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水系砂防と渓流の土砂貯留効果

天田高白

はじめに

流域の急激な変貌に対応して，上流から下流まで水系ー貸した砂防計画が一層要求

されているが，その基礎として土砂流出の実態の把握ならびにその流出予測が必要と

なる。また山地河川は断面変化に富み，河道地形が土砂移動に及ぼす影響が著しく，

洪水時土砂生産域で一時的に河道貯留される土砂量は莫大な量であり，その後時間と

ともに下流に流出されることになるが，河道の貯留－調節効果の定量的把握は砂防工

学上極めて重要である。

ここでは砂防工学上，重要な空間である上・下流に狭窄部をもっ袋状拡幅部をとり

あげ，その貯留効果について考察し，水系砂防との関係について述べてみたい。

1. 流域の変容と水系砂防

近年，下流部における人口，産業の集中は水と土地の高度利用に一層の拍車をか

け，夕、ム建設を中心とした上流部の開発を進展させる一方，山間部や山麓，谷底低平

地の開発が進み，土砂災害危険地威における人口，資産がますます増大している。

このような流域の開発は河川の姿を急激に変貌させることになり，災害の形態もそ

れまでの大河川の破堤等が主だったものから都市災害とレった新しいタイプの水害

や，急傾斜地崩嬢， 土石流といった土砂災害が頻発するよ うになってきている。この

傾向は昭和40年代から一層激しく，例えば毎年発生する自然災害における死者，行方

不明者の中で土砂災害の占める割合は大きく， 2/3以上を占めている年がある I）。一

方，河川上流には大抵ダム貯水池が存在しており，土砂流送に関する自然、条件を大き

く変化させ，タム堆砂による貯水機能の低下をはじめ濁水の長期化現象，ダム上流の

背砂上昇に伴う洪水障害や下流における河床の大幅な低下に伴う利水施設，護岸，橋

脚等，既設構造物の機能障害，地下水位の低下や海岸侵食といった土砂移動の不均衡

による災害を惹起してきた。

土砂流出不均衡の実態について吉良2）によれば1971年度の調査結果，全国354ダム

の資料から総堆砂量は約 7億トンで，全堆砂率 Rsが50%以上のダムが12.4%を占め，

Rs>BO%で本来の貯水機能を喪失していると考えられるものが4.2%を占めている。
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また日本の山地面積の約1/2がダム流域で，山地面積からの年間生産土砂量1.77×108 

