単位区域ごとに小さな土手（｜日来の用語でいえば除桁

である）を必要としよう。このような土手は万一堤防が決壊した場合にも，その被害

を小範囲にとどめる上でも有効である。

その第2は，調整池の設置である。旧来の耕地が調整池的機能をもっていることは

既述したが，都市化 ・工業化に応じてその耕地が減少するならば，排水機の周辺など

にかなりの規模の調整池を新設するのも有効である。それは最近の都市周辺の開発に

当り，調整池の新設が義務づけられるのと全く同ーの論理によるものである。

(c) 水防体需u・これまでに述べてきた外水、内水の両対策はどちらかといえば水防

に対する土木技術的対策であるという色彩が強い。しかし，このことをも含めて水防



84 

ということをいかに組織し，よってもって平時ならびに洪水時に対処してゆくかがよ

り基本的な問題であるといえる。

ところがこの水防体制を今目的に組織するに当り，江戸時代以来の水防をめぐる環

境の変化を考慮する必要がある。その一つは水防をめぐる政治 ・行政上の変化であ

る。江戸時代のこの環境についていえば，その当時の政治上の必要から木曽川以東の

尾張部を治水上重視する政策がとられ，木曽川は名古屋藩の外濠的役割を果し（いわ
かこ づっみ

ゆる「お囲い堤」），そのため水災は美濃国側に非常に多かったという事実があり，さ

らにその美濃国側においても幕領 ・旗本領 ・名古屋藩領 ・大垣務領等々が非常に錯綜

して分布し，このことも美濃国側の統一的な治水体制を組みえなかった要因ともいわ

れる。しかし，他方，地元の組織と しては「輪中」という水防体制が自発的に形成さ

れ，その輪中内には！日務時代の所領を異にするものがあっても，いくつかの村をまと

めた水防共肉体て、ある輪中が一致団結して機能してきたことは高く評価されるべきで

ある。近代以降，幕藩体制！の代りに近代国家的な水防体制lがしかれることとなるが，

I級河川は国の管理， 2級河川のそれは県，といったようにその組織はしだいに地元

との直接的な関連を稀薄にしていった。官僚機構の悪い一面も これに関連しているよ

うに思われる。土木技術の機械化によって，一見立派にみえる堤防が構築されたこと

と相まって，近代的な水防組織が地元民の水防意識を薄くする要因となったことは否

めない。

輪中地域が都市化 ・工業化したことも地元の水防体制，水防意識に大きな変化をも

たらした。われわれの調査によって，市町村別の水防意識の強弱はその市町村の都市

化 ・工業化と密接に正比例していることが明らかとなった。事実，今日の段階では輪

中地域で年間，その居住地にて働く人の割合は非常に少なく，また岐阜 ・大垣両市な

どでは輪中地域以外から転住してきた人の割合も近年高くなっており，輪中地域の水

災の特性を熟知しないで転居してきた人も多い。かくてこのような状況下のため，水

防団を結成することも容易ではなく，その水防団そのものの水防意識にも問題があろ

う。

今日の行政機構にマッチしつつも，行政機構がもっ欠陥を是正しつつ，どのように

水防体制を確立し， 官民一致協力した水防組織を形成することが今日の輪中地域の水

防を万全にする基本的課題といえよう。卑近な一例をあげれば今回の9・12の堤防決

媛に当り，毎年建設省が実施している堤防の草刈りがおくれたので堤防の漏水や崩壊

の発見がおくれたと地元から非難される。その草刈りの遅延そのものにも問題があろ

うが，背ならばなぜ適期に草刈りを実施しないのかとそのおくれを許さないようにま

ず建設省に要請したのではなかろうか。
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この小論の終りに当り，地理学，特に農業地理学発展に多大の貢献をされた早稲田

大学教授竹内常行先生の古稀を記念して，この拙論を同先生に献呈させて頂くことを

銘記いたします。

【正誤表】

前号（「輪中に関するこ，三の考察(I）」）で誤り個所がありましたので，次の

ように訂正させていただきます。

行 誤 正

1 ｜昭和年一1 21 苦手 集

6 31 『岐阜 題『岐の阜次県に
（新谷一14 第4図 （図出所記述なし）1雪原図）を入れる

（愛知大学法経学部教授，経博）
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