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山地流域における流木の防止について

岩崎成嘉

l ；荒木防止に関する調査の経過

水害発生及び防禦対策の一大盲点は流木対策の不備である。

豪雨に伴う洪水の際3 特：こ流失を免れた永久橋などの上流に留止されてい

る流木の土佐積と，その附近；ニ残る堤防決壊の跡を人了ニ時，誰れしも流木の悪

戯を非難したくなる。 このことは特に最近になって水害のたtJごとにマス ・

コミに騒がれている。まf二，貯水ダムの水面一杯：こ押し寄せた流木によって

水位が急措 し，このために予想されるダムへの影響を防止するために，流木

を押し流す緊急放流を行なって 下流流域を人工洪水にまきこんだ事例も各

所にλ うけられるようになって主た。本年8月3日：こも，秋田県雄物川上流

流域を襲った局地豪雨の際，その最上流，玉川流域の神代，夏瀬の両発電ダ

ムにおし、て このケースの災害を惹起している。

戦後，これらの流木による問題が世論にのぼって主たのは3 昭和28年の白

川， 筑後川及び有田川， 日高川の水害の時からである。 例えば小林泰氏は

「7］（経済年報』（1955年版）において，昭和28年の白川の水害における熊本市

子飼橋の災害：こっし、て，「明治33年の大水害以後， 大した水害 もないまま，

レつしか市街地では非常：二橋脚の多い安易な単桁永久僑が架設され3 子飼橋

上流の遊水池も市街地化し，橋の左岸は河岸に押出 Lて人家が建って通水能

力から見ても，早急に改修すべさである ー （中町針。そして今回の大洪水で、

は無数の流木が子飼橋にかかり 3 土砂を多量に含んだ水は，橋の左岸から一

挙に新しく発展した市街地に流入し，明治33年の約10倍の被害を生じたー

云々」と報告している。まf二小出博氏は 「日本の水害Jの中で，有田川の水害

について「 これからの河川工事や橋の設計では，洪水や土砂のことばか

りでなく ，流木の ことも考えてかからなければな らなレ，と いうのが水害後
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土木技術者の聞に広 く見られる考え方であった ....云々」 と報告されてい

る。 lニの水害の頃から指摘され始めた流木の問題は，その後の災害のたびご

とに次第にマス ・コミにとりあげられて，「無残，昨日の美田も一夜明けれ

ば，流木の山また山 」 というふうにかなり誇張された表現でもって報道

されて，世人の関心を引くようになってきた。

このようにこの問題はマス ・コミに派手にとりあげられているが3 その割

には，案外災害の学術調査等において，この発生のメカ ニズム，その防止法

等を論じたものは極めて少なし、。前述のほかには， 1937年，「土木工学』詰よ

で中国友義氏が，洪水河川においてロ ープによって流木を排除する方法の試

案を， 1957年橋本規明氏が『水利科学』の中で河川形態論を論じて流材防止

柵に関する試案を，また「林業試験場報告」 69号（1953年）に流木問題の論議

等があるくらいのものであった。

しかし，林野関係，特に治山事業の部内においては，上流流域の流域管理

とL、う立場からみてp この問題を無視することができないとして，その対策

について屡々検討をすすめていたのであるが，たまたま昭和33年3 流木の災

害と人災（下流の放水路工事の進捗度が予算の関係で計画どおり進んでいなかった

ため被害が倍増したことをいったもの）といわれた狩野川台風（最低気圧 877rnb,

最大日雨量694.0rnrn（湯ケ島），死者行方不明者1,290名（狩野川流域））による狩野川

流域の災害にあたって，その災害の特異性にかんがみ－c，治山という立場

から災害の笑態をできる限り究明して治山工学の発展に寄与せしめたいと考

えp 林野庁，静岡県が主催して，東京大学砂防工学主任教授荻原貞夫博士を

団長とする学術調査団を組織，現地に派遣して，主として森林地帯を対象 と

する降雨，出水3 侵蝕3 崩壊，流砂3 流木と災害の関係を調査しy その成果

を「伊豆治山災害調査報告書」として，また，同じようなやり方の調査を，

昭和34年の台風 7号，台風15号（伊勢湾台風）によって壊滅的な被害を うけた

富士川上流の山梨県釜無川3 笛吹川流域において実施して，その結果を「山

梨県治山災害調査報告書」として報告されてし、るなかに，流木の問題につい

てかなり精細な検討がなされてし、る。

流木に関する調査報告書は数少ないが，流木に関する対策の必要性に注意

が払われたのはかなり古いようである。昭和 9' l 0年の異常な水害に鑑み

て，昭和10年 9月内務大臣の諮問にこたえて水害防備の方策に関して審議す
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るために，「水害防止協議会」が関係各省の技術者を集めて設置されてし、る。