d のうち約1/3が貯水ダム群によ って捕捉され，他の約2/3が山腹，渓床に一時的に

貯留，さらに下流に供給され，それぞれ土砂移動に関する自然条件を変化させている

原因となっていると考えられる。

水環境面でも大規模な貯水池の出現による流水の長期滞留化により，冷水，濁水，

富栄養化といった水質変化が生じている。昭和49年度より建設省の実施した全国主要

な144ダムについてのアンケート調査によれば31，新聞報道機関で取りあげられた社

会的に問題があるものの中では濁水問題が最も多く，ダムの27.1%を占め，堆砂，塵

芥（21.6%），富栄養化（17.5%）を上回っており，対象となった部門も観光，レク

レーション，漁業，上（工）水道と多岐に亘っている。また客観的判断（物理的，化

学的，生物学的判断）では堆砂，塵芥（55.1%）に濁水（43.9%），富栄養化

(32.5%）問題が上位 3位を占め，堆砂ならびに濁水長期化現象が水利用上，環境保

全上からも重要な課題となってきていることがわかる。

以上概観したように土砂災害は大きく二つの形態に分けられる。一つは急傾斜地の

崩壊や山地河川における土石流，土砂の異常流出といった直接的土砂災害であり，い

ま一つはダム堆砂による貯水機能の低下をはじめ濁水の長期化現象，ダム上流の背砂

上昇，下流における河床低下や海岸侵食といった土砂移動の不均衡に起因する諸障害

である。これら諸問題に対して適切なる対策を講ずるためには，土砂収支の観点か

ら，上流から下流まで水系一貫した砂防計画が必要であり，その基礎として土砂流出

の実態の正確な把握とその根底にあるメカニスムを解明し土砂流出予測法を確立する

ことがなによりも緊急の課題である。

両者は災害の形態も異なり，対象とする土砂量も前者では短期間たとえば洪水によ

って一時に流出する大量の土砂量が対象となり，後者では長期間の平均値，たとえば

年平均土砂量が対象となるというように異仕るが，いずれもある流域を対象としてい

る。流域一貫した砂防計画を立てるに際し両者は共に重要な対象土砂量であり、その

適正な予測法の確立が求められている。

以上述べたように、川の状況が一変した現在，上述のような両者、両様の災害に対

処するため，流主主の変貌に対応した土砂収支の正確な把握と新たな水系砂防計画の樹

立が望まれる所以である。

2. 河道の貯留効果

豪雨時に山地崩壊等で大量に生産された土砂は一度に下流に流出するものでなく，

山腹，渓床に不安定土砂として堆積または一時的貯留を行いつつ流送される。これは

土砂流送上，河道の有する調節作用であり，従って土砂流出機構を明らかにするため

には生産，貯留，流出といった系を構造的に明らかにすることが必要であり，特に渓
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床，河道部の貯留効果の定量的算定は砂防的に重要である。ここでは砂防上重要と考

えられる流路拡幅部空間のもつ土砂貯留ー調節機能を中心に述べてみたい。

山地河川は拡幅部，狭窄部など河幅の広狭変化の著しい変断面河道であり，河道地

形は土砂流送上大きな影響を及ぼす。典型的な貯留空間として袋状拡幅部があげられ

る。出口狭窄部は，洪水時せき上げ背水を生じ，拡幅部で跳水を発生し，流出土砂を

一時的に貯留ないし堆積させるいわゆる土砂貯留効果を発律する。洪水後，渓流に残

された段丘堆積物は河道拡幅部が有する土砂貯留効果の実証的結論でもある。

河道の貯留効果について，高橋4）は1969年8月豪雨による黒部ダムにおける調査例

から，全生産土砂量に占める山腹崩療土量の割合は1/3程度であり，ダム湖に流入し

た土砂量は全生産土砂量の 2割程度で大部分が不安定土砂として上流河道に堆積して

いると述べている。

富士川水系雨畑川では1979年と 1982年に規模の異なる洪水 （1/10年， 1/100年に相

当）が発生した。 1982年の出水について，流域面積97.3km2をもっ雨畑ダム上流域で

の土砂収支は，崩壊地からの流出土砂量180万 m3と推定され5），河道からの生産土砂

量236万 m3で，そのうち156万 m3が雨畑ダムに堆砂し， 260万 m3が本川河道に貯留

された6）。その土砂動態について貯留，調節効果との関係から考察する。

雨畑川はフォッサマグナ南部西縁に位置し第 1図に示すように周辺を2,000m級の

高山に囲まれた急峻な山地で，崩壊規模1,500万 m3近い八潮崩れをはじめ大規模な地

すべり型崩壊を有する荒廃河川である。流域面積97.3km＇の雨畑ダムの比堆砂量は

5,300 m3/km2／年と我国屈指であり，地質的には四万十層群と瀬戸川層群に属し，砂

岩を主とする周辺山嶺部と雨畑川塁層と呼ばれる千枚岩化した粘板岩，頁岩からなる

本川周辺部とに分けられる。脆弱な泥質岩を基盤とする雨畑川の差別侵食は激しく，

深い峡谷を形成して曲流を繰返し流下しており，攻撃斜面を中心に水流の侵食による

渓岸崩壊が著しく，袋状拡幅部を一層拡大させ，大規模崩壊と共に雨畑川の主たる土

砂流出源となっている。流路を横断する断層，硬岩の存在等により，軟弱なゾーンと

の境界で激しい差別侵食が行われ，各所に滝の形成がみられ縦断勾配上の遷移点にな

っている。こうい q た曲流地形や遷移点は土砂流送上大きな影響を有していると考え

られる。

1982年8月出水 （ピーク流量 Qp=1043.9 m3/s）とこれに続く 9月出水 （Qp=450.9

m3/s）で，本・支川の河床が，堆積部では平均 6～lOm以上の上昇をみた （第 2図，

写真 1）。 1979年10月出水（Qp=477.7m3/s）よる変動も含め，出水前の1978年の河

床高を基準に1979年， 82年出水後の変動状況を示したものが第 2図であり，その大規

模な変動状況が理解される。雨畑川は雨畑砂防第一ダム（SP.O）より SP.38までの

貯留区間， SP.53地点上流の洗堀区間，両区間の中間的性格を持つ SP.38～SP.53と

大きく 3区分できる。これら区間では出水規模に応じて量的な差はみられるものの変
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第2図 出水後の河床変動状況
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写真 1 1982年台風10号， 18号による雨畑）｜｜，中流部土砂堆積状況

