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１． はじめに 

 土石流対策施設を計画する場合は「砂防基本計画策

定指針（土石流・流木対策編）解説」および「土石流・

流木対策設計技術指針 解説」（以下，指針と呼ぶ）を参

照することが多いと思われる。一方，指針に依ることが

不合理となる場合においては適用しないことができ，

また所期の目的を十分に達成するより適切な手法が存

在する場合はその採用を妨げるものでは無い。

流域の条件によっては指針に沿った検討が困難な場

合があり，その場合は河床変動計算の活用が考えられ

る。河床変動計算の適用については既にその有用性が

示され（水山ら, 1988），砂防堰堤の効果を評価できるよ

うになっていること（里深・水山, 2005a, b）からも実用

的に用いられてしかるべきツールといえる。

例えば，流路の途中が土石流堆積勾配となっている

場合の堰堤の規模把握や，設置した堰堤下流側での侵

食対策施設の規模把握のためには河床変動計算を実施

することが有効である。本稿では上記の条件で河床変

動計算を実施し，その有効性について検討を行った。

２． 検討方法 

 検討の対象として図-1 に示すような縦断形状を有す

る 2 流域を想定した。図-1(a)は流路の途中が 10 度以

下の区間となっている流域（流域 A と呼ぶ）で，最下

流端で堰堤を計画している流域である（いわゆる「親子

渓流」）。図-1(b)は最下流堰堤の設置地点から保全対象

まで距離があり，越流水による侵食が想定される流域

（流域 B と呼ぶ）である。実際の例を参考に計画流出

土砂量，土石流ピーク流量は流域 A でそれぞれ 2,000 m3 

程度，23 m3 / sec 程度，流域 B でそれぞれ 8,000m3程度，

130 m3 /sec 程度と想定した。 

土石流の構成則は江頭らのモデル（芦田ら, 2008），土

砂流のそれは流動抵抗係数として粗面対数則を用いる

こととした（山崎ら（2018）の式(20)）。計算は 1 次元で

流れは不定流計算であり，粗粒土砂，微細土砂それぞれ

で濃度の連続式を解いている（山崎ら, 2018）。ハイドロ

グラフは 3 角形波形とした。またどちらの流域でも代

表粒径は 0.2 m とした。 

流域 A では固定床（侵食可能深 0 m）とし，流域 B で

は堰堤設置地点上流側では固定床，下流側では侵食状

況を確認するために侵食可能深を 2 m とした。流域 B

では堰堤として No.51 の地点に透過型砂防堰堤（有効

高 14.9 m）を設置したが，堰堤直上流の河床高が天端標

高より低いときは、土砂全量が堆積し、堰堤が満砂した

際には、土砂全量が通過するものとした。

３． 検討結果と考察 

図-2に流域 A で上流から土石流を流下させた場合の

計算結果を示す。上流端（No.1）から発生した土石流が

緩勾配区間（No. 31：河床勾配 6°）に入ると土砂を全

層にわたって輸送することができなくなり，堆積が生

じて流量が小さくなり，No.31 の地点ではピーク流量は

13 m3 / sec まで減少し，土砂流状態となる。緩勾配区間
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図-1 モデル流域の縦断形状および河床勾配 

(a) 流域 A

(b) 流域 B

図-2 の範囲 

図-3 の範囲 
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で土石流が堆積することにより，No.58 の地点より下流

では河床勾配が 12°と再び急となるものの，No.97 の

地点まで土石流は流下せず，流動深は 0.2m 程度であっ

た。今回の計算結果により，モデル流域の縦断形状のよ

うに流路の途中に緩勾配区間がある場合は，その下流

まで土石流が流下する可能性が低いことが示唆された。

例えばこの「親子渓流」では「１波の土石流により流出

すると想定される土砂量 Vdqp」の算出時に，緩勾配区間

から上流の移動可能土砂量を控除してピーク流量を想

定する等の取扱いが考えられる。ただし，緩勾配区間の

延長，流域スケール，土石流ピーク流量，流出土砂量の

規模等の条件によっては下流まで土石流が流下する可

能性もあるので，本研究のような河床変動計算により

検証することが望ましい。

図-3 に流域 B で土石流を上流から流下させた場合の

結果を示す。No.51 に設置した堰堤により土石流に含ま

れる土砂を捕捉したことでピーク流量は 130 m3 /sec か

ら 40 m3 /sec と大幅に減少している。それより下流では

河床勾配が 7 度と土石流が堆積しうる勾配であるが，

粗粒土砂，細粒土砂ともに侵食が発生して平衡状態を

維持するよう下流端（No.106）まで土砂流として流下し

ている。下流端ではピーク流量が 30 m3/sec 程度である。

施設効果によって土砂濃度が低下した流れに対しては，

土石流堆積区間と考えられる区間においてもその勾配

に見合う平衡濃度になるように河床侵食が生じ得る。

最下流堰堤から保全対象まで距離がある場合には，必

要に応じて河床変動計算を行う等により合理的・効率

的な施設配置計画を検討する必要がある。

４． おわりに 

 本稿では，土石流対策計画を立案する上で河床変動

計算を導入することを試みた。数値計算は必ずしも正

確な定量的情報を提供するわけではなく，不確実性を

有する。河床変動計算の限界には注意しつつも計算結

果を踏まえた検討を行うことで，合理的・効率的な対策

計画の立案につながるものと考える。
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図-2 流域 A での計算結果（Q:土石流全体，

z：河床標高，h：流動深） 

図-3 流域 B での計算結果（Q:土石流全体，

z：河床標高，h：流動深） 
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