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シリーズ「近年の土砂災害」
一-2006年8月18日岩手山南麓御神坂沢で

発生した土石流災害一一
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1.はじめに

近年，局地的な豪雨を「ゲリラ豪雨」と呼ぶが， 2006年の夏は全国で局地的

な豪雨による被害が多数発生した。 7月19日には，長野県岡谷市で土石流災害

が発生し多数の人的被害が生じるなど(戸田， 2009)，中部地方以西を中心に

被害が発生した。 8月18日には 東北地方で停滞前線の活動が活発化し岩手

県北部を中心に局地的な豪雨に見舞われ，床上浸水などの被害が発生した。こ
おみさか

のうち，岩手山南麓に位置する御神坂沢では土石流が発生し，人的被害をもた

らした。

筆者らは災害発生後の2006年8月24日に東北森林管理局関係者とともに現地

に入札災害直後の状況を調査する機会を得た。本稿では，現地調査において

明らかとなった災害直後の現地状況および発生要因について報告する。
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II. 災害発生時の気象概況

土石流は， 2006年 8月18日16時10分頃に発生した。 8月22日の盛岡気象台

「岩手県災害時気象資料06-1 Jによれば，九州付近にあった台風10号の外側を

回る湿った暖かい南風が オホーツク海の低気圧から山陰沖にのびる停滞前線

に流れ込むことにより前線が活発化し岩手県内では北部を中心に局地的な豪

雨が発生した。岩手山付近でも豪雨となり，岩手松尾のアメダスデータによる

と，最大 1時間降水量45mm(16: 40起点)，日降水量74mmを記録した。ま

た，国土交通省岩手河川国道事務所では15時から 16時の 1時間に58mm，降り

始めから173mmの雨を記録した(図 1)。さらに， レーダーアメダスの解析雨

量によれば， 9~ 1l時， 15時~17時の二度，岩手山付近に局地的な豪雨があっ

たことが判明しており，このことは周辺の降水量のデータからも裏付けられて

いる。

m.地形・地質概況

岩手山は約70万年前以降に形成された多数の火山からなる火山群である(滝
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図1 岩手山南麓付近の2006年 8 月 17 日 ~18日にかけての雨量

(国土交通省岩手河川国道事務所，網張観測所の観測データより作成)
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図2 御事11坂沢位置関
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沢村教育委員会， 2000)。御神坂沢はこの岩手山の山頂付近から南麓に伸びる

渓流(ガリー)で(図 2)，山腹斜面を侵食して形成した平均渓床勾配約17度

の極めて急勾配のガリーである。源頭部の最高標高は約1，900m，源頭部から

被害のあった県道および駐車場(標高約600m)までの約 4kmの距離を下る。

普段は伏流しているため，融雪期間，あるいは降雨後などの限られた時期以

外，地表流は見られない。源頭部には御神坂沢火山噴出物が露出している。中

腹以下ではガリーの右岸側を中期更新世の西岩手火山帯を構成する安山岩溶

岩・噴出物が覆いJ左岸側を鬼又火山噴出物と呼ばれる玄武岩質の溶岩・噴出

物が覆っている。さらに下流の県道が位置する標高600m以下は火山性の扇状

地堆積物が分布する。

N. 災害状況

1. 災害の概況

土石流は下流の県道網張温泉線および岩手山登山口(御神坂沢登山道口)駐

車場に流出し駐車中の乗用車が約 6m流され，乗っていた 3名のうち l名

が軽傷を負う被害が出た。 8月24日の岩手日報の記事によれば，土石流被害の

あった駐車場の西lOkm付近に位置する網張温泉でも国民休暇村の露天風日が

近くの滝から流れ出た土砂によって完全に埋まったことが報道されている。同

新聞の記事によると，岩手山の南麓では度々土砂崩れが発生しているが，今回

の規模は流木の生育状況から少なくとも40年から50年に一度の規模と報告され

ている。一方で，東へ20km付近の盛岡市の気象観測所での24時間雨量は

13mmであり，豪雨は局所的なものであったといえる。

2. 現地調査結果

災害から 6日後の 8月24日に現地調査を行った。調査は被害があった駐車場

付票高600m)より沢を登り， 1，050m付近の滝までを踏査した。それより上流

の調査は地形的に険しく，不可能で、あった。本稿では， 24日の調査ルート順に

災害現場の状況を報告しそれより上流については 8月26，31両日に盛岡森林

管理署による上流域での追加調査の結果と，筆者が10月に岩手山を登山した際

に源頭部を観察した結果，および災害直後に撮影された空中写真の判読結果に

水利科学 No.313 2010 
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写真 1 岩手山登山口(御宇1/1坂沢是正111道

