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１．はじめに

胆沢ダムは、平成11年に転流工、平成15年に本体

関連工に着手し、平成25年5月には試験湛水が終了し、

本格運用に向けた工事が進んでいる。

ダム事業における環境影響評価においては、大気騒

音振動、水環境、地形地質、動植物、生態系、景観、

人と自然のふれあい活動等を検討項目としている 1)。

しかし、これら検討項目のうち重要な地形地質の環境

影響評価に対して保全措置や環境配慮を行っている事

例は少ない2),3)。そこで、胆沢ダムにおける湛水前の

環境影響評価における重要な地形地質の環境配慮とし

て実施した記録保存の取り組み事例を紹介する。

２．重要な地形地質

胆沢ダム周辺における重要な地形地質について、文

献資料による確認調査を行った結果を以下に示す。

（１）地形地質の概要

胆沢ダム周辺における地形地質の概要は、以下の通

りである。

＜地形＞

貯水予定区域の左岸は、地形分類の区分4) における、

中起伏山地、小起伏火山地、大起伏丘陵地を中心とし

た地形となっている。また、貯水予定区域の右岸は、

中起伏山地、小起伏山地が中心の地形である。ダム堤

体の下流には、自然堤防、砂州が形成され、その下流

には扇状地性低地IIの地形となっている。

＜地質＞

貯水予定区域の左岸は、火山灰砕屑物・泥岩(頁岩・

粘板岩を含む)が分布している。また、貯水予定区域

の右岸は、流紋岩質岩石が分布し、上流には凝灰岩・

凝灰角礫岩・シルト岩・泥岩・礫岩の互層が分布して

いる。ダム下流の扇状地性低地には、砂・礫・泥(扇

状地堆積物)が分布している。

（２）重要な地形地質の確認状況

胆沢ダム周辺には、重要な地形地質として、自然環

境保全調査報告書（環境庁　昭和51年）において「す

ぐれた又は特異な地形」に指定された「湖沼群」と「渓

谷」が確認された。選定に用いた文献等の基準を表-1
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に示す。

a）湖沼群

焼石連峰の南東に広がる、上沼・中沼をはじめとし

た大小50あまりの沼地で、調査地域はその南限にあ

たる。調査地域では、貯水予定区域の左岸に位置する

大森山、金山沢周辺の湖沼が該当する。

 

b）渓谷

焼石岳の山麓より形成された渓谷が、尿前(しとま

え)川と胆沢川上流域に分布する。深く切れ込んだ谷

間の両岸に、石英安山岩の柱状節理が形成されている。

旧胆沢町の面積の過半を占める山岳部は、地殻の褶

曲運動によって隆起し、さらに火山活動が加わって生

じた山々で、地質は比較的新しい部類に属し、尿前川

流域は第三期層で構成されている。山岳部の大部分は

火山性の岩質からなり、最も多く見られるのが尿前川

流域の巨大な柱状節理をなしている石英質安山岩類で

ある。

（３）重要な地形地質の影響予測

予測にあたっては、ダム事業による改変・水没範囲

と、重要な地形地質の分布地を重ね合わせることによ

り、重要な地形地質の消失又は改変の程度について予

測した。

予測結果を表-2及び図-1に示す。

（４）評価結果と環境配慮

表-2の予測の結果より、重要な地形として選定し

た「湖沼群」及び「渓谷」について次のように影響評価

を行った。

湖沼群については、湖沼群の分布範囲の消失割合は

3％程度とわずかで湖沼そのものは消失しないことか

ら、湖沼群への影響はないと予測された。このことよ

り環境保全措置は必要ないと評価した。

調査項目 予測結果

重

要

な

地

形

湖沼群

湖沼群は、貯水予定区域左岸に位置

している。

道路及び原石山の設置により、湖沼

群の分布範囲の面積 1208.2haのうち
37.1ha(3.1%)が消失するが、実際の湖
沼そのものは事業による改変区域内

に位置していないため消失せず、影響

はないと予測された。

渓谷

渓谷は、尿前川と貯水予定区域より

上流の胆沢川に位置している。

湛水により、尿前川の渓谷 437.4ha
のうち 78.2ha（17.9%）が水没するが、
水没する範囲は尿前川の渓谷の下流

端の一部であり、上流域には連続して

広く残存し、尿前川の渓谷に与える影

響は小さいと予測された。

表-2 予測結果

注 ) 選定根拠
a: 文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）又は文化財

保護条例（岩手県条例（昭和 51 年条例第 44 号）、奥
州市条例（平成 18 年条例第 127 号）、金ヶ崎町（平成
14 年条例第 5 号））に基づき指定された天然記念物

