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豊平川直轄砂防区域では深層崩壊に関する渓流レベルの調査が行われ、結果が公表されてい

る。簾舞川流域は複数の深層崩壊跡地が認められ、崩壊発生の恐れの高い地域とされている。 
本報では、簾舞川流域における要配慮者利用施設等を保全するため、現地調査結果（地形・

地質）を踏まえ、過去に発生した深層崩壊による土砂移動現象を整理し、想定される土砂災害

発生シナリオを作成の上、土砂災害発生に備えた対策手法を検討したので、その内容を報告す

る。 
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1.  はじめに 

国土交通省では、平成22年8月に「深層崩壊推定頻度

マップ」を、平成24年9月に「深層崩壊に関する渓流

（小流域）レベルの調査について」を公表しており、こ

れらの調査結果を踏まえ、札幌開発建設部ではハード対

策（既設砂防堰堤等の補強手法の検討）やソフト対策

（警戒避難対策など）に取り組んでいる。また、平成23
年5月には、土砂災害防止法の一部改正により、河道閉

塞（天然ダム）や火山噴火などの大規模な土砂災害が発

生した場合に国の緊急調査が位置付けられ、実際に平成

23年台風12号に伴い紀伊半島で発生した河道閉塞では、

緊急調査の実施と土砂災害緊急情報の通知・周知等がな

された。 
豊平川直轄砂防区域においても、深層崩壊に関する渓

流（小流域）レベルの調査が行われており、深層崩壊が

発生する相対的な危険度評価が示されている。豊平川直

轄砂防区域のうち簾舞川流域では、複数の深層崩壊跡地

や地すべり地形が認められ、渓流レベルの調査結果でも

相対的な危険度の高い渓流を含み（図-1）、また、下流

域に密集した住宅地、国道230号（札幌市の緊急輸送道

路）や公共施設（ポンプ場、幼稚園、小中学校）等を有

するため、深層崩壊による土砂災害の対応方策検討のモ

デル渓流として選定した。 
本報では、簾舞川流域の地形・地質に関する現地調査

や空中写真等から、過去に発生した深層崩壊による土砂

移動現象を整理し、簾舞川の流域特性の把握を行った。

これらを踏まえ、想定される土砂災害シナリオを作成し、

土砂災害発生時の対策手法を検討したので、その内容を

報告する。 
 

2.  簾舞川の流域特性 

(1)  流域概要 

 

 
図-1  深層崩壊に関する渓流レベル調査結果 
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簾舞川は、空沼岳（標高1251m）の北、札幌岳東の山

中に源を発する流域面積23.0km2、流路長11.6km、平均河

床勾配1/14.5の河川である（図-2）。河川は主に南から

北に向かって流れ、中流にて西御料川が合流する。西御

料川合流点から下流では両岸の険しさが緩み、本川に3
基の砂防堰堤が整備され、河岸段丘上では農地が広がっ

ている。豊平川本川の河岸段丘に出ると、密集した住宅

地や要配慮者利用施設（幼稚園、小中学校）が両岸に位

置し、藻岩ダムの直上流で豊平川本川に合流する。 
 

(2)  既往災害 

簾舞川では、過去に洪水氾濫、土石流、地すべり等の

災害が発生している。特に昭和40年9月の台風23号では、

簾舞川の氾濫により民家2戸の流出や定山渓鉄道橋の橋

脚が流出するなどの被害が発生している。空中写真の比

較による流域内の経年変化をみてみると、簾舞川の河道

内で出水による土砂移動の発生が繰り返し確認されてお

り、特に昭和36年と昭和41年では、顕著な土砂移動が発

生している（図-3）。その後、砂防堰堤が整備された後

は、流域出口において顕著な土砂災害は発生していない

ものの、今もなお土砂移動ポテンシャルが高い流域であ

ると考えられる。 
 

3.  検討方針 

簾舞川流域における深層崩壊による土砂災害対応の検

討フローを図-4に示す。既往災害資料や空中写真の収集、

現地調査等による簾舞川流域の土砂動態を把握した上で、

深層崩壊による土砂災害シナリオを作成し、シナリオに

基づく数値シミュレーションを用いた影響検討（対策施

設検討、被害想定）を行った。また、これらの検討結果

をもとに警戒避難の方策検討を進め、関係機関協議を実

施していく方針とした。なお、今後、流域内にて豪雨等

による土砂移動が生じた場合には、流域内の荒廃状況や

施設効果等のモニタリングを実施し、土砂災害シナリオ

の妥当性を検証していくことが望ましいと考える。 
 

 

