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治山災害あれこれ（続）

川 口武雄

まえがき

筆者は，『水利科学』 224号（1995年）に「治山災害あれこれ」として，人

間・社会などの事例とくらべて，治山災害の災害現象やそれらの防止について

見聞したことを，思いつくままに述べた。

今回もこれと同様に， (1）洪水，（2) 津波－高潮，（3) ガリー，（4）表層型

山崩れ， （5）深層型山崩れ，（6）土石流，（7) 治山災害と森林，（8) 治山災害

と土地利用，（9) 渓流工・治山ダム，（10) 山腹工－緑化工，（11) 防災林，に分

けて，「治山災害あれこれ（続）」として述べることとする。文献は前回同様，

直接関連のあるものを，題名・誌名など略記であげるにとどめた。

1. 洪水

(1）顔が大きいほど，洪水比流量は小さい

洪水最大流量（m3/ s）は流域面積が増大するほど増加する傾向があるがり，

洪水比流量（m3/s/km2）は集水面積の増大で減少し，洪水ピークが漸次低平

化する傾向が，昭和28年近畿水害の有田川上流，昭和29年の四国水害の物部川

上流，昭和31年伊豆水害の狩野川，で確かめられている1）。

また，洪水比流量は流域面積の増大につれて指数曲線的に減少することが，

昭和36年伊那谷水害5），昭和40年の根尾水害7），昭和42年の羽越水害10），で知

られている。

顔（流域面積）の大きいほど，洪水最大流量は増加するが，洪水比流量は小

さくなる。
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(2）扇形，双子型，樹枝状が危険である

上流部の集水地の形が扇形であると，出水は一時に渓谷に集中しそれがほ

ぼ同時に幹川へ押し寄せ，上流の洪水ピークが中流から下流まで持続する 1）。

また扇形流域は，最下流地点と最遠地点の流路沿いの距離も短く，最遠地点か

らの地表流水の到達時間も小さく，最大流量の値も増大する九

二つの流域の流域面積がほとんど等しい顔の似た双子型流域で0・1t, 2流域の

最高水位が合流点に同時に到達し，昭和33年伊豆水害時の狩野川本流と大見川

の2水系は双子型に近く，合流点の修善寺に最高水位がほぼ同時に到達して，

洪水被害を大きくした3）。

樹枝状模様の水系は，環状格子状 ・放射状の水系模様より，流量のピーク

を高め，合流点被害型の水害が起こりやすく，昭和33年伊豆水害の狩野川がこ

れである2）。

扇形顔の流域，面積・顔の似た双子型流域，樹枝状しわの水系は，洪水に対

し危険である。

(3) 洪水とつき合いのよいものは

洪水比流量は，洪水当日の日雨量，流域面積，流滅の地形，流域の森林面積

率などと関係がある。

流域の地形要素としては レリーフレシオ（流域の最下流地点と主流の水源

最高点の高度差Eを主流の延長 Lで割ったE/L)5l,7l,9l，形状係数 （流域面積

ム主流延長 L として A/L2で，これが大な』まど長さ のわりに幅が広

L、）5) ,7）’8 

ち，最も広い地域の全流域に対する面積割合）6) ,7），流域の平均幅（流域面積

A，主流延長Lとして A/L)7l，流域の集中度（流域と同面積の円の周囲長を

流域の周囲長で除した値）へ 流域の平均傾斜9），が考えられ，レリ ーフレシ

オ・形状係数が洪水比流量とのつき合いがよいようである。

地形要素としては， レリーフレシオ ・形状係数が洪水とのつき合いがよいよ

うである。

(4) 洪水の危険地域は

洪水危険地域を判定するには，大地域は超過確率洪水量による方法，中・小

流域は雨量を考えず流域変数による方法，が適当と考えられる5）。
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流域変数法としては，洪水比流量とレリー フレシオ－流域の平均傾斜・流域

の森林面積率との重相関関係から判定され9),10），流路勾配が重要な因子として

関係しIO），森林面積率が大なほど洪水比流量は減少する9),IO）。

洪水危険地域は， レリーフレシオ・流域の平均傾斜・森林面積率から判定で

きそうである。

文献

1) 武田繁後ほか：：水文的立場からみた災害，伊豆治山災害調報，（伊豆治山災害調

査会）' (1959) 

2) 野口陽ーほか： 流木およびその防禦，伊豆治山災害調報，（伊豆治山災害調査

会），(1959) 

3) 伏谷伊一 復旧治山のあり方，伊豆治山災害調報，（伊豆治山災害調査会），

(1959) 

4) 荻原貞夫：総括，伊豆治山災害調報，（伊豆治山災害調査会）' (1959) 

5) 中野秀章ほか ：伊那谷治山災害調報（出水の概況，洪水危険地域の判定），林野

庁治調報 7号，（1963)

6) 中野秀章ほか ：洪水比流量と地形，日林誌の巻4号， （1963)

7) 中野秀章：荒廃危険地帯調報岐阜県根尾地区（洪水比流量と地形の関係），林

野庁治調報10号，（1966)

