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岐阜県自然共生工法研究会 「小さな自然再生」の取組み
（公財）岐阜県建設研究センターが事務局を務めます岐阜県自然共生工法研究会では、失われた環境
機能・生態系機能を小規模な対策で自然再生を図る「小さな自然再生」に取組んでいます。
「小さな自然再生」の具体的内容について河川の例でご説明しますと、過去に整備されてきた箇所に
おける直線的で単調な環境の区間や、落差工等により水域の連続性が阻害されている箇所において、単
調な水際の解消、瀬淵工、早瀬工、寄り洲工などの設置、小落差の解消などを行うもので、河川管理者
とともに取組んでいくものです。
現在、第一弾の活動として、岐阜市長良の一級河川天神川において、落差工による水域の連続性が阻
害されていることを改善していくことをテーマとして実施しているところです。
本活動では、２回にわたり現地での検討会を実施し、その後有志により詳細な検討を行い、計画案を
まとめ、河川管理者に提案を行いました。河川管理者は、その計画案を検討され、本年２月には簡易魚
道の土台部分の工事を実施していただきました。
そして、本年４月２５日には、３回目となる現地（天神川）での検討会を行い、魚道隔壁と導流部分
の完成形を検討するため、見試し作業を実施しました。下の写真がその状況です。
今後は、河川管理者により仕上げ工事を実施していただき完成する予定です。
さらに、河川での第２弾、第３弾となる活動を進めていくとともに、道路や農地、森林といった分野
にも活動を広げていく予定です。

［土木・建築］

相談無料

・災害が起こったけど、何をしたらいいの？
・プロポーザル方式ってどうやるの？
・事故が多い交差点を安全にできないか？

（公財）岐阜県建設研究センターでは、市町村の皆様の土木・建築に関するあらゆ
るご質問にお応えするために、「なんでも相談室」を開設しています。
土木建設工事の計画、発注、現場管理から、災害対応、維持管理やデータの整備、
職員の技術力向上など、どんな相談も受け付けています。相談の内容によっては、
現地確認を行い、必要に応じて大学教授や専門業者等の有識者と連携して対応する
場合もあります。
相談はすべて無料です。お気軽にご相談下さい。
連絡先：（公財）岐阜県建設研究センター 企画部企画課 担当 矢崎・伊藤

編集・発行 公益財団法人 岐阜県建設研究センター
担当：企画部 伊藤・北川
TEL 0584(81)1332

大学の先生と一緒に橋梁の現地
確認をしている様子
TEL ０５８４（８１）１３３２

http://www.gifu.crcr.or.jp
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『水の動きの捉え方に関連して』

で、多くの場合，対象に即して多様なセンサーを
用いられます。感覚的な把握や表現についても、
数量化理論による情報の定量化がなされます。
水系における水の動きや川の流れは、雨量計、
水位計や流速計などで測定されますが、対象が異
なる場合であっても、計測には、「センサーによ
って、現象についてのアナログ情報を取り出し、
それを何らかの形で収録して他に伝え、また、分
析・解析に供する」という一連の流れは共通して
います。「対象に即したセンサー」には、物差し
のような原初的なものから、例えば、光電効果、
波動干渉や量子効果を応用した高度なセンサーま
で、多種多様な形式のものが用いられています。
河川流れに関する最も基本的な量である水位測定
でも、「普通水位計」と呼ばれるものは物差しそ
のもので、人力で読み取りと記録が行われます。
しかし、そのデータが、各種の自記水位計の測器
内部でアナログ的、ディジタル的にデータ変換さ
れて一種ブラックボックス的に得られるデータの
貴重な検証資料となる場合も少なくありません。
なお、ここでは、現象の諸量の変化をペンで描
く線の動きや電気量の変化などに変換することを
「アナログ情報化」、それを人為的、あるいは、
電磁気的に数値に置き換えることを「ディジタル
化」としています。「アナログとディジタル」に
ついては、別の機会に触れてみたいと思います。
建設に関わる計測としては、お馴染みの「測量
」が最も一般的で、川の姿を捉える場合にも欠か

