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1 はじめに 

斜面の宅地利用が進んだ地域では，流域面積が 0.05 km2

を下回るような小規模な山地渓流（以下，「山地小渓流」とい

う。）からの土砂流出による被害が多発している。例えば，昭

和 57 年 7 月長崎豪雨で土砂流出の生じた 437 渓流のうち

291 渓流（67%）は山地小渓流であり 1)，平成 30 年 7 月豪雨で

は人的被害を伴う土砂流出の約 7 割が山地小渓流に由来し

ていた 2)。 
山地小渓流の土砂流出対策を行う上では，流出土砂量の

推定が課題となる。これまでに，山地小渓流では現地形に基

づいた侵食断面の推定が難しく，特に崩壊を伴う場合は，移

動可能土砂量を上回る土砂流出が生じる傾向が指摘されて

いる 3)。移動可能土砂量の過小評価が生じる地形条件や，山

地小渓流で見込まれる運搬可能土砂量と実際の流出土砂量

の大小関係について評価した事例はほとんどないが，流出土

砂量を適切に推定することができれば，一部の渓流では大規

模な施設の整備が困難な山地小渓流における土砂流出対策

施設の合理化や省力化に繋げられる可能性がある 4)。 
以上のことから，本研究では山地小渓流における流出土

砂量の適切な推定を目的に，平成 30 年 7 月豪雨により広島

県内の山地小渓流で生じた土砂流出の調査を行い，調査結

果を移動可能土砂量や運搬可能土砂量と比較するとともに，

調査で得られた流出土砂量が移動可能土砂量を上回る地形

条件について考察した。

2 調査地・調査方法 

本研究は平成 30 年 7 月豪雨により土砂流出の生じた広島

県内の 7 山地小渓流を対象に行なった（図-1）。対象渓流のう

ち 3 渓流は常時の表流水がない 0 次谷であり，4 渓流は常時

の表流水がある 0〜1 次谷である（表-1）。対象渓流では平成

30 年 7 月 6〜7 日にかけて最大 24 時間降雨 238〜329 mm
（計画 24 時間降雨の 0.96〜1.46 倍）を記録し，土砂が流出し

被害が生じている。

本研究では，災害後の現地調査と災害前後の LP データか

ら計測した対象渓流の土砂流出（以下，「計測値」という。）に

ついて，災害前の LP データと現行指針 5),6)に基づいて予測し

た土砂流出（以下，「予測値」という。）との比較を行なうことで

土砂流出の実態を評価した。流出土砂量の計測値（Vobs）につ

いては，災害後の空中写真判読により崩壊・侵食箇所を判読

した上で，災害前後の LP データから作成した数値地形モデ

ル（0.5 m×0.5 m）の差分解析に基づいて算出した。流出土砂

量の予測値は移動可能土砂量（Vdy1）と運搬可能土砂量（Vdy2）

の 2 通りの手法で算出し，移動可能土砂量 Vdy1 は災害前 LP
データから推定した各渓流の侵食断面と流路長から算出した。

また，運搬可能土砂量 Vdy2 については，各渓流で設定された

計画規模（再現期間 100 年）の 24 時間降雨による運搬可能

土砂量（Vdy2_pred），平成 30 年 7 月豪雨による最大 24 時間降

雨による運搬可能土砂量（Vdy2_obs）の 2 通りで計算した。 
加えて，既往研究 3)によって過小評価が生じる可能性の指

摘されている移動可能土砂量Vdy1については，各渓流で計測

された流出土砂量 Vobs を移動可能土砂量 Vdy1 で除した Vobs/ 
Vdy1を指標として，Vobs/ Vdy1が大きくなる地形条件についても検

討した。地形条件は，谷地形の発達程度を表す指標として，

本研究では QGIS（ver. 3.16）上で計測した各渓流の流路長，

流域面積から算出した谷密度を用いた。

3 結果と考察 

3.1 流出土砂量の計測・予測結果 

7 山地小渓流における流出土砂量（計測値・予測値）を表-2
に示す。各渓流で計測された流出土砂量 Vobs は 249〜7,224 
m3（平均：4,242 m3），流域面積当たりの流出土砂量（比流出

表–1 調査を⾏なった７⼭地⼩渓流の諸元 
表–2 流出⼟砂量（計測値・予測値）の算出結果 

図–1 調査を⾏なった７⼭地⼩渓流の位置図 
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土砂量）は 42,173〜362,245 m3/km2（平均：219,965 m3/km2）で

