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扇状地を形成する河川の治水特性と地域文化（ I ) 

黒部川を中心として一一
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1. 黒部川及び黒部川扇状地序

一言に河）｜！とL、うが，河川！というものはそれぞれに特性をもち， ーっとして

同ーのものはないのである。また一つの河川であっても，河川は各区間におい

てその性状を異にするものである。ごく大局にみると，河川は一般に勾配の大

きい上流部での浸食の部分，中 下流域の堆積の部分に分けられるが，この両

者とても河川のその部分にと どまる ことはなく，その地域の特性によ って直接

的な関係をも って具象化される。また，浸食－堆積の区間といっても， 上流・

中流・下流の各区間，各地域には， 河川ごとに特性があり，上流部だからといっ

て必ず浸食区間であり，中・下流域であるからといって必ず堆積域だとは限っ

ていない。上流部にも堆積域もあれば，中・下流域にも浸食や浸食・堆積の相

互作用の部分もある。河川とは，そ ういうものなのである。

ここで研究の対象に選んだ黒部川は，典型的な扇状地を造成した河川であり，

上流域の浸食の区間と中・ 下流域の堆積地域とが比較的はっきり区分できる河

川であり，河川流域である。上流部の水源域は，槍ヶ岳（3,180m），三俣蓮華

岳（2,841m），薬師岳 （2,926m），立山 （3,015m），鹿島槍ヶ岳 （2,890m), 

剣岳 （2,998m），鑓ヶ岳 （2,903m）， 白馬岳（2,933m），朝日岳 （2,418m) 

の山々のなす飛騨山脈の東部山地を縦走している。より正確には，黒部川は鷲

羽山 （2,924m），祖父岳（2,825m）の聞に源を発し，幹川の流路延長85km り

とし、 う短距離で日本海に流入するため，水源地から河口までの平均勾配は1/29

と河床勾配は極めて大きい河川である。黒部川をとりま く前記3,000m級の山

山は，地質的には古生代の堆積岩と火成岩類の花嵐岩や扮石が貫き，場所によっ

ては，これらを乗鞍火山帯の立山－乗鞍岳の噴出物が覆っており，山容は浸食

がはげしく ，深い峡谷と鋸歯状を形成している。加えて，流域の平均年降水量

をみると，富山県の主要 5河川の中では群を抜いて最大である。黒部川流域の

年降水量は3,560mmであり，常願寺JII流域は2,720mm，神通川流域はl,970 

mm，庄Jll流威は2,770mm，小矢部JII流域は2,530mmとなっている。ちなみ

にわが国の代表的河川である利根川流域では1,330mm （河川便覧 1986 日

本河川協会）である。この結果は，直接的に各河川の流量，比流量となってあ

らわれる。上記の諸河川について，流量及び比流量2）をみると，黒部川は，年

平均流量90.8m3/sに対して最大流量は4,945.60m3/s，渇水流量は24.0m3/s。

比流量は最大で741.49m3/s，年平均で13.50m3/sである。
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これに対して常願寺川｜は，年平均流量17.9m3/s，最大流量は1,332.30m3/s, 

渇水流量は1.5ml/s。比流量は最大で387.30m3/s，年平均で5.2m3/sである。

神通川は，年平均流量195.5m3/sに対して最大流量は3,896.0m3/s，渇水流

量は60.4m:i/s。比流量は最大で144.9m3/s，年平均で7.3m:i/sである。

庄川は，年平均流量73.9m3/sに対して最大流量は1,906.3m3/s，渇水流量は

10.4 m3/s，比流量は最大で170.2m3/s，年平均で6.6m3/sである。

小矢部川は，年平均流量54.8m3/sに対して最大流量は1,155.1m:l/s，渇水流

量は23.0m1/s。比流量は最大で203.0m3/s，年平均で9.6m3/sとなっている。

参考のために利根川をみると，利根川は，年平均流量222.2m3/s ~こ対して最

大流量は7,535.0m3/s，渇水流量は51.2m3/s。比流量は最大で60.5m3/s，年平

均で1.8m3/sである。

このように，黒部川の河況は富山県内の河川としても，またわが国の代表的

河川の利根川との対比においても自然立地的に極めて治めにくい河川であるこ

とを示している。しかしこの特徴ある河川立地が，我が国では他に例をみな

し、扇状地域を下流域に造成したのであり，黒部川の扇状地域は自然立地上はも

ちろんであるが，この扇状立地にかかわる人文，社会のすべては，黒部川が根

幹をなして今日に至っていると考えられるのである。それは，黒部川の特性に

順応することばかりではなく，人為的な思考による錯誤と成功及びその手法を

も含めてのことである。もちろん地域の文化は，河川のみによって造りあげら

れるものではない。また自然、の諸元によってのみ造成されるものでもないが，

ここではこの立地が富山湾を目前にした北陸の気象をふまえて，主に黒部川の

もつ諸特性が，この地域を，またこの地域の文化をつくりあげる基礎をなした

ものと考えてよいと思われるのである。そうすると，第 lに考えられることは，

黒部川と地域民との対応 ・対話であり，人文的には治水と利水がその中心をな

したものであると考えてよいことになる。ここで言う治水・利水は，今日的意

味での治水・利水のみを指すものではない。また，河川と地域文化を論ずる場

合に，初歩的には，あたかも河川が地域文化を形成し発展させてきたかのよう

な印象を与えるが，河川やこれをとりまく自然の諸相は，決して地域の文化を

形成も発展させもするものではないのである。宿命的にそれぞれの地域に生存

する人達によ って地域の文化は創造され，発展されてきたものである。しかし

他方において，地域民の思想・思考の形成に， 河川を含む地域の自然立地，諸

相が特別に作用し，影響を与えてきたことも看過することはできないことであ
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表 1 河川の］：＿要諸元

｜流域面11((l幹 111 I水源地 平均勾配 I I ｜基本高水流 計画高水定改修開封i1/i轄指定

i可川名 l ｜流路延長 川尚 ｜基準地点
.¥lk間l lkml 1TP.m 克轄I更問 I河口、本1型地 量｛ポ 5 量 5 年度年度

里部JllI 68:< I 
｜鷲羽目f

!OSい29 I愛本 I7.:!00 I 6.200 I s . l :! I s . 4S SS l 
2.92・1 rn 

常願寺川
l 北俣Ji;

368 S6 1 99 I 1 21 I瓶岩 ！ ~側 -1.600 ' s. l l s. 42 

同 II12.720 
1111.fo I 

120 1 296 I 1 74 ｜神通大橋｜ 9.700 7.700 I T. 7 s. 44 
1.626 rn 

烏帽7111
¥l. 16 I s. 41 11: Ill I 1.190 I l lS l 274 I l 71 I雄神 I 6.SOO 5.800 

大門山
小矢部川 ｜ 667 I 68 l 667 I 1 42 I沖沢 ！ 1.800 1.800 i s. 9 s. 42 

' 1.572 rn 

利恨川
1.830 rn ｜ ｜  
甲武信岳

信濃川 il l.900 367 I l 638 1 l 48 小千谷 13.500 11.C削 ¥!. 2 I S. 40 
・ 2As3 rn I : 