その協議会における決定事項のなかに，流木の対策事項として次のようなも

のがみえる。

イ．橋梁に関する事項

付） 流木多き河川に於げる橋脚は成るべくその数を減じ且其の柱間二流

木の懸らざる構造となすこと

ロ．流木に関する事項

θ） 管i況は護岸＇ 7.k利等に損傷を及ぼす虞のある区間に：工成るぺ〈 之を

行なわざること

（ロ） 洪水期には管流を禁止しもし流木期間中，ニ未終了のものあるときほ

河道内に堆積せしめざること

門河岸崩壊する虞ある河川又は渓流の鉄砲流：士適当なる護岸を為すに

非ざれば之を行なわしめざる こと

ハ 堰堤に関する事項

ト） 流木多き河川：こ於て平地部に設くる可動堰の堰堤は成るべ く共の数

を減ずる こと

例 「サイフォン」式洪水吐の呑口が流木芥等：ニて梗塞せられざる様留

意すること

ニ （略）

以上のように水害防止に関する盛り沢山な事項を決定しているが，流木二

関する決定事項：立極めて消極的である。特に決定事項の3 また流木；こ関ナる

事項（主管流して規制 したものであり，やや積極的な対策といえるもの：二橋梁

の橋台に関する事項ぐらいのものである。せっかく，各省の流域管理の権威

者たちが集まりながら，流木に対しては何ら積極的な対策がなされな L、ま

ま，すなわち治山，砂防，河川の各事業に直接結びつ：するようなことに考え

られていなかった。この水害防止協議会の決定を裏付けとして実施される こ

とになった第2期森林治水事業等の治山治水に関する事業自体すら，発足間

もなく戦争に突入 したため完全な実行をみないま まになってしまったのであ

るから，流木防止に関する調査3 研究対策が進まなかったのもやむを得なか

ったかも知れない。

このような経過をたどって，最近の水害に至り，まず一部の学者， ジ『 ー
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ナリつぐムにとりあげられたのであるが，上流流域における水害の笑態が精細