写真 2 土砂により埋没した取水堰（82.10,82.18台風後）

みられるものの変動傾向は変わらなL、。貯留効果を発揮している区聞は曲流著しい

SP.10～15の区間， SP.20～30の区間であり，この区間での土砂堆積は砂防堰堤と直

接関係していない。現地調査でも SP.9(4 km）と SP.10(4.5 km）の間で背砂の末端

部が明瞭に判別され，構成砂礁についても末端部上流と堰堤の堆砂域とは著しい差が

見られる。また SP.19の取水ダム下流側が洗堀になっているがその後の出水で流出

したもので，直後は取水ダムは埋没，縦断的に SP.32地点（11km）から SP.13地点

(6km）まで直線的に連続していた（写真 2）。このように大規模な土砂流出のあった
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第3図 雨畑川の曲流地形
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際には結果的には河幅の広狭も関係なく，縦断形が直線となり，凹曲部や平常時土砂

堆積の見られない狭窄部は出水時，河床の一時的上昇が大で変動量も大きくなる。も

ちろん後述するとおり堆砂過程においては背後に拡幅部を持つ狭窄部の果たした役割

は大きいと推察される。

SP.O～SP.6 （雨畑砂防第一ダムから雨畑砂防第二ダムの区間）は曲流拡幅部地形

に加えて右岸の御池の大崩壊からの流出土砂で流路を遮断され，上流からの流砂を合

わせ貯留，その量は112万m＇に達した。 SP.6より上流では148万m＇の土砂貯留があ

り，また特に曲流著しい区域である SP.10～15区間にその約 4割に相当する土砂が貯

留された。 SP.10地点がタム背砂の影響がないことは上述の通りであり，貯留効果の

大きいのはこの袋状鉱幅部の連続した幽流地形が原因していると考えられる （第 3

図）。第 4図は単位面積当たりの土砂貯留量と屈曲率の関係を示したものである。大

規模出水では曲流率と河床堆積土砂量がよく対応していることがわかる。

このように洪水後の段丘堆積物や河床堆積土量から袋状拡幅部のもつ土砂貯留効果

の大きいことが推察され，その解明は砂防工学的に極めて重要であるといえる。

3. 水路実験による鉱幅部の土砂貯留効果

河道地形，特に河幅の変化するいわゆる変断面河道では流れが3次元的で，従来の

ように広狭を無視した 1次元河床変動計算手法をそのままでは適用できない。厳密な

水理特性の解明と共に実用的観点からの対応が重要である。

ここでは実際河川に出現する袋状拡幅部を想定し，洪水時の土砂動態およびその貯

留・調節効果について実験的に考察する。

1) 堆砂進行過程の観察

第 5図は実験水路の概念図で，両水路とも縮尺は1/200を想定している。給砂は

C.L. O上流15cmの区間で堆砂深 5mmを保つように実施した。粒径は0.4mmの一

様砂を用いた。実験条件を第 l表に示す。 ！RUNは4分14秒で実際の 1時間に相当

する。

第6図は初期の堆砂進行過程を示したもので，跳水位置まで短時間で到達しその後

ダム堆砂と同じ形でプーノレを埋めてL、く。湾曲型水路では同時に上流側に背砂が進

む。

堆砂が下流に進行するに従い，例えば堆砂開始後20秒の段階で図の堆砂面上の A

の部分の流水流砂が溝の斜線部分に流入し，溝の部分に流れが集中するようになる（第

6図a）。ある程度堆砂が進行すると，プール内で比較的流速の大きい側壁部の流れと

小さい水路中央部の流れとに分かれ，中央流，側壁流の接する付近で下流側にパー

（砂堆）が伸びる。それにつれて左，右岸 2つのノ、ーの聞のプーノレが徐々に埋められ

る。両水路ともプール内の堆砂が平面的にほぼ完了した時点から，はじめて排砂量が



第5図 実験水路平面図
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第 I：表実験条件

実験名 （ふc)
Bout 
(cm) 

A一一1 354 9.00 

2 354 9.00 

直 3 354 5.58 

線
4 354 4.13 

5 530 9.00 

型 6 530 5.58 

7 530 4.13 

8 707 9.00 

(A 1）ーー一一ーー（A 2) 

QI I """' 
(A 3, 4) 

Bout 
(A← 5）『一一・－（A 6，ー 7)