b: 世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約 ( 平成
4 年条約第 7 号 ) に基づき指定された世界遺産

c: 自然環境保全法（昭和 47 年法律第 85 号）に基づき指
定された特異な地形

d: 「自然環境保全調査報告書（環境庁　昭和 51 年）」に基
づき指定された、すぐれた又は特異な地形

e: 「日本の地形レッドデータブック　第 1 集　危機にある
地形（小泉武栄・青木賢人編　平成 12 年）」及び「日
本の地形レッドデータブック　第 2 集　保存すべき地
形（小泉武栄・青木賢人編　平成 14 年）」に掲載され
ている地形

No. 地形名

確

認

状

況

選定理由

a b c d e

1 湖沼群 ● ●

2 渓谷 ● ●

表-1 胆沢ダム周辺で確認された重要な地形
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貯水予定区域

図-1

重要な地形調査結果と

事業計画の重ね合わせ結果
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渓谷については、尿前川の渓谷区間の一部が18%

程度水没するが、その範囲は渓谷の下流端の一部であ

り、上流域には連続して広く残存し、尿前川の渓谷に

与える影響は小さいと予測された。このことより影響

は小さいものの、尿前渓谷については一定の環境配慮

を行うと評価した。

渓谷に対する環境配慮事項として実施することとし

た内容を表-3に示す。

実施する環境配慮としては、水没する区間の渓谷の

記録保存とした。記録保存は、土木工事等の開発事業

において埋蔵文化財が発見された際に多く実地されて

いる手法であり、工事の際に遺跡を現状のまま保存で

きない場合に事前に発掘調査を行って遺跡の記録を残

すことで、埋蔵文化財の保全に係る配慮を実施するこ

とが多い5),6)。

埋蔵文化財以外にも、地形や地質の記録保存を行っ

ている事例があり2),3)、それらの手法を参考に、水没

する区間の渓谷の記録保存を行った。

1）尿前渓谷の記録保存の方法及び範囲

胆沢ダム湛水によって水没する尿前川の渓谷（以下、

尿前渓谷という）の地形地質に関する学術的な情報の

保全を図ることを目的として、現況調査を行い、写真

撮影及び柱状節理の分布・崩落状況の記録を行うこと

とした。記録保存の方法を表-4に、実施した調査範

囲を図-2に示す。

記録保存の方法としては、水没する区間の尿前渓谷

を踏査し、特徴的な地形や柱状節理などの代表的な構

造について写真撮影を行うとともに、重要な地形とし

ての選定根拠となった渓谷における石英安山岩の柱状

節理の状況に関する現地観察の結果を記録した。

踏査範囲は、湛水予定区域に位置する、胆沢川合流

点から荒沢合流点までの渓床部とし、柱状節理や崩落

状況、その他、代表的な地形も合わせて記録を行った。

2）記録保存を行った地形地質

尿前渓谷に分布する柱状節理の発達した石英安山岩

（火山岩のひとつ）は、尿前渓谷の河床部付近に断続

的に分布しているほか、尿前渓谷橋（8号橋）付近か

ら上流左岸側の高標高部に、ほぼ連続して分布してい

る。

高標高部に分布する柱状節理と河床付近に分布する

柱状節理の間には、節理の不明瞭な岩盤が分布してお

調査項目 環境配慮の内容

重要な

地形

渓

谷

貯水予定区域内の渓谷に関する記

録保存を行い、学術的な情報の保全

を図る。

表-3 環境配慮事項

調査方法

・尿前渓谷を踏査し、特徴的な地

形や柱状節理などの代表的な地

質構造について、写真撮影及び

観察記録を行った。

記録保存の実施状況

表-4 現況記録保存調査の調査方法

踏査範囲

8号橋

図-2 尿前渓谷における記録保存の踏査範囲
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り、上層と下層は異なる層準からなるものと考えられ

