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1. はじめに 

 早川流域のうち土砂移動が顕著な支川流域では近

年，河床変動測量が毎年実施されてきた。しかし安

全性・効率性の課題があり，河川分野をはじめ実測

の河床変動測量から航空レーザ測深（以下，ALB）

等の三次元計測データの活用に切り替わりつつある。 
一方で，早川流域では 3 年に 1 度，航空レーザ測

量が実施されてきた。その成果を用いることで，各

渓流の縦横断図を作成することが可能であり，近年

活用が増えている UAV レーザ測量や，UAV 撮影写

真からの三次元点群でも，上記成果が得られる。 
 本報告では，早川右支川である春木川流域において

河床変動測量と航空レーザ測量による縦横断図の精

度等を比較し，今後の堆砂面変動管理について検討し

た。また，UAV 測量の活用や，当流域で実施されて

いるその他観測データとの連携等についても併せて

検討した。 

2. 調査地概況 

 富士川右支川である早川は，20 程度の小流域に区

分され，その下流側に位置する春木川は源頭部に崩

壊地が存在し，土砂移動が顕著である。特に近年で

は，平成 23 年 8 月-9 月の台風 12 号，台風 15 号に

て，時間雨量 69mm/h（台風 15 号），累積雨量

1228mm（台風 12 号）と大きな降雨イベントがあ

り，顕著な河床変動が報告されている※1。 
 春木川流域の本川沿いおよび大春木沢・タル沢の

下流で河床変動測量が実施されているが，本報告で

は春木川本川，大春木沢，タル沢の主要堰堤を含む

区間において，縦横断図を比較した（図 1）。 

3. 比較対象データ 

 春木川流域では，河床変動測量は年 1 回実施され

ている一方，航空レーザ計測は直近では平成 29 年

度に実施されており，それ以前では平成 27 年，24
年，21 年と 3 年毎の計測となっている。比較対象年

度は，大きな出水のあった平成 23 年前後の平成 21
年と 24 年，直近の平成 29 年度の 3 ヶ年とした。各々，

測量実施年月を以下に示す。 

表 1 比較対象データの測量実施年月 

 
 
 

  

春木川第一砂防堰堤

大春木砂防堰堤 

タル沢砂防堰堤

 

図 1 春木川流域の比較範囲 

4. 縦横断図の比較 

4.1. 縦横断図作成に際する航空レーザ測量の課題 
 航空レーザ測量では，河床変動測量で取得できな

い横断測線間のデータが取得でき，精度向上が期待

できる一方で，以下の課題が想定される。 
・ALB ではない航空レーザ測量では，水部が取得で

きないため，水深が深いまたは広い場合は，誤差

が生じる可能性がある。 
・下草等の密生地下部や構造物のエッジ等は，航空

レーザ測量では取得が難しい場合があり，渓流内

に植生密生域が広い場合や構造物のエッジがある

箇所は，誤差が生じる可能性がある。 

4.2. 横断図の比較結果 
 航空レーザ測量の横断測線は，河床変動測量と同

位置にて作成し，それぞれの横断線を重ねた比較横

断図を作成した。平成 21 年度を青色線，平成 24 年

度を緑色線，平成 29 年度を赤色線で示し，河床変

動測量データを実線，航空レーザデータを破線で示

した。その結果まとめを以下に示す。 
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※背景には国土地理院標準地図を使用
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・土砂移動が顕著でない範囲（河床部から比高差の

ある範囲など）において，各年度で両手法の横断

図で，平均的に標高較差が 0.2m 以内など，較差が

小さかった（図 2上）。 
・河床部では，両手法の横断図で，標高較差が 1m

以上など，較差が大きい測線があった（図 2下）。

その理由として，大春木沢をはじめ春木川では短

期間でも土砂移動が顕著であること等がある。 

・春木川では，水部の水深・幅が小さく，河床部に

密生植生もなかったことから，水部や植生による

誤差は確認されなかった。 

・堰堤の端部（前面または後面）では，航空レーザ

測量成果では，エッジの上部と下部の標高が混在

し，波打ったような断面となった。航空レーザ測

量では正確なエッジの取得が難しいため，堰堤位

置付近については，堰堤端部からややずらして測

線を設定する等の工夫が必要と考えられる。 

 

 

 

 

 

 

春木川本川 
各年度とも河床変動測量と航空レーザで 
標高較差が 0.2m 以内程度である 

各年度とも河床変動測量と航空レーザで
標高較差が 0.2m 以内程度である 

 
 

 

 
大春木沢 

各年度とも河床変動測量と航空レーザで
標高較差が 0.2m 以内程度である 

 

図 2 横断図の比較結果 

4.3. 縦断図の比較結果 
 縦断図は，各横断測線の 深河床点をつないで作

成した。横断図と同じ色分け，線種分けにて年度と

測量種別を示した。その結果まとめを以下に示す。 
・両手法で測量実施時期が近い平成 21 年度は 大

の標高較差が 0.2m 以内程度と小さかった一方，

平成 24 年度，平成 29 年度は 1m 以上の較差が生

じた区間もあった。平成 24 年度で特に較差が大

きく，半年程度の測量時期の違いの間に堆砂面の

変動があったことが推察される。 
・後述の砂面計観測結果では，平成 23 年の台風 6
号，12 号，15 号にて，No1,2 の砂面計が 4m 以

上堆砂しており※1，縦断図の変動状況と整合的で

あった。 

4.4. 縦断図の高精度化 
 航空レーザ測量成果は，面的に標高データが取得

されているため，縦断図の測線間隔を任意に設定で

きる。航空レーザ測量成果の縦断図を 5m 間隔で作

成した縦断図を図 3 に示す。50m 間隔から 5m 間隔

にすることで，勾配変化点など，より細かく堆砂面

の変動状況が把握できる。 

砂面計 No3,4 砂面計 No5

 

 図 3 縦断図の比較結果（河床変動測量は 50m 
    間隔，航空レーザ測量は 5m 間隔） 

5. 三次元計測データを用いた今後の堆砂面

変動管理方法の検討 

 河床変動測量と航空レーザ測量では，縦横断図を

用いた堆砂面変動管理に影響を及ぼす較差はなく，

航空レーザ測量成果を用いて管理することは差支え

ないと判断される。三次元計測の面的なデータ同士

の標高差分解析により，土砂移動量も高精度に把握

可能となる。縦断図は，5m 間隔など当流域におけ

る従来の河床変動測量より細かい間隔で作成しデー

タを蓄積しておくことが，出水時における比較対象

の出水前データとしてより有用と考えられる。 
 なお，春木川第一砂防堰堤の堆砂敷付近において

は，平成 30 年 3 月に取得された UAV レーザデータ

と UAV 撮影の三次元点群データがあり，これらの

精度比較も行い UAV 測量を用いた堆砂面変動管理

の有効性を検討する。 

6. その他観測データとの連携 

 春木川流域には，高さ方向に 10cm 間隔で発光機と

受光機が装備され堆砂高を把握できる砂面計が，14 箇

所設置されている。また，春木川第一堰堤，第二堰堤，

および大春木砂防堰堤に，CCTV が設置されている。

いずれも，10 分間隔で継続的に取得されている貴重な

データである。 
 ただし上記観測装置はいずれも，設置箇所付近の状

況を示す点的（局所的）なデータであるため，堆砂面

変動や土砂移動量の管理は航空レーザ測量や UAV 測

量等による三次元計測データを用いて行い，その確

認・検証のためのデータとして用いることが有効と考

えられる。 
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