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荒廃山地における崩壊の規模と

1. はしがき

反覆性についての一考察

一一姫川 ・浦川における過去約四年間の

浸食史と1964～65年の崩域 ・｜二石流一一

町田洋

種々の浸食作用が働いて，LLIの斜面が次第に後退し，谷の深まるのは，自

然の法則である。その地形変化は，一般に長年月にわたってゆっくりすすむ

ので，感覚的に地形変化をとらえるのはたいへんに難しL、。ところが，山地

の中にも浸食作用に対する抵抗性のはなはだしく弱L、部分があって，そこで

は相当急速に地形変化がすすんでいることがある。荒廃山地または荒廃河川

と呼ばれる部分は，このような，浸食による急速な地形変化を経験している

ところと L火、かえることができょう。

この ような観点からすると，荒廃現象そのもの，お よびその対策の研究に

は，浸食による地形変化がどのような速吏で，またどのような方向に向かつ

てすすんできたか，そして現在どのような過程にあるかを知る必要が為る。

ところが，浸食史について対象とする時閣を数十年以上にとると，いま まで

具体的に知られた事例はほとんどなかったといえるc

この報文では，山地の荒廃現象に「時間」の要素を導入する試みを述べた
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い。事例として，最近異常な荒廃をみている長野県の姫川支流i~］川をとりあ

げ，そこにおける浸食の歴史の解明，記述を中心：こし，その結果の意義を検

討する。

以下に浦川の荒廃史を記すにあたっては，地形変化をなるべく定量的に求

めること一一ーと司の位の時間内にどれだけの量の物質が動いたか ーに 1つの

重点をおいた。量的な把握は，近い将来の土石移動の予測にかなり役立つと

考えられるからであるc

2. 浦川流域の浸食のあらまし

ここでとりあ；ずる浦J11: J:，姫川のlf-iw部小谷村で，左岸から合計しする流域

面積わずかに 21km2の小渓流であるが，口本では屈指の荒廃渓流である。こ

の川の流域は北アノレフ。ス北部の火山地帯を市め，鶴岡山周辺の古い火山を開

析する lつの火口j頼である。

ここ では円ll （明治44）年に， 有名な稗田山の大崩域が起こり， 崩壊物l土

谷底に厚く堆積してはなはだしい河床の上昇をもたらした。現在みられるひ

どい荒廃状況に，このときに始まったと考えてよし、。以来50年余 I）の間，流

域の斜面では大小の崩壊が活発につづι 同時に谷底も次第に深く刻まれ

て，191li.ドの土石流の堆積面は段丘商となった。一方＇ i市川の下流部や合流

点以下の姫川の河床（立，極端に上昇し不安定の度を増している。また，ご

く最近にも， 1964年 8月から翌年5月にかけて浦川上流の風吹岳で規模のや

や大きい崩壊と士ー石流が発生し，はげしい河川4変化と災害とを経験した。

このように， この川では荒廃現象が比絞的最近の時代に起こったので，人

人の目にふれる ニとが多く，詳しい記録も残されている。他方，川沿いの地

形，地質の状態も，これらの最近の浸食 ・堆積の痕跡をとどめている。そこ

で，書き残された記録とこうした地形 ・地質からよみとれるニととを照合す

ることによって，より正確に過去の地形変化を復元することがでさる。

ところで，浦川流域におL、て現夜棟地となっている崩壊地の面詰；土約 300

haで，全流域面積の15%にものぼる。崩接地の性絡は，崩壊の運動様式，タ

イフ：発生6［＇・代，さらに現在の浸食段階などによって ，種々にわけられる。

第 1図（土，こ の流域周辺の崩壊地を これらの要素を組み合わせて分類しそ

の分布を示したものである。
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この流域の崩壊地のいちじるしい特徴

は，い）稗田山，風吹岳，赤倉山などの

斜面に，まとまって50ha以上もの大面積

の崩境地があること，（ 2) 1911年の稗田

山土石流堆積物を刻む段正崖の活発な崩

壊が，現河床堆積物の重要な給源となっ

ていること，の 2点である。

次に， j甫川流域の諸崩壊がし、つごろど

のように起こりp 河川にどのような影響

を与えたかを，地形 ・地質的考察と若干

の記録によってあとづけよう。前述のよ

うに3 稗田山の崩壊（191 1～12年）は，

浦川の浸食史において，まさに画期的事

件であったので，この変災を境にして述

べるのが常道であろう。

3. 1911年以前の崩嬢と土石流

現在みられる崩壊地の大部分は，急峻

な斜面と，上部の平坦面とをもっ地形条

件，ならびにL、ちじるしく軟弱化した変

質安山岩，節理の多い石英斑岩といった

地質条件のところに位置している。これ

に加え， この流域は比流量がし、ちじるし

く大きし、（近藤信輿，尾原信彦ほか， 1956）。

これらの基礎条件からみて，稗田山崩壊

以前にも，この川の流域では崩壊や土石

流がしばしば発生したであろうことは当

然予想される。第 l図にも示したよう

第2図 浦川中 ・下流部の地形学図
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（注） 1 山頂緩斜面，2 山阪急斜面，3 l1S 

岩からなる崩綾斜面.4 崖錐，s回春

谷の谷壁斜面. 6 地すべりブロック，

7 古い土石流の堆積函， 8 1911年の稗

田山土石首i!I世論而， 9 低位段丘面 I,

10 低位段丘面［ .11 現河床面，12:8

上の新しい犯濫原

RH t臣川，RU 浦川， RK 金山沢，H

稗白山。

に， 1911年以前に存在した崩壊地は少なくなL、。

ところで，浦川の中 ・下流部には1911年の稗田山土石流堆積物が厚く広く

分布しているけれども，これに埋め残された形てら古い土石流堆積物からな
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る段丘が一部にみられる（第2凶j。これは，変質した輝石安山岩，すなわち

