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戸蔦別川流域における
平成28年8月豪雨時の土砂動態について
―LPデータを用いた流出土砂量の算定―
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平成28年8月豪雨では日高山脈の高標高地域で3日間雨量が500mmを超過し、十勝・日高地方
の広い範囲で水害や土砂災害が発生した。本研究は、顕著な土砂流出が発生した戸蔦別川流域
を対象として、災害前後に計測されたＬＰデータによる標高差分図等を用いて、流出土砂量の
算定を行って豪雨時の土砂動態を明らかにしたものである。
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1.

はじめに

平成28年8月28日から31日にかけて北海道へ接近した
台風10号の影響により、北海道の十勝・日高地方では広
い範囲で水害・土砂災害が発生した。これらの災害をも
たらした降雨は、地形性降雨に起因した豪雨により日高
山脈の高標高地域で3日間雨量が500mmを超過したことが
確認されている1）。
本研究では平成28年8月豪雨により顕著な土砂流出が
あった戸蔦別川直轄砂防区域を対象として現地調査によ
る土砂移動実態把握と、災害前後の2時期に取得した航
空レーザー計測データ（以下LPデータと呼ぶ）2）3）から
作成した標高差分図に基づき、流出土砂量の算定を行っ
た結果を報告するとともに、災害後に行われている土砂
動態のモニタリングについて紹介する。
なお、平成28年8月豪雨による土砂災害を受け、土砂
移動現象の考え方の技術的な助言を目的とした十勝川流
域砂防技術検討会4）が設置された。検討会では、平成28
年8月豪雨による十勝川流域上流の日高山脈東部地域に
おける土砂動態について総合的な評価検討が行われてお
り本稿の報告内容は、その検討資料として用いられたも
のである。

2.

に付加コンプレックスや堆積岩類が分布する（図-2）。
また、上流部斜面表層には周氷河堆積物と呼ばれる土砂
層が広く分布しているのが特徴である。戸蔦別川流域で
は十勝川直轄砂防事業において戸蔦別川砂防として昭和
51年に着手後、令和元年末までに6基の砂防堰
戸蔦別川
流域面積：306.1km2
流路延長：44km
平均河床勾配：1/37
＊札内川合流点までの諸元

戸蔦別観測所

図－1 戸蔦別川流域図（直轄砂防区域）

図-2 戸蔦別川流域の地質 5）

戸蔦別川流域の概要と平成28年8月豪雨の概要

戸蔦別川は、戸蔦別岳（標高1959m）を源流とする流
域面積306.1km2、流路延長44km、平均河床勾配1/37の河
川であり、十勝川水系札内川の主要な支川である（図1）。流域の地質は、上流部に深成岩・変成岩、下流部
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図-3 降雨データ（戸蔦別観測所）

堤と15基の床固工が整備されている。平成29年度末時点
での土砂整備率は、約60％（※札内川、岩内川含む）6）
で、引き続き砂防堰堤の新設や既設砂防堰堤のスリット
化などの整備が進められている。
平成28年8月台風10号に伴う戸蔦別川流域内の降雨は、
戸蔦別観測所で72時間の累加雨量が532mmと観測史上第1
位を記録している（図-3）。

3. 流域内の土砂移動実態

戸蔦別川と1次支川の合流部では土石流堆積物とみられ
る扇状地が形成された。合流部の対岸にも同様に土石流
堆積物が堆積していたことから、出水時には戸蔦別川が
流出した土砂により一時的に土石流堆積物により河道閉
塞した可能性がある（図-5）。
(3) 流路移動による侵食と河畔林の流出（谷底平野・
扇状地区間）
ピリカペタヌ沢川、オピリネップ川などの支川下流お
よび本川の谷底平野や扇状地区間では、流路移動による

