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１．はじめに 

平成 23 年台風 12 号により熊野川水系十津川左支川滝川流域栗

平川の左岸斜面において深層崩壊が発生した（図１）．栗平地区で

は，深層崩壊斜面の再崩壊防止と下流集落の土砂・洪水氾濫防止を

目的として，深層崩壊地の下流約 2km の区間に 4 基の砂防堰堤を

計画し，最下流の 1号堰堤が平成 29年 2月に竣工している．その

一方で，近年も河道・渓岸の侵食と土砂流出を繰り返し，状況が変

化し続けている． 

このような背景のもと，小竹ほか 1)は一次元河床変動計算により

計画施設の有用性や課題・対応策を検討した．この成果により有効

な対策を立案できたものの，次の課題も残されていた． 

 対象出水として短期的な土砂移動現象のみを想定していたが，

栗平地区の活発な土砂流出は今後も中長期的に続くと予想され

ることから，中長期的な予測計算も必要である．

 計画堰堤（2～4号堰堤）がすべて完成した状態で計算していた

が，実際には下流から順に着手し，各堰堤が完成する間にも河床

が変化する可能性があることから，現実的な施工期間を考慮し

た計算も必要である．

これをふまえ本研究では，中長期の土砂流出現象を想定するとと

もに，計画堰堤が完成するまでの施工期間も考慮した一次元河床変

動計算を実施し，事業計画の有用性や課題，改善策を検討した． 

２．計算モデルと計算条件 

本研究では一次元河床変動計算モデルとして，掃流砂・浮遊砂を対

象とした混合粒径一次元不定流モデルを用いた．計算区間は，図 1に

示した栗平川の約 8km および滝川の約 17km とした．中長期を想定

したハイドログラフは，平成 23年 9月（台風 12号後）～令和 2年 9

月までの 9年間の実績降雨のうち，連続雨量が 100mm 以上の降雨を

抽出し貯留関数法による流出解析により作成し，土砂については感度

分析結果をもとに土砂濃度一定（0.006）の条件で供給した． 

計算ケースは，表 2 に示す 5 ケースとした．ケース

1 は現況時，ケース 2 は 2 号～4 号堰堤完成後に各堰

堤の堆砂地を 1/20勾配で埋め戻す案（図 2）（小竹ほか

における最適案），ケース 3は深層崩壊地直下および計

画堰堤間に，河床低下を抑制するための帯工 4 基を配

置した案である．なお，ケース 2およびケース 3では，

2～4号堰堤が完成した状態を初期河床とした． 

一方，ケース 4 およびケース 5 は，計画堰堤の施工

期間を考慮したケースである．2号堰堤が 3年後，3号

堰堤が 6 年後，4 号堰堤が計算終了後となる 9 年後に

完成すると想定した．具体的には，3年経過後，6年経

過後に計算を止め，計算結果である 3年後，6年後の最

終河床高を用いて堰堤計画地に 2 号堰堤，3 号堰堤を

設置した上で，計算を実施した． 

ケース 4 は 3 年後に 2 号堰堤が，6 年後に 3 号堰堤

が完成する案，ケース 5は 2号堰堤，3号堰堤が完成  

図 1 対象地区の位置・計算区間 

表 1 計算条件 

初期河床 令和2年LPデータより作成

計算間隔 50m

平均粒径 混合粒径（10粒径階）

砂礫密度 2650 kg/m3

間隙流体密度 1000 kg/m3

内部摩擦角 37.0°

堆積速度係数 0.05

侵食速度係数 0.0001

マニングの粗度係数 0.03

表 2 計算ケース 

砂防堰堤 帯工  仮設ブロック積 

1 号堰堤（既設） 

2 号堰堤（計画） 

3 号堰堤（計画） 

4 号堰堤（計画） 

深層崩壊地 

栗平川 

滝川 

深層崩壊地 

地理院タイルに計算区間等を追記して掲載 

滝川 

計算
ケース

計算目的 計画施設 侵食対策
施工期間
の考慮

1
現況状態の
確認

なし
（既設1号堰堤のみ）

なし なし

2
既往最適案
の検討

2号,3号,4号堰堤完成 なし なし

3
侵食対策の
効果検討

2号,3号,4号堰堤完成
帯工を4基
配置

なし

4 2号,3号堰堤完成 なし あり

5
2号,3号堰堤完成
＋仮設ブロック積

なし あり

注）黄色着色は各ケースの特徴となる条件

現実的な施
工期間を考
慮
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するまでの間，4 号堰堤位置に多用途のコンクリートブ