出所

•• 

「宮1.L1の直轄河川」建設行北陸地方建設川より

I j ~ I ；~，，~ 

i主）「市

11計！

－－－”’1 ----__ .... -
，ー－

戸戸ーー

I 佃

図1 河川縦断勾配の比較

ルI/I【

I/IQ曲

霞．
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出典：「とやまの河川と海蝉」富山県河川線

図2 同山の平均年降水足分布

る。「地域は人をつくり，人はまた地峡及ひ、地域社会をつくり発展させてきた」

のであり，このことは，今後も次元を発展させて繰り返されるのである。

黒部川の中－下流域の自然立地は，黒部川の介在なくしては創造されなかっ

た地域で、あり，その特徴は黒部川の諸相のもたらしたものである。 富山県は富

山湾の海流的影響も受けて，図2にみられるように小矢部川，庄川，神通川，

常願寺川，白岩川，上市川，早月川，片貝川，黒部川がそれぞれの自流域に特

徴ある独立した扇状地地域を造成しているが，扇状地の規模としては， 黒部川

流域が最大3）でもあり，典型的な扇状地形を形成している。黒部川の扇状地は，

地域も広かったこともあって，流域の造成時には河道の変遷のはげしい河川で

あったし，現河道が形成されるようになった後も黒部川四十八ヶ瀬の名の示す

ように，河流変遷の激しい河川であった。扇頂部に当る愛本の狭窄の標高は

120 mであり，ここから河口までの河川延長は13.3kmである。 従って，この
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表 2 降水量とillJ川流量

流I境面積
｜流量観測所名河川名 ｜ 流域平均年降水批（皿）年総流泣い lO"rrl s l I 渇水流量（nf s) 

(knil 

持］官官！｜｜ ｜ 682 3.560・・・・・・・・・・・ 1.660薗 ｜宇 奈 月

常願寺川｜ 制 12.720- I I依 ー桓

制 III 2.加 l!.970-
5.970・聞・ 日目E・・ ！神通大橋

い II 1.190 I 2.770 - 1.730副 IJ.、r~ 

小矢部川 ｜ 66712.530- 側目 11羊 j尺

．
 

7.720・・・・｜乃2・・・－ 1架 橋

｛市川 I11蜘 12.060- 15,820 小千谷

出所 流最年表 （昭和61年） 1:1-'f>:inf川協会 ・inf川便覧 (1986）日本河川協会

区間の平均勾配は1/110である。 参考のために，富山県の主要河川及び我が国

の代表的河川である利根川，信濃川の諸元をみると表 1.図 1に示した通りで

ある。 この表及び図から，黒部川は，流域面積は小さいが，水源地の標高は最

高であり，河川全体としても，下流部の勾配でも，比較にならない程大きいこ

とを知ることができる。さきに，年最大及び平均の比流量をみたが，ここで渇

水比流量をみると，

(m'/s) (・JOO km') m"/s/100 km2 

黒部川 2.7 / 6.82 0.396 

常願寺川 1.7 / 3.68 0.462 

神通川 67.8 / 27.20 2.492 

庄 ）｜｜ 7.8 / l 1.90 0.655 

小矢部川｜ 6.6 / 6.67 0.990 

（「富山の直轄河川」建設省北陸地方建設局より算出）
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ニ〉司周ホn

回採土i也

医亙流氷客土施行jt!J主

0 5km 

富山県東部諸扇状地の用水網と流水客土施行地域 (1968)

（実地調査によ P深井三郎作成〉

図3 富山県東部の扇状地群

j主）「日本地誌JO」日本地誌研究所より
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であり，同資料によると利根川は（792 m3/s/168.40・100km2)0.740m3/s/ 

100 km2，信濃川は （205.2m:1/s/119.00・100km2) 1.724m3/s/ 100km2であ

る。黒部川の流況がし、かに不安定であったかを知ることができる。このような

流況の不安定さは，黒部川流域の降水の状況と流域立地の特性がもたらしたも

のであるが，この結果は黒部川及びその流域を治めにくい河川であり ，従って，

利用しにくい河川，開発－利用の困難な河川及びその流域として位置づけられ

ることになった。また黒部川の河川事業の遅れたことは，明治以降における行

政区域の展開にも関係あるものと思われる。表 lにみられるように，庄川はす

でに明治16年に河川改修に着手されているのに対し，神通川は大正 7年，小矢

部川は昭和 9年，常願寺J11は昭和11年，黒部川は富山県の主要 5河川のうち最

も遅れて， 昭和12年にようやく河川改修に着手されているのである。ちなみに

庄川の河川改修に着手された明治16年は，石川県から富山県が分離 ・独立した

年である。石川県時代といっても，黒部川地域の旧富山県 （廃藩置県によ って

富山藩が富山県になった一一明治 4年 7月一一後，和｜｜県となり，その後明治

5年 9月に射水郡を編入して，石川県に合併したのが明治 9年 4月である）の

地域は，新川県を経て明治 9年 4月石川県に合併し，明治16年 5月に，明治 9

年 4月に石川県に合併した新川県（越中国，新川郡・婦負郡 ・嘱波郡 ・射水郡

の4郡）が石川県より分離し，富山県と して独立したので，この間の 7年間で

あった。明治10年代の 7年聞は政治・行政を中心として，わが国では社会全般

にわたって近代国家成立揺藍の極めて重要な時期であった。しかし黒部川の

改修開始の年度が，庄川｜に比べて54年後， 神通川に比べて39年後ということは，

流域の土地利用の地域的特性はあったにしても黒部川の改修にかかわる立地

的，行政的困難性がし、かに大きかったことを窺わせるものである。

もちろん，改修開始の計画が遅かったからといっても，黒部川の治水や，地

域の利用が全くなされていなかったわけではない。すでに天保13年には加賀前

回藩の藩営によって十二貫野用水は完成し，｜日草高4,980石の内訳田196町2反

歩，畑521町 7反歩の開発がなされていたし同じく藩営の旧草高1,895石 （260

町5反歩）の宮野開も天保12年までに完成していたし，舟見町雲雀野聞は黒部

川の愛本地先で直接右岸から用水を取水して寛政 8年から天保9年までに水田

383町歩が造成されている。これらの用水，開墾の他にもこれに先だって，あ

るいは前後して黒部川の関連地域では次に示すような用水の開発 ・開墾りが行

なわれている。
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臣国！日期間丹扇状地

匡ヨ折期間折扇状地

亡コ現扇状地面

CJ1~澗制旧河原
巴ヨ砂 州

0 後背，i:l!ll!l

区司等高線片
倣:Cfの単位1：メートル）／二

（黒部川扇状地における水の循環／東京教育大学・ 1978.8)