稗田山をつくる旧期火山体の岩石の破片からなり，乱雑な堆積相を示すの

で，おそらく稗田山付近の斜面崩壊物が，土石流の形で移動してきたものと

考えられる。

他方， 1911年以前の崩壊 ・土石流については次のような記録がある。

①1726 （苧保19）年稗田山の金山沢崩壊し， 姫川を堰止め，姫川洪水，j甫

川の鉄砲（土石流のこと）の称おこる。②1842（天保13）年 6片風｜次岳押し出

し，姫川沿いの人家耕地が流失する。③ 1844（天保15）年 6月姫川大洪水。

浦川の奥崩壊 して泥土を押し出し，下流の人家耕地流失。

L、ずれもごく簡単な記述のみなので，それらのときに起こった地形変化が

具体的にどうであったかははっきりしなし、。ただ，上述の浦川下流部にある

古い土石流堆積物との関係については，②および①の地変の結果，その土石

流堆積物が土佐損したとは考えられなし、。それは，②，③の崩壊個所と忠、われ

る風吹岳周辺が，稗岡山周辺のそれとは異なった変質安山岩から主；こ熔成さ

れており 3 古い堆積物の供給源ではなし、からである。①の地変と古、、土石流

堆積物とが関係する可能性も なくはないが，堆砧物の離の風化の度合，土壌

化の程度，段丘面の高さなどからみて，これも結びつかないよう：ニ思われ

る。おそらく，①～③の地変は， 1911年の崩壊より規模が小さく，その土石

流堆積物は新しい土石流におおわれてい ると考え られる。

4. 19日～12年の稗田山の崩壊

溶岩と火砕物の互層からなる稗田山の斜面は， 1911作 8月 91:-l，突然大崩

壊を起こした。崩壊面の深さは旧地表から数十メ ー トノレもあると考えられ，

地すべり性崩綾の大きなものである。崩壊物質は巨大な仁石流となってi甫川

沿いに供給源から 5～ 6km下流の，姫JI［との合流点まで流下し，姫川をせき

とめたc その翌年も融雪期の 4月と 5月の 2回にわたり，すだ：ニ崩壊した斜

面の両端でかなりの規模の崩壊が起ニった。崩壊地の全jlf績は 180hロにもお

よぶc これらの地変の詳しい状況は，変災の直後踏査した地質学者横山メ次

郎（1912）によって報告されている。ここでは，崩擦の誘因と，崩壊物質の総

量などについて述べることにする。

第 l[fl] I=!の崩壊当円（立目白天であったといわれているが，降雨の記録をしら



日」出 荒廃山地における脱域の規模と反覆t.Lについての一考祭 35 

べてみると，崩壊発生の 4目前，すなわち 8月4日から 5日にかけて，台風が

中部地方を横新（豊橋～新潟）し， 中部山岳に記録的な雨をもたらした。松

本でl主8月4日の目雨量が155.9mmで，この値は同測候所観測期間中 （1898～

1960), :if::間の日雨量第 1位を占める。 また浦川に近い南小谷では 8月3日

61mm, 4日4lmmの降雨量を記録した。 この台風による強雨が崩壊にどのよ

うに関係したか法あまり明確ではないけれども，この雨がこの地方で（ま記録

的なものであったらしいこと，および誘因として他に有力なものがみあたら

ないという消極的な理由から，この降雨の浸透水によって地下水圧が異常に

増大して崩壊を発生させるに至ったと考えてみたい。一般に地すべり性崩壊

は豪雨の最蛮期から相当おくれて発生することが多L、。もちろん，稗田山の

崩壊の原因として，この台風時の降雨のみをとりあ：ずるのは早計かもしれな

l 、3 長年にわたって， 地下に亀裂が生じたり，粘土化がすすんでL、たりし

て，崩壊の準備が積み重ねられていたところに，多量の地下水の流入があっ

て，引金がひかれたものと考えられる。

浦川を流下した大土石流は前述のように姫川との合流点まで達したが，そ

れより下流には突き出た山鳴にさえぎられて流下しなかった。浦川の谷は累

累たる土石流堆積物によって埋めつくされたのである。埋積当時の浦川の状

態は， 前主Bの横山の記載や写真， あるいは 1912年測図の 5万分の 1地形図

（白馬岳）によって知ることができる。その後50年余もたった現在の川沿いの

地形を，当時のそれと比べてみると，この地域で進行した地形変化は，土石

流堆積面の段正化と合流点以下の姫川の河床上昇とであることがわかる。

ところで， j甫川を埋めつくした堆積物の総量はどの位であろうか。前述の

横山の記載によると，旧浦川は深い V字谷で，その埋積の深さは実に180m以

上と推定されている。種々の場所での土石流堆積物の厚さは，まだ谷の下方

浸食が旧河床物質を露出するまでに及んでいないので直接にはわからない。

横山の推定値はおそらく最大値に近いものと思われる。平均的な厚さは50m 

内外とみてよいのではなかろうか。最近の堰堤工事などで，旧河谷の斜面と

思われる部分ではあるが，土石流堆積面より 30～40mの深さに基盤岩の露出す

ることが多くなった。また，土石流堆積物は上流側に厚く，下流側に比較的

薄く堆積したとみられる。このように，土石流堆積物の厚さの推定はなかな

か困難であるが，一応ここでは上の50mという値を採用し， これに土石流堆
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第3図 j甫川および姫川の縦断面形
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一一..1911年の二石流：世池百

