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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】降雨時又はその後に発生する登山道に沿って流
れる雨水による土砂等の流出を少なくし、洗堀を抑制制
御し、地下への浸透水量も多くし、洗堀場所の植生を復
帰させる堅牢で長寿命化を可能にする登山道浸食防止用
鉄柵段構造を提供する。
【解決手段】鉄柵段は、網目２０～１００ｍｍの格子を
有し、その格子の差込み足用の下端と側端を崩れ斜面の
底部及び又は側部に差し込んだ鉄格子３００と、その鉄
格子３００の倒壊を防止する直径５～２０ｍｍの鉄製の
横鉄筋杭２００と、縦型の鉄製杭１００とにより構成し
、この鉄柵段を崩れ斜面に所定間隔で複数段設置し、前
記鉄柵段の前上部に木製の踏材を配置し、望ましくは前
記鉄格子を斜面上向けて凸状のアーチ又は凹状のアーチ
もしくはハの字に形成する。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　山道の崩れ斜面に設けて土石の流失浸食を防止する鉄柵段構造であって、鉄柵段は、網
目２０～１００ｍｍの鉄線の格子を有しその格子の差込み足用の下端と側端を崩れ斜面の
底部及び又は側部に差し込んだ鉄格子３００と、その鉄格子３００の倒壊を防止する直径
５～２０ｍｍの鉄製の横鉄筋杭２００と、縦型の鉄製杭１００により構成し、この鉄柵段
を崩れ斜面に所定間隔で複数段設置したことを特徴とする山道浸食防止用鉄柵段構造。
【請求項２】
　前記鉄柵段は、斜面山頂側の上部に木製の踏材４００を配置したことを特徴とする請求
項１に記載の山道浸食防止用鉄柵段構造。
【請求項３】
　前記鉄柵段は、歩行方向に見たとき、登山道の中央部は低くその両側を高くした請求項
１又は請求項２に記載の山道浸食防止用鉄柵段構造。
【請求項４】
　前記鉄柵段は、前面を斜面上方に向けて凹状のアーチまたは凸状のアーチ、もしくは斜
面上方にハの字形状にした鉄格子３００により構成したことを特徴とする請求項１又は請
求項２に記載の山道浸食防止用鉄柵段構造。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、降雨時の流下水による登山道の洗堀進行防止と歩行を容易とし、且つ植生復
帰に効果のある登山道浸食防止用鉄柵段構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　　近年、山間地における交通網が整備された結果、自動車で山麓まで容易にアクセスで
きるようになり、比較的容易に登山道へ足を踏み入れることが可能となった。一般に登山
道は、土や破砕物など水流により浸食され易い地盤で構成されている場合が多く、植物の
根によって支持されていたが、増加する登山者により踏み固められて植物が死滅する事が
多い。そのため、土が水流によって流され易くなり、次第に断面Ｕ字状や断面Ｖ字状に洗
堀される現象が生じた。
【０００３】
　即ち、登山道は登山者の通行により踏み固められているので、周囲の部分より一段低い
地形となる。そのため、登山道は雨水などが流下する際の水路となり、特に勾配が急な登
山道にあっては滝のように流れ、この流下水流により歩道面が次第に洗堀されて断面Ｕ字
状、断面Ｖ字状にえぐられ深堀に繰り返される。その結果、岩肌が露出した凹凸の激しい
或いは泥土が滞留した歩道面となり、益々歩行しにくい状態となる。
　その結果、登山者は、歩きにくくなった荒れた登山道を避け、歩きやすい登山道に沿っ
た植物の繁茂する部分を歩行することを繰り返す登山者が増加している。
