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１．はじめに
 大規模な河道閉塞は、崩壊時の被害だけでなく、上流
域湛水による浸水被害、その決壊に伴い発生する洪水や
土石流による下流域の氾濫被害を生じさせる可能性が
ある。近年、日本で大規模な河道閉塞は、2004 年新潟
県中越地震，2008 年岩手・宮城内陸地震，2011 年台風
第12号による紀伊半島，2017年九州北部豪雨による大
分県日田市，2018 年北海道胆振東部地震による厚真川
等において形成されており、地震や豪雨により数年に一
度程度の頻度で発生している。 
 これらの日本における近年の大規模な河道閉塞事例
における発生状況、減災のための緊急対応状況、河道閉
塞対応方法の進展事項等について、報告する。 

２．近年の主な河道閉塞事例とその対応の変遷 
2000 年以降の日本の主な河道閉塞形成事例につ

いて、河道閉塞の発生状況や主な緊急対応状況、
河道閉塞対応方法の進展事項等を示す。

2.1 2004 年新潟県中越地震の河道閉塞 
2.1.1 大規模崩壊や河道閉塞等の発生状況１）２） 

10月23日、M6.8、最大震度7の地震により、河道閉
塞は52箇所（うち，9箇所は流出）、崩壊土砂量100万
ｍ３以上の大規模崩壊・地すべりは12箇所発生。 

2.1.2 河道閉塞の緊急対応状況２）３） 
・国総研及び土研は、芋川「山腹崩壊による天然ダム緊
急調査」に専門家を派遣し、河道閉塞の現地確認と対応
策への助言を実施。また、芋川本川の5つの地区で形成
された河道閉塞のうち規模の大きな2つ（寺野、東竹沢
（写真1））について、決壊の危険度を概略判定。 
・国の直轄事業により、２つの河道閉塞において、ポン
プ排水。仮設排水管で湛水の水位を下げつつ、仮排水路
等を整備。

2.2 2008 年岩手・宮城内陸地震の河道閉塞 
2.2.1 斜面崩壊や河道閉塞等の発生状況 
・6月14日、M7.2、最大震度6強の地震により、約3,000
箇所の斜面崩壊が発生。荒砥沢ダム直上流では大規模な
地すべりが発生。三迫川上流の東栗駒山の斜面を崩壊源
とした大規模な土石流が発生（駒の湯温泉被災）。 

・断層線付近にある地盤変位の急変領域に 14 箇所、そ
の他の地域に 1 箇所、全体では合計 15 箇所の河道閉塞
が形成した（図1）。 

2.2.2 河道閉塞の緊急対応状況４） 
・現地調査、越流時の流量調査等を実施。
・湯浜地区の天然ダムに対し、開発した土研式水
位観測ブイ（投下型）をヘリから投入して、天然
ダム湛水位を自動観測。
・一迫川に形成した天然ダムの危険度評価を実施。 

2.2.3 新潟県中越地震と岩手・宮城内陸地震の知
見を踏まえた河道閉塞への対応方法の進展事項
・2008 年 12 月、天然ダム監視技術マニュアル（案）、
土木研究所土砂管理研究グループ火山・土石流チーム田
村圭司、山越隆雄、松岡暁、伊藤洋輔、田方智、柳町年
輝、土木研究所資料第4121号 
・2010 年 7 月,天然ダム形成時対応の基本的考え方(案)
（2013 年 12 月訂正）、国総研砂防研究室：改正土砂災
害防止法以前の対応方法をまとめたもの 
・2010 年 11 月、天然ダム対策工事マニュアル（案）、
国土交通省砂防部保全課、東北地方整備局河川工事課 
・2009年12月「特殊な土砂災害等の警戒避難に関する
法制度検討会」による提言。 
・2010年11月土砂災害防止法の一部改正が成立（衆院・
参院ともに全会一致）法律公布：大規模土砂災害（河道
閉塞・火山噴火に起因する土石流、地滑り等）に対する
危機管理体制の強化 
・2011年4月（事務連絡） 土砂災害防止法に基づく緊
急調査実施の手引き（河道閉塞による土砂災害対策編）
及び計算用プログラム
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須川地区 
崩壊土砂量：約 390千㎥ 

