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1．はじめに
近年の国内の土石流災害においては流木により被害が
拡大しており、火山噴火に伴う融雪型火山泥流が発生し
た場合も流木による被害が懸念されています。令和
3年4月には「河川砂防技術基準�計画編」1）の改定が行
われ、火山泥流によって生じる流木対策が位置付けられ
ました。しかしながら、「砂防基本計画策定指針（土石
流・流木対策編）解説」2）及び「土石流・流木対策設計
技術指針解説」3）（以降、「土対針」という）においては、
土石流とともに流下する流木に対する対策の考え方は記
載されていますが、火山泥流に関する記載はありません。
また、現時点では融雪型火山泥流に伴う流木対策を実施
している火山はありません。また、その流木による影響
についても、土砂・洪水氾濫による影響と同様に統一的
な評価手法が確立されていません。
十勝岳では大正泥流の再度災害防止を目的に、昭和
63年より美瑛川流域（図-1）において直轄火山砂防事
業に着手していますが、流木に対して具体的な対策・検

討が行われていません。
そのため、令和3年度に国土交通省北海道開発局旭川

河川事務所では「石狩川上流（十勝岳）流木対策検討委
員会（委員長：丸谷知己北海道大学名誉教授）」を設置
し、①想定される融雪型火山泥流に伴う流木の発生・流
出の特性、②流木に対する砂防施設の施設効果の考え方、
③流木による被害評価方法について検討を行いました。
本稿では委員会の討議結果の概要について報告します。

2．火山泥流に伴う流木被害の発生事例
十勝岳においては、1926年の大正泥流に伴い多量の

流木が流下・堆積し、甚大な被害が生じた実績（図-2）
があります。大正泥流の住民による目撃証言では、「立
木がパタパタ倒れ」て「住宅は流木がかぶさって一気に
見えなくなった」、「流木は盛り上がって流れた」等があ
ります。これらの証言や目撃地点における現地確認を行
い、泥流の流速や流動深を推定4）し、再現CGを作成
（図-3）しています。この再現CGを参考に美瑛川の下流
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図-1　十勝岳（美瑛川）の流域概要

図-2　十勝岳噴火に伴う泥流による流木堆積状況5） 図-3　住民の目撃証言より作成した大正泥流CG
（北海道上川総合振興局旭川建設管理部提供）
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4．流木による被害想定手法（案）
4．1　流木による被害発生の考え方
一般に流木による被害は①氾濫の拡大被害と②流木の

直撃による被害に分類されます（図-8）。十勝岳におけ
る流木被害は、流木により橋梁が閉塞することによる発
生する氾濫の拡大被害としました。被害額は「治水経済
マニュアル」10）に準じ、家屋や橋梁等の一般被害も含め
て計上しました。

部の市街地まで、流木が泥流の先頭部に集まって流下す
る形態を想定し、対策や被害想定の検討を行いました。

3．計画流出流木量の算定
発生流木量は土対針と同様に、“流木の発生が予想され
る範囲”に、現地調査により計測した単位面積あたりの材
積及び流出率を乗じて算出しました。

3．1　流出の発生が予想される範囲
泥流に伴う流木は、①泥流による洗掘、②泥流の流体
力により樹木が倒れることにより発生するものとしま
した。

（1）洗掘
泥流による洗掘により樹木が倒れて流木化する範囲は、
大正泥流の痕跡調査結果（図-4）、現地調査結果（図-
5）、主要樹種の根系6）をもとに、洗掘深が0.5m以上の
範囲を“流木の発生が予想される範囲”としました。洗掘
深は数値シミュレーションにより設定された0.5m以上
の洗掘が発生する範囲としました。

（2）倒伏
泥流の流体力により樹木が倒れる範囲は、数値シミュ
レーションにより流体力＞樹木の耐力となる範囲を“流
木の発生が予想される範囲”としました（図-6）。流体力
と樹木の耐力は、河道内の樹木に対し用いられる手法8）

により算定しました。また、倒伏した樹木はすべて流木
化するものとしました。

3．2　流木化しない範囲
十勝岳においては、砂防領域より下流は流木化しない
範囲としました。また、泥流の発生を想定する2渓流
（硫黄沢・尻無沢）のうち、硫黄沢は治山事業による泥
流（流木）対策が行われているため、森林整備計画を考
慮して流出流木量を算出しました。

3．3　流出率
土対針では「計画流出流木率（発生した流木の谷の出
口への流出率）は土石流・流木対策施設が無い場合0.8
〜 0.9程度であったとの報告がある9）」と示されていま
す。一方、大正泥流の痕跡調査等では、流木の発生量と
流出量の関係を定量的に示されている資料はありません
が、富良野市街地より上流域では泥流流下後「流木（の
堆積）はほとんどない」との証言が得られています（図-
7）。また、大正泥流におけるピーク流量は、一般的な土
石流による流量よりも大きいと考えられます。
以上のことから、流出率は計画上の安全側をみて1.0
としました。

図-4　表土侵食と洗掘の区別の模式図7）

図-5　根系の現地調査結果（国土交通省旭川河川事務所提供）

図-6　外力＞樹木の耐力となる範囲のイメージ
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図-7　十勝岳噴火に伴う泥流による流木の堆積が少ない状況5）
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4．2　流木により閉塞する橋梁の選定
大正泥流では泥流の先頭付近に流木が密集して流下し

