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大薙山腹工

男体山アクセスマップ

がけのふちがくずれて
荒れた山肌が広がる

緑化工
（草や木を植える）
緑化工
（草や木を植える）

土留工
（斜面のくずれを止める）
土留工
（斜面のくずれを止める）

雨などで表面の
砂が流れ出す



男体山の概要
　男体山は中禅寺湖の北にそびえる円錐型の成層火山で、日光の風景美を代表する名峰であ
り、古くは国神山、黒髪山、さらには二荒山とも呼ばれ日光山信仰の象徴ともなった霊峰です。
　下流域には世界文化遺産の東照宮、二荒山神社、輪王寺などの文化財を抱える国際的な観
光地の日光市街地があります。

男体山の地形・地質
　男体山は過去の噴火活動により溶岩と火山灰などの火山噴出物が交互に堆積して形成されて
いるため、非常にもろく、侵食を受けて削れやすい地質となっています。男体山の山頂からは
四方へＶ字型の侵食谷が発達し、深薙刀（なぎなた）でえぐったような形状から「薙」や「堀」
と呼ばれています。
　男体山の南東斜面にみられる最も大きい「薙」は『大薙』と呼ばれ、約 300年前の天和 3年
（1683）の日光大地震によって発生したと考えられています。この大薙は方等の滝（1,075m）
付近から山頂まで及び、現在もなお崩壊が続いており、自然復元の困難な場所です。崩壊の原
因としては、地質が極めてもろく削れやすいことに加え、夏季の集中豪雨、冬季の凍結融解作
用など気象的な悪条件が挙げられます。

   ■大薙データ
   男体山標高：2,486m   
   大薙標高：1,075 ～ 2,486m
   大薙谷幅：300～ 400ｍ
   浸食深：70～ 100ｍ

   ■工事データ
   【既設Ｈ26 ／計画】
   ・堰堤、床固、谷止：48基／50基
   ・緑化工：11.9ha ／ 15ha

大薙山腹工（大薙・中ノ沢・般若沢）

■大薙山腹工の斜面上部
溶岩質の崖が露出し風化や侵食により、崩壊が進ん
でいます。

■大薙山腹工付近の土壌
火山灰や溶岩から生成された砂質の土壌で、固まりに
くく崩れやすいだけでなく、栄養分をほとんど含ま
ず、植物の生育に不適です。

男体山ってどんなところ？
地形、歴史的な背景

植物の力で持続する。

土砂の流出をくい止める！
砂防堰堤

斜面の下部に設置して、
流出した土砂をくい止め、
下流への流出を調節する
ための砂防設備です。ま
た、堆積した土砂により、
河床の勾配が緩くなるこ
とで、河床や渓岸の侵食
を抑え、山腹の崩壊を防
ぎます。

山の緑を復元する！
山腹緑化工（植栽工、実播工など）

斜面に草や木などの植物を導入することで、水流による地表面の
侵食や斜面の崩壊を抑え、長期的に斜面を安定させる方法です。
土留工などの構造物により、土砂の動きが安定した斜面の中腹で
行います。苗木を直接植えて根付かせる植栽工と、植物の種子を
土壌などの生育基盤と混ぜて導入する実播工（じっぱこう）などがあ
り、斜面の状況に合わせて組み合わせて行います。

上左／緑化工施工直後の状況
上右／緑化により斜面が草木で覆わ
　　　れた状況
下／植生マットによる実播工



山が削られるのを防ぐ！
谷止工

草木が少なく、植生が安定
していない斜面を雨水が流
れると谷ができ、さらに侵
食が進んで大きくなると斜
面の崩壊へとつながります。
侵食の初期段階で谷止工を
設置することで、侵食の拡
大と大きな崩壊の発生を防
止することができます。

急崖斜面の落石を防ぐ！
吹付工

モルタルやコンクリートを
斜面に直接吹き付けること
により、落石や風化による
侵食を防ぐ工法です。主に
急勾配の不安定な崖面など、
植物が生育できない場所で
用います。

斜面の土砂移動を防ぐ！
土留工（擁壁工、網柵工など）

鋼製柵工　　　　　　　　　　　　　間伐材木柵

金網柵工　　　　　　　　　　　　　鉄線ふとんカゴ工

崩壊地の緑を復元する
山腹工を大解剖
崩3

斜面の崩壊を防止するため、コンクリートブロックの擁壁や
パネル式の柵を埋め込んで、山肌の土砂流出を止める工法で、
主に斜面の中腹で用います。大薙山腹工では、最上部に設置
した鋼製柵工をはじめ、間伐材や金網パネルの柵、石を詰め
たふとんカゴなど様々な土留工が用いられています。

大雨のため、上流部で崩壊が多発し、大量の土砂と洪水により神橋・大谷橋・
人家 100 余戸が流出。また、男体山の観音薙が崩壊し、土石流が中禅寺
湖畔の観音小学校を襲い、教師一家 3人の命を奪う。