産女川地区 
崩壊土砂量：約12,600千㎥ 

荒砥沢地すべり 
崩壊土砂量：約 450,000千㎥ 

湯浜地区 
崩壊土砂量：約 2,160千㎥ 

湯ノ倉温泉地区 
崩壊土砂量：約 810千㎥ 

沼倉裏沢地区 
崩壊土砂量：約 1,190千㎥ 

温湯地区 
崩壊土砂量：約 740千㎥ 

川原小屋沢地区 
崩壊土砂量：約 210千㎥ 

浅布地区 
崩壊土砂量：約 300千㎥ 

坂下地区 
崩壊土砂量：約 90千㎥ 

小川原地区 
崩壊土砂量：約 490千㎥ 

沼倉地区 
崩壊土砂量：約 270千㎥ 

小河原地区 
崩壊土砂量：約 20千㎥ 

槻木平地区 
崩壊土砂量：約 80千㎥ 市野々 原地区 

崩壊土砂量：約 1,730千㎥ 

2008 年 岩手・

宮城内陸地震

図1 河道閉塞の分布と地震断層による地盤の垂直

変位量（電子基準点併用ALOS 2.5次元解析） 

写真1 芋川流域東竹沢地区の河道閉塞 
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・2011年5月1日施行 土砂災害防止法の一部改正 
・2014年9月，深層崩壊対策技術に関する基本的事項：
蒲原潤一，内田太郎，国総研資料第807号 

2.3 2011 年台風第 12 号による河道閉塞 
2.3.1 河道閉塞等の発生状況 
総降水量は、紀伊半島を中心に広い範囲で1000mmを

超え、紀伊半島の一部の地域では解析雨量で2000 mm
を超えた５）。奈良県、和歌山県内において合計17箇所
の河道閉塞が形成した。 
2.3.2 河道閉塞の緊急対応状況 
・ヘリ調査とともに、人工衛星SAR強度画像を用いて悪
天候時においても河道閉塞の形成を確認。 
・5箇所の大規模河道閉塞に対して土砂災害防止法に基
づき緊急調査を実施（法施行後、初となる事例）。緊急
調査結果等を踏まえ河道閉塞に対する土砂災害緊急情
報を関係する県、市町村に通知。 
・４箇所の天然ダムに対し、土研式水位観測ブイ（投下
型）を用いて、天然ダム湛水位を自動観測。 
2.3.3 河道閉塞への対応方法の進展事項 
・2012 年 6 月、大規模土砂移動検知システムにおける
センサー設置マニュアル（案）、土木研究所資料第4229
号、土砂管理研究グループ火山・土石流チーム
・2012年9月（2013年1月修正），深層崩壊に起因する
土石流の流下・氾濫計算マニュアル(案)：土研火山・土
石流チーム，土木研究所資料第4240号
・2013年11月，単偏波の高分解能SAR画像による河道
閉塞箇所判読調査手法（案）：水野正樹・神山嬢子・江
川真史・佐藤匠・蒲原潤一・林真一郎，国土技術政策総
合研究所資料 第760号
http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0760.htm

・2014 年 6 月，２偏波SAR 画像による大規模崩壊及び
河道閉塞箇所の判読調査手法(案)：水野正樹・神山嬢
子・江川真史・佐藤匠・蒲原潤一，国土技術政策総合研
究所資料 第791号，
http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0791.htm

・2016年3月一部改訂 土砂災害防止法に基づく緊急調
査実施の手引き（河道閉塞による土砂災害対策編）：平
成23紀伊半島の経験を踏まえた修正

2.4 2017 年九州北部豪雨による大分県日田市の
河道閉塞 

2.4.1 河道閉塞の発生状況 
・豪雨が弱まり、降雨強度（大分県上宮山観測所）が
10mm/h以下となってから10時間後の2017年7月6日

AM10頃に山腹が崩壊。死者１名、県道・家屋等を破壊
する被害とともに河道閉塞が発生。（写真2） 
・崩壊箇所は、2015 年 11 月 20 日～2016 年 2 月 26 日
ALOS-2データを用いて国土地理院が解析した差分干渉
SAR 画像で変動縞が出現、及び崩壊後現地調査結果か
ら、崩壊する前から地すべり滑動していたことが判明。 

2.5 2018 年北海道胆振東部地震の河道閉塞 
2.5.1 河道閉塞の発生状況 

9月6日、M6.7、最大震度7の地震により、斜面崩壊
部の移動量：:約 500m、斜面崩壊の幅：約 400m、天然
ダムの高さ：約 50m、閉塞部の長さ：約 1,100m の河道
閉塞が発生。（写真3） 

３．おわりに 
2004 年新潟県中越地震以降、日本では、豪雨や

地震で度々発生した河道閉塞に対して多数の緊急
対応の実績を蓄積し、河道閉塞への対応方法が進
展している。2010 年には、規模や保全対象人家数
等の一定の要件を満たす河道閉塞が形成した場合、
重大な土砂災害が急迫しているとして、国が緊急
調査を行い、住民の避難指示の判断等を適切に行
えるよう、土砂災害が想定される区域及び時期に
関する土砂災害緊急情報を提供することが土砂災
害防止法に規定された。
 今後も、切迫する南海トラフ巨大地震等の地震
や、地球温暖化の影響に伴う極端な気象現象の増
加により、河道閉塞の発生が懸念される。これか
らも河道閉塞対策の更なる継続的な進展が必要で
ある。
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