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1. はじめに 

 平成 28 年（2016 年）8 月 28 日～31 日にかけて、

台風第 10 号が本州の東海上を北上するとともに、北

海道地方の太平洋側東部では激しい雨が降り始め、

日高山脈沿いでは総雨量が 200mm を超える大雨と

なった。新得観測所における最大 1時間雨量は 33mm
であったが、レーダーアメダス解析雨量によると、

新得町南部付近で 30 日 23 時 30 分の 1 時間に約

90mm の猛烈な雨を観測し、気象庁は記録的短時間

大雨情報を発表している（気象庁,2017）。 
 調査対象とするペケレベツ川では、今回の豪雨に

より、流域内の至るところで山腹崩壊、渓岸侵食が

発生し、多量の土砂と流木が氾濫流出した。下流域

では、国道 38 号に架かる清見橋が流し、同橋から転

落した車両の男性１名が行方不明となった。また、

町道の橋梁 4基が流出、JR根室本線は土砂で埋塞し、

重要交通網の途絶とともに、清水町市街地の約 160ha
を泥流で覆い、全壊 10 戸、半壊 4 戸、床上浸水 5 戸、

床下浸水 30 戸という重大な被害があった（内閣

府,2016）。また、本川上流で発生した土石流は、1 号

砂防堰堤の袖部を破損させた。本発表では、砂防計

画規模の設定や施設配置計画の立案のため、ペケレ

ベツ川の土砂移動の実態について調査した結果を報

告する。 

2. 地形・地質 

 十勝川水系ペケレベツ川は、日高山脈に連なる標

高 1,175m の熊見山に源を発し、清水町の南部を流下

して佐幌川に合流する流域面積 46.6km2、流路延長

15.6km の一級河川である。河床勾配は、1/66～1/2 と

急勾配である。 
源頭部の地質は、先新第三系日高累層群の花崗岩

及び花崗閃緑岩である。標高 370m（1 号砂防堰堤）

より上流の流域の谷部は、広く崖錐堆積物および山

麓緩斜面堆積物が覆っている。これらは、周氷河性

斜面堆積物とされており（山本,1989）、水系が未発達

な地形特徴の成因と考えられている。下流は数段の

段丘堆積物が分布している。また、花崗岩類の表層

部はマサ土化し、脆弱である。 

3. 調査方法 

 調査対象区域は、河川区間の終点（砂防計画基準

点）となる町道ペケレベツ橋の上流域（流域面積

31.8km2）とした。 
土砂の発生規模、土砂の発生源と堆積土砂の分布

等を把握するため、現地調査及び空中写真解析によ

り、調査を行った。 
 発生土砂量は、山腹と渓床に分けて調査した。 

3.1 山腹の発生土砂量 

山腹の発生土砂量は、発生形態の違いにより、渓

岸崩壊地と周氷河性斜面内の 0 次谷の 2 つに分けて

算出した。 

3.1.1 渓岸崩壊地 

渓岸崩壊地での発生土砂は、地質区分を考慮して

選定した 30 箇所で、崩壊土砂量と残土量を現地で計

測して見積もった。この崩壊土砂量から残土量を差

し引き崩壊発生土砂量とした。未踏査の崩壊地は、

地質条件別に崩壊面積を空中写真判読により計測し、

現地計測した 30 箇所の崩壊地の崩壊斜面勾配、崩壊

深、残土率の平均値により、崩壊発生土砂量を推定

した。 

3.1.2 0 次谷 

0 次谷の発生土砂量は、谷頭崩壊地と流路部の発

生土砂量を足し合わせて算出した。谷頭崩壊地の発

生土砂量は上記の渓岸崩壊地と同様に推定し、流路

部の発生土砂量は、流末の侵食断面を現地調査、谷

頭崩壊地の直下の断面を空中写真解析にて計測し、

流路延長を掛け合わせて算出した。 

3.2 渓床変動調査 

渓床の変動土砂量は、約 500m ごとの災害前後の

横断形を比較して、平均断面法により侵食土砂量と

堆積土砂量を算出した。土砂移動発生前の平成 19 年

の空中写真では、土砂堆積地がほとんど確認できな

いので（流路周辺には樹木が繁っている）、平成 28
年 8 月以前には、大規模な土砂移動が発生していな

いと判断した。よって、災害前の横断形は、国土地

理院発行の 10m-DEM より横断図を作成し、現地調

査（樹木や植生の痕跡などの調査）により修正を加

えたものとした。災害後の横断形は、H28.9.7 撮影の

空中写真測量より作成した横断図とした。既設砂防

堰堤の堆砂量は、災害前の横断図と災害後の実測及

び H28.9.7 撮影の空中写真測量より作成した横断図

を比較して算出した。 

4. 調査結果 

4.1 発生土砂量 

流域全体における発

生源別の発生土砂量を

図－1に示す。渓岸崩壊

地と 0 次谷を合わせた

山腹からの発生土砂量

は 373,000m3、渓床から

の 発 生 土 砂 量 は

1,029,000m3 であり、土

石流の起因となった山

腹の発生土砂量と比較

して、流下途中の渓床の 図－1 発生源別の発生土砂量 
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発生土砂量が約 2.8 倍と大きかった。 

4.2 土砂の発生形態と砂防計画 

当該渓流と基岩の種類が似た地域で発生した大規

模土砂災害（2014 年長野県南木曽町、2014 年広島県

広島市等）における渓流の多くは、源頭部から谷出

口までの流路延長が 4,000m 以下と短い渓流で土石

流が発生したものである（蒲原ら,2015）。これらの渓

流と比較して、当該渓流の流路延長（2 号砂防堰堤上

流）は約 9,200m と長く、発生した土石流が流下する

区間は 6,500m（源頭～狭窄部上流まで）と長いこと

が特徴である。そのため、渓床勾配が 10°以下の流

下区間 E（2.9°～10°）や掃流を含む区間 C（1.6～
2.9°）においても渓床、渓岸が侵食され、土砂移動

の規模が拡大する要因となっている（図－2）。 
区間 C や E では、写真－1 に示すように、災害発

生前には 10m 程度であったと推定される渓床幅が、

災害後には数倍～十数倍に拡大していた。このよう

に、ペケレベツ川では、渓岸侵食により渓床幅が広

がったため、渓床勾配が 10°以下の渓床からの発生

土砂が多くなった。渓床幅が広がった原因としては、

渓床や渓岸に基岩の露出が少なく、侵食に弱い崖錐

堆積物や段丘堆積物が多量に存在したことが考えら

れる。ただし、段丘地形の解析、粒度組成や土石流

 
図－2 区間別の発生土砂量、堆積土砂量 

ピーク流量の調査・解析を踏まえて原因について今

後検討する必要がある。 
また、砂防計画の検討においては、源頭部からの

土砂の捕捉に加え、流下途中の渓床、渓岸における

土砂の扜止を重視した施設配置の立案が重要である

と考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真－1 区間 E の災害前後の空中写真の比較 

（上段：平成 19 年撮影 NTT 空間情報株式会社提供 
下段：平成 28 年 9 月撮影 北海道帯広建設管理部提供） 
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