図4 黙部川の扇状地形と河道変遷

「新川郡富山藩一一一富山県「4.7.14 4.11.20 う9.2う
｜ ト一一新川県一一新川県

越中国一斗ー婦負郡・砺波郡一一一一一一一」

」射水郡

能登国 2.6.11 
4.11.20 

七尾県 （七尾県廃止）

16.59 
富山県

加賀国石川郡・ 金沢（加賀）藩ーL 金沢県

加賀園江沼郡 ・大聖寺藩一一ー一 大聖寺県
金沢主1竺叩~:o-fr叫石；f五~~i~I為

図5 越中国変巡図

注）「郷j資料辞典j富山県より一部修正

石川県より七郡
楠井県に移管
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下山用水

高原野開墾

文亀年間（1501～1503年）

寛永17年（1610年）

大海寺野移住開墾 明暦 2年（1656年）

板尾用水 明！符年間（165.'i～1658年）

入善用水 貞享 4年 （1687年）

飯野用水 安永年間（1772～1780年）

舟見野用水 寛延年間（1748～1751年）

合用水 文政年間（1818～1829年）

棚山用水 （潟池） 天保 8年～弘化元年（1837～1844年）

出典 「明治以前大日本土木史」，「旧藩時代の耕地拡張に関する調査」より

なお，新田開発の進行状況をみると，加賀 ・能登 ・越中の 3ヵ国では，天保

3年（ 1832）の調べでは，加賀国10,474石，能登国15.168石， 越中国68,301石

と越中国が群を放いて大面積の開発を行っているばかりでなく，越中国の中で

表 3 加n・能登・越中 3凶の新回開発の進行

()(1¥ 3年新Hlr旬）

国 t, 初日 名 石 f.主可,. 

加賀 I五I I j可Jヒ君j) 3.888 -fr 

石川郡 3.833 

能美郡 2.753 

10.47.J 

能号 jlij ;j;J I喰郡 5.800 

鹿 i:占郡 476 

鳳 ii郡 5.406 

珠洲郡 3.486 

15.168 

送中 I•! 日高 j皮郡 18.751 

与I;j(郡 16.628 

婦 t'！郡 6.748 

新 川郡 26.174 

68.301 

資料 「越 'iif-•I同郡高H帳（加越能文庫）」 「富 111~,l-~ ・

jtlj史編」より作成
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も新川郡の開発面積が38%余を占めている。

これらのことから，新川郡では江戸時代に積極的な開発が行われたことを知

ることができるのであるが，黒部川及びその支流に水源を得て開発された新田

は， l, 2の例外を除いては，黒部川及び黒部川によ って造成された扇状地が

不安定であり，土層の薄いしかも急傾斜の地域であったため，江戸期の中・末

期の開発が多かった。従って，黒部川によ って造成された扇状地域の利用と，

そこでの文化形成は，前時代に根ざしつつも積極的，全体的には黒部川の河道

の安定をふまえての治水に負うことになるのである。換言すれば，この地域の

一切は本来的には黒部illによ って形成され展開されてきたものと考えてよいの

である。 近時，計算技術が高度化したことによって，自然力を軽視し人力中

心の思想が一般化しているが，自然、をふまえての思考がこれに先行して行われ

なければならないものと思われる。長い歴史の中で、培われた文化とは，そうい

うものなのである。

2. 黒部川の河道の定着と扇状地

黒部川は，古くして新しい川である。われわれは，常日頃，山や川をみる と，

それらは千古不変にそこに存在していたような錯覚にとらわれるが，そして山

や川を含めた自然、には，われわれをしてそのように思わしむる一種の魔力のよ

うなものがあるが，わが国の多く の川，というよりは，すべての川と言った方

がより適切であるが，そこには人為が加えられ，人間によって造りあげられた

ものなのである。人為のなされかたは，それぞれの河川によって異なるし，時

代にも相異がある。黒部川が，現在のような河相を整えはじめたのは，幕末か

ら明治以降になってであり，とくに下流部の扇状地に入ってからの流路の位置

が固定 －維持されるようになったのは，明治20年以降のことである。そして，

この河状の維持事業や，上流域における流域の保全，治水－ 利水のための事業

は現在でも継続されていることは周知のとおりである。

黒部川の全流域をみると，扇状地の流頭より上流域の山間部の流域には，地

理学上の域界としては，周りを2,000～3,000m の標高をもっ高岳が囲緯して

おり，この流域界は古来からそれ程変動はなかったものと思われる。黒部川は，

この流域が水源であって， 下流部の扇状地域には全くとし、ってよい程水源域を

持たない川である。従って下流域には支川の流入も無いところから，この扇状

地域は河政黒部川の流域からは除外されているのである。黒部川は，愛本の狭
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窄部において全く 2分され，上流域の集水域と下流域の配水域に区分されるの

である。これは，黒部川の一大特徴である。わが国を代表する利根川や信濃川

をはじめ中小の河川は，河口部に至るまで多くの支川の流入・合流がみられる

が，従って，河川の下流部に至るまで集水区域を持っているのが普通であるが，

黒部川は河口から13.3km ，黒部Jll幹線全流路延長85kmの1/6.4に当る下流部

においては，全く集水域を持たない河川なので、ある。つまり，河川としての水

の生産は愛本狭窄部の上流域のみであり ，下流域は分散域＝消費域なのである。

水の生産域には，表4，図 6に示すように，数多くの渓流が本川に流入して

し、る。先にみたように，これらの渓流域はとくに傾斜が大きいことから河川勾

配も大きいため，いずれの河川渓流でも，全域にわたって，程度に相異はあっ

ても，それぞれの水源流は「水」の生産であるばかりではなく，「土砂 －石」

の生産源でもあった。そしてこれには気象の内，と くに降雨の条件にも大きな

影響を受けていた。黒部の山岳地の年平均降水量は5,000mmを越えており，

剣沢のごときは年平均で8,000mm  5lにも達する降水量である。これらの降水

量の内，約40%は降雪である。高山であり気温が低いことから，雪は山腹に貯

積され，春から夏にかけて，これらの積雪は融解し，深い黒部川の本 ・支川に

落下 流下するため，黒部川の水温は低く，また，この地域は急傾斜の山岳地

であり，流域を構成する地質の大部分は，表 5に示すような風化作用をうけて

崩壊し易い，しかも保水力の小さい花嵐岩扮によって構成されているため，山

腹をけずり，山腹の地表を崩壊し多量の土砂・石を流送する。黒部川の洪水

流による土砂・石の流送量は，わが国の他の河川では見ることのできない程大

きい。このことが，愛本の狭窄部から下流域に一大扇状地を造成する主因をな

したので、あり，下流全域にわたって乱流をくり広げてきた主因である。

愛本より下流部の黒部川は，明治初期までは「L、ろは川」あるいは「黒部四

十八ヶ瀬」と呼ばれ，河道の定まらない不安定な乱流河川であり，乱流河川の

流下する地域であった。松尾芭蕉が「奥の細道」の紀行で曽良を従えて，この

地を通ったのは元禄 2年（1689) 8月27日（旧暦 7月13日）であった。「奥の

細道」には，「黒部四十八ヶ瀬とかや数しらぬ川をわたりて那古という浦に出

づ・・ 0・0・」と記されている。図 4や後から示す図 8等で明らかなように，幕末か

ら明治初期までの黒部川下流域扇面の乱流は，現状からは想像を絶するものが

あった。また，黒部川には愛本の例橋を除いては橋はなく，左－右岸の交通が

極めて不便であったことも，扇面の乱流による荒廃と合せて， 黒部川の下流域
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表 4 流域現況表