8) 杉山利治 ：荒廃危険地帯調報 兵庫県朝来地区（出水の概況），林野庁治調報10

号，（1966)

9) 森沢万佐男ほか：洪水危険地域の判定（I），日林誌49巻6号，（1967)

10) 中野秀章：羽越水害の山地災害と治山対策（洪水・土石流出の実態），林野庁治

調報10号，（1969)

2. 津波・高潮

(1）高潮にはおまけがつく

昭和34年の伊勢湾台風による高潮の最高潮位は3.9mであったが，高潮に

は，高水面上の烈風による怒とうの風浪と，防潮堤などに高潮・風浪がぶつか

り水塊がはね上がる跳波と，があり， 2m前後の風浪や跳波のおまけが加わる

ので，波高は 7～10m になることがある2）。

高潮には風浪や跳波のおまけがつくことがある。
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(2) お荷物があばれる津波

昭和21年南海地震の津波は，海面が盛り上がって移動し，音もなく急に浸水

した，といわれ，津波自体は動力学的作用が少なく破壊力は大したものでない

が，船や木材などの 2次的に生ずる漂流物の上陸・激突による陸上施設の被害

が著しかったI）。

昭和35年のチリ地震津波は，遠地地震であったため，海面が徐々に盛り上が

って海岸に到達し，陸上に侵入した海水流の速さは一般に 3m/s前後であり，

その勢力は弱かったが，海上からの船・流材の漂流物の流入・激突によって家

屋の破壊・流出が倍加された九

津波そのものは静かであったが，お荷物があばれた。

(3) 往より復がおそろしい津波

津披の引潮は相当の速さで，多くの被害は，上潮より，引潮によるものとい

われる3）。引潮は上潮より速く強く，引潮により，陸上の施設が海上へ流出し

たり，防潮工事・護岸などは，強い表面より弱し、裏面が破接して崩れたり，基

礎地盤軟弱で転倒したりする。津波に抵抗するには，これら工事の裏面 －基礎

地盤も強固にしておく必要がある I）。

津波は，往の上潮より，復の引潮がおそろしい。

文献

1) 四手井綱英ほか：昭和21年南海地震の和歌山県防潮林効果調査，林試集報57号，

( 1948) 

2) 仰木重蔵ほか伊勢湾台風の海岸防災林の効果，林試研報127号， （1961)

3) 中野秀章ほか．防潮林のチリ地震津波時の実態・効果と今後のあり方，林試研報

140号，（1962)

3. ガリ

(I) ガリーのいろいろな顔と体つき

十勝岳山麓の美瑛 ・上富良野・中富良野 ・富良野 4か町での北海道林務部の

ガリー調査の結果では， 199か所のガ リーの顔（平面形）はいろいろあり，直

線型・曲線型が最も多く，その他平行型 ・分岐型もあり，ピペ ット型・ひょう

たん型は発達した第2期的なもので，乱流型・放射型は第 3期的なものであ
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る1）。

ガリーの体つきは，十勝岳山麓4か町199か所のガリーの約9割は，最大深

5m以下，最大幅10m以下で，深さは lm以下，幅は 3m以下が，約半分で

ある！）。

ガリーには，いろいろな顔（平面形）と体つき（深さ・幅）がある。

(2) だてに大きいわけではないガリー

ガリ ーは，ふだんは流水がないのが多いので，現在の断面は大きすぎる感じ

を持たせるが，近くの以前のガリーで現在は安定している沢と比較すると，短

時間の大雨の流水を無害に通過させるには，現在程度の大きさの断面が必要と

思われる。ふだんはガリーの断面は大きすぎるように感じられるので，ガリー

を埋めて一部道路などに利用されている場合もあるが，ガリーの流路断面を狭

小にする ことは，危険である 1）。

ガリーの断面は，だてに大きいわけではなく，それなりの大きさが必要で、あ

る。

(3）一夜で地獄送りするガリー

ガリ ー頭部の進行度は，台地周辺の状態が正常であれば，年0.5m (10か年

平均）程度と遅いが， 一回の大雨で10m 以上も進行することがある 1）。

筆者もシラス台地縁端近くの道路を朝ジープで進行中に，ジープの運転手が

道路がなくなったと叫んで急L停車し，道路から数 m落下する難を危うく免れ

たことがある。運転手の言によると，昨晩はなんの問題もなくこの道路をジー

プで通過したが，そのあとに，短時間ではあるが強い雨が降ったようで，シラ

ス崖面のガリーの頭が一雨で10m以上も進行し，道路を切断・消滅させたも

のである。

一夜で地獄送りを果たすガリー。

(4）窪んだ所はガリ一発生の要注意

層雲峡の火山噴出岩で形成される絶壁下には，絶壁から落下した噴出岩の風

化土が堆積する。この噴出岩風化土を浸透した水は，その下の粘板岩基岩は透

水できず，また，噴出岩風化土の下方斜面に堆積する粘板岩風化土も同様に透

水困難で，噴出岩風化土と粘板岩風化土の境から湧水して地表水となり，窪地
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では，その周囲から流下した地表水も加わって，ガリー状に侵食される。これ

