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“Osawa Kuzure（failure）”is a huge collapse site，located on the western slope of Mt．Fuji．It is one of the largest
failure sites in Japan and stretches２．１km from the immediately below the peak with a maximum width of５００m，and
a collapsing soil volume of some７５million m３．While it is not clearly known when it started to expand，the large sedi-
ment discharge from the Osawa failure site happened around１，０００years ago（C‐１４age）．
Since ancient times a gigantic amount of sediment frequently caused sediment disasters in the lower reaches along the

Osawa River，some of the deposited sediment is again discharged at the time of flooding，raising the riverbed of the Urui．
From May １ until July１２，１９７２，４debris flows occurred continually，vast quantities of debris accumulated in the al-

luvial fan，and mud flowed down the Urui River to the river mouth at Tagonoura Port．
From the aerial photogrammetry，the state of expansion of this failure site in the last３４years．The collapse at the

site is mainly in the area between an elevation of３，５００m and３，２００m，discharging about５．０２×１０６m３total sediment
and an average of１４８×１０３m３of sediment every year．
According to the３４years analysis it become clear each cross section of collapsing slopes are based on the same an-

gle．So on the assumption that collapsing rate is same as last３０years，it is possible to presume the from of Mt．Fuji
of points at time of before and later１００and２００years from now．
To analyze the mechanism of occurrence and movement of debris flow，Volcano Fuji Sabo Office has set the obser-

vation instruments，mainly CCTV cameras at Iwadoi，raingauges and velocity meters．As it is extremely difficult to
forecast the occurrence of a debris flow simply based on the accumulated rainfall and rain intensity，it is essential to
detect a debris flow and to quickly convey such information to ensure the safety of local people．Volcano Fuji Sabo Of-
fice commenced the direct observation of debris flows and introduced a centralized monitoring system using optical fi-
ber cable in１９８７．At present，１８CCTV cameras are installed and the images are transmitted to the Volcano Fuji Sabo
Office for workers engaged in Sabo work，as well as the Fujinomina Municipal Office via optical fiber cable．
The pictures of descending debris flows are recorded for analysis of the discharge，flow velocity and flow rate．The

time of the occurrence and scale of a debris flow and its relationship with the rainfall level are estab-
lished based on the analysis and are used for the formulation of Sabo master plans，facility plans，etc．
It is one of big characteristic that the debris flow from Mt．Fuji occurs not only at times of flooding，but frequently

in early winter and late spring．The season when about７０％ of large-scale debris flows happen in Osawa River at Mt．
Fuji，is from late March until May and from November to early December，when usually there are few debris flow
occurrence in Japan．The other side，debris flows hardly occur in the rainy season and typhoon．The debris flows oc-
cur in the continuous rainfall of about１５０mm in the time of early winter and late spring，the other side，may not oc-
cur in the continuous rainfall of about６００mm in the time of summer．It is considered that it would depend on exis-
tence of frozen soil layer at high elevation，above３，２００m．The seasonally movement of frozen soil layer would change
permeability of mountain body of Mt．Fuji and it would lead appearance of surface water flow，which would be-
come trigger of debris flow on early winter or late spring．
According to the result of analysis of observed ５ large scale debris flow cases，large numerical value were re-

corded of volume of sediment deposit，discharge，and velocity．

＊〒９４４‐００５１新潟県妙高市錦町２‐６‐８
独立行政法人土木研究所土砂管理グループ
雪崩・地すべり研究センター
Snow Avalanche and Landslide Research Center，Erosion and
Sediment Research Group，Public Works Research Institute
（Incorporated Administrative Agency）
２‐６‐８Nishiki‐cho，Myoukou‐shi，Niigata，９４４‐００５１ Japan

＊＊〒４１８‐０００４静岡県富士宮市三園平１１００
国土交通省中部地方整備局富士砂防事務所
Volcano Fuji Sabo Office，Chubu Regional Bureau，Minis-
try of Land，Infrastructure and Transport．１１００Sanpeidaira，
Fujinomiya‐shi Shizuoka，４１８‐０００４Japan

富士火山（２００７）荒牧重雄，藤井敏嗣，中田節也，
宮地直道 編集，山梨県環境科学研究所，p．４０７-４２５

４０７



When November２２nd２０００，debris flow has occurred in Osawa，many data have been acquired，not only flowing pic-
tures and measurement of sediment，but also mud sampling tests in the down stream．Sediment balance system from
the water resource until the river mouth has been clear．We can analyze the sediment concentration and Manning's co-
efficient of roughness，and they have been confirmed appropriate numerical values．
And almost of debris flows in mountain torrents at the southwest piedmont，except Osawa River，had formed by

“Slush Flow”，which is eroding soil rocks and trees，frequently in early winter and late spring．
Key words：Debris flow，Osawa failure，Occurrence mechanism of Debris flow，Runoff mechanism of Debris flow

図１ 富士山の南西山麓と大沢川位置図．
Fig．１． Map of the southwest mountain side and the Osawa river of Mt．Fuji．
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１． 土石流の発生状況
１‐１ 大沢川の概要
富士山は非常に若い火山であり，下刻された明瞭な谷地

形をもつ渓流は少ない．円錐型の山体は放射状に平行して
山麓まで流下する，幅数百mと非常に細長い形状の浅い
渓流が数多く存在する．「八百八沢」と呼ばれるほど数多
くの放射谷を形成するが，１０km足らずの間に日本最高点
から山麓まで標高差３，０００mを一気に流下する．さらにお
よそ４０kmで海に達するため，非常な急勾配から急激に
緩い勾配に変化することが富士山の渓流のもう一つの特徴
である．さらに谷底は溶岩で覆われている区間も多く，谷
が浅いため流域の境界が明瞭でなく，しばしば流路が変更
され，また雨水は山体に浸透しやすいため，普段は流水が
全く見られない点も特徴である．
谷が山頂まで連続しているのは大沢（剣ヶ峰大沢），吉

田大沢など数渓流のみで，この中でわが国において有数の
大規模な崩壊地である大沢崩れを有する大沢川は，しばし
ば土石流を発生している特異な渓流である．「剣ヶ峰大沢」
とも言われるように富士山には「吉田大沢」，「表大沢」な
ど「大沢」と呼ばれる谷はいくつかあるが，剣ヶ峰大沢は
別格で，富士山を形成する溶岩層を２０数枚も深く侵食し
た明瞭な谷地形をなしている．土石流として下流に運搬さ
れた膨大な土砂により，標高９００mから６００mまでの山
麓には広さ約５km２の大沢扇状地を発達させている．（図
‐１参照）
大沢川の流域区分は図２に示すように地形と標高に応じ

て，源頭部，峡谷部，中流部，岩樋部，扇状地と区分され
る．大沢川が潤井川となる大沢川橋までの流路延長は約
１４kmで，河床勾配は山頂から五合目付近までが最大勾配
４５°以上，五合目から岩樋終端（標高約９００m）までが約
１１°，扇状地末端までは約２°，下流端の勾配１／２２である．
潤井川に流入した洪水は富士宮市から富士市を流下し田子
の浦に注ぎ，また時には芝川に流入し富士川に注ぐことも
あった．かつて大沢扇状地へ流入した洪水は土砂の氾濫堆
積によって流路を変え，江戸時代以降では３分の２の割合
で潤井川へ，残り３分の１は芝川方向に流入していた．（図
１）
現在，上流部に堆積していた源頭域からの崩壊土砂は，

