水辺活動における危機予知・回避能力の育成
１．川の構造と流れの違い
●場所によって変わる川の表情
川の 表情は その 流れに よって 大きく ３つに 分類で
きる。
①淵： 川が蛇 行す る時， 流れが 岩盤な どに当 たって
川底を 深くえ ぐっ た所。 流速は 緩やか でよど んでお
り，見 えない 川底 には小 石や砂 ，泥な どが溜 まって
いる。 特に流 れが 緩やか で止ま って見 えるよ うな深
い所は「瀞場」とも呼ばれる。
②平瀬 ：淵の 下流 には浅 くて流 れの速 い「平 瀬」が
あり， 川底に は大 きな石 や岩が 多い。 水面に はさざ
波が立っているが，川底は見えている。
③早瀬 ：平瀬 の下 流にあ って流 れは３ つの中 で最も
速い。 水面に は白 波が立 ってい て川底 が見え ない。
④この ほか， 段差 があり て小さ な滝の ように なって
いる所は「落 ち込み」と呼ば れる。
「 落ち込み」は川
底が深 くなっ てい る上， 縦方向 の水流 が発生 してい
るので大変危険である。

●川の流れは場所によって速さや向きが変わる
川の 流れは ，曲 がりく ねった 場所で は内側 より外
側の方 が速く なっ ている 。まっ すぐな 所では ，水深
が浅い 場合は 全体 的に均 等に流 れるが ，深い 場合は
中央部の流れが速くな
る。ま た，川 に突 き出た 岸の陰 になっ た所に は，ぶ
つかる流れと反対方向の「反転流（反射流ともいう）」
が発生 し，渦 を巻 いてい る。最 も注意 してお きたい
のが，本流と主流が合流している場所 。ここでは「合
わせ波〔三角 波〕
」が 発生し，流れが 複雑になってい
るため，足を取られてしまう危険性が高い。

●中洲や河原は川そのもの
周り に草木 があ まり生 えてい ないよ うな中 洲や河
原は， 水が増 える と瞬く 間に川 底にな ってし まう。
たまた ま水が 流れ ていな い川底 だと考 えてお く方が
よい。特に中洲は ，周囲を水で囲まれているだけに，
増水す れば逃 げ場 がなく なって しまう 最も危 険な場
所である。

２．川に出かける準備

気 象情報の 集め方
テ レビ 、ラ ジオ、 電話 サー ビス などの ほか に現 地では 、携
帯 電話やイ ンターネ ットでの 情報も活 用するとよ い。

●気象情報と河川情報は必ずチェックして出掛ける
川に 行く 日程と 的地 が決 まっ たら， 事前 に周 辺の気 象
情 報や 河川 情報を チェ ック して おく。 特に 山間 部では 大
気 が急 変し やすく ，大 雨が 局地 的に降 るこ とも しぼし ぼ
ある 。急激な増水や鉄砲水が発生す ることもある。また，
上 流部 で降 った雨 は必 ず下 流域 に影響 を及 ぼす ので， 下
流 部に 出掛 ける時 は上 流部 の天 候にも 気を つけ る。地 図
を 調べ ，上 流にダ ムが ある 場合 にはダ ムの 放流 情報も チ
ェ ック して おく。 もし 悪天 候が 予測さ れる よう なら， 計
画 を中 止す る勇気 ，撤 退す る勇 気も大 事で ある 。とり わ
け 子ど も連 れの場 合は 特に 無理 がない よう に留 意する 。

ひつじ 雲が出 たら天 気は下 り坂

●安全な川遊びのための服装
川遊 びの ための 服装 は軒 快な ものが いい 。川 の中に 人
る 場合 は， 水着に ライ フジ ャケ ット（ 緊急 用の 呼び笛 を
首 から 掛け るよう にす る〕 を着 用する のが ベス ト〕足 元
は 厚手 のソ ックス に履 き慣 れた 運動靴 〔紐 また はマジ ッ
ク テー プ付 きか， 水が 抜け る構 造にな って いる ウオー タ
ー シュ ーズ などを 履く よう にす る。川 底に は何 がある か
分 から ない ので， 裸足 では 絶対 に川の 中に 人ら ないよ う
に しす る。 岸辺で は， 虫に 刺さ れない よう 長袖 シャツ に
長 ズボ ン， 日射病 や熱 射病 にな らない よう につ ばの大 き
い 帽子 を被 る方が よい 。気 温に 合わせ て脱 ぎ着 ができ る
ジ ャケ ット や，降 雨に 備え てレ インウ エア も用 意して お
き たい 。素 材は防 水性 や撥 水性 の良さ から ，木 綿など の
天 然素 材よ りナイ ロン やポ リエ ステル など の合 成繊維 素
材の 方がよい。

日中の山風は雨になる

●そのほか用意しておきたいもの
川遊 びで は多少 の擦 り傷 はつ きもの であ る。 救急用 の
フ ァー スト ・エイ ド・ キッ トと 傷口を 洗う きれ いな水 水
を 用意 して おく。 また ，緊 急時 に備え て救 助用 のスロ ー
ロー プやひも付きの浮き輪を用意し ておく。
川 で遊んでいるときに最も怖いの は突然の増水である。
現 地で 気象 情報を 入手 する ため のラジ オや 携帯 電話は 必
ず用 意しておく。

笠雲は雨の予兆

●河原の周囲をよく観察しよう
河原 の周囲 で木 々草木 の植生 がまっ たく見 られな
い場所 は水が 出る といっ きに増 水する 場所で ある。

●川の表情の変化に注意しよう
特に 上流部 など では， 増水時 に大き な岩な どが流
れてき て川の 表情 がガラ リと変 わって しまう ことが
ある 。
「前にも行った 場所だから…」 と油断せずに，
その日 ，その 時の 川の表 情を見 極める ことが 大切。

遠 くの音 が聞 こえる と雨が 近い