　以上の結果として、登山道の周囲の植物が踏み倒され、植物の根によって支持されてい
た土壌が洗堀され易くなって一層洗堀地が広がり、特に高山帯の登山道周辺は国や県指定
の自然公園になっていることも多いが、貴重な植物が消滅するといった弊害が生じている
おり、自然破壊の歯止めと修復並びに強固な登山道の確保が課題となっている。
【０００４】
　そこで、従来は、登山道に踏段を設置して、登山者の歩行を容易にする工夫がなれてい
るが、その手段としては、（ａ）木製杭を数本地盤に埋め込み、この杭の地表より上の杭
部に受け板を固定して土留めし、これを踏段として利用する方法や、（ｂ）洗堀された裸
地を土で覆い、その上を藁で作製した「こも」などで被覆して植生を復帰する方法、（ｃ
）岩石が露出した裸地の場合においては、それらの岩石を組み合わせて踏段を作るととも
に、石で固めた排水路を確保して登山道の耐久性を向上させる方法、（ｄ）市街地の道路
脇の排水溝に溝蓋をするように洗掘されて溝になった登山道を鉄格子で覆い、その格子面
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を歩行面として歩きやすさを確保する方法、（ｅ）コンクリートで登山道を固めて歩きや
すさと浸食を防ぐ例などが採られてきた。
【０００５】
　しかし、上記（ａ）の場合は、降雨時の流下水や地崩れに対する抵抗性が小さいため、
降雨が激しい場合のときには前記受け板の上を通って流下し、登山道が水路と化す。その
結果、この流下水により土砂が洗堀され、登山道は一層深くＵ字型にえぐられることが多
かった。また、踏段の受け板には開口部がないため、水が流れ込んだ際、踏段の下部へ一
気に滝のように水が流れ、踏段の下部が洗堀されやすい。そして、踏段の杭周囲の地盤が
緩み土砂が流出しやすくなるため、長時間たつと踏段そのものが崩壊することが頻発する
。更に、杭や受け板は木製であることが多いため劣化が早く、耐久年数が短い。また朽ち
た木材はそのまま放置されるので、かえって景観を損なう。
【０００６】
　また上記（ｂ）の場合、登山者が歩行し易い平地ないしは傾斜が極めて緩い歩道面の構
築なため、雨水の流下に伴う歩道面の洗堀を防止するための配慮はなされていなく、容易
に土が雨水で流失する。
【０００７】
　（ｃ）の岩石を組み合わせて排水路と歩行部を確保する方法は、重量物である岩石を扱
う重機が使えるとは限らない山地では施工しにくい上に、歩道整備に適する岩石が施工箇
所近くで入手できるとは限らず汎用性にとぼしい。また、石組が崩れた時には流水が石の
まわりの土部分を石組がないときよりも激しく浸食する欠点を有する。
【０００８】
　（ｄ）の鉄格子でＵ字状の登山道に蓋をなす方法は、歩行を容易にして登山者が歩きや
すい道を求めて植生を破壊することの防止には繋がるが、蓋をした登山道に水流が集中し
て洗掘がすすんで行くこと自体の防止効果はもっていない。
【０００９】
　（ｅ）のコンクリートで登山道を舗装する方法は、セメントや砂利、水などの大量で重
量のある資材を登山道近くに運搬する必要があり、それが可能な登山道以外ではコストだ
けでなく施工自体が困難となり、汎用性に乏しい。
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００７】
　本考案は、降雨時又はその後に発生する登山道に沿って流れる雨水を、鉄柵段の内部に
速やかに浸透さると共に水のみをゆるやかに流下させて鉄柵段外に流出させて土砂等の流
出を少なくし、鉄柵段上や段間の歩道部に水や泥土等を滞留させて洗堀を抑制制御し、地
下への浸透水量も多くし、洗堀場所の植生を復帰させる堅牢で長寿命化を可能にする登山