黒部川 地Iま面積 流路延長 流路標高畑 流高路低標差高 流路平均 流域形状
｜：下流 支配的地質 支配的れl('t

支流名 (kn!) (km) (m) (m) i可＇＊勾配 係 数

L流
黒部川全体 682.0 85.0 2.810 2.810 l,/30 0.09 花両'f,-類 広葉樹

ド流 。
2目3乙 谷

750 
1/12 

花筒岩，
10.l 7.1 580 0.20 今

170 片麻岩

弥太蔵谷 182 7.2 
1.200 

200 
1.000 l/ 7 0.35 雲母J＇，－岩 〆ノ

宇奈月谷 5.1 5.4 
1.450 

1.250 1/ 4 0.17 ぞシ ’， 
200 

尾 沼 谷 6.7 4.9 
1.650 

1.420 1/ 4 0.28 イシ , ノ

230 

嘉々堂谷 8.3 7.0 
1.650 

1.400 l/ 5 0.59 , 〆 ’， 
250 

森石谷 5.2 3.9 
1.150 

900 1/ 4 0.34 黒雲母花街岩 ’， 
250 

黒 薙川 117.6 24.3 
1.350 

1.100 Iノ22 0.20 イシ ,, 
250 

サンナピキ谷 9.9 5.6 
1.700 

1.400 l/ 4 0.31 主主母n－岩 ’， 
300 

2,450 針成葉葉樹と
狛又谷 13.1 8.4 2.100 1/ 4 0.19 黒雲母1E尚岩 広樹の

350 混

似 合谷 2.7 2.6 
1.500 

400 
1.100 v z I 0.19 閃雲花尚岩 広葉樹

1.640 
不 帰谷 6.5 4.1 1.200 1/ 3 0.39 イシ ’， 

400 

ウ ド 谷
1,880 

1/ 3 0.30 
斑状

4.8 4.0 1.430 ’， 
450 閃雲1E尚岩

小黒部谷 32.9 9.8 
l,900 

1,380 1/ 7 0.34 イシ ’， 
520 
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:.t.＇部 Ill｜地域面積Ii定路延長li走路標品 1流路h低標差高 流路、V・均 流域形状 ｜ 

I J. F流端 高 1支配的地11I支配的納牛
ぷ流名 I(knl) ! (km) (ml I (m) ii>)床勾配 係数

組 t手 Z~ if S7.3 I 13.9 ！上流？.650! 2.100 1 ' 7 0.30 早雲 I~花尚計 Jム葉樹
祖 父 ZtI I I ド流 550 I 

;t；合 Zt 1.4 I l.4 I 
630 

900 1/ 2 0.71 ’， 
針！ム葉樹と

I 葉樹の
j民成

餓鬼谷｜ 8..1 
2.370 I _30 
740 I Lo 

L 5 0.22 閃主化前iiiI ，ム葉樹

｜如J·，＂~原谷 i 1.3 
1.600 

870 
830 

1/ 1 0.59 ’， イシ

1111人谷！ 3.9 
2.oso I 

850 
Iノ 3 I 

斑状 f

0.26 閃＇.£花嗣 'Ii'
’， 

雲 切符 1 2.0 I 
830 I 

1.070 1 / 2 0.47 I閃雲花倍，j{'} I ク

22-0 I 
東 8~0 1400 1/ 6 0.32 イシ ’， 

創 1/ 6 
砕jJI主北斑 状 i

8.7 l.560 股含む ’， 
940 0.29 I肉雲花筒れ ｜

2.450 間 ！ 黒雲I~花肘 ｜棒小谷沢 20.8 7.8 I 1.500 1/ 5 ’， 
950 

型部別山谷 2.8 
2.010 I 

1.050 
1/ 2 0.86 ’， ｜草 地

新越 ir~ 3.9 I 1.220 1/ 3 0.37 I 
｜針葉樹と

’， 広葉樹の
t.130 I ilt I!長

z.ioo I 
内磁／助谷

1.200 
900 I/ 4 0.57 閃緑れ 広 葉 樹

御前谷 3.0 
2.250 

1.300 
950 1/ 3 0.49 ぞン ’， 

赤 j尺 2.1 
2.090 

840 1/ 3 0.34 I ’， 〆ノ

l.250 
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！笠宮店Jll 地域面l積 流路延長 流路標端高 流路標高 流路平均l流域形状
上下流 高低差 支配的地質 支配的植生

支流名 (knl) (km) (m) (m) i可床勾配i係 数

一l流
タンボ沢 3.5 2.7 2.060 710 v 4 I 0.48 閃緑お 広葉樹卜流

1.350 

1.900 針広葉葉樹樹のとよスパリ沢 2.7 2.2 700 0.56 黒主母花尚岩
1,200 混成

御山谷 7.4 5.5 
2.200 

880 0.24 かん林'/ ’ 

1.320 

小スパリ谷 2.5 2.3 
2.350 

1.030 0.47 混針広葉葉成樹樹のと4ン

1320 

中ノ谷 5.2 4.5 
2.270 

920 1/ 5 I 0.26 イシ ぞシ

1,350 

又クイ谷 7.6 4.2 
2,300 

930 v 5 I 0.43 メノ 。
1,370 

針ノ木谷 15.5 7.4 
2.300 

920 1/ 8 0.28 4ち〉 φ 

1.380 

東 j尺谷 29.3 9.4 
2.350 

890 1/11 0.33 ’， 今

1.460 

金 作谷 2.8 2.1 
2,600 

1,660 
940 1/ 2 I 0.63 手取j荷群 針葉樹

fi苔小谷 12.0 5.4 
2,550 

820 i/ 7 I 0.41 閃緑岩 イシ

1.730 

薬 師沢 13.1 5.3 
2,250 

340 1/16 0.47 ノ／ ぞシ

1.910 

祖父沢 8.1 2.5 
2,550 

360 1/17 1.29 黒雲母花尚岩 。
2.190 

iJ) 流路及び標高はs= 1ノ5.000地形I;<！による

出所） 「黒部川のあゆみ」建設省北陸地方建設局より

表4，図6は建設省北陸地方建設局発Filの 「黒部川のあゆみjより引用したものであるが，

支流名に相異がある。務々守；t谷 （喜々 堂谷）．似合谷 （以合谷），又クイ谷（ヌクイ谷）等。

( ) I人j は ~16 0 
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667.0』 . （山勉＇＂＇活福 欄｝

