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1. はじめに
2021年7月3日午前に静岡県熱海市逢

あい

初
ぞめ

川で発生した
土石流は、住民によって撮影された映像が多数配信され
大きな衝撃を与えたが、実際に、死者・行方不明者
27名、損壊家屋128棟に及ぶ甚大な被害を生じた。
筆者は、8月12日と30日に現地に入る機会を得たので、
現地調査と公開された資料等から分かる災害の概要につ
いて報告したい。
なお、この災害に関しては崩壊発生源の大量の盛土が
問題とされ、土石流の発生メカニズム等について静岡県
が「逢初川土石流の発生原因調査検証委員会」を立ち上
げ、詳細な調査・検討を行っているので、本稿では主に
流下の状況を考察することとする。

2. 下流部への土砂流出の時系列整理
降雨の状況は、発災直前の7月3日10時までの最大
24時間雨量は260mmであり、盛土が形成されたと推察
される2011年以降最大であった（静岡県熱海雨量観測
所）。1時間雨量の最大値は3日9:00-10:00の24mmで、
それほど大きなものではなかったが、3日間降り続いた
約450mmの降雨の最後のピークとなっており、これが
トリガーになったものと考えられる。
本災害の大きな特徴として、土石流（泥流）が数次に
わたって流出してきたことが挙げられる。住民による目
撃情報等は表-1のようなものである。
メディアで繰り返し放映されたのは第2波で、赤い鉄

筋の建物の上部まで泥を跳ね上げて流下していった。流
速は10m/s程度と見積もられており、「流動性が高い」

という捉えられ方もされているが、3面張りの流路断面
から上に高さ3m程度、幅10m程度以上の明瞭な段波を
形成しており、その後下流部で第3波以降の流れが第2波
の堆積の上を新たな流れを形成して乗り越したり、押し
出したりしていることから考えると、泥水のようなもの
ではなく、高濃度の粘性泥流1）に近いものであった可能
性がある。
一方、第1波は谷出口付近で流路に近い木造の建物を

破壊した後に、大量の流木を表面に見せながらゆっくり
と停止している。第2波が赤い建物に到達する以前にす
ぐ横の橋梁床板上に流木のみが堆積しているのが見える
ので、第1波の一部は3面張り流路内を流れ橋梁部を閉
塞させたものと考えられるが、流路から大量に溢れるこ
とはなかったことから、第1波のボリュームは概ね谷出
口付近の平坦部で停止できる程度のものであったと推察
される。

3. 砂防堰堤から谷出口までの状況
図-1は土石流の流下範囲全体の地形変化を、侵食は寒

色で、堆積は暖色で示している2）。
崩壊地から約500m下流に静岡県の砂防堰堤が設置さ

れている。砂防堰堤は1999年に竣工した堤高10m、堤
長43m、計画貯砂量3,980m3の不透過型砂防堰堤であ
る。災害発生前は未満砂であり、崩壊発生時には上流か
ら流下した土石流を袖部上端まで異常堆砂させ、図-2の
ように約7,500m3の土砂を捕捉した。堰堤直下の水叩き
部の側壁も裏側は侵食されているものの概ね無傷で立っ
ていることから、堰堤袖部を越流した流れは細粒分が多
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時    刻 内    容 場    所 備    考

午前5時くらい 道路上を赤い泥水や石が流下、流路の中を石が流れる音

午前10時28分 消防への最初の通報「前の家が跡形もなく流された」 逢初川上流部（谷出口付近） （第1波と呼ぶ）

午前10時55分 動画に撮影された最大規模土石流 赤い建物付近 （第2波と呼ぶ）

午前11時15分 猛烈な勢いの土石流が住宅などを押し流す動画 東海道新幹線線路の北⻄部の住宅地 （第3波と呼ぶ）

午後0時10分 国道上に土砂が押し寄せる動画 国道135号付近

全体 流れ下る土石流を10回以上見たという証言もある

表-1　土石流現象の時系列（NHKニュース等から作成）

2021年7月
静岡県熱海市逢初川で発生した
土石流の流下状況に関する一考察



現 場 か ら

11sabo Vol.131 2022 Winter

現 場 か ら

い泥流型土石流であったものと推
測される。堰堤の堆砂面は細粒分
が表面を覆い、勾配はレベルに近
い状態で堆積している。また、堰
堤水通しに続く澪筋は流水で表面
の細粒分が流され、φ=10〜20cm
程度の礫が確認される。一方、右
上の楕円内は9月8日に撮影され
た、堰堤より15m程度上流側の堆
砂の表面土砂を0.6m程剥ぎ取っ
た写真であるが、捕捉された土砂
には大量の礫が含まれているよう
である。

