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概要 

 

 本研究は，福岡県朝倉市にある城下町秋月において，水辺空間の

文化的景観としての価値について検証を行うことで，これまで知ら

れてこなかった，古都秋月の城下町の中心を流れる野鳥川等に現存

する石垣護岸や石畳，固定堰などの価値を検証した。 

 調査の結果，秋月の石造河川構造物は野鳥川だけでなく支川や水

路などでもみられ，それらの一部は他に見られないような構造物で

あることがわかった。 

 また，平成 29 年 7月に発生した九州北部豪雨の際の出水で，女男

石などの治水機能についても実証的検証ができた。 
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１．研究の目的           （注）必要なページ数をご使用ください。 

本研究は，福岡県朝倉市にある城下町秋月において，水辺空間の文化的景観としての価値に

ついて検証を行うことで，これまで知られてこなかった，古都秋月の城下町の中心を流れる野

鳥川に現存する石垣護岸や石畳，固定堰などの価値を検証し，その機能と景観を保全すること

を目的とする． 

 秋月市街近隣の小石原川において，本年「女男石」が福岡県の指定史跡に認定されたが，こ

れは扇状地の扇頂において，扇状地河川の制御を行う治水構造物で非常に高度な伝統治水技術

である．女男石は秋月藩成立頃に設置されたとされており，野鳥川の河川構造物も多くはこの

頃に造られたと推測されるが，これまで治水構造物として認知されてこなかった．秋月の城下

町はこの伝統的な治水構造物が機能してきたことによって歴史的景観を維持できてきた可能性

があり，歴史・文化の礎となってきた城下町における河川処理について，検証を行い，その機

能の保全と活用の可能性を検証する．  

 

２．研究の経過            （注）必要なページ数をご使用ください． 

 本研究は，秋月の伝統的河川構造物の文化的景観としての価値を評価するために下記のよう

な経過で研究を進めた． 

1)石造河川構造物の分布の把握：重要と考えられる石造河川構造物が，秋月のどこに分布して

いるかの実態を整理した． 

2)石造河川構造物の機能の検証：秋月の石造河川構造物の機能について，最重要な 2か所の機

能について，出水時の実態から検証を行った． 

3)文化的景観としての価値評価：他事例から文化的景観としての要点を整理し，秋月の石造河

川構造物などが文化的景観としての価値を有するかを検証した． 

 