ロックによる仮設ブロック積を構築し，崩壊斜面直下の

河床低下を抑える案である．なお，ケース 5では，施工

済の仮設ブロック積において脚部侵食による沈下が確

認されており，計算においてもその現象を反映するもの

とした．具体的には，仮設ブロック積の脚部が侵食され

た深さ分，仮設ブロック積の天端も沈下するものとし，

2号堰堤が完成する 3年後と 3号堰堤が完成する 6年後

にこの処理を行った（図 3）． 

３．計算結果 

３.１ 既往最適案の検討 

図 4に，ケース 1およびケース 2の河床変動高の計算

結果を示した．現況状態で中長期的な土砂移動現象が発

生した場合（ケース 1），深層崩壊斜面直下が最大で 25m

低下し，深層崩壊斜面の不安定化が懸念された（図 4黒

線）．一方，小竹ほかで最適案とした対策（ケース 2）で

は，深層崩壊斜面直下の侵食深が 6mとなり，深層崩壊

斜面の安定性が大幅に改善するものの，2 号～4 号堰堤

の脚部が 5～8m 侵食され，堰堤が不安定化する可能性

があることが分かった（図 4赤線）．短期の土砂移動現象

に対しては最適であったが，中長期の土砂移動現象に対

しては課題が生じる結果であった． 

３.２ 侵食対策の効果検討 

3.1 の課題をふまえ，深層崩壊地直下および計画堰堤

間に帯工 4 基を配置した場合（ケース 3）の計算結果を

図 5に示した．帯工を追加することで，深層崩壊斜面直

下および計画堰堤脚部の侵食が抑制される結果が得ら

れた（図 5緑線）．この結果から，将来的に深層崩壊斜面

直下や 2 号～4 号堰堤の脚部が侵食され不安定化が懸念

される場合には，多用途のコンクリートブロックを活用

して仮設の帯工を構築する等して柔軟に対応すること

が有効と考えた． 

３.３ 施工期間を考慮 

図 6に施工期間を考慮した計算結果を示した（ケース

4，5）．2号堰堤，3号堰堤が 3年後，6年後に完成する

場合（ケース 4）では，4 号堰堤位置が 11m，深層崩壊

斜面直下が最大で 18m 低下する結果となった（図 6 青

線）．一方，多用途のコンクリートブロックを活用して仮

設ブロック積を構築した場合（ケース 5）には，侵食深

がそれぞれ 4m，2m抑えられる結果が得られ，仮設ブロ

ック積を活用することで侵食を遅らせることができる

ことが確認された（図 6黄線）． 

４．おわりに 

様々な条件を想定した一次元河床変動計算を実施する

ことで，中長期的な土砂移動現象に対する栗平地区にお

ける計画施設施工時の課題と対策効果を検討できた．今

後，予測計算結果と実現象を比較し，計算条件等の変更

等を検証，改善していく必要がある．数値シミュレーシ

ョンは，比較的簡易的に様々な条件の予測を行うことが

可能である．近年，広範囲で航空レーザ測量が実施され，

高精度の地形データ作成が可能であることから，これら

を活用した数値シミュレーションによる対策の検討を

さらに進めることが有効と考えられる． 
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図 2 計算前の河床高 
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図 4 予測計算による河床変動高 
【既往最適案の検討】 
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図 5 予測計算による河床変動高 
【侵食対策の効果検討】 
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図 6 予測計算による河床変動高 
【施工期間を考慮】 
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