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1. 緒論 
富士川水系早川支川雨畑川や右支川の御池ノ沢で

は短時間に急激な河床・流量・流砂量の変動を生じる
ことが多く，これまで幾つかの土砂移動履歴がある。
水山 1) によると，平成元年の 8 月 27 日，9 月 3 日の
出水を対象として，雨畑川と御池ノ沢合流部での小規
模天然ﾀﾞﾑの形成・消失や御池ノ沢の短時間での河床
変動が報告されている。代表的な出水には昭和 57，58
年の出水があるが，それ以降，近年では，平成 23 年 7
月の台風 6号，8,9 月の台風 12 号，平成 24 年 6月の
台風 4号の出水により土砂移動があった。 
このように，御池ノ沢の土石流による土砂移動と雨
畑川との相互作用により，両渓流の合流部では，様々
な現象が発生しうる。そこで，合流部周辺の河道閉塞
や土砂流出等の土砂移動特性の把握を目的として，合
流部付近のﾄﾚﾝﾁ調査，複数年の LP ﾃﾞｰﾀ，御池ノ沢 2
号床固工に設置してある定点ｶﾒﾗの画像，源頭部土砂
生産域の現地踏査結果を基に考察を行った。 

2. 雨畑川・御池ノ沢の流域 
図 1 は，雨畑川（本川）・御池ノ沢（支川）合流部付近の
平面図である。本川合流部の下流には，雨畑砂防堰堤
(不透過型 H=22m)があり，合流部の上流域には，左岸側
に保全対象の細野集落があり，その上流に雨畑第 2 砂防
堰堤がある。合流部の支川側には，御池ノ沢の扇状地が
あり，御池ノ沢第 1 床固工，更に上流には，第 2～第 4 床
固工，御池ノ沢・御池ノ沢第 2 砂防堰堤がある。
本川の流域面積は，74.4km2（雨畑砂防堰堤地点），平
均河床勾配は 1/44.6 であり，御池ノ沢の流域面積は，
4.1km2（御池ノ沢本川：1.9 km2），本川・御池ノ沢の合流
点から御池ノ沢第 2砂防堰堤の区間の平均河床勾配は，
1/5.3（10.7°）であり，その上流域では，1/2.97（18.6°）で
ある。一方，御池ノ沢・雨畑川合流部から細野集落の区
間の平均川幅は約 85m，御池ノ沢・雨畑川合流部から御
池ノ沢第 2砂防堰堤の区間の平均川幅は約 70mである。

 
図 1 雨畑川・御池ノ沢合流部付近の平面図 

 
3. 平成 23 年 7 月から平成 24 年 6月の土砂流出 
3.1 平成 23 年 7 月（台風 6号） 
平成 23 年 7 月の台風 6 号では雨畑観測所で，最大

時間雨量 37mm/h(7 月 19 日 23:00），積算雨量 426mm
を記録し，御池ノ沢内からの土砂流出により御池ノ沢
第二床固工が埋没した(写真 1)。また御池ノ沢の流路
は上流側と下流側に向いている(写真 2)。 

3.2 平成 23 年 8 月，9月出水（台風 12 号） 
平成 23 年 8,9 月の台風 12 号では雨畑観測所で，最
大時間雨量 63mm/h(9 月 2日 15:00），積算雨量 937mm 

 
 
を記録し，雨畑川では出水による大きい土砂移動が見
られたが，御池ノ沢では大規模な土砂移動は確認され
なかった(写真 3)。 

  
写真 1 H23 台風 6 号時の御池ノ沢第二床固工の状況 

  
写真 2 H23 台風 6 号時の合流部の状況 

  
写真 3 H23 台風 12 号時の合流部の状況 

3.3 平成 24 年 6 月出水（台風 4号） 
平成 24 年 6月の台風 6号では雨畑観測所で，最大時

間雨量 46mm/h(6 月 19 日 20:00），積算雨量 238mm を記
録し，雨畑川・御池ノ沢で出水による大きい土砂移動
が見られ，雨畑川・御池ノ沢合流部において河道閉塞
とそれに伴う湛水が確認された(写真 4)。 

 

  

写真 4 H24 台風 4 号時の合流部の状況 

3.4 LP ﾃﾞｰﾀの比較 
御池ノ沢周辺においては，H21(H23 土砂流出以前)と

H24(H24.6 台風 4号出水前)に LP ﾃﾞｰﾀが取得されてい
る。これらの LP ﾃﾞｰﾀを重ね合わせの上，横断の差分
を断面法により渓床内の堆積土砂量と侵食土砂量を
算出した結果，御池ノ沢源頭部(上流域)より期間内に
約52万m3，下流への土砂流出があったと推測された。
また，その期間には御池ノ沢全域にて渓床内に堆積し
た土砂量は約 46 万 m3に対して侵食量は約 87 万 m3，単
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純に差し引くと約 41 万 m3の土砂が雨畑川合流点より
下流側及び上流側に流出している(図 2)。期間内の比
較的規模の大きい 3 出水(平成 23 年 7 月の台風 6 号，
8,9 月の台風 12 号に加え，本川への土砂流入痕跡がな
い平成 23年 10 月の台風 15 号)で，御池ノ沢内にて同
等の土砂移動が発生したと仮定するならば，10 万 m3

