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は じ め に
山間地や火山山鹿，戯近でほ都市近郊においてさえ，荒廃渓流から押し出される土石に
起因する災鷹墨よって，我々ほ甚大な社会的経済的被害を被っている。山般に土石災寒と
いうと，麗接に，瀬林乱伐による山腹斜裾の荒廃や危険急援他の放赦などが指摘され，確
かにこれらは，多段の危険土石の生塵という意味で重要な問題提起の場となっている。し
かしまた，荒廃渓流に起園する土石災懇報告を詳細に検討すると，斜面・急應地等から崩
落・流出した土石がいったん渓床内に蓄積される過程を経て，その後あらためて土石流と
なって流出する挙例も相当数にのぼる。これまでにも，ま石生産源からの流下距離の比較
的轟い河川・渓流についてはこのような見方がなされ，多くの調査・研究が行われてきて
いる1）さ）d）5〉 。しかし，急峻で媛椎な地表形態のところでは保全対象から土石生産源までの
距離が短く，したがって，渓床内あるいぼ流下堆積物よりもむしろ馴致源を溶接対象とし
た調査・研究が主として行われ，九州地方でもその例が多い6〉7）濫〉。
筆者は，九州における最近のいくつかの土石災軍報暑から，源頭部付近より一時に本蘭
合流点まで土石流下し本流に堆敬するもの，等高線に沿って広面積に堆積するもの，渓床

27（；

内拡幅部で多箆の土石が堆敬するものなどを空中写霧で櫛絶した10）。これらのことから，
短小な渓流においても堆積地はさまぎまな位置と規模と形態を有し，それぞれ地形条件に
対応して形成されるものであると考えた。そこで本給文では，一ツ瀬川源流破砕柑のう
ち，中・古生層砂岩・試着・粘板岩渓流，マサ化の進んだ花崗岩渓流を対象として，主と
して流路延晶1〜2km 程度のどく短い渓流について，渓雄雌横地の形成位置・規模・形
態を地形条件と対応させながら整理分析し，そこで展開した過去の土石移動過程と現在の
地形条件について検討したことを報倭する。
1．研究方法
（り 破砕帯小文渓

破砕澤とは，地質学的には断層滞の山裾で，せん断破壊による破断面が種々の方向に集
合している助力変成葦である。これは，特定の地質に限って現われるものではなく，機械
的にあらゆる地質に彫額をおよぼすものである。
本給文で対象とした地域は，中生界〜酋鐸三紀の砂岩・嘉碧・粘板碧と欝三紀火成業入花
崗岩とからなっているが，中古生層においてほ千枚岩の形成として，花崗岩においてはぁ
碧の裂開とマサ化の増大として，それぞれ破砕作用があらわれている。したがって斜面
は，巨石とそのマトリックスである千枚岩風化物あるいはマサ土，熱変成による粘土化土
壌とからなり，そこに掘刻されたd＼文挟には，その崩落物が多厳に分布し著しい荒廃状況
を嵐している。このことから，渓床はきわめて洗掘されやすく，谷次数の小さい小文渓に
おいても移動速度と移動質蕊の大きな土石移動が発生し，その移動援助が随所にみられ
る。
（2）方 法

荒廃渓流内における渓床堆積物は，政終堆積現象をあらわすものではあり得ず，それが
基金堆横地である限り再移動と土石の分級過程を経ながら，理蘭的にはエネルギーフェン
スに至るまで移勤し続けるものである。すなわち，現在の時間断面における渓床堆積物の
静的状態は，過去の土石移動過程の必然的結果であり，同時に将来の土石移動現象の栗凶
でもある。したがって，この渓床堆硫物の位経と規模と形態は，過去の土石移動現象の痕
跡ともいうペきものであり，そこに共通する規則性を追求することが将来の土石移動予測
にも通じるものであると考える。本論文では特に，堆硫現象の必然性を地形条件にもとめ
て，現地から帰納的に分析しており，これほ機構解明といった本質論段階の研究の前提に
なるものと位置づけられる。
（3）演床堆積物

ここでは，破砕帯渓流の谷頭近傍や合流部における岩層埴（幾）敵地，花崗岩渓流など
にみられる巨石を含む大旗瑛な氾淀原や低小な段丘状堆撥地を含め，これらを形成してい
る土砂石礫を総称して渓床堆積物と呼ぶ。これら渓床堆積物が過去の土石移動過程常i渇し
てもつ情報は，堆積地の位置・規模・形態の3要素からなっている。
堆積位混・兢磯は，渓流の地層・地形特性によってさまざまである。破砕帯渓流でほ小
規模な岩層集積地が単位となって点在する形をとるが，それがいくつか連続したり規模拡
大して「城」になる場合もある。花崗岩渓流では堆椒規模が大きいため，氾濫原として出
現したり，緒状の落差区間を形成したりする。堆積地形態区分については写経仙川1に例を

ユ77

DSD●

DD

l潮岬i 堆磯地ヨ汐の基本的パタ岬ン（D：deposition，S；SCOurの略）
旧塘餞物（白地）∴釈堆積物（儲側）および洗掘によって形成された堆積地形で，
これから逆に過嘉の土石移動過程が推定できる。
示したが，渓床内での堆積地形変化は洗掘・機構作用の関わり合いの結果そのものである
から，表整容的には図叫1に示すようないくつかのパターンにしぼることができる。
（4）地形条件

近年，実験室における移動床実験が盛んにおこなわれ，基本的な運動に関わる事実′が多
く確絡されてきているユ2〉ユ3〉ユ4）ユ6〉

。これらの申にほ，土石流体の物理的運動そのものの解明

を巨i的としたものが多いが，山方では，洗掘・堆積作用の結果である沃床堆積地形変化の
規則性を紋翻しようとするものがある。木下は，実地渓流16）および遵二線に聞虚した三面
張流路17） において交互砂礫堆の出現規則性を水理放との関係で分析し，熊谷ユ椚19〉 は，
これに階段水路，曲磯部を加えた形での河床萬変形の実験をおこなって洗堀部の発生が階
段の向きと間隔によって変化することを示し，来ら20）2‖は，轡曲と低ダム，拡幅と低ダ
ムの組み合わせによって発生する嬢貌地変化が土石分散の原理に従っていることを明らか
にしている。これらは，抽象的な「土石移動論」に対して地表空間での「地裁変動論」と
いう考え方に立脚しており，特産土石の移動に対して変動する空間論とみなすことがで
き，しばしば現実問題を伴なって検討されていることが多い。後者の場合，特定空間の属
性をできれば物理的に明らかにしておく必要があり，その意味で，地形姦件の分析は土石
との関わり合いを検討する上においても藍要な課題となる。本給文では後者の立場をと
り，地形象件として渓床幅，渓牒勾配と勾配変化，河遣屈曲率および合流の老婆轡に番目し
て分析している。
渓床幅はベルヌイ定理の断面積を近似的に抱擁するもので，特産地点の渓床断面におけ
る堆積・非堆硫，土石凝と，段丘数などの対応と同時に，一定区間にわたってその対応を連
続的に見ていくことが栗態に則した窓味をもってくる。また渓床勾配については，山地点
での勾配が平均勾配として意味をもつ場合と，非平均すなわち勾配変化の割合が意味をも
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つ場合があるので検討が必要である。河遺屈曲率は，平均的に流路幅の広い場合ほ渓犀屈
曲率あるいは主流路屈曲率と考えた方がよいが，狭い場合はむしろ流心屈曲率あるいは両
岸を結ぶ2等分線の屈曲率に置換して考えられる。
（5）時系列