• 1912年の河床面

一一ー 志位fJ：丘函 I

ー三位段丘面lI

一一－ ~見，，ヌ亙

lOkm 

積物の分布面禎を乗じて

土石流堆積物の総量を概

算すると， Vニ 1.5×1Q8m3 

となる。稗田山崩壊地の

水平面積は約 180haであ

るから，崩壊によるみか

けの容積の増加を無視す

れば，崩壊の平均の深さ

は80mにおよぶ。崩壊物

質量，深度の点でこれに

匹敵する崩駿をあ：ずるな

らば，裏磐梯の水蒸気爆

発による崩壊（1888年），常願寺川鳶崩れ（1858年）' 安倍川大谷崩れ （16c～ 

1702年），島原眉山の崩壊（1792年）などで， 稗田山大崩壊はまさに第 1級の

そして日本ではもっとも新しく発生した巨大崩壊である （H.Machida.1966）。

5. 1911年以降の浸食現象

(1）土石流堆積面の浸食

第 3図は，191l年以降の河床変化を，種々の資料から河床縦断曲線の変化

としてあらわしたものである。 これにより河床変化がどのようにすすんでき

たかをみることにしよう。

姫川に押し出した土石流堆積物は，合流点で高さ60mにも達し，それによ

って姫川に長大なダム湖ができた。 この湖はその後 l年たらずの間，人工的

な聞きくのため減水した状態で残っていたが，l912年 7月の大洪水のときに

開さく部が飛躍的に拡大し，完全に排水された。したがって，このときには，

合流点付近の姫川河床（土土石流堆積前の位置にほぼ戻ったものと考えられ

る。一方，この当時に浦川の土石流堆積面上ではすでにせまい谷が刻まれ始

めていた。ダムの欠壊で本流の河床がし、ちじるしく低下したのであるから，

当然浦川の最下流部にはL、ちじるしい選急点が生じた（第 3図， 1912年の縦

断形）。こうしてみると，土石流堆積面の浸食は，この遷急点が上流に後退し

ていって進められたとみなされやすし、。しかし，浦川中流の段丘崖には，土
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石流堆積後数年以内のうちにかなり深い谷が刻まれたことをものがたる事実

があるので，下流側からの選急点の後退のみでなく，急傾斜の上 ・中流でも

独自に洗揺がすすみ，やがてほとんど全面的に谷が深まったものと考えられ

る。河床が急傾斜で，しかも浸食されやすい物質からなる場合の谷の若返り

の一般的な様式であろう。

現谷底は第 2, 3図のように， 1911年の土石流堆積面を上流では 50～

130m, 下流では25～35mの深さに刻み込んでL、る。この聞の河床低下の経過

をさらに細かくみf,:_l、けれども，その資料は多くなL、。ただ，段丘崖の縁に付

着している数段の段丘面がその 1つの材料であろう。かつての河床の名残り

であるからである。この低位段丘面は比高から大きくわけると 2段になる。

このうち低位段丘面 I（；！：面上に成育する樹木の樹齢から推して1922（大正11)

年頃， Eはもっと新しく 1936（昭和11）年頃の河床かと考えられる。なおこ

の両年とも，後述のように，浦川はいちじるしく荒れた年である。

また1936年に撮影した写真をみると，このときには谷底の低下が，かなり

現状に近い位置にまですすんでいたことがわかる 3 現在の写真と比べてみる

と，河幅の拡大がL、ちじるしい。その後は深さを増すよりももっぱら側浸食

と河岸の崩壊がつづいたものとみられる。

次に，大崩壊以後約50年間に浦川土石流堆積物がどの位浸食されたかを検

討してみる。これは土石流堆積面にきざまれた回春谷の容積に等しいと考え

て概算しよう。この考えには過去50年間に風吹岳崩壊地や金山沢谷頭部な

乙土石流堆積区間以外のところから供給された物質を Oと仮定している。

回春谷の容積の推算は，谷の両岸 （多くは右岸）に残っている原地形面（土

石流堆積函）を谷の部分に延長して， 原地形を復元して行なった。 つまり，

回春谷の容積とは，回春谷を埋めたてるのに必要な物質の量である。空中写

真により図化した 5千分の 1地形図を用いたと ころ，次のような結果が得ら

れた。

Ve二 3.3×lQ7m3 

すなわち，Ve（土 Vの約20%であり，稗田山崩壊物質の約80%がまだ残存す

ることになる。

また，谷の浸食によって，この部分から運び出される年聞の物質量は50年

でVeをわって，6.6×lQ5m3／年である。もちろん，50年間同じような割合で流
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出するとは考えられないし，またif!J川全体の流送土石量とした場合には，前

に0と仮定した他の給源ーからの土石もとうぜん考えに入れなければならない

ので，大出水のあった年に（二年間 100万m3をゅうに越すものと思われる。小

さな渓流にすぎないが，実に多量の土石を運び出すものである。

なお， Veから知られる年間流出土石量はどのような内容をもつかについて

付言しよう。「年間流出土石量」は砂防の基礎資料として重要視される値で

あるが，それは十分内容的吟味をした上で使う必要がある。ここでは，求め

方からわかるように，掃流， i手流， j容流とし、う 運搬形式の如伺をとわず，全

浸食物の呈を一括している。細かL、議論ができる値ではなく，地形変動のお

およその日やすとして使うべき値であろう。

(2）姫川の河床上昇

1911年以前には浦川合流点から約1～2kmの姫川の氾濫原には，来馬（くるま）

とL、う北小谷地方の中心集落があったが，1911年の浦川土石流以後，とくに

1912年の水害で埋没し，現在の位置，すなわち左岸の山腹に移転した。この

来馬河原は，幅 600mの広大なポケットで，水流は洪水のたひ．に位置を変

え，極度（こ荒れた河状を呈している。河床の上昇は現在もなおいちじるし

く，左岸の堤内にある下寸＝部落の一部は，すでに河床面より数メ ート ノレも低

い。この来馬付近の河床の上昇量については，来馬常法寺の松本住職の推定

したところで1立， 1911年に比較して1948年の河原の高さは約20mも高くなっ

ているという c

来馬河原に堆積した物質の量を推算すると次のようになる。河床上昇のい

ちじるしい部分は， 浦川合流点から大網発電所堰堤までの約4.Skmの区間で

あるので， この部分の河床面積に河床上昇量の平均値（20mと推定，第 3図を

参照）を乗じて求めると，

Vd=3.0×l 07m3 

となるc Vd（土Veとほぼ同じ位の値であることに注目したい。

Vdの供給源（土，当然のことながらVe以外に， j市川の回春谷より上流の部

分（金山沢谷頭や風吹岳崩境地），さらに流域面積にして浦川の20倍以上もある

姫川本流の上流地域を考えにL、れなければならなL、。これらの土石供給源が

それぞれどの位の比率で土石を流下させているかがわかれば， Veが一応，

絶対量として求められているので，これを基にして各供給源からの土石流下
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量を算定することもできるし，また浦川の土石流下率によって，この川の荒