降雨や融雪による流水によって，岩樋部を通過して扇状地
にほとんどの土砂が堆積するが，一部は流水とともに下流
に流れ人家や道路・橋梁を直撃し，河道に流出した土砂は
さらに下流に運搬され洪水や河口閉塞をもたらし，浮遊土
砂は駿河湾にまで達する．
本節ではこの大沢川に関わる，大沢崩れと土石流の発生

状況について主に記述する．
１‐２ 大沢崩れの概要
大沢崩れは富士山の西斜面の山頂直下から５合目付近の

標高２，２００mまで延長約２．１kmにわたり，最大幅約５００
m，最大深さ約１５０m，面積約１km２の崩壊斜面となって
いる．全崩壊土量は推定７，５００万m３と推定され，現在も
膨大な土砂を生産して続けている．大沢崩れの全景につい

ては，本書の口絵を参照されたい．
このような大規模な崩壊地ができるきっかけは大地震や

大雨であることが多いが，大沢崩れが形成された原因と時
期は明らかでない．溶岩の流下した形状から標高３，１００m
付近は約２，１００年前にはすでに相当大きな谷であったと推
定される．
現在の大沢の谷地形形成に先立って，古くからこの位置

にかなり深い谷が形成されていたことは，多くの資料から
推察することができる．この谷を「古大沢」と呼び（岩塚・
町田，１９６２），激しい侵食のおきている現在の大沢と区別す
る．大沢崩れが発達したことで形成された大沢扇状地の下
に，より広い範囲に広がる上井出扇状地が埋もれている．
この扇状地は北側の深沢川及び南側の足取川にまで及ぶ
が，その頂部の一つは大沢川の方向から分布しているもの
もあり，大沢川と同じく富士山西側斜面で谷の侵食が起き
ていたことを示唆する地形といえる．その堆積物中に約
３，０００年前の降下スコリア層（大沢スコリア）が挟まって
いるので，富士山の形成史上において古い扇状地ではない．
堆積物の分析から，上井出扇状地を形成した時の土砂の氾
濫・堆積状況は，現大沢扇状地に比べると粒度も小さく層
理が発達している穏やかなものであったと判断できる．そ
の後，大沢崩れの激しい崩壊がはじまり，土石流が頻繁に
谷を流下するようになったことは，大沢扇状地頂部にあた
る岩樋出口右岸（標高８５０m付近）における段丘状をな
す地形と乱雑な土石流堆積物の状況からも推察される．こ
の堆積物中には斜面崩壊もしくは，流下する土石流に取り
込まれたとみられる木片が挟まれており，１４Cによる年代
測定では，９５０±６０yBP という値が得られており（岩塚・
町田，１９６２），大沢崩れの形成開始の時期を検討する上で，
おおよその目安として重要と考えられる．また，最近実施
された大沢堆積物の調査によっても，現在の大沢堆積物の
直下の土壌層における１４C年代測定の結果が，１，０００年前
までしか確認できず，大沢崩れからの土砂流出が約１，０００
年前以降に活発化したと推定される．
一方，富士山の崩壊を記載した主な古記録を，表１に示

した．これらはいずれも富士山のどの斜面が崩れたのかは
記していないが，現在の地形から見れば，崩壊斜面が現在

図２ 大沢川縦断図．
Fig．２． Vertical section of the Osawa river．
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の大沢崩れである可能性が強いものと考えられる．
以上のような年代測定結果，古記録調査等を総合的に判

断すると，大沢崩れの拡大が開始した年代はおおよそ
１，０００年前と推定される（町田，１９９１）．そして，その契機
は地震などによって与えられ，突発的であった可能性も考
えられる．

１‐３ 最近における大沢崩れの崩壊及び土石流の発生状
況とメカニズム

大沢崩れは現在も活発に崩壊を繰り返している．そのメ
カニズムは，以下のように考えられている．源頭部の地質
は，脆いスコリア降下噴出物やクリンカ層などの火山砕屑
物と溶岩が何層にも互層を形成しており，一般に凍結融解
や降雨・強風・乾燥等により，溶岩のまわりのやわらかい
火山砕屑物が先に流れ出し，不安定となった溶岩部が次い
で崩れ始める．このような崩壊現象が厳冬期を除き常時継
続・反復され，崩壊地が拡大していく．図３は大沢崩れの
標高３，５００m付近の写真であるが，１００mを超える切り立
った急崖は，一部オーバーハングしている．
またこれまでの観測・調査により，大沢崩れの土石流は，

一般的に次のようなメカニズムで発生すると考えられてい
る．現在，標高３，２００～３，５００mの側方斜面が主に崩壊し

ているが，崩壊土砂はすぐに大沢崩れから下流へ流出せず，
標高２，７００～３，１００mの渓床に一旦堆積する．これらがそ
の後の豪雨，スラッシュ雪崩などを原因とし，土石流化し
流下すると考えられている．大沢源頭部に続く峡谷域は急
峻で深く狭い谷底が続き，その下流は中流部及び岩樋部（岩
の樋のように溶岩を下刻した河道が連続する）となる．そ
の区間は深い谷地形は見られないが，河床勾配が急な狭い
河道が連続する．源頭部で発生した土石流は流速を保ち，
途中で氾濫・堆積をほとんどせずに扇状地まで一気に流下
する．
１‐４ 土石流による災害
大沢崩れなど富士山南西山麓の渓流から生み出される土

砂は，ふだん表流水のない河道を融雪期や豪雨期に土石流
となって裾野を襲い，田畑・家屋等に直接的な被害を与え
ながら堆積する．一旦河道内に堆積した土砂は洪水流によ
り再び下流へ運ばれ，潤井川の河床上昇，さらに田子の浦
港の土砂堆積を引き起こし，古来より沿川住民は甚大な被
害をたびたび受けてきた．それらの歴史は古記録や地名等
からうかがえる．
大沢扇状地の下流に位置する潤井川の上流流域は，大沢

から流出した土砂が運搬されてきた堆積地であり，この一
帯は大石ヶ原とも呼ばれ，１３世紀の終わり頃に大石寺が
建立された．
中世以来，潤井川下流一帯を水田化するために灌漑用水

が整備され，「二本樋」と呼ばれる厚原伝法用水により江
戸時代には約３，０００石の田地が創出された．二本樋は潤井
川から取水し途中多くの沢を横断せねばならず，しばしば
出水による被害を受け，特に大沢からの流出土砂が樋に溜
まり，その重みで掛樋が落下する被害をしばしば受けた．
さらに下流東海道本線富士駅周辺の鹿島平野では灌漑用水
を潤井川から３本引いて確保し，その結果，約６，５００石の
新田開発に成功した．用水路の維持管理のために，毎年春

表１ 富士山崩壊を記した古記録．
Table１． Old record which described the Mt．Fuji collapse．

図３ 大沢崩れ右岸の３，５００m付近の急崖の状況．
Fig．３． The right bank of Osawa Failure at about an elevation of３，５００m（July，１９９９）．

標高3,500m付近（1999年7月撮影円内に人）

１１８１年（養和元年）此年富士峰崩（立川寺年代記）．
１３３０年（元徳二年）元徳２年１０月７日地震，富士絶

頂，崩事数十丈也（神明鏡）．
１３３０年（元徳二年）元徳２年１０月７日地震，富士絶

頂，百余丈崩（桜雲記）．
１３３１年（元弘元年）御醍醐天皇元弘元年７月７日地

震，富士の絶頂崩事数百丈なり（太平記）．
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の彼岸に用水を止め，溜まった土砂を浚いあげる「堀浚い」
など，これらの用水の管理は多くの労力を要する重要な作
業であったが，大沢からの土砂流出の影響を灌漑用水が大
きく受けていたことが窺われる．
他方富士山麓で春先に頻発する土石流は「雪代」と呼ば