時系列とほ】サ維率的な現象の時間的変化を遵凝的にまたは∵産閲瀾逐戌いて不運鋏に勧
測して得た撤の系列。（新村出；広辞苑）」と産威される。本論文では，特産空間の変動を
把握する立場で分析しているから，空間内における各軍象馴奪閥的に配列するための時間
情報が必要となる。ところが∵般山地俄渓流では変数周期が数年〜数10年と品いため，
蘭接観測による変化の確諾鋸ま凶難であることが多い。しかしながら，時間尺度の導入は現
象解明に必葉であるので，やや不明確ではあるが，この時閲情報盈援入植生にもとめるこ
とにした。すなわち，新たな堆積あるいぼ洗掘の生じた淡床面が裸地化することを前提と
した場合，そこに初期侵入した鵬斉林は磯地化後の地表面安定期問を樹齢として表現して
いることを利用する。（渓床内の天然生同繭林分慧嘗 の樹齢数を解析すれば，過去の変動の
時間的位ぎ至遣づけを明らかにできる。ただし，この方壌では，淡床変動発捌春期と木本穏亭
の発券時期（表削1）との関係で1〜2年誤差が生じる場合があるが，これは過去の降水
記録との対応によってある軽度修正できる。）濠た，洪水時比流鼠の著しく大きい高次谷
河川では，むしろ淡水痕跡が同齢林分樹齢数として教われるたが1〉，単純には土石の運動
とは結びつけられないが，堆緻や洗掘によって枯死しなかった碑林については，不定娘，
上側あ 崩穿，樹皮巻き込み，アテといった痕跡2〉を残し，これらの年輪分析もまた時間
盤−1

樹種別による種子の成熟ヨ軋 義盛など

（森林凍必挑66き奴，林野弘済会，】mより）

樹

種

＊開花翌年

名 璽 開花月‡種子成熟！ weighり1000個
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情報となりうることがあげられる。
以上のような方法によって，特定の地形条件別青えた渓床望空間内での土石堆積地の形
成・変化について時系列的に分析し，過去の土石移動過程と地形条件との関係常ついて考
察した。

2．調査対象地と調査方法
＝）大河内周辺支漢とトウザ谷（森林理水試験地）仙砂岩・叢宕・粘板岩渓流仰

いわゆる千枚碧地滞は，地質学的には中生代〜音節三紀に形成された四万十川椎岩系の
うちでも三方岳・大河内累層に属し，砂岩・試着・粘板岩からなり，延岡嘲紫軌LJ構造線
に接する執力変成破砕掛こ含まれる急芝）。この扁掛ま群発性急性地すべりを発生しやすく，
大河内附近には少なくとも地形的に3カ所の急性地すべり跡地が確認できる23 といわれ

ている。また1綱］29年には，12尊台風によって1411・5rnm（うち725mm／day）の降
雨がもたらされ，盲短観計42．85×川・量m芝，鯛よ鼠計36・9×10遼m3の崩壊・土石流が発生
している2j）。このような状況から，現在でも一ツ瀬川本流は著しく荒廃しており（写霧γ
2），そこに流入する文挟でほ上部に巨大な崩壊跡地をもち，決断勾に刻々と土石を流
出・藩親している（琴霧㈹3）。

ここでは，ほとんどの支渓が急勾配と荒廃によかで実測調査が！猟難であるため，空ゆ写
霧（け76撮影）を利用して，荒廃渓床内における岩層堆積政経を調べ，それを1几000〜
亡りロ■
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1／25，000の地形図上に描写して検討した。また，九州大学演習林内26林班トウザ谷（森
林理水試験地）において（写賽嘲4），実地調査し，表面石礫分布（各測線上の礫径と礫
数）をラインサンプリング法によっておこない26〉，同時にポケットコンパスによる地形測
扱を約700m！乳閣についておこなった。またここでは，わずかであるが天然生周磯頗分
（クマシデ，ミツパウツギ
，ミズキ）がみられたので伐採し，形成奔代を推定した。
（2）大谷≠い大越谷岬花崗岩漢流一

大谷川・大越谷はいずれも，地質学的には自互‡宣紀末〜［雷ニー釈放の岩層に貫入した舞三紀生
成の箱欝花崗岩地帯に属しており，熟変成・動力変成による変質作瀾の戒めマサ化が進ん
でいる。大谷川の大部分は九州大学淡習林9林班内を流下するが，その溌頭部附近は社有
林に属し，皆伐㈹遷林の後，表層滑落塑崩壊が著しく発生（l柁締lⅥJ44年；0爛所，54年；
135個所，55年；i53個所）9）し，その生成土石によって渓流は荒廃の庶を増している
（写嚢005）。ここでは，土石災簿記録はないが，渓床の荒廃状態からみて土石移動現象
は頻発しているものと考えられ，現在，大谷川をほじめとする附近の才闘魂岩渓流の荒廃
（いずれも社有林内）に対して，宮略県によるダム基数がおこなわれている。
大越谷（写羞−㌦鼎6）は，九州大学演習林2林城内に上〜中流部のほとんどが含まれる
が，下流部にはやはり県によるダム築設がおこなわれている。ここでは，昭和46年に，

19。23号台風（19号；1342mm，23号；774mm；大河内観測雨鼠）によって上流部ス
ギ・ヒノキ造林斜面に地すべり性崩壊（琴霧紬川7）が発生し，53∫000m3のま石が約
い00ⅠⅥ流下した挙が報告されている25）。その後も小規模な移動が発生しているものと思
われ，崩壊地内に残された表層地塊は現在も下降移助中‖）である。大谷川にも大越谷に
も，渓床内堆積而にはすでに天然生同齢妹分が形成されており，機種はヤナギ，アカマ
ツ，サクラ，サワグルミ，ノリウツギなどである。

大谷川では，縦断方向に表音覧線測駿を，約30m間隔で横断方向に水準測魔をおこなっ
た。また，山番侵入している水本についての樹齢と生存木の傷奮発生年（樹皮巻き込みよ
り推定）を約 600m‡裟閲について調査した。大越谷では，ポケットコンパスによって浅
岸および堆硫地形の渕盛とをおこない，侵入木本の樹齢調査を約1，000m 区間についてお
こなった。

3．漢床堆積地の実態
（1）砂岩・貰岩・粘板岩渓流の岩屑堆積地
a．空中琴裁からみた堆硫地分布

椎葉村大河内周辺牒凧ツ瀬川淑流破碑欝のうち，砂岩・斑岩・粘板岩からなる地域の小
文淡は，いずれも急勾配で流域面積が小さく起伏鼠が大きい。図トー3に本郷谷，請芸㍍塚【ル繭
の沢」（仮称），トウザ谷のヒプソメトリック曲線，図仙′−4にそのパーセンチ…ジ曲線を
示したが，本郷谷を除く他の2流域ほ，調査地域の山般傾向をあらわしているものと考え
られる。すなわち，緩やかなS字状カーブ各描きながら流域出‡コで急激な落ち込み（面積
滅少）を示しており，これは上〜［毒〕流部にまだ多くの山体体積を肯し，比積分値が0．6以
上で非平衡邦地形（今後変形する可能性が高い）を示すものである。ただし，本郷谷だけ
は谷出亡きに広大な扇状堆積地を有し，比積分値0．5以下で平衡期地形段幕している。この
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ような流域でほ，空間的特性を論じる活動・非活動河川の概念よりも，むしろ時閲的特性
を論じる免疫他の概念27）があてはまるものと考えられる。ただしかし，谷‡敷・渓辟のJ朗
機地数は増加しないが，その拡大と溌化による土石生産は継続しているものと考えられ，
渓床内特恵地点への土石の堆積と両産規模に逢した場合の再移動とが発生している。この
岩櫛佳硫空間には，共通した地形条件とその許容厳に見合うペき安定期間があるものと考
えられ，そこで前述のように作製した1／5，000〜け25′000の地形図上で分析をおこなっ
た。堆積地と地形等高線との関係をモデル化して平面図で示すと図…5（a）のようにな
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8＝も即で一意