廃度，姫川に対する影響の度合いを知ることもできる。

この点の詳細については，既に発表した報告（町田， 1964）にまかせる。要約

的にいえば3 河！末醸の種類（岩質）が， 各河川によってかなり異なることを

利用して，浦川 （i市川本流と金山沢）と姫川各上流の土石流下率を推算すると，

それぞれ67%(26%と41%）と33%とし、う値が得られた。種々の問題は残る

が，この結果にもとつくならば，流域面積にして姫川上読の1/21にすぎない

浦川の，現在の出水時に搬出する礁は姫川から流下する量の 2倍近くに達す

るといえる。 しかも，粒径については，大粒径のものほど浦Jllから流下する

ことが多L、。また， j甫川のこの著大な土石流下率は3 姫川の下流へ行くに従

って，他の流域3 および流路沿いの斜面から流下した土石が加わってくるの

で，当然減少するけれども，合流点から l8kmもへだたった地点でも浦川系の

礁が河床礁のかなりの部分を占め，まだかなり大きな比率を有してL、る。

ところで，第 3図の河床縦断面形からよみとれるように，姫川の河床縦断

面形l土浦Jllから運び出されるこの多量の土石に上って，浦川により上方につ

り上げられた形になった。多量の土石， しかも粗粒物の流入堆積により，本

流は過荷量（overload）の状態になって， そこに遷急点が生じたものである。

この状態（土，浦Jllからの土石供給が衰えぬ限りつづくであろう。 もし， 今

後，堰堤の構築や，崩壊地の安定化などがあって，土石の供給量が減少する

ならば，来馬河原は洗掘をうけ，段圧化するにちがし、なL、。

さて， j甫川の直接の影響をうけて荒れた来馬河原からさらに下流の部分に

目をうつしてみよう。姫川は大綱発電所堰堤から小滝までは古生層の固い岩

盤を刻んで一般に河道せまく，谷壁の急峻な峻谷をなす。この部分は両岸か

らの崩落土石が目につくが，細疎や砂はあまり多くないようで，いわば土石

の流過区間にあたり，異常な河床上昇は顕著ではない。小滝以下て1ま川幅お

よび沖積氾濫原の幅は拡がり，水i崎から下流に扇状地がつくられている。こ

の扇状地は北陸の他の河）｜｜（手収川， 圧川，神通川，常願寺川，黒部川など）に

比して（まるかに小さL、。これは姫川がこれらの川に比べると運搬土石が少な

L、からとみるよりも，扇状地をつくる他の要因がはたらいたためと考えるべ

きである。なお，いうまでもないが， 191l年以後に浦Jllから流下した土石の

量は多大であったとはL、ぇ，それが流下したために扇状地の地形そのものが
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大きく改変されたという ことはなし、。以下にみるように，現河床の変動が大

きな影響をうけている。

姫川下流で経験された洪水災害の記録をしらべてみると， 191l年を境とし

て，それ以後にいちじるしく集中していることがわかる。すなわち，下流部

ではl912, l 3, l 6, 22と10年のうちに 4回も水害をうけている。このうち，

1912年の災害はもっともひどかった。単に豪雨による洪水でなく， j甫川合流

点に生じた土石流タ苅ムの欠壊といういちじるしい現象をともなL、，運搬土砂

の量が多く，また洪水水位のピークが異常に高かったのである。扇状地では

いたるところで河道の分流が起こり，また河床の幅もいちじるしく増したと

いわれている。

ところで，姫川下流部で河床変動を量的に知ることのできる資料は非常に

少ないが，わずかに下流部の 4地点（いずれも架橋部）で，かつて測られた河床

横断面形と， 1959年の横断面形の測定値とを比較した資料がある（第 1表）。

細かな年次別の変動などはわからないが，いずれも上昇傾向にあり，とくに

最近数年間の上昇がやや早いことが注目される。このほか，大正 5' 6年頃

に建造したと思われる旧堤防の天端や牛ブセが， 現在異常に低い位置 （現河

床面付近）に見出され，これらから間接的に 2～ 4mもの河床上昇の行なわれ

たことが推定される。

1912年以前の河床変動は明らかではないが，明治中期の河幅は扇頂部でわ

ずかに50mであったことなど，かなり安定した河床であったらしい。 それ以

降のような河床の上昇，拡幅はみられなかったものと考えられる。やはり，

1912年の洪水以後，浦川の浸食（土石流堆積物の浸食） ！こともなって河床上昇

が激化 したものであろう。

(3) 1912年以降浦川の回春谷内に発生した土石流

1912年以降現在までの聞に， 浦川では何回も土石流が発生した。 つい最

近， 1964年秋にも相当に大規模なものが発生した。今後もおそらくひんぱん

に発生すると思われるので，土石流あるいはいもじるしい浸食現象について

知られていることを列挙しておこう。

1 この約50年間のう bに， 1911～12年稗田山大崩壊のようなlQ8m3の オ

ーダーの，回春谷を埋めつくしたり，それからはみ出るような土石の大移動

は起こらなかったが，のちに述べる 1964～65年の現象に匹敵する程度の，い
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第 1表 姫川下流部の河床変動

測定地点の河口
河 床 上 昇 量からの距離

0.5km 十0.46m/7年 3ヵ月 （152～’59)

l 3 +0.947m/50年 2ヵ月 （109～159)

28 十0.480m/7年 2ヵ月 (152～159) 

75 +0.580m/ 5年 2ヵ月 （154～159)