は地質・地形の素因の影響が大であるが，窪地は風倒木の搬出路に用いられる

こと多く， 地面を荒らしたことも加速していると思われる2）。

窪んだ所はガリ一発生の注意が必要な所である。

文献

1) JI!口武雄：台地農業地帯の治山，林試研報65号，（1953)

2) 川 口武雄．昭和29年層雲峡台風水害治山関係，林試北海支業報特報 7号，

(1956) 

表層型山崩れ

(1) 山崩れの顔は変化する

山崩れの顔（形状）は，拡大などにより，いろいろと変化してし、く。この変

化の一例としては，古く碓氷峠付近の崩壊で図 1のように観察されている I）。

図 lの①は，渓岸や道路の切取か所に多く見られ，（a）の小崩壊から中間の部

分が滑落して（b）の「M字型」となり，（b）の M の舌状部分が崩落してい）の「か

まぼこ型」に変わり，ついで中腹から山頂まで及んで（d）の「ほこ型」となるI）。

図 1の②は，山腹の凹地や傾斜の急変換点に多く，（a）の「馬蹄型」から（b）の

「かまぼこ型Jに変わり，さらに（c）の「ほこ型」となる I）。

山崩れは，その顔（形状）がしだし、に変化してし、 く。

4. 
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(2) 木の重さは山崩れにはあまり問題でない

深さ30cmの土層が崩壊する場合，その土層重量は4,500ton/ha程度で，そ

の上の森林（樹根を含む）の重さは，針葉樹で400ton/ha，広葉樹で150ton/ha 

程度である2）。

平均的にみて，森林の重量は深さ30cmの崩土重量の数%程度で，樹根によ

る崩壊抵抗力の増大もあるが，土層の含水量10%の増加は，土層の崩壊抵抗力

減少のほかに，そのまま土層重量の10%増加（間隙水圧は考えず）であり，そ

の上の森林の重量はあまり問題とならぬ2）。

山崩れの上の木の重さは，土の含水量増加とくらべて，騒がれるほどの問題

ではない。

(3) 山崩れとつき合いのよいものは

崩壊面積率 Y（%）は，平均傾斜X1（%），谷密度X2(km/km2) , 20年未満の

幼齢林面積割合X3（%），と重相関関係があり， X1,X2,X3の Yに対する重みは

10: 5: 8であることとが，わかっている九

また，昭和47年天草災害では，崩壊面積率（%）は，谷密度（m/ha），林齢

11年以上の占有面積率（%，林齢10年以下の幼齢林面積率の逆），と重相関関

係があった5）。

山崩れの発生割合は，平均傾斜，谷密度， 10年または20年未満の幼齢林面積

率とのつき合いがよし、。

(4) 上体強くとも足元弱く危険なシュ ロ

有田川地区では，シュロは，花園村田町，安諦村130町，八幡村280町と計

503町も植栽されているが，昭和28年水害時に崩壊したものが多く，日高川地

区でもシュロ林地の崩壊が見られた。シュロは，樹幹などは相当強くみえる

が，根は深いものでも50cmぐらいと浅く，土壌と基岩との連結が十分でなく

崩壊に弱く，崩壊面積率も大きかった。シュロは，階段状に植栽するか，深根

樹をまじえること，が必要である3）。

シュロは，上体強くみえても，足元が弱く， 山崩れに対し危険である。

文献

1) 桃井治三郎：大正13年碓氷峠付近の山津波，森治気嚢5号，（1924)
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2) Jll口武雄ほか：赤城山山崩の研究，林試研報49号， （1951)

3) Jllロ武雄ほか：昭和28年近畿水害 山崩と治山対策，林試研報74号，（1954)

4) 難波宣土荒廃危険地域対策調査（2），林野庁治調報11号，（1971)

5) 志水俊夫昭和47年天草地区の山地荒廃，林試研報280号， （1976)