iごJ)駐車場に流れ込んだ土砂

写真3 波ヰ工場下に{立illする県道に流れ

出た土砂 !段車場の[直下から少し

外れると，網粒な物質が流れた痕

跡のみであった

基づいて補足する O

写真2 駐車場東側の林内lこ流れ込んだ

こた砂 倒木とならず，むしろ土砂

が捕捉されている

写真4 駐車場上部に佼i践する石碑 上

iitEの谷ll:.工で土石流の勢いが減主主

されたことと.iitE心からタH"lてい

たために破損を免れた

関3に，災害直後に撮影されたf向!神坂沢の空中写真をオルソ化し. GIS (地

理鵠報システム)上で2.5万分の l地形閣を重ねたものを示す。凶上に示す番

号は以下の文章で示す地点を示している。

1) 笹1)干11]坂沢登山道口駐車場(襟高600m:国 3. ①地点)

駐車場は術!神坂沢の沖積錐の羽音111--:1'近に位置している。 とは山地か

ら平地へと流れ下る河川が緩傾斜へと変化し それまで迷搬してきた土砂の大

部分を堆積することで形成される地形である。このため，駐車場は土石流が発

生すると土砂が堆積しやすい;場所に作られたといえる。

水平1]科学 NO.313 2010 
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写真 1~こ駐車場に堆積した土右流の状況を示す。ニ!こ布流は安山岩質の礁と泥

流状の細粒の火111性噴出物からなっており 駐車場での堆積厚は約1.5mであ

った。駐車場の鹿辺の林内にも土砂が流入していたが，樹木の多くは倒伏して

いなかった(写真 2)0駐車場のすぐ下流側には県道が東rL1:iに走っており，道

路上には 1m以上の牒が堆積していたが ほとんどは縮粒物質からなる泥流

状のものが流れた痕跡が認められるだけであった(写真針。駐車場の上部，

土石流が流下した流路との合流付近には石碑があり(写真 4)，今Iillの土石流

の直繋を受けたが，破壊は免れていることから土石流が駐車場に速するまで

に，その威力は相当減衰されていたことがうかがえる。

2) 御神坂沢谷止工付近(襟高670m・悶 3，②地点)

駐率場より約500m渓床をよった地点には，平成 13年 12月に完成したIIJM

60m，天端高 8m，放水路IlJM15m，布1I高2.5mの対象渓流で唯一設置された谷

!と工が存在する(写真 5)0谷止工には袖部の前後を中心に土砂のJiE積が顕著

写真5 既設谷j上工(治iJ~:l要堤)

に堆積した土砂特に宇IIJ部

の上下流にかなりのこと砂が

脱税し事IliliIJの効染を来た

したと波、われる

写真6 渓岸の侵食状況(糠商780m付近) 渓流湾問l奇1¥の外線ljの車IH粒の

火111性噴出物からなるJ討が土石流により激しく佼食された

水利宇|母子<0.313 2010 
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であった。そのこ!こ砂量は下流の放水路部分の土砂を含めると約4.5万 m3 (厚

さ3mxlll話60mX長さ250m) と見積もられる O これらの土砂が谷止工の効果

によって下流への流下が抑えられたと考えられる。盛岡森林管理署の発表によ

ると，発生した土石流の規模は想定した貯砂景をはるかに超える規模であった

が，在1擦をネJH捉していることや下流の駐車場での被害状況(駐車していた l台

が巻き込まれたが I名の軽傷で済んだこと)を考えると，谷11:工は一定の効果

を示したといえる O

3) 標高670~950m 付近(閤 3 ，③地点)