わば中規模の土石移動は次のように発生した。

イ） 1912 （明治45）年 7月22日

1年当り上昇量

+0.065m／年

+0.019 

+0.067 

+0.112 

21日から22日にかけての豪雨のため，姫川は増水し， j甫川合流点付近の土

石流堆積物は軟弱化して欠壊した。前述のとおり来馬を始めとする下流沖積

地一帯に氾乾して大災害を与えた。ただし浦川で3 上疏から大規模な土石流

がi流出したことは記録されていない。

ロ）1936 （昭和11）年 5月23日

急激な融雪にともなって，浦川上流左岸の風吹岳崩壊地に地すべり性崩壊

が発生し，土石流が前後 3日間にわたって何回も発生した。 l時間に20回も

反覆して流下したことがあるとしづ。土石流堆積物は風吹岳崩壊地にみられ

る温泉余土が主体となったもので，浦川および姫川の来馬河原はこの泥土に

一面におおわれた。浦川合流点の姫川河床はlOm余りも上昇し， 姫川はせき

とめられ，湛水はl.Skm上流にまでおよんだ。

この1936年の土石流は， 1911年から1963年までの聞では，もっとも規模が

大きかったと推定される。移動した土石の量については資料がないが，当時

の写真で知られる浦川河床の埋積状態，あるいは後述の1964～65年土石流の

量の測定値と比べてみると，おそらく lQ6m3のオーダーであろうと推定され

る。

ハ） 1948 （昭和23）年 7月28日， 8月B日

はげしい夕立によって，浦川に土石流が発生し，合読点まで達して姫川を

ふたたび堰止めた。風吹岳崩壊地から押し出したものである。その後まもな

く姫川のダム湖は減水し消滅したが， 8月8日のしゅう雨で 2回目の土石流

が流下し，姫川はわずかながら堰止された。

ニ） 1955 （昭和30）年春～夏 （ワ）
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1955年 6月14日撮影の 4万分の lの空中写真によると，姫川は浦川土石流

により堰止められ，合流点から約 700m 上流までダム湖が生じたことがわか

る。いつどんな時：こどこから土石流が発生したかは記録されてし、なし、。

2. 1に記載したものはやや規模の大きい土石移動の現象であるが，これ

以外：こ， j市川合流点まで達しないで終わった小規模なものは，ほとんど何年

l度や 2度発生したといってよい。土地の人が浦川の鉄砲とよんでいるこれ

らの土石流は，旬年融雪期と夏の豪雨時に多く発生する。 1957年以来の筆者

の観察で（主，小土石流（之浦川本流からはほとんど流下せず3 むしろ稗田山崩

壊壁につづき， 1911年の土石流堆積物の台地を開析する金山沢から流下する

ことが多L、。そのため，金山沢および浦川中流部の河床変動はきわめて激し

L、。土石流の給源の点では，前記のロ），ノ、）および1964～65年の規模の大

きい土石流が浦川本流の風吹岳崩壊地に由来するのとよい対照をなしてい

る。

6. 1964～65年の土石流とそれによる河床変動

1964～65年の土石流は＇ 1911年以来の浸食現象のうちでは，前記の1936年

の土石流を上i口｜る， もっとも大規模な現象であった。筆者もそれによる河床

変化を観察し，また直接土石流を観察したり，それによる河床変動が測定さ

れたので， これについてやや詳しく述べよう。

(1）経過

1964～65年の一連の浦川土石流は，M年 8月29日の集中豪雨に始まり ，同年

10月末までの時期と，降雪期をはさんで65年の春～夏までの 2回の時期に発

現したご第 4図：ま，降雨と土石流発生状況との関係を示したものである。降

雨量については浦川下流部に近い中土における主要降雨（64年111は日雨量lOmm

以仁 65年中：工50mm以上）のみをとりあげた。

第 4図；二人るように， 1964年の多くの土石流は，おおむね日雨量が 20mm 

前後を越した降雨の場合に発生した。これに対して，1965年には， 50mmを越

した場合でもほとんど発生しなくなったことは注目すべき現象である。いう

までもなく，土石流発生のもう 1つの重要な誘因である，不安定な物質の量

が，次第に少なくなってきたからであろう。

ところで， 1964年 8月29日の山地崩壊は，それ以後の土石流発生の導火線
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となったことは明らかである。日雨量180mm，最大時雨量69mm （北野）とい

う，強い雨が山腹斜面の地すべり性崩壊を誘ったのである。崩壊地点は風吹

岳崩壊地の一部で，多量の土石がすべり出し，浦川の下流部まで粘性の大き

な土石流となって流下した。そのため， j南川の河床（ま勾配を増すように3 つ

まり，上流側でより大きく 上昇したのである。また，このときすべり出した

ブロックはきわめて不安定な形で崩壊斜面下部にのこったもようで，その物

質はその後の僅かな雨でも次々と流動化して，周年秋に頻発した小土石流と

なってあらわれたものと考えられる。そして積雪期を越した翌年の 5月 8

日，急激な融雪：ニ呼び起こされた崩壊ー土石流は， これらの土石流群の中で

もっともいちじるしいものであって，不安定な部分がかなり一挙に下流へ流

出した。その後（－；，相当な強雨があっても，顕著な土石流の発生はみられな

くなった。65年 9月17日の24号台風時の降雨量は，中土の観測記録に関する

限り，前年 8月29日のそれを上回る値であったにもかかわらず，大した土石

流は発生していない。したがって，浦川の両年にわたる土石流の“活動”は

65年 5月で峠を こしたように思われる。

(2）土石流の給源

前記の諸土石流の給源として考えられるものは山地斜面の崩壊とさらに上

流河床の洗掘とである。 まず， 山地斜面における崩壊については， 1958, 

1962および1965年の 3回にわたって撮影された空中写真から，もっとも詳細

に知ることができるu 斜面の崩壊による変形は， 1962～65年の写真相互間で

もっとも大きく，いうまでもなく 1964～65年の一連の土石流現象に関係す

る。もっとも大きな変貌をとげた場所は風吹岳南面の崩壊地区で，ついで稗

田山西部の金山沢谷頭であった。

風吹岳崩壊地l土，その大きな崩壊地形がつくられてから，すでに長年月を

経過していると思われるが，斜面構成物質がL、ちじるしく温泉変質をうけて

浸食に対する抵抗が弱L、ため，物質移動はかなり盛んであった。 64～65年に

崩壊した個所は， 3ヵ所にわかれ（第 1図），既存の崩綾地を統合し，大面積

（計17ha）でしか もいちじるしく深L、。これらの地すベり性崩壊を起こした斜

面の共通点を求めると，地形的には崩壊地の頭より上部が緩傾斜面をなして

おり， しかも斜面下部がし、ちじるしい急崖，ときには溶岩が overhcng したき

わめて不安定な斜面であったことである。上部の緩傾斜面は， j甫川の下刻を
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うける一時代前につくられた火山性の平坦面で、あり，降水をうけとめ，地下