5. 深層型山崩れ

(1）地すベり粘土層の給水を止めよう

群馬県八幡村の地すべり地で採取した土壌の内部摩擦角－凝集力と含水量の

関係，流出限界値を測定した結果で，この地すベり地の安定計算を行うと，す

ベり面粘土層の含水量が27%を超えなければ安定と考えられた。地すべり地の

すべり面粘土の含水量が27%を超えぬような排水工法と，地すベり地の下部斜

面にコンクリ ート摩擦杭をすべり面以下の深さまで打ち込むこ と，が必要と思

われた1）。

地すべりの元凶のすべり面粘土への給水を止めよ う。

(2) 断層と浸透水が共演する地すベり

岐阜県南濃町駒野の地すべり地は，明治初期頃の断層運動による大崩壊跡地

の一部であり，スギ・ヒノキ・アカマツの根曲り・幹曲りから，その後数次に

わたる地すベり－崩嬢の発生が想像できる。昭和49年に大崩壊跡地の一部0.8

haが，斜面脚部の沢の下刻，山腹クラックからの浸透水，粘板岩風化土のモ

ンモリロナイト含有粘性土，などを原因として，地すべりを起こした。深さ

2～3mの蛇寵暗渠による浅層地下水の排水と，湧水地点の上部危険地の横穴

ボーリングによる排水，が必要と思われた3）。

富山県城端町池川の左岸部に陥没型の地すべりが発生した。この地すべり

は，断層弱線部を流れる渓流の下刻，上流からの流水の破砕安山岩質凝灰岩層

の亀裂からのの浸透，で起こった。上部崖面は20m を超す高さで，下部は現

渓床より数m上で亀裂岩石からの湧水が見られ， 30年生程度の植栽スギに 3

回程度の樹幹の曲りも見られ，数次にわたる地すべりの発生が想像できる。右

岸部や地すベり地のすぐ下流のダムに，すべりは見られぬ。上流からの浸透水

が問題で，上流の不透水性岩盤上に貯水式ダムをつくり，その貯水を安全な右

岸側をトンネノレ回水して，下流の用水とするのがよい。一般の地すべり地に有

効である地すベり地直下の渓床上昇は，本地すべり地では，渓床より数 m上
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の亀裂岩からの湧水の排水を妨げ，下流の現在安定している山地に多量の浸透

水を送り込むことになるので，現渓床状態を維持し，渓床上昇を避ける3）。

断層と浸透水が共演して地すべりを起こしている。

(3）森林は地すべりに不利と一概にはし、えない

崩壊は土層の割れ目による異常浸透が一つの原因とも考えられ，林地は根網

層で割れ目ができにくい。地すべり地は土層内水分の過剰によりすべるが，地

すべり地の麓のほうは圧縮されて地面にしわができ，上方部分は伸長して異常

浸透部となる。地すベり地は，林地より，草地・耕地にするほうが安全ともい

われるが， 表層を根網層でおおえば，異常浸透が起こりにくく，地すべりには

森林が不利であると， 一概には断定できなし、2）。

地すべりには林地は不利と， 一概には断定できない。

文献

1) ）｜｜口武雄ほか：群馬県八幡村の地とり，林試集報59号， （1950)

2) 平田徳太郎：崩壊の機構と森林，林業技術151号，（1954)

3) JI I口武雄調査の記録と雑感（1），林業土木240号，（1984)

6. 土石流

(1) 大石は一度に遠出はしない

土石流による渓床破壊は，連続的とは限らず，その破壊距離は短く，断続的

な場合もあり3），径40～SOcm程度以上の大石は，一度の土石流でそれほど遠

匝離まで運ばれるとは考えられぬ。下流部の大石の堆積は，その堆積地からわ

りに近い上流にすでに堆積していた渓床・渓岸の大石が，流出したものであ

るの。

昭和42年の羽越水害の都辺国川上流には，過去の土石流跡が認められ，巨石

は 1回の出水・土石流でそんなに遠距離まで運ばれるわけでなく，今回の土石

流は，かつての出水・土石流で渓床・渓岸に堆積していた土石が流出したもの

である5）。

大石は， 1回の土石流で遠距離までは運ばれず，一度に遠出はしない。
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(2）仮りの一時の貯水ダムは安心できぬ

明治22年の豪雨で，十津川流域に1,000か所以上の大崩壊が発生し，その崩

土で53か所の天然ダムができ，ダムからの逆流が人家をおそい，また，天然、ダ

ムの欠潰により土石流が発生して，沿川人家の流出など大災害を生じた6）。

昭和28年の近畿水害では，花園村金剛寺で， 7月豪雨で 5ha程度の地すべ

り性崩壊が発生して有田川を閉塞し，天然ダムをつくり貯水していたが， 9月

の13号台風で欠潰して，その土石流・洪水で下流に被害を及ぼした。また，天

然ダムの欠潰で有田川の水位は上昇し，その影響で各支流に逆流が起こ って，

支流上流の部落に被害を生じた。有仲谷でも， 7～8ha程度の地すベり性崩壊

が発生し，有仲谷を閉塞して天然ダムをつくり，やはり 13号台風で欠潰して，

土石流となったI）。

昭和40年の集中豪雨で，福井県笹尾川上流の小沢国有林では，数多い山腹崩

壊からの崩落土石が渓流をせき止めたが，これが破れて上流土石流となった。

また，こわそ谷の大崩壊も一時真名川をせき止めたが，すぐ欠潰して土石流と

なって流下した九

山崩れによる天然、ダムは， 一時貯水するが，その後じきに破れ，土石流とな

って下流に大被害を及ぼすので，安心できない。

(3）再発しやすい土石流

富士山大沢崩れの源頭部の土石流は，大滝から下流上井出林道までの中流部

に，渓床勾配の減少，渓幅の拡大，によって堆積するが， その後の上流からの

土石流の通過や再侵食で，土石流が再発し岩樋部を流送されて下流扇状地帯

まで達することが多L、7）。

土石流は一度落着いても，また再発することが多い。

文献

1) ）｜｜口武雄ほか昭和28年近畿水害山崩と治山対策，林試研報74号， （1954)

2) Jll口武雄ほか：昭和33年伊豆水害の山地崩壊・土石流出とその防止，林試研報

117号，（1959)