に検討されるにつれて，災害と流木の問題を無視することができないという

批評が起り，ょうやく林野関係において積極的な対策を打ち出そう としてい

る。すなわちここ l～2年の代表的な水害ごとに組織的な学術調査回全派遣

してその笑態を調査する一方，この流木と災害の関係の研究を昭和35年度か

らの 3ヵ年計画で3 農林漁業試験研究費補助金の研究補助対策テーマとして

とり上げてしι。

流木の問題は流域内の地文，7.k文，産業，社会経済的な諸々の要素を総合

的に検討しなければならぬ。すなわち，流域の地形3 地質3 河状等に治山，

砂防3 河川，ダム等の施工状態，道路，橋梁の構造及び位置，土地利用の形

態に集落3 家屋の密集度と流域内のその配置3 林業業態等の社会経済的な幾

多の因子が加わり，これに災害時の雨量，出水量が決定的因子として左右す

る。従ってこの対策にはこの因子を分析，総合する必要がある。すなわち大

きくは河川流域の流域管理とし、う立場に立ってP 前記の各分野から流木と各

因子との関連を調査，分析し，高レ立場ーから これを コントローノレする必要が

あることはし、うまでもない。しかし，ここでは問題を森林地帯における流木

被害防止とい うことにしぼって，すなわち3 主として森林地帯を中心とする

流木の発生3 その対策の考え方等について，以下若干ふれてみたい。

2. i荒木の発生及び移動

( l) 流木の発生源

流木（主流域内の地文， 7.k文及び産業，社会経済等の諸要素の総合としてあ

らわれる ことはすでに述べた。流木が下流氾乱地域に漂着する場合は数カ所

の特定地域に集中する傾向を示しているが，流木発生の機会は流域の至る所

にあるとし、わなければならなし、。すなわち，流木の発生源には次のようなも

のがある。

( i ）上流森林地域 （山崩れ発生地域，ないし水源地域）

a. 山崩れによる立木の崩落，前生樹の伐根の崩落，流出

b. 土石流，或いは増水に伴う渓岸侵蝕3 または洗掘による立木の流出

c. 伐木作業中の伐倒木または風倒木の流出

d. 山土場に集積された素材の流出
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e. 椎茸，なめこ等のほだ木の流出

f 林道等の橋梁の破壊による破損材の流出

9・ 作業小屋等山地における家屋の破壊流出

( ii ）中流地域 （洪水通過地域）

洪水流による河岸農地侵蝕にもとづく雑木の流出

I. 旧河川敷等にあった家屋の流出

I. 横侵蝕：こ起因する山腹の崩壊による根付丸太の流出

k. 県道，村道などの橋梁破損材

（川）下流氾乱地域 （平坦都市集沼地域）

｜ 家屋の流失，家具などの流出

m. 木材集積場 （裂材工場等）から流出する素材お上び製材

n. 橋梁の破壊材の流出

これらがどのような割合で流出するものか3 さきに も述べたように流木（よ

流域内のレろいろな因子が錯綜してあらわれるのでいちカ川、にL、えないが，

その一端を示すものとして狩野川台風の際，狩野川におけるものの調査事例

を示す。

第 1表 狩野川台風による狩野川流域の流出木材調書

（伊豆治山災害報告書）

区 分 l 石 ｛荷 考

家屋流出材 82,920有 l戸当り 40坪，i平当り 3有 とL
て691戸流出

家 具流出 材 8,292 上記の 1害ljとして

素材， 製品のおt出汁， 流出 5,950 間取り調査による
工場

山土場における流出材 2,050 素材，角材

根 イサ 丸 太 22,000 山地，沿岸の決壊による

言ト 121,212 
漂着材 14,023 

内言P 海洋：二流出 した量 107,189 

( 2) 流木の運動

流木の運動状態3 すなわちその発生と移動について人ると，次のよう なこ

とがL、えよう。 上流森林地帯が豪雨に見舞われた場合，山腹の各所に山崩れ
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が発生し3 また7.k位は急速に上昇する。この場合山崩れによって倒れた根付