道浸食防止用鉄柵段構造を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本考案は前記の課題を満足するものでありその特徴は次の（１）～（３）の通りである
。
（１）、山道の崩れ斜面に設けて土石の流失浸食を防止する鉄柵段構造であって、鉄柵段
を、網目２０～１００ｍｍの鉄線の格子を有しその格子の差込み足用の下端と側端を崩れ
斜面の底部及び又は側部に差し込んだ鉄格子３００と、その鉄格子３００の倒壊を防止す
る直径５～２０ｍｍの鉄製の横鉄筋杭２００と、縦型の鉄製杭１００とにより構成し、こ
の鉄柵段を崩れ斜面に所定間隔で複数段設置したことを特徴とする山道浸食防止用鉄柵段
構造。
（２）、前記鉄柵段の斜面山頂側の上部に木製の踏材４００を配置したことを特徴とする
前記（１）に記載の山道浸食防止用鉄柵段構造。
（３）、前記鉄柵段を歩行方向に見たとき、登山道の中央部は低くその両側を高くしたこ
とを特徴とする前記（１）に記載の山道浸食防止用鉄柵段構造。
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（４）、前記鉄柵段の前面を斜面上方に向けて凹状のアーチ又は凸状のアーチ、もしくは
斜面上方にハの字形状に鉄柵を形成したことを特徴とする前記（１）又は（２）又は（３
）に記載の山道浸食防止用鉄柵段構造。
（５）、前記鉄柵段において、網目２０～１００ｍｍの鉄格子３００を構成する鉄線の直
径を２～６ｍｍ、差し込み足部の長さを２５～３００ｍｍとしたことを特徴とする前記（
２）又は（３）に記載の山道浸食防止用鉄柵段構造。
【考案の効果】
【０００９】
　本考案の登山道浸食防止用鉄柵段構造は、現場加工・施工が極めて簡易で登山道の地面
に容易に差し込むことができる鉄線の鉄格子３００と、鉄製の横鉄筋杭２００と縦型の鉄
製杭１００を組み合わせた簡単なしかも堅牢な低材料・搬送コストの構造により、降雨時
又はその後に発生する登山道に沿って流れる雨水を、鉄柵段の内部に速やかに浸透さると
共に水のみをゆるやかに流下させて鉄柵段外に流出させて、土、砂、石、落ち葉、折れ枝
等の流出を少なくし、鉄柵段上や段間の歩道部に水や泥土等を滞留させて洗堀を抑制する
と共にその堆積を図り、地下への浸透水量も多くし、洗堀場所の植生を復帰させる堅牢で
長寿命化を可能にする等の優れた効果を呈するものである。また前記鉄柵段の上部に木製
の踏材を配置することにより、鉄柵段の角部を保護すると共に登山者の段踏み歩行を補助
する。また、鉄柵段の中央部は低くその両側を高くすることで、出水時の流道を登山道中
央に限定し流水が登山道の側面を洗掘することを防止する。更に鉄柵段の前面を斜面上方
に向けて凸状のアーチもしくはハの字形状に形成することにより、鉄柵段を越流する流水
の方向を歩道中央に向かわせて登山道側面の洗掘を軽減が図れる。また、鉄格子３００の
みによるアーチ形状の鉄柵段では特に急斜面道における段構造体としての強度の向上によ
り横鉄筋杭２００と縦型の鉄製杭１００での補強を軽減または省略し設置工事費の軽減を
図ると共に堆積鉄柵の倒壊を確実に防止するものである。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本考案の実施例１を示す斜視説明図である。
【図２】本考案の実施例２を示す斜視説明図である。
【図３】本考案の実施例３を示す斜視説明図である。
【図４】図３の側面説明図である。
【図５】本考案の実施例４を示す説明図である。
【図６】本考案の鉄柵段の主構成品である鉄製の鉄製杭１００、横鉄筋杭２００、鉄格子
３００の仕様説明図である。
【考案を実施するための形態】
【００１１】