あった。一方，予測値として算出された移動可能土砂量 Vdy1，

計画 24 時間降雨の運搬可能土砂量 Vdy2_pred，最大 24 時間降

雨の運搬可能土砂量 Vdy2_obs はそれぞれ 230〜2,575 m3（平

均：1,485 m3），944〜10,167 m3（平均：4,620 m3），1,377〜

10,993 m3（平均：5,203 m3）と算出された。 
7 山地小渓流ではいずれも移動可能土砂量 Vdy1 が計画 24

時間降雨による運搬可能土砂量 Vdy2_pred より小さく，14～62%
低い値を示した。また，移動可能土砂量 Vdy1 は全渓流で流出

土砂量 Vobsを下回っているが，渓流 A と B では 6〜8%の差で

あった。一方，渓流 C～G は 42～83%と大きな差となった。こ

のことから，渓流 C～G では特に移動可能土砂量 Vdy1 の評価

に課題があると考えられる。

流出土砂量の計測値 Vobs との相関は最大 24 時間降雨に

基づいて算出した運搬可能土砂量 Vdy2_obsで最も高く，計画規

模の 24 時間降雨に基づく運搬可能土砂量 Vdy2_pred，移動可

能土砂量 Vdy1 の順に低かった（図-2）。図-2 によると，流出土

砂量の計測値は，概ね 2,000 m3 以下の範囲では移動可能土

砂量 Vdy1 とほぼ同じ値を示すが，4,000 m3 以上の範囲では運

搬可能土砂量 Vdy2と類似した値を示している。調査対象とした

渓流のうち流出土砂量の小さな渓流 A，B では，移動可能土

砂量と運搬可能土砂量のうち小さい値が流出土砂量の計測

値と整合した。一方，流出土砂量の大きかった渓流 C～G で

は運搬可能土砂量Vdy2に基づいた流出土砂量が流出土砂量

の計測値と整合した。

3.2 移動可能土砂量を上回る土砂流出が生じる地形条件 

流出土砂量 Vobs が移動可能土砂量 Vdy1 を上回る渓流の地

形条件を検討した結果，Vobs/Vdy1 は各渓流で計測された平均

崩壊幅を災害前 LP データから予測された崩壊幅で除した崩

壊幅の計測値/予測値と正の相関にあった。また，谷密度が低

い山地小渓流では特に崩壊幅の計測値が予測値を上回る傾

向にあり（図-3），各渓流の平均崩壊幅，崩壊面積，崩壊土砂

量はいずれも谷密度と負の相関にあった。例えば，調査を行

った 7 山地小渓流のうち最も谷密度の低かった渓流 G では，

災害前の LP データから予測された平均崩壊幅 8 m，移動可

能土砂量 2,575 m3に対し，計測された平均崩壊幅，流出土砂

量はそれぞれ 24 m，7,224 m3 であった。一方，谷密度の最も

高い渓流 A では平均崩壊幅の計測値/予測値が 1.7 であり，

移動可能土砂量 Vdy1 と流出土砂量 Vobs も比較的整合する値

を示していた。谷密度の低い山地小渓流では土砂の移動頻

度が低く，崩積土や風化生成物の蓄積により崩壊発生時の

規模が大きくなる可能性もある 7),8)。このようなことから，前節で

述べた流出土砂量の計測値が 4,000 m3 以上となった渓流 C
～G については，崩壊幅が過小評価となったと考えられる。渓

流 A，B と渓流 C～G では谷密度の他に流域面積や平均斜

面勾配なども異なる傾向がみられたため，両者の地形的特徴

の違いについては，今後さらに検討していく必要がある。

4 まとめ 

本研究では，平成 30 年 7 月豪雨により土砂流出の生じた広

島県内の 7 山地小渓流を対象に，土砂流出の実態調査を行

った。谷密度が低い山地小渓流では，侵食断面の事前の設

定が難しく，地表面地形から想定される移動可能土砂量を上

回る土砂流出が生じる傾向が示された。今後は調査を行う地

点や豪雨イベントを追加し，更なる検討を行う予定である。
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図–3 崩壊幅の予測精度と⾕密度の関係 図–2 流出⼟砂量の予測値と計測値の⽐較 
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