ム8＝ta≠胞で一

図−5

るが，これを3次元座磯摩灘く

みれば（c）のようになっ

て縦断勾配変曲点に堆姦していることが示されている。しかし，地形図」二では平面的な取

り扱いは難しく渓床幅の決定ができず，したがって押遣屈曲角度もあいまいになり，走鼠
的に粕密に劉湖けることは難しい。そこで，推敲地下郡の渓球勾配β と，上部と下部と
の渓床のなす角度dβ（縦断勾配変曲皮）を計算し，堆積地周辺の地形を規定するパラメ
血タ…とした。
〃∴二＝lll什■l（ナノ′ノ∫．）
」〃∴td‖■1（ノJ一／㌫トtこI11■−（H′・ ■S，）
ただし，

0∴二1〃一卜J〃・く訂，・／ユ
であるから，（β，dβ）は（0，0），（花／2，0），（0，花／2）を結ぶ撥測内に必ず含まれること

になる。この2つの櫨で堆積地点巷規定するわけであるが，堆積地のうちでも，植生に被
覆されて安定していると判別できるものと，植生が破壊されて裸地化しているものとに分
類できる。これを区別して表現したものが‡渕仙6であるが，堆積地のうち1954年に裸地
化していると判別できるものは（啓）で，1971年に裸地化していると判別できるものは
（㊥）で示してある。これらを直線に回帰すると，ほぼ7∂＋8dβ認30め と 2β十7∠fβ怒200
になるが，これから縦断勾配変曲庶が余裕をみて A鋸慧鵬（1／2）♂＋20草 を遇えるような地

之83

点は，准尉也の長期間安産維持が難しい非安定領域ということができるであろう。（実際
には，β，d♂紬上に切片をとることはないから，∠膵＝1／（針」り，た：定数，に近い形をと
るものと予想されるが，ここでは便宜的に蔽繰回帰している。）
b・石礫分布（トウザ谷）

空中等親による判読では，大別した堆積地・非堆積磯の区別はつくが，どのくらいの礫
柊のものがどのくらいの規模集合したものを堆機地とみなすかというレベルでのデータと
しては，主観的要弟が強いため

信放牧が低い。そこで筆者は， bending
このうちの特定の実地渓流につ

angle
A8

いて地形側儲と泰衡右横のライ
ンサンプリングをおこない，侵
入木本（同齢林分）の樹齢調査

もあわせておこなった。すなわ
ち，メ′F均30m間隔に渓床の縦
様駅側汲をおこなったものによ

＼

＼

って渓床隔，渓床勾配，河遣

＼

＼

（琉紬）屈曲鈎皮，合流点位償

＼

を明らかにし，きらに礫径・礫

−、

戦2e闇＝200、＼、 、incline
、

ザ谷で，約800mの3次谷主流

、

010 20 30 ム0 50 60 70 80 9

路沿いに実地調速した。

図−6 渓床勾配；βおよび縦断勾配変相】庶

ぎ営卜山7に各測点の渓床l将と棟

dβによる椎ゼ葺地位〜汲淡添

数，図仙8に渓床勾配と礫数，

うち締流形式の移動と頭痛流形

＼
、

州大学宮崎演習林26林班トウ

図009に押遣屈曲角度と礫数の

十8AO＝300 、＼

＿＿・、

数を測定した。調査対象地は九

関係を示した。ここで，∧∧石礫の

＼

number

0・・・0．1痘かく0．4m
O−・−0．ム≦ dく07

;P

0−‥0フ≦d

式の移動（集合移動）によるも

のを区別するため，200年確率
雨厳に基づくピーク流濃から各

15

測点の始動限界流速をもとめ

￠
5

◎

β：水路臓（m），〃：粗度係
数（王n・SeC）

J：水路勾配，ゐ：水深（m）
で袈わされるから，水探カは

0

0 ● ○

○

〃

10

◎〇∵ぬ

り／J・l・／・／さ

◎ 飴 ︒芸㌘鮎砲

15

0

鼠e（1nソsec）は，

︒00㌘蒜

30），これによる各測点の移動戯：ぷ
大礫径を算出した2￠）。ピ…ク流

widtIl
M

図−7 トウザ谷における渓床l臓と石礫数の関係
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∴∵

カ

となり，〃＝0．035 としてそれぞれの地点の β，J，e を代入すれば求まる。
ただし

ウニイ・r・パ0
／：流出率（1．0），d。：流域

number

0・・伽≦dく0．ろm
0…0．む≦d＜0．7
ト・0．7≦d

両歌
r：淡水到達時間内放火降雨
強度（mm／h）（慧84．6）
移動戯大礫篠平均格は0．311n，

○

最大億は0．61mであるから，

0．7m≦dの粒径階のものを区

諾

◎

分して示した。このうち，0．1
m≦；ガ＜0．4m の粒径階の礫

●

（○）は，締流形式によって移

0

動した可能性が強いものとみな

0

0ああ

◎

0

∞0銅︒00的︒

0．4m，0．4m≦雄＜0．7m，
0

︒

0◎0◎◎諺

0

図には便宜的に0．1m忘dく

せる。渓床幅との関係において
incline

は，いずれの粒径階についても
右上がりの関係，すなわち渓床

トウザ谷における渓腐勾配と石礫数の関係
number

ひ・▼0．1忘d＜0．んm
◎・・・0．ん≦dく0．7、
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図−タ トゥザ谷における河遺ガ勘抽角度と石礫数の関係
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1隔の拡大に従って棟数の増加する傲向がみられる。これは，拡幅部における石礫の集中び
いては堆積地の形成を裏付けるものであるが，それは拡散による移動土石の運動エネルギ
ー械襲に起閲するものと考えられる。渓床勾配との関係については，1／4〜1／6（14や〜90）
の勾配でいずれの粒径階も敢大値を示し，それより急勾配でも綴勾配でも礫数は減少して
いる。ここでの渓床勾配は，サンプリンダライン上部の倍であるから，縦断勾配変曲度を
考慮すると∂十dβニ90〜14￠で敢も礫数が多くなることを意味している。これを図叫6に
あてぼめると，完全に堆積地変走領域の値であり，前述の岩層堆掛也を土石生産域での堆
横地とすると，この沃床堆積地はむしる流送・堆積域での堆積地とみなすことができる。
河遺屈曲角度との関係は明瞭ではないが，掛軸角度が大きくなるに従って，測点上金礫数
に対して 0．4m惑d の大様礫の占める割合が大きくなる傾向がみられる。また，0．1m
忘〟＜0．41Ⅵの礫については160附近で政大磯を示すようであるが，これについてほその
物理的必然性が考えられない。
つぎに，合流（支渓流入）の膠轡を考えるために図∴10を示した。図には河遣縦断面
図に合流位置をA〜Jで示し，各線掻階別礫数を表現してある。0，1m蛋d＜0．4m の粒
径階では，Fを除いて比較的礫数の多い地点と合流点が一致しているが，No．1〜2，5，
13，17∴朋などでは不一致である。これに絞べて，0，41n蛋♂＜0．7mと0．7m蛋♂の粒

格階についてみると，No．4咽A，8叫C，10叫Dノ15醐F，22仙H，24嘲Ⅰにおいて棟数の
増加ときわめてよく山致している。すなわち，合流（支渓流入）による石礫分布特健ぼ
H＝
149．6 Ⅳl

1 2

ん 5

8 10 13 15 】718

22 2ム 25

図−10 トウザ谷における魯磯部凝瀾と石礫数の関係（縦断面図）

756 柑ヨ
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0．4まⅥ蛋dの大きな殊についてあらわれ 文渓流入地点が鎮台移動に伴なう大掻礫の堆横
地点となる可能性が高いことを示している。
C・植生侵入

