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長野県北安曇郡小谷村の（砂）濁沢では、過去の人命を伴う災害を契機に砂防事業による対

策を行ってきた。平成 16 年に全国でも 3 例目として導入されたワイヤネット堰堤の捕捉効果と

維持管理の状況、これまでと今後の活用について紹介し、考察する。 
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１．はじめに 

 

 北安曇郡小谷村は、脆弱な地質分布と急峻な山間

地形、冬場は豪雪に見舞われる地域特性から、特に

土砂災害が多い地域です。 

今回紹介する（砂）濁沢は、小谷村の北部（深原

地区）に位置し、その名が示す通り「常に水が濁っ

ている」といえるほど、土砂の流出が多い砂防河川

である。過去幾度となく土石流が確認されており、

昭和 30 年に土石流により住民１名が亡くなって以

降、砂防事業による整備が行われてきた。 

 平成 25 年に砂防設備としては最上流にあたるワ

イヤネット堰堤周辺の土砂撤去（除石）を終えて以

降、年数回の状況確認を行っていたが、H29 年度に

土石流の捕捉が確認されたため、H30 年度に除石を

実施した。 

 今回は、このワイヤネット堰堤の整備効果とその

健全度、今後の展望についてまとめた。 

 

 

２．流域の概要 

 

 （砂）濁沢は流域面積 3.06ｋ㎡、流路長約

4.0km、標高差 880m 平均河床勾配 1/4.5(12°)の典

型的な土石流危険渓流である。 

 流域は糸魚川～静岡構造線の東部地域に位置する

ことから、第三紀層の脆弱な地質を含むフォッサマ

グナ地帯で、大小の地すべり崩壊地が多数存在して

いる。 

 源流部は大渚山の南西に位置する山腹であり、総

土量 20 万 m3 以上とされる大崩壊地を抱えている

（写真-1・2）。 

 

 

３．濁沢砂防事業の経緯 

 

 昭和 30 年の土石流災害を受けて以降、8 基の砂

防堰堤が整備され、平成 10 年頃まで大きな土砂災

害が起きるたびに新たな砂防堰堤の整備を進め、平
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成 11 年までに土石流対策土砂整備率 80％を超える

に至った。しかし、平成 11 年の土石流で土砂が下

流まで到達したことから砂防全体計画を見直し、土

石流対策土砂整備率 100％以上、水系整備率 70％を

目指した水系砂防計画を策定し、既設堰堤のスリッ

ト化や嵩上げによる整備を実施してきた。今回取り

上げるワイヤネット堰堤も、この H11～H19 の事業

の中で整備したものである。 

事業が完了した後は、土石流の発生・捕捉が確認

される都度、除石やワイヤネットの補修工事を実施

しており、平成 24 年 7 月には約 1 万 4 千 m3 の土砂

が発生、捕捉高さ H=7.5m にもなる大量の土砂を捕

捉し、その後 2 年かけて除石を行った（写真-4）。 

 

 

４．ワイヤネット工の構造 

 

 濁沢ワイヤネット堰堤は、平成 16 年に当時全国

で 3 例目かつ都道府県初の新工法として（砂）濁沢

に採用された。構造は吊り橋に酷似しており、主

索、吊索、アンカレッジ（ケーブル固定台）、リン

グネットの４つの部材に大別される（図-2）。 

 リングネット下面は地中に埋め込み、捕捉土砂の

自重を利用し固定する構造となっている（図-3）。 

 土砂の計画捕捉量は V＝約 5,500m3 程度とされ、

現地での設置に伴う作業日数が少なく、施工に優れ

るが、その都度堆積土砂を除去しなければ、鋼材が

破断し堤体としての機能を維持できなくなるおそれ

がある。  

 過去に除石を実施した際にも、一部変形したリン

グネットを交換するなどして、機能維持に努めてき

た。 

 

 

５．土石流の発生と除石履歴 

 

前述のとおり、（砂）濁沢ではたびたび大規模な

土石流が発生しており、その都度 JR 大糸線が不通

になるなど、周辺交通や地区の生活に影響を及ぼし

ている（表-1）。 

平成 16 年 8 月にワイヤネット堰堤が完成して以

降は、土石流による下流への被害は確認されていな

い。 

表-2 土石流の捕捉と除石履歴 

16年 18年 18年 19年 23年 24年 24年 24年 25年 29年 30年
8月 7月 8月 9月 6月 7月 9月 11月 7月 10月 11月 11月 10月 10月

土石流捕捉

除石・補修

調査
（ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ）

26～29年19～23年時期（平成）

完成

17年

供用 概成

表-1 （砂）濁沢の大規模土石流の発生履歴 

発生時期 土砂量 被害

　昭和30年10月 不明 　死者1名

　昭和57年9月 不明 　JR不通（7時間）

　平成7年7月 12万m3 　JR不通（2年）

　平成11年10月 8万4千m3 　JR不通（15日間）

　平成24年7月 1万4千m3 　被害なし（土砂捕捉）

図-3 土砂捕捉イメージ（縦断面） 

図-2 ワイヤネット堰堤の構造（模式図） 

写真-4 当時の土砂捕捉状況（H24.7） 



砂防設備として確実に整備効果を発揮している一

方、一度大量の土砂を捕捉してしまうと、次の土石

流に備え除石作業を行わなければならず、恒久的な

砂防設備としては問題もある。実際、表-2 のとお

り、H19 年の事業概成後も土石流発生の都度除石を

行い、施設を維持してきた。 

 

 

６．H30 年の実施内容について 

 