丸太は，多くの場合その下方に留ま っているのが普通であるが，山崩れ発生

の一番危険性の多し、10～20年生の幼齢人工造林地が崩壊した場合は，前生樹

の伐根が流木 となって流出することが考えられる。次に土石流或いは増水l’こ

伴う渓岸侵蝕または洗掘の場合であるが，山脚と河床との聞に段丘のある場

合は，横侵蝕をうけた場合3 立木は比較的容易に倒壊して流木となる。 し；わ

し山脚がそのまま連続的に河床に入ってし、るような地形では，反対に流木会

阻止する機能を発揮するようである。

増水のため洪水位の下に没した山土場に集積中の素材，椎茸等の原木3 各

種の林業関係土木工事等の小屋は，容易に浮流することが考えられる。

流木が流送される場合をみると，土石流にまじって運ばれることもある

が，土石流はそうたびたび起るものでもないし， また移動距離も短いもので

ある。多くの場合は流木が浮流する場合であるが，木材の比重をみると生木

は比重0.8～0.9，林乾したもの0.5～0.8，気乾したもの0.4～0.7位とされて

いるので，木材は容易に浮流する。 しかも災害時流水は土砂を混じて， 比重

が1.l～1. 2位までになっているので，浮力も増大した状態にある。

浮流に転じた流木のうち，河床にたまたま残留しているものに根付丸太が

多いのは，形状的に抵抗物に引掛りやすし、上に比重が比較的大きし、からであ

る。素材，家屋等の破損材の類は比重もかるく ，形状の点からも流れやす

く，遠く下流に流下する。水源地帯における特性としては流送に必要な水量

が相対的に少ないので，流木の比重，体積，形状及び河床の断面形状，粗度

状態等を考えあわせると，比較的流動しにくい状態にあることは考えられ

る。従って一寸した河床の変化点，例えば緩勾配地点，渓流のカーブ点等に

比較的多くの流木が容易に停止している。

( 3) 流木の堆積

次に流木が停止 して堆積される場合をみよう。現在，流木の残留の法則は

学問的には全く究明されていなし、。将来は渓流における石礁の堆積のよう

に，石礁の大きさと水速の関係式のようなもので説明できるかもしれない。

話は一寸それるが，将来洪水は水だけでなく土砂を流し，木材を流す7］（，土，

木の混合流としての理論的な解明がほしL、気がする。 流木の堆積が理論式で

示されないとすれば，実証的な点からみて残留の原因は どのようなものがあ
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るカ勺

( i ）河床の狭塞部に引掛る。

( ii ）螺旋流によっ て流木が探部に潜ったとき河床の岩石等に引掛る。

(iii ）河床の拡大郊で急！こ水深が減ずることにより 2 河床その他の抵抗を

受け易くなる。

(iv）橋脚などの障害物！こ引掛る。

等が考えられる。

すなわち流木の堆積されるメ カニズムを考えて入ると，次のような場合：こ

分類される。一つは流木，例えば根付丸太が渓岸または立木に引掛るなど機

棋的な障害！こより阻止，土佐積される場合である。一つは渓床勾配が急に緩か

になるなど，イ可らかの原因：こより流水の土砂やi荒木（こ対する運搬力が急に激

少 し運搬して来f二流木を もはや運搬しきれなくな って，そこに残留堆積さ

せる場合とである。いずれにしても，そこまでの運搬カすなわち運動のエネ

ルギーが抵抗より大きし、ために流されていたものが，一方は機棟的抵抗の増

大，一方は流水の運動のエネルギーの減少とし、うふうに原因についての差異

はあっても，相対的に上記の運動のエネルギーが抵抗より 小 さくなって阻

止，堆積される点では共通である。

支流の沢におけるものの多くは，機J域的な抵抗（こよって阻止堆積されたも

のである。また，急勾配の渓流に床国等が施工されて‘~床勾配が階段状に変

化 してい るときは，流木の軸が流心 と平行になることができず，渓岸に堆積

している。そのほかに流送力の減少する要因は3 谷幅が広 くなるか，または

人工的に広くすることである。渓床勾配が変らない場合，例えば渓流幅が 2

倍にな ったとする と，径深の変化に伴い水深はほぼ、60%になるわけで，その

ときの単位渓流悟当りの流送力も減少すると同時に根付丸太のように引掛り

やすいものは渓床と接触して堆積しやすくなる。また渓流の流心が曲線にな

っているときは，流木l土外側（こ堆積する傾向がある。とくに上流にある程度

の直線部があり，それから曲線をなしているところではそのような傾向が強

L、。また森林が河床の流心近く存立しているときは，特にくさび型の森林が

河床にある場合［之林縁で流木を捕捉堆積させる。

現地でみられる傾向としては，小渓流では流木は多 くの場合渓床渓岸に引

掛るものが多く ，また本流と支流の勾配の関係が急変する場合は合流地点附
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近に停止する。特にその附近が扇状地形をなしている場合はその現象が目立

