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1. はじめに
阿蘇カルデラ内は、平成 28 年 4 月の熊本地震、同年

6 月の降雨により崩壊等が多発し、平成 30 年度より直
轄砂防事業が着手された。本稿では、阿蘇山直轄砂防
区域内における豪雨、地震、火山噴火等に伴う土砂災
害発生時における被害の軽減又は拡大防止のために実
施した土砂移動現象の解析・検討結果を報告する。 

2. 阿蘇カルデラ内の土砂移動実態の把握
2.1 差分解析結果
阿蘇カルデラ内の土砂移動実態把握のため、表-1 に示

す平成 22 年以降に取得された 5 時期の LP データを用
い差分解析を実施した。その結果、阿蘇カルデラ内の土
砂流出量は、多い方より期間 3、4、2、1 の順であり、
河川流域単位（40 河川流域）でみると、白川上流域、
両併川流域、仮川流域、山王谷川流域では 4 時期中 3 時
期で 1 万 m3/km2 以上と多くの土砂流出が確認された。 

2.2 降雨、降灰、地震との関係 
図-1 に期間 1 と 4 の比流出土砂量と降雨量の関係を

示すが、同程度の降雨量に対する比流出土砂量は期間 4

の方が多い。なお、この傾向は期間 3 でも同様である。
そのため、現在の阿蘇カルデラ内は、熊本地震で不安定
になった土砂が、流出しやすい状況にあると考える。ま
た、俱利加羅谷川や保手が谷川流域では H26 や H27 に
発生した噴火による降灰量が H28.6 出水時の流出土砂
量の 10%以上あることが確認されたため、H28.6 出水時
には降灰を多く含む土砂が流出したものと考える。 

3. 阿蘇カルデラ内の土砂移動特性の評価
3.1 評価方法等
本章では、阿蘇カルデラ内で今後発生する土砂移動

現象が、どのような地域・箇所で頻発化又は新たなに
顕在化する恐れがあるのかを把握するため、異なる土
砂移動形態（土石流～掃流状集合～掃流砂・浮遊砂区
間）を連続的に追跡できる混合粒径 1 次元河床変動解
析モデルを構築し、計画規模の外力に対する現況施設
時の土砂移動解析を実施した。検討対象河川は、白川
又は黒川に直接流入する 40 河川流域の中より、比計
画生産土砂量、比計画流出土砂量、土砂移動実績、土
砂輸送能（流域面積×勾配）等を指標に各河川流域を
点数化した上で、地域バランスも踏まえ図-2 に示す 10

図-1 比流出土砂量と連続雨量の関係 

表-1 差分解析期間と期間内の主な土砂移動要因等 
期間内の土砂移動の
主な要因（イベント）

左記イベントに対する評価 備考

期間１ H22～
H25

H24.7九州北部豪雨 中央火口丘に位置する流域や黒川上流の外輪山で多くの土砂流出を確認
特に山王谷川流域、黒川上流域1は土砂移動が活発

期間２ H25～
H28（地震直後）

熊本地震 白川下流の外輪山に位置する渓流で多くの土砂流出を確認
特に両併川流域、白川下流域2、山王谷川流域は土砂移動が活発

H26.11.25～29、
Ｈ27.9.14に降灰

期間３ H28（地震直後）～
H28（出水後）

H28.6出水 中央火口丘に位置する流域で多くの土砂流出を確認
特に、白川上流域、色見川流域、俱利加羅谷川流域、白川中流域2、高木川流域、仮川
流域、山王谷川流域、黒川上流域1、東岳川流域、西岳川流域は、土砂移動が活発

期間４ H28（出水後）～
R1

R1.6出水 白川外輪山の渓流及び中央火口丘に位置する一部の渓流から多くの土砂流出を確認
特に白川中流域1、白川中流域2、仮川流域は、土砂移動が活発

差分解析期間
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河川（白川流域：中央火口丘側 4 流域、外輪山側 2 流
域、黒川流域：中央火口丘側 2 流域、外輪山側 2 流
域）を選定した。 