(1) H30 除石工事 

 平成 24 年の土石流の後、しばらくの間（砂）濁

沢での土石流は確認されていなかったが、小規模な

土砂流出をワイヤネットで捕捉することが繰り返さ

れたため、H29 年時点ではかなりの量の土砂の堆積

が確認されていた（写真-5）。また、写真から読み

とれる様に、ワイヤネットでの土砂の捕捉状態が続

いた結果、捕捉しきれなくなった土砂や流水が側部

から流出し流路の洗堀と土砂の堆積によって河床が

大きく乱れてしまっていた。 

 約 1.5 ヶ月の除石工事を終え、ワイヤネットの状

況を確認してみると、長期間堆積土砂に埋もれてい

たリングネットの部材は変形し、本来の円形状を維

持していないものや、錆による変色が進んでいるも

のが見受けられた（写真-6）。これら異常部材等に

ついては、今後交換等による維持補修を行っていく

必要があると考える。 

 

(2) 部材の健全度について 

 設置から約 15 年が経過し、少なくとも 6 回以上

の土石流を捕捉していると思われるワイヤネット工

について、開発元である東亜グラウト工業（株）、

柔構造物工法研究会、（株）神戸製鋼所の協力でワ

イヤネット工の健全度を調べる調査試験が実施され

た。調査は平成 24 年にも行われており、前回調査

同様リングネット部材の鋼線サンプルを採取し、引

張強度試験により鋼材強度の確認を行った。 

 今回の調査では、リングネットの一部に錆や変色

がみられたため、あえて変状がみられる部材をサン

プルとして抽出し試験を実施した。 

 表-3 のとおり、リングネットの素線はいずれも

規格値以上の強度を有していることが確認された。

また、調査を行った東亜グラウト工業（株）の見解

としても、ワイヤネット工の性能と機能は維持され

ていると判断された。 

 

 (3) 今後の維持管理について 

 今回の工事で実施したのは除石のみであり、部材

の交換やワイヤネット全体の整形は行っていない。

部材の健全度調査の結果から、現状では性能に問題

はないと判断されているものの、構造物本来の柔軟

性や風化に伴う鋼材の強度低下に影響を与える可能

性があるため、今後の工事では一部部材の取り替え

も視野に入れる必要がある。 

 

 

７．現在の体制と活用について 

 

 （砂）濁沢では土石流が頻発するため、平成 13

年に土石流の発生を監視するためのライブカメラと

土石流を検知するワイヤーセンサーが設置された。

当時、まだ整備途中であった濁沢において、工事の

安全確認と地元への周知を目的としたものである

が、ライブカメラについては現在でも稼働中で、姫

川砂防事務所から濁沢の状況を監視できるようにな

っている（写真-7）。 

表-3 リングネット素線引張試験結果 

公称径
(mm)

試験体
記号

実測直径
(mm)

最大引張強度
(kN)

平均
(kN)

引張強さ
(N/mm2)

平均
(N/mm2)

実測直径
(mm)

最大引張強度
(kN)

平均
(kN)

引張強さ
(N/mm2)

平均
(N/mm2)

実測直径
(mm)

最大引張強度
(kN)

平均
(kN)

引張強さ
(N/mm2)

平均
(N/mm2)

1 4.54 28.6 1765 4.48 28.0 1780 4.52 28.7 1802

2 4.54 28.1 1730 4.47 28.5 1811 4.492 29.1 1831

3 4.55 28.9 1773 4.47 28.5 1814 4.503 29.2 1833

4.5±0.09 －
28.1
以上

－
1770
以上

4.5±0.09 －
28.1
以上

－
1770
以上

4.5±0.09 －
28.1
以上

－
1770
以上

28.5φ4.5

規格

品名
①　No,106（一部変形あり） No.106（一部錆あり）

28.5 1822

平成29年10月サンプリング

①　No,63（一部腐食あり）

28.3 1802

平成24年10月サンプリング

1756

写真-5 除石前（H29.11） 

写真-6 除石後（H30.12） 



また、平成 24 年から小谷村観光連盟による村内

の砂防設備を対象とした、マイクロバスで巡る観光

ツアーを実施している。H28 年からは（砂）濁沢の

ワイヤネット堰堤もそのツアーに組み込まれた（写

真-8）。最近では当事務所で配布している砂防ダム

カードの認知と相まって、一部の砂防設備は観光施

設としての効果もみられる。 

 

 

８．治山事業との連携 

 

 濁沢の砂防計画は下流を砂防事業で受け持ち、上

流を治山事業で整備する計画となっており、H19 年

に砂防事業が完了して以降も治山事業は継続してい

る（図-4）。 
 

 ワイヤネット堰堤は治山事業が完了するまでの

間、暫定的な整備率向上を目的として設置された仮

設的な構造物である。砂防事業により堰堤の改修を

行っている間は、下流の工事に対し安全対策として

の効果を発揮していたが、下流の砂防事業が概成し

上流の治山事業による整備を図っている現在では、

治山事業が概成すればワイヤネット堰堤は当初の役

割を終えることになる。そのため、平成 11 年に見

直しを行った全体計画において、ワイヤネット堰堤

は整備率に含まれていない。 

 

 

９．まとめ 

 

 ワイヤネット堰堤は土砂の捕捉効果が高く、施工

も早いが、継続的な除石作業や部材のメンテナンス

が必要となり、手間とコストがかかる。現在の

（砂）濁沢は、平成 11 年当時に比べ整備率が向上

したことで土砂の流出に伴う除石の頻度も下がって

きており、下流に砂防堰堤が 14 基も整備されてい

る事を踏まえると、ワイヤネット堰堤を維持する必

要性について改めて考える必要がある。現時点では

結論が出ていないが、上流で整備を続けている林務

部との調整や、近年の異常な降雨を踏まえ、今後、

ワイヤネット堰堤の扱いについて検討していきた

い。また、状況を整理し明らかになった維持管理面

での課題を、今後の工法選定や対策工の検討に活か

していきたい。 
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