渓床あるいはその周辺の地表面に洗掘・堆積現象が発生した場合，その規模に応じて根
系の浮き」こがり，樹幹埋没と不甜及の発生，樹幹傾斜による上桝受の形成，アテの形成，
樹皮傷害部の発生と巻込みなどがみられる2）。しかし，洗掘・堆緻規模が大きくなると，
樹木は立地讃言覧般を荻ない地表面は裸地化する。その後，裸地面には周囲の母機から種子が
落下・飛来し，このうち荒廃地での粒子括者能力と発芽時期の適したものが血山番林として
占有空間を形成していく。これを天然盤同曲林分と呼ぶが，多くはト〜2穫の樹種から構
成きれ，樹高，胸高溶掻が類似しているため，天然鰯司この中でも特異な濃観（等質冊8）
を望し，現場で展観約に判断できることが多い。これが林分娩摸として何本以上の構成を
接すのかは明確ではないが，ここでは，明らかに渓床内石礫・堆積地上にある場合は，教
本かちなるものでも天然壁間齢林分として取り扱って差しつかえないものと考えた。また
評盲′磯では，ここでは0．1】1a以下の林分であるから，矧蟹には群〜小群に相当するあので
ある。
前述の26杯洗トウザ谷においては，このような群状の天盈ミ生同齢林分が堆積地上に 4
カ所みられたので，このうち数本を根元で伐採し，年輪数が一致していることを確認した
うえで，各群の天然生同紬司（分樹齢数（以下樹曲数）とした。さらに，調査年をダ，樹齢
数を∬とすると推定裸地化年代yは，当年生年輪形成前の調査では，
）′ニこ（ノし・1）−∴＼■

当年≦l三年輪形成彼の調査では，
）′てノし→．l■

となるが，裸地化が種子結実前であれば，（y十1）句りこ，結実後であればy年に堆積地
が形成されていたことが推定できる。したがって，裸地化後，政初に侵入した木本種子が
措著したとしても±2年の誤差が生じる場合があり，これについては，前後5年間の降
水記録と対応させて堆積地形成年代を推定した。図止血11には，渓床平面図にこのように
して推定した堆積地形成年代を示してあるが，縦断要素の沃床勾配と合流位置もあわせて
示した。形成年代ほ，1914，1939，1954年の3種について推定された。1954年は欝習恋
渓流血箱が台風5，12，15】引こよる豪雨に見舞われて〕ヨり，とくに12号台風ではlヨ簡鼠
725mmを記録し，土石災害が発生している2d〉。また，1914，1939年ほ演習林所管前で，
降水記録，災害記録が明らかではないが，営綺市での記録2畠）によれば，いずれも前後5

年以内では最高の降水駿を記録した年であり，とくに1939年は時間雨蕊134mm，iO分
間雨鼠30mmを記録（ま0月16iヨ）している。このように，樹齢数より推定した堆横地形
成年代と降水記録，土石炭害紀録がきわめてよく晶致することから，この推定年代はばぼ
正しいものと考えられる。

上流部H〜J流入区間には1939年堆横地とi954年堆痍地とがあるが，この区間は
げ叫＞170や180 と上流に向かって急勾配となり，かつ両堆敷地が接近している。このこと
から，躾りに1954年堆積地が3次谷本流上流部より流下したものであれば，1939年堆積
地が流出あるいは哩磯されるか，堆積地上の木本に移動痕跡が残るはずであろう。しかし，
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1939年同聯林分が鰯傷で残っていることから考
えて，1954年堆磯地はむしろ支沃Ⅰから流入し
た石礫によって形成されたと考えた方がよい。こ
のことば，図−10においてNo．22 と24の問で
礫数が少なくなり，堆積地が途切れていることか
らも裏付げられる。中流部の1914年堆積地周辺は，
相対的に淡床暗が広くなっており，また縦断勾配
の変曲部でもあるので，渓床全体からみて，移動
土石がこの上流で停止しやすいために，堆積地が
長い安定期間を維持しているものと考えられる。
また下流部の1954年堆積地は，ここを境界とし
て逆に沃床勾配が急になり（縦断勾配変曲庶はマ

ある。ここからA上流部にかけては0．1m≦ガ
＜0．4mの礫が多盈に分布しており，これより
上流部から掃流された石轢の堆箪地と考えられる。
（2）花崗岩渓流の堆梯地
a・堆横地分兼

帯房花崗岩地帯に層する渓流の多くは，谷次数
に比して流域面積が広く，山頂近くで勾配変化の
激しい急傾斜地をみるはかは，渓床勾配も平均的
に緩やかで，沃床幅も拡幅部で特に広い。図剛叫12

れも類似した広い流域鱒顧をもち，比痍分低はほ

︵昆︶00M

に大越谷，大谷川のヒプソメトリック曲線，図叫
13にそのパーセンチ…ジ曲線を示したが，いず

Om河

うち大谷川は，前述したようにその上流部に多く

−奴

ぼ0・5で叫応平衡期地形をあらわしている。この
の表層滑落塑崩壊地膚有し，現在も崩壊地数およ
び崩壊面鏡は増加拡大中である。また大磯谷ぼ，
Qロバ

昭和46年に上流部の山腹崩壊に起因する53，000
m3の土石流の発生をみている2＄）。ここでは，地

ロ爪

形粟発として渓床幅，渓床勾配（流水衝での勾配
に換算）および河遺屈曲角度（各渓床幅の2等分
点を結んだ直線について）を測遷し，唯硫地はそ
横地ほ花崗岩巨石とマサ曳からなる被雉な堆歌碑
遊のために，体琉についての正確な偽を浮出でき
ないので，敢えて測定磁とせず，この堆磯簡閲を
堆積規模と考えて検討した。
図瞞14に大越谷における淡床幅，渓床勾配，屈

0

の平面形状を堆横範囲として測致した。なぁ堆

︵摘贋幹︶根粟Q璧紗憬沿栗駁撃時恵窮U⁝特牛阜ふ

イナス櫨をとる），屈曲部であり，かつ合流部でも
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凰−12 大地谷，大谷川のヒプソメトリック曲線

h／H ％

％
∂ のガ∬亜5∂即 打β0釘の0川a／A
閲−13 大越谷，大谷川のヒプソメトリック・パーセンテージ曲線

曲角度とそれに対応する堆積範囲を示した。なお，昭和46年の移動よ石は崩壊源（約
100m上流部右辟）から1，10机n流下しているから，このときの流下，堆硫土石はほと
んどこの調査区問内に含まれているものと考えられる。ここでは，堆横地を平河あるいは
縦断面での位置関係からa〜fに便宜的に分訊 これら堆横地形成の必然性をその周囲の

地形条件にもとめて険討した。

孔；渓床幅は比較的広く，渓床勾配も上流部に比して相対的に綬斜（100以下）である。
屈曲角度は300〜500 ときわめて大きくかつ反乾している。堆積地中東部は，堆硫後の

ご0

2．2

乏89

が，えぐられた流露となっている。
勾配も若干緩く（50以下）なっ

l）∂q u〔、〇ユ1S JO

q号pT爪 8uてT〇uT みて富m monu！S

hむ誕0︷

b；渓床瞞は拡幅傾向にあり，渓床

ぷ0将むh

散水流で侵食されたものと思われる

ているが，屈曲角度は小さい。こ
攣野里撃鸞讐慧慧慧警㍊欝芸蒜蒜靂恥

の地形条件だけでは，土石堆鶴の
必然性は弱いが，この付近は，さ
らに下流部にその主部をもつ堆敬
地のテール部分とも考えられる。
C；沃斜陽は比較的広く（20m以
上），堆積地前縁部に40の援斜部
がみられる。屈曲角度は200〜400
と大きくかつ反臆している。後述

するが，この堆磯地ほ，文挟から
流入した土石によって形成され，

Oロマ

では掛抽角度も 200〜200 と大き

くかつ反転している。この堆積地
00M

ほ，下流部f堆積地に次いで2番
目に堆硫職印が広い。
e；沃庫幅は比較的広く，渓床勾配
は上流部に比して相対的に按斜で
ある。また，堆積地前縁部では屈
曲角度が大きく（100〜300）かつ

反転している。ここではむしろ，
1n）。急斜（12り。屈曲という地形
的特赦のあることが着目できる。

曇蒜巴∵崇熟旨

堆敬地eとrとの間に狭さく（13

r；渓床幅は広く（22m〜42m）下
流部にいくほど拡大しており，沃床勾配も2カ所の急斜部の間に100m近い援斜部が
続いている。屈曲角度ほ一部反臆しているが大きくぼない。この堆硫地の堆破饗澗は調
査区間中最も広い。
このように，堆積地形成ほ極めて強い地形条件か，あるいはそれらが複合したときにお
こなわれるものと考えられるが，地形条件相互の盟約盗みと数的相関については，この結
果からだけでは結給できない。ただ，個別的に渓床臓において約20m以上，沃床勾配に
おいてほぼ50 以下の地形条件を含む周辺では堆積地が形成されており，屈曲角度がおよ

