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関する研究

　日本でも天然ダムの事例は数多く報告されている。
平成16年10月、新潟県中越地震により、数多くの地す
べりが発生し、芋川流域において複数の天然ダムが形
成された。また、平成23年９月台風12号に伴う豪雨で
も複数の天然ダムが形成された。奈良県吉野郡十津川
村栗平地区の天然ダムは高さ約100m、満水湛水量750
万㎥と規模が大きく、洪水発生により被害が想定され
る区域も下流の広範囲に及んだ。
　天然ダムの被害を最小限に防止するためには
　①水が貯留して決壊するまでの時間
　②決壊後の洪水到達時間と氾濫範囲
　等を事前に予測し、効果的な対策を講じる必要があ
る。2011年度から、大規模な天然ダムの発生が確認さ
れた場合には「緊急調査」を行い、数値シミュレーシ
ョン技術を活用して被害範囲を予測し、「土砂災害緊
急情報」として一般に周知することとなった。より合
理的な対策を実現するためには、天然ダムの決壊過程
に関して知見を収集し、現象を高い精度で再現できる
数値シミュレーション法を構築することが要求される。
　高橋ら（1988）によると天然ダムの決壊過程は図-1

１. はじめに
　日本は国土の７割が山地・丘陵地であり、地形が急
峻、地質が脆弱であるとともに、活火山も多く、地震
の多発国でもある。そして、梅雨前線や台風により豪
雨が発生する。すなわち、日本は非常に土砂災害のリ
スクが高い国だと言える。
　そのリスクは、気候変動に伴う集中豪雨の増加、相
次ぐ大規模地震や活発な火山活動、さらには少子高齢
化や山間地域の過疎化の進展による地域防災力の低
下、財政的制約といった自然環境や社会条件の変化と
ともに、近年、一層増大の傾向を示している。今後、
さらに大規模な土砂災害が頻繁に発生することは十分
に考えられる。

2. 天然ダムとは
　近年、豪雨や大規模地震を誘因として、大規模土砂
災害の１つに挙げられる「天然ダム」の発生がしばし
ば報告されている。「天然ダム」とは、山腹崩壊や地
すべりや土石流などにより、斜面から移動した土砂が
河道を閉塞し、河川水を湛水させる現象をいう。天然
ダムが形成されると、その上流側では湛水による浸水
被害が発生する。また、下流側では天然ダムの決壊に
伴って大規模な洪水や土石流が発生し、下流地域に大
きな被害を及ぼす可能性がある。河川沿いに多くの人
命・資産を有する地域にとっては、警戒すべき現象で
ある。
　平成24年７月13日、大規模な天然ダムがインドネシア
国マルク州のワイエラ川流域に形成された。この天然ダ
ムは高さ170m、幅200m、湛水量は1500万㎥におよび、
極めて大規模なものであった。翌年の平成25年７月25日
にこの天然ダムは決壊し、下流の家屋約470棟が流出す
るとともに、行方不明者３名の被害が生じた。

図-1 天然ダムの決壊過程（高橋ら（1988）より）
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報を得るため、水路実験を行った。天然ダムの決壊過
程には様々な要因が影響していると考えられ、たとえば、
天然ダムの縦断形状、構成材料、流入流量、河床勾配
等が挙げられる。これらの要因のうち、どれが天然ダム
の決壊過程により強く影響するのか検討を行った。
3-1　実験の概要
　図-3に示すように、底面幅18cm、水路勾配5.7度の
粗度なしの矩形断面水路内に天然ダムを作成する。天
然ダムの構成材料には珪砂６号（平均粒径0.24mm）を
用いている。縦断形状が三角形状または台形状のダム
を設け、水路上流から17cm3/sまたは34cm3/sの水を
供給して、ダム上流部に水を貯水する。表-1に実験条
件を示す。ダム天端には幅1cm、深さ１cmの切り欠
きが設けてあり、貯水位が切り欠き部に達すると越流
が始まり、流路の拡幅と底面の侵食を生じながら、貯
留されていた水が流出する。
　測定項目は流路幅、河床位、流出流量の時間変化で
あり、流路幅と河床位はビデオカメラをダム上部と側
方部とに設置することで計測する。また、水路下流端
には水槽を設置し、水槽内の水位の変化をビデオカメ
ラで撮影することにより流出流量の時間変化を求めて
いる。
3-2　実験結果
侵食過程に関する実験結果
　天然ダムの決壊プロセスを写真-1に示す。湛水域の
水位が上昇し、天然ダムの天端に達すると、越流が始
まる。越流水は天然ダムの下流法面を侵食しながら流
れ、侵食流路の側岸も侵食する。側岸の勾配が大きく