図-3は砂防堰堤下流側の状況
である。元の渓流部分には多くの
礫が堆積している（3a）。一方で、
もう少し下流のやや狭さく部に
なっている部分（3b）では、河床
部付近には礫があまり堆積してお
らず、澪筋部分は侵食傾向であっ
た（すなわち、礫を堆積させた後
に元々渓床を構成していた礫を流
下させる流れが継続していた）。
ところが、渓岸斜面上に付着して
いるのは殆どが細粒分であり、下
流方向というよりも横断方向に、
侵食された澪筋に向かって流れ込
むように流下痕跡が見られる。こ
のことから、ある程度大きな礫を
流送した流れとは別に、下流側狭
さく部の影響で粘性の高い泥流が
一時的に滞留し、徐々に水面が低
下していった状況があった可能性
が示唆される（谷出口の上流側で
も同様の状況が見られる）。

図-1　地形差分図（静岡県逢初川土石流の発生原因調査検証委員会資料に加筆）
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【地形差分図の作成方法】
①被災前に取得した点群データを地形データに変換
②被災後に取得した点群データを地形データに変換

①と②を比較し、地形の変位を抽出
青色系が①より低く算出されたもの
赤色系が①より高く算出されたもの

被災前の地形は、２０２０年１月に静岡県が航空レーザ計測したもの。
被災後の地形は、２０２１年７月５日～６日にかけてUAVレーザで計測したもの。

土砂流出

土砂堆積

3次元点群データによる地形差分図

図-2　砂防堰堤周辺の状況

9月8日　砂防堰堤上流の堆積土砂
（表面の細粒土砂を剥ぎ取った約0.6ｍの深さ）

（国土交通省富士砂防事務所提供）

異常堆砂した砂防堰堤の下流側 (8月12日）

泥流の通過痕跡
（h=4m程度）
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図-3　砂防堰堤下流側の渓床・渓岸の状況

堰堤直下では
澪筋付近に石礫が堆積

（3a） （3b）

上流側で石礫が堆積した後は
澪筋は侵食されている

付着土砂の流下方向
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4. 源頭部崩壊地の状況
図-4は盛土を含む崩壊源頭部の

状況である。馬蹄形の崩壊地形が
2つ見られ、左岸側の方がやや大
きい。左岸側の崩壊からは褐色の
土砂が流出しており、右岸側から
の黒色の土砂がその上を通過した
状態の堆積が残っている。右岸側
の崩壊地内には明瞭な擦痕が見ら
れる2）ことから、右岸側の崩壊は
地すべり的な挙動であったと考え
られる。
崩壊土砂が残っている範囲の下
流側には一段下がってやや緩勾配
の窪みスペースがあるが、ここは
露岩しており土砂は殆ど残ってい
ない。さらにその下には滝壺のよ
うな落差が形成されており、そこ
から下流谷地形内の澪筋部分につながっている。
滝壺から砂防堰堤堆砂敷き上流端までの渓床部は侵食
されて露岩しており、側方斜面も3m程度の高さまで既
存植生が全て剥ぎ取られている。

図-5は1967年以降の崩壊源頭部付近の地形変化等を
示した写真および微地形表現図である2）。
1967年の写真から、谷頭の右岸側の端がこの時点で
渓流地形を呈しており、上流域に続いていることが分か
る。一方で、今回の左岸側崩壊部分も若干の谷地形をな
しており、少なくとも豪雨時には流水・地下水の供給が
あった場所だと考えられ、崩壊後、実際にその澪筋部分
にパイプフローの痕跡や湧水が見られる。
1994年の写真から、盛土以前の斜面は周辺斜面と同
様に樹林が繁茂しており、渓床も樹林で覆われていたこ
とが分かる。この時点では滝壺上流側の緩勾配窪みス
ペースは明瞭には見えないことから、ある程度土砂で埋
塞されていたものと考えられる。
2012年の写真の時点では、盛土によって渓流地形は
埋められてしまっているようである。現状では盛土の右
岸側端部には渓流は認められないが、崩壊後にも見られ
る湧水は元の澪筋付近から出ているようである。