へ恩壊展時恵載∪加俸瑠︽

00山

4つ を含む。同時に堆横地前縁部

E︶

り，かつ極めて授斜な2地点（20，

︵

d；最大37mの渓齢福拡幅部であ

喜己読E岩

流送したものと考えられる。

滋昏由東

堆積地bの前半部應被覆あるいは

2鈍

そ200以下でかつ反臆している地点は，堆積他の前縁部，後綾部付近にあたり，堆積地
形成の際の節点（joint spot）になっているものと見なすことができる。
次に，園仙岬15に大谷川における渓雄略，沃床勾配，屈曲角度とそれに対応する堆緻範
囲を示した。調査区問教士流部は斜爾崩壊が多発し，それによる角礫が渓床を埋精してい
るため，むしる土石生産源として位置づけられ，渓床変動として考えるためにはこれより
下流部を対象とすることになる。ここでは，堆横地を平面あるいは縦断面での放散関係か
らa〜gに便宜的に分け，これら堆積地形成の必然性をその周組の地形免件にもとめて検
討した。

a；沃床幡は堆硫地前縁部付近で君子拡蘭しているが，渓床勾配はむしる急斜部とみなせ
る。屈曲角度は小さく，反転していない。この堆砥地は演繹から供給された土石によっ
て一時的に形成されたものと考えられ 洪床には堆緻を生ずる地形的特赦をもとめられ
ない。

b；渓床幅ほ広くなく，沃床勾配は急で，屈曲角度は小さく反転している。この堆積蝕も
渓撞から供給された土石によって一時的に形成され拡大したものである。
C；渓床拡幅部であり，演繹勾配も堆積地政上部において50 と綬斜である。屈曲角度は
下流咄で反転しているが大きくない。この埴歌詞ほ，周辺の拡幅部唯磯地鮮のうちの敢
上段面であり，敢も新しい。
d；渓床拡幅部（35m）であり，10年生以上の広葉樹林の成立している氾濫原も食める
と50m以上の渓床幅を有することになる。この地点の渓床勾配は緩くないが，埴磯は
c上流部の綬勾配部の欝啓を受けた可能性がある。屈曲角度は健か軋反転している。
e；現況床幅は広くないが，氾濫原も含めた旧渓席順では調査区間中敢拡幅部（60m）で
ある。沃床勾配は100 以上で，屈曲角度は反魔しているが大きくない。e堆積地前縁
部〜下流で屈曲角度は大きく反転し，狭窄部となっていることは番目されるペきであ
る。
D【POS汀10N
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図−15 大谷川における渓床幅，渓廊勾配，河遣屈曲角度と堆積地形戚蘭灘慨磯係
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r；減部に拡幅郡を含むが，全体として
は広くなく，撰床勾配も援くぼない。
屈曲角度ほ比較的大きく（200），前述
のe〜f問とr前線部〜下流（40りで
それぞれ反転している。
g；狭窄部ではあるが，堆積地上流に綴
勾配部をもつ。屈曲角度は大きくな
い。堆積範闘ほ小さく，独立した墟敷
地と貰うよりも，周闘の堆窮地から之
次的に派生した土石潜とみなした方が
このように，渓輝からの生成土石が麗
接渓床堆横地形に彫窃を考えているa，
b劉挽くと，堆積地形成条件はやはり淡
床臓拡幡部，緩勾配部のいずれかが関係
しており，非堆積条件は屈曲角度の大き
さと反転が関係しているものと考えられ
た。二数的にほ，渓床将において約20m
以上，渓床勾配においてほぼ100以下の
地形条件を含む周辺では堆積地が形成さ
れており，屈曲角度がおよそ200以上で
かつ反転している地点は，堆磯地の前縁
部，後援郎付近にあたり，堆硫地形成の
際の節点になっている。
b．巨石タ〉布と横断面形
前節で，堆積範囲を堆積規模とみなす
おける堆積昭組の広さと巨石の分布や堆
積地横断面形との関連性によって裏付け
ておく必要がある。図血16に大越谷に
おける各堆積地表面における放火後石の
位置と石篠（嚢薗形での眞軸，短軸平均）
を示した。これは最大石1偶についての
み示したもので，その周辺にほいくつか
の巨石が分布しており，むしろ落石沼の
位置とみなすべきものである（図叫17）。
前述したように，これら堆積地はいくつ
かのブロックに区分できるが，その堆積
昭闘の広いものには巨石が分布してお
り，b，C，d，rに相当する範囲内では溶

讐−搭

と簡単に緒論したが，これは調査渓流に

︵馳駆聾⁚p︑己⁚弱掛︶渡東時皿刃習線撃取薯諸聾時悪童じ旭綽硝︽

よい。

2タ2

格2．0〜4．2mめ巨石がみられる。一般に言う様に，巨石群が土石流フロントを形成する
かどうかほここでは不明であるが，平衝規模の大きな堆積地には少なくとも何らかの形で
巨石が含まれていることはここでの特徴と貰える。これについて，巨石白体のもつ運動エ
ネルギーが消耗してここで堆概しているとも，巨石を移動させるための流体のエネルギー
が減少して巨石を運搬し得なくなったとも考えられるが，いずれにしても，巨石とそれ以
外の堆硫物の堆積範囲がほぼ血致していることから，移動規模の大きな場合ほど巨石を含
んでいる可能性が高いとしてもよいと考えられる。

僕ト17 堆積他における【三石の密銀
（九州大学大学院生〔恒ヒ理氏によって，気球琴炎から修正，傑㌢化された大越谷埴横地d）
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図−18 大谷川における沃床械断面図
（1‖‖＝‖＝＝冊は露出岩盤）

次に，図叫18に大谷川における調査
区閣内各測点の横断面形を示す。一般に
横断面形から堆概数をもとめる場合，基
岩盤の露出する場合はその走向傾斜を延
長し，露出しない場合は数か所の断簡掘
削によって推淀した衝からの堆概数を計
算するようである。ここでは基岩盤の露
出するのはNo．0〜3，9〜10 のみであ
るから堆積畿推定は射たしいが，No．0〜3
は堆積地g〜ど下流鵬，No．9〜10はC
〜d付近にあたり，械断面形の大きさが
ほぼ平面規模の大きさでもあることがわ
は横断面形と堆積地の平面規模（堆積範
囲）との関係式をたてることほできない

が，同一渓流内ではおおよそ堆積範聞を
堆積規模とみなしてもよいと考えられ
た。
C．植生侵入

侵入植生の樹齢数に関するデータ整理
の方法は前に述べた。筐卜19には大地
谷，隊トづ0には大谷川の渓床平蘭瀾とこ
のようにして推定した堆横地形成年代を
示しており，合流位置，演繹崩壊位澄も

はi971，i972，i97ヰ，1980年，大谷川
では1954，1964，1968（9），1971，1976，
19フ9，1980年のものがあると推定され
たが，これを大河内演習林霹壕での降水
記録と照合すると，年間佼大日雨魔の記
録ときわめてよく血致する（図−21）。
なかでも，リターン・ピリオド（Gumもeト

chow法）4年に相当する400mm／day
以上の降雨時では災轡記録も残ってお
り，この推定年代はほぼ註しいものと考
えられる。

図・血19において，1971年堆概地は同
年の土石流（53，000m3）の結果形成さ
れたものと考えられる。この土石流のフ
ロント部分はr堆緻地と考えられるが，

▲ギ嘉

あわせて示した。形成年代ほ，大越谷で

︵囲匿陣︶里警影蒜褒堕慧盗品ふ鱒霊諾叢＝

かる。このように，厳密に巨石径あるい

294

この堆磯地上にほ旧流路痕跡と王972年形成と推定される新流路（流露辟ヤナギ郡樹齢数
による）とが見られることから，翌】972年にも流路変化に伴なう小規模な沃床変動があ
ったものと考えられる。また，ノ窮境地p内のアカマツ樹齢数とその下流部小城横地のヤナ
ギ樹齢数が同山であり，他にこの間に埴蔵物がないことから，小牧概地はpの崩土と考え
られる。これと前述のf峻厳地との閤には，特殊な例として洗掘跡の岩盤上にヤナギ群が
生育しており，その樹歯数から洗掘年代が1971年と拙走され，これより上流部から下流
部に向かっては1卯1年以降土石の幾合移劫は無かったものと考えてよい。上流部堆横地