水を貯えるのに好条件をなすο また，地質の点では，斜面下部は石英斑岩，

中部以上（土風吹岳の火山角礁岩層からなる。とくに後者（れ、ちじるしい温泉

変質作用をうけて粘土化し，浸食に対する抵抗性がはなはだ小さい。地下水

は角際岩層の中を穆透し，斜面中 ・下部で渉出し，そこに過度に急傾斜の斜

面をつくっていた。

風吹岳南面における崩壊の他に，新しい斜面崩壊は 2' 3散見されるが，

それほど多量の土石を生産 ・流下したとは考えられなL、。ただ，金山沢の谷

頭部では1964年以前に地すべりがあって谷が埋まっていたのが，その後深掘

れをしかなりの土石の給源となった。ただし，j甫川本流との合流点付近の

河床変化からみて，64～65年に金山沢から出た土石量はわずかである。

ところで，土石流の主要な給源とみられる風吹岳南面の 3崩壊が， 64～65

年に続発した土石流とどんな関係にあったかが問題となるが，これについて

は観察事例が少なし、。治山事業所で撮影した写真などを手がかりにし，それ

に 2' 3の類推を加えてみると，次のようなことがし、えそうである。

土石流現象の発端となり，かつ最大の河床上昇を惹き起こした64年 8月29

日の崩壊は，土石流の活動がおさまったときにみられる新生崩壊地のすべて

をつくったものではないにしても，かなりの部分がこのときに崩壊したと考

えられる。崩壊地直下から数キロメートノレ下流までの浦川河床は， 29日の変

災直後にそれ以前に比し最大20mも上昇した。また，それ以後には浦川｜の河

床は土石流のたびごとに低下した。したがって64年秋の小土石流群は，一部

は斜面の崩壊にともなわれたかもしれないが，主として河床の洗掘によって

生じた物質が土石流の主体をなしたと考えられる。そして， 65年 5月8日の

融雪の際に起こった土石流は，いちじるしい流速をもつものであったので，

斜面から流下したことはまちがL、なく，不安定であった崩壊地が拡大崩壊を

したことによって生じたのである。

(3）土石流のタイプ

土石流はごく短時間のうちに発生し消滅するものなので，流下機構をとら

えるのは非常に難しい。今回の前後十数回も起こった浦川土石流も現地で観

察記録された例（土少なかった。 間接的に，堆積した物質の状態，土石流の通

過した痕跡および河床の変化などから，土石流群のタイプを分けてみると，
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第 2表 1964～65年浦川土石流のFイプ

河床変化 l

Fイプ 流速断面積 一←一 一一一一一一一一－＇. 影響範囲事 例

I : ！ 上 流 ！ 中 流 1下流 ！

ノj、～中 小 ～ ，，，雄 被！やや堆積－ q 地的 164.8.29

IT i r!1 比較的小やや洗抑 i洗 掘 I~主 積中流古1；の i~JJ.ok 164 165 
I I 物質加わ心

←ーさ－！大 ＿iJi:. 抑 止 竺i堆 － -ri11 1;:;1_ _1- . ;6~150L 9 

第 2表のようになる。

このタイプ分けは，一般的には， l）土石流の発現する位置，士七ーの量， 2)

流路の条件（河床の粗l乏な ど）のちがし、を反映するものと考えられる。

タイプIの土石流は，多量の斜面物質が地すべ り的：こ移動する こと により

開始された。そして他のタイプと異なって，河床，主1.f岸を削るよりも，エネ

ルキーがそれ自体の移動のために費され，流速は比較的おそく，いわば堆積

性であった。1911年の稗田山崩壊のと きの大土石流もこのタイプに属すると

みなせる。

これに対して，タ イプll, Eは浸食性である。ことに大流速大民！？面で特色

つけられたタイプ lllの土石流は，はげしく両岸や河床を［'jリった。おそらく，

斜面の高所で発生し，その部分から土石流化が起こって一挙；ニ流下したもの

と考え られる。 65年 5月8日の土石流は，浦川中ik部で河床から50m以上も

の高さの谷壁の植生と表土を削った。土石流の通過痕跡から断面積はぼう大

であったと考えられるが，実際に浦川下流部や姫川に堆積した土石の谷積は

小さ L、。それは多量の雪が巻き込まれていたからであろう。また当時上流の

第 5凶 1964～65年の浦川河床変動模式凶
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河床は雪渓をなしており， したがって大流速を得るのに都合のよい，組度の