 

図-2  簾舞川流域図 

 

 

 

                                       出典：国土地理院の空中写真 

図-3  東御料堰堤付近における経年変化 

 

 

S40 出水によ
る土砂移動 

東御料堰堤
整備 

S56 出水によ
る土砂移動 

簾舞川 東御料堰堤 東御料堰堤 



Yousuke Takahashi, Hirotoshi Yoshida, Kazuki Yonemori 

4.  簾舞川の土砂動態把握 

(1)  流域内の荒廃状況 

簾舞川流域の荒廃状況や深層崩壊に起因する土砂災害

を把握するためには、深層崩壊の発生時期の推定や発生

タイプを区分することが重要である。このうち、発生時

期については、直接的な年代指標となるデータが現地で

得られなかったため、深層崩壊跡地と周辺の地形関係か

ら推定することとした。このため、現地調査、LP地形

図や空中写真等を用いて、流域内の地形区分及び段丘区

分を行い、平面図にとりまとめた。作成した一例を図-5
に示す。段丘面の形成年代の推定にあたっては、豊平川

流域に発達する河岸段丘などをテフラに基づき編年した

山岸・香河（1978）1)の論文を参考にした。 
地形区分と深層崩壊跡地の分布状況、空中写真による

崩壊地等の判読結果などから、深層崩壊の発生時期の推

定を行った。この結果、T2面と同時期に区分される段丘

面上に発生した深層崩壊の発生時期は、段丘面上にその

崩壊土塊が載っていることから、T2面形成後に発生した

と推察される。また、T2面形成時期は、山岸・香河

（1978）より約15,000年よりも新しい可能性があるとさ

れている。最も古い空中写真（1947年）には既に深層崩

壊跡が認められることから、この深層崩壊の発生時期は、

T2面形成（約15,000年）後以降～1947年以前であると推

定された。 
流域内の現地調査結果を踏まえ、これまで確認した深

層崩壊を4つのタイプに区分した。各タイプの概要等は

表-1のとおり整理した。これらのタイプのうち、今後も

河道へ土砂供給を引き起こす可能性を有し、下流域での

被害の危険性という観点で着目したのは、タイプc)とd)
である。 

 

 

 

  

図-5  地形区分及び段丘区分の例 
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図-4  深層崩壊による土砂災害対応の検討フロー 
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a) 段丘面（離水面）上に発生した深層崩壊 
b) 土石流化した深層崩壊 
c) 天然ダムの形成、決壊を伴う土石流を引き起こし

た深層崩壊 
d) 堆積物末端部の地すべりや斜面崩壊に伴う恒常的

な土砂供給を伴う深層崩壊 
 
c) 天然ダムの形成、決壊を伴う土石流を引き起こした

深層崩壊 

深層崩壊の発生に伴い天然ダムを形成した痕跡を有す

る深層崩壊跡地が主要支川である西御料川で認められた。

深層崩壊発生斜面の対岸には、天然ダム形成を示唆する

堆積面が存在している。この地点は、現河道に接する斜

面で、地形的にも狭窄部となっている。また、この深層

崩壊発生斜面に隣接して、凸型斜面等不安定な斜面が存

在し、斜面上には安山岩の岩屑に覆われている箇所（写

真-1）や段差開口亀裂など新しい変状が認められる箇所

が存在する。 
 
d) 堆積物末端部の地すべりや斜面崩壊に伴う恒常的な

土砂供給を伴う深層崩壊 

簾舞川本川中流域の右岸にある深層崩壊跡地で、現河

道に接し、堆積岩の流れ盤構造を呈している。深層崩壊

堆積物は、簾舞川本流に押し出すように末端部で突型斜

面を形成し、河川に面する末端斜面では、新しい押し出

し変状やすべり面末端の粘土（写真-2）および湧水、河

床付近の岩盤部に条線が確認され、現状で活動している

痕跡が認められる。このため、河川の侵食により定常的

な土砂供給がなされている。 
また、深層崩壊跡地の隣接部には、等高線が斜面下方

へ張り出した凸型斜面がみられ、滑落に至る前の漸移期

に相当すると考えられるクリープ斜面が認められること

から深層崩壊が発生する可能性を有しているものと考え

られる。 
 

 