図−20 大谷川における堆椒地形威摩代の推定（平面図）
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図−21 大越谷，大谷川における堆積地形成年代と降水記録（大河内）との対応
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bとcの関係についてほ，図仙仙22
にこの区間の横断而図を示す。壮
観地bほ，フロント部分に‡箋石を

N0．ム7

含んで左岸から右辟側にかけて形
成されており，その段丘状堆痍閻

No溺 ふ冊珊瑚悔緑＿．

の高さも大きい。とこるが，No．
44を墳として堆窮地は再び左岸
寄りとなり堆横面の高庇も低くな

No．ん5

る。ここに生簡するアカマツ・ヤ
ナギの樹齢数をみると，No．44を

No．ムん

墳として上流側が1971年形成ノ
下流側が1974年形成と推定され，
形成年代が上・下流で連覇してい
ることがわかる。このことから，
No．44 で合流している支渓Yか

No・ん3 璃mふ
Noこム2

らの流入土石が，増税地bの前半
部を流出して堆横地eを形成した

No．41

とする解釈が成り立つ。
次に図叫20においては，堆培
地a，bは明らかに演繹崩壊に起

N。・ん0 転輔

・・

因する堆蔵地で，1976年の1次崩
壊，1979年の2次崩壊による土石

No．39

輌

が流出した痕跡と考えられる。ま
た文挟Ⅹから1954年に流出した

No．38

と考えられる堆硫物は，現在は本
流渓床内には見られず，支演出日
において段丘化（段丘高5．3m）
している。堆磯地c〜dでは，段

ユ0

0

20

30

J蔓0

【対−2ヱ 大越谷合流邦におをナる堆積地耕圃蘭瀾

丘状堆痍南に生存木ほ無いが，図ト18に示したように3層が整合しており，各矧笥に枯
死泳がはさまれていることから，それぞれ少なくとも数年間隔で墟欲していったものと考
えられる。また，氾濫原としてすでに沃繹地形化している合流部堆積地は，上流側が1964
年，下流側の堆磯は不明であるが，】9絹年洗掘の痕跡がみられる。これより下流では，

小規模な堆積地 e，r，gがあるが，eとrがいずれも1971年形成と推定され，rは中東
に駄掘流路をもち1タフ9年形成部分も含んでいる。
以上のことより，渓床内堆敷地を時系列的にみると，いくつかの相対的な規模と形成年
代の速いによる堆積地に区分することができ，移動土石がその規模と運動形態によって，
それぞれ違った地形条件の制約によって埴横地として出現するものと考えられた。これに
ついて以下考察をすすめる。

50 （m）
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4．堆積地の形成と地形条件
（り 地形条件による制約

堆積地の形成と地形条件の関適性を考察する上において，先ず，地形条件による制約と
いうものが本来どのような物理的意味をもつのか挽翻しておかねばならない。本給文でと
り上げた触形象件は，沃床幅，渓床勾配と勾配変化および河遣屈曲角度である。また，制
約を受ける側の条件は，常時泥流状に一定流下幅で流出する土石ではなく，洪水時のみ集
合移動形式をとりながら流下する土石である。ただ，実地洪流においては成熟ここの様な
区別をおこない碍ないので，

ずから演床堆積物すべてを扱うこととなり，それを鵬一兎

基準（粒径区分，埴硫聴聞啓
実施渓流においては，均一

均一勾配の麗線村道というものは殆んど存在せず，縦断

よって便宜的に区分して検討した。

面では渓床勾配が細かく変化すると同将に上流から下流に向かって平均的にも変化する。
また平簡約に，河遣は渓床帽壕変化しながら蛇行あるいは屈曲しているのが潜適である。
い患縦断勾配のみについて考えるために，模式的に図…23を示した。血走水準距離内
に15屯，300，450 の平均勾配をもつ渓床を仮定すると，この中で洪床勾配が一定割合で変
化すれば，理想的には図示したような円孤軌跡を描くはずである。これらの円孤の申で各
勾配の渓床がとり得る最小半径の円弧を想定した場合（下流に向って逆勾配にならない限
界），山偲水平距離に対する渓床勾配の変化割合は，ガニ3〜5でほ，150；軋ax芯9．30，
300；βmaxニ1臥40，450；βmax芯26．50 となる。これほ，平均沃床勾配が急になるに従って，
理想閂孤上でとり得る縦断勾配変曲皮の戯大億を示している。もちろん 実際には最小半
径円孤軌跡をとるかどうかも理想円孤に沿うかどうかも不明であるが，少なくとも平均渓
床勾配の大きい沃辟はど縦断勾配変曲度の大なる侶をとり得る可能性が高いといえる。さ
て，縦断勾配変曲皮が大きいはど移動土石に対するブレーキ効果29）が大きいことは一般
に認められている。しかしまた，平均勾配が緩いはど移動土石の初速庇および加速度の小
さいことも明らかである。この2つの遮った渓床勾配に対する評価については，規模の相
適する移動土石がそれぞれ遮った地形条件によって堆放されるとすれば説明しうるものと
考えられる。
次に，平面要素として渓床幡と河退屈曲角度について考える。まず，実施洪流で測定さ
れる洪床暗がどの様なものか換対するために僕ト24を示した。沃床暗とは山般に，渓床

＼
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図−23 渓床勾配と縦断勾配変此度の関瀾
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図−24

渓床幅の測定方法

団

b

図−25 渓床桶と村道屈曲角度の関係

に対する演繹（谷鹿）の幡を言うわけであるが，隈！のように渓樺がⅤ寧塑侵していれば，
その沃床堆積地の形態によって測定値がWlやW2 に変化することになる。仮りに現渓

床橘竃W2としても，土石移動後の洗掘によって渓床将はWlとなることもあり，また
その逆もあり得る。これは，地形条件を渓床暗として測定することが含む基本的な問題点
であるが，ここでは現渓床幅として取り扱うことにした。また，その測定は演繹に蔽交す
る方向におこなえばよいが，両岸がほぼ平行な場合には図申aでの億を採用できるとして
も，撰樺が屈曲している場合には図申d〜】1のいずれの植を採用するかは不明である。こ
れは，地表面形を立体的に把捉できる新しい測定，表現方法の開発を待たねばならないが，
ここでは，より山起している捌の演繹を信親して，それに直交するe，gの槌を採爛する
こととした。
さて，渓床臓と演繹屈曲角度ほ平面要魔のなかでは柵瓦に補完的なものである。図仙25