3) 川口武雄ほか：山地荒廃とその防止対策，昭和34年災山梨県治山災害調報，（日

本治山治水協会），(1960) 

4) Jll口武雄：荒廃危険地帯調査福井県西谷地区（総括），林野庁治調報10号，

(1966) 
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5) JI I口武雄：羽越水害の山地災害と治山対策（総括），林野庁治調報10号，（1969)

6) 瀬尾克美：十津川災害，新砂防30巻2号，（1977)

7) 太田猛彦：大沢中流部土石流，林業土木施設研究所報 7号， （1984)

7. 治山災害と森林

(1）倒れるまで元気に働く林

昭和28年九州水害の阿蘇色見村で，土石流中の20ton程度の巨岩が森林中に

留止され，下方の人家を救ったのが見られた九

森林は障害物として土石流の方向転換や巨岩留止に有効であり，森林背後の

人家が破壊を免れた例が見られ，森林は，その弾性で土石流にやんわりと抵抗

しそれには広葉樹が針葉樹より有効であり，森林は破壊しなければ，数次に

わたる土石流襲来に対して，流木・巨岩留止の作用を繰り返す1）。土石流に対

しては，浅根のスギより深根のマツがよ＼， ,4）。

土石流に対して，森林は，倒れるまで元気に，その働きが長持ちする。

(2）毛が多いほど，悪いものが出ない

洪水比流量は，洪水当日雨量・流域面積 ・地形要素などと関係があるが，流

域の森林面積率の増大で減少する7),8）。

土砂流出は，流域の年降水量・起伏量・森林面積率と関係があるが，流域の

森林面積率が増すほど，土砂流出量は減少する6）。

毛生地（林地）が多いほど，悪いものが流出しない。

(3）立派な毛は崩れを防ぐ

幼齢林や老齢林は壮齢林より崩壊が多く，幼齢林面積率が大きいほど，崩壊

面積率は高い。疎林は密林より崩壊多く， 100～150m3/ha以上の材積の森林

には崩壊は少ない則。立派な毛（森林）があるほど崩れは少ない。

立派な毛（森林）があれば，崩れにくく，崩壊は防止されることが多い。

(4) 立派な毛髪で頭全体をおおえ

シラス台地では，台地縁端下の斜面の森林を伐採し斜面を露出させること，

斜面の植生を疎にすること，斜面森林中の道路が森林ネットを中断させるこ

と，は危険であり，台地縁端から渓床までの斜面全体を森林で被覆して安定さ



38 

せること，が必要である2）。

立派な毛髪で頭部全体を被覆するように，斜面全体を森林で被覆せよ。

(5） 森林だけに責任を押しつけるな

基岩に弱点があれば，森林だけで崩壊を防止できない。 森林だけで，崩壊を

防止できる，できないとするのは，誤りである5）。

治山災害と森林の関係では，森林伐採やスギ林が災害発生の元凶のようにい

われるが，山崩れなどの現象は，地質・地形・降雨・植生・人為などの天然の

素因・誘因と人工誘因の組合せで起こる。山崩れには，森林だけが関係する唯

一無二の因子でなく，また，森林の山崩れ防止機能も根系の深さの範囲内と限

度があるので，限度を超えた部分は，治山工事などで補完する必要がある9）。

森林だけが，災害を防止したり，災害を発生させたりするとい うように，森

林だけに責任を押しつけるな。

文献

I) ）｜｜口武雄ほか・赤域山山崩の研究，林試研報49号， （1951)

2) Jll口武雄台地農業地帯の治山，林試研報65号， （1953)

3) ｝｜｜口武雄ほか： 昭和28年九州水害阿蘇地区砂防一般対策， 林試研報69号，

(1954) 

4) Jll口武雄ほか．昭和28年近畿水害 山崩と治山対策，林試研報74号，（1954)

5) 四手井綱英ほか：昭和29年台風水害九州地区林況地況の山崩への影響，

林試研報84号，（1956)

6) 難波宣土ほか ：土砂流出に及ぼす森林の影響，林試研報173号， （1965)

7) 森沢万佐男ほか：洪水危険地域の判定(I），日林誌49巻6号，（1967)

8) 中野秀章羽越水害の山地災害と治山対策 （洪水・ 土石流出の実態），林野庁治

調報10号，（1969)

9) ）｜｜口武雄： 47年7月豪雨災害，林試場報98号，（1972)

10) Jll口武雄：森林の土砂崩填防止機能，森林の公益機能解説シリーズ6号，（日本

治山治水協会）， (1987) 

8. i台山災害と土地利用

(1) 災害に危険な集落のトップは

昭和47年災害では，人命・人家の損失は，えびの・天草などの沢の出口また
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は本流との合流点の扇状地 －堆積帯に発達した集落が第ーであった5)。