谷止工よりも上流，駐車場より lkm ほどJニった標高700~7S0m1寸近では，

水平'IJ科学 NO.!1l3 20]0 

写察 7 i采岸侵食により現れた露

2頭頁 (付1標票i潟官勾)800mi付，b近丘) 悶絞

した安!山幻岩溶岩の広隠i(矢

正印fJ)と厚い米郎総の火!山i幻iド'1

l噴瞭出物のj熔務が互!府悶になつて

いる

写奨8 既存の崩壊i也(標高950m付近) 上部

の滑落主主の拡大がJi!.られるが，短銃U::.~こ

は t~[生が分布していることから，こ!こ砂は
あまり i官出していないとjtlわれる
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渓流は蛇行しており，土石流が湾出部外側の渓岸を授食していた(写真 6)0 

渓岸部は，赤色を帝ぴた火砕流堆積物とみられる網粒物が摩く堆積する層構造

を示していた。このj:ft積物層はこれより下流の渓岸で頻繁に露出しており，こ

れらが駐車場に堆積した土石流の泥流状の細粒物質の発生源と考えられた。

標高780~820m 付近の沢の直線区間は，渓床勾配が約 7 度と比較的緩く，

渓床l臨も広くなっていた。ここには今回流出したとみられる多量の者塊を含む

土砂4.5万 m3 (厚さ 3mxIII高30mX長さ500m)が堆接していた。この付近の

露頭を観察すると，厚さ数lOcm~ 3 m程度の安山岩溶岩層と主に米国結の細

粒の火山l噴出物からなる堆積物層の互層となっていた(写真 7)0

4) 右岸崩壊地付近(標高950m:閤 3，④地点)

駐車場から約2.2km上った様高950m付近には，災答eITより存在する崩壊地

の滑落僅(高さ20m，11I富20m)が後退し溶岩層と火山性噴出物の友層からな

る新鮮な崩壊出を形成していた(写真 8)023日に出土交通省がt/ft影した空中

写真には滑落崖より湧水が兇られた。このため，当初はこの既存崩tji地の持崩

壊が土石流の主要な発生源と考えられた。しかし現地調査の結果，既存崩壊

地の躍錐はf~iJ神;奴沢本流を閉塞させているものの 崖錐表面には植生が部分的

に成立しており，巌錐自体も大きく侵食された痕跡は見られないことから，こ

の既存崩壊地は土石流の発生の一因であったかもしれないが，主要な発生源で

はないと判断された。

写真9 滝の洗擬(機前¥1，050m付近) 上部の
i容器!授と下部の火山性噴出物が洗掘さ
れ，後退していた

水寺IJ科学 NO.313 2010 
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5) 標高1，050m付近(図 3，⑤地点)

駐車場から約2.4km上った標高1，050m地点では，渓流幅10m程度の滝状の

地形となっていた。この付近では渓床を形成していた厚さ 2~3m の安山岩

溶岩層が洗掘され，溶岩層下部の火山噴出物の堆積層とともに下流に流出し，

滝が20mほど後退した痕跡が認められた(写真 9)。

6) 御滝付近(標高1，200m:図3，⑥地点)

8月26日の盛岡森林管理署の調査によると，駐車場より約 3km，標高

1， 200mに位置する御滝の上部，幅20mx高さ 15m程度の範囲に新たな崩壊が

確認された。岩手県自然保護課によれば，災害前の 6月には崩壊は認められて

いなかったことから，崩壊の層厚は 1~2m 程度と推定される。御滝の上部

では大きな崩壊は確認されていない。ただし土石流の痕跡はあり，より上流i

で、は水の流出の痕跡が認められている。

7) 源頭部付近(標高1，800m:図3，⑦地点)