た（写真-1）。

このうち、下層の河床部付近の層準は、いずれも湛

水範囲内に位置するが、高標高部の上層は大半が洪水

時最高貯水位（サーチャージ水位）以上に分布するた

め、高標高部の連続した柱状節理の地形の多くは湛水

後も残存すると考えられた。

踏査による記録保存の結果を図-3 ～ 5に、確認さ

れた特徴的な地形や柱状節理などの地質構造の主な写

真を写真-2 ～ 6に示す。

湛水域内の河床付近に位置する下層の地形構造は、

柱状節理が発達した露頭がある程度確認されるが（写

真-2 ～ 5）、全体的には不明瞭な地形や柱状節理が崩

落した岩塊が多く見られた（図-3、4、写真-6）。

また、湛水しない高標高部には、柱状節理が発達

する石英安山岩が分布する箇所が連続して見られ（図

-5、写真-1、4）、重要な地形の選定基準となっている

発達した柱状節理の地形の多くは、湛水の影響を受け

ない標高が高いところに位置することが記録保存の踏

査によって明らかとなった。

上層：柱状節理が発達

下層：柱状節理が不明瞭崩落箇所

写真-1 尿前渓谷橋（8号橋）直上流左岸側の露岩箇所

柱状節理は不明瞭

崩落した岩塊が堆積

崩落した岩塊が堆積

図-3 尿前渓谷の記録保存の結果１

上部は段丘堆積物

柱状節理は不明瞭

上部は段丘堆積物

上部の 5～8m程度は

段丘堆積物

崩落した岩塊が堆積

図-4 尿前渓谷の記録保存の結果２

崩落岩塊多い

高標高部に、柱状節

理の発達する石英安

山岩が連続して分布

崩落岩塊多い

高標高部に、柱状節理の発達

する石英安山岩が見られる。

上部は段丘堆積物

図-5 尿前渓谷の記録保存の結果３

写真-2 柱状節理の発達した露頭
前面には崩落岩塊が見られる
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3）代表点からの写真撮影記録

湛水後も踏査・記録が可能とみられる、尿前渓谷橋

（8号橋）、尿前林道、荒沢合流点の3地点において、

写真撮影による記録を行った。

尿前渓谷橋（8号橋）付近の撮影結果を写真-7、8に

示す。

胆沢ダムの完成後には、写真-7に示される尿前渓

谷の下部は湛水するが、写真の右上に確認された柱状

節理が発達する箇所は、湛水面より高標高に位置する

ため、重要な地形構造として確認が可能であり、将来

的に、景観資源として利用が可能であると考えられた。

4）岩手・宮城内陸地震の影響

2008年（平成20年）6月14日に、マグニチュード7.2

（気象庁暫定値）の岩手・宮城内陸地震が発生し、奥

州市で震度６強を記録した。この大地震によって、胆

沢ダム周辺でも大規模な土砂崩れや崩落が発生してい

る。

この大地震で発生した土砂崩れや崩落による柱状節

理等の重要な地形に対する影響について写真による確

認を行った。柱状節理が発達する箇所では、岩手・宮

城内陸地震により崩落した岩塊が多くみられ、特に、

8号橋上流左岸で顕著であった（写真-9）。

写真-3 柱状節理の発達した露頭

写真-4 柱状節理の発達した露頭
前面には崩落岩塊が見られる

写真-5 河床部に分布する柱状節理の発達した露頭

写真-6 柱状節理が不明瞭な露頭

写真-7 尿前渓谷橋（8号橋）から上流方向

写真-8 尿前渓谷橋（8号橋）から下流方向
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また、地震発生前後の地形変化について、定点から

の写真撮影による地震前と地震後（地震直後、2年後）

の比較を行った。代表的な定点として、尿前橋上流左

岸の柱状節理を対象にした比較結果を写真-10に示す。

このように、柱状節理が発達した層準については、崩

落後も新たな節理面が露頭に顕れ、植生の回復と共に、

地震前と類似した環境が形成されることが確認された。

このように、地震による大規模な地形変化が起こって

も、ある程度の期間の後には、地震発生前と類似した地

形が形成され、大きな変化がないことが明らかとなった。

５．おわりに

本報告では、ダム事業の環境影響評価の検討項目の

うち、環境保全措置や環境配慮の検討事例の少ない地

形地質について、環境配慮としての記録保存の具体事

例についてとりまとめた。

今後のダム事業における地形地質の環境配慮の検討

に際して参考となれば幸いである。

本報告をとりまとめるにあたり、国土交通省東北地

方整備局胆沢ダム工事事務所には、貴重な調査データ

をご提供いただいた。ご協力いただいた皆様に、ここ

に深く感謝申し上げます。
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地震前 平成19年 8月 27日 

地震直後 平成20年 6月 18日 

地震後 平成22年 10月 27日 

写真-10 尿前渓谷のH20地震発生前後の地形変化

写真-9 尿前渓谷橋直上流左岸側の露岩の崩落箇所
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