3.2 評価結果 
3.2.1 土砂・洪水氾濫が懸念される河川流域の特徴 
倶利伽羅谷川、名称不明 3、黒川上流域 2 では、出水

期間中の最大堆積深が 4m 以上となる箇所が存在する
ため、土砂・洪水氾濫が発生する危険性が高いと判断し
た。これら 3 河川に共通する特徴は、比供給土砂量が 2
万 m3/km2 以上と他河川と比較し大きいことである。一
般に、比生産土砂量が 1 万 m3/km2 以上の流域では土砂・
洪水氾濫の危険性が高いとされる 1）が、これと比べて
も 2 倍大きい。これは、阿蘇カルデラ内の河川は急勾配
であり土砂が堆積しづらいためと考える。 

3.2.2 土砂堆積・侵食しやすい箇所の特徴 
白川上流域、倶利伽羅谷川、仮川、西岳川、床瀬川で

は侵食傾向がみられ、残り河川では堆積傾向になる結
果であった。この変化要因を分析すると、当該断面前後
の河床形状、勾配変化率の影響が大きいことが確認で
きた。特に堆積傾向が強い断面は、表-2 の①に示す凹型
の縦断形状の場合や、②に示す凹型形状のうち勾配変
化率が 200%以上の場合である。また、洗堀傾向が強い
断面は、表-2 の③に示す凸型の縦断形状の場合や、④に
示す凸型形状のうち勾配変化率が 100％未満となる場
合である。 

3.2.3 検討河川流域外への展開 
これまでに得た知見より、阿蘇カルデラ内を図-3 に示

す 4 つのエリアに分類した。更には、この地域分類を用
い、解析対象外の 30 河川にも展開し、土砂・洪水氾濫
の危険性が高い流域として比計画流出土砂量が 2 万
m3/km2 以上の流域を抽出すると、図-2 に示すとおり外
輪山エリアの河川流域が最も多く 20 流域中 17 流域が
該当する結果となった。なお、中央火口丘側は 10 流域
中 3 流域であった。また、土砂堆積・侵食しやすい流域
として、各河川の河床高を 50m 間隔で取得し、前項に
示す特徴を持つ断面が全断面の 80％以上有する河川が
11 流域存在したが、分類エリア別の特徴はみられず、
各河川に依存していると評価した。 

4. おわりに
これまで示したとおり、阿蘇

カルデラ内は未だ土砂流出が
活発であるとともに、土砂・洪
水氾濫や土砂移動のポテンシ
ャンが高い。また、令和 3 年 10
月の大規模な火山噴火により
UAV-SFM 解析を実施した仮川
上流域では約 17 ㎝の降灰が確
認された。現在、流砂量観測予
定の 6 河川（白川上流域、山王
谷川、両併川、西岳川、湯浦川、
黒川上流域 2）の上流域では、
インターバルカメラや量水標
を設置し土砂移動把握（流量把
握）を実施しているが、今後も
モニタリングの継続、充実を図
るとともに、被害の軽減、拡大
防止に向けた対策の検討、実施
が重要である。
参考文献：1）坂井ら：土木技術
資料、Vol63、No1、p.30-35

図-3 解析結果を踏まえた阿蘇カルデラ内の地域分類 

表-2 強い堆積傾向、侵食傾向となる河床形状等 

直上流
断面

当該
断面

直下流
断面

① 直上流断面→当該断面は順勾配
当該断面→直下流断面は逆勾配

② 勾配変化率（上流勾配/下流勾配）
が200％以上

③ 直上流断面→当該断面は逆勾配
当該断面→直下流断面は順勾配

④ 勾配変化率（上流勾配/下流勾配）
が100％未満

堆
積
傾
向

侵
食
傾
向

縦断形状イメージ特徴 備考

図-2 土砂・洪水氾濫の危険が
高いと想定した流域 
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