に示されるように３つに分類されている。
a）	越流侵食による決壊
	 堤体の透水係数が小さく、堤体強度が強く、給水量
が比較的大きい場合に生じる。給水の進行とともに
貯水位が上昇し、堤頂に達して越流が始まる。流水
が引き起こす侵食によって決壊する。

b）	すべり崩壊による決壊
	 a）に比べて堤体の透水係数が大きく、堤体強度が
弱く、給水量が比較的大きい場合に生じる。給水の
進行とともに上流の貯水位が上昇し、同時に浸潤線
が下流側法面とほぼ平行して下流へ進んでいく。浸
潤線が下流法面に達するころ、堤体の比較的高い位
置で崩壊が生じ、天然ダムが決壊する。

c）	進行性破壊（パイピング）による決壊
	 堤体の透水係数が最も大きく、堤体強度がかなり弱
く、給水量が比較的小さい場合に生じる。浸潤線の
下流への進行が速く、貯水位が低い段階で法先に達
して表面流を起こしたり、パイピングが生じたりし
て崩壊が発生する。

　図-2に示すように、過去の天然ダムの決壊要因は、
原因不明とされるものを除けば越流による決壊がほと
んどであり、パイピング等による決壊は極めて稀であ
ることがわかる。そこでここでは、越流決壊による天
然ダムの決壊過程に関する研究についてその一部を報
告することとする。

3. 天然ダムの決壊過程に関する水路実験
　越流による天然ダムの決壊過程に関して基礎的な情

図-2 天然ダムの決壊原因（田畑ら（2002）より） 図-3 実験水路の縦断形状

表-1 実験条件
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なると崩壊が生じ、流路は急激に拡大して、流出流量
は増大する。
　天然ダムの縦断形状が三角形の場合、台形の場合に
比べて早い段階で侵食は生じたが、侵食プロセス自体
に大きな違いはみられなかった。また、流入流量が
34cm3/sの場合、流入流量17cm3/sの場合に比べ若干
侵食が早く進行したが、侵食プロセスそのものには大
きな違いはみられなかった。
流出流量に関する実験結果
　図-4にケース①とケース④の流出流量に関する実験
結果を示している。これを見ると、天然ダムの縦断形
状が三角形の場合は侵食が早く進むので、台形の場合
に比べピーク流量が早い段階で現れている。しかし、
ピーク流量は両ケースでほとんど違いがみられない。
この点については今後さらに検討が必要であると考え
ている。
　流入流量を大きくすると、侵食は早まり、ピーク流
量も大きくなった。また、ダムの高さが大きいほど湛
水量が大きくなり、ピーク流量も大きくなった。これ
らについては、これまでの研究成果と傾向は一致して
いる。水路実験により、天然ダム決壊時の洪水ピーク
流量に影響する要因をある程度まで把握できたが、今
後、さらに詳細な検討が必要であると考えている。

4. 天然ダムの決壊過程に関する
 数値シミュレーション
4-1　二次元河床変動モデル
　天然ダムの越流決壊現象を再現するために二次元河
床変動モデルを新たに開発した。この計算モデルでは
多様な流砂形態を計算するため，土石流から掃流状集
合流動までを扱うことができる高橋・里深（2002）によ
る慣性土石流モデルを導入した。また、越流水により写真-1 天然ダムの決壊プロセス

図-4 流出流量に関する実験結果
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側岸が侵食、崩落し、水みちが横方向に拡幅する過程
を再現するため、関根（2003）と永瀬ら（1996）の研究
を参考にして新たな側岸崩落モデルを導入した。この
計算モデルを用いることにより、天然ダムの越流決壊
過程と、それに伴う洪水流出過程が再現可能となった。
4-2　水路実験の再現計算
　二次元河床変動モデルを用いて、水路実験と同じ条
件の下で再現計算を行った。図-5に示すように流出流
量は比較的良好に再現することができた。　
　天然ダムの侵食プロセスについては、図-6に示すよ
うにダム法尻付近での侵食形状はそれほどうまく再現
できてはいないものの、流出流量に大きく影響すると
思われる天端付近の断面の変形については良好に再現
できている。

５. 天然ダムの決壊過程に関する現地実験
　平成24年11月21日と22日に岐阜県高山市にある京都
大学防災研究所穂高観測所内のヒル谷試験堰堤下流
100m区間において小規模な天然ダムの決壊に関する
現地実験を行った。
5.1 現地実験の目的
　本実験の目的は以下の３つである。
　①技術者の天然ダム決壊に関する理解を深める
　②現地実験を安全に行う方法の確立
　③数値計算結果と比較検討できるデータの収集
　実際に形成された天然ダムに対して迅速かつ適切な
対応を図るには、平常時から訓練・講習等を実施し、
緊急時に対応できる技術者を育成し、技術力の向上を
図ることが重要である。本実験を契機として、より大規
模な現地実験を安全に行うための手法が確立されれば、
定期的に実験を行うことにより、現象に対して十分な知
識を有した技術者を継続的に育成することができる。
　また、天然ダムの決壊過程に関する数値シミュレー
ション法はこれまでにもいくつか提案されており、水