　大薙をはじめとした男体山の「薙」が崩壊し、流出した土砂は、大谷川
を経て日光市街地に流れ込み、たびたび大きな災害をもたらしてきました。

男体山の災害

足尾台風（明治 35年）
台風26号による大雨で栃木県全域で被害。
死者12人、負傷者 51 人、家屋全壊 167 戸、
半壊 558 戸、一部破損 11,632 戸。

台風 26号（昭和41年）

日光市街付近の河岸侵食 土石流による神橋の流出

  男体山の砂防事業
 度重なる被害を受け、土砂災害から人命や財産を守るため、大谷川及びその支川において砂防 

堰堤や床固工などの整備を進めるとともに、昭和 25（1950）年より根本的な土砂発生源への対策
として、    日光を代表する景観を守りながら、崩壊地からの土砂流出を抑え、緑豊かな自然に復元
する大薙山腹工の事業に着手しました。

 

集落への被害

方等上流砂防堰堤大薙山腹工



2 写真で見る
山腹工と緑の復元の歴史

・1956（昭和 31）年
　五十里ダム完成

・1950（昭和 25）年方等上流砂防堰堤等
　の整備に着手（大薙山腹工の事業着手）

・1966（昭和 41）年
　台風第 16 号（日光砂防管内での近年最大被害）

・1972 ( 昭和 47）年
　東北自動車道が宇都宮まで開通

・1999( 平成 11) 年
　「日光の社寺」が世界遺産に登録

・1929（昭和 4）年
　東武鉄道の日光線が全通

・1902（明治 35）年
　足尾台風（日光砂防管内での既往最大被害）

・1910（明治 43）年　台風被害　
・1914（大正 3）年　台風被害　

・1917（大正 7）年
　内務省東京第一土木出張所稲荷川工場
　（日光砂防事務所の前身）の設置　

・1949（昭和 24）年　今市地震

・1934（昭和 9）年
　日光地域が国立公園に指定

・1947（昭和 22）年　カスリン台風
・1949（昭和 24）年　キティ台風 ・1998（平成 10）年

　台風第 4号

・1973（昭和 48）年　足尾銅山閉山
・1981( 昭和 56) 年
　日光宇都宮道路が全通

・1962 ( 昭和 37) 年
　山腹基礎工に着手

・1972( 昭和 47）年
　台風第 20 号 ・2001（平成 13）年

　台風第 11 号・第 15 号

・2006（平成 18）年
　2市2町1村が合併して新「日光市」発足

・1908（明治 41）年
　二社一寺の建物や宝物等が国宝に認定

・1918（大正 8）年　台風被害　

大薙山腹工の出来事

・1938（昭和 13）年
　台風被害

・

明治35年
1902

大正 7年
1917

昭和24年
1949

昭和38年
1963

昭和41年
1966

昭和52年
1977

昭和61年
1986

平成5年
1993

平成14年
2002 現在昭和25年

1950

・1982( 昭和 57) 年
　直立崖の鋼製柵工に着手

・1981（昭和56）年　台風第 15 号

・1986( 昭和 61) 年
　緑化工に本格着手

 

大薙
般若沢

中ノ沢

薙の最下流部に厚い溶岩流による方等の滝
が形成されていますが、この直上流に方等
上流砂防堰堤を設置。土砂流出を防ぎ、
侵食谷に対して脚部の 安定も図っています。

土砂の流出をくい止める！
方等上流砂防堰堤を設置

侵食の防止と斜面を安定させる！
低い堰堤を階段状に設置

侵食の防止と斜面を安定させる！
山腹に擁壁を配置

薙斜面の安定度を見ながら、植栽工を行い、
斜面の緑化を図っています。

緑豊かな山への挑戦は続く！
更なる斜面緑化

いよいよ山に緑を復活させる！
植栽工を実施

引き続き植栽工を行い、更なる斜面緑化を
図っています。

現在

樹木が成長し、斜面全体が緑で覆われています。

斜面緑化工開始直後 現在

沢沿いの斜面が草で覆われています。

現在

施工した箇所が草や木で覆われはじめています。

S44(1949) S48(1963) S52(1977) H5(1993) H14(2002)

H26(2014)

H7(1995) H16(2004)

H7(1995)

山腹に擁壁を設置して薙斜面の表層土砂
の移動を防止し、植生を復元するための
基盤を整備しています。

方等上流砂防堰堤を基盤として、低い堰堤
を階段状に設置し、渓床を高い位置に修
正することで、縦侵食の防止と併せ、薙斜
の安定を図っています。

H26(2014)

H26(2014)

現在 (H26)

対策によって、山腹斜面に緑が戻っていることがわか
ります。緑化工の開始から約30年経過した大薙では高
木が、約10年経過した中ノ沢、般若沢では草や低木が
山腹斜面を覆っています。

緑化工実施前 (S32)

大薙

般若沢

中ノ沢