()J.O) 

（目D) I 68Z.0'-' （金流績面積）

黒 部川

図6 流域及びinf川現況

i主）「製部川のあゆみ」建設省北隣地方建E没局より

注 （ ）内II字Ii水源地

ょ。向勝鍬＂＇ ・｛ゐ｝



表6

日議 扇状地を形成する1")111の治水特件と地域文化(J)

表 5 山地地形の傾斜割合と流域の地質制合

( 1l 山地地形の傾斜割合

30°未満 33% 

30～40。 43% 

40～60 24%  

(2) 流域の地質構成比

イヒ商岩類 （火成む） 72% 

その他の火成岩 21 % 

変成岩 4%  

5ft積 'tt 3% 

ij) 令流Jまで崩壊1荷所は7.000前所30knHこ達L.

崩I災地面積率 UJIH表面積 ／流域面積× 100）は

4.5%と極めて高し＇ o （建設省＇.IA部止事事務所）

黒部川関係面m表

流域の全面積 682 kn! (100.0%) 全流域l前積の 85.0%

JIJ地流波面積 662 ( 97.1 ) 

、F地流域面積 5 ( 0.8 ) 

水路 面積 15 ( 2.1 ) 

扇状地面干i'i 120 令流域面積の 15.0%

扇状地放射角度 60° 

注） 黒部川の下流扇状地域は乱流時代には，•g部川の流域に含まれていたが，流路が定

着してからは黒部川の流域から除外された。男、部川ではその流域riff積は集水1l1i積

と河川敷のみて‘ある。扇状地は人工的な黒部川の配水域であり 120 knlの中88.67

knl cm部川M状地研究）はi甚ill{TI面積であるc i甚統帥i.Jl"i以外は建設省黒部川山 il~所

の調1t資料によるο

の開発，ひいては黒部川の改良のおくれる要因をなしたものと思われる。

1 7 

黒部川は，上流の山岳渓谷河川が愛本地点において極度に狭窄され，しかも

愛本地点の直上流には遊水地の地形が造成されているために，愛本から下流の

扇状地の造成と下流河川の乱流を一層特徴あるものに創造した。

黒部川の愛本からの上流域界は，ほとんど不動の自然界域であるのに対し，

下流の扇状地域は自然に抗し， 自然を馴化 しながら人聞が造りあげた地域なの

である。

このように，黒部川の流域の地域相は，愛本地点によって二分されている。
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現在は，黒部川の下流扇状地は黒部川の流域面積からは除外されており，この

下流地域における河政上の黒部川の流域は，ほとんど河川敷のみであるが，黒

部川の乱流時代にはもちろんこの扇状地の大部分は黒部川の乱流河川敷，或い

は下流域であった。黒部川の流路，河川敷が固定してからは，黒部川によって

造られたこの120km2に及ぶ扇状地は，人工的な黒部川の水による配水地域と

なり，黒部川の流域面積からは除外されたのである。しかし地域相としては，

この扇状地は，これまでもみてきた様に，長年月にわたる黒部川の流送土・砂－

石によって自然造成された地境で、あり，黒部川と切り離して考えることは出来

ない地域である。ここで，更に重要なことは，この黒部川下流の黒部扇状地は，

扇状地のほぼ全域が黒部川の河川敷であった，そして現在でもその延長にある

としの地政的認識である。このように，黒部川の流域は，愛本地点で二分され，

その上流部は「水」及び 「土・砂・石」の生産地域，下流部はその消費或いは

利用域と言った方がよいかもしれない地域に分別されているのである。この下

流の消費あるいは利用地域こそは，近代社会における物流の生産地域であり，

地域文化の発する「場」であるが，この地域は，上流のもつ自然的諸元を断つ

ては，その成立もなかったしこれを発展－持続させることのできない立地条

件下におかれているのである。黒部の扇状地に形成されたこの社会においては，

上流域の自然的諸条件との兼ね合いにおけるその保全及び下流部における河川

の維持が最重要課題であることは，このためである。その故に，ここで重要な

位置を占めることになるのは，黒部川にかかわる諸策となる。とりわけ，水源

域を含む治水と利水，土・砂・石を含む水源の保全のための施策，その考え方

と技術・手法は，扇状地域の土地利用に直接的に作用するから，地域文化の興

亡を決する程の重要な問題をもつことになる。

治水とい うも，利水というも，その終極においては，所詮は地域文化に帰す

る以外の何ものでもないからである。

黒部川及びその流域圏の平面形及び種目別流域面積を示したのが，図 7及び

表 6である。図 7からは，前にも述べたように，愛本地点で極めて明確に，特

徴ある形で地域が区分されていることを，また表 6からは，流域面積の97%以

上を占める662km2が急傾斜地の山地であり，平地はわずかに0.8%，他は河川

敷であることを知ることができる。平地の0.8%, 5 km2のほとんどは，愛本地

点直上流に展開する河川沿いの平地で，この地積は，洪水時の遊水池的機能を

はたす地域である。また，下流扇状地部の面積120km2に対して，上流山岳部
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の面積は682km2で，水源域の面積は5.7倍弱であり，その比が小さいことと合