つ。渓流の状態とな ったものは河川のカーブの外側に漂着するか，永久橋の

橋脚など、に引掛り堆積している。

3. ；荒木の防止対策

流木の防止対策は，流木の発生の防止とし、う積極的対策と，発生した流木

を渓流のどこかで無害に堆積させる消極的対策の 2点に要約される。

( l) 流木の発生の防止

流木の対策の根本は，やはり山崩れによる立木及び前生樹の伐根の流出，

渓岸侵蝕による立木の流出，山土場に集積された素材の流出，木橋，家屋な

どの流出等を防止して，すなわち流木の発生の根源を押えることである。こ

れらの対策が笑際問題としてどの程度可能であるか ？ 第一に山崩れの防止

であるが3 山崩れの発生を予知する確笑な手段は未だ発見できない現在，根

本的な方法を講ずる ことはまず困難といえよう。流木の発生源として重要な

渓流ぞいの渓岸崩壊については谷止3 床固な どの渓流工事が効果的であるこ

とは言うまでもないと ころであり 3 これらの工作物は現行の治山事業の工種

のーっとして施工されている。山土場について，従来林道はその開設の歴

史的な性格と集材の方法と いう点で渓流沿いに開設されているものが多く ，

従って林産物の第一次集散地である山土場はほとんど渓流ぞいにつくられて

おり，容易に洪水位の中に入ってしまうケースが極めて多L、。最近軽便な.j幾

械集材機の発達，普及につれて，引上げ集材及び対岸からの集材も容易 と

なり，また渓流ぞし、I・こ開設された林道の災害によるその後の維持管理費等を

計算に入れて，次第に林道を山の中腹へ開設するようになってきて山土場に

集材された素材が流出する機会が少なくなる傾向になりつつあることは喜ぼ

しい。また集材の時期て、あるが，水害発生の危険性は全国到る所にある こと

を考えれば3 またその来襲時（土一応想定出来るので，この時期はなるべく伐

木，集材を避1十るとか，集材ーしたものは速やかに下流の土場へ輸送する等の

手段が必要と思われる。例えば山梨県笛吹川流域においては月遅れ盆までに

伐木を行い，その賃金でお盆を行い，お盆後これを集材するという古くから

の慣習があるが3 これがちょうど昭和34年 8月15日の台風 7号にぶつかって

大流木とな って下流の災害の直接3 間接の原因となったのである。次に流域
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内にある木橋ょっ二、て一般に上流森林地帯の林道，市町村道等の橋梁（立木僑

でも 7）＜.夕、橋て4 も3 流出する水や土砂；こ対する流量断面が小さ I，＇，洪 水の際そ

こに流木や土砂が阻止堆積された場合，僑梁が流失しなL、と .E-はその上流の

両岸似堤の原因となるつ流木が木僑に阻止されて一時的な夕、ムを形成 した場

合，上流の堤防が破堤して二、か， また両岸がそのとうな状態’ごiふよくて＊呈が

哨加した場合（二，やがて鉄砲堰の理論で－・時．こ多量の水と i二砂と流木を押し

流し下流の問答を倍増せしめるのである。流木の多 ＇・、活流で：二水害の烹，橋

梁と流木の関’：~.二震の流失‘二宍砲極の理回；こ上る汽筈がね.~）ら h，高岸の破

堤：二よる農耕地，部落の投吉とら寸形であらわれるご給って上流地帯：ニおい

ては涜流を横断 j－る場合；二，結合的に人て流失し二ニい詰がし、と（ニ断定でき

ないことに当円であり 3 主として架僑地点の両岸のゴ二土!l!i'IJ用状況，下流の保

全対象の大小‘こよって決めうるべ（！である。林道事業：こおし、てらi斬；欠木憶を

永久橋に切り替えようとしてし、ることl之望ましいことであろが，部落：こ近い

霊安ーな橋梁というだけで直ちに永久橋というのはγ分検Jt-iーら必要がある。

上流森本料也帯の僑梁：土流木対策のみでなく治山的な意味を合ιう’こ~＇.t越をもっ

と活用すべ＠である。またよ先越をもう一歩僑らしくした道市情も面白L、と思

われる。

( 3) 土木的対策

流木対策の土木的工作物として考えられるものば，まず抗一二山崩れ， i長

岸侵蝕を防止して；茂木の発生自体を防止，軽減する機能と，渓消の流送エネ

ノレギーに変化をつ：十ると I，、う意味をもった床国の施工が考えられらっ次：ニ流

送される流木を楼械的；ニ捕捉させる目的でもってi荒木防止析と 1,.'iとうたも

のが考えられるごま 7ニ問主の構造物によらない方法と してロー フ ：...~； ， 二二 っ て

流木を流＊・の運封エネノレギーの少ない部分に導く方法等が考え・〉れろ士

この土木的対策というか3 流木防止の方法が確立された場合：ニ3 治山事業

のー工種として採択したL、意図をもって，現在，農林漁業試験研究費を もっ

て東大の林学教室：こ委託3 研究を実施しているので，工作物と してはその成

果をまちたいが，これに関連したことを若干述べてみたい。

第一に床固によるものであるが，床聞が山崩れ，渓岸侵蝕を防止して，従

って流木の発生の予防， 軽減に役立っている ことは極めて明白な事実であ

る。しかし豪雨の襲来と， 山崩れ，渓岸崩壊の発生の危険f生（土全国至る所；こ
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あてほめられる。しかも恨られた経費をも って全国の企部の渓流に床困を施