QI 
(A 8) 

増加しはじめる。

I 

0.02 

0.04 

0.04 

0.04 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

実験名 （ふc)
Bout 
(cm) 

c 1 177 9.00 

2 354 9.00 

湾 3 354 6.00 

4 354 4.50 

5 354 9.00 
曲

6 354 9.00 

7 354 9.00 

型 8 354 9.00 

9 530 9.00 

10 707 9.00 

(C 2)_Y.~t.ー（ C 3, -4) 

、、、，r

＼ 

Q ＼ 
(C← 5, 6, 7, -8) 

(Cー1, -9，ーIO)

I 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.04 

0.06 

0.10 

0.12 

0.02 

0.02 

堆砂高の時間的変化を第 7図に示す。堆砂が平面的に完了してから後は，どのケー

スでもほぼ同様の堆砂形となる。平坦な堆砂面が形成されている中央流部分では射流

になっており，流砂は水路床傾斜方向に流下する。

側壁部分では 2次流が発生し，洗掘による溝が発達する。この溝は測線開の水路幅

拡大率が低下する CL.8～9の側壁沿いに始まり，下流方向に徐々に大きくなってい

く（第8図）。堆砂面上からの砂は溝の斜面上をほぼ斜面傾斜方向に転落し，溝の最

深部で側壁沿いに流下する。この斜面はほぼ安息角を保っているようであり，流下方

向には流砂がほとんど存在しなL、。この現象は CL.9～12付近の区間で顕著に見られ

る。 CL.13付近より下流になると流れの集中がより強くなり水路床が露出するように

なる。 2次流の影響て、溝部分の流砂は斜面上を下流に向かつて移動する。露出した水

路床上では流砂はほとんど観察されなかった。中央流と側壁流の影響で出口縮小部の

堆砂横断面形は山型となる。さらに下流にいたって中央流と側壁流の識別が不明瞭と

なる。



第7図堆砂進行過程
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1RUN当たり給，排砂量がほぼ等しくなった状態を平衡状態と呼ぶ。平衡時堆砂

量は，両水路とも跳水の発生する限り，流量および勾配が大きいほど，出口幅が小さ

いほど増大する。第 9図t二湾曲型水路にっし ・て実験条件の差による縦断形の変化を示

しTこ。

勾配を急にすると（第9図b），給砂開始前の跳水の位置は下流側に移るが，跳水

が発生している限りはそこを堆砂の開始位置として，最終的には堆砂が水路全体に及

ぶ。さらに勾配を急にして跳水が起こらなくなると（勾配 1/10以上），供給された砂

は停止することなくほとんど排出される。

2) 土砂貯留調節効果

第10図は各実験の土砂の流出調節効果を表している。ここに土砂貯留率は給砂実験

における各 RUNでの水路内堆砂量の総給砂量に対する百分率である。（ここで貯留
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第8図 水路幅縮小部における 2次流の発生と砂粒流れの観察結果模式図

とはある時間ある河道区間で土砂が貯留する現象，調節とはある河道区間での流入，

流出土砂量に差が表れる現象と定義する。）

図に示されるように土砂調節作用に最も影響を与えているのは勾配であるといえ

る。特に 1/10以上の勾配になると調節はほとんど行われていないといってよい。流

量を増加した場合にも，調節効果は下がっている。これは貯留量も大となるが排砂量

も増大するからである。前述の平衡時堆砂量と合わせて考えると，堆砂量が増大しか

っ同時に調節効果が上がるのは水路出口幅を縮小した場合である。この傾向は直線型

水路実験の場合においても同じであった。

直線型および湾曲型水路実験を比較した場合，湾曲型水路の方が調節効果が高いこ

とが分かる。水路中心線沿い勾配は同じ水路床勾配に対して湾曲型水路の方が水路入

口および出口付近で直線型水路よりも 2割程度緩勾配となるが，たとえば A 2 

(I=0.04）と C 6 (l=0.06）を比べると，なお後者の方が高い調節効果を示してい

る（第10図）。

これらの実験結果を総合すると，水路広幅部の持つ土砂貯留・調節効果を上げるに

は水路出口幅を縮小することが最も有効と考えられる。即ち，出口幅を縮小させるこ

とで，背水区間の延長と堆砂進行に伴う 2次流によるみかけの抵抗力の増大もあり，

平衡時堆砂量を増加させ，調節効果を高められるo
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第9図 流量，勾配，出口幅変化に伴う平衡時堆砂形
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3) 増水時，減水時の土砂流出に及ぼす影響

