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1. はじめに 

 平成 27 年 9 月関東・東北豪雨では、台風第

17 号および台風第 18 号から変わった低気圧の

影響により、関東地方から東北地方にかけて記

録的な大雨となった。特に、利根川水系の鬼怒

川流域では、上流域の栃木県における日光市芹

沢地区において同時多発的に多くの箇所で土

石流が発生し、甚大な被害 1)が発生している。 
この芹沢地区を有する男鹿川流域では、発災

後、流域内に多くの土砂が生産され、河道内に

堆積または流出している。その後の降雨等によ

り生産された土砂の二次移動や新たな土砂生

産等の流域内で発生している土砂移動現象を

把握 2)することは、今後の砂防計画を検討する

うえで重要であると考えられる。 
本稿では、男鹿川流域内の複数時期の航空レ

ーザ計測データを用いた差分解析を行い、平成

27 年 9 月関東・東北豪雨後における経年的な

土砂変動の変化について検討した結果を報告

する。 
2. 男鹿川流域の概要 

男鹿川流域は、図-1 に示すように流域面積

152.0km2、谷延長 61.0km の 6 次谷であり、男

鹿川本川の勾配は平均河床勾配0.7°と緩いも

のの、本川には大小 6 つの流域からなる支川

（主な支川：芹沢‗4 次谷,入山沢‗4 次谷等）が流入してい

る。また、主な地質は、芹沢および入山沢は深成岩類から

なり、その他は火山岩類からなっている。平成 27 年 9 月関

東・東北豪雨では、男鹿川流域内の中三依雨量観測所（国

土交通省）において、連続雨量 603 ㎜、最大 1時間雨量 57

㎜/hr が観測されている。最大 24 時間雨量は、男鹿川流域

全体が概ね 100 年超過確率規模以上の範囲となり、最大時

間雨量は 30 年確率程度であった。災害発生から平成 30 年

12 月現在までの雨量観測データは、連続雨量の最大値が

186mm であり、土石流災害を発生させるような強雨は観測

されていない。 

3.LP 計測による差分解析 

3.1 LP 計測データの概要 

男鹿川流域における LP 計測は、災害発生前（平成 24 年

4 月～5 月）、災害発生直後（平成 27 年 9 月～10 月）、災害

発生から 2 年後（平成 29 年 9 月～12 月）の概ね 3 時期において実施されている。LP 計測における地盤照射密度

は、災害発生前：1 点以上/m2、災害発生直後：2 点以上/m2、災害発生から 2 年後：4 点以上/m2となっている。 
土砂変動量は、2 時期の DEM データ（１ｍ）を用いた差分解析により算出した。算出範囲（土砂変動量算出エリ

ア）は、全流域でははく、航空写真判読や立体図（DEM データから地形解析により微地形を強調した図面）を用い

て、山腹崩壊地や渓床部等の土砂移動が比較的明瞭に確認される箇所を抽出し、土砂移動の上下流の連続性に着目

して設定した。土砂移動の算出範囲や差分解析の結果を示した１事例を図-2に示す。 
3.2 経年的な土砂変動量の変化 

前述した 3 時期の LP 計測データを用いて、各時期の地形変化について差分解析を行い土砂変動量を算出した。

算出結果を表-1に示す。表-1より、災害発生直後に土砂変動が大きかった主な流域は、入山沢（侵食量：約 103 万

m3,堆積量：約 85 万 m3）、芹沢（侵食量：約 88 万 m3,堆積量：約 69 万 m3）、男鹿川（侵食量：約 83 万 m3,堆積量：

 
図-1 男鹿川流域図（陰影図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 土砂移動量の算出範囲と算出事例 

     ：H29 新規崩壊箇所 
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約 78 万 m3）であった。男鹿川は、各支川の流入する流域であ

