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１．はじめに

近年の土砂災害では，山腹崩壊等により発生する流木

が被害を拡大させる事例 1),2),3)が報告されている．特に平

成 29年 7月九州北部豪雨（以下，九州北部豪雨）におい
ては，山地渓流から下流河道まで大量の流木が流入し，

橋梁を閉塞させ氾濫被害が拡大し，水系砂防における流

木対策の必要性が再認識された．土石流に伴う流木への

対策計画は，石川ら 4)の調査結果を参考に示された，土

石流・流木対策施設が無い場合の流木流出率 5)を用いて

立案されている．一方，これらは流域面積が 2km2 以下

の渓流が対象であり，水系砂防が対象とする規模の流域

における流木流出率に関する知見は不足している．

そこで湯沢砂防事務所では，管内の流木対策計画の立

案のために大量の土砂・流木が発生した流域を対象に，

流木の流下・堆積状況を把握し，流木流出率に関するデ

ータを整理した．対象は，平成 23年 7月新潟・福島豪雨
（以下，新潟・福島豪雨）の登川，データ蓄積のために

管外である九州北部豪雨における赤谷川を選定した．

２．調査対象流域

調査対象とした流域と災害の概要を以下に示す．

表-1 登川流域（新潟・福島豪雨）概要 

対象流域
信濃川水系魚野川支川登川
（流域面積 76.9 km2，幹川流路延長 16.5 km）

災害発生日 平成 23年 7月 26日～30日

降雨状況
【清水観測所】
最大時間雨量：62 mm/hour，最大日雨量：172 
mm/1day，最大 2日雨量：341 mm/2day 

流域内被害
崩壊地面積率 0.35 %，破堤 2箇所．家屋や人
的被害はないが，多くの崩壊が発生．渓床・
渓岸侵食に伴い多量の土砂・流木が流出．

表-2 赤谷川流域（九州北部豪雨）概要 

対象流域
筑後川水系赤谷川
（流域面積 20.1km2幹川流路延長 15.5km）

災害発生日 平成 29年 7月 5日～6日

降雨状況

【松末小学校（7/5 18:00-欠測）】
最大時間雨量：137 mm/hour 
【北小路公民館（流域外）】
最大時間雨量：124 mm/hour，最大日雨量 796 
mm/1day，最大 2日雨量：861 mm/2day 

流域内被害

崩壊地面積率 3.1%，死者・行方不明者 22人，
建物被害全壊 99戸，半壊 37戸 1）．同時多発
的に発生した崩壊に起因する土砂・流木の流
出に伴う谷底平野の埋塞・氾濫により多くの
被害が発生．

３．調査手法

航空写真の比較判読結果等から発生流木量，堆積流木

量を算定し，流域の流木収支を整理した．

３．１．登川流域における流木流出状況の整理

既往報告 6), 7)における流木流出状況を再整理した．

①発生流木量

崩壊及び渓床・渓岸侵食により消失した樹林面積に，

単元流域ごと，単位面積あたりの材積量を乗じて算出し

た．下流域の登川流路工内の樹林は，流出本数に 1本当
たりの材積量を乗じて算出した．

②堆積流木量

現地調査により堆積状況を量的に把握できた図-1に示
す 4支川（姥沢川，二子沢，上流右支川，一之沢）につ
いて流木の堆積状況を算出した．

③流木収支

各支川から登川本川への流出流木量を，発生流木量か

ら堆積流木量を差し引いて算出し，4 支川の流木流出率
を算出した．登川流域全域の流木収支については 4支川
の流木流出率の平均値を用いて算出した．

図-1 流木発生域と堆積域の分布（登川）

３．２．赤谷川流域における流木流出状況の整理

①発生流木量

既往報告 1)において流木発生面積に単位面積あたりの

材積量（549 m3/m2）を乗じて算出した値を使用した．

②堆積流木量

流木が集積している箇所については，災害後に取得し
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た LP の 1mメッシュの表層標高モデル（DSM）と地盤
標高モデル（DTM）の差分の合計に空隙率（0.8）を乗じ
て算定した．空隙率は，現地の流木堆積箇所における

UAV撮影データからSfM解析により作成した 3Dモデル
と現地計測により漏れなく計測した堆積流木量と上述の

差分の合計の比から推定した．1 本ずつ堆積していた流
木は，写真判読により計測した流木長に平均的な直径

（0.3 m）を乗じて算出した．
③流木収支

地質別，崩壊規模別に崩壊地から本川，支渓から支川

への各流出率を整理し（それぞれ 0.8，0.9），主要支川（赤
谷川上流，乙石川，小河内川）及び赤谷川全域の流出流

木量を算出し，①・②と合わせて流木収支を求めた．

図-2 流木発生域と堆積域の分布（赤谷川） 

４．結果と考察

登川及び赤谷川における流木収支を表-2に示す．
登川の流木流出率は，一之沢が他の支川に対して 0.22
と低いが，これは登川左岸側の崩壊が少なく，かつ支川

下流の渓床勾配が緩いことが影響していると考えられる．

登川流域全体では0.37と一之沢以外の支川に比べ低いが，
これは本川での堆積流木量が多いためである．

表3 流木収支の整理結果 

登川 発生流木量 堆積流木量 流出流木量 河床勾配 流出率

上流右支川 314 m3 50 m3 264 m3 15.8 度 0.84
二子沢 249 m3 60 m3 189 m3 12.9 度 0.76
姥沢 995 m3 195 m3 800 m3 12.7 度 0.80
一之沢 153 m3 120 m3 33 m3 6.5 度 0.22
登川流域 6,840 m3 4,304 m3 2,536 m3 4.8 度 0.37

赤谷川 発生流木量 堆積流木量 流出流木量 河床勾配 流出率

赤谷川上流 15,907 m3 9,328 m3 6,579 m3 5.5 度 0.41
小河内川 5,303 m3 3,776 m3 1,527 m3 6.2 度 0.29
乙石川 14,959 m3 7,095 m3 7,864 m3 5.7 度 0.53
大山川 381 m3 114 m3 267 m3 4.9 度 0.70
赤谷川全域 39,231 m3 4,303 m3 14,647 m3 3.3 度 0.37

赤谷川の支川別の流木流出は，崩壊等の土砂移動が顕

著な乙石川が 0.53と最も流出率が大きく，土砂・流木の
流下区間に砂防堰堤が整備されている小河内川が0.29と
最も流出率が低い結果となった．

水系における流木流出率について，流域面積・勾配と

の関係を図-3に整理した．比較のため九州北部豪雨の他
流域の成果から算出した値及び既往災害 9)を加えた．図

-3からは，流域面積の増加及び勾配の減少に伴い，流木
流出率が低下する傾向があることが分かる．この結果か

ら，水系で流木対策を検討する際には，流域面積や河床

勾配など地形条件を考慮した検討が必要と考えられる．

しかし，流木の流出には，降雨分布，流量規模，川幅等

の条件がそれぞれ影響すると考えられることから，さら

なるデータ蓄積により流木の流出特性を明らかにする必

要がある．

図-3 左：流域面積と流木流出率の関係 

右：勾配と流木流出率の関係 

５．おわりに

本検討では，10 km2以上の流域において，流木流出率

を複数事例整理し，既往報告にある 10 km2以下の流域に

おける事例と組み合わせることで，流木流出率が流域面

積や河床勾配に応じて変化する傾向が示された．今後は，

さらに事例を追加し，流木の流出に影響を与える指標を

整理・分析することが必要である．

最後に，赤谷川流域におけるデータ整理に際し，航空

レーザ測量成果を提供いただいた九州地方整備局河川部

に感謝申し上げる．
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