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まえがき

治山災害を回顧する（ I)では，災害現象そのものについて回顧したが，今

回の（II）では，災害対策について回顧することとした。災害対策についても，

(I）と同様に既発表物16)17)川 20)21)22）と重複する面も多いが，災害対策を回顧

してみた。

なお，（II）は（ I) と配列をやや異にしまた係わりのある数多い文献は，

(I) と同様に，今回の目的に関係する重要な文献だけを掲げるに留めた。

1. 森林の災害防止機能とその活用

治山関係の災害対策としては，森林の機能には限度があるが，森林の災害防

止機能を重視し広大な山地はその機能を十分に活用することを第ーに考え，

機能の限度外は，他の対策で補完しまず森林整備を図るべきである。

(1) 水害

1) 洪水9)15) 17）川

i) 森林の機能

上流にある森林は，その洪水頂低減作用と洪水頂遅退作用で洪水災害を軽減

する。洪水頂遅退作用が逆効果となる確率は 1/4で，その場合でも，洪水頂低

減作用で相殺される。

洪水比流量は流域の森林面積率と関係があり，森林面積率の増大で洪水比流

量は減少し森林面積率大な流域の最大洪水量は，森林面積率小な流域の最大

洪水量より小さい。
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中下流の河岸林は，洪水に対し水害防備の作用をする。

ii) 森林の活用

上流の森林面積率増大を図って森林を整備し，中下流の河岸林も整備し洪水

に対する水害防備の作用を果たすようにする。

2) 山崩れい311820 22 

i) 森林の機能

深根のマツ・老壮齢広葉樹は，浅根のスギ・ヒパなどよ り，崩壊に対し強く，

針葉樹伐跡地・草地・煙害地や20年生以下の幼齢造林地は崩嬢しやすく，幼齢

造林地は前生樹の伐根腐朽の影響もあり，林齢の増加で，老齢になるまでは，

崩壊防止機能は増大する。

小土塊に結合する草生などの地表植物の根系に，林木の根系による横の連結

で，やや深く大土塊となり，山体を netcoverする。同齢林は盤状根となりや

すく崩れやすい。 100～150m3/ha以上の材積の森林は崩壊は少なし、。

深さ数 m，面積 Iha程度以上の深層型山崩れは，森林機能の限度外といえ

る。

ii) 森林の活用

表層型山崩れの防止には，浅根で盤状根になりやすい同齢単純林は避け，壮

齢木を中心とする深浅の根系が存在する異齢林を育成する。

崩れやすい幼齢林地や伐跡地にならぬように，林齢の増大に努め，大面積伐

採を止め，択伐や人工林の長伐期施業，萌芽性広葉樹導入などの施業で，山崩

れの防止を図る。

3) 渓流荒廃illll221

i) 森林の機能

渓岸崩壊は渓流侵食によるものが多いが，渓岸崩壊に加速されて渓流荒廃は

起こりやすいので，渓岸崩壊の防止には， 2）のような機能のある深根性のマ

ツなどで防止しこれはまた， 土石流に対しでも有効である。

ii) 森林の活用

渓流荒廃の防止には，深根性のマツなどの森林の活用を図るが，これはi)

のように，渓岸崩壊の防止にも必要である。

4) 土石流3)I 7) 18)22) 

i) 森林の機能

森林はその弾性でやんわりと土石流に抵抗し， 森林は破壊しなければ，倒れ
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るまで数次にわたる土石流の襲来に対し土石流留止の作用を繰り返す。

渓岸の胸高直径30cm程度の林分と，山麓地の屋敷林は，水害時の土石流を

阻止する。

ii) 森林の活用

渓岸の森林は，胸高直径30cm程度のマツ壮齢木などが中心となるように，

育成する。

5) カリー （gully）叫18)