図-5 実験と計算における流出流量の比較

図-6 天然ダムの越流決壊過程に関する計算結果
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路実験結果との比較によりその妥当性は検証されてき
た。しかし、実現象を対象として水路実験よりはるか
に規模が大きい場合、どの程度再現可能かは明確では
ない。本実験結果との比較を行うことで、計算手法の
さらなる精度向上につながることが期待される。
5-2　現地実験の概要
　現地における実験は計３回行った。天然ダムの形状
を表-2に示す。河床上に排水パイプを設置した後、そ
の上に天然ダムを成形する。ダム形成後、排水パイプ
下端のバルブを閉じることにより、天然ダム上流部に
流入流量(0.016㎥ /s)を湛水させ、越流決壊を生じさせ
る。なお、環境に配慮し天然ダム構成材料は試験地下
流から採取された土砂を用いている。
　ビデオカメラにより表面流や天然ダム形状の時間的
変動を記録する。さらに、下流域において水位の時間
的変動を観測する。また、天然ダム内部の不飽和浸透
過程の実態を把握するために、テンシオメーターを設
置し、圧力分布の連続観測を行う。
5-3　実験結果
　現地実験においても水路実験と同様に、越流水によ
って天然ダムの下流法面において侵食流路が形成され、
その流路の側面が崩壊することによって急激に流路幅
が拡大し、湛水域の水が一気に流出する。いずれの実
験においても、越流侵食によって天然ダムは決壊した。
湛水域の水位は時間とともに上昇し、天然ダムの天端に
達すると越流を始めた。Case1およびCase2の越流開始
時間はほぼ変わらず、Case3ではこれより遅かった。こ
れは天然ダムの高さの影響であり、高さが等しいCase1
とCase2では、ダム形状による違いは多少みられたが、
ほぼ同時刻に決壊が生じた。ダムが高いCase3では、越
流開始までにより時間を要している図-7。
　Case1とCase2の流出流量のピーク値はほぼ変わら
なかったが、Case2はピークの出現が遅くなった。こ
れはCase2のダムが台形状のため、越流開始が遅れた
からだと考えられる。Case3は天然ダムが高く、ピー
ク流出流量は最大となった図-8。
5-4　二次元河床変動モデルによる現地実験の再現計算
　現地実験と同じ条件の下、前述の二次元河床変動モ
デルを用いて再現計算を行った。
　Case3において湛水域の水位変動に関する実験値と
計算値とを比較した、その結果を図-9に示している。
初期段階で多少のずれがあるものの、天然ダム決壊時

表-2 実験条件

図-7 天然ダム湛水域の水位変動

図-8 天然ダムからの流出流量

図-9 湛水域の水位変動に関する実験値と計算値の比較

図-10 流出流量の実験値と計算値との比較
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程に関して理解を深めるとともに、現象を再現する二
次元河床変動モデルの精度を確かめることができた。
引き続き種々の実験を行うとともに、解析手法を向上
させることによって、より合理的な災害対策に貢献で
きるよう努めていきたい。
　最後に、現地実験を実施するにあたり、一般財団法
人砂防・地すべり技術センターの研究助成をいただい
た。こころより感謝申し上げます。また、実験、数値
計算、資料の取りまとめは立命館大学大学院理工学研
究科の原田紹臣氏、赤澤史顕君、速見智君、池田亮和
君を始めとして、流域デザイン研究室に関係する多く
の院生、学生諸君の大変な努力によるものであり、こ
こに記して感謝する次第です。

付近では両者は一致しているため、ほぼ再現すること
ができているといえよう。
　図-10には流出流量に関するCase1～3の実験結果と
計算結果とを示している。これらを見ると、計算によ
り現象を概ね再現できていることが分かる。しかし、
Case3ではピーク流量の計算結果が実験結果をかなり
下回っている。これは実験において滑り破壊が生じ、
側岸の土砂が崩落して、流路幅が一気に広がったこと
が原因であると思われる。こういった点に関しては、
今後さらなるモデルの改良が必要であると考えている。
写真-2と図-11はそれぞれ現地実験におけるCase3の天
然ダムの変形過程を示している。現地実験においては
元の河床面上に大きな礫が存在するため、ある程度侵
食が進むとその影響が現れている。その点を除けば、
二次元河床変動モデルによる計算によって、天然ダム
の越流侵食過程が良好に再現できているといえよう。

6. おわりに
　水路実験、現地実験を通じて天然ダムの越流決壊過
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写真-2 Case3における侵食過程 図-11 Case3における侵食過程の計算結果
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