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治山 ・砂防・河川三者の立場と関連について

柿徳市

I. はしがき

治山，治水はわが国に於げる重要国策の一つに挙げられ，政治の要諦と考えられる

が，この大きな意味での治水の中には，ー水系についての水源より河口に至るまでの

治山，砂防，並びに河川のJI民lこ並ぶ三つの公共事業が包括せられていること申すまで

もない。じれらのうちで，治山事業が林野庁，砂防並び（こ河川が建設省河川局のそれ

ぞれ管掌：こ属することも各位のすでに十分承知せられる送りである。

元来，治水事業はその自然の水の流れのように，水源から海に至るまで，計画の面

lこ於ても，また施工の面｛乙於ても，その他維持管理等あらゆる面に於て，一貫せられ

ねばならねばずで、あるが，現実は果してこの理想が具現せられているであろうか。も

しそうでないとすれば，われわれはどのようにしてこれを実現すべきかを検討しなけ

ればなら：－＇:l，ζれがためには，まず三者それぞれの立場について，その理想とする目

標（こ触れ，ついでこれら三者の計画上の相互関連がどうあるべきかについて具体的に

述べ，最後に，事業施工上の立場から，これら三者の相互協力をどのように進めるべ

きか等について，日頃筆者の考えていることを若干述べさせて戴ふ関係各位の御拡

判を仰がんとするものである。

2. 治山の立場

治山工事の対象となるのは，申すまでもなく，山地のうち山腹と小渓の工事であっ

て，渓流や河川にあるのではない。山地：こ崩壊 ・禿諸 ・地iこ等が発生すれば，これが

原因となって巨量の土石を生産し，渓流（こ流出する。したがって，治山の第ーの目的

が崩壊 ・完結 ・地iこ等の復旧と緑化の促進にあることは議論の余地がない処であろう。

併しながら，すでに発生した崩壊 ・禿緒 ・地と等の単なる復旧と緑化のみでは，あく

まで真の根本策とは言えないのであって，将来はこれらの発生を未然に防止すべき予

防対策を講ずると ころまで発展すべきものと確信する。

それでは，現実に山地崩壊 ・地との予防対策はどうすればよL、かときうに，これは

技術の現段階では極めて至難なことであるが，併しながら，地形 ・地質 ・植生状況 ・

気象条件その他これに影響するあらゆるファクターを綿密に調査解析することによっ

て，段々と可能となるのではあるまいか。たとえばまず第－I？：.，山腹の工事について
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は急峻な部分の法切を行うとか，崩れ易い法脚l亡根固を施すとか，他生状況を換えて

