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１．はじめに

流砂系の総合的な土砂管理では、山地から下流河
川・海岸・沿岸への土砂動態において、山地領域は主
要な土砂生産源であり、土砂生産量を量的・質的（粒
径別）に評価することが重要な課題の一つである。と
くに、斜面から河道へ供給される土砂の量や粒径分布
は、河道内の土砂動態を数値モデル等で再現する際の
境界条件であり、上流山地域の生産土砂量と下流河
川・海域への流出土砂量との関係を検討する際にも重
要な情報となる。
斜面崩壊や渓岸侵食による土砂生産量は、2時期
の航空レーザ測量（以下、LP測量）による高解像度

DEMを用いた標高差分解析により地形変化量として
求められ、単位は通常、空間体積（m3）で評価される。
しかし、空隙率や粒径についてはほとんど調査・評価
されることなく、地形変化量だけを用いて侵食量と堆
積量の収支が議論される場合も少なくないたとえば1)。一
方、山地から海域まで一出水で流下する浮遊土砂（流
域斜面の侵食により生産され河床材料とほとんど交換
されずに輸送されるウォッシュロードと、河床材料か
ら浮遊形態で輸送される浮遊砂の一部で構成される微
細土砂）の流出量は、検討対象流域の下流端で調査・
観測する河川水中の浮遊土砂濃度（mg/l）に流量
（m3/s）を乗じて算出される。そのため、単位期間（及
び単位流域面積）あたりに流出した浮遊土砂の重量（例
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図－1  パンケヌーシ川流域の地質と解析対象範囲
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えばkg/sやt/yr、t/km2/yr）として評価される場合が
多い。流砂系の土砂動態において山地から海域まで一
貫した土砂収支を把握するには、異なる単位で評価さ
れた土砂生産量と流出量を粒径階ごとの土砂重量とし
て単位を統一して再評価する必要がある。
浮遊土砂は、一般に流域斜面全体（ノンポイントソ
ース）の表面侵食や渓岸・河岸侵食により生産・流出
すると考えられるがたとえば2)、豪雨等による大規模土砂
生産が生じた場合はそれらが浮遊土砂の主要な生産源
となる。平成28年（2016年）8月の北海道豪雨では、
来襲した台風第7号、第11号、第9号と引き続く台風第
10号に伴う地形性豪雨により、沙流川上流域で斜面崩
壊や河岸・渓岸侵食、土砂・洪水はん濫が発生し、宅
地・農地・道路・橋が被災する大災害となった。沙流
川から海域に流出する浮遊土砂について、濁度計観測
や放射性同位体トレーサ解析により、台風第10号に伴
う出水時の浮遊土砂の主要な生産源が沙流川上流域に
分布する深成岩や付加コンプレックス地域であると推
定されている3)。しかし、上流域の土砂生産・流出実
態について斜面崩壊に関するいくつかの調査・解析事

例があるものの4),�5),�6)、河道も含めた侵食・堆積実態
については未解明であり、下流への浮遊土砂流出との
関連は十分な知見がない。
そこで本稿では、平成28年8月北海道豪雨により大
規模土砂生産が生じた沙流川流域を対象に、浮遊土砂
流出量と比較するために、上流山地域の河床変動に伴
う侵食・堆積量を粒径階別に評価することを目的とし
た。2時期のLP測量成果を用いた標高差分解析により
土砂収支をもとめ、地質・河川地形との関係を調べた。
また、河道区域の標高差分解析により出水による侵食
域と堆積域を抽出し、あわせて、当該区域において河
床材料調査を行った。

２．方法

２．１　研究対象地

研究対象流域は、平成28年（2016年）8月北海道豪
雨（台風第10号）により河岸・渓岸侵食、河床変動及
び斜面崩壊が生じた沙流川水系パンケヌーシ川流域
（流域面積95.8�km2）とした（図－1）。沙流川流域から
流出した浮遊土砂の生産源は、地質図と放射性同位体
トレーサにより6つに地域区分される3),�7)。パンケヌー
シ川流域はそれら6つのすべてが含まれているが、本
研究の対象とするLP測量が実施された河道区間には、
上流から深成岩（生産源区分D；苦鉄質深成岩、ミグ
マタイト質深成岩、付加コンプレックス・苦鉄質深成
岩類）、付加体基質（生産源区分C-3；メランジ基質の
泥岩・砂岩）及び付加体玄武岩ブロック（生産源区分
C-1）が分布している（図－1）。パンケヌーシ川には、
下流から砂防堰堤が1基、治山堰堤が2基、水力発電用