３．研究の成果             （注）必要なページ数をご使用ください． 

１） 石造河川構造物の分布 

 秋月は伝統的建造物保存地区に指定されており，家屋や町並みの文化財的価値などはよく整

理されているが，河川や水路については，伝建地区の指定の中では，素晴らしいと評価しつつ

も指定の範囲内に具体的には入っていない．しかしながら，秋月の河川及び水路は，秋月の地

割が黒田氏の封入時になされて以降ほとんどその姿を変えていないとされている． 

 これらの河川や水路には，多数の石造構造物が見られ，この石造構造物が河川や水路を固定

し秋月の地割を守り続けてきたと言える． 

 これらの河川及び水路について，踏査できる範囲すべてを踏査し構造物の有無等の実態を調

査した． 

1.1 石造河川構造物の種類 

 秋月には，筑後川支川小石原川の支川である野鳥川が北東から南西に向かって町の中央を流

れ，街の北側には天神川・鳴渡川といった野鳥川の支川が流れている．一方で野鳥川の南側は

顕著な支川はなく，野鳥川の上流で取水された水路と野鳥川には流入しない空谷川起因の水路 



網が連結しつつ町なかを張り巡らされている． 

 秋月の町中ではこれらの河川及び水路に多数の石造構造物が見られる．石造構造物は主とし

て，石垣護岸，堰・落差工，石敷護床工，その他がみられる． 

ⅰ．石垣護岸：河川及び水路の側面の洗堀や崩壊を防ぐために石積みの護岸が各地で見られ

る．秋月では空積み以外にも練積みや間知石，コンクリートブロックも用いられている箇所も

多い．技術的には普遍的なもので，全国各地で見られる．秋月の石垣は，宅地，農地などでも

多数みられるが，積み方は多様で年代等の判断は難しい． 

ⅱ．堰・落差工：秋月の中心を流れる野鳥川には，シンボルとなっている眼鏡橋の直上流に猿

鹿堰という非常に古いとみられる堰がある．この堰は石積みでできており，ⅲの護床工と構造

が類似する．支川の取水堰も石積みとなっているが，猿鹿堰より規模が小さく堰上げより分流

が重視されているように見える．これらは石積みのものが多いが，一部練積みになり，コンク

リート製に変わったものも見受けられる．落差工は近代以降造られ，コンクリートが多用され

ているが，一部は間知石とコンクリートを併用している． 

ⅲ．石敷護床工：秋月の河川及び水路で最も特徴的な構造物は河床の処理にある．河川・水路

問わず各地に河床に石が敷いてある．野鳥川では石も大きく，水路では小さな平たい石を用い

ている．河川や水路の底面を石張りにする工法は，河床の洗堀や土砂の堆積を防ぐための工法

であるが，近世のものはあまり知られていない．特に野鳥川の様に急こう配で洪水流量のある

河川においては他に類を見ない可能性がある． 

ⅳ．その他：眼鏡橋・水刎・洗濯石・消火板 

 秋月で最も有名な構造物である秋月眼鏡橋は，文化 7(1810)年，長崎の石工を呼び築造された

石造アーチ橋である．石造アーチ橋は通常，加工の容易な溶結凝灰岩で作られる．九州に特に

石橋が多いのも溶結凝灰岩が豊富な地域であることも一因である．秋月眼鏡橋は一般的な石造

アーチ橋と異なり，花崗岩で築造されていることがその特徴である．花崗岩は凝灰岩と比較し

硬く，繊細な加工が難しい．そのため，花崗岩で作られる橋は桁橋のことが多い．秋月野鳥川

上流にある番所橋は花崗岩の桁橋である． 

 また，このほか，番所橋の直下流に，石造の水刎とみられる構造物がある．これ以外にも水

路や支川では小さな石の桁橋，洗濯場や消防用に水の流れをコントロールする落とし板などが

みられた． 

1.2 石造河川構造物の分布 

 秋月における石造河川構造物は，前述の 1.1-ⅰ～ⅳのものがみられたが，特にⅰ～ⅲについて

その分布を河川及び水路において調査した． 

その結果下記の図-1のような分布がみられた． 

① 野鳥川 

 秋月の中心を流れる野鳥川は市街地の上流端の番所橋から小石原川との合流点までの 1.9㎞

の延長距離に対し，標高差が 45mあり，1/42程度の非常に急勾配な河川である．また，秋月に

おいては最も大きな河川で流域も最も広く，流量も多い．野鳥川の対象区間には 17カ所の横断

構造物があり，そのうち 3カ所が取水堰となっており，4カ所が石造りの護床工，それ以外はコ

ンクリートの落差工となっている． 

 



 

図-1 秋月における石造河川構造物の分布 

また，現地踏査及び聞き取りから，少なくとも 4カ所，現存していないまたはコンクリート構

造物に代わってしまったが，かつて石造りの構造物があった場所を確認した． 

② 天神川 

野鳥川右支川の天神川は野鳥川右岸側の下流部の大半を流域に持つ．上流側が花崗岩地帯の

ため，砂の流出量が非常に多く，河床は柔らかい砂礫帯が続く．天神川は野鳥川の合流点に石

造りの護床工があり，その数百メートル上流に巨石を用いた堰がみられるが，それより上流で

は，石造りの構造物は発見できなった．戦後護岸などの河川整備をした痕跡があり，古い構造

物の気配はない． 

③ 鳴渡川 

 天神川と野鳥川の間をめぐり，天神川に流入する鳴渡川は秋月の町屋街への取水や農業用水

などで最も利用されている支川と言える．天神川同様に花崗岩由来の砂河川となっているが，

天神川ほど砂が占有するわけではなく変成岩の礫も混じる河川である． 

 この河川は，河川と水路の両方の性質を持っており，生活利用の多い河川である．市街地の 

 

図-2 眼鏡橋上流の石積み堰(猿鹿堰) 

 