た目撃証言を踏まえ、橋梁高＜流木長となる条件（図-9）
で閉塞する橋梁を選定しました。この結果、砂防基準点
下流の8橋を選定しました。なお、流木長に関しては既
往災害実績から発生源の立木の長さの1/3〜 1/2にな
る9）としています。また、平成28年8月豪雨に伴う戸
蔦別川の流木災害（北海道の事例）では、河畔林の立木
が流木化し、このときの流木痕跡調査結果によると、流
木長の平均値は樹種にかかわらず樹高の4割程度でした
11）。美瑛川ではこれらを参考に橋梁閉塞判定に用いる流
木長を最大樹高の4割と想定しました。

4．3　被害想定手法
泥流のみの破堤氾濫は、過去の実績等をもとにした算
出式より破堤氾濫の流量を算出10）し、数値シミュレー

ションで氾濫範囲を推定します。一方、流木による橋梁
閉塞による氾濫範囲は、橋梁閉塞状態を計算メッシュで
表現し、泥流の数値シミュレーションにより氾濫範囲を
推定しました。流木による橋梁閉塞は流下してきた流量
の大部分が越水するため、被害規模（氾濫範囲及び流動
深）が拡大しました。（図-10）

4．4　被害額の算出
前述の閉塞する橋梁の選定では複数橋が対象となって

いますが、各橋梁で閉塞するか否かは様々な要因が関係
しており、不確実性もあります。また、どの橋梁で流木
による閉塞が生じるかの確率評価等は現状の知見では困
難なため、選定されたそれぞれの橋梁が流木により個別
に閉塞した場合の流木被害額のうち、「治水経済マニュ
アル」を参考に最大の被害額となる橋が閉塞したケース
を採用しました。

5．流木対策計画
5．1　流木処理方針
十勝岳火山砂防事業では、砂防基準点より上

流において、泥流のうち土砂を全量捕捉、水に
ついても整備対象量を捕捉する計画となってい
ます。したがって、流木についても砂防基準点
（美瑛川）及び補助基準点（尻無沢川）より上流
において全量捕捉する計画としました。

5．2　施設効果量の算出方法
土石流区間では、土砂と流木が一体となって

流下すると想定し、捕捉量に流木を含むものと
考えました。一方、掃流区間では、大正泥流の
目撃証言を参考にし、流木が先頭に集まって流
出すると想定していますが、効果量の算出にあ
たっては、掃流区間における施設効果量の考え
方が示されている土対針に準じて、流木が一層
で堆積するものと考えました。なお、コンクリー
トスリット堰堤は、不透過型砂防堰堤と同じ扱
いと考えました。
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流木の撤去費
も計上
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図-8　十勝岳（美瑛川）の流域概要
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5．3　流木対策施設配置計画
上記の流木処理方針と施設効果の考え方をもとに、既
存砂防施設の効果量を算出した結果、計画流出流木量に
対して不足するため、既設堰堤の改良等により対応する
ことを基本としました。
補助基準点のある尻無沢川から発生する流木は、既設
堰堤の改良及び流木対策施設を計画しました。また、硫
黄沢川から発生する流木量は特に多いことから、大きな
捕捉容量や堆砂域を有する掃流区間における施設で捕捉
する計画としました。なお、既設堰堤の改良は、水通し
部に流木捕捉工を設置する場合、地形的な要因で嵩上げ
ができないこと、また、効果量の観点から切り下げがで
きないことから、張出しタイプによる捕捉工（図-11）
を計画しました。

6．おわりに
本報告では現在の知り得る知見をもとに委員会で議論

した概要をまとめました。しかし、流木の発生や流下の
メカニズム、橋梁等での閉塞条件等については、水路実
験や数理解析、シミュレーション手法等の多くの研究が
行われていますが、未解明な部分が多く残されています。
そこで、今後検討すべき事項や研究等が必要な主な課

題（表-1）を整理しました。これらをもとに橋梁の閉塞
条件等を引き続き検討していく必要があると考えてい
ます。
最後に、本稿を執筆するにあたって、北海道開発局旭

川開発建設部旭川河川事務所の皆様には、十勝岳火山砂
防事業に関する貴重なデータ等を使用させていただきま
した。ここに記して御礼を申し上げます。
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表-1　融雪型火山泥流に伴う流木対策や被害想定の今後の検討課題

項目 内容

計
画
流
出
流
木
量

①融雪型火山泥流に伴う流木の流下形態 土石流と融雪型火山泥流による流木の流下形態について特徴を整理する必要がある。

②発生流木量 治山区間の流木量について、樹木の生長も踏まえ、森林管理局と調整しながら考え方
等を精査する必要がある。

③流出率 融雪型火山泥流に伴う流木の流出率を検討する必要がある。

流
木
対
策
計
画

④許容流木量 基準点より下流に流出する流木の許容量について、算定手法を確立する必要がある。

⑤既設施設の安定性 流木が塊となって流下した場合の、既設砂防施設の安定性の確認が必要である。

⑥施設効果量 融雪型火山泥流に伴う流木に対して、掃流区間における施設効果量の算出手法を確立
する必要がある。

被
害
想
定
手
法

⑦閉塞判定、閉塞確率
橋梁の閉塞条件を推定する手法の確立（水路実験、シミュレーション手法等）が必要
である。また、橋梁の閉塞確率を推定する手法の確立（複数橋の閉塞の有無等）が必
要である。

⑧流木被害 流木の流下過程を推定するシミュレーション手法の確立が必要である。

図-11　張出しタイプの流木止めの事例12）