平成28年8月豪雨後に実施した崩壊地判読や現地調査
の結果、戸蔦別川流域内の土砂移動実態について下記
の特徴があきらかとなっている（図-4）7）。
(1) 崩壊地（山地部）
崩壊地は図-4に示すとおり、大正ノ沢から七ノ沢付近
にかけての左岸上流域及び清水沢からピリカペタヌ沢
川付近にかけての右岸中流域に多く分布している。崩
壊地の特徴として谷筋に沿って源頭付近から崩壊した
箇所が多く、谷筋では土石流として流下した痕跡が多
く見受けられる。崩壊の多くは小規模な表層崩壊であ
るが、ピリカペタヌ沢川上流や清水沢上流においては、
周氷河堆積物と見られる土砂層の大規模な崩壊の発生
を確認した（図-5）。戸蔦別川流域の崩壊面積率は
0.5％で、札内川の0.1％に比べ相対的に高い崩壊率であ
った4)。
(2) 土石流（山地部）
土石流は、崩壊地同様に左岸上流域及び清水沢からピ
リカペタヌ沢川の右岸支川の源頭部で発生している。1
次支川であるピリカペタヌ沢川やオピリネップ川では上
流の2次支川で土石流が発生し、下流の治山施設に堆積
している。一方、1次支川の清水沢では源頭部の急斜面
の崩壊により発生した土石流が戸蔦別川本川まで到達し、

平成 30 年 5 月撮影

図-5 清水沢源頭部の崩壊と谷出口の土石流扇状地

平成 28 年 9 月撮影

図-6 戸蔦別川第 1 号砂防堰堤の堆砂状況

図-4 平成 28 年 8 月豪雨による戸蔦別川流域の土砂移動実態
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低位段丘の侵食やそれに伴う河畔林の流出が発生した。
また、下流の床固工群区間では側方への流路移動により
袖部の流出や護床工の流出など4基の床固工に被害が発
生した。一方、本川に設置されている5基の砂防堰堤の
うち4基（1号、5号、6号、7号）においては、流出土砂
を補足するなどの施設効果が確認された（図-6）。また、
床固工群では床固工により流路移動を抑制し拡幅部で土
砂や流木を堆積させ、流出を抑制した。

4. LPデータを用いた土砂量の算定方法
直轄砂防区域全域の土砂動態を定量化するため、災害
前後の2時期に計測されたLPデータから標高差分図を作
成し、微地形判読と組み合わせて崩壊等の生産土砂量及
び河道堆積等の堆積土砂量を算出した7）。土砂量算出の
流れは図-7に示すとおりである。

(2) 土砂量算出方法
LP計測時に撮影された平成28年8月豪雨後のオルソ写
真により崩壊地などの微地形判読を行った後、GIS上で
微地形判読結果と標高差分図を重ね合わせた。個々の微
地形内のメッシュについて、メッシュ標高差分(m)にメ
ッシュ面積(1m2)を乗じ、それらの総和を土砂量（m3）と
した（図-9）。判読した微地形は、斜面における崩壊、
崩壊残土、河道における渓岸侵食、河床洗掘、河道堆積
の5区分とした。表-1に示す微地形区分と土砂量区分の
対応関係に基づき、土砂量を集計した。なお、堆積土砂
のうち砂防施設直上流の河道に堆積しているものについ
ては、施設堆積量として堆積土砂量と別途区分し集計し
た。
(3) LPデータを用いた方法の長所と留意点
これまでの土砂量算出方法は、崩壊であれば崩壊地の
サンプル調査から平均崩壊深を求めそれに崩壊面積を乗
表-1 微地形と土砂量区分の関係

(1) 標高差分図作成
標高差分図作成に使用したLPデータは、平成25年9月
～10月、平成28年9月～11月に帯広開発建設部により計
測したもので、1mメッシュの標高データについて両者の
差を差分値として標高差分図を作成した。平成25年のデ
ータの一部は、0.5ｍメッシュであるため、図-8に示す
方法で1ｍメッシュの標高値に調整後差分を計算した。

