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１．はじめに 

 中条川は長野県栄村に位置する一級河川信濃川の左支川

であり、流域面積は 8.18km2、平均河床勾配は 1/8.48 であ

る（図 1）。平成 25 年 9 月 16 日に台風 18 号の影響により、

トマトの国に設置した雨量計の観測値で連続雨量 159mm（同

日 1:00～18:00）、最大時間雨量 25mm/hr（同日 9:00～10:00）

の降雨があり、同日の 14:30 頃から 17:00 頃にかけて土石

流が発生した。この土石流は平成 23 年 3 月 12 日の長野県

北部地震で東入沢川に形成されていた河道閉塞土砂が越流

流量の増加によって侵食されて発生したものである。土石

流発生地点から西入沢川との合流点直下までの区間には減

勢工（鋼製セル）や谷止工等の治山施設が設置されており、

その下流に鋼製透過型砂防堰堤(H=11.5m)が設置されてお

り、土石流土砂の一部はそれらの施設上流で堆積・捕捉さ

れた（写真 1）。砂防堰堤より下流は、ほぼ一様な河床勾配

（約 1/10）の掘込河道になっており信濃川合流点までに大

規模な土砂堆積や氾濫は見られなかった。本研究では、現

地調査等で把握した土石流現象の実態を踏まえ、今回の土

石流に対する鋼製透過型砂防堰堤の効果を評価した。 

２．流出土砂捕捉効果の評価 

 現地調査等で把握した砂防堰堤上流の土砂堆積状況と、

今回の土石流を挟む 2 時期（H23 年 10 月と H25 年 9 月）の

航空レーザ測量データの差分解析から推定した土砂収支

（図 2）より、砂防堰堤の流出土砂捕捉効果を計画値と比較

して評価した。 

 航空レーザ測量データは、林野庁補

助事業デジタル森林空間情報利用技

術開発事業成果（アジア航測（株）2011

年撮影）と、予防治山事業成果(長野

県林務部 2013 年撮影)を用いた。 

2.1 透過型構造の閉塞状況 

 透過部は石礫によって完全閉塞しており、発生当日の

砂防堰堤満砂状況写真の撮影時刻から第 1 波の土石流に

よって天端まで閉塞したことが確認できた。底板コンク

リートの一部が著しく摩耗しているが、満砂後の越流水

落下範囲に限定されており、格子間からの中抜け流出は

ほとんど無いと考えられる。土石流後の堆砂地の除石状

況を見ると先端部等に巨礫が分布している（写真 2）。土

石流後の堆砂地で巨礫粒径調査をしたところＤ95=1.15m

であった（この堰堤の設計条件となっていたＤ95は 0.9m）。 

2.2 捕捉土砂量及び堆積勾配 

 今回の土石流は計画堆砂勾配（元河床 1/10×2/3＝1/15）より急勾配（1/12.2）で堆積し、計画捕捉量（21,620m3）

を上回る約 50,000m3が捕捉された。 

図１ 中条川流域図 

写真１ 土石流を捕捉した鋼製透過型砂防堰堤 

（H25.9.25 撮影） 

図２ 今回の土石流の土砂収支（注１） 

写真２ 土石流後の堆砂地の除石状況 

（H25.9.25 撮影） 
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2.3 下流に越流した土砂量 

 砂防堰堤に流入した約 45 万 m3のうち約 5 万 m3が捕捉され約 40 万 m3が越流した。参考までに、「砂防計画策定

指針（土石流・流木対策編）及び同解説」に準拠して今回の降雨量（159mm）に対応した東入沢川（流域面積 4.24km2）

の運搬可能土砂量を計算すると約5万 m3。今回土石流の東入沢川からの推定流出土砂量はこの値より1桁大きい。 

３．土砂氾濫抑制効果の評価 

 土石流発生時の写真・動画等の記録や、発生後の流下痕跡等の

現地調査結果を根拠として設定した条件で、砂防堰堤上流（谷止

工直下）から信濃川合流点までの区間で土石流流下堆積シミュレ

ーションを実施し、砂防堰堤の有無による下流地点の土石流ハイ

ドログラフ波形の違い等を比較することにより、砂防堰堤の土砂

氾濫抑制効果を評価した。今回の土石流は 3 波に分かれて発生し

たと推定しているが、第 3 波は砂防堰堤が満砂した後に発生して

いるため、第 1～2波までの土石流を対象にしてシミュレーション

を実施した。 

3.1 シミュレーションの方法 

計算条件の設定手順を図 3、計算区間上流端に入力する土石流ハ

イドログラフを図 4に示す。第 1～2波の流出土砂量は、土砂収支

から推定した全体の流出土砂量から動画から読み取った第 3 波の

流出土砂量を引いたものとする。この第 1～2波の流出土砂量と入

力土石流ハイドログラフから単純に土砂濃度を計算すると 53％に

なるが、土砂の堆積状況が最も実測値に近くなる条件を試行錯誤

で探索した結果、土石流中の土砂のうち 45％は間隙流体として挙

動する細粒分と考えて、土砂濃度を 29％と設定した。梶ら（2012）
1)による今回土石流発生源付近の土砂の粒度構成調査結果では、粒

径 2mm 未満の構成割合が約 40％である。その他の物性値等は一般

的な値を用いた。計算プログラムは、砂防・地すべり技術センタ

ーが保有する二次元の土石流氾濫計算プログラム（New-SASS）を

用いた。 

3.2 シミュレーション結果 

シミュレーション結果のうち、貝立橋地点の土石流ハイドログ

ラフを図5、最大水位の高さを図6に示す。貝立橋地点においては、

施設無し（鋼製透過型砂防堰堤が無かった場合）に比べて、施設

有り（鋼製透過型砂防堰堤が有った場合）の方が、ピーク前後の

流量が小さくなり、計算期間中の最大水位が低下している。 

４．まとめ 

1)今回の土石流は、大規模崩壊に起因する河道閉塞土砂が安定化

されないまま残存している状況下で発生したものであり、流出土

砂量の総量は、そのような荒廃状況が無い流域での一般的な計画

値と比べて相当に大きかった。 

2)そのような大規模な土石流に対しても、鋼製透過型砂防堰堤の

土石流捕捉機能は計画通り発揮された。 

3)砂防堰堤の捕捉量に比べて流出土砂の総量が大きかったため、

下流に流下する土砂量の総量を抑える効果は相対的に小さくなっ

たが、砂防堰堤がピーク付近の土石流流量を低減し下流の最高水

位を下げる場合があることを確認した。 
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図３ 計算条件の設定手順 

図４ 入力土石流ハイドログラフ 

図５ 貝立橋地点の土石流ハイドログラフ 
（シミュレーション結果） 

図６ 貝立橋地点の最大水位の高さ 
（シミュレーション結果） 
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