れ，融雪期に突発する広域的な土砂災害として恐れられて
きた．特に天保５年５月（１８３４年）に発生した雪代災害
は，南西山麓の富士・富士宮並びに北麓の富士吉田など富
士山麓の各地に被害がおよぶ未曾有の大災害で，「富士山
大荒」として被害状況が江戸に伝わり瓦版が出されるほど
であった．
寺社の記録や沼津藩主など領主の幕府への届書によると

大雨に加え気温の上昇により積雪が急激に融け出し，南西
山麓では５月７日正午頃と午後２時頃に突然雪の固まりを
含んだ雪代が相次いで発生し，激しい勢いで大木や大岩を
巻き込みながら流れ下った．後日晴天時には森林帯には遠
方からもわかる痕跡が見えたと報告があり，富士山体上部
から発生した雪代は「焼砂」と呼ばれた土砂を多量に含ん
だ洪水と化し山麓を襲い，田畑や人家を流出させ下流では
田畑の埋没や潤井川の河床上昇に伴う氾濫による被害をも
たらした．
届書には誇張が，瓦版には伝聞情報の合成により事実の

誤認や憶測が多いことに注意しなければならないが，記録
そのものの信憑性が高い「案主富士氏記録」によると，特
に激しく被災した弓沢川流域の栗倉・二又集落，欠畑沢（阿
幸地付近），源道寺また野中周辺のような潤井川との合流
点における被害状況が記載されており，日中に発生したた
め幸いにして人身にかかわる被害は少なかったが，住民た
ちの常識の枠をはるかに越えるものであったことを示して
いる（若林２００２）．
雪代災害の２年後に描かれた「富士山焼砂押し出し絵図」

（図４）は山体の詳細な写生と正確な焼砂氾濫地が記載さ
れており非常に貴重な資料であるが，雪代が現在の新幹線

図４［富士山焼砂押流荒地絵図］（岩本村文書）静岡県歴史文
化情報センター提供に一部加筆．
Fig．４．“The pictorial map of the slush snow avalanche in Mt．
Fuji”（Iwamoto village's document）Touched in the map offer by
Shizuoka history culture information center．

表２ 大沢川における土石流一覧表．
Table２． The table of the debris flows in the Osawa river．
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の新富士駅近辺まで達していたことがわかる．
また江戸時代以来，富士山西麓の原野はおもに関係集落

の入会地として，草刈場や萱などの採取地に利用されてい
た程度であったが，戦後には富士山西南麓が開拓地として
利用されることとなり，昭和２０年代後半には酪農経営に
切替えられ現在は「朝霧高原」と名を換えて広大な酪農地
帯に変貌した．さらに昭和３０年代の経済成長に伴った富
士山麓の開発もあり，大沢扇状地及びその下流における土
地利用は急速に高度化し，土石流による災害が顕著となっ
てきた（表２参照）．
以下に近年の土石流による主な災害を示す．
昭和４７年（１９７２年）５月１日及び５日の両日に合わせ

て３００mmを超える降雨があり，それに加えて異常高温に
よる融雪及び雪崩により源頭部に堆積していた土砂が一気
に流下し，相次いで大規模な土石流が発生した．その土砂

は扇状地に多量に堆積し，さらに泥流は潤井川を経て河口
の田子の浦港まで達し多量の土砂が堆積した．さらに６月
８日，７月１２日にも豪雨に見舞われ土石流が発生し，富士
宮市街地で河川施設，道路，橋梁，水道管，取水堰に被害
を生じた（図５）．さらに，７月１２日に発生した土石流で
は潤井川が氾濫し，特別養護老人ホーム白糸寮に土砂が流
入し避難をする事態に至った．また昭和５４年（１９７９年）
に発生した土石流は流出した土砂量はわずかなものであっ
たが，扇状地及び下流河道に堆積した土砂は下流河川に再
移動し，河床を上昇させ，洪水氾濫による被害が生じた（図
６）．
昭和５４年以降，大沢崩れからの土石流による前述のよ

うな顕著な災害は発生していないが，大規模な土石流は近
年もしばしば発生しており，特に平成１２年（２０００年）１１
月に発生した土石流はピーク流量が観測史上最大規模であ
った．これらの土石流は，大沢扇状地における砂防施設の
整備が進んだことにより，下流へ被害を与えることは少な
くなってきている．

図５ 土石流氾濫状況（富士宮市上井出，１９７２年）．
Fig．５． Sediment runoff at Kamiide，Fujinomiya city in１９７２．

図６ 洪水氾濫状況（滝土橋下流神田川町，１９７９年）．
Fig．６． Flood at Kanda-gawa-cho in１９７９．

図７ 大沢源頭部の３０年間での崩壊拡大部．
Fig．７． Portion which collapse expanded in３０years．

国土交通省
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２． 土石流発生源
２‐１ 過去３０年間の大沢崩れ計測結果
大沢崩れは，急峻な斜面であることにに加えて日常的に

崩落が発生しているため，崩壊地内部には容易に立ち入る
ことはできない．そこで国土交通省富士砂防事務所は積雪
がほとんどなくなる毎年９月頃に空中写真を撮影し，その
空中写真から図化機を用いて地盤の高さを詳細に計測して
いる．この計測結果を前年度と比較することによって，一
年間の崩壊の拡大量や渓床の堆積量などを把握している．
過去３０年間（昭和４５年～平成１２年）（１９７０～２０００年）の
崩壊地の拡大状況を図７に示す．
黒い部分が崩壊拡大部で，標高３，２００～３，５００m付近の

両岸が最も活発に崩壊しており，この付近では年平均で約
５００m２程度崩壊面積が拡大している．その結果大沢崩れ
は，この付近で両側へふくらんだ形となっている．過去
３０年間で，標高３，４００m付近の急崖部は両岸とも約３０m

後退し，大沢崩れの幅は最大で６０m広くなった．
次に，過去３４年間（１９７０～２００４年）の崩壊地の変動量

の計測結果を図８に示す．大沢崩れ全体では斜面からは約
３６２万m３が生産され，渓床からの生産量約１４０万m３を
合わせると，計約５０２万m３の土砂が下流へ流出している．
大沢崩れにおける渓床の経年変化を見ると，昭和４７年
（１９７２）が変動量が最も大きく，１年間に約８０万m３の土
砂が５回の土石流によって流出した．また，年間約２０万
m３以上の土砂流出があると，その後の数年の間は渓床低
下に休止期間が生じるように見える．
また図９にあるように斜面単元と渓床単元に分けて変動

量を分析すると，各斜面単元では，標高３，４００m付近の両
斜面からそれぞれ８０万～１００万m３の崩壊量があったこと
が分かる．
２‐２ 平成１６年（２００４年）１２月５日に発生した富士山

大沢崩れからの土石流
平成１６年１２月５日に，前日の夕方から降り続いた雨に

より，午前３時～５時ごろにかけて継続して土石流が発生
し，大沢崩れから１０数万m３の土砂が流出した．この土
砂流出は，空中写真測量や航空レーザ計測などにより，土
砂量や地形変化が詳細に調査されたため，大沢崩れにおけ
る土石流の典型事例としてここに紹介する．
この土石流は太平洋岸を東進した低気圧による降雨によ