岐阜大学フェロー・名誉教授
藤田 裕一郎

長く、河川・水系・流域の安全や環境に関する
研究に従事しながら、河川工学やその関連分野の
授業も担当していましたため、話題は、どうして
も河川や水系の話になりがちですが、水の動きは
自然の中の最も主要な現象の一つであるだけに、
その姿の捉え方は、自他共に、自然そのもの、自
然全般についても当てはまる、できるだけ普遍的
なものであってほしいと願っています。
川の流れや水の動きの有り様を捉えて他人に伝
える方法としては、方丈記の冒頭、『行く川のな
がれは絶えずして、しかも本の水にあらず。よど
みに浮ぶうたかたは、かつ消えかつ結びて久しく
とゞまることなし。』 の
※ように、その情景が目
に浮かぶような文章で、あるいは、有名な交響詩
『モルダウ』のように、音楽で表現することなど
がかねてからなされています。また、目や耳で観
察・知覚される情報なら、写真やビデオ撮影、録
音といった手段で共有することが可能です。しか
しながら、安全で安心な社会とそこでの豊かな生
活を実現し維持するために役立つように、水の動
きを捉えて伝えるには、それを技術的、工学的に
把握し、客観的・定量的に伝達する「計測・測定
」という作業が不可欠となります。なお，計測と
測定という言葉に意味上の違いはないとされてい
ますので、ここでも区別せず使います。
一般に、異なった分野や別々の場所に存在して
いる事物や起きている現象について、知見や情報
を共有し、実用に役立てる上での最も有力な手段

より引用
http://www.aozora.gr.jp/

せません。測量は、対象事物に応じて、基準点測
量、地形測量、地籍測量、路線測量、河川測量、
海岸測量と命名されたり、手法から、平板測量、
写真測量、ＧＰＳ測量などに分けられたりします
が、この分野でも、自動追尾型トータルスーテシ
ョンやＧＰＳ測器の普及といった、メカトロニク
スやディジタル技術の発達に伴う測器や手法の進
化は、われわれ以前の世代には想像もつかなかっ
たようにと思います。河川の計測でも、ＡＤＣＰ
やＡＤＰなど、流向流速の水深方向分布を一度に
測定できる機器が一般化してきています。
これらの進歩は、情報定量化の基盤である計測
が多大の労力を要すると同時に、人間的な錯誤や
恣意性を伴いやすいものであるため、これらの介
入を避け、精度が高くかつ簡便容易な方法を開発
する努力が継続されてきた成果でもあります。
現在は、前述のような、測器内部でセンサーか
らのアナログ情報を直ちにディジタル化し、それ
を直接・間接にパソコンに送り込んで、専用アプ
リケーションソフトで解析に付す、という一連の
手続きがどの分野でも見られるところです。しか
し、これは、生データがどのようになっているか
（本当に測定できているか）、その処理の各段階
でデータがどのように変換されたか（正しく変換
されているか）の検証が困難になっていることを
示唆しています。すなわち、最終結果にはより綿
密な照査が求められています。このとき、蓄積し
た経験を客観化・系統化して判断の基礎としてお
くことが役に立つに違いないと考えています。
（公益財団法人岐阜県建設研究センター
自然共生アドバイザー）
藤 田
裕 一 郎