袋状拡幅部についての実験から，出口狭窄部が土砂貯留効果に大きい役割を果たし

ていることが推察された。次に模擬洪水を用いて増水時，減水時の土砂貯留・調節と

いった観点から見てみよう。水路は直線型水路を使用している。

第11図は流量の増減に伴う給砂量，排砂量，調節量の関係を示したものである。規

模の大きい出水（ピーク流量460cc/sec）を二回続けた後，小規模出水（ピーク流量

360 cc/ sec）を発生させ，さらにもう一度大規模出水を繰り返した。結果は以下のよ

うに要約される。

①排砂量のピークは減水時にある。流量（給砂量）のピークと時間的なずれがあ

り，土砂貯留・調節機能が｛動いている。小規模の出水時に，比較的大きい排砂量があ

るが，逆に大流量時には排砂を抑制lしている。

①給砂量は流量の増減と密接に関係しており，波形もシャープであるが，排砂量

は末広がり型の波形である。
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第12図増水期と減水期の堆砂横断形の変化
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大流量では背水区聞が長くなり堆積が進む。しかも給砂量の増大に比し排砂量が伸

ひ、ないので貯留効果が著しい。減水期になると，流水の集中により水路下流側から侵

食され，排砂が進行する（第12図）。

① 第12図は増水期（堆砂期）と減水期（侵食期）の土砂動態を対比したものであ

る。上流側でほぼ平坦な堆砂横断形であるが下流側では側壁流による洗掘で中央部が

盛り上がった形になっている。侵食は堆砂勾配の大きい縮小部で，流心部下流側から

進行し排砂されてL、く。また侵食は CL.7までしか波及していない。

4. 結 語

断面変化の著しい山地河道の典型例として袋状拡幅部水路を取りあげ観察した。山

地河川では河幅の拡大による婦流力の低下 C堆積を説明することは大いに疑問があ

る。平常時に土砂の流送区域が，洪水時にはせき上け、背水により一部常流となり， 一

時的に土砂堆積区域に変ることはよく経験することである。実験でも，鉱幅部が調節

効果を発揮するためには，跳水による射流エネノレギーの減殺効果が土砂堆積開始の大

きい要素となってレる。そのため堆砂の進行過程が重要と思われたので取りあげた。

また背水区聞が長くなるほど土砂貯留量も大きくなることを確かめている71。逆に言

えば，土砂貯留 調節効果を期待するならは上記条件を造りだしてやればよいことに

なる。そのためには自然河道の持つ機能を最大限に助ける技術の開発が期待される。

すなわち自然と共生する砂防施設を生み出すための技術的開発研究が必要である。

拡幅部が砂防工学的に重要な場であることは言うまでもなレが，土佐砂の進行過程や

流量の増減に伴う土砂動態についての正しL、認識が重要である。貯留－調節機能を発

揮する要素は下流側縮小部である。縮小率の大きいほど換言すれば出口幅を小さくす

るほど，貯留効果，調節効果ともに大きくなることから，平常時下流への土砂供給が

必要とされる河川では砂防ダムに代えて渓流幅を狭めることで貯留・調節効果を高め

ることも可能であろう。

さらに，出口幅を狭めることと同様の水理条件を，砂防タムを設置することで造り

だすことができる。一例として出口幅を 1/2にしたものと跳水位置が同じになるよう

に，夕、ム高を調節して実験を行った結果を紹介すると，ダム設置により出口部の侵食

と貯留量の絶対値に差は見られたが，貯留，排砂傾向は概ね同様であった。拡幅部に

堆砂した土砂の侵食についても出口部以外では差が見られなかった。ダム設置しない

方が，減水期に排砂量も多くなり，出口部における調節効果は高い結果が得られた。

調節効果を特に期待する砂防ダムを設置する場合，水通し幅に対する工夫と共に直

上流部を満砂させずに洪水期にプーノレ化する空間の確保が必要である。

流域の変貌とともに災害の質も変化している現在，土砂に関る諸問題に対処するた

めには，水系一貫した砂防計画の重要性は言うまでもないが，その基礎として土砂生
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産一流出の系の中で河道の貯留機能の評価が大きい位置を占めていると思われる。

最後にお世話になりました東京農業大学教授野口陽一先生をはじめ編集部の方々に

心から謝意を表します。
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