図-3 秋月橋下流の護床工 



河岸はほぼ石積みの護岸となっており，河床には所々で石造りの護床工がみられる．またこの

護床工の上流側で取水している場合もあり，堰上げや勾配の調整の役割を有していたと推察さ

れる．山間部に入る付近に鳴渡観音があり，この敷地の前を流れる鳴渡川の河床にも護床工が

みられる． 

④ 空谷川 

 野鳥川の水系とは異なる流域を持つ空谷川は，秋月の城址跡(現中学校)の横から秋月東南部

の市街地に出てくる小河川である．野鳥川左岸の水路網との分水嶺が曖昧で，空谷川右岸側の

水路網と野鳥川左岸の水路網は，実質 1本の道路の左右端で分かれており，この道路の下をく

ぐり流域を超え空谷川流域に流れ込んでいる．空谷川は支川も含め，ほとんどの個所で両岸が

石積みの護岸で，河床の石張りは 11ヶ所見られた．旧城跡から時櫓付近までは護床工，それよ

り下流では堰としての機能が中心であったとみられ，特に下流部では，詳細は不明のものが多

いが，河床の石張りの痕跡が多数みられた．現在ではそれらは損壊し，一部は落差工になって

いるものの，それ以外は自然状態で河床の低下が進んでいる． 

 
図-4 空谷川支川の石張り護床工(合成モデル) 

⑤ 野鳥川右岸水路網 

野鳥川の右岸側は，野鳥川の上流部(番所橋より上流の渓流部)からの取水と鳴渡川からの取

水を中心に町屋の家屋内への水路の引き込みと農業利用を行っている． 

水路の上流側は U字溝あるいはコンクリート吹付となっており当時の面影はない．一方で町

屋街では，個人宅内を水路が通っているためその実態を把握することはほとんど困難であった

が断片的に確認できた範囲では，丁寧な護岸が残っていた． 

⑥ 野鳥川左岸水路網 

 野鳥川の左岸側は野鳥川の渓流部からの取水後，山際に沿って街中に水路が届き，街中では

格子状に水路網が通っている． 

 右岸側に対し，ほとんどの場所で道路沿いに水路がめぐらされているため確認は容易であっ

た．水路の左右岸は石垣のものが多く，河床は石張りまたはコンクリート張りの場所が多い．

コンクリート張りの場所は，かつて石張りであったと推察できる． 

 

２） 平成 29年 7月九州北部豪雨と野鳥川の石造河川構造物 

 平成 29年 7月 5日，秋月のある朝倉市は東シナ海から運ばれてきた，大量の雨雲が一点に集

中する線状降雨帯が発生し，強烈な豪雨に見舞われた．筑後川右岸域で甚大な被害が発生した

平成 29 年九州北部豪雨であった． 



 秋月自体は，線状降雨帯の中心部からやや外れたため甚大な被害は発生しなかったが，少数

の床下浸水と河川の護床工や護岸の損壊が一部みられた 

 本研究では，秋月の石造河川構造物の機能について，シミュレーションによって検討する予

定であったが，実際に強度の出水が発生し，その際の実態をある程度記録できたため，実証に

基づく検証に切り替えた． 

2.1 女男石 

 秋月の市街地からは外れるが，秋月藩の歴史的構造物として最も重要な女男石は，小石原川

の扇状地の先端に位置し，扇状地河川の制御に最も重要な機能を有していたと，歴史的治水構

造物の機能と思想の観点から推察していた．扇状地河川の扇頂処理は，武田信玄が釜無川流域

で，御勅使川の制御に用いた例が有名で，近世においては通例であった．しかしながら，近代

では，そのような治水思想は失われ，かつてあったと考えられる扇頂処理施設もほとんど失わ

れてしまっている． 

 この様な中で女男石は再発見され，その価値が認められ，文化財に指定された． 

 また，女男石は地名になっていることに加え，江戸時代後期に書かれた，筑前国続風土記に

もその経緯が記載されており，当初より重要な位置づけであったことが見て取れる． 

 図-5 は，九州北部豪雨時の夕刻，ややピークを過ぎた時点での女男石付近の状態である．右

岸沿いの流れが波立ち，女男石に当たり，左岸側にいなされていることが分かる．女男石は，

女男石だけの構造物ではなく前後に類似した巨石が複数設置されており，これら一体で流勢を

削ぎ，流路をコントロールしていることが分かる． 

  

