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1. はじめに 

 山地流路内における流木（長さ 1.0m 以上，直径 10cm

以上）は，河道形態や，水の流れ，土砂貯留に影響を与

えるなど様々な機能を持つ（Comiti et al，2008）．流木

の貯留量を調べることは，山地から下流域までの流木の

流下動態を理解する上で重要である．流木の貯留量評価

は，特定の流路区間における流木の供給と流下を基にし

た流木収支によって行われる（Benda and Sias，2003）．  

 流木の貯留量は流域及び流路区間によって異なる．

Comiti ら（2006）は，イタリアの 2.2〜58.1km2 の流域

を対象とした現地調査に基づき，崩壊地や流路合流部が

流木の供給や貯留に影響をもたらし，貯留流木量は 0〜

5m3 100m-2の範囲であったと報告している．スイスの 73

〜1144km2の流域では，土石流の発生した河川において，

他の河川と比較して７倍以上の流木が流出したことが

報告されている（Steeb et al，2017）． 

 斜面崩壊や土石流の発生は，流木の供給に影響を与え

（Steeb et al，2017），流木貯留を把握する上で重要であ

る．傾斜 30°以上の箇所で斜面崩壊が発生すると，土砂

が土石流として流出する可能性がある（石川ら，1996）．

山口県での調査によると，土石流は勾配が 20°以上で発

生し，流路勾配４°地点で堆積した（阪口ら，2015）．こ

のように流域内の斜面勾配分布や流路との位置関係が

流木貯留においては重要となる。 

流木動態を把握するためには流路ネットワークが重

要である（Gomi et al.，2002）ものの，流木の貯留を評

価する研究の多くは，水路の一部や特定の流域に焦点を

当てている（Comiti et al.，2008；Steeb et al.，2017）．

流木の供給及び貯留把握のための流域の地形分類は，よ

り大きな流域における流木動態を把握する方法の開発

につながる可能性がある． 

以上のことから、本研究の目的は，小流域ごとの流木

貯留量を把握するための流域地形分類法を開発するこ

とを目的とした．  

 

2. 調査地及び研究手法 

 本研究は，福岡県朝倉市の赤谷川上流域（625ha）

と乙石川流域（596ha）を対象とした．対象地域では，

平成 29 年７月九州北部豪雨（24 時間降水量 545.5mm，

最大１時間降水量 129.5mm）により，多数の斜面崩壊

や土石流が発生し，崩壊面積率は赤谷上流域で３％，

乙石川流域で５％であった．植生はスギ（cryptomeria 

japonica），ヒノキ（Chamaecyparis obtusa），サワラ

（Chamaecyparis pisifera）が全面積の 75％を占めた． 

 地形分類には，崩壊後の LiDAR データ（2017 年７月

８日〜８月31日撮影）による1m数値標高モデル（DEM）

を使用した．累積流量の最小値は、現地調査により 2ha

と仮定した．小流域の境界は，1 次流路の最初の合流点

と定義した．その結果，対象地域内の小流域面積は 2.0〜

13.5ha（平均 4.9ha；SD2.4ha）となった．  

小流域の地形は，斜面傾斜（Gs）と流域形状（Rf）に

基づいて分類した．Gs は 30°を超える場合，崩壊土砂

及び流木が発生し土石流として流出しやすいと考え分

類した．さらに，広い谷幅を持つ流域では流木が谷内に

堆積することが確認されており，Rf を谷内での流木貯留

の指標とした．Rf は，流域の幅を長さで割って算出した

（塚本ら，1978）．一次谷流域の Rf の平均はおよそ 0.35

であることから（塚本ら，1978）， Rf＞0.35 の流域は谷

底が広く，崩壊土砂が流路に到達する可能性は低いと考

えた．一方，Rf＜0.35 の流域は谷底が狭く，崩壊土砂が

流路に影響を与える可能性が高いと考えた．以上の指標

から，小流域を次の 4 つのグループに分類した：グルー

プ A（Rf≧0.35；Gs＜30º），グループ B（Rf＜0.35；Gs

＜30º），グループ C（Rf≧0.35；Gs≧30º），グループ D

（Rf＜0.35；Gs≧30º）．D で発生した崩壊土砂及び流木

の多くは流路に到達すると考えられる． 

流路に到達した崩壊土砂及び流木はさらに下流へ流

下する．流路内での移動性を示す指標として流路勾配を

用いた．土石流は流路勾配（s）15°を境に土砂移動形態

が異なるため（国土交通省，2016），D をグループ D1（s

＜15°）とグループ D2（s≧15°）に分類した． 

 

3. 結果と考察 

168 の小流域のうち，A は７流域，B は 54 流域，C は

22 流域，D は 85 流域で，それぞれ全流域の 4％，32％，

13％，50％を占めた（図１）．崩壊面積率は，D（平均7.8％；

SD7.6％）が最も大きく，次いで A（平均 5.8％；SD6.0％），

C（平均 5.3％；SD5.5％），B（平均 4.9％；SD4.3％）で
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あった．花井・横田（2006）も DEM を用いた地形解析

により，島根県浜田市の斜面崩壊は Gs が高い箇所にて

発生していることを明らかにしている．この結果は，今

回の小流域での分類結果と一致する．また，Rf の減少は

起伏量の増大と関連しており，斜面崩壊の可能性を高め

る．塚本ら（1978）は，1/5000 森林基本図から１次谷流

域を無作為に抽出し，Rf の低下に伴って流域の起伏量が

増加することを示した．このことから，D は，起伏量の

増大に伴う斜面崩壊増大の結果でもあると考えられる． 

D の 85 流域のうち，D1 が 35 流域，D2 が 50 流域で，

それぞれ全流域の 20.8％，29.8％であった．崩壊面積率

の平均値は，それぞれ 10.2％（SD6.8％），6.1％（SD7.7％）

であった．D2 で発生した崩壊土砂及び流木の一部は，急

勾配のために土石流として流下したのではないかと考

えられる．現地調査の結果，D2 に分類された小流域で

は，土石流の流下及び流木ダムの形成を確認した（図２）．

また，上記の小流域と崩壊面積率が同程度であり D1 に

分類された小流域に関しても同様に調査した際，土石流

の流下は確認されず，大部分が貯留されていることが報

告されている． 

 

 

4. おわりに 

 小流域の地形解析のアプローチは，より大きな流域で

の流木の供給と貯留を把握できる可能性がある．今回は，

地形による小流域分類の提案を行ったが，今後はその適

用性についてより詳細に評価する必要がある．なお，本

研究は砂防学会より助成を受けている． 
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図１  流域分類の結果 

 

図２ D1（左），D2（右）に分類された小流域 
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