るため上流の土砂変動の影響を強く受けている。次に、災害発

生から 2 年後に土砂変動が大きかった主な流域は、入山沢（侵

食量：約 23 万 m3,堆積量：約 8 万 m3）、芹沢（侵食量：約 28
万 m3,堆積量：約 7 万 m3）、男鹿川（侵食量：約 37 万 m3,堆積

量：約 26 万 m3）であった。当該期間は、災害発生以降、土石

流災害が発生するような降雨は観測されていないものの、土

砂移動の変化が大きいことを示している。 
次に、男鹿川流域全体において災害発生直後から 2 ヶ年で

崩壊地や渓岸崩壊等が拡大した箇所数は、男鹿川流域全体で

706 箇所（その内：入山沢流域 210 箇所、芹沢流域 261 箇所）

確認された。図-2 には、斜面崩壊の拡大した事例を示してお

り、斜面崩壊や渓岸崩壊の発生した箇所

からの拡大崩壊や渓床等に不安定に堆

積している土砂の二次移動等による影

響が考えられる。 

3.2 砂防堰堤の堆砂状況の変化 

土砂変動量の大きい芹沢流域を対象

として、砂防堰堤の堆砂状況の変化 3)を

経年的に整理した。図-2に砂防堰堤の位

置図と災害発生前･後における堆砂状況

の変化（未満砂：○,満砂：  ）を示す。

芹沢流域には、本川沿いに不透過型砂防

堰堤が整備され、災害発生前は、未満砂

の堰堤が多く、災害発生後はほぼ全ての

堰堤で満砂となっている。また、下流域

の土石流が発生した小規模な各支川で

は、災害発生後、新しく砂防堰堤（透過

型：  ）が整備されている。 

ここでは、図-2 左図に示す芹沢流域の本川上流部にある

不透過型砂防堰堤（2基：Ａ,Ｂ）に着目し、各時期の LP 計

測データから堆砂域の重ね合わせ縦断図を作成したもの

を、図-3に示す。図-3より、上流側の砂防堰堤（Ａ）は、

災害発生前は、水通し天端付近まで堆砂が進行していた段

階で、土石流発生により計画堆砂勾配（元河床勾配の 2/3 勾

配）で土石流を捕捉している。災害発生から 2 年後の現在

は、堆砂線があまり変化していない。 

次に、砂防堰堤（Ａ）の下流側にある砂防堰堤（Ｂ）は、

災害発生前は、砂防堰堤の堆砂域に土砂があまり堆積して

いない未満砂状態であった。土石流発生により計画堆砂勾

配（元河床勾配の 2/3 勾配）よりも急勾配で土石流を捕捉

している。また、災害発生から 2年後の現在は、災害発生直

後よりも堆砂勾配がやや緩やかになり、計画堆砂勾配（元河

床勾配の 2/3 勾配）に近づく傾向を示した。 

4.おわりに 

 本研究では、災害発生前・後およびその後の土砂変動量の

変化について、航空レーザ計測データを用いた差分解析を

行った。その結果、斜面崩壊や土石流等により、土砂移動が

顕著に見られた荒廃流域は、その後の降雨量があまり大き

くなくても、土砂生産が継続する傾向が確認された。今後も

航空レーザ測量を継続することで、流域内の土砂移動の経

年的な変化特性を把握することが重要と考えられる。 
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表-1 経年的な土砂変動量の変化一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 芹沢地区の砂防堰堤位置図と堆砂状況の変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 砂防堰堤（不透過）堆砂勾配の変化（事例） 

【H27：災害発生後】 

【不透過型堰堤】 

未満砂：○ 

満 砂： 

【透過型堰堤】 

未満砂：△ 

満 砂： 

【災害後新設堰堤】 
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【不透過型堰堤：Ａ（上流側）】 

堆砂状況の変化：未満砂⇒満砂⇒満砂 
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【不透過型堰堤：Ｂ（下流側）】 

堆砂状況の変化：未満砂⇒満砂⇒満砂 

【H24：災害発生前】 

- 394 -


	ポスター発表_要旨 
	P-011 平成27 年9 月関東・東北豪雨後における男鹿川流域の経年的な土砂移動の変化に関する一考察