るもので，連続雨量は大滝で１６２mmにのぼり，５日３：００
頃から急激に降雨が増加して４：００からの間に最大時間雨
量は３１mmである．山頂の気温は４日２３時頃から急激に
上昇し１２月としては初めて０℃を上回る高温となり，降
水のピークと重なった夜半頃には３℃を上回るようになっ
た．
富士山の山体はスコリアで覆われているため夏期には，

降雨は速やかに浸透し，表面流が発生しにくいのが特徴で

図８ 年度別流出土砂量．
Fig．８． The amount of runoff sediment by year．

図９ 大沢崩れの地盤高の変動．
Fig．９． Change of the foundation quantity of the Osawa failure．
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あるが，初冬から春期は凍土層で地盤が覆われるために，
表面流が発生しやすい状態になると考えられている．発生
した表面流は，大沢崩れの渓床に堆積している大量の土砂
を土石流化させると考えられる．今回土石流が発生した際
の気温は，土石流が発生する数時間前に氷点下から０℃以
上に上昇している．この間に大沢崩れでは湿雪～雨が降っ
たものと考えられ，浸透能が低下した地盤において表面流
の発生を促したものと考えられる．
大沢崩れの土石流発生前後の変化ははっきりと識別で

き，土石流発生前にはY字型に窪んだ渓床付近（標高３，０００
m付近）に大量に堆積していた岩屑が，土石流発生後に
はほとんど無くなっている．さらに詳細に空中写真を判読
すると，右岸斜面での表流水によるリル・ガリ侵食と渓床
部での激しい洗掘の状況が読み取れ，大きな斜面崩壊はほ
とんど発生していないことがわかる．そして，大沢崩れか
らの流出土砂量を把握する目的で，土石流の発生前（平成
１６年１０月２２日撮影）と発生直後（同１２月７日撮影）を
空中写真測量によって同一地点（２×１mメッシュ，計
１６，７３２点）の標高差を計測して計算を行った結果，大沢
崩れから１９万m３の土砂流出が生じたことが判明した，ま
た，主たる土砂生産源はY字型に窪んだ渓床付近で，１７
万m３以上もの土砂量が洗掘されており，土石流は斜面崩
壊に起因したものではなく，渓床堆積物が流動化したもの
であると考えられる．
このような今回の土砂流出は，近年の大沢崩れの土砂流

出のメカニズムの典型例であると考えられる．図９に１９９１
年から９年間に３回の土石流が発生した前後の地盤変動を
示したが，崩壊－堆積－流出の現象の同様な反復がよくわ
かる．

２‐３ 大沢崩れの過去と未来の推定
過去３０年間の大沢崩れの変化と大沢崩れの典型的な土

砂移動形態を解説した．
ここでは，これらの土砂移動現象が将来にわたり続いて

ゆくと仮定した場合の将来の富士山のイメージを，過去
３０年間の計測結果をもとに以下の手法で２００年後までを
推測した．
�源頭部斜面の最大傾斜方向に複数の断面線を設定し，昭
和４６年（１９７１年）と平成１４年（２００２年）の空中写真
から横断測量を実施した．

�この結果，左岸側（上流から見て左側）には顕著な急崖
部があり，活発に崩壊していることが判明した．さらに
詳細な地形測量により斜面の最も急な方向の縦断図が設
定できたので，その遷急線をもって経年的な変化を解析
したところ，基底面より上部が同じ割合で後退している
傾向がつかめた（図１０参照）．このため，今後もこの部
分が一定の過去３０年間の拡大速度で崩壊し，後退して
ゆくと仮定した．
侵食が現在最も激しい源頭部の左岸では今後１００年間で

最大幅１００mの崩壊拡大が見込まれる．これは今後１００年
間に，１，０００万m３もの土砂生産が見込まれることを示し
ている．
２００年前～２００年後までの推定を図１１に示す．
２００年前
最も侵食の激しい場所で最近３０年間では年平均１mと

いう崩壊の拡大速度を適用すると，２００年前には源頭部は
現在よりかなり谷幅が狭かったと考えられる．また，谷底
も現在よりも浅かったと思われる．
１００年前

図１０ 断面測線位置と崩壊拡大予測断面図．
Fig．１０． Location of cross section and cross section of collapse expanding calculation．
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源頭部の右岸（上流から見て右側）は，ほぼ１００年前の明
治４１年（１９０８年）に撮影された写真から復元したもので
ある．また左岸は，３０年間の計測による崖部の拡大速度（年
平均１m）を適用している．源頭部の谷幅は現在より１００
m以上も狭く，渓床には現在よりも多くの土砂が堆積し
ていたものと考えられる．
現在の大沢崩れ
現在の大沢崩れは，左岸側が急傾斜で崩壊が活発である．
渓床部は，下流で溶岩や滝が連続して見られるが，上流側
には岩屑が大量に堆積している．
１００年後
１００年後の姿も，同様の崩壊の拡大速度を適用して作成し
ている．右岸の崩壊縁辺部は，現在斜面勾配がほぼ均一で
あり，それほど拡大していないと思われるが，左岸は活発
な岩盤崩壊で大きく拡大すると考えられる．また渓床での
下方侵食も進み，小さな滝がいくつか出現すると考えられ
ている．
２００年後
源頭部の左岸はさらに拡大し，大沢崩れは全体的に大きく
扇型に開いた形となると考えられる．御中道付近の渓床で
は下方侵食と側方侵食が進んだ結果，深くて大きな峡谷が
出現すると考えられる．
なお，今回の予測は，あくまで過去３０年間の計測結果

に基づいて，徐々に崩壊が拡大していくことを想定したも
ので，東海地震などの大地震や火山活動が発生すると大規
模な岩盤崩壊が発生し，谷底には大量の土砂が堆積すると
考えられる．東海地震の想定震度は，大沢崩れ付近では震
度６強（７００gal 以上）と予測され，将来の大沢崩れは今
回の予測と大きく違った姿をしている可能性も考えられ
る．

３． 土石流発生機構に関する考察

３‐１ 大沢川における土石流観測の開始と土石流監視シ
ステムの導入

「山津波」「山抜け（やまぬけ）」と呼ばれていた土石流が
新聞誌上に登場したのは，１９６７年（昭和４２年）９月に富士
山北麓，西湖の北岸で発生した「足和田土石流災害」から
である．おりしも，富士山の直轄砂防が着手される契機と
なった「富士山大沢崩れ対策懇談会」が開催された年であ
った．土石流は主に山間地で突発的に発生し，瞬時にすさ
まじい被害をもたらし被災者のうち生存者が少ないため，
当時はその実像が不明な「幻」の現象であった．そんな中
で富士山大沢川では，１９７２年に建設省富士砂防工事々務所
職員（当時）が土石流の映像を８mmカメラによる撮影に
成功し，土石流の実態に関わる非常に貴重な情報を初めて
もたらした．このように大規模な土石流が頻発する大沢川
は，土石流の実態を直接観測するのに好条件であるため，
富士砂防事務所は「幻の土石流」の発生，流下，堆積等の
機構の解明に必要なデータを収集する観測機器を順次配置
して，積極的に調査・研究に取り組んでいる．
まず１９７０年に土石流の発生条件を解析するためテレメ