微地形区分
崩

土砂量区分

壊

崩壊残土
渓岸侵食
（側岸侵食）

生産土砂量

河床洗掘
堆積土砂量
河道堆積

施設堆積量
（施設直上流の
河道堆積）

図-7 土砂量算出の流れ

図-8 1m メッシュ標高データ作成方法
図-9 標高差分図例と土砂量算出方法
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じて求める方法、河道であれば出水前後の横断測量結果
の差分から平均断面法により土砂量を求める方法がそれ
ぞれ一般的である。また、対象範囲が広く全域の現地調
査が難しい場合には、空中写真から図化した横断図を用
いる例もある。
今回のLPデータを用いた方法では、判読した崩壊地や
河道堆積などの全ての微地形について1ｍメッシュで標
高差分が得られ土砂量を算出することができ、かつこれ
らの解析がGISを用いて効率的に実施できる点に利点が
ある。特に崩壊地に関しては、個々の崩壊地全てについ
て1mメッシュで崩壊深を把握することが可能で、この点
についてはサンプル調査による従来法に比べ飛躍的に精
度が向上していると言える。また、平野部と異なり川幅
等の地形変化が複雑な山地区間において、縦横断的にほ
ぼ連続した地形変化を把握することが可能であることも
LPデータを用いることの大きな利点の一つである。
一方、LP測量では河川区間は水面高の計測となるため、
水中の地盤高の変動が大きい場合は誤差が生じることや、
算出される土砂量は、LP取得時期の間に発生した融雪や
中小出水による土砂移動の影響が含まれていることに留
意が必要である。

5. 流出土砂量の算定

れ、下流への土砂流出を抑制していることが分かった。
下流の扇状地区間では、砂防施設に堆積した量が多い
ものの、扇状地区間において特徴的な流路移動により低
位段丘の側岸侵食が発生し、あらたに約50万m3の土砂が
生産され、補助基準点T-1より下流に約260万m3の土砂が
流出したと推計される。
微地形区分別の割合では、生産土砂量のうち山地斜面
の崩壊によるものが約３０％に対し、側岸侵食などの河
道周辺での侵食によるものが約７０％を占めており、掃
流区間の谷底平野や扇状地における土砂生産が多い戸蔦
別川の特徴を明瞭に示している（表-2）。また、河道堆
積のうち約４０％が施設直上流に堆積したもので、砂防
施設による流出量の抑制が大きいことが分かった。

6. 特徴的な土砂生産形態と土砂量
戸蔦別川流域の特徴的な土砂生産形態として、支川上
流の源頭部付近の急斜面表層に分布する周氷河性堆積物
の見られる厚さ10m以上の土砂層の崩壊と支川下流部や
本川の谷底平野や扇状地区間における流路移動による低
位段丘の側岸侵食によるものがある。これらの特徴的な
土砂生産形態と標高差分図から求めた土砂量について代
表事例を以下に示す7）。
表-2 微地形と土砂量区分の関係

戸蔦別川の砂防区域を対象に、微地形判読とLP差分図
から、前章の方法で土砂量を算出し、その結果を補助基
準点毎に集計整理した（図-10）7）。
集計の結果、砂防区域全体で約400万m3の土砂が生産
され、中でも崩壊や土石流による侵食が激しい戸蔦別川
上流左岸の七ノ沢から六ノ沢が流入するT-6、大正ノ沢
が流入するT-5及びピリカペタヌ沢川の流出土砂量が多
い結果が得られた。
一方、流域内には5基の砂防堰堤と15基の床固工が設
置されており、それらの施設に堆積した量として約36万
m3が、支川の治山施設等でも約23万m3の堆積量が推計さ
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崩

土砂量区分

壊
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芽室町
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ピリカペタヌ沢川