表-1  簾舞川流域で確認された深層崩壊のタイプ 

a)段丘面（離水面）上に発生した深層崩
壊

b)土石流化した深層崩壊
c)天然ダム形成、決壊に伴う土石流を引
き起こした深層崩壊

d)堆積物末端の地すべりや斜面崩壊に
伴う恒常的な土砂供給を伴う深層崩壊

崩壊発生
概要

深層崩壊堆積物は離水した平坦な段丘
面上に分布しており、現河川への土砂供
給源となっていない。

流動化を示唆する地形の存在から、深層
崩壊の土石流化が過去に発生した可能
性がある。主に支川源頭部に分布してい
る。

深層崩壊発生斜面の対岸に、天然ダム
形成を示唆する堆積面が存在する（西御
料川）。この地点は、現河道に接する斜
面であり、地形的にも狭窄部となってい
る。

深層崩壊堆積物末端部で、河川による
侵食・崩壊や地すべり活動（新しい押し
出し、すべり面粘土等）が確認されている
（簾舞川本川中流域）。

今後の
危険性

崩壊堆積物は安定しており、現河道とは
接していないため、出水等による新たな
崩壊や土砂供給を引き起こす可能性は
高くないと想定される。

過去に発生した可能性がある箇所は支
川源頭部であり、下流端まで土石流とし
て被害を及ぼす可能性は高くないと想定
される。

深層崩壊発生斜面に隣接して、凸型斜
面等不安定な斜面が存在し、新しい変状
が認められる箇所がある。

既往深層崩壊跡地の隣接地域には、ク
凸型斜面（クリープ斜面）がみられ、今後
深層崩壊発生が発生する可能性を有し
ている。

土砂移動
現象

深層崩壊

地すべり

洗掘・崩壊

土石流化

土石流化

段丘等 離水面

決壊

天然ダム

形成

 

 

 

 

写真-1  不安定斜面における安山岩の岩屑分布状況 

 

 

 
写真-2  地すべり末端のすべり面粘土と押し出し状況 
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(2)  粒度分布特性の把握 