ータ雨量計を，標高１，７００mに位置する大滝のほか上井出
（標高１，２００m），富士宮出張所（同５００m），富士砂防工
事々務所（同１９０m）に設置し，１９８２年に五合目に相当す
る標高２，３５０mの御中道観測所を設置した（図１参照）．
また扇状地の最上流に位置する標高約９００mの岩樋は，

中流部から扇状地へ流入する土石流を観測できる適地であ
り，１９７６年に床固工の水通断面を撮影する８mmカメラ
を，翌年に水位計および流速計を設置し，土石流の発生と
規模を把握する常時観測を始めた．機器による土石流計測
は精度が十分でなく，後日撮影した土石流の映像を量水標
表示から水位・流速などを詳細に判読し，流量を算定し量
的に把握している．
他方，大沢川扇状地の対策工事は長い年月を要し，下流

図１１ 大沢崩れの過去・現在・未来．
Fig．１１． The past，the present and the future of the Osawa failure．

２００年前 １００年前 現 在 １００年後 ２００年後
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図１２ 大沢川・南西野渓 土石流監視システム 情報のフローチャート．
Fig．１２． Flowchart of Debris flow observing system information in OSAWA River and South East Mountain hills in Mt．Fuji．

域の住民に対する当面の安全確保として警戒避難体制の構
築が検討されたが，前述のように雨量解析による発生予測
基準雨量の設定が困難であった．そこで流下状況を直接把
握して避難の判定を可能にするため，１９８２年より光ファイ
バーケーブルを伝送回線としたCCTVカメラによる土石
流監視システムの整備を進めてきた．CCTV（Closed Circuit
Television Camera：閉回路テレビカメラ）は事務所からの
カメラアングル，ズーム，照明点灯等の遠隔操作が可能で，
普段流水のない大沢川における水位，流量，濁り具合，巨
礫・流木の混入などの詳細な土砂流出状況をリアルタイム
で視覚的に把握でき，さらに常時伝送される画像は流量や
雨量が基準以上に達すると自動的に録画され，データが一
元的に保存・管理できる．１９８５年には全国の砂防河川に先
駆け，岩樋観測所のCCTVカメラと事務所との約１６km
が光ファイバーケーブルで結ばれた．
また１９９１年１１月に発生した土石流の一部が扇状地を通

過し下流域へ流下したことから，大沢川橋にCCTVカメ
ラを増設し流路工内の流下状況を把握し下流域の安全が向
上するとともに，扇状地施設の効果が分析できるようにな
った．
さらに避難に要する時間的な余裕をより長く確保するた

め，２０００年に大滝林道沿いに電源を延伸し，岩樋から４．５
km上流の標高１，４９０m地点の大滝観測所が増設され，峡
谷域から中流部に流入した直後の流出状況の監視・観測が
できるようになった．また昼間だけであるが御中道調査工
事の現場の映像を送信している．
現在，南西野渓を含め１８台のCCTVカメラ画像および

気象・水位等の観測情報は砂防工事現場等の安全管理対策
に活用されるとともに，富士宮市役所と富士市役所に画像
情報を提供し警戒避難対策に役立てられている（図１２参
照）．
自然条件下の現地観測においては，霧や雨滴による視程

障害や落雷及び結露など機器のトラブルも頻発し，確実に
発生を検知する方策を講じる必要がある．そのために昼光
用高感度カメラ，赤外線カメラが導入されているほか，ワ
イヤーセンサーおよび超音波または電磁波を用いた水位お
よび流速計を併設し，対比確認および録画を開始するセン
サーとして活用している。さらに２０００年より土石流が引
き起こす地震波の加速度を計測して土石流を検知する振動
センサーを，岩樋上流の渓岸に設置している．これらによ
り精度の高い効率的かつ定量的な観測のため，集中的かつ
多重的な土石流観測を行っている．
さらに岩樋は湾曲が著しく土石流が偏流するため，より

正確な流量を計測するため，過去にスクリーンダムが設置
されていた約５０m下流側の地点を直線流路に改造し，土
石流観測橋を設けて各種センサーを集中的に設置した．
他方，ビデオ画像からの判読・計測は非常に労力がかか

るため，画角を固定したカメラの動画像の濃淡を処理する
時空間微分法（オプティカルフロー）を用いて画像処理を
行い，流下する土石流の流速と流量を自動的に計測できる
ようにしている．
３‐２ 土石流発生時期と発生限界
富士山大沢川における土石流発生の大きな特徴は発生時

期にあり，特に富士山麓において晩春に発生し，古くから
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「雪代（ゆきしろ）」，最近は「スラッシュ雪崩」とも呼ば
れて恐れられてきた土砂災害をもたらす現象がみられる．
図１３に示したように，我国において規模の大きな土石

流の発生事例がほとんど見られない３月下旬～５月，１１月
～１２月初旬に約７割が発生し，反面，全国で６割近くが
発生する６月～１０月の梅雨期や台風に伴う豪雨に見舞わ
れる出水期にはほとんど発生しない（社団法人全国砂防協
会（２００３））．

この発生時期の特異性に関しては土石流の発生限界にも
顕著な相違が表れている．初冬及び晩春の時期においては
連続雨量が１５０mm程度の比較的少ない雨量でも発生しや
すい傾向がある一方で，夏期では６００mm近い多量の雨量
でも土石流が発生しない場合もある（図１４参照）．
過去に発生した土石流を晩春及び初冬期（４～６月，１０

～１２月）および夏期（７～９月）に区分し，土石流の発
生・非発生降雨を連続雨量と１時間雨量によりプロットす
ると，土石流の発生限界雨量に違いがあることが分かる（図
１５）．
３‐３ 土石流発生条件の考察
この要因は我国で唯一標高３，２００mを超える高標高に土

石流の発生源が存在することに起因すると考えられる．特
に富士山に存在することが注目されている凍土層の分布域
が季節において変化することが，土石流の発生しやすさと
関係しているか検討してみた．
図１６は，大沢崩れ左岸に設置した地温計による地温デ

ータである．地温計が０℃以下の値を示したときに，地盤
が凍結したと考えると，１１月～１２月中旬および４月～６
月初旬に０℃を挟む地温の日変化が生じており，凍土層の
凍結・融解作用が活発な時期であると推測される．このこ
とから凍土層の存在する期間においては，土石流発生頻度
が集中しており，以下のような仮説が考えられる．大沢崩
れの斜面は，多孔質なスコリアや節理に富んだ玄武岩質溶
岩から形成されており，透水性が大きい．そのため，凍土
層の存在しない夏期は，降雨はほとんど山体内に浸透し，
土石流が発生するためには相当量の降雨量が必要となる．
一方，表面から融解した凍土はある深さに不透水層を形成
し，降雨は浸透できずに表面流となり小降雨でも堆積物を
流動させ土石流が発生する（冨田・小泉・松本・山下・佐
光・内柴（２００３））．
この課題については，従来から発生事例が少なかった

１１月中旬から１２月初旬に大規模な土石流が近年頻発する
傾向と，地球温暖化との関連も含め今後も検討を進める必
要がある．

４． 土石流の流出機構に関する解析

図１３ 月別土石流発生回数．
Fig．１３． The monthly numbers of debris flow occurrence．

図１４ 月別土石流発生雨量及び非発生雨量（御中道雨量観測
所）．
Fig．１４． Monthly debris flow occurrence rainfall and monthly non-
occurrence rainfall（Ochudo rainy observation station）．