昭和41年の足和田災害でも，最も被害のひどかった根場部落は，沢の出口の

かつての土石流堆積帯である3）。昭和42年の羽越水害では，被災部落は，ほと

んど扇状地上か，その端に接し，こうした場所は，安全地帯への移転が望まし

いが，移転は容易でな く，被災地にまた復興するものが多く， 背後地の防災対

策と住民の避難対策が必要である九

災害に危険な集落のトップは，沢の出口や本流との合流点の扇状地や堆積帯

上の集落である。

(2）崖下も危険である

昭和47年災害では，山地の崖下に近接して建てられた人家の被害（天草－土

佐山田・小原）が，沢の出口や本流との合流点の扇状地－堆積帯の被害に次い

だ5）。崖下の農地－道路・ 宅地などの造成・ 拡張で，崖の基部を削り取る人為

の影響も考えられる2）。

昭和58年の島根災害では，死者の85%は斜面直下の人家の崖崩れによるもの

で6），死亡は大部分裏山崩壊により，山脚部や崖下の居住は，背後山腹高の 2

倍以上離れた地点が安全て、あり 7），山脚に接した農耕地をやめて林帯造成し，

住宅を安全地帯に導く必要がある8）。

崖下の人家も， 扇状地－堆積帯に次いで，危険である。

(3) より大切なものに備えよう

渓流沿いの狭い平地の利用は，流路を狭くするか，無理に曲げて，農地を流

出させているが，渓流出口のより重要な農地・ 集落を保護するため，渓流沿い

の山間農地は，災害時の土砂堆積地として備え，税制なと’の行政対策を考えた

。
）
 

4
・、

l
u
 

下流のより大切なものを守るため，上流農地は災害に備えておこう。

(4）上半身を固めなければ， 下半身が危うくなる

南九州シラス地域や北海道十勝岳山麓地帯のように，水源地帯に森林が少な

く，台地農地や傾斜農地が多い地域では，農地が上方，林地が下方にあって，

農地の侵食が問題である。農地保全のために山地保全 森林が欠くことができ

ない存在であり，山地保全・森林のためにも農地保全が欠かせない。非保全的
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農地の侵食で，下方の治山工・森林が破壊されるので，農地の保全的農法・保

全施設の実行に伴い，治山ー森林造成を行い，林地適正配置など流域管理的経

営も必要であるI）。

上半身の農地を固めなければ，下半身の林地も危 うくなる。

(5）硬軟両様の備えをしよう

災害時の下流への流出水・流出土石の量が大きいと，治山・砂防で貯水・貯

砂に最大限の努力をしても，その貯水・貯砂能力を超す流水 流出土石－土石

流が下流氾濫区域をおそう。これに備えて，水害防備林的河岸林，人家の対土

石流防護工物などの積極的対策と，耐土石流的な橋梁構造，安全な位置の道

路－人家の配置など，下流の土地利用の再検討の消極的対策，の双方が必要で

ある9）。

災害に備えて，積極的防護対策の硬と，土地利用法の再検討の軟と，両様の

備えが必要である。

(6) 谷・池を埋めて宅地化は危険

平成 7年の阪神大震災で，西宮市では，もともと谷地形であった所に盛土を

して埋めた所が，地震による亀裂で雨水が浸透しやすくなり，地下の帯水層が

地下水で満水とな って，もとの谷をすべり面として，上の盛土部分がすべり出

した。

風化花嵐岩で断層のある神戸市周辺には，こうした地震により発生する崩

壊地すべりの危険地が多い。

山麓の谷 池を埋めて盛土し宅地化するのは，すベる危険性が高い。

文献

I) JI!口武雄：傾斜地農業と土獲保全（傾斜地農業と森林および山地保全），科技庁

資源；局資料43号，（1963)

2) 河野良治ほか・風化花筒岩地帯の崩痩，防災科技総報14号， （科技庁），(1968) 

3) 河野良治ほか：昭和41年の足和団地区の山地崩壊，林試研報215号， （1968)

4) 中野秀章：羽越水害の山地災害と治山対策（土地利用と災害），林野庁治調報10

号，（1969)

5) JI！口武雄： 47年7月豪雨災害，林試場報98号，（1972)

6）土井 巧ほか昭和58年島根県災害，新砂防36巻 2号， （1983)
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7) 村上公久．昭和58年度災害緊急治山調報 （山地災害の実態），（林業土木施設研究

所）， (1984) 

8) 秋谷孝一：昭和58年度災害緊急治山調報（森林と災害）， （林業土木施設研究所），

(1984) 

9) Jllロ武雄：調査の記録と雑感（I），林業土木240号，（1984)