青空文庫
※
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理事長 金森 吉信

の後ろに土石流のフロント及び後続流を堆
積させた。このため、水は一時的に上流域
に湛水し下流に流れなくなったがやがて水
位の上昇とともに天然ダムは水圧に耐えら
れず一気に決壊し流れ下った。現場では幅
ｍにわたって垂直にせん断され下流 ｍ
のところまで押し流された流木の残骸が確
認できた。谷の出口の対岸で見ていた住民
は「山が流木と一緒になって ｍ位の高さ
で一気に落ちてきた。私は対岸の高いとこ
ろにいたが、思わず怖くなって逃げた。」
と証言している。
中下流域では土石流による浸食と堆積が
繰り返された。土石流発生前は谷底平野が
形成されており、流路はこの平野部を左右
に蛇行しながら流下していた。今回はこの
谷底平野全体も土砂の供給源としながら土
石流が流下した。谷沿いの平野にはスギ等
の針葉樹が多く植えられ高木林を形成して
いたが土石流に巻き込まれ表皮がむけ白木
化し一緒に流れ下っていった。そして稲越
川本川の橋に詰まり河道を埋め川沿いの家
屋や田畑に甚大な被害を与えた。
稲越谷で発生した土石流は推定約７万㎥、
下流への流出はその２割程度の１・５万㎥。
従って渓流には多くの不安定土砂が残され、
今後の土石流の予備軍となっている。
これからのシーズン、土砂災害の危険性
が高まってくる。恐ろしい土砂災害から貴
重な人命を守るには、砂防ダムや流木止め
工、不安定土砂の流出抑制工、植林などの
ハード対策とともに、的確な情報収集と早
めの避難活動などのソフト対策が極めて重
要であることは言うまでもない。
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土 石 流 に つ い て
土石流などの土砂災害は発生原因、流下
機構の解明が難しい災害である。しかし、
土砂災害は自然災害の中でも人命を奪う危
険性が極めて高く、近年の全国統計によれ
ば死者、行方不明者のうち土砂災害は４割
を占め、またそのうち避難に人の助けが必
要な災害時用援護者が５割以上を占めてい
る。県内でも平成 年の７・ 豪雨災害、
平成 年の恵南豪雨災害をはじめ、毎年の
ように土砂災害が発生している。最近５年
間でも 回発生、すなわち年平均５回の土
砂災害が発生していることとなる。したが
って土石流が発生した谷を調査し、発生原
因が何か、どのように流下し、被害がどの
ようかを調査することは、今後の防御対策
を立てるためにも大変重要なことである。
平成 年９月 日に飛騨地区、郡上地区
に集中豪雨が発生し、広範囲に土石流災害
が発生した。その内の一つ、稲越谷は飛騨
市河合町（当時河合村）を流れる流域面積
１・５㎢、流路延長３・ ㎞、平均河床勾
配１／ の急流河川である。この渓流につ
いて当時土石流の発生機構を現地調査した
ので概要を記述する。
土石流の発生は山頂部の尾根付近の小規
模な土砂崩壊がきっかけとなった。
多量の雨により土中にしみこんだ水が岩
と土の境界部を通って土砂とともに表面に
吹き出し、その結果地山の安定が崩れて土
砂が一気に崩れ落ちた。そこから下流に向
けて谷をＵ字型に洗掘し、１ｍ位の巨石を
巻き込みながら土石流のフロントとなり立
木をなぎ倒して流れ下った。この時立木は
先頭に集中していたため、谷の狭窄部で河
床勾配がゆるくなっている所で止まり高さ
３～４ｍの天然ダムを形成した。そしてそ
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防ぐため、構造物の側面

