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１．はじめに 
平成 30 年 7 月豪雨では，西日本を中心に広い範

囲で記録的な大雨となり，広島県，愛媛県等の広域

で土砂災害が発生した。この大雨により土砂・洪水

氾濫が発生した広島県安芸郡坂町の総頭川では，広

葉樹が主体の流域から大量の流木が発生，流出し，

橋梁の流失や閉塞等の被害が生じている。近年発生

した特徴的な流木災害としては平成 29 年 7 月九州

北部豪雨によるものや平成 23 年台風第 12 号によ

る和歌山県那智川流域で発生したもの等が挙げら

れるが，これらはスギ等の針葉樹が比較的広く分布

する地域における災害 1）,2)である。そこで，本稿で

は下流域で土砂・洪水氾濫の発生した広島県総頭川

を対象に，広葉樹を主体とする流域における流木の

発生，堆積及び流出の実態を報告する。

２．調査方法 
2.1 調査対象流域の概要 

総頭川は全流域面積 4.2km2，総延長約 4.5km の

二級河川で，流域全体の平均勾配は約 7°，主な地

質は後期白亜紀の広島花崗岩類の呉花崗岩 3)である。

河口から約 2.6km 付近で総頭川本川へ右支川大判

川が合流している。流域内の植生は，クヌギ等の落

葉広葉樹やヤブツバキ等の常緑広葉樹が広く分布

し，一部にスギやマツ等の針葉樹が見られる。

流木の実態調査は，総頭川流域のうち，復旧作業

に伴う流木撤去等が少ないと考えられた総頭川本

川と右支川大判川との合流点より上流（図-1，集水

面積約 1.4km2，以下「総頭川上流域」という）を対

象に行った。

図‐1 総頭川流域と調査対象範囲 

2.2 土砂，流木の発生範囲および発生土砂，流木

量等の算出方法 

発生土砂量，堆積土砂量は，災害前後の航空レー

ザ測量データによるDEMデータの差分およびオル

ソフォトから土砂移動範囲を判読し，算出した。ま

た，土砂移動範囲のうちオルソフォト及びDHM デ

ータの差分等から広葉樹，針葉樹の林相別に流木の

発生範囲を判読した。土砂移動範囲は土砂移動形態

の分類式 4）を参考に概ね 22°以上の範囲を崩壊，

その他を渓岸渓床侵食に分類し，これに基づいて土

砂及び流木の発生要因を崩壊・渓岸侵食の別に区分

した。また発生流木量は，流域内の広葉樹４箇所，

針葉樹３箇所の合計７箇所でコドラート調査を行

った上で単位面積当たりの流木材積量を算出 5)し，

これに林相別の流木発生面積を乗じることにより

求めた。

2.3 流木堆積形態の分類と堆積流木量および流木

流出率の算出方法 

堆積流木は，オルソフォト等からその位置を把握

した上で，2019 年 4 月から 7 月にかけ，現地で確

認できた径 10cm 以上の堆積流木全てを調査した。

堆積流木は，崩壊地付近に堆積しその向きが崩壊土

砂の移動方向に平行なもの，枝葉や樹皮が多く残存

しているものを「残存木」に，渓流内に堆積して枝

葉や樹皮が少なく水や土砂に運搬されたと考えら

れるものを「渓床堆積流木」に分類した。堆積流木

量は，現地で残存木，渓床堆積流木の長さ，直径を

計測することにより１本毎に材積量を算出し求め

た。渓床堆積流木は，塊を成して堆積している箇所

が５箇所あった。このうち２箇所は１本ごとに流木

の長さ等を計測することが困難であったため，他の

３箇所で算出した流木容積率を用いて材積量を求

めた。流木流出率は，2.2 で算出した発生流木量と

堆積流木量の差分から流出流木量を算出し，流出流

木量に対する発生流木量の百分率とした。

2.4 堆積流木と地形要因との関係分析 

流木の堆積と地形条件との関係を分析するため，

総頭川の右支川大判川の流路を概ね 50m 間隔に分

割し，上流から区間毎に流木収支を算出 7）した。ま

た，地形要因として区間ごとの平均渓床勾配，平均

河道幅，屈曲度等の地形量を算出し，堆積流木量と

地形量との関係を分析した。

３．調査結果
3.1 土砂，流木収支とその発生実態

本災害における総頭川上流域からの発生土砂量

は約100,500 m3，発生流木量は約1,580m3だった。

土砂流出率は 81％，流木流出率は 89％だった。流

木流出率を支川別に見ると，総頭川本川では 83％，

右支川大判川では 93％であった。 
流域面積と発生流木量との関係を既往災害例と

調査対象範囲■
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比較 6）すると，総頭川上流域からの発生流木量

は，広葉樹を主体とする流域としては最大規模

であった（図-2）。 

図-2 流域面積と発生流木量 

土砂や流木は崩壊，渓岸渓床侵食の双方の要

因により発生している。その量を発生要因別に

見ると，土砂，流木共に渓岸渓床侵食に起因す

る量が約 73％，崩壊に起因する量が約 27％であ

り，渓岸渓床侵食により発生した流木量の方が多

かった。発生要因別の流木発生面積率を過去の流

木災害の報告と比較 2）すると，総頭川上流域では

渓岸渓床侵食による流木発生面積率の高いことが

特徴的であった（図-3）。 

図-3 流域面積と要因別流木発生面積率 

3.2 流木の堆積実態

発生流木量のうち残存木量として水や土砂等に

運搬されず，崩壊地直下や渓岸等に残ったのは約

2％程度であり，既往災害事例 7）と比べて発生流木

量に対する残存木量の割合が低かった。また，堆積

流木量をその形態別に見ると，残存木よりも渓床堆

積流木が約４倍多く，残存木の方が多い平成 29 年

九州北部豪雨等の既往災害事例とは異なる 1）,8)結果

であった。右支川大判川について，縦断図と 50ｍ区

間ごとの縦断的な渓床堆積流木量，地形量を図-4 に

示す。渓床堆積流木量の最も多い区間は，河道幅が

拡大し，かつ勾配が 10°未満の区間であり，この結

果は既往災害事例 7）と同様の傾向であった。

図-4 大判川の縦断図と渓床流木堆積量，地形量 

４．おわりに 
平成 30 年 7 月豪雨により総頭川上流域で発生し

た流木災害は，広葉樹が主体の流域の中では既往災

害と比べて最大規模の発生流木量であった。流木流

出率は約 89％であり，土石流危険渓流において流木

対策計画を立案する際に想定する流出率 6）と同程度

であった。発生流木量は渓岸渓床侵食に起因するも

のが７割以上であった。このことから，土石流危険

渓流で流木対策計画を立案する際に推定する土石

流発生時の平均侵食渓床幅 6）を適切に設定すること

が重要であると言える。また，渓床堆積流木は，既

往の研究 7）と同様の地形量を有する区間で多かった。 
 今後は，より勾配の緩やかな渓流における流木堆

積の特徴を明らかにした上で，地形量等に応じた流

木流出量推定手法の検討に取り組む予定である。
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