工することは不可能でああ。そこに災害発生のプロパビ リティの追求と緊要

度の判定が要請されるのである。近い将来その危険地，貯の予知については，

地形，地質，気象，森林上壊等の知識を山地荒廃とし、う i工場においてこれを

整理して，一方全国的な現地調査のデータを援用しp 林業経営活動の実態を

これに加味してし、け（工，かなり高い確率が期待でさるものと忠われる。床固

によ っ てこれらの発生を防止し， 一方発生したものを~rll捉する法認をもたせ

るためには3 適当な地点の渓岸勾配をなるべく水平に近くな ;;'.iように数個の

床固を lO～50m fすもの間隔で連続的に施工するのも一つの方法と恩われる。ま

た場所：こ上っては流木が流路のカ ー フーの外ff!iliこ集 ：~ るよう床！日の施工の配列

も考えるべきであろう。またこの際：土7］く制金組み合せるのも面白いと思われ

る。まずニ床回の放水路の形状として3 河床Wr而の川i¥lfil－；＼：：＇広くし，同一断面で

は許される範囲内で径深を少なくするような方針が望ましい。これは増水に

対しては放水の弾力性が少なくなるとい「欠点はあるが，流量を分散せし

め，さらに流送エネルギーを緩和するかト流木の捕捉に役立つ。

次に考えられるのは流木防止柵であるが3 これは素入場えであるが，現在

の床間のよに単に流木を阻止するための聞をはめ込むと＼，、う簡単な甘い考え

では危険だと思われる。この工作物：こ流木が引掛った羽合，洪水（立床国の袖

の天端の上を越流するようになって， W!Tilの両岸が侵蝕されて床問自体が危

険となお。また越流高の増高によって洗掘作用も当然明大するので3 この防

止対策も必Zさである。またわれわれの事業の京、l象とたる渓流は急流河川であ

って大径石の，特に土石流の発生の場合の衝突エネノレギーはかなり大きいも

のであることも計算に入れると，流木防止柵-i'もった工作物と従来からの床

回は一応切り離し，また互いに相補いあうように設計されなければならない

と思われる。

4. 流木と災害との関係の研究

流木による被害が水害のたびに問題となりながら，事業として3 すなわち

治山3 砂防3 河川事業とし、う水害を防止， i降減ずるこ とを目的とする事業の

エ種の中｛＇：：：.，流木による被害防止を目的とする工作物が積極的な意味をもっ

てとり 入れられていなかった。しかし水害の実態からみて，この問題は放置
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することはできないので，林野庁は森林地帯の流域管理の一環としてその発