i) 森林の機能

森林などの土地被覆物は，ガリ の発生・発達を防止する。斜面を被覆する

森林ネットが中断されると，ガ リーが発生しやすい。

ii) 森林の活用

ガリーの発生地域は，連続していて中断されない森林被覆でcoverする こと

が必要である。耕作などでガリーが発生した所は，速やかに森林被覆を復帰さ

せるのがよし、。

6) 流出土石川

i) 森林の機能

流域の森林面積率増大は，流域の流出土石を減少させる。渓流 －河川沿岸の

屋敷林は，水害時に水害防備林として役立つ。

ii) 森林の活用

流域の流出土石を減少させるには，流域の森林面積率増大と森林の整備を図

る。

(2) その他災害

1) 地震1加 ）

i) 森林の機能

地震動は山頂・尾根部やそれに近い山腹凸部・平坦地に強く働くので，こう

した場所の深根性樹木は，地震動に堪えて山崩れを防ぐ。

ii) 森林の活用

i）のような場所には，深根性樹木の森林整備を図る。また，地震による山

崩れは， i）のような場所に多く発生するので，山崩れ跡地の復旧には， ヘリ

コプタ一散布緑化などの森林整備が有効である。
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2）津波高潮2)l 7l 181 

i) 森林の機能

森林は津波・高潮の浸水高を減じ，その破壊力を減少させる。地震津波は，

数回も繰り返し上陸して陸上に被害を発生することが多く， 2回目以降の来襲

には，津波そのものよりは，津波で流出した漂流物が上陸して，陸上で猛威を

発揮して被害を起こすので，この漂流物被害の発生防止には，海岸の森林は漂

流物阻止の機能が役立つ。

ii) 森林の活用

海岸に強大な根系・樹幹を持つ森林を整備することは，津波で流出した漂流

物被害の回止には，甚し く有効である。

3) 地すベド）18) 

i) 森林の機能

山崩れには土層の割自による異常浸透が一つの原因と考えられる。地すベり

地は，麓の方は圧縮され地面にしわができ，上方部分は伸長して異常浸透部と

なる。表層を森林の根網部で覆えば，異常浸透が起こ りにくし、。地すべりには，

林地より，草地耕地が安全ともいわれるが，地すべりには森林が不利である

と一概には断定できない，とし、う考え方もある。

ii) 森林の活用

地すべり地には，伐採までに長年月を要する針葉樹の喬大な森林を育てるの

ではなく，短年で伐採できたり，特殊林産物が得られたり，萌芽更新できる広

葉樹，などのほうが適する。

4) 落石16)17) 

i) 森林の機能

強大な根系・樹幹を持つ森林は，谷頭崩壊地などの落石を回止する機能があ

る。

ii) 森林の活用

(I)でも述べたように， 一般に落石危険地は，急、斜岩礁地の土壌浅い植生

定着に不利な所が多いが，斜面下部は緩斜で植栽可能地もあるので，森林を造

成し，これを基点としての上方の落石防止林の造成が考えられる。

5) なだれ16)17) 

i) 森林の機能

森林のある所はなだれが発生せず，強大な根系・樹幹を持つ森林は，斜面積
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雪の移動を阻止しなだれの発生防止・回止の機能がある。

ii) 森林の活用

なだれ発生の危険ある所は，斜面下部の緩斜地のなだれ防止工事とともに森

林造成を図り，これを足掛かりとして，斜面上部にも森林造成する。

2. 治山対策

(1) 治山工

1 で、述べたように，災害対策としての治山対策では，まず森林の機能を重

視し森林の整備・活用を第ーに考えるべきであるが，森林の機能には限度が

あるので，これを補完する治山対策としては，治山工の活用が考えられる。

1) 水害

i) 山崩れ叫

表層型山崩れには，その発生危険度の大な所や森林完成まで発生防止の困難

な所は，森林完成までの応急的・補完的施設として，土留工や排水工が必要で，

それには木材とくに間伐材の利用も考えられるが，斜面下端の山腹基礎工は恒

久的なコンクリート工を必要とする場合もある。

深層型山崩れには，発生危険の確率の高い所は，破壊の危険性もあるが，基

礎を深く堅固にした土留工・擁壁工－排水工などの山腹工と山崩れ発生地域外

の山脚固定の渓間工の施工が考えられる。

ii) 渓流荒廃l山仰2)