9. 渓流工・治山ダム

(1) 隠れても十分役に立つ低ダム

治山は，貯砂よりも，渓床の洗掘防止・固定を目的とするので，床固低ダム

を必要か所に数多く設置することが望ましし、。

既設床固ダムの近くに，貯砂を目的とする高ダムが設置されると，床固ダム

のなかには，高ダムの副ダム的存在や，高ダムの堆砂下に埋没するもの，も生

ずるが，これは山腹工における埋設工と同じと考えればよく，たとえ高ダムが

破壊しでも，床固低ダムにより現渓床固定のベースラインが保たれる I）。

床固低ダムは，高ダムの堆砂下に隠れても，十分役に立つ。

(2) ダムは前方を固めよう

災害時のダムの破壊は，前庭の洗掘によるものや，袖部の回水によるもの，

が多い。貯砂目的の高夕、ムは，破壊したときに，その貯砂量の大きいことが，

かえって下流に大きな被害をもたらすことになるので，高ダムは基礎を強固に

安全な構造を工夫採用しなければならぬ。高ダムは，低ダムに比して，前庭部

の洗掘から起こる破療の危険が大きいので，副夕、ム・水叩部など前庭部のウォ

ータークッション構造に留意する必要がある2）。

低い谷止工でも，放水路断面を大きく袖を長くするとともに，谷止工の前庭

や谷止工聞の洗掘防止が必要のことがある2）。

ダムはその前方の前庭部分を固めよう。

(3）有事に備えてダム掃除

土石流発生時などの有事の際の大量の土石流出に備えて，高ダムが設置され

ても，それが平時の流出土石で満砂してしまえば，渓床勾配の緩和以外には，

今後の有事の際の土石流に備えることはできない。高ダムは，有事の際に備え

ることを目的とするならば，平時のダム堆砂の排土を必要とする。排土は，タ。
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ム直上流は避け，排土は下流の安全地帯に運ぶこと，が必要である！）。

能郷谷の下此の金谷でも，築設後 5～10年の鋼製谷止工が順調に堆砂し，渓

床勾配の緩和，流出土石阻止に役立っているが，今後の大雨時の流木・流出土

石阻止には，堆砂の一部排除も必要と思われる3）。

有事に備えてダム堆砂を掃除（排土）しよう。

(4）前を固めてから本体に手をつけよう

群馬県利根村平川流域で，渓流の縦横侵食で山脚が洗われ，山腹道路の保護

のため山腹工ー護岸工を行ったものが，渓床が縦侵食で2～4m低下し，護岸

工の一部が転倒・破壊した。上流の対岸は堅固な岩石地で流水の反援力強く，

渓の屈曲部の護岸工設置か所の山脚を洗掘したことにもよる。上流には流水の

偏向をはかる水制工，下流には渓床低下を防ぐ床固ダム，を設置して，渓床安

定 山脚固定の渓流工を設置したあとに，本体の護岸工－山腹工を実施するの
が望ましし、3）。

前方の足元を固める渓流工設置のあとに，本体の護岸工－山腹工を実行しょ

う。

文献

I) ）｜｜口武雄：治山ダムの本質， 林業土木179号，（1979)

2) Jllロ武雄：調査の記録と雑感（1），林業土木240号，（1984)

3) JI I口武雄：調査の記録と雑感（2），林業土木241号， （1984)

10. 山腹工・緑化工

(1）緑化には，足元と表皮を固めよう

緑化には土層の安定が先決で，地盤の安定をはかる基礎工が必要である5）。

斜面の崩壊防止には，山腹基礎工として土留工を設置し地下水の湧水があ

れば，排水工を設置する！）。緑化工の土工としては，植生復元についての考慮、

を要し基礎工としては土留工・法切工があり 2），法切工には限度があり，土
留工には，コンクリートブロック積－石積－鋼製柵工などがある5）。

斜面保護工としては被覆工や柵工が用いられ！），モルタル吹付工は，斜面の

侵食・崩れの防止のみが考えられ，植生復元ができないので＞2），被覆工には，

種子っきむしろ伏せ，網張り工などの 2次製品が用いられる九
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緑化工には，足元（山腹基礎）と表皮（山腹斜面）を固めよう。

(2) 柔よく剛を制す

まだ安定していない地すべり地・地すベり性崩壊地に，固定のコンクリート

の土留工－水路工などを施工すると，移動による固定工作物の破壊の危険が大

で，修理も困難－不可能である。鋼製自在枠土留工・コルゲート管水路工を施

工すると，少々の移動にも耐え，修理も容易である。鋼製自在枠土留工は，詰

める石材に崩土内のかたし、転石が使用でき，転石処理も兼ねられる九

移動地には，鋼製自在枠・コルゲート管などの柔工作物が，コンクリートの

剛工作物より，適切でトある。

(3) 出る杭は打たれる

別府境川源頭は，鶴見岳下の急崖で，山腹工の直接施工はもちろん不可能で

あるが，その下の崖錐部も急崖からの落石が多く不安定であり，土留工基礎で

法面を緑化する普通の山腹工は不可能である。まず，不安定な下の渓床堆積物

の谷止工による安定，急、崖からの落石と崖錐からの転石が源の渓床堆積上の転

石を，あまり突出しない鋼製床国工により移動防止を行う。崖錐部分もやはり

不安定であるが，法面上に突出した工作物は急崖からの落石による破壊の危険

が大であるので，下の渓床安定を待って，あまり突出しない鋼製自在枠土留工

による渓間工と山腹工の中間的な山腹工を行う 3）。

根尾白谷の最上部谷頭は約100m の急崖で，山腹工の直接施工は不可能で，

谷頭脚部の崖錐は湧水もある。あまり突出した工作物は，落石による破壊の危

険があるので，下の粘板岩基岩露出による谷壁の後退防止，落石防止，湧水排

水路の支点，石灰岩塊整理の目的で，急、崖からの落石によって埋設工となる可

能性もあるが，やや地上に突出した鋼製自在枠土留工を設置し，これを支点と

したコルゲート管水路で導水する。こうした山腹工による崖錐安定が必要であ

る4）。

出る杭（突出した工作物）は打たれるので，あまり地上に突出しない杭（工

作物）を用いよう。

文献

1) 太田重良・堀江保夫：環境保全と緑化工技術（緑化基礎工），（創文）' (1975) 
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3) ）｜｜ロ武雄：調査の記録と雑感（1），林業土木240号， （1984) 