せて，すでに表 5でみたような地形 ・地質構造（上流山地）のため，上流山地

では崩壊・浸食性が特に大きく，保水性も少なく，降水量及びその配置と合せ

て，黒部川の流況の悪いことを知ることができる。

黒部川及び下流扇状地を，このような視点に立ってみてゆくことにする。

(I) 黒部川の乱流路と河道の定着

一般に，扇状地を形成する河川は，渇水時の水量においても，平水時・洪水

時の水量においても，その扇頂部が最大の流量を保持することになる。扇頂部

以下の扇面における水量は，河川が乱流したり，固定されている場合でも河川

が天井川化して扇面に浸透流出するからである。また，上流威から扇頂部まで

は，主流をなす本川筋に各支流河川は合流され， 扇頂部において統合されー河

川となる故である。しかも上流河川は，山岳部の渓流河川であり，岩山であり

流水が他域に流出することは殆どない。

扇面における河川の形状は， 主に洪水時の扇頂及び扇面の流勢，流量とそれ

らの地勢と地形によって決定づけられる。従って，扇頂部より下流の扇面部の

河川の形状は， L、ずれの扇状地においても同じ形態となることはない。

黒部川の扇状地における河川の形状は，先に「奥の細道」の紀行文から引用

したように，黒部四十八ヶ瀬であり，いろは川であり，数知らぬ程の川となっ

てこの扇面を乱流していた。つまり黒部川扇状地においては，扇頂下流におし、

て分流・合流をくり返しこの地域を乱流していたことを想起させる。元禄年

間よりほぼ百年を経過した天明 5年（1785）の黒部川扇状地の絵図がある。図

8 vこ示す。この絵図でも，このことは明示されている。

黒部川の主要河道は，天文 4年（1535）までは愛本から舟見段丘崖下筋を流

下していたと言われている。天文 4年に大洪水があり，その以降河道は移り変

り，延宝 8年（1679) 7月震雨続きの出水と， 8月の大暴風雨，大雨，大洪水，

貞享2年（1685）の洪水で，河心が西に移り，現在の河道筋の方に移動したと

考えられている。しかし河道筋が変動したといっても一河川筋に固定された

わけで、はなく，中・小の洪水時においても黒部川は乱流をきわめたものと思わ

れる。ちなみに天明 5年の絵図の作成された年には洪水はなく，天明2年に黒

部川では洪水があり，小摺戸，若栗新の聞が破られている。図 8は，黒部川の

本流筋が舟見段丘崖下を流下していたものが， 徐今に流心を西方に移しつつあ
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〈三日市裏ニ雄氏所蔵絵図より作成〉

図8 ( 1) 天l財5年 (1785＂＇ご）の絵図 （黒部川） 図8 ( 2) 天明 5年黒部川筋絵｜喝
i主） 「黒郎川のあゆみ」建設省北陵地方建設局より iiJ「入善町！と・通史編」入持町史編さん室より

'ill＠＇~γ2 は「Jll 除」箇所

る時期の絵図であり，元禄時代 （1688～1703）にもそうであったが，幕末にお

いてもこの絵図にみられる状態が続いていたことを示していることから，この

絵図等から黒部川は中世から近世末にわたって，長い年月の間この扇状地にお

いて乱流をくり広げていたことを知ることが出来る。このことは，宿場や往来，

集落・耕地区分けを中心とした幕末の絵図からも読みとることができる。これ

らの絵図を示すと，図 9( 1），図 9(2），図10にみられるとおりであり，いず
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書官川邸鎗国 賓a一文化.代（1790-1817)

図9 ( 1 ) 新川郡絵図党政～文化年代 0790～1817)
注）「し、ろは川黒部11!1十八ケ瀬50｛「のあゆみ」建設省；芸部工事事務所より
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図 9 ( 2) 新川郡都l分見取絵図

~ 

f量
1・ -,: 
~ iii 

注）「し、ろは川県部il4I八ヶ瀬50年のあゆみ」建設？？

黒部」；事事務所より

注 ：：：：.ーは享和3年の川筋。
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（富山県立図書館所蔵「上・下新川部一町五厘略
絵図」 より作成〉

図10 Jd~＇. 10'>1' 8 JU-.・ F新川郡町五厘略

絵 ｜文｜と i叩I3 '>Fの川筋

ill「人待問l史・通史制j入li・聞J~と編さん室より

れの絵図からも，黒部川扇状地には幾筋もの乱流河川が複走していたことを示

している。すでに図 5で示したように，明治 4年の廃藩置県以前の富山県は，

加賀藩，富山藩，大聖寺藩の 3藩によ って統治されていた地域で－あり，新川郡

も同様であった。入善町史によると，入善町の村々は，寛永16年（1639）から

万治 3年（1660）にかけては，加賀藩領，富山藩領，大聖寺藩領の 3再審に分け

られており，あとで詳しく述べるが，近世に入って各藩は積極的に新田開発，

用水の開削に力を入れている。新田の開発は直接的に黒部川の河水，河道の定

着に重要な関係をもつことから，乱流河川というよりは，むしろ地域内河川と

しての河川の保全に，村人達も藩も力を注ぐことになった。図 8には，中ノ口

村から浦山新村にかけて，小摺戸村，若栗新村，下飯野新村，下飯野村，福島
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早月川以東・・第一大IR 明治9年（1876) 

図刊行政IX:-,i;1ハ：＜I
iil「し、ろは川’，1,¥;';I＼川｜八ヶi斬5011'のあゆみ｜住l没i行！！日目 1・）1：・Ji務所より
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村の東部河川側及び西部筋の内山村，下立村，若栗村，萩生村，上飯野村，吉

田村，大島村にかけて，幾筋にも分かれて流れている乱流河川に川除 （かわよ

け，かわけ）の治水工事が行われている。新田開発による地域の土地利用展開

は急速に進み，治水にはさらに力を注がれるようになった。この結果，図10に

みられるように，享和3年 （1803）には大きな川筋は 2流となり，この 2筋の

河川は33年後の天保10年（1839）の図では河川域を縮小し，享和 3年の図に上

飯野 板屋 ・臼森－笹原新など15ヵ村が川中島の中に位置していたのである

が，天保10年の「上－下新川郡一町五厘略絵図jでは川中島内には上飯野村な

ど9ヵ村のみとなり，板屋・高堂新 －臼森・笹原新・蛇沢新 ・高畑新の6ヵ村

は右川黒部JI！の右岸に位置するようになっている。この後も天保12年 （1841) 

には，領内洪水，田畑流出。嘉永 4年（1851）には長雨洪水， 飯野村開墾地十

中八九流失。安政 6年（1859）には50年来の洪水。 明治 4年 （1871）には下立

村堤防103間決壊し田畑33町流失。明治 8年 （1875）には飯沢村堤防150間決壊

し水回数万町歩に浸水等の水害が記録（付表 1）されているが，図11に示すよ

うに，明治9年（1876）の行政区割図によれば，黒部川は前記図10に示した略

絵図と同じく， 上飯野において 2筋に分かれ，川中島の村々も天保10年から明

治9年までの聞は，藩も民もこの河道維持のために全力を注いだことを知るこ

とができる。

(2) 黒部川扇状地の形成と特色

a) 黒部川扇状地の形成と地形

黒部川扇状地は，東西，南北ともほぼ13kmに及ぶ，扇頂角60°の典型的な

形の扇状地域であるが，なおよ く地形及び扇状地成因としての地質をみると，

この扇状地は，全域が一元的に現在の扇頂部をなす愛本を中心として形成され

たものではないことがわかる。流域の東部に，愛本から北方に連なる墓ノ木，

下日，下村の地を結ぶ段状に延びる崖線（この地方では「はば」と呼んでいる）

以東の高位部に段丘面扇状地として連なる舟見野の旧扇状地があり， 黒部川の

左岸にも，黒西複合扇状地が，山麓崖を刻んだ小谷によって形成された旧扇状

地として存在するからである。黒部扇状地の全域は，このよ うに成因を異にす

る新旧の扇状地の複合的扇状地として形成されたものであり，崖上に展開する

舟見野扇状地は愛本を扇頂として形成されたものではなく，より上流部の高位

置を扇頂として造られた古い扇状地である。
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盟国l日期間丹扇状地

匡ヨ新期間析扇状j~

cコ現扇状地面

EJ1ll河原則｜日河原

巴ヨ砂 州

巴ヨ後背，il'lll!!