山崩れは渓流荒廃を促進し，渓流荒廃は渓岸崩壊を加速する。渓流荒廃防止

には，不安定渓床の要所の数多い低ダムで，渓床の安定化を図る必要がある。

渓流流水の縦侵食防止には，渓床勾配を緩にし流速低下を図る谷止工－床固

工などの横工を施工し，渓床・渓岸の侵食防止，山脚固定を図り，流水偏流に

よる横侵食防止は，山崩れのおそれのない所は，護岸工－水制工－流路工が必

要である。

iii) 土石流13)14)22) 

上流の急勾配の渓流では，土石流の速度も速く，堰堤工，谷止工による土石

流の留止・貯留は困難であるので，数多い要所の床固工で，現渓床の低下を防

ぎ，渓流堆積土石が流下土石流に加わらぬようにする。

渓流下流では，規模の小さな土石流は堰堤工で停止・貯留できる場合もある。

高堰堤は有事の土石流に備えて，平時のダム堆砂の一部の排土を必要とする。



98 

iv) ガリー叫20)

ガリーの防止は渓流荒廃の防止に準ずるが，ガリ一発生初期に，木材料活用

の段階谷止工－床固工と ガリー側壁の全面緑化で，ガ リーの発達を防止する。

また，ガリ ー断面は本来の必要断面を維持することも必要である。

v) 流出土石13)14) 16) 181山

広い山地の表面侵食による流出土石の防止には，森林完成までの応急的・補

完的施設としての山腹工が考えられる。

落石・崩壊の著しい絶壁状の谷頭崩壊地などの工事は困難で，崖錐部の鋼製

自在枠などのあまり高くない土留工で，崖錐－渓床からの流出土石を防止する。

流出土砂のなかば以上を占める荒廃地の侵食防止には，荒廃地を早く緑化す

る必要があるので，山腹面安定の土留工などの山腹工を施工し，斜面下端の山

腹基礎工は恒久的なコンクリート工が必要な場合もある。山腹緑化工は，緑化

初期は被覆容易な草生や木炭混入の緑化用基盤材を活用し，その後，樹木導入

して，その成林を図る。

渓流上流部は流出土石の貯留は困難であるが，下流への流送時に悪作用を及

ぼす流出土石を高位置で貯留することと，処理困難な巨岩 －流木を貯留するの

で，治山堰堤類は，渓床 ・渓岸の維持を主目的とし，貯砂はその量より質に意

義があり，貯砂の質を考えると，スリットダムが適する。

渓流では 1箇所に大量に貯留できる所は少ないので， 渓流沿いの小遊水地的

な場所は，導流工的なもので流砂を小遊水地に導き，その堆砂を横工や水害防

備林などで安定させ，分散貯砂を図る。

2) その他災害

i) 地震21)

山頂・尾根部やそれに近い山腹凸部に山崩れが多く ，その跡地からの表面侵

食による流出土砂が多いので，ヘリコプタ一散布緑化などで，荒廃地の早期緑

化を図る。

ii) 津波・高潮2川 ）20)

津波・高潮の防止には，防潮林とともに護岸工などの防潮工作物と併用する

のが有利である。防潮工事・護岸などは，引潮に備えて， 工事の裏面 ・基礎を

堅固にしておく必要がある。

iii) 地すべり 22)

地すべり地は十分な調査を行って，斜面上部の切り取 りの排土工，地下水を
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減少させる水路工・暗渠工－集水井工，地すべり末端部で抵抗する土留工，斜

面の抵抗を増す杭打工，などの山腹工，必要であれば，斜面脚部の侵食を防止

する地すべり地域外の渓間工，のなかから，最も適する工法または複数の有効

な工法を選択し施工する。

地すべりの移動が激しい場合は， 地上の工作物は地すべりの移動で破壊する

危険性が高いので，地上の工作物は避けたほうがよい場合もある。

同落石1的18)

落石危険地は，斜面下部の緩斜の崖錐に土留工，柵工などの山腹基礎工を施

工して，落石防止林を造成し これを足掛かりとして，順次斜面上部の落石防

止林を形成してし、く。

v) なだれ12)16) 

森林のある所はなだれが発生しないので，有効ななだれ防止林の造成には，

階段工が必要であり，階段幅 tは，その地区の融雪開始前の積雪深と同じで，

大略1.0～2.5mで，階段間幅は階段間高距Hが階段幅 Eの6倍内外とし，施

工後の 3冬季までぐらい補修する。

(2) 防災林

1) 水害防備林15）附 17)

