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１．はじめに 

 土砂と共に多量の流木が流出した場合，流木の直

撃による直接的な被害の他に，流木が橋梁等を閉塞

させて氾濫被害を増大させること等が指摘されてい

る．近年では，平成 29年の九州北部豪雨で多くの立

木が流木化し，甚大な被害となった災害 1）が発生し

ており，流木対策を講じる必要性が高まっている． 

対策を講じるためには流木の流出特性を明らかに

することは重要となる．しかし，流木の流出特性は

解明されていない部分も多く，流木の流出特性を明

らかにするためには，さらなるデータ蓄積が必要で

ある． 

今回，新庄河川事務所の流木対策を検討する業務

の一部で，平成 30年 8月に山形県戸沢村で発生した

豪雨災害における流木の流出実態を，現地調査や災

害前後の航空レーザ計測データ等から把握した．本

論では，これらの結果について報告する． 

２．平成 30年 8月豪雨の概要 

 東北地方に上陸した前線上の低気圧が停滞し、8
月 5 日の 14 時から 6 日 8 時までの間に豪雨をもた

らした．古口観測所（国土交通省）で最大 24 時間

雨量が 366mm を観測する等，戸沢村で記録的な大

雨となった． 
幸いにも人的被害は発生しなかったが，土砂崩れ

や土砂・流木の流出，道路の崩落，農地埋没など甚

大な被害が発生した． 
 

 
図１ 平成 30年 8月豪雨時の等雨量線図（最大 24

時間雨量）及び対象流域の位置図 

３．対象流域 

対象流域は流木の流出が顕著であった十二沢地

区の土石流危険渓流と鹿の沢川流域とした（図１）． 
十二沢地区の土石流危険渓流は 7 渓流を対象と

した．対象流域の流域面積は 0.01～0.09km2，河床

勾配は 6～48°となっており，流域全域が土石流区

間である．他-1 を除き治山堰堤が施工されている． 
鹿の沢川流域は，掃流区間を含む支川で，流域面

積が 15.5km2 の流域である．主流路の渓流長は約

14km となっており，下流の約 10km が掃流区間と

なっている．流域内には直轄砂防堰堤が 5 基整備さ

れており，全て掃流区間に位置している． 
 

４．流木量の算出方法 

4.1発生流木量 

発生流木量は，斜面崩壊に伴い発生する流木を対

象とし，斜面崩壊は災害前後のオルソ画像の判読等

により抽出した． 
材積については，抽出した崩壊箇所に対して，崩

壊により流出した立木の材積を，災害前に計測した

LP データから推定して発生流木量とした． 
4.2堆積流木量 

堆積流木量は，現地調査で確認できたものを対象

とした． 
現地調査では，流木の堆積位置と堆積域の体積を

把握し，堆積域の体積に流木の実積率 0.22）を乗じ

て材積を算出した． 
鹿の沢川流域の鹿の沢第 3 砂防堰堤で捕捉され

た流木（図２）は，堆積範囲が広域で規模が大きか

ったため災害前後のLPデータの差分から算出した

体積に実積率 0.2 を乗じて材積を算出した． 
なお，鹿の沢流域では，流域の大部分が急峻な地

形であるため，堆積流木の現地確認範囲は，比較的

勾配が緩くアクセス可能な範囲に限られた． 
 

 
図２ 鹿の沢第 3砂防堰堤で捕捉された流木  
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５．流木の堆積状況 

 十二沢地区の 7 渓流において，流木の堆積位置と

地形条件等を整理した．地形条件は，LP データか

ら主流路の縦断図及び 50m ピッチの横断図を作成

し，各区間の勾配，河幅，屈曲度を整理した． 
 水理条件は，対象災害の降雨実績 366mm（古口

観測所）を用いて合理式にてピーク流量を算出した．

また，算出したピーク流量と河幅にマニング則を適

用して水深を算出した． 
 流木の堆積位置などは縦断図にとりまとめて，各

条件との関連性を検討した（図３）．今回の土石流

区間の対象流域では，水理条件と流木の堆積発生位

置に，特徴的な関連性は認められなかった．堆積流

木は，渓流の合流部や勾配の変化点，治山堰堤に捕

捉された流木，立木に引っかかり堆積した流木が認

められたが，ほとんどは谷出口まで流出していた． 
鹿の沢川流域の堆積流木は，主に砂防堰堤の堆砂

敷に堆積していた． 
 

 
図３ 流木と地形条件等の整理例（他-5） 

 

  
図４ 立木に引っかかり堆積した流木 

 
 

６．流木流出率 

6.1土石流区間における流木流出率 

十二沢地区の 7 渓流では，堆積流木量と発生流木

量から流木流出率を算出した．結果，流木流出率は

0.48～0.99 となった（表１）．治山堰堤で捕捉され

た流木量を，治山堰堤がない場合には流出していた

流木量と想定すると，流木流出率は 0.75～0.99 と

なった．今回の流出率は，過去の広島災害（1988
年）での無施設の渓流における流木流出率 0.48～
0.953）と概ね合致した．どちらの事例においても，

土石流区間における流木流出率は高い結果であっ

た． 
表１ 土石流区間での流木流出率算出結果 

 
 
6.2掃流区間における流木流出率 

 鹿の沢川流域では，堆積流木の全数調査が難しい

ため，鹿の沢第 3 砂防堰堤に捕捉された流木量を堰

堤地点における流出流木量とし，堰堤上流域におけ

る発生流木量と比較して流出率を算出した． 
 堰堤上流域では，崩壊地は 103 箇所抽出され，算

出した発生流木量は合計で 262.7m3となった．鹿の

沢第 3 砂防堰堤に捕捉された流木量は，183.6m3

となり，流木流出率は 0.70 となった． 
 また，鹿の沢第 4 砂防堰堤の堆砂敷で堆積してい

た流木の材積 14.9m3を，砂防堰堤がない場合に流

出していた流木量と想定すると，流木流出率は 0.76
とる．このことから，河床勾配の緩い掃流区間にお

いても，70％以上の流木が流出する可能性があると

考えられる． 
７．まとめ 

 平成 30年 8月豪雨における，土石流区間の流木流

出率は 0.75～0.99となり，既往報告と合致する値で

あった．また，掃流区間を含む鹿の沢川流域で無施

設時を想定すると，流木流出率は 0.76となった． 

一方，今回の対象災害は，戸沢村の広域で最大 24

時間雨量が 300mm以上となった降雨の一例であり，

降雨条件等が異なれば流出率が変化することが考え

られる． 

今後も流木の流出実態の調査を継続し，地形や降

雨条件などの流木流出率に関わる要因を明らかにし

ていく必要がある． 
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渓流番号

発生
流木量

（m3)

堆積
流木量

（m3)

捕捉され
た

流木量

（m3)

平均
河床
勾配
（度）

既設
堰堤
基数
（基）

流木
流出率

流木
流出率

（無施設）

TU-2 31.51 10.35 7.52 23.29 3 0.67 0.91
TU-5 56.85 5.58 3.15 19.54 3 0.90 0.96
TU-6 106.48 0.77 0.18 28.22 3 0.99 0.99
他-1 123.89 16.70 - 21.07 0 0.87 0.87
他-2 54.52 10.56 5.15 32.25 6 0.81 0.90
他-3 26.78 13.89 7.28 26.34 3 0.48 0.75
他-5 106.16 14.85 1.22 18.90 2 0.86 0.87
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