区司等高線
（敏'.f'の単位はメートル）

図12 地形分知閃（ユに，1969)

iU「黒部川のあゆみ」建設省北陣地M主：没局より

黒部川扇状地の形成と発達については，多くの地理学の研究者によって，多

面的に研究が行われており，その内容も複雑多岐にわたっている。例えば，扇

状地形成の中心をなした黒部川の旧河道筋についても，現黒部川筋の右岸側扇

状地に 4条程度を想定している研究者もあれば， 10条あるいはそれ以上の川筋

を設定している研究者もあり，一様ではない。扇状地の形成・発達の過程は，

今日における扇状地の利用，扇状地に芽ばえた諸文化等をみていく上で重要な

ことであるが，ここでは，これらの詳細についてそれぞれの研究を紹介し検討

する程の余裕はないので，黒部川が黒部扇状地造成にはすこした構造についての

論述にとどめておく。「黒部川扇状地研究」一古今書院1986年発行 で吉島敬

重は，黒部川扇状地の形成について，洪水時に急勾配で流れる黒部川が峡谷を

浸食し，愛本から下流の平地に運び出し，これらの土 ・石流が川床に砂磯を堆
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正コ Zt33臼 a臼 s S6~7~ e~ 9口

l現河床 2旧河床 3砂 4砂・ 1尼 5 ；，尼 6低位礁層 7高位喫層

8呉羽山喋層 9基盤岩丸印 1-llポーリ ング位置 水深単位 ：m

図13 衣層地質｜主｜（藤;JJ:,1965) 

註一）「黒部川のあゆみ」建設行北降地方建設局より

積し， 川床を高めると流路を替え低いところに砂礁を散布 しながら堆積する。

黒部川扇状地はこのよ うに して形成された旨を紹介している。この説明では，

黒部川扇状地形成の説明としては不充分であるが，上流山地の岩塊や砂礁を黒

部川が浸食し，黒部川の現扇状地て、は，これを愛本より下流に流送しその基

盤地形と黒部川の流向と流勢によって全体的に，また部分的に堆積をくり返し，

黒部川扇状地は形成されたものであろう。式正英が作成した地形分類図をみる

と，図12のようであり，現黒部川の右岸に5条の，左岸に 3条の旧河道跡が示
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1.高位段丘面，2.中位段丘面， 3.低位段丘l!ii.4.第三系，

5. 旧河道， 6.砂丘， 7後背湿地， 8.崩塩聖地形， 9.線判事進

図14 j荒部川扇状地 （竹村利夫， 1985)
1巨）「黒部川凶状地司「允」黒部川扇状地地域社会研究所よ I)

されている。これは一部に若干の相異はあるが，藤井昭二が細部調査して作成

した表層地質（図13）とほとんど一致している。しかしより詳細に低水路跡

をたどってみると竹村利夫が作成した図14のように，この扇状地域には実に数

多くの大小の低水路跡が存在している。 黒部川扇状地の扇面は，1/80～1/120

の急勾配を保って北西方向に傾斜している。愛本から下流の黒部川の流路は，

前にも述べたよ うに江戸時代とし、う極めて短い年月の聞に図12，図13にみられ

るような主流の河筋の変動と，これと同時に起生した図14にみられるような砂

丘と，図15に示す無数といってよい程の大・小の低水路とによって造成された

扇状地である。もちろん，これらの図から読みとれるように，そして前にも述
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図15 黒部川扇状地の低水路跡（大｜付俊二による）
注）「黒部川h1,i状地研究j;':J:!;ffl¥川扇状地地域社会研究所より

べたように，右岸高台の舟見野の扇状地や，左岸山間より流出する小谷によっ

て造成された小房状地 （前沢野扇状地）は，これに先だって造成された旧扇状

地である。

扇状地は一般的にそ うであるが，河川上流部の地質 地形的要因， 気象的要

因と扇状地が形成される立地の状態によって，上流域の流送土－礁石・岩塊等

の堆積によって造成されるものである。黒部川扇状地はこれまでみてきたよう

に， 左・右岸の成因を異にする旧扇状地を含む複合的扇状地として形成された

ものであるが，上流域の保水性の乏しい火山性の花崩岩類の磯石 －岩塊－土石

流の堆積によ って，造成され，発達したものである。その堆積層をみると，図
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NFG ...新扇状地礁層。 OFG…旧扇状地諜層または

洪積上部礁居。 TS…第三紀砂岩層

図16( 1 ) 担積段丘推定断面図

iU「＇.I.＼部川凶状地研究」黒部川扇状地地域社会研究所より

ロ
～ 

i<:i 

01主調査ポー リング地点。実線は地形等高線，……は推定埋積段丘崖

図16( 2) 沖積砂燦層の厚さ（深さ）の概念図

i士）「「I＼日！）川行j状地研究」黒部川扇状地地域社会研究所より
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16に示すよ うであり，その沖積砂磯層は，下流域の現標高!Om程の地域では

80 m，上流部の標高80～90m地域でも20m に及んでいる。この扇状地の構成

要素と仕組みは，地形と合せ，黒部川の河川の特性と合せて，黒部川扇状地の

民生，生活文化の素となって今日に至っている。

b) 扇状地の開発と村落形態

先にみたように，黒部川の流域面積は682km2であり，黒部川扇状地面積は

120 km2である。I20 km2の中約8,900haは，黒部川の表流水を水源とする濯

甑耕地である。黒部川の流域面積には，黒部）｜｜の河床を除いては，黒部川扇状

地の面積は含まれていない。黒部川扇状地の利用は，大部分が稲作のための水

田である。従って，扇状地の開発は水田の開墾－開拓を前提としての用水路の

開削からはじめられたが，主に a）その他でみてきたような理由から，この地

域の開発は，富山県内では最も遅れて着手されている。ょうやく開発が本格化

したのは，江戸期に入ってから以降のことであり，おそらくそれ以前には，黒

部川が洪水ごとに乱流し流路を定着せず，水田農業の中心をなす用水の確保

や，開墾耕地の定着ができなかったことによるものと思われる。黒部川の水源

域というよりは，全流域と言った方がよいが，流域面積682km；：の内，その

97.8%を占める667km2は急峻な，しかも崩壊性の大きい，そして保水性の乏

しい地質構造の山地である。その上，年降水量が5,000mmから8,000mm  tこ

達するという，とくに降水量の多い地域であることから，大雨時における河川

の洪水流出量は大きく，また土石・岩塊の流出も多い。さらに，黒部川の水温

は，水稲を育成するには余りにも低L、。このような河川及び河川流域の自然、条

件によって形成された地域立地て、あるから，黒部川扇状地は傾斜が大きく，砂

磯層が深く，浸透性も大きく， 表層の耕盤になる土層が極端に薄いため，中世

以前の社会における諸般の技術では，これらの悪条件を克服して，黒部川扇状

地を広範に開発・利用することはできなかったのである。

扇状地の開発の過程，利用展開については，項を改めて述べるが， 黒部川扇

状地の開発・利用については，近世における当初から，今日に至っても，黒部

川扇状地はマイナスの点においても，プラスの点においても，この置かれてい

る構造上の自然立地を度外視しては，成立 ・発展しない重要性をもっているの

である。

黒部川の扇状地上に形造られた村落は，この地域が近世における急速な新田

開発の進展によって地域の開発利用が進められてきた地域て、あるから， 一部の
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図17 黒部川扇状地の集落形態分布図 （竹内常行原｜立）I