図－3  河床材料調査地点の選定例

（左：航空写真、右：航空写真と2時期DEMの標高差分解析結果の重ね図。白矢印：流向、赤矢印：河床の砂礫堆、青矢印：
河岸段丘。図－2の概念図に対応。）
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図－2  河床材料調査地点の概念図
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取水設備が1基設置されている。平成28年8月30～31日
の台風10号に伴う地形性豪雨では、降水量300�mm以
上の範囲に対応した上流域の深成岩地域に表層崩壊が
多数発生した5)。

２．２　地形変化量の調査・分析・解析方法

地形変化量を評価するために、平成28年8月豪雨
前後に実施されたLP測量（2012年・国土交通省北海
道開発局、2019年・寒地土木研究所）の成果を用い
て1�mメッシュのDEMを構築した。解析対象範囲は
2019年DEMの取得範囲（図－1;� 23.5�km2）とした。2
時期のDEMの標高差分解析に際し、急傾斜の山岳地
帯では誤差が大きく、正しく評価できない場合がある。
そこで、解析対象範囲を支流域界で分割した領域ごと
に、2019年DEMの位置補正として水平補正（位相限
定相関法；POC法）及び3次元補正（ICP法）を行い、
標高値の誤差検証により最適な補正方法を選択するこ
ととした。また微地形解析により斜面と河道に区分
し、地形区分ごとに地形変化量を整理した。

２．３　河床材料調査方法

河岸・渓岸侵食や河床変動による土砂収支や細粒土
砂流出量（重量）を検討するには、侵食土砂と堆積土
砂の粒径分布と空間体積における土砂重量を把握する
必要がある。そこで、各調査地点において、侵食土砂
と同等の構成材料であると想定される河岸段丘と、堆
積土砂が保存されている砂礫堆を、それぞれ1箇所ず
つ選定し、河床材料調査地点とした（図－1、�2、�3）。
河床材料調査には、線格子法と容積法の組み合わせ
による粒径分布調査8)を採用した。これは、線格子法

の測線長を長さ、礫の最大長径を幅・深さとした仮想
空間において、線格子法による礫の間隙が、容積法で
掘削した土砂により充填されたと仮定し、粒径分布を
合成するものである（図－4）。線格子法では、個数分
布による粒径加積曲線、統計値を調べるために、各調
査地点に設置した測線上の中径100�mm以上のすべて
の礫について短径・中径・長径を計測した。測線長は
50�m程度とし、計測試料数が100個以上となるように
設定した。容積法は、線格子法で設定した測線近傍に
おいて方形区（1�m×1�m）を設置し、表層のゴミを
除く、深さ50�cm程度以内に存在する土砂を採取した。
採取した土砂試料のうち、中径100�mm以上のすべて
の礫について短径・中径・長径と重量を計測した。中
径100�mm未満の砂礫について、その全重量を計測し、
粒度分布測定等の室内試験のため、四分法を複数回実
施して30�kg程度を分取した。室内試験は、ふるい試
験及びレーザ回折・散乱式粒度分布測定を実施した。

３．結果と考察

３．１　位置精度の検証と補正量

2019年DEMの位置補正方法による差分解析精度を
比較するため、水平距離100～200�m程度の測線を25箇
所設定し、標高差（誤差）の比較を行った。図－5は

図－4  線格子法と容積法による粒径分布合成の概念図

　　　　 村上（2019）8)に加筆

図－5  位置補正法による標高値誤差の比較例

図－6　差分解析による地形変化量の評価事例
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その一例であるが、位置補正なしの場合に比べて水平
補正（POC法）は誤差平均が改善されたがばらつき
が大きく、3次元補正（ICP法）では誤差の平均、ば
らつきともに大幅に改善されていることがわかる。本
研究では小流域単位でICP法を適用し、地形変化のな
い領域の標高誤差を最小化するよう位置補正し2019年
DEMとして再構築した。

３．２　河床変動による土砂収支

河床変動による土砂収支を把握するために、微地形
区分による河道域を対象に、2時期のDEMの差分解析
から得られた正・負の標高差をそれぞれ堆積量・侵食
量として評価した。なお、2012年から2019年の間で地
形変化を生じさせるほどの大規模な出水は、平成28年
（2016年）8月北海道豪雨以外に確認されていない。そ