土砂災害シナリオの作成や数値シミュレーションを行

うため、簾舞川の河床堆積物及び崩壊堆積物の粒径調査

を実施した。河床堆積物については、近年の土砂移動に

よる堆積物を対象に、崩壊堆積物については、過去に空

中写真で判読されている深層崩壊堆積物や近年の融雪期

（残雪期）に新しく崩壊したと推察される崩壊堆積物を

対象とした。 
各調査地点では、容積サンプリングと表面サンプリン

グ（線格子法）を行い、両手法から得られた粒度曲線の

合成を行った（図-6）。調査の結果、段丘面（離水面）

上に発生した深層崩壊堆積物は、主に安山岩であり、そ

の粒度分布は粗い状態（崩壊2：d60で160mm）である一

方、新しく崩壊した堆積岩主体の堆積物は、細かい粒度

分布（崩壊1：d60で16mm）であった。また、河床堆積

物の粒度分布（河床1，河床2：d60でそれぞれ、87mm，

66mm）はこれら崩壊堆積物に包含される粒度分布であ

った。 
 

5.  土砂災害シナリオの作成 

簾舞川流域の流域特性を踏まえ、深層崩壊に起因する

土砂災害シナリオの作成を行った。土砂災害シナリオ作

成にあたっては、次の手順で実施した。 
 
① 深層崩壊跡地の位置（距離、比高/距離など）や

規模（崩壊土砂量）に基づくシナリオ 
② 現地調査に基づき、今後、大規模土砂災害を引

き起こす可能性を有するシナリオ 
 
①については、深層崩壊発生位置から検討対象地点

（本報では、計画施設位置）までの位置に関する指標と

深層崩壊跡地の規模に関する指標から抽出し、シナリオ

を作成した。ただし、このシナリオでは、既往の深層崩

壊跡地を対象としているため、深層崩壊の発生しやすさ

が考慮されていないことや想定される規模（ブロック）

が過去の実績に基づいているという課題が残る。 
このため、①のシナリオに加え、空中写真で判読され

ている既往の深層崩壊跡地周辺や地すべり地形として明

瞭に認められる箇所のうち、保全対象にも近く、大規模

土砂災害を引き起こす可能性を有すると想定される箇所

を抽出するとともに詳細な現地調査を行い、新たなシナ

リオとして、深層崩壊タイプd)を追加した（②のシナリ

オ）。 
この結果、簾舞川流域では、想定シナリオ箇所として

複数箇所抽出し、これらのシナリオに対する影響検討を

行った。 
 

6.  土砂災害シナリオに対する影響検討 

想定される土砂災害シナリオに対し、数値シミュレー

ションによる解析を行い、計画施設に対する施設対策検

討や保全対象への被害を想定した。 
 
(1)  数値シミュレーションによる解析 

想定される土砂災害シナリオに対する被害想定等を把

握するため、数値シミュレーションを実施した。使用し

た数値解析モデルの概要は次のとおりである。 
 

・ 深層崩壊発生地点（上流）から保全対象地点（下

流）までを一体として計算 
・ 山地河川（深層崩壊発生領域～谷底平野）につい

ては1次元河床変動計算を、下流部の氾濫・堆積領

域については2次元河床変動計算を採用 
・ 1次元河床変動計算では、土砂の集合運搬形態から

掃流状集合流動、さらに掃流砂までを計算 
・ 地形データはLPデータを使用 

 
想定されるシナリオに対し、数値計算対象とした現象

は、「深層崩壊に起因する土石流」と「天然ダムの形

成・決壊に伴う土石流」とした。このうち、深層崩壊に

起因する土石流の計算にあたっては、「深層崩壊に起因

する土石流の流下・氾濫計算マニュアル（案）」2)に基

づき実施した。天然ダムの形成・決壊に伴う土石流の計
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図-6  粒径調査結果（粒度分布曲線） 
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図-7  計算結果の一例（天然ダム） 
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算にあたっては、COSTAの式を用いて天然ダム越流時

のピーク流量を算出し、天然ダム下流の河床変動計算を

実施した。 
 
(2)  被害想定 

想定されるシナリオに対し、現況での簾舞川本川下流

での被害想定を行った。簾舞川流域の特色として、支川

である西御料川との合流点より下流は河床勾配が1/20～
1/30程度であり、また深層崩壊想定箇所から保全対象ま

での距離も長いため、深層崩壊に起因する土石流は、人

家等に影響をおよぼす氾濫は想定されない結果となった。

一方、天然ダムの形成・決壊に伴う土石流に関しては、

湛水により総流出流量が大きくなるため、天然ダム決壊

に伴うピーク流量の減衰は顕著に認められず、簾舞橋の

上下流付近で氾濫が想定されるケースも認められた（図

-8）。 
このため、想定されるシナリオのうち、天然ダムの形

成・決壊に対しては、ハード対策の着実な実施とソフト

対策（監視・警戒避難）の検討が必要であると考えられ

る。 
 
(3)  施設対策検討 

今後、整備を予定している計画堰堤に対し、数値シミ

ュレーションを用いて、想定現象に対する施設の安定性

評価や補強対応の必要性について検討を行った（図-7）。

現時点での解析結果では、深層崩壊による土砂移動が生

じた場合の想定ピーク流量や想定外力は通常の設計（土

石流・流木対策設計技術指針に基づく）より小さくなる

ことを確認した。 
なお、今回作成した土砂災害シナリオや現地調査等で

判明した過去の土砂移動現象を踏まえ、計画施設の形式

や規模については、引き続き詳細な検討を進めることが

必要であると考える。 
 

7.  まとめ 

本報告は簾舞川を検討モデル流域として、深層崩壊に

よる土砂災害発生シナリオの作成とその対策手法につい

て、その検討内容を示したものである。今後は豊平川直

轄砂防区域の他流域での検討や、豪雨等により簾舞川流

域で土砂移動が生じた場合のモニタリングを行うことに

より、土砂災害発生シナリオの検討や数値シミュレーシ

ョン精度の向上が必要であると考えられる。 

また、大規模な土砂災害発災時の具体的な災害対応と

して、深層崩壊発生後の土石流危険範囲の事前周知、土

砂災害防止法に基づく予備・緊急調査、初動対応、監視

観測・応急復旧や国の避難支援対応等について、各関係

機関（北海道・札幌市など）との連携による、警戒避難

の方策やリスクの周知方策等について、対応の必要があ

る。 
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図-8  土砂災害シナリオに対する被害想定 
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