図１５ 富士山大沢川 土石流発生限界雨量．
Fig．１５． Critical rainfall to provoke the debris flow in Oh-
sawa River，Mt．Fuji．
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－動態及び量的解析
４‐１ 近年大沢川で観測された土石流の諸元
近年，流出土砂量１０万m３以上の５回の大規模な土石

流が発生した．土石流観測システムはこれらが流下する画
像を収録しており，土石流の流出量を詳細に計測し，その
動態及び性状を解析している．
大沢川の主要な土石流観測結果の概要を表３に示した．
これらは１回の土石流で扇状地に堆積する土砂量が数万

～３０万m３に及び非常に規模が大きく，最大流速は時速
６０km近いうえ，ピーク流量は毎秒１００m３から３００m３を
こえる大きなもので、わが国の土石流常襲渓流の中で非常
に大きい値を記録している．これらは遊砂地及び沈砂地に
より土砂が捕捉されたため，下流域および周辺へ被害はな
いが，遊砂地における現地粒径試験によると２mを越え
る溶岩の巨礫が多量に含まれる．
４‐２ 土石流の一貫した量的把握の事例－２０００年１１月

２１日に発生した土石流
ここではビデオ観測の他，下流河道において同時に実施

された採水試験による土砂濃度計測，空中写真判読，遊砂
地・沈砂地の堆砂測量，現地粒径試験および現地踏査を実
施し，総合的に土石流の性状が把握できた事例として，２０００
年（平成１２年）１１月２１日に発生した土石流を報告する．

１１月２０日から２１日未明にかけて静岡県内に降った大
雨の影響で２１日午前３時ごろに大沢川で土石流が発生し
た（図１７）．御中道（標高２，３５０m），大滝（標高１，７００m），
上井出（標高１，２００m）の雨量観測データによると，２０日
～２１日付近の土石流発生時までの連続雨量は御中道１９５
mm，大滝２６０m，上井出１８２mmで、２１日０：００頃から
急激に降雨が増加して１：００～３：００までの間に最大時間
雨量は御中道２７mm，大滝４６mm，上井出３６mmと，ピ
ークを迎えている．さらに最大１０分間雨量については御
中道１５mm，大滝１７mm，上井出１３mmと１：００～１：１０
及び３：００～３：１０にこの時期としては極めて大きい降雨
強度であった．
これらの降雨状況から推測すると，大滝周辺に局地的な

強雨域が存在していた可能性が高く，２１日３時頃に土石流
が発生した可能性が高いと推定される．
富士山測候所の気温変化をみると土石流発生１週間前

１４日から１７日まで氷点下の状態が続き，さらに２０日ま
でに－１３℃まで低くなり，その後土石流発生時までは気
温は再び０℃まで急激に上昇している．
今回の土石流発生降雨の降雨規模を評価するために，２４

時間雨量，時間雨量の年超過確率評価を行った結果，とも
に２年超過確率規模程度であった．

表３ 近年大沢川で観測された土石流の諸元一覧．
Table３． The observed main debris flows in Ohsawa River，Mt．Fuji．

図１６ 地中温度測定結果（富士山大沢崩れ左
岸）．
Fig．１６． Observation result of underground tem-
perature along Ohsawa Collapase（２００１／９～２００２
／９）．
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岩樋下流端に設置してある監視カメラが午前３時２１分
に水深７．５mに達する非常に大きな土石流のピークを捉
え，このときの流量は今まで観測された最大のピーク流量

のおよそ５倍に当たる毎秒１，４２３m３であったと推定され
ている．図１８はピーク２分前に巨礫が水通いっぱいに流
下する状況である．

図１８ 大沢川で発生した主な土石流の流量変化（岩樋）．
Fig．１８． Hydrograph of the main debris flows in Iwadoi of Ohsawa River，Mt．Fuji．

図１９ 岩樋・大沢川橋の各地点における流量変化（２０００年１１月２１日土石流）．
Fig．１９． Hydrograph in Iwadoi and Ohsawagawa bridge（２０００／１１／２１debris flow）．

図１７ 大沢川 ２０００年１１月２１日土石流の流下状況（岩樋観測所３：
１９最大ピークの２分前，水通高は１．８m）．
Fig．１７．２０００／１１／２１Debris flow Iwadoi（Iwadoi debris flow Observation
Site）．
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この土石流は空中写真比較によると大沢川源頭部に新た
な崩壊が発生したのではなく，大沢川源頭部の日常的な斜
面崩壊によって渓床に堆積していた土砂が低気圧に伴う大
雨により流出したとみられる．
土砂移動の概況は，土石流発生前は源頭域では大沢渓床

部のほぼ全区間に土砂が堆積しているのに対し，発生後は
左岸側の標高３，３００m付近と右岸側の標高３，１００m付近
を頂部として，３の滝までの渓床堆積土砂に段丘状の堆積
物が残存するものの，ほぼ全面で浸食を受け渓岸が露岩し
た状況にある．峡谷はほぼ全域で侵食傾向にあり，中流部
もほぼ全域で侵食傾向にあり，特に，６号治山床固～５号
治山堰堤付近の侵食が著しい．岩樋部の狭窄部では河床か
ら１０数m程度の高さまで土石流の流下痕がみられる．
岩樋におけるビデオ観測の判読結果より総流量は３８万

m３で，ほぼ１時間のうちにほとんどが流出した．現地に
残った流下痕跡の分析により発生直後から峡谷部において
も毎秒１，０００m３前後のすでに大きな流量を持っており，流
下過程でその流量をほとんど変化させることなく扇状地ま
で流下してきたことが明らかとなった．土石流は遊砂地及
び沈砂地により土砂のほとんど全部が捕捉されたため，大
沢川橋では毎秒２００m３に減勢していた（図１９）．
扇状地での堆積土砂量は２８万m３で，堆積土砂測量に

加え５０m３に及ぶ大がかりな現地粒径試験を実施し，量質
両面から詳細な堆積状況が把握され，後日，精度の高い再
現シミュレーションが実施できた（花岡・水田・増田・田
島・石崎・井上（２００２））（花岡・萩村・田中・中村・石倉・
溝口（２００１））．
４‐３ ２０００年１１月２１日の大沢川土石流の土砂収支（発

生源～河口）
下流河道において同時に実施された採水試験による土砂

濃度計測に基づき土砂収支をとりまとめ，土石流濃度と土
砂収支の整合性等を検討した．この際，流出土砂量と堆積
土砂量を取り扱うには堆積土砂の空隙率が肝要となるが，
源頭部から下流河道間の各区間における堆積土砂の空隙率
及び容積濃度を，現場密度試験及び既存調査結果に基いて
設定した．その結果，源頭部から河口までの実容積の土砂
収支は図２０に示されるような，発生源から河口まで精度
よい土石流の一貫した土砂収支が測定された非常に貴重な
データとなっている（花岡・中村・吉田・下田・溝口（２００２））．
４‐４ 土石流観測に基づく土石流特性値の検証
さらに，岩樋終端の土石流ハイドロと土砂収支計算によ

る岩樋終端の通過土砂量から土石流濃度を算出すると，土
石流濃度は４７％となり，高橋式により求めた土石流材料
の内部摩擦角は φ＝２１°と推定され，一般に言われる値に