針葉樹を広葉樹にするとか，老齢林を伐木して追々壮齢林を仕立てるとか，また湿窪

地（こ対しては排水関係を改善するとか，山腹水路を整備するとか，或は冬季雪崩の発

生を防止するとかその他各種の予防工事を計画することなどが講じられなければなら

Jl:J.o 

また第二lと，小渓の工事についても，現在崩壊しいる山脚固定のためにする護岸や

床固堰堤，並びに蝕渓l乙対する谷留等｛ま勿論欠くべからざる工極K相違ないのである

が，しかしこれについても，予防対策として，水流の衝撃する山脚で岩盤のない個処

とか，現在草木は生え込んでいるが，豪雨の際は蝕渓となることが明らかなような小

渓等では，予め護岸 ・床面堰堤並びに谷留等を十分計画して，崩壊・地との発生re備
えることが必要である。

これを要するに，治山の立場は山地叉は山腹より生産される土石を直接防止する と

共に，さらに一歩進んで崩壊 ・禿路叉は地との発生を未然に防止することにあるとい

わねばならぬ。

そもそも，山腹工事はかつて，明治 ・大正を通じ昭和の始め頃までは，内務省系砂

防事業の殆んど全部であった時代もあるが，現在でも一部Jとは，これをもって建設省

系砂防の重要工事と考える向きもあるようである。しかしながら，治山事業なるもの

が，少くとも林野庁‘治山課の主要事業である現状に於ては，当然その方面で相当せら

るべきものと筆者は信じて疑わぬものである。

次に，治山というよりも森林が治水に及ぼす重大な影響として，水j原酒主主の問題が

ある。これはすでに普から一般に知られた通り，森林そのものは大洪水の調節；こ対し

てあまり期待できないのであるが， Tこだ降雨の一部を地下に星雲透させてこれを貯溜し，

渇水時徐々 に流：1：させて，平水量並びlこ渇水量を増大せしめることは， j治水上はきて

置き，利水上非常なプラスとなることが明らかである。併しながら，大洪水の際は上

述した通り，単l乙洪水調節の作用がないばかりでなく，かえって山林の管理が不充分

な場合，随処より伐木が流出して，多量の流木を生じ，これが下流の橋梁やj区等lとダ

ム・アップして堤防を溢流破壊せしめ，ために甚大な被害を惑起すことが屡々ある。

したがって，治水の面より見る場合，予防的治山工事の普及と共K，平素；こ於げるill

林管理の状況如何があらためて注規さるべき重要な課題となるわけであるc

3. 砂防の立場

治山工事の対象が山地のうち，主として山腹と小渓にあるに対して，砂防工事の対

象は渓流並びに山間 ・山麓の河川（これを総称して筆者は「平地河IfIJ lと対し，「山地

河川」と好んでいる），したがって河川の上流部にあるという乙とができる。「山地河

} 1 IJ に於ては，河床勾配が念、なために，異常強雨が集中的：こ継続する場合ば，強大な
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侵蝕力並びre:掃流力を発揮すること申すまでもない。渓流はその性質によって「侵蝕

渓」と「掃流渓」とに二大別するのが通則である。 「侵蝕渓」の場合は，火山蝕i梁や

洪積叉；ま沖積蝕渓のように，その渓岸或は渓床が紙ね土石よりなり，侵蝕欠漬のため

に洗掘せられて土石流を発生し，巨量の土石を生産する。これに対して掃流i突の場合

は，渓床 ・i実岸が概ね岩盤よりなるために，土石生産の対象となることは少ないが，

水源の山腹が治山の項で述べたように，浸潤崩落によって大山崩を発生し，前者と同

じく山津浪叉は土石流を惑起する。

では，かような渓流に対する砂防工事はどうすればよL、かというと，まず侵蝕渓の

土石生産を防止するには，この区間に階段式の連続床固堰堤とこれを連結する護岸工

を計画して，流路に沿う渓床・渓岸を完全に固めて了うのである。これに対して，掃

流渓の山津浪又は土石流を防止するには，渓流下流の狭搾地点を選ぴ，ニ，三の山津

浪留i震堤又は土石留堰堤を計画して，山津波又は土石流の勢力を減殺し，併せて流送

土石量を調節する。

さらに，水源山地の流域が相当に広く，上述したような侵蝕渓叉は掃流渓が多数分

布する場合には，各渓流個々の砂防工事を施工するに長年月を要し，これが完成しな

いうちに大洪水に遭遇して，下流の改修河川を土石流送の害より直接投うことのでき

ないようなことも屡々起り得る。かような場合には，河川中流部の適地を撰び，土石

調節のための貯砂堰堤を計画して，下流河川の埋積，流木の流出等を防止することが

肝要である。

渓流工事としては，このほかに，山間部 ・山麓部 ・扇状地等の所謂「山地河JI/Jの

流路で，河床IC:大量の土石が准積して乱流により土石の移動 ・流送が激しい区間lこ対

して，連続床図工 ・護岸水制工並びに除石工等を計画して，流路を整備する工事があ

り，これを砂防では流路工と呼んでいる。併しながら，この流路工の計画で最も注意

すべきことは，水源山地の治山 ・砂防工事或は上流部の土石調節堰堤工事が，予め十分

［こ施設されていることを必要且欠くべからざる前提条件とし， もし万ーにもこの条件

を欠くようなことがあれば，折角の流路工は全滅して跡方もなくなるのが通例であるc

流路工はまた，河川工事の一部なりとする見方も以前よりあるが，多くの場合流路

工の使命は在来の広い河帽を縮少して河道を固定し，この区間の土石異動を固定防止

することにあるので， この点が一般の河川工事のように，在来の河幅をむしろ拡張し

て，洪水の氾濫を防止するのとは，根本的に意義目的を異にする処と言わねばならぬc

このような事例は，わが国の中部地方以北，特に東北地方の未開発な山地部では，

各水系を通じて数多く見受けられるので，この型式の河川を「東北型Jの荒廃河川と

呼ぶことlこする。通例，その河床lこは広大な磯洲が発達し，林を交えた広い積を乱流

して，その常水路は洪水毎lこ変化する。したがって， ζれらの原始的河川は，いずれ

も上述したような流路工の計画施工を必要とすること勿論である。また，これらの河
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JI！は概ね急流で，パックよりの洪水氾澱は時間が短かく問題でないが，ただ頭から土