渓流 河川沿岸の水害防備林は，その水制作用と洪水流送物の阻止により，

河岸－堤防の決潰を防ぎ，家屋の流出回止，耕地の荒廃軽減，泥水中の肥沃土

を耕地へ堆積させる。水害防備林は，破壊しなければ，数次にわたる土石流襲

来に対し流木・巨岩留止の作用を繰り返す。

水害防備林は，浅根のスギなどよりは，深根のマツ，根の強い広葉樹が適し，

幅数 m～数十 m と広くし，胸高直径30cm程度が必要で，竹林も幅20m以上

が必要であり，林内に床固工などの横工設置が効果がある。

2) 遊水林15)

洪水氾濫地域内の遊水林は，水力減退，土砂石礁の沈殿の効果があり，現在

はその適地の余裕は少ないが，その造成経費は安く，耐水性樹種で造成し，広

し、敷地内は，シイタケ生産地などとして利用できる。

3) なだれ防止林16)17) 

なだれ防止林はなだれ発生危険山腹下の住居 －道路などを保護する。なだれ

防止林は，材質が強く根の強大な樹種の異齢林とし，択伐作業がよい。その造
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成には，階段工主体のなだれ防止工事が必要である。

4) 落石防止林161l71

落石防止林は落石危険性のある山腹下の住居・道路などを保護する。落石防

止林は，斜面下部の緩斜地に土留工・柵工などの山腹基礎工とともに森林造成

しこれを足掛かりとして，順次斜面上部へ針広混査の落石防止林を形成して

し、く。

5) 防潮林21181201

防潮林は石堤・土堤などの基礎工事があって津波・高潮に抵抗でき，防潮工

事は後方の防潮林とは一体不離で共存すべきである。

防潮高林帯の前方に砂地などの余地があれば，緩衝林としての低木林帯を育

て，その後方を，主体の複層林か択伐林型の下木導入の高林帯とする。高林帯

前方に余地がない場合は，高林帯にできるだけ下木導入して，低木・高木の二

段構えとする。

主林木にはクロマツ アカマツ，副林木は海岸に自生する広葉樹などとする。

幅は数列でも効果があるが，更新を考えると， 50～60m が適当である。

6) 飛砂防備林161171201

鳥取県下の飛砂防備林では，林内風速が砂丘頂風速の10～70%と減速され，

幅員よりは林相の良否の影響が大きい。飛砂は地上割に低い高さで移動するの

で，除間伐による下校 下木－地表植生の保護が大切である。林帯幅は最低

70 mは必要である。

(3) 保安林

治山災害の防止機能のある森林を造成－活用することは，治山対策として重

要なことであるが，重要地の森林の一部は，保安林として，厳重に管理してい

くことも重要である。その対象となる森林には，以下のようなものがある。

1) 水源かん養林161l71

1 (1) 1）で、述べたように，森林はその流量調節作用で，基底流出量が大

きし流出が平準化され，地下水を主体とする流出水は清澄で水質汚染が少な

し、。

洪水低減，多雨地方の用水確保には，ブナ・スギなどの壮齢林を主体とした

立木密度が高く厚い落葉堆積層のある複層林がよいが，寡雨地方や積雪地方の

用水確保には，落葉樹疎林が適する場合もある。
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2) 土砂流出防備林16)17) 

水源山地からの土砂流出を防止し，水源から流下する渓流・河川の流出水の

渇度を減じ，水質汚染を防く。地表被覆物のある立木密度が高い広葉樹林がよ

し、。

3) 土砂崩壊防備林16)17) 

