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1. はじめに
揖斐川流域では、坂内観測所で2012年以降、白川観測

所で2015年以降ハイドロフォン・水位計・濁度計による
流砂量の観測が継続的に実施されている（位置図：図1）。
また、出水時にはバケツ採水による流水の直接採取も行わ
れている1）。 
上記2観測所は、直線距離では約2.5㎞しか離れていな

いが、地質条件の異なる流域に設置されており、これらの
土砂流出傾向の特徴を把握することは、他流域の土砂流出
状況を検討する場合の指標となる可能性がある。 
本検討では流域の土砂流出状況やその経年変化を把握

し、観測データを将来的に砂防計画や危機管理（土砂災害
の検知）に活用することを目的として、観測データを用い
た掃流砂およびWashloadの流出状況の分析を実施した。
また、坂内観測所上流の堰堤被災時のデータを分析し、観
測施設における土砂災害の発生検知の可能性を検証した。 

2. 観測地点の概要

坂内観測所（堆積岩流域）
坂内観測所は，揖斐川右支川の坂内川本川の砂防堰堤に

位置する（図1）。流域面積は93km2、堆砂敷の河床勾配は
1/127(=0.5°)、堰堤水通し幅は35m、代表粒径D60は
1.8cmである。観測所上流の地質は、主に中古生代美濃帯
の堆積岩である。観測機器として水位計、濁度計、ハイド
ロフォンが設置されている。計器設置以降の観測所上流の
土砂流出イベントとしては、2018年9月9日～10日の降
雨による、ナンノ谷砂防ダム3号の被災が挙げられる。

白川観測所（花崗岩流域） 
白川観測所は、坂内川右支川の白川の下流端、床固工に

位置する（図1）。流域面積は31km2、堆砂敷の河床勾配は
1/37(=1.5°)、堰堤水通し幅は15m、代表粒径D60は
6.0cmである。観測所上流の地質は中生代の花崗岩が主体
である。観測機器として水位計、濁度計、ハイドロフォ
ン、底面流速計が設置されている。計器の設置以降、観測
所の上流域では崩壊等のイベントは確認されていない。

3. 土砂流出の推定手法
掃流砂量、Washload 量と流量の関係について分析を実施

した。なお、Washloadは芦田（1985）2)を参照し、粒径0.2mm
未満の粒子とした。 
掃流砂はハイドロフォンの計測値（単位幅掃流砂量）に川

幅を乗じ全幅の掃流砂量（m3/s）とした。ハイドロフォンは
全長2.0ｍと0.5mの2種類の管が設置されているが、今回
は2.0m管のデータを分析対象とした。 
Washload 量（m3/s）は出水時に実施したバケツ採水試料

の浮遊物質量試験及び粒度分析結果より算出を行った。粒
度分析はレーザー回折/散乱法3)、浮遊物質量（SS）分析は、
ろ過重量法4)を用いた。 
流量は水位計（圧力式）の計測値をもとに、H-Q式を用い

て算出した。H-Q式は出水時の浮子による表面流速観測結果
をもとに設定したものである。 
4. 掃流砂の流出特性

坂内観測所（堆積岩流域）
坂内観測所における掃流砂量と流量の関係を図2に示

す。2012年以降で特徴的な4年間のデータを抜粋した。
2013、16、19のデータでは、融雪期や年当初の出水期に掃
流砂量が多く（平衡流砂量式に近い）、後半の出水期にな
ると掃流砂量が減少する傾向が確認できる。これは、流域
内の移動可能な土砂が少ないため、出水毎に流域内の土砂
が減少していくことが原因と考えられる。 
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図1 観測地点位置図 
国土地理院数値地図200,000｢岐阜｣、25,000「美濃広瀬」に加筆 
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図2 掃流砂量と流量の関係（坂内観測所） 
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また、2018、19年のデータは低流量時に平衡流砂量に達
することがなく、高流量時（50m3/s以上）も2013、16年
のデータと比較して、掃流砂量が少ない特徴がみられた。
当該流域では、観測期間中に大規模な崩壊発生等が生じて
いないため、移動可能な土砂が減少している可能性があ
る。 
なお、2017年10/21-24の出水時にハイドロフォン上流