図２０ ２００２．１１．２１大沢川土石流の土砂収支（発生源～河口）．
Fig．２０． Sediment balance of debris flows２０００．１１．２１in Ohsawa River，Mt．Fuji．
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比較すると小さめであるが妥当な値である．さらに土石流
観測において求められた岩樋終端の水位－流量からは，マ
ニングの粗度係数は n＝０．０５と算定され，土石流で一般的
に用いられている係数に近い．総合的に整合性をチェック
したところ土石流に関する特性値等は妥当と考えられ，信
頼性の高い土砂収支が得られたと考えられる．
以上より，近年大沢川等で発生している流出土砂量３０

万m３程度までの土石流に対しては，砂防施設が有効に機
能し，貴重な土石流の発生・流出に関するデータが得られ
ている．しかし，計画規模（総流出土砂量１５０万m３）の
土石流に対する効果は確認されておらず，地域の安全度を
確保できるより有効な砂防計画や施設設計を策定するため
には十分とはいえない．また，いまだ未解明な点が多い発
生機構等を解明し，発生時期や流量を予測できるよう，現
地観測を中心とする監視・観測を行ってデータを収集する

必要がある．

５． 大沢崩れ以外の土石流
富士山は特異な地質・地形および気象などの自然条件か

ら，他に類を見ない極めて特徴的な土砂生産・流出特性を
有している．ここでは，これら大沢崩れ以外からの土石流
について概説する．
５‐１ 大沢以外の富士山の渓流の特徴
富士山の円錐型の山体に「八百八沢」と呼ばれる数多く

の放射谷を有するが，支川が羽状に合流する一般の河川形
態ではなく，普段は流水のない浅い渓流が平行して山麓ま
で流下し，幅数百mの細長い流域下流に扇状地を形成し
ているが，下刻された明瞭な谷地形をもつものは少ない．
標高２，５００m以上の山腹上部では頂上直下に谷頭をも

ち，谷頭ほど幅広く底の浅いスプーン状の谷が四方に流れ

図２１ 富士山南西野渓の流域概要．
Fig．２１． Outline of Valley of South-West in Mt．Fuji．
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図２２ スラッシュ雪崩の堆積状況（滑沢，１９９２年１２月）．
Fig．２２． Deposition of a slush snow avalanche（Namesawa River，１９９２／１２）．

下り，この谷から続く渓流は一般に標高３，０００～２，３００m
付近で谷地形が不明瞭となり，そこに一時的な堆積空間を
つくっている．
富士山の渓流では谷地形が山頂まで連続しているのは大

沢（剣が峰大沢）以外には，吉田大沢，足取川，風祭川，
弓沢川のみである．
一方，標高２，７００m以下を上限とする森林限界付近から

下方の標高２，６００～２，３００m付近に谷頭をもち，山腹中部
（標高２，５００～１，５００m）を流下する渓流は，北，西及び南
向き斜面によく見られ一般に幅が狭くて深い谷地形をな
し，その下流の山麓部は幅の狭いやや浅い谷となる．
また，標高２，０００m以下の緩斜面内に谷頭をもち山麓部

（標高１，５００m以下）を流下する渓流は，東麓，北麓，西
麓に多く新しい噴出物の多い北西麓や南東麓の緩斜面には
見られず，いずれも幅と深さの小さい小規模な谷である．
このように，富士山麓一帯は谷地形が未発達であるため，

土石流及び洪水が氾濫や流路変更・分流を生じやすい状況
にある．さらに下流においても普段は流水が見られない水
無川であるため河道が小さく，また河床勾配が急勾配から
急激に緩い勾配となるため土砂が堆積しやすく，しばしば
洪水による被害を被っている．
これに対し地形特性から砂防堰堤を設置する適地がな

く，河道周辺を堀削し流出した土砂を捕捉する沈砂地の設
置及び流路の崩壊・侵食や氾濫を防止する砂防設備などを
設置している．
５‐２ スラッシュ雪崩
富士山周辺においてはしばしば土砂災害が発生している

が，大規模な土砂流出は，大沢崩れを発生源とする土石流
を除き，渓岸侵食などによる小規模な土砂移動現象がほと
んどである．初冬あるいは春期のスラッシュ雪崩を原因と
する土石流が多数報告されている．

富士山では標高２，０００m付近より上流を発生源とし，多
量の表土や岩塊・立木などを巻き込んで流下する，特に水
分の多いシャーベット状の雪崩がしばしば発生する．この
ようなスラッシュ雪崩は「大量の水を含んだ雪が流動する
雪崩」として定義されている．スラッシュ雪崩は流動性に
富み，しばしば土石流・泥流状態となり人家・財産が集積
する山麓に到達したため，山麓ではこれを「雪代（ゆきし
ろ）」と呼び，「春一番が吹くと，富士山に雪代が起こる」と
古くから言い伝えられた．過去には，山麓の全域に及ぶよ
うな広範囲にわたり土砂を流出させたこともあり，永禄２
年（１５５９年），天保５年（１８３４年）における土砂流出の記
録が残されている．
富士山でスラッシュ雪崩が発生する基本的な条件は，１）

表層地盤が凍結し，難透水層を形成していること，２）地下
への浸透を上回る融雪水・降水が供給され，雪層中あるい
は融解土層中にそれを不安定化させるに十分な水位が形成
されること，の二つである．これらの条件に該当する時期
は，初冬あるいは春先に低気圧や前線が通過して大量の暖
かい降水をもたらした時などである．過去のスラッシュ雪
崩は，富士山頂気温が０℃前後，総降水量１００mm程度以
上での発生が多いようである．ただし，時には総降水量
１００mmに満たない場合のときでも発生することがあり，
スラッシュ雪崩発生の予測を困難にしている．
なお，スラッシュ雪崩は発生当初は水を含んだ雪と土砂

の混合物であるが（図２２），移動に伴い周囲の土砂を巻き
込み，さらに摩擦熱や気温・地温により融雪が進むといわ
れ，下流域に流出する頃には夏期に発生する土石流と同様
な外見・性状を示すことがある．
５‐３ 近年の土石流事例
５‐３‐１ 平成８年３月３０日風祭川で発生した土石流
１９９６年（平成８年）３月３０日に富士山全域でスラッシ
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ュ雪崩が発生し，それらを起因とした土石流または土砂流
も誘発され富士スバルラインで３カ所が寸断されるなど，
土砂の直撃または堆積による大きな被害が生じたほか，潤
井川水系風祭川においても土石流が下流まで流下し，流出
土砂は沈砂池工にまで達した．
風祭川は富士山頂まで谷地形が明瞭で潤井川合流点まで

主流路長約２２km，平均河床勾配１／６．９の急勾配で流域
面積４４．１km２の渓流であり，富士山周辺の渓流と同様に，
下流部を除き降雨時や融雪時期以外は枯れ沢である．
土石流の発生前後の各気象観測所で観測された気象のデ

ータによると，当日は総降水量が最大で１３７mmで積雪深
は９８cm，気温が夜半に８℃も急激に上昇し‐０．８℃に達し，
最大風速は山頂で毎秒２４．１mと強く，融雪期において土
石流が発生しやすい条件であった．雨量規模については１
時間雨量，日雨量とも５年確率よりもはるかに小さな値で
発生しており，スラッシュ雪崩に起因する土石流が通常の
土石流と比べて特異な現象であることがわかる．
航空写真及び現地調査の結果よりスラッシュ雪崩の発生

