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1. はじめに 
豪雨により多数の斜面崩壊や土石流が発生すると, 河道に多量の土砂が流入する。それらの土砂は, 各流

路区間の土砂運搬能力に従って下流へと運搬されるが, 運搬しきれなくなった土砂は河道に堆積し, 後続の
流れの方向を変化させる。こうして新しい水みちが形成されることにより, 河床や側岸の侵食が促進され
る。すなわち, 出水時の河道の地形変化は, 区間の土砂運搬能力のみならず, 各区間に流入する土砂量の影
響を大きく受ける。本研究では, 2016 年 8 月に十勝川水系で生じた出水を対象に, 区間への土砂流入量が河
道の地形変化に与えた影響について報告する。 

2. 調査地概要 
平成 28 年 8 月, 北海道東部十勝川水系において 3 日間の総降雨量が 500 mm を超えるような記録的な豪

雨が発生した (小山内ら, 2017)。この豪雨により水系内の多数の支川で土石流が発生し, これを引き金とし
て大規模な側方侵食や河道の拡幅が生じた。こうした変動は, 山地部のみならず扇状地部を通る下流区間に
至るまで続いた。調査はこの十勝川水系の戸蔦別川 (流域面積: 269.9 km2, 流路延長: 48 km, 平均勾配: 
1.27 °), 小林川 (41.9 km2, 16.8 km, 1.89 °), ペケレベツ川 (46.6 km2, 15.8 km, 2.24 °) で実施した。
どの流域とも, 出水時に土石流が多発した風化花崗岩が分布する一帯があり, 主要な土砂生産源であった。 

3. 研究方法 
各流域において出水中の土砂移動量に関する計測データはない。そこで本研究では, ある区間からの流出

土砂量を, その上流部や支流からの流入土砂量と河道内侵食土砂量から河道内堆積土砂量を引いた値として, 
簡易的に求めることとした。戸蔦別川は, 支川の合流により流域面積が飛躍的に増加する地点を境に, ４つ
の区間 (上流側から順に A から D とする) に分割し, 小林川とペケレベツ川では, 流域に対し支流域から
の土砂流入量の影響は顕著ではないと観察されたため, 両河川ともに土石流が堆積した上流部, 掃流土砂の
堆積が進んだ中流部, その下流部, のあわせて 3 区間に分割した。各土砂量について, 戸蔦別川では H25 年
および H28 年出水後の航空レーザー測量により作成された DEM の差分を用いて求めた。出水前に航空レ
ーザー測量が実施されていない小林川とペケレベツ川については, 出水前の河道の地形を国土地理院で公表
されている 10 m メッシュサイズの DEM と現地調査から推定した。そして出水後に取得された航空レーザ
ー測量データを用いて, 出水前後の地形変化量を求めた。ただし, 出水前の河道の地形の推定精度は航空レ
ーザー測量で得られたデータに対し非常に粗いため, 戸蔦別川の変動との量的な比較をすることは難しい。
それぞれの流域では, 1 km 区間ごとに, 土砂運搬能力の指標としてストリームパワー, Ω (W/m) を求め
た。ここで, Ω=ρgQS (ρ: 水の密度 1000 kg/m3, g: 重力加速度 9.8 m/s2, Q: 流量, S: 河床勾配) である。
ストリームパワーを採用した理由は, （１）詳細な地形の変化や水理・水文データが存在しない河川であっ
ても簡便に計算できること, （２）本研究は, 土石流が堆積した後の流水による地形変化を対象にしている
こと, による。流量については, 十勝川水系内の 9 地点で出水時に観測されたピーク流量 Qp (m3/s) とその
地点での流域面積 A (km2)から得た回帰式 (Q p = 34.7A0.65) より推定した。なお, ペケレベツ川の狭窄部に
ある露岩した地点にて洪水痕跡を用いて出水時のピーク流量を求めたところ, この推定値に近い値が得られ
た。 

4. 結果と考察 
各河川のストリームパワーについて, 小林川とペケレベツ川の上流部および戸蔦別川の区間 A では, 60,000 
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から 150,000 W/m の範囲にある高い
値を示し, 戸蔦別川ではこの高いスト
リームパワーが区間 C まで維持され
ていた (図-1）。前者 2 河川の上流区
間では, 土石流の堆積に伴って河道の
侵食が促進されたが, 戸蔦別川では区
間 A や B への土砂の流入が少なく, 
流域内の変動に対してこの区間の河
道の変化は比較的小さかった (図-
2）。区間 C では, 支流から多量の土
砂が流入したことで河床に土砂が堆
積し, 流水が側方へ偏流することで, 
側方侵食が顕著に発生したことが, 出
水前後のオルソ写真や航空レーザー
測量データより明らかであった。そ
の結果, この区間では区間 A と B と
比べて, 河道の変化が大きくなった 
(図-2）。その後に合流する支流から
の流入土砂量は顕著ではなかったこ
とを踏まえると, ストリームパワーが
減少した区間 D (図-1) において, 流
路を通じてもっとも激しい河道の侵
食や土砂の堆積が生じた原因は, 区間
C の河道からの流出土砂量が多量で
あったためと考えられる (図-2）。一方, 小林川とペケレベツ川の中流部では, ストリームパワーは戸蔦別川
の区間 D と同様の値まで減少し, 土砂の堆積が進んだ。特にペケレベツ川では, 砂防ダムにより約 630,000 
ｍ３の土砂が堆積した (小山内ら, 2017）。しかし中流部末端の狭窄部の出口にて氾濫原への側方侵食が発生
したことで, ペケレベツ川では小林川と比較して約 10 倍の量の土砂が下流部に流入し, 下流部の河道は小林
川よりも激しく変動した。 

5. まとめ 
本研究では, 大規模出水時における河道の変動は, 区間へ流入する土砂量に大きく影響をうけることが示

された。また, ある区間での河道の変動が大きくなると, 侵食された土砂が流下することにより, 更なる河
道の変化が下流にて促されることも分かった。なお本解析は, 現象の概況を把握するために簡易的な手法で
実施された。今後は土砂流入に伴う土砂の侵食や堆積のメカニズムと土砂運搬能力との関係について, 数値
シミュレーションを用いて, より詳細に明らかにしていく予定である。 
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図-1 戸蔦別川での H28 年 8月出水時ストリームパワー 
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図-2 戸蔦別川でのH28年 8月出水時河道変化量 
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