小さな河床であった。

一方，タイプEの土石流の場合は，斜面を流下した物質は少量であっ た

が，流水量の増大にともなl＇， 流下の途中で、すでに河床に堆積していた物質

を洗掘し，これを加えて次第に多量の岩屑を含む土石流となったと考えられ

る。

(4）河床変動と土石の移動量

土石流による一連の浸食現象のうちで，もっとも目をひいたのは，浦川谷

底の地形変化である。河床変化は，第 5図に模式化して示すように，64年 8

月29日の土石流による上流部でのいちじるしい堆積，そしてそれ以後の “浸

食性の”土石流による上 ・中流部でのいちじるしい洗掘，下流部および姫川

来馬河原におけるいちじるしい堆積， とし、う形ですすんだ。

8月29日の土石流は上流部に厚く下流部に比較的薄く堆積したが，その後

？月下旬と 10月20目前後に頻発した土石流によ って， 姫川合流点からわずか

l km上流の付近を境；こして上流側ではいちじるしい洗掘をうけて河床は低下

し下流側とくに姫JI合流点付近ではL、ちじるしい堆積をうけて河床が上昇

した。この変化は各土石流ごとに段階的に行なわれたもようで， 8月15日撮

影の写真では風吹岳崩接地に近い浦川上流部の河床は， 8月29日の河床がす

でに 5～ 6mも刻まれて段丘化 し，また 9月27日の金山沢合流点付近の写真

では 8月29日の河床面が流心部で幅lOm，深さ l～3m位刻まれたことがわか

る。この付近の河床はさらにl0月の土石流で一層深まり， 最大18mも低まっ

た。一方，姫川合流点の堆積土石は土石流の流下（こよって量を増し，それと

ともに堰止湖の水位は上昇した。 10月21日の土石流時には，上流音！：河床がさ

らに掘れるとともに姫川合読点での河床上昇：土10～15mに達し，鉄道橋に水

がついた。それ以後，土石流のダムの人為的な開さくが行なわれてダム湖の

水位が低下したがg 積雪期をへて，翌年 5月8日の土石流でふたたびダム湖

の水位が上昇した。

初1！ぷの上下変動の他に，側浸食も盛んで，いたるところで，河岸が削られ

後退した。こ とに蛇行の攻撃斜面の部分では実に10～20mも崖が後退した。

ところで， この一連の土石移動が量的にどの位であったかについては，こ

の期間の地形変化の量を求積すればよ L、。 1つ lつの土石流の量を知るため
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の資料は得られていないので3 ある期間の土石移動の総計として求めざるを

えない。

これについては，アジア航測（1965）が実測値と航測値とを報告している。

両者の比較ならびにその解釈については，土石移動量を測定する方法論の上

で興味のあることであるが，本報文の直接の目的からはずれるので，男！Jな機

会で述べることにする。ここでは精度はやや低いが，一応同一精度で全範囲

の地形変動をカバーした航測の結果を紹介する。これは1962年と 1965年との

3年聞をおいて撮影された空中写真にもとづいて，河床変動を測定したもの

である。したがって，1964～65年の土石移動のみでなしそれ以前のものも

入るわけであるが，毎年行なってきた実測の結果を参考；こすると，64年以前

の河床変動（土相対的に僅かで無視することができる。得られた結果（まつぎの

とおりである（第6図，第3表），

詳しい数値が求められているが， 2回の空中写真撮影が同ーの条件下（高

度，撮影地点，カメラなど）で行なわれたのではないので，精度はやや低く有

効数字の数はごく少ないと考えてよ L、。しかし，概括的には， j甫川の河床物

第6図 i甫II／.姫川の河床変動量
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（注） 1962～65年間，この変動内：まとんどすべては1964～65年に集中した。
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第 3表 1962～65年間の河床変動による土石移動量