5. 土砂流出に関する考察
上述の現在までに把握された実態から、土砂流出の性
状等に関して考察する。
10時28分の第1波は大量の流木を含み、谷出口付近で
一定の高さを保ちつつ概ね停止していること、および砂
防堰堤では大量の石礫が捕捉されており、捕捉しきれな
かった石礫の通過は堰堤水通し断面に収まる程度であっ
たと考えられる。第1波の流出ボリュームは、堰堤での
捕捉土砂量7,500m3に、谷出口の平坦部（5,000m2程度）

で2m程度の堆積があったと仮定し、さらに渓流内の若
干の滞留土砂分を加えると2万m3内外のオーダーであっ
たと推定しうる。なお、設計時の堰堤地点での移動可能
土砂量は2,800m3である。
10時55分の第2波は、赤い建物付近でのピーク流量が
Qp=10×3×10=300m3/s以上程度と見積もられる。満
砂状態であったと考えられる砂防堰堤を通過した泥流の
最大通過痕跡が右岸側袖上部4m程度であったことから、
偏流した泥流が右岸側を堤長の3分の1程度（14m）を
三角形状で一定の速度（10m/s程度）を保ったまま流下
した（渓床勾配は概ね11°程度で一定）と仮定すると
Qp=280m3/s程度となり調和的である。土石流対策指針
の考え方3）で逆算すると堰堤地点での総流出土砂量は
2万8千m3内外のオーダーと考えることができる。なお、
堰堤の計画流量はQs=4.73m3/sであり、約60倍程度の
ピーク流量が通過した可能性があることになる。それだ
け大きな流量があったにも拘わらず堰堤本体および袖部
がほぼ無傷であったのは、第2波通過時には堰堤が袖上
部まで満砂していたことと、第2波の材料の大半が比較
的細かい土砂であったことによると推察される。土石流
の土砂濃度については明確には分からないが、（土石流
対策指針では渓床勾配10°以上で最大Cd=0.54としてい
るものの）粘性泥流が観測される中国の蒋家溝において
は渓床勾配が3°程度の緩勾配箇所でもCd=0.8に相当す
るような高濃度の流れも記録されており4）、粒度構成に
よっては高い土砂濃度での流出の可能性も否定でき
ない。
第3波以降も映像が複数撮影されているが、第2波の

堆積土砂を乗り越えながら側方にも押し出すことで木造
家屋等を破壊しているようである。そのため、ピーク流
量や流出土砂量を個別に算出することは難しい。第3波

図-4　源頭部崩壊地の状況（静岡県ドローン映像に加筆）

左岸側崩壊
（明褐色の地山崩壊面）右岸側崩壊
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滝壺のような
渓流地形の始点

一段落ちた
緩勾配窪みスペース

（露岩）

上部褐色盛土

黒色盛土
（落ち残り）
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以降の発生原因は、崩壊源頭部の落ち残りブロックの再
崩壊によるもの、渓流内等の滞留土砂が継続する出水の
影響によって再流動すること等が考えられる。

6. おわりに
今回の土石流災害の被害が甚大なものになった要因
は、崩壊源頭部の不適切な盛土にあることは論を待たな
いが、一方で、連続雨量が400mmを越すような状況で
は大規模な崩壊が発生し得ることは意識しなければいけ
ないであろう。逢初川砂防堰堤の設計検討における移動
可能土砂量は2,800m3であるが、運搬可能土砂量は
38,900m3（R24=298.4mm）であり、今回発生した土砂
移動現象の規模に近いともいえる。土石流対策上は対象
土砂量として小さい方の値を採用することが一般的であ
る。しかし仮に、不安定土砂を大量に供給しうる崩壊が
想定されるのであれば、運搬可能土砂量の値を意識した

流域管理ということもあり得るのではないだろうか。
本稿の取りまとめに当たっては、静岡県砂防課より貴

重なデータの提供をいただいた。ここに深甚なる感謝の
意を表します。
なお、ここでの考察は現時点での限られた公開資料等

を用いて推察したものであり、今後詳細なデータが得ら
れれば解釈が変わる可能性があることはご理解いただき
たい。
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図-5　源頭部の地形改変の状況（静岡県逢初川土石流の発生原因調査検証委員会資料に加筆）

元の渓流の澪筋

1967年（S42） 1994年（H6）

2012年（H24） 2021年（R3）（崩壊後微地形表現図）