山腹の表層型山崩れを防止し下の家屋などを保護する。強靭な深根性壮齢

木を主林木としこれに浅根性樹木を組み合わせた針広混交林がよい。

4) 水害防備林

(2) 1）の水害防備林のごと くである。

5) なだれ防止林

(2) 3）のなだれ防止林のごとくである。

6) 落石防止林

(2) 4）の落石防止林のごとくである。

7) 防潮林

(2) 5）の防潮林のごとくである。

8) 飛砂防備林

(2) 6）の飛砂防備林のごとくである。

以上のほか，治山関係の保安林には防風林－防霧林・干害防備林・防雪林が

ある 16）。

3. 土地利用

治山災害の防止には，森林の活用，治山対策のほかに，災害地の土地利用の

あり方も，災害に大きく影響する。里山地帯の水害も，荒廃危険性と土地利用

の集約度など，複雑な自然現象と社会現象の組合わせで起こるので，危険地帯

の集落の移転，避難などの問題も，治山以外の各部門と協調の上，土地利用の

あり方についても考えねばならぬ。したがって，森林の活用，治山対策も，土

地利用の問題と絡めて処理しなければならぬ面が多い。

(1) 水害

1) 洪水16)17)20)

i) 本支流の合流点，とくに放射状支流と本流との合流点などは，便利なた
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め，宅地・耕地などに利用されすぎ，勾配急、な渓流上流の断面より，勾配緩な

下流の断面が狭小となり，氾濫して宅地・耕地を荒廃させる例が多く見られる

ので，不合理な断面狭小となる土地利用を改める必要がある。

ii) 昭和28年の門司水害では，下流市街地の発達で，渓流・河川の断面を狭

くしたり，流路を不自然に曲げたり していて，水害時には，往時の流路断面を

復活したり，往時の流路に戻ったりしている。

溜池は洪水調節に効果があり， j留池は，水害時に決潰せぬよ うに，堅固な構

造として水害に備える必要がある。

iii) 下流への流出水の量が多いと，治山 ・砂防で貯水に最大限の努力を払っ

ても，下流では氾濫するので，危険地域に人家－道路などを配置せぬように，

土地利用を再検討する必要がある。

iゆ 道路が渓流－河川沿いに設置されていると，洪水の道路決潰の影響を受

けやすい。道路は渓流 ・河川を離れて山腹面中腹や山頂近くに設置されると，

発生率の低い山崩れの危険だけで，安全である。渓流・ 河川沿いに道路設置し

て，その保全施設に費用を要することを考えると，渓流ー河川を離れて高レ位

置の道路設置は，必ずしも設置費が高額であるとはし、えず，道路の安全性も考

えるべきである。

v) 昭和33年の伊豆水害では，上流地帯でワサビ田の面積拡張のため，渓流

中央部近くまで拡張されたワサビ田が，著しく流路断面を狭小にしていて，拡

張されたワサビ回は壊滅的被害を受けている。

vi) 筑後川上流部では，原野が多く流域の森林面積率も低いので，森林の

質の向上と原野の改良による余裕原野の林地転換，逆配置の林地の適正配置，

を考える必要がある。

2) 山崩れ17)18)20)21) 

i) 山地の崖下に近接して建てられた人家は，山崩れによる被害が多い。こ

れは，崖下の宅地 ・農地・道路などの造成・鉱張で，崖の基部を削 り取る人為

の影響も考えられる。 山脚部や崖下の住居は，背後山腹高の 2倍以上離れた地

点が安全で， 山脚に接した農耕地は止めて林帯を造成し， 住宅は安全地帯に設

置するのがよい。

ii) 山地の人家・事業所などは，普段流水があり生活に便利な山腹凹地下に

設けることが多いが，こうした所は山崩れが発生しやすいので，設置しないか，

他に適当な場所が無い場合は，山崩れに対し十分な保全施設・森林で防備して
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おく必要がある。

iii) 昭和28年の伊豆水害では， ワサ ビ回の拡張のため，不自然に曲流させ

た部分で，神代スギ採掘穴をもととして山崩れし，一山抜けて流路が変わった

所があるので，ワサビ回の拡張は注意する必要がある。

i吋 山間部の道路開設・トンネル・送水路などのズリ（棄土石）は，山崩れ

するのが多く，平坦地面上の炭鉱のズリのボタ山は山崩れしにくく，ズリの棄

て場所を考える必要がある。

3) 土石流17)18)21) 

i) 昭和41年の足和田災害・昭和47年の天草災害では，沢の出口のかつての

土石流堆積跡地上の集落の被害が大きい。かつての土石流の通過・堆積跡に造

成された人家 集落は，新しい土石流で被害を受けるので，危険地は，住居

集落を造らぬか，十分な土石流に対する防備施設を伴うことが，大切である。

ii）昭和28年の門司水害では，溜池は土石流留止に非常に効果があったので，

溜池は平時の堆砂を淡深し，下流側の堤面はコンクリート構造として，ダムを

兼ねさせるのがよい。

iii) 下流部では，水害防備林的な河岸林，人家の耐土石流防護工作物，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