298

にこれをモデル化して示したが，aは村道屈曲角度（渓渕一首2等分線による）が0で一応
蔽線河遣とみなせるもの，bはこれを中央1カ所で折り曲げた形，Cはさらに複雑でより
実際に近い形にしたものである。図申，右回りに沃辟が屈曲している場合はR，左回りの
場合はLで示し，流下方向を￠で示してある。aおよびbにおいて，沃床幅が拡幅すると
きは右繹がR，左岸がLとなり，狭窄するときは右岸がL，左岸がRとなるが，このいず
れかが0でもよい。次に，両岸ともRまたはLの場合は，その大小によって拡幅，狭窄と
なり，偲が同じであれば平行となる。いま，上流部からこれら拡幅部に集合移動土石が流
入してきたとする。aで発生する現象は，フロント部の堆椒と後続琉による裾居であり，
撰繹の制約を受けずに2次堆積，3次堆機が首振り現象を伴なって発生すると湾・えられて
いる。ところがbでは，やはりフロント部の堆緻と後続統による洗据が発生したとして
も，aとはかなり違った形であるものと考えられる。すなわち，堆硫がむしろ右岸寄りに
発生すれば，その後硫流や2次堆積琴はきらにこれに制約されて友禅奉りに発生すること
になる。これがcの場合では，なお一層複雑な駄掘・堆積が発生することは明らかであ
る。 このような渓床内を流下する物体の遅効を考える場合には，むしろ本来，このR，L
およびその権（渓辟屈曲角度）を制約条件として考えるべきであろう。本給文では，これ
に代わるものとして，渓床隔以外に河道屈曲角度（両岸屈曲角度のは癒平均）を制約条件
として考えた。流下土石がブレーキ効果によって，拡幅部で埴欲する細■ というのは，流
下暗が現渓阻隔を上まわろうとして演繹に制約されている場合で，かつ拡幅部での渓床隔
が充分に流下幡より大きい場合のことである。実地渓床では，必ずしもこの様な理想状態
ばかりでほなく，流下土石は，拡幅部でも演繹に衡突するし，狭窄部での屈曲が異常な埴
緻や洗掘につながることもある。結局，渓床幅あるいは河遺屈曲角度が移動土石に対して
制約条件として働くか否かは，その両条件の赦さと」こ石の移動規模の関係によって決定さ
れるものと考えられる。沃床幅，渓床勾配といった地形条件が，単純に土石堆積と相関が
あるか否かを見るのではなく，これら地形条件の移動土石に対して持つ意味を爛々に絵翻
した上で，きらに渓床内堆積土石の規模と形態を時系列的に塵瀾して，これらと関連づけ
て考察しなければ土石移動実態は明らかにならない。
（2）堆稀規模と地形条件

運動エネルギーは，物理的には移動速度の2発と移動数盈がその実体であり，容論文で
はこの移動野鼠射まぼ堆敏雄横に相当するものとして考えている。したがって，堆積規模
はそれに含まれる石礫の粒径分私 戯欠格石，堆積範囲（堆横地の平面規模）等によって
代袈きせてもよいと考えた。さらに，現象の時瀾的な序列を明らかにすることによって，
偶々紛堆積地について，その時間的空間的位置づけを確定することができた。本節では，
この結果を，先に検討した地形条件の各制約要系にもとづいて考察する。
渓床隔の制約は，トウザ谷では拡幅するほど棟数が増加する傾向を示し，大越谷・大谷
川であ堆積地の形成されている地点が20m以上の渓床幅を有していることからみて，充
分に紙幅効興がはたらいているものと考えられる。しかし，規模の大きな堆親地（大越谷

d・r，大谷川C〜dなど）になると，20m 以上の拡幅部が少なくとも100m以上連
続しなければ形成されない。また狭さく部ぼ，規模の大きな堆横地と，その後そこで発生
する小規模な土石移動を分断する役割を発たすこともある（大越谷d〜e：r，大谷川
a〜b：C以下）。これらの挙から，きわめて大規模な土石移動（例；大越谷1971年党
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生）に伴って，渓床内拡幅部にはその規模に従って堆級土石が分配されていき，その後の
小規模な移動は，この各捌舶腰間内で分配された土石をもとにして変動する過程である
と考えられる。そしてまた，新たな大規模移動に際して，これらの土石は流下方向に再配
分されていくことになる。ここで，田畑ら29）の実験のように，沃床幅変化による血産限
度の効発はあるが，20m以上の拡幅部では渓床幅変化の堆厳に対する効果がはぼ変わら
ず，むしる拡幅部の避統距削が移動土石の堆積厳に関係するものと考えられた。各点の渓
床隔を‡仇，埴蘭攫戊たらす限界渓捌房を断とすると，Ⅳノ肝′≧1．0で堆矧媚始と考
えられるが，限界決床瞞rnは，渓床地形と移動規模の関係で決まるものであって，ここ
では結果的に断ニ20（coflSt）となっている。

河遣屈曲角度について分析すると，トウザ谷では，屈曲角度が大きくなるにつれて会礫
数申の大様礫の占める糾合が大きくなり（掛こtanαヒ0〜0・5で），大越谷・大谷川では，
屈曲角度が大きく反転（L→R，R→L）する地点附近で堆蔵地が途切れて節点となって
いることが明らかになった。これ払 びとつぼ図叫25叫Cにみられるように，屈曲角度の
大きく反転する地点が狭さく部にあたることが原図と考えられ，この意味で大規模な土石
移動に対しては，屈曲角度は渓床幅の制約と同山のものとみなすことができる。しかし，
淡彩剛扇とは関係なく，屈曲角度のみに関係すると思われるもの（大越谷bc問，d下流
鴎，大谷川デ上。下流咄）もある。要するに，屈曲角度が大きく反転する地点では，その
附近あるいは上流部で欠格石礫が停止することが多く，大規模な移動土石では，堆硫地自
体もそこで途切れて形成されるものと考えられる。もちるんこれは，移動速度によっても
変わるものと思われ，拡将部上・下流部にあっては，もっとも効果的によ石堆磯に膨額ず
るものと考えられる。また，小規模な2次的移動に対して鋤く屈曲暦の効果は不明である
が，少なくとも大規模な土石移動に対しては節点としての効果があるものと考えてよい。
各点の屈曲角度をα ，堆碗をもたらす限界屈曲角度変化蕊をdαとすると，dαハαタよ…
α紆り‡≧1．0で堆税関始と考えられるが，限界屈曲角度変化駿dαは，洪床地形と移動規
模の関係で決まるものであって，ここでほ緒劉勺にdαニ20（const）となっている。
次に，渓床勾配と縦断勾配変曲庶に関して，その制約について考察する。沃床勾配につ
いては，大河内周辺支沃では∂」叩2dβ㌫40や以上になると批揺され土石移動が発生してい
ると判断できたが，りこれは仙特約にも堆積地が形成されていた反紀でもある。また，トウ
ザ谷では♂十dβご140〜90ですべての粒径階の棟数が最大値を示していた。これは，β＋
2dβ霊400以下では堆硫地安延髄域であり，これ以上では堆痍地が形成されるが非安定領
域であることを示しており，単に洪床勾配だけでほなく勾配変化dβによるプレ仙キ効果
の存在することを窓嫁している去また，花崗岩渓流の大越谷と大谷川においては，渓床勾
配が比較的経い（200以￣lご）ため勾配変化ほ奔出していないが，渓床勾配が大越谷は50
以下，大谷川は10∵以下で唯磯地が形成されている。このように，大河内周辺文挟。トウ
ザ谷と大地谷・大谷川は沃床金棒として移動規模が逢うものと考えられるが（礫径，堆積
職開からみて），移動規模の小さなものは細かい勾配変化に対応して石轢の幾申，壮観地
形成をおこない，移動規模の大きなものは，むしるその移動起点から終点までの平均勾配
に対応して堆積地形成をおこなうと考えると，これらの現象を説明し得る。ここでも，各
点の渓床勾配を飢 堆積をもたらす限界勾配をβ とするとナ軋ノβ∫≧1・0で堆積開始と

考えられるが，限界勾配β′は渓床地形と移動規模の関係で決まるものであり，ここでは
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飴凍的に玖曹5〜10（const）となっている。なお，測点上部勾配をβ附1，下部をβ と

すると，鋸け→紆聖和かつdβ芯血♂＋20￠であるから，仇≠端本1柵貯，すなわちβナ！
≧0であり，仇ぎゃ1≧2ぴとなるところで小規模移動に影轡することも考慮しなければなら
ない。