浦川上流部 （金山沢合流点～ 4km上流まで）

＂中 ・下流部（ I/ 下流）

金山沢

-1,614,000'113 1 
>-2 954 400 

-1,340,400 J 

- 608,800 

-3,563,200 

+2.646, 135 

ム
l

az－一ロ

姫川下流 （浦川合流点～ 3km下流まで）

参考資料

姫川上流 （浦川合流点～姫川第 3ダム） + 385,700 

質の浸食量（主 3～4×lQ6m3とみなせる。 この値には， 崩壊地における斜面

の浸食量は含まれていないので，浦川における浸食物質の総量はこれをかな

り上回るわけである。また，姫川来馬河原の堆積量は，2～ 3×lQ6m3で，浸

食量よりはるかに少ないのは，いうまでもなく，この値にこの区間より下流

へ流下した土石の量が加わっていないからである。

(5）既往の土石流との比較と今後の河床変化についての予察

今回の土石流の規模は，1912年以降現在までの同種の現象の中で，既往最

大であった1936年のそれをやや上回るものと考えられる。1936年の土石流に

ついては，詳しくは調べられていないが，河床上昇量，姫川堰止の高さなど

は知られている。また，土石流の頻発した期間も，今回の場合より短い。

次に，供給源について注目されるのは，今回の土石流が，現在浦川流域で

もっとも多量の土石を生産流下させていると考えられる金山沢に由来するの

ではなしやや復旧のきざしをみせていた風吹岳崩壊地に由来するという点

である。 1936年＇ 1948年の土石流も前述のように風吹岳崩壊地に源があった

ことと考え合わせると，相当の量とエネノレギーをもった土石流は，金山沢よ

りもむしろ本流からでると考えてよいようである。しかし，長期にわたって

通算すると，前lこ土石流下率で示したように，いちがし、に浦川本流の流下率

が金山沢のそれを上回っているとはいいがたL、。こ こ数年の観察によると，

両者からの土石の流下には多少の相違点がある。すなわちp 本流流域（とく

に風吹岳崩境地）の方ではかなりの年月をおいて激しい浸食現象が発生するの

に比べて，金山沢の方は慢性的に浸食が起こっているというちがいがある。

金山沢から頻発する小土石流は浦川中流で、消滅することが多かった。 1957年

以降の筆者の観察記録から，浦川の河床変化の特色を総合すると，融雪また



50 

は夏の豪雨時に回春谷の谷頭や上流の谷壁で崩壊が起こると，金山沢やifll川

上 ・中流部の河床は l～2m程度上昇するが，その後斜面の崩壊をともなわ

ない， したがって，土石含量の少ない洪水時には，上流河床（れ、ちじるしく

刻まれて低下し， ~に最下流および姫川の河床がやや上昇する。最近の河床

変化は，このような pitchingをくりかえしている。今回の諸土石流にともな

う河床変化もまた，この種の変化が相当大規模に行なわれたものとみなされ

る（第 5凶）。

ところで3 今凶の一連の土石流の浸食により， j甫川の上 ・中流音｜；の河床は

かつてみられなかったほど深く掘られたが，この部分は今後どのように変化

するであろうか。上流の崩壊地で、ふたたび土石の生産が起こり 3 かなり多量

の土石が流下すれば相当埋められるであろう。他方3 もし，斜面が安定化し

て，洪水の際に土石含量の少ない流れがつづくならば，一層下方浸食および

側方浸食はつよまるにちがし、なし、。いまのとこ ろ， 流域にはまだまだ不安定

な斜面や多量の崖錐堆積物が存在するので，前者の場合の可能性が濃い。

このような例の少ない荒廃渓流では3 下流部の防災のために3 山地斜面の

状態についての防災パトローノレを3 定期的に行ないたいものである。

7. むすび

浦川の過去50年間の浸食史を顧るとき，発生した崩壊および土石流は，規

模，頻度，河川に与える影響などの点で，次の 3つに大別されるように考え

られる（M。ch肋， l966）。

第 lは， 1911年の稗田山崩壊を代表とする巨大な崩壊，土石流の現象であ

る。風吹岳の崩壊地形が形成されたときにも，おそらく稗田山崩壊に近い多

量の土石移動があったと考えられる。この種の大崩壊の際の土石移動量は，

1～ 2回で1Q7～］ QBm3のオーダーで，斜面は数10m も後退し，大土石流によ

って河谷（土深さ数lOm, ときにはlOOm以上も埋積をう ける。発生頻度につい

ては，確かな資料はないが，当然これより小規模の崩壊現象の頻度より小さ

く，浦川流域のような崩壊多発地域で、すら，数百年に lI支起こるか起こらな

いかの程度と予想される。この種の崩壊については，便宜的に「巨大崩壊」の

名称をつけたい。

第 2は， l936, 48, 64年にみられた，地すべり性の崩壊とそれにもとづく
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土石流である。 1回で1as～1 Q6m3のオーダーの量の土石を生産し，巨大崩壊

の場合ほどではないが，崩壊地に直結した渓流の相貌を一変させる。ときに

は巨大崩壊と同じように河川をせき止めたり，河幅をひろげ，流れを変えた

りする。過去50年閣では主に風吹岳崩壊地の再崩壊が給源であって，ほほ数

十年；こ l回の割合で発生した。おそらく今後も風吹岳や金山沢谷頭などの不

t:.定な斜面では，この位の頻度で発生するであろう。この種の崩駿について

は，従来しぼしば用いられた「地すべり性崩壊」の名称をつけたい。

第 3（土，ほとんど毎年豪雨のたびに発生している谷頭3 谷壁の小規模な崩

壊，さらに小土石流，谷！まの洗掘現象などである。小崩壊についてし、えば，

水平面積は10-1～lo-3hoぐらL、。物質の量は1Q3～1 Qlm3のオーダーで， 一時

にー崩壊から多量の土石を供給するものではなL、。浦川の場合には，基岩の

小規模な崩壊よりも，河谷を埋めた土石流堆積物の洗掘過程で生じた河岸の

崩壊が特色的である。この河岸崩壊はいわば1911年の巨大崩壊の申し子であ

るといえる。なおこの種の小規模な崩壊現象については，一般に，従来用い

られている「山くずれ」あるいは「崖くずれ」の名が，あて（ままると考えら

オ工る《

このような，崩壊の規模と頻度との反比例買係は，他の荒廃山地でもみら

れるところである。たとえば， 1888年に1Q9m 3のオーダーの巨大崩壊を起こ

した磐梯山では，その後 2回にわたって1Q6m3のオーダーと思われる地すべ

り性崩壊を経験した。 1888年の崩壊壁では，さらに小規模な moss movement 

はかなりしばしば発生している。 また， 常願寺川鳶崩れは， 1858年にlQ8m3 

のオーダーの巨大崩壊を起こしたが，その後 100年あまりの聞に数回の地す

べり性崩壊が発生した。浦川が荒れた1964年にも 7月の豪雨によって泥谷 ・

多校原谷：こ 106m3の崩壊 ・土石流が起こった。ただ，ここで注意すべきこと

は，これらの反覆する現象の起こる斜面が同ーか否かであろう。磐悌山や常

願寺川鴬崩れでは，かつての大崩壊壁がふたたび崩壊した。浦川でも風吹岳

の崩壊地形がかつての巨大崩壊で作られたと考えれば，巨大崩壊と地すべり

性崩嬢，山くずれとの聞にはL、jっば親子関係が存在すると考えられる。巨大

崩壊によって，地形的に不安定な部分がつくられ，それが再崩壊をするとい

う関係である。ただとくに崩壊面の深い地すべり性崩壊の発生，それも高頻

度で発生する点については，地質条件がきわめて重要な素因であると考えら



52 

れる。

浦川のような，巨大崩壊が発生していちじるしく荒廃した谷の例は，けっ

して数多くはない。日本においていままでに知られている例では，地形的に

は比高が著大でしかも斜面上部に前輪廻の緩斜面が残っている場合，地質的

には第四紀の火山地域，なかでも温泉変質のいちじるしい地域，および日本

の外帯山地，とくに中生界～古第三系の砂岩 ・頁岩地域に多いようである。

蛇足ながら，浦川のようなひどい荒廃渓流流域の治山治水について，筆者

の“感想”を述べておく。

巨大崩壊とその土石流については，現在のところ，その発生に関係する要

因が複雑であって，十分解明されていないが，将来，それがどのような条件

下で起こるかがわかっても，発生を防ぎ，また流下土石を減少する手段を講

ずることはほとんど不可能であろう。しかし，頻度は小さくても，地域の自

然 ・人文に大影響を与える現象であるので，発生が予想される地形・地質条

件の地域では，被害の危険性の高いところの土地利用の転換などの3 消極的

ではあるが，合理性にとんだ措置を講ずるべきで為る。

地すべり性崩壊とその土石流については，浦川の1964～65年の事例でみる

ように，既設の砂防堰堤などは容易に破壊するエネノレギーをもつので，その

砂防はかなり困難である。 しかし，巨大崩壊に比べれば，いままでに発生し

た事例数は多く，それにともなって，発生の条件もある程度わかっている。

今後L 調査研究の事例数を増し，内容を深めることによって，その発生は

防ぎえないとしても，流出土石の及ぼす被害を最小限にくいとめることは可

能なように思える。現代の砂防技術にそうあることを期待したL、。

山くずれや谷底の浸食 ・堆積などについては，それによる土石流出の予防

と被害の軽減は，現在の治山治水の技術では可能で、あろう。ただ， ここで注

意すべき点は，浦川流域のような崩壊頻度の高いところでは，たとえ強固な

ダム群が築かれてこの種のオーダーの土石流出が一時的に衰えたようにみえ

ても，それは必ずしも長期にわたる浸食の安定を意味するものではないとい

う点である。地すへ、り性崩壊のような顕著な土石流出が十数年に l度位の割

りで発生すると過去の歴史が予言しているからである。

（東京都立大学，地理学教室，理博）
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