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1. はじめに

富士川砂防事務所管内を流れる春木川流域は、七面山崩れをはじめとした大規模崩壊地を有する土砂生産が

活発な流域であり、その土砂移動量算出や土砂の侵食・堆砂状況把握のため、定期的な航空レーザ測量が実施

されてきた。本研究では、それら複数年の航空レーザ測量データ（以降、LP データ）を用いた河床変動解析

を行い、当該流域における過去 10 年の中長期的な土砂移動傾向を明らかにした。また、令和元年 8 月の夏季

出水前後に取得した UAV レーザ測量データを用いた短期的な河床変動解析結果との比較により、土砂移動状

況把握における測量データの必要精度に関する考察を行った。

2. LP データと UAV レーザ測量データを用いた河床変動解析

当該流域においては、H21～H30 では 3 年に 1 度の航空レーザ測量が実施され、近年では R1 年 8 月に航

空レーザ測量と UAV レーザ測量が実施されてきた（表 1）。LP データを用いた河床変動解析では、中長期の

解析ペアを用いて標高値の差分から堆積土砂量・侵食土砂量を算出し、最上流の七面山崩れから早川合流点ま

でを含む 6 区間（区間①～⑥）ごとに集計した。UAV レーザデータを用いた標高差分解析では、R1 年 8 月と

10 月に取得した夏季出水前後を短期解析ペアとし、大春木川第三砂防堰堤から仲島砂防堰堤までを含む４区

間（区間②～⑤）で土砂収支を求めた。

表 1 河床変動解析に用いた測量データ年表 

計測種別 

H21 

(2009) 
H22 H23 

H24 

(2012) 
H25 H26 

H27 

(2015) 
H28 

H29 

(2018) 

H30 

(2019年 8月) 

H30 

(2019年 10月) 

航空レーザ測量 ○ ― ― ○ ― ― ○ ― ○ ○ ― 

UAVレーザ測量 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ 

3. 春木川流域における短期～中長期の土砂移動傾向

土砂収支算出結果を表 2 に示す。区間①は七面山源頭部を含む区間であり、過去 10 年間どの変動時期でも

侵食傾向がみられ、継続的に崩壊および侵食が発生していることが分かった。源頭部区間①からの生産土砂が

顕著に多かった H24-H21 では（表 2 下段）、例年侵食傾向が多い下流区間が堆積傾向に転じているが、変動

幅は小さく、砂防堰堤が効果を発揮していると考えられる。

表 2 春木川流域の河床変動傾向 

地点名

区間

仲島砂防
えん堤

～
春木川

第一砂防
えん堤

～ 七面山崩れ

区間⑥ 区間⑤ 区間④ 区間③ 区間② 区間①

早川合流点

合計

春木川
第二砂防
えん堤

～
大春木

砂防えん堤
～

大春木上流
第三砂防
えん堤

～～

10,000 2,000 9,000

侵食傾向 堆積傾向 侵食傾向 侵食傾向

10,000 32,000

H30(2019.10)-
H30(2019.8)

変動時期

変動なし傾向 侵食傾向 侵食傾向

228,000

H27(2015)-
H24(2012)

15,000

侵食傾向 侵食傾向 侵食傾向

3,000

11,000 1,139,000

堆積傾向 堆積傾向 堆積傾向 堆積傾向 堆積傾向 侵食傾向

63,000 2,000 23,000

53,000 352,000 125,000 122,000

0 45,000 78,000 53,000

2,000 274,000

侵食傾向 侵食傾向 侵食傾向 侵食傾向 侵食傾向 侵食傾向

10,000

侵食傾向 堆積傾向 堆積傾向 堆積傾向 侵食傾向 侵食傾向

38,000
H29(2018)-
H27(2015)

差分量
（m3）

352,000

218,000

476,000
H24(2012)-
H21(2009)

4,000

15,000 37,000 9,000 142,000
H30(2019)-
H29(2018)

短期変動 中 長 期 変 動 

業務年度

（計測年）

短期 

中長期 
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短期～中長期の土砂移動傾向をまとめると、春木川

流域においては、1 出水では 1 万 m3 程度の変動、1
年から 3 年では数万～数十万 m3 程度の変動を示す

ことが確認できた。さらに、堰堤区間③～④など中流

部では侵食と堆積を繰り返していることから、土砂移

動サイクルは 1 年程度で短いことも分かった。 

4. UAV レーザの土砂移動管理への活用について

春木川流域においては、令和元年（2019 年）8 月の

ほぼ同時期に航空レーザ測量と UAV レーザ測量を実

施していることから、それぞれ 2018 年 LP データと

の標高差分解析を行い、土砂量算出結果の検証を行っ

た（表 3）。検証区間は区間②～⑤である。 
 検証の結果、②～⑤区間全体の流出土砂量で比較す

ると、約 11,000m3 の乖離が生じた。この乖離分

11,000m3を土砂量算出面積 222,700m2で除すると、

0.05m（5cm）の標高較差が生じている計算となる。

この標高較差は、航空レーザの測量精度の標準誤差以

内であり、算出限界ともいえる。算出量のオーダーお

よび変動傾向が一致していることから、今後、土砂移動

状況の把握において、UAV レーザ測量を実施し LP データと比較することは差し支えないと判断できる。 
表 3 LP データと UAV レーザデータの土砂量算出結果検証 

約 11,000m3 生じた乖離についてさらなる検証として、ほぼ同日計測である 2019 出水前 UAV レーザと

2019LP 間で標高差分図を作成したところ、渓床部を中心に 0.2m～0.5m 程度の微小な乖離が生じていること

がわかった（図 2）。これら地形の変換点や渓床部の微小な起伏において生じる較

差は、LP データと比べて UAV レーザデータの地形再現性が極めて高いために生

じたとも考えられる。

今後、土砂移動解析において UAV レーザデータを LP データとの比較データ

として用いる場合には、航空レーザ測量レベルまで地形をスムージングするなど

データ間引きを行うことで、より精度向上できる可能性が考えられる。

5. まとめ

他時期の LP データと UAV レーザデータを組み合わせ、春木川流域における

土砂移動傾向を明らかにした。流出土砂量の検証を含めて、本事例は土砂移動状

況把握における今後の三次元計測データ活用に向けた貴重な検討事例である。本

検討結果が、今後の土砂移動モニタリング手法向上の一助になれば幸いである。 

解析の組み合わせ データ計測日 データ計測日 区間②～⑤の土砂量 

2019LP―2018LP 
令和元年（2019年）8月 4日～6日 

航空レーザ測量 

平成 30年（2018年）6月 

航空レーザ測量 
59,000m3 

2019出水前 UAV―2018LP 
令和元年（2019年）8月 6日～7日 

UAVレーザ測量 

平成 30年（2018年）6月 

航空レーザ測量 
48,000m3 

区間① 

区間⑥ 

区間②
区間③ 

区間④

区間⑤ 

図 1 H24(2012)-H21(2009)の土砂移動状況 

図 2 渓床部の微小な乖離 
（大春木川砂防堰堤付近を拡大）

七
面
山

早川合流点
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