　本考案を実施するための形態を次の実施例と共に詳細に説明する。
【実施例１】
【００１２】
　本考案の実施例１を図１と共に説明する。
　実施例１は登山道浸食防止用鉄柵段構造の基本構形でありこのバリエーションを後述の
実施例２～実施例４に紹介する。
図１に示す登山道浸食防止用鉄柵段構造の基本形は、登山道の崩れ斜面に段設して、土石
の流失浸食を防止する鉄柵段構造であり、図６に示す鉄製杭１００、横鉄筋杭２００、鉄
格子３００とを主構成部とする。
【００１３】
　前記鉄製杭１００は、段柵の前面部を構築する補強主部であり、直径５～２０ｍｍ、長
さ２５０～１５００ｍｍの鉄製で、頭部を歩行者の安全を図るためと横鉄筋杭２００を支
持するために円状に曲げ、下端は木製杭のように尖らせるなどの加工は不必要で単なる切
り落とし面とする。この杭を崩れ斜面の底部に１～３本打ち込み、鉄柵にかかる土圧およ
び登山者の踏み圧を支持する基礎杭となし、鉄格子３００の前面（谷側）に設置して鉄柵
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段を支持してその倒壊を防止する。
　前記横鉄筋杭２００は、段柵の上部を構築する補強材であり、直径５～１３ｍｍ、長さ
１０００～２０００ｍｍの鉄製の棒で、一端を浸食された登山道の崩れ側部に打ち込むと
共に歩道側の他端は鉄杭１００の頭部の円状部に通して鉄柵の上面を構成する。崩れ側部
の両側に同時に打ち込むことが困難なので、左右別々に設置し歩道側中央部分の高さを側
部より低くする。
　前記鉄格子３００は、正面から見て逆π形・上開き形状の踏み段の前面部を覆う網目２
０～１００ｍｍ、格子鉄線の直径を２～６ｍｍ、下部と両側の差し込み足部の長さを２５
～３００ｍｍとし、上部の縦鉄線は下方に曲げて歩行者の安全を確保する鉄段柵からの放
水網及び土石留め網である。本構造の柵段においては、斜面上方から流れ落ちる土砂や落
木、落葉などの流下物の圧力に十分耐えると共に、登山者が横鉄筋杭２００の上を踏んで
歩いても変形や破損しないだけの強度を有するものである。
　鉄製杭１００、横鉄筋杭２００、鉄格子３００の構造、使用鉄材の太さや長さなどは、
傾斜角度、浸食深さ、浸食幅などの登山道の形状に対応して、手動工具程度しか利用でき
ない山地においても容易に加工を可能にするものである。
　なお、登山者が利用しない登山道、登山者の利用を禁止する迂回路のように登山者が鉄
柵段を踏むことが無い場合においては、鉄製杭１００または横鉄筋杭２００を削減するこ
とが可能である。
【実施例２】
【００１４】
　実施例２を図２斜視説明図に示す。実施例２は実施例１の登山道浸食防止用鉄柵段構造
において、前記段柵の上部の山頂側に木製の踏材４００を配置した柵段構造である。
　木製の踏材４００の上面は横鉄筋杭２００や鉄格子３００の中央部分より高く、側面の
鉄格子の最高点よりは低くすることで、登山者の通行の円滑化と出水時に柵段を越して流
れる雨水による崩れ斜面側面の浸食防止を図る。
　踏材４００は、太さ１～４ｍｍのなまし鉄線などを用いて鉄製杭１００および横鉄筋杭
２００に固定するものであるが、踏材下部が登山道の底部に接しない場合には、図３の側
面図に示すように適当な高さで入手しやすい落木や落石などを敷き込んでさらなる安定を
図るが、鉄杭を踏材の下に打ち込んでその頭部の高さを利用するのがもっとも短時間で簡
便に高さ調整する方法である。なお、棚段の設置直後で、各柵段の土、砂、木片、落葉の
堆積部が空であり、隣の踏材との距離が離れているなどの場合、この堆積部に落石、落木
、枯れ枝、余剰の踏材などを入れて、登山者の歩行の利便性向上をはかるのも推奨される
方法である。
【実施例３】