砂流を被ることだけは絶体防止しなければならぬので，堤防には当然の理として，霞

堤方式を採用するのが普通である。

次｝（，同じく流路工ではあるが，近畿地方以西の関西 ・四国・九州地方で，渓流沿

いに階段耕地が発達した埋積谷 ・土石円錐 ・崖堆等の流路K対して，改修的lと乙れを

計画施工する場合がある。このような渓流を，前者の「東北型」 f（対して「関西型」

の渓流河川と呼ぶことにする。

この 「関西型」の渓流河川は，古くからー応開発されていることが「東北型」と棺

反する著しい特色であって， 一見粗雑な乾積の護岸と同様な床間様の井堰とでできて

いるが，一度大出水に出くわすと，殆んど完全に破壊流亡して，沿岸欠漬により土石

流を発生し，大きな被害を与えるのが通例である。

以上lこ述べた「東北型」並びに「関西型」の二種の渓流河JIflま，一見して相反する

特性を持つのであるが，両型：こ共通する ことは，大出水lこ際して両岸並びに河床を侵

蝕叉ば欠潰して，土石流を発生する点だけが共通しており，これがために砂防工事の

うち，特i己流路工の計画を必要とする所以である。今こ乙tc両型について，その相違

する点をとりまとめて挙げるならば，

1) 「東北型」は所調荒廃河川であって， 山間袋状地，山麓の砂際円錐並びに扇状地

等の流路であるが，「関西型」は所謂渓流河川であって，埋積谷 ・土石円錐 ・崖堆等

の小流路である。後者の方が前者！C比較して流域面積が狭く，河床勾配もさらに急で，

河川渓流としての規模が小さい。

2) 「東北型」 は殆んど無堤tc近く，河床：とは松林のある広い磯洲が発達し，流路ば

乱流して，洪水毎に変化するが，「関西型」は通例古い乾石積護岸と床固兼用の井堰

で固められており，両岸には階段耕地が発達している。

3) 「東北型」は開発，支が著しく遅れているために，山地河川や渓流が土地未利用の

まま放置され，自然の荒廃河川となっているが，「関西型」は苦から開発度が大いに

進み，土地の利用が高度に発達し，見掛け上はよく治まったような外観を示すが，併

し一朝の大洪水に対しては，殆んど無防備と言って差支ないものである。

4) 「東北型」に対しては，一定計画に従い，上流より下流K向って逐次石堤 ・護岸

・水制 ・床固等を新設するのが普通であるが，「関西型」に対しては，従来大災害を受

けたような場合に限り，災害復旧と砂防計画とを合併して，護岸 ・床面を上流より改

良的に施工するのが通則となっている。

4. 河川の立場

一般に，河川工学の立場から河JI［を定義する場合，「河川を以てその流域に降った

降水を海まで流送する通路なり」とする，水のみを対象とした渓流河川的な定義が古
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く行われていた時代もあるが，昭和10年以降，手取川 ・常願寺川その他の急流河Illの