260.7万m3

戸 蔦別川床固工群
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エサオマントッタベツ川

T-1下流への
流出土砂量

内 砂防堰堤36万m3
治山施設23万m3

→212.5

17.9
0.6
0.0

土砂量(万m3)
（）内は割合

47.2
6.5
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基図：地理院地図

58.4
20.3
1.5

D1

帯広市

→249.2
17.6
2.0
15.2

→249.6
31.4
9.0
11.3

→260.7

合計約50万m 3の土砂生産
崩壊や侵食が激しく、支川からの流出土砂量が多い

砂防施設での堆積量が多いが、側岸侵食により生産土砂量が多い

中札内村

図-10 平成 28 年 8 月出水よる戸蔦別川流域の土砂収支図
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(1)周氷河堆積物の崩壊（山地源頭部）
ピリカペタヌ沢川や清水沢において、上流源頭部付近
の急斜面表層に分布する厚い周氷河性堆積物と呼ばれる
土砂層の大規模な崩壊が確認されている。
UAVなどで現地確認を行ったピリカペタヌ沢川、八ノ
沢源頭部における周氷河性堆積物の崩壊例では、 2時期
のLPデータから作成した地形横断図の比較から、厚さ20
ｍを超える土砂層が崩壊流出したことが判明した。また、
標高差分図の解析から崩壊量として約13.5万m3が推計さ
れる（図-11）。この崩壊量は戸蔦別川流域の平成28年8
月豪雨による1箇所あたりの崩壊では最大規模のもので、
崩壊に起因する流域内の全生産土砂量の約1割強を占め
る量である。
同様に清水沢源頭部においても約7mの厚さの周氷河性
堆積物と見られる土砂層が崩壊し約8万m3の土砂が生産
されている（図-12）。
周氷河性堆積物は戸蔦別川流域を含む日高山脈東麓地
域に広く分布するとされており、その分布や性状などの
詳細については不明な点が残るものの、今回の事例から
大規模な崩壊が発生するリスクを有することが明らかと
なり、今後も主要な土砂生産源の一つとして留意する必
要がある。

(2)低位段丘の側岸侵食（谷底平野・扇状地区間）
支川や本川下流の谷底平野や扇状地区間では、流路移
動による低位段丘の側岸侵食が発生し、玉石を含む粗粒
な土砂が生産されている。
第4号床固工付近の大規模な側岸侵食例では、標高差
分図の解析から約3.2万m3の土砂が生産されたと推計さ
れる。周辺では河床材料が上流に比べ粗粒となる箇所も
あり、低位段丘に含まれる大きな段丘礫が流出し下流に
再堆積した可能性がある（図-13）。
流路移動による側岸侵食と低位段丘礫の再堆積は、河
道内の土砂移動とともに、谷底平野や扇状地区間にいて
多量の土砂が生産・流出する要因となっている。

図-13 扇状地における低位段丘の側岸侵食例

7. 平成28年8月豪雨以降の土砂動態ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

図-11 周氷河堆積物の崩壊事例（ピリカペタヌ沢川上流）
崩壊量7.8万m3
A’

A

A

A’

A
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崩壊範囲
200m

平成29年6月撮影
平成25年地盤線

崩壊範囲

周氷河性堆積物

▲DEM横断図

▲標高差分図

6.8m

平成28年出水後地盤線

図-12 周氷河堆積物の崩壊事例（清水沢源頭部）

戸蔦別川流域では平成28年8月豪雨により流出した土
砂が多量に流域内に堆積残存しており、次期出水による
再移動のリスクを抱えている。流域における今後の土砂
災害対策を検討するにあたって、中小出水時の再移動な
ど、豪雨による堆積土砂の動態を継続的に把握すること
が重要である。
戸蔦別川流域では平成28年8月豪雨以前から流量や濁
度等の観測を行っているが、豪雨以降はこれらに加えイ
ンターバルカメラによる定点観察やUAV等を用いた土砂
動態のモニタリングを継続して実施している。
平成28年8月豪雨以降、流域では目立った災害の発生
はないが、上流の第5号砂防堰堤で実施している定期的
なUAVによる撮影では、豪雨後から平成30年5月の間に堆
積土砂の一部が下流へ流出していることを確認した（図
-14）8）。また、下流の第9号床固工付近においても、平
成29年9月18日台風18号の出水の影響とみられる側岸侵
食の発生やそれに伴う下流での土砂堆積を確認した。な
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お 、 図 -14 の例 で はH30 年撮 影 の UAV 画像 の SfM処 理
（Structure-from-Motion、ステレオ写真測量の一種）に
よりDSM(Digital Surface Model)を作成し、H28年LPデー
タとの差分から流出土砂量を定量した。
今後も出水及び融雪による土砂の移動実態について定
期的なモニタリング（定点観察、UAV調査等）や流砂観
測（濁度計等）を継続し、土砂流出状況の経年変化を把
握していく必要があると考える。