のｵｰﾀﾞｰの土砂移動があったと考えられる。 
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図 2 H21～H24 間で算出された概略土砂移動実態 
3.5 源頭域での流出痕跡 
源頭域は七面山崩壊地の山裏にあたり，恒常的な崩

壊流出が見られる。それら土砂が御池ノ沢第二砂防堰
堤の堆砂域，またさらに上流域の河道内に倒流木と共
に急勾配で大量に堆積している。渓岸に残る複数の侵
食痕と合わせて現地調査より確認した(写真 5)。河床
勾配は 30～40°超であり，土砂の内部摩擦角に近い。 

  
写真 5 御池ノ沢上流域の状況 

4. ﾄﾚﾝﾁ調査 
H24 年台風 4 号による御池ノ沢からの土石流流入に

より発生した河道閉塞の土砂移動特性，特に御池ノ沢
起因の堆積物と雨畑川起源の河床材料の違い，堆積層
序による河道閉塞に至るﾌﾟﾛｾｽを把握するために雨畑
川との合流点付近にてﾄﾚﾝﾁ調査を実施した。 
調査地点は御池ノ沢からの流入土砂が扇面を形成し，

本川に合流する直前の勾配変化点付近に設定した。 
4.1 ﾄﾚﾝﾁ調査結果 
上位層には御池ノ沢起源の細粒砂と雨畑川起源の中

粒～粗砂がﾗﾐﾅ構造を有しており，御池ノ沢から流入
した土砂に被るように雨畑川から一様な環境(およそ
掃流状態)で粗砂が堆積した痕跡が認められた。中位
層には御池ノ沢起源の巨礫とｼﾙﾄ分を多く含む土石流
堆積物の岩塊支持層（礫径が 5～60cm とばらつき，空
隙の多い堆積構造）が認められた。近年で一番新しい
H24 年台風 4号による土石流堆積物と判断した。下位
層には御池ノ沢起源の細粒砂と雨畑川起源の中粒～
粗砂が交互に構造を切断することなく堆積している
(図 3)。 
以上より，H24 年台風 4 号出水時には，御池ノ沢か

ら流入してきた土石流堆積物が複数波(少なくとも 3
回)，厚さ約 3m で下流側へ押し出すように堆積し，御
池ノ沢からの扇面を形成し，河道閉塞を引き起こした。
その上に雨畑川起源の土砂と御池ノ沢からの細粒土
砂が交互に堆積していることが確認された。 

5. 土砂移動に関する考察 
H23年 7月～H24年6月までに発生した3出水より土

砂移動について考察を行う。土砂の発生源は，源頭部
の崩壊地を起源とする土砂が，小規模な出水毎に上流
域で堆積・流出を繰り返していると想定される。 

 
 

 
図 3 ﾄﾚﾝﾁ層序 概説図 

以下中流域には，御池ノ沢第二砂防堰堤付近までに
一時堆積した土砂が，ある出水にて流出し雨畑川合流
部まで土砂が流出する。また雨畑川合流部付近におい
ては，これらの土砂が3m程度の厚みを持って到達し，
本川河道を閉塞させる場合がある。これらの中流域以
下での土砂量規模は LP ﾃﾞｰﾀの差分より，一回あたり
10 万 m3のｵｰﾀﾞｰであることが想定された。 
上流の崩壊地・渓岸からは常時土砂が供給されてい

るため，出水毎に徐々に土砂が中下流域に移動し，そ
の後，ある規模の出水により下流側に流出する可能性
が示唆された(図 4)。一方で西井 2)によると，御池ノ
沢での土石流量規模(合理式による)は， H23.8･9 台風
12 号時が 63mm/h の降雨に対して 164 m3/s，河道閉塞
の発生した H24.6 台風 4 号時が 46mm/h の降雨に対し
て 119 m3/s である。本研究での調査結果でも，雨畑
川の河道閉塞条件については土石流量規模が河道閉
塞条件と一致しておらず，御池ノ沢の土石流量のみの
条件ではなく，雨畑川との相互作用について様々な検
証をすべきことが示唆された。 
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図 4 今後想定される土砂移動現象の一例 

6. 結論 
最近数年間の土砂流出実績を調査した結果，御池ノ

沢の土石流は，一旦中流域で貯留し，それらがある出
水にて再移動，雨畑川合流部では「約 10 万 m3ｵｰﾀﾞｰ/
回」の 5～60cm の岩塊を主とした複数ﾕﾆｯﾄ (複数波)
からなる土石流を形成し，河道閉塞を引き起こす可能
性が高いことが明らかとなった。一方で河道閉塞条件
は土石流量規模のみに寄らないことが示唆された。源
頭部より直接合流点まで流入するｹｰｽや，近年発生し
ている事例でも出水規模と移動土砂量が乖離する等，
未解明な点も残されている。本流域で既往最大出水で
ある昭和 57,58 年出水や，今後の出水等の事例を集約
し，水・土砂双方より対比を行うことが必要である。 
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