Iい ー里部Ill扇状地研究」！巳音1；川h・i状地地域村会研究所より

中世以前から聞かれていた街道筋の宿場，海岸沿いの漁村，山震の集落等を除

いては，新田開発，農業用水路の開削に密接な関係をも って形成され，発展し

てきたものと考えられる。

村落の形状は， 一般的には塊状村落，線状村落の集落形と， 戸々の家がそれ

ぞれ散在する孤立的散村に分けられるが，黒部川扇状地の村落の形態の特徴は，

孤立的散村にある。これは，黒部川扇状地のみに限ったことではなく，富山県

では他の河川の扇状地でも形成され，定着され，時代的 ・地域的な要請があっ

て多少の変化はみられるが，なお今日に至っても，その基本形を保持している

ものである。この特徴ある村落形態に共通的に作用しているのは， 「扇状地」

と「前田藩領」ということである。そのように特徴ある農村の村落形態である

から，その成立の要因，機能等については各方面からの調査・研究が行われて

いる。図17は，竹内常行によ って作成された黒部川扇状地の集落形態の分布図
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であるが，図に示されている「散在性区域」及び「孤立性区域」は，散村形態、

の村落界である。

上回勉は，散在性区域については 「散在性区域は段丘下では扇央部から扇頂

部にかけて存在し孤立性区域とはほとんど放射状に交互に分布している。黒

部川の西側では，等高線が河流の方向に突き出し，両側より幾分高くなってい

る所と一致している。この区域は比較的近時においても出水の場合に安全で，

より古くから開拓された場所と考えられる。黒部川東部の散在性区域は，特に

明らかな地形的変化は認め難いが，君島，青島，福島などの地名の存すること

から，他の低地帯より小高くなっているものと推察される」としている。

孤立性区域については「段丘下の孤立性区域は，散在性区域に対して幾分低

地と思われる所，すなわち旧氾濫原であった松林の残っている地帯，あるいは

一帯に松の木の多い地帯に合致しており， 他の区域にくらべて近頃まで洪水の

害の最も多かったと考えられる新開地に存在するようである。つぎに右岸の段

丘上の孤立性区域は， 山麓から相当離れていて，しかも現河底との高低差が最

大40m にも及ぶ地域に分布している。集水域の狭い舟川が，この段丘上を流

れてはし、るが，この給水区域は非常に狭く，しかも段丘上で浸食が盛んで深く

掘り下げているから流域でも容易に種甑に用いられなかった。そのため，ここ

の孤立性区域は，段丘下から，崖に沿って引水された 2本の用水と，黒部峡谷

の奥 8km余の所から峡谷の谷壁を通って引水された用水によって濯概するこ

とができた。黒部川左岸段丘上の孤立性区域及び段丘下でも，遠く上流から用

水を引かねばならぬ地域は，全く同様の関係のようである。富山平野の他の河

川，すなわち片貝川右岸の段丘上，早月川右岸の下段段丘上，常願寺川左岸段

丘上の五百石付近のように，用水開通以前に飲料水，濯甑用水が容易に得られ

ず，また特に交通路などの影響のない地域では，この黒部川扇状地の場合のよ

うに孤立家屋が存在している」と，その地域的分布，立地，成立の要因を解説

している。散在性区域でも孤立性区域でも，黒部川の旧河道，乱流及びその後

に開削された農業用水路筋との関係の深いこ とを指摘している。両地域とも個

個の農家は見事な「点状」村落を形成しており，散在性区域は用水路が開削さ

れるにつれて，用水系とほぼ平行状に分布・発達しており，純農村の村落であ

る。孤立性区域は，古い黒部川の氾濫原の新しい開発地と，旧扇状地の濯甑水

利に不便だった地域に分布している。

このような点状の散村成立の要因については，
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①水利に便利な濯概用水路沿にあること。

②家の周囲に開拓の余地があったこと。

③季節風を避けるのに窪地であること。

④苗代田は窪地で北西風を避ける，窪地には腐植土が堆積して保水力があ

り稲作に優位であること。

⑤雪解け前後の強烈な季節風による火災防止からの効用によること。

＠洪水時の被害を分散されること。

⑦江戸時代になってから，急速に新田が聞かれ，散居であっても扇面は飲

料水が得易く，排水もよく ，用水路を引けば水利の便もよく不都合がな

力、っTこことD

⑧為政者の政策によること。 前田藩は，領地の開発方針として，（イ）

水の手を考えて田を聞き，領内を米の国とすること。 （ロ）家構は，村

中ぱらぱらに建てること。もしーヵ所に集合すれば，耕地への距離が遠

くなり，不便であるから「新屋敷は50聞を置いて家作すベし」 との方針

をとっていた。

等諸々の説がある。大正期から昭和初期にかけて （二代から四代前）分家され

たものが多い入善町の上野，新屋， 小摺戸， 青木の散村地帯は，「分割請負法」

によって開拓が進められた地域であり， 新屋敷（分家）は例外ない程に本家か

ら200～300m 離れて家作 りがなされている。

この散村形式は，①生活環境上快適（日当，景観，緑と静けさ等），②水田

の水管理，耕地経営の有利性，③土地改良によって，日常生活が便利になった

こと，④私生活上の気楽さ （プライパシーがおかされなし、），⑤火災の場合の

類焼防止等のことから，除雪等については若干の不満はあっても散村内住民に

とっては高い評価を得ている。

散居には，その生活環境保全のために，スギ，ケヤキ，果樹，竹などを併植

した屋敷森 （カイニョウ）をもっているが，圃場整備事業の実施や，屋敷森の

備えていた機能の現社会における認識の変化（防風・保温），屋敷森材の用材

としての変化 （建築用材の新建材化），無用（ハサ木 自脱型コンパインの普

及や乾燥 脱穀工程の変化），燃料の変革（薪から灯油・ 電気）等により，屋

敷森はあった方がよいと評価されながらも，現在では減少の方向をたどってい

る。

このように，黒部川扇状地の開発・利用は，この扇状地がつくられた自然立
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地の諸元を基盤としてなされ，時代的な社会を背景に改変されて発展してきて

いる。
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