改修計画が議題となり，他方に於いて渓流砂防事業が普及発展するに及んで，「水の

みならず土砂をも合わせ対象とした」定義が行われるようになった。すなわちこの砂

防工学をも 加味した河川｜の定義は，「その流域lζ降った降水とその流域で生還された

土砂とを海まで流送する通路が河川なり」と言うことになる。

河川を砂防的見地から大別すると，「山地河f1 IJと「平地河川Uとになるのであって，

「山地河JII」は 「平地河III」に比較すると，河床勾配が急であ り， 前者は急、流河Ill,

後者：ま緩流河JIIに属するのが通例である。また 「山地河川Ure.於ては，その位置が土

石生産地（乙ヨリ近いために，どうしても堆積の傾向が強いのであるが，平地河川ほど

この傾向は弱くなるのが特色である。

河川改修工事は，元来洪水の氾濫防止を主なる目的とする関係で，苦からの狭い河

幅を拡げたり，或：ま低いl白堤を嵩上げして河積の培大を計るのであるが，このように

旧河川に対して人為的に手を加える結果は，常水路が乱れてきて，出水毎；こ変化し易

くなる。 特に急流の「山地河川Uでは，ある区間は河幅が拡がるために堆積が起きて

中洲が発達し，また他の区間：ま水当りが変って堤脚j乙沿い洗掘を生ずるようなことが

しばしば起る。 このように常水絡が洪水毎に変化すると言うことは，不測の筒処fl'..洗

掘を生じて災害を招き易くなると同時に，土砂の掃流と言う点から見るとこれがスム

ースに行かず，ために，河川の重要な使命を果たし難くなる。 したがって，河川改修

工事においては，洪水氾濫防止のための高水工事，すなわち築堤（法覆工を含む）並

びに河積増大のための掘皇室 ・波諜のほかに，常水路固定のために必要な低水工事，す

なわち護岸 ・水制 ・根固等を計画することが肝要となるのである。

5. 計画上の関連

治山 ・砂防 ・河川工事のそれぞれの立場というか，或は縄張りと言うか，とにかく

これら三者が理想とすべき目標については，上述したiil'iりである。では，これら三者

の計画に当って，どのような関連がとられるべきであるかについて，ここに考えて見

ることとしたL、。

まず，河川の定義について，「河川とは，その流域に降った降水とその流域山地で生

産せられた土石とを，水源より海まで運撤する通路なり」とする治山 ・砂防 ・河IIIの

三者を共通した使命についてほ，以上に詳しく述べた通りであるが，三者の計画上の

関連を考えるに当つでも，この基本定義lζ基いて解明するのが最も合理的であろう。

すなわち，上記の定義によれ：£，河川はその流域：乙降った降＊tこよる最大流量と，

その流域山地で生産せられた最大洪水流砂量とを，水源より海まで無害に流送するこ

とが要求される。このうち最大流量の受け入れは，所謂河川の高水工事によって河積

の増大を計ることや，洪水調節堰堤等により流量を調節することによって可能となる
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のであるが，次の最大洪水流砂量の問題については，河川工事のみによっては絶体に

解決不可能で，ここに始めて治山や砂防が登場して，河JIIとの関連を生じてくるわけ

である。

この場合，まず第ーに，最大洪水流砂量をその河川の呑み込み得る限界，すなわち

許容流砂量までに調節することが何より先決であって，これは砂防によって「防災方

式」に基く土石調節堰堤を河川l・砂防境界点付近より上流に，計画することによって

目的を達することができる。

なおまた， ζの土石調節堰堤の計画は，水源山地の治山計画や水源渓流の直接土砂

f干止の砂防計画によって，最小限lと縮少する乙とができるのである。すなわち，治山

は山腹・小渓等の直接山地よりする土石の生産を，最小限度に防止することが主な目

的であり，また砂訪は，渓流 ・山地河川等の浸蝕による土石の生産防止と，流送土石

量の調節が主な目的であるからである。

更に今一歩を進めて治山が単なる崩壊・禿猪 ・地と等の復！日緑化より進んで，さら

に理想とする予防治山の理想境に達し，異常豪雨による崩壊・地との発生を未然に防

止することができるようになれば，その結果は，渓流河川に対する土石の供給を著し

く減少することとなり，のみならずまた他方に於て，治山の小渓lζ於げる谷留工とタ

イ・アップして侵蝕渓lこ対しては，完.F.X;方式による連続階段床固堰涯工の計画を，長

年月K亘り継続施工することにより，その土石生産をも直接減少せしめることができ

るからである。

最後に問題となるのは，山地河川の工事について，河Jllで計画すべきか，或は砂防

で計画すべきかであって， これは古くから議論の余地を残しているのであるが，筆者

の見解を端的に述べさせて戴くならば，土石生産の防止という見地Ir絞って考える限

り，東北型の荒廃河川ふ関西裂の渓流河Jllもともに砂防の流路工として計画して差

支えないものと信ずる。いずれにしても，これらの山地河川の改修の現状は，平地河

川のように，一貫して改良的に取上げられた例は稀で、あった。ただ災害を待ち僅かに

改良的な工事が施工されているに過ぎず，現状は殆んど放置の状態にあると言っても

過言ではない。しかしながら，乙のような災害待ちの工事は，決して治水の根本的な

解決策ではなく，何時までも扶手して放置を許さない事情にあるので，今後できれば，

河川！と砂防両当事者閣の協議により，この区域を砂防の流路工として計画的な改良工

事を進めることのできるよう待望して止まぬ次第である。

6. む すび

治山 ・治水がその自然の流れのように，水源から海まで一貫せられねばならぬ乙と

はなに人と言えども異論のない処であって，治山 ・砂防 ・河川の三者相互聞に緊密な

関連が持たれるべき ζとについても，この小論で詳しく述べた通りである。
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併しながら，これら三者の実施計画に当つては，主管の異なるという立場もあって，

それの境界付近では相互に計画が喰違ったり，また実施l己当って連絡不充分のために

工事が重復したり，いろいろと復雑な摩擦障害を生じていることが多い。乙れが円満

な解決lζ当つては，次fζ述べるような対策に向って，相互の協力が強く推進されなけ

ればならない。すなわち，まず第ーには，三者それぞれの立場を相互によく理解し合

うこと，第こには，三者の関連についてその深さをよく認識し合うこと，第三には，

少々の越境は完全治水のため互壌の精神を発揮して，こころよく黙認する雅量が望ま

しいこと等である。

かくてこそ，水源より海に至る流水と流砂l乙関する治山 ・治水の復雑な諸問題は，

完全に且円滑に解決することが可能となるのではあるまいか。

（利劇II水系砂防工事事務所長）
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