の護床ブロックが沈下している。上記に示した2018年以
降の掃流砂量の低下は、この局所的な現象が原因となって
いる可能性もあるため、今後の施設の補修やブロック沈下
による影響の検証が必要である。 

白川観測所（花崗岩流域） 
白川観測所測所における流量と掃流砂量の関係を図3に

示す。坂内観測所と異なり、出水のタイミングによる掃流
砂量の差は確認できなかった。また、経年的な傾向の変化
も認めれないため、流量に応じた掃流砂が流下していると
言える。観測を開始した2015年以降は、図3に示した以
外の年もほぼ同様の傾向であった。 
花崗岩流域である白川観測所上流域は、堆積岩流域であ

る坂内観測所上流域と比較して、渓流内の移動可能な土砂
が常に多い、土砂生産が活発な状況であると考えられる。 

 
 
 

5. Washloadの流出特性
坂内観測所と白川観測所のバケツ採水試料による

Washload量と流量の関係を図4に示す。両観測所ともに、
Washload量は流量の2乗と比例関係を示し、観測時期によ
る流砂量のばらつきが少ないことから、出水時は流量に応
じたWashload量が流下するといえる。 
また、2観測所のWashload量を比較すると、坂内観測所

は流量の2.2×10-6倍、白川観測所は4.8×10-6倍程度と 
 

なっており、花崗岩流域（白川観測所）では堆積岩流域（坂
内観測所）の2倍程度、流量に対するWashload量が多いこ
とが伺える。 
6. 流砂観測機器による被災検知の検証
流砂量観測施設による土砂災害の発生検知の可能性を把

握するため、2018年9月9日～10日に発生した、ナンノ谷
砂防ダム3号（堤高7.0m、堤長81.0ｍ）被災時の観測結果
を分析した。発災箇所の下流に位置する坂内観測所のハイ
ドロフォン、濁度計のデータを分析し、発災による土砂流出
が検知できているか確認を行った。 
発災後は本堤及び副堰堤において、基礎地盤の流出と本

堤の被災（0.6m×30ｍの亀裂）が確認されている5）。本堤は、
発災前は満砂しており、発災時に多量の土砂が流出したこ
とが推測される。 
ハイドロフォンの被災時のデータ（図2左下、

2018.9.9-11）については、特に他の出水時と比較して特
異な点は認められなかった。また、出水前後の濁度計計測
値と流量の関係（図5）をみても、砂防ダム被災による土
砂流出をとらえた傾向は確認できなかった。 
災害発生箇所から坂内観測所までは流路沿いに約8.5㎞

離れており、下流には複数の砂防堰堤が整備されている。
そのため、堰堤から流出した掃流砂は堰堤に捕捉され、観
測所まで到達しなかったと考えられる。また、Washloadは
下流で合流する八草川等からの流入により、濃度が薄めら
れたことが推察される。今後、発災箇所からの距離が近い
場合や、支川の流入がない場合における検知可能性の検証
が必要と考えられる。 

7. まとめ
地質の異なる 2 流域における、土砂流出傾向を確認した

結果、堆積岩流域（坂内観測所）の掃流砂量は、融雪期や出
水期の前半は量が多いが、出水期後半になると減少する傾
向が確認できた。一方、花崗岩流域（白川観測所）では掃流
砂は常に流量に応じた量が流れることが確認された。 
Washload量は両流域ともに流量の2乗と比例関係を示す

が、花崗岩流域の方が堆積岩流域と比較して、2倍程度、流
量に対するWashload量が多いことが判明した。 
また、坂内観測所上流の堰堤被災時のデータを確認し、流

砂量観測施設による発災の検知ができるか検証した。発災
箇所では土砂が流出しているものの、下流の観測機器では
特異な反応は見られなかった。被災箇所と堰堤の距離が離
れており、支川からの流入も多いことが原因と考えられる。 
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図3 掃流砂量と流量の関係（白川観測所） 

図4 Washloadと流量の関係 

図5 被災前後の濁度計計測値と流量 
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