こで本稿では、2時期のDEMの標高差分解析で得られ
た地形変化を、平成28年8月北海道豪雨に伴う出水と、
一部地域ではその後の災害復旧工事によるものとして
扱う。解析対象範囲の河道部分を河川流心の流下方向
に50�m間隔で区切って侵食量と堆積量を集計した（図

－6）。河道における侵食量・堆積量と河川地形・地質
との関係を調べるため、河川縦断形・河床勾配（任意
地点から上流250�m区間の平均河床勾配）、平均河道
幅、地形変化量、平均河床高変化量を図－7に示した。
河道幅は地質の影響を大きく受け、8700�mより上流
の深成岩区間は狭く、中流（3700～8700�m）のミグ
マタイト質深成岩から付加コンプレックス・苦鉄質深
成岩類・メランジ基質の区間で約2倍に広くなる（図

－7(b)）。さらに下流の付加体・玄武岩区間（C-1）で
は急激に狭くなる。地形変化量と河道幅の対応を見る

図－7  パンケヌーシ川の河川地形と地形変化量の縦断変化

地質区分は産総研20万分の1シームレス地質図（詳細版）を使用
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と、河道幅の広い区間で侵食・堆積量の振れ幅が大き
いことがみてとれる（図－7(b)、(c)）。一方、崩壊地
が多く発生した上流の深成岩区間では、河道域の地
形変化量は比較的小さかった（図－7(c)）。河床高の
平均変化量を地質別に見てみると、河道幅の広い付加
コンプレックス・苦鉄質深成岩の区間では、平均4�m
以上の河床上昇が見られた（図－7(d)）。一方、下流
の河道幅の狭い付加体・玄武岩（C-1）の区間で平均
-0.687�mの河床低下が見られた（図－7(d)）。これは、
河道幅が狭く直線的な流路形状であった元河床が埋積
した一方、河岸段丘や支流合流点の沖積錘、渓岸の侵

食が卓越したためと考えられる。このように河川地形
は流下する箇所の地質によって大きく異なり、出水時
の侵食量・堆積量に影響を及ぼしていることが示唆さ
れた。
解析対象範囲の河道部分全体における侵食量、堆積
量及び正味の地形変化量はそれぞれ91万m3、65万m3

及び－26万m3であった（図－8）。生産源区分別に見
ると、D（深成岩）の侵食量・堆積量は、付加体地域
のC-1やC-3の2倍以上であった。解析対象範囲より上
流域も含めると、深成岩地域の河岸侵食量はさらに大
きくなると考えられる。なお、付加体地域の河岸段丘
は、その地点近傍で生産された土砂だけでなく、上流
の地質地域で生産された土砂で構成されている可能性
があるが、本稿では考慮しないこととし、別の機会に
検討することとしたい。
さて、パンケヌーシ川流域では斜面崩壊による土砂
生産量が推定されており、河床変動量との比較が可能
である。秋田ら6)は2時期のDEMを用いた標高差分解
析や衛星画像解析により、パンケヌーシ川流域におけ
る平成28年8月豪雨による崩壊土砂量を約45万m3と推
定し、そのうちのほとんどが深成岩地域（約38万m3）
で生じたとしている。河道区間の土砂生産が河床変動
にともなう河岸侵食で生じたと仮定すると、本研究
の解析対象範囲における土砂生産量（侵食量の総量；
91万m3）はパンケヌーシ川流域の崩壊土砂量の約2倍図－8  生産源区分別・地質別の土砂収支