の再検討も必要である。

iゆ 土石流は直進性が強く，曲流した流路を流下しにくく，扇状地の集落内

を直進して被害が発生する。集落内を避けて曲流した流路を設けても，土石流

は集落の流路の無い所を直進することが多いので，集落内を土石流を安全に流

下させる流路設置を考えるのがよし、。

v) 上流部の平坦地では，渓幅狭く，勾配も急で，土石流の貯留は困難であ

るので，中流以下の流路以外の安全地帯の小遊水地的な所に，土石流貯留地を

設けて備えることを考える必要がある。

4) ガリ＿4)20)

南九州シラス地帯などでは，台地農地や傾斜農地が多く，農地が上方，林地

が下方にあって，水源地帯に森林が少なく，山地保全には農地保全を欠くこと

ができなし、。 非保全的農地の侵食で下方の森林が破壊され，ガリ ーも発生し，

人災が天災を加速しているといえる。農地の保全的農法 保全施設設置，ガリー

の発達防止，林地適正配置， などが必要である。

5) 流出土石11）川
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i) 下流では，流出土石の堆積地，河岸林の整備や洪水時の流木留止装置，

などの恒久的対策が必要である。昭和47年の天草災害などでは，渓流出口の扇

状地の集落は，新しい水害により著しい被害を受けているので，危険地域には，

集落を設けぬか，河岸林や保全施設を設置する土地利用法を考える必要がある。

ii) 土地利用集約な里山地域には，流出土石や土石流による荒廃が発生しや

すいので，里山地域は，開発を適度に留めるか，十分な保全施設を伴った開発

が必要である。

iii) 渓流沿いの狭い平地を，山間農地などに利用することは，流路を狭く

するか，流路を無理に曲げて，その結果， 山間農地などを流出させることが多

い。渓流出口のより重要な集落 －農地などを保護するため，渓流沿いの山間農

地は，災害時の流出土石の堆積地として備えておきたい。

(2) その他災害

1) 地震18)

平成 7年の阪神・淡路震災では，もともと谷地形であった所を盛土をして埋

めた所は，地震による亀裂で雨水が浸透しやすく，地下水層が満水となり，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。風化花街岩・断層の

ある神戸市周辺では，山麓の谷・池を埋めて盛土し宅地化することは，すベり

出す危険性が高い。

2) 津波・高潮2)17) 

津波・高潮危険地は，防潮林－防潮工事によ る防備のほかに，家屋の土台と

家屋の聞をボールトで接着する，橋梁も橋脚との接着を十分にする，など，上

の家屋・橋梁部分を堅固な構造とするだけでなく，基礎との接着を十分にして，

引潮による流出－転倒に備える必要がある。

3) 地すべり山0)27)

i) 長崎県生月島，四国祖谷川流域などでは，地すべりが多いので，地すベ

り危険地は，長伐期の森林とせず，短伐期，萌芽性森林とするか，竹林・畑と

しての土地利用を考える必要がある。

ii) 祖谷川流域では，昔の平家落武者集落には，源氏の追及を逃れるため，

普段の生活を犠牲にして， V字型渓谷の下の道路から見えぬ中腹の地すベり

跡地を利用したものが多いが，こうした所は，地すベり地域外への排水，地域

外不動点の堰堤などで，地すべりを防止して，集落の安全を図る必要がある。
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あとがき

以上，治山災害の災害対策を回顧したが，その対象としては，筆者が回顧で

きるほど関係のあったものに限ったので，治山災害すべてを網羅したものでな

いことを，おことわりする次第である。

また，内容的には， (I）と同様に不揃いが多いのではなし、かと危倶してい

る。
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