4) ）｜｜口武雄調査の記録と雑感（2），林業土木241号， （1984)

5) 村井宏：環境緑化工学（治山砂防緑化），（朝倉書店），(1992) 

11. 防災林

(1) 損して得取る防風林

樹高15m，幅員20m の耕地防風林は，その風速減少区域は，風上・風下合

わせて樹高の25倍とすると， 375m となり，幅員20mは375mの約 5%とな

る。このように，防風林設置による耕地の減少は，耕地総面積の 5%程度であ

り，防風林設置によ って平均20%ぐらいの作物増収が考えられるので，防風林

設置による耕地の減少は問題でなく，また，防風林による庇陰地は搬出路や牧

草地として利用する4）。

防風林設置で耕地減少の損も，作物増収の得で－補って余りある。

(2) 防潮に林と工事の共存共栄

防潮林により被害を免れた所は，防潮林のみでな く，石堤・土堤などの工作

物がある所で，防潮林はなんらかの基礎工事があって津波に抵抗でき，防潮林

と防潮工事は一体不離のものである。防潮林と防潮工事を併用した所でも，防

潮工事は破慶したものが多く，後方に防潮林がなければ，数回繰り返す地震津

波では，被害はさらに大であったと思われる。防潮林と防潮工事は共存すべき

である 1）。

防潮林と防潮工事は共存共栄すべきものである。

(3) 二段構えが望ましい防潮林

高林帯内の下木導入には，その限度があり，十分に生立しないので，津波・

高潮が直接高林帯に働くのを避けて，高林帯の前方に砂地など十分の余地があ

れば，緩衝林として高林帯の前方に低木林帯を育て，後方を主体の複層林か択

伐林型の下木を導入した高林帯とするのが望ましし、2）。

高林帯の前方に緩衝林の余地のない場合は，高林帯にできるだけ下木の導入

をはかるしかなし、2）。

前方低木林，後方高林帯が望ましいが，高林帯前方に余地がない場合は，で
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きるだけ高林帯に下木導入して，低木－高林の二段構えがよい。

(4) 大小の木とも抵抗力が必要な防潮林

防潮林の樹種は，津波・高潮に強く塩風害や漫塩水に抵抗力のあるものがよ

い。主林木はクロマツ，前方の低木林や主林帯の下木には，海岸に自生するト

ベラ・イブキ ・ニセアカシア・ウパメガシなどが考えられる。大小木とも，津

波 高潮に耐え強じんで，坂風・塩水にも耐えること，が必要であるの，5）。

防潮林の大小の木とも抵抗力を持ったものがよい。

(5）堤の背後を林で固めよう

富士山大沢崩れの下流扇状地帯では，導流堤の外側に立木密度高く土砂堆積

に強いヤシャブシ ・ハンノキ ・ヤナギを造成し，さらにその外側にコナラ・ヒ

ノキ・スギなどの永続性高木を配置して， 150m 程度の水害防備林の林帯幅と

し導流堤から溢れたり，堤に入らなかった土石流に対して，これを貯留した

り，土石流中の大磯留止など，背後の農地・人家を保護する，のが得策と考え

られる3）。

導流堤の外側を林で固めよう。

(6）副次的効果をおろそかにできない屋敷林

屋敷林は，冬の季節風と夏の熱風暴風を防ぎ，日射と気温の調節を行い，

防煙・防じんの作用や遮へいなど，環境保全のために，屋敷の外周に造成され

るものである6）。

しかし屋敷林は，その生立地によっては，いろいろの防災林としての働きも

兼ねることができる。都市近郊では，樹種により防火林，山麓地では，防火林

や洪水・土石流に対する水害防備林，渓流河川とその沿岸では，水害防備林，

積雪地では，防雪林，海岸では，防潮林－飛砂防止林となり，防災林としての

副次的効果もある九

屋敷林は，その生立場所による防災林としての副次的効果を，おろそかにで

きない。

文献

1) 四手井綱英ほか：昭和21年南海地震の和歌山県防潮林効果調査，林試集報59号，



46 

(1948) 
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あとがき

前回の「治山災害あれこれ」と同様に，治山災害の諸事例を，人間・社会な

どとくらべて， 思いつくままに述べたが，これも， 今後の治山災害の対応に，

なんらかのお役に立てば幸いである。

（元国立林業試験場防災部長）
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