を除く）の上に舗装する
に設置する傾斜した防護

アスファルト混合物との
柵

なじみを良くするためな
どに散布する

○○○○コート

土木に関係する用語を
中心に作ってみました。
答えは、次号に掲載い
たします。

７．路盤（瀝青安定処理路盤
場所打ち杭等の工事で地中に穴を掘る機械

４．道路に物が落下するのを
Ｇ
Ｆ
Ｅ
Ｄ
Ｃ
Ｂ
Ａ

６．液体中に交じる個体粒子
きたチェルノブイリとい

をスラッジとして液体か
う都市がある国は

ら分離する装置
○○○イナ

○○○○ー

Ｇ

３．原子力発電所の事故が起
Ｄ
Ｆ
Ａ
4

２．鉄筋組立の時に、かぶり
に差し込む串は
Ｂ

梁のせん断強度を高める

５．空洞や隙間などを埋める
ために、主筋に直角巻き

ために注入する流動性の
付けた鉄筋

液体のこと
Ｅ

１．芝を法面に固定するため

１．大きなダ○○ジを受ける
2

を確保するために使う

Ｃ

２．鉄筋コンクリート構造の
3

＜タテのカギ＞
7

＜ヨコのカギ＞
6
5
1
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県域統合型GISぎふ⑨ よくあるご質問
平素は県域統合型GISのご利用誠にありがとうございます。
今回は、平成２５年度県域統合型GISヘルプデスクに寄せられた162件の質問の中から、
問合せの多かったものを紹介いたします。
Q1．県域統合型GISの地図、航空写真は印刷して利用してもいいですか。
A1. はい。県域統合型GISは地図の販売や配布自体を目的とするような使い方で
なければご自由に印刷してくださって結構です。なお、その際は出典の明示をして
いただきますようお願いします。（例：（Ｃ）岐阜県）
最近では、教育現場における副読本や、企業の会報誌や報告書などにも県域統合
型GISの地図や航空写真が利用されています。

©岐阜県・土岐市
著作権表示を

お願いします！
Q2．マップ編集Proが使えない。使えなくなった。
A2. 県域統合型GISには通常より高度な編集機能を持つ「マップ編集Pro」があり
ます。こちらをご利用いただくには、最新のJava Runtime Environment(JRE)のイ
ンストールが必要です。県域統合型GISの庁内システムログイン画面「県域統合型
ヘルプデスク 問合せ先
GISシステムのご利用法について」をご確認ください。また、同時に地図画像のコ
岐阜県
ピーを行うために必要なポリシーファイルの書き換えもお願いたします。操作方法
ふるさと地理情報センター
県域統合型GISヘルプデスク
等で不明な点がございましたら、ふるさと地理情報センターまでご連絡ください。

Q3．新しいパソコンになったら、うまく表示されない。
A3. 新しいパソコンのブラウザは、InternetExplorer 11ではありませんか？県域
統合型GISでは、ブラウザのバージョンが上がると直ちにそれに対応するよう更新
作業を行っておりますが、対応が完了するまでの間表示がうまく出ない場合があり
ます。
その場合は、InternetExplorer の「ツール」から「互換表示設定」を行ってくだ
さい。お手数をおかけいたしますがよろしくお願いいたします。

【TEL】
0584-81-1357
【E-mail】
GIS＠gifu.crcr.or.jp

IT用語の解説コーナー
このコーナーではいまさら聞けないIT用語、新聞や雑誌で目にするIT用語をできるだけ解りやすく解説します。
岐阜県建設研究センターではICT(情報通信技術)を活用し公共事業の執行を支援しています。

ベクターデータ

【 Vector data 】

ラスターデータ（画像）
で作成された鉛筆

ベクターデータ
で作成された鉛筆

拡大

拡大

ベクターデータは描画対象物を座標で表現するデータです。
頂点、配列、太さ、色等の情報から図形を表現するベクターデータは、拡大縮小に強く、いかなる倍率での利用
にも鮮明な出力が可能です。また簡単な図形ではデータ量が小さく済むメリットもあります。
逆に複雑な色が必要なグラフィックスや、細かな編集が必要な写真ではラスターデータ（画像データ）のほうが
扱いやすい場面が多くあります。
イラストを描くときはペイントソフト、図面を描くときはCADと用途によって使い分けましょう。

磁気テープ 【 Magnetic Tape 】
コンピューターで作成された大切なデータは、バックアップ用のハードディスクにデータをコピーして万一の事
態に備えることが不可欠です。
しかし、システムを運用においては、バックアップデータは万一の事態にしか用いられず、また状況によって古
いデータの復元をしなければならないことも考慮する必要があります。
磁気テープへのデータバックアップは、一般的にハードディスクに比べて保存に強く、ハードディスクとは異な
るメディア形態であることから、運用データのBCP（事業継続計画）を考える上でも有効かもしれません。
音楽はカセットテープからCDに遷り変りましたが、コンピューター業界でのテープはまだまだ現役です。

4