【００１５】
　実施例３を図４の斜視説明図に示す。
　実施例３は、実施例１の登山道浸食防止用鉄柵段構造において、前記段柵を斜面上方（
山頂側）に向けて凸状のアーチに形成した柵段構造である。
　平面状の鉄格子３００を斜面上方（山頂側）に向けて凸または凹のアーチ状に形成する
ことで、平板を円筒状にすると軸方向の剛性が高まるように上下方向の剛性がたかまる。
つまり、登山者の踏み圧に対して鉄格子３００が座屈する可能性を減ずる。
　特に、斜面上方に凸状のアーチに形成すると下記のような利点が得られるのでさらに大
きな効果がえられる。
　斜面上方から流れ落ち鉄格子３００に堆積する土砂類の圧力を、実施例１のように平面
でうけて補強用の鉄杭で受け止めるのでなく、アーチ状の構造の鉄格子にすることで堆積
物、流下物の圧力を登山道の側面に差込んだ横の格子に逃がし、補強用の鉄製杭１００や
横鉄筋杭２００を使用することがなく堆積物による倒壊を防ぐことができる。また、鉄格
子３００の幅が登山道より短い場合でも、複数枚の鉄格子３００の端面をお互いに絡めて
全体としてアーチ状にすれば、格子同士には圧縮力しかかからないために、溶接接合等を
しなくても大きい力に耐えることができるのである。
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　本形状は溶接構造の鉄格子３００の平面を。面方向に曲げるので曲げ加工は人力で容易
に可能である。
　また、大量の雨水が斜めにおかれた丸太などの直線上の障害物の上を越して流れるとき
、その丸太の軸方向と直角方向に流路を変える性質があるため、本実施例のアーチ状の形
状で堆積が進んで鉄格子３００の隙間が埋められて大量の水が鉄柵段の上面を流れ落ちる
と、流水は登山道中央に集まるように流れるので、登山道側面の洗掘を防止する効果がさ
らに高まる利点を有する。
　なお、このアーチ形状は斜面上方（山頂側）に向けて凹状にしても、流水の制御効果や
土圧に対する効果はないが、円筒形状になることで剛性が高まるので、同じ直径の鉄線を
用いる平面状鉄格子より強度が増し、登山者の踏み圧にたいする抵抗力は増加する。つま
り、鉄杭や横鉄筋の太さを実施例１より減らすことなどの利点は依然持っている。
【実施例４】
【００１６】
　実施例４を図５の斜視説明図に示す。
　実施例４は実施例１の登山道浸食防止用鉄柵段構造において、鉄格子３００を山頂側を
頂点とするハの字形状に形成した柵段構造である。
　この構造により実施例３の山頂側をアーチ形状を同様に、鉄柵段を越流する流水の方向
を歩道中央に向かわせて登山道側面の洗掘を防止する機能を持たせることができる。
　本構造の応用としては、実施例１と同様に登山道中央部を横一線とし、端部分だけを下
流側で且つ端側を高めにすることで端部の洗掘をさらに効果的に防止することができる。
　だたし、本構造は実施例３のアーチ構造より鉄格子３００の剛性が弱いので鉄製杭１０
０での補強が必要な場合が生じる。
　なお、実際の登山道での実験結果によれば、登山者の通行を禁止した迂回路においては
、高さ３００ｍｍ程度までの堆積物の土圧には十分耐えることが確かめられている。
【産業上の利用可能性】
【００１３】
　本考案は、材料、運搬、現地加工組立施工、植生・観光環境維持、耐久性、コスト等に
有利な前記の優れた作用効果を呈するものであり、治山事業、登山事業、国立公園環境維
持事業等々に貢献すること多大なものがあり、この種産業に大きく寄与するものである。
【符号の説明】
【００１４】
１００：鉄製杭
２００：横鉄筋杭
３００：鉄格子
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