図-5 出水時の女男石        図-6 女男石前後の巨石群 

2.2 番所橋下流水刎 

 女男石同様に番所橋下流は秋月の町並みの最上流端に位置し，この頂点をコントロールする

ことで，野鳥川の河道を制御することが，治水上必須である．この場所で左岸側に洪水が氾濫

すると武家屋敷の多い左岸側の市街地へ氾濫流が流入するためである． 

 この場所には左岸側から斜め下流に突き出す形で石造の刎ね構造がある．通常は自然地形と

して見落とされがちであるが，石を曲面積みしてあり，高度で高い技術力を必要とする． 

 この場所は通常は図-8のように流れており，通常の澪筋も右岸側に寄っていく地形となって

いるが，洪水で水位が増加しても流路が水刎にあたり右岸側に寄っていくことが確認できた． 

巨石 

女男石 



 刎ね構造は通常もう少し大きな河川でよく見られ，筑前では水刎，筑後では荒籠と呼ばれて

おり，特に同筑前国の杷木において，筑後川に造られた巨大な水刎ねや対岸の筑後久留米藩で

筑後川に設置された，大荒籠が有名である． 

 野鳥川程度の河川であれば，要所に小規模の突起や巨石を設置するだけで，水刎や荒籠など

と同等の機能を発揮出来ることが推察される．水刎の地形を写真測量によって整理すると，左

岸側が護岸部分から緩やかな勾配をもって中央部へ張り出していることが見て取れる． 

 この付近は護岸及び河床も石張りとなっているため，自然地形ではなく，意図をもって形成

された構造物であることがわかる． 

図-7 番所橋付近のオルソ画像 
図-8 水刎のソリッドモデル 

 
図-9 出水直前の水刎 

 
図-10 出水時の水刎 

 