生， 移動のメカニズム，その防止対策を解明し，治山事業，林道事業におけ

る工作物設計の基準をうるとともに，併せて林産物収穫作業においてこの問

題を如何に対処すべきか，その対策樹立の指針とするために，昭和35年度か

ら農林漁業試験研賓費によ る委託研究を笑施してし、る。以下その概要を述べ

る。

研究テーマ 〔洪水時流木による被害の防除方法の研究コ

l. 研安目的

洪水時流木による被害が甚大で，この防止策を緊急に検討する必要がある

が，これを解明するためには3 流木がどのようにして発生するか3 流出した

ものを如何にするか，渓流の上流から下流に至るまで一貫した問題として検

討しなければならなし、。しかしながら，上流における問題は林業誤験場にお

いて，従来から符：々研安が笑施されているので3 本研ヲ＇！：（立 ，流出した流木に

よる被害を防除するための方法を研究することを目的とする。

2. 補助金交付先及び金額

東京大学農学部荻原貞夫

金額 394,000円 （昭和35年度分）

3. 研究計画の予定

イ．笑施期間 昭和35年度；いら昭和37年度

ロ．現地調査研買期間中に洪水が起きなければ，過去において洪水時

流木による被害が甚しかった所を，もレ洪水が起きればその場所につ

いて，現地調査を実施することにより，流木の主主生及びその被害の生

ずる実態を把握す一るc

ノ＼ 室内笑験流木を防止するための構造物設計の基礎をうるため，模

~＇.1による実験を笑施する。

ニ． 文献による研安退去における文献を蒐集して，これに基いて考察

を併せて笑施するご

4. 今年の計画の概要

現地調査により流木の発生及びその被害の実態を現地について把握し，流

木による被害を防止するためには如何にすればよいかの検討を行ない，36年



岩崎 山地流岐における流木の防止について 101 

度以降において実施する実験の設計を決定する。

5. 研究担当者及び協力者

担当者東京大学農学部教授荻原貞夫（砂防工学研究室）

協力者 // 教授加藤誠平（森林工学研究室）

， 助教授野口 陽一（砂防工学研究室）

6. 以下略

5 要約

以上洪水時における流木被害の防止について，調査p 研究の現状及び対策

樹立の基本的な考え方等について述べた。以下これをとりまとめると，大体

次のようなことがし、えよう。しかし，この問題は未解決のものがほとんど

で，内容的にくわしく検討されたものでないものが多いことはおことわり致

し7、こし、。

1. 水害発生及び防禦対策の一大盲点は流木対策の不備である。

( l) 流木による被害は永久橋に引掛り，両岸を破堤し， また木橋の場合

は一時的なダムを形成し，これが崩壊して下流の被害を増大し，農耕

地p 村落に漂着これらを破壊するのみでなく，最近は貯水ダムに流入

し，本来水害調節のためにつくられた多目的ダムが，このために緊急

放流を行なって下流を人工洪水にまさこんだ事例も多くなった。

( 2) この問題は最近7 ス ・コミによって一世人の関心をひいているが，そ

の割には学術的な調査，研究報告は少ない。また積極的に流木による

被害を目的とする工作物が治山， 砂防，河川等の工種として採用され

ていない。

( 3) 流木は流域内の地文，水文，産業p 社会経済という諸々の因子が総

合されてあらわれるので，河川における工作物のみでなく，流域管理

とし、う立場に立って，これらの諸因子をコントロ ールする対策が是非

必要である。

( 4 ) 林野関係においては，上流流域の流域管理の対策樹立のためP 昭和

33年度からその年度の代表的な災害に対して組織的な流木に関する実

態調査を実施する一方，昭和35年度から農林漁業試験研究費による委

託研究を実施することになってしι。
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2. 上流流域における流木の防止対策は，流木の発生の防止と発生した流

木を無害に堆積させる 2点に要約できる。

( l ) 流木の発生の要因である山崩れ防止漢岸侵蝕には治山事業のー工

種である床固が↑認めて有効である。しかし全国到る所に発生の危険性

のある山崩れ全部に対して対策を笑施するニとはで主ないので，そこ

に予防治山緊急施工地選定の技術的基準の研究3 確立が要望される。

( 2) 山土場への集材は豪雨が予想される時期をj!)i.十るとか3 集材された

ものは早急にド流に輸送すべきである。

( 3) 流木の多L、森林地帯における橋梁は，架橋点附近の土地利用状況p

下流の保全対象の大小によってその構造を検討すべきである3 また治

山的な意味を含めたj先越，道Vf:橋等合もっと見直ー；へι嬰ーがある3

( 4) 発生した流木の捕捉の場合3 床国は渓床勾配乞緩和 L，流送エネノレ

ギーを減少せしめる点で臨めて有効である。

( 5) その他土木的工作物としては流送されるi荒木を楼椅i/J，こ捕捉する 目

的で

一の少ない部分にi尊く方一法等が考‘えられるがP これ’主将来の研－究にま

ちたい。

最後に洪水時流木による問害はますますj同プくすること三確笑であり，流木

に関する調査3 研究が急速に発展し，その対策樹立の一日も早からんことを

祈っ て止まなL、。 （林野庁計画課）
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