最後に，合流部は，地形条件としては拡幅部であり，屈曲部であり，かつ縦断勾配変曲
部でもある。したがって，これまで述べてきたような渓床幅，屈曲角度，縦断勾配変曲度
において大きな臓をとり，かつそれが複合するわけであるから，当然堆概現象に強い制約
をもつべき空間である。比較的移動規模の小さな急勾配渓流でも，移動規模の大きな緩勾
配渓流でもこの事が適合するほずである。トウザ谷（図仙10）においては，ほとんどすべ
ての合流部（文挟流入部）に大在礫が集中しており，大越谷（園㈹1即の文挟Y，Z流入
部，大谷川（図㈹20）の演繹崩壊P，Q，Rと文挟Ⅹ，Y流入部にも規模の大きな堆積地が
形成されている。しかしまた同時に，合流部ではその堆積灸件の漉さのために，次々と新
たな堆横地が形成され，旧堆積地の安定期閲の短いことも特徴のひとつである。
以上のことをまとめて図化したものが図柵26である。図申（A）は，地政条件のなかの
平面要素をとり出して，械駒如こ渓床幅，縦軸に河遺屈曲角度摩とって堆硫の特徴を示した
ものである。図l‡l（お）は，縦断面要素をとり出して，横軸に渓床勾配，縦軸に縦断勾配
変曲庶をとって同様に表現したものである。
（A）において，A〜Cは桝1賃≧20mの領域を示し大規模移動において堆功しやすい
と考えられ，蓋〜Cはdα≧200 の磯城を示し，巨石の停止や堆積地の分断をもたらす
節点（joint spot）効果があると考えられる。このうちAは従来から堆砂地としての織能
をもつといわゆる拡幅部と考えられるが，Cは同じ拡幅部であっても，鵬横断面申に洗掘
と堆積の混在する綾雑な堆検地形変化を呈する領域である。またBは，著しい洗掘を発生
する可能性があり，Dは堆積に対しては特徴をもたない。
（丑）において，E〜Fはβ71惑50〜Ⅳ の領域を示し大規模移動において堆積しやす
いと考えられ，E〜0の領域でほ堆積物が渾移動しにくく，F〜Hの領域では渾移動しや
すいと考えられる。なお，E〜GとF〜Hを分割する線は，前述したように∠博＝鵬（1／2）
（A）PLANE ELEMENT

（B）LONGITUDINAL ELEMENT
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β十200 を漸近線とする触限分枝と考えている。このうちEは，これまでも土石流の停止
限界として評価されてきた領域であるが，Fは，小規模移動による堆積と汚移動発生領域
である。また，Hは堆厳しにくく汚移動しやすい，すなわち敢も洗掘されやすい領域と考
えられる。
本論文では，瞞▲ツ瀬川源流破砕群小文渓をいくつか例にとって，比較的急勾配で短小な
渓流についての堆横地形成にかかわる地形条件について帰納的に考察をおこなった。野外
において数多くのデータを得ながらも，結論的には定性的衷現をもってしか規則性を述べ
ることができなかったのは，野外科学のもつひとつの限界性ではあるが，筆者自身最も残
念に思う点でもある。しかしながら，本論文においては，鵬時点での渓床堆横地の実態と
充分吟味されない地形条件の対応関係をもとめることから鵬歩進めて，時間的にまた成因
的に分数した堆積地とその意味を検討した地形条件との関係を考察した。そして，このこ
とによって，移動規模（移動速度と移動鼠）の異なる土石移動には，地形条件がそれぞれ
選択的に働重かけているという仮説的知見が得られた。今後は，欒宥はこの収税的知見を
もとにして独自の移動床実験をおこない，これを走盟約に爽紀していくつもりである。
本研究遂行にあたり，多大の体力と知力の提供をいただいた九大宮嶋演習林職員と九大
林学欝2教義の院生・学生常習に紙上を借りて探謝の窓を漉す。なお，本研究は昭和54
年・55年の文部省科学研究蟄奨励研究（A）によって得られた成果に，その後さらに考察
をくわえてまとめたものである。

5．要

約

本研究における，目的・研究方法の特徴とそれによって得られた結果について，要約し
てまとめておく。
（1）寒研究の目的は，比較的急勾配の荒廃渓床において，渓床堆積他の形成にかかわる
地形条件の制約を明らかにすることである。なお，ここで対象にしようとする現象
は，集合移動形式で運扱される土石であり，地形条件は渓床隠 渓床勾配と勾配変
化，河退屈曲角度と合流についてである。
（2）研究方法の特徴は，現渓床堆横地をそのまま地形条件と関連づけるのではなく，各
埴磯地を時系列化し，また成因別に区別して扱うことによって，地形条件との関連
を一腰具体的に検討し得たところにある。その方法ほ，侵入植生，石礫の粒径分
布，巨礫分布，横断面地形，堆磯地の平面規模（堆積範囲）を組み合わせておこな
うものである。
（3）渓床幅について；大規模（移動速度，移動汲）な土石移動によって，相対的拡幅部
に堆級土石が分配されてゆき，その後の小規模な移動はこの土石をもとにして主と
して各拡幅空間内で発生するものと考えられた。また，渓床暗が山定の広さ以上に
なると，むしろ拡臓部の連続距離が土石の堆積蕊に効果を示す。
（4）河退屈曲率について；河遺屈曲率が大きく反転している地点では，規模の大きな堆
横地が分断され，粒径の大きな石礫が増税していることから，土石移動時には節点
のような役割を果たしているものと考えられた。
（5）渓床勾配と勾配変化（縦断勾配変池波）について；一定区間を通じて平均的に渓床
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勾配の緩いほど規模の大きな堆鶴地が形成されており，平均勾配に関わりなく縦断
勾配変曲皮の大きい地点には小規模な堆故地が形成されている。
（6）実際には，これらの制約は単独では存在せず，凌合して堆緻現象に働きかけるわけ
であるが，その場合，複合するほど弱い制約の集合でも堆横地を出現させ得ると考
えられる。

（7） したがって，堆積に対する強度の制約が複合した空間（合流部等）では，洗掘・堆
積の変化はきわめて商頻度であり，個々の堆積地の安定期間（新たな堆故によって
流出，被覆されるまでの期間）は短くなる。
（8）以上を総括すると，洪床内における土石移動は，つねに特定の地形条件によって洗
揺。堆琉をもたらされるのではなく，その規模（移動速度，移動蒐）に応じて選択
的に地形条件の制約が働くものであると考えられる。各制約の独さと堆硫の具体的
関係は図…26に示す通りである。
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Summary

The purpose of this paper is to anaiyze topographical control concerning
the formation of deposition in mountain streams. An analysis of the deposition
with mud-flow by topographical control is carried out with consideration given
to the foIIowing: width, incline, bending angle and sinuous angle of stream.
Summary of the results are as follows.
As regards the width of the stream bed, bed depositions are formed with a
large-scale mud-flow in the wide sections, and a smaII-scale mud-flow in the
rela tive narrow sections, which are scoured among the terrace (wide deposition)
or the vaIIey slope.
In the width over th.e limit, the deposition volume is caused by not the
width but by the length of the stream.
Concerning the sinuous angle of the stream bed, in streams with a large
sinuous angle, depositions are broken otT and only large stones are suspended.
From these facts, the sinuous section with a large often function as "the joint
spot" concerning the formation of depositions.
As regards the incline and the bending angle of the stream bed, largescale
deposition are formed in the gentle slope on the average, and small-scale depositions are formed in the bending section with a large angle.
In the stream which has a wide, bending and sinuous section, there is high
frequency the scours and depositions because of the intensive conditions.
The more the condition for deposition is intensified, the more the stability
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(the period of scours and depositions) of the deposition is shorten, because the
deposition with mud-flow frequency occur in the identical section.
Generally speaking, mud-flow in the stream bed is selectively conditioned
by topographical control in responce the energy of movement.
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号畠一岬？ 大越谷源頭部灘すべり性崩壊跡灘と琴ま在も下降移動中の衣属地塊
（お琴揖坤班スギ水先）

ぢ斑−8 段丘上堆横面のアカマツl矧姉妹（烏）
とヤナギ同約林（上）