３） 秋月の歴史的河川構造物と文化的景観 

3.1 文化的景観他事例調査 

 秋月の歴史的河川構造物とそれらを土台として成立してきた街並みや歴史文化についての価

値を検証するにあたり，他の事例についての調査を行った． 

3.1-1 通潤用水と白糸台地の棚田景観 

 熊本県山都町の棚田景観は，通潤橋を代表とする通潤用水によって成立している．通潤用水

は，複雑で切り立った山都町の山間部を等高線に沿って，あるいはトンネル水路を開削して白

糸台地の隅々まで水を届けている．棚田景観は石積みによる切り立った法面と小面積の田面が

無数にある景観が一般的なイメージであるが，白糸台地の棚田はほとんど石垣がなく，水路や

トンネルの要所に一部石積みがみられるのみである． 



 白糸台地は重要文化的景観に指定されているため，農地が文化財の管轄でもある．そのた

め，農地の変更，法面の補修などにおいても，農政や建設と文化財課が地域住民と協力しつつ

修復方法などを協議し判断を行っている． 

 重要文化的景観は活きた文化財である．よって現在も地域社会や生活の中で利用されている

場合が多い．そのため各関係部署といかに適切な協議と意思疎通ができるかが重要な要点であ

ることが分かった． 

3.1-2 四万十川 

 高知県の四万十川は流域全体を 3区画し，重要文化的景観に指定されている． 

 上流・中流・下流の河川の利用と川沿いに発展してきた集落や文化を価値づけたもので，四

万十川を中心に，地形に由来する集落形成や舟運の歴史，農業などがそれぞれ整理されてい

る．つまり，基軸となる条件が同じでも加わる要素が異なることによって結果として紡がれる

景観は異なり，それぞれ価値あるオリジナリティを有するものとなることがわかった． 

3.1-3 長崎外海 

 長崎市の外海は，先日世界遺産に推薦されることが決まった，隠れキリシタンの文化の色濃

く残る地域である．この地域では，隠れキリシタンの文化だけでなく，変成岩を用いた石積み

文化もあり，この二つの物語が，時系列的に，地理的にかみ合って一つの景観を形成してきた

ことが評価されている．地域の特色のある結晶片岩の石積みは，海岸沿いの港から山間部の段

畑まで続き，石垣，石壁，土留めなどに用いられている． 

 時系列的な歴史の広がりと空間的な広がりが文化を形成していることが非常によく解る事例

となっている． 

 この事例で価値づけされている石積み方法自体は周辺地域で同様の岩石が生産される地域で

用いられているが，外海のみが重要文化的景観に指定されている． 

 外海の石積みは，元来地域にあったと考えられる生活の知恵，地域地としての結晶片岩を用

いた，地域の自然を基盤とした社会技術である．これが隠れキリシタンの特異な要因と融合

し，日本ではあまり見られない石壁などの技術として，特色ある文化的景観を形成している． 

 つまり，文化的景観において，一つ一つの事象の価値のみでなく，それらのつながりや積み

重ねが織りなす地域の文化や歴史が景観となっていることが重要であることがわかる． 

3.1-4 別所砂留 

 文化的景観に指定されているわけではないが，地域住民が地域の社会及び自然の中に埋没し

ていた歴史的土木構造物を発見し，掘り起こし，保存するプロセスは，秋月の河川構造物の今

後の展開として非常に参考になるため，広島県福山市の別所砂留の保存活動の調査を行った． 

 この事例では，基本的には行政の手を借りず，地域が主体的に地域の裏山に埋もれていた，

江戸時代の砂防施設を掘り起こし，周辺の整備も含め自主的に管理している． 

 地域住民が保存活動を面白がり，地域に誇りを持つことで砂留施設の保存が成立しており，

近年では，行政から協力の申し出が来るようになった．また，土木学会の市民普請大賞などに

も選出されており，地域住民のシビックプライドを形成している． 

 参加者の中には半数近い女性陣が活躍しており，特に休憩時の自家製おやつなどは，コミュ

ニケーションツールとして非常に有効である．女性の活躍する地域活動は長続きする． 



 地域の歴史的な構造物を自ら楽しみながら管理することが，地域の生き甲斐につながってお

り，最も参考になった事例であった． 

3.2 文化的景観としての秋月の可能性 

3.2-1 秋月の文化的景観としての価値 

 秋月は前述のように，野鳥川を中心とした河川と水路網が江戸初期の地割のまま残ってお

り，それの礎となる護床工や女男石などの石を多用した伝統的治水技術の痕跡が多数みられ

る．この高度な伝統的治水技術によって，河川や水路が安定し，400 年もの安定した町並みが維

持されてきた．また，水路網の利活用として，防火用水としての仕組みやや，和紙・葛粉など

の生産が古くよりなされており，現在でもその職は失われていない．和紙も葛も大量のきれい

な水を必要とするため，豊かで安定した水の恵みを享受して発展した生業である． 

 これらの様に，水と石をベースとした伝統的技術が秋月の町並みや生業を支え現代に至って

いることが文化的景観として高く評価できると考えられる． 

3.2-2 問題点・課題 

 秋月で最も大きな問題は，文献資料の少なさにある．女男石は江戸時代に書かれた筑前国続

風土記などにその由来の記述があり，ある程度の設置経緯は辿れるため，文化財としての指定

がなされたが，野鳥川に関する資料は今回発見できなかった．文化財指定ほど歴史資料の必要

性が高いわけではない文化的景観においても，何らかの根拠は必要なため，これらの資料を発

見できなかったことは，価値根拠を明確にできないため大きな問題点となる． 

 同様に，河川構造物は洪水等での損壊が多く，特に野鳥川の護床工は川底の洗堀を防ぐ目的

という背景からも，損壊しやすい構造物である．古絵図などの設計図などもないため，本来の

形状がどのような形であったかは，技術的検証は推測できてもその根拠となる資料がない．実

際に複数個所で改修の形跡はみられるため，野鳥川の護床工のオーセンティシティをどこに求

めるかは非常に大きな課題となる． 

 

４．今後の課題             （注）必要なページ数をご使用ください． 

 平成 29年 7月 5日に発生した九州北部豪雨は，対象となった朝倉市で非常に大きな被害を及

ぼした．秋月の町並みは床下浸水はあったものの，大きな被害にはいたらなかった．しかしな

がら，河川構造物の破損や地域づくりの自粛ムードが地域内に漂い，地域づくりに向けたアク

ションがとりづらい時期があった．特に河川での災害であったため，予定していた河川の写真

収集と展示は地域の状況を見定め，見送ることとした． 

 しかしながら，地元での河川構造物の価値評価についての関心は高まっており，助成期間を

過ぎてしまったが 2018年 5月に文化的景観に関するシンポジウムが地元と連携して実施できる

こととなり，小さな地域でありながら 60人の参加者を集めた． 

 今後は秋月の町並みを維持する礎となっている野鳥川やその支川，用水路に至るまで，綿密

に配置されてきた石積み護床工等の石造構造物を地域内でいかに価値付けし，保存しつつ活用

していくかを地域と協力して検討していく必要がある． 

 