源は，標高２，５００m～３，０００m程度の地点から発生して，
谷筋に沿って流下した．
林道が横断する標高１，４５０mより下流では河道内に立木

及び直径３０cm程度の礫の堆積が残存し，また下流では雪
崩や土石流の流下した痕跡がないことから，雪崩は林道ま
でで一旦停止したとみられる．河道内にはスラッシュ雪崩
に含まれていた多量の水分により，粒径の小さなスコリア
を主とする土砂は堆積しておらず，スラッシュ雪崩のしぼ
り水が下流に流下する際，小径のスコリアのみが流出し泥
水となって流れ下ったと考えられる．この泥水によって標
高８００～９００m地点において長さ約７００mにわたって，両
岸の渓岸が高さ４～６m，奥行き２～３m，侵食・崩壊して
おり，土石流の土砂生産区間と考えられる．ここから移動
した侵食土砂量はおおよそ２５，０００m３程度と推定され，土
石流のピーク流量は，現地調査の結果から毎秒３５m３とみ
られる．

その下流から主要地方道大糸滝公園線までおおよそ２．５
kmの全域にわたる区間では，粒径の細かいスコリアが河
道幅４～６mの河道一面に堆積厚１～２mでもって堆積
し，堆積土砂量はおおよそ２２，５００m３程度と推定される．
主要地方道大糸滝公園線より下流の流路内では土砂の堆

積がほとんど認められず，渓流に流入した土砂は沈砂地で
すべて堆積した．堆積土砂には大きな粒径の石礫は含まれ
ておらず細粒分を多く含み，堆積した土砂は約１３，３００m３

であった（図２３）．
５‐３‐２ 平成４年１２月８日猪の窪沢支流栗の木沢で発生

した土石流
平成４年（１９９２年）１２月８日にも，同じく富士山の全

域にわたりスラッシュ雪崩が発生し，すべての方向に中腹
まで達したが，特に富士スバルラインなどで多量の土砂が
堆積し大きな被害を生じた．この一連のスラッシュ雪崩の
一部は土石流となって潤井川水系猪の窪（いのくぼ）沢支
流栗の木沢を１０km流下し，下流域の集落区域に到達し

図２３ 風祭川沈砂地工における堆積状況（除石工事時に撮影）．
Fig．２３． Deposit of Debris flow in Kazamatsuri River Sand Pocket．

図２４ 平成４年１２月８日 栗の木沢での土石流発生状況．
Fig．２４． Occurrence of the debris flow on December８，１９９２，Kuri-
noki River．
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図２５ 竹沢川標高１，８４０mの左岸方向へのオーバーフロー状況．
Fig．２５． Overflow to direction of left bank at about an elevation of１，８４０m in Takezawa River．

た．なお，このスラッシュ雪崩と同時刻頃，隣の大沢崩れ
でもスラッシュ雪崩が発生している（図２４）．
栗の木沢は富士山西麓の流域面積８３．３km２を占める猪

の窪沢の支流であり，大沢川の北に隣接する富士山頂から
の流域を源流域とする普段は枯れ沢である．今回の土石流
は，栗の木沢上流域の滑沢（なめさわ），及び仏石流し（ぶ
つせきながし）から発生したスラッシュ雪崩が土石流化し，
栗の木沢まで到達した．
気象状況としては１２月７日未明，太平洋上を北上した

低気圧は，静岡県東部地方に大量の降水と強風をもたらし
た．大滝観測所（標高１，７００m）では，連続雨量２５１mm
最大時間雨量３６mmを記録した．また，最高気温は御中
道観測所（標高２，３５０m）において４℃を観測した．山頂
から標高約２，５００m付近まで，例年に比較して広い範囲に
わたって積雪がみられたこともスラッシュ雪崩が多発した
原因と考えられる．栗の木沢で流下中の土石流を目撃した
富士砂防工事々務所職員（当時）によると，みぞれのよう
な雪を含んだ土石流が流下しているのが確認されている．
この土石流は施工中も含め数基の栗の木沢砂防えん堤に

より土砂が捕捉された（建設省富士砂防工事事務所（１９９２），
安間（１９９２），国土交通省富士砂防工事事務所（２００１））．
５‐３‐３ 平成１２年１１月２１日足取川支川竹沢で発生した

土石流
平成１２年（２０００年）１１月２１日に大沢川で土石流が発

生した同時期に，大沢川の南に隣接する足取川支川の竹沢
で土石流が発生した．巨石を含み渓床の樹木をなぎ倒しな
がら高速で流下し，北山・上井出両林道を破壊・寸断して，
約５．８km下流の標高約８５０m付近で停止した．前述の栗
の木沢及び風祭川で発生した土石流に比べ，巨石や流木を
多量に含む規模の大きい土石流であった．
足取川支川竹沢は角木沢との合流点までの主流路長８．５

km，流域面積約４．１km２，平均河床勾配１／５の急勾配で，

流域形状の特徴として流域幅が最大８５０m程度と極端に
細長い．渓床や渓岸には溶岩が数多く露岩し，その上層を
スコリア等が覆うように分布し，河道は浅く河床と周辺の
比高は数mから数１０m程度と比較的開析が進行していな
い．
１１月２０日から２１日未明にかけて静岡県内に降った連
続雨量２６０mm，最大時間雨量３７mmの大雨の影響で２１
日午前３時ごろに大沢川で大規模な土石流が発生した．降
雨状況から推測すると，大滝周辺に局地的な強雨域が存在
していた可能性が高く，大沢川では２１日３時頃に土石流
が発生したことから，竹沢においてもほぼ同時刻に発生し
た可能性が高いと推定される．
富士山測候所の気温変化をみると土石流発生１週間前の

１４日から１７日まで氷点下の状態が続き，さらに２０日に
－１３°Cまで低くなりその後土石流発生時には気温は再び
０°Cまで急激に上昇している．
空中写真判読及び現地調査の結果では，明瞭な崩壊地は

見られず，標高２，４００～２，５００m付近では幅１m，深さ０．５
m程度の流水の流下痕跡程度で，この下流は渓岸が著し
く侵食され，幅２～３m，深さ１m程度に拡大し，標高
２，２００m付近の河床勾配約３５°の約１００mの区間で渓岸の
土砂を巻き込みながら，土石流と化した可能性が高いと考
えられる．
この土石流はさらに渓岸沿いの土砂及び樹木を巻き込み

ながら流下し，標高１，９５０m付近では土石流が尾根を乗り
越えて分流しているのが確認された．標高１，４６０mの上井
出林道下流付近から堆積をはじめ，標高１，４００m付近の屈
曲部と１，２８０mの上井出林道から下流などで，礫径０．５～
１．０m程度の大きな礫が高さ２～３m，幅５～１０m，長さ数
１０mにわたって堆積しておりている．標高９６０m及び８６０
m付近において流木が河道を閉塞し細粒土砂が堆積して
おり，標高８６０m付近より下流は土砂流が流下した痕跡
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が見られ，これより約４km下流にある足取沈砂地工まで
到達している．また河道の屈曲部や分流箇所において多数
の流木の堆積が見られる．
今回の土石流は，スラッシュ雪崩や崩壊に起因せずに，

渓岸浸食によって土石流が発生し，上流域の表土が凍結し
浸透能が低下している状況の中で，大きな降雨によって表
面流が発生して，これが急勾配の渓流を一挙に下流し，渓
岸を激しく侵食して発生したものと推定された．南西野渓
の場合には渓床が露岩している箇所が多いので，渓岸のス
コリアの侵食に伴って発生した土石流であると考えられ
る．また，途中の標高１，９５０mで分流するといった，谷地
形が不明瞭である南西野渓の渓流特性をあらわにした．
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