図-14 豪雨後の土砂の再移動例（第 5 号砂防堰堤）

8. まとめと今後の課題
平成28年8月豪雨により著しい土砂移動が発生した戸
蔦別川の直轄砂防区域を対象に、現地調査や空中写真判
読により豪雨時の土砂動態を把握するとともに、豪雨前
後の2時期に取得したLPデータの標高差分解析から豪雨
時の流出土砂量を算定した。
検討の結果、砂防区域における生産土砂量は約400万
m3、区域内の堆積土砂量は約140万m3で、区域下流へは差
し引き約260万m3の土砂が流出したと推計される。生産
土砂量の要因別内訳として山地斜面の崩壊によるものが
3割、土石流流下による渓岸侵食や谷底平野や扇状地区
間の側岸侵食によるものが7割で、支川や本川の掃流区
間での流路移動による土砂生産が大きい特徴があきらか
となった。また、堆積土砂量については、砂防施設上流
に堆積したものが全体の約4割を占め、砂防施設による
流出量の抑制が大きいことがわかった。確認した最大規
模の崩壊は、ピリカペタヌ沢川支川源頭部のもので、1
箇所の崩壊として約13.5万m3の崩壊土砂が生産されてい
る。これは源頭部の急斜面表層に厚く堆積した周氷河性
堆積物とみられる土砂層の崩壊によるものである。周氷
河性堆積物は日高山脈東麓地域に広く分布するとされて
おり、大規模な崩壊が発生するリスクを有し、今後も主

要な土砂生産源の一つとして留意する必要がある。豪雨
後の定点観測やUAVを活用した土砂動態のモニタリング
では、台風の出水などによる土砂の再移動を確認した。
出水前後の2時期のLPデータとGISを利用して流域全体
の土砂量を把握した今回の方法は、戸蔦別川など地形が
複雑な流域では、サンプル調査や平均断面法による従来
法に比べ、より詳細な地形変化を広域的かつ連続的に把
握することができる点で有利と考える。今後も定期的に
LPデータを取得し、定点観測や流砂観測などのモニタリ
ングとあわせて土砂動態を継続して把握していくことが、
流域における土砂災害対策を検討する上で基礎的かつ重
要なデータになると考える。
戸蔦別川では昭和56年に砂防基本計画が改定され直轄
砂防事業が進められている。平成28年8月豪雨による流
域下流への流出土砂量は、計画流出土砂量を超える量で
はないが、単元流域単位では計画を超えた渓流も見受け
られるため、今回あきらかとなった土砂動態を踏まえた
砂防基本計画の検証を進めているところである。また、
平成28年8月豪雨時に主として支川や本川の谷底平野や
扇状地区間から低位段丘の側岸侵食などにより多量の流
木が流出し河道に堆積しており、引き続き流木対策も検
討していく必要がある。
帯広開発建設部では今回の出水の特性を踏まえ関係機
関の連携のもと、今後も効率的・効果的な砂防事業を進
め、地域の安全性の向上及び発展に寄与する予定である。
謝辞：平成28年8月豪雨による戸蔦別川流域の土砂動態
の把握にあたり、十勝川流域砂防技術検討会の技術的助
言を受け検討をすすめた、ここに技術検討会委員長であ
る政策研究大学院政策研究科小山内信智教授をはじめ検
討会委員の皆様に御礼申し上げる。

参考文献
1）小山内信智ほか：平成28年台風10号豪雨により北海
道十勝地方で発生した土砂流出、砂防学会誌、Vol.69、
No.6、p.80-91、2017.
2）帯広開発建設部：平成25年度戸蔦別川外航空レーザ
計測業務
3）帯広開発建設部：平成28年度札内川、戸蔦別川外レ
ーザ計測業務
4）北海道開発局・北海道：十勝川流域砂防技術検討会
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/kn/kawa_kei/splaat000000
vfa9.html
5）産業技術総合研究所：https://gbank.gsj.jp/geonavi/
6) 北海道開発局：砂防事業再評価原案準備書説明資料、
十勝川直轄砂防事業、平成29年度
7）帯広開発建設部：平成29年度十勝川直轄砂防区域崩
壊土砂量調査業務
8）帯広開発建設部：平成30年度十勝川砂防基本計画検
討業務

Takatoshi Mikami、 Takashi Kuwamura、 Junichi Kawai
－ 486 －