（左：生産源区分別、右：地質別）

図－9  線格子法と容積法による河床堆積地と河岸段丘の調査状況（サイト3）
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に相当する。そのうち深成岩地域（生産源区分D）の
河岸侵食量51万m3は同じ地域の崩壊土砂量（38万m3）
の約1.3倍大きかったと評価される。また付加体地域
（生産源区分C-1及びC-3）の河岸侵食量は40万m3あり、
相当量の土砂生産が生じたことがわかった。これらの
ことから、パンケヌーシ川流域における平成28年8月
豪雨にともなう土砂生産は、深成岩地域の斜面崩壊だ
けでなく、深成岩地域と付加体地域での河岸侵食が大
きく寄与したと考えられる。ちなみに、崩壊土砂量と
本川河道沿いの河岸侵食量の合計をパンケヌーシ川流
域の総土砂生産量だと仮定すると、少なくとも67%が
河岸侵食によるものと試算される。
また水垣ら3)は、岩石由来の放射性同位体を土砂移
動トレーサとして平成28年8月豪雨時に沙流川下流か
ら流出した浮遊土砂の生産源推定を行い、台風第10号
による出水時に付加体地域（C-1及びC-3）の寄与が高
いことを報告している。このことは、パンケヌーシ川
の付加体地域における河岸侵食が浮遊土砂流出に寄与
した可能性を示唆している。ただし、ここで算出した
河道侵食による土砂生産量は空隙込みの地形変化量
（m3）による評価であり、粒径が考慮されていないこ
と、解析対象範囲外のパンケヌーシ川上流や支渓流か
らの崩壊・流出土砂の流入量、解析対象範囲内の堆積
量は含まれないことに留意が必要である。したがっ
て、上流山地域における土砂生産量と下流へ流出する
浮遊土砂流出量とを比較するには、河床変動に伴う土
砂収支（堆積量と侵食量を加味した、系外への土砂流
出量）を粒径別に重量（t）で評価する必要がある。

３．３　河床変動による粒径別侵食・堆積量

河床堆積地と侵食されたであろう河岸段丘では、ほ
とんどの地点において掘削・採取した土砂の粒径が明
らかに異なっており、単位体積当たりの土砂重量も大

きく異なっていた（図－9）。前節で述べた地形変化量
による空間体積ベースの土砂収支は、土砂重量ベース
で換算すると大きく異なる可能性がある。
各調査地点の粒径分布を比較するために、全地点の
合成粒径加積曲線を図－10に示した。河床堆積地（R）
では、サイト1からサイト5（図－1参照）へと下流に
向かって90%粒径が小さくなる傾向が見られた。河岸
段丘（T）では、サイト3とサイト4が砂（粒径2�mm未満）
の含有率が他の地点よりも顕著に高いことが特徴的で
あった。
各調査地点において、容積あたりの全重量（kg/m3）

に各粒径階の重量比を乗じて、各粒径階の容積あたり
重量を算出した（図－11）。粒径100～500�mmの礫が
500�kg/m3以上と突出している地点が多く、一方、粒
径0.005～0.075�mm及び0.075～0.106�mmの重量は100�
kg/m3以下であった。
河道区間における土砂収支と細粒土砂流出量を評価
するために、地質別・粒径階別の容積当たり重量を、
空間体積で評価した地質別（生産源区分別）の地形変
化量に乗じて、いくつかの粒径階に区分して侵食・堆
積土砂の重量を算出した（図－12）。なお、河道区間
内の侵食・堆積土砂量による収支には、斜面崩壊等に
よる斜面から河道への土砂供給量は加味していないこ
とに留意する必要がある。
粒径100�mm以上の礫のほとんどは深成岩（D）の
区間で堆積していることがわかった（図－12）。また、
粒径100～500�mmの画分は付加体基質（C-3）及び付
加体玄武岩ブロック（C-1）で侵食量が堆積量に比べ
て多く、ほとんどが下流へ流出したものと考えられる。
一方、粒径53～100�mmの画分では、付加体基質（C-3）
で侵食量がやや多いものの、どの区間でも堆積量が卓
越し、堆積傾向であった。粒径19～53�mm及び9.5～
19�mmの画分でも侵食量は比較的小さく、下流ほど

図－10  線格子法と容積法による合成粒径加積曲線 図－11  粒径階別の容積あたり重量
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堆積量が多い傾向がみられた。また対象区間全体でみ
ると、粒径0.425�mm以上の画分で侵食量より堆積量
が多く、堆積傾向であることがわかった。
一方、下流へ流出する浮遊土砂を構成する粒径
0.425�mm未満の画分について、対象区間全体では侵
食量が堆積量を上回る傾向がみられる（図－12右）。
浮遊砂成分となりうる粒径0.075～0.425�mmの画分（細
砂）について詳細にみてみると、深成岩（D）で8.8
万t（そのうち古・新第三紀深成岩及びミグマタイト
質で3.5万t、付加体・苦鉄質深成岩で5.3万t）が段丘
の侵食で生産された一方、河道内で5.6万tが堆積した。
対象区間より上流域や側方斜面から河道への土砂供給
量を考慮していないが、少なくとも対象区間の深成岩
（D）地域の河道内から正味3.2万tが流出したと推定さ
れた。また付加体基質（C-3）と玄武岩ブロック（C�
-1）では、それぞれ1.6万t及び3.1万tが段丘の侵食で生
産され、堆積量はそれぞれ4.6万t及び2.6万tと推定さ
れた。対象区間全体では侵食量が13.5万t、堆積量が
12.8万t、河道から下流への流出量は少なくとも0.7万t
弱と推定された。細砂であっても、上流山地域に相当