御滝より上流，源頭部までの区間は急斜面が続き，現地を踏査することは困

難であった。しかし空中写真を判読する限り，流路の下刻や側方侵食，ある

いは新規の土砂の堆積区聞が認められている。

8月30日付岩手日報掲載記事によれば災害後に登山客が，登山道から約20m

下った標高1，700~1 ， 800m付近で 4mの大きさの火山岩が崩落し，さらに下

流でも表層がすべり落ちた跡が見られることを証言している。盛岡森林管理署

でも， 8月31日に源頭部の調査を行ったところ，標高1，800m地点を起点とす

る土砂の流出跡を確認するとともに，多量の水が流れた痕跡も確認している

(盛岡森林管理署， 2006)。その後， 10月に滝沢村馬返し登山道より岩手山に入

札御神坂沢の源頭部を観察する機会を得た。写真10，11はその時に登山道よ

り源頭部および流路付近を撮影したものである。源頭部付近は，大きな崩壊箇

所は認められないものの，流路付近には明らかに最近侵食され流下したと思わ

れる痕跡が認められた。以上から，土石流は岩手山頂上付近の源頭部より発生

したと判断される。

3. 土石流の発生機構の推定

土石流の発生は，当初，標高950m付近の右岸の崩壊地の拡大が土石流の主

要な発生源と考えられた。しかしその後の現地調査などから，土石流の最初

のきっかけは，より上流，岩手山頂上付近の御神坂沢の源頭部(標高1，800m)

水利科学 NO.313 2010 
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写真10 惨事ネIjJ坂沢源E良部 正郊に見える j日時機地

(棟地)は災害前よりあったが，下部の流路

付近は災寄付=に侵食を受けた痕獄、が見える

写真11 滋頭部のinE路付近の状況

であると判断された。上流から駐車場までの尽間には渓岸に小規模な新規崩壊

地および拡大した崩壊地が複数確認されるものの，この中で最大規模のものは

標高1，200mの御滝上部の溶岩部分に発生した崩壊である。関 4に今閣の土右

流の発生状況の模式図を示す。土石流の発生メカニズムは推測の域を出ない

が， iR京頭部に端を発した小規模な表!習崩壊が流域に|添った多量の降水を取り込

んで土石流化し，下流の1~lJ滝上部で、発生した崩壊堆積物などを巻き込んで次第

に拡大したと思われる o i，原頭部から絡IJi竜周辺までの地質は漏11粒の火山噴出物を

7/(利科学: No.sI3 2010 
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1 :源頭部において
き受E雪崩壊が発生

一→念勾酒己を流れ下る

2 :渓床および渓j学斜磁の侵食
→土石流化

3:火，U噴出物(級粒物質)の取り込み
→規撲を拡大し流れ下る

4::谷止ヱ(治111堰堤)による土石流の抑制

そよお
主
お

除
冊
、
泊
、
J

山
山
的
湖
付

流

流

仰

は

判
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関

側一。
5'駐車場および県道への流出

図4 土石流発生の模式
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含まないため，発生当初の流動性はさほど高くなかったと思われる。しかし，

源頭部から御滝までの渓床勾配はおよそ30度と極めて大きかったことから，土

石流が流下し，下流の渓床および渓岸を構成する溶岩と火山噴出物の互層を侵

食しつつ，さらに流下途中，特に標高820mより下流の渓岸斜面を構成する細

粒の火山性噴出物を多量に取り込み，土石流の流動性が高まった状態であった

と考える。

V. まとめ

発生した土石流は，ある特定の箇所からの崩壊が要因ではなく，源頭部付近

で発生した崩壊が渓岸を侵食し 土砂を巻き込んで、拡大しながら流下したこと

が考えられる。土石流は下流にある谷止工である程度は捕捉されたものの，残

りが沖積錐の頂部に位置する駐車場まで流出し，今回の人的被害につながっ

た。一方で¥谷止工が土石流の勢いを減衰したこと，駐車場が堆砂地の役割を

果たしたことが，さらに下流の道路および林地への土砂被害を防いだことも事

実である。

今回の災害は，山岳地の道路において豪雨時に避難する場合に，平坦な地形

であっても沢の出口や崖錐頂部を避ける必要があることを気付かせた。これら

は従来言われる土石流災害の教訓と一致しており，豪雨時の避難場所が重要で

あることの再確認となった。災害後の調査から，渓流に残る不安定土砂量は約

9万 m3と推算されたが，被災現場は観光客が利用する観光道路であり，岩手

山の主要な登山道の入り口でもあることから 岩手県は県道と駐車場の復旧を

決定した。このため，盛岡森林管理署では県道と駐車場の復旧後の安全対策と

して，複数の谷止工の設置を決定した(盛岡森林管理署プレスリリース，

2006)。一方で，崩壊発生の源頭部および流下部の上流側は，十和田八幡平自

然公園に指定されていることから，景観や自然保護の観点から複数の谷止工の

建設を憂慮する声もある。本災害は災害対策と自然環境保全の両立という困難

な問題を考えなければならないひとつの事例でもあった。
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