量の土砂が滞留することが示唆された。
ウォッシュロードの主成分となる粒径0.075�mm未
満の画分（シルト・粘土）では、堆積量が侵食量に比
べて少なく、侵食された土砂のほとんどが下流へ流出
したと考えられた（図－12右）。生産源区分別では、
深成岩（D）で3万t（そのうち古・新第三紀深成岩及
びミグマタイト質で1.5万t、付加体・苦鉄質深成岩で
1.5万t）、付加体基質（C-3）で1万t、付加体玄武岩ブ
ロック（C-1）で0.8万tが段丘の侵食により流出したと
推定された。対象区間全体では侵食量4.8万t、堆積量
は0.9万t弱となり、少なくとも対象区間の河道内から
3.9万tの浮遊土砂が下流へ流出したと推定された。
水垣ら3)は、岩石由来の放射性同位体を土砂移動ト

レーサとして平成28年8月豪雨時に沙流川下流から流
出した浮遊土砂の生産源推定を行い、台風第10号に伴
う沙流川流域内の付加体基質（C-3）及び付加体玄武
岩ブロック（C-1）、深成岩（D）からの浮遊土砂流出
量をそれぞれ約61万t、約38万t、及び約5万tと推定し
ている。これらの浮遊土砂が粒径0.075�mm未満の土
砂で構成されると仮定し、本研究で得たパンケヌーシ

図－12  河床変動にともなう生産源区分別・粒径階別の侵食量・堆積量
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川の河床変動による粒径0.075�mm未満の土砂流出量
の寄与を試算すると、付加体基質（C-3）では約1.6%、
付加体玄武岩ブロック（C-1）では約2.1%、深成岩（D）
では約60%がパンケヌーシ川の河岸侵食（段丘の侵食）
で供給されたことになる。斜面崩壊や対象区間より上
流からの土砂供給量を考慮すれば、パンケヌーシ川流
域の深成岩（D）地域における浮遊土砂生産量は多く
なると推察される。一方、付加体基質（C-3）や付加
体玄武岩ブロック（C-1）の寄与は低く、側方斜面の
斜面崩壊も少ないことから、山地斜面の表面侵食や支
渓流からの土砂供給を考慮する必要があると考えられ
る。このように、河床変動に伴う河岸侵食が流域の浮
遊土砂流出に及ぼす影響は、地質によって大きく異な
ることが示唆された。

４．おわりに

本稿では、沙流川水系パンケヌーシ川を対象にした
2時期のLP測量による高解像度DEMを用いた標高差
分解析により、平成28年8月北海道豪雨に伴う沙流川
水系パンケヌーシ川流域における河床変動量（空間体
積）を推定した。また、河床材料調査により粒径階別
の河道侵食・堆積量（重量）を評価し、下流へ流出す
る浮遊土砂流出量（重量）を地質別に定量評価した。
その結果、ウォッシュロードの主成分となりうる粒
径0.075�mm未満の画分は、河岸侵食により生産され
た量のほとんどが下流へ流出し、深成岩（D）地域か
らは少なくとも3万tが流域の浮遊土砂に貢献したと考
えられる。沙流川下流端における平成28年8月豪雨の
台風第10号に伴う出水時の地質別浮遊土砂流出量3)と
比較したところ、深成岩地域からの浮遊土砂流出量（重
量）のうち少なくとも約60%がパンケヌーシ川の河岸
侵食で生産されたものと推定された。一方、パンケヌ
ーシ川の付加体基質（C-3）や付加体玄武岩ブロック
（C-1）地域の河岸侵食は流域の浮遊土砂流出量の約
2%程度を供給していると推算され、深成岩地域に比
べて河岸侵食の寄与が相当小さいものと考えられる。
流域の土砂生産量と浮遊土砂流出量との関係を明ら
かにするには、本稿で評価した河床変動による土砂生
産・流出量だけでなく、斜面崩壊による土砂生産量を
粒径別に評価する必要がある。さらに、地形変化とし
て捉えにくい表面侵食による土砂生産量や、斜面から
河道への土砂供給量の評価も必要であり、今後の課題
としたい。
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